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1.はじめに

E 協働の現在

ill.協働の課題

1.はじめに

「協働」は近年様々な公共政策のなかで広く注目

されているトピックのひとつである。その背景にあ

るのは、社会的な課題が複雑化し増大し続け、また

住民ニーズも多様化してきた一方で、政府あるいは

行政の人的・財政的資源には限界があることが明白

となり、こうした社会的な課題の解決のためには行

政のみでなく様々な民間の主体が連携・協力して取

り組むことが不可欠だという共通の認識である。

この「協働」の概念は非常に多義的であるが、日

本においては1990年代の後半から様々な政策の実施

N.ローカル・ガパナンスにおける地縁団体

V 広島県の協働

羽.おわりに

過程において「協働」は普及し、 「協働」の重要性

は、国レベル・地方自治体レベルそして民間セクタ

ーの多くの関係者に広〈認知されるようになってき

た。しかしその後の「協働」の実態を見ると、都道

府県には全面的に普及してきた一方で、基礎自治体

である市町村への普及は地域差があり、地方自治体

により取組状況は大きく異なる。

その原因として、協働推進論者からは行政職員の

「協働」に対する理解の低さを指摘する声をしば

しば聞くが、他方でこれまで急ピッチで進められて

キ ワ ド:j轟働、パートナーシップ、NPO、特定非営利活動法人、地縁団体、自治会、ローカル・ガパナンス、広島県、社会関係資本、
ソーシャル・キャピタル、市町村
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きた協働関連政策自体に関する評価は進んでいるとは

言ぃ難い。このため本論では、これまでの協働を巡る

議論や政策を改めて振り返り、そこに生じつつある課

題について分析し考察していくこととしたい。具体的に

は現行の協働が足踏み状態にある理由として、 NPO

法人先行、都道府県先行、理念先行 協働の非日

常化という課題があることを指摘する。また今後協働

の主舞台となっていくのは基礎自治体である市町村で

あり、市町村における協働を議論する際には、これま

で視野の外に置かれがちであった地縁団体の役割を

再考する必要性があることを、ローカル・ i!パナンスの

観点を踏まえて議論する。さらにこうした課題の実相に

ついて、広島県・ひろしまNPOセンター (2010)INPO 
と行政等の協働環境に関する調査報告書」のデータ

を用いて確認し、今後の協働ネットワークに関する若干

の展望を述べていきたい。

H.協働の現在

1.協働とは何か

「協働」とは非常に多義的な用語であり、関連す

る用語もコラポレーション (collaboration)、公民

パートナーシップ (public-privatepartnership)、

コ・プロダクション (co-production)など様々であ

り、近年ではガパナンス (governance)という概

念が用いられることも多い。これらの用語や概念が

意味するところは少しずつ異なるが、いずれも社会

的な課題の解決や公共サーピスの提供を望ましい形

で実現するためには、政府のみでなく民間の様々な

主体が参加していくことが重要であることを示唆す

る点で共通している。

ただこうした協働に関する用語は利用者によりア

ド・ホックに用いられることが多く、日本における

協働の概念は、 1990年代の後半から地方自治体主導

で進められてきた様々な協働関連政策の実施過程に

おいて議論され、前例を踏襲し漸進するという実施

先行で積み上げられてきた。初期の取り組みとして

は、箕面市「市民参加条例J(1997年)、青森県「ボ

ランティア環境整備条例J(1998年)、宮城県「民間

非営利活動促進条例J(1998年)、高知県「社会貢

献活動推進支援条例J(1999年)の設置例が挙げら

れる。また協働の指針やガイドラインとしては、滋

賀県「県民の社会貢献活動促進のための基本的な考

え方J(1999年)や横浜市「市民活動との協働に関

する基本方針(横浜コード)J (1999年)が策定さ

れている。このような条例・指針・ガイドラインま

た各種の政策文書において協働が規定され、モデル

的な協働事業が実施されるなかで協働の概念が形成

されてきたと言える。

これらの内容を概観すると、協働とは行政と様々

な民間のパートナーが「目的を共有」し「役割分釦

のもとで「ともに働くこと」であり、協働に際して

は「相互の尊重J1対等な関係J1自主性・自律性

の確保J1透明性」が確保されるべきという理念が、

ほほ共通して示されているl。また協働が求められ

る背景としては一様に、近年の住民ニーズや社会問

題の複雑化・多様化・拡大、行財政の悪化、市民活

動の活発化、少子高齢化、地域の空洞化などが挙げ

られ、これらを解決していくためには行政の力のみ

では限界があることから、様々な民間の主体のカを

得ることが必要だと整理されている。さらに住民ニ

ーズの把握、政策の企画・決定、政策実施、政策評

価の各段階において協働の手法が必要と整理されて

いることが多い。具体的な手法としては、意見聴取

や情報交換、補助や助成、事業委託、事業の共催や

後援、委員会や審議会への参加など様々な形態が想

定されている。今日協働と理解きれているものは、

こうした様々な考え方や取り組みの最大公約数だと

言える。なお本論ではこの最大公約数と協働と捉え

ることとし、議論を進めていく。

2010年に国主導で始まった新しい公共支援事業も

こうした流れを継承しており、そこで「新しい公共」

とは「従来は官が独占してきた領域を『公』に聞い

たり、官だけでは実施できなかった領域を官民協働

で担うなど、市民、 NPO、企業等などがともに支え

あう仕組み、体制が構築されたもの」と解説されて

いる(内閣府2011:2)。

2. NPO法人先行

公民の協働は、周知のとおり 1998年に特定非営利

活動法人(以下 INPO法人」とする)が設立された

直後から急速に全国に普及してきた。 NPO法人制度は、

行政が連携する民間の公益活動が省庁の縦割りのな

かで統制される関連組織あるいは市町村と密着した地

縁団体などにほぼ限定された状態が長年続いていたと

ころに、市民の自発的で多様な活動が横断的に参入

する突破口を聞いた点で画期的な制度であった。その

後NPO法人は急増し続け2010年には4万団体を超

え、 NPOに対する社会的認知は着実に高まってきた。



こうしたなかで行政側が、民間側の新しいパートナ

ーの中心にNPOを据え、連携・協力を模索し始めた

のが今日の協働の発端である。なお、 NPOの定義は

狭義にはNPO法人、市民活動団体、ボランティア団

体を指し、広義にはこのほかに各種の公益法人、協

同組合、地縁団体などを含めるという多義性がある

が、協働の現場では狭義のNPOが用いられることが

多いロまたこの間に狭義のNPOには行政等よりも先

駆性、柔軟性、多様性、専門性があるという前提の

もとで協働は進められてきた。

全国の地方自治体の協働に関する条例・指針・ガ

イドラインを概観すると、民間側のパートナーとし

ては、狭義あるいは広義のNPO、住民、企業などが

挙げられているが、実質的には狭義のNPOが中心に

据えられている場合が多い。条例・指針等にある

NPOの内容を詳しく見ると「民間で非営利JI公益」

の活動で「法人格は関わない」点でほぼ共通してい

る2。しかし狭義NPOの外縁部にある各種の公益法人、

協同組合、地縁団体などの位置づけ方には相違があ

る。第一の類型は狭義のNPOの定義に従いNPO法

人や市民活動団体等を示す形式である3。第二の類

型は狭義のNPOを主として示し、場合によっては外

縁部の組織も含むとするものである九第三の類型

は狭義のNPOと外縁部にある地縁団体などの旧来型

の活動を並列して位置づけるものである九

しかしいずれの類型においても基本的にNPO法人

やボランティア団体などを含む市民活動団体を中心

に据えていることは共通している。内閣府 (2004a)

