
１．序論

（1）問題の所在

　1980 年代にアジア NIES の一角として高度経済
成長を遂げた台湾社会は、90 年代を迎える頃には
ローカルな地域社会レベルの環境汚染や都市・農村
間の経済格差といった問題にさらされるようになっ
た（曾、2007）。こうした問題への社会的危機感を
反映し、各地でローカルな地域を対象とした民間任
意団体の活動が 90 年代半ばより出現し始めた。こ
れらの団体が行う活動はコミュニティの訳語「社区」
を用いて「社区総体営造」（総体的なコミュニティ
づくり。以下、「コミュニティづくり」）などと総称
される。その活動内容は街並み保全など景観改善か
ら地域の伝統芸能再興といった文化活動に至るまで
多様であるが（服部、2004、207 頁）、何らかのロー
カルな地域を活動範囲に据え、その範囲で住民の
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ローカル意識の涵養や地域の生活問題改善を目指す
点に共通性をもつ。行政側は民間の動きに応じ、彼
ら自発的に活動する任意団体を対象に資金や人材育
成などの支援提供を行い、その地域のコミュニティ
自治能力向上を試みる制度を構築してきた（経済建
設委員会、2005；Huang & Hsu、2011）。
　台湾の民間団体を対象とした「コミュニティ」形
成支援はすでに 20 年近く実施されてきた。しかし
近年、活動を立ち上げ公的支援を獲得しながらも団
体としての活動を長期にわたって維持できない状況
が報告されつつある（黄ほか、2009、82-90 頁）。こ
れらの背景には団体が地域内の党派対立に巻き込ま
れ分裂や活動停滞に陥る（荘 、2005、80-82 頁；星、
2013、69-71 頁）、あるいは団体が地域内から十分な
活動協力を得られない（楊、2005、265-270 頁）といっ
た問題があるとされる。
　しかし政策側からのコミュニティ形成支援が、支
援を獲得しつつ長期に活動する団体側によっていか
に受け止められているかに関しては、いまだ十分な
事例蓄積がない。結論を先取りしていえば政策側の
狙うコミュニティ形成と団体側の受け止めの間には＊東京大学
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の動きの背景には次第に深刻視されはじめていた高
齢化や地域間格差の問題があった（Huang & Hsu、
2011、147 頁）。2008 年の政権交代により政権は再
び国民党に戻ったが、行政の側がコミュニティ形成
を支援する状況は引き継がれた。2010 年施行の「農
村再生条例」では農村部活性化のための政府資源受
け入れ主体として「社区自治」（コミュニティ自治）
の育成・実現が方針として掲げられた（行政院農業
委員会水土保持局、2013 年、17-18 頁）。
　このように近年のコミュニティ支援政策において
は自治能力を備えた地縁的なコミュニティの形成が
期待される傾向にある。一方これらの政策は、資金
面・人材面の公的支援が実際に行われる対象があく
まで民間任意団体であり、団体支援を通したコミュ
ニティ形成が想定されている特徴をもつ（1）。

（3）漢人社会の〈つながり〉とコミュニティ

　元来、台湾・中国など漢人社会研究においては、
集落など地理的な領域を単位とした住民の結びつき
が弱く、個人と個人の 2 者間で構築される関係が
相対的に重要な意味を有するとされてきた（田原、
2001）。Fan（2002）の整理によれば、こうした漢
人社会の組織や村落に存在する社会関係の特性は、
次の点にある（Fan、2002、546-551 頁、553-554 頁）。
①縁戚、出身地、同窓など共通性を発見しうる間柄
の 2 者の間で構築される。この共通性には「共通の
知人がいる」ことも含まれ、仲介を通じて結びつき
を拡大していくことが可能（2）。
②共通性があるのみでなく、共通性を認識して共同
行動をとることではじめて利用可能な人間関係にな
り、資源としての意味をもつ。
③あくまで個人に帰属する資源として問題解決への
効果を発揮し集団へは帰属しない。
　田原（2008）は漢人社会の制度的に規定されない
個人と個人の間の関係性を〈つながり〉とよび、〈つ
ながり〉が優勢であることから漢人村落で生じる共
同行動の特徴について論じている。すなわち漢人村
落には個人間の〈つながり〉に依拠した小規模な共
同行動がしばしば確認される。しかしその〈つなが
り〉による共同行動が蓄積されていったとしても、
それが必ずしも村落ぐるみで住民が固定的かつ恒常
的に共同するような〈まとまり〉形成につながらな
いという（田原、2008、192 － 193 頁）。Fan が整
理したような特性をもつ個人対個人の社会関係が何
らかの形で読み替えられない限り、中国本土の村民
委員会のケースのような村落ぐるみの組織形成は難

「ずれ」がある。本稿では 10 数年にわたる活動を継
続してきた団体「台南市 D 農村文化営造協会」を
事例に、政策下の支援を受けた「コミュニティづく
り」団体の側からの政策意図に対する「ずれ」の所
在について考察を試みる。

（2）団体経由のコミュニティ支援政策

　台湾におけるコミュニティ支援政策の起源は、
1960 年代後半の国民党政権が国連の支援プログラ
ムを受け入れ、コミュニティ・デベロップメントの
概念を「社区発展」と翻訳して導入したのに始まる。
以後 1970 年代を通し集落ないし行政村を「コミュ
ニティ」として認定しての開発支援が実施された。
もっともその実態は道路舗装、トイレや井戸の衛生
改善、公民館建設などハードウェア建設を中心とす
る行政主導の台湾式「コミュニティ・デベロップメ
ント」というべきものであった。1980 年代末より
段階的にすすんだ体制民主化のなか、1991 年の法
改正では官製受け皿組織として認定「コミュニティ」
内で行政計画を遂行してきた社区理事会から民間任
意団体である社区発展協会へ村落開発の担い手が移
行された。社区発展協会のみならず、民主化に伴い
団体活動目的に関する制限が緩和された各種の任意
団体が自発的に結成され、「台湾的な」地方文化の
振興活動や地区の景観整備を公的補助を獲得して行
うようになった（星、2013、154-155 頁）。
　2000 年に国民党より政権を奪取した民進党政権
は、「既往のトップダウンの資源投げ込みモデル」
の転換と「コミュニティの自主的な管理メカニズ
ム」の強化（経済建設委員会、2005、101 頁、106
頁）を掲げ、地域内団体が担う役割を拡大する制度
整備を進めていった。まず 2001 年に地方政府に対
する「コミュニティづくり」関連補助枠が中央予算
の中に盛り込まれ、これによって県レベルの各地方
政府は独自の補助プログラムを組むことが可能に
なった（星、2013、158 頁）。直接の資金支援のみ
ならず「コミュニティづくり」に従事する人材育成
にも予算が投入され、2006 年には中央・地方で用
意した各種補助プログラム以外に団体自身の側から
の計画提案を認める直接提案制度が正式に導入され
た（呂、2007、204-205 頁）。景観改善や産業振興な
どに対する分散した公的支援プログラムを地域の側
でとりまとめて実行する「社区総体営造」（総体的
なコミュニティづくり）の概念そのものは、90 年代
からすでに提出されていたが、それに対する制度的
裏付けがこの段階でようやく進展したといえる。こ
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しいと田原は論じる（3）。
　台湾の漢人村落に関しても、とくに村落全体を覆
うような強固な父系血縁集団が存在しない場合、個
人間の 2 者間関係が重視される傾向にあるとされる

