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要旨

　

　

1　はじめに

　　米国におけるコミュニティ開発において，「ネ

イバーフッドカウンシル」（Neighborhood Council）

といった都市内分権型のコミュニティ開発がデモイ

ン市（オハイオ州），シアトル市（ワシントン州），

タコマ市（ワシントン州），ポートランド市（オレ

ゴン）で進められてきた（Berry et al. 1993）．ベリ

ーらの研究対象とした都市におけるネイバーフッド

カウンシルは，日本のまちづくり協議会と，①一定

程度自治体より認定ないし認証された制度，②地区

割りを基盤としての，③一定の地区内（学区等）に

住む住民代表による審議と地区サービス支援をおこ

なう地域組織，といった点で共通点がある（名和田

　2009）．

　近年，都市内分権において，その動向とならび，

コミュニティ開発と結びつけたコミュニティ人材

開発をおこなう「ネイバーフッドリーダーシップ

プログラム」（Neighborhood Leadership Program＝

NLP）が，Long Beach，Los Angeles，Pasadena，

Riverside，Chino Hills，Monrovia and Escondidoの緒

市（カリフォルニア州），ニューヨーク市，マイア

ミ市（フロリダ州），セントルイス市等で進展しつ

つある．少なくとも50以上の市がこれを採用して
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　本稿は，米国の都市内分権において，1992年より開始され全米的に大きな影響を与えてきた，体系的な