「コミュニティ再興に向けた協働のあり方に関する

調査出では都道府県・市区町村を対象としだNPOωm
法人、市民活動団体、ボランティア団体)との協働

の実態を中心に報告がなされている6。自治省(2000)

「市民活動団体 (NPO)と行政のパートナーシップ

の在り方に関する研究報告」あるいは総務省(笈胤)

「地方自治体とNPO等との協働推進に関する調査」も

同様である。内閣府 (2011:1)が示す新しい公共の

支援事業の対象も「特定非営利活動法人、ボランテイ

ア団体公益法人、社会福祉法人、学技法人、地縁団

休協同組合等の民間非営利組織) (いわゆる INPO

等J)Jとされ、 NPO法人が筆顕である。つまり公

民の協働とは、実質的には行政とNPO法人・市民活

動団体との関係に収散してきたと言える。
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3.都道府県先行

このように各地の地方自治体においては協働に関

連する条例・指針・ガイドラインが1990年代後半か

ら設置され、さらに協働の理念を具体化する試みと

してモデル的な協働事業が実施されるという三本柱

で協働関連政策が普及してきた。特に都道府県は、

特定非営利活動促進法によりNPO法人の所轄庁にな

ったことに伴い、協働関連政策が率先して実施され

てきた。その結果2∞8年時点では全ての都道府県で

協働を推進する条例・指針・ガイドラインのいずれ

かが設置されている(皿OE2卿)。
基礎自治体である市町村においても協働を推進す

る条例・指針・ガイドラインの設置や関連政策は徐々

に普及しつつある7。ただ内閣府 (2004a)によると

都道府県の協働の取り組みは1∞%であるのに対して、

市区町村では66%にとどまっている。また協働のあ

り方やNPO政策について情報共有・政策提言する

ことを目的として掲げる INPO活動推進自治体ネ

ットワークJwebsiteによると、 2011年1月現在の

都道府県の加盟数は40(85%) に対して、市区町

村は192(11%)であり、参加率は都道府県の方が

圧倒的に高い。つまり協働の取り組みはおおまか

に言うと都道府県先行で進んできたと言える。

なお国レベルにおいては、例えば地方分権推進

委員会 (1996)および同 (2001) において公私協

働のサービス・ネットワーク形成の必要性が示さ:n，

第27次地方制度調査会答申 (2003)でも住民やコ

ミュニティ組織、 NPOなどの民間セクターと協働・

連携して新しい公共空間を形成していくことを目

指すべきと述べられているが、いずれも提言に止

まる'0

4 理念先行 協働の非日常化

このように 1990年代後半から杜会全体が市民活動

やボランティアを巡って一種の興奮状態にあった時代

のなかで理論的な整理より実施先行で進んできた協

働の特質は、既存の行政に対する否定に基づく新規

性そして高度に規範的な理念性にある。現行の協働

の理念は、過去の公民関係にあったしがらみや衝突を

越えて新しい公民関係を構築していくための理想の姿

を掲げたものであり、非常に抽象度が高く暖昧で

費量解で実用的なものではない九そこに示きれた「目

的の共有JI役割分担JIともに働く」また「対等

な関係J10 I自主性・自律性JI透明性」について、
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例えば「目的の共有」という定義を見ても、 NPOなど