（Harrell、1982、124-134 頁）（4）。台湾では 1950 年
代の農地改革による自作農創設が行われた一方で、
中国本土で実施されたような集団化は行われなかっ
た。前節で触れたような公的支援による地区内イン
フラに関しても、集落に準ずる単位へ自らそれを管
理する権限と独自の予算が与えられることはなかっ
たし、日本の地域自治会に相当するような組織が立
ち上げられることもなかった。
　第 2 節で言及したとおり、近年の行政政策はコ
ミュニティ形成の支援を試行してきた。これらの公
的支援は地縁的なコミュニティ形成を地区内の団体
に期待する特色を有してきた。一方、本節でみたよ
うに台湾における村落社会については地縁的なコ
ミュニティの〈まとまり〉の弱さが指摘されてきた。
いわば台湾において推進されるコミュニティ支援政
策は、〈つながり〉優勢な社会に地縁的な〈まとまり〉
を作り出そうとする試みといえる。

（4）事例分析の方法

　本稿では、コミュニティ支援政策による公的支援
を利用しつつ長期間の活動を継続してきた団体事例
の１つとして「台南市 D 農村文化営造協会」（以下、
D 協会）をとりあげる。D 協会は 2000 年代初頭の
民進党政権によるコミュニティ支援の拡大とほぼ同
時期に活動を開始した団体であり、D 協会の活動期
間はほぼ近年の台湾のコミュニティ支援政策の展開
に一致している。本稿執筆のため 2012 年 12 月およ
び 2013 年 3 月、7 月、9 月における計 90 日間、標
準中国語および一部は閩南語を用いた聞き取りが筆
頭著者により実施された。調査対象は計 54 名（団
体会員 21 名、非会員 23 名、行政・大学関係者 10
名）。それぞれに対し非構造化および半構造化イン
タビューを実施した。聞き取りに並行して、毎年の
会員総会で配布される年度会計報告および過去に D
協会が作成した計画助成申請書などの団体資料を利
用した。事例中の人名はすべて仮名としてある。
　本稿では D 協会が活動を展開するにあたって「他
のアクターとの間に形成している関係」および「団
体が活動を展開するにあたって経験した変化」に着
目する。この 2 つの理解に基づき、〈まとまり〉的
なコミュニティ形成を期待する政策に対し、D 協会
の側がいかなる対応をとって対処しているかについ

て検討する。

２．D 地区と D 協会の概要

（1）　D地区の概要

　D 地区は台湾中部の嘉南平原に位置する平野部農
村である。行政面ではA区の西端にあって、O・K・M・
C・T・G の 6 集落からなる行政村（D 里）を形成
している。人口は 1,521 人（2014 年 4 月現在）であ
る。A 区は台湾内では比較的早い 17 世紀頃から漢
人入植がはじまっていたとされる。D 地区各集落の
正確な形成時期は分からないが、20 世紀初頭には
現在と同じ 6 集落が地区内に形成されていた（蔡、
2011、101 頁）。現在、6 集落のうち日本統治期に C
集落へ移住した鄭姓と江姓が共同祭祀を維持してい
るのを除き、父系血縁集団は解体されている。
　D 協会以外で地区内にある組織としては行政村に
相当する「里」と D 社区発展協会がある。ただし前
者の「里」については地方自治法上、上級機関であ
る「鎮」（日本の市・町に相当）の派出単位として
位置付けられており、独立した予算を有さない。「里」
では 1 年に 1 度行われる里民大会があるが、D 地区
の住民ないし各世帯に出席の義務はなく、D 地区内
の問題を議論する場としては機能していない。後者
のD社区発展協会は1992年に設立されている。もっ
とも D 社区発展協会は、カラオケ大会や老人会の食
事会などを除けば D 協会が活動を開始する 2000 年
代までほとんど自発的活動を行っていなかった（5）。
　D 地区 6 集落のうち集落規模の信徒をもつ廟は 4
集落にある。これらの廟には管理委員会がおかれ、
理事が祭祀の実施につき決定する。これら以外に個
人が運営する廟が 6 座前後ある。D 協会設立に先立
つ 1997 年、それまで活動を停止していた C 集落の
廟の陣頭（獅子舞・演舞などを行う伝統芸能）を O
集落出身の陳偉石（陳英崑の従兄）らが中心となっ
て復活させた。かつての C 集落の廟の陣頭は参加者
を C 集落出身の男性に限っていたが、復活後は参加
者が D 地区全集落に拡大され、女性の参加も可能
となった。D 地区の里長・王以倫も 4 人の女性の舞
い手の 1 人として参加していた。
　1910 年に A 区の南部に製糖工場が設置されたこ
とから、D 地区ではサトウキビ栽培が盛んとなり、
サトウキビ運搬のための軽便鉄道が地区内に敷設さ
れた（蔡、2011、109 頁）。第二次世界大戦後、軽
便鉄道は接収されて台湾糖業公司（略称「台糖」）



［村落社会研究　第 22 巻 ,　第 1 号 ,　2015］

4

の管轄下におかれた。1970 年代末、国際糖価の低
下に伴い A 区内の製糖工場は撤収、サトウキビを
運搬する鉄道も運行を停止した。90 年代後半を迎
える頃、D 地区内の主産業はサトウキビから養豚業
へ移行していた。主産業が変化した結果、D 地区で
は産業排水による異臭と、旧線路への廃棄物不法投
棄が問題視されるようになった。本来ならば問題地
区の地権者である台糖・水利会、あるいは行政（県
政府・郷公所）が問題解決に責を負うべきであった
が、いずれも能動的に解決へ動こうとはしなかった。

（2）D協会の概要

　D 協会は 2001 年 4 月に登記団体「台南県 D 農村
文化営造協会」として正式発足した団体である（2010
年の台南県・台南市合併後に現在の名称へ改称）。D
協会の前身となったのが、D 地区内に居住していた
20 代から 30 代の宋長樹、劉邦生、陳英崑、黄均代
らによる「台糖」の不法投棄に対する反対運動であっ
た。反対運動そのものはメディアへの働きかけで早
期に解決し、運動に結集した人々が D 地区の「コミュ
ニティづくり」活動の担い手へと移行した。当初発
起メンバーたちは既存の社区発展協会を通した「コ
ミュニティづくり」活動の実施と公的支援の獲得を
めざしていた。行政によるコミュニティ支援政策の
担い手は、前章第 2 節でふれた通り、もともと各地
区の社区発展協会が想定されていたためである。し
かし D 社区発展協会の幹部たちの同意が得られず、
新団体による活動が目指されることとなった。初代
の理事長（代表）には、発起メンバー・宋長樹の木
材加工業の元同僚だった胡漢林が招かれた。胡漢林
は D 地区出身ではないが、同業組合の運営経験が
あったためである。

