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はじめに 

 

はじめに～本報告書の策定趣旨                        

 

豊島区は、平成15年 3月に区の将来ビジョンを示す「豊島区基本構想」を制定し、この中

で、「あらゆる主体が参画しながらまちづくりを実現していく」ことを地域社会づくりの基本

方針に掲げました。また、この基本構想に基づき、同18年 3月に策定した「豊島区基本計画」

において、「参加と協働のまちづくり」を新たな地域経営の方針に位置づけるとともに、同年

4 月には「自治の推進に関する基本条例」を施行し、地域における住民主体の取組みを起点

とし、多様な主体が協働してまちづくりを行なうことを自治の基本理念として定めました。 

地方分権改革の進展、少子高齢・低成長社会への本格的な移行等、近年、自治体を取り巻

く社会・経済環境は激しく変化しています。そうした中で、これまでの行政主導による自治

体運営から、地域の多様な主体による「新たな公共」経営への転換が問われ、全国の各自治

体で「協働」をキーワードに様々な取り組みが展開され始めています。 

しかしながら、ともすると「協働」という言葉だけがひとり歩きし、具体的にどのような

形で「協働」を実現するのかという課題については、多くの自治体が手探りで模索している

のが現状です。また、豊島区を含めた多くの自治体では、行政のスリム化を図るためのアウ

トソーシング（民間委託・民営化）による「官民協働」が先行し、NPO 的な市民活動との協

働が遅れている傾向も見られます。しかし一方で、増大・多様化する地域課題を解決してい

くためには、行政の効率化とは異なる視点に立ち、地域のボランタリーな活動との協動を進

めていくことが今後ますます重要になってくると思われます。 

こうしたことから、豊島区では、本年2月に「豊島区自治推進委員会」を設置し、「地域協

働」の視点に立った総合的な協働推進施策の検討をスタートさせたところです。 

今回の調査は、同委員会の検討に資するため、全国の先進的な取組み事例についてヒアリ

ング調査し、「地域協働」を推進する上での課題を整理することを目的に実施したものです。 

   また、今回の調査と同時に、区内に主たる事務所を置くNPO法人を対象とするアンケート

調査を立教大学と豊島区との共同研究として実施し、ふたつの調査研究により現状分析と課

題の整理を行うとともに、地域と大学との協働による公共政策づくりの取組みとして位置づ

けるものです。 
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Ⅰ．協働推進のための制度的基盤 

 

１．問題意識 

（１）本報告書のNPO・地域コミュニティを取り巻く環境に対

する認識 
近年わが国の政府や自治体においては、多様な主体が分担して担う「新しい公共」概念を

行政改革の基本理念とし、行政の役割の重点化と行政機能のアウトソーシングを急速に推進

しつつある。「新しい公共」は、主体的な市民によるコミュニティ再生政策とも連動し、政府・

自治体、営利企業、NPO、地域コミュニティ等、各主体による公共領域の再編を展望するもの

である。 

公共領域における政府の役割は縮小ないし変容しつつある。それに対応する形で、営利企

業や地方自治体とともに、地域コミュニティやNPOなどサード・セクターの役割が拡大して

きた。政府は、サービス供給者としての役割から、全体の調整者としての役割に軸足を移す

一方、非営利組織は主にサービス供給者として公共領域への関わりを拡大していく。その結

果、両者は相互依存の関係を強めるようになっており、公共領域は多様な主体によるパート

ナーシップの関係を通じて成り立つようになったと見ることができる。これが、ガバナンス

といわれる現象である。 

このようなガバナンス現象は、行革先進国の英国において日本よりも先鋭的な形であらわ

れている。英国では、サッチャー政権下で政府部門の業務縮小や効率化に重点が置かれ、非

営利組織といえども営利企業との無原則な競争にさらされたが、メジャー政権の「シティ・

チャレンジ」を経て、ブレア政権において非営利組織とのパートナーシップが重視されるよ

うになった。ブレア政権におけるパートナーシップは、非営利セクターと政府との間でコン

パクトを締結したり、地域戦略パートナーシップ（Local Strategic Partnership :LSP）や

包括助成制度である近隣再生資金（NRF）などで非営利組織の参加を半ば義務づけたり、政府

との契約の適正化や重点的な予算配分を行うなど、非営利組織に対して日本とは全く異なる

政策基盤を提供している。こうした動きは、集権的に市場化・効率化を推し進める路線から

の軌道修正のようにみえる。 

しかし、ガバナンス現象は、必ずしもサード・セクターにとって好ましい方向に向かうと

は限らない。英国における上記の政策は、非営利組織の諸機能のうち、公共サービス提供主

体としての側面を重視したものであることに注意を要する。従来、NPO 等のボランタリー組

織の主たる財源は寄付や自主事業であったが、政府からの資金が増加し、ブレア政権以降そ

の割合は高まりつつある（NCVO 2006）。政府と非営利組織は、主に補助金や事業委託等を通

じてその結びつきを強めているからである。こうした状況において、非営利組織のサービス

供給型団体としての機能が過度に強調されすぎると、市場化や商業主義が非営利組織の組織
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理念にまで貫徹してしまうおそれがある。事実、事業展開の程度によってNPOの運営に差が

生じており、とりわけ中堅どころのNPOの運営が危機に瀕している。 

英国政府は、自治体に対して補助金の交付要件に PPP を義務づけたり、行革の数値目標を

設定したりと、集権的ともいえる動きを強めつつある。政府がこのまま圧倒的な権限を背景

に民間への業務分散を進めるならば、かつてリプスキー等が懸念したように、事業委託を通

じて非営利組織への関与が強化される一方で、公的責任の分散化が進み、非営利組織はそう

した枠組みに組み込まれる可能性がある（Smith and Lipsky1993:Cp1）。 

日本においても、政府・自治体の関心は専ら行政機能の減量化に向けられ、「民」を構成す

る各主体の特性や、それを生かした公共構築の視点が欠落している。特に、非営利組織に対

しては、その特性についての認識に乏しく、的確な政策的基盤もきわめて脆弱である。こう

した状況では、いずれ行政改革の波に呑まれ、存在基盤の一層の弱体化を招く恐れすら出て

きている。これが、非営利組織を取り巻く環境をめぐる本報告書の認識である。 

 

（２）非営利組織の特性～「コミュニティ形成機能」 

では、「よいガバナンス」の成立要件とは何なのか。その一つの答えは、非営利組織の社会

的機能を適切に評価し、それらが発揮されやすい制度的基盤を整備することではないだろう

か。非営利組織の存立意義については、「政府の失敗」や「市場の失敗」などのアプローチで

説明されるが、政府や市場を補完する存在と見なしてしまうと、非営利セクターはこれらの

下請け的な立場を脱することはできなくなる。非営利組織がサード・セクターの主たる担い

手として発展しうるとすれば、それは非営利組織に政府や企業と比較して相対的な優位性が

存在するからだと考えられる。 

非営利組織は、社会的使命（社会や地域の一般的な価値として認められる利益）の追求を

組織目標とするから、通常、そのニーズは何らかの問題を抱えた当事者等との相互作用の中

から発見され、ステークホルダーとの間でのコミュニケーションを経て社会的使命として設

定される。その過程は、ボランティアとしての参加や会費・寄付の提供などの形で社会的使

命に共感する多様な市民を巻き込む過程でもある。これによって生まれる、社会的使命の共

有を通じて連帯する人間関係のネットワークこそ、非営利組織の活動の原動力であろう。 

この場合、非営利組織は、たとえば経済的、身体・精神的、社会的な排除を受けている人

への対人サービスにおいて、営利を追求する企業や「中位投票者」（ワイズブロッド）の意向

が重視される政府よりも適切に対応することが期待される。また、社会的使命に共感する多

様な市民の利益を代弁したり、現実のさまざまな社会問題に対して市民の関心を喚起したり

することも、企業や政府では代替不可能であろう。 

このような非営利組織に特有の機能を、本報告書では「コミュニティ形成機能」と捉えて

みる。この非営利組織のコミュニティ形成機能こそが、他のセクターとは異なる独自の価値

であるとすると、「安上がりなサービス供給者」と見なされる限り、非営利組織の相対的優位

性は発揮されえないということになる。 



 

２．「コミュニティ形成機能」を促進する２つの主体 

（１）非営利組織の「コミュニティ形成機能」を促す政策基盤 

非営利組織が継続的に活動を展開するためには、事業を成り立たせる経営資源が必要にな

り、その獲得を通じて経営体としての体制を整えていくことになる。非営利組織の組織形態

は、草の根ボランティアや地域住民の相互扶助によって支えられる形態から社会的企業と呼

ばれるような事業型の形態まで多様であるが、社会的ニーズや成果に積極的に対応するほど

事業化が進む。それは同時に、社会的責任を伴うことでもあるから、ニーズに応えるための

事業に力を入れすぎると、事業運営そのものが組織の使命になりがちである。 

このような組織の企業化は事業展開をしていく上で不可避の傾向であろう。それだけに、

事業展開しつつも市民の自発的な参加やボランタリー活動を巻き込んだ民主的運営に基づく

組織構造を維持するための政策的基盤が求められる。行政が非営利組織に公共サービスの事

業委託を推進することに何らかの意義を見いだすとすれば、それは市民が非営利組織への主

体的な参加を通じて、市民自らが公共の担い手になる社会の実現につながるからではないか。

こうした意義は、事業委託において価格を重視し、非営利組織を安上がりなサービス供給者

と見なす限り具現化されない。このため、日本においても、非営利組織が公共を担うための

ルールづくり、事業委託における評価手法、多様な主体を巻き込む事業委託・補助金の交付

など、英国で取り組まれているパートナーシップの仕組みを日本の実情に照らした形で取り

入れていくことが求められよう。 

そして、その際重要なことは、非営利組織と行政との対等の関係が前提になるということ

である。行政が非営利組織に対して直接的関与をもって支援するアプローチではなく、非営

利組織が主体的に組織間のネットワークを形成し、協力・連帯関係を強め、そこから経営資

源を充足していくことを促すアプローチが望ましい。このアプローチの担い手は、一般に中

間支援組織と呼ばれる。英国では、後述するようにさまざまな中間支援組織があるが、非営

利組織の活動を促進するためのインフラだという認識から、 近では Infrastructure 

Organization と総称され、Change Upという中間支援組織の機能強化を図るための補助金が

投入されている。 

 

（２）本報告書の目的 

本報告書は、日本において非営利組織の中間支援組織としてどのような団体が活躍し、そ

れらは具体的にどのような機能を発揮しているかを探ることを目的するものである。調査に

当たっては、主としてNPO法人など個々の活動団体を対象とするものと地域コミュニティを

対象とするものを区分し、それぞれについて事例調査を行うこととした。 

このうち、地域コミュニティの中間支援組織については、厳密な意味では存在しないのか

もしれない。本報告書で紹介するものは、主に住民自治協議会組織であるが、一般に、中間
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支援組織としてというよりは、地縁組織の代表機能を重視し、その正当化を法的に理論づけ

ようとする性格が強い。しかしながら、その中でも、市民による公共施設の自主管理や地域

サービスの事業展開など、NPO 活動を促進させる機能を有しているところも散見される。日

本では、NPO と地域コミュニティの活動は次元の異なるものという意識が強いが故に、地域

コミュニティの協議会組織をNPOの中間支援組織と対比させ、その「コミュニティ形成機能」

をめぐる現状と課題、可能性を考察する基礎資料としてみたいと考える。 

そこで、以下では、まず中間支援組織に関する考え方を整理し、いくつかの事例を紹介す

る。次いで、地域自治組織をめぐる 近の動きを整理し、いくつかの事例を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ．NPOの地域密着型中間支援組織 

 

１．NPO を取り巻く状況 

NPO 法成立以降、特定非営利活動法人（NPO 法人）の数は、急速に増大した。2007 年 5 月現

在では、とうとう3万を突破し、NPOという言葉も、既に、市民権を得ているように思われる。

そうした日本におけるNPOセクターの拡大とともに、その発展の基盤とされる中間支援組織の

数もまた増加してきた。民間の中間支援組織に加えて公設のNPO支援施設まで含めれば、その

数は、全国で200を既に超えているという。 

しかし、そうしたNPOの中間支援組織に関しては、よく考えてみると、わからないことが多

い。そもそも、個別事例の事業内容を越えて、その実態を包括的に示す実証研究は極めて乏し

い状況にあるので、中間支援組織が、どういった人々によって、どのようなネットワークを基

盤に成立し、どういった資金調達の仕方で経営されているのかといった実態についての包括的

なデータは、ほとんど見当たらない状況にある。しかも、問題は、データの欠如ということだ

けではない。中間支援組織について語る際には、以下のような問いについて考察する必要が不

可避的に生じるように思われる。 

第一に、NPO に対する「支援」という時、当然ながら、支援を通して、何らかの形で成長し

たNPOの姿が想定されているはずである。そして、多くの場合、支援目標として「自立したNPO

の育成」といった言葉がよく聴かれるように思う。しかし、それでは、NPO が「自立」すると

は、どういった事態を意味するのだろうか。NPO が、事業収入を増やして、補助金等に依存せ

ず、財政的に独り立ちできることが果たして自立なのだろうか。 

第二に、英国などでは、中間支援組織がNPOを支援する際に、キャパシティ・ビルディング

（capacity building）という言葉がよく用いられる。それでは、中間支援組織は、NPOのどの

ような能力（capacity）を、どのようなプロセスで育成していくことが必要になるのだろうか。

そして、中間支援組織は、実際に、現場のNPOのキャパシティ・ビルディングに成功している

のだろうか。成功しているにしても、いないにしても、中間支援組織のパフォーマンスを、ど

のように認識・評価することができるのだろうか。 

第三に、中間支援組織自体の資金調達は、どのようにして行われているのだろうか。支援対

象である個々のNPOは、それほど支払い能力のある顧客とは思えない。とすれば、中間支援組

織自体は、行政からの補助金や委託事業に依存するか、助成財団や企業等のスポンサーを必要

とするのではないだろうか。また、中間支援組織が、自らの資金調達のために、福祉やまちづ

くり等、支援以外の事業領域で委託事業に乗り出す場合、個々のNPOとの競争状況が避けられ

なくなる。そのことは、そもそも支援対象である現場のNPOとの関係性を壊すことになりはし

ないだろうか。 

第四に、中間支援組織は、NPO と行政の間を媒介し、協働を作り出すアクターとして強調さ

れることも多い。しかし、中間支援組織が、本当に、ローカル・ガバナンスにおいて、力を発

１．NPO を取り巻く状況 
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揮できるのであれば、地域の NPO を幅広くネットワークし、NPO セクターとしての利害を集約

して、行政や企業に政策提言を行う能力が求められるはずである。しかし、果たして、現実の

中間支援組織では、そういったことが可能になっているのだろうか。 

以上のように、NPO の中間支援組織に関しては、多くの問うべき論点が存在するが、本稿で

は、阪神淡路大震災以降、地域に密着しながら、多くのNPOを支援してきた宝塚NPOセンター

とコミュニティ・サポートセンター神戸（CS神戸）の事例を詳細に検討しながら、地域密着型

の中間支援組織によるNPO支援の現状とその可能性、また、資金調達等で生じているマネジメ

ント上の課題や行政が考えるべき政策上の課題について考察を深めていくことにしたい。なぜ、

地域密着型の中間支援組織に注目するかと言えば、ローカル・ガバナンスや、そこでの行政と

NPOの協働といった視点から考えた時、個々バラバラのNPOを地域でつなぎ合わせ、NPOセクタ

ーとしての正当性や公共性を担保し、個別のNPOでは解決できない様々な課題の解決を促進す

る中間支援組織の存在が、NPO セクターにとっても、行政にとっても極めて重要な意味を持つ

からである。また、ここで取り上げる宝塚NPOセンターとCS神戸は、いずれもコミュニティ・

ビジネスに対する支援を事業上の大きな柱としているが、コミュニティ・ビジネス支援とは、

NPOの事業化支援に他ならない。したがって、これらの事例は、NPOの事業化にとって何が重要

な条件となるのかを考察する際に多くのヒントを提示してくれるだろう。 

なお、本稿での議論の手順としては、まず第一に、「中間支援組織」という言葉の意味、並び

に、日本の中間支援組織に対する既存の調査研究について検討する。その上で、第二に、宝塚

NPOセンターとCS神戸の二つの事例を通して、地域密着型中間支援組織におけるNPO支援のあ

り方、加えて、行政との関係性（委託事業等）から生じている課題について論じる。そして、

後に、補足として、フォーマルな組織化・事業化に関わる支援だけではなく、市民参加の促

進（ボランティア・コーディネーション）に関わる二つの事例、大阪ボランティア協会、練馬

区ボランティア・市民活動センターの事例についても触れることにしたい。 

 

 

 

 



 

２．日本における「中間支援組織」の現状と課題 

（１）中間支援組織とは何か 

まず、「中間支援組織」という言葉の意味から触れておきたい。そもそも、中間支援組織の

原語はintermediary organizationであり、基本的には、寄付者・企業・助成財団といった資

源提供者とNPOの中間で両者を媒介（仲介）する組織のことを意味する（吉田、2004）。しか

し、NPOをサポートする組織は、実際には、資源媒介を行うだけとは限らない。それ以外にも、

マネジメントや法人設立の支援・NPO間のネットワーク構築・社会一般に対するNPOの啓発・

NPOセクターを発展させるための調査研究や政策提言等、多様な役割を担っている。こうした

現場の個々のNPOをサポートし、或いは、NPOセクターの発展を主たるミッションとしたNPO

を包括的に捉える際、英国では、むしろ「インフラストラクチャー組織」という言葉が使わ

れることが多い１。この場合の「インフラストラクチャー」とは、コンパス・パートナーシ

ップの報告書によれば、現場で活動するNPO、すなわち、「前線組織（front organizations）

を支援・開発・調整・代表・促進し、それらの組織が自らのミッションを、より効果的に達

成することを可能にする」（Compass Partnership 2004,p.9）機能を意味しており、インフラ

ストラクチャー組織という言葉は、上記のような機能を主たるミッションとしたNPOを意味し

ている。そして、インフラストラクチャー組織の機能としては、以下のようなことが含まれ

るという（中島2006）。 

 

表Ⅱ-1 英国のインフラストラクチャー組織の機能 

支援・開発 
前線組織に対する内部能力の開発に関わるもの。個々のNPOに対する情報提

供、アドバイス、相談、起業・事業化支援等。 

調整 
団体間での媒介。同じテーマに関わる NPO を結び付けたり、NPO と行政や企

業との間の協働を主導。 

代表 
前線組織の意見を集約し、NPO セクターの課題を明らかにした上で、NPO セ

クターを代表して、政府や企業に対して働きかけ。 

セクターの振興 
NPO セクターに関わる調査研究、政策立案、業界標準やベスト・プラクティ

スの開発。 

 

ここでは、日本で「中間支援組織」という言葉が流布していることを鑑み、「中間支援組織」

という言葉を用いるものの、その内容は、上記のような諸機能を包括的に、或いは、部分的

に果たしているインフラストラクチャー組織の意味で用いることとする。 

 

（２）中間支援組織の現状と課題 

それでは、日本において、NPOの中間支援組織は、どのような展開を見せているのだろうか。

1996年11月に全国レベルにおける中間支援組織として、日本NPOセンターが設立されて以来、

日本でも数多くの中間支援組織が生まれた。都道府県や市町村レベルのものを含めれば、200

２．日本における「中間支援組織」の現状と課題 
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以上の中間支援組織が設立されたと言われている２。 

こうした日本の中間支援組織に関しては、内閣府国民生活局が一定程度包括的なデータを

提示している（内閣府国民生活局2002）。この報告書は、NPOの「支援施設」と中間支援「組

織」が混在した形で調査されているので問題があるが、ここで挙げられている「民設民営」

の中間支援組織51団体のデータに焦点を置いて見るならば、日本の中間支援組織に関して、

以下のような特徴が明らかにされていると言えるだろう。 

① 設立時期：1995年以降が92%で比較的新しい組織であること 

② 組織構成：有給スタッフの平均が3.2人、無給スタッフの平均が9.8人となっており、

それ程規模の大きい組織ではないこと 

③ 事業内容：NPOに提供している資源は、資金や物的資源というよりは、情報が中心（情報

91.4%、マネジメント・ノウハウ54.8%）３ 

④ 財政状況：2000年度の総収入額の中央値914万円であり、収入構成としては、行政から

の委託事業が41.8%と も多いこと４ 

⑤ 中間支援組織自体の資金調達が重要な課題となっており、NPO 支援だけではなく、具体

的な事業を展開していることが多いこと（NPO支援のみは29.4%、まちづくりの推進が58.8%、

保健・医療・福祉の推進31.4%、社会教育の推進27.5%） 

⑥ 行政との関係：中間支援組織との協働で NPO 支援を実施している所轄庁が 52.1%、中間

支援組織に業務委託を行っている所轄庁は57.8% 

以上の調査結果から、日本の中間支援組織は、どのような課題を抱えていると考えること

ができるだろうか。 

第一に、日本の中間支援組織は、福祉・国際支援・ボランティアといった個別領域の基盤

のあるものを除き、総じて歴史が浅い小規模な組織だと言えるだろう。それゆえ、これまで

に行われてきた支援事業の中身も、一般社会や行政に対する NPO の啓発、NPO 間の交流の場

づくり、法人設立支援、講座・研修等でのマネジメント・ノウハウの提供といったことが中

心だったとのではないかと推測できる。しかし、前述のコンパス・パートナーシップによっ

て提示してきた機能分類からすれば、調整、代表、セクター振興（特に、調査研究や政策立

案）といった機能は未だに非常に弱い。そして、マネジメントの支援に関しても、経営資源

の提供や媒介、コンサルティングのような個別NPOに対する密着した支援も弱い印象を受け

る。 

第二に、中間支援組織における資金調達の困難という課題を挙げることができるだろう。

中間支援組織の支援対象である NPO そのものが、資金不足に喘いでおり、NPO 支援事業は決

して採算性のある事業とは言えない。それゆえ、何らかのスポンサーによって支えられてい

る場合を除いて（例えば、助成財団からの多額の資金支援があったり、社会福祉協議会や生

活協同組合によって経営基盤が支えられている場合）、多くの中間支援組織は、行政からの委

託事業に依存することになる。とりわけ、現状では、公的施設の指定管理者になるケースが

増えているように思われる。しかし、そうした行政からの委託事業への依存は、委託費の少

なさや硬直的な仕様書といった悪条件によって、行政下請化をもたらす危険性がある（実際、

後述の練馬ボランティア・市民活動センターの事例で示す練馬区の「NPO 活動支援センター
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事業」などは、劣悪な委託事業の たるものである）。また、支援事業以外に、資金調達のた

め、何らかの事業を展開する場合、現場のNPOと競争状況に陥る場合もあり、本来支援すべ

き現場のNPOとの信頼関係が壊れてしまう危険性もあるのではないだろうか。 

 

