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１．問題の所在
1.1　関心
　自治体職員が公務外で、居住する地域等の地域活
動に参加することに関心が集まっている。ここでい
う地域活動には、町内会や自治会など地域住民組織
の活動だけでなく、特定のテーマを対象とした非営
利活動法人や任意のボランティア活動なども含まれ
る（注1）。たとえば、自治体職員が週末の休暇中に町
内会活動に参加したり、公務を離れて NPO の役員
となって活動したりするものが念頭に置かれている。
　なぜ今、自治体職員の地域活動なのか。その背景
として次の諸点が指摘されている。
　ひとつは、「ガバメントからガバナンスへ」や

「新しい公共」といわれるように、「自治体行政の外
縁というものは極めてあいまいになりつつある」（稲
継 2012：75）という背景である。公共的な課題の解
決において、政府（自治体行政）だけでなく民間も
関与し、「この新しい動きの中では、従来の『行政
組織に勤務する』地方公務員も、当該自治体にお
ける勤務時間内のみの働き以外の部分での、社会
的課題解決主体としての役割も求められつつある」

（ibid.：76）といわれる。2008年には総務省地域創
造審議官が「地域に飛び出す公務員ネットワーク」
の結成を提唱して、当時メーリングリストに1800
人以上の公務員が参加し、首長50人が参加する「地
域に飛び出す公務員を応援する首長連合」も発足し
た（加藤 2012）。
　もうひとつは、新たに公共的な役割を担うことに
なった非政府・非営利の活動や組織において、実務
面をはじめとして、自治体職員による職務外での参
加や関与が期待されているという背景が指摘されて
いる。たとえば NPO が行政と関わったり法人運営
が求められたりするなかで、「志は高くとも、必ず
しも実務経験が多いわけではない NPO や地域活動
の現場の人々にとっては、自治体職員の存在はまさ
に喉から手が出るほど欲しくなる貴重な人材である
と言える」（粉川 2012：86）というニーズである。
　ニーズという点では、地方圏の非都市部の人口構

造的な背景も指摘できる。少子高齢化や人口減少の
進行に伴って、とくに地方圏の非都市部では、地域
活動の担い手不足が深刻化している地域が少なくな
い。
　さらに最近では、「スマート自治体」や人工知能

（AI）を活用した行政改革に関する議論も、自治体
職員の地域活動への関心を高めている。たとえば
2018年に総務省の「自治体戦略2040構想研究会」
が公表した第２次報告書では、コンピュータや大
容量通信回線、AI などを活用した「スマート自治
体」への転換が提唱され、そこにおいて「自治体の
職員は関係者を巻き込み、まとめるプロジェクトマ
ネジャーとなる必要がある。自治体においては、公
共私を支える人材の確保・育成が重要な課題とな
る」（自治体戦略2040構想研究会 2018：29）とされ
ている。つまり、「今後、自治体職員の業務は、こ
のような AI が不得意とする業務にシフトしていく
ことになるだろう。自治体業務のうち特に対人業務
にかかわる分野、他者との協調性が必要な業務、さ
まざまなアクター間の調整業務、創造性が求められ
る業務、などがそれにあたると考えられる」（稲継 
2018：167）という、新時代の期待される自治体職
員像である。そのためには、地域住民や地域諸団体
との対人コミュニケーションに積極的であること、
率先して地域活動に参加することが今以上に求めら
れるというわけである。
　以上は、自治体職員の地域活動への参加を促す背
景であるが、他方で自治体現場では「働き方改革」
やワーク・ライフ・バランスの改善が課題となって
おり（黒田・小越編 2020：第２章など）、そうした
なかに地域活動への参加の奨励をどのように位置づ
けるかも重要であろう。公務時間外の活動を制約で
きないのは当然としても、自治体職員の公務と公務
外との間のグレーゾーンは広く、自治体の労務管理
において地域活動への参加をどう位置づけるかは難
しい。このことを議論するうえでも、実態と課題の
把握は不可欠である。
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1.2　課題
　自治体職員の地域活動の実態と課題を捉えるため
に、自治体行政と地域コミュニティの関係性に関す
る研究を手がかりとしたい。ここではとくに、役
重眞喜子（2019）のいう自治体行政と地域コミュニ
ティの「境界領域」の考え方を参照してみる。
　役重は、自治体行政と地域コミュニティの間

（「境界領域」）に位置する主体として、行政区長な
どに注目した。「境界領域」に位置する主体は、行
政区長以外も様々に想定できるだろう。研究蓄積が
近年進んでいる「地域担当職員」もそのひとつであ
る。
　地域担当職員制度とは「単位自治会や連合会、あ
るいは校区単位など、基本的に基礎自治体内を網羅
する形で区分された一定の地区ごとに、当該地区を
担当する人材を配置し、行政上の地域課題や要望等
の聴取、各種地区別計画の策定支援など、住民・
行政官の連絡・調整機能を担う制度」（佐藤 2009：
163）であり、全国の自治体の約３割で導入されて
いるといわれる（宇佐美 2020）。自治体行政と地域
コミュニティをつなぐ重要な役割をもちうるという
評価がある一方で（宇佐美 2020）、職員個人の能力
に依存しがちであることや、裁量や権限が不明確で
あるなどの課題も指摘されている（稲垣 2014；中川 
2014）。
　注目したいのは次の指摘である。ある自治体での
調査によると、地域担当職員の多くが「自分の地
元以外の校区を担当するべきだ」と考えていて、
それは「地元だと目上の人たちを相手に活動しづら
い」との理由からだという（川口ほか 2010：266）。
また、「地元だと市の職員として地域に入るのか、
一住民として入るのか、サポーター［地域担当職員
のこと、引用者注］の立ち位置を明確にできなかっ
た、という意見もみられた」ともいう（ibid.）。
　こうした課題には次のような背景があると考え
られる。「地域の人的資源として職員をとらえた場
合、一つには、職員も地域住民の一員であることか
ら、自発的に地域自治に参加することが期待される
だろう。もちろん、そのときに、ほかの住民と同じ
一個人（私人）と見なしてもらえるかといえば、役
所の職員だという認識が地域の住民の間では先立っ
てしまうかもしれない。［中略］これに対して、地
域担当職員ということになれば、その職務の範囲が
単なる地域と行政のパイプ役なのか、それとも地域