が注目する個別的で微細なニーズと、行政が広域的に

取り組むことが妥当と判断するニーズのすり合わせは容

易ではない。「役割分担」についても、資金や業務の

分担方法は無限に考えられ、その妥当性の判断基準

も一律ではない。つまり規範的な理念としては重要だが、

個別の協働の現場における日常的な行動基準としては

機能しにくいものである。同時に前述のとおり、協働の

手法が多様な形態で示されているために協働の全体

像が明確ではなく、何が協働であり、具体的に何が求

められているのかが暖昧というのが実態である。

さらに協働の関連政策においては、こうした理想あ

るいは理念を提示すると同時に直ちに実行するために、

モデル的な協働事業が各地で実施されてきたが、そこ

にも課題はある。協働事業では、取り組むべき事業の

企画案をNPOなどを対象に公募し、公開コンべにより

選定し、行政資金を充当しかっ行政職員と共に事業

を計画、実施、評価するというのが一般的な形式であ

る。そして協働の理念や行動規範に基づいて計画、

実施、評価の各段階で行政と民間のパートナーが協

議を重ねる手順や、また事業の企画、選定基準また

成果などについて広く公表し透明性を確保する仕組み

を取り入れている場合が多い。これらの事業は協働の

理念に忠実な取組として評価できる一方で、既存の行

政事務と比較すると数倍の時間とコストを要するのも事

実である。結果として協働事業は行政側にも民間側の

パートナーにとっても相当の負担を生じさせている可能

性がある 11。

つまり協働の理念が高度に理想的で規範的であるこ

と、またその理想を忠実に実行に移す協働のモデル事

業が詳細な条件付きで設計されてきたことにより、協働

は一般的な行政実務の現場から議離し、非日常的な

取り組みになるというジレンマが生じつつある可能性が

ある。また協働の理念が強調されればされるほど、そ

れが実現できるのは手聞をかけた協働事業だけという

ことになり、本来は行政の様々な場面で求められている

協働が協働事業に媛小化され、公民連携の試みが広

がることを結果的に阻む恐れも考えられる。

m.協働の課題

1. NPO法人先行、都道府県先行、協働の非日常化を

めぐる謀恩

つまり今日まで進んできた公民の協働の課題は、

(l)NPO法人先行であり、 (2)都道府県先行であり、

また (3)理念先行協働の非日常化であった点に

見出せるということができる。そしてこれらの周辺

では、以下のようなさまざまな祖語が生じている。

その第一は、住民側のパ}トナーをNPO法人中心

とすることの限界である。内閣府 (20lO:14)による

と、 NPO法人の年間収入額の平均は1.898万円であ

り、 5000万円を超える団体も9.5%ある。だが収入

額の中央値は505万円で、 1円以上250万円が37.5%
である。事業規模があり専門性が高いスタッフを

擁し継続的・日常的に事業を展開するNPOが育って

きた一方で、半分は零細あるいは小規模で不定期に

事業を実施するレベルに止まると考えられる。つま

りNPOの活動実態と、 NPOに期待される先駆性、

柔軟性、多様性、専門性の聞にはかなりのギャップ

があるのが現実である。また新川 (2004お-37)は、

現行の協働では無前提にNPO法人が特別な存在であ

り、行政のパートナーとなるのは当然という主張が

垣間見えると述べた上で、市場の失敗、政府の失敗

と同様にパートナーシップにも失敗の可能性がある

ことを論じている。

第二は、これまでの協働はいわば上からの協働で

あり、それが基礎自治体である市町村の現場の協働

に全て合致するわけではないということである。都

道府県が先行して進めてきた協働関連政策の普及・

拡充が、 NPOの存在意義や協働の重要性を広く社会

に普及させてきた貢献度は高いが、そこには同時に

国・都道府県そして市町村へと言わば上から下へ協

働の枠組みが落とし込まれてきたことの危うさがあ

る。

ここで内閣府 (2010:9)を見ると、 NPO法人の活動

範囲で最も多いのは「一市町村及び東京都の特別区内」

(44.5%)、「一都道府県内の複数の市町村J(30.1%) 
であるのに対して、「全国」は9.2%にすぎない。つま

り典型的なNPO法人は市区町村内とその周辺が活動

範囲であり地域限定性が非常に高い。加えて住民向

けの公共サービスの大半は市町村が担っている。こ

うしたことから協働の民間側のパートナーをNPO法
人と想定する場合、日常的な行政側の相手先は、国

や都道府県より市町村を第一に考えるのが自然であ

ろう。例えIX小島(2001:214-216)は市区町村と都道

府県の二重行政の非効率への危倶を示し、都道府県

は市民セクタ}との協働について市区町村より優位性は

ないと議論している。

第三は、理念先行の協働論においては「役割分担」



が不明瞭なまま「自主性・自律性」が強調されてき

た結呆、行政側が行政改革の重要な手段として協働

を利用し、 NPOなどの自主性・自律性を損なわない

ことを大義名分として、協働に伴う経費負担を回避

する姿勢が近年常態化しつつあることである。 NPO

に対する行政資金の投入は市民活動の自由度を減じ

るという議論(佐藤 2006など)もあるが、協働が行

政改革の重要な手段とされコスト削減の敏寄せが

NPOを直撃しNPO申書疲弊しつつあるという危倶や「協

働貧乏jを指摘する声など「役割分担」の見直しを

提起する議論もある(粉J112∞7、若杉・岡本2008)。

2.協働の担い手の再考

このように現在進行中の協働には様々な課題が山

積しているが、ここでは主として第一と第三の課題

について、さらに考察を進めたい。

都道府県レベルでの協働関連政策が出揃った今後、

協働の主役になる行政主体は市町村だろう。ただ市

町村における協働と都道府県における協働は同一視

できない点が多い。市町村と比べると住民と直接接

する場面が圧倒的に少ない都道府県では、理念先行

型の協働を宣言し、非日常的でモデル的な協働事業

を実施し その多くはNPOの自主性・自律性を損

なわないという理由で時限的である一一ことで、一

連の政策を完結することがある程度可能である。 L

かし市町村は住民にとって最も身近な行政機関であ

り、日常生活に密着した公共サービスを幅広く提供

している。そこでは打ち上げ花火のようなモデル的

な協働事業のみではなく、日常的で持続可能な協働

が様々な行政の現場に広がることが一層求められる

と言える。また市町村の規模や地域特性は都道府県

以上に多様であるため、一律ではない地域に応じた

協働が求められる度合いがさらに強い。

さらに協働の主舞台が市町村に移行していく中

で新たに浮上してくる課題が、協働の相手先となる

NPO・市民活動団体の捉え方である。前述のとおり、

都道府県先行の公民の協働においてはNPO法人や市

民活動団体が重要なパートナーとされていた。しか

し、市町村の協働においては、これまで視野の外に

置かれがちであった旧来型のNPO、具体的には地縁

団体という重要なパートナーの存在を無視すること

は不可能である。

地縁団体とは一定の地域の住民が構成する、自治

会・町内会、部落会、区会などの名称を持つ団体で
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ある。新しい協働推進派からは、行政の協力機関あ

るいは下請け機関であり自発的な市民活動の範暗に

は入れられず、過去の遺物であり、場合によって新

しい協働の匝害要因と見なされがちである。そして

衰退する一方の地縁団体にとって代わるのがNPO

であるという議論も展開されている(西尾2∞1:郎、

山岡2∞1:331など)。

しかし地縁団体は地域の課題を探りそれを行政に

橋渡しする役目を持ち、また行政委嘱による民生委

員や消防団員などと連携して課題解決に取り組んで

きたという顔も持つ。こうした地縁団体地別PO法人

先行、都道府県先行の協働において明確に位置づけ

られなかった一因としては、これらの活動が都道府

県や固にとってはブラック・ボックスであったことが

挙げられる。地縁団体と日常的に連携している行政

機関は基本的に市町村のみであり、また地縁団体と

の協働の関係、例えば行政協力依頼、事業委託、補

助、支援のあり方は市町村によって相当異なる。ま

た町内会・部落会は戦前に行政組織の一部と位置づ

けられ、戦争協力機関として機能した後にGHQに

よりー且廃止されるという歴史を持つことから、戦

後の市町村は地縁団体の自主性・自発性を損なうこ

となく、他方で可能な限り域内一律の協力を得る必

要に迫られて徴妙な舵取りを求められてきた。そし

て地縁団体の情報は市町村内に止まることが多し

その実態はいわばベールに包まれている。

しかし昨今では、一連の地方分権と市町村の大合

併の進展、また2旧04年の地方自治法改正により創設

された地域自治区制度などの動きを受けて、地縁団

体の役割を見直す議論も活発化しつつある。自治会

は広い意味で、個人の意思と目的を共有する自主的・

自発的な共同の主体であり、「新しい公共空間」の成立

のためにはこうした下からの自治と共同が不可欠という

指摘(羽貝割問7:27)のほか、自治会を母体とする

コミュニティ組織による協働が1970年代頃から存在

したとする指摘(名和田2007:61.64)もあり、今後

は協働の現場においても地縁団体の位置づけの再考

が進むことが予測される叱

W ローカル・ガパナンスにおける地銀団体

1.市民祉会の一員としての地縁団体

辻中・ペッカネン・山本 (20ω:23. 27.31)によると、

自治会は全国におよそ30万団体存在し、その加入率
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は90年代半ばまでは6割以上、 2007年時点でも4割と

され、日本の市民社会組織において組織数および加

入率の点で最大規模であり、日本の市民社会を捉え

るうえで不可欠の存在である。同書では注目すべき

自治会の側面として (1)社会関係品涼(ソーシャル・

キャピタル)、 (2)他団体との相互関係、 (3)社会サ

ービス活動、 (4)市区町村との協力や連携、 (5)政治

参加を挙げ、これらに関する全国のl万8000の自治

会を対象とした大規模調査により興味深い結果を多

数提示している。

ここではまず自治会の規模は市区町村の人口規模

に応じて大きくなり、地域差が相当大きいことが示

されている。また自治会を(1)村落型、 (2)非都市・

新型、 (3)都市・旧型、(4)都市・新型に分類した上

で、村落部・非都市部の小規模な自治会では全員参

加型の運営であるのに対して、都市部の大規模自治

会では(意思決定の集約の困難や加入者の関心の低

さからか)寡頭制的な運営であることを指摘してい

る(同:71)。また村落部・非都市部の小規模な自治

会では加入率が高く、(1)(2) (3) (4)の順で住民間

の交流や自治会活動への参加が多く、これに連動し

て社会関係資本も多い傾向がある(同:鈎)。また親

睦活動が活発な自治会ほど社会関係資本も住民のつ

きあいも増すと分析している(同 9品99)。

さらに自治会では、清掃・美化や道路の管理また

高齢者福祉などの社会サービスの提供が広範に実施

されている。内容的には村落型は旧来型の施設管理

活動が多く、都市型になるほど防犯、教育や福祉な

どの問題対処型の活動が多い(同 134-135)。

自治会と他の団体の連携については、老人クラプ、

子供会、 PTA、消防団という地縁系の組織や、行

政関連組織である社会福祉協議会などとの連携が約

70%かそれ以上あるのに対して、 NPOに近いと考え

られる環境団体 (13.2%)、住民運動団体 (5.2%)、

まちづくり団体 (21.0%)などとの連携は低調であ

る13 (同:104)ロ

以上の調査結果をもとに「自治会からみた日本の

市民社会組織は、住民間、自治会と他団体の相互ネ

ットワークからなる世界Jであり、「このような地

域社会の様々なアクターの相互連携は、まさに今日

注目される市民社会組織によるローカル・ガパナン

ス(多様なアクタ}の相互調整による統治機能)を

表している」と総括されている(岡:193)。

2.ローカル・ガパナンスと地縁団体

ガパナンス (govemance)とは政治・行政の文脈

においては、政府 (govemment)のみが統治機能

を担うのではなく、社会の多様なアクターの相互調

整により統治機能を担うという概念を示し、協働に

近接した概念である。代表論者の一人であるRohdes

(1996:“0-661， 2000: 61) によると、ガパナンスと

は自己組織化する組織閑のネットワークであり、そ

の特徴は(1)組織聞の相互依存であり、政府より広

く非政府のアクターが含まれ、そこでは政府と民間

セクターそしてポランタリー・セクターの境界が不

明瞭になること、 (2)ネットワークのメンパーが資

源の交換や目的の共有のための継続的に行う相互作

用であることが挙げられている"，その背後にある

のは国家の空洞化である。またKooim皿(筑}∞ 142)

