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For local revitalization, community-based town planning is necessary. But there are many issues, such as lack of 
community’s independence. This study is aiming to explore solutions of the issues and factors of successful community-
based town planning through illustrating a case study of community-based town planning in Fukura district of Minami-
awaji city. The study found the important elements from Fukura case study. The first element is enhancing community 
independence through local common property management system by the local people's initiative. The second element 
is the development of the community-based town planning system, based on the traditional local common property 
management. The development resulted in the establishment of Fukura town development promotion council, which 
various local organizations participated in. The council has provided opportunities which many residents can discuss 
local issues. The third element is the self-reliant financial management system through utilizing local resources. The 
self-reliant financial management system could integrate various local organizations and establish the independent 
community town development. 
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1．研究の背景と目的 

 日本創成会議・人口減少問題検討分科会が2014年5月に発表

した「消滅可能性都市」896 市区町村リストより「地方消滅論」

が深刻な我が国の問題と認識され、地方行政に携わる関係者の

意識を大きく揺さぶった。このような状況下、2014年11月には

「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、地域の持続可能を実

現する地方創生のまちづくりが各地で求められている。また、人

口減少に伴う財政の逼迫と行政サービスの縮小、平成の大合併

による広域自治体化と行政サービスの不行き届きなど、戦後か

ら続いてきた行政主体の自治体制が変化しつつある現在、住民

主体のまちづくりが必要不可欠となっている。しかしながら、ま

ちづくりへの住民参加を進めていく上で、行政主導による住民

の主体性の欠如、参加メンバーの固定化、住民の合意形成の困難

性、行政予算に依存した活動体制など、多くの課題が見られる

（内田ら（1998）1）、野澤ら（1998）2）、浦山ら（2001）3）、吉村

（2013）4））、日本建築学会（2004）5））。 

兵庫県南あわじ市は消滅可能性都市として挙げられた都市の

1つである。人口減少や高齢化が進む当市では、市町村合併によ

り旧町村地区である市内21地区の行政サービス施設である総合

窓口・連絡所が2015年3月に廃止された。この廃止に伴い、地

域の細かな行政サービスの窓口を補完する役割として、2015 年

4 月から各地区に市民交流センターを市内 21 地区の地区公民館

内に開設した。そして、市民交流センターを「協働によるまちづ

くり」の拠点として位置づけ、各地区で地域づくり協議会がつく

られ、住民主体のまちづくりを進めようとしている。しかしなが

ら、まだ施策の導入期ということもあり活動の方法について戸

惑いのある地区も見られる。 

一方、21 地区の 1 つである福良地区では、伝統的な入会地の

慣習から戦後の財産区管理へ移行する過程で、継続的に地域の

共有財産を主体的に管理しながら、現在まで地域づくりに活か

してきた。また、これを基盤として1984年には福良町づくり推

進協議会を設立し、その範囲は財産運用だけでなく防災や観光

などの地域の活動に拡大するなど、多様な取り組みを行いなが

ら住民主体のまちづくりを進めている。 

 そこで本研究では、福良町づくり推進協議会の成り立ち、組織

体制、運営方法などを詳細に追っていくことで住民主体のまち

づくりに必要な要素を考察し、南あわじ市が進める地域づくり

協議会やこれからの地方都市に求められる住民主体のまちづく

りへの知見を得ることを目的とする。 

 