の住民とともに汗を流すことも含まれるのかにかか
わらず、自治体職員としての“組織を背負う”こと
になる」（大杉 2013：11）。
　つまり、地域担当職員のような「境界領域」の主
体は、自治体職員（公人）であると同時に、居住地
で活動する場合には、地域住民（私人）でもあると
いう二面性をもちうる。もちろん地域担当職員は
職務で自治体職員の立場で活動する。しかし居住
地（自分が属する地域コミュニティ）で活動する場
合、地域コミュニティのメンバーから「自治体職員
でなく／であると同時に住民の一人」と認識される
こともありうる。
　このように「境界領域」の主体にまつわる二面性
問題は、行政組織や制度における位置づけに起因す
るだけではない。それは、受け入れる側の地域コ
ミュニティにおいて職員個人がどのように位置づけ
られるのか、換言すれば、地域コミュニティの特性
に起因するものでもあると考えられる。つまり、地
域社会学の通説的理解に即していえば、都市化が進
行した地域コミュニティであれば、匿名性が高く、
人間関係の分節化も進んでいる。だから公務外で地
域活動に参加している場合、自治体職員であること
を知られないかもしれないし、知られても社会的役
割を分別して受け入れられるかもしれない。そもそ
も都市部では、勤務する自治体内に居住していない
職員も少なくない。それに対して村落的な地域コ
ミュニティでは、匿名性が低く、人間関係の分節化
が進んでいない。地域担当職員が職務で関わってい
たとしても、「役所の職員だという認識が地域の住
民の間では先立ってしまうかもしれない」のである。
　本稿が関心をもつ自治体職員の地域活動も「境界
領域」に位置するもののひとつといえる。しかし、
地域担当職員とは反対に、公務外の活動として地域
住民（私人）として参加していても、受け入れ側の
地域コミュニティにおいて「（地域住民であると同
時に）自治体職員である」と認識されることはあり
うる。
　このような自治体職員の地域活動の実態と課題に
関する先行研究として、日本都市センターが2011
年に実施した「都市自治体職員の地域活動等に関す
るアンケート調査」がある。同調査は、全国の都市
自治体（全809市区）の首長、人事担当課・市民協働
担当課、および４市（埼玉県さいたま市、富山県高
岡市、香川県高松市、大分県臼杵市）の職員を対象
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にした大規模な質問紙調査である。その調査結果
（高橋 2012；稲継 2012など）では、たとえば、首長
や人事担当課は職員の地域活動を肯定的に評価して
いるのに対して、「職員自身は、正直なところ、首
長や人事担当課ほどは地域活動等への参画に対して
の積極的な意味を感じていないのではないかと推測
される」（稲継 2012：79）という実態や、参加上の
課題として「公務との関係」や「時間的制約」など

（ibid.：82）が指摘されている。
　この調査は都市自治体を対象としたものであり、
地域社会の特性でいえば、都市的な地域コミュニ
ティにおける自治体職員の地域活動の実態と課題を
明らかにしたものである。これに対して、都市化が
進行していない村落的な地域コミュニティでは、自
治体職員の地域活動の実態も課題も異なる可能性が
ある。そこで本稿では、これまで実態把握がおこな
われてこなかった村落的な地域コミュニティにおけ
る自治体職員の地域活動について、高齢化と人口減
少の進行が顕著な農山村地域の自治体での調査を通
じて、自治体職員の地域活動への参加状況やそこで
の意識・評価の実態と課題を明らかにすることをめ
ざす（注2）。
　以下では次の手順で論じる。まず調査対象とした
地域と自治体の概況を述べる（２節）。調査は、自
治体職員の一部を対象としたフォーカス・グループ
と、全職員を対象とした自記式の質問紙調査の2つ
を実施した。そこで、最初にフォーカス・グループ
の結果を分析して、質問紙調査を分析する際の論点
を導出する（３節）。そのうえで全職員を対象とす
る質問紙調査の結果を分析する（４節）。最後に調
査結果をまとめ、若干の提言をおこなう（５節）。

２．調査対象の概況
　我々が調査対象としたのは長野県下伊那郡天龍村
である。同村の地域と役場の現況を簡単に述べてお
く。
　天龍村は長野県最南端にあり、愛知県と静岡県と
の県境付近の山間部に位置する。2015年国勢調査
によると、天龍村の人口は1,365人、世帯数は652
世帯である。生産年齢人口の割合は全国の市町村の
なかで最も低く、高齢化率（59.0％）は全国の市町
村中第２位と高い水準にある。同村を含む一帯は林
業地帯であるが、林業の衰退によって、1956年に
旧平岡村と旧神原村の２村が合併して現在の天龍村

が誕生して以降、人口、世帯数とも一貫して減少
して、現在に至っている。なお、1990年代末から
2000年代の全国的な「平成の大合併」のなかで、
天龍村は一時、近隣の町村との合併を模索したが、
相手方の事情もあって合併に至らなかった（丸山ほ
か 2020）。
　天龍村役場には、2019年４月１日現在、総務、
建設、税務会計、住民、地域振興の各課、議会事務
局、南支所、教育委員会事務局が設置されている。
職員数は正規職員45名（社会福祉協議会、民間企
業、広域連合派遣職員は除く）、臨時職員19名であ
る。このほかに村長、副村長、教育長の特別職が各
１名いる。一般職を職階別にみると、課長（議会事
務局長、支所長を含む）７名、課長補佐・係長（参
事、主査を含む）13名、係員25名である（注3）。
　村役場での聞き取りによると、以前は職員の大半
が村内出身者であったが、少子化傾向に伴って、村
内出身の採用試験受験者が減り、それに代わって、
村内に縁故のある村外出身者や I ターン移住者の受
験者が増え、その結果、村外出身の職員が増えてい
るという。後述する全職員調査によると、調査回
答者28人のうち、村内出身は17名（61％）、村外出
身は10名（36％）であった（無回答１名）。とくに、
2010年以前入庁の職員14名のうち村外出身は３名

（21％）であるのに対し、2011年以降入庁の12名の
うち村外出身は７名（58％）となっている。
　職員は採用決定時点で住民票を村内に置くことと
されており、基本的に村内に居住することになって
いる。やはり全職員調査によると、調査回答者28
名のうち、現住地が村内と答えたのは25名（89％）
であった（無回答など３名）。