は、ガパナンスとは統治者から被統治者に対する一

方向の関係ではなく、両者の相互行為に基づくもの

であり、社会一政治の相互行為的な統治形態だと述

べている。

辻中・伊藤 (2010)はこうしたガパナンス論を実

証するために、市区町村の政策過程への多様な主体

の参加をローカル・ガパナンスと捉えて、(1)多様

な主体の参加、 (2)主体聞の相互行為、 (3)新しいガ

パナンスの効果という視点から分析している。具体

的には全国の市区町村約1200の市民活動担当部署、

環境担当部署、福祉担当部署、産業振興担当部署

を対象とした調査により、自治会・町内会、 NPO・

市民団体、環境・福祉・経済などの関連団体外郭

団体・第三セクター、企業という多様な主体が、政

策過程にどう参加しているのか、また市区町村職員

のガパナンス意識はどう形成されるのかを分析して

いる。

その結果によると、市民活動部署と環境部署において

は、政策形成(審議会・懇談会、計画策定)および

行政の支援、政策執行の各面で、自治会古<NPO・市

民団体より多く参加している。ただし両者は代替的

ではなく、自治会の政策過程への参加とNPO・市民

団体の参加の間には正の相関がある。また自治会の

政策過程への参加は人口規模が小さい市区町村で多

く、また合併を経験した市区町村では自治会が計策

策定と行政への支援に多く参加する傾向がある。他

方、 NPO.市民団体の政策過程への参加は、人口規模

が大きい市区町村で多く、また財政状況が悪い市区町

村ほど多い傾向があるとされている(同:42-49)。



委託の実施状況では自治会に委託あり (46.5%)は

NPO・市民団体に委託あり (25.0%)の倍近い。 NPO・

市民団体への委託は人口規模が大きな市区町村ほど

多い。また外部委託に積極的な市区町村は財政状況

が悪く、 NPO・市民団体からの働きかけが活発であ

り、パートナーシyプの土壌がある地域だと分析している。

(同:82. 90-92)。
さらに自治会およびNPO・市民団体などがステー

クホルダー(立案・決定・評価)として関与する場

合とエージェント(執行)として関与する場合を比

較して、執行段階への参加の方が行政職員との接触

を増加させネットワークを活性化することを指摘し、

さらに前者も後者も同程度に接触の双方向性を増加

させるとしている(同:121-124)。

市区町村職員の自治会に対する評価も高く、「親

睦・情報伝達JI緊急時の役割JI行政施策の円滑

化JI行政とのパイプ役」においては90%以上が評

価している。 I福祉、治安、まちづくりなどの行政

に代わる住民ニーズへの対応」も57.0%が評価して

いる。人口規模の多い都市ほど住民ニーズへの対応

の評価は高い。他方で自治会に関しては「高齢化に

よる活動の維持J(70.5%)、 「加入率低下J(41.3%) 

という問題を指摘する見方も多い。 NPO・市民団体

に対する評価では、 「先駆性J(57.2%) I柔軟性」

(61.0%) を半数以上が評価し、 「多元性J(40.6%) 

「効率性J(35.7%)の評価も一定程度ある。このう

ち「先駆性JI柔軟性JI効率性」については人口

規模の大きい市区町村ほど評価が高い。また「政策

の提案よりサーピス提供の側面が強いJ(56.9%) と

いう評価が半数を超えている。一方「継続的な活動

をする基盤が弱いJ(43.6%)、 「均一なサーピス提

供が困難J(43.5%)という評価も半数近くある。 I専
門性やノウハウの欠如Jは19.6%に止まるが、人口

規模の小さい市区町村ほど高い傾向がある。このよ

うに自治会およびはNPO・市民団体に対しては課題

も指摘されているが、自治会は地域運営に不可欠の

存在と考えられており、他方NPO・市民団体は新し

いニーズに機動的に対応できるサーピス提供者と評

価されている(同:178-187)。

以上の結呆から辻中・伊藤 (2010:224-225)は、

市民社会の参加の中で第一に目立つ存在は自治会な

どの近隣住民組織であり、また新興のNPO・市民団

体も堅聞に主体的な位置を確保していると総括して

いる。さらに政策執行過程での関わりが、行政との
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ネットワークを活性化させていること、また委託関

係の成立によって団体の影響力は変動しないことか

ら、市民社会組織が政府との関係を深化させること

に伴う「下請け」化批判は成立しないと結論づけて

いる15。また市民社会組織は政府に従属するのでは

なく、政策に影響を及ぼすアクターと位置づけられ、

それが自治会において著しいと指摘している。

3.協働パートナーとしての地縁団体

このような地縁団体の実態を見ると、今後、市町

村を中心に据えた協働を考えていく際には、民間側

のパートナーとしてNPO・市民団体のほかに、重要

なメンパーとして地縁団体の存在を前提に議論を行

う必要があるのは明らかである。

上記の調査結果で示きれているとおり、今日にお

いても市区町村において協働の最大のパートナーで

あるのは地縁団体であるロ NPO・市民活動団体は新

たなニーズに対応している点で相当に評価されてい

る地主継続的な活動が行える点での評価は高くない。

公民の協働が都道府県におけるモデル事業中心の場

合には、先駆性、柔軟性、多様性があるとされるNPO・
市民活動団体をパートナーの中心に位置づける必然

性や妥当性があったと言えるが、福祉、教育、環境、

安全・安心、まちづくりのための公共サーピスをH
常的に継続的に安定して提供する市町村においては、

協働も一過性のモデル事業のみで成り立つ訳ではな

しそこにもある程度の継続性や安定性を志向する

傾向が強い。こうした条件を満たすパートナーが地

域によっては地縁団体以外には見当たらないという

現実もあるだろう。

地縁団体の実態そして政策過程への参加、また

NPO・市民活動団体の実態そして政策過程への参

加が都市部・非都市部・村落により相当異なると

いう実態からは、協働の枠組みを全国一律に当ては

めることには慎重になる必要性が指摘される。総体

的にNPO法人は都市部に集中しており、前述のとお

り人口規撲の大きい市区町村ほどNPO・市民活動団

体の政策過程への参加が多く評価も高いが、地縁団

体の活動は一般に低調である。このため現行のNPO

法人先行、理念先行の協働は、都市部なかでも大都

市には親和性が高いと言えよう。一方人口規模の小

さい市町村においてはNPO・市民活動団体の集積が

少ないこともあってNPO・市民活動団体の政策過程

への参加は進んでおらず、これらの専門性への評価
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も低い傾向がある。しかし村落部の方が住民の地縁

