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1．はじめに

（1）研究の背景
　1961年に制定された災害対策基本法では、「住
民の隣保共同の精神に基づく自発的な防災組織」（5
条2項）について規定され、任意組織である町内会
を中心とする自主防災組織の芽生えの時期に入った。
その後、1976年の駿河湾地震説（後の東海地震説）
の発表や大規模地震対策特別措置法の制定をきっか
けとして、静岡県をはじめとする各地で自主防災組
織の結成が進んだ。そして、1980年代以降の社会
学では、自主防災組織に係る研究が行われるように
なったほか、消防庁の『消防白書』に掲載される全
国調査に基づくデータによって、自主防災組織の組
織率が明らかになった〔黒田	1998;	消防庁	2017〕。
このような経緯を辿ったのは、自主防災組織につい
て、行政によるトップダウン型で全国一律の普及促
進が図られたことも強く影響した。そのため、従来
の自主防災組織に係る先行研究の大半は、組織の芽
生えから20年以上の時間が経過してから、行政に
よって全国の状況が十分に把握された後に、行政の
情報を前提にサーベイ調査を実施し、問題点を把握
している〔浦野・横田	1990	;	吉井・大矢根	1990〕。
なお、戦後の地域防災力の維持・強化を担ってきた
自主防災組織の仕組みは、全国一律で地域の実情に
合わないほか、少子高齢化や社会の変化によって、

自主防災組織の活動の担い手が減少し、活動の形骸
化が進展していった〔内閣府	2014〕。
　一方、地区防災計画づくりは、東日本大震災の教
訓を踏まえた2013年の災害対策基本法の改正によっ
て創設された制度である。従来の自主防災組織の防
災活動の問題点を乗り越えるため、住民主体のボト
ムアップ型の計画提案制度を採用しており、地区の
範囲や活動内容を住民自らが自由に設定することが
できる制度である。そして、そのようなボトムアッ
プ型の特徴を備えていることから、従来の中央集権
的な行政主体のトップダウン型の防災行政の転換（防
災のパラダイム転換）にある制度だと評価されてい
る〔田中	2013;	 西澤・筒井	2014;	 林・金ほか	
2018:	1章〕。ただし、施行されてから5年目と日
が浅く、アカデミックな観点からの全国的なサーベ
イ調査も行われていない。
　そこで、筆者は、地区防災計画づくりの現場であ
る地域コミュニティにおける時間軸や空間展開を踏
まえ、行政等のデータの2次利用が容易でないこと
から、まずは、「地区防災計画制度」の設計、及び
特性について整理するとともに、筆者が関わってき
た制度運用の現場やモデル地区の特性について考察
を行ってきた。筆者が福岡大学で開講している授業
の受講生の中には、2016年4月の熊本地震、2017
年7月の九州北部豪雨、2018年7月の西日本豪雨
等で実家が被災したり、親族や友人が被災したりし
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た学生が出た。筆者がコミュニティ防災に関する支
援活動を以前から実施していたことから〔金・西澤
ほか2016〕、被災した受講生からアドバイスを求
められることも多く、自然と被災地で聞き取りやコ
ミュニティ防災に関するアドバイスを行うようにな
り、その中で、参与観察を行った〔林・金ほか
2018:	3-6章;	金	2018a-b〕。これらの調査を踏まえ、
本稿では、筆者の授業の受講生の出身地で、熊本地
震、九州北部豪雨等を受けて防災への取組が広がっ
ている北九州市小倉南区志井校区の地区防災計画づ
くりを例に、地域コミュニティのリーダーへのイン
タビュー調査を踏まえ、①地区防災計画づくりに成
功したり、地域コミュニティの防災活動が活発化す
る要因は何か、②その際に地域コミュニティのリー
ダーのほか、学識経験者、行政関係者、NPO等の
外部有識者（外部資源）がどのような役割を果たす
のかについて考察する。

（2）先行研究と本稿の位置付け
1980年代以降の自主防災組織をはじめとするコ
ミュニティ防災に関する地域社会学における代表的
な先行研究をあげてみたい。まず、都市における自
主防災組織の活動を調査し、日常的な防災活動の意
義を認めつつも、地域の実情に合わない活動、組織
の画一性、リーダーや活動するメンバーの固定化・
高齢化に伴うマンネリ化等の問題を指摘した吉井・
大矢根〔1990〕、このような自主防災組織の問題点
を踏まえ、自主防災組織に追加すべき要素について
検討する中で、都市部の木造密集地区で展開された
防災まちづくりに注目し、行政、専門家、ボランタ
リーな組織、地域住民等が連携し、多様な主体が参
加した防災コミュニティの形成や、リーダー層を中
心にした持続的なまちづくりとコミュニティの育成
の重要性を指摘した浦野・横田〔1990〕がある。
また、阪神・淡路大震災後の研究では、30	年にも
及ぶまちづくり活動と地域福祉活動への取組を行っ
てきた神戸市長田区真野地区等を対象にした災害時
の共助によるコミュニティ活動に関する研究で、住
民から信頼され異質な諸集団をまとめることができ
るリーダーの存在の重要性を指摘した今野	〔2001〕、
地域コミュニティの防災活動と福祉活動を接合した
神戸市の防災福祉コミュニティについて、日常時の
コミュニティの交流活動の活発さと発災時のコミュ
ニティのリーダーの活躍度との相関関係を指摘し、

