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協働 による地域 づ くり
― 静岡県「協働事例発表会『協働の底力』
」の取 り組み 一

日 詰

一

幸

は じめ に
戦後 日本社会 において、社会資本 は主 に国・ 都道府県・ 市町村 といっ
た行政機関 が整備計画 を立案 し建設 を推進 して きた。 そのため、道路や
河川 な ど住民 の 日常生活 に不可欠 な社会資本 整備 に関 して、地域住民 は
計画立案や維持管理 にほ とん どかかわ りを持 つ ことがなかったのである。
しか し、70年 代以降生 じた政策過程 へ の住民 参加 の要求 の高 ま りを受 け
て、行政 もしだいに住民 との関わ りを持 つ ようになって いった。そ して、
90年代 に入 る と、計画策 定過程 へ の住 民参加 とい うことで、欧米 で実践
されて い た 「パ プ リック・ イ ンボルプメ ン ト」(PubLc lnvol■ 7cment、 PI)
か ら手法 を学 び、 それ を日本 へ導入す る取 り組み が進 め られた。 この よ
うな取 り組 み は、「住民参加型公共事業」 として注 目されたの で あるが、
あ くまで も構想 ・ 計画策定段階 にお け る住民参加 の形態であった。
一 方、80年 代以降 日本 で も市民活動 団体 の活動 が活発化 し、 それ らの
団体 が整備 された社会資本 の維持管理 にもかかわ りを持 つ よ うになった。
そして、1998年 に制定 された特定非営利活動促進法

(NPO法 )は 、地域

の社会資本 に対 す る住民 の関 わ り方 を大 き く変 えて い くこ とになった。
この法律 によ り、地域住民 によって生み出された様 々な市民活動団体 が
法人格 を取得 し、社会 的な責任 を担 って公共領域での活動 を活発化 させ
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て きたので ある。その結果、社会資本整備 の領域 におい てもNPO法 人 を
はじめ法人格 を有 しない市民活動団体や地縁組織 が、建設 された道 路や
整備された河川の維持管理 において もいろい ろな形でかかわるようになっ
て きた。
こ うして、社会資本 をめ ぐって、現在 は構想・ 計画策定段階だけでな
く、完成 した社会資本 の維持管理面 において も地域住民 が関与す るよう
になったのである。
そ こで、本稿 では、静岡県 が2004年 度 よ り取 り組 んでいる 「協働事例
発表会 『協働 の底力』」 の事例 をもとに、NPO法 人 を含 む市民活 動団体
が地域社会 で整備 された社会資本 とどのような形 で 関わ りを持 ち始めて
い るのか、 そして どの ような役割や機能 を果 してい るのか、検討 しよう
とす るものである。

1

社 会 資 本 と地 域 住 民 の 関 わ り

社会資本整備 へ の住民参加 が制度化 されたのは、 2003年 (平 成 15年 )
3月 に制定 された 「社会資本整備重点計画法 Jな らびに この法律 に基 づ
いて 同年 10月 に閣議決定 された 「社会資本整備重点計画 」 においてで あ
る。社会資本整備重点計画法 において、住民 の声 を聴 取す るとい うこと
「社会資本重点計画 の案 を作
に関 しては、以下 のように規定 されている。
成 しよ うとす るときは、 あ らか じめ、主務省令 で定 める ところによ り、
国民 の意見 を反映させ るために必 要 な措置 を講 じる とともに、都道府県
の意見 を聴 くもの とす る」(第 4条 第 4項 )。 そして、社会 資本整備重点
計画 においては、 よ り具体的な住民参加 の規定 が盛 り込 まれてい る。す
「地域住民等の理解 と協力の確保 Jと い うことで、計画段階 よ り
なわ ち、
「構想・ 計画・ 実施等の事業
も早 い構想段階 か ら住民参加手続 きを促 し、
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1。

過程 を通 じた住民参加 の取組 み等 を推進するJと して い る

また、国土交通省 (以 下、国交省)は 2003年 (平 成 15年 )6月 に 「国
土 交通省所管 の公共事業 の構想段階 にお け る住民参加手続 きガイ ドライ
ン」 を策定 した。 このガ イ ドライ ンでは、国交省所管の直轄事業等 にお
いて、計画 。実施・ 管理等 の各段階 における住民参加 を促進す ることが
明記 され、かつ その標 準的 な手続 きを示 して い る。
以上 の ように2000年 代 に入 ってか ら、社会資本整備 にお ける住民参加
の制度化 が進展 したのであるが、本 稿では特 に維持管理面 へ の住民 参加
に注 目す ることか ら、以下 に河川や道路 といった分野での地域住民 のか
かわ りを考察 してお くことに したい。

1‑1

河川 と地域住民

90年 代 に入 ってか ら従来 の河川 行政 に大 きな転換 が生 じた。河川審議
会 では1996年 (平 成 8年 )に 「21世 紀 の社会 を展望 した今後 の河川整備
の基本的方向 について」 を答 申 した

2。

「地域 と河川 との役割
その中で は、今後 の河川行政 のあ り方 について、
分担 を明確 にしつつ、地域社会 の意 向を反映 し、地域 の個性 を十分 に発
揮 で きる新 たな施策 の展開」 力S必 要 であることを提言 とした。 それを受
けて、翌97年 (平 成 9年 )に 河川法 が改正 された。 その改正 にお いては、
法 の 目的 に従来 の治水・ 利水 に加 え、新 た に 「河川環境 の整 備 と保全 J
「河川整備基本方針 と河川整備計画 Jと い う
が位置付 けられた。そ して、
新 たな計画制度 を採用 し、 この策定 に当たっては地 方 自治体 の首長 や地

l国 土交通省 「第 1次 社会資本整備重点計画J、 3頁 。「第 1章 社会資本整備事業の

重点的、効果的かつ効率的な実施」 にお ける「3 地域住民等の理解 と協力の確保J
の中で規定。
2hゅ ■
、
mht gOjp″ 市er/1hk/rfC/Opin10n 7toshulan/data2 1 htm (2013年 12月 27
日間覧)。=い
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域住民等 の意見 を反 映す るための手続 きが法制化 された。 この法改正 に
よ り、河川整備 を推進 す る際、地域 と連携 し地域 の意見 を活 かす とい う
仕組 みが創 設 されたのである。 つ ま り、■
■llI行 政 へ の市民 参加制度 が確
立 した と言 えよ う。
その後 も河川審議会 においては、河川行政 へ の市民参加 あるい は市民
団体 の関わ りに関 しての検討 が継続 して行 われ、 その結果、2000年 (平
成 12年 )に 「河川 にお ける市民団体等 との連 携方策 のあ り方 についてJ
が答 申 された 3。
この答 申において、河川 は 「地域共 有 の公 共財産」 で ある とい う視点
か ら、市民・ 企 業・ 地方 自治体等 が連携 し、 それ ぞれが有す る資源や特
性 を活か して役割分担 を行 い なが ら、河川管理 を行 う仕組み が構想 され
た。
このよ うな河川審議会 の答 申を受 けて、地方 レベルで様 々な取 り組み
が進 められて い った。静岡県 では、 1998年 (平 成 10年 )よ り「 しずおか
流域ネ ッ トワーク」 とい う市民団体 が「川 の 日」 のワー クシ ョ ップを開
「 しずおか川 自慢大賞」へ と発
始 し、それ が2001年 (平 成 13年 )以 降 は、
展 していった

4。

「リバーフレ
そ して、静岡県が中心 とな り、2003年 (平 成 15年 )以 降、
ン ドシ ップJ"」 度 が導入 された。 これは、地域住民 団体 と行政 の協働 に
よる河川美化活動 (川 の清掃、除草等 )の 仕組み で ある。 つ ま り、県 が
管理す る河川 の一定 区間 において美化活動 を行お うとす る市民活動団体
に対 し、活動 に必 要 な物 品の提供等 の支援 を行 い、地元 の市町 はその活
動 によって生 じた雑草や空 き缶等の廃棄物 の処分 に協力 す るとい うもの

3 httpヵ ヽ
ハん7mLt gojp/11■

日閲覧)。
4 http=′

〜

l…

er/1■ nk/rfc/opmio″loshlllan/data

O hⅢ l(2013年 12月 27

■■littet glJp/shレ uoka(2014年 1月 10日 間覧)。
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で、美化活動実施団体 (市 民活動団体 )=リ バー フレン ド、県、市町 が、
三者 で協定 を締結するとい うものである5。
2003年 においては、安間川 (浜 松市)や 鮎沢川 (小 山町)等 8つ の団
体 と協定 が締結 され、その後 この取 り組み は全県的 に拡大 をして いった。
その結果、2014年 (平 成 26年 )3月 末 には、410団 体 との協定 が締結 され
ることになった。