３．�論点の導出──若手職員のフォーカス・グ
ループから

3.1　方法
　我々はまず、天龍村役場職員のうち入庁１年目と
２年目の職員計10名を対象にフォーカス・グルー
プと呼ばれる手法の調査を実施した。フォーカス・
グループとは、少人数グループに特定の話題につい
て議論してもらう社会調査の一手法であり、集団イ
ンタビューが調査者と被調査者の一問一答であるの
に対して、フォーカス・グループは「ある特定のト
ピックについて調査者＝ファシリテーターの進行に
沿って、参加者が自由に議論する形をとる」ため、
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構造化・半構造化面接より創発性が期待でき、「探
索的な調査に向いている」とされる（野村 2017：
169-71）。全職員を対象とする質問紙調査を設計・
実施する前に、調査の焦点と課題を明確にするため
にこの調査手法を採用した。
　入庁間もない職員を対象としたのは、役場や地域
の慣行に対する疑問や課題がベテラン職員よりも自
覚されていると考えたためである。前述のように、
天龍村役場では近年、村外出身の職員採用が増えて
いるが、入庁１・２年目の職員10名のうち７名が
村外出身者であり、地域社会の特性に起因する課題
を明らかにする本調査の目的に合致していると考え
た。
　調査は、入庁年別に２グループに分けて（入庁１
年目６名、２年目４名）、それぞれ実施した（注4）。
参加職員には、地域との関わりや地域活動について
感じること、思うところを話してほしいと依頼し、
自由に発言してもらった。

3.2　結果
⑴地域活動の参加経験と負担感
　まず、入庁１年目の職員のグループでも、２年目
のグループでも、消防団と地域の祭礼の活動とその
負担感に関する発言が多く出た。たとえば、入庁２
年目のグループでは次のようなやりとりがあった（注5）。

職 員 A：……でも役場終わるのは［午後］５時
15分で、終わって帰れるんですけど……その
あとの消防だったり。

職員 B：そうそう。
職 員 A：役場以外のその活動に出ると、体力的

にもたない。……
職 員 B：［ポンプ］操法の大会っていう、あれの

練習が。
職員 A：５［月］、６［月］、７［月］ですね。
フ ァシリテーター：５時15分に終わって、その

ままって感じなんですか。
職員 A：そのままぐらい。
職員 B：週３［回］ぐらいでありますね。
職 員 A：それが６時半とか７時くらいから、長

いと本当９時ぐらいまでずっと。

　天龍村の自治体消防は南信州広域連合（飯田広域
消防）が担っている。天龍村を管轄するのは、隣町

にある阿南消防署であり、村内に消防署は設置され
ていない。そのため天龍村において消防団の役割は
大きい。天龍村消防団は２分団あり、45歳以下の
村民全員が参加することになっている。男性だけで
なく女性も団員になる。ただし、活動内容はジェン
ダー差があるようで、ある女性職員は「男性の消防
団ほど特には［練習などの活動は］なくて、たまに
あるくらい。」と話していた。
　次は、祭礼に関するやりとりである。祭礼は村内
の各神社で催され、なかには重要無形文化財指定を
受けているものもある。役場職員が参加することが
多いのは、村中心部の神社の秋祭りである。10月
第２土・日曜に催行され、掛け太鼓、獅子の神楽団
などが大名行列をおこなう。祭礼は本来、宗教活動
であるが、氏子団体と自治会活動は担い手が重複し
ており、村の人口の高齢化と減少に伴って、担い手
不足が課題になっている。

職 員 A：……お祭りの準備が始まりまして、太
鼓をたたきながら練り歩くっていうお祭りがあ
るんですけど、練習がほぼ毎日入るようになり
まして。来週あたりから。

ファシリテーター：仕事終わったあと？
職員 A：はい。
ファシリテーター：毎日ですか。
職員 B：毎日入るようになって。

　このように、消防団と祭礼の活動とその負担感に
関する発言は、入庁１年目のグループでも多く聞か
れた。

職 員 C：一番強く思ったのは時間外のことで、想
像以上にプライベートの時間が少ないと言いま
すか、消防や、今はまた祭りの練習が始まった
んですけど、それでちょっとプライベートの時
間が少ないなとは感じますね。

フ ァシリテーター：あんまり［役場に］入る前は
予想していなかった？

職 員 C：そうですね。ここまで制約されるとは
思ってはなかったですね。……

職 員 D：何も分からんまんま、消防団であった
り、そういうところって書類を渡されて、『と
りあえずあなた“１”［第一分団のこと］ね』
みたいな感じで渡されて。……
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フ ァシリテーター：……［役場に］入る前は、
「入ったら消防団がもれなく付いてきますから
ね」って別に言われてるわけじゃない。

職 員 C：それはなかった。……平日に仕事終わっ
てからあったり、あとは休日もその練習があっ
たりとかなので、それでだいぶ時間とられてる
かな。

　前述のように、天龍村では近年、村外出身者の職
員採用が増えている。そうしたなかで、消防団や地
域の祭礼に代表されるような、役場職員の公務外の
地域活動の参加に関して、次のような懸念の声も聞
かれた。

職 員 B：個人としての選択肢もいろいろあったら
いいと思うし、……［しかし］「こんな窮屈な
んだ」って思って、結局［天龍村に］定着しな
いで、よそへ行っちゃったりとかってあるん
じゃないのかなって。窮屈でしょうがない。

職員 A：たぶんそれはあると思う。ある気がする。

　以上のように、消防団や祭礼の活動に関して時間
や労力の負担に関する発言が目立ったが、その一方
で、「負担だが楽しみでもある」といった趣旨の発
言も少なからずあった。

職 員 D：自分の時間はないですけど、個人的な
感想から言うと、すごいいい経験させてもらえ
るなっていうのが正直なところで。［消防団の
ポンプ］操法の大会があったっつったんですけ
ど、その初めの年で上の大会に行けるチームで
組ましてもらって……。プライベートが束縛さ
れることについては、そんなに抵抗はないです。

職 員 C：……どっちかというと自分から動かない
と人の輪が作れないじゃないですか、都会。む
しろこっちだと強制的とはいえ、そういう消防
だとかお祭りだとかに参加するので、自然と人
間関係っていうのはつくれてしまうので、その
点は本当にありがたいかなとは思いますね。
やっぱりつながりができて。

職 員 E：［地域の祭礼に参加しないかと］一応声
がかかって、「楽しいよ」ってすごい上司が言っ
て。本当にそのお祭りのために役場に入る人も
いるってくらい、すごい誇りを持ってる人が多

くて、それに私も参加できるならって、光栄だ
なって思って、やりたいなって考えてます。

⑵負担感の背景
　このように、消防団と祭礼の活動に対しては、

「負担が大きい」ことと「人間関係を育む良い機会」
という両面の感想が聞かれた。どちらに比重を置い
て感受されているかは、個人によって異なっている
ようであったが、年齢による違いは小さくなさそう
であった。たとえば次のような指摘があった。