コミュニティリーダー育成システム（Neighborhood Leadership Program = NLP）を中核とする米国ロング

ビーチ市（カリフォルニア州）のコミュニティ推進が，どのような特質をもつものとして現れてきたのかに

焦点をあて，組織展開過程を明らかすることを目指した．そのために，①形成のプロセス，②カリキュラム

形成の特質，③関与者にあらわれた結果についての認識の三相を検討した．その結果，次のことが明らかと

なった．

　第一に，NLPのカリキュラムが自己分析の手法（メディスンホイールなどリーダーとしての自己分析及び

他者分析）と，また受講者自分たちのチームで地区の改善実現するための計画づくり・補助金申請・実際の

改善事業着手（グラントライティングと実施）が二つの大きな柱として構築されており，その手法は，20

年をかけてプログラムの中で創意工夫されて煮詰められてきたものであった．第二に，本研究において実施

された，NLP修了生への質問分析から，NLP修了生が，修了後，中間値として活動コミット数および自身に

よる活動設置数の調査（長期間）の結果より，地域での「コミュニティリーダーのネットワーク」保持の実

際的位相とのかかわりが明らかとなった．そして，第三に，これらの手法が編み出されたのが，人種的な混

乱やそれによるギャング問題による諸地区の荒廃をきっかけとして策定された「地区コミュニティ改善戦

略」（1992年）を基に設置され，都市内分権にあって，ネイバーフッドカウンシルといった地域フレームワ

ークを持つ形でのものとは異なったものであり，地域（地区コミュニティおよび全市）で地区改善をめざす

アソシエーション・グループ（市により認定されたもの）を効果的かつ持続的に展開させる趣旨での都市内

分権制度として形成されてきたことを確認した．
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いる．

　そのなかで，最も古くから実施され，近隣等の他

市に強く影響をあたえているものとしてロングビー

チ市の「ネイバーフッドリーダーシッププログラ

ム」（NLP）があげられる．同プログラムは，1990

年代初頭に開発された手法で，2008年には，ヘレ

ン・パットナム賞（公民的信頼とコミュニティ参加

の部門）を受賞しており，カリフォルニアを中心に

全米に広い影響力をあたえつつあるプログラムと

なっている．現在，そのプログラムを受講した600

人以上が地区問題にとりくみ，それが犯罪を含む地

区課題の改善に貢献しているとする理解が広くある
（1）．また，日本にも影響があり，四日市市（三重

県）は，連合町内会長を2014年にロングビーチ市

に派遣しNLPを体験してもらったうえで，その知見

に基づき既存のマイスター講座に2015年，「四日市

リーダーシッププログラム」を組み込んでいる．

　本稿は，このNLP型のとりくみおよび，認定地域

改善アソシエーションとの連結による包括的施策

が，米国の都市内分権においてどのような特質をも

つものとして組織的展開過程をへたのかを明らかに

したい．

　そのために，NLPの①形成のプロセス，②カリキ

ュラム形成の特質，③関与者にあらわれた結果につ

いての認識の三相から確認することが必要と考え

る．

2　形成の経緯

　まず，形成のプロセスを確認しておきたい．

2.1　背景

　NLPが開発されるにいたる背景として，二つの相

がある．第一に，ロングビーチ市の人種にかかわる

状況がある（2）．同市は全米で最も人種多様性が高

い都市であり，現在，白人，黒人，ベトナム人，ヒ

スパニック（スペイン語を話す人達），カンボジア

人など多くの人種が市内に居住している．とりわ

け，同市には，現在カンボジア人が，カンボジア自

体に次いで，世界で2番目に多く住んでいる．

　1950年代は，白人が圧倒的に多い都市であった

（当時「海岸のアイオワ」と呼ばれていた）．

　1980年代からヒスパニック人口が同市で増えて

きた．1990年代初頭には，カンボジア人が移民と

して同市に入り，人種的コミュニティが形成され

た．ここにおいて，既存のヒスパニックのいくつか

の団体が，カンボジアコミュニティに違和感を示

し，かなりの数でヒスパニックの少年ギャング団に

よるカンボジア人に対する暴行事件等が起きた．し

かし，次第に，カンボジア人にあっても，カンボジ

ア人の少年ギャング団が形成され，相互に攻撃する

対抗的構図が現れるまでに至った．ちなみに，現

在，カンボジア人の組織的犯集団という組織化が進

んでいる．

　第二に，ロングビーチ市が1980年代初頭にゾー

ニングを変更した．一戸建てであった住宅地区に

アパート建設を可能とするものとした．1980年代

初頭に，それまで，市内で600の一戸建てが壊され

て，アパートがつくられ，市内で合計6000ユニッ

トがつくられることとなった．その結果，ドラッグ

売買，拳銃所持，発砲事件が多発するようになり，

住民が不安が広がった．それにより，次第にそれら

の地区は社会的・経済的な深刻な問題を抱えること

となった．他方で，それらの地区では，自発的に問

題を解決しなければならないとする萌芽もおこりつ

つあった（3）．

2.2　「地区コミュニティ改善戦略」

　（Neighborhood Improvement Strategy：NIS）

　市議会は，これらの社会的・経済的な深刻な問題

を抱えることとなった地域をアシストする新たな

アプローチとして「地区コミュニティ改善戦略」

（Neighborhood Improvement Strategy：NIS）を採択

することとなった．その基本的な考え方は，新たな

地域リーダーを育成することにより地区の改善をお

こなおうとするものである．とりわけ，厳しい状況

にある低所得地区が特定され，そこにむけての戦略

実施が地区コミュニティ改善戦略（NIS）の大きな

部分となった．1992年に6地区を対象地区として設
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定した（4）．（後に，さらに10地区へと対象地区を