団体の活動への参加が多く、都市部の地縁団体より

も民主的な運営がなされている傾向があり、また市

区町村の政策過程への参加も多い。こうした地方の

地縁団体は都市部の地縁団体より、社会関係資本の

醸成が多く、間接的に様々な社会問題の解決に役立

っている可能性もある"0つまり都市型の協働と地

方型の協働の成果あるいはローカJレ・ガパナンスの

効呆の優劣は、単純には判断できるものではない。

少なくとも都道府県先行、理念先行であり都市部の

市区町村には親和性が高い協働の枠組みを基準とし

て、地方では協働が進んでいないと断じることは一

面的な見方であり、これまでの協働の枠組み自体に

問題がある可能性も否定できないことをここでは指

摘しておきたい。

V.広島県の協働

1. rNPOと行政等の協働環境に関する掴査報告書」

以下ではこれまで論じてきたNPO法人先行、都道

府県先行、理念先行という公民の協働に関する議論

の妥当性について、広島県・ひろしまNPOセンター

(2010) rNPOと行政等の協働環境に関する調査報

告書」を用いて検討していくこととしたい17。

なお同調査は広島県内の①全NPO法人(対象502、

回収率43%)、②全市町(対象23、回収率100%)、
③県関係課(対象22、回収率100%)を対象に、協

働の相手先・内容・規模またその成果や課題等に関し

て、 2∞9年時点でアンケートを行ったものである。

2.市町の協働パートナー:NPOvs.地縁団体

(1)協働のパートナーと協働の内容

同調査によると、市町が協働の相手として挙げた

団体は、地縁団体(1α脱)、その他 (91%)、N問 (74%)
の順で多い。ここではNPOとは、 NPO法人、ボラ

ンテイア団体、市民活動団体と定義している。その

他には社会福祉協議会や商工会・商工会議所などが

含まれる。協働の地域特性を見るために、大・中都

市(人口10万人以上)、小都市 (2万人以上10万人未

満)、町 (2万人未満)として区分し、市町の協働に

対する取り組みや評価を比較すると、全市町が「地

縁団体」と協働しているが、 rNPOJとの協働は大・

中都市においては1∞%、小都市が7脱、町は50%で、

人口規模が小さいほど少なくなっている。反対に自

治会・町内会等の単位団体の組織率は、町では組織

率が9割近いが、市町の規模が大きくなるほど組織

率は低下している(表1)。

〈表1>市町(人口規欄旧の醐パートナーと自治会等組織率

協働のパートナー l自治会

o I 地縁 l~ o) flßl等ヂ I N lその他
団体 l

大・中都市I....:.?~~.l....~叫し l酬| 叫L....:
小都市 I......:~第l....~.~?略L....~.叫| 叫L....'.~
町 50第I100略 8甜 I88略 6

全体 74% I 100略 9四 I8叫 I23 

次に市町とNPO・地縁団体の協働の内容別実施状

況を見ると、全体的に地縁団体との協働の方昔前PO
との協働より実施率が高い"0NPOとの協働が低調

である町と小都市では地縁団体優位であり、町はそ

の傾向が最も強い。大・中都市においては「場所の

提供」と「事業委託」でNPOとの協働が地縁団体を

上回り、 NPO優位の面もある。大・中都市では、

NPOとの協働が全項目において実施率が70%を超

え、なかでも「事業委託」は大・中都市では100%
に対して、町では0%で差が目立つ。地縁団体との

協働では全市町が「資金提供Jを行っているのに対

して、 NPOとの協働では「事業委劃が主流である。

また「委員会・審議会Jr資金提供」も大・中都市

と町の差が大きい傾向がある。町はNPOとの協働も

地縁団体との協働も他の地域と比較すると全般的に

低調である(表2)。

(2)協働の意義と満足度

市町が考える協働の意義をNPO・地縁団体という

相手別で比較すると、全般的に地縁団体に対する期

待の方古前POに対する期待より高い。特に両者の差

が大きいのは「地域活動の促進J(NP026%、地縁

74%)と「住民ニーズ情報の入手J(NP0l7%、地

縁57%)である。但し「行政効率の向上」に関して

のみ、市町全体ではNPOに対する意義 (39%)が地

縁団体に対する意義 (9%)を上回っている(表3)。

市町の人口規模別で比較すると、大・中都市は

協働相手がNPOか地縁団体かを関わず「行政サー

ピスの多様化」を挙げる割合が多く、小都市は

NPOか地縁団体かを関わず「経費を下げられる」と



く表2>市町(人口規模lllJ)のNPOと地縁団体との協働の内容
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記~I 官~I事業共催|事草委託儲~I 官if| 官~I事業共催|事童委託|京三-
大・中都市 11"1 100" 86覧86略 71% 86% 71%1 100" 71% 43% 

小都市 40% 40‘ 20‘ 60% 20覧 80% 100" 70‘ 70% 80略-・・................... -・・...........
町 17弧 0% 33単 0% 0% 33% 100" 67% 50% 67% 

全体 48% 
39‘ 39揺 57% 35% 65% 100" 70‘ 57% 78略

NPO 

〈表3>市町(人口規模別)のNPO・地縁団体別の協働の意義と満足度

地縁団体

N=2日3

航 |?fFIZZ本営|害防|RZ:防FIzz-|廿 |EEZR17

。覧
小都市 l........~岨l 叫l 叫l........~.~社 .~~l..........~民l........~.岨L.....~岨l 叫l 叫l........~?~J 叫

町

全体

一満足度

22% 
= 
100覧

。略 20略

39略 52略

78略 75略

4叩馬 40馬17%1 帽

2時 17%1 川|叫|珂

5岨加誕 10叫 10岨 10岨

回覧 83略 67略

7岨 57'" 39略

6珂 10岨 8叫

「行政効率の向上」を挙げる割合が最も多い。また

大・中都市になるほどNPOとの協働について「住民

ニーズ情報の入手」を挙げる割合が多くなっている。

大・中都市は「住民ニーズを入手できるj相手先

として、 NPO(57%)を地縁団体(43%)より多く

挙げている。["民間とのネットワーク」について

も大・中都市のNPOに対する期待は地縁団体に対

する期待より高い。反対に町は地縁団体との協働

について「住民ニーズを入手できるJ(83%)、ま

た「民間とのネットワークJ(67%)を挙げる割合

が最も多い。

なお本調査によると協働が与える効果として、

NPOに関しては「地域住民の生きがいの向上.J(65%) 

が最も多く挙げられている。地縁団体に関しては「住

民同志の交流の回復・促進J(83%)、 「地域社会

の一体感の醸成J(70%)が多い(同2010:43-44)。

しかしこれらの項目に対する市町の満足度は、「経

費を下げられるJ["住民ニーズに関する情報入手」

についてはNPO・地縁団体の両者に対して100%で

あるが、 「行政サーピスの多様化」については両

者に対して75%であった。["地域活動への参加を

促す」はNPOに対しては50%、地縁団体に対して

は65%であった(表3)。

瑚
一
盟
百

(3)小括

これらをまとめると以下のとおりになる。第一は、

広島県内の市町においても、協働の民間側のパート

ナーの筆頭は地縁団体であり、政策の意思決定にお

いても執行の課程においても地縁団体との連携は

NPOとの連携よりも強いことである。第三は、全

体的に市町は地縁団体との協働の方にNPOとの協

働より多くの意義を認めているということである。

第三は、市町は地縁団体との協働にとりわけ地域活

動の促進という意義を認めているということである。

第四は市町とNPOとの協働はかなりの地域差があり、

人口規模が大きな市町ほど活発だということである。

第五は人口規模が小さい市町では地縁団体の組織率

が高い一方で、 NPOのみならず地縁団体との協働

も低調であることである。第六は人口規模の大きな

市町ほど協働の意義を行政サーピスの多様化に強く

認め、小都市においては協働に行政効率の向上や経

費削減効果を求めていることである。第七には大・

中都市ではNPOとの協働について「住民ニーズ情

報の入手」および「民間とのネットワーク」につい

て地縁団体より多くの意義を認めている。第八は市

町とNPO・地縁団体との協働に対する満足度は、

経費削減や住民ニーズ情報の入手については高いが、

地域活動への参加については低いということである。
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第ーから第四の結果は辻中・ベッカネン・山本