職 員 A：……やってくうちに染まってくっちゅ
うパターンもあるかな。「最初は［気乗りしな
い］」つってて、だんだん後輩が入ってきた
ら、「ウェーイ」つってさ。

職 員 B：「自分はやったんだから」みたいな感覚
はあるかもしれないです。

　また、村内出身者と村外出身者の間で、公務外の
地域活動に関する感じ方が異なっているようにも見
受けられた。村内出身の職員は、「こっちに元々住
んでると、それが当たり前で大きくなって、大きく
なったらこれをやるんだなっていう、ある意味洗
脳じゃないけど、教育みたいのあるじゃないです
か。」と語っていた。それに対して村外の都市部出
身の職員は、「普通の都会にいる土日って、ほぼ何
もないじゃないですか。……土日とか休みは、本当
に自分の自由に使って、地域の活動っていうのは、
ある程度こっちから『やりたいです』って言わない
限りは、降ってくるようなものはないけど、こっち
に来ると、道の草刈りだとか、あとはイベント応援
……。」と発言していた。
　さらに、入庁前に他の職業・職場を経験している
かどうかも、公務外の地域活動の捉え方や負担の感
じ方に違いを生んでいるようにみられた。民間企業
勤務歴のある職員は、公務外の地域活動への参加を
周囲から促されることに対して、「普通に考えたら
おかしいですよね、たぶん。……たとえば、普通の
東京の会社にいてそんなこと言われたら。」と語っ
ていた。

⑶自治体職員としての規範意識と「周囲の目」
　消防団も祭礼も、自治体職員だけでなく住民が広
く参加するものである。しかし、「自治体職員とし
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ての『地域活動に参加すべき』という規範意識が
あるか」とのファシリテーターの問いかけに対し
ては、本人の意識もさることながら、「周囲の目」
が大きいとの指摘があった。ファシリテーターの

「『役場の職員なんだから』みたいなことは、さらに
あるもんですか。」との問いかけに対して、

職員 B：多分あるよね。
職員 A：真っ先に声はかかると思います。

　とのことであった。また、次のようなやりとりも
あった。

職 員 A：参加してる限りは言われないのかもし
れないです。

職 員 B：でも、たとえば休もうもんなら、「役場
の職員のくせに」みたいなのは言われてもおか
しくない。

職 員 A：あんまり直接言う人はいないんですけ
ど、心の中に思う人は、とくに歳の上の人はい
るんじゃないかなとは思います。

　以上は入庁２年目のグループでのものだが、入庁
１年目のグループでも類似の指摘はあった。ただ、

「自治体職員だから」でなく「村民の一人として」
ではないかとの意見もあった。

職 員 D：例えば○○［都市部］だったら別に地域
に溶け込んでなくても、市役所の仕事ちゃんと
やってれば文句は言われないわけで。

職 員 F：そうなんですよね。まったく関わらない
部署もありますから。

職 員 D：ここだと、どんな部署にいてもそうなる。
フ ァシリテーター：あります？　感じること、「役

場の人なんだから」［ということを］？
職 員 D：例えば、消防の集まりがあったとして、
「行きたくないな」なんだけど、「行かないと
『役場の人のくせに休むのかよ』って言われる
な」みたいなのとかそういうのって、特にな
い。あんまりそういう……。

職 員 F：そういう感じは。「役場だから」ってい
う感じはない。むしろ「村民だから」。

職 員 D：「村民だから」とか「若い人だから」み
たいな。

職 員 F：そうですね。「役場だから」っていう縛
りがほとんど感じはしないかな。

職 員 E：そうですね。でも小さい村ですし、ほと
んどの人が顔見知りで、公務員っていう仕事柄
もあって、村民の方から見られてるっていうの
は意識しますね。

3.3　小括
　以上のフォーカス・グループの結果分析から浮か
びあがった論点を、次の4点にまとめよう。
　第一に、職員の多くが、消防団や祭礼をはじめ各
種の地域活動を経験しているとみられた。またそれ
らに対して負担を感じている職員も少なくなさそう
であった。ただし、「負担だが楽しい」という職員
も一定数みられた。フォーカス・グループは若手職
員だけを対象としたが、役場職員全体の参加状況や
負担感はどのようなものであろうか。
　第二に、地域活動への参加に伴う負担感の有無
は、個人によって異なっていた。若手とベテラン、
村内出身者と村外出身者、他職経験の有無などが、
その違いの背景にありそうだったが、役場職員全体
でみると、どのような違いと背景がみられるだろう
か。
　第三に、地域活動への参加について、若手職員の
多くが、「住民として参加は当然」と考えているよ
うだった。しかし「休もうもんなら、『役場の職員
のくせに』みたいなのは言われてもおかしくない」
との発言があったように、そこには、住民としての
規範意識だけでなく、役場職員としての規範意識も
介在していることがうかがえた。自治体職員である
ことに由来する規範意識や「周囲の目」は、どの程
度、役場職員に意識され共有されているだろうか。
　第四に、都市部との違いを指摘する発言がみられ
たが、職住が一体ないし近接している非都市部の自
治体と、先行研究で調査対象とされた都市部の自治
体とでは、職員の地域活動の実態と課題にどのよう
な課題があるのだろうか。
　以上４つの論点について、次節で、天龍村役場の
全職員を対象に実施した質問紙調査の結果から検討
する。

４．全職員調査の分析
4.1　方法
　フォーカス・グループの結果分析を踏まえたうえ
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で、天龍村役場の職員のうち役場本庁舎勤務の全正
規職員（38名）と特別職（３名）の計41名を対象に、
自記式の構造化質問紙調査（「全職員調査」と呼ぶ）
を実施した。調査は2019年11 ～ 12月に実施した。
質問紙の配布は、天龍村役場地域振興課の協力を得
て、同課から各職員に配布してもらった。回答後の
質問紙は、庁内に設置した回収箱で回収した。質問
紙は無記名とした。有効回収数は28、有効回答率
は68.3％であった。
　有効回答者の内訳を職階別にみると、係員15
名（有効回答者全体の54％）、係長・課長補佐９
名（32％）、課長２名（７％）、特別職・その他１名

（４％）、不明１名（４％）である。調査対象の職員
全体の構成（係員51％、係長・課長補佐27％、課
長15％、特別職７％）に照らしてそれほど大きなず
れはなく、各職階から満遍なく回答してもらったと
みてよい。
　有効回答者の内訳をもう少しみておくと、性別
では、男性19名（68％）、女性８名（29％）、無回答
１名（４％）である。年齢別では、20歳代以下８名

（29％）、30歳代９名（32％）、40歳代７名（25％）、
50歳代２名（７％）、60歳代以上１名（４％）である。
後段の分析との関連で他職経験の有無別にみてお
くと、入庁前に他職経験があると答えたのは10名

