
１ 研究概要

１－１ 研究背景・目的

同和地区１は過去３０年ほどの間、同和地区改善のための事業が特別法（同和対策特別措置法、

地域改善対策特別措置法、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律）

を背景に積極的に行われてきた地域である。法律が存在した時期（１９６９年～２００２年）は、行政・

解放運動団体２を中心にまちづくりが積極的に展開されてきた。しかし、２００２年に法が失効し、

その強力な後ろ盾を失くした同和地区は法によって裏づけられた各種の資源（人、物、金）を

手放すことになり、同和地区における新しい解放運動を模索してきた。

京都市においては、「新たに」「まちづくり」を「解放運動として捉え」、NPO等を立ち上げ

るなかで少子高齢化などの地区の課題に取り組むことを構想してきた。そして、そのまちづく

りの主体として想定されていたのは地域であった３。しかし、新たに生まれた京都市いきいき

市民活動センター４により、それまで想定されていたまちづくりの枠組み（地域住民中心のま

ちづくり）に変化が起こった。

「文化」をベースとする「よそ者」のまちづくり
－－京都市 S同和地区で活動する I氏の語りを中心に－－

中 川 理 季

〔抄 録〕

本研究では京都市 S同和地区で展開されている「『文化』をベースとする『よそ者』

のまちづくり」を分析し、今後の同和地区のまちづくりにおける有効な手段を探索

した。

分析の結果、S同和地区の「『文化』をベースとする『よそ者』のまちづくり」に

は、一貫した「まちづくりの手法」が存在しそれが地域の既存のまちづくりを推進す

ることと、「よそ者」が理念的に構成した「文化のまちづくり」が同和地区をより

オープンにする可能性を持つことが明らかになった。そこから筆者は、まちづくりの

主体・性質によって同和地区のまちづくりがさらに発展する可能性を提示した。また、

今後の同和地区におけるまちづくりのバリエーションを理念的に試案し提示した。

キーワード：よそ者、まちづくり、文化、同和地区、同和問題
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京都市いきいき市民活動センターの前身の京都市コミュニティセンター（旧隣保館）は、管

理を京都市が行い、一部事業を地域の団体に委託するかたちをとっていたが５、いきいき市民

活動センターでは指定管理者制度が採用され、完全に民間が管理・運営することになった。そ

れにより、公式な手続きを経て、団体レベルの「よそ者」６が同和地区に入るようになった。現

在、実際に地域外の団体が入ってまちづくりを進めている所が存在している７。筆者は、この

一連の動きを、同和地区住民中心のまちづくりから「よそ者」のまちづくりへの転換だと考え

ている。

コミュニティセンター（旧隣保館）からいきいき市民活動センターへの転用についての評価

は、施設の性格が大きく変化したこともあり、さまざまな角度から検討でき、その評価も一様

ではないと思われる。たとえば山本崇記は、転用により打ち切られた相談事業を中心とする隣

保事業について地域福祉の歴史と実態から再検討を促している８。そのように「新しく生まれ

た」いきいき市民活動センターには「歴史」が存在しているのも確かである。しかし本研究で

は、山本が指摘するような問題等を課題として認識しつつ、指定管理者制度の導入により作動

し始めた「よそ者」のまちづくりに焦点を当て、その実態を把握することに重きを置いた。

筆者は、同和地区はその成立、歴史、文化において一定の共通した部分があると考えている。

したがって、まちづくりにおける有効な手段もある程度の共通性をもって導き出せるのではな

いかと考えている。そのような考えと前述の京都市・同和地区における新たなまちづくりの枠

組み（「よそ者」のまちづくり）の研究が未だ存在していないことから、現在の同和地区にお

ける「よそ者」のまちづくりの現状・構造を記述し、これからの同和地区のまちづくりに何が

有効であるかを検討することにした。

１－２ 研究対象・方法

本研究では、京都市 S同和地区で展開されている「よそ者」における「文化のまちづくり」９

の現状・構造把握を行い、今後の同和地区のまちづくりの可能性をまちづくりの主体と構造の

視点から検討した。

S同和地区は、京都市に存在する同和地区の１つである。地区の面積は５２，２５１m２ １０で、住居

は市営住宅が中心である。３９７世帯７９７人が住んでいる（２００２年３月現在）１１。近隣に地下鉄の

駅があり交通の便が良く、また大学も存在し、学生の出入りが激しい場所である。

S同和地区のまちづくりを把握するために、S同和地区のまちづくりを中心的に進めている

Gまちづくり協議会１２と、京都市Kいきいき市民活動センターを通じて２０１１年から同地区でま

ちづくりを進めている J法人１３の I 氏１４にインタビュー調査を行った。

S同和地区におけるまちづくりの主体の関係は、次の図のとおりである。

本研究では、I氏へのインタビューから得たデータと両団体（Gまちづくり協議会および

J法人・Kいきいき市民活動センター）の事業についての資料を素材として分析・考察した。

分析枠組の生成過程は、次のとおりである。
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まず、非構造化インタビューで S同和地区のまちづくりの全容を話してもらい、インタ