コミュニティでのリーダーの育成の必要性について
指摘した倉田〔1999〕、コミュニティにおける日常
時のリーダーや住民組織の諸活動への住民層のかか
わり方やコミュニティの成熟さが、震災による応急
対応期の対応力だけでなく、復旧・復興の速さにも
影響することを指摘した奥田〔1997〕がある。そ
して、雲仙・普賢岳噴火災害の被災地である長崎県
島原市を対象に調査を行い、地域コミュニティにお
ける地縁や職縁を基盤とした日常的なコミュニティ
内の付き合いが、災害時のコミュニティのリーダー
や住民の結束や協調活動と結びつくことを指摘した
鈴木〔1998〕、自主防災組織の先進県である静岡県
における調査を踏まえ、防災リーダーの人材不足を
踏まえた新しいリーダーの育成による地域防災力の
向上の必要性を指摘した杉山〔2003〕がある。
　これらの先行研究は、行政によって災害のための
政策の再構築が行われる中で、地域住民による防災
活動に注目し、地域コミュニティにおけるリーダー
の役割や育成に焦点をあてており、学識経験者、行
政関係者、NPO等の外部有識者（外部資源）の活
用に触れているものもあるが、「地区防災計画制度」
の導入前の研究である。
　ところで、本稿で取り上げている北九州市の災害
について、地理学の立場からの研究として、政令指
定都市間の地震災害の脆弱性について、自然特性、
人口、経済・財政状況、医療設備等の項目を指数化
し、比較研究を行った天国・荏本ほか〔2000〕、予
防、応急、復旧及び復興の各段階における問題意識
について、政令指定都市の防災・危機管理部局に対
するアンケート調査に基づいて考察を行った武田・
竹内ほか〔2016〕等があるが、北九州市については、
他の都市と並びで数字があげられているだけで具体
的な事例については言及がない。
　地区防災計画づくりに関しては、内閣府によると、
全国で約3500以上の計画づくりが進んでいるが〔室
﨑	2018;	山口2018〕、熊本地震以前は、九州での
地区防災計画づくりに関する文献は、限られており、
内閣府のモデル地区の特性、中山間地域における地
区防災計画づくりで認識された課題等について、「内
閣府地区防災計画アドバイザリーボード」の委員で
ある有識者が執筆した井上ほか〔2015〕及び川脇
〔2017〕が、地域活動と一体となった防災活動の必
要性や地区防災計画づくりに当たっての行政による
総合的な住民へのサポートの必要性を指摘したが、
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具体的な外部有識者（外部資源）の活用には、ほと
んど触れていない。
　地区防災計画づくりの住民主体のボトムアップ型
の計画提案、任意で自由な活動地区や活動内容の設
定といった概念を踏まえた研究としては、熊本地震
の被災地におけるフィールドワーク調査を踏まえ、
熊本市内のマンションにおけるリーダーの役割や外
部有識者（外部資源）による支援の重要性を指摘し
た林・金ほか〔2018〕、北九州市小倉南区志井校区
での地区防災計画づくりについて、市の防災担当職
員に対してインタビュー調査を行い、リーダーの育
成や防災活動について分析を行った金〔2018a〕が
ある。
　本稿では、上記の先行研究のうち、特に金
〔2018a〕を踏まえ、新たに住民のリーダーに対す
る半構造化面接法に基づくインタビュー調査を実施
し、その分析に当たっては、質的分析であるSCAT
（Steps	for	Coding	and	Theorization）のほかに、客
観性・妥当性・信頼性が担保されるように、新たに
客観的科学的な計量テキスト分析手法である頻出語
分析・共起ネットワーク分析を併用した。

2．地区防災計画づくりと社会学的含意

（1）地区防災計画における社会学的視角とその特徴
　社会現象としての自然災害（Disaster）は、自然
現象としての加害力（Hazard）が、社会の災害に
対する脆弱性（Vulnerability）と遭遇することによっ
て発生し、脆弱性は社会構造や防災対策の影響を受
ける〔Wisner	et	al.	2004=2010〕	。つまり、地震
のようなHazardの大きさだけで死者数のような
Disasterが決まるのではなく、危険な立地や適切に
防護されていない建物といった危険な環境条件に
よって生み出されるVulnerabilityが影響を与える。
　Vulnerabilityを小さくしてDisasterを抑えるには、
堤防やダムのようなハードウェアだけでなく、地域
コミュニティの共助による助け合いや防災計画の整
備のようなソフトウェアも重要になる。そのような
共助によるVulnerabilityを下げるための仕組みとし
て創設されたのが「地区防災計画制度」である〔金・
西澤ほか	2015〕	[1]。
　ところで、1950年代〜60年代の岩手県の旧沢
内村では、後に村長になった深沢晟雄が中心になっ

て、女性会等の意見を取り入れた住民運動を展開し
た。そこでは、雪害や病気に苦しむ極貧寒村におけ
る国の取組に先駆けた乳児死亡率ゼロ、高齢者の医
療費無料化の保健衛生の仕組みが導入された。この
仕組みは、多くの住民の命を救うことにつながり、
国の制度づくりや全国の地方公共団体の取組に影響
を与えた。この旧沢内村の取組は、住民のリーダー
が主導して、その人脈で医者をはじめとする外部有
識者（外部資源）を活用しつつ、住民団体の意見を
踏まえて、ボトムアップ型で展開された運動であり、
住民による計画提案的な要素を持った取組である〔前
田	1983〕。また、神戸市長田区真野地区での住民
主体のボトムアップ型のまちづくりに関する住民の
地域活動が、1980年の都市計画法等の改正による
地区計画の計画提案の仕組みの導入に影響を与え、
そのような活動が、阪神・淡路大震災では、防災に
も結びつき、住民の命を救った〔今野	2001〕。　
　「地区防災計画制度」を企画立案した当時の内閣
府の担当者によると、同制度は、そのような隣接し
た行政分野における住民主体のボトムアップ型の仕
組みの影響を受けて地域住民を主体とする計画提案
の仕組みを採用している。従来の防災行政分野は、
トップダウン型の防災計画によって運営されていた
わけであるが、隣接分野における民間や学術的な取
組の影響を受けて、初めて住民主体のボトムアップ
型の仕組みが導入された	[2]。

（2）地区防災計画づくりとソーシャル・キャピタル
地区防災計画づくりについて特集を組んだ内閣府

〔2014〕では、内閣府が2014年2〜3月に3,000
人の20歳以上の男女を対象にネットを通して実施
した地域コミュニティにおける共助による防災活動
に関する意識調査を分析した。
　その中では、一般的な地域活動（地縁活動）と防
災活動との関係について分析が行われており、一般
的な地域活動を行っている住民の防災活動への参加
の割合（48.1%）が、一般的な地域活動に参加して
いない住民の防災活動への参加の割合（9.6%）よ
りも高いことが判明したほか、参加している一般的
な地域活動の種類によって、防災活動に参加してい
る割合が異なることが判明した。具体的には、一般
的な地域活動に参加していない住民の防災活動への
参加の割合（9.6%）よりも、防犯活動、女性会・
婦人会、高齢者・障害者福祉活動、老人会、盆踊り・
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祭り等に参加している住民の防災活動への参加の割
合（ そ れ ぞ れ 71.1%、68.6	%、64.4%、63.3%、
62.1%）が高いことが判明した。この点について、
これらの一般的な地域活動は、子育て支援活動や
PTA活動のような子供が小さい頃に限定されて実施
される地域活動と比較すると、長期的に継続される
地域活動であり、そのような活動は、比較的防災活
動との相関関係が高い可能性があると指摘されてい
る〔図1;	内閣府	2014;	金・西澤ほか	2015〕。
　また、内閣府出身の共同研究者たちから、同調査
のローデータの提供を受けて、さらにクロス集計を
行って確認をしたところ、防災活動に参加している
住民の一般的な地域活動に参加している割合
（54.9%）は、防災活動に参加していない住民の一

