月

日に市民
えられるよう︑﹁公﹂のサービス
献をもたらした︒そして︑ 年に

軟に︑被災地の復興に多大なる貢
なった︒後房雄・代表理事によれ

立時には登録メンバー３００人に

ものと考えていた︒﹁公＝官﹂と

みそのものが変革する時期であり︑

スを得た︒

状況も厳しく︑役員有志が６万円

たという︒しかし︑設立時は財政

﹁自分たちの未来は自分たちで切

ば︑設立総会の会場は熱気に溢れ︑

ＮＰＯ法が施行された︒法的に明

ＮＰＯへの社会的期待が急速に膨
いう考え方だ︒ところが︑行政が

行政セクター︑企業セクター︑そ
ずつ拠出して︑月給３万円の職員

・ＮＰＯセンター
の領域を担ってきた︒市民も所得

らむと同時に︑ＮＰＯはその期待
﹁公﹂のサービスを担うには二つ

して新たに生まれたサードセク
を置いた︒事務所は中部リサイク

の一部を税として負担することに

に応えているのか︑中間支援組織
の限界が生じた︒バブル崩壊後︑

ター︵市民セクター︶︑は自己改
ル運動市民の会の中に置いた︒有

︵以下市民フォーラムという︶が

としての自らの役割を問い正しつ
経済の低迷による﹁予算の限界﹂

革・自己成長をしながら︑社会の
給職員を置くことが組織として社

より︑﹁公﹂は当然︑行政が担う

つ︑これまでの 年を振り返る︒
と︑市民ニーズの多様化・複雑

課題に取り組まなければならない
会に信頼され︑責任ある活動を

組織となって︑今年で 年になる︒

私は行政︑企業︑そしてボラン
化・専門化による﹁ニーズ把握に

時期であった︒社会の変化に気づ
行っていく必須要因であるという

ドセクターの役割と今後を展望し
たい︒

ども会︑婦人会などの地域活動を

に暮らしたいという思いから︑子

な町で︑子どもたちと地域で幸せ

その頃私は︑人口約２万の小さ

たわけでもなく︑恵まれない条件

のは︑特別な補助金や支援があっ

フォーラムで活動しようと思った

れほどいるのだろう︒私が市民

それを本気で担おうとする人はど

はゆっくりだが︑確実に変容して
いる︒

市民フォーラムの歩み
最初は７人で始めた討論会が設

藤岡

喜美子

が飛び交い︑設立総会は３時間を
要したが︑席を立つ者はいなかっ

年︑ビルオーナーの好意に

よって︑ＪＲ名古屋駅に近い４階
建てのビルがＮＰＯの活動拠点と
して使えることになった︒民設民
営の﹁ＮＰＯプラザなごや﹂の開
設である︒プラザにはインキュ
ベータオフィスが設けられ︑ＮＰ
Ｏとして羽ばたこうとするボラン
ティア団体やグループが入居した︒
当時はまだ︑社会のＮＰＯへの認
知度は低く︑オフィスを提供して
くれるところはあまりなかった︒
自主的な運営で︑勤め帰りの会社
員や学生などが自由な時間に活動