（３）NPOの発展段階と必要とされる支援 

   こうした中間支援組織の課題は、NPOの発展段階と絡めて考えると、更に、以下のように考

えることができる。すなわち、NPOの発展段階を、自発的な志を持った個人が、集団を形成し、

やがて、公式組織化、並びに事業化していくプロセスと仮に捉えた場合、NPOへの支援の中身

は、段階ごとに、かなり異なったものになるはずであり、以下の図のように表わすことがで

きるのではないだろうか５。 

 

図Ⅱ-1 NPOの発展段階と必要とされる支援 

自発的志を持った個人（ボ

ランティア） 

ボランタリー･アソシエー

ション（集団） 

継続的な事業を行なう組織としての

事業型NPO 

＊啓発・交流・参加ニーズへの支援 

⇒学習会や交流が可能な場の支援 

⇒様々な市民活動に関する情報提供支援 

⇒ボランティア活動の促進や活性化のためのボラン

ティア・コーディネーション 

＊事業化に対する支援 

・起業支援（事業計画の作成） 

・会計等の実務を含む経営支援 

・資源媒介（資金調達）に関する支援 

・行政や企業との協働の媒介 

＊組織化に対する支援 

・法人設立支援（定款作成） 

・事務所空間の支援（インキュベーション） 

 

 

そして、これまで日本の中間支援組織が行ってきたサポートの中身は、啓発・交流・参加

ニーズに対する支援と、組織化に対する支援が中心だったと考えることができるように思わ

れる。例えば、多くの公設のNPO支援施設などは、交流の場を提供し、市民活動に関する情

報提供を支援することを通じて、自発的な志を持った個人による集団形成のサポートという

点では、一定程度、力を発揮してきた。また、社会福祉協議会のボランティア・センターを

基盤とした中間支援組織では、ボランティア・コーディネーションという点から、市民活動

の成立・発展に寄与してきた。こうした支援は、これからもNPOの裾野を拡大していく上で、

２．日本における「中間支援組織」の現状と課題 
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必要であり続けるだろう。 

しかし、一方で、NPO の持続可能な事業展開を支援するという意味では、日本の中間支援

組織による支援は、未だに脆弱なものに映る。確かに、中間支援組織が開催するマネジメン

ト講座やセミナーは、近年、よく見かけるが、果たして、そういった座学での講座やセミナ

ーによって、どの程度、個々のNPOのマネジメント能力が向上するのだろうか。 

また、NPOのマネジメントは、単純に、企業のマネジメントを導入するだけでは解決し得な

い側面を有している。なぜなら、NPOの受益者は、サービスにかかったコストを十分に負担で

きない場合が多く（たとえば、ホームレス等、受益者が貧困者である場合を想定して欲しい）、

寄付者や助成財団、企業、行政といった第三者からの資源提供が必要となるからである６。 

したがって、中間支援組織の資源媒介機能が極めて重要な意味を持つのであり、とりわけ、

中

では、阪神淡路大震災後に、被災者の支援活動の中から形成されたコミュニ

テ

 

間支援組織は、NPO と企業や行政との協働を作り出す重要なアクターとして期待されるの

である。そして、なかでもNPOと行政の協働を生み出すためには、当然のことながら、中間

支援組織がNPOセクターを結集し、一定の代表性を持って政策立案（提言）を行っていくこ

とが必要となるだろう。とりわけ、ローカル・ガバナンスが強調される昨今、NPO セクター

の公共性を担保するためにも、地域で幅広いネットワークを有し、地域コミュニティのニー

ズや資源にアクセスしやすい地域密着型の中間支援組織の存在が必要になってくるのではな

いだろうか。 

そこで、以下

ィ・サポートセンター神戸（CS神戸）や宝塚NPOセンターの事例を取り上げ、地域に密着

して、コミュニティ・ビジネスを多数立ち上げながら、「コミュニティ・エンパワーメント」

を行ってきた中間支援組織の事例から、今後の日本の中間支援組織の発展を考える際のヒン

トを学ぶことにしたい。 

 



 

３．地域密着型中間支援組織の事例１：宝塚 NPO センター 

応対者：森綾子氏（事務局長） 

場 所：宝塚 NPO センター事務所内 

日 時：2007 年１月 30 日（火）10 時～12 時  

 

（１）設立経緯 

宝塚 NPO センターは 1998 年に設立されているが、その基盤となっていたのは、宝塚市社

会福祉協議会ボランティア活動センターにおける阪神淡路大震災後の災害救援活動である。

震災後、当時のボランティア活動センターの所長代理だった森綾子氏（現事務局長）は、

宝塚市役所内に設置されたボランティア本部で、ボランティア・コーディネーターとして

被災者の生活支援に取り組んできた。 

しかし、多様なテーマを含んだ震災での活動を通して、森氏等は、福祉ボランティアの

育成を中心とした社会福祉協議会には限界があることを認識するようになる。そこで、森

氏とボランティア活動センターの運営委員が中心となり、阪神・淡路コミュニティ基金か

らの資金支援も得ながら、1998 年 1 月の宝塚市ボランティア・フェスティバルで宝塚 NPO

センター設立宣言を行い、同年 2 月に NPO の中間支援組織として宝塚 NPO センターを設立

したのである。その後、宝塚 NPO センターは、1999 年、NPO 法人化し、ボランティア活動

支援センターとの役割分担も意識しつつ、活動の焦点を、NPO の法人設立・起業支援に置

くようになり、2002 年から兵庫県の生きがいしごとサポートセンター阪神北を受託するこ

とで、コミュニティ・ビジネス支援を本格化させ、現在に至っている。 

 

（２）主たる事業内容 

   宝塚 NPO センターにおける事業上の 大の柱は、コミュニティ・ビジネスの起業・経営

支援である。具体的には、兵庫県からの委託事業である「生きがいしごとサポートセンタ

ー事業」に 4 年間取り組む中で、これまでに約 150 団体の起業を支援してきた。また、阪

急逆瀬川駅近くで、6 団体が入居できる阪神北 NPO ハウスという NPO のインキュベーショ

ン施設も運営しており、起業希望者に対する事務所の提供、コンサルティング・サービス

の提供等を行っている。加えて、コミュニティ・ビジネスや会計実務等に関する相談事業

にも力を入れており、平成 17 年度には、面談・電話・メールでの相談を含めると、のべ１

万件以上の相談を受けてきた。こうした相談は、支援ニーズを把握するための基礎として

も非常に重視されている。 

一方で、宝塚 NPO センターは、ネットワーキングを重視しており、2003 年から阪神 NPO

連絡協議会の事務局を担ってきた。阪神 NPO 連絡協議会には、阪神間の NPO が 30 団体程度

登録しており（ニュース・レター等は、阪神間にある 170 ほどの NPO 法人全てに送付）、「阪

３．地域密着型中間支援組織の事例１：宝塚 NPO センター 
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神 NPO サミット」等のイベントや研修活動を継続的に展開している。森氏によれば、「阪神

間の NPO は、神戸と大阪の狭間で取り残されがちになるので、一緒にまとまって成長して

いくために」は、阪神間の NPO のネットワークを強めていくことが重要な意味を持つとい

う。また、宝塚 NPO センターによって起業支援された団体の多くは、このネットワークに

入っており、このことは、宝塚 NPO センターが、立ち上げ支援だけでなく、ネットワーク

を通して継続的なサポートを提供していることも意味している。この他に、より広域のネ

ットワークとしては、おおさか元気ネットワーク（OGN）にも参加しており、大阪府社会起

業家育成支援基盤づくり事業「中間支援の基盤づくり」助成金を得て、起業家カフェ・NPO

見本市・起業講座等の事業を展開してきた。加えて、NPO 間のネットワーキングと同時に、

宝塚 NPO センターは、既存の町内会・自治会との関係も良好で、宝塚市市民活動促進支援

事業で、まちづくり協議会のコミュニティ・ビジネス支援にも力を発揮していることも興

味深い点だと言えるだろう。 

 

（３）組織構成（2005 年度事業報告書から） 

 会員構成としては、NPO 法人化した支援団体が団体会員になるケースが多いので、団体

会員が増加している。一方、会費 1 万円を支払うメリットを見出しにくい個人会員は減少

傾向にあるという。NPO の組織規模に関しては、リーダーのスパン・オブ・コントロール

を越えて拡大させるべきではないという考え方が基盤にあり、小規模組織のまま地域に密

着した組織運営を心掛けている。 

 

表Ⅱ-２ 宝塚 NPO センターの組織構成 

会員数 有給スタッフ数 ボランティア 理事人数 
正会員（個人 110、法人会

員 8、団体会員 48）、準会

員 157 

7 人 

20 人程度、関西学院大学

を中心に毎年インターン

が 30 人程度参加。 

11 人、内 4人は事務局ス

タッフ 

 

（４）財政構成（2005 年度決算報告書から） 

2005 年度は、財政構成上、行政からの委託事業が も多く、60%以上を占める。その内、

大きなものは、主として、兵庫県生きがいしごとサポート・センター阪神北事業（約 2,183

万円）と宝塚市市民活動促進支援事業（約 810 万円）である。しかし、2006 年度以降、震

災復興基金を原資とした委託事業として行われてきた兵庫県生きがいしごとサポート・セ

ンター阪神北事業が補助事業に変更され、額も 1,700 万円に減額された。したがって、今

後、生きがい仕事サポート・センター阪神北事業に対する補助金額が、どのように推移し

ていくのかということが、宝塚 NPO センターにとっての懸案事項と言えるだろう。 
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表Ⅱ-３ 宝塚 NPO センターの財政構成 

総収入 
寄付金 

会費 

行政 

補助金 

民間 

助成金 
行政委託 自主事業 その他 

5189.9 万円 

（100%） 

会費（3.8%） 

196.5 万円 

寄付（5.2%） 

268.2 万円 

409.7 万円 

（7.9%） 

外郭団体等

からを含む 

0（0%） 
3134.9 万円

（60.4%） 

1098.2 万円 

（21.2%） 

雑収入等 

16.7 万円 

（0.3%） 

 

 

（５）ネットワーク：基盤としての市社協ボラセン 

   宝塚 NPO センターの発展過程を見た時、社協併設のボランティア活動センターの活動が

基盤にあることが大きな意味を持っている。第一に、事務局長である森綾子氏は、震災以

前から、ボランティア活動支援センターのボランティア・コーディネーターを 11 年間続け

てきたが、そこでのボランティア・コーディネーション技術の蓄積や地域におけるネット

ワークの拡大が、その後の中間支援組織業務を展開する上で重要な土台になっていること

がうかがわれる。 

たとえば、宝塚NPOセンターは、まちづくり協議会等、既存の地域集団とも良好な関係を

形成しているが、これは、ボランティア活動センターの頃から、地域のボランティア活動

支援を通じて、相互に顔が見える関係が構築されてきているからこそ可能なことだと言え

るだろう。第二に、社協は、宝塚NPOセンターに場所を提供しており、宝塚NPOセンターは、

元々ボランティア活動センターのあった、宝塚市ボランティア活動センターソリオコーナ

ーを管理費のみで利用している。この施設は、普通に賃貸契約を結ぶのであれば、月に 30

万程度の賃料が発生する物件であり、ここを賃料なしで借りることができることは、宝塚

NPOセンターにとって重要な経営基盤となっている７。 

 

（６）行政との関係 

また、宝塚 NPO センターは、行政、とりわけ宝塚市との良好な連携関係を作り上げてき

たという点でも興味深い。例えば、宝塚 NPO センターは、設立の次年度から 3 年間連続し

て、宝塚市の「市民活動促進支援事業」補助金（年に約 1,000 万円）を得ており、その後

も、「市民活動促進支援事業」を委託事業として受託してきた（2005 年度は、年に約 810

万円）。こうした補助金や委託事業は、宝塚 NPO センターの事業目的とも合致しており、宝

塚 NPO センターが、その支援事業を発展させていく上で、重要な基盤となってきた。そし

て、宝塚市には、前市長を含め、宝塚 NPO センターを理解してくれる幹部職員がかなり存

在しており、宝塚 NPO センターは、宝塚市で唯一の NPO 中間支援組織として、ある種「公

認」された組織としての地位を築いてきたと言えるだろう。 

こうした宝塚市と宝塚 NPO センターとの関係は、どのようにして構築されてきたのだろ

うか。やはり、ここでも、宝塚 NPO センターが、震災以前から地域に根差して継続的に活

動してきた社協併設のボランティア活動センターを基盤として成立していることが大きい

３．地域密着型中間支援組織の事例１：宝塚 NPO センター 
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だろう。実際、ボランティア活動センターでは、従来、市職員のボランティア活動も支援

してきたため、市職員との顔の見える関係が作られていたのである。そして、同時に、阪

神淡路大震災後の被災者の支援活動において、市とボランティア・センターの間で、言わ

ば「同志」的な関係が構築されてきたことも一つの要因と言えるだろう。また、こうした

中間支援組織と行政の間の良好な連携関係の背後には、宝塚市が、都道府県や政令指定市

等と異なり、それほど大きくない規模の自治体であるという条件も働いているように思わ

れる。いずれにせよ、宝塚 NPO センターは、社協や宝塚市から、かなり多くの支援を得て

おり、そのことが、一般的な NPO の中間支援組織と比較すると資源調達上の有利な条件に

なっており、その結果、自らの経営基盤を確保するために何らかの事業展開を行わずに、

NPO 支援事業に集中してくことが可能な状況を作り出していると言えるだろう。 
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４．地域密着型中間支援組織の事例２：コミュニティ・サポー

トセンター神戸（CS 神戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）設立経緯 

コミュニティ･サポートセンター神戸（以下、CS 神戸）は、阪神淡路大震災後、神戸市

東灘区で被災者への災害救援活動やコミュニティ形成を行ってきた東灘地域助け合いネッ

トワークを母体に、1996 年 10 月に発足し、1999 年に NPO 法人として法人格を取得した中

間支援組織である。CS 神戸の設立には、それまで東灘・地域助け合いネットワークで行わ

れてきたケア中心の活動（サービス･アプローチ）に対して、リーダーの中村順子氏等が、

むしろ被災者の自立やエンパワーメントを支援する必要性を認識するようになったことが

重要な契機となっている。 

また、中村順子氏は、1995 年 12 月、笹川平和財団の助成を受けた市民活動地域支援シ

ステム研究会の調査員として、イギリスのボランタリー組織の中間支援組織を訪問してお

り、そこで、中間支援組織が、地域の小規模グループの立ち上げや経営を支えていること

に感銘を受けたことも、CS神戸設立の一つの要因になっていると言えるだろう。加えて、

CS神戸は、その立ち上げと同時に、阪神･淡路コミュニティ基金から 3年間で 3,620 万円の

助成を得ており、これが非常に大きな追い風となったと言えるだろう８。 

 

（２）主たる事業内容 

CS 神戸では、地域に固有のニーズとシーズ（地域資源）を掘り起こし、それらを結び付

けて多種多様な小規模コミュニティ・ビジネスを立ち上げ、活性化することで、被災者の

エンパワーメントと同時に、地域コミュニティの活性化を図ってきた。こうした CS 神戸の

展開してきた事業は膨大であるが、大きく分ければ、中間支援組織としての支援事業と CS

 〔第１回〕 

日 時：2006 年 10 月 27 日（金）９時 30 分～11 時 30 分 

場 所：CS 神戸事務所内 

応対者：中村順子氏（理事長） 

〔第２回〕 

日 時：2007 年１月 29 日（月）15 時～18 時 

場 所：CS 神戸 

応対者：国枝哲男氏（事業本部長） 

村上義弘氏（生きがいしごとサポートセンター神戸東「ワラビー」 

センター長） 
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神戸本体が行う直轄事業がある。 

前者の支援事業に関して、CS神戸では、2006年までに86団体の支援を行ってきている９。

支援の中身としては、拠点支援（活動場所、事務所の提供）や資金助成（1 団体年間 高

50 万円まで）に加え、かなり密着した形で、事業計画や組織運営に関わる様々なコンサル

テーションを行ってきた。例えば、伝票の書き方といったことから会計を指導したり、グ

ループ内で問題が生じた時の仲裁役のようなことまできめ細かい支援を行ってきたという

（支援団体の地理的分布としては、図Ⅱ-2 を参照）。 

 

図Ⅱ-2 支援団体の分布（2006 年度現在） 

 

 

また、直轄事業とは、CS 神戸が直接行う事業であり、支援事業の原資を生み出し、CS

神戸本体が財政的に自立するために必要な事業と言えるだろう。内容的には、やはりコミ

ュニティ・ビジネスやまちづくりをテーマとした調査・研修・相談事業が主であり、行政

並びに外郭団体からの受託事業も多い。例えば、委託事業としては、兵庫県から受託して

いる生きがいしごとサポートセンター神戸東、指定管理者制度に基づく施設管理として、

東灘区民センター小ホールの管理運営、JR 住吉駅前自転車駐輪場管理運営業務などが挙げ

られる。 

また、自主事業としては、介護保険事業と介護保険枠外事業を結び付けた「トータル・

ケア・システム」を全労災の協力を受けながら構築しており、その窓口として、神戸東部

NPO サービスセンターを担っている。その他にも、市民による太陽光発電所の設立やコミ

ュニティ・バスの運行（くるくるプロジェクト）等、様々なまちづくりに関わる事業を展
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開してきた。CS 神戸は、こうした多様な直轄事業を展開しながら、そこに数多くの支援グ

ループや小規模 NPO を巻き込むことで、彼等に仕事を回し、成長の機会を提供してきたと

言えるだろう。 

 

（３）組織構成 

CS 神戸の組織は、法人本部と事業本部に分かれている。法人本部では、主として中間支

援組織としての支援事業と法人業務を行っており、事業本部では、事業性の高い直轄事業

を主として管轄している。なお、事業本部長である国枝哲夫氏は、アパレル企業のワール

ドを早期退職して CS 神戸に転職しており、また、生きがいしごとサポートセンター神戸東

のセンター長である村上義弘氏も KUMON グループから CS 神戸に転職している。CS 神戸が

コミュニティ・ビジネスを支援する際には、こうした企業で働いてきた人々のノウハウも

重要な基盤となっているように思われる。 

 

表Ⅱ-4 CS 神戸の組織構成（2005 年度事業報告書より） 

会員数 有給スタッフ ボランティア 理事人数 

正会員 17 人、賛助会員

（団体を含む）213 人 

フル・タイム 9人、パー

ト・タイム 29 人 

約 100 人、約 10 人（起業

研究員＋駐在研修を含

む) 

7 人（構成は、事務局 2、

企業 1、NPO 関係者 2、学

識者 2） 

 

（４）財政構成 

CS 神戸の財政規模は、2000 年から継続して 1億円以上となっているが、やはり、財源構

成上、 も大きいのは、行政や外郭団体からの委託事業である。CS 神戸は、1997 年 10 月

に、兵庫県勤労福祉協会（兵庫県の外郭団体）から震災被災者の就労事業として「さわや

か街角再生支援事業」を受託して以来、数多くの委託事業を受託してきた。しかし、宝塚

NPO センターの場合と同様、2006 年度以降、兵庫県の生きがいしごとサポート・センター

事業が補助事業に変更され、減額されたことは、不安要因の一つと言えるだろう。 

 

表Ⅱ-5 CS 神戸の財政構成（2005 年度決算報告書より） 

財政規模 
寄付金 

会費 

行政補助金 

民間助成金 
行政委託 自主事業 その他 

2005 年度 

1 億 1200 万円 
219.8 万円 

1.9% 

662.6 万円 

5.9%１０
  

7,964.5 万円 

70.6%１１

1,639.7 万円 

14.5% 

797.7 万円 

7.1% 

 

（５）ネットワーク：地域内外の幅広いネットワークの存在 

CS 神戸のネットワークについて検討して見えてくることは、第一に、地域の外側と内側

の双方に極めて豊富なネットワークが形成されていることである。まず、地域外のネット

ワークとしては、さわやか福祉財団、長寿社会文化協会（WAC）、生活クラブ生協神奈川、
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全労災、連合等とのネットワークを挙げることができる。震災直後、CS 神戸の母体である

東灘地域助け合いネットワークが立ち上がり、活動を展開していった際には、これらの団

体が、場所や人材、それに資金面で非常に大きな支援を行った。現在でも、これら諸団体

とのネットワークは機能しており、たとえば、トータル・ケア・システム事業では、全労

災が職員を CS 神戸に派遣して共同で事業を展開している。こうした地域外部の団体とのネ

ットワークは、理事長である中村順子氏が、震災以前に神戸ライフケア協会で仕事をして

いた時から培われてきたものだという。 

一方で、CS 神戸は、地域において、地元企業や商店街（御影旨水館、甲南商店街）、医

師会、社会福祉協議会、民生委員、町内会・財産区（東灘区の復興公営住宅の自治会、魚

埼財産区）とも非常に豊かなネットワークを形成している。震災後の神戸で活躍した NPO

／NGO の中には、外部から神戸に入り、地元地域との関係が構築できないものも多かった

が、CS 神戸の場合、リーダーが地元の人材であり、神戸ライフケア協会での活動を通じて、

社協や医師会等とのつながりを持っていたことが大きかったように思われる。 

第二に、CS 神戸では企業とのつながりも豊富である。そもそも、中村順子氏は、元々広

告代理店や商社でも勤務経験があり、前述のように、ワールドや KUMON に勤めていた人々

がメンバーとして活躍している。また、神戸ベビーは、社長の荒巻氏が CS 神戸の理事を務

め、事務所用地を格安で貸与してきた。かつて社会福祉協議会から受託していた神戸ふれ

あい工房事業でも、㈱ワールドやハンド・イン・ハンドといった地元の企業や商店をアド

バイザリー・ボードに巻き込み、店舗作りや商品開発について様々なノウハウの提供を受

けている。加えて、甲南本通り商店街からは、コミュニティ・ビジネスの共同事務所建設

のために、商店街の中の空き地を極めて安く貸与させてもらい、コミュニティ・ビジネス

の拠点を整備することが可能となった。以上のような企業とのネットワーク、或いは、企

業関係者の登用は、コミュニティ・ビジネスのサポートという点で極めて重要な基盤とな

っていると言ってよいだろう。 

 

（６）行政との関係：委託事業から発生する課題と「協働協定

書」の試み 
   前述のように、CS 神戸は、財政的に行政（或いは、行政の外郭団体）からの委託事業へ

の依存度が高い。しかし、生きがいしごとサポートセンター事業に代表されるように、か

つては震災復興基金を財源として、比較的に自由度の高い事業運営が可能であったものが、

震災復興基金の終了と共に、一般財源からの委託や補助へと変化し、委託（補助）金額が

減額されたり、かなり縛りの多い事業運営の仕方が強制されるようになってきている。こ

うした中で、NPO の行う事業に対する評価のあり方や、事業委託の際の NPO と行政の対等

性をいかにして確保するかといったことが重要な課題として浮上してきている。 

たとえば、生きがいサポートセンター事業では、行政サイドの評価は、就業者数や起業

数といった経済効果の数量的把握に偏る傾向があるが、CS 神戸では、むしろ、利用者の満

足度や一般的な仕事以前の有償ボランティアへの参加も「生きがい仕事」の促進という意
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４．地域密着型中間支援組織の事例２：コミュニティ・サポートセンター神戸（CS 神戸） 
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味では、極めて重要な要素であると考えており、事業評価に対しての齟齬が生じている。

