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1-1 研究の背景                    

地域住民が集会等の目的で利用できる施設には市が管理する公

民館や、町内会 1）等の自治組織 2）が管理する集会施設 3）がある。

一般的に公民館は小学校区といった単位毎に地方自治体が運営し、

その建設費や維持費は税金が充当されるのに対し、集会施設は小

学校区内に複数存在する自治組織が任意に運営しているため、そ

の建設費や維持費は基本的には町内会構成員から徴収した町内会

費が充当される。集会施設の建替えや改築、修繕といった施設整

備には多額の建設費を要し、このような建設費を町内会費の積み

立てのみで調達することは容易でない。 

 

全国の地方自治体の一部は集会施設の維持管理を支援するため

に建設費助成制度（これを「助成金」とする）を整備しており、集

会施設の施設整備を検討している自治組織にとっては有効な選択

肢の一つである。また、助成金の申請から交付にかけては複数年

度に跨る長期的な手続きを要するため、その事業計画は自治組織

内で熟慮され、地方自治体で検証されたものである。これら助成

金を活用した集会施設の建替え事業を調査することで次の世代に

ふさわしい集会施設建設のありかたと、それらを支援する公的助

成のありかたがみえてくると考えられる。 

 

一方、近年助成金を活用して建替えた福岡市の集会施設の多く

が初めて建設されたのは、高度成長期の住宅需要の増大に伴う宅

地開発と同時期である為、その立地は児童公園と隣接するなど視

認性が高いケースが多いように感じられる。現在の集会施設は街

区においてどのような存在感を有しているのか。また、近年高ま

る建替え需要に対して、自治組織は集会施設の事業上・運営上の

課題にどのように向き合い、建替えに際しては地域交流の拠点と

しての存在感をどのように演出したのであろうか。 

 

今日の自治組織をとりまく環境は、集会施設が最初に建設され

た時期と比較して、地域住民の少子高齢化や集合住宅の建設に代

表される市街地の開発に伴い変化している。一部の地域では自治

組織活動を存続させることが困難となり、集会施設の必要性その

ものがゆらいでいる。本研究では施設利用者の声、近年の社会動

向を照らし合わせながら、今後の集会施設のありかたを模索する。 
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1-2 研究の方法と目的                     

まず、近年助成金の活用を活用して建築した福岡市の集会施設

について交付数、建替え、改築、修繕といった工事種別毎の事業資

金や事業資金に対する助成金の割合といった助成金の交付の実態

について明らかにする。また、助成金の活用実績について、福岡市

4）と人口規模が類似した他の政令指定都市 5）～7)の事例とを比較す

ることで福岡市の助成金交付の実態 8）9）の普遍性を検証するとと

もに、助成金の制度の違いや、その違いが新築や改築、修繕等とい

った建築種別毎の活用数にどのような影響を与えているか明らか

にする 

 

次に、集会施設の建設に際して、資金計画、立地、建築計画、運

営計画といった要素の複合から成立するものを事業と定義し、立

地や建築計画を全体的に把握する一方、事業者はそれら要素をど

のように捉え、事業を実現したかについて、聞き取り調査を行い

分析する。これらの分析をとおして、助成金を活用した集会施設

の建替え事業のありかたを明らかにする。 

 

また、建替えの事業計画は福岡市の自治組織構成員の要請を充

足させた計画であったか否かについて、福岡市が市内の自治組織

に対して実施した「福岡市平成 27年度自治協議会・自治会等アン

ケート 2）（これをアンケートとする」）から集会施設の運営実態

と公的助成への要望を抽出し、助成金を活用して新築した集会施

設の建築においては、アンケートにみられる要望が反映されたか

等を分析することで、建替えの効果と課題を検証する。 

 

一方、公的施設である集会施設の建築的ヴォリュームが街区の

景観に与える影響について明らかにする。近年助成金を活用した

福岡市の事例は、福岡市特有の施設整備基準が存在しないため、

全国の標準的な集会施設の建築計画と考えられる。福岡市の集会

施設の建築的ヴォリュームと立地と外観（図と地）の関係 10）から

典型的なタイプを導くことで集会施設が街区の景観形成形成にど

のような影響を与えているかを明らかにする。  

 

更に、これら福岡市の集会施設の事例と、近年建築誌において紹

介された事例の外観の違いを比較することで、建築家は今後の集

会施設の建築計画において、どのような集会施設を理想と考えて

いるかを明らかにする。 
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地域交流を活性化させるうえで重要な役割を果たしてきた集会

施設の多くは建替え時期をむかえ、建設された当時と今日の社会

事情は大きく異なっている。集会施設の建設や運営といった事業

と、その事業に影響を与える立地や建築計画の関係を同時に捉え

ることで今後も持続可能な集会施設とはどのようなものかを明ら

かにする。 

 

 

1-3 既往研究と本研究の位置づけ             

既往研究では集会施設の災害時の役割の調査 7 や利用実態の調

査 3～6など施設運営に関する調査が多くみられる。近年の集会施設

の利用実態と立地の関係に着目し、建築計画と運営の関係を調査

した研究は複数存在し 8～10、これらは建築計画（ハード）と運営

（ソフト）を同時に捉えた点では本研究と共通しているが、集会

施設の事業に踏み込んだ研究はみられない。集会施設の事業は複

数の地域住民が各々の自宅以外の建物に投資することで成立して

いるため、集会施設建設の事業を分析するためには、資金計画を

交えた視点が不可欠である。本研究 11～14は集会施設の事業に着目

して事業を成立させる要素を抽出し、それら要素の関係から事業

を捉えており、独自性がある。 

 

一方、建物のヴォリュームと立地の関係に関する既往研究はビ

ルディングタイプ 10）に関する研究として公共施設の建築構成 15 

やそれらの屋外共用空間の類型。住居についてはユニットの組合

せで構成される集合住宅 16 や個室と共用室の組合せで構成され

る個人住宅 17～18等において建築構成やそれらの屋外空間の類型。

といった視点でみられるが、集会施設を対象とした既往研究はみ

られない。 

 

また、集会施設の使用の実態や役割について論じた研究 7は存在

するが、市が自治組織の要望を聞き取る為に実施した「自治会・町

内会アンケート」の結果と助成金を活用して新築した集会施設へ

の聞き取りを対比させることで集会施設に関する公的助成の効果

を検証した研究はみられない。 

 

本研究は集会施設の事業とその効果や、集会施設の事業が地域

環境に与える影響に着目し、現在の集会施設の実態を包括的視点

から捉えているのが特徴である。 
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1-4 本論文の構成  

1章-図 1で示すように本論文はまず集会施設の現状把握のため

に 2 章で我が国の集会施設の歴史と現状を述べる。次に、建設費

助成制度の実態把握のために、3 章で福岡市の集会施設建設の交

付をうけた事例の資金計画を、4 章で全国の集会施設建設の助成

金制度、特に福岡市と同等規模の人口を有する政令市の事例を福

岡市のケースと比較する。 

 

また、福岡市で助成金の交付を受け、新築した集会施設の建築

計画を全体的に把握するために、5 章で福岡市の集会施設の立地

と外観を分析する。また、集会施設の新築に関する全国的な動向

を把握するために 6 章で近年国内の主要な建築誌に掲載された集

会施設の建築計画的な特徴を分析し、5 章で示す福岡市のケース

と比較する。 

 

更に、集会施設の新築を「事業」という枠組みで把握するために

7 章では福岡市において助成金の交付をうけ、建替えを行った事

例のケーススタディを行い、立地・運営・建築・資金といった複合

的な視点で分析する。 

 

一方、地方自治体が自治組織に対して行う公的支援のありかた

を把握するために、8 章では福岡市が自治組織に対して行った自

治会・町内会アンケートを基に自治組織の集会施設運営に関する

要望を調査し、9 章ではそれら要望が助成金の交付をうけて新築

した事業で実現されているのか聞き取りをとおして分析する。10

章は全体のまとめとして次世代の集会施設建設ための「事業のあ

りかた」、「公的支援のありかた」を総括する。 
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1章- 図 1 本論のフロー 
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1章-図 2 各章であきらかにすること 

 

 

1-5 調査対象抽出の根拠と妥当性  

福岡市は指定政令都市であり、独自で政策の決定と実施が可能

である。また福岡市は九州地方では人口規模が最も多い中核の都

市で、地方都市でありながら都市基盤が充実した都市である。今

日国内では少子高齢化の傾向が高まり、地方は限界集落にみられ

るように過疎化が進行する傾向がみられるのに反して、福岡市は

市の発表によれば 2036 年まで人口が増大すると予想されている。

つまり、福岡市は都市部への人口集積の受け皿となる都市の一つ

であり、今後多くの国民が関与する都市居住における地域コミュ

ニティのありかたを考える上では、最適な調査対象といえる。 

 

筆者が集会施設の建設費助成金をテーマとしたのは業務で福岡

市内の自治組織に集会施設の大規模改築（リノベーション）の設
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計施工、および事業提案の相談を受けたのがきっかけである。老

朽化が著しい公民館規模の集会施設であったが、この現地調査を

終え、提案にむけた調査をとおして助成金制度の存在を知った。  

 

福岡市では大規模改築は最大 200 万円の交付がうけられるが、

審査提出から完成まで１年以上の時間を要することや額面を考慮

すれば利用上の利点が感じられず、他の自治体はどのような運営

となっているか気になった。4 章で政令指定都市のなかでも福岡

市と人口規模が近い神戸市と京都市、3 大都市圏外の地方都市で

ある仙台市と福岡市の比較検討を実施したのもこの為である。 

 

また、4章で別府市の例を掲載したのは、福岡市と同質の都市生

活という視点ではなく、近年のインバウンド需要の高まり(2015 年

の訪日外国人数は 1937 万人/年)を受けて、政府は 2030 年日本の

人口の約半分である 6000 万人/年を目標と設定、三大都市圏のみ

ならず、福岡市もその受け皿として期待が寄せられていることが

背景にある。今日、福岡市ではホテル等の建設需要が急拡大して

おり、エクスペディア社が 2015 年上半期と 2014 年の上半期のホ

テル予約件数を比較した数値によれば、福岡市の伸び率は 226％、

九州全体では 239％で、東京の 168％、京都 164％、大阪の 200％

の伸び率（エクスペディア PR事務局資料）と比較しても多い。福

岡市は都市基盤の軌道修正を余儀なくされている。 

 

福岡市が属する九州地方のなかで観光都市として知られている

別府市は「温泉」といった観光資源を集会施設の用途に組み込み、

地域コミュニティの活性化に繋げている。この事例を紹介するこ

とで、福岡市の集会施設の用途の複合化に繋がる知見を模索する

意識を含んでいるが、別府市はあくまで参考事例の一つという位

置づけである。 

 

本論文は福岡市にみられる一般的な集会施設を主要な調査対象

としながら、全国の他の都市との比較や建築家の提案との比較と

いった横軸から明らかになる事実と、福岡市の集会施設の少数の

事例の詳細な調査といった縦軸から明らかになる事実を積み上げ

ることで、より広範な視野を獲得する論法ですすめる。 
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1-6 調査対象期間の妥当性  

調査サンプルに関する調査対象期間について、助成金などの資

料は福岡市公文書の管理に関する規則 11条 平成 14年 4月 25日 

3種に基づき、市が 5 年間保存する義務がある。今後の集会施設の

ありかたを考察するという本論文の目的から考慮して、福岡市で

助成金の交付を受けた直近の事例を対象とすることが望ましいと

判断し、5 年間という調査期間を設定した。しかし、論文提出まで

時間が経過したこともあり、1 年度分を追加し、6 年間という期間

を設定した。聞き取りの対象は直近で建て替え件数がまとまって

見られる年度に設定した。また、聞き取りの対象者として建設当

時の理事を設定したのは、彼らが集会施設の建替え事業の責任者

であり、事業決定において中心的な役割を果たしたことと、現在

も健在である可能性が高いことが理由である。 

 

調査サンプル数の妥当性については、聞き取り調査を実施した

サンプルは 5件であるが、助成金交付をうけた集会施設 45件の実

態に関する机上調査、著しい地域的な偏りがあることを実証する

ための集会施設 45件が存在する小学校区の机上調査、集会施設 45

件の立地・外観の机上および現地調査。集会施設 45件の助成金交

付と同一時期の福岡市以外の地方自治体（神戸市・京都市・仙台

市・別府市）の実績概要の調査。集会施設 45件の助成金交付と同

一期間に国内の主要な建築専門誌に掲載された 24 件の事例の建

築計画などの調査。福岡市の全ての公民館 125 件の立地に関する

机上調査。福岡市が平成 26年 9月 12日～平成 26年 11月 21日に

福岡市内のすべての自治会・町内会の会長 2,306名（回収数 1,727

名：74.9％）に対して実施した自治会・町内会アンケートの調査結

果。福岡市が平成 26年 9月 12日～平成 26年 11月 21日に福岡市

内のすべての自治協議会の会長 149 名（回収数 127 名：85.2％）

に対して実施した自治協議会等アンケートの調査結果をベースと

しており、結論を導く上で妥当と考えられるサンプルを設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

参考文献 

1. 福岡市民局コミュニティ推進課『福岡市平成 26 年度自治協議会・自治会等アンケ

ート報告書』1-168 ,2015.3  

2. 福岡市民局コミュニティ推進課『自治会活動ハンドブック-第二次改訂版』1-

75 ,2012. 

3.牛田尹久子・鈴木 成文『アパート団地に於ける集会所利用層の分析』 305-308 日

本建築学会論文報告集 1958-10-05 

4.前田 尚美 ・土肥 博至 ・唐崎 健一『団地集会所における集合の性格と内容』(66-

2) 321-324 1960-10-10 

5.三国 政勝・中村 攻『新旧住民の利用からみた集会所および公民館の性格:混住地域

における居住環境整備の課題 その 2』 (367) 63-71, 日本建築学会論文報告集 

1986-09-30 

6.横山一行・横山俊祐・白石昌之・立花 賢誠・平岡 賢三『公営住宅集会所の利用実態

とコモンリビングの可能性 : 集会所のコモンリビング化に向けた研究(その 1) 』

2002(E-2) 81-82 学術講演梗概集. 計画系 2002-06-30 

7.吉村東・石坂 公一『災害時における住宅地の集会所の利用実態と住民意向:：東日本

大震災:宮城県塩竈市の場合(計画 III) 』 (75) 61-64 日本建築学会東北支部研

究報告集. 計画系 2012-06-16 

8.藤 繁和・浅野 平八『地域集会施設配置の最小単位について：都市居住地域における

地域的拠点施設整備に関する基礎的研究 1』 (523) 147-154 日本建築学会計画系

論文集 1999-09-30 

9.森田幸雄・藤村龍至『使用の実態と立地からみた郊外における自治会集会所の役割に

関する研究 : 埼玉県鶴ヶ島市を事例として』2013,175-176建築歴史意匠論:都市(3)

学術講演梗概集 2013-08-30 

10.上和田 茂・黒田 克樹・付 開楠『地方大都市の地域集会施設における利用圏の二重

構造化の解明と重層的施設配置システムの提案』(592) 41-48 日本建築学会計画系

論文集 2005-06-30 

11.佐倉浩之・田上健一『建設費助成制度からみた福岡市の集会施設の建替え・修繕の

事業背景』日本建築学会研究報告,九州支部.3,計画系,89-92,2015.3 

12.佐倉浩之・田上健一『建設費助成制度にみる集会施設の実態と建替えの事業背景』

九州大学大学院芸術工学研究 研究論文,23-33,2015 vol23 

13. 佐倉浩之・田上健一『福岡市の集会施設の立地と外観』 

 日本建築学会大会学術梗概集（九州）5062,123-124,2016.8 

14.佐倉浩之・田上健一『集会施設の建設費助成制度の活用と建築計画』 

九州大学大学院芸術工学研究 研究論文,13-22,2016 vol25, 

15. 小川次郎・坂本一成『公共文化施設における建築の構成とビルディングタイプ : 

ヴォリュームの複合から見た建築の構成形式に関する研究』日本建築学会計画系論

文集 (486), 79-88, 1996-08-30  



15 

 

16. 足立真・坂本一成『外部空間の接続と配列による集合住宅の構成形式 : 現代日本

の集合住宅における構成単位とその集合形式に関する研究 その 4』日本建築学会計

画系論文集 (538), 101-108, 2000-12-30   

17. 小川次郎・小野田環・坂本一成『外形ヴォリュームと室の配列による建築の構成 : 

現代日本の住宅作品における内外の関係による構成形式』日本建築学会計画系論文

集 (537), 117-123, 2000-11-30 

18. 今野千恵・宮城島崇人・塚本由晴『現代建築作品におけるパブリックスペースとし

てのロッジア的空間の性格』日本建築学会計画系論文集 75(657), 2719-2727, 2010  

 

 

文末脚注 

1） 町内会は日本の集落又は都市の一部分（町）において、その住民等によって組織

される親睦、共通の利益の促進、地域自治のための任意団体・地縁団体とその集
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3)集会施設は福岡市集会施設補助金交付要綱によると一定地域の住民が主として当該地

域住民の集会等の用に供するため自ら設置する施設とある。 
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5年度の実績一覧 福岡市 
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2-1 地域社会と集会施設 

今日集会所とよばれ、町内に存在する集会施設の多くは戦後の

高度成長期に宅地造成と同時に建設されており、建設当時の地域

住民は高齢化している。現在の集会施設の多くは長年自治組織を

支えてきた高齢者の交流の場となり、一部の地域ではそれを継承

する次の世代の若者が育っていない。福岡市の実施した自治会・

町内会アンケートによると人材に関する課題で「役員のなり手が

ない」が 77.1％と高く、その解決のために「人材不足を補うため

に町内で活動する他の団体と連携する」45％、「負担の少ない活動

方法を工夫する」42.8％といった回答が多くみられる。 

 

一方、近年の集合住宅の開発に伴い、若い世代の住民が増加し

ている地域もあるが、個々の集合住宅内には集会室が併設され、

新たに建設された賃貸マンションの住民といった一時居住者に対

しては町内会への勧誘が行われないケースがあり、同一町内でも

自治組織活動に参加するグループと参加しないグループが明確に

区分される地域が存在する。自治会・町内会アンケートによると

住民に関する課題で「活動への参加者が少ない」61％、「マンショ

ンなどの集合住宅との交流が図りにくい」42％、「新旧の住民の交

流が図りにくい」25％との回答が寄せられている。また、運営や活

動を充実させるために必要なこととして、「人材の育成・確保」が

60.6％と課題とされている。 

このような社会情勢の変化を考慮すれば、先祖代々引き継がれ

てきた自治組織活動を今後も同じように維持することは容易では

ない。  

 