2．研究方法 

 本調査内容は、大きく分けて以下の2点である。 

1) 福良地区における財産区管理の歴史的な変遷の把握。 

2) 福良町づくり推進協議会が地域づくりにおいて果たして

きた役割の整理。 

 1）については、淡路島における地域資源共同管理に関する文

献収集や南あわじ市管財課への聞き取り調査を2015年9月3日

に行った。2）については、福良町づくり推進協議会の会長・副

会長等の関係者、南あわじ市市民課・危機管理課、兵庫県淡路県

民局総務企画室総務防災課への聞き取り調査を2015年7月〜12

月に行った。 
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3．南あわじ市のまちづくり 

吉積ら（2015）6）によると、淡路島島内には、自治会、町内会

の も小さいレベルの組織として隣保という組織がある（図1）。

隣保は、遡れば江戸時代に領主の命令により組織された五人組

である。日本の昭和初期において戦時体制に官主導で制度化さ

れた互助組織として隣組となり、戦争後、監視組織化されていた

隣組は廃止されたが、現在も各地で町内会などの隣保組織とし

て残っているところもある。淡路島はその隣保制度が色濃く残

っている地区の 1 つである。地域によって隣保の活動内容や集

まる頻度は様々だが、公会堂の掃除や回覧板など、月1回程度は

様々な用事で顔をあわせることがある。30 年ほど前までは、隣

保内の道づくり（道路整備）、家の建替えの際の「家こぼし（壊

すこと）」なども、隣保内でお互いに手伝っていた。しかしなが

ら、近年では、少子高齢化、人口減少などで、隣保の構成人数が

1人というところもあり、隣保の運営が立ち行かなくなっている。 

また、南あわじ市の新庁舎建設に伴い、分庁舎が廃止されたこ

とで、市民の中では「新庁舎になり住民の声が届きにくくなる」

あるいは「人と人のつながりや地域のつながりなど地域のコミ

ュニティ活動の弱体化、希薄化の懸念」といった意見が多く寄せ

られた。そんな中、南あわじ市では、2015 年度から、市民交流

センター・地域づくり協議会を導入した。市内全21地区に職員

を配置して「地区コミュニティ支援」、「市民サービスの補完」及

び「公民館活動」の3つの役割を担うことにより、地域住民の連

帯感の醸成を促し、地域全体の活力を高めるため学校区単位を

中心としたコミュニティ支援・強化を図ろうとしている。しかし、

まだ新しい取り組みということもあって、住民達の中で、どのよ

うな活動をすべきか、またどのように地域の人々を多く巻き込

みながら議論を進めることができるかなどの不安感があり、協

議会の推進に戸惑いの声が出ているところもある。阿万地区公

民館長への聞き取り調査を行った際にも、連絡所の廃止に伴う、

行政サービス低下の不安感や、地域づくり協議会での活動内容

に戸惑いがあること等の声が聞かれた。行政側としても導入か

ら半年が経過し、地区ごとに地域差が現れていることを認識し

ているが、その地域によって異なる活動はそれぞれの地域の個

性であると捉え、各地域の進め方を尊重しながら、話し合いの場

づくりを支援していこうとしている。 

 

【図1】地区組織連携の概念図 

 

4．福良町づくり推進協議会設立までの経緯 

4-1．福良地区の概要 

 福良地区は福良湾と三方を山に囲まれた天然の良港であり、

古代から南海道の終点として、海陸交通の要衝であった。図2は、

淡路島の市町村合併の変遷である。1889 年、町村制の施行によ

り近世以来の福良浦が単独で自治体を形成して福良町となる。

1955 年、福良町が南淡町・沼島村と合併し、改めて南淡町が発

足。同町大字福良甲・福良乙・福良丙となる。2005 年、南淡町

が緑町・西淡町・三原町と合併して南あわじ市が発足し、同市福

良甲・福良乙・福良丙となる（南あわじ市 2011）7）。 

 

【図2】淡路島における市町村合併の変遷と福良地区 

4-2．福良地区における財産区 

 福良地区背後に位置する山林は、明治初期の廃藩置県で、新政

府の方針により、これらの土地を民間に払い下げることになり、

数人への払い下げが内定していたが、地区住民が入会共同山林

を理由に所有権を主張し、訴え出た。当時の強大な国家権力にも

屈せず裁判にまで訴えて、 終的にはその大部分を地区の所有

化に成功した。落葉落枝は薪炭材として利用した。当時は松茸も

採取でき売買もされた。良材の生育には適していなかったが、保

安林・水源涵養林の役割として管理されてきた。 

 その後、元陸軍用地に買収されていた土地を、1927 年頃、福

良町（現南あわじ市福良地区）が払い下げを申請、許可されて町

有地となった。1962 年、南淡路国民休暇村誘致の際に、その部

分を貸し付け、現在までそれが継続されている。 

 また旧塩田跡地を1943年に昭和造船会社が戦時木造船建造の

ために、前地主から買収していたが、福良町（現南あわじ市福良

地区）が地権者11人から、1953年に買収取得した。その後、1960

年から財産区がこれを継承し、逐次埋め立てを行い、宅地化して

きた。現在では、駐車場としても利用されており、福良財産区の

貴重な収入源となっている。 

1955 年には、南淡町合併による新庁舎誘致のため、さらに旧

塩田跡地を福良町で購入し、逐次埋め立て造成し、南淡町の新庁

舎として無償で提供した。 

 
【図3】福良財産区有財産土地所有図 

（福良財産区管理会（1987）8）より著者作成） 

 

5．福良町づくり推進協議会設立後の活動 

5-1．福良町づくり推進協議会の発足と拡大 

 1955 年の財産区の設置以降、三者会（福良地区自治会、福良
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財産区管理会、福良地区議員会）から始まり、時代の変化に伴う