こうした課題を受けて、現在、兵庫県と NPO の間で、協働事業における評価項目を考える

委員会が発足している（兵庫ボランタリー・プラザが事務局）。 

また、CS 神戸は、行政からの委託事業の際に、NPO と行政との対等性を確保するために、

「協働協定書」を締結する試みを行っている。例えば、神戸市からの「こうべ NPO データ

マップ事業」や兵庫県社協からの「マッチング・マーケット事業」の受託の際には、協働

協定書を交わしており、委託契約を結ぶ際に、対等性の確保、役割分担や責任の所在とい

ったことを明確にしておくように努めてきた。CS 神戸では、こうした協働協定書を、全て

の委託事業に拡大していきたいと考えている。  

 

 

 

 



Ⅱ．NPO の地域密着型中間支援組織 

 

５．２つの事例から見えてきた地域密着型中間支援組織の特色

と課題（特に行政との関係において） 

上述した二つの事例は、確かに、阪神淡路大震災という特殊な状況から成立しており、安易

に一般化することは難しいかもしれない。なぜなら、震災後、被災地のNPOには、阪神淡路コ

ミュニティ基金からの資金援助等、多くの資金が投下され、また、阪神淡路大震災自体が、多

くの企業や諸団体とNPOの間でネットワークを構築する重要な契機となったからである。しか

し、一方、震災後、10年以上の時が経過し、これらの団体ほど地域に根をおろして成長を続け

てきたNPOは少ない。その意味で、宝塚NPOセンターやCS神戸には、「被災地のNPOだったか

ら」といったことだけでは片付けられない要素が多分に備わっているように思われる。そこで、

以下では、二つの事例を通して浮かび上がってきた地域密着型中間支援組織の特色について幾

つかの論点を提示することにしたい。 

 

（１）NPOの事業化促進のプロセス：CS神戸におけるビジネス・

モデル 
第一に、CS神戸の事例説明でも触れたように、NPOの事業化を支援していく際、支援対象

団体を明確に設定した上で、場所や資金の支援も行いつつ、かなり現場のNPOに密着した、

コンサルティングを含む支援が展開されてきた。これは、NPO マネジメントの講座・研修の

みに重きを置く多くの中間支援組織とは異なる点である。但し、一方で、CS神戸では支援期

間を基本的に2年間と設定しており、支援されているNPOと CS神戸と関係が依存的関係にな

らないよう、「撤退のマネジメント」が重視されている点も興味深い。 

第二に、NPO による地域コミュニティでの事業展開を考えた時、地域に固有のニーズとシ

ーズ（地域資源、とりわけ人材）を発掘し結び付けていくことが重要になる。ニーズとシー

ズのマッチングがコミュニティ・ビジネスの種になるからである。CS神戸においては、行政

や外郭団体からの委託事業の獲得によって資金調達を行いつつ、そうしたコミュニティ・ビ

ジネスの種を豊富なソーシャル・キャピタルを基盤として成長させていくことが、NPO の事

業化を支援する際の一つのビジネス・モデルになっているように思われる。筆者は、かつて

2000年頃にもCS神戸のヒアリング調査を行っていたが、そこでは、以下のようなビジネス・

モデルを描き出すことができた。 

すなわち、CS神戸では、まず第一に、地域でのニーズやシーズを掘り起こす際に丹念な地

域調査やタウン・ミーティングが行われてきた。CS神戸が地域調査を重視する背景には、CS

神戸の主要メンバーが訪英し、英国の幾つかのボランタリー組織から、地域調査の手法（地

域住民のニーズを分節化して把握する仕方や地域の弱みと強みを調査してマッピングする手

法）を学んできた経験がある。そして、実際に、六甲アイランドの復興公営住宅や山の手の

斜面地である鴨子ヶ原などで、ヒアリング調査やタウン・ミーティング、更には地域の具体

的課題を解決するためのミニ講座などを丹念に重ねながら、住民ニーズと同時に、社会貢献
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意欲のあるキーパーソンを掘り起こし、彼等のグルーピングと人材育成を行ってきた。また、

地域におけるニーズとシーズを結び付け、相互扶助的な関係性を促進するために地域通貨な

ども積極的に利用している。 

第二に、以上のようにして発掘された地域固有のニーズとシーズを結び付け、コミュニテ

ィ・ビジネスを起業していく際に、CS神戸では、行政から事業委託を引き出し、加えて、地

元企業や商店街、医師会、民生委員、自治会、大学といった地域アクター、他の様々な分野

のNPOなど多くの地域アクターを共感的に巻き込み連携しながら様々な資源を動員すること

に成功している。特に、企業との連携はコミュニティ・ビジネスを起業していく際に重要な

意味を持っていると言えるだろう。例えば、神戸ふれあい工房では、アドバイザリー・ボー

ドを作って、㈱ワールドやハンド・イン・ハンドといった地元の企業や商店を巻き込み、店

舗作りや商品開発について様々なノウハウの提供を受けてきた。また、甲南本通り商店街か

らは、コミュニティ・ビジネスの共同事務所建設のために、商店街の中の空き地を極めて安

く貸与させてもらい、コミュニティ・ビジネスの拠点を整備することが可能となった。以上

の関係を図で示すと図Ⅱ-3のようになる。 

 

図Ⅱ-3 CS神戸におけるコミュニティ・ビジネス発展のビジネス・モデル 

 

５．２つの事例から見えてきた地域密着型中間支援組織の特色と課題（特に行政との関係において） 
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Ⅱ．NPO の地域密着型中間支援組織 

 

（２）中間支援組織にとって重要な基盤となるネットワーク 

以上のようなCS神戸におけるビジネス・モデルを見てもわかるように、基盤となっている

ネットワークがいかなるものかということが、中間支援組織にとっては極めて重要なポイン

トになる。例えば、①社会福祉協議会との強固なネットワークが基盤になっている場合は、

町内会・自治会といった既存地域集団との連携や行政との協働が行いやすく、②企業（企業

関係者）とのネットワークは、金銭的・物的支援のみならず、販路開拓や製品開発等、経営

ノウハウの提供という点で、NPO の事業化を支える重要な基盤となる。加えて、③地域外の

組織とのネットワークは、災害救援といった非常時や、地域社会が荒廃しており、地域資源

が乏しい状況にある場合は、大きな力となるだろう。 

こうした中間支援組織におけるネットワークを考えた場合、地域の様々なアクターを共感

的に巻き込んでいくリーダーシップの存在が重要な意味を持つ。神戸のNPO／NGOには優れた

女性リーダーが多く見られるが、彼女らは、基本的に、地域での生活者としての豊富な経験

を有すると同時に、何らかの職業経験を有しており、地域社会以外にも豊富な人的ネットワ

ークを有している場合が多い。CS 神戸の理事長である中村順子氏も例外ではない。彼女は、

企業での勤務の後、震災以前から高齢者福祉に携わるNPOで長年事務局業務を行ってきたが、

そうした経験の中で、地区の社会福祉協議会や医師会、民生委員、それに東京にあるさわや

か福祉財団や WAC（長寿社会文化協会）といった有力 NPO とのネットワークを築いてきた。

また、震災直後、日本全国から神戸での災害救援ボランティア活動が注目を受けていた時、

CS 神戸は WAC を通して連合ともネットワークを築き、かなり多額の資金支援を受けている。

こうしたリーダーの幅広い人的ネットワークは、CS神戸がコミュニティ・ビジネスを推進し

ていく上で極めて有効に機能している。 

しかし、ここで気をつける必要があるのは、リーダーが既存のネットワークを利用してい

るだけではなく、地域の様々なアクターと新たに信頼関係を築きコラボレーションを積極的

に作り出しているということである。その際、リーダーは、対面的な関係を構築した上で、

単なる支援を求めるのではなく、コラボレーションを行う際の双方にとってのメリットを提

示しながら、ある意味で互酬的な解釈枠組みを作り出している。すなわち、双方の強みと弱

み＝ニーズを明らかにし、双方の強みによって双方の弱みを補完する関係性を構築している

のである。このように、CS神戸のリーダーは組織間の対境担当者（boundary personnel）１２

として、様々な地域アクターと信頼関係を築き、コラボレーションを紡ぎ出すことにより、

まさにコラボレーティブ・リーダーシップを発揮していたと言えるだろう。 

 

（３）中間支援組織における資金調達のあり方 

初に書いたように、中間支援組織の支援対象となるNPOは、それ程支払い能力のある顧

客にはなりえない。しかも、コンサルティング・ネットワーキング・政策提言等の事業は、

NPO 支援や NPO セクターの振興上、非常に重要ではあっても収益が非常に出にくいものであ

る。こうしたことを考えた時、中間支援組織は、①その基盤に、社会福祉協議会・JC・生協
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等、資源源泉となるスポンサーを有しているか、そうでなければ、②自らの資金調達のため

に、何らかの支援事業以外の事業（まちづくりや福祉等）を直接展開することになるように

思われる。そして、社会福祉協議会や宝塚市とのつながりの深い宝塚NPOセンターは前者の

事例であり、CS神戸は後者の事例だと言えよう。 

しかし、後者のように、中間支援組織が、支援事業以外の事業、とりわけ行政からの委託

事業に参入する場合、現場のNPOと競争状況に陥り、却って、支援すべきNPOの促進を阻害

する危険性が生じかねない。こうした問題に対して、CS神戸の場合、行政からの委託事業へ

の依存が強い点は否めないが、前述のように、自らの直轄事業に、支援対象となる多くのNPO

を巻き込みながら、ジョイント・ベンチャー的な「ネットワーク型共同事業」として事業展

開を行っている点が興味深い。例えば、過去のオアシス・プランや現在のトータル・ケア・

システムでは、多くの支援団体が、事業ネットワークに含まれ、CS神戸が窓口として仕事を

回していく形を取っている。こうしたやり方は、コーディネーションの負担がCS神戸にかか

るものの、支援団体の成長を促進し、かつ、NPO 間の競合や敵対を避ける上でも一つの重要

な方向性なのではないかと思われる。 

 

（４）NPO 支援の果てにある「NPO の自立」とコミュニティ・

ディベロップメント 
ここまで論じてきたことからもわかるように、CS神戸や宝塚NPOセンターにおけるNPO支

援のあり方は、個々の NPO が単独で存立することを要請するものではない。そこでの「NPO

の自立」とは、むしろ、あくまでもネットワークの中での「共生」を基盤とした「自立」で

はないだろうか。この時のネットワークとは、信頼や共感をもとに協働を可能にするソーシ

ャル・キャピタル（社会関係資本）と言い換えても良いだろう。こうした豊富なソーシャル・

キャピタルの構築こそが、人的、或いは物的資源獲得の前提条件となり、NPO が事業体とし

て成長したり、コミュニティ・ビジネスを成功させるための も重要な基盤条件となるので

はないだろうか。 

また、CS神戸のように、豊富なソーシャル・キャピタルを基盤として、数多くの小規模な

事業型 NPO（コミュニティ・ビジネス）を生み出し、それらを地域社会で重層的にネットワ

ーキングしながら発展させていくあり方は、地域コミュニティの再生そのものにとっても極

めて重要な意味を持っているように思われる（CS神戸におけるコミュニティのビジョンを示

す図Ⅱ-4を参照）。 

そもそもコミュニティとは、単一の機能を目的とした機能集団とは異なり、人々の包括的

な生活そのものと結び付いた概念である。すなわち、地域コミュニティの基盤にある生活ニ

ーズは、行政の縦割り的な対応で常に充たされるようなものではなく、例えば、居住、食、

ケアといった様々なニーズが包括的に、しかも密接に結び付いた形で現れてくる。こうした

人々の生活（くらし）を地域コミュニティの再生によって支えていくためには、地域社会に

柔軟に対応できる小規模な事業型NPOが、重層的なネットワークを通じて、多様な機能を持

ち寄りながら、総体としてコミュニティを活性化していく方向性が望ましいように思われる。

５．２つの事例から見えてきた地域密着型中間支援組織の特色と課題（特に行政との関係において） 
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Ⅱ．NPO の地域密着型中間支援組織 

 

CS神戸の実践は、こうしたコミュニティ・ディベロップメントの一つの方向性を指し示すも

のとして重要な意味を持つと言えるのではないだろうか。 

 

図Ⅱ-4 CS神戸のコミュニティ・ビジョン 

 

 

（５）中間支援組織と行政との関係で生じているさまざまな課

題 
後に、以上で挙げた中間支援組織のあり方を可能にするために、考えるべき行政サイド

の課題について考えてみたい。今日、行政が、中間支援組織を促進したいと考える理由とし

ては、往々にして、以下のような動機が潜在しているように思われる。 

第一に、NPO 支援施設を運営する受け皿として中間支援組織が必要だということがある。

吉田忠彦が述べているように、自治体の横並び的な施策展開の中で、仙台市民活動サポート

センターをモデルとした公設民営型のNPO支援施設の設置が相次いだ。そうした中で、支援

施設を運営する中間支援組織が行政サイドのイニシアティブで作られるようなケースも生じ

ている。第二に、中間支援組織は、行政とNPOの間のブローカーとしての役割が求められて

いる。行政サイドでは、個々の現場のNPOについての情報が不足しており、それらを評価す

ることも困難な場合が多い。この際、中間支援組織は、行政とNPOの間の取引コストを削減
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し、事業委託や補助の円滑な実施を支援することが期待されているのではないだろうか。ま

た、第三に、現在の自治体の財政難という状況を背景に、中間支援組織に対しては、行政の

事業を「協働」という名目でアウトソーシング可能なNPOを育成する役割が求められている。

この場合、中間支援組織は、安定的なサービス供給が可能な事業型NPOを育成するために、

主として、NPOに対するマネジメント上の支援を行っていくことが期待されるだろう。 

しかし、こうした動機で、行政が中間支援組織を促進しようとすることは、結果的に、NPO

セクターの発展にとって望ましくない事態を招く危険性がある。中間支援組織を、NPO 政策

を実施しているというアリバイ作りのために行政のイニシアティブで作ったり、単なる施設

の管理運営主体として見たりするのではなく、むしろ、NPO という組織がどのような性質を

有し、行政がNPOと協働することで、どのような価値が生まれうるのかという点について深

く検討し、理解することが、行政と中間支援組織との関係を考える上での出発点になるよう

に思われる。そして、上記の二つの事例からは、具体的に、以下のような論点を指摘するこ

とができるだろう。 

 

① 中間支援組織の事業委託のあり方 

一つは、中間支援組織への委託事業のあり方である。中間支援組織が行政からの委託事

業に依存する傾向は、全国的なものであり、ある程度やむを得ないことであるが、その場

合、行政と中間支援組織の間で、一定の対等性を確保しうるような事業契約のあり方が必

要となる。すなわち、NPO である中間支援組織サイドのミッションに配慮した柔軟な仕様

書を作り、実際の事業費や管理費に見合った委託費を支出するといったことが求められる

だろう（英国では、フルコスト・リカバリーといった考え方が重視されるようになってき

ている）。実際、CS神戸では、神戸市や社会福祉協議会からの委託事業において、「協働契

約」という行政とNPO相互の役割分担を明確化し、対等性を重視した委託契約のあり方を

推進している。 

 

② 中間支援組織に対する評価のあり方 

    第二に、上記の論点とも密接に関わるが、NPO へ事業を委託する際に必ず生じる NPO の

事業評価の問題である。CS神戸の場合で言えば、生きがいしごとサポート・センターの委

託事業において、その成果をいかにして評価するかということで、行政サイドとCS神戸の

間で齟齬が生じてきた。すなわち、兵庫県サイドは、数量的に測定しうる就業者数や起業

数といったことにのみ注目するのに対して、CS神戸としては、どのような仕事を提供でき

たのか、生きがいに結びつく仕事や活動に結びつけることができたのかという質的要素も

重視すべきだと主張しているのである。こうした質的要素を取り入れた評価基準をどのよ

うにして作りだすことができるのかということは、NPO による事業の本来的な長所（当事

者や地域コミュニティへの近さ、市民参加や利用者参加の促進、政策提言等）を生かすた

めにも、重要な検討課題である。 

５．２つの事例から見えてきた地域密着型中間支援組織の特色と課題（特に行政との関係において） 
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③ ネットワーキングの促進 

第三に、NPO同士、或いは、NPOと企業や既存地域集団の連携を促進するような補助金や

委託事業のあり方が検討される必要があるだろう。例えば、英国では、SRB（地域再生一括

補助金）や近隣地域再生資金（NRF）のように、多くの補助金が、NPO 単体ではなく、NPO

と自治体や企業によって形成されるパートナーシップに対して投下されてきた。日本では、

こうしたパートナーシップ対象の補助金制度は、あまり見られない。しかし、こうしたパ

ートナーシップ対象の補助金は、NPO の本来的な強みであるネットワーキングを促進して

いく上でも重要であり、中間支援組織を軸としたコミュニティ・オーガナイジングを支援

していく上でも意味があるように思われる。 

 

   いずれにしろ、今日、全世界的に行政とNPOのパートナーシップが強調され、従来、行政

が行ってきた事業がNPOに委託される傾向が強くなっている。しかし、その際に、「市場化テ

スト」に代表される市場主義イデオロギーを安直に導入することは、NPO セクターの発展に

とって望ましいことではないと同時に、質の高い公共サービスの提供といった視点からも問

題がある。なぜなら、一般的には、市場競争が行われることで、効率的な資源配分が行われ

るとされるが、そもそも、NPO が活動する領域は、「市場の失敗」が生じている場合が多い。

そして、市場競争の激化は、NPO の強みであるネットワークやネットワークを基盤としたシ

ナジーや多様な要素が結びついているがゆえの付加価値を喪失させてしまう危険性がある。

その結果として、市場競争による効率性を追求することが、逆に、非効率を生みだすパラド

ックスが生じかねないのではないだろうか。 

   したがって、行政と中間支援組織の関係を考えていく際には、迂遠な道程であったとして

も、中間支援組織が、当該地域のNPOのみならず、企業やその他の地域集団と良好な関係性

を構築し（むろん、不透明な癒着や談合といった関係は避けなければならないが）、ローカル・

ガバナンスの中で、重要な役割を占めることができるように働きかけていくことが重要であ

るように思われる。 

 

   後に、以下では、補足的にボランティア・コーディネーションを中心的な事業上の柱と

している中間支援組織の事例について取り上げる。ここでの議論は、直接、これまでの議論

と関係しているものではない。しかし、NPO の中間支援組織が、コミュニティ・ディベロッ

プメントを行う際には、フォーマルな組織化や事業化の支援だけではなく、インフォーマル

なレベルでのボランティアの促進も重要な意味を持つはずである。したがって、ここでは、

練馬ボランティア・市民活動センターと大阪ボランティア協会の事例を元に、ボランティア・

センターとしての中間支援組織の特徴や課題について触れておくことにしたい。 

 

 

 



 

６．ボランティアセンター系の事例１：練馬区社会福祉協議会 
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６．ボランティアセンター系の事例１：練馬区社会福祉協議会

ボランティア・市民活動センター（練馬区社協併設） 

 
 
 
 
 
 
 

（１）設立経緯 

練馬区社会福祉協議会ボランティア・市民活動センターは、1979年、練馬区社会福祉協議

会がボランティア活動推進を行うために、「練馬ボランティアコーナー」という名称で設立さ

れた。発足当時は、臨時職員1名だけの態勢だったが、1986年からボランティア基金を積み

立て（ 終的に 1 億 8 千万円１３）、また、厚生省の「福祉のボランティアのまちづくり事業

（ボラントピア事業）」の指定地域になったことで、徐々に事業も拡大していった。1987 年

には名称を練馬ボランティアセンターに変更し、1989年には、光が丘ボランティア・コーナ

ーを設置している（その後、大泉・関町にもボランティア・コーナーを設置）。そして、1993

年には、組織態勢も、常勤職員5名にまで拡大した。 

その後、1998年にNPO法が施行されると、支援してきた団体でNPO法人化するものが増え

てきたこともあり、長期構想に、NPO支援を打ち出すようになる。そして、名称を、「練馬ボ

ランティア・市民活動支援センター」に再度変更し、2006 年からは、練馬区から、「練馬区

NPO 活動支援センター事業」を受託して、主として相談事業を担いながら、練馬区における

NPOの中間支援組織として活動している。 

 

（２）主たる事業内容 

練馬ボランティア・市民活動センターは、NPO に関する啓発的な研修や、ボランティアや

市民活動に関する情報提供も行っているが、その も重要な事業は、本部、並びに、光が丘・

大泉・関町の各ボランティア・市民活動コーナーで行われている相談事業である。 

練馬ボランティア・市民活動センター、この相談事業において、ボランティア活動をした

い人々とボランティアの応援を必要としているニーズを結び付け、地域でのコーディネーシ

ョンの経験を蓄積してきた。 

近年、ボランティア活動への参加ニーズも、複雑化しており、精神障害者や発達障害者で

ボランティア活動への参加を望む人々も多くなってきている。彼等は、ボランティア活動に

参加することで（他者から「ありがとう」と言われることなどを通じて）、人との交流を望ん

いる場合が多いようであり、すぐさまボランティアとして現場に送り込むことはできないの

で、落ち着いて他者とコミュニケーションが取れるようにサポートし、ふさわしい紹介先を

 日 時：2006年 11月 14日（火）15時～17時 

場 所：練馬区社会福祉協議会会議室 

応対者：唐木氏（ボランティア・コーディネーター） 



Ⅱ．NPO の地域密着型中間支援組織 

 

吟味する必要がある。 

 

図Ⅱ-5 練馬ボランティアセンターにおけるボランティア相談援助体制 

 

 

こうした中、今までにも増して、丁寧なプロセスを踏んで、相談事業を展開することが必

要になっており、そのため、練馬ボランティア・市民活動センターでは、わざと今まであっ

た登録制度を廃止し、相談者が訪れた際に、その場で、丁寧に相談者の参加ニーズを聴き出

し、情報を提示し、マッチングのプロセスを進めていく工夫を行っているという。 

ちなみに、練馬区では、現在、NPO法人が170団体ほど生まれており、福祉分野が60%、環

境系の団体なども比較的多い。一方、事業型で専従スタッフを雇用し、事務所を備えている

NPO の数は少ないという。そして、ボランティア募集やボランティア保険に関する相談、貸

し会議室の利用といったことで、練馬ボランティア・市民活動センターを訪れ、つながりが

生まれてくるケースが多いらしい。近年では、従来から多い資金調達に関する相談と同時に、

NPO におけるリーダーの世代交代の時期になっていることもあって、理事会や理事の役割に

ついての相談も多くなっている。 

 