1‑2

道路 と地 域住民

河川 同様、道路 にお いて も構想・ 計画策定段階 へ住民参加 を導入す る
「パ プ リック・ イ ンボル プメ
とい う取 り組 みが進 め られて きた。それは、
ン ト」(PI)と い う形 で実現 している。パ ブ リック・ イ ンボルプメン トに
関 しては、道路審議会基本政策 部会 「21世 紀 のみちを考 える委員会」 で
「道 づ くり」へ 国民 の意見 を反映 させ るため、意見募集 をしたことに端 を
「21世 紀 のみちを考 える委員会 Jで は、 1996年 5月 「キ ック
発 してい る。
オフ・ レポー トJを 刊行 し、全 国 か ら道路 に関す る意 見 を公募 した。 そ
の結果、35,000人 か ら11万 作以上 の意見 が提 出され、それ らが 「ポイス・
レポー ト」 として まとめ られ配布 された 6。
この ような取 り組 み を経 て、1997年 (平 成 9年 )6月 に道 路審議会建
議 「道路政策変革 へ の提言 〜 よ り高 い社会的価値 をめざして〜 Jが 出 さ
「国民 と徹底 した対話 を行 う国民
れ た。 この建議 の中 で特徴的 なことは、
「パ プ リック・ イ ンボル プメ ン ト方式」を
参加型 の新 しい方法」 として、
7。

採用 した ことで ある

5 httpプ

/■ mvpreishlzuokajp/■ msesu/ke‐

320/1nfOllllatOn/1nfOmatleln04 h血

(2014

年1月 10日 閲覧)。
6市 民参画型道路計画 プロセス研究会編 『市民参画 の道づ くリーパ ブリック・ イン
ボル プメン ト (PI)ハ ン ドブック ーJぎ ょうせい、2004年 、 11頁 。
7同 書、 12頁 。
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その後、2001年 (平 成 13年 )に は、道路事業の計画段階 にお ける合意
形成 のあ り方 を検討す ることを主 眼 に 「道路計画合意形成研究会」 力

'設

「今後 の計画決定 プロセスに関す る基本的 な考 え方 Jが 提言 とし
置 され、
「構想段階 にお けるPIプ ロセスの
て まとめ られた。その提言 にお いて も、
導入」 が明示 された。 そ して、2002年 (平 成 14年 )に は、国交省道路局
が 「道路計画 合意形成研究会」の提言 をもとに、
「市民参画型道路計画 プ
ロセ スガ イ ドライ ン」 を策定 した 8。 その後 2005年 (平 成 17年 )に は、 こ
「構想段階における市民参カロ
のガ イ ドライ ンの改定 が行 われ、
型道路計画
プロセスのガイ ドライ ン」 に変更 され、現在 に至 って い る。
このよ うに、道路分野 にお ける構想・ 計画段階 にお ける住民参加 はパ
プ リック・ イ ンボル プメ ン トが推奨 され、各地 において様 々な事例 が蓄
積 されている。今後 は、 このよ うな手法の有効性 につい ての検討 が求 め
られ ることであろ う。
さて、道路 の維持管理面 へ の住民参加 は どの ように展開 してい るので
あろ うか。道路 は地 域住民 の 日常生活 に欠 くことので きない施設である
が、 その維持管理 において近年 アダプ ト・ プ ログ ラムが導入 されるよ う
になった。
この取 り組み は、 1985年 アメ リカ・ テキサ ス州運輸局 が導入 した こと
が きっかけとな り、 その後 カナダ、 ニ ュージー ラ ン ド筆 で も導入 される
ことにな り、 日本 では1998年 に徳島県神山町 で初 めて導入 された9。
この取 り組み は、静岡県 にお ける 「 リバー フ レン ドシ ップ」 の道路版
である。 つ ま り、県 が管理す る道 路や区間 において清掃・ ゴ ミ拾 い・植
栽 の剪定・ 草花 の維持管理 とい った美化活動 を実施 す る地 元の住民 団体
と県 が同意書 を交わ し、県 は アダプ トサイ ン (表 示板 に活動団体名 を記

8同 書、13頁 。

9 http:″ ぃハ崚own kalnlt7alna lgjpた
doplお

hlml(2014年 1月

- 82 (525)

17日

閲覧)

協働による地域づ くり
入費用 を負担す るとともに
載 してアピール)を 設置 し、参加 者 の保険カロ
清掃用具 を支給す る。 そして、地元の市町 は ごみ回収 などの支援 を行 う
のである。静岡県 では、 これ を 「しずおかアダプ ト・ ロー ド・ プ ログラ
ム」 と称 して い る。
静岡県 では2001年 (平 成 13年 )に 袋井駅前商店街 な ど10団 体 と同意 書
が締結 され、始 め られた。2013年 (平 成 25年 )12月 末 の集計 では、県内
Ю
で139団 体 が同意書 を締結 してい る 。

2

・
静 岡県 にお ける 「協働事例 発表会 『 協働 の底力』」 の 取 り組み
静岡県 で は、 2004年 度 (平 成 16年 度 )よ り、静岡県内にお ける 「魅力

的 な地域 づ くりJの 事例 を発表 す る場 として 「協働事例発表会 F協 働 の
底力』」 とい う取組み を進 めて きた。 この発表会 は、静岡県内 で地域住民
や市民活動団体 が連携 して地域 づ くりに活躍 している事例 を集 め、 それ
らを紹介 し分 析す ると共 に成果や課題 を相互 に学 び合 う、 いわ ば「協働
による地域 づ くりの見本市 =メ ッセJの よ うな取 り組 みだ と言 えよ う。
2004年 度 に開始 され、2013年度 に10回 を数え ることになったが、 これ
までに どの ような事例 が紹介 されたのか、 それ を振 り返 ってお くことに
したい。

Ю リバーフレン ドシ ップ、アダプ ト・ ロー ド・ プログラムの双方 で指摘 できること
は、県 と同意書 を締結 して活動 している団体 の高齢化 が進み、活動 に広が りがみ ら
れないことである。 これをどのように打 開 してい くことができるのか とい うことが
今後の課題の一つ として挙 げられる。
"筆 者 は第1回 から毎年参加 してお り、参与観察者 としての立場からこの発表会 と関
わってきた。その際、毎年 トー クセ ッシ ョン/ト ークライプの コー ディネータあるい
は基調講演者などの役割 を担ってい る。
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2‑1「

2

協働事例発表会『協働の底力』
Jの 概要

(1)第 1回 協働事例発表会 (2004年 度、2005年 3月 12日 開催

静岡市もくせい会館)
「協働 ってなに ?み んなで力をあわせてよ りよい地域 づ く
テーマは、
り !」 とい うものであつた。初めての開催であるとい うこともあ り、地
域づ くりにおける協働 を皆で学んでみようとい うところに主眼が置かれ
た。開催 に当たっては、有志 による 「協働 の底力組Jと い う実行部隊が
組織 され、発表会の運営 を担ったのも特徴 だと言えよう。そして、 この
「協働 の底力組」は第 8回 まで協働事例発表会開催 に当た り、実行部隊 と
しての役割を果 した。
紹介 された事例 は合計 9事 例 であつたが、 そのうち発表 された事例 は

2事 例、パネルで紹介された事例が 7事例 であった。発表された 2事 例
は次のとお りである。①麻機遊水地の事例 (静 岡市)。

NPO法 人麻機湿

原を保全する会をはじめ 5団 体 が行政 と連携 して、遊水地 におけるゴ ミ
対策や草刈 り等の実施 により生物多様性 が維持 されてい るとい うもので
ある。②瀬戸川流域での活動 (藤 枝市)。 瀬戸川流域 で行政・市民活動団
体・企業箸が連携 し「瀬戸川 フォー ラム」 としてネットワーク化を図 り、
瀬戸川 の豊かな自然を次世代へ伝 えるとい う活動である。また、パネル
で紹介された事例 は、①青野川 での活動 (南 伊豆町内 5つ の小学校 と県
下田土木事務所の連携)、 ②太田川水系での活動 (磐 田市)、 ③佐鳴湖で
の活動 (浜 松市。周辺住民の佐鳴湖浄化活動)、 ④下田・ アダプトロー ド
の活動