ビューデータを入手した。次に、インタビューデータをもとにその中のトピックごとにコー

ディングを行った。その作業で生まれた概念を類型化し（カテゴリーの生成）、そのカテゴリー

の関係から分析枠組を生成した。

１－３ 調査概要

I 氏には、２０１４年１月と９月に２度、ともにKいきいき市民活動センターで、それぞれ９０分

程度のインタビューを行った。Gまちづくり協議会は、２０１４年９月に１度、Gまちづくり協議

会の事務所で、６０分程度のインタビューを行った。Gまちづくり協議会は、同協議会の理事長

A氏、理事B・C・D・E氏の計５名を対象にしたグループインタビューである。インタビュー時

に発言があったのは、A・B・C氏のみである。

２ 調査結果と概念図式

２－１ 「『文化』をベースとする『よそ者』のまちづくり」の分析

本節では、インタビュー等から得た個々の知見の関連性を明らかにし、筆者の視点から「『文

化』をベースとする『よそ者』のまちづくり」の全体的な構造を導き出したい。

凡例

１ I氏の語りは二文字下げ、文頭に［ ］を施したもの。また、語りのなかの（ ）内

は著者による補足。

２ 〈 〉は、インタビュー時の著者の発言。

３ 上記以外は、著者の記述。

図と本文の【 】はカテゴリー、〈 〉は概念を表す。
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「『文化』をベースとする『よそ者』のまちづくり」を明らかにするために生成したカテゴ

リーは、【「よそ者」のまちづくり】・【文化のまちづくり】・【まちづくりの手法】である。コア・

カテゴリーは、【「よそ者」のまちづくり】である。

最初に、カテゴリーの説明をする。【「よそ者」のまちづくり】はカテゴリーと設定している

が、カテゴリー内に独自の下位概念は持っていない。しかし、【文化のまちづくり】と【まち

づくりの手法】を包摂する概念であるため、すべてのカテゴリーと概念を生みだすコア・カテ

ゴリーとして位置付けた。具体的に【「よそ者」のまちづくり】とは、I氏が考えている「よ

そ者のまちづくり」のことである。それは、まちづくりの主体は地域であり、「よそ者」はそ

のサポート役という I氏の見解から導かれる「よそ者」の立場性を反映させた「よそ者のまち

づくり」である。したがって【「よそ者」のまちづくり】という概念は、まちづくりの主体を

地域に設定したうえでのサポート役としての「よそ者」が進めるまちづくりを表す。

【まちづくりの手法】は、「よそ者」がスムーズにまちづくりを進めるための戦略・戦術のこ

とである。〈間接型まちづくり〉〈帰納型まちづくり〉〈アウトリーチ〉〈情報収集型コミュニケー

ション〉の４つの概念から構成される。

【文化のまちづくり】は、「S同和地区における『文化のまちづくり』」をカテゴリーへと転

じたものである。〈同和問題１５〉〈交流・情報伝達〉〈まちづくりの拠点〉〈流転〉の４つの概念

で構成される。

次に、前述のカテゴリー間の関係を説明し、S同和地区での「『文化』をベースとする『よ

そ者』のまちづくり」を明らかにする。

I氏及び J法人は、新たに S同和地区に入った「よそ者」である。この「よそ者」は、【文

化のまちづくり】という理念を掲げて新たな拠点（Kいきいき市民活動センター）に入る。そ

して、この【文化のまちづくり】という目的を達成するために、地域に根差したまちづくりを

展開する。この地域に根差したまちづくりを実践するときにキーになるのが【まちづくりの手

法】である。それは、「よそ者」がまちづくりを展開するうえで、地域の主体性を尊重しなけ

ればならないという I氏の見解から導き出される。この見解は、I氏の思考から生まれただけ

ではなく、経験を通じて構成されている。その経験とは、I氏が実際に携わった２つのまちづ
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くりである。一つは、過疎地域のまちづくりプロジェクトを行った際、住民の意向を尊重せず