現しているからこそ︑非常に厳し
い条件で活動しているＮＰＯに対

﹁中期ビジョン２００５﹂を策定

﹁ＮＰＯセクターの力量形成﹂と

新しい社会システム構築のために︑

して支援ができると確信している︒

した︒ 年に設立 年の節目を迎

私が事務局長に就任した 年に︑

り拓く﹂との想いが結集し︑質問

ティア活動などに身をおいた経験
ついての限界﹂である︒こうした

くことに多くの時間を費やしたの
考え方である︒

らかな形で︑ 公
｢ に
｣ 対し︑自由
で自発的な市民活動を行うチャン

を基に︑ＮＰＯの現実を凝視し︑
状況を背景に︑ 公
｢ を
｣ 行政に頼
るのではなく︑市民自らが社会的
がこれまでの 年であった︒社会

阪神・淡路大震災時のボランティ

したり︑社会福祉協議会の理事︑

の中で︑多くの実績をつくってき

節目に中期ビジョンを策定

市民フォーラム ・ＮＰＯセンター事務局長

Ｏ施策を積極的に進めていく方針

町議会議員をしていた︒ボラン

たことに共感したからである︒当

99

10

これまでの 年は︑社会の仕組

未来の社会を切り拓くためにサー

課題を解決するため︑自発的な活

社会の変容とＮＰＯへの期待

日本経済は成長の一途をたどり︑
アやＮＰＯの活躍だ︒行政が対処

その引き金となったのが 年の

法人税等の税収増もあって︑行政
できない領域でＮＰＯが機敏に柔

戦後から高度成長期にかけて︑

はできる限り︑市民のニーズに応

できる拠点となった︒

そして︑ＮＰＯの実態を知りた

を出していた︒

ドブック﹄の作成︑﹁ＮＰＯ全国
いという思いから︑市民フォーラ

その後は︑﹃あいちＮＰＯガイ

フォーラム２００１東海会議﹂の
ムの非常勤職員となった︒そこで

ＮＰＯが置かれている現状だった︒

見たこと体験したことは︑日本の

開催等の活動を重ねながら︑ 年
には有給職員７名という事務局体
制まできた︒
ＮＰＯの運営ついて理想を論じた

ティア活動︑地縁組織︑行政の限

時の理事や若い事務局スタッフの

り︑批判をする人は多い︒しかし︑

界を身をもって経験したが︑同時

ＮＰＯへの自身の歩み

にＮＰＯへの期待に胸を躍らせて

えるに先立ち︑どれだけ社会の期

﹁自治体の再生﹂は車の両輪だ︒

具体的には︑自治体改革コンサ

市民フォーラムは双方向からのア

員の内部作戦のために策定したも

ルティングによって収入を確保し

待に応えているのかを自ら問い正

のである︒めざすべき目標に対し︑

つつ︑行政経営︑つまり︑市民と

プローチにより︑社会変化を加速

そのギャップを埋めるために︑何

行政との協働のマネジメントサイ

し︑これから柔軟︑機敏︑果敢に

から始めていくのか︑前のめりに

クルのシステム構築や︑その一部

させ︑それらを２本の柱として︑

行動していくためのものである︒

として自治体のＮＰＯ施策を促進

チャンスに挑み︑活かすことがで

多くの課題が随時発生するが︑課

している︒一方︑高度なＮＰＯコ

活動を展開している︒

題の解決のみに終始していては︑

ンサルティングを開拓している︒
年は緊急雇用対策事業が終了

価を行い︑次なる戦略を打ち出し

ビジョンの基本方針と照らして評

総会の事業計画︑事業報告を中期

ことが肝要だという考えである︒

感性を持ち︑チャレンジしていく

介護保険制度導入により︑福祉系

の民間開放が始まる時でもあった︒

業から本格的な﹁公﹂のサービス

なった年である︒緊急雇用対策事

定管理者制度が導入されることと

し︑地方自治法が改正になり︑指

の団体の財政基盤は確立しつつあ
る︒ところが︑他の分野はなかな

ぬ工夫と努力をしているからこそ︑

市民フォーラムは自らがたゆま

うになっていた︒

支援センターが多く開設されるよ

援組織では︑全国でも公設民営の

か困難な状況にある︒特に中間支

自らがその姿を自然体で赤裸々に

市民フォーラムの戦略

００７﹂を策定している︒

ている︒現在は﹁中期ビジョン２

時代の流れを常に捉え︑先駆的な

時代を切り拓くことはできない︒

きる組織となるために︑理事や職

10

21

﹁志﹂と 努
｢ 力 ﹁｣チャレンジ精神﹂
に︑ゆるぎない尊敬の感を持った︒

07

21

いた︒地元では町村で初めて︑Ｎ

05

ましくなってきた︒

動を展開するＮＰＯの活躍がめざ

フォーラム
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のための手引き』
『ここがコミュニティ』等。
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ＰＯ活動促進条例を制定し︑ＮＰ

民設民営の活動拠点「NPO プラザなごや」
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市民フォーラム ・ＮＰＯセンター 年を迎えて

1954 年愛知県生まれ。東京海上火災保険会社退社後、地域の活動を経て、町議会議員を１
期務める。03 年より現職。行政経営コンサルティング、指定管理者制度導入支援、NPO へ
のコンサルティング業務に従事。著書に『NPO 法人会計のＱ＆Ａ』
『共生型・小規模多機能
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21