般的な地域活動への参加の割合（12.2%）よりも高
いことが判明した〔図2〕。
　また、Putnam〔2000〕は、地域住民の①ネット
ワーク、②信頼関係、③互酬性（お互い様の意識）
等が高い地域コミュニティは、治安等も安定し、地
域活動やボランティア活動等も盛んであるとしてい
る。そして、そのような地域コミュニティは、政治
的・経済的にも活性化しやすいことや、良好な住民
関係は地域コミュニティの活性化につながりやすい
ことを指摘している〔稲葉	2007〕。この点に関して、
布施〔2015〕や西澤・筒井〔2014〕では、上述の
内閣府〔2014〕のデータを分析し、地域住民のソー
シャル・キャピタルを高めると思われる行動を、①
ネットワーク（近所付き合い、地域活動等への社会 
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図１　一般的な地域活動（地縁活動）と防災活動との関係（内閣府　2014）

図２　一般的な地域活動（地縁活動）と防災活動との関係（図１クロス集計筆者修正） 
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参加・社会交流等)、②信頼関係（他人への一般的
な信頼、地域住民等への信頼等）、③互酬性（人を
助ければ今度は自分が困っているときに誰かが助け
てくれるように世の中はできている、人を助ければ
いずれその人から助けてもらえると思う等）の3つ
観点から分析を行い、防災活動が盛んな地域は、ソー
シャル・キャピタルが豊かで、ソーシャル・キャピ
タルが盛んな地域は地域活動や防災活動も活発であ
ることから、地区防災計画づくりが契機となって、
地域コミュニティの良好な人間関係によるソーシャ
ル・キャピタルが醸成され、周辺コミュニティも巻
き込んだ地域コミュニティの活性化につながること
を指摘している	[3]。

3．調査の方法

（1）データ収集の方法（半構造化面接法によるイ
ンタビュー調査）
データ収集に当たっては、①志井校区の住民のリー
ダー（まちづくり協議会会長・社会福祉協議会会長・
自治連合会会長）、②志井校区の学生（福岡大学法
学部1年生）、③NPO法人好きっちゃ北九州メン
バー、④北九州市防災担当職員に対するインタ
ビュー調査を実施したが、本稿では、主に①を踏ま
えて考察を行った	[4]。
インタビュー調査の手法は、「半構造化面接法」

(semi-structured	interview)を採用した。これは、
あらかじめ主な質問項目やインタビューガイドを設
定しつつも、質問に対してインフォーマント（情報
提供者）の自由な回答を求め、積極的に調査への参
加を求める方式であり、状況に応じて質問を変更・
追加する面接法である〔佐藤	2008;	金	2018a;	林・
金ほか	2018〕。なお、本調査では、受講生の伝手
で毎月のように現地に通って、参与観察を行い、そ

の家族や知り合いの紹介を得て、インフォーマント
と人間関係を構築したことから、相手の気持ちに合
わせて質問を展開することができる本面接法を採用
した。

（2）計量テキスト分析と質的データ分析
収集したデータの分析に当たっては、半構造化面
接法によるインタビュー調査によってデータ取集を
行い、質的分析であるSCAT（Steps	for	Coding	and	
Theorization）	[5]と客観的科学的な計量テキスト分
析手法である頻出語分析・共起ネットワーク分析	[6]

を組み合わせて分析を行った田上〔2016〕に倣って、
両分析手法を組み合わせて分析を行い、客観性・妥
当性・信頼性が担保されるようにした。
　具体的には、着目するべきキーワードやキーワー
ド間のつながりの客観性・妥当性・信頼性を担保す
るため、頻出語分析・共起ネットワーク分析を実施
し（表2）[7]	、計量的に抽出されたキーワードやキー
ワード間の関係を踏まえつつ、SCATによる分析を
実施して、ストーリーラインを形成し（表3）、両
分析で得られた構造を比較した（表1）。

4．志井校区の地区防災計画づくりに関する
分析結果

（1）北九州市及び小倉南区志井校区の地域特性と
地区防災計画づくり
　北九州市	[8]には、新幹線の小倉駅があり、小倉
北区に官庁街がある。本稿が調査対象にした志井校
区のある小倉南区は、小倉北区に隣接しており、校
区内のJR日田彦山線志井公園駅は、小倉駅から電
車で20分弱である。志井校区では、1960年代に
マンションが多数建設され、北九州市の労働者の
ベッドタウンとして発展した。1985年には北九州

頻出語分析・共起分析ネットワーク分析
で抽出された強い関係にあるキーワード

の例

SCATによる分析によって形成された
ストーリーラインの例

訓練、参加、活動、防災、住民、地域、
会長、行う

自治会連合会の会長が、地域活動と連携させ
て、防災訓練等の防災活動を実施・拡大。

町内、入る、増加、大きい、市民、防
災、訓練、地域、活動

防災訓練の規模拡大が町内会の必要性の説明
容易化につながり、町内会拡大。

表１　頻出語分析・共起ネットワーク分析とSCATによる分析の比較の例
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表２　頻出語分析（左）・共起ネットワーク分析（右）による分析例