まちづくりを進めようとし、うまくいかなかったことである。もう一つは、「R・文化のまち

プロジェクト１６」での地域との関係についての経験である。I氏は、地域とまちづくりを進め

るなかで、あらためて地域のまちづくりの主体は地域側にあり、地域のまちづくりの基本的な

構想は地域がつくるべきであり、その構想を元に「よそ者」がサポートするのが良い関係だと

確認している。そもそも J法人は、まちづくりのグランドビジョンの構想と、事務局として事

業を通じた元・R小学校の活用がミッションとして公的に与えられていた。しかし「R・文化

のまちプロジェクト」の経験から、「よそ者」がグランドビジョンをつくったとしても、まち

のあり方を規定し過ぎると、地域のモチベーションを下げ、軋轢を生む可能性があると感じる

ようになる。

この【まちづくりの手法】は、まず、地域住民との接触の場面で〈情報収集型コミュニケー

ション〉として具体的に表出する。〈情報収集型コミュニケーション〉とは、たとえば、偶然

の出会いで挨拶を交わすというような形式的なものではなく、コミュニケーションの目的が情

報収集を明確に意図したものである。つまり、このコミュニケーションは偶然性ではなく必然

性をもって導き出される戦略的なコミュニケーションである。この戦略は、情報（地域の課題

など）を収集して、地域に根差したまちづくりを展開することに繋がっている。例として、

Kいきいき市民活動センターに地域の高齢者が家のテレビの調子を見てほしいと頼んだとき、

Kいきいき市民活動センターの業務外であるにも関わらず、I氏はそれに応じている。それは、

そのようなことから会話が生まれるからだと I氏は述べている。I氏は地域の人間に近づき、

何が課題になっているかを会話の端々から知ることが大事だと考えている。

そして集められた情報は、〈間接型まちづくり〉と〈帰納型まちづくり〉に生かされる。

〈間接型まちづくり〉は、まちづくりの主体は地域という I氏の定義・前提から、地域の課

題解決を「よそ者」が直接的に行うのではなく、まちづくりの主体である地域を「よそ者」が

サポートするなかで地域のまちづくりを進めることである。〈間接型まちづくり〉の一例を挙

げると、自治会設立支援がある。I氏は市営住宅R棟の住民の苦情相談（近所に、迷惑行為を

はたらく人間がいて困っている）をきっかけにR棟の自治会設立支援をしている。具体的に

は、相談に来たR棟の住民に自治会設立を「提案」した。本来、生活相談はいきいき市民活

動センターの業務ではない。さらに、自治会の設立・運営を間接的にサポートしている。

【Ｉ】 私たちが手を貸したのは、事務的なことです。補助金をもらうにしても、たとえば、

催しをやる、交流会をやりましょうといって補助金を市から１０万円でも貰おうとすれば、

たくさん書類を書かないといけないし、後、領収書をきちんと揃えないといけないなど、

事務手続きがとてもややこしいのです。そういうことを手助けするなど、後、総会も開か

ないといけないのですね。会計報告や会費を集める方法なども手探りなので、そういう事

務的な面でアドバイスをするなど、また高齢の方はワープロなどが苦手なので、実際に書
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類を打ってあげるなどしました。

自治に関わる運動自体を実行したわけではないが、それをサポートしている。

そして自治会設立により、掃除を手伝う人が増えたこと、また自治会として不法駐輪につい

て貼紙をすることにより不法駐輪がなくなったことなど、実際に地域の自治が前進している。

さらに、自治会が自治会費の徴収のなかで住民を把握するようになったため、地域の高齢者と

連絡したい地域包括支援センターにも情報提供できるようになっている。地域の問題との接触

の仕方から見ると直接的なのは自治会であるが、これまでに確認したとおり、I氏、J法人の

自治会支援が自治会設立・運営に影響を与えているため、間接的に地域の問題に接触しその解

決をサポートしていると解せる。

他には、J法人が行う空間（居場所）づくりの事業でのGまちづくり協議会との連携がある。

空間づくりの事業は、S同和地区での地域の人間すべての居場所を考える事業である。具体的

には居場所づくりのための学習会を３度行っている。参加者は地域内外を問わず、講師に

Gまちづくり協議会のB氏も招いている。J法人は、まちづくりと地域（団体）をつなぐコー

ディネーター的な役割も果たしている。

〈帰納型まちづくり〉は、理念から実践を演繹するのではなく、地域の声や課題に即して実

践するまちづくりのことである。これまでに確認したとおり、I氏は「よそ者」がまちづくり

の理念・思考を地域に押し付けると地域と乖離すると考えている。そして、コミュニケーショ

ンをとるなかで情報を集め、地域の課題を把握し、それに寄り添いながらまちづくりを進める

方が、理念を地域にあてはめるよりスムーズなまちづくりにつながると考えている。

〈帰納型まちづくり〉を推進する情報収集においては、〈アウトリーチ〉も駆使される。I氏

は、J法人が行う全事業で地域とつながることを意識している。しかし、その事業に参加でき

ない人も想定し、その人たちには、まちに赴き野菜市を開催して声をかけるなど、接点を持ち

たいと考えている。

次の語りからわかるとおり、I氏は住民との接触を戦略的に捉えている。

【Ｉ】 その事業（J法人が行っている様々な事業）に入ってきづらい人は、たとえば、野

菜市のように道端でやっているから「こんにちは」のような感じで話すなど、訪れづらい

人にはそのような感じで接点を持っていけたらいいなと思っています。

【Ｉ】 地域の方が公共の場を掃除しているときも、時々手伝ったりして。そうすると、そ

こでまた話ができるので。

【Ｉ】「火事のとき、おばちゃんが『燃えているから』と言ってきてあたふたしますが、

しかし行くべきだと思います。それが、ある意味信頼を生んでいくのではないかと。信頼
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を生めば関係がつくりやすい、話がしやすい、問題が出てきた時に相談もしやすいという