様々な問題に対応しながら、柔軟に変化を続けてきた。鈴木ら

（2006）9）が、「入会権がまさに地域資源に対する純粋な財産権

としての意味しか持たないようになってしまっている場合には、

入会権は地域的な資源への旧住民による既得権と化す。」と述べ

ているように、入会権は一般的には既得権益化しやすいもので

あるが、福良地区では、そうならずに、逆に協議会の構成組織を

拡大している点に1つの特徴が見出せる。本節では、福良町づく

り協議会の発足と拡大について、それぞれの経緯や活動目的、構

成員の変化等を整理する。 

 財産区設置以後、財産区管理とまちづくりを担ってきたのが

三者会（福良地区自治会、福良財産区管理会、福良地区議員会）

である。特徴的なのは、議員会の参加である。福良地区公民館長

は、「先見性のある議員が、土地の取得や売買等、地区の利権が

絡むような交渉において、大きな役割を果たしたと聞いている。」

と当時のことを振り返った。その後、三者会は五者会（福良地区

自治会、福良財産区管理会、福良地区議員会、福良地区自治会女

性部、福良地区公民館）へと拡大する。福良地区公民館の加入に

より、事務機能が追加された。また、福良地区自治会女性部の加

入により、女性の意見を取り入れることになる。この段階で、地

域コミュニティの基幹部分が出揃った。 

 三者会、五者会時代の活動は、主に財産区の管理・運用と、運

用で得た収入の分配であった。保育園、小学校、中学校の改築や

町道の改修、消防施設の整備など、福良地区の公共設備の充実に

財産区の基金が拠出されていた。 

 1984年には、五者会にさらに、6団体（福良老人クラブ、福良

防犯協会、福良保健衛生推進協会、福良体育協会、福良小学校

PTA、福良地区消防団）を加え、福良まちづくり推進協議会が設

立される。設立目的は「福良住民が相互の連体を強め、明るく豊

かな潤いのある地域社会づくり推進のため」であり、福良地区の

地域づくりに関する、意思決定機関としての位置づけがなされ

る。これにより、地域自治に関連する組織が協議会の傘下にまと

められ、各種団体の連携がさらに強化された。 

 2008 年に会長交代を含む協議会の役員刷新があり、これを契

機として協議会の活動が徐々に活発化していく。その変化の1つ

として、協議会の拡大が挙げられる。新任の会長の発案で、福良

漁業組合、観光協会福良支部、商工会福良支部、交通安全協会福

良支部の 4 団体を新たに加えることとなった。会長への聞き取

り調査では、「営利目的の団体を入れるのには反対の声もあった

が、これからの福良地区を考える際には、ビジネス的な側面や新

しい意見を取り入れていくことが必要である。」とあり、事業団

体も取り込んだユニークな組織構成に成長した。 

5-2．福良町づくり推進協議会の活動内容 

 福良町づくり推進協議会は1984年2月に地域団体を構成員と

して発足した。発足後は、三役（福良地区自治会、福良財産区管

理会、福良地区議員会）が中心となり、財産区の管理・運営を行

っていた。そして、財産区運営で得た収入をインフラの整備や地

域の活動資金へと還元してきた。 

平成に入り、福良地区は、大都市圏への若者の人口流出と高齢

化が顕在化し始めた。また南海地震に伴う津波予想では 大9m

とされ、東日本大震災以後は、津波対策が新しい大きな地域の課

題となった。このため、福良町づくり推進協議会の活動も防災や

福祉をテーマとした取り組みが中心となり、大きな被害が懸念

されている南海地震に伴う津波対策が進められてきた。その中

で、2010 年に福良港津波防災ステーションが完成したことをき

っかけに、学識者、県、市、地元住民などで構成される『福良地

区津波防災ステーション運営協議会』が設立された。福良まちづ

くり推進協議会は、この組織と連携し、このステーションを活用

した町の活性化へとつながるようなイベントやプログラムなど

を企画・開催してきた。さらに、活動内容は津波防災だけにとど

まらない。まち歩きイベント「福良路地裏探訪」の開催、福良う

ずまるフェスタの運営、福良地区の再開発、南淡庁舎跡地の再利

用など、地域活性化のイベントにも力をいれており、その活動内

容は多岐に渡る（表1）。 

5-3．近年の取り組み①－福良うずまるフェスタ・津波防災フォ

ーラム－ 

 南あわじ市は、内閣府により発表された南海地震に伴い発生

する津波被害想定では、約 39 分後に第一波が到達し、その後、 

大9mに達するとされている。福良うずまるフェスタ・津波防

災フォーラムは、近い将来発生すると予測されている南海地震

に備え、住民達の防災意識の向上を目的として2008年に初開催

され、翌年以降もかたちを変えながら続けられてきたものであ

【表1】福良町づくり推進協議会活動一覧（H17〜H26年度） 

【図4】福良町づくり推進協議会構成員の変遷 
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る。イベントの内容や運営について話し合っているのは、学識者