(下 田市)、

⑤清水三保での活動

(国 ・県・市 と周辺 7団 体 との連

携 による看板整備)、 ⑥森川橋 での活動 (袋 井市。地域住民 と袋井土木事
務所 の連携)、 ⑦御前崎港緑地での活動

(地 元のエコクラブと御前崎土木

2第 1回 か ら第10回 までの「協働事例発表会 『協働 の底力』」 の内容 については、静
岡県交通基盤部建設技術監理セ ンター所蔵 の記録 と筆者 の参与観察 による記録の双
方をもとにしている。
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事務所 の連 携 による緑 地公園整備 )。

12)第 2回 協働事例発表会 (2005年 度、2006年 3月 12日 開催

静岡市 も くせ い会館 )
第 1回 目で静岡県内 の様 々な協働 の事例 を研鑽 したが、第 2回 目で は
さらに地域 づ くりにお ける協働 の理解 を深 めることが 目的 とされた。 そ
のため、二 重県伊賀市 にお い て まちづ くり活動 を推進 して い る実践者 を
招 いて まちづ くり事例 の紹介 を受 けると共 に、静岡県 内 の事例 も発表 す
ることによ り、相 互 に協働 の理解 を深 めることがで きた。
なお、第 2回 の開催 に当たっては、発表会 の準備 のため、東部・ 中部・
西部 を中心 に 「よ りあい会 Jと 称 す る、行政職員有志 の会 合 を開 き、協
働 についての意識啓発や ス キル ア ップ、 さらには情報交換 の場 が持 たれ
た。 よ りあい会 はその後 も今 日 (2013年 度現在 )ま で継続 した取 り組み
となって い る。
発表 された事例 は、静 岡県 内 3事例 と二重県伊賀市 の事例 の 4事例 で
あった。静岡県 内 の発表事例 は次 の とお りである。①瀬戸川 フォー ラム
「瀬戸川河川 整備計画 」策定 へ の参加等 )、 ②御前崎 エ コクラブ
(藤 枝市。
(御 前崎市。様 々な活動 メニ ューの紹介 )、 ③国道 150号 焼津 バ イパス (焼

津市。 アダ プ ト・ ロー ド・ プログラム)。

(3)第 3回 協働事例発表会 (2006年 度、2006年 12月 16日 開催
静 岡市 も くせ い会館 )
テーマ は、地域 にお ける協働 を通 じた課題解決方法 を学ぶ とい うもの
であった。過去 2回 にわた る事例発表会 での学 びを通 じて、 さらに地 域
の課題解決方法 を学 ぶ機会 とす ることが 目指 された。 なお、第 3回 か ら
事例発表会 の前 に県内 3ヵ 所 において、地域住民や地域 での活動者 と行
政職員 による 「 くるまざ会 」 が開催 され るようになった。 この取 り組み

‑85(522)一

法政研究18巻 3・ 4号 (2014年 )
は2010年 まで継続 し、 2013年 度 においても実施 された。
第 3回 事例 発表会 で は、次 のよ うに県内の 9事 例 が報告 された。①宇
佐美流域会議 (伊 東市宇佐美流域 での協働 による河川計画 づ くり)、 ②天

竜花の会 (国 道152号 沿 いアダプト・ ロー ド・ プログラム)、 ③神田川 の
活動 (富 士官市・ 神田川における 「せせ らぎ公園」整備 におけるワーク
ショップ)、 ④三 ヶ日みかんの里資料館 (地 元農家 による廃校の利活用)、
⑤大内グ リーンベル ト・ 森 と水辺を育てる会 (静 岡市大内地区にお ける
里山の維持管理)、 ⑥清水港みなとづ くり (NPO法 人夢生 の会を主体 と
する港づ くりの協働事業)、 ⑦倉真 まちづ くり委員会 (掛 川市倉真地区ま
ちづ くり委員会 と県 の連携 による県道拡幅事業 における計画案作成)、 ③
丸子芹が谷防災対策委員会 (静 岡市丸子芹が谷地区における防災対策委
員会 にお ける協働事例)、 ⑨松川周辺地区まちづ くり推進協議会 (伊東市
松川周辺地区 まちづ くり推進協議会 のまちづ くり活動)。 第 3回 では、県
内の 9事 例が紹介 されたが、様々な事例が紹介され、地域づ くりにおけ
る協働事例 の豊富化 に寄与 した。そして、三ヶ日みかんの里資料館、倉
真 まちづ くり委員会、丸子芹が谷防災対策委員会、松川周辺地区まちづ
くり推進協議会の代表者 4人 によるパネル ディスカ ッシ ョンが行われ、
「協働 の きっかけ」
「協働 の仕掛け人」
「協働 の形」
「協働 のパー トナー との
関係」の 4つ の観点 から分析を行 った。それ まで 2回 の発表会では、 こ
のような観点 からの分析 が行われなかったことから、 このパネルディス
カッションは有意義 なものとなった。

14)第

4回 事例発表会 (2007年 度、2007年 12月 22日 開催 清水テルサ)

「協働 の よいとこ"み んなで再発見 !!」 とい うことで、
テーマ は、
過去 3回 で明 らかになった成果や課題をもとに、協働することの 目的や
利点を再度確認 し合 うとい う点 に焦点が当てられた。事例発表会の開催
「くるまざ
「よ りあい会」
に当たっては、地域 ごとに「地域別意見交換会」
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会」 での活動 内容 も報告 され、事例発表 とともに協働事例 の意義 につい
ての確認 がなされた。

協働事例 は静岡県内での取 り組みが 8事 例報告 された。報告事例 は次
の通 りである。① NPO法 人 ラブ・ ネイチャーズ (浜 名湖ガーデンパーク
との協働)、 ②静岡大学農学部 (静 岡大学 と静岡市梅 ヶ島大城地区での一
社一村運動 の取 り組み)、 ③田子の浦港・田子の浦海岸環境整備策定委員
会

(田 子の浦港での県・ 市・地元団体 との協働 による環境改善活動)、

④

藤枝市大洲地区社会福祉協議会 (地 元の地区社協 と学校、行政 との連携
による環境改善活動)、 ⑤須走花 の会

(ア

ダプト・ ロー ド・ プログラム)、

⑥太田川流域 ネ ットワーキング (太 田川流域 で活動す るボランティア団
体、NPO、 自治体 の協働)、 ⑦佐鳴湖ネ ットワーク会議 (佐 鳴湖周辺 の
自治会、学校、企業、県、市 の連携 により湖水 の浄化及 び自然環境改善
活動)、 ③熟川海岸海辺づ くり協議会 (東 伊豆町、地元漁港、観光協会、
県土木事務所の連携によるまちづ くり協議会 の活動)。
なお、2007年 4月 より静岡県では機構改革が実施 され、社会資本整備
を包括的に担当する部 としてそれまでの土本部 が建設部へ と変わった。

15)第 5回 事例発表会 (2008年 度、2009年 1月 25日 開催

静岡市アイセル21)
協働事例発表会 も 5回 目を数え、過去 の取 り組みを振 り返 り、茨 の協
働 につながるような視点を得 るため、 テーマは 「協働 での取組みを進化
させ るコツJと い うことで、協働の取 り組みの質を高めるために必要 な
要因を探 ることが目的 とされた。その際、それまで取 り組まれてきた「く
るまざ会」 も 「地域月Uく るまざ会」 と「視察・ 体験型 くるまざ会Jへ と
変わ り内容 の充実 が図 られた。
協働事例 は県外 の事例 として、愛知県の矢作川水系森林 ボランティア
協議会 の取 り組みが紹介 された。また、県内からは次の 6事 例 の報告が
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行われた。①下田高校周辺地域交通環境検討会 (高 校周辺通学路の安全
確保 に関する地元団体、企業、行政の協働)、 ②高城 の滝周辺整備協働の
会 (伊 豆市・高城の滝周辺整備における地域住民、企業、造園・ 森林関
係専門家 との協働)、 ③静岡・海辺の会 (静 岡市大浜海岸地区での地元団
体 と行政の連携 による活動)、 ④みさくぼ大好き応援団推進協議会

(NPO

法人地域づ くリサポー トネットと水窪町の住民団体、浜松市の協働 によ
る森林環境の保全・ 管理・活用に関する活動)、 ⑤中倉沢棚田保全推進委
員会 (菊 川市上倉沢地区における地域 と企業、行政が連携 した棚田保全
活動)、 ⑥新居関所周辺 まちづ くりの会