社会変革を促すサードセクターになるために

きみこ）
喜美子（ふじおか
◉藤岡

Report

いっ放し﹂の市民発言でなく︑市

市 民 委 員 会 の 会 長 を 務 め ︑﹁ 言

進的な事例である︒後代表理事が

が総合計画策定の委託を受けた先

である︒民間企業ではなくＮＰＯ

働が流行でもあり︑委託したもの

収にも翳りがあり︑市民参画と協

ではあったが︑地元企業の法人税

た︒東海市は財政力がある自治体

県東海市の総合計画策定を受託し

議会の会派マニフェストの作成や︑

サルティングを行っている︒また︑

をし︑現在は５つの自治体でコン

海地方の首長や担当課などに提案

実施してもらいたいと︑中部・東

である︒そこで︑他の自治体でも

続的な事業の柱になっていくはず

画策定のノウハウの活用こそ︑継

改革において︑このような総合計

活かした知的財産である︒自治体

ラムの理事とスタッフの専門性を

業型ＮＰＯへの支援を行っている︒

助成金制度を 年から運営し︑事

ルティングを３年間受けるという

連携で︑市民フォーラムのコンサ

いる︒さらに︑東海労働金庫との

費の倍近くに事業規模が拡大して

を上げ︑プラザなごやの運営事業

自主事業分で約６００万円の収入

いる︒ＮＰＯコンサルティングは

ングにこだわりを持って支援して

供のみでなく︑個別コンサルティ

てもらうことにした︒﹁場﹂の提

に基くお互いに責任ある関係のあ

に振り回されず︑正当な民主主義

思われるが︑﹁協働﹂という流行

要な挑戦のひとつになっていると

Ｏの関係はＮＰＯ経営にとって必

的に後押ししている︒行政とＮＰ

﹁公﹂の担い手となることを積極

市民フォーラムではＮＰＯが

秀な人材を確保することである︒

担い手となること︒２つめは︑優

いて整理し︑﹁公﹂のサービスの

市民フォーラムは︑ 年に愛知

全体への市民の﹁思い﹂を実現す
特別委員会などの運営支援も行っ

はない︑明確な目標設定をした︒

の生活課題を洗い出し︑総花的で

調査という手法を用い︑地域特有

総合計画は政策マーケティング

価を得ているわけだ︒単発的な委

位性が認められ︑実施し︑その対

る︒その事業を行うにあたり︑優

ラムが自ら企画立案した事業であ

これらは委託だが︑市民フォー

職員が在職する中間支援組織の存

セクター内に専門性をもった有給

る︒しかし︑そのためにはサード

そのことが社会変革の引き金とな

なったＮＰＯはわずか１ ８％に

と︑

地方自治総合研究所の調査による

果敢に挑戦しているかは疑問だ︒

んで﹁公﹂の担い手となれるのか︑

長を促していくことが必要だから

り方を発信し︑自己改革︑自己成

るための運営を行った︒

最大限︑市民の思いに寄り添った
託事業とは質的に異なるものであ
在は欠かせない︒個々のＮＰＯの
すぎない︒ＮＰＯセクターの現状

である︒

目標だ︒さらに︑計画を策定する
る︒これが自治体改革コンサル
運営基盤を確立する支援を行うこ

るはずだ︒会費・寄附で運営する

るためには︑プロセスの期間があ

費や寄附が集まるような社会とな

これらのノウハウは市民フォー

する計画づくりである︒

を構築していくことができる進化

行政経営であり︑さらに地域経営

設定を行った︒総合計画の推進が

課題を改善していく役割分担値の

設定︑地域の多様な主体者が生活

の改善度を測る指標とめざす値の

するために︑目標である生活課題

益法人も広い意味でのＮＰＯとし

ができ︑これまでの地縁組織や公

ＮＰＯが自立して活動を行うこと

ある︒そのようなプロセスを経て︑

を希望する団体を優先的に入居し

体を対象とし︑コンサルティング

０万︒その後︑成長意欲のある団

担ってきた︒その事業費は約２７

ＮＰＯが数多く生まれる一翼を

低廉な事務所スペースを提供し︑

施設を運営してきたことである︒

援は︑全国でも珍しい民設民営の

もうひとつの柱であるＮＰＯ支

を凝視する力と結論を出す判断力

するという強い意志を持ち︑現実

れほどの困難があっても必ず解決

である︒確かなミッションと︑ど

ＮＰＯにも優れたリーダーが必要

１つは︑行政とＮＰＯの関係につ

大には２つの要因が必要である︒

ただ︑サードセクターの力量拡

問うべきである︒

今︑改めて中間支援組織の意義を

２ステージに私たちが駆け上がる

組織の活動があるのか︑新たな第

ＰＯの活動分野になぜ︑中間支援

とができるのは行政ではない︒Ｎ

速に成長し続けなければならない︒

引する中間支援組織は︑さらに急

する時であり︑そのセクターを牽

うな社会変革の兆しを受けて成長

サードセクターは今︑怒涛のよ

ＮＰＯが地域から信頼され︑会

ためにも︑最大のチャンスでもあ

し︑社会的な役割を果たしていく

戦が日本のＮＰＯが本格的に成長

受けられないだけでなく︑この挑

から受け止めようとする姿勢が見

をみると︑この大きな挑戦を正面

.