（36％）、ないと答えたのは16名（57％）、その他１
名（４％）、無回答１名（４％）であった。

4.2　結果Ⅰ：地域活動の参加実態と認識
⑴地域活動の参加経験と負担感
　天龍村役場の職員が関わる主な地域活動として、
事前に役場で聞き取りをおこない、９つの活動を選
定して、全職員調査で参加経験と負担感の有無を
尋ねた（注6）。図１は、参加経験ありと回答した割合
と、負担感ありと回答した割合から、２次元平面上
に各活動をプロットしたものである。
　参加経験者が多く負担感が多い活動としては、や
はり「消防団」が突出していた。「消防団」の参加
経験者は89％に上り、負担感があると答えた回答
者は92％を占めていた。また、「消防団」と同程度
に参加経験ありの割合が高かったのは、「祭礼」活
動だった。「地区役員・班長」は、地域住民組織（地
区）とその下部組織（班）に関わるものであり、参加
経験ありの割合が「消防団」や「祭礼」より低かっ
たが、６割程度の職員が参加経験ありと回答した。

そして負担感ありの割合は、「消防団」と同程度で
あった。参加経験者が多く負担感が多い活動に共通
する特徴として、ひとつは、地区や各世帯の生活全
般に関わるきめ細やかな役割が求められるものとい
うことが挙げられる。こうした特徴ゆえに責任は重
大であり、それが負担感の大きさにつながっている
とも考えられる。
　これらの活動に共通するもうひとつの特徴とし
て、参加者の幅が広く、また年齢階梯制的な組織
原理をもっていることが指摘できる。「消防団」は
45歳以下の男女全員が務め、「祭礼」も地域住民の
多くが年齢や性別に応じて各種の役割を担う。「地
区役員・班長」は世帯持ち回りであり、やはり住民
は経験する機会が多い。また、「消防団」や「祭礼」
組織が年齢階梯制的な特徴をもっていることは、前
述のフォーカス・グループでの語りからうかがえ
る。地域住民組織の役職はそれほど厳しい年齢階梯
制でないとみられるが、それでも上位の役職を年長
者が務める傾向はみられる。
　それに対して、「区長」や「小学校 PTA 役員」
は、それらと異なる特性をもっているといえる。ど
ちらも、参加経験者が少ないものの、負担感ありの
割合が高かった。「区長」は地区の年長者が務める
ことが多く、「小学校 PTA 役員」は小学生の子の
保護者が務める。これらがフォーカス・グループで
話題に上らなかったのは、調査対象者が若手職員で
あり、未婚者が少なくなかったためであろう。

1 
 

 
図 1 地域活動の参加経験と負担感 
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図１　地域活動の参加経験と負担感
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⑵負担感の背景
　地域活動を負担と感じるかどうかは各人異なる
が、それはどのような背景や要因によるのだろう
か。フォーカス・グループの分析を踏まえて、年
齢、出身地（村内／村外）、他職経験の有無別に、

「消防団」、「祭礼」、「地区役員・班長」のそれぞれ
の負担感あり・なしの割合を求めてみた（表１）。
　「消防団」は、年齢、出身地、他職経験にかかわ
らず、負担感ありと答えた割合が高かった。変数間
の連関の強さを示す Cramer’s V は、「消防団」の
負担感と年齢との間の連関がみられ、年齢が高いほ
ど負担感ありの割合が高い傾向がみられた。出身
地、他職経験による違いは大きくなかった。
　「祭礼」の負担感は、他職経験の有無と連関がみ
られた。つまり、他職経験のある職員のほうが、負
担感がないと答えた割合が高かった。年齢との連関
もややみられ、30歳代の負担感が他より小さく、
年齢が上がるにつれて負担感ありの割合が高かっ
た。出身地との連関はみられなかった。
　「地区役員・班長」の負担感は、年齢、出身地と
の連関があった。20 ～ 40歳代は負担感ありの割合
が高く、とくに30歳代の負担感ありの割合は高い
のに対して、50歳代以上は負担感ありの割合が低
かった。また、村外出身の職員は、村内出身の職員

より、「地区役員・班長」を負担に感じている割合
が高かった。他職経験との連関はみられなかった。

⑶自治体職員としての規範意識と「周囲の目」
　地域活動に参加する動機について、フォーカス・
グループでは、「村民・自治体職員として当たり前」
という意見と「楽しみ」という意見が聞かれた。全
職員調査では、「あなたが地域活動に参加するのは
なぜですか」という設問文で、表２にある４つの文
章を示して、「あてはまる」から「あてはまらない」
まで４つからそれぞれ選んでもらった。
　「地域住民として当たり前だと思うから」とい
う、住民としての規範に基づく参加は、「あてはま
る」と「どちらかといえばあてはまる」をあわせた
肯定的回答が９割近くに上った。それに対して、

「役場職員として当たり前だと思うから」という、
自治体職員としての規範に基づく参加と答えたのは
半数程度であり、「どちらかといえばあてはまらな
い」と「あてはまらない」をあわせた否定的回答が
４割近くあった。また、規範以外の動機としては、

「住民や仲間に喜ばれるとうれしいから」の肯定的
回答は７割近くあった。「役場での業務や評価につ
ながると思うから」という功利的な動機について
は、肯定的回答はなかった。
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表 1 主な地域活動の負担感の有無 

 
注：「役職・役割を務めたことがない」の回答と無回答を除いて集計した。※は Cramer’s V。 
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.053

.258

.305

.070

消防団 祭礼 地区役員・班長

.203 .178 .280
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表 2 地域活動に参加する動機 

 
 

  

あてはまる

どちらか

といえば

あてはまる

どちらか

といえば

あてはまら

ない

あてはまら

ない
NA (N)

地域住民として当たり前だと思うから 50% 39% 0% 4% 7% (28)

住民や仲間に喜ばれるとうれしいから 39% 29% 14% 7% 11% (28)

役場職員として当たり前だと思うから 11% 43% 21% 14% 11% (28)

役場での業務や評価につながると思うから 0% 0% 21% 71% 7% (28)