(地 域住民 と新居町の連携 による

関所跡周辺地域のまちづ くり活動)。
これら6事 例の中から見 えて くる地域づ くりの要点 について、筆者 は
発表会 の中で講評を行 ったが、それ は以下のようにまとめることができ
る。①資源を活かす市民の知恵の必要性。地域に存在する資源を掘 り起
こし、それをそのままにしてお くのではなく、皆が知恵を出し合 って活
かす方法を見つけ出す ことが大切である。②学校教育 との連携 による未
来の人材育成の視点 が大切。魅力ある地域づ くりは、次世代を育成する
大切な機会 となることを再認識する必要がある。③文化資源 を活かした
新 たな宝物づ くりとい う視点が重要。文化資源やアー トの視点 はこれか
らの地域づ くりにとって も重要な視点 とな り、古 くなった資源にもその
中に新 しい価値 を見出すことが可能であ り、その視点を大切にすること
が必要である。

16)第 6回 協働事例発表会 (2009年 度、2010年 2月 11日 開催

静岡市 も くせ い会館 )
「市民、企業、行政 との協働 の発展、進化 の方 向性 を学ぶ 」
テーマは、
で あ った。過去 5回 、協働 の実践例 の 中か ら協働 の意義や課題 を明 らか
にして きたが、 さらに協働 を発展 させ るための条件 は何 か、 その点 を探
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ろうとすることが目的 とされた。
「よりあい会J「 くるまざ
協働事例発表会の事前の準備段階において、
「訪間型 くるまざ会」力S開 催され、多 くの関係者 から意見を聴取 した
会」
上での発表会であった。
発表会 で報告 された事例 は 6事 例であったが、報告だけでな くその活
動内容 について、引き出し役 によるインタビューを行 い、参加者 と共に
その事例を分析するとい う手法を採用 した。報告 された事例 は次のよう
である。①熱海市地域活性化プロジェク ト (熱 海市、県熱海土木事務所
「海上タクシー」や 「オープン
の連携 によるまちづ くリワークショップ、
カフェ」などの社会実験 の実施)、 ②森町体験 の里アクティ森 (森 町、県
袋井土木事務所 。大田川ダム建設事務所、地区の自治会 との連携による
体験型施設アクティ森 とその周辺地域 におけるアダプ ト・ ロー ド・ プロ
グラムや リバーフレン ドなどの活動)、 ③本郷ふる郷普請の会 (藤伎市中
山間地域において、農業生産者・ 住民・各種団体 によって設立された本
郷ふる郷普請 の会 と志太榛原農林事務所、藤枝市の協働事業の実践)、 ④

WO法 人Be― club(NPO法 人 と清水港管理局の連携 による清水港を活用
したイヴェン ト事業)、 ⑤NPO法 人東海道・吉原宿 (NPO法 人、富士市、
吉原商業高校 との連携 によるまちの活性化)、 ⑥倉真 まちづ くり委員会
ll市 倉真 まちづ くり委員会 と掬
(掛 り

H市 、県袋井土木事務所 の協働 による

県道拡幅工事 に対する住民案策定)。
掛川市倉真 まちづ くり委員会 の活動 は、第 3回 の事例発表会でも報告
された事例 である。22年 間中断されていた県道拡幅工事をまちづ くり委
員会 が地元地権者 と調整を行 い、工事計画案 (み ちづ くりに対する住民
案)を まとめ上げたとい うものであり、第 6回 においてもそのプロセス
が報告 された。 この取 り組みで優れているのは、倉真地区まちづ くり委
員会 が 「拡幅工事専門委員会」を立ち上げ、県・ 袋井土木事務所 より技
術面でのサポー トを受け、ヨ頂を踏みながら地元住民 との合意形成を図っ

-

8e (518)

-

法政研究18巻 3・ 4号 (2014年 )
た とい う点 で ある。完成 した住民案 で注 目す べ き点 は次 の とお りである。
第一 に、計画区間全線 における道路 幅員 がす べ て11メ ー トルの幅 で必 要
かどうか とい う協議 を住民参加 のもとで実施 したことである。その結果、
計画 区間全線 にお い て11メ ー トルの幅員 は必 要 でない とい う合意 を形成
した。
第 二 は、 まちづ くり委員会 が、住民 の利害関係者 を調整 し、拡 幅工事
着手 の優先順位 を決定 したことである。優先順位 として は、子 どもたち
の通学路、倉真温泉付近、落石懸念箇所 とい う順番 で拡幅 工事 を進 める
とい う合意形成 がなされた。
まちづ くり委員会 では、 この結果 を書類 に と りま とめ県 へ 提出 した。
この よ うな取 り組み の成果 として、住民案 を策定す る ことによ り地 区の
合意形成 が図れ た こと、 そ して住民の意見 を反映 した道 路計画 は、大幅
なコス トダウ ンにつ ながった とい うことで あ る。 この ような取 り組 みは
計画策定過程 へ の住民参加 の モ デルケースだ と言 えよう。

(7)第 7回 協働事例発表会 (2010年 度、2011年 2月 11日 開催

静岡市 も くせい会館 )
前年 2009年 に民主党政権 が誕生 した。民 主党政権 で は 「新 しい公共」
とい う言葉 が象徴的 に使用 されてお り、第 7回 のテーマ もそれを反 映 し、
「
『新 しい公共』時代 にお ける協働 のあ り方」 とされた。 2010年 度 よ り県
の機構改革 によ り、建設部 か ら交通基盤部 に部 の名称 が変 わった。報告

された事例 は5事 例であった。①伊久美みちづ くり委員会

(島 田市伊久

美地区での住民団体 と行政の協働 によるみちづ くり)、 ②縄文の里

(島 田

市久保幸区での棚田保全活動)、 ③下阿多古地区 (「 下阿多古地域の農業
を考 える会」と「株式会社 フジヤマ」の協働 による地域の活動)、 ④NPO
法人榛原里山の会

(牧 之原市でのNPO法 人 と行政の協働)、

⑤御前崎エ

コクラプ (市 民活動団体 と行政の協働 による緑地公園の植栽活動)。
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第 7回 にお いて は、前年 の掛川 市倉真地区 まちづ くり委員会 の活動 が
報告 されたが、島田市伊久美み ちづ くり委員会 の活動 は、 まさに倉真地
区での事例 を参考 に したみ ちづ くりの実践であ った。 これは、地元住民
が道路建設計画 の策定過程 に参画 し、合意形成 を行 うとい う事例 であ り、
今後の社会資本整備 のあ り方 に極 めて示唆的であった。

また、この回において、初 めて地元のr■ R組織 と企業の協働 の事例

(下

阿多古地区)力 '報 告 された。 これまで協働 とい うと、 ほとんどの事例 が
地元住民団体やNPO法 人 と行政 との協働 であつたが、企業が協働 の枠組
みの中に入 つて くるとい うことも想定 されていたのであつたが、そのモ
デル的な事例 となった。

18)第 8回 協働事例発表会 (2011年 度、2012年 2月 5日 開催

静岡市もくせい会館)
「協働 のさらなる発展をめざして、未来 につながる
第 8回 のテーマは、
協働 の形を探 る」 とい うことで、特に大学生等 を中心 とす る次世代を巻
き込むことの大切さを強調す る発表会 となった。事前の準備段階 におい
「現地見学 ツアー くるまざ会」が行 われた。
「よりあい会」
ては、
この発表会 で報告 された事例 は次の 3事 例 であった。①大井川みな り
パーク

(み

な リパーク委員会、県島田土木事務所川根支所、島田市 との

協働)、 ②静岡県立大学環境サークル CO‐ CO+竹 林再生 プロジェク ト大
内

(県 立大学環境サークル、静岡市清水・ 竹林再生 プロジェク ト大内、

県環境局 の連携 による竹林再生活動)、 ③農事組合法人伊豆月ク瀬海組合
(月

ヶ瀬梅組合、日本大学短期大学部食物学科、県東部農林事務所 の連携

による梅 を活用 した地域活性化)。
第 8回 では、大学生

(県 立大学 のサークル、日大短期大学部 の研究室)

を巻 き込んだ地域再生・ 活性化 の取 り組みが報告された。 これ らの取 り
組みから、従来 の地域住民だけの活動 に「若者 の視点
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ことによ り、活動 そのものに良 い影響 が もた らされ、協働 の利点 で ある

