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平成１８年度市町村職員海外研修

団　長 山　口　　広

三位一体改革が具体的に動き出し、本格的な地方分権に向けて新たな段階に入った

今、自治体は自主・自立の分権型地域社会の実現に向けて、更なる改革を行っていく

必要があります。

また、これからの時代に対応するため、市町村職員は専門知識を更に深めるととも

に、多角的な視野と柔軟な発想力で様々な課題に対し、積極的に行動していくことが

求められています。

（財）大阪府市町村振興協会では、こうした人材の育成を図るため各種研修を実施

しており、その一つとして昭和６３年度から海外研修を実施しています。

この研修では、国内外での調査研究や海外の地方自治を直接肌で感じることで、従

来の枠にとらわれない柔軟な発想力や新たな行政感覚を育成するとともに、ネットワ

ークの構築、コミュニケーション能力の向上などを目指しています。

インターネットの普及で情報がいつでもどこででも得られるボーダーレスの時代と

なりましたが、その都市が抱える問題、制度の背景、運営上の問題などを十分に把握

し正確な情報を得るためには、現地調査を含めた研修を実施することは非常に有意義

な事です。

今回は「行政とＮＰＯの協働～地域再生・まちづくりを中心に～」をテーマにＮＰＯ

による地域のまちづくりを以前から先進的に取り組んでいるアメリカ合衆国のシアト

ル市とサンフランシスコ市周辺での現地調査を含め、８ヶ月にわたる研修の中で、

様々な制度や情報、また多くの人に接し、普段では得られない貴重な体験を研修受講

者全員が経験することができました。

研修受講者の皆さんは、今回の成果と貴重な体験を元に、住民との協働を始めとし

て、これからの市町村行政の推進役として活躍していただくとともに、この研修で培

ったネットワークを今後の行政に活かしていただくことを期待いたします。

おわりに、事前・事後研修で数多くの指導助言をいただきました柏木宏先生（大阪

市立大学大学院 創造都市研究科教授）を始め、現地研修で熱心にご説明いただいた

方々、また、事前・事後を含め８ヶ月に亘る研修にご理解・ご協力をいただいた職場

の皆様方に厚くお礼申し上げます。

団長あいさつ
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現地調査の概要





現地調査の概要

Ａ　班

訪 問 日 平成１８年９月２８日（木）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（ワシントン州シアトル市）

現 地 調 査 先 シアトル市ネイバーフッド局

現地調査先の概要

シアトル市は、人口約５７万人、面積２１７ｋ㎡であり、冬は温暖、夏は快

適という気候にめぐまれ、貿易が盛んな都市である。またシアトル市

は官民一体での街区整備方式であるコミュニティ・マッチングファン

ドを全米で最初に考案・導入した都市であることでも知られ、ネイバ

ーフッド局を中心にマッチングファンドを活用した住民主体のまちづ

くりに取り組んでいる。

調 査 概 要

（１）研 修 テ ー マ
マッチングファンドによる住民主体のまちづくりについて

（２）調 査 目 的

マッチングファンドという制度そのものを調査するとともに、行政と

住民とが協働によるまちづくりを行うための１つの手法であるといわ

れるマッチングファンドという制度を通じて、行政と地域住民とがど

のような関わり合いを持っているかを明らかにする。

（３）調査先の背景

協働によるまちづくりの一手法であるマッチングファンドについてシ

アトル市ではこれまでに約３５００の事例があり、ネイバーフッド局は、

マッチングファンドに関しての業務を管轄している部署である。

（４）調査先の施策

地域コミュニティ形成の為の様々な施策（以下代表的なもの）

・マッチングファンド制度を通じた協働によるまちづくりの実施

・ネイバーフッドサービスセンターの設置

（５）施 策 の 効 果

地域住民の意に沿ったまちづくりが展開されるとともに、地域住民間

により強力な連帯感を生み出し、住民一人一人に自らがコミュニティ

の一員であることの自覚をもたせ、ひいては地域コミュニティの形成

に寄与する。

（６）今 後 の 問 題

シアトル市においても予算の減少をうけスタッフの人数も減ってきて

おり、そうした中でどういう分野で意見を出して市民参加を拡大させ

ていくべきかが今後の課題としてあげられる。
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訪 問 日 平成１８年９月２９日（金）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（ワシントン州シアトル市）

現 地 調 査 先 シアトル市ユニバーシティ地区ネイバーフッドサービスセンター

現地調査先の概要

シアトル市に１３あるネイバーフッドサービスセンターの一つ。ワシン

トン大学周辺の地域で、ダウンタウン地区に次いで人口密度が高く、

学生が多く住む低層集合住宅地域と商業地域が混在している。

調 査 概 要

（１）研 修 テ ー マ

マッチングファンドによる住民主導のまちづくり

～ユニバーシティ地区事例～

（２）調 査 目 的

マッチングファンドが地域のまちづくりにどのような効果をあげてい

るのかについてユニバーシティ地区の事例をもとに考え、日本でのマ

ッチングファンド導入に向けての課題を考察する。

（３）調査先の背景

・シアトル市では総合計画における地域計画を地域住民の手で行うこ

ととなり、ネイバーフッド計画策定が１９９６年から２０００年に各地区で

実施された。ユニバーシティ地区では地域グループ「ＴｈｅＡｖｅ」が

アベニュー商店街改善計画を作成していたことからそれを基とし、

マッチングファンドを活用して地域の改善に取り組んでいった。

（４）調査先の施策
・アベニュー商店街改善計画に基づく街路改修事業

・廃校跡を活用したコミュニティセンター

（５）施 策 の 効 果

・地域グループが作成した地域の改善計画をマッチングファンドの活

用により市の事業として実現させ、その後もマッチングファンドを

活用して改善を続けることで住民の満足のいくまちづくりが可能と

なっている。

・マッチングファンドの活用により愛着のある校舎を地域の人が集う

場所として地域の力で存続させている。

（６）今 後 の 問 題

・ユニバーシティハイツについては、廃校跡であるため建物の維持費

が高く、今後どうすれば良いかマッチングファンドを活用して専門

家と相談するなどを考えている。
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訪 　 問 　 日 平成１８年９月２９日（金）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（ワシントン州シアトル市）

現 地 調 査 先 シアトル市バラード地区ネイバーフッドサービスセンター

現地調査先の概要

シアトル市域の中で北部に位置し、人口が約５万人。

北欧系の人が多く住み、北欧文化が色濃く残る地区である。

近年、シアトル市の経済発展と共に、地価が上がり、環境の良さから

高所得者がこの地区に移り、以前からの居住者は地価の安い地区へ移

りつつある。

調 査 概 要

（１）研 修 テ ー マ

住民主体のまちづくり支援システムについて

（バラード地区マッチングファンド事例）

（２）調 査 目 的
マッチングファンドによる具体的な事例及び、地区コーディネーター

の役割について

（３）調査先の背景
地区に新しい居住者が増え、地域の事や文化に興味を持つ人が減り、

コミュニティの考え自体が無くなりつつある。

（４）調査先の施策

・マッチングファンドを利用したまちづくり

・コーディネーターによるまちづくり活動のサポート

・新しい居住者向けのパンフレットの作成やインターネットの活用

（５）施 策 の 効 果

マッチングファンドを利用しまちづくりを行う中で、地域の人がその

活動に参加し、新たなコミュニティが生まれている。また、コーディ

ネーターが、マッチングファンドの申請手続きや地域住民の活動をサ

ポートする事により、住民にとって地域の人と共にまちづくりをする

事が身近なものとなりつつある。

インターネットは、地域ニーズの把握やまちづくり活動の参加者募

集など幅広く利用されている。また、その中で情報交換が行われ、新

たなコミュニティの場となっている。

（６）今 後 の 問 題

地域住民のまちづくりやコミュニティ参加への取り組み。そして、

現在あるコミュニティが今後も活動を広げ、住民主体のまちづくりを

行い続けていけるようにすることが、今後の課題である。
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訪 　 　 問 　 　 日 平成１８年１０月２日（月）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（カリフォルニア州サンフランシスコ市）

現 地 調 査 先 サンフランシスコ市長室地域開発局（ＭＯＣＤ）

現地調査先の概要

市の人口　約７８万人、面積 ４６.７平方マイル

市長室地域開発局（ＭＯＣＤ）はサンフランシスコ市におけるコミュ

ニティ開発包括補助金（ＣＤＢＧ）の中心部署

スタッフは４５人、全額ＣＤＢＧで運営、予算は３５００万ドルで、年間１８０ぐ

らいのＮＰＯに助成

調 　 査 　 概 　 要

（１）研 修 テ ー マ

アメリカのコミュニティ開発包括補助金（ＣＤＢＧ）から見るＮＰＯと行

政の協働

（２）調 査 目 的
コミュニティ開発包括補助金（ＣＤＢＧ）の仕組み、行政とＮＰＯの関わ

り、市民の参画について調査し、施策実施の参考とする。

（３）調査先の背景
サンフランシスコ市は憲章市であり、郡（Ｃｏｕｎｔｙ）と市（Ｃｉｔｙ）が一

体となっている。

（４）調査先の施策

サンフランシスコ市はＮＰＯの活動が活発なところであり、ＭＯＣＤはＮＰＯ

を対象にＲＦＰ方式で事業運営をしており、管理経費を除いたＣＤＢＧの全

額をＮＰＯに助成している。

（５）施 策 の 効 果

公聴会等により市民ニーズを把握し、５年に一度作成する戦略的プラ

ンであるコンプランに基づいて、ＲＦＰ方式で出されてきたＮＰＯからの

プロポーザルを、市民の代表であるコミュニティ開発市民委員会

（ＣｉｔｉｚｅｎｓＣｏｍｍｉｔｔｅｅｏｎＣｏｍｍｕｎｉｔｙＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）で審査することで、

ニーズに合ったサービスを供給できる。

（６）今 後 の 課 題

ＣＤＢＧを求めてくるＮＰＯからの市民ニーズ把握だけでなく、ＭＯＣＤは

行政の仕事を市役所から出て、地域社会の人々と肩を並べて事業を行

なっていく必要があると感じており、それをやりかけている。
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訪 問 日 平成１８年１０月２日（月）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（カリフォルニア州サンフランシスコ市）

現 地 調 査 先 タイズセンター

現地調査先の概要
環境運動、人権運動など市民運動に対し助成しているタイズ財団から

派生した組織である。

調 査 概 要

（１）研 修 テ ー マ
ＮＰＯに対するマネジメントについて

（２）調 査 目 的
日本でも、ＮＰＯに対するマネジメントが注目されてきており、先進事

例を参考とする。

（３）調査先の背景

優れたアイデアを持ったＮＰＯは多いが、経営が不得意なため、活動が

持続しないケースが多い。そうした中で安定した環境で活動できるこ

とを目的として設立された。

（４）調査先の施策
将来性のあるＮＰＯに対し、マネジメントを行っている。全米で２５０のプ

ロジェクトを支援している。

（５）施 策 の 効 果

ＮＰＯの優れたアイデアの実現を支援。

（代表例）

グローバルモニタープロジェクト／環境に関する品質結果が全米の環

境保護規制の基準となる。

ポーダープログラム／産業廃棄物の撤去に至った。

（６）今 後 の 問 題
ＮＰＯの事業に対する政府からの補助が少ない。

今後、政府にも理解を求めていくことが必要である。
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訪 問 日 平成１８年１０月３日（火）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（カリフォルニア州サンフランシスコ市）

現　地　調　査　先
サンフランシスコパークトラスト

（元フレンドオブレクリエーションアンドパークス）

現地訪問先の概要

市が管理するＧｏｌｄｅｎＧａｔｅＰａｒｋ（５０×８ブロック約４平方㎞）におい

て、市が管理しきれない公園施設を当該団体が寄付金などの資金を集

め、市に代わって改修などの維持管理を行っている。

主な業務は、地域における公園修繕に関する相談、大きな公園施設の

修繕（資金集めを含め）、市における予算のないプログラムの実施等で

ある。現在３０名の給与スタッフと３,０００名の会員を有し、様々なプログ

ラムを実施するＮＰＯである。

調 　 査 　 概 　 要

（１）研 修 テ ー マ

ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔの活動及び行政とのパートナーシップにつ

いて

（２）調 査 目 的

地域に根ざしたサービスの提供やまちづくりなどを行う上で、行政と

地域住民やＮＰＯとの協働について、様々な経験を有する貴団体に対し、

事業概要や仕組み、行政との関わり方などについて調査を行う。

（３）調査先の背景

公園内の施設や植栽のメンテナンスが十分なされず、ホームレスやア

ルコール依存症者だけでなく、麻薬中毒者などが徘徊し、安心して利

用できない公園を１９７１年に公園局の貴重なプログラムを支援しようと

市民の有志が設立したＮＰＯＦｒｉｅｎｄｓｏｆＲｅｃｒｅａｔｉｏｎａｎｄＰａｒｋｓが前身で

ある。

（４）調査先の施策

基本的には、市の公園施設における維持管理の資金集めの部門に近い

ＮＰＯであることから、寄付専門の人材に関する情報の収集が約半分を

占める。また、資金集めのプログラムとして、ガーデンショーなどの

イベント開催前のパーティ等を行う。

（５）施 策 の 効 果

市公園局の財政支援（維持管理費）を含め、環境・スポーツなどの子

供達への各種教育プログラムの実施並びに大規模公園施設（植物園）

の修繕、ベンチ・フェンスの設置等ボランティア参加者の募集など。

（６）今 後 の 問 題 公園内にある大規模施設の維持管理に関する資金集めなど。
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訪 　 　 問 　 　 日 平成１８年１０月３日（火）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（カリフォルニア州オークランド市）

現　地　調　査　先 イーストベイエイジアンユースセンター（ＥＢＡＹＣ）

現地調査先の概要
サンフランシスコの湾東地域でアジア系の低所得者や学力が十分でな

い児童を対象に教育プログラムを提供しているＮＰＯ。

調 査 概 要

（１）研 修 テ ー マ
ＥＢＡＹＣの活動および行政とのパートナーシップについて

（２）調 査 目 的
学校だけでは解決できない子供の問題に取り組むＥＢＡＹＣの活動及び行

政との関わりについて学び、教育目標を達成するための一助とする。

（３）調査先の背景

オークランド市に住むアジア系の子ども達は、人種や経済的理由によ

り差別を受け、十分な教育を受けることが困難であった。このため、

これらの子どもを対象に小学校２年生から高校卒業までの１０年間、カ

ウンセリング、補習授業、文化やスポーツの活動を通じて新しい社会

に適応させることを目的に１９７６年に活動を開始した。

（４）調査先の施策

・子供に対する長期間の安定したサポートと学習機会の提供

・子供の教育に親が深く関わりを持つ為のサポート

・地域社会の活性化に向けた支援（地域社会の組織化）。

・逮捕歴のある青少年に対する矯正プログラム

（５）施 策 の 効 果

・補習授業、放課後プログラムは参加費用が無料であるため、経済格

差に伴う教育格差を解消する一助となっている。

・親が子供の教育に関心を持つことにより家庭の教育環境が改善され、

延いてはこれが健全な学校運営に繋がる（学校と家庭との連携）。

・地域社会を組織化したことで意見集約やニーズの把握が容易となる。

（６）今 後 の 問 題

・ＥＢＡＹＣの活動は主に放課後の教室で行われるが、学校側は子供に対

する影響力は教師の方が格段にあると考えており、ＥＢＡＹＣの活動に

非協力的で連携を図るのが困難である。

・ＥＢＡＹＣの活動費は大半が行政からの補助金で賄われていることか

ら、活動内容等についての制約が多い。また、一年に４回の提出が

義務付けられている事業報告書の作成に膨大な時間が掛かるため、

本来業務の妨げとなっている。
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Ｂ　班

訪 問 日 平成１８年９月２８日（木）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（ワシントン州シアトル市）

現 地 調 査 先 シアトル市　ネイバーフッド局

現地調査先の概要

アメリカ合衆国の北西部ワシントン州に属し、北緯４７度、緯度は樺太

とほぼ同じである。人口約５７万人 、面積２１７ｋ㎡

主要産業は、マイクロソフト社、ボーイング社、スターバックス社、

アマゾン.ｃｏｍなど。

全米７０％の市で採用されている「ネイバーフッド・マッチングファン

ド」はシアトルで考案され、ネイバーフッド局が運営の責任を担って

いる。

調 査 概 要

（１）研 修 テ ー マ
シアトル市とＮＰＯ・地域住民とのパートナーシップについて

（２）調 査 目 的
「マッチングファンド」「ＢＩＤ」のしくみを学び、これを活用した地域

住民の積極的なまちづくり施策を参考にする。

（３）調査先の背景
住民主体のまちづくりの柱でもある、マッチングファンドの適正な運

営管理を行っている。

（４）調査先の施策

・マッチングファンドの執行・管理運営

・Ｐパッチプログラムの促進

・ネイバーフッドサービスセンターとの連携による地域ネットワーク

への支援促進

（５）施 策 の 効 果

行政側主体から住民側からの発意を尊重し、支援していくことがより

充実したコミュティの形成、柔軟な行政との協働体制が構築されてい

る。

（６）今 後 の 問 題

ＮＰＯとの関係をさらに深め、ネットワークを拡大する。また、Ｐパッ

チプログラムやその他青少年育成に関するプログラムへの取組みにも

力をいれ、より地域コミュニティを展開させていく。
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訪 問 日 平成１８年９月２９日（金）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（ワシントン州シアトル市）

現 地 調 査 先 ダウンタウン・ネイバーフッド・サービスセンター

現地調査先の概要

１９８７年にネイバーフッド課が新設されると同時に、シアトル市全体を

新しく１３地区に分け、それぞれにネイバーフッドサービスセンターが

設けられた。ここはその一つであり、マッチングファンドの調整や、

地区協議会の運営を行い、地域の最前線で活動している。

調 査 概 要

（１）研 修 テ ー マ
ダウンタウン・ネイバーフッド・サービスセンターの概要等について

（２）調 査 目 的
センターの活動内容や、マッチングファンドの調整の仕方を学び、日

本における地域福祉施策の参考とする。

（３）調査先の背景

シアトル市議会はコミュニティのニーズを汲み取り、市と地域のパー

トナーシップを構築する必要があることから、ネイバーフッド計画支

援プログラム創立の決議を行い組織化された。

（４）調査先の施策

・マッチングファンドの調整

・地区協議会の運営

・地域住民の相談窓口、ツーリストへの情報提供

（５）施 策 の 効 果

地域に拠点を置くことで、市民ニーズを汲み、それらを行政サービス

に反映させる体制を整えており、マッチングファンド制度の活用等で

市民の自主的な取組みを推進している。

（６）今 後 の 問 題
都市化の進展に伴い、より多様な市民ニーズがでており、地区協議会

数の増加などを検討していく必要がでてきている。
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訪 問 日 平成１８年９月２９日（金）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（ワシントン州シアトル市）

現 地 調 査 先 ダウンタウン・シアトル・アソシエーション

現地調査先の概要

ダウンタウンにおける公共の安全確保や経済発展の促進など、都市の

環境の向上、発展にＤＳＡが大きく貢献している。また、ＤＳＡはＢＩＤの

運営主体であり、ダウンタウンにおけるビジネス開発発展の中心的役

割を担っている。

調 査 概 要

（１）研 修 テ ー マ
ＤＳＡが実施している多様なまちづくり活動について

（２）調 査 目 的 ＤＳＡが行っている清掃・美化・安全のまちづくり施策を参考にする。

（３）調査先の背景
ダウンタウンの環境や治安維持も考えた多種多様なまちづくり活動を

行っている。

（４）調査先の施策

・経済発展の促進

・交通アクセス等の整備

・まちの安全強化

・マーケティング調査

（５）施 策 の 効 果

２５年前、衰退の道をたどっていたダウンタウンであったが、行政との

協働まちづくりにより現在は人口も増加傾向にあり、まちの活性化推

進に大きく寄与している。

（６）今 後 の 問 題
既に以前から問題とされている交通機関を整備し、より経済発展を促

す。また健康的でいきいきとしたコミュニティづくりを行っていく。
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訪 問 日 平成１８年１０月２日（月）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（カリフォルニア州サンフランシスコ市）

現 地 調 査 先 サンフランシスコ市　高齢者局

現地調査先の概要

アメリカ合衆国のカリフォルニア州の中央西部に位置し、アメリカ西

海岸の大都市のひとつである。

面積約１２０ｋ㎡、人口約７８万人で、冬は暖かく夏は涼しい快適な気候で

年中過ごしやすい。

アジア系人種の割合が高いのが特徴

調 査 概 要

（１）研 修 テ ー マ

サンフランシスコ市における高齢者福祉分野でのＮＰＯとの協働につい

て

（２）調 査 目 的
高齢者施策の現状とＮＰＯとの協働におけるリクエスト・フォー・プロ

ポーザル（ＲＦＰ）の活用について

（３）調査先の背景

全米の他都市と同様にベビーブーマーの高齢化に伴い高齢者数が急増

している状況ではあるが、さまざまな高齢者に対する施策を展開して

いる。

（４）調査先の施策

・食事や相談業務などの包括的な高齢者向けプログラム

・インホーム・サポーティブ・サービスでの所得制限導入

・綿密なニーズアセスメントに基づくエリアプランの策定

・ＮＰＯ活用による良質なサービス提供手法としてのＲＦＰ

（５）施 策 の 効 果

・ＲＦＰによる公民の役割分担を明確にしながらの良質なサービスの提

供

・地域に精通したＮＰＯ活用による実情に応じた合理的なサービス提供

（６）今 後 の 問 題
・急増する高齢者をいかにして支えていくか

・低家賃住宅の提供による高齢者（ホームレス含む）の住宅問題
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訪 問 日 平成１８年１０月２日（月）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（カリフォルニア州サンフランシスコ市）

現 地 調 査 先 サンフランシスコ シニアセンター　ダウンタウン支所

現地調査先の概要

サンフランシスコ市内にあるＮＰＯ。地域に暮らす高齢者の閉じこもり

を防止し、生きがいを醸成する各種事業による社会参加促進や、ソー

シャルワーカーによる個別のカウンセリングなどを実施している。

調 査 概 要

（１）研 修 テ ー マ
行政とサンフランシスコ シニアセンターの協働について

（２）調 査 目 的
行政とサンフランシスコ シニアセンターの協働による高齢者の生きが

い対策と社会参加事業の状況と運営について調査する。

（３）調査先の背景
１９６６年に設立され、高齢者の生きがいや自立した生活を支援するＮＰＯ

の草分け的存在。サンフランシスコ市内に２箇所の拠点をもっている。

（４）調査先の施策 地域に住む高齢者の生きがい創出と自立した日常生活の支援

（５）施 策 の 効 果
高齢者同士の交流の促進や閉じこもりの防止、食事提供による栄養改

善、軽い運動による健康の維持・増進など。

（６）今 後 の 問 題

精神障害や身体障害がある人へのサービス提供、アルコール依存症や

薬物中毒者の更生に寄与できる体制の構築。

病院での治療を終えて退院した高齢者が同じ病気で再入院することを

防ぐためのプログラム〔トランジショナルケア（過渡期の介護）〕の導

入
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訪 問 日 平成１８年１０月３日（火）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（カリフォルニア州サンフランシスコ市）

現 地 調 査 先 オン・ロック

現地調査先の概要

サンフランシスコ市、フリーモント市の一部がサービス圏域で、メデ

ィケアやメディケイドからの資金を財源とし、包括的な在宅での看護

プログラム（ＰＡＣＥ）を運用している。

調 査 概 要

（１）研 修 テ ー マ
行政等との役割分担、パートナーシップについて

（２）調 査 日 的
サンフランシスコ市との関わり、高齢者福祉の分野における当該ＮＰＯ

の活動（ＰＡＣＥプログラム含め）を参考にする。

（３）調査先の背景 アメリカで先駆的にＰＡＣＥプログラムを実施したＮＰＯ

（４）調査先の施策 ＰＡＣＥプログラムの運用

（５）施 策 の 効 果
多様な専門家が連携してサービスを提供し、多くの高齢者が在宅で生

活ができている。

（６）今 後 の 問 題
プログラム利用に対する多くの方のニーズに応えるため、フリーモン

ト市にもセンターを開設していきたい。
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訪 問 日 平成１８年１０月３日（火）

訪 問 都 市 アメリカ合衆国（カリフォルニア州サンフランシスコ市）

現 地 調 査 先 ノース＆サウスオブマーケットアダルトデイヘルス

現地調査先の概要

１９８３年に設立され、サンフランシスコ市内に４ヶ所のアダルトデイヘ

ルスセンターを運営している。

センターは、高齢者等の病院や施設での閉じこもりを防ぐ為に設立さ

れ、会食サービスや多様なレクリエーション、ヘルスケアを提供して

おり高齢者等の介護予防に取り組んでいる。

調 査 概 要

（１）研 修 テ ー マ

高齢者福祉におけるサンフランシスコ市とＮＰＯの取り組みを調査し、

市とＮＰＯとの協働について研究する。

（２）調 査 目 的
サンフランシスコのＮＰＯ型高齢者介護の取り組みを調査し、行政との

役割分担、パートナーシップについて当該ＮＰＯの活動を参考にする。

（３）調査先の背景 市直営の高齢者施設ではなく、ＮＰＯが運営している。

（４）調査先の施策
在宅の６５歳以上の高齢者および１８歳以上の障害者を対象にした、ヘル

スケアサービスの提供

（５）施 策 の 効 果

介護予防教室や慢性病の継続治療、社会的心理的適応状態の評価、健

康度チェック等に行うことにより、高齢者等の介護予防につながつて

いる。

（６）今 後 の 問 題
プログラムに対する行政の財政的な支援やＰＲを積極的に行い利用者を

増やしていく。
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『住民・ＮＰＯとの協働』…全国の多くの自治

体が掲げているまちづくりのテーマです。今、私

たち自治体を取り巻く環境は大きく変わってきて

います。少子高齢化が急速に進行する中で、市民

の価値観も変化し、ニーズは非常に多様化してい

ます。その一方で、景気回復の兆しはあるものの、

自治体の財政状況は依然として厳しい状態が続い

ています。

こうしたことから、従来のような行政運営では、

多様な市民ニーズに対応できなくなり、『住民・

ＮＰＯとの協働』が求められるようになってきま

した。しかし、『住民・ＮＰＯとの協働』は順調に

進んでいるとは言い難い状況にあります。

自治会を基本とした地域コミュニティは、核家

族化の進行や生活様式の多様化などにより、その

機能が低下してきているといわれています。一

方、ＮＰＯは、平成１０年に「特定非営利活動促進

法」が施行され、３万近い団体が設立されました。

行政の「よきパートナー」として活躍が期待をさ

れていましたが、ＮＰＯと行政との信頼関係が十

分に築けず、課題も多く存在しています。

多くの自治体がこのような課題を有する中、私

たちはＮＰＯや住民参加システムの先進国であるア

メリカへの研修の機会を得ることができました。

シアトル市では、ネイバーフッド・サービスセ

ンターを拠点に住民自らが計画を作り、まちづく

りに取り組んでいました。マッチング・ファンド

などの制度の存在が、「住民参加のまちづくり」

に大きく寄与していると感じました。また、サン

フランシスコ市では、多くのＮＰＯが活躍し、市

民生活の様々な分野を支えていました。また。行

政の支援なしに自らまちづくりの活動を行う団体

が多いことも私たちには驚きでした。

シアトル、サンフランシスコ両市に共通して言

えるのは、住民が「自分たちのまちは自分たちの

手で良くしよう」という意識を持ち、その実現を

支えるためのシステムが構築されているというこ

とです。そのことが「行政と住民・ＮＰＯとの協

働」が成功している決め手ではないかと感じまし

た。

歴史や文化の違いもあり、アメリカでの事例を

そのまま日本にコピーすることは困難かもしれま

せんが、「住民・ＮＰＯとの協働」を促進させるた

めに、班員で論議を重ね、その結果を以下のとお

り報告書として取りまとめました。

最後になりましたが、事前研修、事後研修にお

いてご指導、ご助言を下さった柏木先生、私たち

を支援してくださったマッセＯＳＡＫＡのみなさん、

各訪問先で丁寧にご説明していただいた関係者の

みなさんにこの場をお借りして心からお礼申し上

げます。

Ａ班　海外研修
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【視察日程】



１．はじめに

我が国において、阪神大震災を契機にＮＰＯ活

動や住民ボランティアが果たしている公益的役割

への関心が高まり、それ以後「協働」という言葉

がもてはやされ、行政の施策においても「協働の

推進」、「協働によるまちづくり」が盛んに謳われ

るようになってきている。しかしながら言葉だけ

が先行してしまい、協働に対する考え方がどこか

曖昧で、行政側にも住民側にも十分に定着してい

ないように思われる。この点において私達は海外

の先進事例を調査する意義があると感じており、

そしてマッチングファンドという制度により住民

主体のまちづくりを行っているシアトル市を訪

れ、制度内容とその制度運営の中で行政と住民が

どのような関わりをもっているかを調査すること

が協働に対する考え方を整理していくうえで重要

であると考え、マッチングファンドによるまちづ

くりを統括している部署であるシアトル市ネイバ

ーフッド局を訪問した。

２．シアトル市概要

シアトル市は、アメリカ西海岸北部のワシント

ン州に位置し、気候について夏は快適、冬は温暖

で過ごしやすく、人口約５７万人、面積２１７ｋ㎡を擁

するアメリカ北西部を代表する都市のひとつであ

る。

経済面では、航空宇宙、情報技術、国際貿易等

の先進的な企業が経済を牽引しており、マイクロ

ソフト、スターバックス等が主要企業としてあげ

られる。

また人種構成は、白人７０.１％、黒人８.４％、アジ

ア系１３.１％、ラテン系５.３％、その他３.１％となって

おり、人口に占める白人の割合が高くなっている。

なお、２００５年度のシアトル市の採択予算は、約

２８億３０００万ドルとなっている。

【高層ビルが建ち並ぶシアトル市街地】

３．ネイバーフッド局

シアトル市においては、ネイバーフッドとよば

れる近隣住区が存在している。ネイバーフッドと

は、我が国における自治会に近いイメージがある

が、行政区画単位ではなく、地域住民自らの意思

により自由に区画（変更）される面において大き

く異なっていると言える。そして数箇所のネイバ

ーフッドごとに市全体が１３の地区に分けられ、ネ

イバーフッドサービスセンターが設置されてい

る。ネイバーフッド局は、このネイバーフッドサ

ービスセンターを統括し、地域住民間のコミュニ

ティ形成を図りながら住民と行政がより身近にな

るような施策を発案・実行している部署であると

いえる。

ここで、ネイバーフッド局の沿革についてふれ

てみたい。まず市民運動を起点として１９８７年にシ

アトル市議会においてコミュニティ計画支援プロ

グラム創設のための決議が行われた。これにより

市内を１３の地区に区分し各地区にネイバーフッド

サービスセンターが設置されるとともに、ネイバ

ーフッド局の前身であるネイバーフッド課が創設

Ａ班　海外研修
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された。１９９０年にネイバーフッド課とネイバーフ

ッドサービスセンターと市民サービス部が合併し

ネイバーフッド局となり、その後コミュニティ関

連施策の権限をネイバーフッド局に一元化させる

方向で、都市保存課、Ｐパッチプログラム（参

考：Ｐパッチとは有機栽培による市民菜園のこと

である。住民は低額で賃借できるが、生産物の一

部を低所得者向けの食糧援助活動に提供しなけれ

ばならない。）、ネイバーフッド計画課、教育課、

安全のためのコミュニティ地図作成・計画分析事

業、シアトル・コミュニティ行動チーム等との吸

収合併がされ、現在に至っている。

【市が１３地区に区分されている】

現在のネイバーフッド局の組織としては、局長

の下、３つの課で構成されている。まずコミュニ

ティ形成課は、コミュニティをつくりあげるため

の施策を行う部門であり、ネイバーフッドマッチ

ングファンドやＰパッチプログラム等の業務を執

行している。また市と住民とのパイプ役としてネ

イバーフッドサービスセンターに常駐する地区コ

ーディネーターもこの部門に属している。次に顧

客サービス運営課は、主に局内の財政・人事・情

報技術等を担当している部門だといえる。最後に

教育課は、学校単位のコミュニティを支援する部

門であり、学校と市とのパイプ役を果たすほか、

税を徴収し、それを財源として教育プログラムを

実施している。

なお、ネイバーフッド局の予算規模としては、

ここ数年概ね８００万ドル～９００万ドルで推移してい

る。

４．ネイバーフッドマッチングファンド

ネイバーフッド局が行っているコミュニティ形

成事業の中で最も大きな役割を担っているのが、

ネイバーフッドマッチングファンド（以下略して、

マッチングファンド）である。これは、シアトル

市により考案され、ネイバーフッド課創設時から

継続して実施されている官民一体型街区整備方式

のための助成金制度であり、現在アメリカの約

７０％の市で同種の助成金制度が存在している。

シアトル市におけるマッチングファンドの現在の

予算規模としては、約２５０万ドル（参考：設立当

初約１５０万ドル、最大時約４５０万ドル）となってい

る。

この制度は、行政・個人・団体等が相互に資源

を持ち寄り、より規模の大きい活動を実現させる

という考え方に立脚しており、申請する事業の実

現にあたって、申請者（住民・団体等）が負担す

るボランティア活動時間、専門家の知識、寄付等

の総額を計算し、それと同額（上限有）までを市

が助成するという制度である。これまでに助成を

受けた事業は３５００件を数え、シアトル市側のマッ

チング総額は約２５００万ドル、住民側のマッチング

総額は約３０００万ドルにのぼっている。

現在マッチングファンドは街区整備事業を対象

とする（１）大規模事業助成金と（２）小規模事

業助成金、植樹事業である（３）ツリー事業、小
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規模な地域づくり活動を対象とする（４）拡大啓

発助成金の４種類に区分されている。なお拡大啓

発助成金には、地域団体で活動する会員を増やし

たり、地域団体のリーダーを育成したりすること

を目的とした事業を助成対象としたＯｕｔｒｅａｃｈ＆

ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＦｕｎｄと、地域団体に属さない個人

の「発意」や「思いつき」を通して新たなコミュ

ニティの形成に寄与する活動を助成対象とした

ＳｍａｌｌＳｐａｒｋｓＰｒｏｊｅｃｔがある。各助成金の概要は

次のとおりである。

（１）大規模事業助成金

（ＬａｒｇｅＰｒｏｊｅｃｔＦｕｎｄ）

・助成額　１万５千ドル～１０万ドルまで

（市議会で議決されればこれ以上も可能）

・申請　年に１回

・条件　１年以内に完成する事業

・審査方法　地区議会と全市レビューチームと

呼ばれる２つの市民団体が審査

し、市長に提言を行う。その後市

議会での可決を経て決定される。

（２）小規模事業助成金

（ＳｍａｌｌａｎｄＳｉｍｐｌｅＰｒｏｊｅｃｔＦｕｎｄ）

・助成額　１万５千ドルまで

・申請　年に４回

・条件　６ヶ月以内に完成する事業

・審査方法　ネイバーフッド局が審査する。具

体的には６名のプロジェクトマネ

ージャーが審査し局長へ推薦す

る。その後局長が決定する。

（３）ツリー事業（ＴｒｅｅＦｕｎｄ）

・助成額　ネイバーフッドあたり１０～４０本の樹木

＊植樹事業のため、基準等が他の助成金とは

異なる。

（４）拡大啓発助成金

（ＯｕｔｒｅａｃｈａｎｄＳｍａｌｌＳｐａｒｋｓＦｕｎｄ）

・助成額 ７５０ドルまで

→Ｏｕｔｒｅａｃｈ＆ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＦｕｎｄ

・助成額　２５０ドルまで

→ＳｍａｌｌＳｐａｒｋｓＰｒｏｊｅｃｔ

・申請　随時

・条件　Ｏｕｔｒｅａｃｈ＆ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＦｕｎｄ

定期的に活動している団体

ＳｍａｌｌＳｐａｒｋｓＰｒｏｊｅｃｔ

個人

・審査方法　ネイバーフッド局が審査する。

なお各ファンドの審査にあたっては、

①コミュニティ形成に資するか

②どのくらい地区住民の参加があるか

③どのくらいの住民負担があるか

④現実性があるか

等が審査基準としてあげられる。このことからコ

ミュニティの形成、住民の連帯を重視した制度で

あることがわかる。

また、助成時期については、助成決定後一括し

て行うのではなく、事業の進行状況を報告書・証

拠書類等で確認しながらその都度行っている。

この制度の特徴として、行政主体でなく地域住

民主体で事業が申請され実施されていくことと、

マッチングにあたり住民側のボランティア活動が

計量化（１人１時間１５ドルで換算）されているこ

とがあげられる。

５．住民との関わり方

マッチングファンドの制度概要について述べて

きたが、次に制度運用にあたってのネイバーフッ

ド局と住民との関わりについてふれてみたい。

ネイバーフッド局の関わり方で特筆すべきこと

としては、申請者である住民に対し非常に親身で

あり、申請前の相談の段階から可能な限りのサポ

ートを行っていることがあげられる。具体的に言

えば、マッチングファンドの審査を行う場合、た

だ単に形式的な審査ではなく、問題点等があれば

それを申請者に指摘し、解決に向けてアドバイス

を行い、なるべく申請事業が採択されるようにす

るのである。その結果採択される事業は増加し、

採択される事業が増加すれば、「まち」そのもの

の整備が進むだけではなく、マッチングファンド

の目的である住民自身によるまちづくりとそれに

Ａ班　海外研修
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付随したコミュニティの形成が推進されるのであ

る。またもう一つ重要な効果としては、こうした

関わり方が、結果としてネイバーフッド局とマッ

チングファンドに携わった住民との間に強固な信

頼関係を構築するに至っていることである。これ

らのことが、シアトル市におけるマッチングファ

ンドが「協働」の成功例の一つとされる所以では

なかろうか。

６．我が国における課題

マッチングファンドは行政と住民が協働を行う

ための手法として優れた制度であることについて

は今回の訪問で確認できた。それでは我が国でこ

の制度を導入した場合、はたして協働は進むので

あろうか。これについて今回いくつかの課題が存

在すると感じた。

１つ目として、「国民性」があげられる。歴史

的背景からみてアメリカ人は自主自立の精神に富

み、行政をあまり頼りにしない傾向があるらしい。

このことについてはＬａｕｒｉｅ氏が「シアトル市民は

（まちづくりに対し）自分たちでやるという気概

がある。」と言っていたこととまさしく一致して

いる。

２つ目として、「寄付文化」があげられる。ア

メリカ人は寄付を行うことに抵抗がなく、むしろ

名誉であると考える風潮が強いようである。また

それを補完するように税制度における寄付金控除

についても整備されており、「税金を支払うより

は、自らの支援したい活動に寄付をする。」とい

う考えも一般的であるらしい。そして住民側のマ

ッチングの根幹を成すものの１つが寄付である。

３つ目として、「住民主導」があげられる。マ

ッチングファンドの設立経緯からもわかるよう

に、アメリカでは公益の実現に対し住民から提案

するケースが決して珍しくない。それに比べて我

が国では公益の実現に向けた協働を声高に謳って

いるのはどちらかといえば行政側であり、住民側

では一部を除いて未だ協働という言葉が十分に認

知されていないのではなかろうか。

我が国でもマッチングファンドのような制度を

既に実施している自治体もあると聞いている。確

かに財源さえあれば制度そのものを作ることはそ

れほど困難ではない。しかしながら国民性、社会

制度、意識等のちがいを考慮したものでなければ、

「仏造って魂いれず。」ということにもなりかねな

い。

７．終わりに

結局、マッチングファンドの仕組みから考察す

れば、協働とは目的達成のためにそれぞれ立場の

異なる者が各々主体的に協力して取り組む状態で

あるといえる。そして協働にあたって重要なこと

は相互理解であり、協働によるまちづくりを推進

していくためには、将来的にはマッチングファン

ドのように「住民の声を活かすシステム」の創出

が必要である。しかし協働への意識づけの面で定

着しているとはいえない我が国においては、まず

行政側・住民側双方が協働の必要性を認識し、自

立した対等な関係を築かなければ制度を創設して

もうまくいかないのではなかろうか。

Ｌａｕｒｉｅ氏、Ｇｒａｃｅ氏とも「地域住民と関わるこ

の仕事が楽しい。」と言っていた。私達もそのよ

うに思えるような住民との良好なパートナーシッ

プの構築に取り組むことが先決であると考える。

【シアトル市ネイバーフッド局にて】
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１．はじめに

地方分権の流れの中で行政主導のまちづくりか

ら住民主導のまちづくりへという大きな変化が起

きている。

この要因として、近年の国・地方の財政危機と

の関連によるものも大きく、行政資源の限界を協

働によって補完しようとする安価な下請けだとの

批判があることは否めない。

しかし、これからの行政と住民の協働の関係は

上下関係の枠組みを超えて、対等の関係に立つこ

とが重要であり、両者が地域改善という共通の目

的に向かってこそ、新たな都市像が見えてくるの

ではないだろうか。

シアトル市では住民自らが地域の計画を作り、

住民が自分たちの住む地域をこんな風に変えるの

だと考えたプロジェクトに対し、事業費の半分を

行政が、同等の負担を住民が労働力などを提供し

て行うマッチングファンドという取り組みがされ

ている。マッチングファンドのシステムについて

はシアトル市ネイバーフッド局での報告書に示す

が、ここではネイバーフッド計画についても触れ、

シアトル市に１３ある地区の１つであるユニバーシ

ティ地区での事例を取り上げ、マッチングファン

ドが地域のまちづくりにおいてどのような効果を

あげるのか、そして日本でのマッチングファンド

導入に向けての課題と工夫すべき点について考察

する。

（ユニバーシティ地区ネイバーフッドセンター）

２．ネイバーフッド計画とマッチングファンド

ユニバーシティ地区の事例について述べる前に

シアトル市のネイバーフッド計画について触れて

おきたい。シアトル市においてもかつては日本と

同様、行政が総合計画を策定していたが、各地区

での住民の必要性の順位が反映されないというこ

とから、地区の計画作りは地区の住民の手で行う

こととなった。ネイバーフッド計画策定は１９９６年

から２０００年に各地区で実施された。市民の２万人

以上が何らかの形で計画策定に携わっており、人

口約５７万人のシアトル市民の約３.６％が参加した

ことになる。ネイバーフッド計画は、市の各地区

の特性やニーズを活かした計画を住民に作っても

らい、完成後に市議会の議決を得て、市の総合計

画を構成しようというものである。つまり総合計

画が作成されるにあたっては、各地区住民が自ら

の地区について作成した計画が基礎計画となり、

不可欠な要素となるのである。住民が自分たちの

住む地区をどのようにしたいのかというネイバー

フッド計画を推進させるための手段としてマッチ

ングファンドは非常に大きな意味をもつのではな

いだろうか。

３．ユニバーシティ地区の概要

ユニバーシティ地区は、ダウンタウン地区に次

いで人口密度が高く、ワシントン大学のキャンパ

スが大部分を占めており、学生や大学関係者が多

く住む地域で低層集合住宅地域と商業地域が混在

Ａ班　海外研修
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している。

地域住民の平均年齢は２４歳と非常に若く、毎年

大学には３.５万人の新入生が入るが、学生はこの

地域に一時的に住むだけであって、同じ住民であ

りながらずっと住んでいる人とは意識が異なると

いったこの地域ならではの特徴がある。人種構成

は白人７４%、アジア系１６%と市全体の人種構成に

近いことからこの地域を訪問先として選定した。

（１）アベニュー商店街改善計画

地域のプラットホーム的組織が作成した街路改

善計画が、市の公共事業へとつながった事例とし

て、アベニュー商店街の改善についてユニバーシ

ティ地区コーディネーターのＫａｒｅｎＫｏさんの説

明を受けた。

ユニバーシティ地区のアベニュー商店街は、第

二次大戦後の車社会の到来とともに郊外の巨大な

ショッピングモールに客を奪われ、空き店舗が目

立つようになった。電線・水道・下水施設も１９３０

年代そのままの状態で、クリスマスの電飾をつけ

ると停電してしまう状況だった。このような状況

を改善するため地域住民とビジネス関係者など、

様々な地域グループが集まって話し合うプラット

ホーム的組織「ＴｈｅＡｖｅ」グループが１９９３年に結

成された。ユニバーシティ地区では、Ａｖｅグルー

プがすでにアベニュー商店街改善案をもっていた

ことからこれをネイバーフッド計画に盛り込んで

ほしいと考えた。

そして１９９４年、ワシントン大学の協力を得て街

路整備の基本構想案を作成した。これが１回目の

マッチングファンドによるもので、市からの助成

額が５千ドル、住民からのマッチング額が約９千

ドルであった。１９９６年には地元の建築家を雇用し

商店街の街路改修計画案を作成した。これが２回

目のマッチングファンドで市からの助成額が約３

万６千ドル、住民からのマッチング額が約３万３

千ドルであった。

こうして１９９８年市議会で認められたネイバーフ

ッド計画では「アベニュー商店街の改修」が明記

され、この結果アベニュー商店街の前面道路の改

修に８５０万ドルの予算が付いた。こうしてマッチ

ングファンドで作成した案を基本計画として

２００２年６月に街路改修事業がスタートした。

プロジェクトは始まったが、昔のトロリー線路

が残っていたため、工事は非常に困難で小さい店

は工事のため道が無くなったことが痛手で不満や

苦情が出始めた。そこで、コーディネーターが出

向いて店の人に工事の細かいスケジュールを伝

え、コンタクトをとるようにした。これは大変な

ことだったが、店の人にとっては情報を得ること

が重要であり、工事終了時には商店のオーナーか

らも「改修して良かった」という結果が得られた。

次にＡｖｅプロジェクトの中でこのビジネス地域

を美しく魅力のあるものにするため、訪れた人へ

の歓迎の気持ちを込めたものを作りたいと考え

た。そこで１９９９年にはマッチングファンドにより、

街路にフラワーバスケットをつるして美しくする

ことを計画した。市で花や土を買い、住民が花を

植え、商店にはフラワーパーツを寄付してくれる

ように頼んだ。

また、歩道の街灯にはバナー（宣伝旗）として

彫刻がされている。これはワシントン大学の学生

が作ったもので、個々の商店のオーナーと話し合

ってオリジナルのものを決めた。これにより大学

生と商店のパートナーシップが生まれ地域へ関心

を持つきっかけとなっている。

（バナー）

また、街路にはグリーンパーキングメーターと
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いうものが設置されており、駐車をしてお金を入