(2009)および辻中・伊藤 (2010) とほぼ同様の結

呆であり、本調査でも現在の市町の協働のパートナー

としては地縁団体曲別POより重要な存在と認識され

ており、なかでも地域活動への参加促進という住民

交流を促し杜会関係資本の醸成が予測される項目で

期待が高いことが確認された。第五に関しては人口

規模の小さい市町村では自治会の政策過程への参加

が多いという先行研究の結果とは異なるが19、自治

会の政策過程への参加とNPO・市民団体の参加に正

の相闘がある点では同傾向である。

本調査により独自に確認された事項として特筆し

ておきたいのは以下の三点である。第一点は、市町

とNPOとの協働は経費節減の手段に傾斜しつつある

傾向である。協働における経費節減の面で市町の満

足度が非常に高いことがこうした見方を補強してい

るロまた財政状況が大・中都市よりも厳しい小都市

においてこの傾向が強いことが注目される。

第二点は、地域コミュニテイの衰退が顕著な大・

中都市においては、 NPOが地縁団体に代わる機能を

期待されていることである。先にNPOが地縁団体に

代替することに対する疑念を呈したが、本調査によ

ると都市部ではこうした傾向を否定できないことに

なる。

第三点は、市町は地縁団体に対して杜会関係資本

の形成を進める地域活動への参加の促進や住民交流

の点で高い期待を寄せているが、これらに対する満

足度は低いことである。ここからは現代の地域コミ

ュニティの深刻な衰退ぶりが透けて見え、地縁団体

と市町の協働の聞にも、理想と現実の厳しいギャッ

プがあることが予測される。

3.市町・県とNPOとの協働にお付る相違

(1)協働の内容・意義

次に市町および県が回答したNPOとの協働の内容を

比較すると、ともに「委託事業」が最も多い(表4)。

〈表6>市町・県がNPOとの協働を始めた経緯

NPOと協働する意義については、市町・県ともに「行

政サービスの多様化」を最も多く挙げているが、県は「経

費を下げられるJ(市町22%、県36%)および「民間

とのネットワークJ(市町 17%、県32%)に関して市町

を上回っていることが注目される。反対に市町は「行政

サービスの多様化J(市町52%、県36%)において県

を上回っている(表5)。

く表4>市町・県とNPOの協働の内容

場所の 資金の 事業 事業 委員会
N 

提供 提供 共催 委託 審議会

市町 48略 39覧 39覧 57j‘ 35略 23 

県 14略 23略 27% 41% 0偽 22 

く表5>市町・県が考えるNPOとの協働の意義

経費を 行政効 行政 地域 住民 民間

下IfG串の向 サーピ 活動の "'-ズ との
N 

れる 上
|事ス様の化

促進
の情入報手

ネット
ワーク

市町 22略 39誕 52略 26% 17略 17% 23 

県 35略 27第 35略 18略 18略 32% 22 

(2)経緯・判断基準

市町および県昔前POとの協働を開始した経緯を比

較すると、かなり相違があることが分かる。県は「行

政とNPO等が対等の立場で企画立案や事業活動を行

う仕組みを創設J(市町 18%、県41%)で市町を大き

く上回るのに対して、市町は「行政治せす応してこなかっ

た公益的事業に取り組む NPOを支援J(市町53%、

県9%)また「行政が実施してきた事業をNPOに開放」

(市町47%、県14%)において県を大きく上回っている

(表6)。
また市町および県が協働の相手先となる NPOを判

断する基準は、「社会性や公益性」および「運営に関

する安定性」が最も重視されている点では同様だが、

行政が実施し 行政が対応し NPO等の政策提 対等の立場で その他
てきた事業を てこなかった 言や先駆的事 企画立案・事 N 
開放 公益的事業 業に取り組む 業実施する仕

組みを創設

市町 47略 53幅 12国 18幅 12% 17 

県 14国 9覧 23国 41国 50% 22 



「専門知識やノウハウを蓄積J(市町35%、県68%)に

ついては県が市町を大きく上回っている(表7)。

く表7>市町・県が協働相手のNPOを判断する基準

社会性 安定性 専門 人材の
公益性 知識 信頼性 N 

ノウハ。

市町 71拓 47国 35% 35耳17 

県 64% 50国 68% 41% 22 

(3)小括

これらをまとめると以下のとおりになる。まず市

町および県とNPOの協働は内容・意義において、

また協働の相手となるNPOに求める能力に特段大

きな相違はない。しかし協働の意義や協働に至った

経緯、またNPOを相手に選ぶ際の基準などのなか

に両者の協働の岡に横たわるいくつかの相違点も確

認された。

その第ーは、県はNPOとの協働の意義を経費削

減により強く認めている一方、市町は行政サーピス

の多様化に意義をより強〈認めていることである。

第二は、県はNPOとの協働における対等性をより

強く意識しているということである。第三は、市町

はNPOとの協働に際して、既存事業の民間開放や

従前なかった事業への取り組みということをより強

く認識しているということである。第四は、県は市

町より協働するNPOに対して専門知識・ノウハウ

をより強く求めていることである。

ここから見えてくることは、以下の三点である。

第一点は、県においてNPOとの協働は、公共サー

ピスの効率化、言い換えると経費節減のために外部

委託の形態で行われ、専門性の高いNPOを委託先

とすることが主流化しつつあるということである。

他方で市町においてはNPOに多様化する住民ニー

ズへの対応を期待する意識は強いが、経費節減を求

める意識は県ほどには強くないロ

第三点は、県においては、理念先行型の協働が意

識され、対等原則やNPOの専門性を重視する傾向

が強いということである。 Iで述べたような協働の

〈衰S>NPO法人の協働の相手先別実績
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望ましいあり方を尊重し、現場において実践しよう

とする努力がうかがえる。

第三点は、 NPOとの協働は県にとって民間セク

ターとのネットワークの貴重な接点だということで

ある。他方、市町にとってもNPOは民間セクター

との接点だが、前述のとおりこうした意義は地縁団

体の方に強く認められているという特徴がある。

このように現行の県と市町の協働に対する取組や

意識にはさまざまな相違点があること地帯寵された。

このためこれまで都道府県先行で作られていた協働

の枠組みを、市町において展開していく際には、場

合によっては再構成が必要ということが示唆される。

4. NPOからみた協働と行政からみた協働

(1) NPO法人の実態:地域による多様性

次にはNPO法人から見た協働の実態を述べてい

きたい。ここではNPO法人の所在市町を大都市(人

口100万人以上)、中都市(人口 10万人以上1∞万

人未満)、小都市・町(人口 10万人未満)と人口規

模別に分類する。まず活動エリアを一つの市町とす

る割合を見ると、大都市 (23%)、中都市 (45%)、

小都市・町 (58%) と地方になるほど地域限定性

が高まっている。前年度平均支出額は、中都市の

法人が 1.228万円、小都市・町の法人が1.344万円

と同程度で、大都市のNPO法人は 1，083万円である

(同2010:17)。一般的にNPO法人は都市部により多

い傾向が強い実態と合わせて考えると、大都市では

NPO法人が大小を問わず容易に設立される傾向が

あるのに対して、小都市・町では一定以上の活動

規模が見込める場合にのみ慎重に設立される傾向

のあることが予測される。

(2) NPOの協働の実績

こうしたNPOのうち、外部の団体と協働した実績が

ある割合は63%であり、行政機関との協働実績がある

のは 58%である。協働相手としては「市町関係機関」

(50%)が最も多く、「県関係機関J(21%)、「国関係

機関J(13%)の2倍以上である(表8)。

協働あり
(N=216) 