表１　主な地域活動の負担感の有無

表２　地域活動に参加する動機
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　地域活動に参加することが「地域住民として当
たり前」と考えるのは、職員の多くに共通してい
るが、「役場職員として当たり前」と考えるかどう
かは割れていた。そこで、別の質問として「村役場
の職員に関する次の見方や意見について、どのよう
に思いますか」の回答結果をみてみる。「消防団の
役職」、「祭りの役職」、「地区の役職」を「すすんで
引き受けるべきだ」という意見に対して、それぞ
れ「そう思う」から「そう思わない」の５件法で選
んでもらった。表３は、肯定的な回答の割合（「そ
う思う」と「まあそう思う」をあわせた割合）を年
齢、出身地、他職経験の有無別に示したものである。
　「消防団の役職をすすんで引き受けるべき」かど
うかについては、年齢との強い連関がみられた。す
なわち、年齢が上がるにつれて「消防団の役職をす
すんで引き受けるべき」とする回答の割合が高く
なっていた。「祭礼の役職」については、年齢、他
職経験とやや連関があるようで、とくに他職経験の
ある人に「すすんで引き受けるべきだ」と考える割
合が高い傾向がみられた。「地区の役職をすすんで
引き受けるべき」については、全体的に否定的で
あったが、他職経験の有無との連関がややみられ、
他職経験がある人のほうが、「すすんで引き受ける
べきだ」という意見に対して否定的であった。

4.3　結果Ⅱ：都市自治体の職員との比較
　本節では、天龍村の全職員調査の結果を、日本都
市センターの調査結果と比較することで、過疎農山
村自治体の特徴を見出したい。

⑴地域活動の参加経験
　まず、都市自治体の職員と比べて、天龍村の職
員は、地域活動の参加経験が多い。日本都市セン

ターの調査において、「地域活動等に参加したこと
がある」と答えたのは54.2％であった（高橋 2012：
96）。それに対して天龍村の全職員調査では、前述
した９つの地域活動のどれか１つでも参加した経
験があると答えたのは96％（27名）、１つも参加し
たことがないと回答したのは０であった（無回答１
名）。都市自治体と比べて、天龍村のほうが明らか
に地域活動の参加経験をもつ職員は多い。

⑵地域活動への参加で期待されること
　日本都市センターの調査では地域活動に関する現
状認識や意見を尋ねており、天龍村の全職員調査で
も質問項目の一部を同じものにした。まず、行政職
員が地域活動に参加することについて、行政組織と
地域コミュニティの側、それぞれから期待される
ことについて、日本都市センターの調査結果（高橋 
2012：99-100）と比べながらみていこう（表４）（注7）。
　行政組織から期待されることでは、「自治体の職
務においても役に立つ地域における人脈の形成につ
ながることが期待される」ということについて、天
龍村では半数近くの職員があてはまると回答した。
これは都市自治体の職員よりも高い割合であった。
それに対して、「住民とのコミュニケーション能力
や組織運営能力など自治体職員の能力向上につなが
る」や「地域活動団体の声を行政に反映することが
できる」は、天龍村では3 ～ 4割があてはまると答
えたが、都市自治体の職員とそれほど割合は変わら
なかった。
　地域コミュニティからの期待としては、「作業や
イベントのマンパワー」と「自治体職員として備え
た能力（文書作成能力、経理能力等）」について、
天龍村職員の３割前後があてはまると答えた。「中
核的な役割を担うこと」は1割台であった。このう

4 
 

表 3 各地域活動の役職を「すすんで引き受けるべきだ」という意見に対する回答 

 
注：無回答を除いて集計した。※は Cramer’s V。 

 
 
 
  

肯定 否定 計 (N) ※ 肯定 否定 計 (N) ※ 肯定 否定 計 (N) ※

年齢 20歳代 38% 63% 100% (8) 25% 75% 100% (8) 13% 88% 100% (8)

30歳代 33% 67% 100% (9) 22% 78% 100% (9) 22% 78% 100% (9)

40歳代 67% 33% 100% (6) 17% 83% 100% (6) 17% 83% 100% (6)

50歳代以上 67% 33% 100% (3) 0% 100% 100% (3) 33% 67% 100% (3)

出身地 村内 50% 50% 100% (16) 19% 81% 100% (16) 19% 81% 100% (16)

村外 40% 60% 100% (10) 20% 80% 100% (10) 20% 80% 100% (10)

他職経験 なし 53% 47% 100% (15) 13% 87% 100% (15) 27% 73% 100% (15)

あり 40% 60% 100% (10) 30% 70% 100% (10) 10% 90% 100% (10)

全体 48% 52% 100% (25) 20% 80% 100% (25) 20% 80% 100% (25)

.204.204

消防団 祭礼 地区役員・班長

.301

.098

.131

.192 .163

.015 .015

表３　各地域活動の役職を「すすんで引き受けるべきだ」という意見に対する回答
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ち「作業やイベントのマンパワー」と「中核的な役
割を担うこと」は、都市自治体の職員よりも、あて
はまると答えた割合は低かった。

⑶地域活動に関する認識
　次に、地域活動に関する認識について、やはり日
本都市センターの調査結果（高橋 2012：99-100）と
比べながらみていく（表５）。
　まず、天龍村と都市自治体とで顕著な違いがみら
れたところからみていく。「地域活動に参加するか
どうかは自治体職員個人が判断することである」、

「自治体職員が地域活動等に参加した場合、特定の
地域活動団体との密接な関係が生まれて公平性を損
なう恐れがある」は、天龍村のほうが肯定的な回答
の割合が低かった。反対に「地域活動団体が自治体
職員に依存するようになり、結果的に地域活動団体

の能力・自主性を弱める恐れがある」は、天龍村職
員のほうが肯定的な回答の割合が高かった。
　それらに対して、天龍村と都市自治体とで大きな
違いがなかったものとしては、「地域活動団体のな
かには営利性、政治性、宗教性の高い団体など、公
平性を尊重すべき自治体職員が参加するのにふさ
わしくないものもあるから、慎重さも必要である」
は、天龍村も都市自治体もいずれも３割程度が肯定
していた。また、「自治体職員は公僕であるから、
勤務時間外でも可能な限り地域活動等へ参加すべき
である」、「自治体職員は全体の奉仕者として職務を
優先して行うべきであるから、地域活動等へ参加す
る余裕があるのであれば自治体職員として職務に
もっと力をいれるべきである」、「自治体職員と一般
市民では価値観や仕事のやり方が合わず、地域活動
団体内に混乱を引き起こす恐れがある」の３つは、

6 

表 5 地域活動に関する認識 

　　 注：単位は％。5％ポイント以上の開きがあったものに符号を付した。 

天龍村 都市自治体

地域活動等へ参加するかどうかは自治体職員個人が判断すること

である
39.3 < 54.3

地域活動団体が自治体職員に依存するようになり、結果的に地域

活動団体の能力・自主性を弱める恐れがある
39.3 > 20.1

地域活動団体の中には営利性、政治性、宗教性の高い団体など、

公平性を尊重すべき自治体職員が参加するのにふさわしくないもの

もあるから、慎重さも必要である

32.1 36.9

自治体職員が地域活動等に参加した場合、特定の地域活動団体と

の密接な関係が生まれて公平性を損なう恐れがある
3.6 < 12.6

自治体職員は公僕であるから、勤務時間外でも可能な限り地域活

動等へ参加すべきである
3.6 5.6

自治体職員は全体の奉仕者として職務を優先して行うべきであるか

ら、地域活動等へ参加する余裕があるのであれば自治体職員とし

て職務にもっと力をいれるべきである

3.6 3.1

自治体職員と一般市民では価値観や仕事のやり方が合わず、地域

活動団体内に混乱を引き起こす恐れがある
0.0 4.6
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表 4 地域活動への参加で期待されること 