Win Ⅵ喘 の関係 が構築 されてい ることが明 らか とな り、協働 の将来 に向
けて明 るい展望 を持 つ ことがで きた。

③ 第 9回 地域 づ くり発表会 (2012年 度 )
第 9回 にお いて、過去 8回 にわたる協働事例発表会 を総括 し、県 内各
地区における協働 の取 り組みの広 が りを考慮 し、新 たな試み として東部・
中部・ 西部 の 3地 区 で 「地域 づ くり発表会」 とい う形 を採 ることにした。
「地域 づ くり発表会」は静岡市 だけで開催 す る従来 の方式か ら、
その結果、
東 (沼 津)。 中 (静 岡)。 西 (浜 松 )の 各会場 で開催 された。発表会 の基
本的な構成 は、事例 報告、 ポスターセ ッシ ョン、 トー クライプ とい うも
のであった。西部地 区 (2013年 1月 27日 開催、浜松市市民協働 セ ンター)
はポスターセ ッシ ョン とトークライプが主体 であ った。ポスターセ ッショ
ンには20団 体 による活動 の紹介 がなされた。 そして、 トー クライプでは
「若者 が まちづ く
西部地 区で活動 を展 開 して い る 4人 の代表者 が登壇 し、
りにかかわるには ?Jを テーマ に議論 がなされた。また、東部地 区 (2013
「地域資源循環型 の事例研究 を通
年 2月 9日 開催、東部 パ レ ット)で は、
し、新 しい公共理念 に基 づ く協働型地域社会 づ くりを学 ぶ 」 をテーマ と
して、基調講演

(NPO法 人 アサザ基金代表理事飯島博氏 )、 3つ の活動

発表、分科会

森林資源循環型社会 づ くりJ「 農地再生 に向け た協働 の

(「

きっかけづ くり」)力 ｀
行 われた。報告された活動事例 は次 の通 りで ある。

① 「小山町における木質ペレットJ(株 ・富士総業)、 ② 「一社一村 しず
おか運動 の取 り組み」(天 子ケ岳保存 の会)、 ③ 「100万 人の清掃運動J

(NPO法 人サプライズ)。
筆者 は中部地区 (2013年 2月 16日 開催、静岡市産学交流 セ ンター)で
開催 された 「地域 づ くり発表会 in中 部」 に参加 した。中部地 区では、事
例報告 3件 、 ポスタ ーセ ッシ ョン12団 体、 そして トー ク ライプ とい う構
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成であった。活動事例 の報告 は、① GR00Mし ずおか、②NPO法 人 フロ
ンティア清沢、③静岡・ 海辺づ くりの会からなされた。 トークライプで
は、報告を した 3団 体の代表者 と県建設技術監理センター副所長の 4名
「後継者、世代間を
がパネ リス トとなり、筆者 がコーディネータを務 め、
つな ぐ仲間をつ くるために」 とい うテーマで議論を展開 した。 この トー
「たのしさJ「 美 しさ」が
クライブから引き出されたことは、① 「あそび」
カギである、②人材 は社会 の中にある、③活動を地域社会へ還元するシ
ステムをつ くる、など3点 であった。従来、社会資本整備 はハー ド整備
が主体 であったが、今後 はソフト面 での整備 も重要であることが理解 さ
れた。特に、GR00Mし ずおかは、静岡市谷津山地区にお ける放置竹林
の再生が主体の活動であったが、市内外の多様 な団体 を巻 き込み、 まさ
にマルチステークホルダー方式 によ り役割分担 が定められ、センスの良
さが光 っていた。そのセンスの良 さを支 えていたのは、アー トの力 と自
然の素材 である竹を結び付けた点 にある。 まさに 「美 しさJが 実現 した
活動 であった。

00第 10回 協働の底力 地域づ くり発表会 h伊 東 (2014年

1月 26日 開催)

第 9回 目の発表会 が東・ 中 。西部の 3カ 所 で別 々の開催 であったが、
第10回 は伊東市 (伊 東市観光会館別館)の みでの開催 となった。発表会
の構成は、 これまで とは異 な り、午前中に 「松川周辺地域 まちづ くり推
進協議会」(松 まち会)メ ンバーのガイ ドで、伊東 の「まち歩 き」 を行っ
た。 そして午後 から全体会 が開催 された。全体会 の構成 は、基調講演B、
ポスターセ ッシ ョン17事 例 の紹介、そして 「静岡県 の地域づ くりにお け
る協働 の未来 を語 る」をテーマに トークライプを行 った。筆者 がコーディ

Ю基調講演 は筆者 が担当し、タイ トルは「静岡県 の地域づ くりにおける協働 〜 10年
間の歩み とこれからの展望 Jで あった。
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「松川周辺地区 まちづ くり推進協議会」(東 部)、 県立大学
ネー タを務 め、
環境サ ー クル CO

CO(中 部

)、

NPO法 人み らい アース

(西 部)の 代表者

3名 に県 の担 当者 2名 が加わ り5名 で トー クライブを行 った。
トークライブにお いては、東・ 中・ 西部 それぞれで開催 された地域部
会での議論 が紹介 され、 それをも とに議論 を展開 し、最終的 に 「伊東宣
И
言」 にまとめた 。 まず、地域部会 での議論 の結果 を記 しておきたい。東
部 での地域 部会 では、協働 に関 わっての制度 を活用・ 使 い こな し、 まち
づ くりの活動 における点 としての存在 か ら、他 の団体 とつ なが りあ うこ
とにより線 にな り、 その線 の密度 が高 くなると面 が構成 させ るようなま
ちづ くりの展開 が重要 で ある ことが指摘 された。 また、中部地域部会 で
は、協働 の取 り組 み を通 じて、世代間 を巻 き込 む交流 の場や機会 を創出
す ることが必要 で ある ことが報告 された。 そ して、西部地域部会 では、
協働 のセ ンス を持 った人材 を育成 する ことが大切 で あ り、市民側 も行政
職員 もそのような 「センスJを 磨 くことの重要性が指摘 された。そ して、
それ らを集約 した 「伊東宣言Jを ア ピール した。

2‑2『

協働事例発表会 『協働 の底力 』」 の成果
6
(1)参 加者数
第 1回 か ら 9回 までの協働事例発表会 (第 9回 は 「地域 づ くり発表会」

へ名称変更)の 参加者数 は2,050人 であった。毎年 コンス タ ン トに200名
以上 の参加者 があった。
次 に、 よ りあい会 (第 2回 〜 10回 発表会 まで27回 開催 )参 加者数 747

H「

「わたしたちは [身 近な活動を
伊東宣言Jは 以下のように3項 目にまとめられた。
通 じて協働 の未来 をひらきます。
J、 わたしたちは『世代 を超 えた交流の場 を創出し、
協働 の未来 をひらきます。
』、わたしたちは『人 と人 をつ な ぐために、相互に感 じ合
えるセンスを磨 き、協働 の未来をひらきます。
』
J
b静 岡県交通基盤部建設技術監理セ ンターが集計 した資料。
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人、 くるまざ会 (第 3回 〜 5回 発表会 まで21回 開催)参 加者数657名 、現
地 見学 くるまざ会 (第 5回 〜10回 発表会 まで16回 開催 )参 加者数 734人 、
現場取材 (第 7回 〜静岡・ 海辺 づ くりの会、静岡・ 芹 が谷町 自治会防災
対策委員会、第 8回 〜久留米木棚 田 +不 二総合 コンサルタ ン ト、県大環
境サ ー クル)の 参加者数 は36人 であ り、 これか らを総合計す ると10年 間
で4,224人 の参加者 があった。一 方、実行委員会 (第 1回 〜10回 発表会 ま
で95回 開催 )参 加者数 は1,617人 であった。

12)発 表会 を通 じて得 られた成 果

16

第 1回 か ら10回 までの開催 の中 で得 られた成果 を市民 レベル と行政 レ
ベルで まとめると次の よ うになる。
く市民活動団体

(NPO法 人含 む)>

①事例発表会 での発表を契機 に団体 の活動 の発展や、活動 そのものの充
実 に結 びついた。つ まり、協働事例発表会 への参加 により、自らの活
動や組織運営 の見直 しが行われ、新たな課題の認識 とそれを改善する
機会を見出す ことができたとい うことである。
②事例発表会 に参加 した団体同士の交流・ネ ットワーク化が進展 した。
事例発表会 においては、実際 に事例 を発表する団体やポスターセ ッショ
ンに参加す る団体 は毎年10以 上を数え、それ らの団体同士がこの事例
発表会 で出会 うことによ り、相互 に情報交換 を行 い、活動 において連
携す るとい う事例 もみられるようになってきた。まさに、事例発表会
そのものが、協働 による地域 づ くりのプラットフォーム としての機能
を果たしているものと考 えられる。