　彼ら自身の起草した「設立宗旨」では D 協会は
「住民の家郷に対するアイデンティティと D 農村に
対する主体的参与を立ち上げ、農村景観をレジャー・
教育・観光に適した農村楽園へと改造するととも
に、農業生産技術向上と販売ルート開拓を推進して
WTO 加入による伝統農業への衝撃を受け止め、没
落しゆく家郷を救済する」ことをめざす団体である。
　D 協会は台湾の他種の民間団体同様に、「人民団
体法」により登記団体へ義務付けられる公式な組織
構造を有している。D 協会の団体規約によると、年
に１回の会員大会により理事（9 人）と監事（3 人）
が選出され、理事の投票で団体代表の理事長を選出
する。理事長は団体運営の責任者である総幹事（理

事長が指名する事務局長に相当）と会計を任命する。
団体の活動方針は年１回の会員大会および半年に 1
回の理事会によって承認を受ける。規約に記された
組織構成は以上の通りであるが、実際に D 協会が
イベントの実施あるいは公的補助の申請を行う際に
は、理事長・総幹事・理事・監事が出席し、月に 2
～ 3 回の頻度で実施される理監事会の承認を得る慣
行ができている。
　2014 年現在の会員数は 89 名である。設立翌年の
2002 年には一時的に会員数が 143 名にまで増加し
たが、翌年以降実施された会員の整理によって会員
数は 70 ～ 80 名で推移してきた。

（3）D協会をめぐるキーパーソン

　前述の通り D 地区における D 協会の形成と活動
展開には、「台糖」への抗議行動により人々が集っ
たことがきっかけにあった。協会の発起人たちを含
む何人かのキーパーソンが、D 協会をめぐる〈つな
がり〉の焦点として継続的にかかわってきた。以下、
本研究のキーインフォーマントでもある D 協会内
のキーパーソンについて記す（6）。
　2000 年末ごろから「台糖」への抗議活動を模索
する動きが現れたころ、その動きのメンバーたちは
20 代から 30 代で、D 地区あるいは D 地区各集落で
何らかの役職を担う人物は少なかった。
　そのうち D 協会の総幹事を長らく務めた①宋長
樹はもともと 10 代で父親とともに近隣の B 鎮から
T 集落へ移住した外来者であった。父親のもとで養
豚業・養蜂業へ従事したのち、T 集落に住みつつ B
鎮で木材加工業に従事した。その際に木材加工業の
同僚であった胡漢林および書家の芸術家 A と友人
となった。同業組合の運営経験があった胡漢林を理
事長として迎え、自身は企画の立案・実施を担った。
D 協会以外にも A 区の消防団隊員、T 集落の廟の
理事をつとめている。宋長樹は前記 C 集落の廟の陣
頭の参加者で里長の王以倫・陳偉石らとともに陣頭
のグループとともに地区外の廟への参詣に同行して
いる。
　②孫恵実は C 集落出身で父親とともに養豚業へ従
事していた。D 協会への参加は宋長樹・陳英崑らが
活動を開始し 2001 年に団体登記する直前で、比較
的遅いが、設立時からの理事である。2002 年に D
地区村長へ立候補して当選し、在任中 D 地区の水
利改善に熱心であったことから農田水利会の職員お
よび地区内にいる 2 人の水利小組長とは現在も親し
い間柄である。地区内の廟の役職には就任していな



5

台湾「コミュニティづくり」団体の公的支援への対応

いが、村長時代には各集落の廟の儀礼に「当然委員」
の資格で参加したため現在も各集落の廟の理事とは
面識がある。ただし宋長樹とは異なり C 集落の陣頭
には参加していない。2010 年の選挙で新人の王以
倫に敗れ、現在は村長を退いている。
　③劉邦生はＭ集落の出身で、隣県のテレビ局記者
をつとめる。D協会設立時から理事をつとめている。
肩書きは理事であるが、外部の人材へつてがあった
ことから事実上、企画立案に主導的な役割をはたし
た。台湾中部各地の取材経験があったことから外部
の「コミュニティづくり」活動者・芸術家・舞踏家
などと面識があり、イベント実施時の芸術家・舞踏
家などは主に劉邦生が招聘していた。母方の叔父で
ある陳英崑とは早くから面識があった。廟・社区発
展協会など D 地区内の役職には就いておらず C 集
落の陣頭にも参加していない。
　④陳英崑は O 集落の出身で、同集落出身の友人黄
均代を通じて宋長樹と知り合い、おいの劉邦生とと
もに「台糖」への抗議行動の組織を始めた。当時の
D 地区の村幹事Ｋ（郷公所から派遣され村長の事務
サポートを行う公所職員）の妻の実家が近所であっ
たことから交流があり、団体登記や公的補助の申請
に関して助言を得ていた。D 協会設立後には「執行
秘書」という役職を設け、外部との折衝や企画立案・
公的補助の申請を主導した。初期の公的補助申請を
担っていたことから、活動初期には彼が事実上の D
協会会計となった。2003年にD協会を脱退して以降、
活動に参加していない。現在は A 区内の他地区で
公的補助申請書の執筆代行を行っている。D 協会の
活動展開に伴い外部との折衝を担ったため、現在も
地元付きの各メディア関係者と親しい。廟・社区発
展協会など D 地区内の役職には着いていない。C 集
落の陣頭にも参加していない。
　⑤黄均代は D 協会会員であるが無役である。O
集落の出身で、もともと陳英崑とは近所に住まう
知人同士であった。配偶者の⑥王令文は隣村出身
で、初代 D 協会理事長の胡漢林が近隣の B 鎮の鎮
民代表（7）となった際には 2 代目の理事長（2007 ～
2011）をつとめた。胡漢林の理事長復帰後は彼女も
無役となっている。夫妻は現在 A 区鉄道駅付近の
A 地区に居住しており、D 地区へ日常的に戻ること
は少ない。このため空き家となっていた O 集落の
実家を何洋仲ら学生グループ（後述）の入村時に提
供していた。
　⑦鄭登如は D 協会設立時からのメンバーの中で
は最高齢で、現在 70 代の C 集落出身者である。設