 

注：単位は％。5％ポイント以上の開きがあったものに符号を付した。 

 
 
 
  

天龍村 都市自治体

自治体の職務においても役に立つ地域における人脈の形成に

つながることが期待される
46.4 > 41.3

地域活動等に参加することにより、住民とのコミュニケーション

能力や組織運営能力など自治体職員の能力向上につながるこ

とが期待される

42.9 44.8

自治体職員が地域活動等に参加することで、地域活動団体の

声を行政に反映することができる
35.7 31.4

作業やイベントのマンパワーとして期待される 32.1 < 40.3

自治体職員として備えた能力（文書作成能力、経理能力等）が

生かされる
28.6 31.6

地域活動等の中で中核的な役割を担うことも期待される 14.3 < 32.3

行政組織からの期

待

地域コミュニティか

らの期待

表5　地域活動に関する認識

表４　地域活動への参加で期待されること
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いずれも天龍村でも都市自治体でも肯定する意見が
ほとんどなかった。
　天龍村と都市自治体とで顕著な違いがあったもの
について、地域特性の面から解釈してみたい。天龍
村のような過疎農山村地域では、地域活動の担い手
が限られており、また前述のように職員には「地域
住民として参加は当然」との規範も強い。こうした
ことが、「地域活動に参加するかどうかは自治体職
員個人が判断することである」と考えられていない
要因にあるのだろう。また、「特定の地域活動団体
との密接な関係が生まれて公平性を損なう恐れがあ
る」という懸念が天龍村で少なかったのも、「参加
して当然」という規範の強さが背景にあると考えら
れる。その一方で、天龍村では、「地域活動団体が
自治体職員に依存するようになり、結果的に地域活
動団体の能力・自主性を弱める恐れがある」という
懸念が都市自治体より強かった。これは、地域活動
の担い手が少ないことが常態化していて、地域活動
が痩せ細っていることへの役場職員の危機感の表れ
ではないかと考えられる。

⑷地域活動に関する悩みや苦労
　日本都市センターの調査では地域活動に関する悩
みや苦労も尋ねており（高橋 2012：102）、その一部
も天龍村で尋ねたので、その結果をみてみよう（表
６）（注8）。ここでは、行政組織に起因する問題、地
域コミュニティに起因する問題、両方に起因する問
題・その他の３つに大きく分けてみていく。
　行政組織に起因する問題のうち、天龍村の職員の

ほうが都市自治体の職員より悩み・苦労ありと答え
た割合の高かったものとしては、「地域活動等での
活躍や身につけた能力が人事評価に全く加味されな
い」、「有給休暇やボランティア休暇の日数が足りな
いことで苦労した」の２つがあった。後者の悩み・
苦労ありの割合はそれほど大きくなかったが、いず
れも行政組織の制度整備によるものとみられ、また
その背後には、役場の内部にも「参加して当然」と
いう意識があるとも考えられる。
　地域コミュニティの側に起因する問題としては、

「自治体職員なのだから地域活動等に参加して当然
だと活動の仲間から思われた」があてはまると答え
た割合が、都市自治体よりも高かった。これは、地
域活動を担う人材が限られている現状にあって、地
域コミュニティのなかで「参加して当然」とみなす
実態があるということであろう。
　最後に、行政組織と地域コミュニティの両方ある
いは別のところに起因する問題では、「職務の忙し
さや家庭の事情のために地域活動等に参加するのに
苦労した」があてはまると答えた天龍村職員の割合
が、都市自治体よりもだいぶ高かった。都市におい
ては、イベント等におけるボランティアなど、貢献
が求められる地域活動が限定的であるのに対し、農
山村の自治体においては、消防や草刈り、祭礼など
暮らしにかかわる全般に貢献が求められることが、
この結果の要因となっている可能性がある。多忙な
職場の問題でもあり、職員と家族の問題でもあり、
そうしたなかでも活動への参加を求めてくる地域コ
ミュニティの問題であり、一概に原因を特定するこ
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表 6 地域活動の参加をめぐる悩みや苦労 

 

注：単位は％。5％ポイント以上の開きがあったものに符号を付した。 

 

天龍村 都市自治体

地域活動等での活躍や身に付けた能力が人事評価に全く加味さ

れない
28.6 > 2.4

有給休暇やボランティア休暇の日数が足りないことで苦労した 7.1 > 1.1

直属の上司や同僚など職場の仲間の地域活動等への参加に対す

る理解がなくて苦労した
0.0 0.7

自治体職員なのだから地域活動等に参加して当然だと活動の仲

間から思われた
25.0 > 12.5

地域活動団体から職務に関係する依頼をされて悩んだ 7.1 4.6

自治体職員だからという理由で、活動において膨大な庶務作業

などを押し付けられるなどの苦労があった
3.6 6.1

地域活動等で活躍しているのに自治体職員ということで顕彰さ

れない
3.6 1.1

職務の忙しさや家庭の事情のために地域活動等に参加するのに

苦労した
42.9 > 26.5

地域活動等と職務の間で利害が衝突して悩んだ 0.0 4.6

地域コミュニティ

に起因する問題

行政組織

に起因する問題

両方に起因、

その他

表６　地域活動の参加をめぐる悩みや苦労
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とはできないが、天龍村では都市自治体の職員の
1.5倍強が「あてはまる」と回答したことには注意
を促しておきたい。