（３）ボランティア・コーディネーションとコミュニティ・ワーク 

練馬ボランティア・市民活動センターの強みは、相談事業をベースに、継続的にボランテ

ィア・コーディネーションを行いながら、地域で具体的なテーマを元に、顔の見える関係作

りを行ってきたことにある。すなわち、相談事業で地域のニーズを掘り起こしながら、それ

を基盤として、集団形成をサポートし、同じテーマで活動している諸団体の横のネットワー
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ク作りを行ってきたのであり１４、正に、ボランティア・コーディネーションとコミュニティ・

ワークの循環的関係を構築してきたと言えるだろう。こうした長年の実績が存在するので、

練馬ボランティア・市民活動センターでは、地域の豊富な人材を具体的に把握しており、顔

の見える信頼関係を作り上げてきた。そういった意味で、後述する練馬区による委託事業で

ある「練馬区NPO活動支援センター」が、ある種バーチャルなサポート・センターを目指して

いるのとは、きわめて対照的である。 

 

図Ⅱ-6 練馬ボランティアセンターにおける相談援助の流れ 

 

（４）練馬区NPO活動支援センター事業の問題点 

練馬ボランティア・市民活動センターは、練馬区の「NPO活動支援センター事業」を受託し

ているが、この委託は、かなり多くの問題を孕んでいる。まず第一に、センターとしての場

所がなく、バーチャルのNPO支援センターを、相互に密接な事業展開を行ってきたわけでもな

いバラバラの六つの団体が事業を受託しているということである１５。それゆえ、市民が、ど

こに相談をすべきなのかもわかりにくく、人材育成と相談事業等、本来、密接な関わりあい

を持って行われるべき事業がバラバラになされているという。また、第二に、委託費自体も、

実績でなく定額となっており、相談事業を行う団体は1団体半期67万円と非常に低い額とな

っている。その他の事業も、半期一律126万円で、広報誌も研修企画も全て同じ額で設定さ

れており、行政サイドが、委託事業の積算根拠をほとんど考えていないということを推測さ

せるという。 
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７．ボランティアセンター系の事例２：大阪ボランティア協会 

 
 
 
 
 
 
 
 

（１）設立経緯 

大阪ボランティア協会は、1963年に大阪府内に散在しているボランティア・グループ「月

例会」の活動に端を発する。この月例会の中で「ボランティア協会」創設の機運が高まり、

1964 年、（財）日本生命済生会が「ボランティアグループ対象特別講習会」を開催したのを

機に月例会の事務局を日生済生会に移し、翌年任意団体として発足させた。 

1965年の設立と同時に、日本で 初のボランティア講座を開催し、事務所はボランティア

グループやNPOに開放した。また、66年には情報誌『月刊ボランティア』を創刊し、活動理

念の普及を図った。 

設立４年後の1969年に社会法人の認可を得、大阪府、大阪市からの補助も受けるようにな

った。70 年から事業運営への市民参加方式として「参加システム」が導入された。これは、

講座、機関誌編集などの事業ごとに「チーム」、「委員会」と名づけられた「協会事業を推進

するボランティアグループ」を組織するもので、苦しい財政難に対応するものでもあった。

これにより、ボランティアと事務局有給スタッフにより協働で協会を運営するシステムをつ

くりだした。 

その後、1976年に日本で初めて市民活動推進の専門職養成をめざした「ボランティアコー

ディネータ講座」を開講、81年に『ボランティア＝参加する福祉』を皮切りとする出版活動

の開始、84年に短期体験プログラム「サマーボランティア計画」の開催、91年に企業とNPO

とのパートナーシップづくりを進める「企業市民活動推進センター」の創設など、新規事業

に取組んでいった。 

こうした実績が認められ、1993年に社会福祉法人への組織変更が認可され、協会の取組む

事業への寄付金に対して所得税、法人税の控除が適用されるようになった。94年にはパソコ

ンを活用したボランティア情報検索システムをいち早く開発した。 

1995年１月の阪神・淡路大震災では、企業や全国の関係者とのネットワークを生かし、被

災地に一般市民公開型の震災ボランティアセンター「被災地の人々を応援する市民の会」を

結成し、延べ21,000人のボランティアと4,800件を超えるニーズをコーディネートした。 

震災を契機に市民活動への関心が高まるようになったことを受け、1996年にNPOの活動基

盤整備をめざす「日本NPOセンター」創設に関わり、役員を派遣した。99年には協会内にも

「NPO推進センター」を解説し、2000年度からは大阪府からの受託事業として府内のNPOの

 日 時：2007年３月27日（火）15時～17時 30分 

場 所：大阪NPOプラザ会議室 

応対者：水谷綾氏（事務局主幹） 

岡村こず恵氏（事務局職員） 



 

経理・IT等の実務経験者コンサルタントとして関わる事業も開始した。01年には個人の活動

を支援する「市民エンパワメントセンター」を創設、02に市民活動拠点「大阪NPOプラザ」

の管理団体を受託するとともに市民事業の起業支援を目的とする「コミュニティビジネス創

出支援事業」を受託した。03 年には『月刊ボランティア』を改題して『Volo（ウォロ）』を

創刊した。また、05 年度には企業の社会的責任（CSR）を仲介する「関西 CSR フォーラム」

を発足させた。 

このように、時代の変化に応じて組織を変革・拡大させながら今日に至っている。 

 

（２）主たる事業 

   大阪ボランティア協会の事業は多岐にわたるが、事業の柱は、「市民エンパワメントセンタ

ー」、「NPO推進センター」、「企業市民活動推進センター」の３部門である。「市民エンパワメ

ントセンター」には、①ボランティア・コーディネーション事業、②市民学習事業、③グル

ープ活動支援事業、「NPO推進センター」には④NPO活動支援事業（地域コミュニティ・ビジ

ネス環境創出事業、地域ビューロー支援事業等を含む。）、⑤大阪NPOプラザ運営事業、「企業

市民活動推進センター」には⑥企業市民活動推進センター事業をそれぞれ有するほか、⑦情

報提供・出版・市民シンクタンク事業、⑧国内外ネットワーク事業をあわせ、８つの事業を

推進している。 

   これらの中で、主な事業をみてみる。 

まず、ボランティア・コーディネーション事業は、社協に先駆けて取り組んでおり、組織

の象徴的事業である。市社協よりも歴史が古いことから、大阪市から事業を受託している。

コーディネーターは、市民エンパワメントセンター部門に２人、NPO 推進センター部門に２

人、企業市民活動推進センター部門に１人配置している。必要に応じて家庭訪問を行うなど、

個別相談ケースを重視している。個人の相談については個々に対応し、組織が持つネットワ

ークにつなぎながら問題解決を図っている。2005年度には463件の個別相談を行った。 

ボランティアをしたい・応援を求める等の一般的な相談までを含めると、2005年度では延

べ件数で14,504件になる。 

   

表Ⅱ-6 2005年度の３センターでの相談対応件数（カッコ内は昨年度の実績） 
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   次に、NPO 活動支援事業のうち、コミュニティ・ビジネス創出支援事業については、もと

もと有志で自主的な研究会を立ち上げ、２年程度勉強会を行い2000年度から事業化支援を行

うようになった。その後2002年度に大阪府からコミュニティ・ビジネス事業を受託してから

は、受託事業の取組がメインになっている。当初は緊急雇用創出事業で100万円の助成を受

けた。現在、地域創造ビジネス推進事業により、起業に対する「相談・経営サポート」、「情

報提供（ニューズレター、web）」、「助成」、「交流（啓発）・イベント」を行っている。府の支

援事業では選考委員会の事務局を行っており、応募のあった団体から７団体を選び、事業支

援を行っている。 

   支援に当たっては、通常は問題があった場合などに相談に応じる形をとり、手取り足取り

ではない。電話相談が中心で、年間217件の電話相談、84件の面談を行っている。具体的な

サポートについては CB アドバイザーについてもらっている。CB アドバイザーはコミュニテ

ィ・ビジネスに理解のある中小企業診断士などに委嘱している。１回2.4万円で、中小企業

診断士への相談と同じ形式である。 

   企業市民活動推進センター事業については、市民活動団体と企業との窓口的な役割を果た

している。市民活動団体にとっては、事業化を検討する際のコンサルタント的な意味を持つ

とともに、助成事業の情報を得る場になっている。また、企業に対しては、非営利活動やNPO

のネットワークを生かすことで得られる情報を提供することで、メリットを感じられるよう

に努めている。現在のところ、主体的にPRしているわけではないが、研修プログラムの実施

などの問い合わせは増えつつある。 

 

（３）組織構成 

   協会業務を担う有給・無給のスタッフを「アソシエーター」と呼び、職員とボランティア

との対等性を重視していることが特徴である。ボランティア・スタッフが数の上では圧倒的

に多い。 

 

表Ⅱ-7 大阪ボランティア協会の組織構成（2005年度事業報告より） 

会員数 有給スタッフ ボランティア 理事人数 

個人会員704人、団体

賛助会員（企業）68社、

団体賛助会員（非営

利）12団体 

常勤職員 17 人、非常

勤職員 14 人（正職員

８人、嘱託職員10人、

アルバイト 11 人、出

向者２人） 

スタッフ約150人 

18人（構成は、事務局

2、学識者3、企業４、

NPO・社福法人７、労組

１、行政１） 

 

（４）財源構成 

   会費・寄付の割合を一定程度確保するよう努めている。ただし、事業委託収入を避けてい

るわけではなく、協会にとって必要な事業であるかを見極めつつ受託するようにしている。

ここ数年で、高齢化や不況により会員数や寄付金が減少傾向にあるが、さまざまなところか
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ら収入を確保しており、財源構成のバランスがとれている。 

 

表Ⅱ-8 大阪ボランティア協会の財源構成（2005年度決算報告より） 

総収入 
寄付金 

会費 

行政 

補助金 

民間 

助成金 
受託事業 自主事業 その他 

108,632,719 

（100%） 

会費 

（10.1%） 

11,006,500 

寄付（3.9%） 

4,206,455 

1,820,000 

（1.7%） 

10,883,199

(10.0%） 

行 政

(11.1%) 

12,100,501

民間その他

（19.4%） 

21,047,674

10,210,780 

（9.4%） 

雑収入等 

37,357,610

（34.3%） 

 

注）2005年度一般会計決算 

 

（４）組織運営の特徴 

   組織運営については、事業部門ごとの定期的な運営会議で協議される。会議にはボランテ

ィア・スタッフが職員と対等の立場で参加できる。個々の発意を尊重するため、どうしても

事業が膨らむ傾向にあるが、その運営は発案者を中心とする個々のグループに委ねられてい

る。 

   重要な決定事項については、会員総会、創出会議、予算会議の三大会議で決められる。こ

のうち、創出会議と予算会議は年２回の合宿形式で行われ、次年度の事業計画やそれに伴う

予算配分などが決められる。この会議への参加も、ボランティア・スタッフと職員は対等の

立場である。事業を行いたい者が企画を提案し、「この指とまれ」方式で事業化が検討される。

納得いくまで徹底的に話しあって決められる。事業を廃止する場合も同様である。 

こうした意思決定手続に多大な労力をかけている。それは、ボランティア・スタッフと職

員の対等性を維持するためである。ボランティア・スタッフに対し、自らやりたい企画を自

らの責任でやれるよう配慮している。現場にいるボランティア・スタッフにとっては、職員

と情報の格差があることに不満を抱きがちであり、実際、職員が気を抜くと、意図していな

くてもアクセスできる情報に格差が生じ、それがボランティアのやる気をそぐ結果になって

しまうという。そのため、情報提供の機会や企画会議等への参加機会を意識的に確保するよ

う努めている。それが、ボランティア・スタッフと職員との対等性を重視する組織運営につ

ながっている。職員には大変な負荷がかかるが、民主的運営のコストとしてもっとも重視し

ている点だという（したがって、必ずしもボランティア・スタッフの確保＝安上がりの運営

ということにはならない。）。 

 

 

 

 

 

７．ボランティアセンター系の事例２：大阪ボランティア協会 
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Ⅱ．NPO の地域密着型中間支援組織 

 

図Ⅱ-7 大阪ボランティア協会組織図（2006年度） 

 
出所：大阪ボランティア協会2006年度事業計画 

（５）行政との関係 

   社協のボランティア・コーディネーションのモデルになったということもあり、主力事業

であるボランティア・コーディネーション事業は事業創設当初から大阪市の受託事業として

展開している。また、コミュニティ・ビジネス関係の事業を大阪府から受託している。現在

では、この２本が行政からの主要な受託事業である。このほかに、協働事業の調査や講師派

遣・研修事業などを市町村から受託している。受託事業については、今のところ、協会側か
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７．ボランティアセンター系の事例２：大阪ボランティア協会 
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ら積極的に働き掛けているわけではなく、打診があった案件の中から検討して受託している

状況である。財源上のバランスも重視している。収入総額の３分の１に抑える方針がある。 

協働事業については、協会が行政とタイアップすべきと考える事業については受託するよ

うにしている。たとえば、大阪府の協働事業調査では、協会の協働事業の調査とタイアップ

できると判断し、府の協働事業を評価する仕組みをつくった。 

 

（６）今後の課題 

個々のスタッフが自主的に提案したものを事業化する方式なので、事業が同時並行的に進

んでしまう。個々のチームごとの調整に労力を費やしている。また、ボランティア・スタッ

フを組織運営上重視しており、多くの活躍の機会が提供されるが、実際には仕事を持つなど

活動の軸足が別のところにあり、物理的な制約を抱えている。このため、事務局は必ずしな

ければならない仕事を優先的にこなすようにしているが、こうした仕事の分担についての調

整にも労力がかかっている。また、業務上のニーズにマッチするボランティアをリクルート

することにも神経を使っている。たとえば、機関誌voloの専従スタッフは３人のみで、あと

はボランティア・スタッフが担っており、編集ボランティアもそうした作業を得意とするボ

ランティア・スタッフの手に委ねている。組織運営については、事業部門ごとの定期的な運

営会議で協議される。会議にはボランティア・スタッフが職員と対等の立場で参加できる。

個々の発意を尊重するため、どうしても事業が膨らむ傾向にあるが、その運営は発案者を中

心とする個々のグループに委ねられている。 

こうした組織運営は、非営利組織の「教科書」ともいえるが、その一方で、事業全体をマ

ネジメントすることを難しくしたり、縦割の取組を助長しがちである。こうした点にいかに

対応するかが今後の課題であるという。 

いずれにしても、協会はボランティア・スタッフに支えられた組織であり、それを組織の

アイデンティティと捉えている。この組織運営を維持するために、ボランティア・マネジメ

ントに長けた有給スタッフを要所に配置し、内部の民主的運営に多大なコストをかけ、人材

の育成を図っている。NPO の組織マネジメントをうたう書籍・論文の中には、ボランティア

に支えられた組織は未成熟であり、有給スタッフで固めるべきといった論調が一部でみられ

るが、大阪ボランティア協会の組織運営は、こうした「常識」を考えさせられる好事例であ

る。 

 

 

 

 

 



Ⅲ．地域自治組織 

 

Ⅲ．地域自治組織 

 

１．地方分権の潮流と地域自治組織 

近年、世界的な地方分権改革の流れにおいて、住民に身近なレベルにおいて自治の基盤

を促進させようとする動きが活発化しつつある。たとえば、オランダでは、アムステルダ

ム市とロッテルダム市において、市の議員を長とする行政区をそれぞれ 15 区、13 区設置

し、住民に身近なサービスを区が行っている（財団法人自治体国際化協会 2006：83～84）。

スウェーデンでは、基礎自治体（コミューン）の規模に関わらず、議会の附属機関として

地区委員会を設置できる。自治体独自の判断で運営できるため自治体によって違いはある

が、自治体内部に地区を設置し、行政サービスの大半は地区単位で提供される。地区委員

会委員は議会によって住民の中から選出されことが多い（小林 a2002）。また、イタリアで

は、人口３万以上の基礎自治体（コムーネ）は地区議会を置くことができ（10 万以上は必

置）、地区議会議員は住民の直接選挙により選出される。地区議会はまちづくりに関する意

見提案や行政計画に対する公聴等を行う権限を有する。地区には事務所が設置され、住民

密着型のサービスが提供される（小林 b2002）。 

日本では、高度経済成長期において、急激な都市化とそれに伴う生活様式の変化によっ

て地縁のコミュニティが崩壊の危機に直面したことへの対応策として、コミュニティ再生

の機運が生まれた。その大きな流れをつくったのが、1970 年代のコミュニティ施策である。 

1970 年に自治省（当時）によって展開されたコミュニティ施策（「コミュニティ（近隣

社会）における対策要綱」）やそれを受けた自治体の取組が各地で展開された。たとえば、

地区ごとにコミュニティセンターを建設し、その管理運営の方針を地域団体、ボランティ

ア団体、公募住民などで構成される協議会組織に委ねる方式である１６。それらは、地縁コ

ミュニティと拡大した市町村との間に、新しい自治組織を志向するものであったといえよ

う（西尾 2005：274）。その意味で、基礎自治体が合併によって規模を拡大したイギリスや

スウェーデンの事情とある種共通する動きといえる。コミュニティ施策は、ハコモノ行政

と揶揄され、その多くが地域に根づかなかったが、住民の主体的な活動を尊重し、住民自

身による合意形成の場をつくろうとした点で、新しい自治の基盤づくりを志向したもので

あったことには注目しておくべきであろう。 

そして、近年、地域自治組織への注目がにわかに高まっている。その理由として、第１

に、「平成の大合併」と呼ばれる大規模な市町村再編によって、もはや市町村は住民自治の

基層単位たり得なくなってしまったことである。市町村の平均人口・面積は、1999 年３月

末現在で 36,387 人、114.8km2だったものが、2007 年３月末現在で 66,119 人、205.8km2と

それぞれ 1.8 倍になった（総務省資料をもとに筆者算出。以下の数値も同様）。 

第２に、公共空間を行政以外の多様な主体で担うとする「新しい公共」概念が提起され

るようになり、その担い手として NPO などとともに期待されるようになったことである。 
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こうした地域自治組織への関心の高まりに呼応する形で、2004 年には地域自治区制度が

創設された。もっとも、地域自治区は制度創設から日が浅く、合併の障害除去の仕組みと

して機能させることが期待されたこともあり、幅広く活用されている状況にない。地域自

治区制度のいかなる活用が地域自治組織の活性化につながるのかは、なお熟考を要する。

そこで、以下では、地域自治区制度を手がかりにしながら、地域自治組織を活性化させる

ための課題について検討してみる。



Ⅲ．地域自治組織 

 

２．地域自治区・合併特例区制度の特徴 

（１）制度の３類型 

 2004年 5月の地方自治法及び合併特例法の改正により、地域自治区・合併特例区制度が創

設された。これは、第27次地方制度調査会答申における地域自治組織の構想、さらには同調

査会審議において西尾勝副会長より示されたいわゆる「西尾私案」の中で内部団体と仮称さ

れていた構想が制度化されたものでもある。制度創設の過程ではさまざまな構想が議論され

ていたが、結局次のような３つの形態になった。 

 第１は、地方自治法に規定される一般的な制度として設けられている地域自治区である。

これについては、合併の有無にかかわらず、市町村の判断で設置できる。法人格を有さず、

行政区画の一種とされる（松本2005：373）。 

第２は、合併特例法により、市町村合併に伴って設置される特例制度としての地域自治区

である。この場合も行政区画の一種であり、法人格を有さない点では一般的な制度としての

地域自治区と同じである。 

第３は、合併特例法により、市町村合併の特例制度として設置される合併特例区である。

これについては、地方自治法上の特別地方公共団体として法人格を有する。 

これらを比較したものが表１である。一般的な制度としての地域自治区は恒久的な組織と

して設置可能であるが、特例制度としての地域自治区は合併協議においてあらかじめ定めら

れた期間、合併特例区は５年以内の設置期間となっている。 
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表Ⅲ-1 地域自治区・合併特例区等の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：『市町村合併法定協議会マニュアル「基本編」』市町村の合併に関する研究会（総務省）、2006年９月、67～68頁。 



Ⅲ．地域自治組織 

 

（２）一般制度としての地域自治区 

 一般制度としての地域自治区は、市町村が「市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及

び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させる」（地方自治法第202条の４第１項）こ

とを目的として、当該市町村を一定の区域に分かち、その区域ごとに設けられる制度である。

すなわち、①市町村長の権限に属する事務の分掌、②地域住民の意見の反映、③地域住民か

ら反映された意見の処理が、地域自治区の基本的な機能である。 

 こうした機能を充足させるため、一般的な制度としての地域自治区は、①市町村が条例で

定める区域、②当該区域の中から選任された者によって構成される地域協議会、③当該区域

に設置される地域事務所を構成要素とする。 

① 地域自治区の区域 

地域自治区の区域については、市町村の判断で区画することができるが、市町村の全域

に設けられることが想定されている（久元・井上2004：101）。 

② 地域協議会 

地域協議会は、制度上市町村長の附属機関であり、市町村長が当該地域の住民から選任

する（任期4年以内）。その主たる権限は、第1に、地域自治区の事務所が処理する事務な

ど当該区域に関する市町村の事務や住民・団体の連携強化に関する事項に対する意見具申

権である。これには、市町村長からの諮問を受けた場合だけでなく、地域協議会が必要と

認めた場合を含む。 

第２に、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であって地域自治区の区域に係る

ものを決定又は変更しようとするときは、あらかじめ地域協議会の意見を聴くことが義務

づけられている（必要的諮問事項）。条例で定める重要事項とは、総務省の解説によれば、

区域内の公の施設の設置及び廃止、区域内の公の施設の管理のあり方、市町村が策定する

総合計画のうち当該区域に係る事項などが示されている。 

第３に、市町村長は、これら地域協議会の意見を勘案し、必要があると認めるときは、

適切な措置を講じることが義務づけられている。 

③ 事務所 

地域自治区の事務所は、大別すると、市町村長の権限に属する事務を分掌処理する役割

と、地域住民の意見を反映させつつ事務を処理する役割がある。前者は、支所・出張所と

同様の役割であり、事務所の長も市町村長が任命する事務吏員（行政職員）である。これ

に対し、後者は地域協議会に関する事務であり、地域協議会の意見を当該事務所の事務に

反映させたり、本庁と交渉したり、さらには、地域協議会で地域の事務と決めたことを執

行したりすることも事務所の役割になるという点で、従来の支所・出張所とは異なるとい

うことができよう。 

総務省の解説によれば、地域福祉（学童保育、福祉ボランティア活動支援等）、地域防災、
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地域防犯、地域内の環境保全（リサイクル、清掃等）、地域内道路・施設等の管理など幅広

い事務が示されている。 

 

（３）合併特例法に基づく地域自治区 

合併特例法に基づく地域自治区の特例は、合併市町村に対する特例であり、一般制度とし

ての地域自治区との違いは主に次の点である。 

第１に、合併市町村の一部の区域（１又は２以上の合併関係市町村の区域）を単位として

設置することが可能であること。 

第２に、合併協議により、期間を定めて、地域自治区の事務所の長に代えて特別職として

地域自治区を代表する区長（市町村長が選任）を置くことができること。 

第３に、住居表示に、旧市町村名や地域自治区の名称を用いることができること。 

 