れると地域の若いホームレスの助成金になる仕組

みになっている。ユニバーシティ地区の収容施設

には２００～３００人のホームレスの若者がおり、その

人たちを援助するためのもので、ギビングメータ

ーとも言われる。これは、他の目的に使われるこ

となくホームレスの生活支援のために使われるこ

とになるのでお金を入れる人にとっても良いシス

テムであるとのことだった。

実際にアベニュー商店街を歩いてみると、日本

の商店街とは違い、道路が中央にありアーケード

などはない。商店の前の歩道は広くて非常に歩き

やすく、植栽があちこちにあり、また彫刻がほど

こされたバナーもおしゃれな雰囲気を醸しだして

いる。大規模な開発ではないが、かつて荒廃して

いたとは思えない、歩くのが心地よいと感じるま

ちであった。住みやすさと人が集まる賑わいとは

往々にして相反する所があるが、両方を兼ね備え

た改善はやはり住民の発意による改善計画だから

こその結果ではないだろうか。

（２）ユニバーシティハイツ

次に、少子化で児童が減少したため廃校になっ

た校舎をコミュニティセンターとして活用するこ

とになったユニバーシティハイツの事例をみてい

きたい。

廃校となった校舎をそのまま残したいという住

民の要望が強かったため、住民投票を実施した結

果、コミュニティセンターとして活用することと

なった。まず、教育委員会から校舎をリースし、

マッチングファンドに応募して窓を変え、ペンキ

を塗り、バリアフリーの入口にした。この労働力

や寄付が住民からのマッチングファンドとなって

いる。１９９０～２００２年度までに９回のマッチングフ

ァンドを受けており、市からの助成額が約１７万ド

ル、市民からのマッチング額が１９万ドルである。

改造した校舎をリースして、教室はダンススペー

スなどにしそこから得る収入を保存にあててい

る。校庭は菜園に利用されており、菜園はＰ－パ

ッチと言われ野菜やハーブなどを育てるもので、

それらを売って得た収入を貧困の人のために寄付

する。また、ここで開催されるファーマーズマー

ケットに収穫した野菜を出す人もいて、そこでは

じかに交渉しながら安く買うことができる。

今、ユニバーシティハイツには毎年１３万人以上

の人が集まり、１０～２０年後どうしたら良いかとい

うプランもたくさん提案され新たにマッチングフ

ァンドに応募しているところである。また学校は

築１０４年と老朽化しているため維持費がかかり、

どうすれば保存できるのか専門家と相談してお

り、将来的には市から土地と建物を買い取りたい

と考えており、また、歴史的有償物としても指定

してもらえるよう働きかけていく予定である。こ

のユニバーシティハイツは、１つの敷地で様々な

活動が行われていることで、地域の核となる場所

として地域住民を引きつけている。日本において

も廃校となる学校をどう地域に還元するかは大き

な課題であり、マッチングファンドを活用して愛

着のある校舎を地域の人が集う場所として地域の

力で存続させている取り組みは参考となるもので

あった。

（ユニバーシティハイツ）

４．マッチングファンド導入に向けての課題

シアトルのマッチングファンドの事例を学び、

日本において導入するための課題が数点見つかっ

た。

一つ目はボランティアの労力提供を金額に換算

することにある。シアトルのマッチングファンド

Ａ班　海外研修
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では１人１時間あたり１５ドル（約１５００円）で労働

力をファンドに換算している。日本では地域活動

は主に自治会等を中心として無償で行われている

ことから、労働力を金額に換算することに抵抗感

があるのではないだろうか。しかし、住民が自ら

地域を改善するのだと決意し、汗を流したことに

対して金額に換算することができれば、ボランテ

ィアの社会的評価もあがり、ボランティアのあり

方を見直す契機となるのではないだろうか。

二つ目は申請するグループについてである。シ

アトルの場合、申請者は２人以上であれば正式な

グループでなくてもよいことから、マッチングフ

ァンドへの申請をきっかけとして新しい住民グル

ープが形成されている。また、これまでの活動実

績年数よりもプロジェクト遂行能力を中心として

評価される。日本の場合、地域活動に新しい地域

組織を組み入れることが難しく、申請者として実

績のない団体が認められることはハードルが高い

と考えられる。

三つ目にプロジェクトの許容範囲についてであ

る。シアトルではプロジェクトは合法でネイバー

フッドの改善に役立つものであれば制限がなく、

小規模のファンドは金額を押さえた分、手続きも

簡素化されており、初心者でも申請しやすいもの

となっている。また、一つのプロジェクトに対し

て複数回の申請が認められていることから、各事

業段階でマッチングファンドを申請することが可

能である。アベニュー商店街の例では、計画作成、

改修など様々な段階においてマッチングファンド

が用いられており、各事業段階でマッチングファ

ンドを受けたことが地域改善のためのプロジェク

トを支えている。

四つ目は、マッチングファンドの実現にこぎつ

けるための住民と行政のパイプ役となるコーディ

ネーターの存在である。彼らは地域協議会で議題

となる事項があれば、その議論に必要な行政の職

員、警察などいろいろな人を集める。行政寄りで

もなく市民寄りでもない、中立の立場で、ネイバ

ーフッド地区の活性化のための情報提供を行って

いる。また、マッチングファンドを申請したいと

いう住民のもとに出向いて実現可能なところまで

導いている。日本においてもパイプ役となる人材

の育成は住民主導のまちづくりのポイントとなる

であろう。

５．おわりに

これらの点から日本でのマッチングファンド導

入に向けて提言したい。まずはマッチングとして

提供される労力の換算を最初は１時間５００～６００円

程度におさえてはどうだろうか。シアトルでは申

請を重視し、あまり事後チェックに重点をおいて

いないようであったが、日本で導入の場合はチェ

ック機能をもたせる必要がある。

申請するグループについても少人数のグループ

でも良いものとし、ただし遂行能力についてはプ

レゼンテーションなどによる計画性をみるなど審

査段階に工夫をすべきであろう。

また、地域からのマッチングファンドのプラン

の実現性を高めるためにも関係担当課の協力は欠

かせないものであることから行政内部の仕組みづ

くりも必要である。

まず、マッチングファンド導入の前提として住

民が自分たちの住む地域の計画を立て、それを明

確に総合計画に位置づけることが重要である。住

民の策定した計画を実行するための手段としてマ

ッチングファンドを活用することに意味がある。

そしてこれらの活動を通じて結ばれる地域の

人々が地域の改善に向けて行政と対等の立場で継

続的に行動する仕組みができてこそ、住民主導の

まちづくりが実現するものと考える。

（ユニバーシティハイツ前にて）
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１．はじめに

近年、行政とＮＰＯの協働が盛んに言われ、ま

ちづくりを行う上では、今までのような行政主体

のまちづくりではなく、ＮＰＯや地域住民が主体

となるまちづくりが求められている。

そこで、行政とＮＰＯが協働をすることにより、

お互いに役割分担を明確にでき、地域のニーズに

沿った、公共サービスの質や量の向上を図ること

ができる。しかし、地域のニーズ把握や活動にお

いての役割分担の方法や支援など、今後どのよう

にしていくか、課題である。

今回、ＮＰＯや地域の活動が活発であるシアト

ル市において、地域活動助成金であるマッチング

ファンドについて着目をした。

マッチングファンドとは地域活動に対して、市

がその費用の一部を出し、残りの費用は、ＮＰＯを

含めた地域の人が用意をするものである。ＮＰＯ

や地域の人が用意しなければいけないお金は、活

動に要した労働時間をお金に換算して、その費用

に充てる事ができる。また、寄付や活動に必要な

物の提供を受け、費用の足しにもできる。マッチ

ングファンドの詳しい内容については、ネイバー

フット局の報告書の通りである。

今回、訪問したバラード地区では、マッチング

ファンドを使った地域活動の事例と共に、地域コ

ミュニティの現状、行政と地域の関わり方、地区

コーディネーターの役割などについて調査をし

た。

２．バラード地区概要

バラード地区には約５万人が住んでいる。この

地域は約１００年前にシアトル市の一部となり、北

欧系の人々が多く、北欧文化が色濃く残っている。

また、海に関する職業に従事している人が多いの

も特徴で、海に関する文化も多くある。シアトル

市においても、バラード地区の歴史や伝統文化、

考え方など尊重をしている。

シアトル市は近年、経済成長と共に大都市へと

変化し、地価も上昇した。バラード地区の環境の

良さから、居住希望者が増加しつつある。

新たな居住者は、高所得で子どもが居ない共働

きの夫婦や独身者が多い。その人達は、地域の伝

統文化や地域活動に興味を持つ人が少なく、人と

交流するよりも自分達の世界を作り、地域の人な

どと関わる事なく、生活をしている人が多い。

また、子どもが居ない家庭では、地域の教育や

伝統文化の継承などについて、興味を持つ人が少

ない。その結果、教育的な地域の活動や子ども達

が主体となる活動が少なくなり、バラード地区の

伝統文化を継承する人が減っている。

そして、昔からの住民は、リタイヤ後に地価の

安い他の地へ移っていった。近年の環境の変化に

より、地域コミュニティや地域の人と共に何かを

するという考えが無くなりつつある。

３．サービスセンターについて

シアトル市域を１３地区に分け、それぞれの地区

ごとにセンターを設置し、地域住民と行政をつな

ぐ役割としてコーディネーターを配置している。

バラード地区センターは約１年前に現在の場所

に移転をした。図書館に併設をされ、地域の人が

ミーティングを行える会議室や、台数は少ないが、

インターネットが出来るパソコンも設置してあ

る。また、建物の屋根には芝生のような草が一面

に植えられ、環境に配慮した建物となっている。

このセンターは１３地区の中で７地区しかない、

小さな市役所とも言える役割をする施設である。

ここでは、水道代・電気代・パスポートの発行・

Ａ班　海外研修
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スピード違反などの罰金を納めることもできる。

また、週２回裁判官がこのセンターを訪れ、違反

などに対する異議申し立てをすることができる。

そして、消防士や技術関係の外回りが多い職員は、

休憩や事務連絡の場として使用している。また、

センターには、コーディネーターを含めて、２人

がフルタイムで、２人がパートタイムとして働い

ている。

（バラード地区センター）

４．コーディネーターの役割について

シアトル市では、市議は１３地区ごとに選出をさ

れるのでは無く、選挙用の地区があり、そこから

選ばれる。その為、行政に地域の人の意見が伝わ

りにくい地域である。そこで、コーディネーター

は、地域の人の声を行政に伝える代弁者の役割を

担っている。

コーディネーターは地域のニーズ把握が重要な

仕事の一つであり、地域の人がセンターに直接相

談をしに来る場合と、地域の人の集まりに直接行

く場合がある。例えば、地域の人から、草を刈っ

て欲しいと要望が出ると、関係部署に紹介をし、

内容によっては市の担当課と調整をする事もあ

る。その他にも、定期的に地域のニーズを市へ報

告する会議に出席し、地域の現状について報告を

している。

また、事務手続きの不馴れな地域の人の為に、

マッチングファンド申請方法の助けや、円滑に活

動が進む為のサポートもしている。どのようにす

れば、助成金を貰うことができるか、申請が却下

された時などは、どうすれば受け付けてくれるの

かなど共に考え、活動をしている。

地域活動において、良いリーダーを選出する事

が活動の成功を左右する。リーダーは活動に対す

るやる気以外にも、様々な要素が必要である。そ

こで、地域の人と共に活動する中で、リーダーと

なるような人物を選び、リーダーとなるように、

人材の育成もしていく。

そして、地域活動の内容を地区の人に知らせ、

その活動に参加をしてくれるボランティア集めを

する事も大きな役割の一つである。地域コミュニ

ティに対する意識が薄れつつあるなかで、活動に

参加をしてくれるボランティア集めも大変な仕事

となっている。

以前は、新しく移って来た人も地区のイベント

や集会などに参加をし、そこでコミュニティがで

きていた。しかし、集会などに参加をする人がほ

とんど居なく、昔からの人も減る中で、集会やイ

ベントがなくなっている。

そこで、地域の人同士のつながりを作る為に、

新しくこの地区に移って来た人向けの紹介パンフ

レットを地域の人と共に作成をして、配布してい

る。パンフレットには、地区の歴史や簡単な地図

などが書かれている。地図は、地元商店街の人達

の協力により作られ、どこにどのような店がある

のかなど、生活に必要な場所が載っており、散策

ＭＡＰのような形式になっている。

現在では、地域のコミュニティ作りの為に、イ

ンターネットを通して、地区のイベント情報など

の提供もしている。インターネットの活用により、

新しい地域のコミュニティができ、地域のニーズ

把握や意見交換なども行われている。

（地区コーディネーターとの集合写真）
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５．マッチングファンドによる事例

バラード地区における、マッチングファンドに

よる地域活動の事例を紹介する。

（１）タイム・パッチ公園

バラード地区は全体的に住宅街が広がり、公園

が少なく、地域の人より公園が欲しいとの声が上

った。そこで、地元のＮＰＯ団体であるＧｒｏｕｎｄｓｗ

ｅｌｌＮｏｒｔｈｗｅｓｔが中心となって始まったプロジェ

クトである。

公園の面積は、住宅地１区画程度と小さなもの

であるが、用地購入から設計、建設、改修の各事

業について助成を受けた例である。

市からの助成として、１９９９年に用地購入で

１０,０００ドル、同年に設計で７,５００ドル、２０００年に建

設で５７,３０６ドル、２００３年に改修で２,６８０ドルの金額

を受けている。

公園はものすごく小さなもので、遊具などはな

く、中央には芝生の広場がある。広場の周りには、

レンガ造りの小道が作られており、木々が植えら

れている。芝生の手前には２・３段の階段があり、

横にある手すりの下には、オブジェが取り付けら

れている。

マッチングファンドの特徴として、事業費の

１％をアートに使わなければいけない決まりにな

っており、この公園では手すりの部分に使用して

いる。この作品は地元の芸術家が作成したもので

あり、地元の芸術家の活躍の場となっている。

取り付けられている作品は、公園の雰囲気にと

ても合っており、公園全体も明るく、開放的で、

とても素敵な公園であった。

また、公園の奥には『Ｐ－パッチ』と呼ばれる、

家庭菜園がある。菜園では、車イスでも使いやす

いように、地面より一段高くなった位置に菜園が

作られている。このプログラムは、年間２０ドルで

菜園を貸出すもので、借りた土地は自由に使う事

ができる。しかし、植物を栽培する時は、農薬を

使わず有機栽培をする事が決められている。

このような小さな公園を市で整備すると、ごみ

などが不法投棄され、犯罪に利用される可能性が

高くなり、人が寄り付かない場所となる。しかし、

地域の人達が、自分達の手で作り上げる事により、

公園を大切にしようとする気持ちが生まれ、一人

一人が公園を意識し、長い年月が経っても素敵な

ままである。また、地域の人が共に活動する中で、

今まで無かったコミュニティが新たに生まれるな

ど、様々な効果がある。

（タイム・パッチ公園）

（２）リ・ツリー・バラード

北欧文化の強いこの地域では、街路樹がほとん

ど無く、丈の低い垣根のような木ばかりで、木の

多いシアトル市の中でも、この地区は特に少ない

地域であった。そこで一人の女性が、街路樹を植

えたいという思いから始まったプロジェクトであ

る。

このプロジェクトは２回の助成を受けており、

１回目は１９９２年に３,０００ドル、２回目は１９９４年に

３９,２４２ドルの金額となっている。

１回目の助成で約１００本の街路樹を植え、ボラ

ンティアは労働時間をお金に換算し、市からは街

路樹用の木の提供を受けている。２回目は約１０００

本以上の木を植え、１回目に比べると市からの助

成も１０倍以上になり、最終的には約１３００本が植え

られた。助成終了後、この街路樹の活動は、市の

地区計画に正式に位置づけられ、バラード地区の

象徴的な活動となった。

この活動は１人の女性の声から始まり、そこか

ら次々と人とのつながりが増え、大きなコミュニ

Ａ班　海外研修
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ティへとなった。１人の人から地域的活動へ発展

した特長的な事例でもある。

６．おわりに

地域活動の盛んなシアトル市でも、ボランティ

ア不足や、地域コミュニティがなくなりつつある

問題に、インターネットなど現在の社会に応じた

方法で取り組みをしている。その中で、ボランテ

ィアが集まり、共に活動することにより、新たな

コミュニティが生まれ、そこからまた次へと発展

していく。

シアトル市の１３地区のコーディネーターは行政

と地域をつなぎ、地域活動をサポートするなど大

きな役割を担っている。マッチングファンドとい

う助成があるが、行政に慣れていない人にはなか

なか使いこなせないものであり、それをサポート

してくれる存在は大きい。マッチングファンドが

成功した裏には、コーディネーターのような役割

の人が大きく関係しているのではないかと感じ

た。

地域活動やまちづくりを行うには、地域の人の

参加や人と人のつながりが大切であることが分か

る。市が助成の体制を整えても、使う側の体制が

整わなければ、意味が無い。今後、日本でも使う

側のサポートをすることも住民主体のまちづくり

をする上で不可欠ではないかと思う。
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１．はじめに

サンフランシスコ市は、ＮＰＯの活動が非常に

活発なところであり、そのサンフランシスコ市に

おける政府のコミュニティ開発包括補助金

（ＣｏｍｍｕｎｉｔｙＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＢｌｏｃｋＧｒａｎｔ以下

「ＣＤＢＧ」という。）の中心部局である市長室地域

開発局（Ｍａｙｏｒ'ｓＯｆｆｉｃｅｏｆＣｏｍｍｕｎｉｔｙＤｅｖｅｌｏｐｍ

ｅｎｔ以下「ＭＯＣＤ」という。）の事業概要やＣＤＢ

Ｇの仕組み、行政とＮＰＯの関わり、市民の参画な

どについて調査し、帰国後、各市の施策に生かし

ていくことを目的に訪問した。

２．サンフランシスコ市の概要

市の人口は約７８万人、面積は４６.７平方マイルで、

狭い傾斜地に人口が密集しており、アメリカでも

地価の非常に高い地域となっている。気候は、三

方を海に囲まれているという立地から、海流の影

響を強く受けた海洋性気候であり、春から夏にか

けては霧がよく発生することから、霧のサンフラ

ンシスコとして有名である。人種構成は、白人

４３％、アジア系２９％、ヒスパニック系１４％、ア

フリカ系７％、その他７％となっている。

行政的には、サンフランシスコ市は独自の憲章

を持つ憲章市であり、そのため州法では市議は５

人と定められ、市長は市議の互選となっているに

もかかわらず、サンフランシスコ市の市議は１１人

で、市長は独自に公選される。また、郡

（Ｃｏｕｎｔｙ）と市（Ｃｉｔｙ）が一体となっていて、部

局ごとの市民参加委員会（コミッション）制度を

広範に取り入れた分権的な構造などを特徴として

いる。

３．ＭＯＣＤの概要

ＭＯＣＤの組織は、ディレクター・副ディレクタ

ー（プログラム担当とオペレーション担当）・マ

ネージャー（各担当に３部門ずつ）・事務員（マ

ネージャー１人に３～８人）の構成で総数４５人の

スタッフがおり、全額ＣＤＢＧで運営している。予

算は年間３５００万ドルで、そのうち２割ぐらいを管

理経費として使っており、残りを１８０ぐらいの

ＮＰＯに助成している。

ＭＯＣＤのプログラム担当は、大きく分けて３つ

の部門に分けられる。第一は公共サービスであり、

これはジョブ・トレーニングや家庭内暴力、高齢

者問題などが該当する。第二は経済開発であり、

これには雇用創出、スモールビジネスの指導・援

助などがある。第三は資金であり、これは既に活

Ａ班　海外研修
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動しているＮＰＯ対象で、オフィスの修理などに

あてられる。

オペレーション担当には、ＩＴ・人事・会計の

３部門がある。

ＭＯＣＤは、５年に１度、どういうふうに基金を

出すか、何を優先するか等の方針を、具体的な数

値まで明記して定めた戦略的プランである統合計

画書（ＣｏｎｓｏｌｉｄａｔｅｄＰｌａｎ以下「コンプラン」と

いう。）を作成する。それをインターネットや電

話などで市民に周知し、ＮＰＯから出されてきた

プロポーザルを審査。契約したＮＰＯに対し、ア

イデアとしてのコミュニティ・地域のコミュニテ

ィに対する助成としてＣＤＢＧを支出する。ＮＰＯが

受け取るＣＤＢＧは、少ないところで１万５０００ドル

から２万ドル、多いところで２５万ドルぐらいであ

る。

４．ＣＤＢＧの仕組み

（１）ＣＤＢＧの創設経過と内容

ＣＤＢＧは、１９７４年にコミュニティのニーズに応

え、その活動を助成することを目的として連邦政

府によって創設された。これは、総額４６億ドルに

も達する大規模な助成プログラムであり、助成範

囲は経済開発・教育・雇用・社会福祉など地域生

活全般を含み、広い層のＮＰＯが対象となる。

また、細かい規則のある個別助成ではなく、大

枠を決めただけの助成で、自治体を通じてＮＰＯ

に助成されるため、その使い方は各自治体の状

況・市民ニーズに合わせた運用をすることが可能

である。

（２）ＲＦＰ方式による市民ニーズの把握

アメリカでは、１９８０年代以降、産業構造の転換

が進み、都市再生が行われたが、そのためのアイ

デアとして創造的で多様性のあるＰＰＰ（Ｐｕｂｌｉｃ

ＰｒｉｖａｔｅＰａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ）が活用され、特に、プロジ

ェクトの企画開発段階から民間の参加・提案を求

め、事業内容を定めた募集要項を作成し、事業者

を公募するＲＦＰ方式（ＲｅｑｕｅｓｔｆｏｒＰｒｏｐｏｓａｌ）が

広く活用されている。

（３）ＲＦＰ方式によるＣＤＢＧの流れ

毎年１１月または１２月に、ＭＯＣＤが５年ごとに作

成する戦略プランであるコンプランに基づき、こ

ういうプロジェクトに対してこれだけの基金を出

せるという広報をし、４～６週間かけて、ＮＰＯ

からのプロポーザルを受付する。

２週間ぐらいかけてＭＯＣＤのスタッフが調査す

る。

４～６週間かけて、１３人のメンバーで構成され

ているコミュニティ開発市民委員会（Ｃｉｔｉｚｅｎｓ

ＣｏｍｍｉｔｔｅｅｏｎＣｏｍｍｕｎｉｔｙＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ以下

「ＣＣＣＤ」という。）で審査する。

３月ぐらいに市長の審査・決定があり、市議会

で最終決定される。

５月ぐらいにＭＯＣＤに決定内容が戻ってくる。

７月１日付けでＮＰＯと契約する。（受付した内

の約３分の１）

（４）ＣＤＢＧの事業評価と支出方法

行政と契約したＮＰＯは、毎月Ｗｅｂを通じて何

人の人にどれだけのサービスをしたのかを詳しく

報告する義務があり、それにもとづいてＭＯＣＤが

助成金を支出する。
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実際にどういう結果が出ているのかをＭＯＣＤの

スタッフがモニターもしている。

報告およびモニターの内容をデータベースに保

存し、５年に一度、ＭＯＣＤで総括し、政府に報告

する。

ＮＰＯからの報告やモニター結果で、成果が不

十分と判断した場合、最初はＮＰＯに指導し、次

の段階としては翌月の助成額のカットや、次年度

の助成カットもある。

５．行政とＮＰＯの関わり

５年ごとに作成する戦略プランであるコンプラ

ンは、ＭＯＣＤが政府に対して、どういうふうに基

金を出すかを示すものでもあり、それに対して政

府からＣＤＢＧが支出されるので、ＭＯＣＤにコンプ

ラン実施の義務があり、その結果コンプランに沿

ったミッションを持っているＮＰＯに助成するこ

とになる。途中で市民ニーズが変更した場合、コ

ンプランを変更することが可能であり、その場合、

変更したプランに沿ったＮＰＯに助成できる。

アメリカのＮＰＯは性格的に３つに大別される。

第１は、政府の出先機関のようなＮＰＯ

第２は、法律促進のためのＮＰＯ

第３は、行政とは独自のミッションを持つＮＰＯ

である。

一番成功しているＮＰＯは、ＣＤＢＧなどの公的資

金・私的な基金・個人からの寄付に強いところ

で、そういうＮＰＯが効果的に事業を行ない、活

躍している。

行政に批判的なＮＰＯや、コンプランに沿わな

いミッションを持っているＮＰＯはＣＤＢＧを求めて

こないので、ＮＰＯとの関わりで特に難しいこと

はない。

最近は事業を実施するＮＰＯに対する実施責任

を強く求めるようになってきており、ＭＯＣＤにも

責任があるので、どうすれば成果が上がるのかを

考えている。また、行政の仕事を市役所から出て、

地域社会の人々と肩を並べて事業を行なっていく

必要があると感じており、それをやりかけている。

６．市民の参画について

（１）コミュニティ開発市民委員会（ＣＣＣＤ）に

ついて

ＣＣＣＤは、ＣＤＢＧ助成の決定にあたって市民参

加の原則を貫くために設けられている諮問委員会

であり、コミュニティ・ニーズや助成の優先順位

を決めるとともに、ＮＰＯからのプロポーザルを

審査する権限を持っている。

ＣＣＣＤの委員は、サンフランシスコ市在住の市

民で、性別・人種・所得等のバランスのとれた構

成になっており、市長が任命する。委員の任命に

あたっては、経済面でのつながりや利害関係がな

いかなどを審査し、候補者を推薦する特別なスタ

ッフもおり、必ずしも市長の方針に沿った人が選

ばれるわけではない。

委員は、毎月１回定例の会議を行なっており、

会議時の食事ぐらいの支給のみで無報酬、理由な

く２回欠席すれば辞めさせられる。

Ａ班　海外研修
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（２）ＣＣＣＤにおけるプロポーザル審査の基準

プロポーザルを出してきたＮＰＯが、どういう

ことを目的に、どういうサービスを、どれだけの

経費をかけて、何年ぐらいしてきたのか。また、

今回の計画で、どれだけの資金と日数が必要で、

何を達成したいのか。役員名とスタッフの数、税

制優遇を受けられるか、法的規制に沿っているか

などを審査の基準にしている。

同じようなプロポーザルが複数出された場合、

より実績のあるＮＰＯを選ぶときもあるが、共同

してひとつのプロポーザルにして出すことを勧め

ている。

（３）公聴会と市民ニーズの把握について

公聴会は、コンプラン作成時に実施され、３０日

間掲示して、市民が賛成・反対の意見を表明でき

るようになっている。

公聴会に参加した人の意見は意見として聞いて

参考にするが、その意見が全てではなく、ＭＯＣＤ

から意見を聞くために地域へ出向いて公聴会を開

くこともある。公聴会の市民への周知については、

郵便やＨＰで行ない、地域が限定されているもの

については直接訪問することも行なっている。

２年前には、ボランティアを募って、全市で１

万軒の家庭を訪問して、現在使っているサービス

や今後使いたいサービスについての意向調査を行

なうプロジェクト・コネクトという事業も実施し

た。

ＮＰＯの事業に対する市民の評価としては、良

かったというものと、全然良くなかったというよ

うなものとがあるが、マイナスの評価の人は、

個々のＮＰＯのサービスがその人や家族に合わな

かったものと判断している。

７．おわりに

ＮＰＯは、アメリカの中でも数が多く、活躍し

ているところと、数も少なく、安定した組織とは

見なされていないところとがある。

サンフランシスコは、ＮＰＯの歴史もあり、ＮＰＯ

の強いところなので、市民がどういう行政サービ

スを求めているのかというニーズ把握を、ＮＰＯ

を対象としたＲＦＰ方式で集約して、ＣＤＢＧを使っ

た助成を行なうことで状況に合った施策実施がで

きているが、コンプランと相違するミッションを

持つＮＰＯや市民のニーズをどうするのかという

課題があると思う。

日本においては、行政は市民ニーズを議会を通

じてか、町会・自治会や各種団体などの組織を通

じて把握することが多く、ＮＰＯもそのような組

織のひとつであるという性格が強いので、それら

の組織に集約されない市民ニーズのうち、普遍性

や社会性を持ったものをいかに把握し、施策に反

映させていくかということが、直接市民と接し、

地方自治の担い手である自治体に課せられた責務

だと思う。

サンフランシスコ市街地

（写真提供：サンフランシスコ観光局）
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１．はじめに

従来、日本においては「公共性の領域」を行政

が管理してきた。この「公共性の領域」とは道路、

公園等物理的なものに限らず、市民運動等を包括

した抽象的な領域である。

今般話題となっている「協働」は端的に言えば、

行政からコミュニティ、民間への主体の振り分け

である。その効用は、短期的には行政の透明性、

公正性の確保、長期的には「公共性の領域」へ住

民が参入することによる新たな「公共性の再構築

（＝まちづくり、地域の活性化）」であろう。

このような変化は、「成熟した市民社会」への

実現へ向けたものと捉えることもできるが、現実

は行政側の厳しい財政状況に対する問題解決策と

の感が否めない。権限委譲された機関の役割は、

行政が管理してきた領域を補完するに留まってい

るように思える。例えば、日本のＮＰＯはボラン

ティアという形で従来行政の担ってきた役割を補

完している場合が多いのではなかろうか。

さて、「協働」が担保する将来像とはどのよう

なものだろうか。実はこの部分については暗中模

索であるのが現状である。だが、アメリカでは日

本と違い、「公共性の領域」がコミュニティ主体

という文化的背景があるため、日本に比べ具現化

されている（※アメリカでは自治体のない地域が

存在する。その地域では防災、警察の役割を住民

が担っている）。

例えば、政策提言を目的とした、全米ネットの

放送局を持っているＮＰＯがある。

このような住民主体の文化に触れることによっ

て違った公共像が生まれるのではないか。

そこでコミュニティの代表として、今話題とな

っているＮＰＯに着目し、タイズセンターを視察

した。

Ｔｉｄｅｓ Ｃｅｎｔｅｒ

２．タイズセンターの概要

タイズセンターはサンフランシスコの北端、ゴ

ールデンゲートの近くに位置する。拠点となる施

設は１９９４年まで軍の基地であったが閉鎖され、一

時国立公園として利用された。その後、政府の再

開発計画の一環として、様々なＮＰＯを支援する

施設として改修された。

ＴｉｄｅｓＣｅｎｔｅｒ設立についての説明

Ａ班　海外研修
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訪問先 ＴｉｄｅｓＣｅｎｔｅｒ
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Ｒａｈｅｌ氏
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主な事業は将来性のあるＮＰＯに対するマネジ

メントである。支援地域はサンフランシスコのみ

ならず全米に拡がっている。

またタイズセンター自体もＮＰＯであり、「内国

歳入法第５０１条（Ｃ）項第（３）号（寄付金控除

の認められる団体）」を取得している。これに属

する慈善事業には学校や教育部門等様々あるが、

タイズセンターが扱っている多くは環境保護の分

野である。

もともとタイズセンターは、環境運動、人権運

動など活発な市民運動に対し助成を行っているタ

イズ財団から派生した組織である。他にタイズフ

ァンデーション、タイズカナダ、タイズペンシル

バニア、タイズグラントスプリングドットコムが

あるが，これらを総称してタイズファミリーと呼

んでいる。それぞれＮＰＯを支援するという目的

を持つ。

３．ＮＰＯを育てるインキュベーター（孵化器）

主な役割は将来性のあるＮＰＯに対する安定し

た活動場の提供、財政マネジメント、人材マネジ

メント、給与、保険関係、税金等、運営に必要な

援助である（ＴｉｄｅｓＣｅｎｔｅｒの建物はソ－ロ－セン

タ－が管理）。

ハイテク関係でドットコムブームが起こり、タ

イズセンター付近の土地価格が上昇した。そのよ

うな環境の中で運営ができるよう、安定した家賃

で場所を提供している。また、大半のＮＰＯは革

新的なアイデアを持っている人が多いが、オフィ

スの経営に優れているかというと往々にして不得

意な人が多い。そのため、タイズセンターはオフ

ィス部門をサポートし、アイデアに対し全力投球

できるような環境をつくっている。

また、ＮＰＯ同士、またはＮＰＯと一般の人々と

のネットワークを促進させる役目も担っている。

もともとタイズセンターは陸軍病院であったた

め、各部屋が隔離されていた。そこで廊下を、ギ

ャラリー、図書館、イベントの開催（芸術家のオ

ープニングイベント等）として使用することにし

た。その結果、オープンスペースとして提供した

廊下がＮＰＯ間のミーティングスペースとなり、

情報交換の場となった。また、一般の人も参加す

ることによって交流が深まり、各イベントは寄付

を受ける機会の場としても機能している。

ギャラリー

実際、現地視察したセンター内は、日本のＮＰＯ

のイメージ（＝ボランティア）とはかけ離れたも

のであった。フロア内の各ブースに割り当てられ

た事務所は一見、民間会社の集団にも見える。ま

た各ブースは簡易なついたてで仕切られており、

自然とコミュニケーションが生まれるような環境

であった。

フロア内の仕事風景
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現在職員数は４０人程度であり、全米で２５０程度

のプロジェクトが行われている。手数料は各プロ

ジェクトの予算の９％、政府からグランﾄ（補助

金）を受けている場合は１５％である。この額は

個々で運営する経費よりも安価であるとのこと。

グラントに対し手数料を高めに設定されているの

は非常に手続きが複雑なためである。グラントを

受けるためには様々な規制が設けられているた

め、活動内容が条例にあったものかなどを確認し

ている。

プロジェクトの認可にあたっては、申請書を書

いてもらい審査する。審査段階でミッションがタ

イズセンターと一致するかが審査基準となる。タ

イズセンターのミッションとは「社会的公正、民

主的プロセス、持続的な環境的活動に基づく健全

な社会を求め、そうした社会への変革の推進」で

ある。

認可に至るまでは様々な話し合いをするので、

認可後はモニターをするが、細部については干渉

しない。

４．ＮＰＯと行政の関係について

住民（コミュニティ）主体の事例として、行政

ができないようなＮＰＯの活動事例を教えてほし

いと尋ねたところ、そもそも行政がしてくれない

ところをＮＰＯがしているという答えが返ってき

た。これは日本の行政が請け負っている領域を住

民へ振り分けるといった考え方と根本的に異な

る。

また、支援するＮＰＯに対しては、グラントの

獲得を勧めるが、両刃の剣と考えているとのこと

である。安定した活動が保証されるが、活動に規

制が多く、グラントだけで活動できるＮＰＯは数

少ない。大半は一般の寄付が必要とのことである。

５．支援しているＮＰＯの活動事例

〇グローバルモニタープロジェクト

世界中の水、空気等環境に関する品質を計測し

ているＮＰＯである。これらの計測結果は現在、

全米の環境保護の規制に使用されている。もとも

と、一人の人がガレージで始めた運動であり、水

や空気を計測キットを地域の人へ広めたのがきっ

かけである。結果、同じ志を持つコミュニティが

拡大し、グラントを受けるまでに至った。

〇ポーダー・プログラム

教育活動をしているＮＰＯである。有色人種の

多い箇所、低所得者層の住む地域には産業廃棄物

が多かった。そういった地域に住む人々はそれを

当然と受け止めていたが、誰でも環境の良いとこ

ろで住む権利があるという教育をした。結果、大

企業に対しストライキを起こし、産業廃棄物が無

くなった。

６．おわりに

グローバルモニタープロジェクトのような非常

に少数派の意見が結果、社会に大きな影響を及ぼ

した。またポーダー・プログラムのような教育プ

ログラムが地域を動かした。これらの活動は個々

のＮＰＯの成果である。

日本ではあまり考えられないが、これらも「公

共性の領域」であろう。このような事例からみれ

ば、日本で捉えられているそれは非常に狭小な領

域に思える。

今後、独創的なミッションを持つＮＰＯが「公

共性の領域」へ参入すること。これが「公共性の

再構築（＝まちづくり、地域の活性化）」へ繋が

るのではないか。

グローバルモニタープロジェクトはたった一人

の運動から生まれた。

日本でも、斬新なアイデアを持っている人は多

数いるだろう。しかし、日本の画一性・均質性が

重視される文化では、このようなアイデアを具現

化するには様々な障害があると思われる。また、

日本でもＮＰＯを支援するセクターは存在するが、

活動場の提供や個々のＮＰＯプロジェクトに特化

したマネジメントは少ないようである。

今後、このようなＮＰＯに対し、より密着した

マネジメントが必要であろう。

Ａ班　海外研修
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１．はじめに

近年、財政難で苦しむ自治体が増えてきた。

景気低迷に伴う税収の落ち込みや公共施設の維

持管理、さらに人件費・公債費の増大によって、

財政構造は何処も硬直化している。その背景の一

端には、地方行政において各自治体は、公共事業

などの社会資本整備を積極的に実施し、併せて住

民福祉の向上に全力で取り組んできたからであ

る。

今後も続くと予想される税収の減少、少子高齢

化の進行、三位一体の改革による地方分権の急速

な進展などの行政需要を踏まえ、益々財政事情は

苦しくなる一方である。

このような中で、市民は多様化するニーズに対

して、福祉や環境などを課題とする問題を市民自

らが積極的に活動し活発化してきた。

特に阪神・淡路大震災以降、日本でもＮＰＯが

急速に増加し、あらゆる面で行政との協働によっ

て、相互の特性を認識・尊重しあいながら、共通

の目的を達成するために進み始めてきたところで

ある。

その主な事例としては、都市環境における公共

施設の維持管理について、「公園の管理・運営」

をＮＰＯや市民参加によって進められているとこ

ろである。

ただ、日本では「公園は行政が設置し、管理責

任も行政が持つ」という意識が強く、これが現状

である。しかし、公園は都市の貴重なオープンス

ペースや、地域の共有地であることから、利用す

る地域の住民一人ひとりの大切なものでなければ

ならない。

そこで、今回我々はサンフランシスコ市におい

て、市の財政難を市民の立場から支援し、行政と

のパートナーシップのもとに、公設された公園の

資金管理やプログラムの運営などを行なっている

例があると聞き、「行政を支援する」ＮＰＯ Ｓａｎ

Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ Ｐａｒｋ Ｔｒｕｓｔ（元Ｆｒｉｅｎｄｓｏｆ

Ｒｅｃｒｅａｔｉｏｎ&Ｐａｒｋｓ）について考察を深めること

とした。

ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔＪａｙＢａｎｆｉｅｌｄ氏を囲んで

２．サンフランシスコ市の代表的な公園

元々、サンフランシスコは霧が多く、市の西半

分は、砂漠のような砂地と裸の丘や岩だらけの場

所が点在し、あまり緑の多い土地ではなかった。

公園などを設計する技術者によって、これらの

地理的条件や気候などを踏まえ、維持・管理にか

なりの手間をかければ、みどり豊かな土地として

生まれ変わることが可能であると分り、１９４０年代

から１９８０年頃までの長期にわたり、市は活発に植

樹してきた。

特に、市の北西部に位置し、樹木類はヨーロッ

パから数千種類を輸入し、約６千種にも上る草花

によって１年中絶えることのない花壇や十数か所

にも及ぶ池や湖を配置し、市民の憩いの場を創り

上げてきた。また、パーク内にスポーツ施設や美

術館、博物館などの文化施設が充実し、「行政を
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ＮＰＯから見た協働と
パートナーシップ

ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔ

訪問日 ２００６年１０月３日（火）快晴
訪問先 ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔ

（元ＦｒｉｅｎｄｓｏｆＲｅｃｒｅａｔｉｏｎ&Ｐａｒｋｓ）
説明者 ＪａｙＢａｎｆｉｅｌｄ氏（ＥｘｅｃｕｔｉｖｅＤｉｒｅｃｔｏｒ）
通訳者 ＫｕｍｉｋｏＡｚｕｍａ氏



支援する」ＮＰＯＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔ（元

ＦｒｉｅｎｄｓｏｆＲｅｃｒｅａｔｉｏｎ&Ｐａｒｋｓ）のオフィスが構

えられている。これが今回の現場である「ゴール

デンゲート・パーク」である。

ゴールデンゲート・パークは、長さ（東西）約

５㎞、幅（南北）約８００ｍの広大な敷地からなり、

公園内には、１８９４年カリフォルニア万国博覧会が

開かれた時に、日本人によって庭園のレイアウト

が行われた日本庭園などがある。

市内には、この他に１８６０年代の南北戦争や第二

次世界大戦中に第４軍隊と西部防衛軍の本部とし

て使われたゴールデンゲートブリッジの付け根周

辺に位置する公園、「プレシディオ（Ｐｒｅｓｉｄｉｏ）」

などがある。

３．ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔの設立経緯と概要

市内の樹木の殆どは、自然林ではなく人工的に

植樹されたことから、市は維持・管理において十

分な予算とメンテナンスが全てに対して、なかな

か行き届かず、ゴールデンゲート・パークなどの

市内に点在する公園の植栽管理については何処も

同じ状況であった。加えて、社会情勢や市民の生

活環境が変化する中で、公園内にはホームレスや

アルコール依存症者だけでなく、麻薬中毒者など

が徘徊し、地域の住民を含め市民が安心して利用

できない時期が続いた。

このような状況の中で、市民の憩いの場である

公園に回復できるよう当時の公園管理人であった

個人が私財の５万ドルを寄付し、この寄付金をも

とにボランティア活動によって、１９７１年に市民の

有志が「ＦｒｉｅｎｄｓｏｆＲｅｃｒｅａｔｉｏｎ&Ｐａｒｋｓ」を設立

した。これが現在の「ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔ」

の前身である。（ＮＰＯの名称は２年前に現在の名

称に変更した。）

また、最近、アメリカで急激に増加している内

国歳入法第５０１条（Ｃ）項（３）号（寄付金控除

の認められる団体）を取得しているＮＰＯでもあ

る。

組織構成はＢｏａｒｄｍｅｍｂｅｒｓ（無給の理事）２８名、

給与スタッフ３０名と約３千名の準会員（Ｌｉｍｉｔｅｄ

ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐ）によって構成されている。

給与スタッフの平均的な年収は５万ドルで最高

給与は１０万５千ドル、最低給与は３万５千ドルで

ある。なお、公園関係の年間予算は１９９８年までの

数年間、毎年２００万ドル～３００万ドルにのぼった。

現在は、年間約１５０万ドルで、その他の基金とし

て４００万ドルを保有している。（特別な大規模施設

の修繕は除く。）

注１）：年間予算の構成比は、会費１５～２０％、個

人寄付１０％、手数料等５～１０％、財団からの寄付

６０％、企業などからの寄付、パーティー開催な

どの寄付数％で構成する。

ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔのオフィスにて

４．事業概要

ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔの主な業務（事業）

は以下のとおりである。

（１）公園の修繕に関する相談事業

コミュニティを形成する地域の人々によって、

市内の各地域の公園をＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔ

と同様に修繕する場合、法律・会計上の問題を解

決するためのノウハウを提供しサポートする。

この場合、相談者や他の団体はＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏ

ＰａｒｋＴｒｕｓｔの傘下に入り、５％の手数料を支払

う。これらもＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔの活動資

金に充当されている。また、大規模公園の修繕で

あれば、地域や市との協働によって進められるこ

Ａ班　海外研修

42



ともある。

（２）大規模施設の修繕（大きな資金集め）事業

ゴールデンゲート・パーク内の市が所有する公

園施設で１８９７年に開館されたビクトリア様式の温

室（ＴｈｅＣｏｎｓｅｒｖａｔｏｒｙｏｆＦｌｏｗｅｒｓ）が、１９９５年

のハリケーンによって被害を受けた。

市の公園に配分された維持・管理費用では到底

賄えず、連邦、州、市との協働により、その再建

プロジェクトとして実施している。修繕に掛かる

費用約２千８００万ドルのうち、半数以上の基金を

集めた。現在は、このプロジェクトもほぼ完了し、

同公園内にある他の大規模な建築物の修繕につい

て、新たなプロジェクトとして資金集めの準備を

進めている状況である。

温室（ＴｈｅＣｏｎｓｅｒｖａｔｏｒｙｏｆＦｌｏｗｅｒｓ）

（３）Ｒｅｃｒｅａｔｉｏｎプログラム

行政の縦割り社会の中では難しい、公園を使っ

た学校教育や社会教育プログラムの企画・運営な

どを提案し、非行の怖れのある青少年の職業訓練

を行っている。また、小さな子どもたちを対象と

した教育プログラムも実施している。

例えば、市に予算のないプログラムで、主に環

境に関することや街をうろつく青少年を対象にバ

スケットボール大会などのスポーツ大会、サマー

キャンプを通じた社会教育にも取り組んでいる。

最近では、ストリートパークスと呼ばれる空閑地

を利用した土地の有効活用を考えるプログラムに

も取り組んでいる。

５．ＮＰＯを支えるボランティア

ＮＰＯの活動には、寄付金のみでなく、ＮＰＯ活

動を無償で支えるスタッフの活動も重要である。

この公園を支えるＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔに

も多くのボランティアスタッフが存在する。

仕事は、６回／年、約１００名～２００名の参加によ

って、ベンチやフェンスの設置などを行っている。

なお、それ以外の時期は、花壇の手入れや清掃な

どの仕事も積極的に行っている。

勿論、この人々は無償ボランティアである。

（飲物・軽食程度の提供を受けることもあるが。）

ボランティアスタッフが行う花壇の手入れ

注２）：日本では有償ボランティアという考え方

も存在する。しかし、アメリカではボランティ

ア＝無償ボランティアという考え方が一般的であ

る。何故なら、日本でいう有償ボランティアは、

安価な労働力とみられるという観点から、労働組

合の強いアメリカでは許されないからである。

（ＪａｙＢａｎｆｉｅｌｄ氏はいう。）

また、ＮＰＯの立場からアメリカの税制度にお

いては、ボランティア活動そのものの労働価値の

評価額は寄付金控除の対象にはならないが、ボラ

ンティア活動に伴う経費については、寄付金控除

が認められている。ボランティア活動に伴って支

出した旅費、交通費、宿泊費は、一定の基準によ

り控除できるとなっている。
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６．ある種「維持管理の資金集め」部門