ことに繋がるのではないかと思う」

火事の対応も地域の掃除も、Kいきいき市民活動センターの業務ではない。しかし、火事の

とき、I氏は駆けつけ、それを信頼関係構築の手段だと考えている。また、掃除の手伝いも、

単にまちをキレイにするということではなく、地域との信頼関係構築、声をひろうという目的

を前提として行われている。野菜市は、それ自体の開催が目的のものでもあるが、アウトリー

チ的なコミュニケーションツールの一つとしても位置付けられている。

これまで述べたような地域を中心に考えるまちづくりの手法は、筆者の分析だけではなく、

実際に京都市市民活動センター評価委員会も同様の評価をしている１７。

このような地域の声を母体に進めるまちづくりは【文化のまちづくり】と関連付けられてい

る。J法人のミッションは、文化振興であり、S同和地区においては【文化のまちづくり】と

して顕現する。

I氏がミッションとする【文化のまちづくり】を進めるためには、【まちづくりの手法】は

必須である。それは、「よそ者」が独走するとまちづくりの主体である地域と「よそ者」が分

離し、まちづくり自体が停滞してしまうからである。地域が主体のまちづくりを進めるために

とられる戦略が【まちづくりの手法】であり、〈情報収集型コミュニケーション〉が地域の声

を拾い、それが〈間接型まちづくり〉や〈帰納型まちづくり〉として姿を現す。このようにし

てまちづくり自体が駆動するシステムを維持することで、I氏がテーマとする【文化のまちづ

くり】の前提を形成することになる。したがって、【まちづくりの手法】と【文化のまちづく

り】が接触したときに初めて、I氏の理念である【文化のまちづくり】が具現化し始める。

【文化のまちづくり】は、〈同和問題〉〈交流・情報伝達〉〈まちづくりの拠点〉〈流転〉の４つ

の概念で構成される。【文化のまちづくり】は、内部と外部の〈交流〉を前提とする。そして、

そこには〈情報伝達〉が発生し、ふれあう人間の相互理解を促進する。そして、その仕組みと

仕掛けは、〈まちづくりの拠点〉を中心に創出される。

そして、この【文化のまちづくり】は〈同和問題〉の解決と表裏一体の関係である。具体的

には【文化のまちづくり】は、I氏が定義する「同和問題」＝心の問題（偏見）の除去につな

がる。実際に、I氏は同和問題の解決を「文化のまちづくり」で達成することを念頭に S同和

地区でのまちづくりを始めている。

〈文化自体が何かを取っ払う力をもっており、同和地区に対するさまざまなアプローチはあ

ると思うのですが、文化が適しているのでしょうか。たとえば、同じ人間として共通の土台を

持つなど〉

【Ｉ】 そうです。政治的に積極的に利用しているような国もあり、フランスで少し研修し
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たことがあったのですが、そのときに行った地域がパリの郊外のいわゆる市営住宅みたい

なものが並ぶような、（同和地区と）似た雰囲気のところです。その中に劇場があり、古

い農場を改造した劇場で、アートセンターなのです。移民が多かった。そうすると、移民

の子は貧しかったりするのでそのようなところは社会問題の巣になります。犯罪が多く宗

教もバラバラだと。フランスでは、あからさまにそのようなところの真ん中に劇場を建て

て交流させたりします。人種も価値観も多様なのでそのようなところに文化政策でそのよ

うなことをやっていました。

そのようなことは使えるというか、逆に文化の側からしてもそれは願ったり叶ったりとい

うか、そもそも文化とはそのようなものだという気がするので、私はそのようなことに肯

定的です。

〈Kいきいき市民活動センターがそのようになっていきますか〉

【Ｉ】 私の頭の中にあったのは、そのようなことです。

I氏は、フランスでの「文化のまちづくり」のイメージを S同和地区にあてはめて考えてい

る。S同和地区のまちづくりにおいて、文化交流のなかで相互理解を促進するあり方を念頭に

置いている。

【Ｉ】 今、考えていることの一つはこのKいきいき市民活動センターにいろいろな人が

来るようにしたいということです。文化系の人は、私たちがやっているので多いですが。

そうではない多様な人が来て、来て帰るだけではなくできるだけ交流が持てるようになれ

ばいいなと思うのと、ひいてはそのような人たちと地域が交流できるようになればいいな

と思います。（……）私たちが間をつないでもいいし。たとえば、コンサートでここを利

用する人たち、グループで音楽をやっている人たち、そのような人たちにコンサートをし

てもらい、地域の人に見てもらうなどすればつながれたりするので。また、ここでやって

いる事業に地域の人が参加してもらうなども。「ヨガやっているので、よかったら参加し

ませんか」と言えば、もしかしたら来てくれるかもしれない。そういうことで（地域と外

部の人が）つながっていけばいいなと思っています。

まさに、フランスの劇場の発想ですが。

I氏は、Kいきいき市民活動センターに多様な人が来ることを望む。そして、そのような人

たちと自分たちだけが交流するのではなくて、地域とも交流することを望んでいる。それは、

前述のフランスの劇場の発想と同じであり、「普遍性のある」文化を通じて交流することで、

交流した者の相互理解が促進されるからである。相互理解のなかで偏見が除去され同和問題が
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解決に向かうことと、「文化のまちづくり」の前進は表裏一体の関係である１８。