（４）合併特例区 

合併特例法に基づく合併特例区は、市町村合併を行った場合に設置することができ、一般

制度としての地域自治区との 大の違いは特別地方公共団体として法人格を有すること（た

だし、設置期間は５年以下）である。それ以外の主な点は次のとおりである。 

第１に、１又は２以上の合併関係市町村の区域を単位として設置するものであること。 

第２に、合併特例区は特別職としての合併特例区を代表する区長（市町村長が選任）を置

くものとすること（職員は区長が市町村長の同意を得て任命）。 

第３に、予算等の重要事項を定めるときは、合併特例区協議会の同意を要すること。 

第４に、住居表示に、旧市町村名や地域自治区の名称を用いることができること。 

 

（５）設置の現状 

1999 年３月末から 2007 年３月末までの全合併市町村 594 市町村のうち、地域自治区又は

合併特例区を設けているのは59市町村とちょうど１割にとどまる。また、そのうち、地域自

治区の特例及び合併特例区を設けている市町村が44団体と全体の４分の３を占める。 

地域自治区又は合併特例区を設置した合併市町村をみてみると、①中山間地や離島などの

条件不利地域や地理的な隔たり等で一体化効果が高まりにくいような場合、②圏域の中心的

な都市が周辺の小規模町村を編入する場合、③関係市町村数が多い場合の３つのパターンに

分類できそうである。2007年３月末現在において、合併を伴わずに設置された例はない。こ

れまでのところ、一般制度としての地域自治区も含め、もっぱら合併の障害除去の手段とし

て活用されている。 

これは、地域自治区・合併特例区制度の創設が、2004年 5月と旧合併特例法が失効する直

前だったという事情があるが、現在のところ、積極的に活用しようとする動きは鈍い。ただ

し、市町村の中には、地域自治区制度によらず、市町村の条例を設置根拠として独自の地域

２．地域自治区・合併特例区制度の特徴 
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自治組織の仕組みをつくる動きもみられる１７。条例設置の組織の方が柔軟に対応できる強み

はある。たとえば、地域自治区を条例設置の組織と比較すると、①地域協議会の構成員を「地

域自治区の区域内に住所を有する者」としているため、当該区域で活躍していても区域外に

住所がある個人や団体を含めにくいこと１８、②地域自治区は当該市町村長がすべての区域に

設置することとされるため、住民の発意に基づく設置は認められないこと１９、③支所の区域

を分割して地域協議会を設けるというように、当該市町村の施設等の整備状況に応じた弾力

的な運用に支障が生じる可能性があることといった問題が考えられる。 

いずれにせよ、独自組織を設置する動きやコミュニティ施策として運用されている事例２０

までを含めれば、地域内分権類似の取組は全国で実施されているといえる。また、2007年３

月末現在において、全市町村1,804団体中１万人未満の市町村はなお495団体（27.4％）あ

るため、今後小規模町村を中心にさらなる合併が進むとすれば、地域自治区・合併特例区の

活用は、多少進む余地はあるかもしれない。 

 

（６）地域自治区の事務のイメージ 

地域自治区は、具体的にどのような事務を担い、事務所と地域協議会とはどのような役割

分担を図ることが想定できるだろうか。この点について、筆者は、かつて合併協議２１におい

て、合併関係市町村の職員とともに、合併後に設置される地域機関の役割を重視する立場２２

から、本庁と地域機関及び地域機関内部の行政組織と住民自治組織の事務分担に関するケー

ススタディを行った経験がある。このときの経験を踏まえると、地域福祉領域における地域

自治区が担う事務及び事務所と地域協議会の分担関係としては、概ね表２に示すものが想定

される２３。 

 

表Ⅲ-2 地域自治区の事務のイメージ 

委託等の方針・監査 公民館・集会所、コミュニティセンター等の管理

委託等に必要な委託金、補助・負担金の交付 公園管理

生涯学習講座などの運営

児童館の運営

財政または事業担当部門への要求 施設整備の箇所づけ、整備内容の改善要求

集団検診 高齢者の健康増進活動

独居老人の状況把握 独居老人、子どもの見守り

介護予防等の講習、指導 子どもの一時預かり、保護者ネットワークなどの子育て支援活動

イベント、事業のための施設整備、賃借 高齢者への配食サービス・移送サービス

高齢者の居場所づくり

住民票・印鑑登録証明等の発行

固定資産税・住民税・国保等の納付

介護保険の申請、保険料の納付

生活保護の申請

福祉の総合相談窓口 子育て相談

保育所の入園、小学校の就学相談 介護相談

市町村独自の行政・福祉相談

「地域計画」の策定

地域福祉計画、市町村マスタープラン、総合計画等の地域別計画の策定

市民活動センターの設置 ボランティアネットワークづくり

住民活動への支援事務 政策づくり等の人材派遣 地域行事の実施

（地域振興事務） ボランティアなど地域の人材バンク 文化伝統継承の活動

各種イベント支援

地域審議会事務局事務 市町村建設計画の進捗状況等に対する意見

合併建設事業の実施

現金給付

補助・負担金の交付

事務所が担う事務 地域協議会（住民自治組織）が担う事務

①

②

③

④

⑤

右の計画策定支援、関係部門との調整

⑦ 右の意見のとりまとめ 上記計画策定や地域協議会等の運営に関する市町村への提言、提案

地域単位に係る各種の計画策定事務

首長の諮問に基づく審議事務

住民・税部門に係る窓口申請・交付事務

事業担当部門に係る申請・相談等の事務

各種相談業務

⑥

組織・人員の継続配置

サービスの継続

主な事務の内容

⑧

⑨

⑩

地域の自主管理・運営に委ねられる事務

事業担当部門が実施する事務
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（７）地域自治区と支所・出張所の違い 

表２は、地域協議会の役割に実質的な意味を持たせようとしたときの事務分担のイメージ

である。実際には、どのような考え方に基づくかによってさまざまな選択肢がありうるため、

あくまで例示の域を出るものではない。場合によっては支所・出張所との実質的な違いを見

出せないような事務分担もありえよう。 

支所・出張所は、地方自治法第155条などの規定に基づき、市町村長の権限に属する事務

を分掌させるための組織である。支所の所掌事務や区域については、法律では特段の規定は

なく、市町村の条例で任意に定めることができる。一般には、戸籍・住民票・市町村税等の

窓口業務を中心に、社会教育施設が併設されたり、土木事務所や農林漁業の振興担当が置か

れることがある。 

今回創設を見た地域自治区は、法制度上、支所をさらに充実させた制度ということができ

る。地域自治区の事務所は、総務省によれば支所や出張所を活用することが想定されている

２４ように、実質的に支所・出張所としての性格を有する。これに対し、地域協議会は、市町

村長の附属機関であるが、通常の審議会のような役割にとどまらず、住民の意見を反映させ

る機能や地域の多様な主体が協力、連携する機能を有する。地域協議会にこうした機能が付

与され、表２のような事務を分担することになれば、地域自治区の事務所は本庁の分掌事務

以外に地域協議会の意向に基づいた対応が求められることになるから、地域自治区が独自の

判断で政策を展開できる可能性が生まれる。 

支所・出張所は、昭和の大合併の際の旧町村単位に設置されたものが多く、その意味で今

回の地域自治区が創設された背景と似ているが、合併に伴って設置される支所・出張所は、

中心部から遠く離れることによって利便性が低下したり、地域が寂れるなどの問題を解消す

るための仕組みであり、ごく大まかに捉えれば、サービスの行き届きにくい周辺部に集中的

に公共投資を行ったり、対人サービスの窓口を設けることによって、地域間格差を是正し、

サービスの平準化を図ることをねらいとしている（原田2006）。 

他方、地域協議会の役割を重視した地域自治区では、本庁からの分掌事務のほかに地域独

自の取組が展開されることになるから、地域自治区のサービスは地区ごとに濃淡が生じうる。

地域協議会の活動が活発になるほど、行政の地域への対応は地区ごとのニーズに応じたもの

にならざるをえなくなり、多様な主体の取組が活発になるほど、サービスのメニューは豊富

化することが期待できる。これは、地区間の違いを「積極的な地域差」（個性）として認める

ことを意味する。実際に設置されている地域自治区は、従来型の支所・出張所の域を出ない

ものが多いが、運用次第では、地域差に対する積極的な評価を担保する仕組みとして機能さ

せることも可能な制度なのである。 
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３．地域自治組織の制度設計 

（１）コミュニティへの再注目とその課題 

 地域自治組織が注目される背景には、コミュイティを再構築あるいは再活性化しようと

する世界的な潮流がある。たとえば、行革先進国のイギリスでは、コミュニティの活性化

や組織化支援を国家的プロジェクトとして展開している。政府は、コミュニティの組織化

を支援することは、サービス供給主体としての力量を高めることと捉え、そのことで、行

政のサービス供給能力が高まり、住民自身がよりよいサービスの選別力を高められるとし

ている（Office of the Deputy Prime Minister 2005）。また、パリッシュなどの農村部で

みられる狭域の自治の仕組みに再び注目が集まっている。 

 コミュニティが公共的な役割を担うとき、コミュニティに付与される公的な資源配分に

関する意思決定権限と、実際に公共サービスを供給する能力が問われる。イギリスでは、

2001 年より政府（The Countryside Agency）がコミュニティの自治能力向上のため、住民

の行動計画としての「パリッシュ計画」（Parish Plan）策定を支援している２５。また、よ

り大きな枠組みとして、地方自治体が各種行政機関、ボランタリセクター、コミュニティ、

企業など多様な主体との間で地域戦略パートナーシップ（ Local Strategic 

Partnership :LSP）を形成し、そこで地域の計画策定を通じて地域の政策目標や政策の優

先順位を決めるとともに、その合意に基づいてサービス提供を行う手法が構築されている。

そして、地域の政策目標については、地方自治体と中央政府との間で交わされる地域エリ

ア合意（Local Area Agreements）によって基本的な枠組みが決められ、包括業績評価制度

（Comprehensive Performance Assessment :CPA）によって評価を受ける仕組みが確立しつ

つある２６。 

イギリスの取組は、地方自治制度や文化的な背景の異なる日本で直ちに取り入れられる

ものではないにせよ、コミュニティに公的な意思決定とサービス供給の主体としての役割

が期待されている点は、日本にとっても示唆に富む事例である。しかしながら、そのこと

は同時に、コミュニティや NPO の活動が、政府のプログラムに組み込まれることでもある。

LSP のように、政府が地域の政策目標の枠組みを設定し、その達成に向けて補助金や事業

委託を通じて半ば強制的にパートナーシップを組ませるやり方では、地域のソーシャル・

キャピタルの形成にとってマイナスに作用する面もあるのではないか。また、政府に対す

る意見反映ルートが確保できたとしても、補助金や事業委託などの資金を通じた結びつき

では、結果として行政の下請け化や「公的責任の分散化」というジレンマを抱えることに

なってしまう（Smith and Lipsky 1993:Cp1）。 

このことは、日本の地域自治組織の運用や行政との協働施策の実施などにも当てはまる

問題であろう。すなわち、地域自治組織は、地域のソーシャル・キャピタルとどのような

関係を持つことがその促進につながりうるのかという「自治の存立基盤の確保」という問

題と、行政の下請けにならない関係をどのように構築したらよいかという「対等な交渉の
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場の確保」という問題である。 

 

（２）課題１：地域の実情に応じた自治の存立基盤の確保 

 代表的なソーシャル・キャピタル研究を援用すれば、地域自治区のパフォーマンスは、

ソーシャル・キャピタル形成のあり方に規定されるということができる。ソーシャル・キ

ャピタル研究では、コミュニティレベルにおける社会的相互作用の集合は、主として同質

的なメンバーによる結束力の強い「結合型のソーシャル・キャピタル」（bonding social 

capital）と、異質な集団を含む多様な主体による緩やかなつながりである「橋渡し型のソ

ーシャル・キャピタル」（bridging social capital）に大別される。 

たとえば、農村部では、コミュニティの結束力は比較的強く、現在でも地域のさまざま

な共益的・公共的作業を担い、地域に関する課題を協議する場合が見受けられるなど、コ

ミュニティの役割は大きい。結合型のソーシャル・キャピタルの典型である。このタイプ

の多くの地域では、コミュニティを基盤とする組織以外、地域で活動する有力な主体が少

ないことが通例であり、地域資源を有効に活用するために官民一体となって地域課題に取

組む必要性も大きい。また、地域協議会に地域の代表としての正当性を付与しやすい。 

しかしながら、同質性の強い組織は、排他的でもある。コミュニティの制度化は、組織

の排他性をむしろ強固なものにし、地域の分断化を決定づけてしまうおそれがある。この

タイプは組織化が容易であり、組織運営をイメージしやすい２７が、地域協議会メンバーの

民主的な選出２８、協議内容や意思決定過程の透明化、外部とのネットワークの強化などに

配慮した制度設計が求められる。 

反面、都市部では、コミュニティの結束力は弱く、異質な人々が、多様なライフスタイ

ルを送り、NPO などの機能別集団の活動も比較的活発になる素地がある。このような多様

な価値観を有する人々の関係が橋渡し型のソーシャル・キャピタルである。もっとも、多

くの都市自治体では、NPO などの活動は偏在しており、個々の活動は孤立しがちであり、

町内会・自治会組織と NPO との交流は少なく、対立することすらあるというのが実情だろ

う。それにも関わらず、コミュニティ施策を行っている市の多くで、コミュニティの区域

を単位町内会・自治会（連合会を含む。）の区域に合わせており、ほとんどすべてにおいて

コミュニティ組織の主要構成メンバーは町内会・自治会の代表で占められている（財団法

人日本都市センター2001）。 

このタイプの地域では、地域協議会に地域の代表機能を持たせること以前に、多様な主

体間の相互理解や連携を促進させ、水平的なネットワーク形成を促進する制度的な基盤が

求められる（Taylor 2007：337)。これは、いわば地域に根ざした中間支援（今川 2006）とし

ての機能である。 

このように、人々を結合させる社会的相互作用の態様によって、地域自治区に求められ

る機能にも違いが生じるのである。 
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（３）課題２：対等な交渉の場の確保 

地域自治区は、地域に根ざした中間支援組織としての役割とともに、地域の意向を行政

に反映させる役割を負っている。行政からは一定の自律性を確保しながらも、地域課題の

解決に向けて対等な立場で協働したり、要求を出したりすることが求められる。NPO の中

間支援組織には、こうした交渉のチャンネルが十分に確保されていない。地域の多様な主

体を巻き込みながら、ソーシャル・キャピタル形成を促しつつ、地域課題の解決に向けて

行政当局と交渉するというように、公的権力や社会的地位などへのアクセスを確保する垂

直的なつながりは、「連結型のソーシャル・キャピタル」（Linking Social Capital）とさ

れ、結合型、橋渡し型に次ぐ第３のタイプとされる。 

テイラーによれば、コミュニティのエンパワメントのためには、コミュニティ内部の結

束に基づくソーシャル・キャピタルとコミュニティ間の水平的な協力関係に基づくソーシ

ャル・キャピタルのほかに、コミュニティがこれらの資源を生かし、公的な影響力を発揮

させるための垂直的な紐帯の重要性を強調している（Taylor 2007：333-335）。このような関

係を保持するには、事務所職員の役割が果たすべき役割を見直す必要がある。 

特に、地域福祉の領域では、住民はサービスの客体としてだけでなく主体として活躍す

ることが期待されているから、事務所に配属される現場の行政職員には、サービスの供給

者（providers）としてというよりは、住民との直接的なやりとりにおいて住民の主体性強

化や課題解決力の向上を支援する「イネイブラー（Enabler: 条件整備者）」としての役割、

多様な主体の合意形成を支援する「コーディネーター（coordinator: 調整者）」としての

役割がより重要になってくる（武川 2006：162-165）。このような役割の認識は、現場経験

を積むことで芽生えるものであろうが、事務所の業務として位置づける制度的な基盤がよ

り重要である。 

 



 

４．事例１：相模原市都市内分権 

                          清水正之氏 

場 所：さがみはら都市みらい研究所 

応対者：さらみはら都市みらい研究所 専任研究員（主幹）齋藤憲司氏 

    相模原市企画部パートナーシップ推進課 主幹 谷圭介氏 

日 時：2006年 12月 18日（月）10時～12時  

 

 

（１）取組の経緯 

① 検討会・懇談会での検討 

2001 年６から 2002 年 12 月にかけて、「さがみはらパートナーシップ推進指針策定懇談

会」を開催し、パートナーシップ推進指針の策定に関する検討を行うとともに、2002年 10

月に「さがみはら市民活動サポートセンター」を開設し、NPO 法人に管理運営を委託する

などの取組を行う。 

2003年２月に「さがみはらパートナーシップ推進指針」を策定。その中の「施策の基本

的な方向と推進方策」として、「地域において、市民が連携して主体的に課題解決に取組む

ことができるよう、協議の場の設置に努めます」と「地域の暮らしの中で、直面する課題

に対応するため、自治会活動の活性化を図るなど、地域活動の充実に努めます」の文言が

記され、これらを実現するために2003年８月から2004年 12月にかけて、市民研究員と学

識経験者、市職員による地域みらい研究会を開催し、2005年３月に「地域みらい研究会議

報告書」を作成した。この中で、都市内分権の必要性を提起し、概ね人口２万人程度を単

位とする「コミュニティ会議」の仕組みを提言した。また、行政組織の分権については、

行政職員と学識経験者との相模原市における都市内分権に関する研究会で検討がなされ、

2005年３月に「相模原市における都市内分権に関する研究報告書」を作成した。ここでは、

狭域単位における「コミュニティ会議」の設置、出張所を廃止し新たに中範囲の単位に「地

域行政機構」の設置を提言した。 

② 組織体制整備 

相模原市では、都市内分権を行政組織内分権と市民分権の2本柱で対応するものと捉え、

2005年度より庁内に次の２つの組織を設置した。 

１つは、行政組織内分権への対応組織として、５月に「相模原市都市内分権推進会議」

（要綱設置）を設定した。これは、企画部長を議長に置き、関係部局課長をメンバーに、

事務局を企画政策課が担当するもので、都市内分権の検討やパートナーシップモデル事業

（後述）の実施に伴う調整を行う連絡会議・調整会議である。また、同推進会議の下部組

織として、7 月に「都市内分権推進検討プロジェクトチーム」を立ち上げた。これは、関

４．事例１：相模原市都市内分権 
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係各課推薦職員と公募職員によって構成され、出張所機能の再編などの行政機構の改革方

向を同推進会議に提案するものである。また、このときに旧藤野町・城山町との合併準備

が進められていたため、指定都市移行等への対応も含めた検討を行うこととされた。 

もう１つは、市民分権への対応組織として、2005年４月にパートナーシップ推進課が設

置された また、「コミュニティ会議」を立ち上げ、地域での問題解決を市民が主体的に担

える取組を具体化するため、2005年度よりパートナーシップ推進課が設置され、市民活動

（NPO）支援と自治会等の地域（地縁）活動支援を所管することとなった（同課は2007年

４月より「市民協働推進課」となった。）。 

 

（２）地域活動団体の状況 

① 概況 

自治会の力が強い。都市部では新住民が多くなり組織率が低下しているが、防犯、環境、

生涯学習等の領域において自治会の役割は不可欠な状況である。たとえば、地域ごとに公

民館運営協議会が設置されており、市職員が館長代理、地域振興員４人配置されているな

ど、地域団体との結びつきが強い。 

地域で活躍しているNPO法人の数も増加し、行政との協働事例も増えつつある。 

② 参考 

内閣府のデータベースによると、2007年５月末現在の相模原市における内閣府・神奈川

県認証の法人総数は107団体である。これに対し、豊島区の法人総数は228団体(活動休止

等を除くと219団体)ある。相模原市の2007年５月１日現在の人口は704,767人、豊島区

の人口は241,945人である。人口１万人当たり団体数で比較すると、相模原市1.52団体、

豊島区9.05人と、豊島区の方が圧倒的に多い。しかしながら、個々の団体を見てみると、

「豊島区NPO法人アンケート調査」の結果からも明らかなように、相模原市では市内及び

その周辺で活動する団体が多いのに対し、豊島区では必ずしも区内での活動を前提として

いない団体が少なくない。 

 

（３）設置根拠・設定方法・手続等 

① 設定方法（モデル事業方式） 

地域の問題解決能力を高め、コミュニティ機能を強化させるため、パートナーシップ推

進課によって「地域パートナーシップ促進事業」を実施。2005年度にはそのモデル事業と

して、「小山地域」と「田名地域」の２地域を選定し、「地域を考える場」を設定した。2006

年度に２地域でモデル事業を実施した後、08 年度に４地域、09 年度に５地域、10 年度に

５地域で拡充事業を実施。これでほぼ今回合併する地域以外の市域をカバーする予定。 
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② 設置根拠 

市民の自主的な活動を市が支援するという趣旨のため設置根拠は特にない。補助金等の

要綱で支援の内容を規定。 

③ 範域設定 

範域については、事前に地域活動が活発な６～８地域にヒアリングし、検討した。その

結果、①小学校区では地域のまとまりとして難しい面があること、②自治会を中心とした

地域活動でないと円滑に動けず、地域の人材も動員しにくいこと、③これ以上新たにエリ

アをつくることは屋上屋を重ねることになる不満（特に自治会役員にとって負担が増加す

るという不満）が自治会等から出かねないことなどから、出張所の管区（及び本庁管区）

の18地域とした。この地域は、自治会連合会、公民館管轄区域、地区社協の区域とも整合

的である。 

④ 構成員 

自治会（地区連合会）を中心に、公民館利用団体、地区社協（及び福祉団体）、各種地域

団体、一般市民などが想定されている。 

⑤ モデル地域選定の理由 

    パートナーシップ推進課職員が、公民館活動や自治会活動などが活発な地域６～８団体

をピックアップし、個々にヒアリングした結果、地域活動が特に活発であったという理由

で選定した。田名地域では自治会地区連合会が2003年秋に「田名の明日を拓く委員会」を

設置し、行政、社協OBが中心メンバーになって地域課題への取組を検討する場ができてい

た。そして、2005年７月には、相模川活用、交通促進、防犯の３つの分科会ができ、地域

課題への解決に向けた取組が始まろうとしていた時期であった。小山地域では、長年自主

パトロールなど防犯・防火への取組が活発であったが、自治会数が９団体と少なく、地域

一体となった活動が求められていた。 

 