表３　SCATによる地域住民へのインタビューの分析例
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モノレールが開通し、近年も多くのマンションが建
設された。小志井校区の人口は8,600人、世帯数は
3,200世帯で、高齢化率（65歳以上人口比率）は
21.6％であり、マンションと一軒家が半々で、7つ
の学校のある文教地域である。校区には志井川が流
れ、春は桜や菜の花、初夏は蛍、秋は彼岸花が有名
である。過去の災害経験から、内水被害や土砂災害
が想定災害とされ、志井小学校、北九州工業高専、
志井市民センターが「予定避難所」とされている。
地域活動や防災活動の拠点は、志井小学校に隣接し
た志井市民センターであり、①志井川の清掃活動、
②生活安全パトロール、③ラジオ体操、④蛍祭り、
⑤校区体育祭等の地域活動が実施されている〔志井
校区社会福祉協議会	2017〕。
　北九州市では、2013年度から片田敏孝東京大学
特任教授の支援を受けて「みんなde	Bousaiまちづ
くり推進事業」を実施し、市内の校区に対する公募
等によって2014〜2017年度にかけて市独自の14
のモデル地区を設けて、地区防災計画づくりを推進
していた。
　筆者の授業の受講生の出身地である志井校区の地
区防災計画は、偶然であるが、福岡県で最初の本格
的な地区防災計画となった〔金	2018a〕。同地区で
は、「地区防災計画制度」の特徴である住民主体の
ボトムアップ型の計画提案の仕組みや任意で自由な
活動地区や活動内容の設定という特色を生かして、
地域コミュニティの住民が、自発的に相談し、防災
活動の活動範囲や活動内容について合意した上で計
画案を作成していた。そして、その計画案を北九州
市に提案し、市の地域防災計画の中に記載すること
に成功した。
　以下、同校区で地区防災計画づくりに成功した要
因や防災活動が活発化した要因について考察するた
め、2017年9月5日（火）13：30〜15：30に志
井市民センターで志井校区の住民のリーダーである
大迫隆典志井校区まちづくり協議会会長（同校区社
会福祉協議会会長・自治連合会会長）に対して実施
した半構造化面接法によるインタビュー調査の概要
を紹介する	[9]。
　分析の一部について紹介すると、表1の左欄は、
頻出語分析・共起ネットワーク分析（表2）で抽出
された強い関係にあるキーワードの例であり、語句
の出現回数（円の大きさ）及び語句間の関連性（線
の太さ）を踏まえ、「訓練、参加、活動、防災等」

のキーワード（頻度9〜31、Jaccard係数0.25〜1.00）
をあげている。そして、表1の右欄は、SCATによ
る分析（表3）によって、コード（キーワード・表
3下線部）を関連付けて形成されたストーリーライ
ンであり、「自治連合会の会長が、地域活動と連携
させて、防災訓練等の防災活動を実施・拡大」させ
たことが示されている。左右の欄を比較すると、キー
ワードとストーリーラインで、構造が類似している
ことがわかった。

（2）地区防災計画づくりに成功した要因及び防災
活動の活発化の要因
　志井校区では、定年前に移住してきた行政経験の
あるリーダーが、校区の中で育てられてきた。リー
ダーは、知己であった市の防災担当職員から地区防
災計画づくりに関する情報を得た上で、自らが関連
書籍を読み込み、その書籍の筆者と意見交換をした
り、全国の先進的な取組について聞き込みをして、
「地区防災計画制度」について熟知するようになった。
そして、地区防災計画づくりを校区で実施した結果、
住民も防災活動に関心を持つようになり、防犯パト
ロールや清掃活動等の地域活動の際にも住民の話題
にのぼるようになった。
　また、リーダーの人脈で、学識経験者、行政関係
者、NPO等の外部有識者（外部資源）の支援が行
われている。そして、それが契機となって、住民の
やる気が醸成されて、活動が高度化した。さらに、
地区防災計画づくりを契機として住民間の口コミに
よって防災訓練が活発化し、従来役員をはじめ数十
人規模だった防災訓練に700人以上の住民が参加
するようになり、地域コミュニティ全体の創発性が
発揮された。このような多数の住民が参加する訓練
を通じて、住民同士も自然と顔見知りが増え、日頃
から、お互いに立ち話をして情報交換やお裾分けを
して、住民同士の人間関係が良好になった。その噂
が、清掃活動やラジオ体操のような日頃の地域活動
を通じて、従来は町内会に加入をしていなかった最
近移転してきた若いマンション住民にも口コミで伝
わり、結果として、町内会加入者が、数％であるが、
増加した[10]	。なお、この背景には、志井校区では、
防災訓練への参加者、町内会への加入者等の情報を
小まめに記録する習慣があり、そのような校区の体
制基盤が充実していたことも影響した。
　志井校区において、住民主体のボトムアップ型で
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地区防災計画の検討を進め、住民自身が活動地区や
活動内容を設定した上で地区防災計画づくりに成功
した要因及び防災活動が活発化した要因として、①
行政経験があり専門的な知識を持った熱心な住民の
リーダーが、日常的な地域活動と連携させて防災活
動を促進していること、②小学校区単位のコミュニ
ティセンターを拠点として、人間関係が良好で相互
助け合いの習慣のあるソーシャル・キャピタルが豊
かで成熟した地域コミュニティが存在すること、③
リーダーの人脈をいかして、学識経験者、行政関係
者、NPO等の外部有識者（外部資源）の支援を受
けており、それが、防災活動の活発化や高度化につ
ながっていること、④校区内の小中学校や幼稚園と
も連携して訓練等を実施しており、教員や子供との
人間関係が構築されていることがあげられる〔金
2018a;	林・金ほか	2018〕。
　以下、①の住民のリーダーの役割と③の外部有識
者（外部資源）の役割についてここまでの説明と重
複するところもあるが改めて詳述する。

（3）住民のリーダーの役割
ここでは、校区で住民のリーダーが生まれてくる
ストーリーに着目してみたい[11]	。志井校区のリー
ダーである大迫会長は、市役所に勤務していたが、
定年前後の約30年前に志井校区に移住した。最初
は、年輩の住民から見込まれて輪番制の町内会長に
なるように指名を受け、強く頼まれて受けることに
なった。そして、町内会長として、精力的に発案し
て、清掃活動、ラジオ体操、パトロール活動等を推
進した。そのような精力的な活動によって、名誉職
的な会長の役割を変化させたところ、校区内の学校
や企業の協力が得られるようになり、地域コミュニ
ティの地域活動や防災活動への参加者が増加して
いった。例えば、防災訓練も、役員はじめ数十人で
始まった取組が、最近は700人規模の取組に成長
した。
　もう少し詳しく見ていくと、大迫会長は、1985
年の北九州モノレール開通によりマンションが増加
し、校区全体の人口が増加した時期に移住しており、
町内会長、連合町内会会長、社会福祉協議会会長、
まちづくり協議会会長等を順番に頼まれたわけだが、
各役職は、事務量が多く、住民、企業、行政、各種
団体等とも調整をする必要があり、新しい住民が
入ってきて環境が大きく変化している中で、簡単な