拡大した．）地区の選定は次の考え方で，公共安全

（犯罪数），社会的指標（福祉受給者数），土地家屋

所有状況（空家・空き地率）の指標に基づいて行わ

れた．

１．自治体のサービス供給は，ターゲットエリア

の特定の諸問題にあつらえた形で届けられな

ければならない．

２．地区コミュニティにサービスを供給する市の

諸部局の間での，コーディネーションが改善

されなければならない．

３．改善が継続的に実施されるには，地区住民の

積極的参画が不可欠である．

　これに基づき市は，本施策に本格的に着手するこ

ととなり，まず住民に対して，また市の各部局に対

して地区コミュニティの関心ごとや要請を届けるた

めに，市職員を派遣し，地区コミュニティにおいて

月例集会を開催した．市職員は，当該地区において

月例集会開催についての通知を各戸に配って歩い

た．月例集会を開催したことにより，コミュニケー

ションのむずかしさ（英語を話す者が少ないことか

ら（5），住民同士のコミュニケーション，市職員と

地域住民とのコミュニケーションが困難である状

況）が判明するとともに，地区住民リーダー達から

は，市行政（執行機関）が官僚的体質を変えコミュ

ニティ問題に注意を向け，公共的に地域改善に本格

的に取り組むよう，強い要求が発せられた．

2.3　ネイバーフッドリーダーシッププログラム

（NLP）の創出（1992年）

　この段階で，1992年にロングビーチ市は，

Neighborhood Leadership Program（NLP）を，住民

が地区コミュニティの問題に取りくむための，トレ

ーニングコース（受講料無料；5ヶ月）としてプロ

グラムを設置することとした．その資金は，連邦

の住宅都市開発省（HUD）からの資金と，コミュニ

ティ開発補助金（CDBG）を原資としている．1995

年に市はさらに，その運営のため，コミュニティ

リソースセンター（Neighborhood Resource Center：

NRC）を設置した．コミュニケーションを重視する

ことから，英語，スペイン語，カンボジア語の三か

国語を用いるものであった．

　同プログラムは，下記のことを前提とするものと

して設定された：

○ 参加者は，すでにリーダーたちであり，本プ

ログラムへの参加はその知識と技能を高める

ものとする

○ 参加者たちは孤立的に動いている可能性が高

く，市の資源およびコミュニティの資源を意

識できていない可能性が高い．

○ 各人の経験は価値の高いものであり，かつす

べての人の利益になる知見と洞察を提供でき

るものとする．

　参加者は，市が住民および地区の諸組織と連携し

て，リクルートした．とりわけ初期のNLPプログラ

ムは，この点を重視して，大半の住民が移民のため

英語を話せず，住民に十分なサービスが届いていな

い地区コミュニティから，リーダーをリクルートす

ることに力点を置いた．（現在は，参加者は全市レ

ベルからのものとなっている．）

2.4　地域との接合

　米国のネイバーフッドカウンシルは，市域を区切

った地域代表制度として早くは1970年代末（デイ

トン市），多くは80年代から90年代初頭に現れ，現

在日本の500程度の自治体で進展している学区まち

づくり協議会といったしくみと類似のものとして展

開されてきている．（ただし，日本の学区まちづく

り協議会と，ネイバーフッドカウンシルは，その事

業性についてのありかたに違いがあるように見受け

られる．（前山　2015））これに対してNLPは，市

域を区切った地域代表制の形では制度として設定し

ていない．

　ロングビーチ市は，それに代えて，市内において

自発的に形成されたアソシエーションないしグルー

プを，一定の基準に応じて認定する方式をとってい

る．具体的には，第一に「地域および地区コミュニ

ティの改善の目的のために設立されたグループ」で

あること，第二にレポートを市に提出することに

都市経営　No.8（2015），pp.25-39
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より認定され，年度ごとの「ロングビーチ市コミ

ュニティグループのリスト」（List of Neighborhood 

Group）に収録され・公開される．2015年の同リ

ストによれば，地区コミュニティアソシエーショ

ン（Neighborhood Association）として78団体，

ホームオーナーアソシエーション（home owner 

association）43団体，全市レベル地域組織（city-

wide community organizations）61団体，ビジネスア

ソシエーションとして14団体が市から認定されて

いる．これらは毎年，多少の入れ替わりを見せなが

らも，市からの年度ごとの認定を通じて，制度化さ

れてはいないが，市との緩やかな関係を確認する制

度となっている．そして，都市内分権としては，図

1のように，それぞれの団体は，地区ごとに配置さ

れているわけでもなく，また空白部分もある．

図１　ロングビーチ市に認定された地域グループ一覧

（典拠　The City of Long Beach, 2015, List of Neighborhood Groups）

　 都 市 内 分 権 の 観 点 か ら 見 て み る ． 名 和 田

（2009）は都市内分権を，「１）合併によって大規

模化した都市自治体の区域を，合併前の市町村の区

域をめどとしていくつかに区分し，２）そこに役所

の出先やコミュニティセンターなどの拠点施設を置

き，３）そこに住民代表的な組織をおく仕組みのこ

と」と制度的な観点からやや組織結節の法結晶化に

力点をおいて見ているが，都市（ローカリティ）に

おいて，自治体と地区住民組織の両者でやわらかい

形で権限（オーソリティ）と仕事の執行権が，役割

分担をしながら実施される制度と理解できると考え

る．

　日本においては，大正・昭和・平成の市町村合併

がきっかけになって都市内分権の仕組みが進んだと

されるが，米国においては，連邦政府からのCDBG

補助金を呼び水として市が設置する動向（デイトン

市，タコマ市）が見られるとともに，地域における

活動家たちが地域の声を聞くことを強力にアピール

したことから議会をはじめとした自治体全体が，地

区ごとの住民の討議の制度として開始した都市が多

い（シアトル市等）．これに対してロングビーチ市

の事例は，その両者とも異なり，地区的枠組みを設

けていない．そして，比重とすると，討議にではな

く，実際的な課題に比重を置いて，それに対応する

形での住民の活動を市とのつながりを緩くではある

が設ける制度としている．地域的枠組みを設けた都

市内分権（ネイバーフッドカウンシルや学区まちづ

くり協議会など）とは別に，地域的枠組みを設けな

いものとして個別の活動を「認定」する制度として

の別のタイプの都市内分権ということになる．

　その，これまで目が向けられていなかった別のタ

イプの都市内分権においてその展開をささえる枢要

なエレメントとしての，NLPプロジェクトを確認し

たい．

2.5　都市内分権とNLP

　全米においていくつかの都市が1980年代初頭よ

り1990年代初頭にかけてコミュニティプランニン

グとして，Neighborhood Council  (市域をいくつか

の地区に分けて，市の認定のもとに住民代表組織を

設置するもの) を設置する動向（オハイオ州デイト

ン；ワシントン州シアトル市，ワシントン州タコマ
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市，ミネソタ州ミネアポリス市，カリフォルニア州