近年の老朽化した集会施設の建築的な安全性が危惧され、地域

社会における重要度が再認識されるようになった契機として、阪

神淡路大震災 1）、福岡県西方沖地震 2）、東日本大震災 3）といった

大震災があげられる。大震災の被災時には仮設の住宅や集会所が

建てられ、建築関係者は限られた予算の中で早期復興に向け、様々

なアイデアを提案し、多数のボランティア団体が地域社会の復興

に尽力した。被災者は学校といった公共施設や集会施設を有効に

活用し、互いに支えあうことで危機を乗り越えてきた。自治会・町

内会アンケートによると東日本大震災以来、新たなに開始した共

助の取り組みで「有」との回答が 32％と高くなっている。 

社会情勢が変化しても地域交流の核であり、防災拠点でもある

公民館や集会施設といった地域施設の必要性は不変である。 
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2-2 公民館と集会施設の制度  

地域施設の代表的なものは公民館と集会施設である。公民館の

設置および運営は平成 15年 6月 6日文部科学省告示による公民館

の設置及び運営に関する基準 1により定められている。その第１条

には「1.この基準は社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号）第 23

条の 2 第 1 項の規定に基づく公民館の設置および運営上必要な基

準であり、公民館の健全な発達を図ることを目的とする。2. 公民

館及びその設置者は、この基準に基づき、公民館の水準の維持及

び向上に努めるものとする」とある。施設整備基準は「公民館の設

置及び運営に関する基準」 (昭和三四年文部省告示第九八号)が原

型となっている。2 公民館の対象区域の項には公民館の対象区域

は「一般的にいえば、市にあっては中学校の通学区域、町村にあっ

ては小学校の通学区域を考慮することが実態に即すると思われる。 

しかし市にあっても農村地帯などについては小学校の通学区域

とし、市街地については人口密度ないし利用者数に応じて中学校

の通学区域より狭い区域とするなど他の諸条件をも勘案し実情に

即して定めることが望ましい。」と。 

 

また、公民館の事業の遂行上最低必要とみなされる専用の建物

の面積は三三〇平方メートル以上であるが、利用者の増大等に応

じて面積を拡大することが望ましい。」とある。つまり、市が建

設・維持管理する公共施設である。 

 

それに対して、集会施設は我が国の法律で制度化された整備基

準はなく、助成金の交付時に床面積の最低限度を設ける 2等、地方

自治体が個々に条例等の規制を設定している。つまり、公共施設

ではなく、その建設と維持管理は地域住民の自治による。 

 

 

2-3 公民館と集会施設の歴史  

公民館が誕生したのは明治維新以後に資本主義が導入され、都

市部でも農村部でも様々な歪みが生じるようになった時期である。 

この時期には地方改良運動及び社会教育の実施を目的として

様々な名称を持った公共施設が建設された。旧来の村屋・行屋・若

者宿に加えて、隣保館（りんぽかん）や労働福祉会館などの名称で

呼ばれた施設がこれにあたる。 

 

昭和期に入り「公民館」と呼ばれる施設が登場し、大正後期から

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E6%9C%AC%E4%B8%BB%E7%BE%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%94%B9%E8%89%AF%E9%81%8B%E5%8B%95
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引き続き行われてきた社会教育の導入、関東大震災後の国民精神

作興運動 4)、昭和恐慌下の教化総動員運動 5)や農山漁村経済更生

運動 6)など教化活動への住民導入体制の強化に伴い、その円滑な

実施のための施設として普及した。 

 

一方、集会施設は町内会といった自治組織活動の拠点である。

町内会は日本の集落又は都市の一部において、日中戦争の頃から

結成され、太平洋戦争の戦時下に大政翼賛会 7)の最末端組織とし

て 1940 年に国によって整備されたのが起源とされる。福岡市の定

義では自治会・町内会は一定の地域を単位として住民の福祉向上

や住民相互の連帯感の醸成を図ることを目的に組織された住民の

自治組織であり、町内住民の福祉増進、相互親睦などの活動（運動

会、夏祭り、敬老会、資源物回収、清掃、子供会や老人会等の行事

等）を行うとある。 

 
 

2-4 福岡市の公民館と集会施設の違い 

福岡市では１つの小学校区に 1 つの公民館があり、福岡市公民

館条例１条では「公民館は住民の生涯学習及び地域コミュニティ

活動の場」として定義され、市が運営・管理を行う非営利の公共施

設である。公民館は国が定めた施設整備基準に基づいて建設され

ており、小学校区内の住民の集会や各種イベントに対応できるよ

う施設機能が充実している。それに対し集会施設は小学校区に複

数存在する町内会といった自治組織のコミュニティ活動の場であ

るが公共施設ではなく、自治組織構成員が自主的に維持管理する

ため、集会施設の多くは公民館と比較すれば小規模で、集会が可

能な居室があれば成立する。 

 

また、公民館は多くの地域住民にとっては自宅から徒歩で通う

のが困難で、日常的な利用に適した立地に存在しているとはいえ

ないのに対し、集会施設は同一町内又は近接する町内にあり、足

腰が弱った多くの高齢者でも徒歩で通えるため、より日常的な利

用に適している。公民館に近接する自治組織で集会施設の所有が

困難な場合は、集会で公民館を一時利用することも可能である。 

 

 

2-5 福岡市の公民館と集会施設の連動性 

2章-図 1によると福岡市が実施した（自治協議会）アンケート

によると、町内会の連合（自治連合会）の代表である自治協議会の

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E4%BD%9C%E8%88%88%E9%81%8B%E5%8B%95&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E4%BD%9C%E8%88%88%E9%81%8B%E5%8B%95&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C%E6%81%90%E6%85%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E5%8C%96%E7%B7%8F%E5%8B%95%E5%93%A1%E9%81%8B%E5%8B%95
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%BE%B2%E5%B1%B1%E6%BC%81%E6%9D%91%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%9B%B4%E7%94%9F%E9%81%8B%E5%8B%95&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%BE%B2%E5%B1%B1%E6%BC%81%E6%9D%91%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%9B%B4%E7%94%9F%E9%81%8B%E5%8B%95&action=edit&redlink=1
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会長は自治会長を兼任するケースが 70％以上で、自治連合会（全

ての自治組織が加入）の 95.2％が自治協議会に参加しているとい

うデータがある。また、自治協議会の会議の 96.1％は公民館で実

施されており、自治協議会の会長が公民館を利用する頻度は「ほ

ぼ毎日」が 46％、「週 2 回以上」が 38.1％と頻繁に利用されてい

る。 

また、自治協議会は公民館から支援を受けており、「共催で事業

を実施している」が 86.6％と多い。このように自治協議会と公民

館は連動制が高く、ほぼ全ての自治連合会が自治協議会に参加し、

集会施設は公民館の機能を補完する存在であることを考慮すれば、

自治協議会と自治組織は連動性、つまり公民館と集会施設の連動

性は高い。 

                

                

2章―図 1 自治協議会が公民館から支援をうけている調査（引用） 
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一方、自治協議会に参加している自治連合会以外の団体は社会

福祉協議会、子供会育成連合会、人権尊重推進協議会、民生委

員・児童委員、老人クラブ連合会、PTA なのであり、自治組織活

動はこれら団体と連携をとりやすい状況にある。 

 

 

2-6 福岡市の様々な集会施設 

集会施設の維持管理は通常、町内会の会費を基に実施されてい

るが、福岡市内には少額の予算で建設、または維持管理を行って

いる集会施設が数多く存在する。 

 

2章-図 3の三苫 6,7丁目集会所は大正時代に建設された公民館

同等規模 8)の建物を、修繕を繰り返しながら利用している。施設役

員の話では、施設建設の積立ては実施しておらず、今後の維持管

理に不安を抱えている。 

 

博多区東比恵 4 丁目集会所は川沿いに、平面的には三角形の狭

小地にプレハブを設置して利用している。吉塚１丁目１区町内会

集会所は高架下の水子供養の礼拝所横に役目を終えたバスを改造

 

2章-図 2 自治協議会に参加している団体の調査 
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して活用している。 

 

博多駅に近い片粕 5 丁目１区集会所は高架下に隣接した小規模

な児童公園内の小規模な建物を活用している。 

 

いずれも角地や都市部の狭小地など視認性が高い立地に存在し

ており、極力維持費をかけずに施設運営を行っている。 

 

全体的に、都市部に建つ集会施設は、片粕 5 丁目 1 区集会所の

ように鉄道・高速道路等の高架下や東比恵 4 丁目集会所のように

区画整理の残地で、一般的には利用価値が高いとはいえない立地

に存在するケースが多いが、郊外では三苫 6,7 丁目集会所のよう

に広い立地に講堂や和室、駐車場が確保され、日々活発に利用さ

れているケースが多くみられる。   

 

三苫 6,7 丁目集会所のように建物の老朽化が著しいケースでは

建て替えの検討を迫られており、建て替えとなれば施設規模が大

きいため多額の資金が必要である。 

 

 

  

三苫 6,7丁目集会所 

（ゆったりとした敷地と建物：郊外） 

東比恵 4丁目集会所 

（川沿い狭小角地のプレハブ：都市） 

  

吉塚 1丁目 1区町内会集会所 

（高架下にバスを改造して配置：都市） 

片粕５丁目 1区集会所 

（高架横の児童公園内に配置：都市） 

2章-図 3 福岡市内の様々な集会施設 
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文末脚注 

1）阪神淡路大震災： 1995年（平成 7年）1月 17日（火）に発生した兵庫県南部地

震による大規模地震災害。（WIKIPEDEA） 

2）福岡県西方沖地震：2005年（平成 17年）3月 20日午前 10時 53分、福岡県北西

沖の玄界灘で発生したマグニチュード 7.0、最大震度 6弱の地震。（WIKIPEDEA） 

3）東日本大震災：2011年（平成 23年）3月 11日（金）に発生した東北地方太平洋

沖地震とそれに伴って発生した津波、およびその後の余震により引き起こされた大

規模地震災害である。この地震によって福島第一原子力発電所事故が起こった。

（WIKIPEDEA） 

4）国民精神作興運動：1923年 11月 10日に発布された〈国民精神作興ニ関スル詔

書〉の略称。第１次大戦後の個人主義や民主主義の風潮，社会主義の台頭に対処

し，関東大震災後の社会的混乱鎮静のために出された。 

5）教化総動員運動：第一次世界大戦後の諸問題を「経済国難」「思想国難」として

位置づけて、国民の教化によって克服しようとした運動。映画・ラジオなどの新興

メディアの利用や後の国民精神総動員運動のモデルとなった。（WIKIPEDEA） 

6）農山村経済再生運動 1932年から実施された政府の昭和農業恐慌対策であり，農村

救済運動として大々的に取り組まれた。当時は農業恐慌によって農村は娘売り，子

売りをして生活費を得，肥料にするほしか(干鰯)やヌカを常食としている状態であ

った。また全国の欠食児童は 20万人を超えていた。このような状況に対して，農

本主義者を中心に農村救済請願運動が全国的に展開された。それは，農家負債 3ヵ

年据置き，肥料資金反当り 1円補助，満蒙移住費 5000万円補助の請願署名運動

で，第 62臨時議会(1932年 6月)に向けて行われた。 

7）大政翼賛会は、1940年（昭和 15年）10月 12日から 1945年（昭和 20年）6月 13

日まで存在していた日本の公事結社。左右合同の組織である。（WIKIPEDEA） 

8) 公民館と同等規模とは昭和 34年文部省告示第 98号「公民館の設置及び運営に関す

る基準」で定められた床面積 330㎡以上の基準と同等規模であることを示す。 
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3-1 福岡市の建設費助成制度 

 福岡市の建設費助成制度は福岡市集会施設補助金交付要綱（以下

要綱と記載）に基づき施行されている。要綱の初版は昭和 53年９

月 1 日に施行されていることから、福岡市の建設費助成制度は約

40年の実績がある。新築の交付要件は以下のとおりである。 

 

ア：集会施設の設置目的が当該住民の福祉の向上に寄与するも

のであること。イ：集会施設の延床面積が原則として 40㎡以上で

あること。ウ：集会施設の用に供する土地について当該自治組織

が権限を取得していること。エ：集会施設の新築・購入について当

該自治組織の構成員の３分の２以上の同意があること。 

 

増築、改築ではこれに追加してオ：必要な資金の積立ての実績

があること。カ：集会施設の設置からの経過年数が 10年以上であ

ること。キ：増築、改築に要する費用の総額が 120 万円以上であ

ること。 

 

更に、修繕ではキ：の費用の総額が 80万円以上であり、これら

ア～キの条文に追加して屋根、建築構造体、外壁、内装又は建築設

備の全部又は一部の修繕であること。 

 

このなかで、交付の条件が厳しいと考えられる項目は「ウ：集会

施設の用に供する土地について当該自治組織が権限を取得してい

ること」と「エ：集会施設の新築・購入について当該自治組織の構

成員の３分の２以上の同意があること」である。集会施設の立地

が借地であるケースは市内に複数存在するが、助成金の交付申請

を行う場合は土地名義の変更が必要になる。また、交付申請にお

いては自治組織構成員の３分の２以上の同意が必要であり、自治

組織活動が盛んな地域でなければ、地域住民の同意を得ることは

困難である。 

 

第 14 条によれば助成金の交付をうけた自治組織は交付をうけ

た年度の翌年から 5 年度にわたって年度末に「集会施設の利用状

況報告書により当該補助に係る集会施設の利用状況を市長に報告」

する義務がある。これらのことから助成金の交付を受け建設され

た集会施設はその運営が現状も建設後も良好であると予想される。 

 

一方、助成金の補助限度額は新築・購入で 800万円かつ建設費・
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購入額の 1/2で、寄付金は建設費・購入額から控除される。   

 

建設費は市が定めた基準単価に基づいて算出され、新築では（基

準単価×延床面積×1/2+スロープ建設費 x1/2）の計算式で算出さ

れる。また、増築・改築の補助限度額は 200 万円かつ増築・改築

費の 1/2 で、寄付金は建設費・購入額から控除される。 

 

交付申請は例年 8 月頃に受理されるが、建設工事はその翌年度

（4月以降）に実施されるため、事業計画から交付申請を経て竣工

するまでは長期間を要するため、雨漏りなど緊急を要する修繕で

の活用には適していない。 

 

 

3-2 助成金制度をうける手法と仕組み 

福岡市集会施設補助金交付要綱は下記のとおりである。  

 

第１条 この要綱は福岡市内における地域住民の福祉の向上に寄

与するため、住民が設置する集会施設の新築・購入、増築・改築、

借上、又は会議等借上（以下「新築等」という）に要する費用の一

部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第 2 条（用語の定義） 

(1)集会施設：一定地域の住民が主として当該地域住民の集会など

の用に供するため自ら設置する施設をいう。 

(2)自治組織：地域住民で組織される町内会、自治会などの団体を

いう。 

(3)新築：新たに建物を建築又は全面建替すること。 

(4)購入：新たに施設を設置する場合に建物を買収すること。 

(5)増築：既存の建築物の延べ床面積を増加させることをいう。 

(6)改築：改築建物の機能を高めるための改造であって、延床面積

の増加を伴わないものをいう。 

(7)修繕 建築物の維持を目的として大規模な修繕であって延床面

積の増加を伴わないものをいう。 

 

第 6 条（計画書の提出）：補助金の交付を受けようとする自治組織

の代表者は会議等借上の場合を除き、補助金の交付を申請しよう

とする日の属する年度の前年度の 8 月末日までに次に掲げる書類

を添付して集会施設計画書を市長に提出するものとする。 



27 

 

第 8 条（工事着手の届出）：市長は当該申請に係る書類を審査し、

補助金を交付すべきものと認めたときは交付の決定をし、その旨

を、当該申請を行った自治組織の代表者に対して集会施設補助金

交付決定通知書により通知しなければならない。 

 

第 9 条（工事着手の届出）前条の通知を受けた自治組織の代表者

は新築、増築・改築、又は修繕の工事に着手したときは遅延なくそ

の旨を工事着手届書により市長に届け出なければならない。 

 

第 11 条（実績報告）被交付決定自治組織の代表者は集会施設の新

築等が完了したときは次に掲げる書類を添付して集会施設実績報

告書により市長に報告しなければならない。 

(1) 新築・購入・・・その他のケースは割愛 

ア 集会施設の新築等に係る収支決算書（様式第 5-1 号） 

イ 請負業者からの工事請負代金の請求額の写し 

ウ 施設の設置および運営に関する規約 

エ 工事の記録写真 

 

第 12 条（補助金の額の確定）市長は前条の規定による報告を受け

た場合においては当該報告書に係る審査及び必要に応じて行う現

地調査によりその内容が補助金交付決定の内容等に適合するもの

であるかどうかを調査確定し、適合すると認めたときは交付すべ

き補助金の額を確定し、その旨を被交付決定自治組織の代表者に

対して集会施設補助金確定通知書（様式第 7 号）により通知する

ものとする。 

 

第 13 条（補助金の交付の時期等）市長は前条の規定による通知後

に被交付決定自治組織の代表者から適法な請求により速やかに補

助金を交付するものとする。 

2 補助金の交付を受けた被交付決定自治組織の代表者は補助金

の交付を受けた日から起算して 14 日以内に補助金の使途を証す

る書類その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。 

 

第 14 条（利用状況の報告）補助をうけた自治組織の代表者は借り

上げ及び会議室など借上げの場合を除き、補助金を受けた年度の

翌年度から 5 年にわたって年度末に集会施設利用状況の報告書

（様式第 6 号）により当該補助に係る集会施設の利用状況を市長

に報告しなければならない。 
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3章-図 1は助成金を活用して新築した事例の事業準備から竣工ま

でのフローである。本町集会所から提供いただいた原文である。 

 

 

3章－図 1 助成金を活用した集会施設建替えのフロー 

※不動産売買契約証明とは校区の土地売買が現金化される時期を示す。 

※個人情報とおもわれる記載は削除 
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3-3 助成金の交付をうけた集会施設 

福岡市では集会施設の施設整備助成金に関連する資料を直近の

5 年度分保管する義務がある（福岡市公文書の管理に関する規則 11

条 平成 14 年 4 月 25 日 3 種）。これら資料の一部は市民の要望

に応じて情報の開示が可能 1）である。筆者が情報の開示を要望し

た項目に対し、福岡市が提供した資料に、各自治組織が存在する

小学校区 1.を福岡市教育委員会の資料で調査し、追記したのが 3章

-表 1である。 

 