お

筆 者 と静 岡県交通基盤部建設技術管理 セ ンタース タ ッフ との双方 の見解 を整理 し
た もので ある。
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③新 たな人材の発掘 の機会。
事例発表会を通 じて、活動そのものを地域に発信することの重要性に
気 づ き、情報発信を行 うことによ り、地域社会において新 たな人材を
発掘す ることが可能 となった。
く行政 >
①職員の協働 への理解 の促進、スキル アップの機会 となった。
事例発表会 で、協働の枠組みやそれを構築するプロセスなどを学ぶこ
とにより、協働の意義や成果を学ぶことができ、それを日常 の業務 に
取 り入れる動機づ けがもたらされた。その意味で、事例発表会そのも
のが職員の研鑽・研修 の場 としての役割を果たしてい ると考えられる。
②縦割 りから組織横断型への意識 の芽生 え。
複雑化・多様化・ 複合化 した地域社会における課題解決 =地 域づ くり
の活動 は、行政機関 における単一の担当課だけで片付 くとい うことは
極めてまれなことであり、複数の担当課 と連携す ることが求められる。
それは、行政組織 の従来 の常識 を覆 して、 よ り効果的な事業の実施 が
必要 となる。行政のような官僚制組織 においては、一般的に「縄張 り
意識Jが 強 く、それを乗 り越 える意識改革や取 り組みが求められてい
る。行政職員 が、協働 の事例を学ぶ ことによ り、 自身が組織横断型の
発想・ 意識 を持つことの必要性 に気づ く機会 となっている。
③協働 の取 り組みそのものを評価する機会。
協働 については、連携 の形をつ くることが目的ではな く、実際 にその
枠組みの中で結果・ 成果を生み出す ことが重要である。つ まり、地域
の課題が解決されるとともに、新 しい取 り組みが生 まれた り、地域社
会 に新 しい価値観が芽生えた りすることが目的である。協働の取 り組
みを通 じて、行政組織 としてどのように関わったのか、そして、相互
にコミュニケーションがとれていたのかどうか、 さらには生み出され
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た結果 は どうであったのか とい う観点 で行政 の立場 か ら評価・ 点検す
る機会 を見出す ことがで きる。 この ような評価・ 点検 の機会 は協働 を
進 める際 には、極 めて重要 な気 づ きの場 となるのである。

以上の よ うに、10年 を経た 「協働事例発表会『協働 の底力』」 を通 じて
得 られた成果 は、今後 の社会資本整備 と市民活動 とのかかわ りに様 々な
示 唆を与 えて くれ るもの となった。

3

社 会 資 本 整 備 と市 民 活 動 の 交 差
社会資本 整備 へ の住民参加や建設 された社会資本 の維持管 理 へ の住民

の関 わ りは、90年代 に入 ってか ら活発 にな り、様 々な取 り組み が実施 さ
れて きた。 とりわ け、2009年 に登場 した民主党政権 にお いては、地域 の
公共性 を担 う新 たな主体 として注 目され るよ うになったNPO法 人 をは じ
め、 多様 な主体 の連 携 による社会課題解決 の枠組 みが模索 され るよ うに
な り、 この よ うな動 きを 「新 しい公共」 と称 す るようになった。静 岡県
が実施 して いる「協働 事例発表会 『協働 の底力 』」 において も、第 7回
「新 しい公共 』時代 にお ける協働 のあ り方 J
(2010年 度 )で はテ ーマ が 「
「新 しい公共Jを 意識す るもの となった。社会資本整備 にお いて
とされ、
は、本稿 で もす で にふれた ように計画策定過程 において住民参加 の仕組
み を構 築 して きたが、近年 は維持管理 の面 にも市民活動団体 と行政 の連
携 が注 目され るようにな り、地域住民 の関わ り方 が計画策定 ばか りでな
く維持管理 にも拡大 を見せ てい る。 まさに、 この維持管理、 さらに社会
「新 しい公共」 は
資本 その ものへ の新 たな価値付与 とい う側面 において、
新 たな時代 を切 り開 く可能 性 がある概念 として社会的 に注 目され るよう
になった。 そ こで、社会資本整備 と市民活動 団体 ・企 業 の連 携 に関 し、
「新 しい公共 」 に関す る現在 までの状況 を
今後 の可能性 を探 る意味で も、
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′
まとめてお くことに したい 。

3‑1「

新 しい公」 か ら「新 しい公共」 ヘ

2009年 8月 末 の総選挙 で民主党 が勝利 を収 め、政権交代 が起 こった。
「新 しい公共」 とい う言葉 で鳩 山政権が
鳩山首相 は所信表 明演説 の中で、
「
『新 しい公共』 とは、人
今後取 り組 むべ き方向性 を示唆 した。すなわち、
『官』 と言われ る人 たちだけが担 うの ではな く―
を支 えるとい う役割 を、
――地域 で関わ ってお られ る方 々一人 ひ とりにも参加 して い ただき、 そ
れを社会全体 として応援 しようとい う新 しい価値観」(2009年 10月 26日

)

「新 しい公共」 とい う言葉 を映権の シンボル 的な言葉 として使 い
だとし、
始 めたのであった。
管見 の限 り、 これ に類す る言葉 は2000年 1月 に、 自民党・ 小渕恵 三首
相 に提出された 「21世 紀 日本 の構想」懇談会報告書 『 日本 のフ ロンティ
アは 日本 の中 にある一 自立 と協治 で築 く新世紀 ―』(座 長、河合隼雄 )の

「新 しい公」 とい う言葉で使われたのが最初 であろ う̀。 この懇談
中で、
会 は、20世 紀 から21世 紀へ と向か う狭間の時期 に、21世 紀 の 日本 が進む
べ き方向性 を展望するとい う、スケールの大 きな検討作業を行 つた。そ
「新 しい公」 とい う言葉 が選 ばれたのである。
のような検討作業の中で、
「お上」や「官」が牛耳ってきた公
このような言説が選 ばれた背景には、
共的な営みが限界に達 し、複雑化・ 多様化 し複合的 な地域課題 を解決 し
て住みやすい地域社会を築 くためには、従来の仕組みを超えた新 たなシ
ステムを構築する必要 があるとい う認識 があったように思われる。特に、

r「

新 しい公共」を視角 として地域づ くりの可能性 を論 じた奥野信宏・栗田卓也 「新
しい公共を担 う人 々』岩波書店、2010年 ならびに同 『都市 に生 きる新 しい公共』岩
波書店、2012年 は筆者 の問題関心 と符合する。
日「21世 紀 日本の構想」懇談会 (河 合隼雄監修)『 日本 のフロンテ ィアは 日本 の中に
ある一自立 と協治 で築 く新世紀』講談社、2000年 。
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1998年 (平 成 10年 )12月 か ら特定非営利活動促進 法が施 行 され、 それ ま

で任意団体 として公益性 の高 い活動 を展開 して い た市民活動団体 にも法
人格 (特 定非営利活動法人 =NPO法 人 )が 付与 されることになった。そ
して、今 後 の日本社会 において公益的活動 を推進す る主体 として、NPO
法人 が注 目され るようになったのである。
「新 しい公」 とい う言説 には、日本社会 にお いて 「ガバメン トか らガバ
ナ ンスJを 体現す る象徴 的な意味 も込 め られて い た と考 え られる。政府
「新 しい公」 はやがて 「新 しい公共 Jや 「新 しい公共空間J
内 にお い て、
とい う言葉 に改め られ使 われて い くことになった。例 えば、内閣府 が発
行 した2004年版 『国民生活 自書』 では、 そのタイ トルが 「人 のつ なが り
『新 しい公共』 へ の
が変 える暮 らしと地 域 Jと され、サ ブタイ トル は 「
p。

道 Jで あ った

また、2005年 (平 成 17年 )に は、総務省 「分権型社会

に対応 した地方行政組織運営 の刷新 に関す る研 究会」 か ら報告書 『分権
型社会 にお ける自治体経営 の昴J新 戦略 ―新 しい公共空 間 の形成 を目指 し
て 一』 が明 らかにされた