ロサンジェルス市）が起こった（Berry et al.）．ここ

において着目されることは，NLPがこの全米的なコ

ミュニティプランニングの動向のなかで生まれたつ

つも，これら上記のような地区分割を基盤とするプ

ランニングとしてではなく，コミュニティ人材の育

成を基盤として地区問題解決をはかるプランニング

の手法が採られていることである．

3　育成プログラムとその特質

3.1　カリキュラム

　プログラムには，毎年40人前後が参加するもの

となっており，5か月にわたるトレーニングをうけ

る．トレーニング内容としては，受講と体験学習の

合体方式であり，具体的には，カリキュラムは，人

間関係，コミュニケーション，葛藤マネジメント，

チーム編成スキル，リーダーシップ原則，効果的な

地区コミュニティ組織化，実地体験からなってい

る．（下記　ネイバーフッドリーダーシッププログ

ラム　プログラム　2015年日程表）．

　実地体験としては，1000ドルまでのマッチング

方式での資金提案（6）を行ったうえで，地区コミュ

ニティの改善プロジェクトをクラスチームとしてお

こなうものとなっている．

　具体的には，日程表中のセッション２で，①グル

ープの形成，②葛藤体験，③ルール，④実施という

グループ力学を確認した上で，セッション３でリー

ダーとして人間関係に関わる上で不可欠な自己分析

として，アニマルアクティビティを行う．これは具

体的には，人のメンタルおよび行動パターンを，

行動推進型だが回りを顧みない「バッファロー型」

（戦士），俯瞰的にものをみてアイディアと将来を

みるが，詳細に疎い「イーグル型」（ビジョン），デ

ータや論理に強いが，逆に状況的に動けなくなり頑

固になりやすい「ベアー型」（ジャジ），他の人に

献身的だが，NOを言えない「鹿型」（ヒューマニス

ト）の4つの類型にわけて，そのうえで，参加者が

みずからそれを基に自己分析をおこない，もってみ

ずからの強みと欠点，そしてその認識の上でチーム

形成に必要なことを理解する手法である．これは，

メディカルホイール」という手法として構築された

都市経営　No.8（2015），pp.25-39
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ものである．ここまでの点が，グループ形成におい