平成 21 年度から平成 26 年度の 6 年度で助成金の交付を受けた

自治組織は 45件あり、うち 16件が新築、10件が増築および改築、

19 件が修繕である。修繕では外壁や屋根の張り替えといった外部

補修、水回り機器および配管の取換えなどがみられる。 

 

地域別には西区が 16 件、東区が 14 件、南区と城南区がそれぞ

れ 5 件、早良区が 4 件、博多区が 1 件と東区・西区の合算で 8 割

を占めており、偏りが見られる。また、特筆すべきことはこれら

45 件のうち半数以上の 24 件が同一の小学校区 1．において複数の

交付申請が行われたことである。同時期に建設された宅地が一斉

に建替え時期をむかえるといった事情を考慮しても、市内には 150

以上の小学校区が存在することから、著しい偏りがみられる。同

一小学校区内では校区の自治協議会 2)が定期的に行われるため、

助成金の情報は口コミで広まる傾向があるといえる。 
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3章-表 1 平成 21～26年度に助成金交付を受けた集会施設 
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3-4 助成金の交付をうけた集会施設の地理的分布 

福岡市が運営する全ての公民館と助成金の交付を受けた集会施

設を福岡市の地図にプロットしたのが 3章-図 2である。公民館は

小学校区毎に均等に配置されているのに対し、助成金の交付を受

けた集会施設は東区や西区の住宅地の一部にまとまった分布がみ

られる。 

 

特に東区の和白近辺や西区の今津近辺といった古くから農業や

漁業で栄えた旧市街や、それらと隣接する東区の香椎台近辺や西

区の横浜近辺といった宅地分譲と同時に住民が定住した新市街に

多く見られる。いずれも近隣住民の繋がりが深く、先行して助成

金の交付を受けた周辺地域の自治組織から情報が得やすい地域で

ある。 

 

助成金の交付を受けた集会施設のなかには公民館に近接した例

も多くみられ、今津地区で平成 25年度に新築した本町集会所は今

津公民館と直線距離で約 300m の至近距離に位置する事例を考慮

しても、集会施設と公民館は明確な役割分担が行われていると考

えられる 

 

 

                                             助成金交付を受けた集会施設   公民館 

3 章-図 2 公民館と地域集会施設の地理的分布 

今津近辺・横浜近辺 

和白近辺・香椎台近辺 
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3章-表 2 福岡市の公民館リスト１ 
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3章-表 3 福岡市の公民館リスト２ 
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3章-表 4 福岡市の公民館リスト３ 
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3-5 助成金の交付をうけた集会施設の資金計画 

3章-表 5は助成金の交付をうけた集会施設の床面積および建設費

とそれに対する助成金の割合をまとめたものである。新築（建替

え）のとき助成金は限度額である 800 万円の交付を受け、建設費

をその約 2 倍プラス α(自己資本比率 50％～78％：平均 64％)と

した例が一般的であり、補助限度額から逆算して事業計画を立案

したかのような傾向がみられる。また、集会施設の延床面積は平

均的には 100㎡前後の戸建住宅規模の例が多い 

一方、改築および修繕の場合もまた事業資金が助成金の約 2 倍

の事例が多く、施設規模は建替えと比較すれば全般的に大きめで

350㎡を超える例もみられる。これらの集会施設は建替えでは多額

の建設費が必要であるため、一時的な不具合は修繕で凌いでいる

と考えられる。 

 

過去 6 年分の事例の中で最も多額の事業資金を投入した計画は

東区の下和白集会所であり建築工事費の自己資本率が高い。施設

規模についても約 200 ㎡と大きめで、経済性のみならず必要と考

えられる施設機能を充足させた事業計画と考えられる。 

3章-表 5 事業資金の自己資本率と事業規模 

新築：自己資金率 平均 64％(50％～78％）・平均床面積 111.67㎡ 【35.5％】 

改築：自己資金率 平均 69％(50％～85％）・平均床面積 151.82㎡ 

修繕：自己資金率 平均 56％(50％～72％）・平均床面積 135.07㎡ 
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文末脚注 

1) 福岡市民や研究者が助成金の交付状況について情報提供を希望する場は市に公 

文書開示請求の手続きをし、妥当であると判断されれば情報提供が受けられる。本

調査事例 45件については公文書一部公開決定通知書（公調第 224-001号・平成 27

年 2月 4日により、平成 27年度分の資料は後日入手した） 

2) 自治協議会とは、おおむね小学校区を単位として、防犯・防災、子ども、環境、

福祉などさまざまな事柄について話し合いながら、校区を運営する自治組織です

（名称は、校区により異なります）。 
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第 4章 全国の建設費助成制度と福岡市の制度との比較                          

4-1  全国の建設費助成制度              

4-2  政令市の建設費助成制度             

4-3  助成金の活用と制度の違い            

4-4  政令市 神戸市のケース             

4-1 助成金制度                                     

4-2 福岡市の助成金制度との比較                     

4-5  政令市 京都市のケース             

5-1 助成金制度                                     

5-2 福岡市の助成金制度との比較                     

4-6  政令市 仙台市のケース             

6-1 助成金制度                                     

6-2 福岡市の助成金制度との比較                     

4-7  政令市における建設費助成制度の現状       

4-8  政令市以外 大分県別府市のケース        

 

 

参考文献 
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4-1 全国の建設費助成制度                          

3 章では平成 21 年度～平成 26 年度に福岡市で集会施設建設助

成金の交付を受けた事業と助成金制度の関係について論じたが、

先の章で明らかとなった事業と助成金制度の関係は福岡市特有の

ケースなのであろうか。自治体が独自に政策を決定できる政令指

定都市 1)（以後政令市と記載）で人口が福岡市と同等規模の政令市

は国内に複数存在する。それら政令市の助成金制度は福岡市の助

成金制度とどのような違いがあり、その違いが助成金の交付実態

にどのように影響しているのであろうか。 

 

本章では福岡市と人口規模が類似した政令市の事例を比較検討

し、各々の自治体の建設費助成制度の違いが新築・改築・修繕とい

った工事種別毎の交付額に与える影響を探ることで、「制度と活用

の関係」を明らかにする。また、その調査をとおし、福岡市の集会

施設建設費制度の妥当性と問題点を考察する。一方、政令市以外

の都市でも多くの自治体が建設助成金を交付しているが、大分県

別府市の事例を例にとり、政令市ではない自治体の取り組みの一

端を紹介する。 

 

 

4-2 政令市の建設費助成制度 

福岡市のみならず全国の自治体は管轄内の自治組織が集会施設

の新築或は増改築等の施工に際して、その建設費を助成する制度

を設けている。本章では福岡市と人口規模が類似した政令指定都

市の助成金の制度の実績を比較検討することで、助成金の制度と

活用に関する全国的な傾向を俯瞰する。国内西部を代表する政令

指定都市の福岡市の人口 2)は平成 26 年 10 月時点で約 152 万人と

全国 6 位である。これと類似した人口の政令指定都市は神戸市が

約 153万人で全国 5位、京都市が約 147万人の全国 7位である。 

福岡市、京都市、神戸市はいずれも国内西部の地方都市であり、

政令指定都市の全国的傾向を俯瞰するという意味においては偏り

がみられる。 

 

また、京都市と神戸市は関東、中部、関西の 3 大都市圏に位置

し「地方」という表現の妥当性には疑問が残る為、国内東部を代表

する地方都市である仙台市を調査対象に追加した。仙台市の人口

規模は同時期の調査では約 107 万人と福岡市とは差があるが、東
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北地方を代表する都市であり、本研究の主対象である九州地方を

代表する福岡市と好対照である。 

 

 

4-3 助成金の活用と制度の違い 

福岡市、神戸市、京都市、仙台市の建設費助成制度の比較が 4章

-表 1、交付実績の一覧が 4章-表 2である。助成金の交付件数と交

付金額においては仙台市が平成 24 年度に東日本大震災の発生後

に当年度の助成金の交付が中止されたにも関わらず、他の自治体

の助成金交付件数を圧倒している。交付件数は福岡市の 8 件に対

して 24 件と 3倍。交付金額は福岡市約 2,238万円に対して仙台市

が 5,758 万円と約 2倍である。特に新築以外の件数が福岡市 29件

に対して仙台市 121 件と約 4 倍であり。このことは福岡市の新築

以外の補助限度額が工事費の 1/2 以下かつ 100 万円～200 万円で

あるのに対し、仙台市は工事費の 2/3 以下かつ 800 万円と補助限

度額が高いことが一因と考えられる。 

 

一方、制度の違いとして、新築は神戸市以外の自治体の最大補

助額が 800 万円であるのに対し、神戸市は補助限度額が工事費の

2/3 以下かつ 1200 万円とより高く設定され、リノベーション 3)と

いわれる全面改築工事においても新築同等の補助限度額を設定し

ている。 

 

増築・改築では仙台市＞神戸市＞京都市＞福岡市の順に補助限

度額が高く、仙台市は増改築、修繕でも新築同等の基準を設けて

いるのに対し、福岡市は増改築で工事費の 1/2以下かつ 200万円、

修繕で工事費の 1/2 以下かつ 1,000 万円と補助限度額が低く設定

されている。 
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4章-表 1 助成金制度の比較 

 

 

4章-表 2 助成金の交付実績 
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4-4  政令市 神戸市のケース 

4-4-1 助成金制度 

神戸市の集会施設建設費補助金の補助限度額は新築および全面

改築では工事費の 2/3以下かつ 1200万円（福岡市は工事費の 1/2

以下かつ 800 万円）。2 以上の自治体が共同で事業を行うときは

1400万円支給されることが他の政令市の制度とは異なる。また、

全面改築においても新築同等の補助限度額を設定しているのが特

徴的である。 

 

増築・改築の補助限度額は工事費の 1/2 以下かつ 600 万円（福

岡市は工事費の 1/2 以下かつ 200 万円）。修繕では工事費の 1/2

以下かつ 300 万円（福岡市は工事費の 1/2 以下かつ 100 万円）1．

である。また、バリアフリー工事を行った場合の補助限度額は新

築・増改築・修繕の補助金に上乗せして、工事費の 3/4 以下かつ

225万円を交付しており、他の政令市の制度とは異なる。 

 

 

4-4-2 福岡市の助成金制度との比較  

神戸市は福岡市よりも全体的に補助限度額が高く、特に増改築

や修繕の補助限度額は福岡市の約 3 倍である。4 章-表 3、表 4 は

神戸市の実績を新築・改築・修繕の別に自己資本率と事業規模を

示し、その下部に併記した福岡市の交付実績の表と比較している。

また、神戸市の交付数は 40 件で福岡市の 45 件と大きな差はない

が、新築は 8件（福岡市 16件）と少なく、新築と全面改築以外の

割合が多い。またバリアフリー工事は 15件と全体の約 4割を占め

る。    

 

一方、神戸市の新築の床面積の平均は新築以外の床面積の平均

と比較して約 1/2 以下であり、新築のケースでは床面積が減少し

ている。つまり、施設規模を重視すれば新築以外を、施設規模を縮

小しても施設性能を重視すれば新築を選択するといった傾向がみ

られる。 

 

また、自己資本率で新築においては福岡市のケースよりも少な

く、工事資金の調達に関して、より優遇されている。 
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4章-表 3 神戸市 平成 21年度から平成 25年度に建設助成金の交付をうけた事例      

 

※神戸市市民参画推進局市民共労推進課より情報提供 
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4章-表 4 神戸市  工事種別毎の自己資本比率と床面積の関係 

 

新築：自己資金率 平均 54％・平均床面積 122.08㎡ 【新築率 22.5％】 

改築：自己資金率 平均 50％・平均床面積 151.82㎡ 

修繕：自己資金率 平均 28％・平均床面積 135.07㎡ 

下部↓ 福岡市のケース 

 

新築:自己資金率 平均 64％・平均床面積 111.67㎡ （新築率 35.5％） 

改築：自己資金率 平均 69％・平均床面積 151.82㎡ 

修繕：自己資金率 平均 56％・平均床面積 135.07㎡ 
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4-5 政令市 京都市のケース 

4-5-1 助成金制度  

京都市の集会施設建設費補助金の補助限度額は新築では工事費

の 2/3 以下かつ 800 万円（福岡市は工事費の 1/2 以下かつ 800 万

円）。増改築、修繕では工事費の 1/2 以下かつ 400 万円（福岡市

は工事費の 1/2 以下かつ 200 万円。修繕では工事費の 1/2 以下か

つ 100 万円）である。新築は福岡市と近似した基準であるが、改

築や修繕では福岡市より増改築では約 2 倍、修繕では約 4 倍と助

成額が高いのが特徴である。行政区毎の分類、新築・増改築の種

別、建物床面積、工事費と補助金額の内訳を記載したものが 4章-

表 5 である。延床面積については過去 2 年分しか公開されていな

い。 

 

 

4-5-2 福岡市の助成金制度との比較  

4章-表 6は京都市の建て替え、改築・修繕を分類して工事費（補

助決定額+自費）および床面積をまとめた一覧表で、その下部に併

記した福岡市の交付実績の表と比較した。 

京都市の近年 6 年間の交付件数は 61 件で、福岡市の 45 件より

多い。その内訳は新築では 6件で、福岡市の 16件と比較すれば少

なく、改築・修繕では 52件で、福岡市の 29件と比較すれば多い。

つまり、助成金は新築よりも改築・修繕において活用されている。 

 

一方、新築と新築以外の事例の施設規模はほぼ同等で、制度が

新築の床面積に直接影響を与えているとはいえない。福岡市より

は地価が高く、京都市の市街地では街並み保存の規制を有する地

域が福岡市よりは広く存在するためか、福岡市ほどは新築に積極

的ではない。 
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4章-表 5 京都市 平成 21年～平成 26年度 集会施設建設補助金交付実績        

 

※京都市文化市民局地域自治推進室より情報提供 
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4章-表 6 京都市 工事種別毎の自己資本比率と床面積の関係 

 
新築   ：自己資金率 平均 64％・平均床面積  96.54㎡ 【新築率 15.0％】 

改築・修繕：自己資金率 平均 69％・平均床面積 108.74㎡ 

下部↓ 福岡市のケース 

 
新築： 自己資金率 平均 64％・平均床面積 111.67㎡ 【新築率 35.5％】 

改築： 自己資金率 平均 69％・平均床面積 151.82㎡ 

修繕： 自己資金率 平均 56％・平均床面積 135.07㎡ 
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4-6 政令市 仙台市のケース 

4-6-1 助成金制度 

仙台市の集会施設建設の補助限度額は新築、増改築、修繕とも

工事費の 2/3 以下かつ 800 万円（福岡市では新築は工事費の 1/2

以下かつ 800 万円。改築は工事費の 1/2 以下かつ最大 200 万円。

修繕は工事費の 1/2以下かつ 100 万円）である 3.。 

仙台市では交付申請の窓口が各区役所となっているため、個々

の事例の床面積や助成金を仙台市全体で集計した資料は存在しな

いが、4章-表 7のような統計は存在する。 

 

 

4-6-2 福岡市の助成金制度との比較  

仙台市は福岡市よりも補助限度額が高く、増改築や修繕につい

ても新築と同様に 800 万円の補助限度額を設定しているためか、

助成金の活用が盛んである。平成 24年度は東日本大震災の影響か

ら 2 件の実績であるが、その年度分を合算しても 6 年間で 143 件

と福岡市の 3倍以上の数の交付が実施されている。 

 

仙台市では東日本大震災時に数多くの集会施設のモデルが提案

されたが、そのことは仙台市が東日本大震災以前から集会施設の

建設支援に積極的であったことも一因と考えられる。仙台市の資

料によると、集会室等の助成金の財源は依存財源（国税が基準と

なる特定財源）と記載 8.があり、福岡市の一般財源（地方税で利

用用途が不特定）とは異なる。このことは交付数を反映した結果

であるのか、税制が交付数に有利に働いた結果であるのか定かで

はない。助成金の交付数が多い仙台市は区毎が交付窓口である

が、福岡市、京都市、神戸市は市が交付窓口である。 

4章-表 7 仙台市：平成 21年度から平成 26年度の交付実績 

 

※仙台市まちづくり推進課地域振興係からの情報提供 
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4-7 政令市における建設費助成制度の現状 

助成金の交付件数については仙台市が比較検討したその他の市

の交付件数を圧倒しているのは前述のとおりであるが、集会施設

の建設費助成に対する地方自治体の取組みには差がある。 

 

制度の違いでは、新築では神戸市の補助限度額が工事費の 2/3

以下かつ 1200万円と、比較検討したその他の政令市の補助限度額

より高く設定され、全面改築（リノベーション）についても新築同

等の基準を該当している。また、増築・改築では仙台市の補助限度

額が工事費の 2/3 以下かつ 800 万円と比較検討したその他の市の

補助限度額より高く設定されており、仙台市＞神戸市＞京都市＞

福岡市の順に優遇されている。 

 

福岡市は増築・改築で補助限度額が工事費の 1/2 以下かつ 200

万円、修繕で工事費の 1/2 以下かつ 1,000 万円と低く設定されて

いる。改築や修繕は設備機器の不具合等により急を要するケース

が多く、助成金の交付手続きが交付申請から着工までに年度を跨

ぎ長期間要するため、交付額が低ければ建設費助成制度の存在を

認知していても活用しないケースは多いと考えられる。 

 

福岡市、神戸市、京都市、仙台市の制度は差が大きいため、活用

の実績をふまえて、今後、集会施設の建設費助成制度をどのよう

に活用してほしいのか、現行制度の妥当性についての検証が必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

4-8 政令市以外 大分県別府市のケース 

集会施設の建設費助成制度は政令市以外のケースはどのようで

あろうか。大分県の国際的な観光地である別府市について調査を

実施した（4章-表 8）。別府市は人口約 12万人であり、国内の市

の中でも平均的 4)な人口規模の都市である。別府市において平成

21 年度から平成 25 年度の 5 年間の交付金額の合計は 1,212 万円

であり、年平均では約 242 万円と福岡市の年平均 2,238 万円の約

10.8％である。福岡市に対する別府市の人口比率（12万人/150万

人=8％）を考慮すれば妥当な予算である。 

 

別府市は神戸市と同様に全面改築（リノベーション）は新築と

同額の補助限度額が定められている。別府市は温泉が主要な観光

資源であり、共同浴場を併設する集会施設の割合も高い。4章-表

8によれば建設助成金の交付実績 12件のうち 5件に共同浴場が併

設されている。集会施設建設の助成金を管轄しているのは別府市

教育庁生涯学習課であるが、別府市には ONSEN ツーリズム部・温

泉課という部署が存在し、温泉を併設する集会施設に対しての建

築計画および運用上の支援を行っている。 

 