さまざまな活動実績があるＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋ

Ｔｒｕｓｔは、市から事業を受託することはあるもの

の、プログラムを実施するにあたっては、市の助

成金や補助金（例えば、マッチングファンドなど）

は一切受けていない。すなわち、公的支援を受け

た団体に属さない。

我々の質問に対して、「公園の土地は市が所有

している以上、管理も市がすべきであるが、これ

を管理するための基金（資金）を我々が集めてい

る。」とＪａｙＢａｎｆｉｅｌｄ氏は自信深げに説明された。

資金集めの主な方法は、会費（会員・財団・企

業からの寄付）とキャンペーン（寄付集めの専門

家によるキャンペーン等の実施）や直接寄付（寄

付専門に実施している人からの直接寄付）などが

ある。

例えば、寄付を専門に行っている人の考え方の

情報を集め、目的などが合致するのかどうかを調

査する。合致した場合説明を行い、賛同を得て高

額の寄付金を集める。この時点で目標額のほぼ半

分近くの金額が集まる。さらに、コミュニティリ

ーダーの協力を得て地域社会で資金を集め、時に

は新聞記事への掲載や会員へのダイレクトメー

ル、パーティーの開催などによって、活動基金を

集める。

その他のプログラムでは、ガーデンショーなど

のイベントの開催、一般市民を対象とした庭づく

りに関する情報交換会や展示会での事業収入、誣

いてはイベント開催の前夜祭で、得てして高額の

参加料でパーティーを開催し、著名人から直接寄

付金を集める。

（これは、毎年、参加しているというステイタ

スと高額の参加料を支払っていること事態が名誉

であるということ。そして、アメリカ人の国民性

であること。今年は１０月１９日に「マリーナグリー

ン」というイベントで約５００人の参加者から３０万

ドルの寄付金を集める予定であるとＪａｙＢａｎｆｉｅｌｄ

氏はいう。）

このように公園内で行う各種事業の収益を活動

資金としている。本来、市が維持管理しなければ

ならない公園の管理を自らの活動によって、自立

し資金を集め、実質、市に対して労働力と金銭的

な面をバックアップしている数少ないＮＰＯであ

る。

なお、公園関係のあらゆる面において、市公園

局と唯一のパートナーであり、週１回の割合で、

定期的な会議を設け、独自に計画したプログラム

の提案なども同時に行っている。

１９９８年には、市の職員（公園管理者）４名が日

本庭園のメンテナンスを行う上で、技術的な手法

を取得させるために、ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔ

の資金によって、日本に派遣した例もこのひとつ

である。

７．おわりに

数あるＮＰＯと名のつく団体は、連邦、州、市

などから援助を受けている。しかし、このように

直接「行政を支援する」ＮＰＯは珍しい。

ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔの活動の源は自立性

であり自信に満ちたポリシーであった。設立時の

一個人の意を踏まえ、いかに継続し、持続してき

たかである。その背景には、貴重な都市のオープ

ンスペースは地域住民一人ひとりの大切なもので

なければならず、市民自身が守っていかなければ

ならないというところにあった。

公園内の施設を使っているが、資金やスタッフ

は一切行政に依存しない。常に行政と対等であっ

て行政との協働によって、相互の特性を認識・尊

重しあいながら、共通の目的を達成するためのプ

ロセスを共有してきたことがこのＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏ

ＰａｒｋＴｒｕｓｔの活動成果であると我々は考える。



１．はじめに

今、学校教育は、いじめ、学級崩壊、不登校、

校内暴力など多くの深刻な問題を抱え、また、社

会事件からの安全性の確保といった新たな課題に

直面するに至っている。この背景には、教師の指

導力不足、問題発生時の学校の対応、子どもの生

活や人間関係の変化、家庭・地域社会の教育力低

下など様々な問題が混在している。

教育環境を充実させるためには学校と家庭・地

域社会の連携・協力が重要と謳われているが、少

子化とともに親のライフスタイルや職業生活の多

様化が進む中で、家庭教育の機能の低下が顕在化

し、また地域においても人間関係の希薄化が進行

する中で、大人が他人の子どもに積極的に関わろ

うとしないといった地域の教育機能低下が一層深

刻化している。

教育目標を達成するためには学校だけでなく、

家庭・地域社会を含めた三者が十分に連携・協力

し、子どもの教育に当たることが重要であるとの

視点に立って、学校だけでは解決できない子ども

の教育問題に取り組むＥＢＡＹＣの活動内容および

行政との協働について学び、教育目標を達成する

ための一助とする。

２．ＥＢＡＹＣの設立経緯と概要

ＥＢＡＹＣのあるオークランド市はアジア系の移

民や難民が多く住むが、その地域社会において人

種や経済的理由により差別を受けるなど、生活環

境は劣悪なものであった。また、行政サービスに

おいても白人・黒人とは大きな差があり、アジア

系の人々を支援する行政組織は存在しないに等し

い状況であった。

これが、未来ある子ども達の教育環境にも影響

を与え、公立学校において東南アジアの国の言葉

を話せる教師は一握りに過ぎなかったことから、

英語を話せない子ども達は通常の授業を受けられ

る状況になく、また低所得者層の多い学校では教

育設備も整っていないなどアジア系の子ども達は

劣悪な教育環境の中での学校生活を強いられてい

た。更には、アジア系の人々が住む地域社会は犯

罪率が高いなど、防犯面においても多くの課題を

残していた。

そういった中で、高校に通っていたアジア系の

生徒たちが、安心して教育を受ける場所が必要だ

と考えるようになり、この熱意に賛同した住民

（大人）が１９７６年にＥＢＡＹＣを設立させた。

ＥＢＡＹＣには３０人のフルタイムスタッフと１５０人

のパートタイムスタッフが存在し、スタッフの指

導力向上のための研修を定期的に開いている。ま

た、フルタイムは年に１度、パートタイムは年に

２度、パフォーマンス　イバリュエーションと呼

ばれる勤務態度、指導力等の評価を行い、スタッ

フの意識向上を図っている。様々な問題を抱えた

子供であっても皆、自主的にＥＢＡＹＣのプログラ

ムに参加しているのは、スタッフの指導力に基づ

く提供するサービスの質の高さを物語っている。

ＥＢＡＹＣ内でのレクチャー風景
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学校教育目標の
達成に向けて

～ＥａｓｔＢａｙＡｓｉａｎＹｏｕｔｈＣｅｎｔｅｒ（ＥＢＡＹＣ）～

訪問日 ２００６年１０月３日（水）快晴
訪問先 ＥａｓｔＢａｙＡｓｉａｎＹｏｕｔｈＣｅｎｔｅｒ
説明者 ＤａｖｉｄＫａｋｉｓｈｉｂａＪｙｕｎｊｉ氏
通訳者 ＫｕｍｉｋｏＡｚｕｍａ氏



３．ＥＢＡＹＣの役割

ＥＢＡＹＣは子どもに対して様々な教育プログラ

ムを提供しているがその目的は、色々な人種・文

化が混在する地域社会で生きていくために正義感

と慈悲の精神を育成し、子どもを地域社会の指導

者に育て上げることにある。この心意は、上述し

たようにＥＢＡＹＣのプログラムに参加する子ども

達は学校環境が劣悪、犯罪率が高い地域から通う

ケースが殆どで、一個人だけが成功し富を得ても

地域社会の生活環境や教育環境の改善には繋がら

ないことから、教育の中で地域社会に深く関わる

ことが重要であるという価値観を植えつけること

によって地域社会のリーダーを生み、これが将来

的な地域社会の活性化に繋がると考えているため

である。

このため、様々な問題を抱えた生徒を対象に小

学２年生から高校卒業までの１０年間、カウンセリ

ング、補習授業、文化やスポーツを通じて新しい

社会に適応させることを目的に活動を行ってい

る。

ＤＡＶＩＤ ＫＡＫＩＳＨＩＢＡ ＪＹＵＮＪＩ氏

４．事業概要

①　子どもに対する長期間の安定したサポートと

学習機会の提供

子どもが将来、地域社会のリーダーになるため

には一定以上の学力が必要であることから、宿題

を助けたり読み書きを教え、またダンスや芸術の

素晴らしさを学ばせ、更にはスポーツを行ったり

と放課後の授業で１週間の内、５日のプログラム

を提供している。また、夏休みにはビデオ製作や

サッカークリニックの特別授業を週に４日、提供

している。つまり、大学への進学、あるいは就職

を見据え、多数の学習活動を展開している。

なお、ＥＢＡＹＣのプログラムに登録している生

徒は約１,１００人、その内の９００人が常時参加してい

る。また、ＥＢＡＹＣが提供するサービスは全て無

料で受けられることから、この活動が経済格差に

伴う教育格差の解消に寄与しているとも言える。

②　子どもの教育に親が深く関わるためのサポート

ＥＢＡＹＣのプログラムに参加する子どもの親は

低所得者層が多く、子どもの学習費を捻出できな

いばかりか、生活費にも事欠く状況である。また、

家庭内暴力・アルコール依存症・精神障害者など

経済面以外でも様々な問題を抱えていることか

ら、子どもの教育に関心を持てる状況にない家庭

が多く、また学校との連携等も全く図れていない。

子どもが充実した学校生活を送るには家庭の協

力が不可欠であることから、問題を抱えた親が活

用できる行政サービスやサポート機関を伝えるな

ど、生活環境を整備することによって子どもの教

育に目を向けることが可能になると考えている。

また、この延長線上に、学校との連携・協力が図

れることにより、子どもの教育環境改善に繋がる

との思いがある。

③　地域社会の活性化に向けた支援（地域社会の

組織化）

地域社会の改善、特に教育環境の改善を図るに

は個々人が行動するだけでは変化が生まれないこ

とから、地域社会に住む各々の家族を組織化し力

を結集すべく活動を展開している。

家族を組織化することにより意見集約、ニーズ

の把握を容易にし、これに基づき子どもの教育環

境改善に向けてのキャンペーン活動や署名活動等

を行い、行政に対し様々な提案が行えるという利

点がある。
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１９９６年には、市の年間予算において教育費が

１％であることに着目し、これが教育における地

域間格差を招いていると判断、住民投票を行うべ

く署名活動を行い、住民投票が成立した結果、教

育費が市の年間予算の２.５％（約１０００万ドル）に

引き上げられたという事例もある。つまり、不平

や不満を言うだけでなく、力を結集すれば教育環

境を含めて地域社会全体の改善が図れることを訴

えかけているのだ。

④　ストリートサイドプログラム

これは、１０代の逮捕歴がある若者を対象とした

もので、少年達は保護観察処分をもらう条件とし

て警察や裁判所の勧めでＥＢＡＹＣの矯正プログラ

ムに参加する。

ひとりのカウンセラーが１２人の生徒に対して毎

日カウンセリングを行い、またミュージックビデ

オの作成技術等を教えている。

画一的なサービスを提供する行政組織にとっ

て、犯罪歴のある少年達を対象としたきめ細やか

な教育プログラムの提供は困難なため、ＥＢＡＹＣ

の活動がこれらの少年達の自立更正に寄与してい

ると言える。

５．ＲＦＰ方式（ＲｅｑｕｅｓｔｆｏｒＰｒｏｐｏｓａｌ）か

らみる行政との協働、問題点

ＥＢＡＹＣの活動費は年間で３００万ドル、その大半

が連邦政府・カルフォルニア州などからの補助金

である。補助金の申請方法については二分の一以

上が「ＲＦＰ方式（ＲｅｑｕｅｓｔｆｏｒＰｒｏｐｏｓａｌ）」による

ものである。ＲＦＰ方式とは、行政が行うプロジェ

クトの企画開発段階から民間の参加・提案を求

め、事業内容を定めた募集要項を作成し事業者を

公募するもので、これは構想段階から最終的に事

業に責任を負う民間業者、投資家、金融機関等の

視点を反映させ、公民の役割分担を明確化し、良

質なプロジェクト形成を目指すものである。

また、事業に利害関係を有する住民や地域関係

者に対しては、アンケート、委員会の設置、説明

会の開催等が実施されており、このＲＦＰ方式によ

る事業の展開は住民や地域社会の民意を反映させ

ているといえる。

しかし、その一方でＲＦＰ方式に様々な課題もあ

る。行政と民間の多数の関係者が関与するため、

通常の公共事業や民間事業に比べて手続きが複雑

で検討や交渉等に時間とコストが掛かる。

また、補助金欲しさにプロジェクトへの参加を

申請する団体もあり、優良な民間事業者の選定が

困難である。更には、公民の役割分担が複雑化し、

公共の費用対効果の測定が困難であり、手続きが

専門化するため透明性の確保が難しい状況となっ

ている。

ＥＢＡＹＣに限っては、補助金を受けるに当たっ

ての条件として、１６０日間、必ず１００人の子供に教

育を行うことが契約書に明記されており、この事

業報告を年に４回、書面で提出しなければならな

い。これには活動費・人件費・経費等も全て挙証

資料を添付し報告しなければならないことから、

内容が複雑且つ多岐に亘るなど報告書作成に多く

の時間を割くこととなり、本来業務の妨げになっ

ている。

６．学校との連携した活動の試みと困難さ

学校との関係については、学校（教師）は勉強

を教えることが本分であるため、子どもの家庭問

題等についてまで自分たちで解決できるとは考え

ておらず、ＮＰＯのような第三者機関が問題の解

決に援助を申し出ることに対して好意的である。
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しかし、ＥＢＡＹＣのように補習授業等を放課後の

学校で行う団体に対しては非協力的で、これは学

校を開放することで学校運営に関して口を挟まれ

ることを嫌うためである。つまり、教育プログラ

ムを提供するＮＰＯの活動は校外でやってもらい

たいというのが教師の本音である。また、子ども

に対する影響力はＮＰＯよりも格段にあると考え

ている教師が多いため、ＮＰＯの活動を軽視して

いる事実もある。

わが国と同様に、アメリカにおいても閉鎖的な

学校運営が、子どもが抱える問題解決を鈍化させ

ていると感じざるを得なかった。

７．おわりに

ＥＢＡＹＣの活動を考察してきた中で、次世代を

担う子どもや若者の育成には学校と家庭、地域社

会の連携・協働の重要性を改めて認識した。我が

国においても学校評議員制度などにより家庭や地

域との連携協力のもと、特色ある開かれた学校づ

くりを目指しているところであるが、十分機能し

ているとは言い難い状況にある。これは、社会全

体に学校で起きた問題は学校で解決すべきという

考え方が一般的になっているためだと考えるが、

その結果が昨今のいじめ問題等の大きな問題を抱

えるに繋がっているのではないか。

学校だけに教育の責任を押し付けていても何一

つ問題は解決されない。やはり、将来ある子ども

の育成には学校や家庭、地域社会が一体となった

取り組みが必要である。

日本の状況とは異なるものの、ＥＢＡＹＣの取り

組みが子ども、家庭、地域社会の教育に対する意

識を高めたことは大いに参考にすべきと思う。し

たがって、我が国においてもＮＰＯに、学校と家

庭、地域社会の橋渡し的な役割を委ねるという視

点を持つことが重要ではないか。そのことにより

開かれた学校運営が期待でき、延いてはこれが学

校教育目標の達成に向けて大きな意味を持つと考

える。これに加え、ＮＰＯが学校運営に関わるこ

とで、いじめや学級崩壊、校内暴力等が起こった

際に、家庭や地域社会に対する問題提起が迅速に

行われ、これが学校現場の改善、健全な教育環境

の確保に繋がるのではないだろうか。

財政事情が益々悪化していく中で、ＮＰＯ活動

に対する予算の確保は容易でないが、これは未来

ある子どもへの先行投資であり、教育目標の達成

には教育投資を惜しまない姿勢が行政に求められ

るのではないだろうか。

訪問研修を終えて





住民のみなさんにとって“住み続けたいまち”

とはどのようなまちでしょうか。その答えのひと

つとして、行政サービスがしっかりしている点を

あげられる方は多いはずです。しかし、近年少子

高齢化や余暇の増大に伴う人々の価値観やライフ

スタイルの変化、情報化の進展など社会状況が大

きく変化する中で、介護の問題、地域社会の活力

の低下、地球規模での環境問題など、社会的な課

題やニーズは複雑・多様化の一途をたどってきて

おり、そのすべてを行政だけで対応していくこと

は困難になってきています。

そこで、昨今では様々な分野で身近な暮らしに

関わるＮＰＯの活動に行政の期待が高まってきて

います。行政・ＮＰＯともに非営利・公益分野を

担い、社会的・公共的課題を解決する存在です。

行政は法令に基づく公平一律的なサービスを、

ＮＰＯは多様なニーズに対応して自発的に公益的

サービスを提供しています。こうした両者のサー

ビスが併存し得る領域では協働して取り組むべき

だと考えられています。

相互の立場や特性を認め、共通する課題の解決

や社会的目的の実現に向け、双方が役割分担を理

解したうえで協働を進め、公共サービスの内容を

より豊かで効果的なものにすることができます。

また、効率化してコストを低減するなどの効果

が期待でき、その目指すところは、公共サービス

の質や量の向上や市民生活の向上のためにも、重

要な意義を持つものと言えるでしょう。

そこで私たちＢ班は「このまちで“ずっと住み

たい”と思えるまちに」をテーマにアメリカの行

政とＮＰＯが協働して運営している施設・活動を

中心に視察してきました。歴史的に、アメリカで

はＮＰＯが社会サービスの多くを提供しており、

大学・病院・美術館・博物館の運営の多くがＮＰＯ

であり、社会福祉サービスもその多くをＮＰＯが

提供しています。

なぜアメリカのＮＰＯがこれほどまでに活発な

活動を続けられているのか、今の日本とどう違う

のか、今後さらに地方分権が進む日本が学ぶべき

点は何なのか、いろいろな疑問を抱えながらの視

察となりました。

シアトルでは、地区ごとに設置され、市民と行

政の間が身近になり、より市民が行政に関わりや

すく、行政が市民の意見を聞きやすくなったネイ

バーフッドサービスセンターを、また、市民や

ＮＰＯが主導となってすすめられるマッチングフ

ァンド・ＢＩＤ等さまざまな政策で成功した場所を

視察してきました。

一方サンフランシスコでは、日本と同じく高齢

化が進むなかで、高齢者の介護サービスをそれぞ

れの高齢者にあったサービスを提供しているＮＰＯ

を視察してきました。

私たちが視察した内容について、訪問先の概要、

活動内容、取り組みなどの詳細を訪問先ごとに報

告書としてまとめました。

最後に、事前研修から本視察までの間、柏木先

生はもとより事務局の方々、ご講演下さった兵庫

県ワシントン州事務所長の北岡孝統様をはじめ、

訪問先で対応していただいた関係者や通訳の皆様

方にＢ班一同、心より感謝いたします。
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～地域再生・まちづくりを中心に～

Ｂ　　班
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【日程等】

（シアトル）

■シアトル市ネイバーフッド局

平成１８年９月２８日（木）

■ダウンタウン・ネイバーフッド・サービス

センター

■ダウンタウン・シアトルアソシエーション

平成１８年９月２９日（金）

（サンフランシスコ）

■サンフランシスコ市高齢者局

■サンフランシスコ・シニアセンター

平成１８年１０月２日（月）

■オン・ロック

■ノース＆サウス・オブ・マーケットアダルト

デイヘルス

平成１８年１０月３日（火）



１．はじめに

近年、我々地方自治体従来の行政主導のまちづ

くりでは、少子・高齢化、安全、防災、教育等、

ますます複雑かつ多様化する問題に対し、十分な

対応が困難になってきている。このような中、住

民ニーズにより効果的に対応するため、民間活用

や住民参加とりわけＮＰＯと行政との協働が注目

され、各地において研究・実施が行なわれている。

日本でも住民主導のまちづくりの必要性が高ま

っているが、シアトルは全米の中でも住民の街づ

くりに関する意識・パワーが非常に強いことでも

知られている。当然、シアトルにおいても始めか

ら地域住民やＮＰＯ及び民間企業と一体となった

街づくりができていたわけではなかった。この報

告では、住民本位の街づくりのシステムである３

大施策とも言うべき、ネイバーフッドサービスセ

ンター、マッチングファンド（シアトルで考案）、

ＢＩＤについて報告したい。

２．シアトルの概要

シアトル市は、アメリカ合衆国の北西部ワシン

トン州に属し、北緯４７度、西経１２２度、緯度は南

樺太とほぼ同じに位置する。人口約５７万人（全米

第２２位、静岡県浜松市とほぼ同人口）、９人の市

議会議員、面積２１７ｋ㎡を有し、財政規模は約２８億

３千万ドル（２００５年採択予算、民間保険会社によ

る市債格付けにおいてＡＡＡ）の都市である。主

要産業は、マイクロソフト社、ボーイング社、ス

ターバックス社、アマゾン.ｃｏｍなど世界的大企

業が多く、日本にとってもイチロー選手の所属す

るシアトルマリナーズの本拠地であるなど非常に

馴染みが深い都市でもある。

３．ネイバーフッド局

ネイバーフッド局は、地域に力を与え、地域と

行政とが一体となったまちづくりのための諸施策

である、ネイバーフッドサービスセンターの統括

及びマッチングファンドの運営等を行なってい

る。

１９８７年、ネイバーフッド局の前身であるネイバ

ーフッド課が創設され、１９９０年にネイバーフッド

課、ネイバーフッドサービスセンター、市民サー

ビス部が合併しネイバーフッド局となった。その

後、都市保存課、Ｐパッチプログラム（Ａ班報告

書注釈参照）やネイバーフッド計画課、さらに教

育課、安全のためのコミュニティ地図作成・計画

分析事業、シアトル・ネイバーフッドアクション

チーム等を吸収合併し、現在では、約１００名の職

員が配置される組織となり、様々な事業に関して

地域と連携を保ち、各事業を推進している。

ネイバーフッド局前にて

➵ １本目の矢
ネイバーフッドサービスセンター
１９８７年、シアトルは行政と地域とのパートナー

シップを構築するため、市全体を１３地区に分け、
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３本の矢（地域住民と一体
となった３つの施策）

～住民主体のまちづくりのために～

訪問日 ２００６年９月２８日（木）
訪問先　シアトル市　ネイバーフッド局
説明者 ＳｃｏｔｔＭｉｎｎｉｘ氏、Ｍａｎａｇｅｒ

ＣｈｒｉｓｔａＤｕｍｐｙｓ氏
通訳者 ＴｕｒｉｄＧｒｏｎｎｉｎｇ氏



それぞれにネイバーフッドサービスセンターを設

置した。ここでは、市民と行政の連携を図り、地

域団体間のネットワーク支援などを行うため、市

職員（コーディネーター１名と事務３名）が配置

され、市の施策やボランティア情報など、あらゆ

る情報が提供されるだけでなく、電気料金や駐車

違反の反則金の支払いや交通機関における定期券

の購入、パスポートの申請についても受け付けて

いる。年齢・性別・職種を問わず多くの市民が訪

れるため、それまで行政に関心のなかった市民に

おいても、諸施策に触れることができるという効

果について期待がもたれる。

また、各地区には、市民、商店街、ＮＰＯ等あ

らゆる団体・グループの代表から構成されるディ

ストリクト・カウンシル（地区協議会）が設置さ

れており、センターはその開催場所でもある。今、

まさにこの地区における問題・課題が何であるの

か、市民はどのように感じているのかといったこ

とが、ネイバーフッドサービスセンターに集約さ

れるため、総合計画にも反映され、市長も各種イ

ベントの際に限らず各地区を訪問するなど、地域

と行政が一体となっている。

➵ ２本目の矢
マッチングファンド
マッチングファンドとは、地域の草の根的な地

域づくり活動に対して市が助成する事業で、街路

樹の植樹、オープンスペースの活用（デッドスペ

ースを農園・公園等に）、

イベント、地域団体の設

立資金など使途において

も様々である。市は、申

請者が事業の実現にあた

りボランティア活動時間

（時給１５ドルで計算）や

寄附、資材提供など負担

した額と同額を助成す

る。１対１の負担（基本

的に１対１であるが、結

果的に申請者は１以上の負担をすることもある）、

これが「マッチング」となる。

マッチングファンドに関して質問をする班員

マッチングファンドは、助成する活動の内容を

細かく規定するのではなく、どれだけ地域が参加

しコミュニティの連帯感が強化されるかなど、コ

ミュニティへのメリットが審査される。また、申

請内容の修正点や改善点など助言・サポートを行

い、まさに地域と一体となって街づくりに取り組

んでいる。

マッチングファンドの種類は４種類（下表）が

あり、１９８７年の設立当時の事業費は１５０万ドルで

あったがピーク時には４５０万ドルに達し、近年で

は３００万ドル程度となっている。

マッチングファンドの種類

53
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➵ ３本目の矢
ＢＩＤ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ）
荒廃していたダウンタウンを再生に導くため

に、活用されたＢＩＤ制度とは、地区改善の費用を

受益者である地区内の不動産所有者が負担し、

（負担金については、地元自治体が徴収する）直

接地域の活性化に充当する制度である。地域内の

合意（州法により過半数から２/３以上で設定、

シアトルの場合は６０％以上）を基に、シアトルで

は１９９９年に設立された、官民のパートナーシップ

による地区改善のための組織づくり及び資金調達

の仕組みである。

シアトルでは、市との契約によりＮＰＯであるダ

ウンタウン・シアトル・アソシエイション（ＤＳＡ）

が運営主体となっている。ＢＩＤの主な事業は、地

域内の美化活動（清掃、落書き消し等）、治安維

持（警備、街路灯整備等）、マーケティング、イ

ベントの実施、地区の再開発など様々である。こ

れらの活動により安全で清潔な街となり、結果、

訪問客が増え、街の活性化が図られている。

４．おわりに

日本においても、住民のまちづくりへの参加を

促進することは、長年の懸案でもあり課題でもあ

る。計画が策定されてから住民参加を求める従来

のような行政主導ではなく、地域住民からの発意

と熱意を尊重し、支援する協働体制が必要不可欠

であると考える。そのための議論・討論を行なう

場として、また、地域と行政を結ぶパイプ役とし

てネイバーフッドサービスセンターのような施策

が求められている。そこから生まれる住民主導型

のまちづくりに対して、行政及び議会においても

地域の提言・施策を真摯に受け止め、活発な討論

が望まれる。

通常の税金に加え負担が生じるマッチングファ

ンドやＢＩＤのような制度が、そのまま日本に輸入

して、即成功するとは限らない。市民側も行政任

せで無く、自らが望む地域のために新たな負担を

する。行政側も縦割りにとらわれず、地域住民が

本当に望むサービスの提供を実施する制度の構築

と柔軟な対応への意識改革が必要と考える。

これからの地域社会は、行政に加えて、住民自

治組織、ＮＰＯ、各種団体など多様かつ幅広い社

会的活動体の協働により成り立っていくネットワ

ークとパートナーシップの社会である。双方の理

解と意識改革が進み、マッチングファンドやＢＩＤ

といった住民主導のまちづくりが定着することを

願い、シアトル市ネイバーフッド局における報告

とする。

西シアトルからシアトルダウンタウンを臨む
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１．はじめに

日本の地方自治体、主に市町村では、本庁舎の

他に「市民サービスコーナー」といった出張所を、

公共交通機関駅舎や民間大型複合施設内など、複

数の地域エリアに設置している。業務としては住

民票や戸籍謄本など各種公的証明書の発行サービ

スを行っており、わざわざ本庁舎に出向かなくて

もよい利便性がある。しかし、地域に置かれてい

る立地条件を考えると、非常に限定的な役割しか

担っていないのではないか、もう一歩その役割の

幅を広げることが可能ではないかと感じられる。

訪問したネイバーフッドサービスセンターの半分

でも同様に、パスポート発行や電気・水道などの

公共料金の支払い、裁判関係の手続きなど、市民

の利便性を満たす窓口業務が行われているが、他

方で住民が主体的にまちづくりを進めるための拠

点としての役割も担っているという。先進的な住

民主導のまちづくりが評価されているシアトル市

の最前線を、ここに報告する。

２．ダウンタウン・ネイバーフッド・サービ

スセンターの概要

１９８７年に１３地区に設けられた、シアトル市ネイ

バーフッド課の出先機関、ネイバーフッドサービ

スセンターの一つで、シアトル中心部のダウンタ

ウンエリアをサービス圏域としている。

このエリアはビジネス区域と居住区域が混在し、

近年の盛んな都市開発を背景に人口流入も激し

く、現在推定５万５千人の居住者が、２０２０年には

９万人（１５年間の推定人口増加率が６５.３％）近く

になると予想されている。

都市開発が進むダウンタウンエリア

このセンターはＮＰＯと共同でテナントビル１

階に事務所を構え、コーディネーター１名と数名

のスタッフが在籍している。収入は市からの予算

と窓口業務での手数料で、家賃や電話代などの月

約２,０００ドルの固定費と職員の給与、マッチング

ファンド助成金が支出の大半を占める。

ここでは、本庁のネイバーフッド課と連携しなが

ら主に下記の業務を行っている。

□地域住民やツーリストへの情報提供

□地域住民の相談窓口

（ＮＰＯ、公的機関への橋渡し）

□マッチングファンドの調整

□ディストリクトカウンシル（地区協議会）運営

事務所内の様子

また１３地区の全コーディネーターが毎月集ま

り、各地区の取り組みや課題などの情報交換を行

っているほか、コーディネーター独自の業務とし

て、市長が参加するイベントの企画調整を行って

～街は自分達の手で～

訪問日 ２００６年９月２９日（金）
訪問先　ダウンタウン・ネイバーフッド・

サービスセンター
説明者 ＣｈｒｉｓｔａＤｕｍｐｙｓ氏
通訳者 ＴｕｒｉｄＧｒｏｎｎｉｎｇ氏
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いる。定期的に行っている「メイヤーとのウォー

キングツアー」では、市長とメインストリートを

歩き、ダウンタウンで取り組まれている事業や抱

える課題など、現場を視察しながら地域の現況を

市長に説明している。「クリーン＆グリーン」と

いうイベントでは市長が一ボランティアとして清

掃や植樹に参加し、住民が市長とコミュニケーシ

ョンできる機会創出に取り組んでいる。

３．ダウンタウンエリア マッチングファン

ド事例

２００５年９月から２００６年９月の１年間で、ダウン

タウンで採択されたマッチングファンドは１６件

で、住民側からのマッチ総額が６８３,７７１ドル、市

側助成金総額が４１１,５６８ドルである。（通常１対１

の比率だが市として必要と思われる事業には追加

的に助成金を出している）

ダウンタウンは市街地ということもあり、地域

住民に望まれていることの一つに緑化の推進があ

る。ダウンタウン北部ベルタウン地区の土地所有

者など１２名が、歩道沿いに木や花を植え、歩きな

がら緑を感じることができる空間づくり計画をマ

ッチングファンドで申請（マッチ額：９２,６００ドル、

市側助成金：９２,６００ドル）し、地区を行き交う

人々に癒しを与えているという。現在も緑化推進

の一つのモデルストリートとして、さらなる計画

が進められている。もう一つの事例は、多様な民

族が居住するダウンタウンならではのマッチング

ファンド。センターから徒歩５分のところに、ア

ジア系住民が居住し、中華料理店や日本料理店も

多く、また、芸術家が多く住む、インターナショ

ナル地区がある。ここでは、地元アーティスト制

作による龍のモニュメントを電灯に配する、地区

の美しいイメージづくり計画をマッチングファン

ドで申請（マッチ額：５０,０００ドル、市側助成金

５０,０００ドル）された。

今後は龍だけでなく、地区の玄関口に美しい歓

迎門の設置を予定しているという。事例に共通し

て言えることは、行政から働きかけるのではなく、

すべて住民側から提案がなされているという点で

ある。

インターナショナル地区旗

竜のモニュメント

４．ディストリクトカウンシル（地区協議会）

の取り組み

住民、商店街店主、ＮＰＯ代表者などで構成さ

れるディストリクトカウンセルは、地区に関わる

様々な人の声を吸い上げ、様々な取り組みに反映

させる審議決定機関で、毎月会議を開催している。

ダウンタウンエリアのディストリクトカウンシル

で取り組んでいる事例に、寄附キャンペーンがあ

る。パイオニアスクエア周辺は、麻薬売買や強盗

事件が多発するエリアでもあり、公園にはホーム

レスが住み着き、物乞いが後を絶たないため（実

際数名の研修生が実際に物乞いにあった）、住民

の間で治安の低下が囁かれていた。住民の中には

物乞いをするホームレスへ直接お金を恵む人もい

るが、危険を伴う可能性もあるため、ホームレス

を支援するＮＰＯへの寄附を促し、地区の安全を
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推進してくことを決定した。住民へ呼びかけるキ

ャンペーンを１１月に予定している。もう一つの事

例は、毎日１２万人が利用するウォーターフロント

沿いに走っているアラスカウェイバイアダクト

（高速道路）が老朽化し、その再構築のあり方に

ついて議論が行われていた折に、地域住民の為の

ワークショップを開催したことである。コーディ

ネーターは、演説者の日程調整や、ロケーション

設定、案内チラシの作成及び配布を行い、当日の

資料として、この高速道路を補強する案や、地下

道路にする案など、計４案を、コストや工期、環

境などの視点で比較した表も作成した。当日は、

ディストリクトカウンシルの会長が司会を務め、

演説者として、シアトル市交通局長、ワシントン

州議会プロダクトマネージャー、民間代表者など

が出席し、自論を演説した。４０名近くの住民が参

加し、高速道路再構築を巡る問題について、住民

が、自分に関わってくる問題として意識してもら

うきっかけづくりになったという。

アラスカウェイバイアダクト

２００６年９月２３日（金）シアトル市議会にて、道

路を潜らせることでウォーターフロントの開発が

進むとの理由で、地下道路にする案が了承され、

今後、県議会での承認が得られれば、２００７年１月

には最終決定する。ディストリクトカウンシルで

も、常にこのテーマを案件に取り上げ、経過や今

後の進め方などを住民に伝えていくことにしてい

る。シアトル市ネイバーフッド課は、ディストリ

クトカウンシルが担う地域住民の声を汲み取る機

能をより強化していくために、現在の１３組織から、

６０組織程度に増やしていきたいとしている。

５．おわりに

住民ニーズを汲み取る住民参加組織。コミュニ

ティ意識を醸成するきっかけづくりとなるマッチ

ングファンド制度。この組織と制度が両輪となり、

シアトル市における住民主体のまちづくりを可能

にしているのではないだろうか。地域コミュニテ

ィの崩壊が叫ばれる日本においては、地域再生を

柱に、都道府県、市町村で地域福祉計画の策定が

進められ、“地域住民の手で地域をつくっていく”

住民主導のまちづくりが推進されている。しかし、

コミュニティ意識の低下もあり、住民ひとり一人

の自発性が伴わず、行政がいくら音頭をあげても、

効果があがらず、計画が絵に描いた餅になってし

まう市町村が出てくる可能性は否定できない。い

ま行政に求められているのは、住民間のコミュニ

ティ意識を形成する仕組みづくりである。その役

割を、市民サービスコーナーを含め、設置が進め

られているコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）

や、包括支援センターが担うことも一つの在り方

であり、それら公的機関が様々な分野のＮＰＯと重

層的な連携体制を築くことでより充実した地域福

祉が実現できるのではないだろうか。その意味で、

このセンターの取り組みに、今後の日本の地域再

生のヒントが隠されていると感じた視察であった。

１３区域図（中央がダウンタウンエリア）
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１．はじめに

現在、多くの市町村が財政問題を抱えており、

独自の効率的な行政運営、官・民一体による協働

まちづくりが求められている。特に、今後それぞ

れの自治体がまちの特性を生かした多様なまちづ

くりを行う上で、行政とは異なる発想や形態で、

公益性・社会性の高いサービスを提供することが

できるＮＰＯの存在は欠かせないだろう。

では、行政はいかにしてＮＰＯと協働まちづく

りを行っていけばいいのだろうか。今回、「行政

とＮＰＯとの協働」をテーマに訪れたシアトルの

ＮＰＯ「ダウンタウン・シアトル・アソシエーシ

ョン」における取り組みの一例をここに紹介する。

２．現地調査先の概要

シアトルといえば、海産物が大変豊かで気候も

よく、住みやすい都市として人気の高い場所であ

る。今回訪問したダウンタウン・シアトル・アソ

シエーション（以下「ＤＳＡ」）は、この素晴らし

いシアトルのダウンタウンの中心に位置してお

り、市役所とも大変近いロケーションにある。

１９５８年に設立され近 ５々０周年を迎える。

ここシアトルでは、マッチングファンドおよび

ＢＩＤ（ＢｕｓｉｎｅｓｓＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｏｆＤｉｓｔｒｉｃｔ）を中心

に、多くのＮＰＯが行政と協力し合いまちづくり

を行っている。シアトルでの取組は全米でも非常

に有名で、同様の施策を取り入れている州や市町

村も少なくない。その中でも、ダウンタウンにお

ける環境・治安維持を含めた様々なまちづくりの

活動や雇用対策、また観光客の増大を図るなど、

ダウンタウンの発展に大きく貢献し重要な役割を

担っているのが、このＤＳＡである。

ディルマンさんによる説明

３．ＤＳＡの取り組み

ＤＳＡは、設立以来、中心市街地の活性化を目

指し、行政との協働による様々な取り組みを行っ

ており、後述するＭＩＤを軸とした経済活動の発展

や治安の改善等に力を注いでいる。

（１）ＢＩＤ

アメリカには、ＢＩＤと呼ばれる中心市街地の活

性化を図る施策がある。ＢＩＤとは、市街地の特定

地域の事業者や不動産業者が区画を決め、その区

画の事業者や不動産所有者から負担金を徴収し、

区画内のビジネス活性化のための事業を行う組織

である。取り組みの中でも、治安面や清掃面での

成果は大きく、同時に地域の経済活動の促進が図

られている。このＢＩＤ地区での取り組みを促進さ

せるために設立されたのがＭＩＤである。

（２）ＭＩＤ

ＭＩＤ（ＭｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔＤｉｓｔｒｉｃｔ）は、

シアトルの条例によって１９９９年に設立された組織

であり、ＢＩＤ制度によるダウンタウン地域の治安

維持、清掃美化などまちの活性化を図るためＤＳＡ

によって管理運営されている。主な財源である負

担金において、一般的にＢＩＤ地区で徴収される負

担金は、不動産所有者にのみ課せられるわけでは

ないが、ＭＩＤに関しては、条例から不動産の評価

～いきいきとした健康的な
ダウンタウンの

まちづくりについて～
訪問日 ２００６年９月２９日（金）
訪問先　ダウンタウン・シアトル・

アソシエーション（ＤＳＡ）
説明者 ＤａｖｉｄＤｉｌｌｍａｎ氏,ＶｉｃｅＰｒｅｓｉｄｅｎｔ

ｏｆＯｐｅｒａｔｉｏｎｓａｎｄＳｅｒｖｉｃｅｓ
通訳者 ＴｕｒｉｄＧｒｏｎｎｉｎｇ氏
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額で徴収されることになっている。負担金など

（２００５年は約４３０万ドル）を財源として、パイオニ

ア・スクエア、リテイル・コア、ウォーター・フ

ロント、デニー・トライアングル、ウェスト・エ

ッジを含む２２５ブロックの地域の運営管理を担っ

ている。

これらの地域内では、治安や清掃面において、

「アンバサダー」（日本語で大使を意味する）が活

躍しており、現在、既に約６０人以上もの人々が登

録している。この「アンバサダー」には、「ダウ

ンタウン・アンバサダー」と「メンテナンス・ア

ンバサダー」とがあり、定められた条件を満たし

ていればアンバサダーとして働くことができる。

「ダウンタウン・アンバサダー」は、主に当該

地区の治安維持を目的として活動している。地元

のシアトル警察から一定期間訓練を受け、その後

警察のバイク（自転車）パトロール隊と共に建物

への不法侵入者を捕捉するなど市内の安全・治安

維持に努めている。その他、医療の応援、観光客

などへの道案内などがあげられる。勤務がフルタ

イムで、週３０時間以上あり、時には夜間のパトロ

ールや週末の勤務もあり体力的にもハードな面が

あることから、主に退役軍人や大学生などのアル

バイトが多い。

一方「メンテナンス・アンバサダー」は、地域

内のごみ収集やストリートの清掃など環境美化に

努めている。ダウンタウン・アンバサダーと違い興

味深いことは、こちらは前身がホームレスであり、

中には麻薬常習者やアルコール依存症患者もいる

ことである。これは、この制度がホームレスの救

済プログラムを兼ねており彼らの社会復帰を目的

としているためだ。そのため、賃金・手当ても良

く、その他、低所得者層の住宅斡旋、健康保険の

全額保障、市バス運賃の免除など有利な点が多い。

彼らの実績については、毎日ＤＳＡのホームペ

ージ上でアップデートされている。

（３）マーケティング

ＤＳＡは、設立当初からダウンタウン活性化の

重要性を提唱し続けている。ダウンタウンには、

行政機関が集積し、ＮＰＯも本部を置くことが多

く、またビジネスの発祥地にもなりやすいことか

ら、活性化を図るにはダウンタウンが効果的だと

考えられるためだ。そのためＤＳＡは、定期的に

独自でダウンタウン地域の市場調査やデータ分析

を多く実施し、それらの調査結果は、中心市街地

におけるビジネスや経済動向を知る上で、非常に

重要視され幅広く活用されている。また、多様化

する市民のニーズを把握し日々変化する社会にい

ち早く対応していくためにも、これらの情報は欠

かせないものとなっている。

これらの報告書や地域内の最新情報・サービス

の提供については、より多くの市民が容易に入手

できるようホームページ上にアップデートされて

いる。

シアトルダウンタウン

４．おわりに

今日、市民のニーズが多様化し複雑化していく

中で、課題やニーズを全て行政が解決し、また対

応していくことは非常に困難であり、今後、行政

にとってＮＰＯとの協働によるまちづくりの必要

性が益々高まる傾向にある。行政がこれまでの行

政主体から市民主体への移行を進めていくために

は、ＮＰＯとの新たな協働のあり方を考えていく

ことが必要となり、市民への柔軟なサービス提供

が強く要求される。

行政は、公平性を基本原理としているため、形

式的な公平性や手続き的な公正さにとらわれ、供

給するサービス内容は、とかく同一水準になりが
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ちである。一方ＮＰＯは、もともと民間の自発性

に基づく非営利の活動であることから、行政には

行えないようなサービスの提供が可能になる。こ

のようなＮＰＯの個々に応じたサービスを提供で

きる多彩さがとても大切であり、今日のように刻

一刻と変化する現代社会では、状況の変化に応じ

た柔軟な対応ができるＮＰＯはもう一つの公共サ

ービスの担い手ともいえる。

今後、行政とＮＰＯとがより良いパートナーシ

ップを築いていくためには相互の理解が重要とな

る。主に両者のまちづくりに対する意識レベルの

違い、取り組み手法の違いが大きくあげられるが、

互いの立場や特性を理解し尊重しながらそれぞれ

の役割分担を明確にし、対等に協力して活動を進

めていくことが肝心だ。それには、互いに活動し

やすい制度や方針の確立が必要となるが、今回、

いろいろな話を伺った中で、アメリカでは、ＮＰＯ

との協働を進めていく上での協働のための制度や

方針が確立されており、ＮＰＯが活動を行いやす

い環境が整っているように感じた。しかし、日本

では制度や方針の確立にはまだ時間がかかりそう

だ。

またアメリカでは、市民の「自分たちのまちは、

自分たちでつくる」という意識が非常に高いため、

参加型まちづくりへの取り組みが非常に盛んであ

る。日本では、まだまだこういった意識は低く、

まちづくりへの市民参加はまだまだ課題が多い状

況にある。今回紹介した事例は一例に過ぎないが、

今後、各自治体がまちづくりを行っていく上で、

少しでも参考にしていただけたらと思う。



１．はじめに

「少子高齢化」が進行するわが国において、現

役世代が高齢者の医療や介護などを支えるという

現行社会保障制度はその仕組みを維持し続けるこ

とが困難になってきており、近年、医療制度改革

や増税論議等がさらに活発化してきた。また、地

域高齢者施策の推進においても、地方公共団体の

厳しい財政状況を踏まえれば、おのずと地域住民

団体やＮＰＯとの協働についてあらためて検討す

べき転換期といえる。

アメリカにおいても、１９５０年代生まれを中心と

したベビーブーマーの高齢化に伴い日本と同様の

諸問題を抱えているとのことから、数多くのＮＰＯ

が活動しているサンフランシスコ市がどのように

して高齢者施策を展開しているのか、またどう

ＮＰＯとかかわっているのかなどについて、サン

フランシスコ市高齢者局を訪問したので、その内

容を報告することとする。

サンフランシスコ市章

２．サンフランシスコ市の概要

サンフランシスコ市は、アメリカ合衆国カリフ

ォルニア州の中央西部に位置し、ロサンゼルスな

どとともに西海岸の大都市のひとつである。太平

洋とサンフランシスコ湾にはさまれた長さ５０㎞の

半島の先端部分、面積約１２０ｋ㎡にあたり、冬は暖

かく夏は涼しい快適な気候で年中過ごしやすく、

海流の影響で霧が多いことでも有名である。人口

は約７８万人となっているが、さまざまな人種で構

成されており、特にアジア系人種の占める割合が

約３割と非常に高いのも特徴である。

３．高齢者施策の現状

（１）高齢者施策の推進体制

サンフランシスコ市では約３万人の職員が従事

しており、そのうち今回訪問した高齢者局で約

３００人の職員が高齢者の対応にあたっている。

組織的には、トップは市長でヒューマン・サー

ビス・エージェンシーの傘下に高齢者局がある

が、その上には市長直轄の高齢者コミッションと

呼ばれる諮問委員会が設置されており、また、政

策提言機関たるアドバイザリーカウンシルという

ところからも高齢者施策に対する様々な提案も受

けるという体制になっている。予算規模としては、

サンフランシスコ市全体で約５０億ドルだが、その

うち高齢者局は約１億３千万ドルでほぼ全額が高

齢者向けの予算となっている。

（２）高齢者数の推移

現在のサンフランシスコの人口に占める６０歳以

上の高齢者の割合は１７.６％であり、全米の他都市

にもれず高齢者数は急激に増加してきており、そ

の中でもとりわけ増加しているのは８５歳以上人口

で現在の約１４,０００人が３年後には２２,０００人に膨れ

上がると見込まれており、さらにその２人に１人

が認知症を患っているとのことである。全米的に

１９５０年前後に生まれたいわゆるベビーブーマーと

呼ばれる世代の人々の高齢化とともに、過去１０年

間の高齢者数はどんどん増加し、逆に労働力人口
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の占める割合が減少してくる中で、今後どのよう

にして高齢者を支えていくかということがサンフ

ランシスコ市にとって非常に大きな課題となって

いるとのことである。

研修風景

（３）高齢者施策の概要

各地域では、食事プログラムや法律相談などを

提供しているが、市では高齢者を保護する包括的

なプログラムを提供している。ヘルスケアも充実

しており、６５歳以上の高齢者を対象としたメディ

ケアや低所得者を対象としたメディケイドなどで

対応している。

日本も介護予防に重点を置くようになってきた

が、カリフォルニア州にもインホーム・サポーテ

ィブ・サービスというプログラムがあり、毎年１

億ドルの予算を割いて、調理や入浴、清掃、買い

物などのサービスを提供しているが、対象者は日

常生活に支障をきたしているということと低所得

であるということの２点に該当する場合に限られ

ており、現在、約１８,０００人がこのサービスを受け

ているが、５,０００人は６５歳未満の身体障害者で、

残り１３,０００人が６５歳以上の障害者を含む高齢者で

ある。財源としては５２％が連邦政府、３０％が州政

府、残りが市負担であるが、収入が一定額を超え

る利用者は費用の一部を負担するというシェアコ

ストのプログラムになっている。ちなみに、ニュ

ーヨーク州の場合は、収入にかかわらず日常生活

に支障をきたしておればインホーム・サポーティ

ブ・サービスを受けられるようになっており、多

額の支出となってきていることから経費節減のた

め所得制限導入に向けた見直しを検討していると

のことである。

また、高齢者にとっての非常に重要な課題の一

つに、住宅問題があげられる。実際、市内に約

６,０００人のホームレスがおり、そのうち約１,９００人

が高齢者向けサービスを受ける資格のある人たち

で、麻薬中毒やアルコール中毒、精神病などを患

っている人も多い。市としては、高齢者を含めた

ホームレスに対して仕事に就いて住居を探してい

る場合に低家賃住宅の提供を行うなどのサービス

を提供し、ホームレスの減少を図るとともに高齢

者の住宅問題解消に取り組んでいる。

４．ＮＰＯとの協働

（１）エリアプランの策定

市では、高齢者施策の推進にあたり、ニーズア

セスメントを行い、それらのニーズに応じて「エ

リアプラン」なるものを策定する。

ニーズアセスメントは、市の職員が住民へのイ

ンタビューによる情報収集を行ったり、ケースマ

ネージャーと懇談したり、人口分布的にどんなニ

ーズがどれくらいあって、どのような背景から求

められているのかなどをここ数年間に発表された

報告書などの文献から調査する。その後、異なる

言語ごとに包括グループをつくり、地元との交流

を図りながら各人種の意見を吸い上げてプランの

策定にこぎつけるというものである。基本的にプ

ランには、交通や食事、住居、情報提供など、ヘ

ルスケア以外の項目はすべて網羅されている。

市では、このエリアプランに基づく高齢者施策

の実施手法のひとつとしてリクエスト・フォー・

プロポーザルが行われている。

（２）リクエスト・フォー・プロポーザル

リクエスト・フォー・プロポーザル（ＲＦＰ）と

は、パブリック・プライベート・パートナーシッ

プ（ＰＰＰ、公民連携）の手法のひとつとしてアメ
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リカでは広く活用されているが、公民の役割分担