や地域の住民、行政がメンバーの円卓会議と呼ばれる組織であ

る。この組織に地域枠として参加しているのが福良町づくり推

進協議会である。一般的にこのような防災イベントは、防災のみ

の取り組みで終わってしまうが福良町づくり推進協議会に所属

する多様な組織の連携により、そうめんの試食や防災クイズな

ど、子どもや観光客も楽しめる多彩な活動をつくり出すことが

可能となっている。また、福良は元々、津波の被害が少なかった

地域である。しかし、発生が予想されている南海地震において、

新たな地域課題となった津波防災に対して、福良町づくり推進

協議会が福良うずまるフェスタ・津波防災フォーラムのような

積極的な活動を行うことにより、福良地区住民にとって津波防

災が重要な地域の 1 つの課題として位置づけられるようになっ

た。 

5-4．近年の取り組み②－南淡庁舎跡地の再利用－ 

 福良では、2005年の分庁舎廃止を機に、2013年に南淡庁舎跡

地利用検討会を立ち上げ、約1年かけて議論を重ね、計画案をま

とめて市に陳情した。跡地利用検討会の効果は、若者の当事者意

識の芽生えである。福良町づくり推進協議会が普段、交流の場の

少ない高齢者と若者が 1 つのテーブルにつき、話し合う場をつ

くり、その中で、長期間に渡り議論を行ったこと、その成果を検

討案として市に陳情することができたことがきっかけとなり、

若者達の地域づくりに対する想いが高まり、NPO『淡路國プロジ

ェクト』設立へとつながった。今まで長い時間をかけて育まれて

きた当事者意識が次の世代へと継承されつつあるという結果を

生んだことは、検討会の大きな成果と言える。 

 

6．結論 

 福良町づくり推進協議会の活動を、住民主体のまちづくりと

いう視点から捉えた場合、以下のようにまとめることができる。 

 1）住民の主体性 

 福良地区では、福良の地域資源である財産区の管理・運営を通

して、地域住民による「主体性」、「当事者意識」が育成されてい

った。財産区有財産の土地をどのように運用していくのか、そこ

から得られた収入をどのように地域に還元するのかを住民達が

考えることにより、「主体性」や「当事者意識」が育まれていっ

た。 

 2）住民の参加 

 福良地区では、財産区管理を基盤にまちづくりへと発展して

いくことで、福良町づくり推進協議会が設立され、多様な組織を

協議会に組み込み、住民達が地域の課題について話し合う「場づ

くり」が整備された。津波防災ステーション運営協議会（円卓会

議）や南淡庁舎跡地利用検討会など、福良では多様な人々が話し

合う場をつくってきた。これをきっかけに、若者達が NPO『淡

路國プロジェクト』を設立し、より積極的に地域づくりに関わっ

ていこうという姿勢が見られるようになってきた。 

3）住民の合意形成 

福良地区では、町づくり協議会に多様な組織が参加している

ことで、様々な意見が出る。福良町づくり協議会の場合、会長の

リーダーシップ性と、副会長のコーディネーター的役割がうま

く機能していることで、合意形成を可能にしていることが伺え

る。また防災フォーラムや庁舎跡地の計画など、専門的知識が必

要な時には、専門家（前者は防災研究者、後者は都市計画コンサ

ルタント）を招へいすることで、専門的な情報を入手し、効果的

に議論を進めることで合意形成を可能としていると言える。 

 4）活動予算 

 福良地区では、入会地の共有の地域資源管理を起点とする財

産区管理が現在でも行われており、行政に依存しないまちづく

りのための自立的な財産運用がまちづくりへと定着している。

財産区有の土地を駐車場などの経営を通してうまく運用し、毎

年一定の収入を得ており、行政からの補助金に依存しない自立

的なまちくづくりを展開することができている。 

 このように、福良地区では住民主体のまちづくりに必要な要

素がうまく組み合わさり機能している事例として捉えることが

でき、南あわじ市の地域づくり協議会における今後の活動内容、

また全国の地方創生につながる住民主体のまちづくりにおいて

も、参考になる要素が多くあると考えられる。 
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