（４）運営体制 

① モデル事業の運営内容 

〔小山地域・田名地域〕 

■ 事業実施期間：2005年 11月～2007年３月 

■ 行政の運営支援体制 

パートナーシップ推進課（２人）が主管課としてファシリテーター派遣、情報提供、事

務的支援等を行う。ファシリテーターについては、「ダイナックス」（大和市自治基本条例

市民会議のファシリテーター）と「東京ランポ」に委託し、各各地域に１人ずつファシリ

４．事例１：相模原市都市内分権 
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テーターを配置した。 

当初は、まず自治会等の地縁組織代表や一般市民に呼びかけて地域説明会を開催し、準

備会議を経て設置した。田名地域は「みんなでつくる田名の会」、小山地域は「住みよい小

山をつくる会」という名称になった。 

■ 共通テーマと議論の進め方 

    両地域とももともと取組んできた内容を踏まえて「安全・安心のまちづくり」を主テー

マとし、地域の課題等について情報共有を図るため意見交換を繰り返した。検討に当たっ

ては、当初はまず市側がディスカッション・ペーパー（たたき台）を作成して、意見を出

してもらい、それをまとめて議事録として記録し、次回の検討につなげるということを繰

り返した。議論の当初は進行に苦慮する場面もあったが、次第に活発な議論が交わされる

ようになり、議事録も市民自身が記録するようになった。 

    この会は「地域を考える場」であるので、具体的な事業について関係団体へのフィード

バック・連携等が中心となる。具体的には、防犯協会をリニューアルし、その取組につい

て話し合ったり、関係する活動との連携のあり方などが議論された。 

■ 開催状況等 

表Ⅲ-3 モデル地域における開催状況（2006年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）「全体会」はメンバー全員が参加する場、「企画会議」は役員会、「ワーキング」は個別案件に関する検 

 住みよい小山をつくる会 

回数・延べ参加 

みんなでつくる田名の会 

回数・延べ参加 

説明会・準備会 各１回 38 各１回 75 

全体会 3 100 3 146 

企画会議 9 69 7 83 

ワーキング 2 7 2 8 

計 16 214 14 312 

月平均開催回数 1.4 － 1.2 － 

 
  討 

出所：相模原市企画部パートナーシップ推進課作成資料 

 

  ■ 成果 

〔両地域〕 

 地域を考える場に関する情報誌の発行 

 市の安心・安全情報メールシステムへの登録啓発に関するチラシの発行 

〔小山地域〕 

 地域団体による防犯活動調査の実施（地域の各団体がそれぞれ単独で実施している地域 

パトロールについて調査） 

〔田名地域〕 

 地域での防犯パトロール今日か、重点パトロール地点標示板の設置など、地域を考える 

場で議論された防犯施策を防犯協会に反映 
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■ 今後の活動予定 

〔小山地域〕 

 「相模総合補給廠」の一部返還をにらみ、基地の跡地利用について地元の意見をまとめ、 

市へ提案 

〔田名地域〕 

 地域防災対策について検討 

② その他の地域：東林・光が丘地域 

■ 事業実施期間：2006年４月から2008年３月 

■ 運営支援方法 

    地域福祉課が主管課として市社協に委託して実施。パートナーシップ推進課は、モデル

事業としての課題、地域意見の把握及び福祉分野以外の情報提供などを行う。 

■ 進捗状況 

 ４～５月：東林、光が丘地区社協で、モデル事業実施の依頼周知 

 ６～８月：両地域で設立準備会を各２回開催 

 ８・９月：両地域で第１回地域福祉推進会議の開催 

 10・11月：第２回地域福祉推進会議において、地域パートナーシップモデル事業の趣旨 

を改めて説明 

今後、モデル事業終了までに両地域で７回程度の会議を開催予定。 

 

（５）権限・財源等 

① 「地域を考える場」の設置 

地域の課題を市民が自主的に話し合う場。「地域協議会」のような機能が期待されており、

地域解決の課題に向けた検討と、市への要望・提案が主な役割とされるが、法令上の根拠

はない。また、協議内容や進め方については形式上メンバーに委ねられている。このため、

各地域ごとに検討内容や運営方法や多様になる。 

② 「地域を考える場」の運営経費 

メンバーに対しては基本的に無報酬、公民館等の施設を利用しており、会議費を特に予

算化していない。かかる経費については、実費分を現物支給するようにしている。 

③ モデル事業の実施について 

モデル事業の実施について、現行の助成制度である①企画提案型補助金と②パートナー

シップ助成金が適用される。①は、１件当たり500万円までの事業費に対して２分の１が

補助される。ヒアリング当時で７件が申請されていた。②は、200 万円の予算の中で、90

の助成金が交付されている。②については、主に市民活動への支援を目的とするものであ

４．事例１：相模原市都市内分権 
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る。市民活動支援については、「パートナーシップ市民フォーラムさがみはら」が市民活動

センターの業務を年間1,000万円で受託し、2006年度から協定によって運営費が交付され

ることになっており、②はこの中で交付されるようになる。 

④ 設置規定・役員等 

会則を定め、会長（代表）、副代表等を選出している。個々の検討課題について部会をつ

くって検討するようになりつつある。このため、全体を所掌するために事務局をつくる動

きもある。 

 

（６）今後の展望～出張所との関係 

地域レベルでは市民主体の運営による「地域を考える場」を各地域に設置する一方、出張

所等の地域行政組織を再編して区役所類似の「地域行政機構」を設置し、そこに「地域市民

会議」（地域行政機構区内のまちづくりを考える市民組織）を設置するという構想が、「相模

原市都市内分権推進会議」において提起されている。この場合の地域市民会議は、地域自治

区制度の地域協議会組織に相当するものと思われる。 

 



 

５．事例２：宝塚市まちづくり協議会 

応対者：宝塚市役所企画財政部政策室まちづくり推進課 島広氏 

日 時：2007 年１月 30 日（火）13 時～15 時 

場 所：宝塚市役所 

 

 

（１）市の現況 

① 沿革 

宝塚市は昭和の大合併を経て 1954 年に市制をしいた。当時の人口は４万人であったが、

高度経済成長期に人口が急増し、1987 年に 20 万人を超えた。2007 年４月現在の住民基

本台帳人口は 22 万人、面積 101km2 である。 

② 地域性 

    宝塚市の戦後大阪へのベッドタウンとして発展したが、それ以前にも、大正モダニズ

ムの影響を受け、文化人が移り住んでいた。地域によって多様なバックボーンを持つ人

が居住しているが、新興住宅地域も 1960 年代から 70 年代にかけて開発されたこともあ

り、自治会等の地縁組織の基盤は比較的強い。 

〔参考〕 

元市まちづくり推進担当部長の田中義岳氏の分類によれば、戦前以来の住民が居住す

る村落地域の市民約 1.5％（市域の７割）、村落色の濃い都市地域の市民約 30％、村落色

の薄い都市地域の市民約 25％、昭和 30 年代に開発された地域の市民約 30％、昭和 50

年代以降に開発されたニュータウンの市民約 15％で構成されているという。 

③ 地域団体の状況注） 

※田中義岳『市民自治のコミュニティをつくろう―宝塚市・市民の 10 年の取組みと未来』

（ぎょうせい、2003 年）をもとに作成。 

■ 自治会と地域単位の状況 

 人口急増による自治会の増加と地域単位の増加 

 1960 年代：１連合会・40 自治会⇒1970 年代：旧町村単位に 5連合会・100 自治会、90

年代末：7連合会、199 自治会 

 組織率 70％（震災以降下降傾向） 

⇒阪神・淡路大震災を経験したことや団体の高齢化が進んだこともあり、自治会の必要

性を市民の多くが潜在的に感じるようになった。 

■ 自治会への事務委託（委託契約）注）P.40 

 自治会連合会で一括契約、連合自治会傘下 200 団体（1 自治会団体平均 220 世帯）に

５．事例２：宝塚市まちづくり協議会 
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配分。1自治会平均 14 万円 

⇒この委託料＋会費が地域活動の原資に。自治会側からの交渉の成果。 

⇒各種委員会、審議会等への積極的な参加を求める根拠（ただし近年は公募市民や女性

の参加が進み、自治会枠は減少傾向） 

■ 自治会の政治的活動 

 1980 年議員報酬アップに対する委託契約ボイコット事件 

 パチンコ店出店反対運動 

 市民公園の用地買収促進運動 

⇒自治会の活動は活発。一定の政治的な影響力もあり。 

■ 連合会の研修活動 

 年３回程度のまちづくり研修会（連合会長対象）、地域研修会、市政研修会等を開催 

 理事を対象とした課題別研修会 

⇒震災後に展開 

■ 空港騒音補償として、南部の 25 の老朽化した集会所が鉄筋の市立共同利用施設に建て

替え。この施設を地元自治会が運営費補助を受け自主管理。 

 

（２）まちづくり協議会設置の経緯 

① 背景 

ニュータウン開発などで人口が急増したのに伴い、それまで強固な組織力を誇ってき

た自治会の加入率が低下し、人間関係の希薄化（人口の過半が大阪に通勤通学）してい

った。また、小学校区など自治会以外の区域を単位とした市民組織がなく、福祉や環境

といった自治会単位を超える地域課題に適切に対応できないうらみがあった。 

② 第３次総合計画（89 年）策定意向の動き 

中学校区単位にコミュニティセンター設置構想がうたわれ、まず中山台地区にコミュ

ニティセンター設置計画が地元に打診される。92 年に中山台地区においてモデル地区と

して協議会が設置されるとともにコミュニティセンターが完成した。 

協議会では、市と相談して会則を制定し、区内 11 自治会と並存してスタートした。役

員 50 人は自治会など各種団体の代表で、トップは自治会以外の人を置くようにした。 

91 年、広報広聴課にコミュニティ担当が置かれ、93 年にコミュニティ課が設置された。 

当初中学校区ごとに協議会を置き、各区にコミュニティセンターを建設することが想

定されていた。その後、施設を一律に建設する方針を改め、93 年から小学校区（概ね１

万人）を単位とするまちづくり協議会を市内全域に設定することを決め、99 年までに全

20 地区で設立した。 
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（３）設置根拠・設定方法・手続等 

① 設定方法（全地域導入） 

「まちづくり協議会」については、1991 年に中山台地区に設置後、1999 年までの間に

順次合意が図られたところに設置していった。 

② 設置根拠 

まちづくり協議会の設置根拠はなく、市のコミュニティ施策に関する条例・規則はお

ろか、要綱等での定めもない。市の公式見解では、自治会に類する市民の自発的な組織

という位置づけである。 

※ 今回の調査で調べた限りでは、「まちづくり協議会」については、次の２つが運用上の

根拠になっていると思われる。第１に、「第４次宝塚市総合計画」（後期計画期間：2006

年～2010 年）であり、その中で同協議会が策定する「地域ごとのまちづくり計画」を尊

重する旨の記載がある。第２に、「平成 18 年度宝塚市まちづくり協議会補助金交付要綱」

（1993 年７月１日施行、 新改訂 2006 年７月１日）であり、その中で「まちづくり協

議会」の定義が規定され、同協議会に対する補助金の対象・額等が規定されている。 

③ 範域設置 

   1993 年に中山台に「まちづくり協議会」が発足した段階では、同協議会をコミュニテ

ィセンターの建設とあわせて設置していく計画があったため、中学校区のエリアを想定

していたようである。その後、バブル崩壊による財政難もあり、地元会館、小学校クラ

ブハウス、自治会館等の既存施設を活用し、小学校区単位で設定していくこととなった。 

    さらに、2000 年には総合計画の地域別計画の単位として市内を７つのブロックに区分

し、連絡組織である地区協議会を置いた。これは、連合自治会の単位であり（10 あった

ものを７つに再編）、社協も７地区に職員を駐在させている。分野別の行政計画では都市

計画マスタープランの地域計画と整合している。 

④ 構成員 

    協議会を設立するに至った問題意識は、ベッドタウンとしての開発が進む中、地域へ

の関心が薄れたり、人間関係が希薄化していくことへの危機感であった。 

また、前述のように宝塚市の自治会はさまざまな地域活動を展開していていたり、中

には政治的な影響力を持つところもあった。こうしたことから、自治会をベースとした

コミュニティの組織化という発想が、1989 年のコミュニティ課発足以来、ベースになっ

ている。 

 

 

５．事例２：宝塚市まちづくり協議会 
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（４）運営体制 

① 協議会の主な担い手 

協議会の設立に当たっては、1993 年当時の市長がアピール集会を行うとともに、職員

が自治会等の地域団体の主要メンバーに声をかけ、１地域当たり 10～30 回程度足を運び

ながら彼らを支援する形で組織化を図った。各地区の状況に応じた形で組織化を図り、

その後の運営は発足時のメンバーに委ねたため、協議会によって異なる。 

どの地区も程度の差はあるものの、基本的には自治会メンバー・活動がベースになっ

ている。設立時に職員が地域活動のリーダー的存在に声をかけて組織化しているため、

運営委員の構成は協議会によって異なる。 

② 行政計画との関係 

    2001 年度からを計画期間とする「第４次宝塚市総合計画」（前期：2001～2005 年度）

において、市内を７つのブロックに分け、各ブロックに地域別計画が策定された。これ

をもとに各協議会は自ら「地域ごとのまちづくり計画」を策定することとなり、2002 年

から 2006 年（総合計画前期策定期間内）にかけて、各協議会でまちづくり計画が策定さ

れることとなった（一部地区ではすでに策定されていたが、全地区で策定し、それを行

政計画に反映させる仕組みはこれが初めて）。市では、「まちづくり計画」の考え方や策

定方法等についてまちづくり協議会・自治会連合会代表者、知識経験者による「まちづ

くり計画検討会議」で話し合い、それを「地域ごとの『まちづくり計画』ガイドライン

（策定指針）～わたしたちがつくるわたしたちのまち～」（2002 年４月）にまとめた。

そして、2002 年度を「協働のまちづくり元年」とし、各協議会での自主的な計画策定を

支援・指導するほか、2002 年４月には「まちづくり基本条例」と「市民参加条例」を施

行した。 

第４次宝塚市総合計画（後期基本計画）では、10 年～15 年での中長期的展望を描いて

いた「地域ごとのまちづくり計画」を、同後期基本計画の５年の計画期間にあわせると

ともに、７つブロック単位の策定を協議会と同じ 20 の範域に細分化し、その内容を「協

働のまちづくり計画」として集約・整理して総合計画と連動させた。 

「協働のまちづくり計画」は、第４次宝塚市総合計画後期基本計画の地域別計画とし

て位置づけられ、各 20 地区の５年後を見通した現状と課題、そして推進計画で構成され

る。推進計画は、総合計画に基づく行政計画であり、市側が各まちづくり計画を基礎資

料として、各地区ごとに具体の事業名を優先順位付で示すとともに、「市民が取組む施策

項目」、「市民と行政の協働で実施する施策項目」、「行政が実施する施策項目」に分けて

取組内容を記載している。そこに記載された事業は、市各部局が予算配分や新規事業を

考える際に配慮するとされており、必ずしも各部局の意思決定を拘束するものではない。 

まちづくり計画は毎年更新されることになっている。 
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③ 運営組織の整備 

  多くの協議会では、運営方法や会長等の役員選出方法が明確に定まっていない（印象

を受ける。）。自治会選出メンバーの位置づけ、予算審議等の意思決定部門と事業執行部

門の分離、民主的な運営等の課題を抱えており、一部の協議会では組織変革の動きがあ

る。 

〔中山台の場合〕 

    初に設立され、現在でも活発な活動を行っているとされる「中山台コミュニティ」

をみてみると、当初は自治会役員が協議会役員を兼ねる状況であり、福祉、青少年育成

などの部会は、協議会外の社協、警察等の縦割りの委員会・会議組織があり、協議会が

地域づくりの核とはなっておらず、実質的な運営も自治会主導であった。この状況を打

破するため、合意形成機関と執行機関を分離する組織改革が行われた。合意形成機関と

して自治会代表者からなる「評議委員会」、執行機関としてボランティア（有志）による

「運営委員会」の構成とし、運営委員会に地域のさまざまな団体や委員会組織を統合集

約し、常設の活動を展開する組織として位置づけた。これにより、自治会と地域の活動

グループとの関係が整理できたほか、予算の使途を審議する部門と執行する部門の分離

が図られ、民主的な予算執行が可能になるという。 

ヒアリングをした時点では、こうした合意形成の仕組みができているところは６地区

だという（参考として「宝塚第一小学校区」）。 

 

（５）権限・財源等 

〔財政支援〕 

① 宝塚市まちづくり協議会補助金 

次の項目について交付される。 

  ■ 「まちづくり協議会の組織運営に関する事業」：下表Ａに基づき交付 

■ 広報誌発行に関する事業：下表Ａに基づき交付 

■ 地域における自治意識や連帯感を高めるとともに、地域の課題解決に資する事業：下

表Ａに基づき交付 

■ 地域ごとのまちづくり計画に位置づけられた地域事業：下表Ｂに基づき交付 

■ スローライフに関する事業：一律 10,000 円 

 

 

 

 

 

５．事例２：宝塚市まちづくり協議会 
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表Ⅲ-4 宝塚市まちづくり協議会補助金交付額（同要綱別表２改変） 

まちづくり協議会が範囲とする世帯数 交付限度額（Ａ） 交付限度額（Ｂ） 

3,000 世帯以下 301,000 円 150,000 円 

3,001 世帯以上 5,000 世帯以下 386,000 円 170,000 円 

5,001 世帯以上 7,000 世帯以下 490,000 円 188,000 円 

7,001 世帯以上 612,000 円 206,000 円 

② まちづくり計画策定経費 

 全市一律の計画策定が始まった 2002年当時は世帯数に応じて 15万～20万円程度が交

付されていたようである。2006 年度は一律７万円になったという。 

③ 社会福祉協議会助成金 

    各地区に 15 万～30 万点程度が交付されている。 

〔参考〕自治会が集金する社協会費が原資になっており、キックバックという性格がある。使

われ方が不透明であるという批判があり、実際に活動している団体に直接交付できない

かという検討もされているという。 

〔物的・人的支援〕 

① 活動拠点の提供と自主管理支援 

    宝塚市にはまちづくり協議会が利用している施設として主に次の３種類がある。 

■ 共同利用施設：25 館（以前から自治会が管理運営を受託） 

■ 地域利用施設：６館 

■ コミュニティセンター：１館 

現在、これらの施設はすべて指定管理者制度を適用している。管理者は、自治会、NPO、

まちづくり協議会、グループなどである。②と③の委託費は、年間 20～30 万円程度であ

る。 

なお、これまでは学校のコミュニティルームも活動拠点として使われていたが、生徒・

児童の定員増で使えなくなってしまった。 

② 人的支援 

    地域の自主事業（コミュニティビジネスと呼んでいる）を促進させるため、地域担当

制を敷いている。現在３人が雇用されており、一人当たり６～７地区を受け持っている。

再任有りの単年度契約で、55 歳定年である。今後も増やしていく予定である。 

③ 市民活動支援 

    宝塚 NPO センターに市の NPO 推進事業を委託している。駅前ビルの賃料を無料、補助

金を 800 万円交付している。 
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５．事例２：宝塚市まちづくり協議会 
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〔参考〕市が直営で運営した場合 低職員３人分の経費が必要になると試算し、それよりも安

い経費で運営できるということで、同 NPO に特命で委託している。 

〔その他〕 

① 連携組織 

   さまざまな団体の連携窓口として、円卓会議を開催し、そこで積極的に活動している

人材を引っ張り、協議会での活動に誘導している。 

② イベント 

    市内及び他市の先進的な取組を確認する場として、まちづくり地域フォーラム（年２

回）とまちづくり総合フォーラム（年１回）を開催している。 

 

（６）今後の展望・課題 

① 法制度上の位置づけについて 

自治基本条例など、条例に根拠を置く制度的な枠組みの必要性を認識していた。今後、

どのような制度的位置づけが望ましいか検討するという。 

② 協議会の組織・運営について 

各地区ごとに組織の運営方法が異なる。今後、協議会を地域活動の中核に据え、自治

基本条例等で位置づけようとする場合、組織体制の見直しが求められる。それについて

は評議会組織を置くなど、合意形成部門と執行部門の分離を軸とする組織の見直しを支

援するようである。 

③ 地域活動の展開 

まちづくり協議会がさまざまな地域活動を取り持つ存在になり、新たな地域活動が育

ったり、コミュニティビジネスのような事業化が展開できるようになることを目指して

いる。 

 



Ⅲ．地域自治組織 
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６．事例３：伊賀市伊賀町住民自治協議会 

 

 

 

（１）市の現況 

① 伊賀市の現況（2004年 11月合併） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：2007年３月14日（水）９時30分～11時 40分 

場 所：伊賀市伊賀支所１階 

応対者：伊賀市伊賀町  副支所長：林田治三氏 

            生活環境課主幹兼市民生活係長：居附秀樹氏 

    伊賀市柘植地域まちづくり協議会健康福祉部会長：藤井明和氏 



 

（２）設立までの経緯 

① 合併の経緯 

2004 年 10 月に旧上野市・伊賀町・島ヶ原村・阿山町・大山田村・青山町が合併して伊

賀市が誕生した。県が設定する地域ブロック（以下「伊賀圏域」）にはこのほかに名張市（人

口10万）があり、当初は合併協議に参加していたが、途中で合併反対派の市長が当選した

こともあり協議会から離脱し単独市制を選択した。かつての伊賀圏域の中心は上野城のあ

る旧上野市であり、県の出先機関や法務局なども旧上野市に立地しているが、隣接する名

張市が高度経済成長期からバブル期にかけて大阪へのベッドタウンとして人口が急増し、

規模では旧上野市を上回るようになった。名張市としては、旧上野市を中心とする合併に

枠組みにはなじめなかったようである。 

 

② 地域団体 

町内に28の区とその下に組がある。行政情報の伝達組織として機能しており、民生委員

や人権啓発委員等は区を単位に選出される。 

③ 合併後の対応 

合併以前から地域保健・福祉活動や人権活動が活発であり、主に区を単位に行われてき

た。合併に際して従来の活動の基盤が弱まるのではという危機感があり、合併に当たって、

地域自治組織と支所の強化を強く申し入れてきた。これが合併協議の大きな争点になった。 

 

（３）設置根拠・設定方法・手続等 

① 設定方法 

住民自治協議会は、地域住民の発意に基づき設置されることになっている。結果として

市内全域に設置されたが、条例には、住民自治基本条例の設置に至らない場合には、市が

地域振興委員会を設置することになっている。設置に当たっては、次の要件を満たすもの

とされている。 

(1)区域を定めていること。 

(2)会員には、その区域に住む又は活動する個人、団体、事業者等であれば、誰でもなれる

こと。 

(3)組織設置の目的が、その区域に住む又は活動する個人、団体、事業者等の相互の連絡・

親睦、地域環境の整備など良好な地域社会の形成に関するものであること。 

(4)目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格・代表者・会議などを明記した規約

を定めていること。 

６．事例３：伊賀市伊賀町住民自治協議会 
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(5)組織全体の運営に当たる役員や代表者は、地域、性別、年齢、国籍などに配慮し、民主

