地域における多様な交流を生み出す教養・文化活動に関する研究
- 東京都八王子市を事例として -

地域社会
コミュニティ

交流
インターネット

教養・文化活動
SNS

１．研究の背景と目的

AJ15016
指導教員
担当教員

右手 健介
濱崎 仁
栗島 英明

自ら興味・関心のある分野を選択し、自由に参加する教

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2040

養・文化活動における交流の特徴について、多様化する

年には単身世帯の割合が全世帯の 39.3％に達する 1)。特に

活動の場や情報媒体の実態も踏まえ、分析を行うことを

団塊の世代以降の晩婚化・未婚化により、家族支援の乏

目的とする。

しい単身高齢者が増加していくことが懸念されている。

八王子市は、1970 年代から多摩ニュータウンなどを代

こうした中、地域における活動・交流の重要性が指摘さ

表とする郊外住宅の開発が進められ、40 年近く経過した

れている。藤井らは、単身高齢者の地域活動への参加と

ニュータウンでは高齢化が進展している。一方で、15 の

抑うつとの関連性を調査し、交流が高齢者の健康に良い

大学キャンパスが存在し、学生などの若者も多い。教

2)

影響を及ぼすことを確認した 。また、交流がもたらす正

養・文化活動を通じた多様な交流について分析するにあ

の効果は高齢者のみではない。ベネッセ教育センターに

たり、市内で豊富に活動団体が確認できることから、対

よれば、親や学校の先生以外の大人と話をする経験が多

象地域に選定した。

かった人ほど、将来の仕事において自分の考えをわかり
やすく説明する能力などについて高い数値を表している
ことが明らかとなっている

3)。

２．研究方法
八王子市の教養・文化活動に対して助言やスペースの

しかし近年、近隣住民同士の交流は不活発となってお

貸し出しを行っている団体に聞き取り調査を実施し、そ

り、自治会等の組織も機能していないことが指摘されて

の知見を元にアンケート調査票を作成した。2018 年 11～

4)

いる 。一方で、公民館などを主体とした活動・交流や、

12 月初旬に、調査協力の得られた活動の現場に出向いて

インターネットや SNS による情報交換を通じて、共通の

調査票の配布・回収を行った。その後、調査データをク

趣味や興味関心を持つ地域の人々が自主的に文化的な活

ロス集計し、分析を行った。

動･交流を行う事例もみられるようになっている。
上村らは、杉並区における地域活動団体の活動場所と
交流に関する研究を行い、指定管理者制度の導入や NPO

調査協力の得られた団体は全 9 団体であり、「交流（5 団
体）」「文化（2 団体）」「スキル」「スポーツ」に分類され
た。アンケートの回答者は 86 名であった。

の増加などに伴って、活動の場が広がってきていること
に触れた上で、どのような場所が活動や交流を創出する
5)

のかを分析している 。しかし、インターネットを含めた

３．教養・文化活動における交流の特徴
（１）教養・文化活動における交流の深さと幸福度

多様化する活動と交流促進の関係性については十分な解

八王子市では、自治会や町内会の加入率は 3 割程度とな

明には至っていない。松村らは、兵庫県の郊外住宅地に

っている。アンケート回答者の自治会・町内会などの地

おける地域活動が地域への態度や生活満足度に与える影

縁的活動の参加率も低い傾向にあり、「参加したくても活

響を分析した 6)。根岸らは、転出者の故郷における地域活

動そのものがない」などの意見もあった。一方で、図 1 お

7)

動支援への参加意識を研究した 。志村らは、地域の住民

よび表 1 に示すように、教養・文化活動では自治会や町内

同士が交流するためのインターネット上の地域オンライ

会等の近隣のコミュニティに比べて深い交流が見られ、

ンコミュニティの閲覧頻度が、地域活動への参加に正の

活動において深い交流を行っている人ほど主観的幸福度

8）

効果を持つことが示した 。しかし既往研究は、近隣コミ

も高い傾向にあった。

ュニティの活動や交流に関するものが多く、市民が自由

また、図 2 に示すように、特に単身世帯や夫婦のみ世帯

に参加する教養・文化活動と交流については十分に検討

など、同居人の数が少ない人ほど活動において盛んな交

されているとは言えない。

流を行っており、子離れや退職を機とした新たなコミュ

以上より、本研究では、東京都八王子市を事例として、 ニティの場として成り立っている事が考えられる。
The study of cultural activities make variety of exchanges.
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（３）活動と参加する世代の特徴
「交流」に分類される活動の中でも、子育てや教育に

活動内での交流

関するものは女性の参加率が高く、様々な世代の参加が
見られた。一方、「スポーツ」等の身体を動かす活動の参
近隣コミュニティでの交流

加においては若年層に偏っていた。「文化」や「スキル」
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に分類される活動では「若い人たちは 1 度参加しても、同

互いに相談したり、生活面で協力し合ったりする人もいる

世代の少ないと継続しての参加しない」等の回答があり、

会った時には立ち話をする程度のつきあいはしている

多世代の交流が難しいことが示唆された。また高齢層は、
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活動の場所が近くの公民館等、活動場所の変わらない活

つきあいはあまりない

動に参加しやすく、自宅から遠くなると参加を敬遠する

図 1 活動内と近隣コミュニティの交流の比較

傾向にあった。一方、若年層は活動場所に関係なく活動

表 1 活動内の交流の度合いと幸福度の平均点

に参加していた事から、活動場所が固定化されている活
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動の参加者は、高齢層に偏る傾向が見られた。
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４．結論と考察
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ている

以上より、自治会等の近隣コミュニティが希薄化する
中で、教養・文化活動が市民の交流の場として存在し、

あいさつ程度のつきあいはしている

6.20

幸福度の向上につながっている事が明らかとなった。し

つきあいはあまりない
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かし、活動への参加のきっかけの多くが「知り合い」で
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あり、多様化する情報媒体が活動の参加には直接結びつ
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り、活動参加者と交流できる機会を増やして興味を持っ
てもらうなどの仕組み作りが重要であると考えられる。
また、活動場所の固定化は、参加者の世代に偏りが生じ
ることから、多世代の交流を目的とした活動場所も検討
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図 2 同居人の数と活動内の交流の度合い
（２）活動参加のきっかけと情報媒体の関係
近年インターネットや SNS など情報媒体が多様化して
いるが、活動への参加のきっかけとなった情報源は「知
り合い」が 63.5％と最も多く、次いで「イベント」で
11.8％であった。SNS やインターネットを参考にしたと回
答した 10.6％も、公民館員から情報を得たり、活動の様子
を目撃したなど、「知り合い」や「イベント」も参加のき
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