仕事ではなかった。しかし、年輩者から事務の効率
的なさばき方や地域の有力者に根回しをしてから全
体の調整に入る手法を指導してもらい、リーダーと
してコミュニティに育てられた。特に、地域のお祭
り（蛍祭り）、河川の清掃、ラジオ体操等の年中行
事の運営は難しく、年輩者からそのノウハウを継承
する形で地位と役割を内面化させ、コミュニティを
まとめていけるようになった。このようなリーダー
養成の仕組みは、行政からの指示等とは関係なく、
地域コミュニティの中で自然にできた仕組みであり、
住民はそれを大切にしている。大迫会長は、自分が
育てられた時と同じような指導を後輩にも実践して
おり、20歳代の若手のリーダーは、幼少時からの
お祭りや河川の清掃等の手伝いを通じて、これらの
行事の企画運営ができるまでに育っている。そして、
防災分野だけではなく、防犯、青少年育成、福祉等
多様な分野の地域活動を担う複数のリーダーが登場
している	[12]。

（4）外部有識者（外部資源）の役割
志井校区における地区防災計画づくりを契機とし
た防災活動の活発化には、リーダーである大迫会長
の人脈によって、学識経験者、行政関係者、NPO
等の外部有識者（外部資源）の支援を受けることが
できたことが大きな要因となった。
　外部有識者（外部資源）としては、東京大学、北
九州市立大学等の教員のほか、北九州市役所や消防
局の行政関係者、校区内の国立高専出身の若い消防
官が結成したNPO等がある。講演、シンポジウム、
防災訓練等を通じて、これらの外部有識者（外部資
源）が校区の活動を支援したところ、校区の住民も
専門家から見られているという意識を持つようにな
り、訓練への参加者も増加し、防災活動が活発化・
高度化していった。
　この背景には、リーダーが、地区防災計画づくり
について自ら勉強し、行政経験もいかして、関係者
の話を聞くうちに、学識経験者、行政関係者、NPO
等の知己が増えて、彼らに防災訓練の講評や防災計
画の作成支援等を依頼できるようになったことがあ
る。また、リーダー自身が、住民に地区防災計画づ
くりの効用を説明し、その計画づくりの専門家の支
援を受けることの重要性を住民に説明し、強い賛同
を得ていたことも影響した。
　防災活動の活発化、行動かに着目すると、例えば、
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同校区内の国立高等専門学校出身の若い消防官を防
災訓練の講師として招き、最新の防災理論に基づく、
専門的で高度な指導を受けることによって、校区全
体の訓練が精緻化され、地区防災計画づくりが、地
域防災力の向上、住民間のコミュニケーション活動
の活発化等につながった。また、熊本地震の被災地
で活動経験のある消防職員を講師として招いて、災
害教訓を踏まえた実践的な訓練を実施することに
よって、住民の意識も大きく変化し、炊き出しや避
難所運営訓練等も、お互いに協力して、以前よりも
短時間のうちに正確にできるようになって、地域防
災力が上がった。

5．結びにかえて

　志井校区という名称は、「志（こころざし）」＋「市
井＝住民・庶民」の意味であるといわれており、志
井校区は、もともと「志を抱いた住民・庶民の地域」
である〔志井校区社会福祉協議会	2017〕。そのよ
うな地域であることから、「志」ある住民が、自分
たちの地域を大事にしようと、地域の象徴である「川
（志井川）」や「川に住む蛍」を大切にする気持ちが
高まり、「蛍祭り」が内発的に始まった。この「蛍
祭り」は、地域の清掃活動とセットで続いている。
　そのような活動を先導してきた住民のリーダーは、
お祭りをはじめとする地域活動に携わる中で、地域
の先輩から地域のまとめ方のノウハウを受け継いで
きた。筆者は、現地で参与観察を行い、志井校区の
住民だけでなく、支援活動を行っている学者、ボラ
ンティア、行政関係者からも聞き取りを行ったが、
志井校区の地域活動を通じたリーダーを養成するノ
ウハウは、行政や上部組織に強制されたものではな
く、「志を抱く地域」の住民の中から内発的に出て
きたものであり、それが受け継がれ、人間関係が良
好で相互助け合いの習慣のあるソーシャル・キャピ
タルが豊かで成熟した地域コミュニティの醸成につ
ながっていることがわかった。
　また、リーダーが、地区防災計画づくりについて
行政関係者から知識を得て、自ら研究を重ねた上で、
校区に持ち込んで提案したところ、地区防災計画づ
くりをきっかけとして、防災活動だけでなく、地域
活動が活発化し、地域活性化につながった。それに
は、リーダーの人脈で学識経験者、行政関係者、

NPO等の外部有識者（外部資源）による支援が大
きな影響を与えている。そして、防災活動や地域活
動を通じて、住民のネットワーク、信頼性、互酬性
等も高まっており、まさに、内閣府〔2014〕が指
摘していたような地区防災計画づくりを通じて地域
コミュニティのソーシャル・キャピタルが醸成され
るような傾向が見られた。そして、志井校区では、
福祉施設や学校と連携する形で、高齢者や子供の見
守り活動が進み、日頃の福祉活動や教育活動と連携
した形での地域防災力の強化が進みつつある点が注
目される〔金	2018a〕。
　なお、全国で地区防災計画づくりが急速に進んで
おり、地域社会を研究するに当たって、地区防災計
画づくりに関する知識は不可欠なものとなっている
〔室﨑	2018;	林・金ほか	2018〕。本稿は、地区防災
計画づくりに関する限られた事例に基づく質的調査
を中心とした研究であるが、コミュニティ防災の様
相は大きく変化していることから、コミュニティ防
災に係るさらなる精緻な検証のためには、本稿で採
用したように計量テキスト分析（頻出語分析・共起
ネットワーク分析）と質的データ分析（SCAT）を
組み合わせて、より多くの事例の分析を行い、事例
の類型化	[13]を行うとともに、将来的には、全国16
万以上の自主防災組織に関するサーベイ調査を実施
する必要があると考えている。