【文化のまちづくり】が〈まちづくりの拠点〉（Kいきいき市民活動センター）を軸に、〈交

流・情報伝達〉を通じて促進される。そして「文化のまちづくり」が完了するとミッション達

成ということになり、I氏らは新たな地へと〈流転〉する。J法人のミッションは文化振興で

あり、Kいきいき市民活動センターを通じた金銭的な利益の獲得ではない。

〈流転〉を作用させるもう一つの動機は、I氏が考える「文化のまちづくり」自体の性質で

ある。I氏らは、文化・芸術をテーマとして、またはアーティストとしてまちづくりを行うの

であり、基本的なアイデンティティはアーティストであり、自分たちの芸術を磨くためにまち

から転出するのである。I氏の理論が現実化すれば、まちづくりが進んだ先に地域に再度いき

いき市民活動センターを通じた自治のチャンスが来ることになる。

２－２ 考察－－今後の同和地区のまちづくりの可能性について－－

２－２－１ 「よそ者」のまちづくり

S 同和地区での【「よそ者」のまちづくり】は、同和地区において、まちづくりの主体の変

化が新たなまちづくりを拓く可能性を示唆する事例だと考える。まちづくりの主体の変化とは、

「よそ者」の加入という物理的なものだけではなく、地域の既存のまちづくりに新たな視点や

価値観が付与されることである。S同和地区の場合、新たな視点・価値観は「文化のまちづく

り」として表現される。

ある地域を舞台に、地域の課題を解決し「理念のまちづくり」を展開するためには、まちづ

くりの主体が何であれ、まちづくりを地域とともに進める姿勢は必要だと考える。それが S

同和地区では J法人の〈情報収集型コミュニケーション〉として現れている。したがって【ま

ちづくりの手法】は「よそ者」であるから必要であるということではなく、まちづくりの主体

に必須の要素であると考える。

仮に、新たな視点・価値観を持って構成された理念的なまちづくりと【まちづくりの手法】

を地域自身が有することが可能であるならば、分析で示した【「よそ者」のまちづくり】の「よ

そ者」は、実際に外部から来たという意味での「よそ者」であるかどうかは関係がなくなる。

その場合「よそ者」は、既存の価値観に捉われない新しい運動を起こす主体と言い換えること

ができるのではないかと考える。

そこから筆者は、地域の新しいまちづくりは地域自身にも「よそ者」にも同時に開かれてい

るものだと考える。

この【「よそ者」のまちづくり】を考察する際、王云のよそ者の経験とよそ者の客観性との

関係についての議論が参考になる。

流動性の高い今日の社会では、自分が移動しない場合も移動してきた「よそ者」と社会関係

を結ぶことがある。そのときに、自分は相対的に「よそ者」として現れる１９。王は、よそ者の

経験を「既成観念の無効による『今まで通りの考え』の限界の経験と『擬似的』な社会的世界
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の構成の経験２０」としているが、筆者は、この「今まで通りの考え」の限界の経験が同和地区

のまちづくりにおいても重要だと考える。

また王は、よそ者の客観性はよそ者が批判的な態度で接近集団をみること２１と述べており、

その中のよそ者の批判的態度については「故郷集団で通用していた判断基準で接近集団の文化

的パターンを判断するのではなく、接近集団の文化的パターンを含めている、あらゆる文化的

パターンについて、検討してゆく態度なのである２２」と述べている。それらの議論から、実体

的なよそ者のみに注目するのではなく「目を向けるべきなのは、『よそ者』ではなく、『今まで

通りの考え』の限界という経験なのである２３」とまとめている。

敷田麻美も「よそ者」が「他者のまなざし」をもたらす存在であり、また「よそ者」が持つ

異質性が「常識」の持つ虚像をあぶり出す作用について述べている２４。

同和地区に入ってきた「よそ者」が、同和地区を「よそ者」化する。この過程は、同和地区

（のまちづくり）の新たな方向性を検討する機会を与えるものである。

２－２－２ 文化のまちづくり

「文化のまちづくり」とは、①（文化・芸術に関する）事業・イベントを通じ、②住民相互ま

たは、地域内外の交流・コミュニケーションを創出し、③まちを活性化するものである。「文

化のまちづくり」は、それに関与する人間の属性を問わない。まちへの思いを持つ人間であれ

ば誰でも参加でき、（普遍性が高い）文化を軸（テーマ）とすることで、関与する人間の多様

性が確保される。そのなかで、人間同士のつながりの回復・強化、または新たなつながりを創

出する可能性をもつものである。この「文化のまちづくり」の特性からわかるとおり、「文化

のまちづくり」はまちをよりオープンにする。

I氏は、同和問題を心の問題（偏見）だと定義するが、その見解から出発すると「文化のま

ちづくり」を通じた同和問題の解決は、論理的には矛盾しない。さらに「同和問題（偏見）」

が解決するかどうかは別にしたとしても、前述の「文化のまちづくり」の特性から同和地区や

そこに住む人々の実態に、外部の人間がより近づくことは可能だろう。Kいきいき市民活動セ

ンターが行う事業は、地域と外部を結ぶ機能が埋め込まれたもので占められている。さらに

J法人が進める「文化のまちづくり」は、「地域と外部」だけではなく文化的な事業を通じて

地域の姿を地域自身にも表現することで、「地域の内部」のつながりもまた回復・強化、ある

いは生みだしていく作業である。

２－２－３ 考察のまとめ

これまで「よそ者」のまちづくりと「文化のまちづくり」について考察してきた。S同和地

区は、「よそ者」のまちづくりと「文化のまちづくり」がミックスした例である。

「よそ者」のまちづくりは、地域の既存のまちづくりに新たな刺激（視点・価値観）をもた

らしてくれる。また、地域自身が住民（地域）とともに進めるまちづくりを進めるうえでも重
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要なあり方（【まちづくりの手法】）を示唆してくれる。