別府市職員への聞き取りによると別府市の集会施設の利用者は

高齢者が多いため、一日に一度、集会施設を訪れて入浴し、入浴後

は近隣住民との談話を楽しむ方が多いそうである。このように地

域環境の特殊性が地域住民の日常生活に深く浸透しているケース

が存在する。集会以外の用途を併用して計画することで、集会施

設は日常的に活用される公的な施設となる。 
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4章-表 8 平成 21年度～平成 25年度の別府市の集会施設建設助成金実績 

 

※表中の「公民館」とは別府市の集会施設（自治公民館）の呼び名である 

(表記は別府市提供の原文） 
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文末脚注 

1)政令市（政令指定都市）とは、大都市行政の合理的、効率的な運営と市民福祉の増進

を図るために、都道府県の事務委譲を含めた一般の市とは異なる特例を定めて、「地
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いては、当初は、「人口 100万人以上、または、近い将来人口 100万人を超える見込

み」という国の基準があったが、その後、市町村合併を進める国の方針で 2001 年（平

成 13 年）から基準が緩やかになり、現在は人口 70 万人程度に緩和されている。政

令指定都市になると まず、行政組織上の特例として、区制の施行がある。行政区の

設置により、区役所を拠点としたきめ細かな市民サービスが提供できるようになる。

次に、事務配分上の特例として、県からの事務委譲があります。保健・福祉、教育、

都市計画・土木など、県が行っている事務について、市が主体的に実施することがで

きるようになる。さらに、財政上の特例として、行政組織の変更や事務委譲による新

たな財政需要の発生に対応して、各種財源の委譲が行われ、市による主体的な財政運

営が可能となる。 

2）人口は 2015年 10月 1日の推計人口（2014年度国土地理院の人口調査による） 

3)リノベーションとは（RENOVATION）とは既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途

や機能を変更して性能を向上させ、付加価値を与えることである。マンションの一

部屋から一棟、また、木造・RC造・鉄骨造等、構造に関係なく行うことが可能。 

4)１市区あたりの人口の全国平均は 146,810人である。 

（国土交通省国土地理院 全国都市・市町村データランキング） 

http://www.sendai-/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%A7%8B%E9%80%A0_(%E5%BB%BA%E7%AF%89)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E7%AD%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%AA%A8%E6%A7%8B%E9%80%A0
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第 5章 福岡市の集会施設の立地と外観                             

5-1 本章の目的と調査方法                                  

5-2 立地と外観の定義                                      

5-3 立地と駐車場の関係                                    

5-4 立地と外観の特徴                                        

5-5 助成金を活用した集会施設の立地と外観(図と地)の関係        

参考文献 

文末脚注 
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5-1 本章の目的と調査方法 

町内会等の自治組織が維持管理を行い、地域住民の交流の場で

ある集会施設は地域環境の中で視認性が高いことが望ましい。本

章ではまず、集会施設の建物とその周辺環境を一体的にとらえ、

住宅地の景観といった視点から集会施設のイメージを決定づける

立体的なまとまり（ヴォリューム）を見出す。 

 

集会施設の屋根と壁面で構成されたヴォリュームとして捉えら

れるのを外観、敷地の接道や周辺環境といった建物の外部環境を

立地と定義し、立地と外観をその形状の違いから各々タイプ分け

し、それらの組み合わせを複合タイプとする。 

 

次に、集会施設の複数の事例をこの複合タイプに分類したとき

にいくつかのまとまりがみられ、このまとまりを集会施設のヴォ

リュームと立地（図と地）の関係と定義する。本章は調査対象を福

岡市の事例に限定してはいるが、集会施設の街区に与える影響を

明らかにすることが目的である。 集会施設は公共性という視点

でみれば、個人住宅と公共施設の中間的な存在であり、児童公園

に隣接してたつ平屋の集会所といった典型的な事例のように住宅

地の景観に変化を与えている。 

 

平成 21 年度～平成 26 年度の 6 年間に福岡市の建設費助成金の

交付を受け、運営状況が良好と考えらえる 45事例について、その

立地を接道の形状の違いと公的な周辺環境、駐車場の有無といっ

た視点で分類すし、各々の事例の外観を屋根形状や階数の違いを

もとに分類する。 

 

 

5-2 立地と外観の定義 

集会施設の立地は敷地の視認性を評価する為に、5章-図 1のよ

うに敷地の公道に対する関係を視認性が高い①角地、②三叉路の

基点。視認性が低い③片側道路、④袋状敷地と分類する。    

また、5章-図 2のように周辺の公的環境の有無について公園の

敷地内、又は公園と隣接或は公道を挟んで公園に面する（近接）ケ

ースをａ：公園、神社の境内或は神社に隣接或は近接するケース

をｂ：神社、その他ｃ：小学校、ｄ：高架下空地、e:バス停といっ

た公的環境に近接したケースを分類する。公的環境との関連がみ

られない敷地は f:なしとする。 
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建物の外観については最上階の上屋の屋根形状と建物の階数か

ら建物のヴォリュームとして捉える。5章-図 4は屋根形状の分類

である。屋根形状は寄棟、切妻、片流、箱型と分類し、切妻には入

母屋屋根も含む。一方、建物の階数は総 2 階でなくても建物の一

部が 2階建では階数:2と表記する。階数には建築法規の階の概念

を準用し、小屋裏収納やロフトは階に含めない。 

 

45 件の集会施設の個々の調査例は 5 章-図 3 である。写真の半

数は GOOGLE EARTH ストリートビュー2)の引用であり、袋状敷地で

建物の姿が判別しづらい事例は現地にて写真撮影を行った。敷地

図はゼンリンの住宅地図 3)を入手し、全ての事例を同一の縮尺で

CADにてトレースした。図 3が敷地調査例である。分析事例につい

ては集会施設が所在するする行政区、新築・改築・修繕の別、施設

名、床面積、道路付け、周辺環境、屋根形状、階数、駐車場の有無

について調査した。その一覧が 5章-表 1である。 

 

5 章-図 1  道路づけの形状について 

 

5章-図 2 敷地環境について 

 

5章-図 3 敷地調査例 

 

寄棟 7 例、 切妻 31 例、 片流 5 例、 箱型 2 例 

5章-図 4 屋根形状 
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5章-表 1 調査事例と分析一覧 

 



56 

 

5-3．立地と駐車場の関係 

接道の形状の違いについては 5章-表 1、5章-表 2で示すように

①角地が 24件と半数以上、②三叉路の基点と併せて視認性の良い

立地が全体の約７割を占めることから、集会施設は視認性の良い

立地に存在することが一般的である。また、集会施設の周辺に公

的環境があるケースは a：公園が約 29％（13 件/45 件）で、b:神

社と併せて約 38％（17件/45件）を占める。その他小学校、高架

下空地、バス停、消防団の拠点に近接するケースがみられる。 

 

一方、駐車場は接道の形状で視認性が悪い③片側道路や袋状敷

地をあわせて約 75％（12件/16件）と割合が高く、逆に接道の形

状で視認性が良い立地は約 38%（11 件/29件）と駐車場を併設した

割合が低い。 

 

視認性が悪い立地でも駐車場が設置された立地は、横浜南集会

所（③片側道路、g.なし：図 10参照）のように存在する。周辺環

境が公園のケースでは一時的な路上駐車が可能であるためか、駐

車場を設置したケースが少ないが、周辺環境が神社のケースでは

全事例で駐車場が設置されている。宗派上の問題に起因して、利

用者限定の恐れを考慮しなければ、広い境内と駐車場を有する神

社は集会施設の立地に適している。 

 

5 章-表 2  立地の視認性と周辺の公的環境 
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5-4．立地と外観の特徴 

立地と外観の関係をまとめたのが 5 章-表 2、5 章-表 3 である。

建物の周辺環境から広場型と宅地型に大別できる。広場型は公園

や神社といった公共的で開かれた立地の傍らに、平屋で切妻屋根

の建物が存在するケースが一般的で、角地では 2 階建てもみられ

る。宅地型は周辺に公的環境を有するケース(c～f)と公的環境を

有さないケース(g)に分類できるが、公的環境がないケースでは角

地で 2 階建が多数(6 例/9 例)みられる。宅地型の角地は狭小地で

あっても集会施設が計画されやすい立地といえる。 

 

外観については図 10 のように切妻が 31 例と大半を占め、階数

では平屋が 33例と大半を占めることから、切妻で平屋が集会施設

の一般的な外観といえる。片流 5 例と箱型 2 例は全て宅地型にみ

られる。片流は(e.③)のように宅地の間口が狭く、切妻屋根にす

ることが困難なケース、或いは(f.①)や(g.②)のように宅地内空

地や公道に対して屋根の高さを上げ、高い屋根の直下に広間を配

置することで、建物と建物前面の空地との一体感を強調したケー

スがみられる。また(g.③)、で図示した例のように公道側に宅地

内空地を設け、外観は (f.①)や(g.②)と同様、箱型とした事例が

みられる。このように、宅地型では隣接する住宅と対比させ建物

の外観を決定する傾向がみられる。 

 

 

5-5．助成金を活用した集会施設の立地と外観(図と地)の関係 

表 5 で新築が多数を占める部分を網掛けで示した。広場型では

公園に近接した角地の集会施設の建て替えが多く、平屋を 2 階建

てとした計画が複数みられる。また、宅地型では全面道路と建物

間に空地を確保し、空地には複数停車可能な駐車場が整備されて

いる。公道からみて圧迫感を感じさせず、戸建て住宅とは差別化

された構えを形成している。屋根形状も片流れや箱型といった特

徴ある外観の建物が多くみられる。 

 

5章-図 3に福岡市の特徴的な集会施設のタイプを示す。 

広場型では見通しのよい立地の隅に小さな敷地面積の集会施設が

たつのが代表的なタイプで、建て替えの場合は 1 階の床面積はそ

のままに、縦に積み上げるケースもみられる。屋根形状は寄棟や

切妻が多い。 
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宅地型では公道と建物の間に十分なスペースを設け、駐車場を設

置したのが代表的なタイプで、建物形状は隣接する住宅とは異な

り、屋根形状は箱型や片流れといったように、周辺の住宅とは差

別化したタイプが多い。 

 

5章-表 3 調査事例と分析一覧 
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5章-図 5 立地・外観の特徴あるケース 
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5 章-図 6  45事例の外部写真および配置図。敷地の視認性と公的環境１ 
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5 章-図 7  45事例の外部写真および配置図。敷地の視認性と公的環境 2 
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5 章-図 8  45事例の外部写真および配置図。敷地の視認性と公的環境 3 
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5 章-図 9  45事例の外部写真および配置図。敷地の視認性と公的環境 4 
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5 章-図 10  45事例の外部写真および配置図。敷地の視認性と公的環境 5 
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5 章-図 11  25事例の立地一覧 
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文末脚注 

1)建築において図書館や学校などのように用途や、超高層ビルのように規模やサイズ

など、さまざまな方法で分類されるが、その分類された建築群の構成や形式が次第に

特徴を持つようになり、類型化されたものをビルディングタイプという。例えば学校

であれば、学校の基盤となる社会的制度とその建築的プログラムにより、誰もが瞬時

にそれが学校であると認識できるもの。本編ではこれにあわせて 4-1 でビルディン

グタイプを定義している。 

2) GOOGLE社の説明によれば Google マップのストリートビューでは周りの景色を 360 

度見渡して、世界の名所を探索したり、博物館、アリーナ、レストランなどの建物の

中に入ったりすることもできる。 

3) 国内最大手の地図情報会社「ゼンリン」が発行する住宅地図 
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6-1 建築誌にみる近年の集会施設 

仙台市は平成 23年に東日本大震災を経験しており、それを機に

建設された仮設集会施設が国内の主要な建築誌で注目を集めたこ

とは記憶に新しい。福岡市は平成 17年に福岡西方沖地震を、神戸

市は平成 7 年に阪神・淡路大震災を経験しており京都市以外は近

年の大震災を経験しているが、これら 3 市における集会施設の建

設は東日本大震災前後の仙台市周辺のケースほどは注目されなか

ったように感じられる。本章では東日本大震災前後の時期に建設

され、国内を代表する建築誌に掲載された集会施設と福岡市の集

会施設にはどのような建築計画上の違いがみられるか分析する。 

 

6章-表 1は国内を代表する建築誌である新建築社が発行する新

建築誌 1)住宅特集誌 2)に 2010年以降掲載された集会施設の事例で

ある。新建築誌や住宅特集誌は建築家の建築作品の発表の場とし

て認識されており、竣工写真のみならず設計図面が掲載されるた

め、建築計画の調査研究など学術研究に活用されている。調査対

象は福岡市の建設費助成金の調査対象にあわせて、2010 年～2016

年に誌面の掲載された集会施設を対象とするが、竹などの仮設建

材を構造体として長期的利用を考慮していない仮設建築物は含ま

ず、震災後の応急措置として建設された集会施設であっても、水

回り機器が設置され、地域住民が集会所として日常的に利用する

集会施設は対象とした。 

 

建築誌から 24 件の事例が確認できた。6 章-表 1 上部から町内

会が日常的に利用可能で、仮設集会所であっても水回り環境の整

った集会施設（8件）、「みんなの家」と称して東日本大震災以降建

築家が主催した復興拠点としての集会施設の事例(12 件)、震災後

復旧までの一時的な集会所でシェルター3)と呼ばれた水回り設備

が無い事例（4件)である。これら 24件のうち震災後の復興を目的

として建設された集会施設は 21件と大半を占める。 

 

また、大学関係職員が計画した事例を○、建築設計事務所の業

務に併せて大学関係職員を兼用する設計者が提案した事例を△と

したとき、○は 12 件/24 件、△は 10 件/24 件、○△併せて 22 件

/24件と事例のほぼ全体を占めている。災害時は大学関係の職員と

いった公的な専門家が復興にむけ、積極的に提案を行っている。

今後の集会施設建設事業では公的な専門家を建築アドバイザーと

して活用することも有効と考えられる。 
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6章－表 1 新建築誌・住宅特集誌に掲載された集会施設 
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6-2 建築誌にみる集会施設の建築計画的特徴  

6 章-表 1 では屋外のデッキあるいは大庇 7)といった半屋空間を

有する計画がほぼ全ての事例（○△併せて 22例/24例）でみられ、

勾配屋根の形状が室内空間で活用され（○23例/24例）、室内の仕

上げ材も木を基調とした計画が多くみられる。つまり、建物の外

部と内部の間に大庇等の中間的な要素を混入する、或は外部の屋

根形状を内部の天井にも準用することで屋内外の連続性を確保し、

地域住民の利便性や快適性に配慮している。 

 

また、6章-図 1の釜石漁師のみんなの家のケースのように、室

のまとまりを分離してそれらを大庇やデッキで繋ぐ計画が多く見

られる。6章-図 5の東松山こどものみんなの家では集会室と子供

専用室を意図的に分離し、集会室の利用状況に関わらず、子供が

終日集会施設を利用できる計画としている。 

 

一方、屋根形状は福岡市の事例で分類した寄棟、切妻、片流、箱

型といった標準的な屋根形状に加え、円錐台のように幾何学的な

平面が上部に向かい収束する形態の幾何学立体や、波型といった

標準外の屋根形状が複数みられる。公共性を有する集会施設に象

徴性をもたせることで周囲の戸建住宅との差別化を図っている。 

 

 

6章-図１ 建物の分析例 
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6章-図 2 みんなの家「かだって」にみる建築的な 3つの特徴 

 

東日本大震災前後に建設され、新建誌に掲載された事例からは

ピロティの活用、屋根形状の室内利用、木を基調とする自然素材

の活用といった特徴がみられた。これらの特徴を有する集会施設

を本編では東日本モデルと定義するが、先の研究 6.で示すように

福岡市で助成金の交付を受けた 45 例からはこのような特徴はみ

られない。 
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6章-図 3 建築誌の掲載事例 1 
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6章-図 4 建築誌の掲載事例 2 
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6章-図 5 建築誌の掲載事例 3 
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6章-図 6 建築誌の掲載事例 4 
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6-3 建築誌の事例と福岡市の事例の外観の比較  

6章-図 7では縦軸に 5章で定義した外観のタイプを、横軸は建

物の棟の分離数を、屋根のまとまりの数（単一屋根・複数屋根）で

あらわした。また、大庇が存在するか否かについて調査し、建築誌

の掲載事例を分類した。 

 

5章の調査対象である福岡市の 45事例はいずれも大庇が存在せ

ず、単一屋根であることから 6章-図 7の枠線内に集約できる。そ

れに対し、建築誌 24例のうち、枠線内（福岡市の事例）のケース

は 4例と少なく、福岡市のケースとは外観が大きく異なる。 

特に大庇を有するのは 19例/24例と大半をしめ、建築誌にみら

れる集会施設の特徴といえる。 

 

「室のまとまりが単一」のケースは「KAMAISHIの箱」のように

集会室と一体活用できる大庇を集会室に隣接して設置したケース

や、「宮古島みんなの家」のように建物の周辺を回遊できる大庇を

設置するケースが特徴的である。 

 

一方、「室のまとまりが分離」のケースは東松山こどものみんな

の家」のように集会室を複数の棟に分け、子供のプレイルームと

大人の会議室といったように複数の活動が同時に行われる計画と

した上で、分離した棟をデッキでつなぐ計画が象徴的である。建

築誌にみられるケースではより活発な地域活動を促す建物の室構

成に着目した提案が多くみられる。 

 

屋根形状については福岡市のケースでみられた標準的と屋根形

状（寄棟・切妻・片流・箱型）以外のケースが 6例/24例みられ、

それらは円錐台といった幾何学的立体や波型の屋根である。地域

施設としてのシンボル性を外観の形態として表現する意図がみら

れる。 

 

このように、「新建築誌」は建築家の建築表現発表の場であるた

め、「標準」の範疇におさまらないケースがあることは予想でき

た。しかし、これほど明確な違いがみられるということは、建築家

は集会施設の建築表現は改良の余地があると示唆している。 
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6章-図 7  24事例の平面図一覧（福岡市の事例との比較） 
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6-4 地域シンボルとしての集会施設の装い  

建築誌で掲載された事例は震災からの復興を目的として建設さ

れた仮設的なシェルターが複数みられ、これらは自治組織が自主

的に計画した施設ではないが、地域住民が集う拠点という意味で

は震災からの復興が目的ではない集会施設と共通している。  

 