付記

本稿は、日本学術振興会特別研究員奨励費
（JP17J09978）による研究の成果の一部である。

[	受付日　　2018年6月30日]
[	掲載決定　2019年1月14日]

注

[1] 地区防災計画の中には、日頃から一人暮らしの高
齢者に声掛けを行ったり、毎日ラジオ体操を行って、
住民がお互いの健康状態を確認したりすることを
盛り込んでいたり、避難訓練の際にも、日頃のそ
のような人間関係や仕組みを応用して、お互いの
安否確認を行う場合がある。〔西澤・筒井	2014〕。
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[2] 2018年7月28日に九州大学で開催された地区防
災計画学会シンポジウムで「地区防災計画制度」
の企画立案者である西澤雅道前福岡大学法学部准
教授（元内閣府防災担当）からそのような報告があっ
た。なお、報告の中では、同制度の普及のためには、
日常的な地域活動を結果的に地域防災力の向上に
つなげる「結果防災」〔大矢根	2012〕や「生活防災」
〔矢守	2011〕の考え方の導入が重要であるという
指摘があった。

[3] 東日本大震災の被災地での調査を踏まえ、災害が
被災地のソーシャル・キャピタルを強化し、復興
過程でソーシャル・キャピタルが重要な役割を果
たしており、ソーシャル・キャピタルを活用した
防災計画の作成が重要であることを指摘する見解
〔稲葉	2017〕がある。また、横須賀市で最初に地
区防災計画づくりに取り組んだマンション「ソフィ
アステイシア」での調査を踏まえ、①住民をあげ
た餅つき行事を共同で行う習慣が、住民同士の顔
の見える関係や協力関係へと結びついていること、
②餅つき行事が住民間のネットワーク形成や信頼
関係醸成へとつながったほか、行事に参加しない
住民にも餅が配られたり、お礼にお互い様の意識
で料理をお裾分け（互酬性）したりする付き合い
を通して、住民同士の良好な人間関係が構築され
ていること、③良好な人間関係が影響して、避難
訓練、炊き出し訓練等も積極的に住民同士が協力
し、防災訓練レベルが向上したこと、④これらの
取組がメディアにも取り上げられ、マンション自
体の評判が上がり、マンションの価格が、築年数
を経たにもかかわらず周辺の相場よりも10％上昇
したこと等を紹介している研究もある〔金・西澤
ほか	2016〕。

[4] ④は17年8月4日14：00〜16：00に北九州市
消防局で実施（調査側2人）、①及び③は17年9月
5日13：30〜15：30に北九州市小倉南区志井市
民センターで実施（調査側2人）、②は17年11月
23日11：00〜12：00　に福岡大学文系センター
で実施（調査側1人）。調査体制については、筆者
及び福岡大学西澤研究室が共同で対応しており、
調査の流れは、企画立案（主担当：筆者）→アポ
イントメント（主担当：西澤研究室）→ラポール
構築（主担当：西澤研究室・筆者）→インフォー
ムドコンセント（主担当：筆者）→インタビュー
調査（主担当：筆者）→インタビュー記録（主担当：
筆者）→補足調査（主担当：筆者）である。なお、
利用した機材は、録音機がPanasonic	RR-XP007-W、
カメラがCanon	EOS	KissX7である。

[5] SCATは、伝統的なテキスト分析手法であるKJ法〔川喜
田	1967,	1970〕やGTA〔Grounded	Theory	Approach;	
Glaser	and	Strauss	1967=1996;	戈木	2008;	木下	2003,	

2006;	松原	2011〕とも類似した分析手法であるが、
これらの手法の利点を踏まえつつ、その手順をさ
らに明示化し、小規模なデータ分析にも利用でき
るように改良したものである。具体的には、イン
タビュー記録等のデータをセグメント化し、①デー
タの中の着目すべきキーワード、②それを言いか
えるためのデータ外のキーワード、③それを説明
するためのキーワード、④そこから浮き上がるテー
マ・構成概念の順にコードを付していく「4ステッ
プのコーディング」と「テーマ・構成概念を関連
付けてストーリーラインを作る手続」からなる分
析手法である〔大谷2008,	2011;	金	2018a〕。なお、
隣接する福祉分野のボランティア活動を取り扱っ
た永井〔2013〕を参考にした。

[6] 頻出語分析・共起ネットワーク分析は、ソフトウェ
ア「KHCoder」を利用し、出現回数の多い重要語
とその前後の単語の関連性の強さを分析する手法
である〔樋口	2014;	小林・石川ほか	2013;	小林
2017〕。

[7] 頻出語分析では、重要語がテキストに登場する回
数を示すが、「名詞」と動詞「する」が結びついて
サ行変格活用の動詞になる「サ変名詞」に注目して、
重要キーワードを抽出した。共起ネットワーク分
析では、テキストの中で用いられている単語を「ノー
ド」とし、単語と単語の結びつきの強さである共
起性を「リンク」と表現して、単語のグルーピン
グと媒介する用語の探索を実施した。本稿では、
先行研究にも倣い、探索の対象となる単語である
「ノード」を絞り込むに当たり、文単位でみたときに、
全体として5％以上のレビューに登場する単語を
設定した。また、Jaccard係数（Jaccard	similarity
coefficient）が高いほど、単語間の「リンク」（共
起性）が強いが、0.1以上を共起関係として分析し
た。表2では、語句の出現回数の多い重要な単語
ほど円が大きくなり、お互いに関連性が高い単語
の間ほど、線が太くなっている。また、クラスター
（要素間の関連性）を確認するため、単語（ノード）
間の関連性（リンク）の強い集合体（アクター）
を「サブグラフ検出」によって、色分けした。なお、
先行研究に倣って、指標は共起関係の媒介性を示
しやすい「モジュラリティ」の機能を採用した〔小
林	2017〕。