を明確化しながら、良質なサービスの提供を図る

方式である。

まず、市が事業内容等を定めた募集要項により

ＮＰＯに対して幅広い提案を求める。それに対し

ＮＰＯからは、工夫を凝らした企画提案とともに

資金提供の申し出がなされる。基本的には、３年

ないしは４年ごとにリクエストがなされ、市は長

い歴史や過去の実績などから概ねどのＮＰＯがど

のような特異性・専門性を有しているかについて

一定は把握しているものの、ＮＰＯが市からの資

金提供を受けるためには、効果・効率的な事業内

容や財源確保の努力などをアピールするためのレ

ポートを作成し、市に提出する必要がある。その

申し出に対し承認の決定権を有しているのが７名

のメンバーからなる高齢者コミッションである。

市の職員がＮＰＯから提出された書類を綿密に調

査し、膨大な資料を作成したうえでコミッション

に承認を求めることとなるので、否認されること

はほとんどないが、すべてが承認されるというも

のでもない。この承認を経て晴れて契約となるわ

けであり、ＮＰＯにとっては事業実施に係る資金

面での裏づけを一定確保できたこととなる。

（３）ＮＰＯの合理性

高齢者施策分野の行政サービスにおいてＮＰＯ

は重要な役割を果たしているが、高齢者に対する

さまざまなサービスを市が直接提供せずにＮＰＯ

がその役割を担っているのは、やはりアメリカに

おいても行政サービスは画一的になりがちであ

り、特にサンフランシスコにおいては人種ごとに

形成された複数のエリアを有しており、各地域の

実情に的確に応えるためには地元に精通した

ＮＰＯがサービス提供を行うほうが合理的である

ということがあげられる。

５．おわりに

今回は限られた時間内での訪問ということで、

高齢者施策にかかるサンフランシスコ市とＮＰＯと

の具体的な関係を深く掘り下げて聞くことはでき

なかったが、公民連携の手法のひとつとしてＲＦＰ

が効果的に活用されている点については確認でき

たところである。

わが国における高齢者施策へのＲＦＰの活用につ

いては更なる調査・検討を要するが、その手法を

論議する前に、行政がパートナーシップに対する

基本的な概念をどのように認識しているかが重要

ではなかろうか。アメリカにおいては、双方の強

みをお互いに理解したうえで協力と分業がなされ

ており（＝非同一性）、資金提供者たる行政と事

業実施者のＮＰＯが対等の立場で契約を締結し

（＝対等性）、それらの関係は未来永劫続くもので

はなく特定課題の実施から終了までという一定期

間に限定されている（＝時限性）、との考え方で

ある。これら３つの基本概念を行政とＮＰＯがお

互いに理解し深めてきたことで、アメリカのパー

トナーシップが築きあげられてきたのである。

わが国においても、的確なニーズ把握のもと施

策の優先順位を明確にすることが前提であるが、

われわれ市町村職員がＮＰＯとのパートナーシッ

プの概念を十分に認識したうえで、それに応えて

くれるＮＰＯがあらわれれば、財政状況が厳しい

中においても地域高齢者施策での行政とＮＰＯと

の協働をさらに実りあるものへ発展させることが

できるのではないかとの期待をこめ、サンフラン

シスコ市高齢者局の報告とさせていただく。

訪問研修を終えて
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１．はじめに

一部改正された介護保険法が平成１８年４月に施

行された。平成１２年に介護保険が始まってから今

日までに保険給付は２.５倍になり、戦後のベビー

ブーム世代が２０１５年には６５歳に到達するなど、今

後高齢者はますます増加の一途をたどることとな

る。介護保険を破綻させることなく今後も持続可

能なものとするため、国では介護予防に重点をお

いた施策の実施を市町村に求めている。高齢者の

生きがい対策として高齢者のクラブ活動などに助

成金を出す事業はどこの市町村にも存在している

が、地域住民と交流の少ない一人暮らし高齢者の

実態把握と、生活の支援は大きな課題である。日

本では地域で高齢者が不安なく暮らすためさまざ

まな支援をする組織として地域包括支援センター

を立ち上げたが、高齢者の社会参加や生きがい対

策まではなかなか手がまわらない。サンフランシ

スコでは、ＮＰＯが担い手となって高齢者の生き

がい対策や一人暮らし高齢者の社会参加を支援し

ていることを知り、事業内容や運営方法について

聞き取り調査を実施した。

２．サンフランシスコシニアセンターの事業

サンフランシスコシニアセンター（以下「セン

ター」という。）を訪れたのは月曜日の朝、１階

部分にあるセンターには会議室やコンピューター

ラボ（研修用）、食堂などがある。中庭では太極

拳に似たＴａｉＣｈｉ（タイチ）が始まっていた。出

迎えてくれたのは当センターのディレクターの

Ｋａｔｈｌｅｅｎさん。年齢はおそらく６０歳代の女性で

ある。このセンターは、１９６６年に「地域の高齢者

に安全なコミュニケーションの場を提供するこ

と」を目的に設置され、今年で４０年が経過してい

る。ホームページによるとダウンタウン支所には

６人のスタッフがいて、今回、説明していただい

たＫａｔｈｌｅｅｎさんもその一人である。また、一週間

に３５時間従事するボランティアが８人いるほか、

地域の企業からボランティアが供給される仕組み

などによって７５人のボランティアが事業を支えて

いる。事業は、大きく３つに分かれており、①軽

度の運動とヘルス事業：ＴａｉＣｈｉ、ヨガやガーデ

ニング、ウォーキング、ダンス、ソーシャルワー

カーによるカウンセリングなど。②学習事業：中

国語、フランス語、イタリア語によるコーラス、

コンピューター学習、陶芸、絵画、写真、納税相

談、法律相談、医療保険相談など③社交性向上事

業：ビンゴ、麻雀、ピンポン、ビリヤードなどの

ゲーム、社交ダンス、映画鑑賞など多岐にわたっ

ている。利用者の要望に応える形で事業の内容も

随時変わっていく。コーラスやコンピューター研

修もこうしたニーズ把握の中で始まり現在非常に

盛り上がっている人気のあるプログラムである。

シニアセンターは、②と③のように高齢者の生き

がいとなるような事業を展開し、特に地域の一人

暮らし高齢者の閉じこもり防止とコミュニケーシ

ョンの活性化を図っている。また、①による介護

予防事業ともいえる健康保持事業とソーシャルワ

ーカーによるカウンセリングとケースマネジメン

トである。センターの上階には、別のＮＰＯ（シ

チズンズハウジング）が運営する高齢者向けアパ

ート（自立した高齢者が生活するマンション）が

あって約１００世帯が入居しており、これらの住人

に対してボランティアのソーシャルワーカーがカ

ウンセリングやケースマネジメントを週に２８時間

以上も実施している。

Ｂ班　海外研修
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Ｋａｔｈｌｅｅｎさんによる説明

３．シニアセンターの財源と人材

センターの利用者は、６０歳以上の高齢者で利用

料は入会費が２５ドル必要となる。夫婦で入会する

場合は二人で４０ドルである。ただ、入会しないと

利用できない訳ではなく、入会を強制していない。

各種講座は無料である。食堂では来所者はだれで

も食事ができ、１ドル５０セントの寄付をお願いし

ているが、寄付なしで食事を摂っている人もいて、

これもとがめられる
● ● ● ● ● ●

ことはない。結果１食当り平

均９８セントの収入に対して１食６ドルの費用がか

かっているので、５ドル２セントの赤字である。

なお、食事の提供は、ＮＰＯ（プロジェクトオー

プンハンド）がボランティアで担っている。この

ように、ほとんど利用者からは収入が無いような

状況であって、財政面を支えるのは、大半が寄付

（ドーネーション）とイベント収入である。イベ

ントでは店を出し、ビールやドーナッツを販売し

たりして利潤を得て資金としている。サンフラン

シスコ市には３年ごとに助成金の交付申請を行

い、当センターに対する市の助成金は年間約２３万

４０００ドル（１ドル１２０円として日本円で約２８０８万

円）となっている。これは運営費全体の約６分の

１ということだった。運営費全体額について聞き

取りができなかったが、Ｗｅｂ上にあった資料によ

ると２００４年度総収入が１０８万４２７１ドル（約１億

３０１１万円）である。収入の大半が寄付やイベン

ト収入ということになる。

センターを利用する高齢者は１日に６０～９０人、

イベントでは１４０人くらいになる。中国系の人が

多いが、黒人、白人、アフリカ系、フィリピン系、

スペイン系と様々な人が利用され、年齢も７０～

８０歳代の方が主となって受講されている。中国

人向けの講座が多いのは、単に地域的に利用者が

主に中国系の人たちだからという理由である。

多くのボランティアが活躍するセンターで、専

任職員は１名。ボランティアが獲得できないとま

ったく事業ができないことになる。単純にボラン

ティアを募集していても安定的かつ大量に獲得で

きないことは想像できる。これを実現するために

組織的な取り組みが行われている。地元企業には

社員がボランティアをすることによって給与面で

メリットがある仕組みを取り入れている。また、

センターが企業からボランティアを受け入れた場

合、その人数と従事した時間数によって市に対し

て助成金を請求できるシステムになっているとの

ことだった。このようにボランティアをすること

は社会的に高い評価が与えられている。これもボ

ランティアをする大きな動機づけになっていると

考えられる。この他にインターネットによってボ

ランティアを募集したり、ＲＳＶＰ（リタイアード

シニアボランティアプログラム）という組織から

ボランティアを受け入れたりしている。また、サ

ンフランシスコ大学の社会福祉学科の学生がボラ

ンティアに来ていて、卒業後センターの職員とな

った人もいる。

４．シニアセンターの運営

センターの運営について、審議したり意思決定

したりする組織は、どうなっているのだろうか。

運営に関する提言を行う機関は、理事会があり構

成員はボードメンバー（ホームページ（以下ＨＰ

と表記）ではＢｏａｒｄｏｆＤｉｒｅｃｔｏｒｓ）と呼ばれてい

る。人数は２５人（ＨＰでは２４人）であって、講座

の人気など評価を行うとともに寄付金を集める役

目を担っている。意思決定はこの理事会で行われ

ているようである。（ＣＥＯが決定するという発言
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があったが、ＨＰ上では見当たらない。調査時に

出た名前から事務局長（ＥｘｅｃｕｔｉｖｅＤｉｒｅｃｔｏｒ）を

指しているようだが、この人物も理事会のメンバ

ーであるため、理事会が合議によって意思決定し

ていると結論付けた。）市の担当者との会合は月

に１度定例的に開催されている。

センター利用者は、自立した元気な高齢者が主

体であるが、体調が常に安定しているとは限らな

い。よって、医療機関との連携やＡＤＬ（日常生

活動作能力）を維持するためアダルトデイヘルス

との連携も行われている。このことは、最終日に

訪問したアダルトデイヘルスの担当者からも同じ

話が聞かれた。

５．ボランティアの生の声

偶然センターに来られていたボランティアでボ

ードメンバーでもあるビージェーさん（１９３０年代

生まれの女性）からセンターにかかわってこられ

た経緯や感想を、生の声として聞かせていただけ

た。このことは、職員以外の方の声として貴重な

ものとなった。

～一週間に１２時間ほどボランティアをしているビ

ージェーさんの場合～

―約１０年前、コンピューターでＥメールができ

るようになりたくてセンターのコンピューター学

習講座に参加した。当時はこの地に引っ越して間

もない頃で、昼食を摂っていたときにボランティ

アをやってみないかと誘われたことがきっかけと

なった。今はフロントで訪れた人の案内をしたり、

電話に対応したりしている。アメリカではボラン

ティアがやりやすい環境があると思う。金銭的な

寄付は誰にでもできるボランティアだが、自分の

時間を割いて奉仕活動をすることはとても重要だ

と思う。子育ての時期、学校でルームマザー（教

室におけるボランティア）をしたことがある。自

分も高齢となって、他の高齢者の手助けをしよう

という気持ちになった。このセンターにはすばら

しい高齢者の方々が来られるので、ボランティア

のやりがいがある。世界的に高齢者が増えてきて

いる。夫婦が伴侶をなくして一人暮らしとなって

いることが多く、自分もそのうちの一人である。

家族が近くにいない方も多い。そういう人たちが

センターに出てきて新しい友人をつくることはと

ても重要で、いろいろな文化背景をもった人が、

思い出話をしたりすることはとても興味深いこと

である。ボランティアが一方通行ではなく、得る

ものがたくさんあるということで、非常に幸運な

経験をしていると思う。―

ボードメンバーのＢ.Ｊ.さん（左端）

このように、アメリカでは多数の民族がひとつ

の街でくらしていることもあって、互いの文化を

知り、互いに認め合うことも重要と考えている方

も多いようである。ビージェーさんのようにボラ

ンティアによって人々の役に立っているという充

実感と、多くの人と触れ合う中で違った文化や考

え方、同じ年代を生きてきた者同士の共感を持つ

ことに生き甲斐を見出しておられることがよく伝

わってきた。ボランティアをする理由というのは

一口に言えるものではないようである。

６．「ＩａｍＯＫ」ｏｒ「ＩａｍｎｏｔＯＫ」・・・？

上階の高齢者向け住宅の約８割（８０室）の住民

がドアノブにこのメッセージを掛けて毎朝安否を

知らせている。当住宅の管理運営をしているシチ

ズンズハウジングの提案で、ハウジング側が週２

回、センターが週３回、警備員が週２回分担して
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このメッセージを確認している。メッセージがな

いときは声を掛け、応答がないときは入室して安

否を確認する。ＮＰＯの団体を超えた協力によっ

てひとつのプログラムが実現している例である。

７．センターが目指す今後

―ＴｒａｎｓｉｔｉｏｎａｌＣａｒｅ過渡期の介護（看護）―

センターでは、今後トランジショナルケア（過

渡期の介護）について注目している。病院での治

療を終えて退院した高齢者が同じ病気で再入院す

ることを防ぐためのプログラムである。アメリカ

ン・ソサエティ・オン・エイジング（通称

「ＡＳＡ」サンフランシスコに本拠を置くＮＰＯ）と

提携して今年の３月にイリノイ州のシカゴでも

トランジショナルケアについて発表した。バーク

レイにある大学とも提携して研究しているほか、

２つの大学病院と提携して研究している。サンフ

ランシスコ市の南にあるサンノゼ市でもピア・ア

ドボカシーグループ（同じ仲間の権利擁護グルー

プ）という団体とトランジショナルケアについて

のプログラムに着手している。今後はこのような

活動に注力していきたい。と語っておられた。

８．おわりに

事前学習では、高齢者のクラブ活動を支援する

組織のようなイメージがあった。確かに主な事業

は自立した高齢者の閉じこもり防止とコミュニケ

ーションの場の提供であるが、助成するサンフラ

ンシスコ市では今後、精神障害や身体障害の人も

利用できたり、アルコール依存症や薬物中毒者の

更生に寄与できる体制にしていきたいという意向

があるという。とかく縦割り的になりがちな日本

の医療、福祉、保険サービスの横断的なサービス

提供をＮＰＯを通して実現していこうという意向

とも考えられる。伝統的に役所主導の福祉施策を

展開する日本と、国の成り立ちから地域住民の持

ち寄り型による社会資本整備が進められたアメリ

カとは問題解決の手法が違っている。競争が少な

い日本の福祉施策の展開方法を効率化する手法と

してＮＰＯや社会福祉法人に切磋琢磨させて、社

会的価値の創出に競争原理が導入されるようにな

れば、より多くの福祉サービスが低コストで実現

できる可能性がある。ただ、日本の現状がアメリ

カより優れている点は多いのも確かである。広く

あまねく人々を貧困や疾病、放任から救う手立て

がそれなりに整備されている点では日本の手法も

勝るとも劣らないと考えられる。アメリカでは、

社会福祉の分野においてＮＰＯが増えすぎて淘汰

されつつあり、より良いサービスが行える団体は、

営利団体の経営手法を取り入れているという。今

回訪問した様々なＮＰＯを地図上でその位置を確

認すると非常に近接していて、組織が違っていて

も互いの顔を知っているとの発言もあり、またそ

れぞれの団体の得意分野によって、高齢者の行き

先を適切に案内している実態もあった。これらの

ことから、互いに競争していても連携し合えると

いうことである。日本の自治体レベルでのＮＰＯ

との連携協働により、少ない予算でもっとも住民

が恩恵を受けるサービスを展開していくことがで

きないか創意工夫が求められるのではないかと今

回の研修を通して感じたしだいである。
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１．はじめに

少子・高齢社会を迎え、地域社会や家庭の相互

扶助機能の弱体化が進む中で、子育て、介護、健

康など身近な暮らしに関わる地域の課題や住民の

ニーズが多様化、複雑化し、これらの課題やニー

ズを行政だけですべて対応するのは、困難な状況

にある。

とりわけ、高齢者介護の問題は、寝たきりや認

知症などの介護を必要とする高齢者が増え、介護

を要する期間が長期化するなど、家族だけでの介

護が難しい状況である。

オン・ロック正面

高齢者介護のあり方については、従来は欧諸国

の制度をモデルに考えられていましたが、最近で

は米国のシステムも注目されている。

米国では経済のかなりの部分がＮＰＯによって

行われ、ＧＤＰの約５％がＮＰＯの活動により行わ

れている。

カリフォルニア州のヘルスケアの分野において

は、民間や州政府よりＮＰＯが重視されており、

今回、ＮＰＯでありますオン・ロックを訪問し、

米国における高齢者介護システムと高齢者介護に

おけるＮＰＯの役割について現地視察を行った。

２．オン・ロックの概要

オン・ロック（ＯｎＬｏｋ、漢字で「安楽」）は、

市内に８箇所のセンターを有し、年間予算の９５％

を連邦政府と州政府から、５％をファンド・レイ

ジングからの資金で運営しており、サンフランシ

スコのチャイナタウンの中国系米国人などを中心

に、総合的な医療・福祉サービスを提供している。

オン・ロックによるサポートケア全貌

職員数は、１,０００人の患者に対し、パートタイ

ムを含んだ正職員は約８００人、ボランティアは約

１２０人である。

サービスの内容は、自宅で多様なサービスを受

けながら生活できるように、メディカルケア全般、

デイケア、交通手段、食事、ホームケア、在宅ケ

アなどの包括的なサービスを提供している。

オン・ロックでは、医師のみで患者への処置を

決めずに、ソーシャルワーカーや看護師、フィジ

カルセラピスト、栄養士、内科医などが定期的に、

どのように対応するかを話し合い、対応の方法を
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決定している。１人の患者に対し様々な角度から

専門家が状況を確認していることから、患者の少

しの変化にもキャッチでき、重症患者でもほとん

ど病院に行かずに在宅でケアを受けることができ

ている。

これらの専門家は、患者１５０人に医師１人、患

者１００人に看護師１人、患者１５０人にフィジカルセ

ラピスト１人、患者４０人にソーシャルワーカー１

人を設置している。

患者へのサービスは、オン・ロックで基準を設

けて認定しており、患者の状況に応じてサービス

を提供するので、特にサービスの上限量、日本の

介護保険制度と違い設けられていない。

ナーシングホームケアの必要な患者について

は、オン・ロックが各施設と契約により入居させ

ており、必要に応じて費用の一部を負担している。

なお、オン・ロックにおいても、ナーシングホー

ムケアを提供できるようにしたいが、できるだけ

在宅看護に重点を置いている。

送迎用のミニバン

オン・ロックの施設は、エクササイズやマージ

ャンなどの活動用の部屋が２室、食事サービス用

のランチルーム、リハビリ療法用のプール、診察

室（歯科、眼科、内科）、ランドリー、キッチン

などであり、その他、送迎用のミニバン２０数台を

保有し、２人１班体制で年間２,５００回の送迎を行

っている。

オン・ロックを利用する患者のほとんどが低所

得者であり、米国の社会保険制度であるメディケ

アとメディケイドからの資金が収入源となってい

る。

このことから、オン・ロックの利用については、

メディケイドの基準を超えて利用する場合を除

き、会費は無料である。

なお、メディケイドの基準（９６０ドル／月以下

の収入）を超えて利用する場合は、４,０００ドル／

月の自己負担が必要になり、自己負担の必要な利

用者は利用者全体の２％である。

３．メディケアとメディケイド

米国の社会保険制度については、広く国民一般

を対象とする社会保険制度は存在せず、公的な医

療保障の対象は高齢者、障害者、低所得者等に限

定されている。公的医療保険制度としては、高齢

者及び障害者に対するメディケア及び低所得者に

対する公的扶助であるメディケイドがある。

メディケアは、アメリカ国内で最も大きな連邦政

府による医療保険制度で、その適用対象は、６５歳

以上の高齢者、６５歳未満の障害者等であり、約

４,０００万人の米国国民が対象となっている。

メディケイドは、医療費を支払う余裕のない多

くの人を救済するための低所得者や障害者を対象

とした連邦・州共同の医療扶助制度医療保障で、

連邦政府、州法で定められた資格要件を満たす低

所得者や家庭が対象であり、医療費全額もしくは

一部を支給してくれるものである。メディケイド

は、個人に支払われるのではなく、ヘルスケアプ

ロバイダー（サービス提供者）に直接支払われる

が、医療サービスの内容によっては、個人の自己

負担が必要な場合もある。

４．ＰＡＣＥについて

ＰＡＣＥ（ＰｒｏｇｒａｍｏｆＡｌｌ-ｉｎｃｌｕｓｉｖｅＣａｒｅｆｏｒｔｈｅ

Ｅｌｄｅｒｌｙ）とは、高齢者に対する包括的な看護プ
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ログラムのことで、多様なサービスを提供しそれ

らの財源を包括的に確保する仕組みである。

ＰＡＣＥは、全米で４７のプログラムがあり、あと２０

のプログラムが構築中である。

このプログラムの始まりはオン・ロックが最初

である。オン・ロックの運営が広く受入れられて

いる大きな理由の一つとしては、アジア系のコミ

ュニティが米国では大きく、特にサンフランシス

コでは中国系住民が多く居住し、中国系の住民は

家族で固まって生活する習慣であることから、在

宅サービスが受入れられているものである。

ＰＡＣＥが包括的といわれるのは、第一次医療か

ら専門医療、在宅ケアからデイケア、病院での診

療や入院、移送サービスから処方箋薬の提供まで、

長期介護が必要な高齢者が地域で自立して生活し

ていくためのサービスを総合的に提供するかであ

る。

重度な介護を必要とするという認定を受けた高

齢者が、在宅で生活する場合に、メディケイド、

メディケアから１人当たり定額の支払いを受け、

それを資金に在宅サービスを受けることができる

というプログラムである。

ペースプログラムの事業者は、この１人当たり

定額の中で、医療サービスや福祉サービスを提供

することから、在宅で生活する要介護高齢者にパ

ッケージで医療・介護サービスを提供するという

面で、日本の介護保険制度のケアマネジメントに

似ている。しかし、ＰＡＣＥには入院費や緊急医療

費などが含まれている点が、日本の介護保険と異

なるものである。

オン・ロックが提供する総合的な高齢者ヘルス

ケア・サービスは、ＰＡＣＥのモデルとなり、米国

全体の制度として確立された。高齢者向けヘルス

ケアの現場では、医療と介護を含む様々なサービ

スが必要となるが、これらのサービスが連続性や

整合性を確保されていないことがヘルスケア関連

の費用が増大したことが、ＰＡＣＥ導入の背景であ

る。

しかしながら、ＰＡＣＥはメディケイド、メディ

ケアから定額の支払いを受け、それを元に在宅サ

ービスを受けることができるメリットがある反

面、すべての医療は、全部ＰＡＣＥの中で行われる

ことから、これまでの主治医に診てもらうこと、

専門医の診察が必要になる場合も指定する医師に

診てもらうことはできなくなるというデメリット

もある。

５．おわりに

平成１２年４月に、誰もが介護が必要になったと

しても老後を住み慣れた地域や家庭で、自分らし

く生活できるよう、また、介護をしている家族の

負担が軽減されるよう、社会全体で介護を支え合

うしくみとして介護保険が創設された。

わが国の高齢者介護については、米国と同様に

医療費の増大が大きな問題である。ＰＡＣＥは、医

療費の削減に大きな効果があるということから、

医療と介護との連携が図ることが、日本での高齢

者ケア・サービスのあり方を考えるにあたり、重

要なものである。

オン・ロックの目標は「高齢者が住み慣れた自

宅・コミュニティで出来るだけ長く暮らせるよう

に援助すること」である。日本と米国との制度に

違いはあるが地域での継続した生活を送れるとい

うことは、高齢者介護の目標である。

訪問研修を終えて
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１．はじめに

わが国では、人口構造の高齢化が急速に進んで

おり、いわゆる団塊の世代が高齢者の仲間入りを

する平成２７年（２０１５年）には、国民の４人に１人

が６５歳以上となる超高齢化社会を迎えるものと予

想されている。

また、認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加

するなか、すべての高齢者を社会全体できめ細か

く支援する体制を構築する必要がある。

そのためには、行政と社会福祉法人やＮＰＯ、

ボランティアや自治会組織など地域住民との協働

が不可欠であり、住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けられる環境づくりへの重点的な取り組みが

求められる。

そこで、ＮＰＯ型高齢者介護の先進事例の実態

を調査し、高齢化社会のあり方を検証したいとい

う思いで、「ＮＰＯのメッカ」ともいわれるアメリ

カ、サンフランシスコのＮＰＯを視察した。

２．ノース＆サウスオブマーケットアダルト

デイヘルスの概要

このＮＰＯは１９８３年に設立され、サンフランシ

スコ市内で４か所のアダルトデイヘルスセンター

（以下、「センター」という）を運営している。

サンフランシスコ市内には、他のＮＰＯが運営

するものを含めて１９か所のセンターがある。利用

者はどのセンターを利用してもよく、各センター

の職員は定期的なミーティング等で利用者の情報

交換等を行っている。

センターを利用できるのは、６５歳以上の高齢者

の方、もしくは１８歳以上の障害者等である。

施設予算は、この法人の場合、４か所のセンタ

ーを合わせて４２０万ドルで、ほとんどが連邦政

府・州からの助成金で賄われている。

職員は１５名の常勤職員と１０名程度のボランティ

アから構成されており、ボランティアの中には、

サンフランシスコ州立大学や周辺の大学の看護学

部の学生や政府系の職員もいる。

利用者は低所得者が多く、多くはメディケイド

の受給者であり、１日当たり７７ドルから１０４ドル

の利用料はメディケイドから給付されている。

センター利用のために登録している人は４か所

で約２６０名にのぼり、私が訪問したセンターでは

７１名が登録し、利用者は１日平均４２名とのこと

であった。

センター内の様子
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３．事業内容

利用者は、主治医やホームケア担当者からの紹

介が多いとのことである。まず、ソーシャルワー

カーが利用者の自宅を訪問し、どういう環境で生

活しているか、センターのプログラムに合うかど

うかを確認し、センターを利用できる状態であれ

ば、週３日程度通所する中で、専門家がそれぞれ

に合ったケアプランを作成し、主治医の承認のう

え、活動等に参加することになる。

ケアプランは３か月ごとに評価され、他に必要

なものはないかどうか、状態の改善につながって

いるかどうかなどのアセスメントを行い、６か月

ごとに見直しが行われる。

センターでは車による送迎があり、通常、午前

１０時から午後２時までの４時間利用で、昼食も

提供されている。各種の日中プログラムやリハビ

リの他に、言語療法や理学療法、作業療法、ソー

シャルワーカーとの相談等も可能である。

研修風景

利用者のなかには、慢性的な糖尿病、心臓疾患、

統合失調症等を患っている人や、脳梗塞等により

体の自由がきかなくなって、リハビリのために通

所している人もいる。

センター内には、ナースステーションがあり、

毎日、看護師が体重・血圧を測定し、週１回、対

象者と面談し体調管理を行っている。どの薬を何

錠飲まなければいけないのか、正確に把握できな

い人のために、１週間分の薬を箱に入れて渡して

いた。

また、訪問当日は、「健康的な脂肪と不健康な

脂肪」と題する栄養学講座が開かれていた。

センターの利用者の４人に１人は、高齢や、何

らかの障害または慢性病のために、自分で身の回

りのことが思うように出来ない人たちで、家族と

一緒に住んでいても、日中はセンターで過ごすこ

とで家族間の人間関係がスムーズに行きやすい、

というのがセンターを利用する理由の一つとい

う。また、一人暮らしで在宅訪問看護を利用して

いても、昼間一人だけでいるのは心もとない、と

いうようなケースもあった。そのため、先述した

ように朝夕の送り迎えがついたり、提供される活

動やプログラムの内容が、自立度の低い高齢者用

になっていたり、看護師や栄養士がしっかりと医

療の相談に乗れる体制がつくられていた。

センターでは、日本の保健所のように疾病予防

的なことや、日常生活での注意点を教えてくれた

り、栄養状態のモニターをしたり、慢性病の継続

治療の手伝い、社会的心理的適応性の度合いの評

価、また、利用者だけでなく、家族とも健康や保

健予防面での話し合いをしてくれる。もし、実際

に疾病を疑う等心配なことがある場合は、看護診

断や保健上のアドバイスもしてくれる。

４．その他の高齢者施設

高齢者の施設では、センターの他に「シニアセ

ンター」というものがあります。私が訪問したサ

ンフランシスコシニアセンターは、同市の高齢者

の４分の３にあたる、自立して暮らす人々を対象

にして設けられたもので、ある程度健康でバラン

スのとれた日常生活が送れている人たちのための

総合的な施設である。プログラムとしては、太極

拳、ダンス、園芸、美術鑑賞や健康教育などの講

座が行われている。

シニアセンターと、デイヘルスセンターは、互

いに連携を取りながら、対象者個人個人に合った

施設利用を進めている。

Ｂ班　海外研修
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さらに、「オン・ロック」という、高齢者向け

医療介護統合モデルとなったデイケアセンターも

新しくつくられていた。ここでは、通所介護、入

院、移送、配食、在宅サービスなどの高齢者サー

ビスを総合化して、多職種チーム（看護師、ソー

シャルワーカー、管理栄養士、理学・作業療法士、

ヘルパー、送迎運転手等）によりサービスを供給

する体制をとっており、施設に閉じ込めるのでな

く、在宅、地域を基礎にした介護体制に向けた

アメリカにおける先駆者ともいわれている。ただ

し、利用可能なサービスはオン・ロックのネット

ワーク内に制限されるので、かかりつけ医師を指

定されたり、特定の施設を選んで利用するよう言

われるなど、利用者の自由にならない部分もある

とのことであった。

５．おわりに

サンフランシスコのＮＰＯを視察して、一番印

象に残ったことは、「自分ができることは自分で

する、できない所があればできる人にしてもらう、

その代わり、人にしてあげられることがあれば自

分がしてあげる」という相互扶助による自立の精

神であった。

アメリカにおける高齢介護サービスは、連邦レ

ベルで統一された施策がほとんどなく、非営利・

営利を問わず民間部門の果たしている役割が大き

いことが特徴である。

その結果、地域の特色を生かした独自の試みが

各地で行われる一方で、地域間でサービスの内容、

水準に大きな格差が生じるという問題も発生して

いる。

日本においては、強制加入となる公的医療・介

護保険制度は、利用者の選択権を確保し、サービ

ス事業者間の競争を通じて、全国どこでも同じサ

ービスを受けることができる制度となっている。

こうした日米の高齢者福祉制度の違いを単純に

比較することはできない。

しかし、今後ますます高齢化が進む中で、高齢

者の多様なニーズに適確に応えるためには、公的

サービスの充実と併せてＮＰＯやボランティア団

体による多様なサービスも重要となることから、

日本においてもＮＰＯの専門性や柔軟性を活かし

た協働事業の推進に努める必要がある。そうした

観点から、アメリカにおけるＮＰＯによる高齢者

福祉事業には、大いに学ぶ点があると思う。
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１．はじめに

今、私たち行政は、『協働』という言葉を頻繁

に使っている。多様化する市民ニーズの中で、ま

ちづくりのために市民と行政との『協働』が必要

としているが、多くの課題に直面しているという

のが実情である。

一昔前まで、「きょうどう」と言えば、「共同」

や「協同」の文字を使うのが一般的であった。

『協働』は比較的新しく使われるようになった言

葉であるが、その定義が固定化されておらず、市

民と行政が「協働」することが、目的のように取

り扱われていることが多くないだろうか。協働と

は、「同じ目的のために、協力して働くこと」で

あり、あくまでも目的を達成するための手段であ

る。市民と行政が「よりよいまちづくり」を目指

して、互いに協力しあう、つまり、目的達成のた

めに『協働』しなければならないのである。『協

働』の言葉は多用されているが、その具体の手法

が明らかになっていないことが、協働が進まない

原因と考える。こうしたことから、市民と行政と

の『協働』を促進させるために、住民がまちづく

りに参画しやすいシステムを構築することを考え

なければならないと思う。

そこで、住民参加のシステムが構築されている

シアトル市の事例を参考にし、わが国における市

民との協働のあり方について考察する。

２．協働に対する市民意識

まず、わが国における市民の地域活動やボラン

ティア活動についての意識について触れておきた

いと思う。各自治体で「市民参加についての意識

調査」が行われているが、その結果を見ると、地

域差はあるものの、概ね「地域活動に参加してい

る」人は１割にも満たない状況である。しかし、

「今後、きっかけや求めがあれば地域活動に参加

したい」と考えている人は、半数を越えている。

その参加の手法としては、約半数が自治会等を通

じてとしており、参加するためには「必要な情報

を提供すべき」という声も多い。

このように、まちづくりに参加する意識を有す

る住民が多いこと、特に、核家族化の進行や生活

様式の多様化などにより、地域の人間関係が希薄

化し、機能が低下してきているといわれる地域コ

ミュニティが、今もなお市民参加について大きな

役割を担うことが明らかになっている。また、こ

の先、団塊の世代が大量に退職を迎えることとな

るが、市民参加の重要な担い手になる可能性を有

しており、市民参加のシステムを構築することが

できれば、わが国においても市民と行政との協働

は進むものと考えられる。

ユニバーシティ・ネイバーフッドサービスセンター

３．シアトルにおけるコミュニティ・ビルディング

今回視察したシアトル市では、住民も事業費や

労働力を提供する「マッチングファンド」という

制度を活用することにより、コミュニティを構築

しながら市民と行政が積極的に協働してまちづく

りを行っている。ここでは、その事例について説

明をしたいと思う。
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シアトル市には、１００を超えるネイバーフッド

（地域社会）があり、それらを１３の地区に分け、

各地区には日本でいう「支所や出張所」に相当す

るネイバーフッド・サービスセンターが設置され

ている。各サービスセンターには、市職員の身分

を持つ「コーディネーター」が配置されており、

地域と行政のパイプ役を担っている。このコーデ

ィネーターが地域のニーズを把握し、行政に伝え

るとともに、住民自らが公園整備などのまちづく

りに参画しようとするときは、「マッチングファ

ンド」の利用方法について説明するなどの支援も

行っている。このマッチングファンドの制度は、

住民も事業費の半分を負担するということで、

我々には非常にユニークな制度であるが、シアト

ル市ではこの制度を活用した事業がすでに３,５００

件を超えており、まちづくりの手法として完全に

定着している。

また、各地区には、住民やＮＰＯなどの各種団

体をメンバーとしたディストリクト・カウンセル

（地区協議会）が設置されており、申請されたマ

ッチングファンドの審査を行っている。協議会に

よって地域にとって有益な事業が採択され、事業

が実施されるというプロセスを経ており、公平性

が維持されているというのも特徴である。

これらの制度が生まれたのは１９８０年代で、その

当時のシアトル市は、市民参加が低調な時期であ

った。そうした中、まちづくりに参画したいとい

う市民の要望が大きくなり、市は市民のニーズを

調査し、検討した結果、住民主導のまちづくりの

ために、その拠点となるネイバーフッドサービス

センターの整備や地区協議会の設置、マッチング

ファンドの制度を創設した。また、このような市

民参加のシステムとあわせて、住民が地域の計画

を策定し、それが市の総合計画の一部になってい

ることも市民参加を促進させる大きな要素となっ

ている。

市民は地域のまちづくりについて計画を策定

し、住民同士が協力しあい、マッチングファンド

を活用しながらまちづくりを実現する。住民同士

が協力することにより人間関係が築かれ、コミュ

ニティも成長する。関係が強化されたコミュニテ

ィは、さらに新たな課題を解決していく。これが

シアトル市で行われている「コミュニティ・ビル

ディング」を基盤とした住民主導のまちづくりの

システムである。

マッチングファンドを利用して整備された

タイム・パッチ公園

４．おわりに

現在の地方自治制度が発足して６０年が経過し

た。市民は税を負担し、行政運営を自治体へ信託

してきたが、近年、「協働」とういう概念が新た

に生じてきた。個々の価値観や生活様式などが多

様化し、「自治体の業務は画一的で、きめ細やか

なサービスが提供されない」という市民の不満が

大きくなっている。これは、約２０年前のシアトル

市の状況と似ている。シアトル市が市民参加の方

策について検討し対策を講じたのに対して、具体

の対応を行っていないわが国との間に、「協働」

について大きな差異が生じている。

先にも触れたように、「機会があればまちづく

りに参画したい」という市民は多く存在している。

市民の「協働」に対する意識が高まるというのも

非常に重要な要素であるが、そもそも協働のシス

テムがなければ、何も変らない。もし、地域に行

政とのパイプ役を担うコーディネーターがいれば

…もし、マッチングファンドの制度があれば…

わが国でも「協働」について、本当の一歩を踏み

出す時期がきているのではないだろうか。
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１．はじめに

都市における「みどり」や「オープンスペース」

は、我々が健康で文化的な都市生活に欠くことの

できないものであり、良好な都市環境の形成を図

る重要な役目を担っている。

また、市街地を形成している地域の「みどり」

は阪神・淡路大震災以降、その教訓を活かし、安

全で安心して生活できる都市空間を構築するため

のものとして見直されてきた。

これら、「みどり」について、少し前までは、

行政は都市や街が快適で望ましいものであるため

に、都市の空間の質を高めることがいかに市民に

とって重要であるか、或いは、小規模であっても

高品質な空間整備の積み重ねによって、大きな効

果が上げられるのか等、視点は「みどりの創出」

について検討し、実施してきた。

しかし、社会情勢が変わり、次第に従来のよう

な行政運営だけでは、適正な維持管理も行えず到

底、市民ニーズに対応出来なくなってきた。

特に、近年は日本もアメリカもそれぞれの地域

の特色や利用者の多様なニーズを踏まえたうえで

各地域独自の発想と創意工夫によって地域に密着

した身近で個性的な整備・管理が求められるよう

になってきた。

このような中で、日本においてＮＰＯ法（特定

非営利活動促進法）以降、パートナーシップをめ

ぐる論議や制度構築についての深まりが見られ始

め、これらの問題を解決していくためには、やは

り、行政は市民やＮＰＯ（Ｎｏｎ-Ｐｒｏｆｉｔ-Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）

と「協働」によって課題を解決していくことが重

要であると認識し、歩みはじめてきた。

そこで、今回の研修先であるアメリカ合衆国、

ワシントン州シアトル市及びカリフォルニア州サ

ンフランシスコ市における都市化に伴って造られ

た公園などの「みどり」をテーマとして、「市民

やＮＰＯが齎すみどり」の検証を行ってみた。

ＴｗｉｎＰｅａｋｓよりサンフランシスコ市内中心部を望む

２．アメリカ社会におけるＮＰＯとは

１７８７年アメリカ連邦政府の成立とともに、市民

の自由が尊重され、市民による意思決定、相互扶

助の仕組みが根づき、市民のための地域施設・設

備が生まれた。そもそもの拠りどころは、初代大

統領リンカーンのかの有名な「人民の人民による

人民のための・・・」に発するとも言われている。

特に、１９１７年の国税法（ＲｅｖｅｎｃｅＡｃｔ）によって

個人の寄付に対する所得控除に加え、１９３５年連邦

所得税について規定する内国歳入法典（Ｉｎｔｅｒｎａｌ

ＲｅｖｅｎｃｅＣｏｄｏ）で、企業寄付の損金算入扱いが可

能となった。また、１９８１年のレーガン税制改革の

ひとつとして経済再建税法（ＥｃｏｎｏｍｉｃＲｅｃｏｖｅｒｙ

ＴａｘＡｃｔｏｆ１９８１）が施行されたことで当時の

ＮＰＯ活動をより活発化させる要因となっていった。

３．両国における「みどり」の成り立ち

アメリカでは、都市の汚濁した大気を浄化する

ための、いわゆる「肺」の役目であって、荒野や

原野に「みどり」を根づかせることで環境衛生に

寄与できるものと考え、行政が主体となって公共

施設の緑化に努めてきた。一方、日本の場合、集

落を取り巻く山林を切り開き、市街地形成は進行

したもののその結果、「みどり」の減少をなかな

か止めることができず、行政が主体となって公共
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施設の緑化に努めてきた。いずれにせよ、アメリ

カも日本も良好な都市環境の形成を図る目的を主

眼に置き、努めてきた成果が今の現状である。

４．様々な「みどり」の管理や運営

そこで、アメリカにおけるＮＰＯが係わる「み

どり」の管理や運営について、以下のとおり参考

例を示す。

（１）Ｐパッチ・コミュニティ・ガーデン（Ｐ-Ｐａｔｃｈ

ＣｏｍｍｕｎｉｔｙＧａｒｄｅｎＰｒｏｇｒａｍ）：シアトル市

市が所有する公園（小さな街区公園やポケット

パークレベルの公園も含む）において、管理が行

き届かず荒れ果てていた土地を非営利組織である

「ＦｒｉｅｎｄｓＯｆＰ-Ｐａｔｃｈ」と協力して、市民が年間

２０ドル程度の実費を支払い、畳１畳程度の大き

さの区画（Ｐｌｏｔ）された土地を借り受け、ここで

有機栽培によって生産された生産物を低所得者の

ための食料援助団体（ＮＰＯ）に提供されている。

このＰｒｏｇｒａｍよって、市は市民の手によって、

適正な「みどり」の管理が図られ、市民は植物を

育てる喜びと地域コミュニティの和や地域の秩序

の改善に寄与できる仕組みとなっている。

Ｐ-ＰａｔｃｈＣｏｍｍｕｎｉｔｙＧａｒｄｅｎを紹介する案内板

（２）ツリー事業（ＴｒｅｅＦｕｎｄ）：シアトル市

自治体から地域へのまちづくり支援システムの

ひとつである近隣住区マッチングファンド

（ＮｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄＭａｔｃｈｉｎｇＦｕｎｄ）によって公園や

通りに植林し育て地域改善を市民の手によって行

っている。この場合、市から助成を受けるＮＰＯ

などのグループは現金に限らずボランティアの労

働時間をお金に換算（一人当たり６時間の植樹ボ

ランティアと１０ドルの現金で、その見返りは市か

ら１００ドルの木の提供がある。）して活動を行って

いる。代表的な事例として、リ・ツリー・バラッ

ドなどがある。

（３）公園を運営するＮＰＯ：サンフランシスコ市

ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏＰａｒｋＴｒｕｓｔは、数あるＮＰＯが活

動するアメリカにおいて、市から事業を受託する

ことはあるものの助成金や補助金を受けず、独自

のプログラム（会費、キャンペーン、直接寄付な

ど）の実施により、公園を管理・運営するための

資金を集めているＮＰＯである。また、このＮＰＯ

は市公園局への提案などを行い、「行政を支援す

る」ＮＰＯとも言われている。

５．重要なのは意識

このように、「みどり」ひとつをとっても管

理・運営するＮＰＯもあれば、その方法も様々で

ある。しかし、これらに共通する意識は全て、貴

重な都市の「みどり」は地域住民一人ひとりの大

切なもので、市民自身が守っていかなければなら

ないということであって、同時に、全ての活動の

源は、自信に満ちたポリシーであった。

６．おわりに

近年、我々が勤める地方自治体はどこも財政構

造のバランスが崩れ、市民が望むニーズに対応し

切れていないことが多い。行政との協働において

相互の特性を認識・尊重しあいながら積極的に都

市環境について考え、実施しているＮＰＯは日本で

も数多く存在する。ただ、アメリカとは違い、日本

の場合、大きな問題点はＮＰＯを支援する「制度」、

つまり寄付等に関する税制度やプロセスを重視す

るＮＰＯと予算執行を優先せざるを得ない行政の

システムである。加えてアメリカ人の国民性が本

質的に違い、自主自立の精神にあると考える。

いずれにせよ、安らぎと憩いの空間を確保する

ためにアメリカは「ＮＰＯ」という大きな市民の

力を最大限に活用し、豊かな「みどり」を手にし

ていたことであった。
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１．はじめに
まちづくりとは何か。それは、ハード面では公