的に選出されたものであること。 

これらの要件を満たす場合、当該地区の代表者が市の規則に定める様式を届出すれば成

立する。 

② 設置根拠 

住民自治協議会は、伊賀市自治基本条例を設置根拠とする。条例上、協議会は市長の諮

問機関とされている。 

③ 範域設定 

住民自治協議会は、旧上野市域をのぞき、原則として小学校区を単位として全市38地区

に設置されている。旧伊賀町には昭和の合併前の旧町村は３つあり、おおむね小学校区の

単位と一致している。また、旧伊賀町庁舎に支所が置かれるとともに、条例（伊賀市自治

基本条例）に基づく住民自治協議会（伊賀町ではまちづくり協議会と呼称）が小学校区（柘

植・西柘植・壬生野）を単位に設置された。 

 

（４）運営体制 

① 構成員 

住民自治協議会の設置に当たっては、各地区の区長・民生委員・婦人会・老人会・人権

啓発推進委員・農業委員会代表で協議会のあり方を検討（2003年 12月～2004年２月）し、

地域内の合意形成を図った。地縁組織関係者の合意と協力を取り付けられたことが、その

後の設置・運営をスムーズなものにした。基本的に、これら地域団体の代表者が組織運営

の中心になっている。 

② 組織体制 

住民自治協議会組織は、区（自治会）、各種団体、企業、公募住民によって構成される運

営委員会（当該地区の重要事項の審議・決定、組織運営の方針づくり等）と、各種事業を

実施する部会によって構成される。 

部会は、やりたいと思う人たちが自主的に集まる形態のため、基本的に出入り自由であ

るが、構成メンバーは規約事項のため、メンバーの交代等があればその都度規約変更の会

議を持つ。 

旧伊賀町の住民自治協議会の事務所については、各地域の公民館等の一室が提供されて

いる。これにかかる事務所設置備品、人件費（各地域に事務職員が１人配置。週２日、８

時間勤務）等については交付金（後述）から充当された。 
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③ 地域まちづくり計画 

住民自治協議会には「地域まちづくり計画」の策定が義務づけられている。これは、地

域住民・団体が自主的に行う事業、行政と協働して行う事業、行政に要請する事業等を明

記し、盛り込まれた事業について住民・行政は責任を持つ（予算措置の根拠）。 

３つのまちづくり協議会の「地域まちづくり計画」については、支所が策定する「地区

別計画」にまとめられ、それが市の総合計画の地域別計画になる。したがって、まちづく

り計画や地区別計画の策定過程では、運営委員会等で事前の調整が図られる。 

「地域まちづくり計画」は、合併前の 2004 年２月から策定作業に入り、合併直前の 10

月までに３地区すべてで策定を完了した。これは、伊賀市全体の中でもっとも早い計画と

なり、まちづくり計画のモデル的な役割を果たした。こうした素早い策定が可能であった

背景には、もともと旧伊賀町で住民参加によって地域保健福祉計画を策定してきた実績が

あったからである。この計画が旧伊賀町ではベースになった。 

 

（５）権限・財源等の支援体制 

① 権限付与 

住民自治協議会には、自治基本条例第26条において次の権限が付与されるとしている。 

第１に、「諮問権」である。これは、合併に伴う新市建設計画の変更、新市の総合計画の

策定及び変更に関する事項などについて市長に諮問する権限である。この事項は、地域審

議会の諮問事務を参考にしたとされる。 

第２に、「提案権」である。これは、当該地区において行われる住民に身近な市の事務の

執行等について、当該住民自治協議会の決定を経て、市長に提案することができるとする

ものである。市長は、住民自治協議会の提案を尊重する義務を負う。 

第３に、「同意権」である。これは、当該地区において行われる住民生活と関わりの深い

市の事務で、当該地区に重大な影響が及ぶと考えられるものについて、あらかじめ住民自

治協議会の同意を得ることを義務づけるものである。住民自治協議会の同意を必要とする

市の事務については、規則で規定されることになっている（現時点では制定されていない。）

が、新市建設計画では、(1)都市計画の地区計画、(2)地区内の生活道路の維持管理・修繕

に関する事項（箇所付けや順位付けなど）、(3)一定規模以上の開発・建築などが例示され

ている。 

第４に、「決定権」である。これは、当該地区において行うことが有効と考えられる市の

事務について、住民自治協議会が当該事務の受託を行う意思を決定した場合は、その決定

を尊重するというものであり、行政側が住民自治協議会に委託可能な業務をメニュー提示

し、地域の判断により市業務の受託について決定することを想定している。当面の具体的

な業務としては、「地区内の公共施設等の維持管理」が考えられている。 

 

６．事例３：伊賀市伊賀町住民自治協議会 
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Ⅲ．地域自治組織 

 

② 人的支援 

住民自治協議会に対しては、支所が窓口となって各種の支援を行っている。旧伊賀町で

は、立ち上げ段階において、支所に課長級職員を３名するとともに、係長級職員を地域推

進チームとして各地域に10名配置した。現在は、各地域に係長級職員３名が兼務ではある

が地域担当職として関わっている。また、支所には３協議会の事務局として４名が配置さ

れ、主に「地域まちづくり計画」の策定を支援する体制をとっている。 

③ 財源支援 

住民自治協議会には2005 年度から06年度までの２カ年の間に次のような交付金が支給

されている。 

   ■ 設立交付金：一律100万円 

  【目  的】協議会の設立当初における組織運営を支援するための交付金。 

  【経費対象】住民自治協議会の事務所並びに事務局を整備、維持するための経費及び地域ま

ちづくり計画を策定するための経費。 

     （例）事務用品や事務備品などの購入経費、光熱水費、事務職員の人件費、会議の茶

菓子代、先進地視察・研修会経費など 

   ■ 地域交付金：均等割25％ 人口割75％ 

        柘植地域：152.4万円、西柘植地域：117.9万円、壬生野地域：139.9万円 

  【目  的】地域まちづくり計画を策定し、その計画に基づき推進する事業や活動などを支

援するための交付金。 

  【経費対象】住民自治協議会が主催して実施する事業などに要する経費（環境美化、人材育

成、地域おこし、青少年育成、伝統文化等） 

     （例）事業に係る材料費・調査費、事業計画の策定に要する事務費・会議費、視察・

講演経費等 

2007年度からは次のような補助金制度に変わる。 

  ■ 地域活動支援事業（住民自治協議会枠）：補助率９／１０、上限50万円 

 【目  的】地域の自主的なまちづくり活動を支援 

 【対象経費】地域まちづくり計画を実現するための新規事業 

   ■ 地域活動支援事業（公益団体枠）・課題研究部門：補助率１０／１０、上限10万円 

                  市民公益活動部門：補助率２／３、上限30万円 

  【目  的】公益団体の自主的なまちづくり活動を支援 

  【対象経費】自らが実施する公益活動に関する課題研究、自らが実施する公益活動 

④ 活動拠点の支援 

現在、協議会は公民館の一室を事務所として使用しているが、合併計画では住民自治活

動の拠点として「自治センター」の建設をうたっていた。自治基本条例第27条第１号には

住民自治協議会が設置された場合、市は「住民自治の活動拠点の提供」をするとされるが、
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これは自治センターを指すとされる。 

自治センターは、合併特例債の対象事業であり、旧伊賀町ではセンター職員２名分の人

件費相当額が７割弱措置されるという。その設置目的は、住民自治協議会の事務局機能を

含む活動の拠点としての活用であり、自主管理が原則と考えられる。ただし、旧上野市で

は出張所機能を持つ市民センター（正規職員1名、臨時職員２名）として設置されている

ところもあり、その機能については必ずしも全市で統一されていない。支所との二重行政

を懸念する声もある。 

旧伊賀町では、出張所機能を持たせるか検討中であるが、極力協議会で自主管理する施

設とすることをめざしている（たとえば、事務局長クラスの人材をセンター長とし、指定

管理して多少なりとも管理費を手当てする。）。2009 年度中に３カ所の整備が終わるため、

それまでに具体的な検討を行うことになっている。 

 

（６）今後の展望：体制整備と事業展開 

① 連絡調整体制 

各協議会の運営や「地域まちづくり計画」の内容はさまざまである。それは、協議会組

織の位置づけに鑑みれば当然のことではあるが、準公的な性格を持つこともあり、行政側

は各協議会間の連絡調整を行う必要性を感じている。これについては、行政が主導して行

政の担当者と各協議会代表・事務局長で「地域自治推進会議」を設置して対応している。

また、市からの申し送り事項や協議事項等については、協議会運営委員会の代表と市の担

当が集まり事前調整している。 

② 事業化支援（コミュニティ・ビジネスの取組） 

旧伊賀町では合併前から健康づくり活動が活発であり、合併後も協議会の「健康福祉部会」

において有志が集まり、活動を実施してきた。しかし、協議会内部の組織が実行主体になる

と機動的でないなどの理由から、柘植地域では、協議会とは別組織である「柘植健康づくり

実行委員会」を立ち上げ、協議会は後援する形で関わり、イベント等を実施した。こうした

活動を可能にするような規約変更も行っている。 

柘植地域では、さらに地域住民のニーズにこたえ、「福祉有償ボランティア移送支援事業」

の実施を計画したが、その過程で有志がNPOを設置し、その法人で事業実施することとした。 

住民自治協議会は、他の協議会や行政といくつもの連絡・調整会議があり、協議会内部で

も各部会の会議や連絡会議があり、一部の役員に負担が集中しがちであった。このため、意

思決定・調整と事業実施を機能分担させ、事業を効果的に実施させる主旨から、事業の外部

化を模索している。NPO を設立させるなど、一部の協議会ではコミュニティ・ビジネスの展

開を促す中間支援的な機能も模索しはじめている。 

 

 

６．事例３：伊賀市伊賀町住民自治協議会 
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表Ⅲ-5 ３市の住民自治組織の比較 

 相模原市 宝塚市 伊賀市 

設立の経緯 
①都市化による人間関係の希薄化への対応 

②合併による指定都市構想 
都市化による人間関係の希薄化への対応 市町村合併 

設置手法 モデル事業（将来は全地区に設置） 順次設置（9年ほどの間に全地区に設置） ほぼ一律 

法的根拠 モデル事業実施要領 
総合計画 

補助要綱 
自治基本条例 

範域 出張所の管区（小学校区よりもやや広め） 小学校区 小学校区 

主な構成員 自治会が中心 自治会が中心 自治会が中心 

主な役割 
①地域課題に関する話し合いの場 

②①に関するモデル事業の実施 

①市民の自主的地域活動 

②協議会施設の自主管理 

③「まちづくり計画」の策定 

①市長への重要計画の諮問権 

②市長への地域事務の執行に関する提案権 

③市長への重要事項に対する同意権 

④行政業務の受託に対する決定権 

役員等の選出方法 一部で会則有（会長と副代表等の選出方法） 
地区により異なる（明確に定められていない地区

有？） 

全地区で規約有（部会の構成等に変更があった際

も規約の改正が必要。規約は市に届出。） 

事務局体制 なし（一部モデル地区で設置の動き有） 
あり（自治会が指定管理する共同利用施設等に拠

点有） 

あり（アルバイトのスタッフ雇用。事務局スペー

スとして自治センターを建設中） 

行政との関係 組織設立支援、運営・事業化支援 総合計画の地域別計画への反映 
条例上の市長の諮問機関、総合計画の地域別計画

における「地域まちづくり計画」の反映 

行政の支援 
①パートナーシップ推進課による運営支援 

②財政支援は一般の支援制度を適用 

①まちづくり協議会補助金：計 45～80 万円程度/

年 

②まちづくり計画策定経費：15～20 万円程度 

③活動拠点の提供 

④地域担当職（単年度契約職員）３人配置 

①設立交付金：一律 100 万円 

②地域交付金：117.9～152.4 万円/年 

③活動拠点として「自治センター」建設中 

④支所に担当職配置 

組織体制 
①「地域を考える場」（合意形成の場） 

②事業実施のための部会 

地区により多様（一部地区では、①「評議委員会」

（自治会役員中心の合意形成の場）と②「運営委

員会」（ボランティア団体・有志中心の事業実施の

場）が置かれているところがあるが、機能が未分

化の地区が大多数） 

①運営委員会（合意形成の場） 

②事業実施のための部会 

※組織の呼称や実効性に違いは見られるものの、

条例設置の組織のため基本的な機能は同一。 

活動の範囲 

（包括性） 
特定課題を念頭に置いた活動 

まちづくり計画に位置づけられた課題全般（ただ

し、実際の事業については地域団体等との連携の

下に進められるため活動に特徴が生じる） 

地域まちづくり計画に位置づけられた課題全般 

組織の正当性 担当課の施策 

①担当課の施策として全地区に設置 

②総合計画における「まちづくり計画」の地域別

計画としての位置づけ 

①条例における位置づけ 

②地域関連事業の実施に際し、「地域まちづくり計

画」への位置づけを義務づけ 

自治会との関係 主要メンバーの多くは重複 役員の多くは重複 実態は重複しているが、制度上は明確に分離 

事業展開 実施の準備中 既存のボランティア団体等との連携 
①既存のボランティア団体等との連携 

②一部地区で部会から独立した新たな事業展開有 



 

７．事例のまとめ 

（１）地域自治組織を設置する意味 

 事例で取り上げた３市の地域自治組織は、それぞれ設立の仕方に特徴がある。相模原市の

場合は、防犯や地域福祉など特定の分野で活発な活動が見られる地区をモデル地区として位

置づけるやり方である。モデル地区の対象を順次増やし、 終的には新たに合併した地区を

のぞく全地区に「地域を考える場」を設置することにしている。地区ですでに行われている

地域活動に着目し、それを促進させることで地域の問題解決力の向上をめざしている。宝塚

市の場合は、地域活動が活発な地域から順次協議会組織を設立していった点では相模原の事

例と同様である。しかし、相模原市の組織がいわゆるテーマ別組織なのに対し、宝塚市の協

議会は包括型組織であり、地域のあらゆるテーマが協議されることを前提としている。伊賀

市の場合でも、住民の申出に基づいて設置されることになっていたが、包括型の組織が合併

前後に全地区で設置された。 

 このように、これら３つの事例はそれぞれ設立の仕方に違いが見られ、協議会組織の機能

にも特徴が見られる。しかし、いずれも行政からの強い関与によって設立されており、自治

会関係者が主たる担い手になっている点では共通している。このことは、３つの事例に限っ

たことではない。(財)日本都市センターの調査によれば、ほとんどの市区においてコミュニ

ティ組織の基盤は自治会であるという注）。３つの事例いずれの場合でも、協議会組織の運営

を軌道に乗せるためには自治会といかに折り合いをつけるかが鍵になっている。また、程度

の差はあるにせよ、３つの事例とも自治会活動が比較的活発であった地区において協議会組

織も活発になる傾向が見られるようである。 

なぜ、近年、多くの自治体で協議会組織を設置したり、設置の検討を進めているのだろう

か。 近の社会状況に鑑みれば、主に次の２点を指摘できる。 

第１に、少子高齢化とそれによる社会活力の低下懸念である。地方では高齢化と人口減少

が深刻化しつつあり、今後10数年のうちに集落自体が消滅してしまう地区を抱えているとこ

ろも少なくない。地域の結束力を強め、住民と行政とのパートナーシップを強化する仕組み

として、地域自治組織への関心が高まっているのである。 

第２に、「平成の大合併」によって、基礎自治体の規模が拡大した結果、地域の再編が進み

つつあることへの懸念である。特に、合併される側の小規模町村にとっては、地域の人的な

ネットワークや行政とのパートナーシップの関係が断ち切られてしまう危機に直面している。

また、公共投資の優先順位も大きく下がるのは必至である。こうしたことから、地域の結束

力を維持し、行政とのパートナーシップを再構築する仕組みとして地域自治組織への関心が

高まっているのである。 

こうした状況を踏まえて検討される地域自治組織は、地域の自治をいかに強化するかとい

う問題意識の下に制度設計がなされることになる。このため、主な関心事は、アメリカの近

隣政府やイングランドのパリッシュのように、市町村内部の狭域レベルに一定の自治権を付

７．事例のまとめ 
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与することを志向するものとなり、行政の権限の中からどの程度を協議会組織に移譲するか

ということも議論されよう。合併関係市町村を中心に地域自治区制度の導入が検討されるの

もこのような問題意識からであろう。そして、この場合、自治会は、必ずしも否定される存

在にはならない。自治会の活動基盤を受け継ぐ方が、協議会の運営はより安定するからであ

る。 

もっとも、以上のような状況変化は、地方の過疎地域ほど深刻な問題である。豊島区のよ

うな都心の自治体では、数の上では地縁組織以外にも多くのNPO・ボランティア活動があり、

そうした活動に関心を持つ住民の数も多い。少子高齢化による社会活力の低下への懸念はあ

るものの、その深刻度は地方ほどではないから、自治を強化する制度構築へのニーズは必ず

しも大きいとはいえず、自治会を基盤とすることへの反発も起こりえよう。 

 

（２）地域に根ざした中間支援組織 

   豊島区のような都市型の自治体では、自治会の地位は低下したとはいえ、その役割を無視

できるほど他の地域団体やNPOが活発になっているわけではなく、しかもそれぞれの団体の

交流が乏しいというのが現状ではないだろうか。地域自治組織が求められるとすれば、さま

ざまな団体がネットワークを組むことで互いの不足を補い、住民をそれぞれの活動に共感的

に巻き込むことができる基盤として機能することであろう。これは、言うなれば地域に密着

した中間支援組織である注）。 

   2006年度に筆者達が行った豊島区におけるNPO法人を対象としたアンケート調査では、豊

島区のNPO法人は、専用の事務局と有給スタッフを擁する事業型のNPOと、ごく小規模の草

の根のNPOに二極化している実態が明らかになった。このうち、草の根の小規模NPOに対し

ては、地域団体と連携して地域課題の解決に取組んだり、ボランティアの参加を得たりとい

うように、地域の「ソーシャル・キャピタル」との相互作用を自らの経営基盤にできるよう

にすることが、持続的な活動にとって不可欠であろう。 

このような多様な主体による関係性の構築を促す基盤としては、コミュニティ施策による

コミュニティ施設やNPOの中間支援組織などがあり、一定の役割を果たしてきた。そのサポ

ートのアプローチとしては、第１に、NPO 支援センターのような外部の中間支援組織との連

携を図る手法である（相模原市、宝塚市、伊賀市ともNPOの中間支援組織が地域自治組織の

活動支援も行っている。）。第２に、行政が地域担当職など地域自治組織を支援する職員を配

置する手法である（伊賀市で支所ごとに配置している。）。第３に、外部の専門家を行政が雇

用してアドバイザーとして配置する手法である（宝塚市で行政職員OBを配置している。また、

三重県四日市市で地域マネージャーの呼称で配置している例がある。）。 

もっとも、これらは主に地域自治組織の立ち上げや運営支援を目的としており、地域自治

組織自らがコミュニティ形成の基盤となるような役割を果たしているわけではない。今後、

豊島区において地域自治組織の可能性を探るとするならば、むしろ、豊かなコミュニティ形

成の基盤となっている中間支援組織の機能を参考にした制度設計を考えていくことが求めら

れるのではないだろうか。 
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本文脚注 

                             

 
１ 日本 NPO センターは、アメリカのインフラストラクチャー組織を念頭に置いて設立されているが、この場

合のインフラストラクチャーは、NPO セクターに包括的に関わる制度やシステムを構築・変革していくこ

とを基本的に指しているという。日本 NPO センター編 1997 を参照。 
２ 内閣府国民生活局の調査では、「平成 13 年 11 月の調査時点で概数として約 200 と想定される」と記されて

いる。内閣府国民生活局 2002、3 頁を参照。 
３ この点は、NPO 法人調査でも裏付けられており、実際に NPO 法人が、中間支援組織から受けたことのある

サービス内容は、情報提供 43.4%、情報収集支援 23.8%、資金調達支援 18.9%、ネットワーキング 17.2%、

情報発信支援 16.4%、相談窓口 13.1%となっている。 
４ ちなみに、他の財源は、会費 12.2%、寄付 6.7%、行政からの補助金 5.9%、事業収入 18.0%、民間企業から

の業務委託費 2.6%、民間その他の助成金 8.0%、繰越金 2.2%、その他 2.4%となっている。 
５ 但し、NPO では、一般的な企業と異なって、全ての NPO が、必ずしも組織化や事業化の発展段階を進んで

いくわけではなく、ボランタリー・アソシエーションに留まるものも多い。 
６ そもそも、「市場の失敗」と密接に絡んだ社会問題の解決に、単純に市場的解決を求めても無理がある。例

えば、アメリカでは、レーガン政権以降、NPO への補助金が大幅にカットされ、NPO の商業化、ひいては

営利企業への「組織的同型化（isomorphism）」が進展した結果、NPO は、採算性のある事業に集中し、貧

困者への対応から撤退するようになったと言われている。これは、NPO の公益性の喪失と言って良い事態

だろう。須田 2004 を参照。 
７ また、宝塚市社協は、森綾子氏を、社協に籍を置いたままの出向扱いにすることで、人件費補助も行ってき

た。 
８ 阪神・淡路コミュニティ基金は、基金解散時に「市民活動サポート基金」3,000 万円を更に、CS 神戸に助

成している。 
９ これらの団体は、例えば、退職者による市民団体の事務局支援サービス、移送サービス、学童保育、高齢者

対象のミニ・デイサービス、バリアフリー・マップの作成、ドメスティック・バイオレンスを受けた女性の

シェルター、高齢者や障害者向けのパソコン研修、高齢者や障害者向けの洋服作りやリフォーム、園芸等、

非常に多様なサービスに従事している。 
１０ CS 神戸の会計報告書では、行政補助金と民間助成金の違いは明示されていない。 
１１ 委託事業には、企業や大学からの委託事業も含まれている。大学の例としては、京都大学防災研究所の COE

プロジェクトから、研究内容を広く一般市民に伝えるフォーラム開催事業を受託している。 
１２ 山倉健嗣 1993『組織間関係』、有斐閣を参照。 

１３ バブルの時期には利息が年に 1,300 万円ほど生じ、それを事業費に利用することができたが、バブル崩壊

後の現在では、200 万円ほどにしかならないという。 
１４ 同じテーマで活動している団体は、相互に競争してライバル関係に陥るケースがままあるが、ここでは、

そうなる前に、横の連携を作るよう働きかけてきた。そうした中で、在宅サービスのネットワークなども構

築してきたという。 
１５ 六つの団体とは、練馬ボランティア・市民活動センター以外は、NPO 法人練馬区障害者福祉推進機構、

NPO 法人インターネットビジネス研究所、NPO 法人ワーカーズ・コープ練馬地域福祉事業所あい、NPO
法人すみよい街づくり研究会、武蔵大学である。 

１６ この事例としては、東京都三鷹市、武蔵野市、中野区の取組が有名である。一例として、『まちづくりプラ

ン－第３回コミュニティ・カルテ 終報告書－』三鷹市、1989 年 11 月。 
１７ たとえば、三重県伊賀市では、伊賀市自治基本条例を設置根拠として、小学校区や旧町村の区域等を単位

として住民自治協議会が置かれ、圏域の中心である旧上野市域以外の旧町村単位に支所が置かれている。 
１８ 国会審議では、当初政府の見解は、「地域自治区の区域内に住所を有する者」の解釈を厳格に捉え、区域外