立間もない D 協会に協力した高齢メンバーの 1 人
であり、長らく D 協会の監事となっている。退職
後は畑作に従事するかたわら、毎週 1 回 A 区駅前
の警察署でボランティアをしている。社区発展協会
の下部団体である老人会の会長をつとめた経験があ
り、前記の C 集落の陣頭のグループによる地区外の
廟への参詣へもしばしば参加する。D 地区内にある
鄭姓の祖廟を管理しており、隣接集落のより規模が
大きい廟の祭祀にも参加している。
　⑧何洋仲は台南県外の出身で、学部生時代に隣県
の集落で「コミュニティづくり」に携わり補助申請
等の手続きを把握していた。台南県にある芸術系大
学の大学院に進学後、2003 年に教員の曹朝生の紹
介を受けて D 協会の活動へ参加するようになった。
2004 年からは友人の陳隆幾・黄定業らとともに D
地区へ住み、大学院の友人・後輩による学生グルー
プを形成して D 協会に企画提案・建築設計のサポー
トを行った。卒業後、2008 年に陳隆幾・黄定業ら
と村内に設計事務所の S 設計公司を設立し居住を続
けている。何洋仲は長らく D 協会と協力しつつも
会員ではなく、役職もなかった（2012年に会員となっ
た）。D 地区内の役職には就かず C 集落の陣頭にも
参加していない。
　彼ら D 協会内のキーパーソンたちは自身の〈つ
ながり〉を D 協会の活動に動員していった。一方、
村長として行政関係者に接触した孫恵実や他地区の

「コミュニティづくり」関係者と接触する機会の多
かった陳英崑・何洋仲のように、D 協会の活動を進
める中で自身の〈つながり〉を広げる場合もあった。

３． 資源調達にみる D 協会と内外への関  
  わり

　一般に、活動に要する人材や資金といった「資源」
の外部依存性が高いボランタリーな組織にあって
は、他アクターに対し資源調達面での自立と連携の
バランスをいかにとるかが組織運営上の課題となる
といわれる（霜浦ほか、2002、152 頁）。現行の「コミュ
ニティづくり」団体支援の制度枠組み下では、活動
に必要な人的資源と土地資源（活動へ要する空間）
は団体が自ら調達してこなければならない。人的資
源と土地資源の調達の目処が確定してはじめて、公
的機関からの資金助成が確保されるしくみである。
団体が公的な補助を利用しなければ資金資源もやは
り団体自らが調達してこなければならない。このよ
うに台湾の「コミュニティづくり」団体にあっても
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外部からの資源調達が不可避である以上、彼ら団体
が他のアクターからどのように資源調達を行ってい
るかに、その関わりのあり方が反映していることが
想定される（8）。以下、人的資源・土地資源・資金資
源の 3 資源へ着目し、D 協会の資源調達における地
区内外アクターとのかかわりについてみてゆく。

（1）人的資源の調達

　D 協会が要する人的資源は、主に 1）専門的技能
者と、2）活動実施に要する労働力の 2 種に大別し
うる。ここでいう専門的技能者は活動実施時に必要
な専門的技能の保持者を指す。たとえばパブリック
アートを作成するにはアート技能を有する人材が要
り、建築物の改修等をするにも基礎デザインをする
人材が要る。これらの活動で直接的に必要な技能と
は別に、公的補助の申請書作成に慣れた人材も必要
である。

1）専門的技能者の獲得
　D 協会設立の最初期、メンバー内に「コミュニティ
づくり」活動あるいは何らかの団体運営に携わった
経験者はいなかった。経験と専門的技能を有する人
材は発起メンバーが各々にもつ個人の〈つながり〉
を通して D 地区外部から動員せざるをえなかった。
団体設立前からの発起メンバーそれぞれの例を挙げ
てみると、宋長樹は以前の木材加工業の同僚であっ
た胡漢林、B 鎮の友人であった書家の芸術家 A に
声をかけ、彼らに活動協力を求めている。劉邦生は
自身の記者としての取材中に面識ができていた「コ
ミュニティづくり」活動者 J に顧問役を依頼すると
ともに、彫刻家の芸術家 C を招いた。陳英崑はやは
り面識のあった村幹事Ｋに団体設立の申請に関する
協力を求めた。これらの〈つながり〉は被紹介者の
更なる紹介経由で拡大した。「コミュニティづくり」
活動者 J は自身の地区へ招いていた建築系の大学院
生・高水洋を紹介し、更に高水洋は自身の恩師で当
時台南県の副県知事に就いていた曹朝生を紹介し
て、D 協会の活動に助力を依頼した。
　だが、これらの〈つながり〉は必ずしも安定した
ものではなかった。初期に D 協会の活動を建築設
計の技術面で指導していた高水洋が 2003 年以降活
動を離れてしまったように、D 協会による専門的技
能者の確保は常に不安定であった。
　2003 年末に県内の芸大に赴任した曹朝生の紹介
で何洋仲が活動参加を始め、状況は変化した。前記
の通り「コミュニティづくり」への従事経験があっ

た何洋仲は、自身が面識を持つ建築系・美術系の大
学院生を紹介していった。何洋仲を中心に D 地区で
形成された学生グループは、2004 年より宋長樹と
黄均代から住居の提供を受けて村内居住を始め、次
第に D 協会の活動そのものの計画策定へ参加するよ
うになっていった。D 協会ははじめ学生たちに住居
などの便宜を供給することで、次いで彼らを徐々に
D 協会の意思決定過程に取り込みながら学生たちを
D 協会内の専門的技能者として確保していった。
　芸術家など創作者は現在も D 協会メンバーない
し学生グループ個人の〈つながり〉を通じて地区外
から招かれている。卒業後に D 地区を離れた学生
グループの元メンバーたちは台湾各地で職に就き、
自身の活動でできた〈つながり〉を学生グループ経
由で D 協会に仲介する役割を果たしている。
　こうした外部の専門的技能者たちに関し、D 協会
メンバーは彼らを「メンバーの誰が紹介して」呼ん
だかについては把握していても、「どういった経緯
で」その人物を呼んだかの詳細については必ずしも
把握していない（9）。現在も人材確保の手法は〈つな
がり〉動員の面で設立初期と類似点をもつ。

2）活動実施に要する労働力
　活動を始めるにあたり D 協会が期待できる労働
力は第一に地区内住民であったが、発起メンバー個
人の〈つながり〉のみで動員しうる労働力は限られ
ていた。そもそも発起メンバー同士ですら「友達の
友達」的な紹介で集められたゆえ「つねに一緒に行
動していたわけではなく、見知らぬ会員もいた」（王
令文、50 代女性）状態であった。ゆえに D 協会は
とにかく何らかの共同行動によって発起メンバー個
人が深い〈つながり〉をもつ相手以外の D 地区住
民へ活動を周知し、同時に中核たる発起メンバー相
互の連携を強める必要があった。宋長樹と高水洋の
アイデアにより、発起メンバーたちは各集落の廟で
自主制作のビデオを流し、集まった住民とお茶会を
開きながら活動への協力を求めた。これ以降も外部
向けイベントなど規模の大きい動員の際にはこうし
た交流会実施の手法がとられた。
　D 地区の知名度が向上した近年では外部向けイベ
ントで案内・チケット販売などに学生ボランティア
が動員される。D 協会はフェイスブックを介し学生
への募集をかけるほか、学生グループの元メンバー
の〈つながり〉を介して、あるいは過去に活動の協
力経験がある大学教員を通して学生を確保してい
る。



7

台湾「コミュニティづくり」団体の公的支援への対応

　ただし、以上のような動員がみられるのは、あく
まで規模の大きいイベント実施の際である。公園造
成や設備補修など通常の小規模な活動では今もメン
バー各人の知人へ声をかけて人員確保がなされる。