共的なインフラ整備や民間開発などであり、ソフ

ト面では、そのまちの住民相互の関わりやつなが

りだと思う。

アメリカでは、まちづくりはそのまちの住民が

自分たちで計画し、行政に働きかけて実行してい

くというのが当然のように行われている。

一方、日本におけるまちづくりの基本は、行政

がおよそ１０年をスパンとして策定する総合計画で

あるが、その計画にはどれだけ住民のニーズが反

映されているのか。コンサルによる画一的・総花

的なものになっていないか。住民と行政の協働に

よるまちづくりを進めていくためには、まずそれ

ぞれの自治体で、総合計画策定の過程および内容

の検証から始める必要があるのではないか。

２．まちづくりの主役は地域住民（ＮＰＯ）
日本の各自治体における総合計画策定時の住民

参加としては、アンケートや公聴会の実施、審議

会への委員としての参画などが行われている。し

かし、アンケートは本来、特定の傾向を裏付ける

ための資料であって、白紙の状態で意見を聞くも

のではないし、公聴会や委員の公募も限られた人

しか参画しない現状となっている。住民ニーズの

把握としては、まだまだ十分なものとは言えない

状況にあり、そのためまちづくりに対する住民の

思い入れは総合計画に十分反映されず、そのこと

が総合計画を基礎に実施される自治体の毎年の施

策に対する住民の不満につながっている。

それに対して、シアトル市では、地域住民がネ

イバーフッドセンターのコーディネーターととも

に自分たちで話し合って、街路や公園・区画など

を含むまちづくり計画を立て、それを行政に提案

して、マッチングファンドの方法で実現していた。

サンフランシスコ市では、ＮＰＯの活動が活発

であることを背景にして、住民ニーズをＮＰＯか

らのプロポーザルとして受け付け、それを市民の

代表であるコミュニティ開発市民委員会（ＣＣＣＤ）

で審査し、採用されたプログラムをＮＰＯが行政

と契約してコミュニティ開発包括補助金（ＣＤＢＧ）

を受けながら実行していた。

このように、アメリカでは、まちづくりの主役

はまさに地域住民（ＮＰＯ）であった。日本にお

いても、今後、地域住民（ＮＰＯ）が主体となっ

て、住民と行政の協働によるまちづくりを進めて

いく必要があると思う。

シアトル市まちなみ

３．アメリカのＮＰＯと日本のＮＰＯ
アメリカのＮＰＯと日本のＮＰＯでは、設立経過

の違いによる根本的な性格の相違があると思われ

る。アメリカでは、日常生活の中から出てきた課

題に対して、ひとりが声をあげると、コミュニテ

ィの中でそれに賛同する人たちが共に活動するよ

うになり、その活動を継続的なものにする必要か

ら、自分たちのグループをＮＰＯ組織にしていく

というのが一般的である。だから、アメリカの

ＮＰＯは、何をするかという目的が明確であり、

同じような信念を持つ仲間や、活動を支える多く

のスタッフがいる。

一方、日本では、市民運動が基になってＮＰＯ

が結成されたものもあるが、まず組織があって、

その組織が活動するにあたってどういう形態をと

るのかという選択肢のひとつとしてＮＰＯを選択

したというものも多い。株式会社か、社団とか社
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会福祉とかの法人か、ＮＰＯかという選択の結果

としてのＮＰＯは、同じような信念を持つ仲間や、

活動を支える多くのスタッフに欠けるのは当然だ

と思う。

内閣府が２００６年５月にまとめた「２００５年度市民

活動団体基本調査」によれば、日本のＮＰＯ法人

全体の６割弱が年間収入１０００万円未満、５割弱が

社員（総会の議決権を有する構成員）数３０人未満

という実態であり、運営基盤が脆弱なため解散す

るＮＰＯ法人も後を絶たない。

サンフランシスコ市まちなみ

４．行政とＮＰＯの関わり
アメリカでは、行政の施策と異なるミッション

を持つＮＰＯは、ＣＤＢＧを申請せず、寄付を財源に

して独自に事業を行うこともできるが、継続的に

事業を行うには多くの財源が必要である。そのた

め、行政施策と合わせる形に自分たちのミッショ

ンを修正・変更するか、独自のミッションを貫く

ために寄付などの財源確保を強化するかの選択を

迫られる。

日本においても、市民運動を基礎にして結成さ

れたＮＰＯなど、行政と独自に活動しているもの

もあるが、日本ではアメリカのような裾野の広い

市民的な寄付文化がないため、多くは行政に対し

て財政的な援助を求めるか、自分たちのミッショ

ンを行政に採用させるよう働きかけてくる。

ＮＰＯが行政より住民ニーズを的確に把握して

事業を推進していけるのは、事業を計画・実行し

ていくスタッフの多くが地域住民そのものである

こと、行政と違って事業の計画・実行にあたって

法律的な制限はあるが、政治的・政策的制限を受

けにくいことが挙げられる。日本においても地域

に根ざしたＮＰＯとの連携は不可欠であり、その

ためにはＮＰＯの財政基盤確立に寄与する税制優

遇を、現在の「認定ＮＰＯ法人」だけでなく、も

っと幅広いＮＰＯに対して公益法人並みに認めて

いく必要があると思う。

また、アメリカにおいても日本においても、現

状では行政に把握されない住民ニーズを、いかに

把握して施策に反映させていくかという共通の課

題がある。

５．おわりに
行政が住民のニーズに応えて全ての行政サービ

スを行うというのは元々無理であるし、住民が自

分たちに合ったサービスを自分たちで計画・決

定・実行していくのが一番効果的であるのは明ら

かなので、行政と住民の協働という課題は今後も

重要性が高まると思うが、そのとき行政の判断基

準となるのは、どの組織が（ＮＰＯが）言ってい

るかということではなく、その内容が社会性・普

遍性を持つものかどうか、活動を支え・実行する

多くのスタッフが地域社会（コミュニティ）の中

に存在するかどうかということになるのではない

だろうか。

シアトル市では、コミュニティ・ビルディング

という考え方で、地域の人々が互いに関わり合い

ながら良い近隣関係を作り上げていくことを大き

な目標としており、マッチングファンドはその中

の大きなプログラムとして位置づけられていた。

日本においてもこのコミュニティ・ビルディン

グの考え方を住民との協働という施策を進めてい

く上での基本にしなければならないと思う。住民

相互のつながり・話し合いの場がないと、住民

個々の要求や住民間のトラブルがそのまま別々に

行政に持ち込まれてきて、行政としても対応しづ

らいこととなる。

行政は、時として相対立する住民の要求・要望

に対して、何が社会正義であり、全体の福祉の向

上につながるのかという視点で住民が考え、討論

し、互いに一定の納得が得られるような決定がで

きるように、法律や制度などについて十分説明し、

コーディネーターとして共に考えることが必要に

なってくる。協働という言葉を、行政の経費削減

を主目的にした安易な下請け化にしないためには、

自治体の総合的な力量アップが不可欠だと思う。
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１．はじめに

人口減少社会が到来し地域の活力低下が懸念さ

れる中で、今後各自治体が人口維持、地域再生を

めざすのであれば、いかに住民が満足するまちづ

くりをすすめることができるかが重要である。

これまでの行政主導のまちづくりでは、多様化

する住民ニーズに的確に対応していくことは難し

い。これから行政がめざすまちづくりは住民が満

足する、住民の意思が反映される魅力あるまちづ

くりではないだろうか。

アメリカでは、伝統的にまちづくりは住民が行

うものという考えが強く、行政とＮＰＯの協働を

考える上でも寄付税制等、日本との根本的な違い

はあるものの、住民ニーズを把握し住民満足度を

高めるということは両国共通の課題である。

今回訪れたシアトル市、サンフランシスコ市に

おいていかに住民満足度を向上させるまちづくり

に取り組んでいるかを参考とし、今後の行政と地

域住民、ＮＰＯとの協働のまちづくりを考えたい。

２．シアトル市：地域住民の手による地域計画

シアトル市では、ネイバーフッド計画（以下、

「地域計画」という）は地域住民の手によって作

成され、それが総合計画に位置づけられる。つま

り、住民の作った計画がなくては市の総合計画は

なりたたない仕組みとなっている。

地域計画には様々な住民や組織が関わっている

が、主として住民自治組織「地区コミュニティ市

民議会」を核とし、各種ＮＰＯや商工関係者、教

育関係者等が参加してプランニングチームを組織

し地区サービスセンター会議室等に集まり、何度

も会合を開き話し合って計画を作っていく。

そしてできあがった地域計画は「全市コミュニ

ティ市民議会」で検討される。「全市コミュニテ

ィ市民議会」は各地区のネイバーフッド区の代表

たちが集まって結成されており、住民サイドの観

点から総合調整を行うこととなる。実施計画にお

ける事業の優先順位が適正かどうかの監督や、計

画事項に関するマッチングファンドの推薦も住民

が行うことになる。ここまでの過程において、各

レベルで住民が主体となってこれらの検討をおこ

なっていることは非常に興味深い。

そして市議会の場で承認されると総合計画のな

かに採択され実施計画となる。

地域計画が総合計画に位置づけられるということ

で住民が非常に高い満足度を得ることができ、施

行段階に入っても事業の優先順位に意見を述べる

など自分たちの考えを反映させることができると

いう点が住民の満足度を高めている。

シアトル市の場合、計画策定のためのデータ作

成や各種の技能サポートをする職員配備など、年

間約１８０万ドル、市財政の約３％をかけ、１９９６～

２０００年までの５年間で地域計画策定を行った。

計画を作成する際の討議への参加はもちろん、計

画に対しての公聴会が何度も開かれ広く住民の意

見を聴く仕組みとなっている。

当時の市長ＰａｕｌＳｃｈｅｌｌ氏が「大変な怪物を作っ

てしまった」とこぼしたほど、結果として小さな

計画に対しても住民の意見を聴くこととなり、時

間も経費もかかることになった。しかし、長い目

でみるとこれは非常に価値のあることで、いった

ん決定すると住民自身が作成した計画なので苦情

も少なく、計画に携わったことのある人が地域に

多く存在することとなり、今後のまちづくりにお

ける貴重な地域資源となったのである。

（バラード地区ネイバーフッドセンターにて）
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３．サンフランシスコ市：住民ニーズ把握を

重視するコンプラン

次にＣＤＢＧ（コミュニティ開発包括補助金）に

おける行政とＮＰＯとの協働、住民参加の仕組み

についてサンフランシスコ市の例をみていきたい。

サンフランシスコ市長室地域開発局は、政府か

らＣＤＢＧを受けるために５年に１度どのように基

金を支出するか、また実施する事業の優先順位に

ついて戦略プランであるコンプランを作成する。

コンプランの中では５年間に実施する広範囲にわ

たる各事業について、達成目標値を掲げている。

また、市は「市民参加計画書」を作成せねばな

らず、サービス対象地域の住民ニーズ把握やコン

プラン策定の各段階における公聴会や住民の意見

公募が義務づけられている。こうして把握した住

民ニーズがコンプランにおける事業の優先順位に

反映されている。

ニーズ把握については、公聴会だけでは公正と

いえないことから、ボランティアを募って家庭訪

問し、「どんなサービスを使っていますか」「どん

なサービスが必要ですか」などのアンケートを行

うほか、メール、インターネットなど様々な方法

を組み合わせて幅広く意見を聴くように取り組ん

でいる。

市はＣＤＢＧを交付するにあたって、住民ニーズ

を反映させた達成すべきミッションをコンプラン

に盛り込み、年に１度それに基づいた応募要項を

発表する。このミッションに合致するＮＰＯがプ

ロポーザルを行い、市が審査をした上で、契約し

たＮＰＯがその事業実施にあたるというＲＦＰ方式

をとっている。

ＮＰＯには市への毎月の報告が義務付けられ、

市はＮＰＯがきちんと成果をあげているか、それ

によって年間でどれだけ地域が改善されたのかを

数量的に監視する役目を担う。

また、サービスの良かった点、悪かった点につ

いて住民からの意見をフィードバックして、市が

政府に活動実績報告書を提出せねばならず、成果

をあげなければならない責任がある。

行政が住民ニーズを把握し、ＮＰＯは自らが持

つ専門性、機動性、柔軟性、多元性などを活かし

てサービスを提供し、そして行政はそれが適切に

行われ、実績をあげているかという監視を行うと

いう仕組みである。このように行政とＮＰＯがお

互いを尊重しながら明確に役割分担をし、多様化

する住民ニーズに的確に対応しているのである。

（サンフランシスコ市長室にて）

４．おわりに

日本において、住民による地域計画を策定しよ

うとする場合、シアトル市のように予算、データ、

知識、スタッフなど様々な面でサポートしていく

必要がある。厳しい財政状況において難しいこと

ではあるが、住民が自分たちの住む地域をどのよ

うにしたいのかを描き、その実行手段として地域

改善のためにマッチングファンドを活用すること

に意味があり、ファンドの部分だけを導入するの

では住民主体のまちづくりとはいえないだろう。

また、サンフランシスコ市の例では、住民ニー

ズの把握により達成すべきミッションがコンプラン

で明確にされているからこそ、どのＮＰＯに事業を

任せるべきかがはっきりするのであり、提供され

るサービスへの住民満足度も高まるものと考える。

重要なのは住民の視点を事業に組み入れること

のできる仕組みづくりである。全てのニーズを把

握することは困難だが、ＮＰＯとの協働において

ＲＦＰ方式にみられるような透明性と公開性を確

保し、その過程に住民の意思を反映させる仕組み

づくりを進めていかねばならないだろう。

住民の発意によるまちづくり、そしてその過程

で生まれる地域の人と人との紐帯、コミュニティ

ビルディングこそが地域の資源となり持続的な発

展へと結びつくのではないだろうか。
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１．はじめに

近年行政において「協働の推進」という言葉が

盛んに謳われるようになってきている。その理由

として、住民ニーズの多様化により「公益」とさ

れる範囲が従来の行政の守備範囲を越えてしまい

行政だけでは対応しきれなくなったことがあげら

れる。そうしたなかで阪神大震災を契機として

ＮＰＯや住民ボランティアが果たしてきている公

益的サービスへの関心が高まり、公益の実現のた

めに協働を行うことが望ましいと考えられるよう

になったようだ。

しかしながら、海外研修に参加してアメリカの

先進事例を学ぶなかで、日本において協働を推進

していくためにはいくつかの課題があるように感

じた。

そこでアメリカと日本の協働を取り巻く環境の

差を次の三つの視点で考察したい。一点目は「国

民性」、二点目は「寄付と税制優遇」、そして三点

目は「非営利」である。

【アルカトラズ島方向から

サンフランシスコ市街地を望む】

２．国民性

アメリカにおいて行政とＮＰＯ・住民との協働

が盛んであるといわれる原因の一つとしてまず

「国民性」があげられると思う。

国家成立の歴史的背景からみて、アメリカ人は

フロンティア・スピリットに代表されるように自

主自立の精神が旺盛であるといわれている。公益

の領域についても例外ではなく、なるべく行政に

頼らずに自らの手で公益の実現を図りたいと考え

る傾向がある。実際に、視察事例であるシアトル

市の「ネイバーフッドマッチングファンド」はこ

のような考え方が根本となって生み出された制度

であるし、サンフランシスコ市のＮＰＯ「パーク

トラスト」は財政面も含め一切行政に頼らず、逆

に行政を助けて公園管理業務において公益を実現

させている団体であった。

それに比べて日本では歴史的に「公＝お上（行

政）」のイメージが強いため、潜在的に行政への

依存心が強く、結果として公益については行政が

主に担ってきていたといえるのではなかろうか。

実際「税金を払っているのだから行政がすべて責

任を持つべきである。」と考える人も少なからず

いるようだ。

【ネイバーフッドマッチングファンドの

代表事例の１つフリーモントの巨人像】

３．寄付と税制優遇

次に「寄付と税制優遇」について考察したい。

ＮＰＯ・住民団体の活動を支える資金基盤の一つ

として寄付があげられるが、アメリカにおいては

寄付を行うことは名誉なことで積極的に行われる

風潮があるようである。またそれを支えるような

税制優遇があり、寄付金控除や法人税の免税につ
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いてはかなり整備されている。そのためか「税金

を支払うのであれば、賛同できる活動（団体）に

寄付をする方がよい。」という考えが主流らしい。

そうしたなかでアメリカでは寄付文化が定着して

いる。ＮＰＯも寄付をうまく活用しており、実際

「パークトラスト」では寄付を集めるための専門家

を配置し、キャンペーンを行うことにより多額の

寄付を集めることに成功した事例の説明を受けた。

一方、日本においては、アメリカのような寄付

文化が定着しているとはいえず、制度面でも税制

優遇の対象となる団体は特定公益増進法人、認定

ＮＰＯ法人等に限られており、アメリカと比較し

て絶対数がちがうと言われている。このような制

度の差は寄付の多寡に関わっており、ＮＰＯにと

っての活動資金の面で影響を与えているのではな

かろうか。

４．非営利

今回の研修に参加するまで、私自身誤った認識

をしていたことがある。それは非営利に対する認

識である。つまり「ＮＰＯ＝非営利活動法人（広義

の意味では非営利活動組織）」であるが、「非営利」

とは「ボランティア（無償）」と直結するかのよ

うな誤った認識を持っていたことである。確かに

ＮＰＯ組織の中で、活動を支える一部としてボラ

ンティアが存在している場合もあるが、「非営利」

とは収益非分配ということなのであり、決して儲

けてはいけないということではないのである。

実際にアメリカでの視察先のＮＰＯでは、ボラ

ンティアというよりはビジネスというイメージが

強い。訪問先の一つサンフランシスコ市の「タイ

ズセンター」は、ＮＰＯに関する事務代行サービ

スにより手数料を得るという業務を行っている

が、単にその業務だけをみれば営利企業と区別す

ることは難しい。

また「パークトラスト」の事例から見れば、ア

メリカのＮＰＯで働く人の給料は想像していたよ

りも高給であった。（参考：有給職員の平均年収

が約５万ドル）

一方、日本においては、「非営利」という言葉

がひとり歩きしてしまい、未だにボランティアと

の関連付けにおいて誤った認識（儲けてはいけな

いという認識）が存在している面があると思う。

協働の推進にはそれを担うＮＰＯの活性化が不

可欠であると考えるが、ＮＰＯも活動を行うには

資金が必要あり、そこで働く人についても食べて

いけるだけの収入がなければ今後の人材確保が難

しいと考える。こうした資金・金銭面での課題に

ついてももっと踏み込んで議論がされなければな

らないのではなかろうか。

５．おわりに

アメリカと日本における協働を取り巻く環境の

差について述べてきたが、これらの違いを考慮し

なければ協働の推進はうまくいかないだろう。

協働という言葉はどこかきれいな響きがある。

それは協働が本来自立した対等な関係のうえに成

立するものだからと考える。しかしながら、日本

においては、行政によるＮＰＯの下請化しかり、

未だ自立した対等な関係が構築されているとはい

えない。そうしたなかで行政が安易に協働を唱え

ることは、正しいことなのか疑問を感じる。また

多様化する住民ニーズについては、行政のみなら

ず、ＮＰＯ・住民も公益の実現に対し、責任が生

じることをもっと認識する必要があると思う。今

後、公益の実現のための協働が行われる必要性は

感じるが、相互に主体性のない中途半端な協働は、

反って無責任な結果に終わってしまうのではなか

ろうか。

結局、日本において今後協働を推進していくた

めには、意識面、制度面の変革の中で、いかに公

益の実現に主体的に取り組む姿勢を示していける

かにかかっている。ＮＰＯ先進国といわれるアメリ

カの先人、ケネディー大統領は「Ａｓｋｎｏｔｗｈａｔ

ｙｏｕｒｃｏｕｎｔｒｙｃａｎｄｏｆｏｒｙｏｕ,ａｓｋｗｈａｔｙｏｕｃａｎ

ｄｏｆｏｒｙｏｕｒｃｏｕｎｔｒｙ.（国があなたに何をしてく

れるかではなく、あなたが国のために何ができる

のかをたずねよ。）」と言った。協働の推進の必要

性を感じる一人として、今この言葉を胸に刻もう。
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１．はじめに

平成１２年に地方分権一括法が施行され、それま

でのような中央集権型ではなく、地方がその地域

に合った独自の地方自治を行っていくことが求め

られる時代である。しかし、都市化、核家族化、

生活様式の多様化による地域コミュニティの崩壊

が叫ばれる中で、行政能力だけで住民ニーズの把

握を行い、これに的確に対応することが困難にな

ってきている。

専門化、複合化、グローバル化してきたと云わ

れる社会的課題の解決には行政活動を補完する市

民活動やＮＰＯの役割が重要であるとの視点に立

って、ＮＰＯや住民参加システムの先進国である

アメリカでの事例を参考に、我が国における行政

と住民、ＮＰＯの協働関係構築に向けての一助と

する。

２．マッチングファンド

アメリカで最初に訪れたシアトル市では、マッ

チングファンドによる行政と住民、ＮＰＯの連

携・協力が活発に行われている。

マッチングファンドとは地域活動に対して市が

支出する補助金のことで、支出額は地域活動を展

開する住民やＮＰＯが自ら提供するサービスや資

金、物資等に見合った額とされており、２５０ドル

から１０万ドルまで幅がある。使途も多様であり、

街路樹、遊び場、コミュニティスクール等の設置

の他、地域団体の立ち上げ資金への補助等も行わ

れている。

マッチングファンドは住民主導で展開されてい

ることから、住民やＮＰＯとの協働を展開しよう

とする我が国の自治体にとって参考にすべき点は

大いにあったが、マッチングファンドを考察すれ

ばするほど我が国との国民性や文化の違いを感じ

ることとなり、日本でマッチングファンドを制度

化しても、これに賛同する住民、ＮＰＯは存在す

るのであろうかと疑問を覚えた。

それは我が国の現状として、公共サービスは行

政が独占的に担うものとの意識が社会全体に強く

根付いており、住民やＮＰＯが公益に対して資金

や労働力、物資を提供するという概念が存在して

いないと考えるためである。また、行政と住民、

ＮＰＯとの協働が近年盛んに謳われているが、こ

れは財政問題に依るところが大きいと考える住

民、ＮＰＯが多く、この‘協働’を冷ややかな目

で見ているとの懸念もある。

このことから、我が国においてマッチングファ

ンドをこのままコピーし活用することは困難であ

るとの判断に至ったが、次にサンフランシスコで

のＮＰＯ活動の事例について考察し、今後の我が

国における行政と住民、ＮＰＯの協働を図る上で

私の意見を述べたいと思う。

ユニバーシティー地区サービスセンターのイベント情報

３．サンフランシスコ市でのＮＰＯ活動

アメリカで次に訪れたサンフランシスコ市で

は、多くのＮＰＯが活躍し、市民生活を支えてい

た。ＮＰＯ活動なくして市民生活の向上は有り得

ないという雰囲気さえ漂う。
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サンフランシスコにおいても、‘まちづくり’

は行政が行うものではなく住民主導で行うという

考えが根底にあるため、連邦政府や州などもそれ

を十分に認識した上で、ＮＰＯ活動に対し莫大な

補助金を投与している。

サンフランシスコ市ではＲＦＰ方式により、行政

が行うプロジェクトの企画開発段階から民間の参

加、提案を求め、最終的にはより良質なプロジェ

クトを提案した企業やＮＰＯに補助金を投入し、

事業委託を行っている。

基本的にＮＰＯは、地域に密着し住民の側に立

って活動を展開しているため、多様な住民の意見

やニーズを引き出すことが可能である。サンフラ

ンシスコでは、社会的課題の解決に迅速に取り組

み、且つ先駆的、創造的な活動が期待できる

ＮＰＯに、積極的に行政が行うプロジェクトに参

加してもらい、お互いが良質なプロジェクト形成

に向けて力を結集させるという考え方が定着して

いる。また、ＮＰＯの性質から考え、行政とＮＰＯ

との協働が、地方行政への住民参画に繋がるとい

うことを特に行政側が深く認識していた。

我が国においてアメリカのようなＮＰＯ活動に

対する予算の確保は困難かもしれないが、金額の

大小に拘らず、共に事業を展開するという姿勢を

行政が示すことが今後の課題と感じた。

４．おわりに

シアトル市において住民主導で展開されていた

マッチングファンドを我が国で活用するために、

少し視点を変えて考えてみたい。

それは、行政側からのマッチングファンドの提

案である。但し、これに関しては基本的に資金の

必要のない‘ボランティア活動’の延長と捉えて

もらいたい。

例えば、公園や道路の清掃活動を行うとする。

これに行政職員が１００人、ボランティアで参加す

る。用意するものは、ゴミ袋と軍手だけで個々人

でこれを準備する。同じく、地域住民１００人にも

ゴミ袋と軍手を各自で用意してもらい、共に清掃

活動を行う。こういった活動を展開するだけでも

行政と住民が協力し、一つの目標に向かって共に

努力するという形ができ、この積み重ねが行政と

住民の真の協働に繋がっていくのではないか。

また、住民との連携を柱とした地道な地域活動

を続けていくことで、協働に対する熱意を地域住

民に伝えることができ、また住民意識を変えるこ

とが可能になる。つまり、住民との協働を図る上

で必要なのは、住民の意識が変わる方法について

議論を行うことではなく、先ずは行政職員の協働

に対する意識改革を行い、実際に行動に移すこと

が重要であり、それが最終的に住民の心を動かし、

住民主導のまちづくりに繋がっていくと考える。

また、行政とＮＰＯの協働に向けては、私は行

政とＮＰＯが人事交流を図るなどして、お互いが

お互いの立場を肌で感じる必要があると思う。行

政側のスタッフがＮＰＯ活動に参加し、住民のニ

ーズ把握に向けた取り組みを学び、またＮＰＯ活

動の本質的な部分も理解する。ＮＰＯとの協働を

謳う前に、一体ＮＰＯ活動とは如何なるものか、

住民ニーズを把握するにはどのような活動が必要

なのか、机上論を展開するだけでなく、住民や

ＮＰＯの視点に立って行動に移すことが、地方行

政への住民、ＮＰＯの参画に向けての第一歩とな

るのではないだろうか。

ゴールデンゲート・パーク
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１．はじめに

今回の海外研修を人材育成の一環として理解し

臨んだ。

テーマである「行政とＮＰＯの協働」について

技術的な部分を学ぶならば、日本でも先進的な事

例は数多くあるだろう。あえてアメリカまでの視

察である。日本では想像できないような「違い」

を期待した。訪問先では、その違いをデジタルで

なく、アナログ的に理解しようと努めた。様々な

データや構造から理解することは大切だが、デジ

タルな視点で捉えるほど、恐らく日本とチャンネ

ルが合わなくなるだろう。場合によっては日本と

区別する作業に帰結する。

行政に求められているのは新たな発想である。

それは既存の認識とは全く別物との組み合わせで

生まれる。

今回、肌で感じたことを、今後行政の「創る」

という機会に生かすことができれば、この研修が

意義のあるものになると思う。視察に訪れたのは

全部で７箇所である。その中で今回の研修テーマ

である「行政とＮＰＯの協働」について私なりに

考察したい。

２．「協働」が生みだす将来像とは

協働とは何か。端的にいえば立場の異なるもの

が対等に協力しあうことである。効果性からみれ

ば、公益を最適化するための手法である。

しかし、協働からはある種のあいまいさをぬぐ

えない。恐らく協働が担保する将来像のあいまい

さに起因する。そこでこの将来像を次のようにイ

メージしてみたい。

公益とは公共の利益である。公共とは不特定多

数性をもつものであり、システムである（以後、

このシステムをパソコンになぞらえＯＳと呼ぶ）。

公益の最適な状態とは、

● ＯＳが優れていること

● 誰もがオープンにＯＳを共有できることで

ある。

従来、日本ではＯＳを行政が構築し管理してき

た。しかし、ＯＳが時代遅れとなり様々な支障が

生じる事態となった。ニーズに合わせれば、メモ

リー不足でフリーズする。そこで短期的には起動

させるために、データ（行政が抱えている業務）

を減らそうとしているところである。長期的には

ＯＳのヴァージョンアップを目指しているところ

である。アメリカではこのＯＳがどのように機能

しているのか。顕著な例を３つあげる。

３．アメリカのＯＳ

（１）行政の補完セクターとしてのＮＰＯ

サンフランシスコ市では、５年に一度、戦略プ

ランである総合計画書（コンプラン）が作成され

る。この計画書に合致したミッションを持つＮＰＯ

に対し、コミュニティ開発包括補助金が支出され

る。行政とＮＰＯは契約関係で結ばれており、そ

れぞれの立場、役割が明確化されていた。

委託されたＮＰＯは行政と対等な関係ではなく、

サンフランシスコ市の補完セクター（下請け）と

の印象を受けた。ＮＰＯから企画提案はできず、

ミッションが総合計画の方針に合わなければ助成

金交付の対象外となるからである。訪問先のＦｒｅｄ

Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ氏にこの印象を伝えたところ、現在

Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙｏｆｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙというプログラムを

作っているところであり、行政が住民の中へ入っ

て仕事をする方向に動き出しているとの返答であ

った。今までは行政がミッションを決定し、それ

に従ってＮＰＯが地域で活動するという縦割り行

政が続いていた。現在はその過渡期にあるとのこ

とであった。
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（２）市民主導型の協働

シアトル市では協働の手法としてマッチングフ

ァンド（助成金制度）が導入されている。事業費

の半分を行政側が負担する。残りは住民側で負担

するが、お金でなく労働力でも補える。

住民が事業プランを作成するため、住民の参加

という点で日本が目指している協働に一番近い形

態だといえる。ユニバーシティ地区のアベニュー

商店街では、歩道の街灯に設置されたバナー（宣

伝旗）やグリーンパーキングメーター（駐車料金

が地域のホームレスの助成金となる）など様々な

アイデアに満ちていた。

※ユニバーシティーセンターの事務所内。カラー

でないのが惜しいが、ポストカードでも扱って

いそうな雰囲気で、住民が気楽に出入りできる

環境になっていた。

（３）行政支援を受けないＮＰＯ（タイズセンター）

タイズセンターの役割は将来性のあるＮＰＯに

対するマネジメントである。行政からの補助金を

受けていない。支援地域は全米であり、支援プロ

ジェクト数は２５０に上る。その多くは環境保護の

分野である。

タイズセンターの傘下にあるＮＰＯは地区から

派生したコミュニティはなく、ミッションにより

結束されている。ＮＰＯを運営ではなく、経営す

るといった印象が強い。活動範囲もボーダレスで

ある。

ここからは協働というイメージは出てこない

が、新たなアイデアが今までにない公共性（ＯＳ）

を創りだしている。

これらの３つの事例をＯＳの共有度という観点

で次のとおりまとめてみた。

アメリカの公共（ＯＳ）は日本に比べ非常に多

元的である。

協働を行政との（企画段階からの）関わりと捉

えるならば、サンフランシスコ市の事例にある

ＮＰＯやタイズセンターはその範疇に入らない。

協働は公益を最適化するための選択肢の１つに過

ぎない。

４．おわりに

先日、とあるＮＰＯを訪問した。タイズセンタ

ーと類似したミッションを持っており、ＮＰＯに

対しマネジメントを行っている。

行政に求める点について尋ねてみた。優れたア

イデアを持っていても、前例がないという理由だ

けで契約の土俵にもあがれない。そういった場面

を多々経験するという答えが返ってきた。公益を

担保する資源は色々なところに埋蔵されているの

ではないか。行政の管轄外に様々なヒントがある

のではないか。

ともあれ、今回の研修は人材育成の一環として

参加した。報告が終点でなく出発点となるよう努

めたい。
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１．はじめに
近年、私たちを取り巻く社会情勢や環境が変化

する中で、行政に対するニーズも多種多様化して

いる。この変化に伴い、地域や各住民のニーズの

把握をして、住民一人一人に満足をしてもらう公

共サービスの提供が難しくなってきている。そこ

で、行政とＮＰＯ・地域の人が共にまちづくりを

行う事が求められている。しかし、地域や住民の

ニーズ把握、ＮＰＯや地域住民とどのように協働

していくのか様々な課題がある。

また、まちづくりを行うには、地域の人が地域

に対して興味を持ち、活動に参加する必要がある。

しかし、地域で人と人同士の関わりがなくなりつ

つある中で、住民同士でまちづくりを行おうとす

る考えも薄れている。

今回訪問したシアトル市・サンフランシスコ市

ではＮＰＯや地域活動が盛んな地域である。行政、

地域、ＮＰＯなどへ行き、それぞれの立場や考え

方、地域活動の内容などを見てきた。その中で、

行政とＮＰＯや地域との関わり、住民主体のまち

づくりについて報告をしたいと思う。

２．行政と地域の関わり
ｉ）まちづくりのサポート

シアトル市では、「マッチングファンド」とい

うまちづくり助成金がある。この助成金を使った

事例は数多くあるが、その中でも、商店街の再開

発が印象的に残っている。再開発では、道路や車

道の整備を行い、景観に配慮をしたデザインのも

のが数多く設置されている。

その一つに、商店街の駐輪スペースに自転車を

つなぐためのものが設置されている。最初に見た

時は、自転車の駐輪スペースを表示するための物

だと思っていたが、表示の意味と共に自転車をつ

なぐ意味もある。日本でも駐輪スペースに、文字

による表示などはあるが、形で表しているものは

あまり見かけた事がない。文字では書かず、形で

表現する事で、景観に配慮され、文字とはまた違

った趣がある。文字で示した方が分かり易いと言

う意見もあると思うが、商店街を全体的に見た時

に、景観も良く、どこでも止めるのではなく、こ

の位置に止めよう、という気分に感じさせる事が

できるのではないかと思う。

（商店街に来た人はここに自転車をつないでいる）

また、各商店のバナーは、商店ごとに異なるデ

ザインであり、ユニークな形のものが数多くあっ

た。（バナーの写真はユニバーシティ地区報告書

を参考）これは、商店街近くの大学の生徒が店主

と相談をし、製作から設置までを行っているもの

である。

マッチングファンドの特徴として事業費の１％

をアートに使わないといけない決まりになってい

るが、部分的にでも芸術的な物を取り入れる事に

より、商店街の雰囲気が柔らかくなるような印象

を受けた。アートの部分も有名人が製作をするの

ではなく、地元の芸術家や大学生が作る事により、

活躍の場が広がり、製作費用も安くする事ができ、

経済的である。そして、学生のような若い力を入

れることで、自由な発想や新しいアイディアなど

が取り入れられ、今まで興味を持たなかった学生

も商店街を身近に感じ、多くの人が利用するよう

になる。商店街関係者、地域の人、学生というよ

うに別々の単位で考えるのではなく、それぞれの

良い部分を採用して、互いに協力し合い、再開発

を行った良い事例だと思う。
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ｉｉ）地域づくりのサポート

住民主体のまちづくりには、地域の人同士のつ

ながりが大切であるが、近年、地域のコミュニテ

ィに、関心の無い人が増えてきている。この問題

は、日本に限らず、アメリカにおいても抱えてい

る問題であった。訪問をするまで、アメリカでは、

地域活動に対して、住民は意欲的に参加をしてい

ると思っていた。しかし、アメリカ全土の中でも、

ＮＰＯや地域活動に関心の低い地域もあり、活動

が盛んなシアトル市でも、社会の変化に伴い、地

区によっては、コミュニティが無くなりつつある。

シアトル市では、行政と地域をつなぎ、地域活

動をサポートするコーディネーターを各地区に配

置をしている。地域のニーズ把握、まちづくり活

動のサポート、行政サービスの提供などコーディ

ネーターの仕事は広範囲に亘っている。地域の人

の中に入り、まちづくり活動に参加をするボラン

ティアの募集を行い、活動に参加してくれるよう

に地域の人に呼びかけもしている。そして、地域

活動をする事により、今まで地域に興味を持たな

かった人も持つようになり、そこから新たなコミ

ュニティができていく。

住民主体のまちづくりを行う上で、コミュニテ

ィができていないと活動の参加者も無く、何もで

きない。そのコミュニティづくりをサポートし、

行政と地域をつなぐコーディネーターの存在は大

きく、まちづくりには欠かす事ができない人とな

っている。

３．行政とＮＰＯの関わり
ＮＰＯと言っても、医療・教育・まちづくり・

環境・防災・国際協力など様々な活動をしている

団体がある。訪問をした中に、行政を資金面でサ

ポートするＮＰＯ、ＮＰＯを支えるＮＰＯがあり、日

本ではまだ数少ない団体ではないかと思う。

サンフランシスコパークトラストは、市の公園

局を資金面で支えているＮＰＯである。この団体

はゴールデンゲートパーク内にあり、公園の管理、

ボランティア養成講座の開催、公園局の資金集め

のパーティーなどを行っている。また、公園やみ

どりに関するＮＰＯの活動のサポートもしている。

資金集めとして、個人がお金を出し、公園内の

ベンチにメッセージプレートを埋め込む事ができ

るというものがある。そのベンチの設置はボラン

ティアの手によって行われ、約４ｋ㎡の広大な敷

地の中を、ボランティアが様々な活動をしている。

公園自体は市の所有であり、あくまでもこの団体

は管理と資金援助だけをしている。行政から一部

資金を出し、共に活動をする事例は数多くあるが、

行政からは援助を受けず、行政を支えるという関

係は日本でもほとんど無いと思う。ここの関係を

日本で行うには、多くの課題があると思うが、珍

しい事例の一つとして紹介しておきたい。

（公園内に置かれているプレート入りのベンチ）

４．おわりに
日本において、行政と地域の住民の関係は、公

共サービスを提供する側と受ける側というような

考え方の人が多く、反対にアメリカでは、行政に

頼らず自分達で何かをしようとする人が多いと思

っていた。しかし、アメリカの中でも、地域活動

の盛んな場所とそうでない場所がある事、そして、

社会に対して関心を持たない人も多くいることを

知った。まちづくりを行うには、一方的に誰かが

何かをするのでは、成功へはたどり着かないと思

う。そこで、シアトル市のような行政と地域をつ

なぐコーディネーターの役割は重要であると感じ

た。

『協働』と簡単には言っても、行政、ＮＰＯ、

地域、それぞれ考え方や捉え方も違い、活動の出

来る範囲も異なっている。考えや活動範囲の違う

それぞれが互いの事を理解し合い、今何が必要で

あるのかを見極め、『協働』という考え方を一つ

にし、その考えの基礎をつくり、そこから行政と

ＮＰＯや地域との協働ができていくのではないか

と思う。
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１．はじめに

家族、友人、職場等良好なパートナーシップの

構築には、信頼関係が必須である。そのためには、

お互いを尊重し理解することが、重要となること

は言うまでもない。また、行政とＮＰＯのパート

ナーシップの構築においても、相互の立場や特性

を認識・尊重しながら公共の共通する課題解決や

目的達成に向けた、対等の立場での協働が必要と

考える。

今回視察したアメリカにおけるＮＰＯは、利益を

分配しないで本来の事業に充当するという点での

認識が一致したが、行政に頼り切るような姿勢は

なく、経済的にも自立し、ある意味、民間企業の

ようなマネジメントや経営ノウハウを有していた。

この研修報告では、日米ＮＰＯの現状報告と今

後の発展と協働に向けた課題等について、私なり

の考えをレポートし、行政とＮＰＯとの相互理解

と協働の一助となることを期待する。

２．日米ＮＰＯの現状

★財政的基盤★

日本におけるＮＰＯは、阪神淡路大震災を契機

に１９９８年のＮＰＯ法施行とともに急速に設立され、

現在では、約２７,０００団体が存在している。セクタ

ー全体の運営支出はＧＤＰの約０.０８％であり、ＮＰＯ

法人の年間収入は、５００万円未満の団体が約５割、

１,０００万円未満が約６割という現状で、財政的基

盤が脆弱である。寄附金に関しては、４割の団体

において寄附金収入が全くなく、５０万円未満の法

人と合わせると約８割となり、ＮＰＯ活動におい

て重要となる寄附金が思うように集まっていない

のが現状である。

一方、アメリカのＮＰＯは約１４０万団体（日本の

株式会社とほぼ同数）が存在し、セクター全体の

運営支出はアメリカＧＤＰの６.３％（日本の国家予

算に匹敵）を占める。その資金源の内訳は、事業

収入（３８％）、補助金・助成等（３１％）、寄附（２０

％）、その他（１０％）で、事業収入が約４割を占

めており、ビジネス型ＮＰＯともいえる。

★税制優遇★

当初、日本のＮＰＯ法（１９９８年）では、法人格

のみを規定し、その後２００１年に寄附控除が実施

（アメリカと比べ、控除限度額等限定的）された

が、税制優遇を受けるための認可基準が厳しいこ

と及び組織運営能力が十分でないことから、現在

の認定ＮＰＯ（寄附控除を認められたＮＰＯ）数は

４８法人（再認定、認定終了を含めると８１件）と

非常に少数である。

アメリカでは、寄附控除と事業収益への非課税

処置が認められている団体が約９０万（慈善型８０万、

財団型１０万）存在する。控除枠においても日本よ

りも大きく、また、“どうせ税金として収めるの

ならば、自身が賛同できる活動をしている団体へ

寄附をし、地域や社会へ貢献したいと”考える人

が増え、寄附文化が浸透しているともいえる。

研修風景

★パブリックサポート★

税制優遇措置を認める基準の一つとして用いら

れるパブリックサポートテストとは、ＮＰＯ団体

における総収入の一定の割合（総収入の１/５）

自主研修報告
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を利用者以外からの寄附等による収入を求めたも

のである。その数値は、それだけ活動に対する信

頼を得ているという目安になる。

ＮＰＯは、サービスの受益者から一部の料金を

受け取ることはあるものの、残りは自主的財源や

寄附及びボランティアからの提供を受け、事業や

活動を行なう。受益者以外から寄附やボランティ

アの提供を受けるためには、ＮＰＯが実施する事

業や活動の意義を十分理解され、支持を集める必

要がある。

そのためには、行政では足りないサービスでな

ければ、ＮＰＯへの援助はないだろう。ここに

ＮＰＯとしての意義と重要性が見出されるわけで

あり、行政の手の届かないきめ細かなサービスの

提供が期待されている。

３．地域やＮＰＯに力を

では、ＮＰＯの活動基盤強化のために、どういっ

た支援が必要であるのか。私は、ＮＰＯ及び行政の

双方が以下の課題に取り組む必要があると考える。

＞財政基盤の強化　→　税優遇（国税だけでなく、

地方税においても税優遇措置の拡充）、ＮＰＯ支

援助成・基金の充実

＞住民の理解　→　住民の理解を得るため、地域

に密着したＮＰＯ活動の紹介など社会的信用の

向上

＞インターメディアリー（中間支援組織）の整備

→　各種申請、会計、税、給与手続き等事務作

業などを含め支援

＞組織運営能力の向上　→　組織マネジメント能

力を持ったスタッフの確保、認定ＮＰＯ取得へ

の支援

＞行政との協働　→　単なる安価な委託先でな

く、対等の立場での協働指針等策定。

＞行政側の課題　→　政策・予算等縦割りを解消

し、横の連携を強化。

現在、市民活動団体等支援条例を策定している

地方自治体は１４都道府県、支援指針策定について

は４２都道府県である。

中でもユニークな支援事業として、千葉県市川

市で実施している「市民が選ぶ“市民活動団体支

援制度”（通称１％支援制度）」がある。これは、

ボランティア団体やＮＰＯなど、市民の自主的な

活動に対して、個人市民税納税者が支援したい団

体を選び、個人市民税の１％相当額を支援（充当）

できる制度である。市民自ら、税の使途を選べる

という特徴と、市民の支持を集めれば、資金が集

まるということで、市民活動の支持を広げる新し

い支援方法である。平成１７年度には、約５５００人が

この制度を活用し、８１団体に約１２００万円が支給さ

れた。

サンフランシスコ名物ケーブルカー

４．おわりに

もし、自分の納めた税金が、たとえ１％であっ

ても、どのように使用されているかを具体的に知

ることができれば、地域の抱える問題や市政に対

する関心が増し、まちづくりに対する参加意欲の

向上に繋がるのではないだろうか。ＮＰＯと行政

の協働には、それらを実現する可能性がある。

公平・公正性が保たれた従来の行政サービスに

加えて、ＮＰＯによる即応・多様・地域性のサー

ビスの実現が、地域に活力を与え、また、官民一

体となった、まちづくりに必要と考える。

我々の調査・研究は、始まったばかりである。

これからも住民サービス向上への研究は、まだま

だ続く。

信頼と相互理解の上に築かれた、ＮＰＯと行政

の良好な協働が、１＋１＝２＋αのサービスにな

ることを願い、自主研修における報告とする。
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１．はじめに