また「文化のまちづくり」は、まちづくりを通じた同和問題解決の可能性を示唆するもので

ある。そして、それは同和問題を直接的なテーマとしない解決のあり方でもある。【文化のま

ちづくり】は、同和問題・地区の理解を〈交流・情報伝達〉、コミュニケーションを通じて促

進することを意図するものであるが、その交流等は同和問題・地区の理解・解決を直接的な

テーマにしたものではなく、文化・芸術というより一般的なものを介した同和問題解決のプロ

セスである。

「文化のまちづくり」は、地区内外の交流の方法をより一般化することにより、地区外の地

区・地区住民に対する理解のアプローチをより普遍化・一般化する。そして、あらゆる意味で

地区に関与する人間の幅を広げる。さらに、それは外部の人間だけではなく地区自体にもあて

はまる。

I氏は SoHo のまちづくり等を念頭に「文化のまちづくり」を行っているが、これは地域全

体が表象する文化自体を変容させるものだと考える。人間同士の交流だけではなく、まちその

ものの文化を変えることにより、同和地区に対する認識もまた変容していくと考える。

最後に、本論文では S同和地区の事例を元に、理念的に今後の同和地区におけるまちづく

りのバリエーションを試案できたと考えている。それは、①地域を開いて「よそ者」を受け入

れ、地域と「よそ者」の協働型のまちづくりを目指す、②地域自身が新たな理念を創出して新

しいまちづくりを生みだし、自らがそのイニシアティブをとる、③まちを変える（同和問題を

解決する）手段としてどのようなまちづくりを選択するか（今回は「文化のまちづくり」を取

り上げた）である。

S同和地区での「文化」をベースとする「よそ者」のまちづくりは、同和地区のまちづくり

を再度検討する機会を与えてくれる事例だと考える。

３ おわりに

最後に、本論文の課題を２つ提示し締め括る。

１つめは、考察で【「よそ者」のまちづくり】は地域自身が進めることも可能ではないかと

述べたが、筆者の分析の結果からそのようなことが論理的に考えられたとしても、その「よそ

者」に地域自身が実際になれるかどうかは別である。具体的には、新しい視点・価値観で構成

されるまちづくり（理念のまちづくり）を実際に創出できるかという問題である。この問題に

ついて筆者は、地域が既に地域内に存在する「よそ者」を吸収することでクリアできると考え

ているが、この点については今後の課題としたい。他の研究では「よそ者は地域の内外を問わ

ず『異質な他者の視点』を持てる存在だと捉え直す２５」議論がある。また。そのような地域内

にいるよそ者を「地域内よそ者２６」として考察している。

２つめは、本論文では指定管理者制度を通じて入ってきた「『よそ者』のまちづくり」につ
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いて考察を行ったが、同和地区施設における指定管理者制度の導入やその施設自体の変化につ

いては触れていない。敷田は、よそ者の地域参加には、利益があることや行為の正しさ、文化

的な必要性などから構成される正当性の重要さを説いている２７。筆者は、今回の場合、その正

当性を付与するものが指定管理者制度だと考え、同和地区に「よそ者」が入る契機になると積

極的に評価をしてきた立場である。しかし一方で、同和地区のまちづくり論においてそれを考

えるとき、単純によそ者の受け皿として評価するのではなく、それ以外の機能と同和地区の関

係について検討することも今後必要だと考えている。

指定管理者制度を通じて京都市・同和地区に入った地域外出身の団体は、他にもいくらかあ

る。今後も、今回作成した分析枠組みも生かしつつ、J法人以外の取組についても調査したい。

そして、同和地区のまちづくりにおいての指定管理者制度とそれを通じて現れたよそ者のまち

づくりについて考察していきたい。

〔注〕

１ 同和地区は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域をいう。なお、同
和地区は被差別部落をさす行政用語であるが、被差別部落と同じ概念ではない。行政機関によって同
和対策事業が必要と認められた地区に限定される（秋定・桂・村越、３１６頁参考）。

２ 部落差別からの完全な解放をめざす社会運動を進める団体（秋定・桂・村越、３９９頁参考）。
３ 総合プロジェクトチーム２１、参考。
４ 京都市いきいき市民活動センターは、市民公益活動はもとより、サークル活動など市民活動を幅広く
支援していくための施設である。市民が活動する場所と機会を提供する施設として、２０１１（平成２３）
年４月に設置されたものである。前身は、京都市コミュニティセンター（旧隣保館）である。
京都市いきいき市民活動センターでは、貸館の提供や市民活動の活性化に資する情報の提供を行うほ
か、地域や市民活動を活性化させるための仕掛けとして、指定管理者が独自にこれらに資する事業を
企画・実施することとしている。
〈http : //www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents／０００００９９／９９７８８／２５hyoukahoukoku.pdf〉京
都市HP（２０１５／１１／１９最終アクセス）参考。
尚、上記のなかの「地域」は、同和地区を指示するものではなく、より広いエリアを想定している。
本論文で登場する京都市K·Yいきいき市民活動センターは、１３あるセンターの内の１つ。

５ 「京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会報告書」、９頁。
６ 本論文での「よそ者」の定義は、「ある人が加入しようとしたり、受け入れられたいと思っている集
団の成員から、その集団の外部にあると認定された者」（見田・栗原・田中、８９５頁）という社会学的
に一般に認知されているよそ者の意味と変わらない。

７ コミュニティセンター（旧隣保館）からいきいき市民活動センターの転用については、山本（２０１２a)、
１２４－１２６頁を参照のこと。

８ 山本（２０１２b)、１２－１３頁。
９ 本論文で使用する「文化のまちづくり」は、（注１６）「R学区における文化芸術による地域のまちづく
りモデル事業」で定義された「文化芸術によるまちづくり」と同じものである。「文化芸術によるま
ちづくりとは、継続的に行う文化芸術イベントの力を利用して、人と人との時間的空間的共通体験を
つくることにより、住民相互や住民と外部とのコミュニケーションをゆるやかに創出し、まち（＝コ
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ミュニティ）の活性化を図る取組です。つまり「まち」に対する思いを持った人々による人と人との
つながりの回復、新たなつながりの形成を目指すものなのです」（「文化まちづくりのすすめ」、２頁）。

１０ 京都市文化市民局人権文化推進部同和対策課 『京都市における同和行政の概要（平成１３年度）』京
都市文化市民局人権文化推進部同和対策課、２００１年、６１頁。

１１ 京都市文化市民局人権文化推進部 『平成１２年度京都市同和地区住民生活実態把握事業実施報告書』
京都市文化市民局人権文化推進部、２００２年、１５４頁。

１２ 京都市 S同和地区を母体に活動するまちづくりNPO。２０１１年４月２０日設立。
主な活動は、地域住民のための「まちづくり学習会」の開催、生活環境整備のためのクリーンキャン
ペーン（ごみ拾い）、天ぷら油の回収などを日常的に行っている。