相手別の協働 (Nニ211)

63国
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(3) NPOから行政への要望・行政からNPOへの要望

協働においてNPO法人が行政に求めることと、市

町・県量刑PO側から期待されていると考えることを

比較すると、「対話や情報交換の場を増やす」、「協働

事業の予算を増やす」に関しては、市町・県もNPOと

岡程度の課題認識を持っているが、「協働事業の手続き

を簡素化するJ(NP037%、市町17%、県18%)、「行

政職員のNPOに対する知識や理解を深める」倒P037%、

市町43%、県9%)についてはNPOと行政の認識に

差があり、特に後者に関しては市町と県の認識の差

が大きい(表9)。

また行政との協働のためにNPO法人自身が取り組み

たいことと、市町・県がNPOに臨むことを比較すると「組

織運営力の向上J(NP024%、市町41%、県64%)

と「専門知識や経験/ノウハウの蓄積J(NP018%、

市町59%、県64%)について、 NPO法人と行政の認

識の差が大きいことが分かる(表10)。

〈衰9>協働において行政に求めること・求められて
いると考えるとと

対話や 予算を 手続き 行政職員
情報交 増やす の の知識や

N 
換を 簡素化 理解

増やす

NPO 48国 39国 39% 37% 216 

市町 65国 43国 17% 43% 23 

県 55世 59世 18% 9首 22 

〈表10>協働のためにNPOとして取り組みたい乙と・

NPOIこ求めること

企画(提案)専門知識 組織運営
カの向上 -経験 能力の

ノウハウ 向上 N 

の蓄積

NPO 24% 18世 24% 216 

市町 24% 59世 41% 17 

県 36覧 64耳 64世 22 

(4)小指

以上から言えることの第一は、様々な協働を展開

するNPO法人にとって最大のパートナーは市町だと

いうことである。第二は、協働の現場では協働の理

念と現実の聞に様々なギャップが存在していること

が明らかになったということである。

第一に関しては、前述のとおり協働政策は都道府

県先行で進められてきたが、現場では市町古<NPO法

人の最大のパートナーであり、こうした動きは今後

一層進むと予測される。

第三に関しては、行政側はNPO側に「組織運営力」

「企画・提案カJI専門知識・経験」を向上させる必

要性を強く認識しており、協働論地帯t提としているNPO

の「専門性JI多様性JI柔軟性JI先駆性」には若

干の留保が必要と言わざるをえない。他方でNPOは行

政に「対話と情報交換JI行政職員の知識や理解」を

強く求めていることから、協働はまだ入り口段階にあるこ

とがうかがえる。つまり理念先行の協働、また専門性の

ある少数のエリ』ト団体との協働を主としてきた都道府

県先行の協働の枠組みは、小規模団体が多いNPO

と市町の協働に必ずしも合致しておらず、実態に即し

た協働政策の見直しが必要ということが指摘される。

最後に本論では紙面の都合により詳細は省くが、本

調査によるとNPO法人は、行政との協働に関して「活

動が広がった」あるいは「認知度・信頼性が向上した」

というメリットを挙げた割合が半数を超え、逆に補助金・

助成金を受け入れたことによる「行政の下請化」という

デメリットを挙げたのは 15%に過ぎず(同2010:31-34)、

辻中・伊藤 (2010)と同様の結果が得られた。ただ

前述のとおり、行政とNPOの協働は実質的には委託

事業が中心であり、経費削減の手段とされる傾向が強

いことを合わせて考えると、 NPOと行政の良好な協働

関係が今後も保持される保障はないということも付記し

ておきたい。

5. NPOと地縁団体のパートナーシップ

市町村の協働パートナーとして地縁団体は重要であ

る一方で、今日、地縁団体の衰退は全国的に深刻な

課題であり、反対にNPO・市民活動の活発化は今後

も続くものと予測される。前述のとおり、大・中都市で

は、 NPOに対して地縁団体を上回る高い意義を認め

ている点もあることからは、 NPOが地縁団体に代替す

る兆しがあるとも言える。

しかしNPOと行政の協働にも地縁団体と行政の協

働にも、理想と現実のギャップがあることはこれまで見

てきたとおりである。こうした様々な課題が山積するな

かで有効な方策を直ちに提示することはここではできな

いが、以下では次世代の協働を考える手掛かりとして

NPOと地縁団体のパートナーシップの構築について考

えていきたい却。
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地縁団体とNPOは組織や目的の相違からしばしば

反目し合うことが指摘されている21。しかしNPOと地縁

団体の連携・協力の事例が各地にあることも知られて

いる。このため最後に、本調査によりNPO法人自治会

等との連携の実態を確認していきたい。

NPO法人の協働の相手先を所在地自治体の人口規

模により比較すると、自治会との協働は小都市・町

のNPO法人 (38%)が最も多く、大都市ほど少なく

なっている。一方、他NPOとの協働は大都市の法人

(47%)が、中都市と小都市・町より多い(表11)。

〈衰11>所出由人口規模別NPO法人の協働の相手先

行政
民間 自治 企業

等 支援
4 事実

他NPO 等 N 
団体

大都市 62覧 28判 13首 47世 32世 67 
-・・.................-・・......-・・.......-・・.......-・・.......-・・......-・・---
中都市 55匹 24省 19世 27国 31幅 46 
.................... ......... .......... .......... .......... ......... ...... 
小都市・町 57国 24省 38質 32幅 35幅 22 