ライフスタイルが戦後大きく変化し、さまざま

な価値観が認められるようになっている今、各自

治体の住民が行政に対してさまざまなサービスを

望むことは当然のことであろう。しかし、行政は

その多種多様な要望にすべて応えることは不可能

である。なぜなら、行政サービスは公平一律的な

サービスが基本であり、社会的弱者を無視するこ

とは決して許されないからだ。また、地方分権が

進み、各自治体は決して裕福だといえない財政の

中で、独自の政策をとって生き残っていかなけれ

ばならなくなっている。そこで、現在日本では、

行政に加えて多様なニーズに対応できるＮＰＯの

活動に期待が高まってきている。

今回ＮＰＯ活動の先進国であるアメリカのシア

トル市とサンフランシスコ市の２都市を視察して

きたが、これからの日本の行政とＮＰＯの関係を

考えさせられるものとなった。シアトル市ではま

ちづくりをサンフランシスコ市では高齢者福祉を

中心に視てきたため、各都市に分けて考えたいと

思う。

２．シアトル

～住民主導の街づくり～

行政主導でまちづくりを行っている日本とは違

い、ＮＰＯや地域住民の働きかけでいろいろな政

策が行われていることに驚いた。

街の仕組みが、シアトル市の出先機関であるネ

イバーフッドサービスセンターを各地区に設置

し、市の施策やボランティア情報、また電気料金

や交通機関の定期券の購入等を行えるために、今

まで行政に対してあまり関心のなかった地域住民

がより一層行政に関心をもつ機会が多く、住民の

意向を聞き取りやすくなっている。このようにシ

アトル市民の行政参加の意識が強いからこそ、マ

ッチングファンドやＭＩＤの数々の成功につながっ

たのだろう。

日本でも最近マッチングファンドを取り入れる

自治体が出てきてはいるが、アメリカの「どれだ

け地域が参加し、コミュニティの連帯感が強化さ

れるか」といったコミュニティへのメリットが審

査されるのとは違い、多くの制約や条件提示があ

り、このままでは浸透していくとは考えにくい。

また、ＭＩＤは特に地域の人々が「自分達の街は

自分達で」を象徴した政策であろう。特にメンテ

ナンス・アンバサダーの登録には前身がホームレ

スであり、中には麻薬常習者やアルコール中毒患

者もおり、様々な高待遇で自分たちの街の社会的

弱者を立ち直らせようという意図がうかがえる。

ダウンタウン・アンバサダーにおいては、地域住

民の安全を守るだけでなく、医療の応援や観光客

の道案内等と多岐にわたり実績を上げている。こ

れにより観光客が安心して訪れることができるよ

うになっている。

マッチングファンド・ＭＩＤどちらの政策におい

ても、直接的にも間接的にも観光客を集客するこ

とに成功する一因にもなっている。観光客が訪れ

るということはそれだけ経済的利益が増え、ます

ます街が発展していくと考えられる。

３．サンフランシスコ

～それぞれにあったサービスを～

現在日本では急激な速さで高齢化が進んでお

り、２０年後の２０２５年には家族構成が核家族から一

人暮らしが主流となり、三人に一人が単身世帯、

その４割が６５歳以上の高齢者になるという。どっ

ぷり漬かってしまう超高齢社会に向けて一人暮ら

しの高齢者を想定した社会づくりを進めなければ

ならない。この流れはサンフランシスコ市も同様
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である。

サンフランシスコ市の高齢者向けサービスに

は、何らかの病気を患っていたり身体の自由が利

かない６５歳以上の高齢者や１８歳以上の障害者を対

象としたセンターや、自立して暮らす高齢者を対

象にしたシニアセンターがある。

また、在宅サービスを総合的に提供するオン・

ロックというものがあり、このオン・ロックの特

長であるペースプログラムは、医療と長期介護の

必要な高齢者の方が、自分の住み慣れた地域で生

きがいをもって自立した生活をおくれるためのサ

ービスを包括的に提供している。利用費用は所得

制限があるものもあり、すべてが無料というわけ

ではない。しかし、自分に合うサービスが受けら

れるということは高齢者にとっていいことであろ

う。

日本でもデイサービス等の高齢者向け施設が充

実してきているが、サンフランシスコ市のように

自立している元気な高齢者対象の施設がまだまだ

少ないように思う。また、高齢者が活躍できる場

も少ない。これから高齢期を迎える団塊の世代は、

高度経済成長期に青年期を過ごし、生活様式や価

値観において多様性を有しているといわれてお

り、高齢期においても、そうした多様性を活かし

て、福祉活動への参画など地域との関わりを持ち

ながら、地域社会の発展のために活躍されること

が期待される。

サンフランシスコ市では、高齢者はボランティ

アされる側でもあるがボランティアする側でもあ

った。自分ができることは他人に提供し、自分が

できないことは他人にしてもらう。無理のないボ

ランティアであるからこそ浸透しているのではな

いかと感じた。

４．おわりに

アメリカのＮＰＯの多くの活動が寄付やイベン

トでの収益で成り立っており、必ずしも安定した

ものではないといえる。しかし、自分が得た富は

自分が育った街に還元する、といった気質の人が

多いアメリカだからこそ成り立っているのだろ

う。また、ボランティアにしても多くの住民が参

加しており、地域社会に携わりをもとうとする人

が多いからこそどの政策も結果を出しているとい

える。

アメリカで行われている政策を日本で成功させ

ることは難しいと思うが、見習うべき点は数多く

あった。まず、地域住民の意識を行政にむけるこ

と。そして、参加する場を数多くつくること。住

民が参加して自分たちの地域をつくっていかなけ

れば、これからの自治体は衰退する一方である。

それを理解してもらわなければならない。今まで

の行政主導の一方的な政策だけでなく、住民側か

ら働きかけがでてくるよう、そういった雰囲気や

システムを早急につくるべきである。

高齢者政策でいうならば、ボランティアなど

「民」の取り組みとも連携しつつ、各種保健福祉

サービスを的確に提供するとともに、こうした高

齢者を地域全体で見守り支える体制を構築する必

要がある。さらに、高齢者の就業機会の確保に努

めるとともに、地域におけるコミュニティづくり

や福祉活動などの取り組みを一層促進し、高齢者

が社会の重要な構成員の一人として尊重される社

会づくりをすすめていかなければならない。

今回の海外研修はＮＰＯ・ボランティア団体と

の関係について、新たな認識を得て見識を深める

極めて有意義なものであったといえる。

Ｄ・Ｓ・Ａ訪問研修を終えて
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１．はじめに

人口の急速な高齢化が進展する中で、介護を必

要とする高齢者も増加しています。

そこで、平成１２年に、従来の保健・医療・福祉

の個別施策に分かれていたサービスを一体化し、

社会的連帯で支える社会保険システムとして構築

されたものが介護保険制度です。

制度施行後、サービスの基盤整備が行われ、介

護の社会化が進むなど一定の成果がみられました

が、軽度介護認定者の増加や施設サービス利用者

の増加により財政面の問題が生じ、「予防重視型

システムへの転換」を基本とする制度全体の根本

的な見直しが行われました。その一環として設置

されたのが、地域包括ケアを担う拠点である「地

域包括支援センター」です。

河南町においても、昨年３月に「第３期河南

町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」を

策定し、保健・医療・福祉・介護サービスの充実

に努め、「町民一人ひとりが生涯にわたって健康

で、安心して暮らせるまちづくり」の実現に向け

て取り組んでいます。私も４月から、新設された

ばかりの「河南町地域包括支援センター」の職員

として、様々な高齢者福祉施策に取り組んでいま

す。

今回、アメリカ・サンフランシスコでの研修の

機会を与えられたので、アメリカの高齢者福祉の

モデルのひとつとなったことで高名なＮＰＯ法人

「オン・ロック」を訪問しました。目的は、日米

の高齢者福祉制度のあり方を比較し、日本の介護

保険制度の改善のための課題について考察するこ

とです。

２．アメリカの医療保険制度

米国には、日本の国民健康保険に相当するもの

がなく、国民はそれぞれ民間の医療保険に加入し

ていますが、低所得者は加入できないため、

４,０００万人以上の無保険者がいるといわれていま

す。また、公費医療保険制度は高齢者向けの「メ

ディケア」と低所得者向けの「メディケイド」の

２種類となっています。

介護サービスでは、日本の介護保険に相当する

ような連邦レベルで統一された施策がほとんど存

在せず、逆に、民間（ＮＰＯ）が大きな役割を果

たしています。事業者に対する規制も各州がそれ

ぞれ個別に決めているため、地域の特色を生かし

た独自の試みが行われる一方で、地域によってサ

ービスの内容や水準に大きな格差が生じているの

も現状です。

３．ＰＡＣＥプログラム

「ＰＡＣＥ」とは「ＰｒｏｇｒａｍｏｆＡｌｌ-Ｉｎｃｌｕｓｉｖｅ

ＣａｒｅｆｏｒｔｈｅＥｌｄｅｒｌｙ（高齢者用の全てのケアを

包括したプログラム）」の頭文字をとった名称で、

アメリカ・サンフランシスコのＮＰＯ法人「オン・

ロック」をモデルに作られた高齢者福祉プログラ

ムのことです。

特長は「包括的であること」。すなわち、第一

次医療から専門医療、在宅ケアからデイケア、病

院での診療や入院、移送サービスから処方箋薬の

提供まで、長期介護が必要な高齢者が地域で自立

して生活していくためのサービスを総合的に提供

するものであることです。

オン・ロックの利用者の約９割が、メディケア

とメディケイドの適格者（低所得高齢者）であり、

かつ重度の医療介護を必要とする人々です。

運営は、メディケアとメディケイドからの人頭

方式（毎月一人当たりの定額払い）による給付を

主な財源として行なわれています。日本の介護保
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険事業者との違いは、利用者が必要とするケアを

供給する義務があり、そのための財政リスクを負

っているという点です。

私は最も注目したのは、オン・ロックの「多職

種チームによるサービス供給」でした。医療職と

福祉職が１つのチームを構成して、利用者の評価

からケアプランの作成、さらにサービス提供まで

行います。その結果、利用者の健康状態をチェッ

クしてプラン変更を促すなど、素早い対応が可能

となります。

日本では介護保険、医療保険、配食サービス、

付き添い、介護教育、栄養指導等と個別に行われ

ているサービスが、オン・ロックでは医療サービ

スから介護・社会福祉サービスまで包括的にワン

ストップで供給されているわけです。

４．介護保険との相違点

日本の介護保険は皆保険制度であるため、住民

は住所地の保険者に強制加入となります。財務リ

スクの大部分は、保険者（市町村）が負い、加入

者の財務リスクは、約１割の自己負担と段階的給

付限度を超えた部分となります。一方、サービス

提供事業者は、価格上限が決められているほかは、

保険給付にかかる財務リスクは負いません。

また、日本においては、介護支援専門員がケア

プラン等の作成など、利用者や事業者との連絡・

調整を行っており、介護支援専門員の自己判断が

可能との前提で制度設計がされています。しかし

実際には、高齢者の抱える社会的支援ニーズは多

種多様であり、介護支援専門員１人では全ての

ニーズに応えきれないケースが増えているので

す。

日本の介護保険は、利用者の選択権を確保し、

サービス事業者間の競争を通じた効率化を図って

いるのに対し、オン・ロックでは、多職種チーム

を中心としたケアの統合と、包括的なサービス提

供に力点が置かれています。

５．おわりに

日本の介護保険は海外で高く評価され、世界か

ら注目されています。

加入者数約８００人のオン・ロックと約６,５００万人

の日本の公的介護保険を単純に比較することは無

理があるでしょう。が、オン・ロックの多職種チ

ームによるサービス供給モデルは、日本において

も昨年４月に設置された地域包括支援センターを

拠点に取り組まれています。保健師、主任介護支

援専門員、社会福祉士を配置し、多職種が力を合

わせ、専門知識や技能をお互いに活かしながら、

地域での各種サービスや住民活動に結びつけ、地

域のネットワークの構築に取り組んでいます。今

後、部分的にではありますが、重度の要介護者の

方に対しても多職種チームを導入することを検討

すべきではないでしょうか。

例えば、サービス提供事業者数が多い都市で介

護度別に多職種チームを編成し、サービスを供給

する方法等が考えられます。

最後にぜひ紹介したいことがあります。それは、

オン・ロックをはじめ、サンフランシスコのＮＰＯ

法人の根幹にある「自分ができることは自分です

る、できない所があればできる人にしてもらう、そ

の代わり、人にしてあげることがあれば自分がし

てあげる」という相互扶助による自立の精神です。

制度の違いや運営の方法等は文書からも学べま

すが、これは実際に現場を訪問してこその成果だ

ったと思っています。
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ＮＰＯと行政との協働について、行政及びＮＰＯ

を訪問し、報告書により報告したところでありま

す。このため、自主研修においては、海外研修に

おいて訪問しました都市について、報告すること

とします。

今回の研修の出発日、平成１８年９月２７日、最初

の目的地でありますアメリカのシアトルへ向け

て、その経由地のサンフランシスコへ向かいまし

た。関西国際空港からの出発であり、工事中の第

２期滑走路を横目に、日本を離陸しました。機体

ゆれもおさまり、飛行機の機内を見回し座席前の

マガジンラックの案内を見ると、この飛行機は、

ボーイング製であります。また、目的地の経由地

であるサンフランシスコまで約１０時間であること

から、パソコンの電源を入れ、パソコンの起動画

面をみてみると、マイクロソフトのロゴが、その

横で機内サービスのコーヒーがスターバックス、

日本を離陸後１時間も経過していないのに、ここ

は、「シアトル」………ということでシアトルと

日本について、報告することとします。

シアトル

シアトルは、ワシントン州最大の都市であり、

ワシントン州と日本は長い歴史を有し、１８３４年に

難破した尾張の千石船「宝順丸」が、ワシントン

州北西部に位置するオリンピック半島の北端に流

れ着いたことがその始まりと言われています。日

本政府の公館は、１８９５年にシアトル市郊外の港湾

都市、タコマ市に「在タコマ日本帝国領事館」を

開設し、１９０１年にシアトルに移転しました。以後、

多くの日米交流が行われ、現在では文化、経済を

はじめ様々な分野でわが国の影響が顕著に見られ

るようになっています。

シアトルは、水と緑に囲まれたその美しさから

「エメラルド・シティ」の愛称を持ち、総面積約

２１７平方㎞、人口は約５４万人であり、カナダとの

国境から１８２㎞ほど南に位置します。北緯４７度と

北海道よりも遥か北の南樺太と同じ緯度に位置し

ながら、近海を流れる暖流のおかげで温暖な気候

に恵まれています。雨の季節である冬は灰色の雲

が空を覆う日がほとんどですが、夏はその雨のお

かげで燃えるような緑に包まれ、美しい風景が広

がります。豊かな自然と洗練された都市生活を満

喫できることから、アメリカで最も訪れてみたい

街といわれています。

また、シアトルは「世界で一番住みやすい都市」

とも言われ、歴史的に日本人移民も多く、航空機

のボーイング、コンピューターのマイクロソフト、

コーヒーのチェーン店であるスターバックスなど

世界的に有名な企業が本社をおくハイテク産業都

市であり、また、イチロー選手が活躍するマリナ

ーズの本拠地としても知られています。ワシント

ン州の貿易相手国として日本は１位にランクされ

ています。

ボーイング

ボーイングは、１９１６年にシアトルにて設立され、

世界最大の民間機および軍用機メーカーでありま

す。民間航空機分野におきましては、就航中の航

空機の約７５％にあたる、１２,０００機がボーイング社

製航空機であり、世界中で運航されています。現

在次世代民間機として２００８年に就航が予定されて

いる７８７型の開発を行っています。７８７型の開発・
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生産の役割分担については、ボーイング社が生産

するのは全体の計３５％であり、同じ比率の３５％を、

日本の３企業が生産を担当しています。これまで

の日本の企業の過去の開発実績としては７７７型の

２１％が最高であり、７８７型はこれを大幅に上回る

ことになります。７８７型は、２００７年に初飛行、就

航は２００８年を予定し、現在世界５０社以上の航空会

社と契約交渉が進められています。

マイクロソフト

マイクロソフトは、パソコンの基本ソフト分野

で世界最大の勢力を誇るウィンドウズを開発して

いる企業です。本社はシアトルにあり、１９７５年に

ビル・ゲイツ氏、ポール・アレン氏によって設立

されました。ウィンドウズはパソコン市場で９０%

以上のシェアを占めるほか、マイクロソフトオフ

ィス、インターネットエクスプローラーなどのア

プリケーションソフトが高いシェアを獲得してい

ます。

スターバックス

スターバックスは、世界規模で展開するコーヒ

ーのチェーン店であります。１９７１年にシアトルの

中心にあるパイク・プレイス・マーケット近くで

創業し、創業当時はスターバックスのカラーは現

在の緑色ではなく茶色であり、またロゴも現在と

異なり、人魚をイメージしたものです。現在は、

シアトルの第１号店だけは創業当時のままの看板

で営業しています。名前の由来は、シアトル近く

のレーニア山にあったスターボ採掘場と、ハーマ

ン・メルビルの小説「白鯨」に登場するコーヒー

好きの一等航海士スターバックの名からきていま

す。

１９８６年に、エスプレッソをメイン商品としてテ

イクアウトと歩き飲みが可能なスタイル（シアト

ルスタイル）での販売を初め、北米全土に広がっ

たシアトルスタイルカフェ・ブームの火付け役と

なりました。世界３０カ国に展開しており、日本に

は１９９６年に第１号店を出店し、スターバックスは

人気を集め、日本でカフェブームが起こるきっか

けとなりました。

シアトルマリナーズ

シアトルマリナーズは、１９７７年、シアトルの二

つ目のチームとして誕生し、アメリカンリーグ西

地区に属するプロ野球チームです。

イチロー選手をはじめ、日本人プレーヤーの活

躍により、日本での認知度が大幅に向上し、いま

ではすっかり日本の茶の間にも定着しました。

ホーム球場は、セーフコ・フィールドであり、

チーム名は、発足当時のシアトルが港町だったこ

とからマリナーズであります。ワールドシリーズ

とアメリカンリーグで優勝経験はありませんが、

アメリカンリーグ西地区で３回優勝をしています。

おわりに

シアトルは、わが国と密接な関係があり、また、

アメリカ本土において日本に最も近い街と言われ

ています。

シアトルの有名な企業のわが国とのかかわりに

ついて述べてきましたが、これらの企業は日本で

も有名であり、日本企業との交流も盛んに行われ

ています。また、シアトルは歴史的にも日本との

かかわりが深く、親日的な住民が多いところであ

ります。一方、行政の交流は、地方自治体の姉妹

都市交流があるものの、部分的な交流であります。

日本とシアトルでは、法律や制度は違いますが、

行政が置かれている立場や状況は、変わりません。

視察先では、まちづくりの手法でありますＢＩＤや

マッチンクファンドについて考察し、制度そのも

のを直接日本に活用することはできませんが、そ

の考え方やビジョンについては、活用できるもの

が多いものでありました。今回の研修を通じて、

海外での先進的な行政の取り組みを地方自治体と

して、法律等の制限がある中で、どこまで活用で

きるかどうかを考えていきたいと思います。
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１．はじめに

私にとって、今もまだ「協働」という言葉には

あまりなじみがない。辞書で引くと「協力して働

くこと」という説明になっている。「行政とＮＰＯ

が協力して働くことについて」が今回の研修テー

マであった。私が勤務している町ではＮＰＯの数

が少なく、私自身、ＮＰＯと仕事を「協働」によ

って進めた経験がないので、ＮＰＯ自体にこうい

う組織だという具体的なイメージがなかった。こ

のように、研修に臨む段階でまったく知識や経験

がない状態でのスタートとなった。

２．日本とアメリカの違いとは

一般的にアメリカと日本では、国の始まり方が

違うといわれる。アメリカは大陸に移民が入り、

家族単位が寄り添ってできたコミュニティが町の

始まりで、無いものはお互いが持ち寄って共同利

用するというものである。つまり、もともと地域

住民のコミュニティが先にあり、公の部分を担う

「官」は後発的にできたものというのである。対

して日本は、「官」による統治の歴史が長く、地

域住民の上には昔から公の部分を担う「御上」が

あった。この違いが現在の行政とＮＰＯとの協働

についても当てはまる気がするのである。

３．なぜ公共の仕事をＮＰＯが担うのか

公共の仕事は役所がするもの、というのが日本

の常識である。最近でこそアウトソーシングが普

通になりつつあるが、ほんの一昔前まではほとん

どが公務員の仕事であった。アメリカではなぜ多

くの公共的な仕事をＮＰＯに任せているのか。こ

れは私にとって大きな疑問だった。今でもはっき

りと分かったわけではないが、どうやらアメリカ

では日本の行政機構のように隅から隅まで地域に

根を張って行政サービスが提供できる体制が構築

されず、住民側も「役所にやらせる」という意識

がもともと薄いため、「できる者がやればいい」

という発想があるのではないだろうか。待ってい

てもだめだから自分たちでなんとかする、という

感覚があるように思う。そう考えると地域社会の

中での問題があって、それを個人やグループが解

決しようと動き出す。同じ目的意識を持ったグル

ープができて、社会的活動をする際に法人格が必

要となってＮＰＯとなる。このＮＰＯの社会的活動

が公共サービスにつながるものであれば、行政は

助成金を出して支援する。アメリカではこういう

流れが以前から定着していたということではない

かと思う。

▲ＴａｉＣｈｉに精を出す高齢者

４．日本の場合は・・・

公共的サービスは、役所がやるもの。「御上」

が何とかしてくれるものという認識が強い日本で

は、住民が行政に期待する部分が大きい。よって、

地域の課題は役所の課題となる。すると役所の仕

事が多岐にわたって増え、職員数が増えて行政の

肥大化がおきる。こうしてもともと公共サービス

は役所がやっているので、ＮＰＯがするとなると

「なぜ？」ということになるのではないかと思う。

５．ＮＰＯと営利企業の違い

ＮＰＯと営利企業の違いは、ＮＰＯは利潤が出て

も役員報酬にせず、将来の事業拡大等に振り向け

る。これがＮＰＯ（非営利組織）の所以である。

よって、ＮＰＯがお金儲けをしてはいけないとい
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うわけではない。また、会社に勤める社員は、生

活の糧を得るために勤めているが、ＮＰＯは共通

の価値観を持った人の集まりであるので、価値観

が違えばすぐに人が出て行ってしまう、という組

織としての安定性が弱いとの指摘もある。

▲給食の配給をするＮＰＯのボランティア

６．役所とＮＰＯの違い

役所は、公共サービスの総合的な担い手であっ

て、基本的に法令等の根拠をもってサービスを提

供している。また、職員の価値観にかかわらず首

長の政治的判断によって政策が実施に移される。

また、職員は終身雇用の色彩が強く（この部分は

アメリカとまったく違っている）、組織として安

定しているが競争意識が希薄で、活性化する要因

が少ない。法令等で決まっていることが多いので、

好き嫌いにかかわらず事業を展開している。これ

ら役所の特色はＮＰＯと対照的になっている部分

がある。

７．アメリカのＮＰＯと日本の法人

日本で、アメリカのＮＰＯに相当するものは社

会福祉法人等が挙げられるのではないか。私が現

在担当している介護保険に関わる事業者もアメリ

カのＮＰＯのように公共的サービスを高い水準で

提供している。よって、組織に違いがあっても同

様のサービスは提供されているのではないかと思

う。日本のＮＰＯについて、知識があまりないが

福祉分野において多く存在している。これは、福

祉が住民の生活に密着していて、課題解決がさし

せまった問題であったりすることが原因ではない

だろうか。しかし、一方の現象として営利企業が

事業展開の一環としてＮＰＯを設立し、企業のイ

メージアップや商品販売の広告塔のように活用し

ているような事例があるように感じられる。

８．「新しい公共」と「住民協働」

従来から公共と行政はイコールの存在だった。

しかし、公共サービスやそれを実現すべき分野が

拡大する一方であり、行政は担い手として１００％

網羅することが不可能となっている。そこで、特

定の業務を委託するアウトソーシングの手法が取

り入れられてきた。これは主に営利企業や社会福

祉法人などであった。今後は、競争力のある団体

としてＮＰＯが増えてくるものと考えられる。ア

ウトソーシングは、コスト削減の切り札であると

されてきたが、これも多数となると大きな財政負

担である。そこで、住民のボランティアなど住民

との協働の分野が注目される。これがアウトソー

シングと並ぶ新しい公共の部分である。

▲ボランティアをたたえる掲示

９．おわりに

日本におけるＮＰＯと行政の協働は、これから

の分野である。今までアウトソーシングの担い手

となってきた企業の公共部門や社会福祉法人等と

肩を並べる実力を備えたＮＰＯが出現してくれば

行政としてＮＰＯと協働していくことができるよ

うになるのではないだろうか。住民生活と密着し

た部分でのＮＰＯの活躍は期待されるところであ

る。また、住民のボランティアを育成して新たな

公共的サービスを担ってもらうようにしてくこと

も大切である。これらの組織を育成していくため

には、「ミッション（使命）」の明確化と財政的な

裏付けと、活動の場の提供である。「御上」と呼

ばれた役所職員の意識改革と住民の認識をどう変

えていけるかがカギになると思う。
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１．はじめに

わが国の経済は、バブル崩壊後のいわゆる「空

白の１０年」を経てようやく明るい兆しが見えてき

たものの、「少子高齢化」と同時に「人口減少社

会」に突入したことで今後は労働力の減少を引き

起こし、それに起因する経済成長の鈍化や税負

担・社会保障費の増加が社会全体の扶養力の低下

を招き、社会構造の変革を余儀なくされる。

地方公共団体においては、景気低迷が長期に及

んだことでの負の遺産や三位一体改革などによ

り、景気回復基調においても依然厳しい財政環境

に変わりはなく、限られた財源の中での地域再生

が求められていることから以前にも増して地域住

民が主体となったまちづくりの重要性が高まって

いる。

このことから、今回の研修を通じて得たシアト

ル市の事例を参考に住民主体のまちづくりに対す

る課題を考察してみることとした。

２．アメリカのＮＰＯ

○背景

アメリカでは、行政の前から存在するコミュニ

ティが教会や学校をつくりあげてきた経過があ

り、制度上も地方公共団体の設立や基本法の制定

に住民が直接かかわる仕組みとなっていることな

ど、「地方自治≧住民参加」の要素をもともと含

んでおり、国家風土として多くの分野でＮＰＯが

地域のまちづくりに主体的に取り組んでいる。

○行政からの支援

１点目に税優遇措置があげられ、①ＮＰＯに対す

る課税控除、②寄附に対する課税控除、③ボラン

ティア活動経費に対する課税控除があり、ＮＰＯ

に対する活発な寄附活動は国民性（博愛主義）も

あるが公的寄附に対する税控除が古くから整備さ

れていることも要因の一つである。

２点目は連邦制度の「コミュニティ開発包括補

助金（ＣＤＢＧ）」であるが、一定割合以上を低所得

者層の福祉の向上などに使用することとの条件以

外は地方公共団体が自由に使途を決定できるため

行政とＮＰＯの協働が推進されたという経過がある。

その他の特徴的なものとしては、全米の多くの

市で採用されている官民協働のまちづくり手法と

して今回訪問したシアトル市で考案された「マッ

チングファンド」制度があげられる。

３．マッチングファンド（シアトル市）

○制度概要

内容は地域活動に対する補助金（基本的には補

助率１／２）であるが、必要経費に対する補助と

の考え方ではなく、事業を実現するためのボラン

ティアや提供サービス・寄附金などの地域貢献に

見合った額を交付するという部分が特徴で、助成

額や助成対象により４種類に区分されており申請

条件や審査方法なども異なっている。

大規模事業助成（助成額１５,０００ドル以上）と小

規模事業助成（助成額１５,０００ドル未満）について

は、あらかじめ市が求める項目を踏まえた採択基

準が提示されており、①コミュニティへのメリット、

②コミュニティ住民の参加度合、③実現可能性、

④地域貢献と申請額の等価性についての４項目の

審査を受けることから、各申請団体は採択にかか

る他団体との競争を勝ち抜くために各項目につい

てのインセンティブが働く仕組みになっている。

採択の審査と同じく評価においても完了した時

点の成果だけではなく、そこに至るまでの利害調

整や計画づくりに住民がどれぐらい参加したか、

また、実施後も引き続き効果が継続しているか、

成功しなかった場合は何が原因で今後どうしてい

けばよいか等について、市と住民により検証がな

される。
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○理念等

形式的には公的な補助金であることから一定の

制限は規定されているものの、住民の自主的な取

組みを促進するための規定であり、制度の主旨を

逸脱しない範囲内での活動であればその内容は地

域住民の自由裁量にゆだねられている。

ＮＰＯが市からの資金提供を受けるためにはそ

れに見合った地域団体としての貢献が必要となる

ことからおのずとボランティア活動の推進にもつ

ながり、また、地域にとっても自分たちだけの人

的貢献だけでは実現困難な活動に対する資金を確

保できるというメリットがある。

さらに、市側にとっても住民のまちづくり活動

に対する資金援助との考え方だけではなく、マッ

チングファンドにより本来行政が行うべき美化や

防犯などのサービスを縮減でき市民の自主活動に

移行できる場合があり、半分の経費負担で同等以

上の効果が得られることから一種の投資的な考え

方も持ち合わせている。

理念としては、マッチングファンドによる住民

間の相互扶助意識の高揚や市と住民との協働が推

進され、住みやすいまち・ずっと住みたいまちに

なることで、市全体の活力向上を図ることとして

いる。

４．日本の現状

従来の日本においても、家族・隣人・地域によ

る相互扶助が一定機能していたが、社会情勢の変

化に伴いそれらの機能が大きく低下してきたため

に行政の役割が大幅に膨れ上がってきた。

また、もともと中央集権型行政形態の日本では、

行政が必要と判断したサービスを行政が提供する

形を基本としてきたが、地方分権の流れが加速し

てきたことで、地方公共団体は更なる自主・自立

的な行財政運営を模索する必要があり、権限・税

源の移譲と同時に住民に対する責任も当然に増大

することから、これまでの行政主導型からＮＰＯと

の協働が求められているのは周知のとおりである。

高齢化に伴う地域福祉活動や阪神・淡路大震災

の復興支援等に対するボランティア活動を支援す

る動きから法整備が進められ、ＮＰＯに対する支援

策が制度化されてきてはいるが、全国的にＮＰＯ

が主体的にまちづくりに取り組んでいるという状

況にまでは及んでいないのが現状である。

ＮＰＯ先進国であるアメリカにおいても今日の

状況が一朝一夕に確立されたわけではなく、もと

もとのコミュニティによる相互扶助のボランティ

ア精神を連綿と受け継ぎながら、紆余曲折を経て

今に至っている。

５．おわりに

国が保障すべき必要最低限の生活水準であった

「ナショナル・ミニマム」も時代とともに水準が

底上げされ、最低限ではなく一定の標準としての

「ナショナル・スタンダード」へと移行した今、

地方公共団体にはそれぞれの地域住民のニーズに

応じた最適な状態（画一的施策の弊害から脱皮）

としての「ローカル・オプティマム」が求められ

ており、ＮＰＯによる地域の実情に応じた効率

的・効果的な事業実施は不可欠である。そのため

には、行政課題の共有が図れるように行政情報を

分かりやすく住民に提供したうえで、それらの課

題を克服する自主的な参画意欲を住民に持っても

らうよう創意と工夫により行政が努力することが

重要と考えられる。

その手法のひとつとして、シアトル市のネイバ

ーフッド・マッチングファンドの事例は数多くの

地方公共団体で検討がなされているが、「住民へ

の自由裁量権の付与」にあたっての「住民自治の

熱意・熟度」とのバランスとタイミングを見極め

ることができれば、有益な手段としての可能性は

十分に秘めているのではないかと考える（その見

極めが難しいのではあるが…）。
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１．はじめに
最近、多くのメディアにおいてＮＰＯという言

葉が取り上げられるようになった。この言葉が一

般に知られるようになったのは、あの阪神・淡路

大震災の時だったのではないだろうか。あの時、

ＮＰＯが行った機動的で多彩な活動や取り組みは、

行政を超えるものもあり、大変広く注目され、現

在に至っても彼らの活動は目覚しいものがある。

しかし、行政においては、膨大な財政赤字を抱え、

しかも税収が減少する中、現在、危機的な状況に

ある自治体が少なくない。そのため、行政と市民

との間でより良いパートナーシップを築き、協働

のまちづくりを進めていくためにも、行政は特に

ＮＰＯとの協働に注目している。ＮＰＯとの協働に

より、効率的で多彩な公共サービスを提供できる

ことが期待され、また市民がまちづくりの主体に

なる仕組みを活性化できる可能性もあるからだ。

今回訪問したＮＰＯの先進国と言われるアメリ

カでは、協働のまちづくりを行いやすいシステム

作りがされていると感じた。

２．アメリカのＮＰＯ
今日、ＮＰＯにおいて、最も注目されているの

はアメリカだろう。アメリカでＮＰＯが発達した

背景には、政府よりも先にコミュニティが存在し

たといわれ、行政に頼らずコミュニティの問題は

コミュニティで解決していくのだということがあ

げられる。日本に比べ、アメリカにおけるＮＰＯ

のカテゴリーは大変広く、例えば、学校、教会、

美術館、病院なども市民が自発的に作り運営して

いたりする。逆にＮＰＯが関わっていないことを見

つけるほうが難しいかもしれない。さらに、カテ

ゴリーの広さだけでなく、ＮＰＯの数も非常に多い

が、この背景には、制度の違いがあるように思う。

アメリカだけでなく日本においても、ＮＰＯを支

えている制度は、法人制度と税制度であると考え

られる。アメリカでは、法人制度は州ごとに定め

られているので、ＮＰＯの法人格を取得するために

はまず州政府に申請をする。この法人化の手続き

は簡単で、数百ドルの手数料を払い届出をするだ

けで法人格を得ることができる。認められた後は、

続いて税優遇措置を認めてもらう手続きに移って

いく。アメリカでは、「第５０１条（ｃ）-３」という

カテゴリーがあり、この許可を受けた団体をＮＰＯ

とするのが一般的だそうだ。許可されたＮＰＯの事

業はほとんどが非課税となり、またそこに寄付を

した人々も課税所得から控除されるので、アメリ

カにおけるＮＰＯへの寄付が多いのも、こういった

税金が安くなる仕組みがあるからなのかもしれな

い。私たちが訪れたＮＰＯの収入部分を見ても、

寄付金額の占める割合が大きいのに大変驚いた。

日本では、普段から寄付をするということが日常

生活において定着していないが、アメリカでは寄

付をするということにあまりためらいはない。寄

付をするという行為が、そもそも自分たちの寄付

金がまちづくりに役立ってほしい、自分も何かに

貢献したいという思いからきているように感じた。

寄付のことについてもそうであるが、まちづく

りに対する意識の違いにも日本との差を感じた。

訪問したシアトルには、市民に広く利用されてい

るマッチング・ファンドという取り組みがある

が、これには、市が市民へ助成金を出すという考

えではなく、根底には市が市民へまちづくりのた

めに投資するという考えがあるようだ。まず、市

民がまちをよくするためには今どのような活動が

必要なのかを考え、そして率先してまちづくりを

行っていくというものは、まさに市民参加型のま

ちづくりといえるものであろう。

シアトル市ネイバーフッド局にて
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３．財源課題
ＮＰＯにとって、組織を運営していくために財

源を確保することは重要な課題である。規模によ

り大小はあるが、それぞれが工夫を凝らし様々な

資金調達を行っている。調達方法は数多くありこ

こではその一部を紹介することにする。

アメリカにある興味深い調達方法のひとつに

ＢＩＤ（ＢｕｓｉｎｅｓｓＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔＤｉｓｔｒｉｃｔ）というも

のがある。指定した区域のビジネスオーナーや不

動産所有者から負担金を徴収し、その区画内にお

ける事業活性化を図るためにつくられたものであ

る。これは、中心市街地活性化を目的とした施策

であるため、ダウンタウンなどで見られることが

多く、まちづくりを主としたＮＰＯが主体となっ

て取り組んでいる。今回訪問したＮＰＯでは、シ

アトルのＤＳＡ（ＤｏｗｎｔｏｗｎＳｅａｔｔｌｅＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）

が、ダウンタウン地域でこのＢＩＤを取り入れ、市

街地の活性化を図っていた。

ＮＰＯだけでなく、アメリカの経済社会を支え

る資金源といっても過言ではない、大きな役割を

果たしていると考えられるのが寄付である。シア

トルのある地域では、寄付者に対して寄付者の名

前を歩道の敷石に入れるといった工夫を行ってい

た。先にも述べたが、アメリカでは企業はもちろ

んのこと個人に対しても寄付に対する税控除があ

るため、寄付が盛んに行われている。市民からの

寄付に加え企業などからの大口の寄付は、ＮＰＯ

にとっては非常に大きな財源となっているのであ

る。日本においても、ＮＰＯ法が成立したが、寄

付の税制の対象になるには要件が難しくほとんど

のＮＰＯが利用できないというのが現状だ。この

税制面の遅れが日本におけるＮＰＯの発展を妨げ

ている要因のひとつになっているような感がある。

また、ＮＰＯは様々なイベントを開催し、それ

らのイベントの収益を運営財源にあてている。た

だし、ほとんどのＮＰＯにおいては、イベント開

催は収益を上げることではなく、人々に自分たち

の活動をより広く知ってもらうことを最大の目的

として行っている。

その他にも、ＮＰＯの中には、組織の会員から

会費を集めているところもあり、これも大きな財

源となっている。自治体からの助成金もあるが、

これについてはほぼＮＰＯ全体が国や州、市など

から受けている。

ＤＳＡのディルマン氏による財源の説明

４．おわりに
最近では、協働という言葉を耳にすることも多

くなり根付いてきたように感じられるが、中身は

まだまだ従来の市民参加と何ら変わらず言葉だけ

が先走っているように思えてならない。今後、行

政とＮＰＯの協働をうまく機能させていくには、

行政と市民のお互いの意識改革や、更なる制度の

改革も必要となってくるに違いない。

行政は、ＮＰＯを新しい公共サービスの担い手

として重視し、対等な立場でそれぞれの特性を活

かした取り組みを行っていくことが重要であり、

また、ＮＰＯも行政に対し支援ばかりを求めるので

はなく、行政から自立した活動を展開していくべ

きである。互いに尊重し合い、活動していくこと

こそが、本来の協働のまちづくりといえるのでは

ないだろうか。

制度面においては、ＮＰＯ法の更なる改善はも

ちろんのこと、ＮＰＯの財源を強化する制度や社

会システムづくりも充実させていく必要があるだ

ろう。ＮＰＯの財政基盤は非常に弱く、いざ立ち

上げても運営がうまくいかず翌年には消えている

といった現象は少なくない。ただ、先に述べた税

優遇措置の制度を取り入れたくとも、支援する側

の行政が厳しい財政難を抱えているという問題も

あり、なかなか進まないのが現状だ。

このように、現在協働を進めていくにあたって

は課題が山積みであるが、今後の市民が主体とな

った新しい協働まちづくりに大いに期待したいと

ころだ。

私たちが目指すべき協働のまちづくりとは、相

互が自立し、尊重し合い、共通の目標に向け協力

し合って取り組んでいくことではないだろうか。
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１、はじめに

国の成り立ち、人種、宗教など、日本とアメリ

カではバックボーンが大きく異なってる。しかし、

研修を通じて学んだアメリカの制度や仕組みを、

日本のものと照らしあわせ、自分なりの視点で日

本の行政に足りない部分を考察した。以下はその

報告である。

２、行政・市民間をつなぐパイプ役の相違

日本の地域社会に目を向けると、いわゆる行政

委嘱ボランティアである民生委員児童委員や保護

司、人権擁護委員など、市民が公的な役割を担い、

防犯や福祉といった幅広い分野で活動している。

とりわけ民生委員児童委員は、大正時代の済世顧

問制度や方面委員制度を背景とし、生活保護世帯

への支援に重点が置かれていた時代と変わり、社

会情勢の変化に合わせ、現在は、独居高齢者や障

害者支援を行っている。また昨今では児童虐待や

子供の安全推進といった、児童分野の活動も増え

てきている。ところが、役割が変遷、多様化して

いるものの、構造的、組織的に大きな転換を経ず

に、今日まで至っている。民生委員児童委員はあ

くまで市民でもあるため、行政と地域住民の間に

入り対応できる範囲は限られている。これは保護

司など、他も同様であり、行政委嘱ボランティア

に頼っている日本のシステムは既に歪みが入って

おり、増大する負担が、そのまま成り手不足に直

結しているのである。一方アメリカでは、民生委

員や保護司といった制度は存在しない。行政から

市民へのダイレクトなサービス提供はあまりな

く、夜警国家とまではいわなくとも、警察や消防

など、非常に分野が限定されている。多くのサー

ビスはＮＰＯを介して市民に提供されているため、

いわば、日本の行政委嘱ボランティアの役割を多

様なＮＰＯが担っているのである。日本でも阪神

淡路大震災をきっかけに、ＮＰＯの役割や重要性

が認識され、持続可能なボランティア組織を求め

る声の高まりを受け、１９９８年に「特定非営利活動

促進法」（略称ＮＰＯ法）が成立した。しかし、認

証制をとっており、アメリカの届出制と比べると

まだまだ設立の敷居が高い。そして何よりもアメ

リカではＮＰＯを不可欠の社会構成要素ととらえ

られているため、法的にも財源的にも行政や企業

からの援助が厚いのである。

３、シアトル、サンフランシスコの実例

〔シアトル〕

ホームレスを支援するＮＰＯもたくさんあり、

仕事の斡旋や、生活援助の為の寄付金を収集する

事業を行うＮＰＯなど数多く存在する。なかでも

視察したＮＰＯ「ダウンタウンシアトルアソシエ

ーション」を例に挙げると、ここではＢＩＤ（ある

地区の改善費用を受益者である地区内の不動産所

有者が負担し、その負担金を地元自治体が税金と

いう形で徴収し、直接地域の活性化に充当する制

度）の運用を行っており、その地域活性化の施策

のひとつに、その地区の清掃員として、ホームレ

スを雇用する施策を展開している。
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路上で寝るホームレス

また、マッチングファンドという市の制度（地

域づくり活動に対して、市と住民が同額の費用を

負担しあい、施策を展開するもの）では、環境や

建築などの分野ごとに多様なＮＰＯが関り、住民

と協同して地域づくり施策を展開している。

〔サンフランシスコ〕

高齢者分野において、地域住民の健康や生活状

況に合せて多様なサービスをＮＰＯが提供してい

る。視察したＮＰＯ「サンフランシスコシニアセ

ンター」では、医療にかかるまでは至らない方を

対象に、太極拳や中国語、パソコンなど、様々な

生涯学習プログラムを提供し、ＮＰＯ「オン・ロ

ック」では、医師常駐の医療面を含めた総合ケア

プログラムを提供している。また、ＮＰＯ「ノー

ス＆サウスオブマーケットアダルトデイヘルス」

では、居宅生活を望む方を対象に、会食サービス

やデイサービスを提供している。

常駐する医師（オン・ロック施設内）

つまり、自分にあったサービスを提供してくれ

るＮＰＯが、地域に重層的に存在しているのであ

る。また、ＮＰＯ間の連携も深く、上記のＮＰＯが

実施している会食サービスプログラムには、会食

サービスをメイン事業とするＮＰＯ「ミールズオ

ンウィールズ」のスタッフがそれぞれの現場に派

遣され、食事の提供を行っているのである。

会食サービスの申し込み受付をする

ＮＰＯ「ミールズ・オン・ウィールズ」のスタッフ

サンフランシスコシニアセンター施設内

４、おわりに

日本では行政が提供するサービスの対象から外

れる、いわば制度と制度の狭間におかれる方がい

る。その意味でたくさんのＮＰＯがより地域レベ

ルの活動の中に浸透することで、これらの隙間が

より埋まっていくことが可能となるであろう。民

生委員など行政委嘱ボランティアにも良い部分が

あり、個人であることから、きめ細かな対応が可

能な面がある。逆にＮＰＯは組織的な対応が可能

であり、両者の良い部分を融合することで日本の

地域社会の在り方がより良いものとなるのではな

いだろうか。地方分権が叫ばれる日本において、

市民の福祉ニーズをより反映した福祉サービスの

供給体制を作っていく役割は、行政ではなく、行

政より市民に近いＮＰＯであろう。まだまだＮＰＯ

の活躍のフィールドが狭い日本の現状を変えてい

く努力を、行政側からも財源的支援を含めて行っ

ていく必要がある。
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１．はじめに

私は今、大阪市立大学でＮＰＯについて教えて

います。私が所属している大学院は社会人の方を

対象としていて、皆さんのような行政の方々や

ＮＰＯに携わっている方が多いのですが、そうい

う人たちがブラッシュアップをして、これから新

しいキャリアを踏み出したり、現在のキャリアを

より発展させていくというような、一種のステッ

プアップのための機関です。

この大学院は２００３年に開校したのですが、ここ

へ来るまで私はずっとアメリカにおりました。

１９７７年に京都の同志社大学を卒業し、それから

すぐアメリカに行って、２００３年までは基本的にア

メリカにいたということで、振り返ってみるとけ

っこう長い時間だったのですが、その間は主とし

てＮＰＯの活動にかかわっていました。これから主

にアメリカのＮＰＯを中心に、行政とＮＰＯの関係

をお話ししていくことになるのですが、アメリカ

ではＮＰＯという用語はあまり用いません。ＮＰＯ

は和製英語のようなところがあって、アメリカで

はそれほど使うわけではありません。ヘルスケア

の団体やソーシャルワークの団体であるというよ

うに業種で言う場合が多く、Ｎｏｎ-ｐｒｏｆｉｔというこ

とを殊さら強調することは、寄附をもらうとき以

外はそれほどないと言ってもいいと思います。

そのＮＰＯが日本で特に注目されてきたのはこ

の数年です。とりわけ１９９９年にＮＰＯ法ができ、

ＮＰＯの法人化が進んできて、現在は２万５千～

６千のＮＰＯ法人が全国にあります。大阪だけで

も１５００～１６００ぐらい、あるいはそれ以上のＮＰＯ法

人があるのです。２万５千～６千という数がどん

な数かというと、財団法人と社団法人を合わせた

公益法人の数とほぼ同じです。そのぐらいのＮＰＯ

法人がこの６～７年の間にできてしまったという

ことで、かなりの数と言えるのではないかと思い

ます。

日本にそのＮＰＯのシステムを持ってくるときに

主に参考にしたのはアメリカのシステムです。ア

メリカのシステムが完全に持ってこられたわけで

はなく、かえって日本で使い勝手が悪くなった部

分もあるのですが、基本的にはアメリカの制度を

持ってきました。そのときに、私はたまたま２０年
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ほどアメリカでＮＰＯの活動をしていましたので、

その経験に基づいて、アメリカのＮＰＯに関する

制度や行政とのあり方、あるいは税制の問題、実

際の運営の仕方などを紹介する活動を行ってきま

した。

そういうことがきっかけで現在の職に就いてい

るのですが、私が日本で最初にＮＰＯを紹介した

のは１９９１年だったと記憶しています。もう１５年ぐ

らい前なのですが、そのときからＮＰＯという言

葉を聞いたことがある方は、この中にはほとんど

いらっしゃらないと思います。そのころＮＰＯと

いう言葉を使っていたのはごく一部の市民団体の

活動家や研究者にすぎず、そういう人たちがアメ

リカにはそういうシステムがあるらしい、それが

日本でも参考にならないかと考えて、東京・名古

屋・大阪で連続のシンポジウムを開催しました。

アメリカからゲストが５人ほど来て、私もその一

人として入れていただいていたのですが、そのシ

ンポジウムをきっかけに、日本にＮＰＯという言

葉が少しずつ浸透してきています。

ＮＰＯということばが日本で広がる一番大きな

きっかけは、阪神・淡路大震災だと思うのですが、

あの当時はボランティアがキーワードでした。つ

まり、阪神・淡路大震災のときには非常に多くの

方々がボランティアとして被災地に入ってこられ

たのですが、ではボランティアの人たちに何をや

ってもらうのかということで、だれかがボランテ

ィアの受け皿となって、ボランティアに仕事を与

えるような活動をする人たちがいなければいけま

せん。それを役職で言えば当時のボランティア・

コーディネーターとなるのでしょうが、ボランテ

ィア・コーディネーターは基本的に個人で、やは

りそのコーディネーターを抱えている団体である

ＮＰＯがなければいけないという発想につながっ

ていったのです。ですから、ＮＰＯ法は当初、ボ

ランティア支援立法のようなところがあったので

すが、それがＮＰＯ支援という形に変わって、介

護保険等の流れもあって、１９９９年からＮＰＯ法が

施行されることになりました。

２．ＮＰＯとは

ただ、ＮＰＯとは一体何ぞやというと、分かっ

たような分からないようなところがあります。こ

こにいらっしゃる方々は行政の中である程度ＮＰＯ

にかかわっておられて、一定の概念は整理してお

持ちだとは思うのですが、一応ＮＰＯに関する幾

つかのキーワードがありますので、そのキーワー

ドを通じて、ＮＰＯとはどういう概念なのかをご

理解いただけたらと思います。

ＮＰＯという言葉の前に、ＮＧＯという言葉があ

りました。この言葉は、１９８０年代から聞かれてい

ると思います。もちろんまだ小さくて知らなかっ

たという人もいらっしゃるかもしれませんが、８０

年代に学生以上の人であれば、ＮＧＯという言葉

をどこかで耳にしたり、新聞で見ることがあった

と思うのです。それがなぜかここ数年、ＮＧＯと

いう言葉も残ってはいるけれども、そんなに顕著

な言葉ではなくなって、いつの間にかＮＰＯに変

わりました。では、ＧとＰでどう違うのでしょう

か。

ご存じの方も多いかもしれませんが、もともと

ＮＧＯという言葉は国連の用語です。国際連合は

日本やアメリカ、中国、その他もろもろ百数十の

国が集まって、国際的な課題について話し合った

り行動するための機関ですけれども、その国連は

「ＵｎｉｔｅｄＮａｔｉｏｎｓ」ということで、国の連合組織

です。連合組織という言い方がいいかどうかは分

かりませんが、ユナイテッド、つまり一緒になっ

た組織ですから、それぞれの国が国の代表を送っ

て議論をする場であるという考え方が基本になっ

ています。ただ、現在の社会で、国が話し合いを

しただけで物事がきっちり終わるのかというと、

国にはそれぞれエゴ、あるいは国益があって、や

はり国だけの話し合いで国際関係のいろいろな問

題や世界的に見た地域の問題等が解決できるのか

と疑問視されたときに、重要な役割を果たすので

はないかと考えられたのが民間の団体です。それ

がＮＧＯ（Ｎｏｎ-ＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔａｌＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）とい