１３ 文化・芸術を通じた社会貢献を目的とし、２００３年に京都市内で設立されたNPO。具体的な目的は、
老若男女国籍を問わず一般市民に対して、舞台芸術を主体とする芸術を市民が多様な形態で享受でき
る機会や情報を提供する事業及び芸術文化の振興の支援に関わる事業を通じて、芸術文化の振興なら
びに芸術文化を通じての国際交流、児童青少年の育成、社会教育の推進、余暇利用の充実に寄与する
とともに、市民生活の豊かさに貢献することである。
２０１１年より、京都市Kいきいき市民活動センターを京都市の指定管理者として運営している。２０１５
年より、公募で他社との競争に勝ち、管理するセンターを１つ増やし、Kいきいき市民活動センター
とYいきいき市民活動センターを運営している。

１４ J法人の副理事長兼事務局長、Kいきいき市民活動センター長（責任者）を務めている。それととも
に、J法人のほとんどの事業にプロデューサーとして携わる。１９６５年生まれ、男性。

１５ １９６５（昭和４０）年同和対策審議会答申によると〈同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程におい
て形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に
低位の状態におかれ、現代社会においても、なおいちじるしく基本的人権に侵害され、とくに、近代
社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっ
とも深刻にして重大な社会問題である〉としている（秋定・桂・村越、３１８－３１９頁参考）。
本論文で使用する（「 」付きの）「同和問題」は、上記の同和問題ではなく、I氏が定義する同和問
題であり、それは「同和問題＝心の問題（偏見）」を意味する。

１６ 詳細は、「文化まちづくりのすすめ」、参照。
１７ 「京都市市民活動センター評価委員会（以下「評価委員会」という。）は、京都市が設置した機関であ

り、京都市市民活動総合センター及び京都市いきいき市民活動センターの管理運営全般に関し、各種
事業の実績等に基づいて客観的な評価を行い、課題の解決や改善すべき事項についての助言を行うこ
とを目的の一つにしている」〈http : //www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000099/99788
/25 hyoukahoukoku.pdf〉京都市HP（２０１５／１１／１８最終アクセス）。
評価についても、同上の資料に載っている。

１８ ここで、I氏が副理事長・事務局長を務める J法人の事業について概要を説明しておく。
J法人がKいきいき市民活動センターの管理を始めた２０１１年４月から２０１５年１月現在で、Kいきいき
市民活動センターの事業で実施済みが２７、実施予定が３であるが（Kいきいき市民活動センターHP
による）、その内、事業紹介から１０の事業が地域のことを明確に意識したものであると判断できる。
その他の事業についても、ほとんどが文化をテーマにKいきいき市民活動センターを利用したもの
であり、Kいきいき市民活動センターを中心に多様な人間が交流できるように設定されている。
地域のことを明確に意識した事業は、主に４種類に大別できる。①高齢者の事業、②空間（居場所）
づくりの事業、③お祭り、④地元中学生との交流事業である。
高齢者の事業は、高齢者の情報をインタビューやワークショップなどで収集し、それを作品化し公開
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することで、異世代間・地域内外の交流（情報伝達）を促進するものである。このプロセスに含まれ
る要素は、インタビューを例に挙げると、高齢者は自分自身の過去と現在について語ることで人生の
肯定的な振り返りを行い（I氏はこれを一種の回想法とし、方法論的に位置づけている）、若者がイン
タビューを実施することで異世代交流をインタビューのその場で行い、そしてそのインタビューデー
タ（メッセージ）と高齢者自身の肖像写真をセットに作品化し展示することで、さらに多くの異世代
や外部の人間が地域の高齢者のことを知れるようにデザインされている。J法人は、このような情報
収集と作品化のプロセスを定期的に行い、現在までに５回以上同様の事業を実施している。Kいきい
き市民活動センターは、そのHPのなかで、地域の人間、そのなかでも高齢者との交流を活性化し、
地域での支えあいを生みたいと述べている。文化をベースに、アーティストとしての専門性（高齢者
の「生」を作品化する手法など）を生かした特徴的な事業となっている。
空間（居場所）づくりの事業は、S同和地区での地域の人間すべての居場所を考える事業である。具
体的には、居場所づくりのための学習会を３度開いている。参加者は地域内外を問わず、講師にGま
ちづくり協議会のB氏も招かれている。
お祭りは、地域の名を冠し、地域の人全員に楽しんでもらうことを目標に、有志の学生を含めて運営
される。このお祭りでは、学生・Kいきいき市民活動センター利用者と地域の交流がポイントの一つ
になっている。
地元中学生との交流事業は、Kいきいき市民活動センターと地元中学生との交流を主目的とした事業
である。それとともに、I氏は、演劇はコミュニケーションを大事にするため、コミュニケーション
の技術を持っていると語り、この事業が多感な時期である中学生の人間関係を円滑にすることや新し
い自分を見つけるきっかけになるのではないかと考えている。さらに、演劇（文化）と中学生のふれ
あいを見る保護者も、文化の力を感じてくれる機会になればよいと考えている。
その他にも、Kいきいき市民活動センター独自のニュースレターを制作し、地域も含めて配布してい
る。このニュースレターは、Kいきいき市民活動センターを中心にした地域と文化の交流を伝えるこ
とを主目的とし、センター利用者の活動を掲載し、地域に紹介している。また反対に、S同和地区を
観察、取材し、それを掲載するなかで S同和地区を外部に紹介している。多様なメディアを駆使し地
域とセンター、外部との接続を図っている。
紹介したとおり、J法人の事業は単に交流のみを目的とするのではなく、事業型NPOとしての専門
性を生かして地域の課題解決も同時に達成できるように設計されている。そして、それは自分たちの
ミッションである文化振興に密接に結びつけられている。