に住所を有する個人商店や各種団体の関係者などは地域協議会の構成員になることはできないとしていた。

しかし、「住所を有する者」には自然人だけでなく法人も含まれるとしているため、昔から地域活動を支えて

きた個人商店主や開業医等は含まれない一方で、企業の支店や営業所の代表（組織の長から託された平社員

も可能）は構成員に含まれるという矛盾が生じる。この点が繰り返し質疑された結果、商店街活性化の有志

の集まりといったものを権利なき社団とみなし、参加可能だと答弁を修正した。このように、「住所を有する

者」の解釈は緩やかに捉えて差し支えないはずである。 
１９ 前掲西尾 2005：277～278。なお、前掲の伊賀市の住民自治協議会は、住民の発意に基づいて市長が設置す

ることになっているので、住民の発意がない限り設置されない建前になっている。 
２０ 財団法人日本都市センターが全国の市と特別区に対して行ったアンケート調査によれば、372 団体（回答

団体の 70.7％）でコミュニティ政策を行っており、うち 228 団体においてコミュニティ組織を設置している
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という（財団法人日本都市センター2001）。 

２１ 筆者は、2003 年度に「江南市・岩倉市・大口町・扶桑町合併検討協議会」が設けた「都市内分権研究会」

に関わり、本庁と地域機関の役割分担（行政組織内分権）と地域機関内部の行政組織と住民自治組織の役割

分担（地域への分権）について検討する機会を得た。同協議会は、検討半ばの 2004 年３月に解散したが、

地域自治組織の機能強化を図るには、個々の事務をどのように分担するかという地道な検討作業が必要なこ

とを痛感した。また、その過程で職員の間に地域自治組織がなぜ必要なのかということに対する認識の共有

化を図ることができた。本文の記述及び表２は、その時の経験を踏まえたものである。なお、このときには

地方制度調査会の地域自治組織をイメージしていた。 
２２ 主に、①地域機関が主体的に意思決定（決裁権限及び予算要求権）を有する視点と、②住民に意思決定や

執行を委ねる視点。 
２３ 本稿では一貫して「地域協議会が担う事務」という表現をしているが、実際の運用面では、地域協議会は、

合意形成機能と事務の実施機能という２つの機能のうち、事務の実施機能については、事業別委員会や部（会）

制など、地域協議会の下部組織として設ける場合と、執行部門を持たず、事業ごとに NPO や地域団体など

外部の組織と連携する場合が考えられる。本稿では前者だけでなく後者の形態も含めて論じている。 
２４ 「第 159 回国会衆議院総務委員会会議録」第 14 号、2004 年４月 20 日（岩崎忠夫委員に対する大野慎一政

府参考人答弁）。 
２５ 筆者が 2007 年３月６日にグロスターシャー県農村地域コミュニティ協議会（Gloucestershire Rural 

Community Council）に対して行った聞き取り調査によれば、政府は 2001 年よりパリッシュ計画の策定支

援を進め、１パリッシュ当たり 5,000 ポンド（およそ 120 万円）を上限とする計画策定経費を 3 カ年で補助

した。実際の補助額は大幅に下回り、策定の進捗に関わらず政府の補助は打ち切られたが、市町村（district）
が独自の判断で上限 1,500 ポンドの計画策定経費を補助しているという。同協議会は、この策定経費を活用

しつつ、住民参加による計画策定を支援しており、52 コミュニティのうち半数程度で計画が策定されている。 
２６ 地方自治体によって取組内容に差がある。本稿の記述は、筆者が 2007 年３月６日にグロスターシャー県の

LSP 担当課長に対して行った聞き取り調査をもとにしている。なお、グロスターシャー県では、地域戦略パ

ートナーシップの仕組みが本格的に動き出すのは 2007 年４月からだという。 
２７ 第 27 次地方制度調査会においても、地域自治組織の事例として、広島県旧高宮町の自治組織など、農村部

の自治組織を視察している。 
２８ 新潟県上越市は、旧上越市以外の旧町村単位に地域自治区を設置しているが、地域協議会委員を当該地区

住民の選挙で選出する「準公選制」を導入している。現在のところ、このような事例は他にない。準公選制

をはじめ地域自治区制度の論点については、上越市 2007。 
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参考事例１： HASNAH SHERIFF ASSOCIATES 

（グロスターシャーＬＳＰ関連のヒアリング） 

 
訪問団体名：Hasnah Sheriff 氏（HASNAH SHERIFF ASSOCIATES） 

日   時：2007 年 3 月 5 日（月）15:00～17:00 

場   所：グロスターシャー・ルーラル・コミュニティ・カウンシル会議室 

 
 
 
 
１．コンサルタントの現状 

（１）シェリフ氏の紹介 

○ シェリフ氏は現在ウイルスシャー在住で、フリーのコンサルタントをしている。主に

パブリック・セクターのコンサルタント、特にパブリックセクターとボランタリーセク

ターのパートナーシップに関するコンサルタントをしている。 
○ コンサルタントの仕事は、自治体とボランタリー・セクターをつなぐファリシテータ

ーの育成・研修が中心である。研修内容は、主にパートナーシップにおいてボランタリ

ー・セクターの代弁者になるためのトレーニングであり、プレゼンの仕方やボランタリ

ーセクターに関する基本的な知識の習得である。 
 
（２）コンサルタント業務について 

○ グロスターパートナーシップのアセンブリー（セクター会議、Big challenge）の関連

で雇用された。年間のアッセンブリーや後述のマッピングシステムの業務で年間およそ

１万２千ポンドの委託料。 
○ パートナーシップ政策以前は、コンサルタントとしての仕事はなかった。 
○ 個人的にはいろいろな団体に所属しているが、仕事の上ではどこにも属さないように

している。 
【質 疑】 

Ｑ ボランタリーセクターは資金がないのにコンサルタントとして成り立つのか？ 
Ａ 零細団体などは年間予算１万ポンド、そういうところは難しい。個人のコンサルは、

グロスターで５人くらい。 
Ａ コンサルタントは個人でやっていて人を雇えない。あるところは３か月などの契約期

間のため、委託する側もつかいにくいのが現状。資金が終わったら解雇される。そのた

め転職が多い。 
Ｑ コンサルタントの委託料はどこから出るか？ 
Ａ 自治体の中間支援組織へのトレーニング経費から支出される。 
Ａ パートナーシップのプロジェクト（LSP のアセンブリーや計画策定）の経費は 12 万ポ

ンド（約 3,000 万円）。県の予算で、主に人件費と計画策定経費に充てられる。NPO の

交渉、調整費にしては安い。 
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２．セクター会議（アセンブリー）について 

○ グロスターシャー全体の連携組織であるストラテジック・パートナーシップには、経

済発展などいくつかのテーマに分かれているが、グロスターアセンブリー（セクター会

議；NPO のグループ）は、テーマにあわせてグループをつくっている。そして、GSP で、

あるテーマについて話し合うと、アセンブリー側もテーマごとにグループをつくって話

し合う仕組みになっている。鏡のように対応できているので、非常に有効に機能してい

る。 
→ NPO 側のテーマごとのグループの説明については別添資料。それぞれのチームが規約

のようなものを作っている。資料は基本的なモデル。29 のネットワークによるフォーラ

ム、8 つのボランタリー。 
○ たとえば、NPO 側で組織している子どもと若者のグループは、県の子どもと若者のグ

ループのメンバーと頻繁に意見交換をしている。また、話し合った内容について、NPO
側のメンバーの間で議論もしている。そうした議論の中でよい意見がいくつも出てくる。

県は、そうしたよい意見を使って仕事ができる。グループの運営には県から多少お金が

出ているが、結果から見れば大変安いので、県は満足していると思う。 
○ 最近では地域エリア合意（Local Area Agreements: LAA）への準備が進んでいる。こ

れまでのパートナーシップと比べると具体的で集中的な取組になっている。これについ

ては、複数の NPO と行政との取組で表彰を受けた。 
【質 疑】 

Ｑ ボランタリー・セクター間の情報提供はどのようになされているか。 
Ａ 現在、マッピングプロジェクトに取り組んでいる。コンピュータのデータベース上に

どの団体があるかをプロットする作業である。自治体からの照会があったときなど、ど

こに何人働いているかがわかる仕組みになっている。メーリングリストに 1,500 人登録

している。 
Ｑ どうやって団体を見つけるのか？ 
Ａ 情報を得るのが難しい。自治体の広報、ローカルのラジオ、大学のサークル、新聞な

どで広報しているが、25 パーセントくらいしか返事が来ない。これについてマッピング

作業をしている。GIS システムを使っている。これらの費用はカウンティ・カウンシル

が支出している。 
Ａ 登録のモチベーションを高める努力をしているが、何らかのメリットをつけても全て

の団体が登録してくれるわけではない。団体の半分が年間１万ポンド以下の予算で賃金

スタッフいないため、外に目がいきにくい。 
○ アセンブリー会議は会員制なのか。 
Ａ アセンブリー会議自体はメンバー制になっていない。前述の通り 1,500 団体くらい登

録している。今取り組んでいる GIS の作業が済めば、その数もはっきりしてくる。 
昨年の 3 月だと子供の団体は 35 団体把握していたが、そうした団体は、小学校に上が
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る前の未就学段階を対象としたものも多いが、口コミなど強固なネットワークを持って

いるので、コアの団体とつながりを持っておけば、すぐに情報は広まる。 
 
３．パートナーシップについて 

○ ボランタリー・セクターとパブリック・セクターとの関係は、県によって違う。県に

よっては両者の壁が高いところがある。グロスターの場合はそれほどでもない。人間関

係がわかっている面が大きい。 
○ この 10 年の間にボランタリー・セクターの専門性が高まっている。そのため、妻が公

務員で夫が NPO 職員というように、職の流動性も強まっており、公務員への理解も進み

つつある。むしろ、行政職員よりも政治家が問題である。住民の声を代表しているとい

う意識は強いが、NPO への理解は少ない。グロスターシャーのアセンブリー会議をコン

トロールしようとする動きもありやっかいである。 
○ グロスターには介護している人のケアをしているグループがある。総合的にケアする

NPO が育ってきている。しかしながら、その一方で、特定の政治家にネゴシエーション

する団体もあり、特定の団体・個人のためだけに代弁する政治家とぶつかることもしば

しばである。 
【質 疑】 

Ｑ パートナーシップといってもいきなり政策に関与できない。何らかの工夫はなされて

いるのか。 
Ａ 改善されている。第１に、コンパクトの締結である。それに沿ったことが大きい。そ

のプランニングの際、最低 12 週間のコンサルテーションの期間をとるようになった。第

２に、毎週月曜日に 1,000 の NPO に対し、一斉にメール送信して意見を求めている。た

とえば、最近では病院のマタニティサービスに関する意見聴取があった。メール送信の

リストは、NPO 側が作成したものである。 
Ｑ 日本では、パブリックコメントの文書を送るようなことはしない。送った団体とそう

でない団体との間で不公平になるからであるが、そうした問題はないのか。 
Ａ 既述のように、政府の外にまとめる組織があり、団体情報を出している。そのことで、

自治体にとってはある種の責任回避ができる。ただし、こういう形態に落ち着くまでは、

声の大きな NPO の意見が通りやすいなど、イギリスでも同様の問題があった。政府の外

にまとめる組織があることで、かえって公平性が重視されるようになった。 
Ｑ どうやって民主的な運営が保たれているのか。 
Ａ 「書かれたシステム」はない。これからの課題である。ただし、完全に意見をまとめ

ることを考えない方がよい。NPO の意見は多様である。特に環境の分野では意見が対立

する。また、最近関わった事例では、交通プランをつくるさい、合意できないことも少

なからずあった。ここまではコンセンサスを得られたというレベルを明らかにすること

に意義があるのではないか。 
Ｑ 地域エリア合意をつくるときに、数値目標の設定でもめることはないか。 
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Ａ 交渉の相手はサウスウエスト・リージョナルガバメントである。政府と地方の調整機

関だが、政府の意向を代弁する機関である。グロスターの６つのボランタリーセクター

が関わっている。当初はボランタリーセクターのことを無視していた。話し合いのボー

ドに入れるよう手紙を書いて入ることができた。 
Ａ 数値設定の段階で、政府はボランティアがどの程度増えたか、減ったかという基準を

出したがったが、グロスターは６つのボランティアセクターの取組は、合意に至らなか

ったので対象から外れた。その代わり、合意ができたものについては政府から資金が出

るが、ボランティアの部分は合意できなかったのでお金でなかった（他の部分は出る）。 
Ｑ 中間支援組織の役割はどうか。 
Ａ 中間支援は合意を得るために他の地区の事例をかき集めて政府と交渉する。地域だけ

でなく全国組織の中間支援の役割も大きい。 
 
４．パブリック・セクターからの資金・行政の課題等ついて 

（１）ボランタリー・セクターへの資金 

○ 現在は、カウンティ・カウンシルが資金の受け皿になっているが、今年から LAA が動

き出す。それができた段階で、資金の流れは LSP 経由になる。 
○ 自治体からボランタリー・セクターへの資金の流れは主に３つある。第１は、ショッ

ピング・コミッション（契約によるサービスの購入）、第２はギビング・～マネー（補助

金）、第３はインベストメント（ＮＰＯの能力向上への投資）である。中間支援組織のア

ッセンブリーへの会議費支援などはこれに当たる。 
【質 疑】 

Ｑ LSP のような仕組みによって NPO への資金は増えたのか。 
Ａ 政府資金はそれほどボランタリーセクターに流れていない。大半は自治体に流れてい

る。政府の関心はパートナーシップを組みということであって、ボランタリーセクター

にお金がいくかどうかに関心はない。 
Ａ かつては、政府のボランタリーセクターに対する資金は補助金（団体補助金）のよう

な形で流れていた。その性格もおおざっぱなものであったが、近年は契約文化が浸透し

ている。その結果、自治体からの委託事業に対して切り売りするかたちでしのぐように

なっており、NPO としての独創性、NPO らしさがなくなりつつあることを懸念してい

る。 
Ｑ サービス提供型の NPO でないと生き残りが難しくなりそうだということか。 
Ａ 政府はサービス・プロバイダーとしての NPO の台頭を求めており、アドボカシー型の

NPO は、資金獲得面で苦戦している。だからこそ、アセンブリーをつくる必要性が生じ

るのである。個々に自治体と契約するとさまざまな問題が生じるから、その問題点の代

弁が重要な役割として期待される。 
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（２）最近の傾向・行政の課題 

○ 自治体の部局間の連携は悪い。横のチェックが働かず縦割りになっている。たとえば、

ある部局で個別の NPO ごとに配分されている資金が、別の部局では違う仕組みで配分さ

れているというのはよくある。また、NPO との関係は、職員の個人的な関わりによると

ころが大きい場合がある。そのため、その人が異動したらそれまでの交渉や手続が白紙

になってしまうことがある。 
○ 自治体は６つの優先的領域（プライオリティ）がある。それを決めるときにはコンパ

クトによってセクターに意見聴取しなければならないことになっている。この領域に適

合する場合はよいが、外れてしまっていると資金は出されない。そのことに対する不満

がアセンブリーに寄せられることがある。 
○ パブリック・セクターからボランタリー・セクターへの資金は、通常地方政府から支

出され、中央政府から直接支出される例は少ない。 
○ パブリック・セクターからボランタリー・セクターへの資金は増加しつつある。その

背景には、中央政府のボランタリー・セクター向けの予算が増加しつつあることと、地

方政府のアウトソーシング（業務の切り売り）の両面がある。自治体業務の委託につい

ては、ボランタリー・セクターだけでなく、民間企業や教会なども対象に含まれる。そ

のため、中間支援組織が契約を取れるようトレーニングしている。最近の傾向として、

安ければよいという問題ではなくなりつつある。この地域でも大手企業が受注した業務

のうち評判がよくない事例がいくつかある。 
Ｑ 自治体はどのような基準で委託しているのか？ 
Ａ 自治体ごとに異なるが、EU からの指令などに依拠しているようである。ベストバリュ

ーを基準にするのは実際には難しいように思える。 
○ 最近の大きなテーマとして、公の施設の売却問題がある。これは、ボランタリー・セ

クターが購入するチャンスにもなっており、地域住民のメリットになるような売買のあ

り方を（アセンブリーでも）検討している。 
Ｑ 個々の団体やアセンブリーなどは自治体の予算に対し何らかの利益集団活動をしてい

るのか？ 
Ａ 予算をつくるときというよりは決めるときに、議員を通じてロビー活動を行っている。 
                                     以上 



参考事例２：Evaluation Service 

訪問団体名：Charities Evaluation Services（CES） 

応 対 者： Dr Jean Ellis (Senior Consultant) 

日   時：2007 年 3 月 7 日（水）14:00～15:00 

 
１．これまでの経緯 

○ この団体は 1990 年にそれまであった２つの団体を統合して設立された。ピカソ

（PQASSO）というのは、団体の内部のマネジメントをチェックするシステムである。 
○ ピカソをつくるプロセスと評価について 
→ これが求められている背景には、特に社会福祉分野において、90 年代以降結果の質が

求められるようになったことがある。サービスの質を高めるには、団体のマネジメント

や総合的なチェックの仕組みを用意しておく必要があるとの問題意識からである。今、

第２バーションを策定している。初期のものよりはグレードアップした。よい結果を出

すためのプロセスに関するチェックシステムをより重視したものになっている。内容は

非常に初歩的なレベルから高度なレベルまでの３つのレベルで構成される。 
 
２．ピカソの概要 

○ ピカソは総合的なシステムであり、内部的なアセスメントを重視している。 
○ どういう基準・考え方に基づいているのか？ 
→ 基本的には総合的な評価システムなので、どの分野の団体にも当てはまるものである。

どの分野にも当てはまるものをベースとして、特定の分野については、アンケートなど

の調査を踏まえ、ベースに付加する形で応用している。 
○ ピカソ本来の目的は自己評価である。したがって、まずピカソについて学び、それに

ついて内部でディスカッションし、自分たちがスキルアップしていくことをねらいとし

ている。しかし、そうはいいつつも、外部的な評価がほしいという声が強いので、ピカ

ソを学んだ人に対して学んだ証を与えるようなことも検討している。それについてはま

だ構想の段階である。 
○ 外部評価のシステムがいつできるかということは私も十分に把握していないが、来年

あたりになるのだと思う。 
※ 具体的な内容の紹介 

  省略 
 
３．ピカソの普及事業（研修活動） 

○ 全国の団体を対象に、ピカソを使ったトレーニングの研修を開催している。そこで学

んでもらうことが活動の柱である。 

 - 79 -



○ ピカソは、全国の比較的小規模の団体のためにあるので、地方の中間支援組織の関係

者を対象とし、その人を「ピカソメンター」（ピカソの指導者）として位置づけ、その人

たちをトレーニングしている。その人たちが、中間支援組織の傘下にあるさまざまな団

体に広げていってもらうようにしている。そのトレーニングは毎年繰り返し開催してい

る。 
○「ピカソメンター」は地方にどのくらいいるのか？ 
→ 担当者でないのではっきりとはわからないが、各県の CVS にはおそらく入ってもらっ

ている。 
○ ナショナル・アウトカム・プログラムという全国の中間支援組織を対象とした研修プ

ログラムをここ２年間行っている（資料をくれるとのこと）。外部資金を受けている。こ

れは４日間の研修プログラムで、非常にうまくいっている。これにより 10 の組織を育て

上げた（研修した？）。今後も３年にわたり継続する予定である。 
○ ピカソは様々な分野があり、非常に広範にわたるチェック項目がある。チェックする

内容も多く大変なので、主に２つの領域を選んでチェックしてみることを奨めている。 
○ ピカソはもともと一般的・包括的な内容なので、それをもとに、自分たち自身の内部

指針、自分たちのピカソをつくることが重要である。 
○ この団体のＨＰをみると、中小規模の団体を対象にしているとしているが、実際はど

うか？ 
→ そううたっているが、制限しているわけではなく、実際には規模の大きな団体も利用

している。むしろ、あまりに小さな団体にとっては、複雑すぎると感じるであろう。全

国的な団体も使っている。 
 
４．NPO の評価手法 

○ ピカソを活用する意図は、リーダーが自己評価するためのものなのか？ 
→ 団体の中でディスカッションするためのもの。ただし、NPO が内部的に使うものだけ

ではなく、最近は資金提供者が、当該団体がピカソを使っているかということを一つの

目安にする傾向がある。特に、いくつかの自治体では、自治体の側が NPO に対してこの

存在を教えたり、これをやらせたりといった動きもある。そのため、最近幅広く活用さ

れるようになっている。 
○ 近年、NPO 間でも競争が激化しており、ある NPO はよくやっているが、ある NPO

はそうでないということをどうやって示すかが課題になっている。英国でも同じような

問題意識があるのか？ 
→ そうである。そのために、外部から認めもらうためのマークが団体側からも求められ

ているので、ピカソマークのようないわゆる「カイトマーク」（たこという意味だが、カ

イトマークで何かを上からつけるという主旨の意味になる。）を用意したいと考えている。

現在開発中である。 
○ 日本では大きな組織は ISO の認証を受けているが、それとは異なる主旨のものか？ 
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→ 英国でも特に社会福祉の分野で 1990 年代初頭にレジデンスケア（施設ケア）などの領

域で ISO スタンダードが使われた時期があった。しかし、これは企業などの大規模な組

織向けのものであり、大多数の NPO にとってはマッチしなかった。そのため、ピカソの

方がよく使われている。ピカソはもっとも一般的な評価システムである。 
○ 日本で同じようなシステムが必要であり、評価手法について検討しているところであ

る。この内容を翻訳してもよいか。 
→ 翻訳する権利については、基本的にはＯＫである。ただし、国によって評価基準に違

いがあるから修正が必要になるだろうが、それについては今後話し合いで詰めていけば

いい（早急に書面の取り交わしが必要）。 
 
５．財源（政府からの資金） 

○ 貴団体は政府から資金の提供を受けているか。 
→ この組織の運営に対してはいろいろなところから資金提供を受けている。設立当初は

内務省（Home Office）からも資金がきていたが、現在ではその額は非常に少なくなって

いる。各種のトレーニングについてはさまざまな補助金・助成金がきているが、額とし

てはそれほど多くはない。政府資金としては、チェンジアップという資金がきている。

これは、キャパシティビルディング（中間支援組織の能力アップ）としての資金である。

これも政府からの資金であるが、内務省とは全く別のルートである。また、各種プログ

ラムについては、民間の財団等の基金も受けている。たとえば、先ほど説明したナショ

ナルアウトパンプログラム？は、ロッタリー（宝くじ基金）の資金である。そして、自

分たちがやっているコンサルタントなどによる対価収入（事業収入）もある。 
以上 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働の仕組みに関する基礎調査 報告書 

 

 

平成１９年３月 

委託者：豊島区政策経営部企画課 

〒170-8422  豊島区東池袋 １－１８－１ 

受託者：立教大学（コミュニティ福祉学部原田・藤井研究室） 

         〒352-8558  新座市北野１－２－２６ 
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