[8] 北九州市は、1963年に5市が合併して誕生した政
令指定都市で、人口は約95万人である。1901年
の官営八幡製鉄所の開設から始まる北九州工業地
帯の「鉄の街」であり、高い工業・技術集積を特
徴とした「モノづくりの街」である〔北九州市
2015,	2017〕。政令指定都市化や工業地帯の発展
とともに市の規模が拡大したが、小倉南区志井校
区も、その流れにあわせて人口が増加した。なお、
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市内には小倉東断層が存在することから熊本地震
後に地震に対する防災意識が高まっている。

[9] 事前に想定していた質問項目は、①地域活動や防
災活動に深くかかわったきっかけは何か、②熊本
地震や九州北部豪雨をどう受けとめているか、③
地域活動や防災活動がうまくいっているコツは何か、
④地域活動や防災活動がきっかけになって人間関
係が良好になっているのか、⑤役所任せでなく住
民主体での取組を進めるコツは何か、⑥形式的に
計画を作るだけでなく、地域にあった、実際に動
くものを作るコツは何か、⑦モデル事業が終わっ
てからもうまく活動が継続しているが、そのコツ
は何か、⑧北九州市の地区防災計画のモデル事業
に手をあげたきっかけは何か、⑨校区における想
定災害や災害経験はどのようなものか、⑩マンショ
ン住民と町内会はうまく連携できているか、である。
半構造化面接法によって、それまでの参与観察に
基づいて筆者がインフォーマントの自由な回答を
引き出すように相槌を打ち、追加質問をしたところ、
当初予定していなかった地域コミュニティでのリー
ダー育成の仕組み、若い新しいリーダーの育成状
況や役割等についても詳細な回答を得ることがで
きた。また、ここで収集されたデータをSCAT及び
頻出語分析・共起ネットワーク分析の手法を利用
して分析を行い表1〜3を作成した。

[10] 3（1）の④北九州市防災担当職員に対するイン
タビュー調査で明らかになった〔金	2018a〕。

[11] 筆者は、リーダー誕生のプロセスや周辺校区へ
の影響を調べるため、筆者の授業を受講していた
学生の伝手で、約2年間現地に通い、お祭り、シ
ンポジウム等の行事に参加して人間関係を構築し、
住民からの聞き取りや住民に対するコミュニティ
防災に関するアドバイスを行う等の参与観察を行っ
た。また、志井校区住民だけでなく、周辺校区の
住民、北九州市役所、近隣消防署、地区防災計画
づくりを支援している地元のNPO、大学教員等か
らも聞き取りによる補足調査を実施し、例証を行っ
た。

[12] 同校区を支援してきた学識経験者やNPO関係者
によると、一般に多くの校区では、地域活動や防
災活動が形骸化し、共助の意識も低調で、活動へ
の参加者が固定化されている場合が多い。筆者も
周辺の校区の関係者からの聞き取り等の参与観察
を通して、同じような印象を持った。一般に、防
災を行政の仕事だと考えている住民が多く、また、
町内会長の役職も数年の任期で順番に交代して務
める輪番制が多い。そのため、地域活動や防災活
動について、専門性を持ったリーダーの育成が難
しいようであるなお、行政は、シンポジウムを通

じて、志井校区の取組を広報し、他の校区に横展
開する取組を行っており、八幡西区塔野校区のよ
うに、志井校区の事例を真似て、お祭りのような
地域活動の運営を通じて、リーダーを養成し、地
域防災力の強化につなげる例もみられるようになっ
た〔金	2018a〕。

[13] 紙面の関係で詳述できないが、筆者は、①神奈
川県横須賀市平成町、②高知県高知市下知地区、
③福岡県北九州市小倉南区志井校区、④福岡県福
岡市平尾校区、⑤熊本県熊本市砂取校区、⑥同市
向山校区、⑦熊本県益城町の地域コミュニティの
防災活動を対象に参与観察やインタビュー調査を
実施し、それらの事例について、外部資源の有無
と都市・農村の別で4つのマトリックスに分けて
類型化した。具体的には、①②③⑥は「都市型＋
外部資源」、④⑤は「都市型＋外部資源なし」、⑦
は「農村型＋外部資源なし」に類型化した〔林・
金ほか	2018;	金	2018a-b;	金・西澤ほか	2016〕。

文献

天国邦博・荏本孝久・望月利男,	2000,	「地震災害の脆
弱性に関する都市間比較の試み−政令指定都市を
事例として−」『自然災害科学』18(4):	489-500.

布施匡章,	2015,	「ソーシャル・キャピタルが防災活動
に与える影響に関する実証分析−震災関連3都市
住民アンケートを用いて—」『地区防災計画学会誌』
4:	26-34.

Glaser,	B.G.	and	Strauss,	A.L.	1967,	The	Discovery	of	
Grounded	 Theory:	 Strategies	 for	 Qualitative	
Research.	Aldine	Publishing	Company.	=1996,	 後
藤隆・大出春江・水野節夫（訳）『データ対話型理
論の発見—調査からいかに理論をうみだすか』新
曜社.

林秀弥・金思穎・西澤雅道,	2018,	『防災の法と社会—
熊本地震とその後』信山社.

樋口耕一,	2014,	『社会調査のための計量テキスト分析』
ナカニシヤ出版.

稲葉陽二,	2007,	『ソーシャル・キャピタル』生産性出版.

————,	2017,	「ソーシャル・キャピタル—震災から
の知見と地区防災計画のためのソーシャル・キャ
ピタル調査の重要性—」『地区防災計画学会誌』8:	
3-11.

井上禎男・山﨑裕行・山辺真一・川田伸一,	2015,	「中
山間地における地区防災計画—上大河平地区･えび
の市の取組み—」『福岡大学法学論叢』59(4):	775-
821.

kanto_annual_20_kin-2nd.indd   11 2019/03/11   17:38



再校 2019年3月11日 『関東都市学会年報』第20号再校 2019年3月11日 『関東都市学会年報』第20号

68｜	関東都市学会年報	20

川喜田次郎,	1967,	『発想法』中公新書.

————,	1970,	『続・発想法』中公新書.

川脇康生,	2017,	「「住民自治」の実践としての地区防災
計画作成の意義と課題」『地区防災計画学会誌』8:	
18-32.