（2）土地資源の調達

　設立よりこのかた D 協会が何らかの創作活動を
行ってきた場所は D 地区内で 100 ヶ所以上にのぼっ
ている。その主たる活動は地区内各所への公園造成
と既存家屋の改装・装飾であった。土地使用に際し
ては、地権者から D 協会への使用同意と同意した

「使用期間」（概ね 4 年から 6 年）を確認する契約書
として「使用同意書」が作成される。この際、地権
者へは造成後の管理を自主的に行うことが求められ
る。D 協会が活動のための土地を確保するに際して
は、1）個々の地権者と交渉を行うケース、2）集落
規模で活動地提供の呼びかけを行うケースが確認さ
れた。

1）個々の地権者と交渉を行うケース
　公園・家屋など小規模の活動用地の確保には、D
協会メンバーが個々の地権者へと声をかけ条件の交
渉をした上で使用同意書を作成する方式がとられて
いる。これら使用地のうち D 協会設立の当初から
造成がすすめられ土地所有権の状況も多様な公園を
代表例にみてみたい。下の表－ 1 は D 協会がこれ
まで D 地区内に人員を動員して造成した公園の一
覧である。
　表中「共有地」とあるのはその土地が同姓家族の
共有地として登記されている場所である。たとえば
Ｍ集落の口袋公園は黄姓の 4 兄弟が一族の共有地と
して法的に登記しているものである 。このケース
の場合、D 協会はこの 4 兄弟のうちの D 協会に加

入していた 1 人と交渉し、彼（黄姓の 1 人）を介し
てその他の兄弟からの許可を得た上で取り決めに署
名している（「使用同意書」上の署名者はこの黄姓
の 1 人のみ）。一方、こうした共有地をすでに法的
に分割相続してしまっていた場合は、やはりそれぞ
れの地権者と個別に交渉しなければならない。たと
えば C 集落の大樹公園の用地の一部はかつて江姓
の共有地であった。しかし現在は既にその子孫ごと
に分割相続されてしまっている。そこで D 協会は
まず 2002 年に江姓の地権者 2 人と取り決めを結び、
翌 2003 年に追加で更に 2 人と取り決めを行った。
　先に述べたように「使用同意書」には同意した「使
用期間」が書き込まれる。しかし現実には、いった
ん使用許可をとってしまった場所については、特段
の理由がない限り書類は更新されずに使用されてい
る。Ｋ集落の水牛公園と C 集落の大樹公園は 2008
年、2009 年の活動で一部が補修・改修されているが、
これに際して新たな同意書は作成されず地権者へ簡
単に確認をとったのみであった。
　なお表－ 1 にも記したように、水牛公園と大樹公
園の一部は準公的機関である農田水利会の所有地で
ある。公的機関でない D 協会は準公的機関である
農田水利会との間で正式な契約書を交わすことがで
きない。メンバーによると、水利会の末端にある出
張所（工作站）に「声をかけて」灌漑系統に影響を
与えないとの「黙認」を担当者から得て使用してい
るにすぎない。元村長の孫恵実は在任中に地区内の
水利改善に関して水利会と交渉した〈つながり〉が
あり、こうした打診は主に彼を経由してなされる。
　これら公園をはじめとする活動用地の多くは D
協会メンバーの誰かが既に〈つながり〉をもつ特定
の地権者に狙いをつけて交渉を行うか、Ｍ集落の公
園の場合のように〈つながり〉がある住民へ仲介を
依頼した上での交渉を行っている。準公有地の場合、
作成できない「使用同意書」には必ずしもこだわら
ず、その時の担当者の「黙認」の形で土地使用の問
題は処理されている。

2）�集落規模で活動地提供の呼びかけを行うケース
　D 地区内の特定の集落を活動範囲に想定して活動
あるいは活動のための公的補助申請がなされるケー
スもある。たとえば D 地区内の 6 集落のひとつ T
集落は D 協会が重点的に創作活動を行ってきた地
点である。D 協会の T 集落での活動は、はじめ絵
画教室など団体が行う創作活動に惹かれて参加して
いた D 協会メンバーの高齢女性数名の家屋改造活

表－1　�D協会がこれまで地区内に造成した公園

注：団体契約書類より筆者整理。括弧内は地権者数。
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動としてはじめられた。活動準備を行う過程で、文
化建設委員会の「公共空間芸術再造計画」プログラ
ムの補助を申請することが決定され、活動は T 集
落で複数の家屋をまとめて改装する「空間改造」計
画へと拡大した。この計画実施のため 2006 年に T
集落内の廟で住民を招いた懇談会が行われた。この
懇談会を通し D 協会は T 集落の他の住民からも家
屋外壁を利用したペンキ画作成あるいは前庭の休憩
所作成の許可などを取り付けた。これら使用許可に
基づき D 協会は上記のプログラム申請を行い、A
区内の芸術家（油彩画家）B に依頼してペンキ画の
創作を行った（依頼は過去に取材を通し面識のあっ
た劉邦生が行った）。
　このケースでは廟に住民を招いた上で土地使用許
可の申し入れがなされた。しかしこうした土地使用
に関する集落単位の話し合いは D 地区において恒常
的に行われるものではない。加えて懇談会で取得さ
れた「使用同意書」もあくまで地権者個人向けであっ
た。この 6 年後の 2012 年、D 協会は「農村美術館」
活動の一環として再度、芸術家 B の協力のもと褪色
したペンキ画の再作成を行った。この際、2006 年
に取得した土地の「使用同意書」はすでに失効して
いたが、D 協会はそれぞれの地権者に声かけを行っ
たのみで同意書の書面更新は行わなかった。2006
年と 2012 年の活動の間、T 集落が一単位として D
協会のカウンターパートとなることはなかった。改
修した家屋は、D 協会の管理ではなく地権者（家主）
個々人の管理へ委ねられていた。
　同様なケースは他にもみられる。2008 年から
2009 年にかけ、D 協会は地区内の水質改善プロジェ
クトの一環として C 集落内を流れる水路の改修を
試みた。この際に D 協会はプロジェクターを積ん
だ宣伝カーを用意して D 地区内をまわり各集落で

懇談会を開いた。これら懇談会をきっかけに D 協
会は多数の住民（非会員を含む）から水路の水質改
善を希望する署名集めに成功し、署名集めとともに
D 協会は水路清掃および水辺へのベンチ設置などを
行った。整備した個々の施設の整備はやはり各地権
者に委ねられ、水路近辺の住民の組織化は行われな
かった。
　以上、土地利用に関し、特定の地権者を指定して
交渉を行う場合と D 協会が集落やそれに準ずるよ
うな範囲で呼びかけを行う場合、いずれの場合も地
権者たちを「横」につなぐような試みはなされてい
なかった。どちらの場合も最終的には各地権者から
の同意がとられ、利用地の維持もあくまで個別の管
理が期待されていた。