て，きわめて大きな土台となっているとのことであ

る（Rodrigues氏インタビュー）．

　また，実践面では，セッション２からセッション

４にかけてを第1期として，4つのグループを形成

してもらい，地区の資産を①地区の三つの資産，②

地区の三つの問題点，③地区の三つある恵まれた機

会や場，を分析すること，そしてそれをマップにす

るする作業をおこなう．（今年度は，サンタフェ通

り地区について，4つにきりわけて，それを担当し

たグループが分析した．）

　セッション５からは，第二期として，クラスでの

地区改善実施のプロジェクトとそのための「補助金

申請」とその現場におけう改善作業実施を中核的な

ものとして据えている．これは，10,000ドルを上

限として，地区で必要な改善をめざしての自分たち

の活動を明らかにしての，補助金申請書を，グルー

プごとに討議しつつ作成するものである．そして，

それに基づき，みずから地区に赴き地区住民の人達

とともに，歩道等への樹木の植林，青少年センター

の美化等々の改善作業を行うという実地プログラム

である．今年度は，サンタフェ通り地区（すでに席

のセッションで資産分析とマッピング化した地区）

につき，4つのグループがそれぞれ，セーフティフ

ェアの実施，環境推進（クリーンアップと環境フェ

ア），テクノロジー推進（犯罪につながる情報のよ

りスムーズな通報の普及），といった事業に取り組

んだ．

　2015年の場合だと，6月23日に申請書原稿提出

（事務局へ）の第一締切，7月2日に最終締め切り

となっている．そして，8月4日に開催されるセッ

ション12での報告会までに，対象となる地区での

グループごとの改善活動を実施することとなる．

（ちなみに，今年度は，サンタフェ通り地区のどの

地点の改善活動をおこなってもよいという設定で実

施された．）

3.2　プログラム内で構築されたノウハウ

　他の育成プログラムにはない特質がいくつか見ら

れるが，そのなかで二つが見逃せない．特質の一つ

は，補助金申請書を討議しつつ作成するプロセス，

さらにそれに基づき，みずから地区に赴き住民とと

もに，歩道等への樹木の植林，青少年センターの美

化等々の改善作業を行うという実地プログラムが組

み込まれている点である．第二の特質は，このプロ

グラムが20年におよび，いくつかの団体（CCEJ）

のサポートを得ながら，みずから手作りで実効的

なプログラムをつくってきた点である．とりわけ4

つの動物型を設定した「メディスンホイール」とい

うリーダーとしての自己分析手法は，ネイティブイ

ンディアンにあった手法を現代的にアレンジして用

いたものである．これは，責任者のM.マデン氏に

よれば，「自分たちで，一つ一つ工夫しながら作っ

てきたもの」とのことである．実際のプログラムの

中ではぐくまれたものであるだけに，後に見るよう

に，受講者の自己改革に実践的なものとなってい

る．

3.3　都市内分権におけるNLPの特色

　アソシエーション・グループの活動を大きな柱と

するロングビーチの都市内分権において，NLPは，

二つの点で特徴的であった．まず，自己分析の手法

（メディスンホイールなどリーダーとしての自己分

析，他者分析）を大きな柱としているものであり，

また受講者自分たちのチームで現場課題解決にむけ

ての改善事業企画の計画・実現するための補助金申

請・そして現場での実際の改善事業着手といった一

連の現場企画実行力の形成をもう一つの大きな柱と

しているものであった．第二に，これらの手法（自

己分析，一連の現場事業の企画実行）が，20年を

かけてプログラムの中で創意工夫されてきたもので

ある，ということである．

　では，このNLPが，人の輩出・供給にどのような

形で関わっているのか（どのような形で人をアソシ

エーションに供給しているのか）を検討したい．

4　NLP実施にかかわるNLP修了生への質問調査

　NLPが果たす役割をめぐって，NLP修了生を通じ

て，そこにおいて認知されている状況について，次
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の形で調査をおこなった．

　日時　　2015年9月3日

　場所　　Long Beach Small Business Development 

　　　　　Center (Downtown Long Beach Offi  ce)

　　　　　309 Pine Avenue Long Beach, CA 90802

　対象　　NLP修了生（年度問わず）

　回収率　　100％

　回収数　　11

　質問項目　（本稿補録　Questionnaire（調査票）

　　　　　　参照）

　尚，本質問票は，規模の大きい母数が見込めない

が，しかしヒアリングとの結節調査から有効さが見

込まれることに鑑みて，組織展開における関与者の

意識状況を多面的に把握するものとして設定されて

いる．

4.1　回答

　フェースシート部分および問１は，属性を問う設

問として建てられた．回答によれば，回答者の年

齢は，35歳-39歳から，60-64歳までのセグメント

で，偏りはない（7）．職業・所属については，組織

マネージャ，市職員，高校嘱託教員，主婦，写真家

と多様である．なお，この中で，正規非正規を含

め4人が市の担当部署にいる（この点については，

後ほど述べる）．卒業年度として，1990年代3名，

2000年代4名，2010年代4名と分散している．

4.2　影響，専門性

　「最も影響を受けた技能やクラス」の問いについ

ては，下記のように多様な点で影響をうけたと感じ

ている．

　見逃せないことは，地域資源の把握，事業スキ

ル，組織化スキル，表現スキルだけではなく，自

己分析，状況分析の点で影響をうけたとする回答

が多いことである．「状況を分析することを学ん

だ．また自分のパーソナリティを学んだ」（No.10

者）；「物ごとがなぜそうなっているのかを学んだ」

（No.11者）といいう回答に見られる．

　「自らの専門的領域ないし近い領域」について

は，下記の形で，多様な領域があげられている．

4.3　修了後の活動の状況

　問４から問6が，終了後の活動とネットワーキン

グの状況に関わった設問として建てられた．

　「修了後コミットした活動数」という問い（問

４）については，下記の形となった．

都市経営　No.8（2015），pp.25-39
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　最大の「100+」はとびぬけて多いが，これは，