年３月末で指定管理者と

現在のＮＰＯ法人が︑企業と並

だけでなく︑ＰＤＣＡのマネジメ
ティングだ︒

ことがよいという理想のみ︑もし
て自覚し︑自己改革を行うことで︑

■ 11 月 10 日（土）

「成果指向のＮＰＯ経営̶評価とコミュニケーション」

山岡義典・法政大学教授
コーディネーター

ワークショップ「ＮＰＯの成果のあり方を問う〜ミッションと活動を結ぶロジ

ックモデル」

基調講演 「自治体の将来像とＮＰＯの役割」
西尾勝・（財）東京市政調査会理事長

「ＮＰＯによる公共サービス実施と支援インフラ網」

市民フォーラム中期ビジョン 2007「これからのＮＰＯと行政を支援する戦略構想」

（特活）市民フォーラム 21・NPO センター

TEL 052-586-1154
http://www.sf21npo.gr.jp

いると思える︒

名古屋市中村区名駅南 1-20-11 NPO プラザなごや 2 階

るという自覚にあまりにも欠けて

くはサードセクターの自立は困難

確実な努力をし続ける︑そのよう

をもった人材︒たった１回のチャ

中間支援組織の重要な役割は︑

な人材がこのセクターには多く必

多様な主体者がお互いに認め合い

戦略をもつのかを論ずべきである︒
財源に悩むＮＰＯが会費・寄附の

要である︒

であるという評論をしている時で

行政に税金を払って﹁公﹂のサー
みに頼らず︑どのように成長する

ンスで世の中が大きく変わるわけ

ビスを受けてきた市民がＮＰＯへ

ことができるのか︑外的要因

ながら活動をしていくことで︑重

の直接寄附へと意識が変わるだろ

︵チャンス︶と内的要因︵組織の

はない︒日本のこれまでの社会背

うか︒また︑全員ボランティアで

強み︶を分析し︑成長のための工

でもなく︑その変革に向けて明確

活動してきたＮＰＯや︑交代で役

夫を生み出すサポートをしていく

層的なサードセクターが確立して

員を担ってきた組織が︑ある日突

ことである︒講座やイベントの開

景を鑑み︑日本版サードセクター

然︑社会から信頼されるＮＰＯ経

催などＮＰＯ活動の啓発に留まる

に目標設定をし︑それに向かって

営を行うことができるだろうか︒

そのためには︑サードセクター

ことなく︑個別のコンサルティン

スとは何かを理解し︑その実行能

に優秀な人材が流入することが必

めざすべき社会に至るまでのプ

力を内在させ︑体力をつけて組織

要である︒ＮＰＯと行政︑企業の

グが求められ︑それは現在の企業

基盤を確立させていくことが必要

間での人の移動がより活発になる

ロセスの期間︑ＮＰＯは﹁公﹂の

である︒市民は︑身近なところで︑

ことで︑人も成長し︑異なる性質

や行政の人材ではできないことで

ＮＰＯのよさを最大限活かしたＮ

をもつセクター間の協働が可能に

サービスを担い︑有給職員を置き︑

ＰＯによる﹁公﹂のサービスを受

なると思われる︒また︑行政に優

ある︒

け︑その実態を自らの目で見て経

れた首長が必要であるように︑
サードセクターの中間支援組織や

験することにより︑ＮＰＯへの実
質的な信頼が生まれてくるはずで

上山信一・慶應大学教授
基調講演

後房雄・同フォーラム代表理事
イギリス調査報告

自分勝手ではない﹁公﹂のサービ

いくと思う︒

07

のあり方とそのためにどのような

■ 11 月 18 日（日）

サードセクターの力量が拡大し︑

ント・サイクルで総合計画を推進

問われる中間支援組織の意義

ている︒

05
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