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１ はじめに
本研究は、「ミニ開発住宅地」の１つである埼玉県

川口市Ｓ地区における開発の過程と現状及び地区内に

近年見られるコミュニケーションの実態に関する研究

の一部である。

既報文1)2)では、Ｓ地区の近所づきあいの程度が同規

模の他地域と比べ極めて親密度が高く、既に都市部で

は失われつつあるコミュニティがこの地区には存在し

ていることを報告した。また、2007年度の筆者の修士

論文において、この地区には公民館の利用を中心とし

た大小さまざまなグループが重なり合って存在し、地

区のコミュニティ形成に大きな役割を果たしているこ

とを報告し、さらに、そのグループの重なり合いの要

となっているキーパーソン注1）がこの地区には30人以

上存在していることも合わせて報告した。(図1)注2)

本論では、その１で、このキーパーソンの多くが継

続しながらも少しずつ更新していることが、Ｓ地区の

コミュニティが継続し存在していることと深く関係し

ていることを報告する。また、その２において、S地区

のコミュニティの中に子供を媒介として比較的若い世

代の人が参入することでコミュニティの若返りや更新

が成されていることについて、具体例を挙げながら詳

しく報告する。

２ 調査概要
 (1)調査対象

研究対象はＳ地区全域であるが、ヒアリング対象者

は地区内の公民館や青少年センターの利用者及び地区

行事の参加者。

(2)調査方法

調査は2006年4月から2008年9月にかけて、筆者らが

実際に活動に参加しヒアリングを行い気づいたことを

記録した。

３ キーパーソンとは
昨年報告した「文化祭」の他にも、Ｓ地区には町会、

公民館、小学校、商店会連合の行事が年間100種以上存

在する。(表)

その中で全住民向けの行事注3)は、町会のソフトボー

ル大会をはじめ、卓球やミニテニスといったスポーツ

行事、防災訓練などの生活に密着したもの、お花見や

餅つき大会といった季節行事などである。

これらの行事では地区内の各グループや組織が協力

し合いながら行事を成立させている。それらの行事に

調査者も参加して行事運営を観察すると、各グループ

や組織のメンバーを結びつけている人達の存在がわか

ってきた。この結び目となる人をキーパーソンと呼ぶ

ことにする。

４ キーパーソンの性質
既報で報告したとおり、キーパーソンの性質は３つ

にわけることができる(図2)。１つ目の要素は、複数の

グループに所属し個々のグループのメンバーをグルー

プの枠を越えて結びつけているキーパーソンが持って

いる。２つ目の要素は、ある一つの役割注4)または仕事
注5)を持つことによって出会う人同士を結びつけてい

るキーパーソンが持っている。３つ目の要素は、会長

や校長といった“長”の名のつくキーパーソンが持っ

ている。しかし、実際には図3に示すようにほとんどの

キーパーソンがこの３つの要素を合わせ持っている。

５ キーパーソンの更新と継続
Ｓ地区のキーパーソンの多くは継続しながら少しず

つ交代し更新している。

その一例は図1中のＮ前会長である。彼は十数年間S

町会長を務めていた。しかし、転居に伴い町会長を退

き初年度は顧問に、次年度からはS地区にまったく関わ

らなくなった。Ｎ前会長の次の会長であるＭ会長は、

会長になるまではあまり目立たない活動をしていたが、

多くのキーパーソンに担ぎ出される形で会長となり手

腕を発揮した。

キーパーソンの約６割は高齢者ではあるが、中には

50代以下の人もいる。彼らのような比較的若い人がキ

ーパーソンになるきっかけはさまざまである。その一

例が図1中のＭtさんである。彼は54歳で区長役注6)が回

ってきた時に「地域の為に出来ることがあるなら何で

もやります」とレクレーション協会の役員を引き受け、

その後いくつかの役員をしながら現在にいたる。行事

の際には、買出しなど裏方作業から司会などの表舞台

でも活躍している。

また、その２で詳しく報告するＳ小学校PTA役員や少

年野球の保護者のように子どもの成長に合わせて交代

される人も存在している。彼らの多くは子供の卒業と

同時に活動も卒業してしまうが、活動当時知り合った



地域の人との交流はその後も続く場合が多い。こうし

た活動は新しい子供の保護者によって受け継がれてい

る。
注釈

1) キーパーソンの定義は３章に記す。

2) 図 1 は公民館長をはじめ数人のＳ地区の有力者に見てもらっ

ている。この図は既報の「キーパーソンの関係図」の 2008

年度最新版である。

3) 地区住民なら誰でも参加できるように広報されている行事。

4) ゴミ当番、レクリエーション協会やＰＴＡの役員、交通安全

協会のメンバー等。

5) 地区内の総合商店や飲み屋の店主等。

6) 地区内に６区ある区の長。二年間の交代制。
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表 Ｓ地区の年間予定(2007年度)

図1 キーパーソン関係

図2 キーパーソンの性質

図3 キーパーソンの位置付け