20。

この報告書 の 中 で は、 日本 の分権 型社会 の

あ り方 を示 す概念 として 「新 しい公共空間Jと い う言葉 が使 われた。 こ
の言葉 が意味す る ところは、今 後 の分権型社会 の 自治体 運営 にお いて、
公共領域 は行政の他 に、地域社会で活動す る様 々な主体 が 自治体 と連 携・
協力す る形 が望 ましく、 それを具体化す る概念 として 「新 しい公共空間」
の形 成 を目指す とい うものであ つた。
「新 しい公共」 は80年 代以降、 日本社会 の公共領域 に新 た
この ように、
に登 場 して きた多様 な担 い手 に焦点 をあてた概念であると言 えよう。

円 内閣府 『平成 16年 版 国民生活自書 人 のつなが りが変える暮 らしと地域 ―「新 し
い公共Jへ の道 ―』2004年 。
20総 務省 『分権型社会 にお ける自治体経営 の昴1新 戦略 ―新 しい公共空間の形成 を目
手
旨して一』(http llミ wwSOumu golp/ikel.kenけ u71150415ユ 04 htnl1 2014年 1月 10日
関覧 )。
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3‑2

民主党政権 での 「新 しい公共」の展開

「新 しい公共」円卓会議 (2010年 1月 〜 6月 )力 ｀
鳩 山政権 では、
設置 さ
「新 しい公共」の具体的内容が検討 された。その検討結果 が2010年 6
れ、
『新 しい公共』宣言」 として明 らかにされた。 そこでは、「国
月 4日 に 「
民、企業やNPOな どの事 業体、そ して関 府が協働す る ことによって、 日
本社会 に失われ つつ ある新鮮 な息 吹 を取 り戻す こと、 それが私 たちの 目
指す 「新 しい公共』 に他 な らない」 と述 べ ている。円卓会議 で検討 され
た ことは次 の ような項 目であったa。
「新 しい公共Jの イメー ジの明確化
ア、

(「

新 しい公共」宣言 として実現 )。

「新 しい公共」 の基盤 を支 える制度整備。
イ、

①寄附税制 などの制度整備。 この中では、寄附税制 の見直 し、認定

NPO法 人のPST(パ ブリックサポー トテス ト)基 準 の見直 しや公
益信託のあ り方についての検討がなされた。
②社会的企業の環境整備 に資す る社会事業法人制度 の検討。
③ NPOバ ンクなどNPO等 を支 える小規模金融制度 の見直 し。
ウ、地方公共団体の業務実施に関わる非営利セクター との関係 の再編成。
① 日利版コンパク ト (「 非営利セクターJと 「劇府」の連携 に関す る
包括協定)。
② フル コス ト・ リカバ リー (直 接費のみならず間接費も含め、事業
を実施するために必要 なコス トをすべて回収)に よる質の高いサー
ビスの提供。
工、その他 の「新 しい公共」の推進方策。すなわち、社会イノベーショ
ンを促進する仕組みによるソーシャルキャピタルの高いコ ミュニ
ティの創出に関わる検討。

冽 内閣府 「新 しい公共円卓会議」

憫 vW5
(httpッ フ

cao golp/entaku/2013年 12月 20日 閲

覧 )。
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オ、企 業 の公共性 につ い て。社会 的課 題 を解 決 す るた め に ビジ ネ ス の

手法で活動する事業主体 (=社 会的企業)の 育成 とソーシ ャル ビ
ジネスネットワーク拡充の検討。
そして、鳩山首相退陣後、菅政権が誕生 したが、菅政権において も「新
「新 しい公共」の更なる展開 に向けての
しい公共」推進会議 が設置 され、
「推進会議Jで 検討 された事項 は以下のようである22。
議論が進められた。
ア、市民公益税制の推進。認定ヽPO法 人数の増加をめざし、寄附税制
の更なる検討。
イ、市民セクター等 と行政の公契約・ 協約等 とのあり方。
ウ、金融面 からの活動基盤整備 のあり方。 ここでは、NPOバ ンクや体
眠預金口座 の活用策などが検討 された。
「新 しい公共Jを 支 える法人制度 のあ り方。社会的企業、社会的協
工、
同組合

(出 資型非営利法人制度)等 が検討 された。

オ、情報開示・ 発信基盤 のあ り方。情報開示 フォーマ ットの検討。
以上のような検討を通 じて、日本 の「市民社会 セクターJな い し「サー
ドセクター」 の充実 に向けての諸制度の検討 が進められたのである。
そして、政府 は2010年 度補正予算 において 「新 しい公共支援事業J費
を盛 り込み、 日本全国で具体的な事業が展開 されることになった。そ し
て、静岡県には 2億 円余 りの予算 が交付 され事業 が進 められた。

3‑3

静岡県 におけるモデル事業の展開

内閣府は 「新 しい公共Jが 目指す社会を実現するため、都道府県を窓
「新 しい公共支援
口として取 り組みを進めた。主要な事業の一つ として、

22内 閣府 「
『新 しい公

共J推進会議J(http//1vww5 caoゅ jp nPc7sulshlll htlm 2013
年 12月 20日 関覧)。
23静 岡県 『 しい公共支援事業報告書 地域課題 をみんなで解決する
新
誰 もが暮 らし
やす い静岡県のみ らいへ』2013年 。
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事業」がある。支援事業 は 「新 しい公共 の場 づ くりのためのモデル事業 J
とNPO等 が 自立 した活動 を促進するための 4つ の支援事業 か ら構成 され
た。後者 の支援事業 のメ ニ ュー として、「活動基盤整備 のための支援事
「寄付募集支援事業J、 「融資利用円滑化 のための支援事業J、 「つ なぎ
業」、
融資 の利子補給事業」 力S用 意 された。 これ ら4つ のカテ ゴ リーの支援事
「活動基盤整備 のための支援事業J(対 象団体数
業 の中で、静岡県内 では、
141、

事業数 13)と 「寄付募集支援事業 J(対 象団体数 103、 事業数 7)の

二つ が精力的 に進め られ、個 々のNPO法 人 のキャパシ ティ・ ビルデ ィ ン
グに貢献す ることとなった。
「新 しい公共支援事業 」 の他 に進 め られた取 り組み として、
「市民公益
税制 の拡 充 Jと 「非営利活動促進法 の改正Jの 検討 が ある。 これ ら二つ
「
の事業 に関 しては、
『新 しい公共 』円卓会議」(鳩 山政権 )や 「
『新 しい公
共J推 進会議」(菅 政権 )で の検討 を踏 まえ、制度 が確立 された。
「市民公益税制 の拡充」については、寄付金控 除 におい て、所得控除 で
はな く税額控除 の導入 がなされた。 この制度の導入 によ り、個人 ベース
の寄付額の うち最大50%ま で税額控除 が可能 となった。 また、認定 NPO
法人 の認定基 準 に関 して もPST(パ ブ リック・ サポ ー ト・ テス ト)に 絶
対値基準 (各 事業年度中の寄付金 の額 が3,000円 以上である寄付者数 が年
平均 100人 以上)が 導入 され、従来 の 「NPO法 人 の総収入 に 占める寄付
の割合 が20%以 上 」 とす る半J定 方式 と並置 され、 どちらかを選ぶ ことが
可能 となった。
「非営利活動促進法 の改正Jに 関 しては、活動分野 が現行 の17か
また、
「観光 の振興
らさらに 3分 野の拡充が行 われた。新 たに加 え られたのは、
を図 る活動」
、「農 山漁村及 び中山間地域の振興 を図 る活動 J賭 F道 府県又
は指定市 の条例 で定める活動 Jで あ り、NPO法 が規定す る活動分野 は全
部 で20と な り、 これ らによ りほ とん どの市民活動 を網羅することがで き
るようになった。
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以上 「新 しい公共Jを め ぐる主 な事業 につい て概説 したが、社会資本
整備 と市民活動 の連 携 に関 わ りのある 「新 しい公共支援事業 Jの 一つ と
して位置付 け られた 「新 しい公共 の場 づ くりのためのモデル事業 」 につ
いて静岡県 内 の状況 について簡単 に触 れてお きたい。