（3）資金資源の調達

　最後に D 協会の資金資源調達についてみてみよ
う。以下の表－ 2 は 2012 年度、および D 協会設立
翌年の 2002 年度、2003 年度における収入内訳を示
したものである。2012 年現在、D 協会における収
入の 96％弱が 3 つの収入源（地区ガイド収入、公
的補助、地区内外からの寄付金）によってまかなわ
れている（10）。表中「公的計画補助」が示すように
D 協会は 2002 年度に文化建設委員会の「社区総体
営造計画」補助 120 万元、2003 年度に同じく文化
建設委員会の「新故郷―社区営造計画」補助 80 万元、
内政部営建署の「城郷新風貌建設計画」補助 100 万
元の計 180 万元を獲得している（11）。公的補助の金
額の大きさに比べ、この時期の D 協会自身が確保し
た活動経費はそれぞれ約 24 万元（2002 年度）、約
43 万元（2003 年度、政府補助款除く）にすぎない。
初期の D 協会の資金基盤は発起メンバー持ち寄り
の寄付と公的補助に依存したきわめて不安定な状態

表－2　2012年度および2002年度・2003年度のD協会収入構成
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にあった。不安定な資金運営状況は数年間続き、D
協会は 2006 年に活動のため 50 万元の銀行ローンを
組んでいる。
　この状況は 2008 年前後より次第に公的補助の確
保が安定するようになって改善していった。それま
で D 協会が毎年会員向けに作成していた収支報告
と予算表の中に、2008 年以降「公的計画補助」が
専用項目を設けて計上されるようになったことから
も、申請による公的補助の確保が相対的に安定した
ことが分かる（表－ 2 中、2002 年、2003 年の「公
的計画補助」項目は筆者が協会他資料より補った）。
2011 年以降、D 協会はイベント実施時の民間部門
からの寄付（企業基金会による助成金、チャリティ
チケットなど個人からの小口寄付）の拡大を試みた。
表－ 2 にもみえる通り 2012 年度には外部からの寄
付と地区ガイド収入による収入が公的補助による収
入を上回った。
　ただし、公的補助の収入に占める割合は 2011 年
の 20.7%、2012 年の 19.7% と決して低くはなく、政
策による補助を利用して活動を行う収支構造は続い
ていた。D 協会の資金運営に占める公的補助の比率
引き下げと収入源の分散傾向の背景には、公的補助
の潜在的な供給不安定を避ける意味もある（12）。人
的資源の項で触れた通り、公的補助の獲得に際して
は申請書のアピール力が影響し、申請書作成の能力
のある人物の有無が団体の公的補助の獲得能力を大
きく左右する。ゆえに〈つながり〉による情報交換
や人材確保、あるいは以下に示すような公式の手続
き外の補助受け入れが補助の安定的な獲得に有効と
なる（13）。
　2008 年と 2009 年度の 2 年度にわたり D 協会は
2 期計画で台南県政府の補助金を利用した活動（地
区内の水質改善に関する活動）を行った。2009 年
9 月、当時の台南県政府から D 協会へ非公式な提案
があり、2 ヶ月後の締め切りまでに申請計画を提出
すれば新たな大規模補助を行う用意があるとの申し
入れがあった。県政府側は企業下請け方式でのハー
ドウェア建設を望んでいたが、D 協会内での協議の
結果、この補助利用は見送られることになった。そ
こで D 協会に直接接触していた台南県政府社会局
の局員との更なる協議により、D 協会として補助金
を利用はしないが、当時の A 郷公所（2010 年の台
南県市合併後は A 区公所）と地区内の建設会社を
交えた協議により D 地区内へ 2 梁のコンクリート
橋が建設された。
　このエピソードからは資金資源の獲得において公

式の手続き外の協議でさまざまな調整がなされるこ
と、〈つながり〉が D 地区の資金資源の運用に影響
を及ぼしていることが分かる。中心メンバーらの説
明によると、補助利用を断ったのは、この時点で将
来的な地区整備の「青写真がまだ定まっていなかっ
た」ためであったという。すなわち、事前の非公式
な交渉によって公的機関側の要求が自分たちの需要
と合致したものかを判断する余裕が生じたといえ
る。同様のケースは少なくなく、2013 年にも行政
院労工委員会（労働省に相当）からの非公式な事前
申し入れに従った申請を行って、D 協会は補助金を
得ている。
　情報・申し入れを受けるのは、主として過去の公
的補助獲得に際し前面に立って各部局の担当者と

〈つながり〉をつくった人々である。D 協会では元
村長の孫恵実、学生グループ代表格の何洋仲、ある
いは既に D 協会を脱退した陳英崑などがとりわけ
こうした〈つながり〉を有し、行政部局からの非公
式な情報・申し入れを仲介していた。

４．資源に応じた活動変容と団体維持

　ここまで D 協会が活動を展開するにあたって他
のアクターとの間に形成している関係を 3 種の資源
調達に着目して検討した。本章では、団体が活動を
展開するにあたって経験した変化につき検討する。
D 協会は彼らの定めた「設立宗旨」で景観改造・教育・
観光・農業振興といったかなり幅広い目的を掲げて
いる。団体設立後のD協会はこの広範な目的のもと、
いかに活動してきたのか。そこには D 協会をとり
まく資源状況に応じた活動変化がみてとれる。

（1）資源欠乏に対応した組織・活動の制限

　2001 年 4 月の正式発足と同年、文化建設委員会
の「社区総体営造計画」の補助公選に D 協会が当
選した。翌年に予定された 120 万元の豊富な公的補
助を念頭に、高水洋立案の計画のもと D 協会は住
民動員による公園造成などハードウェア面の景観改
造が中心の活動を展開した。2002 年も続けて次年
度の公的補助を文化建設委員会および内政部営建署
から 180 万元を獲得できることとなり、ハードウェ
ア整備路線は継続された。一連の活動過程が新聞な
どメディアで報道されたこともあって、D 協会の知
名度は急速に上がった。
　ところが団体活動が軌道に乗り始めた 2003 年ご
ろ、各種の報道機関と積極的に接触し活動を推進し
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ていた発起メンバーの陳英崑が他メンバーとの対立
により D 協会を脱退した。この対立は D 協会の活
動初期にスポークスマン的に行動した陳英崑がメ
ディア関係者などへ宣伝を行う〈つながり〉を集中
的に握った結果生じた。メンバー間の討議に先んじ
陳英崑が外部へ宣伝を行うため、メンバーが彼の方
針へ引きずられる状況に劉邦生、宋長樹らが不満を
もったのである。次いで、活動のデザイン部分を担っ
た高水洋が身辺の事情から D 地区の活動を離れざ
るをえなくなった。それまで企画立案を主導してい
た高水洋と陳英崑が離脱したことで、D 協会は設計
技術を有する人材と公的補助の申請に長けた人材を
失うことになった。前年度までの巨額の公的補助が
途絶えたことで、それまでのハードウェア整備路線
は転換を迫られた。
　2004 年、D 協会は公的補助によらない自費での
活動として W 集落の公園造成を行った。同時に比
較的獲得が容易な小規模の公的補助への申請を行
い、行政院農業委員会林務局から得た経費では地区
内の植樹活動を、行政院青年輔導委員会から得た経
費では学生サマーキャンプを実施した。この時期の
D 協会は植樹活動、サマーキャンプ、稲藁アートの
作成など特段の技能を必要としない活動へのシフト
を行っている。同時に D 協会は会則に従った年会
費の未納者など不活発な会員の整理を行った。無制
限な団体の拡大を抑制しつつ、メンバー関係が調整
可能な範囲でとにかく団体を維持することが選ばれ
た。