福岡市の 45件の事例と建築誌で掲載された事例は「大庇やデッ

キなど半屋外空間の有無」、内部は「屋根形状の室内空間への活用

の有無」、「自然素材の活用の有無」といった点、つまり、屋内空

間と屋外空間の連続性の有無において対照的である。建築誌でみ

られる集会施設の事例は空間構成や外観に戸建て住宅とは異なる

意匠性をもたせ、「地域シンボル」として計画されている。 

 

建築の構成要素からみた新たな集会施設のモデルとして、外部

は「大庇やデッキなど半屋外空間の有無」、内部は「屋根形状の室

内空間への活用の有無」、「自然素材の活用の有無」といった点、

つまり「屋内空間と屋外空間が連続性を有する親しみ易い室内環

境で、戸建て住宅とは差別化された装い」としての建築計画が理

想と考えられる。 

 

 

6-5 新たな事業方式 

近年は「民間にできることは民間に委ねる」という方針によ

り、民間事業者の資金やノウハウを活用して社会資本を整備し、

公共サービスの充実をすすめていく手法官民パートナーシップ

(public-private partnership)が注目を集めている。公共施設等

の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活

用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ

効果的な公共サービスの提供を図るという考えは平成 11年 7月

に制定された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律」(PFI 法)を機に、近年増大傾向にある。公共施

設ではない集会施設にこの手法は該当しないが、施設の性格上集

会施設の建設は自治組織外部の協力が得やすいという特徴があ

る。ここではそのいくつかを紹介する。 

 

6-5-1建築家主導の「みんなの家」プロジェクト 

みんなの家は東日本大震災の被災地で家や仕事を失った人々

が、再び立ち上がり生活を回復するための拠点として建てられた
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集会施設である。「小さくてもいい。目的なんかなくても

ただそこに集まれる場所だから、わかりやすい名前がい

いということで「みんなの家」と命名された。震災直後に

5人の建築家によるボランティア団体「帰心の会」によって提案

され、伊東豊雄、妹島和世、山本理顕、隈研吾、内藤廣が中心

となって若い世代の建築家達に呼びかけ、被災各地に建設され

た。 

 

事業方式は自治体の出資や企業（運営や建材）の出資、営利活

動を目的としない技術者による提案などで、社会貢献活動が基盤

となっている。みんなの家は仮設住宅団地内や被災した商店街、

漁港の周に建てられ、その主たる用途も仮設住宅の住民の集ま

り、コミュニティの回復、子ども達の遊び場、農業や漁業を再興

しようとする人々の拠点としてなど多岐にわたる。復興にむけて

の行政の支援はまず病院、次に福祉関連の施設、学校と補

修を進め、文化施設が生き返るのは早くても１年後とい

う情報を基に、有志を募りカンパを集め、設立にこぎつ

けた。 

 

伊東氏によると「建築家はこれまでコミュニティという

言葉をやたら使い、そのコンセプトのよさを競うといっ

た自己満足的な論理に終始してきたため、いざ町を再建

しようという時に被災地から建築家にお呼びがかからな

くなった」。みんなの会の設立はその反省をふまえてい

るそうである。震災復興を目的としつつも、地域社会に

対して建築家は何ができるかといった根源的な疑問への

一つの回答といえる。 

 

陸前高田市の「みんなの家」が生まれるまでの経過

は、昨年 8 月の第 13 回ベネチア・ビエンナーレ国際建築

展 4)で発表され、グランプリの金獅子賞に選ばれてい

る。被災から年月が経過していく中で、みんなの家の運営体制

は、資金的にも徐々に厳しい状況になりつつある。そこで、それ

ぞれのみんなの家の連携を促し、サポートしていくために、NPO

法人 5)「HOME-FOR-ALL」を設立している。 
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6章-図 8 各地のみんなの家  

 

6-5 新たな事業方式 

6-5-2鎌倉山集会所建設にみる プロポーザル方式 

鎌倉山集会所は神奈川県鎌倉市の鎌倉山町内会（会員700所帯）

の集会施設である。建物の老朽化（築 40年）に伴い「狭い・汚い・

冬に寒い」といった理由で集会施設の利用頻度が低下したため、

建替えを行った。2010年 4月に町内会で建設委員会を発足させ、

設計者は町内会構成員から推薦された 7 人の建築家からプロポー

ザル方式で選定した。建設委員会は並行して建設準備金の調達や、

町内会の法人化の手続きなどを進めた。建設資金はこれまでの積

立と建設資金として約 2000万円を 4年間にわたり会員から会費と

して徴収した。一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢

献広報事業の一環として行うコミュニティ助成事業に申請し、助

成金 1500 万円を得た。総工費は 3790 万円。地方自治体の公的助

成ではないが、助成金を活用することで質の高い集会施設を建設

した例である。 

 

建築計画は 6章-図9で示すように正方形で天井の高い「集会1」

が入れ子状に建物中央部に配置され、可動間仕切りをとおして四

周の集会室 2、図書コーナー、玄関ホールと繋がっている。可動間

仕切りを開ければ建物全体の室内がワンルーム的に活用でき、広

がりのある空間の中で複数の活動が同時に行われる、活気ある室

内空間となる。 

 

また、「集会 2」は大庇の下部と一体的な活用も可能であり、開
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放可能な大きな開口部をとおして外部から室内の様子が見通せる。

居室が外部と断絶された箱ではなく、屋外・半屋外・屋内と外部に

対して緩やかに繋がる空間構成とすることで、地域住民に馴染み

やすい施設となるよう計画されている。室内の床・壁・天井の仕上

げ材は木製としている。建設後は高い頻度で利用されており、利

用者のいる時間帯は町内会構成員がボランティアで建物の管理を

担当している。 

 

  

屋内外 平面図 

6章-図 9  

 

 

6-6 多様化する集会施設の装いと事業 

 5 章で明らかにした福岡市の事例から判断しても、商品化住宅

が立ち並び、画一化がすすむ住宅街において、集会施設はその景

観に変化を与えている。本章でみた建築家の提案は、その外観の

提案に加え、大庇といった外部と内部を繋ぐ半屋外空間を建築計

画に盛り込むことで建物の圧迫感を解消し、使い勝手の幅を広げ

ている。 

 

6-5 で紹介したみんなの家プロジェクトやプロポーザルといっ

た事業方式は、地域住民にとって価値が高い集会施設を計画する

うえで影響力が大きい。これらは従来のような一部の自治組織会

員の判断ですすめられる集会施設の事業計画とは異なり、第三者

の介入をとおして、地域住民の合意と共感を促し、質の高い事業

へと導く、今後有望な事業方式の一つといえる。助成金を活用す

る集会施設の建設もまた、地方自治体を巻き込み、事業の質を高

めており、これらの事業方式と類似点がみられる。 
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文末脚注 

1）新建築（しんけんちく）は、新建築社が発行する日本の建築デザイン専門月刊誌 

である。建築家の作品発表の場として、最も一般的な雑誌として知られる 

2）住宅特集は、新建築社が発行する日本の住宅デザイン専門月刊誌である 

3) 建築誌上でシェルターと表現している。水回り設備がなく、木の構造体が室内外の

仕上げ材を兼ねる簡素な建物である。 

4）ベネチア・ビエンナーレは、イタリアのヴェネツィアで 1895年から開催されてい

る現代美術の国際美術展覧会。二年に一度、奇数年に、6月頃から 11月頃まで開催

されている。ビエンナーレとはイタリア語で「二年に一度」を指す。 

5）NPO法人：非営利団体。NPO の要件として１.民間で ２．公益に資するサービ

スを提供する ３．営利を目的としない ４．団体 とされています。そのう

ち、特定非営利活動促進法（いわゆる NPO 法）にもとづいて、法人格を取得し

た団体を NPO 法人と言います。特定非営利活動法人（とくていひえいりかつどう

ほうじん）は、1998年 12月に施行された日本の特定非営利活動促進法に基づいて

特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定めるところにより設立され

た法人である。NPO法人とも呼ばれる 
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第 7章 福岡市の建て替え事例のケーススタディと事業分析                       

7-1  事業の定義と分析の視点 

7-2  立地、運営、建築計画、資金計画 

7-3  聞き取り事例の選定 

3-1 下和白集会所 

3-2 高見ヶ丘集会所 

3-3 今津本町集会所 

3-4 榊田町・平和町町民館 

3-5 田隈団地集会所 

7-4  立地・駐車台数と運営の関係 

7-5  建築計画・資金計画・運営の関係 

7-6  利用目的を明確にした建築計画 

7-7   ケーススタディにみる事業計画 

7-8  事業収支分析にみる助成金の利用 
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7-1 事業の定義と分析の視点 

地域住民の誇りとなる立派な集会施設を建設しようと試みても

資金がない、運営が上手に稼働していないため協力者が集まらな

いなど、様々な問題がある。一方で集会施設が集いやすい立地で

あるか、建築の居心地がよく、集いやすい空間であるかといった

ことも建築後の施設運営と無関係ではない。今後の集会施設のあ

りかたを考える上では単一の視点からではなく、事業の要素を細

分化し、それぞれの要素の特徴を横断的にとらえた見方が有効で

ある。本章では事業を立地、運営計画、建築計画、資金計画といっ

た各要素の複合として捉え、事業という視点から事例を分析する。 

 

 

7-2 立地、運営、建築計画、資金計画                                      

(立地) 

集会施設の立地は、我が国の集会施設の建設がはじまる 1940年

代以前から栄えていた市街地にたつ「旧市街型」、旧市街地に近年

マンション等が建並び人口が増加傾向の「新旧混合型」、1940年以

後の宅地分譲等で新興住宅地に建てられた「新市街型」に大別で

きる。その中でも住居系以外の用途地域で、マンションなど高収

益の建物の建設が可能な「非住居混在」、小学校に隣接した「小学

校近接」、バス停留所に隣接する「バス停近接」、児童公園等に隣接

する「公園近接」といったように分類する。新興住宅地に建てら

れ、児童公園に隣接する田隈団地集会所であれば「新市街型-公園

近接」と分類する。防災時の避難拠点として位置づけられる集会

施設ならではの視認性が高く、特色のある立地が多くみられる。 

 

（運営）                          

聞き取りから判断して定期的に集会施設を活用するのが高齢者

であれば「高齢者」、子供会であれば「子供会」、高齢者と子供会

が半々であれば「高齢者・子供会」というタイプに分類する。更に

町内会活動のみ行う専用の集会施設は「専用型」、塾や習い事等に

一時的に室を貸出し、定期的な賃料収入があれば「賃貸併用型」と

併記する。田隈団地集会所の場合は週１日を高齢者ふれあいサロ

ンとして利用し、週１日を隣接する児童公園と集会所の清掃日と

して高齢者や子供会が利用する。週１日は少年野球の会合が行わ

れるといったように子供会や高齢者が同等の頻度で利用できるよ

う計画している。また、一方で塾等に居室の賃出しを行なわない

専用の集会施設であるため「高齢者・子供会-専用型」と分類する。
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「専用型」「賃貸併用型」の別について各々の集会施設は運営規約

2を定めており、賃貸使用規定についても取決めがあるが、現状の

利用実態を優先して分類する。 

 

（建築計画） 

集会施設の建築計画はイベント対応、或は防災時の避難拠点で

あることに配慮して炊き出しが可能なキッチンを配置した台所や

各種イベントが開催できる広間、バリアフリーに対応した玄関や

トイレ。掲示板などがある玄関ホール、椅子やイベント用具を収

納する倉庫、駐車場を基本とした計画が多い。建築計画上の違い

は屋外では駐車台数、屋内では居室数の大小によって異なる。居

室は集会施設最大の居室である広間、台所や会議室といった洋室、

和室により構成される。2 室の居室のうち 1 室が可動間仕切りに

よって分割可能なケースでは居室数は 2～3と表記する。 

 

（資金計画）                                   

集会施設建替えの建設資金は助成金以外の全額を積み立てで調

達するのが理想的である。自治組織の規模が福岡市平均より著し

く大きい場合は比較的短期間で建設資金の調達が可能であるが、

福岡市の平均的な自治組織の規模 270世帯 1）が仮に月約 500 円の

会費の約半分を積み立てたとしても年間約 80万円で、建替え資金

の調達には約 20 年～30 年を要するため、一般的には中長期的な

資金計画が必要である。建設資金が不足のときは一部を寄付に頼

るケース、公民館等学校区の別の組織から資金援助をうけるケー

ス、金融機関等の融資を受けるケースなどが存在するが、資金は

自己資金、助成金、融資、寄付等で分類できる。 

 

 

7-3 聞き取り事例の選定 

平成 25 年度に 1000 万円以上の資金で建替えを行った 5 事例に

ついて聞き取り調査を行い、立地、運営、建築計画、資金計画がど

のように関連しているか、事業背景をふまえて明らかにする。 

 

聞き取りの方法は、福岡市各区役所の地域支援課の担当者から

平成 25 年度に助成金を活用して新築した集会施設の建設当時の

自治組織役員の紹介をうけ、平成 26 年 8 月に 1 件、平成 27 年 1

月～2月に 4件の計 5件について、各々の集会施設の現地で約 1時

間の聞き取りと建物調査を行った。   
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聞き取りの内容は事業の起案時から竣工時までの経緯と現在の

運営や建築計画といった事業全般である。立会者は下和白集会所

(東区)では理事長 1 名。高見ヶ丘集会所(東区)では理事長 1 名。

本町集会所(西区)では理事 1 名。榊田町平和町町民館(博多区)で

は各町の理事長計 2 名。田隈団地集会所（早良区）では理事長夫

人 1名であった。 

 

7-3-1 下和白集会所 

下和白集会所（7章-図 1）の下和白町内会は 408世帯からなり、

先祖代々農地組合の繋がりが深い。旧集会施設は約 100 年前に建

てられ、ある時期から空き家となった建物を利用していたが建物

の老朽化に伴い建替えを決めた。設計は町内会構成員の紹介によ

り集会所建設で実績のある市内の工務店に依頼した。建替えに関

する集会では資金面から施設規模を縮小すべきという意見もあっ

たが、使い勝手を優先して建替え前と同等規模の計画とした。 

 

建替えにあたりまず農地組合から貸与していた土地を町内会役

員の名義で購入し、地縁による団体 2)の所有とすることで固定資

産税の減免措置をうけた。土地約 1600 万円と建築工事費約 3700

万円（外構、椅子や机等備品を除外を）合算した約 5300万円は約

20 年の積立てと助成金で約半額の約 2600 万円を調達し、不足分

は融資と寄付金で調達した。 

 

建替え後、集会施設はほぼ毎日稼働しており、平均して 1日 10

人以上の利用がある。特に会議室は近隣のマンション組合の会議

等が行われ、利用頻度が高い。主要な年間スケジュールは盆踊り

や農地組合のイベント、餅つき大会、子供会の催しなどであり、屋

外倉庫は近接する野球グランドの道具や運動会等で利用するテン

トの収納場所として活用している。一方、施設内の週間スケジュ

ールは会費制のカラオケ教室やダンス教室の他に、生け花、着付

け、書道といった習い事に定期的に貸出し、賃貸使用料は維持管

理費に補填している。 
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建設前 外部 建設後 外部 建設後 内部 

7章-図 1 下和白集会所 
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7-3-2 高見ヶ丘集会所 

高見ケ丘集会所（7 章-図 2）は東区の舞松原小学校校門に近接

した集会施設で、昭和 41年の宅地分譲と同時に建設された。世帯

数は 322 で土地建物は地縁による団体の所有である。旧集会施設

は老朽化と共に白蟻が発生して夏暑く冬寒い室内の為利用率が低

下し、消費税増税前の時期に合わせて建替えた。設計は町内会構

成員の設計士に依頼し、施工者は 3 社の入札とした。建築工事費

約 1500 万円は助成金約 600万円、約 20年間の積上げ（年約 45万

円）、近年世帯数が減少して集会施設をもたない隣接する自治組織

からの寄付で調達した。 

 

駐車場は 4台、広間は 1つであるが、倉庫は広間用と子供会用、

屋外倉庫に分け広間が利用中でも子供会の収納の出し入れは可能

である。建替えに関する集会では 2 階建てを希望する意見もあっ

たが積み立てによる自己資金で建設が可能な現状規模の計画とし

た。運営計画は小学校に近い立地の為か子供会の利用が多く、一

方で各種会議や地域交流会等のイベントが行われている。習い事

では生け花、3B 体操 3)で賃貸使用料を徴収して維持管理費に補填

している。今後は公文式など学習塾の誘致も検討している。建設

後施設の利用率は建設前と比較すれば向上した。 
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建設前 外部 建設後 外部 建設後 内部 

7章-図 2 高見ケ丘集会所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

7-3-3 今津本町集会所 

今津本町集会所（7 章-図 3）は西区今津校区の 5 つの集会所のう

ちの１つで 63世帯からなる。学校行事は最寄りの今津公民館、町

内行事は今津本町集会所といったように施設利用上の棲み分けを

行っている。今津校区は農業と漁業を基幹産業とした大規模な干

拓地であり、その大半が市街化調整区域であるため将来的な人口

の増大は見込めない。当初の集会施設は昭和 36年に地域の防災拠

点として新築した建物であったが老朽化が激しく福岡県西方沖地

震をきっかけに平成 17年に建設委員会を立ち上げた。 

 

土地と建物は地縁による団体の所有で、施設規模は建替え前の

2倍を超える。設計は町内会構成員の建築士に依頼した。本町町内

会の世帯数が少ないため建設資金の大半を町内会費から調達する

ことは困難で建設資金約 1200万円のうち約 500万円は助成金。残

りは積み立てと今津校区建築委員会の積み立て等で調達した。 

 

立地はバス停留所の前に建ち、建設前から敷地内にあった礼拝

堂を建物内に取込んだ。建物入口横の庇下が礼拝堂への参拝場所

で、玄関前はバスの待合スペースであり、地域住民の交流の場と

して機能している。聞き取りに行った日は雨天であったが玄関前

の庇の下で地域住民が数人並んで立話する姿、集会所内の拝殿に

向かいお参りする姿がみられた。  

 

建築計画は広間と台所を可動間仕切で仕切ることで様々なイベ

ントへの対応が可能である。また法定床面積の都合から子供会用

の倉庫は小屋裏に整備した。運営計画は老人会の集い。男女参画

の集い。子供会の集い（子供は少数）。校区サッカークラブの集い

といった専用型の集会施設であり、建替え前後で利用者数に大き

な変化はみられない。 
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建設前 外部 建設後 外部 建設後 内部 

7章-図 3 今津本町集会所 
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7-3-4 榊田町・平和町町民館 