１９ 王、１４８－１４９頁参考。
２０ 同上、１４９頁。
２１ 同上、１３６頁参考。
２２ 同上、１４６頁。
２３ 同上、１５０頁。
２４ 敷田、７５頁。
２５ 同上、８１－８２頁
２６ 同上、８２頁
２７ 同上、７９頁

【参考文献】

・秋定嘉和・桂正孝・村越末男監修『新修 部落問題事典』解放出版社、１９９９年。

「文化」をベースとする「よそ者」のまちづくり（中川 理季）

-- 46 --



・雨森孝悦『テキストブックNPO（第２版）』東洋経済新報社、２０１２年。

・内田龍史編著『部落問題と向き合う若者たち』解放出版社、２０１４年。

・王云「『よそ者』と多文化主義－－A・シュッツの『よそ者』論文再考」『社会学研究』第８５

号、東北社会学研究会、１３３－１５２頁。

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

・京都部落史研究所編『近江八幡の部落史 くらしとしごと』近江八幡市、１９９２年。

・黒岩晴子「重度の知的障害を持つ子どもの親の生活と人生に関わる研究」『脱施設化政策に

おける知的障害者のグループホームの機能とその専門的支援の研究』佛教大学総合研究所編、

佛教大学総合研究所、２０１３年、５５－７７頁。

・桜井厚『インタビューの社会学』せりか書房、２００２年。

・佐藤郁哉『質的データ分析法』新曜社、２００８年。

・杉本弘幸「１９４０－６０年代の都市社会政策と地域住民組織」『歴史学研究』第８２４号、青木書店、

３４－５０頁。

・総合プロジェクトチーム２１編『総合プロジェクトチーム２１報告書』２０００年。

・谷富夫編著『民族関係における結合と分離』ミネルヴァ書房、２００２年。

・谷富夫編『新版 ライフヒストリーを学ぶ人のために』世界思想社、２００８年。

・谷富夫・芦田徹郎編著『よくわかる質的社会調査 技法編』ミネルヴァ書房、２００９年。

・谷富夫・山本努編著『よくわかる質的社会調査 プロセス編』ミネルヴァ書房、２０１０年。

・辻朋子『サービスコミュニティのデザイン』白桃書房、２００５年。

・中田実・山崎丈夫・小木曽洋司『増補版 地域再生と町内会・自治会』自治体研究社、２００９年。

・中野卓・桜井厚編『ライフヒストリーの社会学』弘文堂、１９９５年。

・ニック・クロスリー『社会運動とは何か』西原和久ほか訳、新泉社、２００９年。

・浜岡政好「人口の都心回帰と新しいコミュニティ形成の課題」『佛教大学総合研究所紀要

第１６号』佛教大学総合研究所編、佛教大学総合研究所、２００９年、１７１－１９１頁。

・反差別国際連帯解放研究所しが編『語りのちから』弘文堂、１９９５年。

・マーク・S・グラノヴェター「弱い紐帯の強さ」『リーディングス ネットワーク論』野沢

慎司編、［大岡栄美訳、］勁草書房、２００６年、１２３－１５８頁。

・見田宗介・栗原彬・田中義久編『〔縮刷版〕社会学事典』弘文堂、１９９４年。

・山本崇記「『ポスト』同和行政の展開とその課題」『解放社会学研究』第２５号、日本解放社会

学会、２０１２a、１１３－１３２頁。

・山本崇記「同和行政・隣保事業再考の必要性」『グローブ・No．６９』世界人権問題研究セン

ター編、世界人権問題研究センター、２０１２b、１２－１３頁。

・山本崇記「壬生地区における『同和問題』の形成過程と同和対策事業の特徴」『２０１２年度部

落史連続講座 講演録』京都部落問題研究資料センター編、京都部落問題研究資料センター、

２０１３年、１７－５６頁。

佛教大学大学院紀要 社会学研究科篇 第４４号（２０１６年３月）

-- 47 --



・好井裕明・桜井厚編『フィールドワークの経験』せりか書房、２０００年。

・京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会「京都市同和行政終結後の行政の在り方

総点検委員会報告書」、２００９年、オンライン、「京都市ホームページ」、インターネット

〈http : //www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000060/60990/hokoku.pdf〉

（２０１５／１１／２５最終アクセス）

・「文化まちづくりのすすめ」、京都市文化市民局文化芸術企画課、２０１０年、オンライン、「京

都市ホームページ」、インターネット

〈http : //www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000173/173238/2203 bunka.pdf〉

（２０１５／１１／２５最終アクセス）

・敷田麻美「よそ者と協働する地域づくりの可能性に関する研究」『江渟の久爾』５０号、江沼

地方史研究会、２００５年、７４－８５頁、オンライン、「北海道大学観光学高等研究センター敷田

麻美ホームページ」、インターネット

〈http : //eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/38342/3/shikida-407.pdf〉

（２０１５／１１／２５最終アクセス）

（なかがわ りき 社会学研究科社会学専攻修士課程修了）

（指導教員：瀧本佳史教授）

２０１５年９月２９日受理

「文化」をベースとする「よそ者」のまちづくり（中川 理季）

-- 48 --