（2）学生グループとの協力による活動維持

　2005 年、D 協会は立て続けに公的補助の獲得に
失敗し、活動規模を小規模にせざるをえない状況が
続いていた。一方、D 協会を脱退した陳英崑が D
社区発展協会の幹部を説得して D 協会に対抗する
活動を実施する動きがみられた。この動きは陳英崑
が D 社区発展協会との協力を解消したため継続し
なかったが、D 協会メンバーは活動規模を小規模に
保ったまま、何洋仲と後輩たち学生グループとの協
力を強めていった。
　学生グループの技能と意向を考慮しつつ、D 協会
は 2004 年から 2005 年にかけ牛舎の再建・協会の談
話スペース改修・公園施設の追加など、設計技能を
必要とする芸術系の活動を全面に押し出した。
　2006 年、D 協会は T 集落に住む D 協会メンバー
の家屋改造活動を行った。活動準備中、文化建設委
員会からの公的補助の獲得が決定したため、D 協会

は改めて T 集落内の土地の使用同意を取り付けた
上で、家屋を利用しての壁画作り・空き地へのオブ
ジェ設置などを行った。
　2008 年と 2009 年、D 協会は台南県文化局より 2
年続けて補助金獲得に成功した。D 協会は公的補助
を用いて地区内を通る水路美化、木橋の設置、ロン
グベンチ設置などを行った他、各集落の住民から水
質改善を希望する署名を集めることに成功した。3
年目の台南県文化局からの補助金獲得はならなかっ
たが、2010 年に行政院農業委員会水土保持局の公
的補助を獲得した D 協会は C 集落の各空地を利用
したアート創作イベントを実施した。活動実績を積
み公的補助獲得を安定させる中で、D 協会は学生
グループの創作への意向にかなり接近したが、同時
に水路周りの環境改善のような団体設立当初の課題

（不法投棄への対処）に近い問題にも取り組んだ。

（3）地区外への〈つながり〉拡大に応じた活動

　学生グループとの提携により D 協会の活動実施
は比較的安定するようになった。しかし学生の中か
らは次第に卒業によって D 地区を離れる者が現れ
はじめていた。そこで 2008 年、既に卒業して「元」
学生となっていた何洋仲・陳隆幾・黄定業らが村内
に設計事務所の S 設計公司を設立し、大学から独立
して D 協会との提携を継続することになった。
　学生の卒業による離村にはメリットもあった。彼
ら D 協会メンバーと〈つながり〉をもつ元学生たち
が台湾各地で職を得ることで、外部からの人的資源
調達がより円滑に行えるようにもなったのである。
　2011 年、D 協会が何洋仲らを通じて台湾各地の
大学から参加者をつのりアート創作コンテストを行
うなど、外部からの学生ボランティアを多数動員し
たイベントを行えるようになった背景には、D 協会
の知名度上昇とともに、地区外部に散った元学生た
ちからのサポートがあった。
　2012 年より毎年、D 協会は「農村美術館」と題
したイベントを実施している。このイベントでは台
湾各地から芸術家を招き、地区内で創作活動が行わ
れるが、参加する芸術家たちは在村する学生グルー
プあるいは既に離村した元学生たちを介して招聘さ
れている。
　以上のように、D 協会の活動においては、その時
点で利用可能な資源の状況に適応しての柔軟な変化
が確認される。学生グループとの提携を強化する中
で活動の芸術色は強まったが、その中でも水路の環
境改善活動のような試みが行われていた。D 協会は
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掲げる広範な目的の範囲内で適応を行いつつ、変容
しながら団体を存続させてきたのである。

５．考察と結論

　本稿では、現代台湾において〈まとまり〉的なコ
ミュニティ形成を期待する政策に対し、「コミュニ
ティづくり」団体の側の対応から生じている「ずれ」
の所在について検討を行った。分析事例として、公
的支援を利用しつつ長期間の活動を継続してきた団
体（D 協会）を選び、本稿の 3および 4において
D 協会の側から支援政策のもとでとられている対応
を分析し「ずれ」の把握を試みた。
　3では、D 協会が活動を展開するにあたって他の
アクターとの間に形成している関係を人的資源・土
地資源・資金資源の 3 種の資源調達に着目し検討し
た。検討を通じ、以下のような結果が得られた。
　①人的資源の調達　小規模な労働力調達に関して
　は〈つながり〉による動員が行われているが、　
　大規模イベントの際にはフェイスブックを通じた
　学生ボランティア募集のような新しい動きがみら
　れた。芸術家や公的補助の申請に慣れた人材など
　専門的技能者の確保には、なおもメンバー個々人
　の〈つながり〉が動員へ有効に作用していた。
　�②土地資源の調達　特定の地権者を指定して交渉

を行う場合と D 協会が集落やそれに準ずるよう
な範囲で呼びかけを行う場合のいずれの場合も、
各地権者ごとの利用同意と地権者個別の管理とい
う〈つながり〉的な関係のあり方が重視されてい
た。
　③資金資源の調達　収入源の多元化により公的補
　助の収入全体に占める割合は低下傾向にあるが、
　公的補助を活動の収入源に組み入れた状況は継続
　していた。不安定な公的補助確保のため、情報入
　手や公式手続き外の補助受け入れにおいて〈つな
　がり〉が有効に作用するケースがあった。
　地区内外のアクターとの関係構築において D 協
会は各会員がもつ〈つながり〉を活用した対応をと
り、活動のための資源調達をスムーズに進めてきた。
　4では団体が活動を展開するにあたって経験した
変化の検討を行った。D 協会は活動内容を柔軟に
変化させ、その時点で利用可能な資源の状況に適応
していた。人的資源・資金資源の不足する状況下に
おいては活動の小規模化や特段の技能を必要としな
い活動による公的補助の申請といった対応がとられ
た。学生グループとの協力関係形成ののちは、学生

たちの創作への意向を満たす範囲で活動が選択され
た。D 協会の長期の存続は、ある意味では機会主義
的ですらある状況への適応によって可能となったも
のであった。
　D 協会は政策の支援のもと 10 年間活動を継続し
てきた〈コミュニティづくり〉の「優良事例」である。
資源調達のパートで紹介した県政府による支援提案
のケースも「優良事例」であったがゆえである。
　だが、団体側からの〈つながり〉活用は政策側が
狙っている〈まとまり〉形成としてのコミュニティ
形成支援へは必ずしもつながっていない。3の人的
資源と土地資源に関する検討で確認されたように、
労働力動員や土地の維持管理のため住民の協力組織
をつくる、または D 協会自身が D 地区の住民全体
を覆うような組織へ転換する試みはなされなかっ
た。第 4 章でみたように、むしろ D 協会は管理可
能な規模へ D 協会の組織・活動規模を保ち存続す
る選択をした。
　本稿の事例でみたように、コミュニティ形成を狙
う支援政策の新しい文脈下においても、従来、漢
人社会について指摘されてきたような〈つながり〉