金思穎,	2018a,	「北九州市の地区防災計画に関する地域
社会学的研究」『専修人間科学論集社会学篇』8(2):	
107-126.

————,	2018b,	「九州北部豪雨後の北九州市の地区防
災計画に関する地域社会学的考察」『地区防災計画
学会誌』11:	45-50.

金思穎・西澤雅道・筒井智士,	2015,	「コミュニティに
おける防災活動に関する実証的考察」『都市問題』
106(10):	90-105.

————,	2016,	「マンションコミュニティの防災活動
に関する実証的考察」『地区防災計画学会誌』5:	
30-40.

木下康仁,	2003,	『グラウンデッド・セオリー・アプロー
チの実践』	弘文堂.

————,	2006,	「グラウンデッド・セオリーと理論形成」
『社会学評論』57(1):	58-73.

北九州市,	2015,	『北九州市防災ガイドブック〜生き抜
く術の心得帖〜』（小倉南区版）.

————,	2017,	『北九州市勢ガイド2017』.

小林秀行,	2017,	『復興期のコミュニティにおける調整
機能の維持戦略』東京大学博士論文.

小林秀行・石川俊之・村木宏壽・田中淳,	2013,「東日
本大震災からの復興とはなにか−傾聴面接調査に
おける被災者の物語をめぐって−」『災害復興研究』
5:	11-34.

今野裕昭,	2001,	『インナーシティのコミュニティ形成
─神戸市真野住民のまちづくり─』東信堂.

倉田和四生,	1999,	「震災後の「防災福祉コミュニティ
の展開」岩崎信彦・浦野正樹・似田貝香門・山本
剛郎・鵜飼孝造・辻勝次・野田隆編『復興・防災
まちづくりの社会学』昭和堂:	298-319.

黒田洋司,	1998,	「「自主防災組織」その経緯と展望」『地
域安全学会論文報告集』(8):	252-257.

前田信雄,	1983,	『岩手県沢内村の医療』日本評論社．

松原弘子,	2011,	「質的研究における客観性に関する論
考—	GTA法と写真表現との比較を素材に」『大阪経
済法科大学アジア太平洋研究センター年報』(8):	
23-30.

室﨑益輝,	2018,	「次のステップを地区防災計画の先進
地「高知」から」『地区防災計画学会誌』12:	1.

永井拓己,	2013,	「都市コミュニティにおけるボランティ
ア活動の継続に関する一考察−SCAT	法によるテキ
ストデータ分析の試み−」『日本福祉大学健康科学
論集』16:	47-53.

内閣府,	2014,	『平成26年版防災白書』.

西澤雅道・筒井智士,	2014,	『地区防災計画制度入門』
NTT出版.

奥田道大,	1997,	「〈神戸大震災〉以後のコミュニティの
恢復」『書斎の窓』468:	42-49.

大谷尚,	2008,	「４ステップコーディングによる質的デー
タ分析手法SCATの提案−着手しやすく小規模デー
タにも適用可能な理論化の手続き−」『名古屋大学
大学院教育発達科学研究科紀要（教育科学）』
54(2):	27-44.

————,	 2011, 	「SCAT : 	 s teps 	 for 	 cod ing 	 and	
theorization	-明示的手続きで着手しやすく小規模
データに適用可能な質的データ分析手法」『感性工
学』10(3):	155-160.

大矢根淳,	2012,	「地域防災活動におけるレジリエンス
〜川崎市多摩区中野島町会「防災マップ」づくり
の事例から〜」『かながわ政策研究・大学連携ジャー
ナル』3:	66-69.

Putnam,	Robert	D.	2000,	Bowling	Alone:	The	Collapse	
and	Revival	 of	American	Community,	 Simon	&	
Schuster.

戈木グレイグヒル滋子,	2008,	『実践グラウンデッド・
セオリー・アプローチ』新曜社.

佐藤郁哉,	2008,	『質的データ分析法-原理・方法・実践』
新曜社.

志井校区社会福祉協議会,	2017,	『志井校区幸せまちづ
くり	Happiness	Plan	2017』

杉山隆通,	2003,	「静岡県における地域防災力の強化策」
『日本都市学会年報』36:	8-15.

鈴木広編,	1998,	『災害都市の研究』九州大学出版会.

消防庁,	2017,	『自主防災組織の手引き』.

田上悦史,	2016,	「センスメイキングストラテジーを用
いた地方自治体におけるノンメガスポーツイベン
トの社会的効果に関する研究：市民マラソン大会
に着目して」早稲田大学大学院スポーツ科学研究
科2015年度修士論文.

武田文男・竹内潔・水山高久・池谷浩,	2016,	「政令指
定都市における防災・危機管理対策に関する比較
研究」『GRIPS	Discussion	Paper』:	1-21.

田中重好,	2013,	「東日本大震災を踏まえた防災パラダ
イム転換」『社会学評論』64(3):	366-385.

浦野正樹・横田尚俊,	1990,	「防災まちづくりをめぐる

kanto_annual_20_kin-2nd.indd   12 2019/03/11   17:38



再校 2019年3月11日 『関東都市学会年報』第20号再校 2019年3月11日 『関東都市学会年報』第20号

北九州市小倉南区志井校区の外部有識者の支援を受けた地区防災計画づくりに関する地域社会学的研究（金）	｜　69

地域住民活動と行政の協働」行政管理研究センター
『社会変化とコミュニティ』:	46-80.

Wisner,	Ben,	Piers	Blaikie,	Terry	Cannon,	and	Ian	Davis,	
2004, 	 At 	 Risk : 	 Natural 	 Hazards , 	 People 's	
Vulnerabi l i ty	 and	 Disasters , 	 2ed, 	 London,	
Routledge.	=2010,	岡田憲夫（監訳）『防災学原論』
築地書館.

山口徳彦,	2018,	「地区防災計画の推進について」2018
年10月31日都市防災美化協会シンポジウム「住
民主体の防災計画はいかに可能か？」配布資料.

矢守克也,	2011,	『“生活防災”のすすめ—東日本大震災
と日本社会』ナカニシヤ出版.

吉井博明・大矢根淳,	1990,	『神奈川県西部地震説と小
田原市民』文教大学情報学部.

kanto_annual_20_kin-2nd.indd   13 2019/03/11   17:38