「コミュニティ担当官」のポジションと関わると推

察される．他の8名の値をみるとおおよそ一人8件

あたりが中央値となる．

　「修了後設立した活動団体数」という問い（問

５）については，下記の形となった．

　「100+」に関して同じ処理をすると，2.48が平

均値となる．終了した後に，3件ほど活動ないし活

動団体をたちあげている．記述部分から見えるの

は，主要なものとして，PTA，「コミュニティウォ

ッチ（防犯見守り）」「親リーダーシップ協議会」

「自らの地区コミュニティの清掃活動」「女性のエ

ンパワーメント」「南カリフォルニア地区コミュニ

ティ連合会」「商店街区でのガーデンと壁画の設

置」「植樹活動」「全米コミュニティ協会との提携」

「地区コミュニティ団体（アソシエーション）」と

いったものを修了後に立ち上げてきたことが見え

る．

　以上からすると，それぞれのNLP参加者は，卒業

の後，8件ほどの活動に携わり，そのほかに自ら活

動，さらには活動団体を3件程度立ち上げている．

（ちなみに，卒業年次＝終了後のキャリアの長さ

と，コミット数ないし立ち上げ活動数とは，さして

相関していない．）

4.4　終了後のネットワーキングの状況

　「恒常的に連絡を取っている修了生数」について

の問い（問６）に対して，は，次の形での回答とな

った．

　「300-400」「すべて」の回答は，立場上，連絡

に接する機会が多いことが推定される．ここにおい

ては，中央値を出すことにあまり意味がないと考え

られるが，通常の修了生の場合，終了後それぞれ，

少なくて9人程度恒常的に修了生仲間と連絡をとり

あっており，多い場合には30人程修了生仲間と連

絡をとりあっていることがわかる．

　「相談できる修了生数」についての問い（問７）

については，次のようになった．

　ここにおいても，通常の修了生の場合，少ない場

合で「時折」相談する修了生仲間の相手がおり，多

い場合には30人程度の修了生の相談相手がいるこ

とが見受けられる．

4.5　組織に関する問い

　問８と問９は，組織に関する問いである．問８
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は「NLPの歴史での大きな変化」を訊く質問である

が，予算削減，オイル会社からの資金獲得，マッチ

ンググラント開始という項目をはるかにしのいで，

「修了生サポートチーム設立」ということが8名の

回答者のうち半数からあがっている．2012年年に

市から予算限があり，プログラム自体が困難に直

面した折に，修了生の10名が立ち上がって，「修了

生サポートチーム」を設立し，プログラム実施を支

援する形で活動をはじめ，スタッフを大幅にささえ

るものである．（2013年から設立された．実地と

しては，18回のクラスにあって，毎回5人ずつが交

互にクラスの準備や講義支援をするかたちとなって

いる．「予算削減」もこれに関わっているものであ

り，過半数の解答者が予算削減を契機に「修了生サ

ポートチーム」が設立されたことを上げていること

になる．

　問９の「ロサンジェルスやシアトルで行われてい

るようなネイバーフッドカウンシルについて知って

いるか」の問については，「知っている」と「知ら

ない」とは半々であった．都市内分権的な動きの中

でも，人材支援基盤型としてのNLPに携わる場合に

は，かならずしも都市内分権での「ネイバーフッド

カウンシル」を意識しているわけではないことが見

える．

4.6　自由コメント　

　自由コメントとして次のものが見られた．

・自分と他の人を，よりよく理解することを助けて

くれたファンタスティックなプログラム．

・NLPは，私のプロフェッショナル経歴に大変に多

くのドアをあけてくれた．

・16歳等の若い人が参加してくれるのを見たい

・月例で修了生たちがラウンドテーブルを開催して

いることが素晴らしく，また次のプロジェクトに

むけて支え合っていることが素晴らしい．

・自分たちの地区コミュニティで継続的に働くた

め，また共通の目的にむけて働くためには，修了

生がコンタクトを取り合い，助け合うことが大

切．

5　組織展開の視点からの把握

　以上にあって，とりわけ組織展開の視点からみる

と，次の視点が浮かび上がってくる．

　終了後も広く相互に連携できる基盤が整えられつ

つある．これは，単にスキルのみでなく，原点に

「自己分析」のプロセスがあることが大きな基盤を

なしている．「自分と他の人を，よりよく理解する

ことを助けてくれたファンタスティックなプログ

ラム．」という自由記述や，「状況を分析すること

を学んだ．また自分のパーソナリティを学んだ」

（No.10者）という記述（問２）に見られる．「メ

ディスンホイール」のセッションを基に，4つの類

型をもちいて自己分析・自己認識をし，また状況に

応じてどの型として自分がリーダーとしての行動を

すべきか，また自分が苦手なタイプの相手の型は何

かをまなぶものであり，これによりリーダーとして

の認識と対応が大きく変わるとされる（フランシス

コ）．

　そしてこれを基に，修了生たちが安定的に，終了

後おおよそ８つの活動にコミットし，自らも３つの

活動ないしは活動団体を立ち上げることとなってい

る．

　そして，さらに，それらの活動をすすめる仲間と

しての連帯感，また実際に困った場合の草案相手と

して，連携をつづけていることが見受けられた．

（通常の修了生の場合，終了後それぞれ，少なくて

9人程度恒常的に修了生仲間と連絡をとりあってお

都市経営　No.8（2015），pp.25-39
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り，多い場合には30人程修了生仲間と連絡をとり