うことで、国連の中で認可を受けて、国連認定の
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ＮＧＯというものが最初にあったのです。

ところが、しばらくすると、皆さんのご記憶の

中で言えば、北京の女性会議や京都の環境会議な

ど、国として議論をする公式の国連の会議と同時

に、民間が話し合う会議が開かれるようになりま

す。それはＮＧＯ会議といわれているのですが、

そのＮＧＯ会議には国連が認定したＮＧＯだけでは

なく、地域や国内でいろいろな活動をしているよ

うな団体がＮＧＯと名乗りながら一緒に議論をし

て、そこでまとめたものを国や国連に提出すると

いう役割を持つようになったのです。

そこで、もともと国連の中で、国で話し合うに

とどまらず民間の声を入れていく、つまり、国連

のオブザーバー的な形で働きかけをする機関とし

てのＮＧＯという意味から、民間で様々な活動を

している団体一般がＮＧＯだというように認識が

広がってきたのです。そのような言葉の広がりは

往々にしてあるわけで、限定されていた意味がだ

んだんに広がっていくということです。

そうやってＮＧＯという言葉が出てきたのです

が、では民間の営利団体、つまり株式会社などは

普通ＮＧＯとはいいませんし、ＮＧＯ会議の中に入

ってくるわけではありませんから、そういう意味

ではＮＧＯでよかったのではないか、なぜ十数年

前から、あるいは阪神・淡路大震災のあたりから

特にＮＰＯという言葉を使うようになったのかと

いうことについては、基本的に二つの理由があり

ます。

一つは、日本でできたＮＰＯ法の骨子でもある

のですが、法人格の問題です。今ではＮＰＯイコ

ールＮＰＯ法人のような意味合いで捉えられてい

ることが多いと思うのですが、ＮＰＯ法ができる

までは、普通の市民活動をしている人たちが法人

格を取るのはなかなか難しいことでした。社団法

人や財団法人といったいわゆる公益法人になろう

とすると、財団法人になるにはかなりのお金がな

ければいけませんし、社団法人になるにはかなり

の会員がそもそもなければいけません。なぜかと

言えば、もともと財団法人は、例えば５億、１０億、

１００億、１０００億といったように多額の資金があっ

て、その資金をどうにかして運用したい、そうす

ると運用主体が必要だということで、資金を管

理・運営するための組織としてあるのです。もう

一つの社団法人も、いろいろな共通の課題を持っ

た人たちがいて、その人たちをまとめて一つのボ

イス（声）にしていくための機関としてあるもの

です。しかし、地域で子育てをしているとか高齢

者を介護している、あるいは環境問題に取り組ん

でいるというような一般の市民活動をしている団

体は、財政的なベースもなければ、人的なベース

も必ずしもあるわけではありません。そうすると、

なかなか財団法人や社団法人にはなれません。で

は、しょうがないから株式会社になろうか、有限

会社になろうかということで、実際、株式会社や

有限会社になったところも少なくないのです。株

式会社になった例としては、リサイクル運動市民

の会や環境関係の大地の友、有限会社になった例

としては、高齢者や障害者のケアをしている団体

などがあります。

では、なぜわざわざ法人格が必要なのでしょう

か。法人格などなくてもいいじゃないかと考えら

れる方もいると思うのですが、そのときには主に

２点について議論されていました。まず一つは、

組織の連続性を保つうえで、法人格があった方が

やりやすいということです。例えば、オフィスを

借りるには名義が必要です。そのときに、その団

体の名前で借りられるのか、代表者個人の名前で

借りることになるのかということになるのです。

代表者の名前で借りると、代表者が替わるたびに

名義の変更をしなければいけないということが現

実的に出てきます。あるいは電話を引くとか何か

の機器をリースするというような場合も個人の名

義でやらなければならず、その個人がいなくなっ

たらどうなるのかということが出てくるのです。

実際に、私がアメリカで作っていた団体が東京

に小さなオフィスを設けたときに、電話を引きた

いと思ったのですが、いわゆる任意団体ですから

団体としては引けないということで、日本で活動
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してくれていた人の個人名義でやったところ、し

ばらくしたらその彼はアメリカに行ってしまいま

した。そこで、その電話を別の所に住所が移った

から移したいということになると、その人はもう

アメリカにいるので名義変更がすごく面倒で、な

かなかできませんでした。とりあえず所在が分か

ればまだいいですが、所在が分からない場合には、

現実的に変更ができるのかどうかという問題も出

てきます。それが団体の名義であれば問題なく移

すことができるのですが、個人としてそれをやら

なければいけないということになるとなかなか不

便があるということです。

もう一つは、ライアビリティ（責任）の問題で

す。これはアメリカでＮＰＯを考えるときには一

番大きな要素の一つなのですが、法人化をして何

かにかかわった場合には、原則としてその法人の

責任になります。例えば介護のケアをしていて、

その過程で誤って高齢者の人を落としてけがをさ

せてしまった。その責任をだれが負うのかといっ

た場合に、ＮＰＯ法人○○、あるいは株式会社○

○であれば、そのＮＰＯなり株式会社が責任を負

うことになります。それに対して任意団体でやっ

ていた場合には、その代表の個人が責任を負わさ

れるかもしれないという問題が出てくるのです。

あるいは、大抵のＮＰＯはお金がないのですが、

仮にある団体にお金が結構貯まっていたとしま

す。でも、その団体が法人でなければ団体として

の口座は作れませんから、結局、個人の名義にな

らざるをえません。その個人の方が仮に亡くなっ

て、遺族がそのお金を要求したらどうなるかとい

うようなことが、現実的な問題としてあるのです。

１９８０年代ぐらいまで、日本の市民活動はほとん

どアドボカシー的な色彩が強く、お金を扱うよう

なことにはそんなに意識がありませんでした。大

体朝９時から夕方５時まで働いて、夕方の６時か

ら夜中の１２時まで活動するような人が多かったの

で、別にオフィスがあるわけでなく、特に資金が

あるわけでもないというレベルで、今言ったよう

な問題をイメージする人はいなかったのかもしれ

ません。ところが、９０年代に入ってきて、「市民

運動から市民活動へ」という言い方を当時はよく

されましたけれども、さらに活動から事業へと展

開してきました。そうすると、単純に言えば、運

動のレベルでは、例えば託児所を造れとか高齢者

のデイ・ケアを造れと役所へ言いに行くという話

です。ところが、託児所はなかなか予算の問題も

あってできないということになると、では自分達

で託児所を開こう、あるいは高齢者の介護を自分

たちでやっていこうというように、活動や事業と

いう形で発展していくと、お金や事業に絡む責任

の問題が出てきます。そこで、どうしても法人と

いう形でかかわる人たちの保護を一定程度する、

また、法人として責任を明確にすることによって、

利用者に対しての責任をきちんと果たさなくては

いけないという要請が基本的にはあったのです。

そういうこともあって、ＮＰＯの法人格がぜひ必

要だということが出てきました。

もう一つはお金の問題で、より具体的な言い方

をすると税制の問題です。寄附を集めたい、とこ

ろが寄附を集めるにも税制優遇がないと集まりに

くい。これは一面真理で、一面真理ではない部分

があるのですが、とにかくそういう主張があって、

ＮＰＯ法人となることによって寄附税制の恩恵を

受けたい、それによってＮＰＯがそれなりの活動

をできる財政的な基盤を作りたいという意味合い

があったのです。

そうした法人格の問題と税制の問題は、ＮＧＯ

ということを議論している間には特に浮かび上が

ってきませんでした。ところが、いわゆるＮＧＯ

を含めて、８０年代から広がってきた市民活動や市

民事業といわれるものの延長として、かなり事業

性の高い活動を行う民間団体が出てくると、その

主体である人達が法人格を求めたり、あるいは活

動資金のための税制優遇を求めたりということ

で、ある程度、物の流れとして必然性があるわけ

ですが、そういう大きな流れがあって、ＮＰＯと

いう言葉が新しく出てきたのだと思います。

ですから、ＮＧＯとＮＰＯを比べると、ＮＧＯのほ
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うが多分広い概念になるでしょう。民間の非営利

的な活動をする団体全般であって、それに対して

ＮＰＯは主として法人格や税制ということを考え

て、ほとんどが実際に法人格を持ちながら活動し

ている団体と言えるのではないかと思います。

今、ＮＰＯやＮＧＯの違いや、その言葉がどう出

てきたのかをお話ししましたけれども、ＮＰＯと

はＮｏｎ-ｐｒｏｆｉｔＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎの略称です。では、

Ｎｏｎ-ｐｒｏｆｉｔとはどういうことでしょうか。普通は

「非営利」と訳すのですけれども、それはどうい

うことなのかというと、多くの方々はお金もうけ

をしない団体だと思っています。多くの団体はお

金もうけをしないのではなく、できないのが実態

なのですが、それは別としても、非営利とはお金

を儲けてはいけないということではなく、「非配

分の原則」という言い方をしていますが、儲かっ

たお金を配分してはいけないということです。

一般の会社組織を考えていただくと、会社には

株主がいて、その株主の意見を代弁する形で活動

するはずの取締役がいます。そういう人達は、利

益が上がれば配当を受けるなり給料を上げてもら

うということになります。これが配分に当たるの

ですが、ＮＰＯの場合は基本的な運営主体である

理事会の理事、あるいは法律用語でいう社員（一

般的な言い方では会員）が配分を受けないという

ことなのです。例えば赤十字も非営利団体ですか

ら、それを構成する理事、名前が理事になってい

るか評議員になっているかはよく知りませんが、

そういう人達は配分を受けないのです。仮に、赤

十字が非常にもうかってお金が余ったとしても、

それを組織の構成員に分配してはいけないという

ことなのです。

では、それによって一体どういう意味があるの

でしょうか。営利法人の場合は、利益を上げた場

合、その団体を構成する人、あるいはその団体の

意思決定を行う人たちが少なくともその一部を自

分たちの利益とすることができますので、その人

たちは第一義的に利益を上げることを考えます。

それに対して、非営利組織の場合は、利益が上が

ってもそれを自分達の手元に入れることはできま

せんから、利益を考えるよりも、ＮＰＯの経営で

よく言われるミッション、団体が何のためにある

のかということを優先します。例えば高齢者の介

護をする場合でも、いろいろな介護の仕方があり、

いろいろな高齢者の状況があって、非常に利益の

高い介護のパターンもあれば、そうではなく、持

ち出さなくてはいけないような介護のパターンも

あります。そうした場合に、営利会社であれば当

然儲かる方の介護をするのですが、非営利組織で

あれば、むしろそのミッションに従って儲からな

い方をどうやってやるのかを考えていくというこ

とで、そのためにも関係者が事業の中から上がっ

た収益を受けないという前提が必要だという考え

方に立っているのです。そういう点で、利益の非

配分ということはＮＰＯにとって非常に大きなキ

ーになっています。

ＮＰＯは多くの場合、ＰｕｂｌｉｃＢｅｎｅｆｉｔＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ

だと思われています。ＰｕｂｌｉｃＢｅｎｅｆｉｔとは公益と

いうことで、日本では皆さんのような行政がやる

ことが公益で、民間人のやることは公益活動では

ないという考え方が結構強くあったのですが、

ＮＰＯに関して公益を語るときには「クラスに対

するサービス」という概念が公益の意味だと一般

的に認識されています。

ではクラスとは何かというと、小学校や中学校

のクラスではなく、特定の属性を持った人たちの

集団のことをいいます。例えば一番分かりやすい

のは、女性というクラスと男性というクラスです。
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あるいは、年齢が３９まで、あるいは４０歳以上など、

どこで区切ってもかまいませんが、そういうグル

ープとして分けた集団のことです。ＮＰＯでは女

性に何かをする団体や男性に対してサービスを提

供する団体、３５歳以下の人たちを対象にして事業

を行う団体などという意味合いで、そうしたクラ

スに対してのサービスを公益といいます。クラス

はどんどん狭めていくことができるのですけれど

も、例えば、ここにいる４０歳以上の男性で、視力

が一定のレベル以下の人たちに対して視力回復の

プログラムをやるといった場合には、一つのクラ

スの人たちを対象にしたプログラムになるのです。

クラスに対立する言葉は何かというと、基本的

には個人になります。ＮＰＯは特定個人に対して

サービスをする組織ではないのです。ですから、

分かりやすい言い方をすると、自分の家の隣２～

３軒先におじいさんなりおばあさんが独りで住ん

でいて、どうも独りで寝たきりのような感じで、

食事を取っているのか取っていないのか分からな

い、それではかわいそうだということで、その人

に周りの人たちが１週間に一回ずつ食事を持って

いってあげるとします。これは非営利の活動と言

ってかまわないと思うのですが、では公益なのか

と言うとそうではなく、特定個人に対するサービ

スです。例えば大手町３丁目に住んでいる高齢者

の方々に対するサービスを行っていて、そこにた

またまＡさんという高齢者がいて、その人もサー

ビスを受ける一人であったということならクラス

に対するサービスという概念になるのですが、大

手町３丁目に住んでいるＡさんという特定の人に

対するサービスでは公益とは見なされないという

ことです。

ここでは、だれがやるかによって決まるのでは

なく、だれを対象にしてやるのかで決まってくる

ということを指摘しておきたいと思います。

３．アメリカにおけるＮＰＯ活動の状況

次に、ＮＰＯがどう発展してきたか、あるいは

どんな状態になっているのかについてお話しした

いと思います。

アメリカという国は、皆さんご存じのように歴

史的には比較的新しく、独立して二百数十年、コ

ロンブスが行って５００年ちょっとという国です。

もちろんその前に先住民がいたのですが、その人

たちには国という概念が必ずしもあったわけでは

ないので、いわゆる近代のヨーロッパからの入植

者以降の歴史がアメリカの歴史と言われることが

多いのですが、そのアメリカの歴史の中で重要な

ことの一つは、民間の活動、別の言い方をすると

ＮＰＯの活動が非常に活発であるということです。

その理由を説明するときにしばしばいわれるの

は、アメリカは国よりも先に入植者がいて、入植

者自身がコミュニティを作って相互扶助的な活動

をしていたということです。それは事実なのです

が、ただ、あまりそのことを強調してしまうと、

ＮＰＯはアメリカという歴史の特性の中から出て

きたという話になってしまいます。そうすると、

ほかの国ではＮＰＯ的なものは歴史的に言っても

できないのではないか、あるいはできにくいので

はないかという話になると思うのですが、必ずし

もそうではなく、日本でもこれまでコミュニティ

が結構機能していました。

私はもともと東京で生まれ育って、大学の時だ

け京都へ行き、それからアメリカへ行って、つい

最近こちらへ戻ってきたのですが、東京にいても、

オリンピックの頃までは結構コミュニティという

ものが機能していたと思います。単純に言うと、

隣近所のつきあいがあったり、相互の扶助があっ

たり、それを活動と思っているかどうかは別です

が、そういう仕組みが結構存在していました。私

は大阪の歴史を知っているわけではないのです

が、大阪のあちこちに架かっている橋も、民間の

人達が造ったものがほとんどだと聞いています。

そのように自分達が直面している課題に対して民

間が何かやっていこうということは、何もアメリ

カ特有のことではなく、幾らでもあったことでは

ないでしょうか。

日本の場合は、明治以降の中央集権化や戦後の
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復興の過程において国中心に物事が動いてきて、

地方行政は一つの主導的な役割を持って国を引っ

張っていったという関係もあって、自治体は何で

もやるというイメージを作られてきたのではない

かと思います。そういうものに比べれば、アメリ

カはもともと近代に出てきた時から自分達でやろ

うという気質が結構強くあり、同時に、植民地で

すから、政府というものをあまりいいものと思っ

ていませんでした。今でこそイギリスとアメリカ

は手を組んでいろいろなことをやっていますが、

もともとイギリスの植民地で、そこに反旗を翻し

てアメリカは独立したのですから、植民者にとっ

てみると国であったイギリスはよくないというこ

とで、国はあまりいいことをするものではないと

いう考え方があったのです。あるいは、アメリカ

に行った人の中にはヨーロッパで宗教的な迫害を

受けた人達が非常に多いので、そういう経緯から

も、あまり国というものを信用せず、自分達で何

かやっていこうという意思が強かったことは確か

だと思います。

歴史的には、アメリカで一番最初のＮＰＯはハ

ーバード大学だと言われています。「あれは大学

でしょう」と思われるかもしれませんが、日本に

は学校法人があり、社会福祉法人があり、医療法

人があり、宗教法人があり、そのほか公益法人も

含めていろいろな法人の形があって、その後に

ＮＰＯ法人が出てきたのですが、アメリカの場合

はこれらを含めたＮＰＯ法人という制度がありま

すから、学校法人も医療法人も宗教法人もみんな

ＮＰＯに入っているのです。ですから、ＮＰＯは数

字上ではすごく大きなセクターになるのですが、

それは別としても、我々が通念的に思うところの

ＮＰＯではないハーバード大学が最初のＮＰＯだと

いうことです。

歴史的に見ていくと、２０世紀に入る前はソーシ

ャル・ゴスペルということで、大富豪になったカ

ーネギーやスタンフォードというような人たちが

手にした大きな富を、必ずしも自分のためだけで

はなく、社会のために使っていました。今流で言

えばフィランソロピー（社会貢献）という言葉に

なるのかもしれませんが、そうしたビジネスで成

功した人達がお金を出していくという習慣は、結

構昔から存在していました。

そういうものを後押しする形で、２０世紀に入っ

てから、ＮＰＯに寄附した場合、個人の所得税か

らの控除、あるいは法人、要するに会社の所得税

からの控除ができる仕組みが広がってきました。

この控除があるかないかは、あまりお金がなくて

寄附する額が少ない人にはほとんど関係ないので

すが、大口の寄附をする人達にとってはものすご

い影響を持ちます。

控除について誤解があるかもしれませんのでち

ょっと補足しておきますと、これは必ずしも

１００％控除ではありません。例えば所得が５００万

円あって１００万円寄附をすると、税率が２０％だと

すると本来１００万円の税金を取られていたものを、

すでに１００万円寄付したために税金は不要という

ことではないのです。普通、控除とは課税所得が

減るという考えで、同じように５００万円の所得が

あって１００万円寄附をすると、課税所得が４００万円

になるということです。課税率が仮に同じ２０％だ

とすれば、５００万円に対しての税金は１００万円、

４００万円に対する税金は８０万円ということです。

税率は普通変わるはずですが、変わらないと仮定

した場合には、寄附をしなかった場合、その人は

５００万円のうち１００万円だけ税金に持っていかれ

て、手元に４００万円残ります。それに対して、寄

附を１００万円した場合は４００万円に課税されること

になって、８０万円を税金に取られてしまいます。

合わせて１８０万円が自分の手元からなくなるとい

うことで、手元に残るお金は３２０万円です。では

どうするのが一番自分にとって得かというと、寄

附をしないほうが得なのです。ですから、寄附を

することが得になるわけではない制度ではあるの

ですが、一般的に１００万円を寄附した場合、税の

控除が認められない場合は贈与税のような形でさ

らに課税される場合があって、５００万円の所得で

はなく、６００万円の所得があったような見なし方

119



をされると、１２０万円というとんでもない額の税

金がかかってしまうこともありますので、寄附の

控除があるかないかは結構大きなポイントになっ

てきます。

アメリカでは、個人の所得税の控除が１９１０年代

に、そして企業の法人税の控除が１９３０年代に認め

られるようになってきました。それに伴って個人

の寄附が増え、また、企業が助成財団を作って

ＮＰＯに寄附をするという活動が広がっていった

ということが、歴史的に見ると明らかになってい

ます。

そうした中で徐々にＮＰＯが広がっていったの

ですが、非常に大きなきっかけになったのは、や

はり１９６０年代の出来事だと思います。１９６０年代の

アメリカにはいろいろな社会的な変化があったの

です。ベトナム戦争に対する反戦運動や環境保護

の運動、女性の解放運動など、いろいろな社会運

動が活発になっていったというところが一方であ

り、同時に、１９６０年代にケネディが暗殺されて、

そのあとにジョンソンが大統領になって、「『偉大

な社会』計画」というものを出しました。Ｇｒｅａｔ

Ｓｏｃｉｅｔｙという言い方をしますけれども、そうい

う計画を出して、社会のいろいろな貧困の問題に

対応していくという政府の姿勢を示し、そのため

に政府が多くの予算を投入していこうという考え

を打ち出したのです。そして、それは政府が直接

やるのではなく、ＮＰＯに資金を出して、その

ＮＰＯに問題解決の主体を担ってもらおうという

考え方がありました。

なぜそのような考え方になったのかというと、

民間団体は、問題は認識しているわけで、それに

対して政府が何もやらないという批判をしてきた

のであって、そこにお金を出すことによって民間

の政府に対する批判的な勢力を和らげようという

発想もあったことは確かです。そうした形で

１９６０年代からアメリカはいわゆる大きな政府の

時代に入っていって、１９６０年代、１９７０年代にアメ

リカのＮＰＯは急速に膨らんでいきました。

その流れが急に変わったのは１９８０年代です。レ

ーガン大統領が１９８０年代に就任し、何をやったか

というと、赤字を削減するためという名目で、い

わゆるカットバックをしていったのです。レーガ

ノミックスといわれていますが、社会福祉を中心

として政府の予算を大幅に削減していきました。

ＮＰＯは１９６０年代、１９７０年代に行政からの資金に

依存するような体質になっているところが結構あ

ったため、政府のお金がカットされることによっ

て、どんどんつぶれていってしまうという状態が

生まれました。

当然、それに対する批判もあったのですが、

ＮＰＯはその時、政府に依存する体質を変えてい

こうという対応をしました。日本でも、今ＮＰＯ

が広がってきている背景には、やはり多くの資金

が行政から出ているということがあります。行政

から一定のお金が出るということは世界的に見て

も異常な状態ではなく、むしろ普通なのですが、

ただ行政の補助や委託に依存するだけの体質が生

まれてしまうとやはり問題で、これは何もＮＰＯ

だけに限ったことではないのですが、こういうこ

とはどこの国でも起こりえます。アメリカの８０年

代はそういう状況だったかどうかは別としても、

レーガンがカットバックをしていったことによっ

て、ＮＰＯはできるよりも潰れる方が多くなると

いう状態が数年間続いたのです。

それに対して、ＮＰＯは自分でお金を作るには

どうしたらいいかということで、自主事業の開発

と、寄附を増やす努力、それから、いわゆる財源

の多様化ということで、同じ政府の資金であって

も一つの機関から全部もらうのではなく、幾つか

のところから複合的にもらうことによって、一つ

の機関への依存度を下げていこうということをし

ました。そうしてＮＰＯが財政的に大きく特定の

政府機関に依存しないでやっていけるような形を

作っていこうと努めたのです。

その結果、現在では表１のようなＮＰＯの数に

なっています。

これは１９９６年と２００４年の比較なのですが、

ＮＰＯ全体では１９９６年には１０８万団体だったのに対
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して２００４年では１３９万と、この間に約３０％増えま

した。アメリカのＮＰＯにはいろいろなタイプが

あって、「５０１（ｃ）（３）公益慈善団体」とある

のが我々が狭い意味で使っているところのＮＰＯ

なのですが、ここだけで見ても１９９６年に５３万、

２００４年に８２万となっています。

この公益慈善団体とは何かというと、いわゆる

クラスに対してのサービスをやっている純然たる

公益型のＮＰＯです。それに対して、「５０１（ｃ）

（３）民間助成財団」とは、ＮＰＯに資金を提供す

るためのＮＰＯです。日本で言うと、例えばトヨ

タ財団や庭野平和財団、サントリー文化財団など、

ほんの数百しかないのではないかと思いますが、

アメリカでは１９９６年の段階で５万８千、２００４年の

段階では１０万以上ありました。

「５０１（ｃ）（３）団体」は、税制上、寄附控除

と事業に対する非課税という二つの特典を持って

います。寄附控除とは、先ほど言ったように寄附

をした人が控除できるわけです。事業に対する非

課税とは、事業で上がった収益を翌年に繰り越す

場合に税金がかからないということです。これが

結構重要な点なのです。日本の今のＮＰＯ法人に

は、ほとんどそういうシステムはないので課税さ

れ、さらに消費税を取られるのですが、アメリカ

のＮＰＯは基本的に消費税を払いませ

んし、また寄附の控除だけではなく、

事業に対する非課税がありますから、

収益が上がった場合にもそれを翌年

に繰り越して事業に再投資できます。

そのほかに「その他の５０１（ｃ）団

体」として市民運動団体や友愛・互

恵団体、商工会議所などがあります。

市民運動団体とは、いわゆるロビー

イング、政府に対していろいろな働

きかけをしていくような活動を主に

やっている団体のことで、２００４年の

段階で１２万近くありました。友愛団

体や商工会議所、労働・農業団体な

どは共益型のＮＰＯといわれています。

ＮＰＯを大きく分けると公益型と共益型があって、

公益はＰｕｂｌｉｃＢｅｎｅｆｉｔ、共益はＭｕｔｕａｌＢｅｎｅｆｉｔにな

りますが、ＭｕｔｕａｌＢｅｎｅｆｉｔの方の団体です。つま

り、商工会議所や労働組合などは同業者が集まっ

て同業者の活動を促進させようという組織ですの

で、これらの団体については寄附控除はありませ

ん。事業に対する非課税はありますが、寄附控除

はないという違いがあります。

表１を見てお分かりのように、アメリカのＮＰＯ

では「５０１（ｃ）（３）公益慈善団体」が圧倒的多

数を占めています。こうした多くのＮＰＯが今ア

メリカで活動しているのですが、ここ１０年だけを

見ても３割近く増加しているということで、かな

りの変化があるということがご理解いただけるの

ではないかと思います。

表２は２００４年の公益慈善団体の数で、事業分野

別にＡからＺまで分類されています。日本では、

ＮＰＯ法人になる時に今だと１７分野の中からどの

活動をするのか事前に所管庁に示さなければいけ

ませんので、そこで示したものを数字として内閣

府などが発表しています。アメリカの場合、そう

いうはっきりしたものはありませんので、民間団

体がＮＴＥＥコードというものを作って分類してい

ます。その分類に従うと、多いのは芸術・文化・
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表１ アメリカのＮＰＯの団体数（１９９６－２００４年）

出典：IRS Business Master File 12/2004 (National Center for
Charitable Statistics at the Urban Institute による修正付).

http://nccsdataweb.urban.org/PubApps/profile1.php?state=US
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表２ ２００４年のアメリカの公益慈善団体の数

出典: IRS Business Master File 12/2004 (National Center for Charitable Statistics at the Urban Institut
の修正付http://nccsdataweb.urban.org/PubApps/profileDrillDown.php?state=US&rpt=PC

（注）「財務報告」とは、内国歳入庁に財務報告を行っている団体の数。収入、資産の単位は、ドル。



人文や教育、健康、それから住宅・シェルター、

レクリエーション・スポーツ・レジャー、ヒュー

マン・サービス（社会福祉）、地域改善、ボラン

ティア・助成、宗教・精神といったところです。

これでアメリカのＮＰＯがどういう業種に集中し

ているのかというおおよその概念はつかんでいた

だけるのではないかと思います。

次に、アメリカのＮＰＯ、企業、行政の被雇用

者数を示した表３を見てください。これは１９７７年

から２００１年までの間で、各セクターでどういう雇

用形態の変化があったのかを示した数字です。こ

の数字を見ていくと、圧倒的に大きいのは企業で、

６１３０万から９８４０万に増えています。行政も１５１０

万から２０９０万と一定程度増えていますが、こちら

はそんなに顕著な増え方ではありません。それに

対して、ＮＰＯの増え方はかなり大きくなってい

ます。

大体の傾向で見ますと、この期間を通して行政

とＮＰＯを足すと全体の４分の１ぐらいを占めて

います。ただ、１９７７年には行政が２０％、ＮＰＯが

５％ぐらいだったのですが、今は行政が１５％、

ＮＰＯが１０％ぐらいの割合に変わってきています。

これはどういうことを意味しているかというと、

社会的に必要とされるサービスがあって、それに

対して社会として投入しなければいけない労働力

も大体固定的なのに対して、それを実施する主体

が行政からＮＰＯにシフトしているというような

関係があるということです。

４．協働とは

以上のような状況を踏まえて、今

日の主題である「行政とＮＰＯの協働」

に入っていきたいと思いますが、ま

ず、協働とは何ぞやということがあ

ると思います。パートナーシップと

いうことで、最近日本ではコラボレ

ーションという言い方をする場合が

多いのですが、基本的にはパートナ

ーシップもコラボレーションも同じ

ような意味合いで、相互を入れ替え

て使うことが多いので、特別違う概

念と考える必要はないと思います。

いずれにしても何らかの概念を定義

しておかないとこれからの議論が進

みませんので、まず概念を提起した

いと思います。

資料の「ＮＰＯと行政のパートナー

シップの概念図」を見ていただくと、

ある程度分かりやすいと思うのです

が、パートナーシップを組む場合、

一般的には三つのポイントがありま

す。一つ目は非同一性、つまり、違

うものがパートナーになるというこ

と。二つ目は基本的に対等な関係で
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表３　アメリカのＮＰＯ、企業、行政の被雇用者数（１９７７－２００１年）

出典："Nonprofit Almanac: Facts and Finding", Independent
Sector

（注）被雇用者数の単位は、10万人。

ＮＰＯと行政のパートナーシプの概念図



あるということ。三つ目は時限的な関係であると

いうことです。これを行政とＮＰＯの関係に落と

し込んだときには、どういう意味合いとして理解

しうるのでしょうか。

最初の非同一性とは、何らかの違う特徴を持っ

ているものが一緒になり、それによって双方の強

みに基づいて協力と分業を行っていくという形

で、性格的相違としては一般的にＮＰＯは特定課

題を扱い、行政は全体を扱います。○○市や○○

府など、都道府県のようなところはとにかく全部

やるわけです。ＮＰＯは全部やると思っている人

たちは結構いますが、現実的には特定課題をやる

のが普通ですし、そうせざるをえないということ

があるわけで、そういう違いがあると思います。

また、経営上の違いで言うと、行政の場合は基本

的には職員が行い、財源は税金で賄われます。も

ちろん他のものが全くないわけではありません

が、基本的にはそういう経営上の構図を持ってい

ます。それに対して、ＮＰＯはもちろん職員もい

ますがプラスしてボランティアがいて、財源とし

てはやはり寄附というものがあります。このよう

に違った資金や違った人材、あるいは違った性格

を持って何らかの事業をやっていくと、そこでう

まく分業することによって、より良いものができ

るのではないかという考え方が、パートナーシッ

プの考え方の一つです。

もう一つは対等性です。ここでは、皆さんが

ＮＰＯと協働するとき、あるいはＮＰＯが行政と協

働するとき、どちらも本当に対等に思っているか

どうかはとりあえず問題ではありません。あそこ

はどうせ下請けなんだと思っている人も中にはい

るかもしれませんし、幾ら対等のつもりでもＮＰＯ

からすれば行政は偉ぶっていると思う場合もある

でしょう。それはそれでしょうがないのですが、

そういうことではなく、内容を検討した場合、相

互に支援し合う関係と相互に監視し合う関係の両

方があって、それによってＮＰＯと行政というセ

クター全体として対等性が担保されているのでは

ないかということです。

制度的側面を見ると、ＮＰＯは法人化や税制優

遇の申請をし、行政がその認証受付や認定をする

という形になります。事業的な側面では、委託も

含めて基本的には契約関係で、資金を行政が提供

し、ＮＰＯは事業を実施していくという関係にあ

るわけです。社会的な側面で言えば、行政には

ＮＰＯを監督したり規制するという機能があって、

ＮＰＯはアドボカシーという形で行政の問題を指

摘するなり、行政の適切な運営を注視するような

役割を持っています。

通常の場合、二つめの事業的な側面を見て、資

金の提供者としての行政と事業の実施者としての

ＮＰＯという関係において契約の中で対等性がい

かに担保されるかという議論が多く、そのことは

もちろん非常に重要なのですが、もう少し包括的

に考えてみると、制度的な側面や社会的な側面も

含めて考える必要があるのではないかと思ってい

ます。

３つ目の時限性とは、異なる性格の存在がパー

トナーで組むわけですから、いわゆる結婚などと

は基本的に違って、関係性が一定期間で終了する

ということです。今はアメリカでは２組に１組が

離婚していて、ずっと最後まで寄り添うというこ

とは少ないのかもしれませんが、それでも結婚の

場合はやはり時限性ではなく、連続性・終身性だ

と考えられるでしょう。それに対して、ＮＰＯと

行政のパートナーシップは完全に時限性で、特定

課題に対する事業の準備から実施、終了までの一

定の期間で関係性が終了します。

特定の課題があると、それに対してＮＰＯは事

業化を進め、事業を実施して終了します。行政は、

事業化のときにそれがいいか悪いかを判断し、事

業の実施段階においてはそれを管理・監督して、

事業が終了したら評価をしていくということで、

それが終わったら関係性は解消されるのが基本で

す。ですから、ＮＰＯと行政の関係は、１回つき

あったらずっとそのままいくということではなく

て、通常、年限が決められています。例えば日本

で最近話題になっている指定管理者制度にして
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も、普通は数年、長くても１０年等、時限が決めら

れています。

以上、まず協働の概念をある程度整理していた

だいたうえで、では実際にＮＰＯと行政の協働が

どのように行われているのかということについ

て、地域再生やまちづくりを中心にお話しさせて

いただきたいと思います。

５．アメリカにおけるＮＰＯと行政の協働

日本でもＮＰＯに事業委託する場合、最近は競

争入札のような形でＮＰＯと行政が具体的な契約

関係を持とうというパターンが広がってきていま

すが、アメリカでは基本的にＲＦＰというシステム

を使って行政とＮＰＯの関係性が規定されていま

す。このＲＦＰとはＲｅｑｕｅｓｔＦｏｒＰｒｏｐｏｓａｌ、つまり

申請の依頼というような意味合いです。

行政がやるのは特定の地域などの課題を全体的

に把握していくことです。例えば、地域の高齢者

の問題に対してどういうパターンがあるかという

と、アメリカには高齢者対策の仕組みとして

ＯＡＡという法律があります。ＯＡＡとはＯｌｄｅｒ

ＡｍｅｒｉｃａｎｓＡｃｔ、つまり高齢アメリカ人法という

ような法律なのですが、この法律のもとに連邦政

府から地方、要するにカウンティ（郡）や市町村

などにお金が下りていくわけです。高齢者の場合

は主としてカウンティに下りてきますが、そのと

きにカウンティはそれぞれの地域のニーズを調査

します。

例えば私は長い間サンフランシスコの対岸にあ

るアラメダ郡にいたのですが、アラメダ郡を北

部・中部・南部・東部と分けます。分ける理由は

それぞれ地域的な特徴があるからですが、その地

域のニーズを行政として調査・研究をして把握す

るのです。例えば北部の地域では基礎的なニーズ

が高く、住宅や所得保障などが必要で、中部では

移送サービスなど介護者支援が必要であるという

ように、それぞれの地域における高齢者のニーズ

を行政側として把握する。どうやって把握するの

かというと、国勢調査等の調査プラスいろいろな

その時々の調査・研究を踏まえて行うのですが、

そこが基本的に行政の役割だということです。

それに基づいて、では必要なサービスにはどう

いうものがあるのかということで、具体的な内容

が出てきます。例えば基礎的なニーズがあるとす

ると、食事の問題があれば配食サービスや会食サ

ービス、あるいは介護者支援が必要であるならデ

イ・サービスなど、必要なサービスの内容が出て

くると、その必要なサービスに対して先ほどの

ＲＦＰというものを出して、例えば配食・会食が

できるような団体や介護サービスができる団体を

求めます。その際にはもちろん対象者は何人ぐら

いで予算的にはこのくらいのものを行政としては

考えていますというようなことを出します。

そうすると、ＮＰＯはその地域の人たちに対し

て、どういうサービス提供をすればいちばんいい

のかを考えて企画を立てます。例えば会食サービ

スであれば、対象者の方々がいちばん来やすい所

を会場にすればいいでしょうし、どうしても来に

くい所の人には配食していく必要があるというこ

とで、地域の事情を分かっている人がプランを立

てて、「１年間こういうプランでこういうコスト

でやります」ということを提示していくのです。

行政の人は、上がってきたペーパーを吟味して、

実現可能でかつ効果のあるものなのかどうかを把

握します。結局、紙の上では何とでも書けるわけ

です。単純に言えば、１日１万円で１００食出しま

すという計画では、１食が１００円になってしまい

ます。そうすると、確かに安いからいいのですが、

現実的にそのコストでできるのかどうかをきちん

と見極めるのが行政の役割です。

ここで１回整理しますと、まず行政は地域の問

題を漠然とした形のままにしておくのではなく、

地域をエリアに分けていって、各エリアのより具

体的な課題を把握し、必要なサービスを明確にし

て提示し、ＮＰＯはそれに対して具体的に予算や

方法などを企画し提示します。行政は提示された

ものが妥当かどうかを判断して、最も妥当である

ところに予算をつけて事業を実施してもらい、そ
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れを監視して評価をしていくというパターンにな

るわけです。

ですから、一見すると行政が委託先を探してい

るだけのアウトソーシングではないかとも捉えら

れるかもしれませんが、ＮＰＯとしてみれば、そ

の問題に対してよりクリエイティブでより効果的

な対策を出していくことによって、その問題に対

するよりよい解決をしていくことができるチャン

スを得られるのです。もちろんそこでは企画を提

示するＮＰＯ側の力量も問われてくるのですが、

一般的にそういうやり方でＲＦＰは動いています。

もう一つ、まちづくりや地域再生という点で最

近注目されている一つに、ＢＩＤというシステムが

あります。これは入札を意味するｂｉｄをもじって

いるのですが、正式にはＢｕｓｉｎｅｓｓＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ

Ｄｉｓｔｒｉｃｔ、商業改善地域というような意味です。

このＢＩＤは、日本でいうところの商店街の活性化

のようなイメージに非常に近いものです。

商店街の活性化をしようとした時に、商店街自

身が自主的に活性化に取り組んでいくことはもち

ろん必要でしょうが、そこに例えば５０店のお店が

あったとすると、その５０店舗がみんな一致協力す

るかというと、必ずしもそうではありません。ず

っと長くその商店街にいた人であればおつきあい

で参加するかもしれませんが、外から来た人など

を含めてみると、「自分のところは自分でやりま

すから」というところが出てくる場合が結構多い

のです。特にアメリカではその可能性が高いので

すが、その対応策として注目されているのがこの

ＢＩＤです。

どういう仕組みかというと、商店街の中に５０店

舗あれば、５０店舗で投票をして、その過半数が賛

成した場合、５０店舗みんながお金を出してそのお

金をプールし、投票で決まった事業計画に添って

事業を実施するというものです。そこにどう行政

がかかわってくるのかというと、一つには投票を

選挙管理委員会のようなところで監視します。つ

まり、公正な選挙に基づいて過半数の賛成が得ら

れたかどうかを確認するということです。そして、

もう一つの大きな役割は、お金の徴収です。アメ

リカではよく、行政の強みとして決定的なのはお

金を強制的に持ってくる力だといわれます。民間

団体の寄附は結局はお願いでしかなく、強制はで

きません。ところが、税金に関しては強制力を持

って徴収することができますから、その権限を利

用してお金を徴収するということです。先ほどの

例でいくと、５０軒のうち２０軒が反対だ、お金も出

したくないと言っても、そこからも行政がお金を

取って、それを地域の改善プランを作るＢＩＤに出

して、事業を実施してもらうということです。

では、実際にそれでどういうことをやっている

のかというと、お店のある地域のお客さんが来や

すいようにセキュリティを高めたり、清掃をする、

電気をつけるといったことが一般的です。あるい

は、町全体のカラーを作り上げていくために、い

ろいろな標識を統一的なものにしていくためにそ

の資金を投入することもあります。

非常に様々なやり方があるのですが、かなり成

功した例としていわれるのはニューヨークです。

私が初めてニューヨークに行ったのは確か１９８１年

なのですが、あのころのニューヨークは結構物騒

でした。それが、今は結構夜も歩けるところにな

っています。２０年以上前は、夜になると客はお店

の中に入れてもらえませんでした。ドアにチェー

ンがかかっていて、チェーンの外から「これを下

さい」と言ってお金を渡し、ドア越しに商品をも

らっていて、それが別におかしいと思わない世界

だったのです。ところが、今はもう店の中に入っ

ていって普通に買い物ができます。当時を知って

いると随分変わったなと思うのですが、この背景

には、ＢＩＤを作って警備の人を雇い、電灯をつけ

て明るくするというような独自のセキュリティ対

策を行ってきたということがあるのです。

ここには、先ほどＮＰＯと行政のパートナーシ

ップのあり方でお話ししたような非同一性があり

ます。ＮＰＯは、その地域のまちづくりをこうし

たらいい、地域の活性化をするためにはこうした

らいいというように、特定課題に対するプランを
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持っています。ところが、なかなかお金もなく、

全員をきちんとまとめることも大変です。一方、

行政はそれに対して税金を持ってくることができ

るということで、うまくパートナーシップを組ん

で成功している事例として挙げられるのではない

かと思います。

ＮＰＯと行政のパートナーシップのあり方には

いろいろあるので、細かいことまではご説明でき

ませんが、さまざまな創意工夫を持ったやり方が

行われています。

６．日本におけるＮＰＯと行政の協働

最後に、日本の状況を見ていきたいと思います。

日本では、先ほど申しましたように、現在２万６

千ぐらいのＮＰＯ法人が認可されています。その

活動分野に関しては、「特定非営利活動法人の活

動分野について」という資料がありますので詳し

いことは見ておいていただけたらと思いますが、

日本の場合、第１号から第１７号まで、理屈の上で

は全部やりますということも可能ですので、当然

１００％を超えた数字になっています。

日本ではＮＰＯがどんな活動に集中しているの

か、あるいは少なくともどういう活動をやろうと

しているのかというと、第１号の保健・医療また

は福祉の増進を図る活動で、割合は５７％となって

います。それから、社会教育の推進を図る活動が

４７％と、これも非常に高くなっています。また、

まちづくりも４０％、やや下がりますけれども学

術・文化・芸術またはスポーツの振興が３２％、環

境保全が２８％、国際協力が２１％ということで、結

構高い割合を示しています。さらに、子どもの健

全育成を図る活動も３９％と４割近くなっていま

す。もう一つ特徴的なのは、「前各号に掲げる活

動を行う団体の運営または活動に関する連絡・助
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特定非営利活動法人の活動分野について（２００５/１２/３１現在）
定款に記載された特定非営利活動の種類(複数回答)

（注）一つの法人が複数の活動分野の活動を行う場合があるため、合計は１００%になりません。
（注２）第１２号から第１６号までは、改正ＮＰＯ法施行日（平成１５年５月１日）以降に申請して認証された分のみが対象。
（出典）内閣府ホームページ：ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｎｐｏ-ｈｏｍｅｐａｇｅ.ｇｏ.ｊｐ/ｄａｔａ/ｂｕｎｎｙａ.ｈｔｍｌ



言または援助の活動」という第１７号が４４.７％とい

うことで、日本には自分が他のＮＰＯを支援して

いこうという意思を持っているＮＰＯが非常に多

いと言えると思います。いずれにしても、ＮＰＯ

はいろいろな領域のことをやろうとしているとい

うことが読み取れます。

日本のＮＰＯと行政の協働に関しては、昨年の

『国民生活白書』の中でかなり詳しく論じられて

います。恐らく皆さんの役所にも置いてあるので

はないかと思いますので見ていただければと思い

ますが、その中の表からは、ＮＰＯと地方公共団

体との協働の形態は事業委託が多く、地方公共団

体はＮＰＯとの協働による多様なサービスの提供

に期待しているという特徴が見られます。

ＮＰＯと地方公共団体の協働の形態を見ると、

いちばん多いのはやはり自治体からＮＰＯへの事

業委託です。ここでは、地方公共団体が都道府県

と市町村の二つに分けられていて、都道府県では
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１００％、そして市区町村でも８０％がそれを実施し