榊田町・平和町町民館（7章-図 4）は博多区の那珂校区にある 2

町内会が共同で建設した。平和町は約 720 世帯、榊田町は約 300

世帯と合算すれば市平均 4）と比較して規模が大きく事業資金の調

達も比較的容易である。土地建物の所有は地縁による団体で、当

初の建物は昭和 22 年に建設されたが老朽化に伴い利用率が低下

したため建替えた。設計は町内会構成員の所属する建設会社に依

頼した。  

 

建設工事費約 2000万円（約 400万円の解体・備品費用除く）の

うち約 800万円を助成金。その他を約 10年間といった比較的短期

の積み立てで調達した。建築計画は過去最大で 60人収容したとい

う広間を分割利用できる計画とし、一方で高齢者の日常的な居場

所として和室を設けた。和室は老人クラブの仲良しサロンとして

活用され囲碁が人気である。 

 

運営計画は専用型であるが、運営規約では賃貸使用規定で冠婚

葬祭、クラブ活動教室、広間の一時使用について賃料を定めてい

る。また、近隣のマンションやサークルの会議場として貸出しを

行う一方で子供会のイベントである餅つきやクリスマス会、納涼

ソーメン流し大会の会場として利用している。 
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建設前 外部 建設後 外部 建設後 内部 

7章-図 4 榊田町・平和町町民館 
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7-3-5 田隈団地集会所 

田隈団地町内会(7 章-図 5)は早良区の田隈小学校区にある。約

200世帯の田隈団地は約 40年前に生活協同組合が分譲して建売住

宅を販売し、それと同時期に児童公園に隣接した集会所が建設さ

れた。建物の老朽化に伴い約20年前に町内会費の積み立てを始め、

福岡県西方沖地震の影響もあり耐震性への不安から建替えを決め

た。設計は町内会構成員の所属する建設会社に依頼した。 

 

建設工事費 1870 万円は助成金 580 万円と積み立てで調達した。

日常的な利用は 1 階が高齢者を中心とした自治会、2 階が子供会

の活動を想定した「高齢者・子供会」であり、塾等に居室の賃出し

を行なわない専用の集会施設である。倉庫の不足は小屋裏収納で

充足させている。 

 

運営計画で利用頻度が高いのは週一度開催される高齢者ふれあ

いサロンである。町内会構成員から募った 20人のボランティア

が約半数ずつ隔週交代で運営している。午前中は集会、昼食を挟

んで午後はマージャンや囲碁を楽しんでいる。自治組織の中心的

な存在である高齢者は移住時からの顔見知りで結束力が高いが、

中には認知症を患う方や引きこもりがちの方が存在するため会員

の安否へ目が届くよう組織的に活動している。 

 

子供会のイベントとしては小中学校の歓送迎会、ラジオ体操。

週１回の児童公園の清掃がある。公園清掃を日課に組み込む等運

営を工夫することで高齢者と子供会の交流促進が図れる。また非

営利団体の子供劇場連絡会が年数回受験生の激励会や餅つき大会

やバザーを行っている。校区の少年ソフトボールチームも週１回

練習後の会議に利用している。 
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建設後 外部 建設後 １Ｆ  倉庫 

7章-図 5 田隈団地集会所 
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7-4 立地・駐車台数と運営の関係 

集会施設の利用は新市街と旧市街といった立地環境や近接する

周辺の土地・建物の環境、敷地内の駐車台数が影響を与えると考

えられる。7章-表 1は縦軸に駐車台数、横軸に立地（環境）を示

し、各事例の運営上の特徴を記載したものである。 

 

これによると新市街型は旧市街型と比較して子供会の日常的な

利用が活発である。一方、駐車台数が多いときは町内以外からの

来場が容易であるため賃貸併用型の運営が効果的である。榊田

町・平和町町民館も現状は専用型であるが、立地・駐車場、施設

規模を考慮すれば今後は賃貸併用型の運営も効果的である。 

 

このように集会所の立地や駐車場の台数は運営計画に影響を与え

るため、集会施設の利用率を高める為には立地の長所を生かした

事業計画が求められる。 

 

7章-表 1  立地・駐車場の関係図 
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7-5 建築計画・資金計画・運営の関係 

集会施設の室内の建築計画では主要な居室をどのくらいの数、

どのような形状で設置するかで違いがみられる。7章-表 2は縦軸

に居室数、横軸に建設費を示し、各事例の自治組織の世帯数や運

営上の特徴を記載したものである。これによると建築費用は必要

居室の広さと数が重要な決定要因であることがわかる。 

 

一方、63 世帯の今津本町集会所と 322 世帯の高見ケ丘集会所

の規模は同等であることから世帯数と施設規模は連動するとはい

えない。また、高見ヶ丘集会所は居室数が 1 であるが駐車場が併

設しており賃貸併用型。下和白集会所は居室数 4 で駐車場が併設

する賃貸併用型であり、賃貸使用料を集会施設の維持管理費の一

部に充当できる。 

 

7章-表 2 資金計画・建築計画の関係図 
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7-6 利用目的を明確にした建築計画 

集会施設の床面積が大きく確保できる場合は、広間とは別に 1

室以上の居室を設けた計画が高齢者と子供会の活動を両立させる

上で効果的である。田隈団地集会所は 2 階建のため１階の広間は

約 20帖と比較的小さいが、1 階を高齢者用、2階を子供会用と明

確に区分して双方が集会所を遠慮なく利用できるよう配慮してい

る。また、それぞれの階に十分な大きさの収納を設けて高齢者用

と子供会用を分離している。 

 

田隈団地集会所以外の 4 件は広間の可動間仕切りを開放すれば

約 40帖の居室で、大規模なイベントにも対応しやすい。下和白集

会所、榊田町・平和町町民館は広間以外に広間を経由せず活用で

きる居室を有し、利用目的に応じて室の使い分けが可能なため複

数の活動が同時に行える間取りである。 

 

田隈団地集会所、今津本町集会所は調査事例の中では比較的規

模の小さい集会施設であるが、建築法規上の制約から居室を複数

設置することを優先して倉庫は一部小屋裏を活用している。高見

ケ丘集会所は居室が１つの計画であるが、広間の椅子やテーブル

を収納する為の倉庫、子供会の倉庫、防災時の外部倉庫と収納機

能を充実させ、利用目的を明確にしている。 

 

 

7-7  ケーススタディにみる事業計画 

集会施設の建替え資金を町内会費の積み立てのみで充当できれ

ば自治組織構成員の合意が得やすい。榊田町・平和町町内会のよ

うに複数の自治組織が共同で一つの集会施設を運営するケースも

運営資金の調達において有利であり、建替えにおける資金面の負

担も軽減される。しかし通常は現在の町内会の枠組みを生かしな

がら、必要最小限の機能を有する集会施設の建替えが行われるた

め、居室の数と規模をどのように計画するかで集会施設の使われ

方が変わってくる。 

 

7 章-表 2 で示すように広間を 40 帖程度確保した計画は大規模

な集会が開催できるといった利点があるが、それに伴い駐車台数

も多く必要である。更に広間とは別の居室があれば複数の集会が

同時に行われる利点があるが、建設費は高額となる。このとき、室

の貸出しを行い、賃貸使用料を運営費にあてる計画が有効である。  
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一方、駐車台数が少ない集会施設は必然的に広間を 20帖程度と

小規模におさえた集会・会議中心の施設となる。20 帖は住宅のリ

ビングの広さと近似しているため、地域によっては集会施設を建

替えるのではなく、住宅の空き家利用も有効と考えられる。また、

田隈団地集会所のように大規模な広間はないが、20 帖以下で規模

の小さい複数の居室を子供会と高齢者それぞれの専用室にするこ

とで世代の異なる地域住民が遠慮なく利用できる専用の集会施設

とすることが可能である。 

 

一方、施設規模が小さく、専用の集会施設であっても公園やバ

ス停などに隣接していれば、屋外空間が様々な世代の地域住民の

集いの場となり、集会施設の利用促進に繋がる。集会施設が小規

模の場合、今津本町集会所や田隈団地集会所のように居室の広さ

を優先させ、収納は小屋裏収納等を活用することも有効である。

居室数が十分確保できないケースでも収納は利用目的に応じて複

数設置することが集会施設の役割を明確にすると考えられる。   

 

このように立地、運営計画、建築計画、資金計画を総合的に捉

え、そのバランスから自治組織の実情にあった集会施設の事業計

画を行うことが重要である。 

 

7章-表 3 聞き取りのまとめ 
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7-8 事業収支分析にみる助成金の利用 

聞き取りの 5 事例について 7 章-表 4 に事業収支比較表を示す。 

 

下和白集会所のように施設規模が建替え前同等と設定したため

建設費は高額であるが、土地購入と助成金を活用しなかったと仮

定すれば、積立て約 1800 万円と融資約 2500 万円で建設すること

が可能である。また、施設規模を抑えて建設費の最大交付額の約 2

倍の 1600 万円と設定すれば、積立てのみで建設が可能であった。

聞き取りにみるように、建物の現状規模を維持し、この機会に土

地購入まで実現したいといった地域住民の要望を重視すれば、積

み立てに加え、助成金と結融資を併用せざるを得なかった。多額

の寄付は想定外とのことであったが、集会施設建て替えに対する

地域住民の意思の反映といえる。 

 

平和町・榊田町町民館のように、町内会が共同運営することで、

世帯数が多ければ短期間で積立ての額を増やすことが可能であり、

助成金を活用しなくてもあと 5 年積み立てれば建て替えは可能で

あった。建物の老朽化がすすんでいたことと、消費税増税(5％～

8％)前の時期が事業決定に踏み込ませた要因である。高見丘集会

所も隣接し、集会施設をもたない自治組織から建設費に対して寄

付をうけており、今後も運営上の協力があるとのこと。 

 

平和町・榊田町町民館・田隈団地集会所・高見丘集会所は新築の

助成制度を効率的に活用した例である。備品等（本体以外の外構

含む）を含む建設費は助成金の約 1.5 倍(1.46～1.61 倍)である。 

 

本町集会所のように世帯数が少ない町内会では助成金なしでは

集会施設の建替えは困難であり、校区の資金協力を併用すること

で建替えが実現できた。施設規模について、建替え前は 40 ㎡未満

で、改築で助成金申請を行う 40 ㎡以上の基準に満たないが、建替

後の床面積は約 80 ㎡である。 

 

各々の集会施設は運営規則を設定しており、施設利用料を設定し

ており、施設の稼働率があがれば賃室としての収益も確保でき、

施設運営はより良好となる。 
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7章-表 4 事業収支比較 
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「町内会総会」の資料。運営規約とは集会施設の名称、管理責任者、使用許可、

使用時間、使用料金などを記載したもの。決算月などを記載ものもあり書式は定

まっていない。 

 

文末脚注 

1) 福岡市が実施した平成 27年 3月 1日時点の「自治会・町内会アンケート」 

によると自治会・町内会数は全市で 2306。加入世帯数は平均 276.3世帯。未加入

者世帯数は平均 33.7世帯。町内会費は平均 455.1円/世帯・月である。集会施設の

自己所有は 37.3％、借上げは 9.8％、持たないは 45.9％である。また町内会長の

平均任期は 3.7年である。 

2） 地縁による団体：これまで自治会が保有する財産は、自治会名義では不動産登記

ができなかったために、会長の個人名義や役員の共有名義で登記が行われ、その後の

名義変更や相続などの際に問題を生じてきた。  そのため、平成３年４月に地方自治

法の一部が改正され、自治会のように、「その区域に住所を有する者の地縁に基づい

て形成された団体」で「その区域内に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体」

については、一定の手続きを行い、市長から法人格の認可を受けることで、その財産

を自治会名義で不動産登記することができるようになった。    このような一定の手

続きにより法人格を取得した団体を『認可地縁団体』という。 

3) 3Ｂ体操は、1971年（昭和 46年）福岡にて、 一人の女性が自分の心身の健康を取

り戻そうと考え悩み苦しんだ体験のなかから生まれた健康体操である。名前の由来

は、補助具として使用する手具（ボール＝Ball、ベル＝Bell、ベルター＝Belter：輪

をつないでベルト状にしたもの）の頭文字がすべて Bであるため、3つのＢを使う体

操＝「3B 体操」と名づけられました。当初は、福岡の団地集会所で主婦のサークル

活動として始まりましたが、「ユニークで楽しい体操」と新聞、雑誌、テレビにも紹

介され、愛好者のサークルが増え、1973年に「3Ｂ体操友の会」を設立。翌年、福岡

市中央区に「3Ｂ体操協会」が設立されると同時に指導者資格制度を設けその後、福
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岡から転勤族の指導者が大阪・東京・名古屋へ 3Ｂ体操を伝え、さらに全国へ広がっ

ていった。現在の指導者は、北海道から沖縄まで約 2000名、公民館・コミュニティ

センター・地域の体育館で開催している教室約 5500カ所。自治体・学校・病院・福

祉施設などでの講座・講習会は、その数約 2500 にのぼります（2003 年 1 月 1 日現

在）。 毎年開催される文部科学省主催のスポーツレクリエーション祭でのフリー参

加（1500～3000 人）や、財団法人日本レクリエーション協会主催の全国レクリエー

ション大会で 3Ｂ体操全国交流大会を開催。そこでも毎年 1500～3500 人の参加者が

3Ｂ体操を実践している。 

また、厚生労働省が提唱する「健康日本 21」にも積極的にかかわり推進の一翼を担

っている。 （WEBLIO） 

4) 福岡市が実施した平成 27年 3月 1日時点の「自治会・町内会アンケート」によると

自治会・町内会数は全市で 2306。加入世帯数は平均 276.3 世帯。未加入者世帯数は平

均33.7世帯。町内会費は平均 455.1円/世帯・月である。集会施設の自己所有は 37.3％、

借上げは 9.8％、持たないは 45.9％である。また町内会長の平均任期は 3.7年である。 
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第 8章 自治会・町内会アンケートにみる要望  

8-1 自治会・町内会アンケート 

8-2 集会施設の所有状況 

8-3 集会施設の利用 

8-4 集会施設の床面積と設備 

8-5 集会施設の建替え計画 

8-6 超高齢社会を目前に控えた対応と行政への期待 

8-7 アンケートにみる集会施設の現状 
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8-1 自治会・町内会アンケート 

福岡市は市内の自治組織活動を適切に支援するため、市内の集

会施設の運営実態の把握を目的とし、定期的に、自治会・町内会ア

ンケート 1．を実施している。一方、福岡市は新築や改築、修繕と

いった集会施設の維持管理を支援するために建設費助成制度を設

けている。この制度を活用して建設された集会施設は自治体と自

治組織の共同事業といえるが、本編ではこの共同作業をとおし、

公的支援の効果と集会施設運営に関する課題を明らかにする。 

 

研究の方法はまず、福岡市市民コミュニティ推進課は平成 26年

度に市内の自治組織役員に対してアンケート（自治会・町内会ア

ンケート）を実施した。このアンケート結果から「集会施設の所有

状況や利用実態」といった運営、「集会施設床面積や設備」といっ

た建築計画、「超高齢社会を目前に控えた対応の必要性や行政へ期

待」といった自治組織の要望をよみとる。 

次に、助成金の交付を受け、建て替えを行った自治組織から聞き

取りを行い、アンケートで抽出した要望が事業計画に反映された

かを明らかにする。 

 

 

8-2 集会施設の所有状況  

集会施設の所有状況は「自治会・町内会で所有している」は

37.3％、「自治会・町内会で借り上げている」は 9.8％となってお

り、「持っていない」が 45.9％を占めている(8章-図 1)。行政区別

にみると「自治会・町内会で所有している」は中央区が 19.6％と

最も低く、西区と東区が 50％を超えている。つまり市の都心部ほ

ど集会施設の所有は困難である。 

 
8章-図 1 集会施設の所有（福岡市の資料引用） 



106 

 

8-3 集会施設の利用 

集会施設の 1ケ月あたりの利用回数は平均で 9.7回である(8章

-図 2)。また、建物の主な利用内容は「自治会・町内会の会合」が

96.1％(8 章-図 3)と最も多く、ほぼ全ての自治会・町内会がこの

目的で利用している。また、「ふれあいサロン、老人クラブなど、

高齢者に関する活動」が64.4％、「趣味のサークル活動」が56.9％、

「子育てサロン、子供会など子供に関する活動」が 55.8％と続い

ている。つまり、集会施設は自治会・町内会の会合の為に設置され

る施設ではあるが、施設運営に意欲的な住民が多数存在する。施

設規模にゆとりがあれば高齢者の活動、趣味の活動、子供に関す

る活動を並行したいといった要望がある。 

 

 

8章-図 2 1ケ月あたりの利用回数（福岡市の資料引用） 

 

 

8章-図 3 主な利用内容（福岡市の資料引用） 
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8-4 集会施設の床面積と設備 

建物の床面積の平均は平均が 125.2 ㎡であり、戸建て住宅に近

似した規模であることがわかる。また、範囲は 8 ㎡（4.5 帖）～

1000㎡となっており、物置小屋といった小さい規模から公民館を

凌ぐ大きさのものまで多様である。区分別にみると 100 ㎡未満の

集会施設が 31.5%と最も多い(8 章-図 4)。行政区毎にみると中央

区が 88.8㎡と最も狭く、半数以上が 100㎡以下の小規模な建物で

ある。市の都心部では集会施設の広い床面積の確保は困難である。 

 

 
8章-図 4 延床面積（福岡市の資料引用） 

 

一方、設備については、建物内のトイレの有無は「有」が 95.9％

でそのほとんどが集会施設専用であるが、約 1割は「他との共有」

であり、公衆便所のように外部から直接利用できるタイプが存在

する(8章-図 5)。また、給湯室は「有」が 92.％とほとんどである

が、「無」も 4.8％とわずかに存在する。 

 

8章-図 5 トイレの有無（福岡市の資料引用） 
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また、給湯室や台所が集会室に「有」のケースが 92.7％とほと

んどであるが、「他との共用」であるケースもわずかに存在する(8

章-図 6)。台所が存在することで各種イベントが実施しやすく、防

災時で一時避難拠点となった場合も有効活用が期待できる。 

 

8章-図 6 給湯室や台所の有無（福岡市の資料引用） 

 

8-5 集会施設の建替え計画 

5 年以内に集会施設の建替え計画があるケースは 4.4%、5 年以

内ではないが計画があるケースは 7.6％とあわせて「計画がある」

と回答した自治体・町内会は１割程度である(8 章-図 7)。集会施

設は建て替え時期をむかえ、全般的に老朽化がすすんでいる現状

を考慮すれば、現状が維持できればよいと考えているケース多い。

また、その具体的な計画では「増改築・修繕」が 40.4％、次いで

「新築」が 39.9％であり、建て替えか否か迷っているケースが多

い。行政区別では新築は中央区といった市の都心部では皆無であ

り、東区や早良区でその割合が多い。 

 