3‑4

「新 しい公共の場づ くりのための モデル事業」の推進 24

「新 しい公共支援事業Jの 目的 は、従来行政 =官 が独 占して きた公的領
域 の活動 を、市民、企業、NPO等 が参画す る仕組みを構築することにあ
り、 とりわ け 「新 しい公共 Jと い う仕組みの中 で重要 な担 い手 となる可
能性 のあるNPO等 が 自立的活動 を展開 し、 それによって 「新 しい公共 J
の拡大 と定着 を図 る とい うものである。 そ して、具体的 な事業実施 の原
「WO等 の創意 工夫 に富 んだ企 画、提案等Jを 重視 し、
「NPO
則 としては、
等 の 自立的活 動 を問接的 に後押 しするJこ とが 目指 された。 そ して、 こ
の事業 の具体 的な対象者 としては、NPO法 人 だけではな く、その他 に社
会福祉法人、公益法人 、任意団体、地縁組 織、加 えて事業の趣 旨 に合致
す る活動 を展 開す る組 職・ 団体等、 さ らに市町村 が挙 げられた。
「新 しい公共の場 づ くりのための
その中で も主要 な事業 とされたのが、
モ デル事業」(以 下、 モ デル事業)で ある。 このモデル事業 は、地域的課
題解決のため地域 の多様 な担 い手 (マ ル テス テー クホルダ ー)が 相互 に
協力 し、 それ ぞれが持 つ特性 を生 か して役割分担 を行 う ことによ り課題
解決 を図 る取 り組み をモ デル的 に実施 するもの とされた。
静岡県 では、運営委員会 (学 識経験者、NPO等 、企業・ 経済 団体、金
融機 関、マス コ ミ、経営等 の専門家、一般市民 か ら構成、正式名称 は「ふ
じの くにNPO活 動 基金運 営委員会 J)が 提案 された19事 業 の審査 を行 い、
12事 業 が選定 され、その総事業費 は8,456万 円で あ った。採択 されたモ デ

Z同 書、3035頁 。
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ル事業 は、震災復興支援、 まちづ くり、情報発信、景観 づ くり、里山保
全 、福祉、農 山漁村振興、協働 の推進 と多岐 にわた るものであった25。
これ らの事業 は、 どれ も複雑化・ 複合化 して い る地域 的課題 に挑戦す
る事業 であった。 モ デル事業の基本的 なフ レームは、各地域 における多
様 な主体間 で 「協議体」(=マ ルチステー クホルダ ー フ レーム ない しはプ
ラッ トフォーム)を 構築 し、 その協議体 を円滑 に運 営す ることによ り、
「新 しい公共 」 の枠組み は、
課題解決 を進 めて行 くとい うものであ つた。
従来 の 「行政 が主体的役割 を担 うJと い う形ではな く、NPO等 の民間組
織 も主導性・ 主体性 を発揮 して、協議体 をコー ディネ ー トす ることに着
目してい た。 そのため、事業の評価 にあた って も、事 業 か ら生み 出 され
「協議体」運営 にも焦点 が あて られた。
た成果 だけで な く、
採択 されたモ デル事業の中で、社会 資本 と関わ る地域 づ くりに該 当す
「富士 山の景観向上のための集約案内サイ ン設置実験事
る事業 としては、
業J(ぐ る り・ 富士山風景街道 アク シ ョンネ ッ トワー ク)、 「地域 マネジメ
ン ト人材 の育成 と派遣 による、互恵 的協働社会創 出事業」(富 士 官市 /

25採 択された12事 業は以下の通 り

。① 「被災地復興 。ことも応援 プロジェク トJ(伊
豆の国被災地復興 こども応援団 (伊 豆の国市)、 ② 「大井川流域smileネ ット」(吉 田
町/NPO法 人 しずかちゃん)、 ③ 「東 日本大震災 『静岡県災害ボランティアJ派 遣
計画J(県 危機管理部/NPO法 人静岡県ボランティア協会)、 ④ 「高齢者い きいき宅
配サービス事業J(川 根本町高齢者宅配サー ビス推進協議会)、 ⑤ 「伊豆若者支援交
流 プラットフォーム事業」(伊 豆まちづ くり協議会)、 ⑥ 「富士山の景観向上のため
の集約案内サイン設置実験事業J(ぐ るり・ 富士山風景街道アクションネ ットワー
ク)、 ⑦ 「持続可能な体験型観光の推進に向けた中間支援組織の活動モデル事業」(西
伊豆いきいき漁村活性化協議会)、 ③ 「御殿場市観光ハブ都市づ くり構想・情報発信
観光体制強化 プロジェク ト」(御 殿場市/NPO富 士山コミュニティ)、 ⑨ 「地域マネ
ジメント人材の養成 と派遣による、互恵的協働社会創出事業J(富 士官市/NPO法 人
支援環境復元協会)、 ⑩ 「牧之原市自治基本条例推進プロジェク ト地域の絆づ くり事
業」(牧 之原市/牧 之原市静波区)、 ① 「NPO等 の連携 による里山整備活性化のため
のネットワーク事業 (ふ じのくに里山コミッション)、 ⑫「協働推進のための地域づ
くり。まちづ くりに活かす市民活動団体実態調査事業」(磐 田市/NPO法 人磐田まち
づ くリネ ットワーク)。 なお、⑨〜⑫は 「NPO支 援重点枠Jと して採択 された。 こ
れらの事業の評価 については、同書、4041頁参照。
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NPO法 人 自然環境復元協会 「NPO等 の連携 による里山整備活性化 のた
)、

めのネ ットワーク事業」(ふ じの くに里山コ ミッション)な どが挙げられ
る。 これらの事業 は、すべて協議会

(マ ルチステークホルダーフレーム)

を構成 して事業の推進 にあた り、成果を獲得 した。

むす び
本稿においては、静岡県が2004年 度 よ り取 り組んできた「協働事例発
表会『協働 の底力JJを 素材 として、社会資本整備 と市民活動 の関わ りに
ついて検討 した。 この発表会 は2004年 度の第 1回 から今 日まで継続 して
実施 され、現在第10回 目の開催 (2014年 1月 26日 )を 終 えたところであ
る。10回 に及ぶ発表会 の中で報告・検討 された協働事例 は相当数 に上る。
静岡県内で蓄積 されたこれらの協働事業 の成果 は、今後 の地域課題解
決 の仕組みづ くりの糧 になることは間違いのないことである。
現在、国の累積債務 は1,000兆 円を超えるまでに至った。このような状
況の中にあって、従来行政 が関わっていた諸政策を見直 さなければなら
ない時期 に差 し掛 かったと言 える。一方、1998年 の特定非営利活動促進
法 (NPO法)の 施行以来、NPO法 人の活動が各地 で活発化 し、地域社会
において信頼を獲得 してきた。現在日本のNPO法 人数は50,000団 体 (2013
年11月 末現在、申請中も含めて)を 超えるまでになったが、 その約半分
が年間の財政規模 が500万 円以下の状態である26。 そのため、組織基盤の
脆弱なNPO法 人が多 く、力量 にも格差 がある。 しかし、NPO法 人 は地域
に根 ざした活動を展開 し、 しかも機動的に社会的課題 に向き合 い、 しか
も専門性を活かした活動 を生み出すことができることから、社会的 にも

26内

閣府 『平成21年 度市民活動基本調査報告書』2010年 、 5頁 。(htlps:〃 vttnpo
homepage gojノ dat″ report26 htln1 2014年 1月 30日 関覧)。
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信頼のおけるNPO法 人が増 えて い るのも事実である。 この よ うな自立/
自律的 に活動 しているNPO法 人がさらなる力 を発揮 して行政や企業等 と
連携す る仕組み がで きることを期 待 したい。
2011・ 12年 度 の 2カ 年 にわた り展 開 された 「新 しい公共 の場 づ くりの

ためのモ デル事業Jは 、地域課題解決 のための多様 な主体間 の連携

(=

マル チス テークホルダ ー フレーム)を 企 図 し、 その ことを通 じて地域 社
会 にお け る組織間連携の必要性 を強 調す るもの となった。 このモデル事
「社会資本整備 と市民活動Jの 連 携 の仕組みを構築
業 で得 られた経験 は、
す る際 にも大変参考 となる取 り組み で あ った と考 え られ る。
「協働 による地域 づ くり」 に関 し、静岡県 の事例 に即 して検討
本稿 は、
したもので あるが、今回 は「新 しい公共 」 とい う視点か ら協働 の取 り組
み を理論的に検討す ることはで きなかった。 その点 については筆者 の次
なる課題 と位置付 けてお きたい。
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