ているという回答になっています。そのほか、名

義貸しのようなことや事業の共催、情報交換、資

金援助などがあるのですが、やはり中心的には事

業の委託になっています。

では、そういうものをやっていくうえで行政は

何を期待しているのかというと、自治体だけでは

提供できない多様なサービスの提供をＮＰＯに期

待しているという回答が多くなっています。基本

的に先ほど言いました自治体とＮＰＯの役割の非

同一性、自治体は全体を押さえることはできるけ

れども、ＮＰＯのように特定課題をきちんと押さ

えるということについては必ずしも優位性がある

わけではないという意味合いにおいて、ＮＰＯと

の協働の意味を行政がこのように考えているとい

うことは、ある意味、当然というとおかしいです

が、そうあっておかしくないと思っています。

７．まとめ

もう一度ごく簡単に振り返りますと、まず、

ＮＰＯというものの意味を考えていただきたいと

いうことで、ここでは非営利とは儲けないことで

はなく、利益が上がったとしてもその団体の構成

者、理事ないし会員が配分を受けないところにあ

るという点を確認しました。そして、ＮＰＯは公

益的な活動をしているといいますが、その「公益」

とは行政と同じことをやるという意味ではなく、

いわゆるクラスに対するサービスをやっていると

いうことでした。

アメリカのＮＰＯの状況は省きますが、ＮＰＯと

行政のパートナーシップといった場合に、非同一

性・対等性・時限性という三つの中心的な概念に

基づいて考えることができます。それを具体的な

例で落とし込むと、アメリカのＢＩＤは、行政の強

みとして税金を徴収する時に一緒にお金を集め、

そのお金をＮＰＯにプールして、ＮＰＯが地域の活

性化のための具体的な事業を展開していくという

形になっています。そこではどちらが偉いとか、

どちらが上ということではなく、対等な関係があ

ると考えられ、先ほどはちょっと説明を省きまし

たが、一定の期間ごとに更新をしていくという意

味合いでの時限性もあります。

それから、ＢＩＤ以外のＲＦＰ的なものは、徐々に

日本の中での競争入札のような形で導入されてき

ていますが、そのときに重要なことは、行政とし

てそれを単に入札で競争させるということではな

く、やはりニーズの把握と提供されてきたプロポ

ーザルをきちんと検討する能力、そして、それを

実施していくに当たっての管理・監督、きちんと

した評価をできる能力を持って、両者の違いから

くる特徴を発揮しながらやっていくことが重要な

のではないかと思っています。

私からのお話はここで終わらせていただきます

が、皆さんからご意見やご質問を受けながら、も

う少し議論が深められればと思っています。どう

も長時間ありがとうございました。
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１．はじめに

私自身は兵庫県の職員ですが、関西圏の広域連

携協議会の関係で仕事をしていましたので、京都

や大阪、奈良の方々とご一緒に仕事をしていまし

た。そういう意味でも、大阪府内の方については

非常に親しく感じています。

皆様方は、海外研修プログラムの一環としてシ

アトルにいらっしゃっているということですね。

それから、個々にそれぞれ違う関心を持って来て

おられる方もあるように思います。しかし、この

研修は「行政とＮＰＯの協働」というテーマを設

けた研修になっていますので、その部分に絞って

お話をさせていただけたらと思います。

２．先進的なシアトル市

シアトル市は白人が７０％いるにもかかわらず、

非常に民主党が強い地域です。そういう意味では、

アメリカの中でも例外かもしれません。東の方に

は割と共和党支持の人たちも多いのですが、特に

人口が多いシアトル市部には、民主党系の人たち

が多いです。そういうことで、我々の感覚からす

ると、割とアメリカの中でも進んだというか、先

進的な取り組みがずっと行われている地域です。

それで皆さん方がおいでになる研修場所としてシ

アトルを選ばれたのだと思っていますが、そうい

う意味では適切な所を選ばれたのだろうと思いま

す。

３．Ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄというコミュニティ

もともとシアトルは、政治的、あるいは環境が

非常に先進的だというところがあって、取り組み

も非常に先進的なものを従来からやっています。

これは１９７０年代後半から８０年代にかけて割とそう

いう取り組みが始まっていまして、特に行政の在

り方そのものを市が考えて、行政の役割の中に住

民を取り込もうということを従前から考えてきた

のです。そのときに彼らがいちばん最初に手をつ

けたのが、市域を４２の地区に割ることでした。

４２の地区というのは、皆さん方の市町村の中で

いえば、大体小学校区ぐらいの大きさだと思いま

す。その４２のコミュニティをＮｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄと呼

んでいます。後で行かれるＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆ

Ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄｓがそれを担当する所管課になるわ

けですが、そのＮｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄという、いわゆる

住民のコミュニティ単位を設けて、そこに評議会

あるいは協議会と訳してもいいと思いますが、コ

ミュニティ市民会議というものを条例設置してい

ます。条例設置ですから、この協議会そのもの、

あるいは市民会議そのものが一つの法人格を持っ

ている形になっていますし、そこでの決定事項が

行政の一つの機能として市の行政にかかわりを持

つ決定になります。そういう意味で、任意の団体

ではないということです。

各Ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄには１０人の代表がいます。そ

の１０人の代表の中には、皆さん方の研修テーマの

ＮＰＯの代表、あるいはＰＴＡの代表、商工関係、

地区の住民たちなどが入ります。この１０名の代表

が、市議会議員や市長を選ぶような選挙ではあり

ませんが、その地区の準公選で選ばれます。そこ

で月に１回程度、地域のいろいろな問題点を話し
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合う会合をするのです。そこで会合をする際には、

当然、市の担当職員、消防署の職員と、安全関係

がありますから警察官も入るわけです。それでい

ろいろな情報交換をしたり、そこでの問題点を話

し合ったりして、必要であれば各地区の意見や必

要な声を市の行政に吸い上げていくという形のも

のです。

４．地域の計画を地域が作る

当初、２０年以上前ですが、彼らがこのコミュニ

ティを作って何をしようかと考えたときに、区域

の計画をそこで作ってもらう。要するに、どこの

市町村も地方自治、今の総務省の指導や、あるい

は今ルーティーン業務になっていますが、総合計

画に似たもの、あるいは長期計画みたいなものの

中に位置づけるために、その４２の地区でそれぞれ

のコミュニティの開発計画、整備計画を作っても

らったのです。それは市の担当職員が作るのでは

なく、それぞれの地区の視点で作っていくのだと

いう試みを始めたわけです。それが第２の特色で

す。そこでできた計画を市の総合計画の中に全部

取り込んで、それを全体として整合性のあるもの

に作り上げて市の計画を作るというのが、市の今

やっている計画の作り方です。そういう意味で、

草の根というか、地域レベルからの必要事項を計

画として集めるという機能、あるいはそれを作る

という機能を、このコミュニティの市民会議で担

っているのです。

これについて少しお話ししますと、こういう試

みをやっている日本の行政体もあり、いろいろな

ところがやっています。大阪府でもやっておられ

るかもしれませんが、例えば兵庫県もこれをやっ

ています。私自身、計画課長などをやっていまし

て、そのときには必ず地域の住民の人たちの意見

を聞かなければいけなかったのですが、阪神淡路

の震災以降、復興計画を市民で作るということを

やり、そのときから、もう少し踏み込んで、これ

と同じように地域の方々が計画する、それを集め

て計画にしようという試みをやっていました。

そこには、日米の文化的な違いが若干あります。

もし日本で総合計画を各市町村で作るときにこう

いうシステムを入れるというと、なかなか厄介な

問題があります。それは多分、計画を作る専門家

がいないということです。意見は言うのですが、

それを計画にまとめるだけの能力が住民の方には

ないということです。それは住民の方の能力不足、

あるいは知的なレベルがどうのという問題では全

然なくて、計画を作ること自体が日本の文化にな

じんでいないところがあるのです。

皆さんは役人ですから、計画は当たり前のこと

だと思っておられるかもしれませんが、アメリカ

では、このシアトルの４２のどこの地区に行っても、

今までに計画を作ったことがあるという人間がゴ

ロゴロいます。それが地域のいわゆる行政計画を

作ったことがある人なのか、あるいは、ある企業

の１０か年の企業戦略計画を作ったことがある人な

のか、あるいは学校の教育の何か特別の戦略ある

いは計画を作ったことがある人なのかという、ど

ういう分野の計画かは別にして、計画を作るとい

うことに携わったことがある人はアメリカにはた

くさんいます。それがアメリカの一つの特色です。

まず計画を作って、その計画をみんなで練って、

承認して、１回できたらその計画に従ってとこと

んやっていく。アメリカの連邦政府の戦略もそう

です。

そういう意味で、計画ありきの社会がアメリカ

なのですが、日本はどちらかというと、計画など

はなくて、地域で話し合って、「どういうふうに

しようか」ということでやってきたという土壌が

あるので、計画を作るのがなかなか難しいという

か、なじまないのです。だから、地域の人たちに

そういう形で計画を作ってもらおうと思うと、そ

こに計画づくりの専門家を入れないといけませ

ん。それでも、専門家の人と地域の住民の意識が

違うので、なかなかうまくいきません。ひょっと

したら、このやり方は、なじむ地域もあるかもし

れませんが、皆さん方の市町村ではなじまないこ

ともありうる、そういう問題があるように思いま
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す。しかし、シアトルではそういうことをやって

います。

５．マッチング・ファンド

その流れの中で出てきたのが、マッチング・フ

ァンドです。主にこれについて今日の午後からお

聞きになると思いますが、マッチング・ファンド

は何か特別のシステムのように受け取られがちで

すが、単純にいうと補助金制度です。マッチング

というものは、「マッチする」わけです。ですか

ら、よく行政でも２分の１補助や３分の１補助、

４分の１補助など、財源に応じて補助率が変わり

ますが、補助があります。一方で、例えば国から、

あるいは県から補助金を出すときに２分の１とい

えば、市町村が２分の１の補助を自分のところの

財源で出さなくてはいけません。その部分と同じ

ことなのです。それが市のほうから、そのファン

ド（補助金）を出して、それがもう一つのほうの

２分の１にマッチさせなければいけないというの

がこのマッチング・ファンドです。マッチング・

ファンドは何か特別にシアトル市の事業について

だけいっているのではなくて、連邦政府が州に対

して出す補助金２分の１とか、あるいは州が市町

村、カウンティに出す補助金２分の１とか３分の

１とかいうのがマッチング・ファンドです。ファ

ンドはそういう意味で補助金の財源みたいなもの

ですから、それにコミュニティをくっつけて、コ

ミュニティ・マッチング・ファンドというものが

シアトルが考え出した新しい手法です。

日本でもそういう行政手法は昔からあって、取

り立てて珍しいわけではないです。ただ、珍しい

としたら、市がお金を、例えば１万ドルを出しま

す。その事業に対して、住民の側から１万ドル分

のマッチングする財源を出してくれということで

す。ただし、この財源はもちろん現金でもかまわ

ない、物でもかまわない、労働でもかまわない。

そこがここの目玉なのです。

要するに、住民側が負担すべきものは、今まで

とは違って人の労働力でもいいし、物を持ち寄っ

てもいいし、技術を持ち寄ってもいいし、知恵を

持ち寄ってもいいし、あるいはお金を集めてもい

い、何でもいいとしたのがここのみそで、それを

条例化しているというところだけがシアトルの珍

しいユニークなところです。アメリカの社会では、

そういう条例を作るのはあまり難しい話ではな

く、７割以上のアメリカの市がこういう手法を今、

持っています。日本でもこういうことをやってい

るところがあると思います。考えてみれば、例え

ば１万ドルの財源をつけて、５０００ドルで物を買っ

て、あとの５０００ドルで労働代価を供与しても、あ

るいは自分が働いても結局一緒のことですから、

ここはそういう意味で柔軟に考えてもいいのでは

ないかという発想です。

そういう形で、シアトルの町はいろいろなもの

を造り上げています。例えば、マッチング・ファ

ンドで造ってきたものは、いちばん最初は公園整

備などがあります。そういう意味ではハードの整

備にこのマッチング・ファンドが最初に使われて

きました。例えば、不法投棄された地域があって、

そこで住民がコミュニティの会議で何とかしなけ

ればいけないという話が出てきたときに、市から

補助金をもらおうという話になります。しかし、

市の財源がないから、住民も手伝ってくださいと

いうことで、そこの不法投棄された地域を片づけ

ていく。同じ片づけるのであれば、そこを公園に

しようという発想があって、そこに木を植えます。

あるいは、住民の要望があれば現金を渡すか、あ

るいは資材を買って渡すかというのは選択肢とし

てありますが、１万ドルならば１万ドル渡して、

そこで住民が自分たちの労働力をボランティアと

して提供したり、あるいは資材を買ったり、自分

たちでお金を集めたりして公園にしていきます。

その公園を野菜園にして、その地域に住む貧困

層の人たちが自由に野菜を取って食べられるよう

にしたものもあります。その野菜園をＰパッチと

いいます。パトリックのＰ、それからパッチ、張

り合わせるという意味です。Ｐパッチはシアトル

の特色で、これは地域の貧困層の方のために、い
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わゆる自由農園のようなものを作って、そこの野

菜園の管理運営を地域の住民の人たちがやってい

ます。そういうものもあります。

６．マッチング・ファンドの種類

ファンドについては、今私の知る限りでは４種

類あります。一つ目は大きなプロジェクトのファ

ンド、ＬａｒｇｅＰｒｏｊｅｃｔＦｕｎｄです。二つ目はｓｍａｌｌ

ａｎｄｓｉｍｐｌｅですから、簡単なもうちょっと小さい

プロジェクトです。三つ目は、木のプロジェクト

という街路樹を植えるプロジェクトで、その地域

のあちこちに街路樹を植えていくというプロジェ

クトがあります。四つ目は、地域のコミュニティ

をつなぐようなプロジェクトです。Ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄ

ＯｕｔｒｅａｃｈａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔといって、これはど

ちらかというとソフトの部分のプロジェクトで

す。

大きなプロジェクトは金額で分けています。日

本円にすると１５０万円から１０００万円ぐらいまでの

補助金を要求する場合は、ＬａｒｇｅＰｒｏｊｅｃｔになり

ます。Ｓｍａｌｌａｎｄｓｉｍｐｌｅｐｒｏｊｅｃｔは、最高で１５０万

円までです。木を植える分については、木を現物

支給して、４０本ぐらいまで各地域に配布します。

あと、ＮｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄＯｕｔｒｅａｃｈａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

Ｆｕｎｄは、いろいろな地域の活動に寄与した人た

ちの表彰システムです。

そして、大きなもののプロジェクト（Ｌａｒｇｅ

Ｐｒｏｊｅｃｔ）にはいろいろなプロジェクトがありま

して、ソフトとハード両面にわたるプロジェクト

が可能です。いちばん最初にシアトル市が挙げて

いるのは、比率で７割が白人ですが、あとの３割

は白人以外ということで、いろいろな民族、国の

人たちが集まっているわけですから、いわゆる肌

の色についての差別は、ほかの地域に比べるとか

なり少ないほうですが、やはりシアトルでもある

のです。それをもっと減らしていこうということ

で、ｒａｃｅ（人種）、肌の色の違いによる差別をな

くすような運動、あるいはそういう差別のない社

会を作るという社会的な正義に関するプロジェク

トでもかまわない、どんなプロジェクトを考えつ

いてもいいのです。例えば、みんなで月に１回集

まって懇談会をしようとか、いろいろな民族の歴

史を学ぼうとか、それは住民が自由に考えて、自

由に発想して、「こんなものをやりたい」と言え

ばいいわけです。

住民と言いましたが、ファンドを要求できるの

は、必ずしもＮＰＯだけではないのです。特にシ

アトルは法人格があってもなくてもかまわないの

です。ですから、例えば住民の中で何人かの人た

ちがグループを作って、プロジェクトによっては

５人や１０人のメンバーが必要ということはありま

すが、日本でいう実行委員会、あるいはみんなで

一緒にやろうという仲間を作って、グループのだ

れかが代表になるわけです。その代表者が市に対

して「こういうプロジェクトをやりたい」といっ

て、そのプロジェクトが採択されれば、任意の団

体であってもお金をつけるということがシアトル

ではあります。ですから、むしろシアトルでの行

政とボランティアのかかわりというのは、行政と

住民の協働という意味で、もちろんＮＰＯの人た

ちが補助金を要求してもいいし、ＮＰＯと住民と

が協働してもいいし、それは自由です。ただし、

だめなのは全くの個人、例えば僕が個人で何かを

したいのでお金を欲しいといっても、これはだめ

です。もう一つは、商売に使ったらだめだという

ことです。それ以外はどういう形のグループであ

ってもかまわないという形になっているファンド

です。

これは、民族や肌の色の差別をなくす等のもの

以外に、先ほど言ったその地域の地域計画や開発

計画を作るようなものもプロジェクトとして採択

されます。それから、建物、ハードの整備をする

のも採択されます。例えば、歴史的建造物が売り

に出されたとします。それを地域の人たちが、そ

のまま置いておいたら日本のようにマンションに

なるので残そうというときに、このファンドを活

用することもできます。あるいはそういう建物を

すでに持っている団体が、その中を改装したりす
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るときや、その保存のためにも補助金を使うこと

ができます。そういうものがハードの整備部分で

す。

また、もう少し面的に、例えば公園として整備

することももちろん可能です。それから、地域の

ハード整備をするのではなくて、住民の活性化を

したいとします。そのために、例えばまちの祭典

などをするわけです。そういうものも住民のグル

ープでやりたいということであれば、そういうフ

ェスティバルやお祭りに対しての補助金要求がで

きます。その他に、教育のためのプログラムを考

えてもいいのです。教育については学校との連携

もかまわないのです。だから、学校あるいは校区

と一緒になってやっていくというものでも、その

ために補助金を使ってもいいということです。ソ

フトですから、考えつく範囲で何でもかまわない

のです。それがコミュニティの活性化に役立つ、

あるいはコミュニティの将来の発展に役立つこと

であれば、そういう理屈がつけば何でもかまわな

いというのが基本的なシアトルの考え方です。

ｓｍａｌｌａｎｄｓｉｍｐｌｅも対象は同じです。ただ、かか

る経費が１５０万円以内であればｓｍａｌｌａｎｄｓｉｍｐｌｅの

ほうで要求しますし、もっと大きなものになれば

ＬａｒｇｅＰｒｏｊｅｃｔのファンドになります。金額的な

部分だけのことです。

では、１０００万円以上のプロジェクトはできない

のかというと、実はやった実績もあるし、やるこ

とも可能です。ただし、このＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆ

Ｎｅｉｇｈｂｏｒｈｏｏｄｓが持っている予算の制度枠でやっ

ているのではなくて、制度外になります。例えば

２億とか３億とか、あるいは４０億といった額にな

ると、それは市に対して別途要求して、市当局あ

るいは市議会に諮ってプロジェクトを立ち上げま

す。ここにも基本的な精神としてはマッチング・

ファンドの思想が生きています。例えば、イチロ

ーや城島が活躍しているセーフコ・フィールド

（野球場）があります。それは黒い建物ですけれ

ども、その横に白いドームがあって、これも競技

場です。これはクエストフィールドといって、ア

メリカンフットボールのフィールドなのです。野

球場とアメリカンフットボールのドームが二つ並

んでいるのは、全米を見てもシアトルだけだと思

います。野球場ができたときに、アメリカンフッ

トボールのチームやファンが、野球のマリナーズ

が自分たちのホームグランドを持っているのだっ

たら、自分たちもホームグランドを欲しいという

話になって、市に掛け合いに行ったのですが、市

は予算がないからできないという話だったので

す。そのときに、ポール・アレンという人がいて、

彼は資産をものすごく持っていて、それなら僕が

出そうといって、彼がポケットマネーで出したの

です。何十億か出しています。そこでマッチン

グ・ファンドの一方はできたわけです。要するに、

市民が持つべきお金は個人が寄附しようと言った

わけです。今度は市のほうが困って、しかし財源

がない、何か税金を作ろうということで、皆様方

が今泊まっておられるホテルからいただく税金

は、実はクエストフィールドの一部に流用されて

いるのです。ですから、市はすぐに出せる財源が

ないから、新しくそのために税金をかける対象を

設定して、そこからの税収で返しているわけです。

そういう形ですが、これもマッチング・ファンド

の一種です。市が税金で半分、一方が個人の資産

で半分、そういうことが可能です。

今、ジャパン文化センターというものを作ろう

としているのですが、これもマッチング・ファン

ドの手法を活用して、一方は民間で建設費の半分

を負担し、もう一方は市の補助金で半分を負担す

るということで、今、日系２世、３世の人たちが

一生懸命交渉したりしています。そういう意味で

は、制度枠外の予算が必要な場合でも門前払いに

はならずに、内容によっては巨額のマッチング・

ファンド的なものも検討するという例です。

これが基本的にマッチング・ファンドの仕組み

です。仕組みとしては何も難しくなく、だれが考

えてもできそうなことです。

もう一つ、コミュニティをまたがるマッチン

グ・ファンドもありえます。市の中全体であれば、
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４２の一つのコミュニティ以外に、シアトル市の

中の一つのコミュニティと隣のコミュニティが共

通に抱えている問題、あるいは隣接していないコ

ミュニティが共通に抱えている問題はありえるわ

けです。その部分についてもファンドを使えます。

教育などはまさにそうです。例えば、先ほどの

ｒａｃｅの差別の問題もそうですが、それは何も一

つのコミュニティだけにかかわる問題ではなく

て、ひょっとしたら隣にも影響があるかもしれま

せん。あるいは飛び地で影響があるかもしれませ

ん。そういうところを協議することもできます。

ちょっと面白いのは、いわゆる同性愛の人たちへ

の理解を深める、そういう人たちに対する差別意

識をなくしていくためのものを、同性愛者の人た

ちが自らやってもいいし、あるいはサポーターが

やってもいいし、そういうものもこのファンドで

は認められています。そういう意味で、シアトル

は非常にリベラルな地域です。

７．予算がないから住民にではなく、本来の

役割を住民に返すという思想

もう一つは、もし、お金がないから住民の人た

ちの協力を仰ぐという発想を持ってこれをやろう

とすると、ちょっとアメリカのこの制度の意識と

は違います。予算がないから、あるいは本当に財

源がせっぱ詰まってきたから住民にというのでは

ないのです。

これは発想の転換ですが、もともと住民の人た

ちが持っている権利や住民の人たちが必要なサー

ビスを、役所が提供させてもらっているわけです

から、そのサービスの提供や住民の人たちが本来

受けるべき恩恵を、自分たちがもう一度作りだす

ように元へ返すという発想になると思います。役

所のほうが、本当は自分たちがやらなければいけ

ないのだけれど、お金がなくてできないから、住

民の人に手伝ってもらうということでは多分ない

だろうということです。そうではなくて、本当は

住民の人たちがやるべきことを、今まで役所がや

ってきた。しかしお金があるうちはいいけれど、

あるいはマンパワーに余裕のあるうちはいいけれ

ど、小さな政府にしろとかいろいろ言われている

のだから、本来住民の人たちがやるべきことは住

民の人たちがやってくださいといって住民に返す

という思想が、アメリカの思想です。元々みんな

でやってきた。歴史の流れの中でそれを専門にし

ていく役所ができた。しかし、そこからもう一度、

住民の人たちにその役割を戻すということです。

自分たちがやらなくてはいけない義務を住民に負

わせるというのではなくて、住民に戻すという発

想がアメリカの発想に近いと思います。多分そう

いう発想でこういうシステムを見ながら、日本で

も住民の人たちと話していかないと、なかなかそ

こはうまくいかないような気がします。

ちょっと長々と話してまいりましたが、一応時

間ですので、私の話はこれぐらいにして、何かご

質問等がありましたら、どんなことでもお聞きく

ださい。

（Ｑ） 本来やらないといけない仕事は、当然そ

れが行政の仕事なのか、地域住民がもともと潜在

的にしなければいけない仕事なのかという仕分け

は大切だと思いますが、今、日本の現状を見れば、

「協働」という言葉が非常に都合よく使われてし

まっている部分があります。例えばアメリカの方

には、「協働」という概念自体が存在するのか、

たまたまやっておられることを「協働」として

我々がとらえているものか、どちらでしょう。

（北岡） 多分「協働」は、訳せと言われたら

ｓｈａｒｅと言うと思いますが、役所と住民の役割を

ｓｈａｒｅする、分かち合う。それが「協働」という

言葉の訳だと思うのです。ただ、その言葉をどち

らが先にしゃべっているかの違いがあります。今

言われたように、日本は「協働」は役所が言って

いるのです。住民の側から「我々と協働しろ」と

役所に言ったのではなくて、役所が何か作ってい

る中で「協働」という言葉が生まれてきました。
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ところが、アメリカではｓｈａｒｅというのは、むし

ろ住民のほうから出ている言葉なのです。自分た

ちが何かボランティアをするということもそうで

すが、住民側から協働を求められているというと

ころが随分と違うと思います。ですから、こちら

の役所はやりやすいです。日本はなかなかしんど

いです。それでいて、こういうアメリカの制度な

どを勉強しているわけで、役所は板挟みになって

しんどいところもあるのではないかと思います。

これも余談ですが、ｓｈａｒｅという言葉の中に含

まれているもう一つの概念はｆａｉｒ（公正）です。

要するにｓｈａｒｅとｆａｉｒはオーバーラップした、重な

った概念です。日本語の「協働」には、この「公

正」という言葉の意味がないと思うのです。です

から、例えば私とそちらの方が何かシェアすると

いうことは、あるものを公平に分け合うという意

味なのです。どちらが多くても少なくても、納得

ずくであれば５－５でなくても６－４でもいいの

ですが、とにかくシェアをしましょうというのは、

お互いに納得ずくで公平に分けましょうという意

味なのです。役所と住民も、ワークシェア、ある

いは共通のやることをシェアするといったときに

は、共通に納得ずくでお互いに公正に分けるとい

うことです。しかし、日本語の「協働」には公正

という概念が欠けています。何か分かるでしょう。

公平に分けようといわれたら、割合は別にして、

よく分かる気がするのですが。そこがちょっと違

うのではないかと思います。
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財団法人　大阪府市町村振興協会
平成１８年度市町村職員海外研修実施要領

１．目　　的

諸外国の先進事例等について調査研究することにより施策反映の一助とするとともに、２１

世紀にふさわしい国際的視野と識見を持った人材を養成する。

２．研修生の資格要件

研修の目的を達成するに足りる能力を有する者として、市町村長から推薦された者で５０歳

未満の職員とする。

推薦は、１市町村１名とする。

３．研修生推薦市町村

研修生の推薦は各市町村２年に１回とし、平成１８年度は、別紙「市町村職員海外研修ブロ

ック別研修生参加市町村」によるものとする。

４．研修テーマ

a 研修テーマは「行政とＮＰＯの協働について～地域再生・まちづくりを中心に～」とする。

s 現地調査（公式訪問）については、班毎にaの研修テーマに合致した調査研究の内容・

テーマを決定する。

d 自主研修に関するテーマは、班別事前研修の中で研修生自身が設定し、調査研究を実施

する。

５．研修生の班編成等

a 研修生を２班に分けて（２班編成）、班単位で現地調査（公式訪問）を実施する。

s 班分けは、参加市町村の研修生が決定後、当協会で行う。

d 自主研修についても、原則として班単位で実施する。

６．調査先及び滞在都市

a 調査先は、アメリカ合衆国１か国とする。

s 滞在は２都市（シアトル・サンフランシスコ）を拠点とし、現地調査、自主研修を行う

ものとする。

d 現地調査（公式訪問）は、調査内容に応じた訪問先（都市等）を、研修生が選定する。

f 自主研修先は、調査内容に応じた訪問先（都市等）を研修生が選定する。
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７．研修内容

a 事前研修

研修効果を高めるため、研修先の情報収集・研修の予備知識を得ることを目的として行

う。

s 班別研修

研修テーマの理解を深め、あわせて現地調査先への質問事項の検討及び自主研修の調査

事項の検討を行う。

d 現地研修

調査事項についてそれぞれ役割を分担し、主体的に行動する。

f 事後研修

現地調査及び自主研修テーマについて報告書を作成する。

g 報 告 会

現地調査事項についての調査結果を報告する。

h そ の 他

研修にあたっては、可能な限り大学教員等の指導助言を受けて進める。

８．研修期間

a 事前研修　　平成１８年６月～９月の間で、全体で２～３回、班別で３～４回

s 現地研修　　平成１８年９月２７日（水）～１０月５日（木） ９日間

d 事後研修　　平成１８年１０月～平成１９年２月の間で全体で３回、班別で３～５回

f 報 告 会　　平成１９年２月２２日（木）

ただし、事前・事後研修及び班別研修については、追加実施する場合がある。

g 旅　　費

現地研修の旅費は、関西国際空港を起点とし、振興協会の規定により支給する。
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市町村職員海外研修　ブロック別研修生参加市町村

ブロック名 平成１７年度 平成１８年度

北 摂 ブ ロ ッ ク 池 田 市

吹 田 市

茨 木 市

箕 面 市

豊 中 市

高 槻 市

摂 津 市

河 北 ブ ロ ッ ク 守 口 市

枚 方 市

寝 屋 川 市

大 東 市

門 真 市

四 條 畷 市

交 野 市

中 部 ブ ロ ッ ク 八 尾 市

富 田 林 市

河 内 長 野 市

松 原 市

柏 原 市

羽 曳 野 市

藤 井 寺 市

東 大 阪 市

大 阪 狭 山 市

泉 北 ブ ロ ッ ク 堺 市

泉 大 津 市

和 泉 市

高 石 市

泉 南 ブ ロ ッ ク 岸 和 田 市

泉 佐 野 市

阪 南 市

貝 塚 市

泉 南 市

北 　 　 　 摂 （ 北 部 ） 豊 能 町 島 本 町

能 勢 町

南 　 河 　 内 （ 東 部 ） 太 子 町 河 南 町

千 早 赤 阪 村

阪 　 　 　 南 （ 南 部 ） 忠 岡 町

熊 取 町

田 尻 町

岬 町

計 ２１市町 ２１市町村
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平成１８年度市町村職員海外研修　研修日程

研　修　会 日　　　時 内　　　　　　　容

第１回事前研修
平成１８年
６月９日（金）
（１０時～１７時）

・自己紹介
・研修の進め方等の説明
・班編成
・報告書原稿作成要領の説明
・基調講義（マッセセミナー）及び調査指導
指導助言者から研修テーマに関する最新の情報提供
を受けるとともにテーマが抱える問題点を指摘して
もらい、調査課題の絞込みに役立てる。また、併せ
て調査のポイントについての指導を受ける。

第２回事前研修
６月２６日（月）
（１３時～１７時）

・現地調査先の選定及び質問事項の検討
・淡海ネットワークセンター　浅野令子氏による特別
講義

班　別　研　修
６月下旬～

８月中旬

・現地調査先の決定
・質問事項の検討・作成
・自主研修の研究
※各班５～６回程度実施

第３回事前研修
８月７日（月）
（１３時～１７時）

・指導助言者による質問書のチェック（班別）
・視察のポイント

第４回事前研修
９月４日（月）
（１４時～１７時）

・出発当日の説明
・基本会話と海外でのマナー
・渡航中の注意事項
・報告書作成のポイント説明
・現地視察状況のビデオ上映

第５回事前研修
９月２１日（木）
（１４時～１７時）

・出発前の最終確認
・現地持参品の確認
・現地研修日程の確認
・渡航中の注意事項・連絡体制について説明

現　地　研　修
９月２７日（水）～

１０月５日（木）
・現地調査へ（アメリカ合衆国）

第１回事後研修
１０月１６日（月）
（１４時～１７時）

・班別研修の日程調整
・報告書原稿作成要領の確認
・アンケートの提出
・指導助言者への報告
・報告書作成にかかるポイント指導

班　別　研　修
１０月中旬～
平成１９年２月上旬

・報告書の作成
・現地調査についての総括と反省
※各班５～６回程度実施

第２回事後研修
１１月２９日（水）
（１４時～１７時）

・報告書案に対する指導助言
・報告会での報告のポイント指導

プレゼンテーション研修
平成１９年
１月２３日（火）

（９時３０分～１７時）

・成果報告会に向けての事前研修
・報告書の校正
・報告会の内容及び実施方法の検討

報　　告　　会
２月２２日（木）

（１３時３０分～１７時）
・現地調査報告（班別）
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平成１８年度市町村職員海外研修　事前・事後研修報告書
Ａ　班

第１回事前研修　　　　　平成１８年６月９日（金） 午前１０時～午後５時

・研修生及び事務局の自己紹介。
・事務局から研修の進め方、研修日程、役割分担、報告書原稿作成要領等について説明。
・班毎に分かれ班長等の役割分担を決定。班別事前研修は５回実施することに決定。
・指導助言者である大阪市立大学大学院都市創造学科教授の柏木宏先生による基調講義
（マッセセミナー）及び調査指導。

第２回事前研修　　　　　平成１８年６月２６日（月） 午後１時～午後５時

・現地調査先の選定及び質問事項の検討。
・ゲストスピーカー・淡海ネットワークセンター浅野令子氏による講義。

第１回班別事前研修　　　平成１８年７月６日（木） 午後２時～午後５時

・今後の進め方の調整。
・訪問先の選定過程の検討。

第２回班別事前研修　　　平成１８年７月１４日（金） 午後２時～午後５時

・各自２都市の訪問先候補とその調査趣旨の提案。
・訪問先候補地の仮決定。

第３回班別事前研修　　　平成１８年７月２１日（金） 午後２時～午後５時

・訪問先候補地の決定と質問事項の検討。
・各訪問先の担当を決定。（次回までに担当各自で質問項目の見直し）

第４回班別事前研修　　　平成１８年７月２７日（木） 午後２時～午後５時

・各訪問先への質問項目の調整とまとめ。

第５回班別事前研修　　　平成１８年８月３日（木） 午後２時～午後５時

・各訪問先への依頼文と調査項目報告書を事務局に提出。

第３回事前研修　　　　　平成１８年８月７日（月） 午後１時～午後５時

・渡航についての説明。
・自主研修検討。
・柏木先生から指導いただき質問事項を調整。
・視察に対する心構え・留意点等。

第４回事前研修　　　　　平成１８年９月４日（月） 午後２時～午後５時

・アポイントの取り付け状況について
・現地講演会に対する声明
・研修ビデオ　過去の研修ビデオの視聴と注意点について



144

第５回事前研修　　　　　平成１８年９月２１日（木） 午後２時～午後５時

・現地研修のしおり等の配布について。
・出発当日について。
・研修日程について。
・渡航中の注意事項・連絡体制について。

第１回事後研修　　　　　平成１８年１０月１６日（月） 午後２時～午後５時

・報告書原稿作成要領の確認。
・班別研修の日程調整。班別事後研修は４回実施することに決定。
・柏木先生への現地調査内容を各担当から報告、指導助言を受ける。

第１回班別事後研修　　　平成１８年１１月７日（火） 午後２時～午後５時

・各視察先について担当者が現地研修の大まかな報告書を作成し意見交換。

第２回班別事後研修　　　平成１８年１１月１４日（火） 午後２時～午後５時

・各報告書の用語、内容を調整、意見交換。

第３回班別事後研修　　　平成１８年１１月２１日（火） 午後２時～午後５時

・柏木先生よりいただいたアドバイスに基づき報告書を加筆修正し意見交換。

第２回事後研修　　　　　平成１８年１１月２９日（水） 午後２時～午後５時

・柏木先生から報告書原稿内容について指導及び報告会でのプレゼンテーションのポイ
ント指導。
・報告会の概要説明。
・報告会の内容及び実施方法の検討。
・報告書編集部会の日程。

第４回班別事後研修　　　平成１８年１２月８日（金） 午後２時～午後５時

・報告書原稿の校正。
・報告会の内容及び実施方法の検討。

プレゼンテーション研修　平成１９年１月２３日（火） 午前９時３０分～午後５時

・プレゼンテーションの基礎説明・実習。
・成果報告会に向けてのグループワーク等。

第５回班別事後研修　　　平成１９年２月７日（水） 午後２時～午後５時

・報告会のプレゼンテーション最終調整等

報　告　会　　　　　　　平成１９年２月２２日（木） 午後１時３０分～午後５時

・Ａ班現地調査報告
「行政と住民・ＮＰＯとの協働～住民主体のまちづくりをめざして～」
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第１回事前研修・班別研修　平成１８年６月９日（金） 午前１０時～午後５時

＜事前研修＞
・自己紹介
・研修の進め方等の説明
・班編成
・報告書原稿作成要領の説明
・基調講演

「訪米調査のポイント」について講演を聴く
政府と自治体の関係、ＮＰＯの日本との相違点など
大阪市立大学大学院創造都市研究科

柏木宏教授（指導助言者）
＜班別研修＞
・現地調査指導

今後、研修を行うにあたり、柏木教授から最新の情報の提供を受けるとともに、
調査のポイントや内容について指導を受ける。

・現地調査項目の検討
班別に現地調査先の検討を行う（シアトル、サンフランシスコ）

全体研修・第２回事前研修　平成１８年６月２６日（月） 午後１時～午後５時

・視察先の検討
柏木教授より調査先選定及び質問書作成のポイントについて指導を受ける。
その後、班別で調査先分野を意見集約し、具体的な助言を受ける。

・特別講義
演題　「シアトルにおけるＮＰＯ活動について」

シアトル市の施策を含めたＮＰＯの概要
講師　淡海ネットワークセンター常務理事兼事務局長

浅野令子氏

第１回班別研修　　　　　　平成１８年７月３日（月） 午前１０時～午後５時

・班の研修テーマを立て、どの分野のＮＰＯを視察するか検討する。

第２回班別研修　　　　　　平成１８年７月１０日（月） 午前１０時～午後５時

・視察先候補としてあがったＮＰＯの活動内容を調べ、視察先候補の絞込みを行う。

第３回班別研修　　　　　　平成１８年７月２０日（木） 午前１０時～午後５時

・最終的に決定した視察先候補の調査先・調査項目報告書を作成する。

第４回班別研修　　　　　　平成１８年７月２５日（火） 午前１０時～午後５時

・指導助言
柏木教授から、調査先・調査項目報告書についてアドバイスを受ける。

第５回班別研修　　　　　　平成１８年８月３日（木） 午後１時～午後５時

・班のなかで、視察先候補への質問内容について意見の調整をする。

平成１８年度市町村職員海外研修　事前・事後研修報告書
Ｂ　班
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第３回事前研修　　　　　　平成１８年８月７日（月） 午後１時～午後５時

・指導助言
柏木教授から、候補先宛の質問事項作成について、アドバイスを受ける。
また、候補先の実情を質問し、率直な意見を求める。

・自主研修検討
・視察に対する心構えや留意点について、柏木教授から指導を受ける。

第６回班別研修　　　　　　平成１８年８月１６日（水） 午前１０時～午後５時

・現地視察先への質問書作成の最終調整を行い、完了する。

第４回事前研修　　　　　　平成１８年９月４日（月） 午後２時～午後５時

・アポイントの取り付け状況について
・現地講演会に対する説明
・研修ビデオ　過去の研修ビデオの視聴と注意点について

第５回事前研修　　　　　　平成１８年９月２１日（木） 午後２時～午後５時

・現地研修にあたっての資料・物品の配布及び研修日程の確認
・アメリカ研修中の注意事項や連絡体制について

第１回事後研修　　　　　　平成１８年１０月１６日（月） 午後２時～午後５時

・報告書原稿作成要領の確認
・研修アンケートの提出
・現地調査報告及び指導助言

柏木教授へ現地調査の報告を行い、報告書作成にあたってのアドバイスを受ける。

第１回班別事後研修　　　　平成１８年１０月３１日（火） 午前１０時～午後４時

・現地報告書の作成の段取りと研修内容についての意見交換
・研修先写真のとりまとめ

第２回班別事後研修　　　　平成１８年１１月７日（火） 午前１０時～午後４時

・現地視察先の資料整理と報告書素案づくり

第３回班別事後研修　　　　平成１８年１１月１４日（火） 午前１０時～午後４時

・報告書素案づくりと校正作業

第４回班別事後研修　　　　平成１８年１１月２１日（火） 午前１０時～午後４時

・引き続き報告書素案づくりと校正作業を行い、報告書を提出する。

第２回事後研修　　　　　　平成１８年１１月２９日（水） 午後２時～午後４時

・指導助言
柏木教授から、事前に提出報告書をもとに報告書作成のアドバイスを受ける。
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第１回編集部会　　　　　　平成１８年１２月８日（金） 午後３時～午後５時

・報告書原稿のとりまとめ、及びレイアウトの検討

第５回班別事後研修　　　　平成１８年１２月１９日（火） 午前１０時～１２時

・報告書の役割分担検討

第２回編集部会　　　　　　平成１９年１月１２日（金） 午後２時～午後５時

・報告書校正及びレイアウト決定

プレゼンテーション研修　　平成１９年１月２３日（火） 午前９時３０分～午後５時

・プレゼンテーションの基礎研修
・報告会に向けてのグループワーク

第６回班別事後研修　　　　平成１９年２月５日（月） 午前１０時～午後５時

・報告会準備

海外研修報告会　　　　　　平成１９年２月２２日（木） 午後１時３０分～午後５時

・現地調査報告
「このまちで“ずっと住みたい”と思えるまちに～地域再生・まちづくりを中心に～」
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行　　程　　図

平成１８年９月２７日（水）～１０月５日（木）９日間

日程 月日（曜） 都 市 発 着

１ ９月２７日（水）関　西　空　港　発

サンフランシスコ経由

シ　ア　ト　ル　着

２ ９月２８日（木）シ 　 ア 　 ト 　 ル

３ ９月２９日（金）シ 　 ア 　 ト 　 ル

４ ９月３０日（土）シ　ア　ト　ル　発

サンフランシスコ着

５ １０月１日（日）サンフランシスコ

６ １０月２日（月）サンフランシスコ

７ １０月３日（火）サンフランシスコ

８ １０月４日（水）サンフランシスコ発

９ １０月５日（木）関　西　空　港　着

研修日程概要

日時 Ａ　　　班 Ｂ　　　班

９月２８日 ・シアトル市ネイバーフッド局 ・シアトル市ネイバーフッド局

・ユニバーシティ地区ネイバーフッド ・ダウンタウン地区ネイバーフッド

９月２９日
サービスセンター サービスセンター

・バラード地区ネイバーフッド ・ダウンタウンシアトルアソシエーション

サービスセンター

１０月２日
・サンフランシスコ市長室地域開発局 ・サンフランシスコ市高齢者局

・タイズセンター ・サンフランシスコシニアセンター

・サンフランシスコパークトラスト ・オン・ロック

１０月３日 ・イーストベイエイジアンユースセンター ・ノース＆サウスオブ

マーケットアダルトデイヘルス

視察調査先

サンフランシスコ�

シアトル�

サンフランシスコ�

シアトル�
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Takatsuki-City OFFICE OF THE MAYOR
Executive Staff

Masahiko Ueda Policies Coordination Office

Tajiri-Town DEPARTMENT OF PROJECT 
Director

Yasuhisa Tabuse Urbanization Policy Division

Daito-City DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
Staff

Tomohide Takeda Life Welfare Division

Shijonawate-City DEPARTMENT OF GENERAL AFFAIRS
Senior Staff

Kazunari Kita Statistics And Citizens Counseling Division

Fujiidera-City DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
Technical Staff

Chikako Miyoshi Sewerages Division

Higashiosaka-City DEPARTMENT OF MANAGEMENT PLANNING
Executive Staff

Kyoko Ota Policy Promotion Office Core City Promotion Division

kaizuka-City
SECRETARIAT TO THE ASSEMBLY Executive Staff

Takashi Inada

Chihayaakasaka-Village
Property Taxes Division Senior Staff

Ryuichi Tsushima

Takaishi-City DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 
Staff

Hiroshi Asaoka Social Services Welfare Division

Misaki-Town DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
Director

Yasuhiro Kishimoto Senior Citizens Welfare Division

Settsu-City DEPARTMENT OF MEDICINE WELFARE
Staff

Yosuke Hatahara General Affairs Of Welfare Division

Kadoma-City DEPARTMENT OF GENERAL AFFAIRS
Chief

Tomonaga Mizoguchi General Affairs Division

Katano-City DEPARTMENT OF CITY DEVELOPMENT
Staff

Naoko Taniguchi City Planning Division

Izumi-City DEPARTMENT OF PLANNING AND FINANCE
Chief

Toshiaki Namiki Finance Division

Simamoto-Town DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE
Director

Mitsuru Nagata Senior Citizens Welfare Division

Kanan-Town DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE
Executive Staff

Hiroyuki Minami Health Care Administration Division

Hiromu Yamaguchi Staff Training Division Director

Masumi Tetsumoto Research Division Executive Staff

Masae Yamasaki Promotion Division Staff

Group A
A 班

Group B
B 班

Secretary
事　務　局
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平成１８年度　市町村職員海外研修生名簿

団 　 長
A 班 班 長
B 班 班 長

氏　　　名
山 口 　 広
上 田 昌 彦
浅 岡 　 浩

所属市町村等
（財）大阪府市町村振興協会
高 　 槻 　 市
高 　 石 　 市

所　属　課　等
研 修 課 長
市 長 公 室 総 合 調 整 室
保 健 福 祉 部 社 会 福 祉 課

Ａ班

氏　　名
上 田 昌 彦
田 伏 泰 久
竹 田 智 英
喜 多 計 成
三 好 周 子
太 田 恭 子
稲 田 　 隆
津 島 隆 一

所属市町村名
高 槻 市
田 尻 町
大 東 市
四 條 畷 市
藤 井 寺 市
東 大 阪 市
貝 塚 市
千 早 赤 阪 村

所　　　属　　　課
市 長 公 室 総 合 調 整 室
事 業 部 都 市 政 策 課
福 祉 保 健 部 生 活 福 祉 課
総 務 部 自 治 振 興 課
都 市 整 備 部 下 水 道 課
経営企画部政策推進室中核市推進課
議 会 事 務 局
税 務 課

職場電話番号
072－674－7392
072－466－5006
072－872－2181
072－877－2121
072－939－1111
06－4309－3101
072－433－7310
0721－72－0081

Ｂ班

氏　　名
浅 岡 　 浩
岸 本 保 裕
畑 原 陽 介
溝 口 朋 永
谷 口 直 子
並 木 敏 昭
永 田 　 暢
南 　 弘 行

所属市町村名
高 石 市
岬 町
摂 津 市
門 真 市
交 野 市
和 泉 市
島 本 町
河 南 町

所　　　属　　　課
保 健 福 祉 部 社 会 福 祉 課
福 祉 部 高 齢 福 祉 課
保 健 福 祉 部 福 祉 総 務 課
総 務 部 総 務 課
都 市 整 備 部 都 市 計 画 課
企 画 財 政 部 財 政 課
民 生 部 高 齢 福 祉 課
民 生 部 健 康 管 理 課

職場電話番号
072－265－1001
072－492－2716
06－6383－1111
06－6902－1231
072－892－0121
0725－41－1551
075－961－5151
0721－93－2500

事務局

氏　　名
山 口 　 広
鉄 本 益 巳
山 崎 雅 恵

所　　　　　　属
（財）大阪府市町村振興協会
（財）大阪府市町村振興協会
（財）大阪府市町村振興協会

役　　職　　名
研 修 課 長
研 究 課 主 幹
振 興 課 主 事

職場電話番号
06－6920－4567
06－6920－4565
06－6920－4566

指導助言者

氏　　名
柏 木 　 宏

所　　　　　　属
大阪市立大学大学院創造都市研究科

役　　　職　　　名
教　　　　　　　授

副
団
長



◇ すばらしい仲間との出会いと貴重な経験は、言葉に表せないほどの大切な財産となり、また
ひとつ新たなページが生まれたことに感謝しています。ありがとうございました。
◇ この研修に参加できたこと、研修を通して出会えた方々、質問書や報告書作成のために費や
した時間の全てが私の財産です。この経験を今後に生かし頑張っていきます。一年間、本当に
ありがとうございました。
◇ 日々の業務に忙殺され、アメリカでの刺激も吹き飛んでしまった感があります。むしろ、日
本の日常に潜む「中庸さ」に危険を感じる今日この頃。飲み込まれないよう、今後も様々なこ
とにチャレンジしていきたいと思います。
◇ 事務局や他の研修生の方に大変お世話になりました。海外研修や他の研修を通じて得た貴重
な体験を、今後の仕事に生かしたいと思います。ありがとうございました。
◇ 今回の研修にあたり、先生方をはじめマッセの皆様、そして職場の皆様には本当にご協力を
いただきました。心から感謝しています。
また、この貴重な体験と素晴らしい仲間たちと出会えたことは、私の一生の宝物です。

◇ 編集部会には数回しか出席できずご迷惑をおかけしました。海外での現地研修のみならず、
すばらしいメンバーの方々との事前・事後研修や交流も含めまして、すべてが有意義で貴重な
経験をさせていただいたと感謝しております。
◇ 百聞は一見にしかずの言葉どおり、現地で実物を見、生の声を聞けたことはかけがえのない
経験になりました。この経験を生かし少しでも視野を広く物事が見れるようになれたとしたら、
これほど有意義な研修はないのではないかと思います。ありがとうございました。
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