５．結論
　本稿では、過疎農山村地域の自治体において、職
員が地域活動にどのように関わっているのか、また
そこにどのような課題があるかを、長野県天龍村で
の調査を手がかりに探った。調査結果から得られた
知見は、次の３点にまとめられる。
　第一に、天龍村では職員が各種の地域活動に参加
していることがわかったが、なかでも消防団と地域
の祭礼は、大半の職員が参加経験を有し、また時間
や労力面での負担も多いものであることが明らかに
なった。しかし同時に、地域住民や仲間とのつなが
りができることに楽しみを感じている職員も少なか
らずいた。参加の動機をみると、地域住民の一人と
して参加することは当たり前だという意識が目立っ
たが、自治体職員として参加することが当たり前と
考えるかどうかでは、意見が分かれていた。
　第二に、自治体職員が地域活動に参加することに
対する感じ方や考え方に個人差があることが浮かび
あがった。とくに年齢や他職経験の有無は、感じ方
や考え方に違いを生む要因となっているとみられ
た。たとえば、自治体職員が地域活動の役職を積極
的に引き受けるべきかどうかについては、ベテラン
職員は「積極的に引き受けるべきだ」と考える一
方、若手職員は「積極的に引き受けるべきだとは思
わない」という違いがみられた。
　第三に、都市自治体の職員と比較したとき、天龍
村では、自治体職員の地域活動の捉え方や課題にい
くつかの違いがみられた。「地域活動等へ参加する
かどうかは自治体職員個人が判断することである」
という意見に対して、都市自治体職員より肯定的な
回答が少ないという傾向はそのひとつである。ま
た「自治体職員なのだから地域活動等に参加して当
然だと活動の仲間から思われた」は、天龍村のほう
が肯定的な回答が多かった。このような違いの背後
には、職住分離の程度や地域活動の担い手の有無な
ど、地域社会の特性上の違いがあると考えられる。
　以上の知見を踏まえて若干の提言をしたい。自治
体職員が行政と地域とをつなぎ、「境界領域マネジ
メント」（役重 2019）を円滑にする重要性はますま
す高まっている。その一方で、公務外の活動を強制

することは難しいし、職員の過剰負担も懸念され、
昨今の「働き方改革」のなかでさらなる留意が求め
られてもいる。持続可能な「行政－地域社会」関係
のためにも、自治体職員の公務外の地域活動の実態
とそこに伏在する課題を認識することが重要である。
　とくに、天龍村の調査結果が示唆するように、都
市自治体と農山村地域の自治体とでは、地域社会の
特性に起因する「行政－地域社会」関係が異なって
おり、自治体職員の地域活動の実態も課題も異なる
面がみられる。それゆえ、自治体職員の地域活動の
参加を考える際、全国一律ではなく地域特性に留意
した対応が必要である。
　また、前述のように、自治体職員の地域活動の捉
え方は、職員の年齢や他職経験の有無などによって
異なっている。それゆえに、自治体職員の地域活動
を奨励するにあたっては、自治体職員が地域活動に
取り組む意義や必要性を職員間で共有することも不
可欠であろう。
　最後に、残された課題をまとめておく。第一は、
分析方法に関してである。本稿では主に自治体職員
を対象とする質問紙調査の結果を分析し、これまで
明らかにされてこなかった過疎農山村自治体の職員
の地域活動の実態と課題を数量的に示した。フォー
カス・グループの結果からは、量的調査でみえにく
い活動現場の様子や課題状況の一端を垣間見ること
ができたが、参与観察など質的調査手法をさらに用
いれば、よりリアルな実態や課題に迫れるかもしれ
ない。また、職員の地域活動への動機づけの形成メ
カニズムなど、やはり質的手法で明らかにできるこ
とも少なくないだろう。これらは今後の課題とした
い。
　第二は、調査対象に関してである。本稿では特定
の自治体での調査結果から論じたが、本稿の知見が
どの程度の一般性をもつかは、他の自治体との比較
対照が不可欠である。他自治体の事例研究を重ね、
地域・自治体の固有性と一般性を見出すことも今後
の課題としたい。

注
⑴　後述する日本都市センターの調査でも、「地

域活動」は同様に定義されている（稲継 2012：
76）。ただし同調査では、地縁団体だけでなく
NPO が含まれることから「地域活動等」と表記
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しているが、本稿では「地域活動」と表記する。
⑵　ここで都市的な地域コミュニティと村落的な地

域コミュニティとを対比的に論じているが、実際
にはもう少し細分しうる。実際、住民自治協議会
への地域担当職員の関わり方を複数自治体で比較
した中川編（2011）は、「都市型社会を抱える自治
体と、農山漁村コミュニティが生きている自治体
とでは、その内部事情も住民自治協議会の方式も
異なるのではないか」（中川編 2011：172）としつ
つ、実際には「政令都市」「地方中核都市」「郡
部」など5つの自治体区分を設定している。理想
的にはこのような地域類型のうえで各事例の比較
検討をおこなうべきであろう。しかし自治体職員
の地域活動の実態と課題の実証的な検討は、前述
の日本都市センターの調査しかなく、本稿ではま
ず都市自治体と過疎農山村自治体との比較をめざ
す。

⑶　「平成31年4月1日付天龍村職員配置表」（『広
報天龍』2019年4月24日号）による。

⑷　調査は2017年8月31日に役場隣接施設で実施
した。所要時間は各グループ約1時間であった。
ファシリテーターは筆者（相川、丸山）が務め
た。参加職員以外の役場関係者は同席しなかっ
た。参加職員には事前に依頼状を配布し、調査趣
旨、調査内容の秘匿等の調査倫理の説明をした。

⑸　以下、発言は録音を文字化したものからの引
用。［　］は引用者による追記や補注。……は省
略箇所。

⑹　参加経験は、「現在参加している、役職に就い
ている」、「参加したことがある、役職に就いたこ
とがある」、「参加したことがない、役職に就いた
ことがない」から１つずつ選んでもらった。集計
では前二者をあわせて「経験あり」に再分類し
た。負担感は、「あなたは、次の役職や役割を務
めることを負担だと感じるとはありますか。いま
務めていない方は、以前に務めていたときについ
て、お答えください」という設問文で、「負担に
感じる・感じた」、「やや負担に感じる・感じた」、

「あまり負担に感じない・感じなかった」、「負担
に感じない・感じなかった」、「役職・役割を務め
たことがない」から1つずつ選んでもらった。集
計では、「負担に感じる・感じた」と「やや負担
に感じる・感じた」とをあわせて「負担感あり」
に再分類した。

⑺　天龍村の全職員調査では、「地域活動について
様々な見方があります。次の見方について、それ
ぞれあなたのお考えに近い番号に○をつけてくだ
さい」という設問文で、表にあるような見方を列
挙し、それぞれについて「そう思う」から「そう
思わない」のどれかを選ぶ方式で尋ねた。表には

「そう思う」と回答した割合を示した。表４、表
５とも同様。

⑻　天龍村の全職員調査では、「あなたが地域活動
に参加するにあたって、次のような悩みや苦労が
ありましたか」という設問文で、表にあるような
悩みや苦労を列挙し、それぞれについて「あては
まる」から「あてはまらない」のどれかを選ぶ方
式で尋ねた。表には「あてはまる」と回答した割
合を示した。
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