8章-図 7 計画の具体的な内容（福岡市の資料引用） 
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8-6  超高齢社会を目前に控えた行政の対応と行政への期待 

8-6-1 行政が取り組む必要があること 

行政が取り組む必要があることは「活動費の助成」「地域活動に

関する市民の啓発意識」「情報の提供」「住民が地域活動に参加す

るきっかけづくり」といった項目があげられている。「特に支援は

必要ない」といった項目が 5％にすぎないことを考慮すれば、行政

が有する資金や情報発信力に期待を寄せている。このように、建

物建設の資金というよりは町内会の運営協力に対する期待が大き

い (8章-図 8)。 

 

8章-図 8 行政が取り組む必要があること（福岡市の資料引用） 

 
 
8-6-2 超高齢社会を目前に控えた対応 

超高齢化社会を目前に控えた対応としては、「行政の支援や介

護サービスの充実が必要である」「町内会単位で高齢者の見守り

体制など構築していく必要がある」といった項目への期待が特に

高い。集会施設を健康な高齢者が集うデイサービス施設 1)とみな

し、高齢者の町内会構成員を見守る体制の強化が必要といった要

望と考えられる(8章-図 9)。 

 

 
8章-図 9 超高齢社会を目前に控えた対応（福岡市の資料引用） 
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8-7 アンケートにみる集会施設の現状 

集会施設はあくまで町内会・自治会の集会・会議の場であるが、

それ以外の各種イベントやサークル活動も開催が望まれる。集会

施設の床面積の平均は約 120 ㎡であり戸建住宅と同等規模 3)であ

るが、中央区など都心部では集会施設を設置する場所の確保が困

難であり、個々の地域事情に応じた対応が必要である。 

 

集会施設の新築や改築を計画している自治組織の割合は現時点

では多いとはいえない。建設費調達の問題に加え、新築や改築の

利点が認識できていないことが一因である。また、今後高齢化す

る社会状況に対する自治体の対応については介護サービス、医療

サービスを期待する声は多く、集会施設に健康な地域住民のため

のコミュニティサロンといった役割を期待する声がある。今後の

集会施設の新たな活用方法は地域社会を活性化させる可能性を秘

めている。 

 

参考文献 

1. 福岡市民局コミュニティ推進課『福岡市平成 26 年度自治協議会・自治会等アンケ

ート報告書』1-168 ,2015.3  

2.佐倉浩之・田上健一『建設費助成制度からみた福岡市の集会施設の建替え・修繕の事

業背景』日本建築学会研究報告,九州支部.3,計画系,89-92,2015.3 

3.佐倉浩之・田上健一『建設費助成制度にみる集会施設の実態と建替えの事業背景』九

州大学大学院芸術工学研究 研究論文,23-33,2015 vol23 

4.佐倉浩之・田上健一『集会施設の建設費助成制度の活用と建築計画』 

九州大学大学院芸術工学研究 研究論文,13-22 ,2016 vol25 

 

文末脚注 

1）デイサービス（通所介護）とは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を

送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維

持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。  

利用者が通所介護の施設（デイサービスセンターなど）に通い、施設では、食事や

入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サ

ービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の

交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行う。（厚生労働省） 

2）自治協議会とは、おおむね小学校区を単位として、防犯・防災、子ども、環境、

福祉などさまざまな事柄について話し合いながら、校区を運営する自治組織です 

3)総務省統計局「社会生活統計指標・都道府県の指標―2014：都道府県データランキ

ング」によると新築戸建の全国的な平均面積は 122.6㎡である。 
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第 9章 自治組織活動の実態と公的支援                    

9-1 集会施設の運営の実態と要望                    

9-2 聞き取り事例にみる要望の実現              

9-3 自治組織活動の実態                   

9-4 町内会構成員直営の集会施設の建替え事業         

9-5 助成金活用の利点                    

9-6 建設を終え見通しが明るくなる自治組織運営        

9-7 公的支援のありかた（福岡市の事業仕分評価書をとおして）                   

 

参考文献 

文末脚注  
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9-1.集会施設の運営の実態と要望 

福岡市は市内の自治組織活動を適切に支援するため、市内の集

会施設の運営実態の把握を目的とし、自治協議会等アンケートと

自治会・町内会アンケート 1．を実施している。助成金制度を活用

して建設された集会施設は自治体と自治組織の共同事業といえる

が、本編ではこの共同作業をとおしてみえてくる公的支援の効果

と今後の課題を探る。また、助成金を活用して集会施設を建替え

た自治組織の決算書の例を基に建設費が施設運営にどのように影

響しているかを明らかにする。更に、福岡市の助成金交付に対す

る事業評価調書をもとに公的支援のありかたと今後の課題を考察

する。 

 

 

9-2．聞き取り事例に見る要望の実現  

平成 25年に建設費助成金の交付を受けて新築を行った 5件の自

治組織への聞き取りと自治会・町内会アンケートの結果の整合を

調査したのが 9章-表 1、9章-表 2である。そのアンケートの中か

ら「主な利用」で問われた会合、高齢者の活動、サークル活動、子

供会活動が集会施設建設後に実施されているか。また、「行政の取

組みへの評価」で問われた活動費の助成、地域活動への（市民の）

啓蒙、情報の提供、住民参加のきっかけ、人材の育成、運営や活動

への助言といった項目が集会施設の建設後に実現されているかを

検証した。 

 

聞き取りを行った 5 事例では自治組織が要望するほとんどの項

目を満たしている。9章-表 1の「行政の取組みへの評価」の評価

で「人材の育成がすすんでいない」と問題点を挙げた自治組織に

おいては、現状は子供会やサークル活動が活発ではなく、高齢者

中心の集会施設である。子供会活動の活性化が課題といえる。 
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9章-表 1  聞き取りからみたアンケートとの整合 

 

9章-表 2  集会以外の利用と助成金活用の利点 

 



114 

 

9-3  自治組織活動の実態 

良好な運営が行われている集会施設では自治組織の活動が組織

的に行われている。例えば早良区の田隈団地町内会は田隈小学校

区内の 10町内のうちの一つであるが、田隈小学校区の町内会役員

が集う校区自治協議会 1)は 2か月に 1回行われ、平成 25年度の集

会所建設に際しては平成 21 年度に助成金の交付を受けた同一校

区内の田隈新町集会所の視察を行っている。自治組織活動として

は町内会を 20組に分け、2か月に 1度、事前に組内部で意見を収

集した上で定例会を開催している。また、転入者が打ち解けやす

いよう組長が地域活動の誘いを積極的に行っている。9章-図 1に

示す行政の取り組みへの評価において「地域活動への啓蒙」を地

方自治体に期待する声も高いが、田隈団地集会所の例は地域住民

に対する地域活動への啓蒙が地方自治体主導ではなく、地域住民

による組織的な取り組みのなかでも実現可能であることを示して

いる。下記図は自治組織が主催する活動や行事の実施状況である。

清掃活動はほとんどの自治組織で実施されているが、それ以外は

活動状況に差がある。 

 

 

9章－図 1 自治会・町内会の活用実態(福岡市のアンケートを引用) 
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9-4 町内会構成員直営の集会施設の建替え事業 

聞き取り調査の 5例では集会施設の設計又は施工は町内会構成

員か或いはその紹介をうけた方に限定され、建築工事費の最終支

払いは助成金の給付を受けた後となるよう、建設会社が協力して

いる。つまり設計者や施工者の選定では町内会活動に協力的で、

建設工事上の不具合があれば即座に対応が可能な建設業者を選定

している。また、事業立案から建設までの 1年間は月 1度自治組

織の定例で事業内容を報告して町内会構成員の意見を求めている

ケースが多い。このように集会施設建替えの事業は町内会構成員

の直営ですすめられる。 

9章-図 2は高見丘集会所の建設明細を示す。「反省」にあるよ

うに最大交付額 800万円をめざしたが、外構工事など付帯工事が

助成金対象でないことを認識しておらず、直営が要因であるか定

かではないが、若干の誤算が生じている。 

 

9章－図 2 建設資金詳細（高見丘集会所 総会提出資料原文） 
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9-5 助成金活用の利点 

聞き取りによれば、助成金活用の利点は寄付に頼らず建設資金

の調達が可能で、町内会構成員の合意が得やすかったという意見

で共通していた。高見ケ丘集会所のように当該地域へ近年移住し

て来られた理事長が集会所建設の指揮をとる場合は「市の援助が

受けられることで町内会構成員への説得が容易になった。」という

意見が聞かれた。 

 

下和白集会所では助成金交付の条件として土地の自己所有が必

要であったため、これまで賃借していた土地を購入し、地縁によ

る団体の所有とすることで将来的な不安を払拭することができた。 

 

榊田町・平和町町民館では市担当者から運営計画、建築計画の

アドバイスを受けることができた。 

 

今津本町集会所では今津公民館が中心となって今津校区の土地

収益の利益を補填 2)するなど公的機関の協力が得られた。 

 

このように助成金交付の手続きを経て建設された集会施設は将

来に不安を残さず、事業者の満足度が高い事業となった。 

 

次に、聞き取り事例の 1 つの決算書を基に、助成金をうけたケ

ースと受けなかったケースの事業的差異と建築的差異を考察する。 

 

積立てのみで集会施設を建替えた場合、9 章－表 3 で示すよう

に 13 年+11 年で 25 年必要である。助成金と寄付の活用により積

立期間が約半分に短縮されている。このことを考慮すれば聞き取

り 5 例の積立ての期間は約 10 年～約 20 年であり、助成金を活用

せず、建替えを実施した場合約 20 年～40 年と長期的な積立てが

必要となる。建物の老朽化が進行し、必要に迫られて積立てを開

始する自治組織は多いと考えられるため、助成金は資金調達の準

備が遅れた自治組織にとって、建替えを決意させた要因であった

ことは疑いの余地がない。 
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9章-表 3 建設費と積立ての期間との関係 

 

 

 

 

9-6 建設を終え見通しが明るくなる自治組織運営 

9章-表 4、9章-表 5で下記に聞き取り調査を実施した 1 例の事

業年度の決算書と翌年の決算書を示す。収入の部では町内会費が

主であるが、企業協力金と称して町内会内を拠点とする企業から

年会費を徴収している。これら企業は介護サービスや住宅等の企

業である。公民館使用料は建替わったことにより今後積極的に教

室を誘致し、収益を増やしていく意向である。平成 25 年度の決算

書では公民館積立金が 70 万円/年に対し、平成 26 年度の積立て予

定額は 30 万円/年であるため、建替え後は 40 万円/年の支出が減

少する計算である。この差額 40 万円/年を 255 人の町内会費の負

担額に換算すれば約 130 円/月・人負担が減少する。つまり、月 500

円/月の会費が月 370 円で充足できる計算になる。（市平均は月

455.1 円、中央区平均月 365.4 円～西区平均月 647.6 円） 

 

建設後は貸室としての運用も可能なことや、榊田町・平和町町

民館・高見丘集会所のように集会施設を複数の自治組織で活用す

る自治組織もあることから、建設後の自治組織運営の見通しは建

設前と比較して明るいといえる。 
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9章-表 4 平成 25年度 収入・支出決算書 
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9章-表 5 平成 26年度 収入・支出予算書 

 

 

 



120 

 

9-7 公的支援のありかた（福岡市の事業仕分評価調書をとおして） 

福岡市では平成 16年に自治協議会制度 1)を発足させ、小学校区

と自治組織との情報交換が円滑となるよう積極的に取り組んだ結

果、小学校区内の組織的な連携をもたらし、確実な成果をあげて

いる。助成金制度の周知については自治協議会等アンケートの住

民の周知内容の項によれば、自治協議会だよりや公民館だより等

の広報誌に掲載がのぞましいという意見が 88.2%と高いことから、

自治協議会等で紹介し、次に続く集会施設建設事業の参考となる

よう広報することが効果的と考えられる。 

 

福岡市は平成 22 年 3 月に集会施設建設等助成について自己分

析を行っている（9章-図 1～9章-図 3）。評価調書には事業目的が

集会施設の設置促進であることや、これまでの経過として、平成

53 年度に施行してから平成 12 年度に修繕制度の追加、平成 14 年

度に用地購入のための融資制度を開始、平成 16 年度に増築・改

築・借上の助成を追加した経過が記載されている。聞きとりを実

施した下和白集会所は用地取得の融資制度の活用が助成金申請提

出の目的の一つであったことや増築・改築に関する助成制度の活

用も近年増加傾向であることから、制度の改良は一定の成果をあ

げている。 

また、平成 21 年度～平成 21 年度の実施内容、平成 19 年度か

ら平成 22 年度の事業投入量が掲載されている。助成金の財源は一

般財源であり、予算は年度あたり約 4 千万円～約 1 億円と幅があ

る。一般財源とは助成金制度のために予め準備した予算枠ではな

く、用途を問わず、必要に応じて活用される予算枠である。 

 

年度計画として、福岡市は第二四半期に来年度の集会施設計画

書の提出を求め、通年で補助金交付に係る指導・支出事務、金融機

関との調整を行っている。事業内容のチェックでは、経済性の視

点、有効性の視点では A 評価（A～C 評価のうち）、事業の公共性

の視点、実施主体の視点、有効性の視点で B 評価、手法の視点に

おいて「民間委託もしくは NPO 法人との共労ができているか」の

項目が C で今後の課題として挙げている。今後は集会施設の運営

を民間のサービスと連結させることで活性化させたいといった市

の意向がうかがえる。  

いくつかの課題は残るものの、総合評価は A である。福岡市で

は助成金制度は一定の効果があると判断しており、今後も継続し

て支援する必要があると表明している。 
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9章-図 1 事業仕分け 評価調書（福岡市公開資料の引用） 
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9章-図 2 事業仕分け 評価調書（福岡市公開資料の引用） 
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9章-図 3 事業仕分け 評価調書（福岡市公開資料の引用） 
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http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/22605/1/24tiikisyuukaisisetu.pdf 

 

文末脚注 

1) 校区自治協議会・自治協議会制度 

自治協議会とは、おおむね小学校区を単位として、防犯・防災、子ども、環境、福

祉などさまざまな事柄について話し合いながら、校区を運営する自治組織です（名

称は、校区により異なります）。 

  校区内の自治会・町内会のほか、校区で分野別の活動を行っている団体（各種団

体）などで構成されています。自治協議会の組織は校区によって異なりますが、大

きく「部会型」と「並列型」の２つに分けられます。自治協議会の予算は、大きく

自主財源（自治協議会が独自に確保している財源）と、市からの補助金（活力ある

まちづくり支援事業補助金）で構成されています。自治協議会と市は、地域のまち

づくりにおける共働のパートナーです。 

  市は、自治協議会をはじめとするコミュニティと向き合い支援するため、「コミ

ュニティの総合窓口」として各区役所に区政推進部（博多区は地域支援部）を設置

しています。また、区政推進部と公民館を中心に、自治協議会の活動を支援すると

ともに、自治協議会の申請に応じて、校区の実情に合わせて主体的に事業を組み立

てることができる補助金（活力あるまちづくり支援事業補助金）を交付していま

す。（福岡市ホームページ） 

2）立地が広域にわたり市街化調整区域であり、今後人口増加が望めないことに危機

感をもった今津小学校校区では公民館が市と連携して、町内敷地の売買を行ってい

る。この利益の一部を集会所建設など町内会の予算に充当している。 

3) 福岡市民局コミュニティ推進課『福岡市平成 26 年度自治協議会・自治会等アンケ

ート報告書』1-168 ,2015.3  

4) 公文書公開決定通知書 平成 26 年７月 24 日公調第 89-001 号 集会施設補助金過 

去 5年度の実績一覧 福岡市 

5)公文書一部公開決定通知書 平成 27年 2月 4日公調第 224-001号 集会施設補助金

平成 26年度の実績一覧と H21以降に新築の補助を受けて設置した集会施設の運営規

約の写し 16施設分 
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10-1 助成金制度の活用と集会施設の事業 

 近年 6 年間の福岡市における助成金の交付数は 3-3 において、

調査サンプルの半数以上は同一小学校区において複数の交付事例

がみられ、著しい偏りがみられることから、助成金申請は口コミ

で広まる傾向があることを示した。また、制度の内容も改築・修繕

の利用数は他の政令指定都市の事例と比較しても少なく、利用数

が多い新築においても、他の自治体と比較すれば最大交付額は低

い。このことは穿った見方をすれば、福岡市は助成金制度を設け

てはいるが、制度を利用するよう自治組織に強く働きかけた形跡

はみられず、強い要望があれば支援するという姿勢のように感じ

られる。9章-図 3の事業仕分け評価調書では「市として自治組織

活動を促進するために、集会施設を必要とする自治組織のニーズ

に応えていくことは、自治と共働によるまちづくりの推進に必要

不可欠」としながらも当面の課題として、9章-図 3の⑮の「当面

の課題」で「計画書の提出を受けた案件についての助成財源の確

保」を挙げているが、「交付申請が多数であれば市の一般財源の中

から優先的に資金調達することに不安が残る」とも解釈できる。 

 

また、福岡市の助成制度の枠組では新築数の割合（35.5％）は他

の政令指定都市の新築数の割合（京都市 15％等）と比較しても多

いことから改築・修繕と比較すれば利用しやすいことがわかった。  

一方、新築（平均 111.67㎡）は、改築（平均 151.82㎡）・修繕

と比較して床面積が少ない集会施設が対象となる傾向がみられた。

つまり、新築の最大交付額が 800 万円なので付帯施設を除いた建

設費が 1600万円で自己資金 800万円。床面積が約 100㎡（30坪）

と仮定すれば坪単価 53 万円の集会施設を新築する場合に最も効

率よく活用できる制度ということになる。このように助成金の制

度は建築規模に影響を与えていると考えられる。 

 

神戸市ではリノベーションは新築と同額の交付額を設定してい

るのに対し、福岡市ではリノベーションは最大交付額 200 万円で

あるため、リノベーションを選択する利点が少ない。例えば、福岡

市で床面積約 200㎡（60坪）の集会施設をリノベーションして工

事費が約 2160万円（坪単価 36万円：新築の工事費を坪 60 万円と

したときの約 6 割）と仮定すれば、改築相当の 200 万円の最大助

成額を考慮して自己負担額は約 1960万円で自己資本率 90.7%。仮

に、リノベーションの助成額が新築同額の 800 万円であれば自己

負担は 1160 万円で自己資金率は 53％となり、新築同等の性能の
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集会施設が効率よく維持できる。一方、床面積約 200㎡（約 60坪）