（Fan、2002；田原、2008）は有利にはたらく余地
があった。しかし、団体から政策に適応した結果が

〈まとまり〉形成ではなく〈つながり〉活用であっ
た点に政策側と D 協会の側には「ずれ」が存在して
いる。現代台湾の村落において地域「コミュニティ」
を把握しようとするに際しては、政策的に語られる

「コミュニティ」と地域住民・地域団体の側から語
られる「コミュニティ」の間の「ずれ」に留意した
分析を試みる必要があるであろう。
　本稿はあくまで D 協会という一事例を対象にし
た考察である。今後、ときに観察される 2 つ以上の

「コミュニティづくり」団体が競合しつつ同一地区
で活動する事例などとの比較を通し、台湾における
コミュニティ支援政策と「コミュニティづくり」団
体間の関係理解を深めることを課題としたい。

注
（1） 認定される「コミュニティ」の地理範囲は行政村ないし

集落と一致することが望ましいとされるが、実際にはそ
れらより大きくも小さくも設定されうる。

（2） こうした共通性の発見による結合の形成はトンイズムな
どとよばれてきた（上水流、2005、24-25 頁）

（3） これらの特性をもつ 2 者間関係は漢人社会研究の中で「関
係」（クアンシー、guanxi）とよばれ着目されてきたもの
である。しかし本稿ではこの個人間の関係性が漢人社会
では「村」なり「団体」なり集団の共同性と必ずしも相
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容れないことを重視し、田原（2008）の〈つながり〉と〈ま
とまり〉の対比的な呼称へ従う。

（4） 漢人村落については村落に強固な父系血縁集団がない場
合、村落の廟が住民統合の役割をはたすとされてきた。
しかし木内（1988）によれば少なくとも台湾に関する限
り村落共同体的な意味での集団統合の役割を廟がはたし
ているとはいえないという（木内、1988、95-98 頁）。こ
れら廟での祭祀が生み出す住民の結びつきと〈つながり〉
の関係性については今後の課題である。

（5） 現在は D 協会のメンバーが社区発展協会の理事を一部兼
任している。

（6） 彼らキーインフォーマントへは紹介による雪だるま式の
接触以外に、複数ルートから接触を試みた。

（7） 選挙によって県の下の郷鎮に置かれる郷鎮民代表は郷鎮
の議員に相当し、予算の議決や住民陳情の郷鎮役場への
伝達を担う。合併による市制施行で旧台南県の郷鎮民代
表のポストは廃止された。

（8） 組織が必要とする「資源」の調達にアクター間の関係性
をみるアプローチは組織間の関係性を把握する手法と
して組織社会学の領域で蓄積されたアプローチである

（Pfeffer & Salancik、2003；渡辺、2007）。
（9） 「メンバー〇〇の紹介によって／メンバー〇〇と親しいゆ

えに」参加してもらっているとしばしば語られる。
（10） 地区ガイド収入は D 地区を訪問する団体客に対し協会が

行う地区内ガイド・食事提供による収入である 。公的計
画補助は各公的支援プログラムへ D 協会が申請を行い、
申請項目ごとにそれぞれの主管機関から補助される公的
補助金である。会計責任者でもあった陳英崑の脱退騒動
の関係で、初期の収入に関する資料は完全には保存され
ていない。

（11） 両年度の内訳項目にある「政府補助款」とは社区団体に
対する活動補助金であるが、前出の公的計画補助とは異
なり、特定の活動計画に対して支給されるものではない。
なお現在この補助金は廃止された。

（12）これ以外に「政府の資金をとれば決算報告をしないとい
けない」（胡漢林 、50 代男性）など公的補助金の使いづ
らさに対する不満も一因である。

（13）国民党統治のもと長らく住民運動の蓄積が少なかった台
湾では申請書作成や計画設計をなしえるローカルな人材
そのものが希少な人的資源となりえた背景がある（星、
2013、158 頁）。

文献一覧
上水流久彦、2005 、台湾漢民族のネットワーク構築の原理―

台湾の都市人類学的研究、溪水社
黄世輝ほか、2009、重建区第三区社造中心及社造点的回顧与

追蹤、顔新珠、走過 10 年―921 社区重建国際検討会論文集、

行政院文化建設委員会
木内裕子、1988、境の見えない村―台湾漁民社会の事例から、

文化人類学、5
行政院農業委員会水土保持局、2013、農村再生相関法規彙編、

行政院農業会水土保持局
経済建設委員会、2005 、挑戦 2008 国家発展重点計画 2002-

2007、行政院経済建設委員会
霜浦森平ほか、2002、地域環境ボランティア組織における自

立と連携、環境社会学研究、8
蔡嘉信、2011、「草地」的変遷：一個農村聚落地景的考察、思

与言、49（4）
荘雅仲、2005、巡守社区：権力，衝突与地方政治、台湾人類学刊、

3（2）
曾旭正、2007、台湾的社区営造、遠足文化
田原史起、2001 、村落自治の構造分析、中国研究月報、55（5）
田原史起、2008、「つながり」から「まとまり」へ―中国農村

部の取り組み、高橋哲哉・山影進、人間の安全保障、東
京大学出版会

服部くみ恵、2004、台湾・震災復興社区総体営造（まちづくり）
の「総体性」に関する研究、地域安全学会論文集、6

星純子、2013 、現代台湾コミュニティ運動の地域社会学―高
雄県美濃鎮における社会運動，民主化，社区総体営造、
御茶の水書房

楊弘任、2007、社区如何動起来？ 黒珍珠之郷的派系、在地師
傅与社区総体営造、左岸文化出版

呂育誠、2007、地方政府治理概念與落實途徑之研究、元照出
版公司

渡辺深、2007、組織社会学、ミネルヴァ書房
Fan, Y. 2002, Questioning guanxi: definition, classification and 

implications, International Business Review, 11（5）
Harrell, S. 1982, Ploughshare village: culture and context in 

Taiwan, University of Washington Press 
Huang, LL. & Hsu, JY, 2011, From cultural building, economic 

revitalization to local partnership? The changing nature of 
community mobilization in Taiwan, International Planning 
Studies, 16（2）

Pfeffer, J., & Salancik, GR, 2003, The external control of 
organization: A resource dependence perspective, 
Stanford University Press

［付記］
本研究の調査費の一部は、平成 24 年度文部科学省科学研
究費補助金・基盤研究（A）「新時代に対応した参加型森
林管理の制度設計：気候変動政策と地域発展政策の統合」

（課題番号：24248026、代表者：井上真）によるものである。