あっていた．また通常の修了生の場合，少ない場合

で「時折」相談する修了生仲間の相手がおり，多

い場合には30人程度の修了生の相談相手がいるこ

とが見受けられた．）自己分析の手法を学ぶことが

大本の基盤となって，活動への意欲と実際の活動を

生み出し，また終了後も長く続くお互いの恒常的な

付き合いと相談体制ができあがっている．そして，

2015年現在で600人を超える数の修了生がこれに

近い動きをしている（マデン氏ヒアリング）とする

と，ロングビーチ市において600人の，それぞれの

得意分野をもつ「コミュニティの実践スペシャリス

ト」が，相互に平素連絡をとりあいつつ，必要に応

じて相談しあいながら，アソシエーション・グルー

プに関与しあるいは立ち上げる形で，地域社会での

問題解決への基盤を形成してきた，ということにな

る．

　これらの修了生は，市から各種のアソシエーショ

ン・グループとして活動することが期待され，また

実際に上述の「ロングビーチ市コミュニティグル

ープのリスト」のなかで，多くのNLP修了生が，一

メンバーとしてあるいは代表者として推進してい

る．（ただし，強制的な側面はない．）また，2012

年から市全体を上げて，学校安全・家庭安全・コ

ミュニティの安全を生み出すための総合戦略計画

として「ロングビーチ市暴力防止計画」（Violence 

Prevention Plan 2000）が実施されているが，そこ

において，NRPの修了生が公式に担当部署に通達さ

れることとなっており，とりわけ荒廃した認定諸地

区の防犯改革実施にむけての会議に該当する修了生

が参加する形となっていて，「地区コミュニティ改

善戦略」の領域以外で，「防犯防止計画」の領域に

おいても，修了生の活動とNLPが動ける基盤を提供

し始めている．

（ちなみに，NLP自体をみるとNLPを予算をふくめ

て人材を再生産する循環ができていると捉えられる
（8）．）

6　おわりに

　本稿は，米国の都市内分権において，NLPを中核

とする，ロングビーチ市のコミュニティ推進が，ど

のような特質をもつものとして組織的展開過程をへ

たのかを明らかにしようとし，そのために，①形成

のプロセス，②カリキュラム形成の特質，③関与者

にあらわれた結果についての認識の三相から，次の

ことを確認した．

　第一に，NLPのカリキュラムが自己分析の手法

（メディスンホイールなどリーダーとしての自己分

析及び他者分析）と，また受講者自分たちのチーム

で地区の改善実現するための計画づくり・補助金申

請・実際の改善事業着手（グラントライティングと

実施）が二つの大きな柱として構築されており，そ

の手法は，20年をかけてプログラムの中で創意工

夫されて煮詰められてきたものであった．

　第二に，本研究において実施された，NLP修了生

へのアンケート分析から，NLPが，修了生たちが安

定的に，終了後おおよそ８つの活動にコミットし，

自らも３つの活動ないしは活動団体を立ち上げたと

意識されており，地域での「コミュニティリーダー

のネットワーク」維持（600人以上）の実際的位相

に有意に機能していることが確認された．

　そして，第三に，これらの手法が編み出されたの

が，人種的な混乱やそれによるギャング問題による

諸地区の荒廃をきっかけとして策定された「地区コ

ミュニティ改善戦略」（1992年）を基に設置され，

固有の都市内分権の体系として設置された．これ

は，ネイバーフッドカウンシルといった地域フレー

ムワークを持つ形でのもの（例えばシアトルのもの

等）とは異なった類型として設計されている．具体

的には，［NLP養成システム － ネットワーク構築維

持 ― 地域改善アソシエーション制］という一連の

制度体系であるが，このロングビーチの固有の都市

分権の体系のなかで，NLPは上記の形で有機的な人

材輩出をおこなう形でその循環を生む出すキー的な

部分となりつつ，その都市内分権の体系を基盤的役

割として支えるものとして機能していると理解され
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る．

注

（1）　ロングビーチ警察によれば，NLP設置以前の

1981年から設置後10年を経た2001年の間に，殺

人，強盗，麻薬売買といった犯罪が55％減った

とされる（Long Beach Press Telegram September 

26，2004）．

（2）　2008年米国国勢調査（国勢調査局）によれ

ば，ロングビーチ市の全人口は462,556であり，

人種的には次の構成となっている．

　　ヒスパニック　40.2%

　　白人　　　　　44.0%

　　アジア系　　　13.2%

　　黒人　　　　　13.4%

　　（アメリカ以外で出生した者　27.5%）

　　さらに家庭で英語以外の言語を用いる者

45.8%．学士以上の学位をもつ者27.9%．高校卒

業の学位77.9%．15.3%の家庭，および19.1%の個

人が，貧困線以下にある．

（3）　当時の状況を物語る証言として次のものが

ある．「自分が住む地区（Gardena通り地区）で

は，一戸建てを壊してアパートが出来て，それ

までいなかった人達が地区に流入してきた．そし

て，麻薬売買や発砲事件が横行することとなっ

た．とても住民達が不安になった．Beach Citizens 

for Long BeachというNPOが，自分の住む地区に

関わることとなった．かつ，市職員でプランナ

ーのEyleen Figelが，そのNPOと連携して関与して

くれることとなった．問題点と解決をしめすチ

ャートを作成し，示してくれた．」（Madden氏　

2015年9月1日）

（4）　Wilmore c i ty，McArthur  Park，Cherry 

Temple，North Long Beach，Washingotn Shore，

Hellmannの6地区．尚，この「戦略」に基づく

地区設定は，1995年に再度設定されることとな

る．（10地区へと対象地域を拡大した．）

（5）　市全体で「よく英語で話せる」と答えなかっ

た者が24%以上

（6）　ロングビーチ再開発公団（Long  Bea ch 

Redevelopment Agency）が資金を提供する．また

それに対して同等額に近くまでの額をクラス参加

者がボランティア活動，また地区コミュニティ自

体からの寄付としての形で提供されるものという

設定になっている（一人，活動一時間あたり28

ドルと設定されている（2015年現在））．2006年

までに8つのプロジェクトが実施された．（そこ

では，8000ドル以下でのプロジェクト提案がク

ラスからなされ，それに対し，通算でコミュニ

ティからの40000ドルに相当する提供（マッチン

グ）がなされた．

（7）　35-39歳　1名，40-44歳　3名，45-49歳　3

名，50-54歳　0名，55-59歳　3名，60-64歳　3

名

（8）　組織にかかわることとして，NLPを担う人材

を再生産する循環ができていることが見て取れ

る．先に，11人の回答者のうち4人が，市の担当

課であることに触れた．実はこの4人は，すべて

NLP修了生である．（受講せずに，担当課職員に

なったものはいない．）No.8者は最初期の受講者

（1994年）で，その後市に採用され，現在当該