の集会施設を建て替える場合は、建築費が坪 60 万として 3600 万

円の工事費で助成金 800 万円を得たとしても自己資金は 2800 万

円、自己資本率は 77.7％である。7-8 7章-表 4で示したように、

聞き取りの 5例は自己資金が最大の事例でも 1800円であったよう

に、2800 万円の積立ては容易ではない。これらを考慮すれば福岡

市の助成金の制度には改良の余地があると考えられる。 

 

一方、7-8の事業収支比較でも言及したように、集会施設の建設

が妥当な時期は建物の老朽化のみならず、自治組織構成員からの

要望、予期せぬ震災による損傷、設備機器等の故障、消費増税の施

行といったように 10 年を超える長期的には予測しづらい外的要

因で決定されるケースが多く、この建設が妥当な時期において、

集会施設建設にむけた積立てが十分でない自治組織にとって、助

成金は利用価値が高いことがわかった。また、会員数が多ければ、

積立てによる資金調達が容易であり、聞き取り 5 例についても 2

例は複数の町内会を合併または連係することで積立額を増やして

いたことから、集会施設の維持管理には自治組織構成員数が多い

ことが望ましい。 

 

会員数が少なく、積立てで建設資金を確保できない本町集会所

においては、助成金制度の活用と校区からの資金援助により建替

えが可能となった。この自治組織は現存する集会施設を取り壊す

か建替えるかの選択を迫られ、建て替えを決意したが、集会室の

一部は、かねてから存在した仏様の安置場所を集会施設に組み込

む或いは、エントランスの庇をエントランス前に存在するバス亭

の用途を兼ねるといったように、一際公益性に配慮した建築計画

を実現していた。助成金の交付をうけた自治組織は、福岡市をと

おして依頼した聞き取り（調査）に積極的に応じてくれたことを

考慮しても集会施設の建設は公益性が高いと認識されていた。 

 

「集会施設では自治組織内の集会さえ開催できればよい。」と割

り切って考えれば、2 章(2-5-1)で紹介したような簡素なプレハブ

小屋や、使用済みバスを活用した福岡市内の事例は、自治組織構

成員の費用負担が抑えられることから、賢明な施設運営の一つの

ではある。運営費の負担を抑えるという意味では今後の国内の人

口減少に伴い、増大が予想される戸建住宅の空き家の活用も有効

といえる。7-7.で示したように集会施設の主室の広さは約 20 帖と
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住宅のリビングルームに近い計画が多く、自治会・町内会アンケ

ートや聞き取りで課題とされている「高齢者と子供会の活動の両

立」を実現する上では、集合施設では複数の居室がある間取りが

望まれるため、標準的な戸建て住宅の間取りが代用可能と考えら

れるためである。約 40帖の広間があれば会議だけではなく、運動

等、様々な用途に活用できるため、民間業者からインストラクタ

ーを派遣して健康教室を開催するなど、活用の幅が広がり施設利

用料による運営資金の確保も可能となる。このとき「宅地型」の過

半でみられたように外来者が利用できる駐車場の確保が望まれる。 

 

 

10-2 集会施設の建築デザイン 

集会施設の建築計画について筆者が着目したのは「建築基準

法、条例、施設整備基準といった法や助成金のように建築計画に

影響を与える制度が建築デザインを誘導する」という我が国の建

築計画の現状に対して、集会施設の建築計画においては法や制度

のゆらぎを逆手にとり、新たな建築デザインが生まれる余地があ

るかということである。 

 

建築デザインを誘導するとは、例えば事業者の施設運営資格に

制約がある保育園や幼稚園、小学校、有料老人ホーム、病院とい

った施設では施設整備基準が設定され、建築計画に多大な影響を

与えている。任意の民間事業者が運営できる施設においてもホテ

ルにおける旅館業法や条例、分譲集合住宅における○LDK とい

う不動産的販売基準についても同様である。 

 

法や制度のゆらぎとは、3 章～4 章で明らかにしたように助成

金の制度が地域間で異なり、その違いが建築計画に影響を与える

ことや、集会施設は公的な施設であるにも関わらず設整備基準が

定められた公共施設である公民館とは異なり、明確な施設整備基

準が存在しない為、必要諸室の規模や設定、組み合わせにおいて

幅のある解釈が可能なことを意味する。また、新たな建築デザイ

ンとは建築の意匠のみならず、事業という枠組みから捉えた建築

計画のありかたのことである。現在の集会施設をとりまく法や制

度は「ゆらぎ」を内包しており、その意味で新たな建築デザイン

が生まれる余地が十分あると考えられる。  
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例えば、7章で示したように、集会施設は公民館のような営利

活動を制限する規定が存在しないため、運営については「専用

型」としての利用のみならず、「賃貸併用型」といった複数の用

途からなる複合施設とすることが可能である【複合施設化】。 

 

複合施設化にむけた最大の課題は施設運営であるが、今後は施

設運営を民間業者に委託することで地域交流活動とテナントリー

シングにより、集会と集会以外の活動を混在させ、集会施設の稼

働率を向上させることで維持管理費を調達するといった試みが生

じることも予想される。集会施設運営の事業化は公的機関である

地方自治体が関与することはできないため、その事業者は民間業

者や NPO 法人に限定されるが、福岡市内だけで約 2,3001 章文末柱脚 2)

の自治組織数が存在する。全国に存在する町内会や集会施設の数

を考慮すれば、複合施設化に伴う集会施設の事業運営は今後有望

なビジネスとなる可能性を秘めている。 

   

学習塾 体操教室 カラオケサークル 

10 章-図 1 

 

また、5 章で明らかにしたように集会施設の立地が児童公園と

一体的に整備された広場型であれば、外観の如何に関わらず集会

施設は街区の中で存在感を示すが、戸建住宅に囲まれた街区の立

地の建替えでは、建物と公道の間に駐車場等の空地を確保する、

或いは建物の屋根形状を戸建住宅で多く見られる寄棟や切妻以外

の形状とすることで特徴ある外観を形成している。資金面の公的

補助を背景として、利便性と住宅との差別化を両立させた集会施

設の計画が可能である。【戸建住宅との差別化・公共性】 

  

周辺住宅との差別化（福岡市の事例） 「みんなの家」の紹介例 

10 章-図 2 
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6章で紹介したように、特定の目的を有さない利用者に居場所

を提供し、公共性を確保する建築の構成要素として大庇は有効で

ある。大庇は半屋外的な活動を可能とし、通行人の注意を引く効

果がある。また、児童公園に近接した広場型の立地の集会施設で

は、大庇は東屋のような役割を果たし、児童公園を活用する児童

や父兄にくつろぎの場を提供する。 

  

東屋のイメージ 「みんなの家」の紹介例 

10 章-図 3 

一方、集会施設の立地に多く見られる視認性が高い角地の集会

施設を建替えるときは、田隈団地集会所の例のように、立地が狭

小地であっても建蔽率の角地緩和や小屋裏収納の容積対象床面積

の緩和を活用しつつ、室を縦方向に積上げ、最大の容積と複数の

居室を確保する計画が有効である。このとき、高層化した建物の

公道からの視認性はより一層向上する【狭小角地の高層化】。 

 

 一般的に狭小住宅は、地価が高い都市部に密集して存在するこ

とが多いが、「公園型」で複数みられたケースのように、平屋で

狭小角地に存在する集会施設を床面積の拡張に伴い高層化等する

ことで、「現在の物見櫓」のような街区の中で際立ったシンボル

性を有する建物が誕生する可能性がある。東屋や物見櫓といった

公共性を演出する日本古来の建築様式は、現代社会の中でかたち

を変え継承される。 

  

物見櫓のイメージ 「みんなの家」の紹介例 

10 章-図 4 
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10-3 集会施設の有無に起因する自治組織運営の違い  

 9章-表 4、9章-表 5では聞き取りの一つの集会施設の収支決算

書から集会施設運営の実情を紹介した。会員数 225 人で運営費は

約 258 万円。町内会費は月 500 円であった。この自治組織は集会

所建設のために約 13年間で 70万円/年の割合で積み立てを実施し

てきた。消費税の増税（3％から 5％に UP）がなければ積立てで

建設資金を調達できる目途がつくまで建て替えの予定はなかった

が、助成金を活用することで資金調達が可能となった。建て替え

後の収支予算書では、積立ての額は 30 万円/年と 40 万円/年減少

したが、この額は現在の町内会費 500 円/月を 370 円/月とするこ

とが可能な額である。つまり、集会施設を維持管理に要する費用

は町内会費の多くの割合をしめ、地域住民の負担となっている。  

但し、施設を利用する介護事業者などから年額約 36 万円の企業

協力金と、公民館使用料も年額 5 万円の合計約 40 万円が計上さ

れ、塾などの誘致も検討中である。今後は隣接町内も施設使用料

を払い利用できるとのことであった。集会施設が建て替わったこ

とで施設利用料が増え、自治組織運営の質は建設前と比較して向

上している。施設が新しく、冬場も寒くないことから利用者も伸

びていると聞く。今後は施設の維持管理費を運営で調達する工夫

により、町内会費削減をめざすことが理想である。 

 

一方、集会施設を所有せず、公民館と近接する筆者が所属する

都心型町内会の例（博多区）を 10 章－表 1 に示す。会員数 90 人

で年間の運営費は約 210 万円、町内会費は月 200 円である。また、

前年度からの繰越金が 500 万円以上あり、財務状況は良好である。 

福岡市のアンケートによると自治組織の年間予算額の平均は

176.5 万円（中央区 112 万円・博多区 186 万円・西区 262.9 万円/

月）で都心部ほと低額の傾向がみられる。また、町内会費は市平均

455.1 円/月（中央区 365.4 円/月・博多区 470.9 円・西区 647.7 円

/月）と都心部ほど低額の傾向がみられる。都心部は集会施設を所

有せず、郊外部ほど町内会活動が盛んでないこと、集会施設は所

有していなくても校区の面積が比較的狭く、公民館が比較的近接

していることが一因と考えられる。 

 

近接する公民館は自治組織の総会、ダンスサークルの稽古、書

道教室、健康診断で活用しているが、公民館は校区全体の施設で

あるため、利用頻度は制約が多い。月単位の開催される自治組織

役員の会合は近隣のファミリーレストランで行っている。小学校
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区の町内会対抗運動会は小学校を借り、餅つき大会は隣接町内会

の集会施設を借りている。集会施設を所有しないためか、町内会

員構成員が日常的に顔を合わせる機会は極めて少ない。 

 

このように集会施設を所有するか否かで自治組織の運営は大きく

異なるが、自治組織それぞれの立地に見合った最適な地域コミュ

ニティのかたちを見いだすことが求められる。 

10章－表 1 集会施設を有さない某町内会の決算書 

 

※福岡市の予算額平均 176.5万円 に対し 227.3万円 
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10-4 自治組織活動と地方自治体の連係 

集会施設の建設・維持管理は一般的には町内会構成員直営によ

って進められるのが、アンケートにみられる行政への要望で「情

報の提供」が 40.2％、「運営や活動に関する助言」が 27.6％とみ

られることから地方自治体は事業に関する情報提供といったソフ

ト面での支援の強化がより一層必要と考えられる。 

 

また、アンケートにみられる自治会・町内会の運営や活動への

課題で「役員のなり手がない」が 77.1％、「活動への参加者が少な

い」が 61.0％と過半を占め、組織の維持管理に対して将来的な不

安をかかえている。この課題に対して、「町内で活動する他の団体

と連携する」が 50.9％、「住民が楽しめる催しを行う」が 44.0％、

「積極的に広報する」が 42.8％と続いている。集会施設における

活動の幅を広げるために地方自治体は助言をとおして自治組織と

連携することが理想的である。2 章-図 2 で示したように、自治協

議会に過半以上が参加している団体は社会福祉協議会、子供育成

連合会、人権尊重推進協議会、民営委員・児童委員、防犯組合、小

中学校 PTA、保護司である。これらと集会施設の活動を連結させる

ことが自治組織の活性化に繋がる。また、消防団、地域商店街、福

祉施設、NPO団体など非営利団体の活動と地域コミュニティを連結

させる情報は地方自治体が自治協議会をとおして発信することが

理想である。 

 

一方、7-3-5で紹介した田隈団地集会所のケースのように、高齢

者と子供会の部屋を別々に設置するといった建築計画的な工夫は、

集会施設の若い世代の活用を増やすことに繋がる。また、子供の

利用促進という意味においては、小学生が放課後に活用する学童

保育施設との併用も有効である。地方自治体と自治組織の連係と

いった組織づくりと同様、集会施設の建築計画が誘導する施設内

活動が呼応することで地域コミュニティは活性化する。 

 

集会施設の活用が活性化し、心身ともに元気な高齢者が増える

ことで、医療・介護費の公的資金の削減に繋がり、子供会の活動が

活性化することで不登校や引き籠りなどの負の社会問題の減少に

繋がる。地方自治体が公民館のような公共施設のみならず、自治

組織が所有する集会施設の建設を支援する意義はここにあると考

えられる。 
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10-5 おわりに 集会施設存続のために 

近年の社会環境の変化は急速であり、都市部と郊外部の集会施

設のありかたは大きく異なる。筆者は福岡市中央区のフィットネ

スクラブを利用する機会があるが、利用者は年齢が 60 歳を超えて

いるように見受けられる高齢者が過半を占める日があり、彼らは

近隣住民のようにもみえる。このフィットネスクラブは筋力トレ

ーニング、スイミング、浴室、エアロビクス教室とサービスが整っ

ていることもあり、健康な高齢者は長時間施設を活用することが

できる。郊外型の集会施設であれば、フィットネスクラブのイン

ストラクターを派遣させ、集会施設内で筋力トレーニング程度の

限定したサービスをうける、或いは集会施設に集合し、スクール

バスで母店に送迎することは可能である。 

  

近年の都心部でみられるカラオケクラブ、ファミリーレストラ

ン、フィットネスクラブもまたは地域交流の受皿となっているが、

郊外部でも集会施設があれば、住居近郊で日常的に都市的な生活

を享受でき、高齢者にとっては好都合である。一方、都市部では郊

外部で集会施設を有する自治組織程の親密な地域交流は望めない

が、近郊に都市施設が多く、集会施設を所有しない場合は郊外部

と比較して町内会費が安いといったメリットがある。 

 

福岡市のアンケートによると、自治組織の加入率は 89.1％であ

り、その約 7 割（69.1％）が集合住宅の居住者である。自治組織

に加入しない理由として「会費を払いたくない」が過半（52.8％）

を占める。このように、町内会費の負担が自治組織入会の負担と

なっていることから、集会施設を所有していても町内会費が安く

おさえられることが理想である。マンション加入への勧誘と、集

会施設を町内会の共同利用とすることで会員数を増やし、会員の

負担が少ない自治組織をめざすこと。また、入会したいとおもわ

せる魅力的な施設サービスを実施していることが理想である。 

 

我が国の地域交流は一部の集落や特定の宗教の会員による寄合

等を除けば、地域住民が交互に他の地域住民を自宅に招き、ホー

ムパーティをとおして地域交流を図るといった慣習は存在しない。

つまり、家族を介した交流と地域住民の交流は別の建物で実施さ

れる。建物用途が利用目的によって明確に区分されつつある風潮

に呼応して、年々増大する地域犯罪や孤独死や引きこもりといっ

た一部の地域住民の孤立に伴う周辺住民の不安。大震災発生時の
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防災対応への危惧等を考慮すれば、地域住民の持続的な交流は軽

視できないことから、地域交流の存続は潜在的に望まれている。 

 

本研究で実施した聞き取りが示すように、集会施設を存続させ

るといった地域住民の強い意志は、核家族化がすすみ、個人の生

活が尊重される我が国の時代の潮流と相反して、周辺住民との繋

がりが希薄となりつつある不安と、地域交流を繋いできた地域住

民としての自負や責任感が背景にあった。今日我々は個人の生活

の質を高めるためには、個の住まいばかりではなく、地域共有の

住まいもまた、維持せざるを得ないといったような、非効率的な

不動産投資とその維持管理を強いられている。 

 

公民館の機能を補完する存在である集会施設は公共施設である

べきという見方も一理あろうが、市の税金で 2300 を超える自治

組織（うち集会施設の所有は 37.3％・借上は 9.8％）の拠点を維持

することは、市の事業仕分調書の記述をみても困難である。 

 

地域住民にとって、個々の住まいに近接し、所有感を享受でき

る集会施設の存続を望む声は大きいが、問題となるのは施設の維

持管理と運営の方法である。地域コミュニティ促進のために、利

便性が高く、かつ地域住民に負担の少ない集会施設のありかたを

追及することは。1-5でふれたように、今後需要の高まりが予測さ

れる、「都市型居住」に備える上でも有効である。 

   

飲食店での集会 フィットネスクラブのイメージ 

10 章-図 5 

  

集会のイメージ 子供室が整備された「みんなの家」 

10 章-図 6 
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文末脚注 

1)日本経済が飛躍的に成長を遂げた時期は、1954年（昭和 29年）12月から 1973年 

（昭和 48年）11月までの約 19年間である。一部文献では、高度成長第一期（設備   

投資主導型）が 1954 年（昭和 29 年）12 月から 1961 年（昭和 36 年）12 月まで、高

度成長転型期（転換期）が 1962年（昭和 37年）1月から 1965年（昭和 40 年）10月

まで、高度成長第二期（輸出・財政主導型）が 1965 年（昭和 40 年）11 月から 1973

年（昭和 48年）11月までとされる。 

2)ここでいうマイホームとは「マイホーム主義」でいうマイホームと同義である。マイ

ホーム主義とは 1945年の日本の敗戦以降の日本国民において見られた主義。これは 20

世紀後半を席巻した主義であり、私生活を優先させるという生活意識や生活様式など

である。戦前の日本においても都市部においては、私的所有制などといった事柄は存在

していたものの、マイホーム主義というのは戦前日本の都市部の価値観が拡大したと

いうことではない。マイホーム主義というのは戦前の日本においての滅私奉公や封建

を否定するということであり、公よりも私を優先し、近代的なものを志向しているとい

うことであった。戦後日本においての貧困を脱出するための生産性増大からもマイホ

ーム主義は推し進められ、戦後の日本になってからの変化した国民の価値観がマイホ

ーム主義を養ってきたということである。これは 1960年の流行語であった 
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