全体 58% 26% 19% 37国 32% 211 

また相手先別の協働の評価を見ると、小都市・町

のNPO法人は全般に大都市と中都市のNPO法人

よりも、自治会との協働に対する評価が高い。小

都市・町のNPO法人は自治会等との協働に関して「自

法人の設立目的に沿った活動が広がったJ(57%)、「地

域住民の参加が増えたJ(57%)と半数以上が評価

している。また小都市・町のNPO法人は、自治会

等との協働に関して「事業に必要な情報の入手ルー

トが広がったJ(21%)と評価しており、これも大都

市の同評価 (8%)より高い(表12)。

小都市・町においてはNPO法人と自治会との協働が

比較的活発であり、その評価も高いのに対して、大都

市になるほどNPO法人と自治会との協働は滅りかつ評

価も低くなっている。反対に大都市のNPO法人は小都

市・町と比べると他NPOとの協働が活発であり評価も

高い。中都市はその中間的な様相を示している。

広島県の場合、小都市・町のNPO法人は自治会等

との協働をうまく進めている可能性が高い。他方、大都

市のNPO法人は他のNPOなどの外部の団体と協働す

ることには熱心である祇自治会等との協働は活発でない。

NPOと地縁団体の遮携は困難という指摘は、本調査に

よると都市部に多い問題であり、地方の小規模な町にお

いては比較的良好な関係にあることがうかがわれる。次

世代の「協働」の一つの鍵がNPOと地縁団体のパー

トナーシップの構築にあるとするなら、そのモデルの萌芽

は小規模な町や村で育ちつつあるかもしれない。現時点

でそう考えるのは無謀なことであるかもしれないが、今後

の可能性のーっとして提示しておきたい。

¥11.まとめ

本論では、 NPO法人先行、都道府県先行、理念先

行の協働が様々な面で阻踏をきたしていることを確

認し、今後拡大していく市町村の協働においては、

協働パートナーとして地縁団体の位置づけを明確に

する必要性を指摘した。また行政側の主体である都

道府県と市町村では協働に対する取組や意識に相違

があること、 NPOからみた協働と行政からみた協働

にはギャップがあること、協働の取組に相当の地域

差があることから、これまでの協働論の前提や原則

を場合によっては見置す必要があることを示唆した。

また理念先行の協働論が喧伝されてきたなかで、現

実の協働においてはNPOが経費削減の手段になりつ

つあることも確認した。さらに次世代の協働を構築

く表12>所在地人口規模別NPO法人の協働の相手先別の評価

自法人の設立目的に沿った 事業に必要な情報の入手
地域住民の参加が増えた

活動が広がった ルートが広がった

行政等 自治会 他NPO 行政等 自治会 他NPO 行政等 自治会 他NPO

大都市 57国 23% 51幅 36% 8弧 38% 13国 23国 13国
.................... ............... ............... ............... ............... .............. ............... ............... ............... ............... 
中都市 49国 21% 30幅 39% 21% 30% 15国 43国 10国
-・・.................-・・............-・・............圃圃圃圃圃圃圃圃圃・.....-・・............-・・---圃圃圃圃圃圃圃圃 -・・............-・・............-・・............圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・....
小都市・町 81国 57% 42幅 33% 21% 17% 24国 57国 17国

全体 59国 34% 44国 37% 17% 33% 15国 41世 13国

N 123 41 79 123 41 79 123 41 79 
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する鍵として、 NPOと地縁団体のパートナーシップ

の構築についても考察した。なおここでは両者の関

係構築や協働の具体的な見直し方策に関して踏み込

んだ議論ができなかったが、それは今後の研究課題

としたい

NPO応援団の一員として、 NPOと行政の協働が

進み、パートナーシップが強まることは望ましいと

いうのが筆者のスタンスであるロしかしNPOの特質

である多様性を認めることを排除した形で、一部の

力のあるエリートNPOを中心に協働が進んでいくこ

とに今若干の危倶を感じている。なお本論文執筆中

に生じた東日本大震災においては、被災地の助け合

いや救援活動に地縁団体が大きな力を発揮している

地域が多々あることが報道されている。今後、地U縁

団体の可能性が再考される場面が増えていくことも

予想される。

都市でも地方でも、そこにある資源を最大限に生

かし、文字どおり多様性を認め合う中で、実のある

協働が各地で進んでいくことを心から望みたい。

注

1 滋賀県「基本的考え方J(1999年)は協働を「共通の目

的の実現のためにそれぞれが自らの役割を自覚し、ともに考え、

ともに汗を寵して取り組んでいくこと」と定義し、横浜市「基

本方針J(1鈎9年)では協閣の原則を r1対等の原則、 2

自主性尊重の原則、旦自立化の原則、 4相互理解の原則、

旦目的共有の原耳目、邑公開の原則」とじかる。自治省儲即)

は rr相互の特性の認識・草重』を基礎として、相互に『対

等関係jのもとで『協調・協働』していくこと」としている。

2 大久保 (2004:29)によると市民参加・協働条例の対象

となるNPO活動には「市民公益活動Jr市民活動Jr非営

利公益活動Jr民間非営利活動Jr社会貢献活動Jrボラン

テイア活動等」など様々 な用語が用いられているロ

3 東京都「協働の推進指針J(2001年)では「社会貢献

活動を継続的に行う民間非営利団体」とされNPO法人を例

示。神奈川県 rNPO等との協働推進指針J(2004年)で

は「不特定かっ多数の利益の増進を目的とする非営利事業

に自主的に取り組む特定非営利活動法人、法人格を持たな

い団体及び個人」。愛知県「協働のルールプックJ(2∞4年)

はNPOと行政の協働を対象に作成されている。

4 宮城県「民間非営利活動促進基本計画」で怯「主として

NPO法人や任意の市民活動団体などのNPOを対事Uとし「内

容に応じ、地縁団体、公益法人、社会福祉法人、協同組

合等も合」む。広島県 rNPO・ボランティア団体との協働指

針J(2006年)は rNPO法人、ボランティア団体、市民活

動団体」とし新しい住民自治組織は入ると追記。

5 兵庫県「県民参画協働条例J(却例年)は「県民(県民

一人ひとり、地縁団体、ボランティア団体その他民間の団体

及び事業者)J。佐賀県「県民協働指針J(2004年)は「αo

((1)志縁組織 ~NPO法人・ボランティア団体等、 (2) 地

縁団体=自治会、町内会等)J。

6 協働相手は公益法人、地縁団体等を含むが、協働事業

はNPOにほぼ限定した内容。

7 全国の市民参加・協働条例の実感出こついては大久保儲XJ4)

を参照。

8 紙野 (2008)は国レベルの法令で協働を定めた例はほと

んどないとしている。

9 紙野 (2008)は条例上の協働の定義況は理念平原則曲噌ま

払目的と手段が一体化したものが少なくないと指摘している。

10 後 (2∞9:174-178)は有権者の一部であるNPOと行政

の関係の対等性を問題にするのは的外れであり、事業の企

画立案や決定におけるNPOの発言権を強めようとすることは、

理念的協働論の暴走になりなりかねないと論じている。

11 金川 (2007:42-43)は、協働理念の暖昧性が理念と実

態の~離を生じきせていること、また協働評価のためにコ

ストが増大Lているという課題を指摘Lている。

12 日高(耳鵬)は「分権化」の実効性があるなら基礎自治体

と地縁組織の協働は計画策定から公共サーピス実施までを包

括する型で広がる可能性が喰くはないとする。

13 同調査ではNPOとの連携について直接質問をしていない。

14 この他に (3)ネットワーク参加者による信頼と規則に基づく

ゲームのような相互作用であり、 (4)国家からの自治性を相当

程度持つことを挙当Tている。

15 行政委託事業によるNPOの下請け化論への反論は原田

(201ω、後(2α)9)など。

16 金谷 (2008)は人口あたり NPO法人数と地縁団体数を

社会関係資本町指標として、地域環境の良好性との関係を

分析した結果、地縁団体の方が社会関係資本町醸成に貢

献している可能性があることを指摘している。

17 本章は広島県・ひろしまNPOセンター (2010)の執筆内

容に加筆修正したものである。

18 ここではNPOと地縁団体の協働の全市町に対する普及率

を比較するため全市町包3)を分母とした。報告書はNPO

と協働した市町(17)に対する各項目の割合を掲載。

19 この背景には広島県の町においては伝統的な共同体を引き

継ぐ地縁団体と行政の聞にはインフォーマルな関係がある可

能性が考えられる。



20 NPOとコミュニティの連携は中JII(耳目庁)など。中川倒閣)

は行政との協働相手4には自治会等のコミュニテイ系集団とNPO・

ボランティア団体などのアソシエーション系集団があるが、両

者の性格は異なるため別枠で制度を構築すべ主としている。

21 内閣府 (2∞4ゆなどロ
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