事業の責任者になったものであり，他の3名の職

員も同じルートをたどっており，つまりは，受講

生経験者からリクルートに近い形で必要に応じて

職員とした経緯がある．その結果，受講者も職員

も，基本的には修了生とは「修了生」仲間の関係

であり，現在の受講生とは現在の修了生と将来の

修了生の関係であり，極めてフラットな雰囲気の

関係性をもっている．

　　また，予算削減を契機として2013年に「修了

生支援チーム」が結成されたが，これは，上記の

フラットな関係性の上に形成されている．「修了

生の自分たちがはぐくまれたNLPを，予算がない

からといってつぶすわけにはゆかない．担当課を

している修了生仲間を助けて，持続させよう」と

いう動機が働いている．

　　このことが意味することは，次のことになろ

う．「NLPを担う人材を再生産する循環ができて
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いる」ことにとどまらず，予算規模が削減される

といった地殻変動があっても，その制度的インパ

クトをはねのけて，NLPをささえるだけの人的安

定性を生産することを可能としている，というこ

とになる．
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A type of Urban Devolution in U.S.
- Examination based on Long Beach (CA) Neighborhood Leadership Program -

Soichiro MAEYAMA

Since 1980s there has been Community Planning movement in U.S. cities such as Seattle (WA), Portland (OR), Tacoma 

(WA), Los Angeles(CA), that established institutions as to Neighborhood Council. In terms of distribution of authority, 

it is called “urban devolution” system which provides neighborhoods some amount and species of authorities. On the 

other hand Long Beach (CA, USA) established and sustained new way of urban devolution as Neighborhood Leadership 

Program and it has aff ected many U.S. cities as well as some cities in Japan (Yokkaichi). This article tries to clarify the 

institutional developing proses, focusing on what kind of characteristics and essence it has taken during its 21 years 

process and terms. Therefore, we examined 1) establishing process, 2) characteristics of its curriculum, 3) conscious 

situation of stakeholders. 

We acquired the following fi ndings as the result:

1) The curriculum mainly consists of two methods, Self-, and Others-analysis by “Medicine Circle”, and organized 

series way of planning, Grant-writing and implementation of the plan. These measures have been formed during 

the 20 years’ try and error in the course itself. 2) Analysis of questionnaire that was conducted by author and treats 

conscious situation of alumni (numbers of commitment to neighborhood improvement activities, as well as numbers of 

establishing own organizations etc.) shows substantial eff ect of the program for long-termly keeping the “networks of 

community leaders” that function as the basis of urban devolution (neighborhood improvement association approved 

by the city). 3) The making process of the compressive way (leadership program ‒ alumni network - neighborhood 

improvement association) was adopted as the measure against devastation of neighborhoods (racial issues in the most 

diverse city in U.S., gang problems etc.) based on “Neighborhood Improvement Strategy”(1992). And we recognized 

it has developed so diff erently from Neighborhood Council measures which have its basis on neighborhood-citizen 

“Councils” as of Seattle. We recognized that Long Beach Neighborhood Leadership Program and the comprehensive 

measure is set for facilitating “neighborhood improvement association” institution eff ectively and sustainably develop, 

as one as one kind of unban devolution,

Keywords :  neighborhood, human resource development, Neighborhood Leadership Program (NLP), urban devolution,   

Long Beach
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