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平成の大合併がひと段落した。
規模の拡大はむしろ、住民主体の必要性を喚起する。

市町村からコミュニティへの分権。
官から民(みん)、
そして(たみ)への分権。

コミュニティ(小さな単位)で
「決定」
をすること
行政と契約を結び公を担っていくこと
「自治の力」を培うことで、
地域社会のシナリオは第２幕へと進む。
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市民フォーラム21・NPOセンター
私たちは、NPOを支援するNPOです。1995年の有志による呼びかけを出
発点に、1997年に設立されました。力強いNPOを層として築いていくた
めの団体運営個別支援と、自治体とともに新しい自治システムを模索する
協働・行政改革支援を中核事業として、市民の知恵と力が生かされる多元
的な社会づくりを目指しています。
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小さな地域で課題を解決

近 隣 政 府

〜地域自治組織の可能性

合併３法(※1)による地域自治組織(※2)の制度導入、そして近年のNPOの台頭の中で、地域のあり方が
大きく変わろうとしています。将来、自治体や地方議会、地域自治組織、町内会・自治会、そしてNPOは、
どのようにかかわり合いながら地域社会をつくっていくべきなのでしょうか。市民フォーラム21が今

年４月に開催したシンポジウムでのパネルディスカッションから、
「近隣政府」
(※3)をキーワードに探っ
てみましょう。

臨時総会記念シンポジウム
「地域の未来・市民の主権 〜近隣政府の可能性を探る」
◆概要
◇日時：2006年4月22日(土)

◇場所：あいちNPO交流プラザ会議室A

◆パネルディスカッション
◇パネリスト

名和田 是彦さん

（法政大学法学部 教授）

◇コーディネーター

細田大造さん

（前・総務省自治行政局
自治政策課 課長補佐
／岐阜県環境生活部 次長）

佐久間 章郎さん

（豊田市足助地域会議 委員）

小さな地域で課題解決

な地域自治組織のイメージにつなが

後：市町村合併の中、市町村より小さ

る議論を深めたいと思います。

い地区に地域自治区を設置し、そこ
が一定の公的役割を担うという制度

細田：第27次地方制度調査会(※4)にて、

が導入されました。

主に議論されたことは２つでした。

地域自治区には地域協議会を置き、

基礎自治体と広域自治体が果たすべ

そのメンバーを地域から選ぶ(首長

き役割、そして住民自治、すなわち

が任命する)のですが、そうすると、

NPOやコミュニティーを中心とした

町内会・自治会という地縁組織と、地

自治をどうするかでした。

域協議会といった近隣政府的な組織

地域自治区には、一般的なものと

との関係が問われてきます。地縁組

合併時の２つの種類があります。一

織とNPOの関係に関する議論も出て

般的な地域自治区は法人格を有せず、

きます。
NPOがあり、
近隣政府がある

地域自治区の委員は原則、無報酬で

という中で、地域自治の仕組みをど

活動することになります。
市町村長は、

のように設計していくのか。最終的

これらの委員の意見に縛られるわけ

後 房雄さん

（名古屋大学大学院法学研究科 教授）

※1 合併３法
合併新法（市町村の合併の特例等に関する法律）、
改正現行合併特例法（市町村の合併の特例に関す
る法律の一部を改正する法律）、改正地方自治法（地
方自治法の一部を改正する法律）の３つを指す。市
町村合併を推進するため、2004年５月26日に公
布された。
※2 地域自治組織
合併３法により制定された地域自治区
（一般・合併時）
と合併特例区の総称。住民自治の強化や、行政と住
民との協働の推進を目的とする組織。住民に身近
な事務を意向を踏まえながら効果的に処理し、
また、
地域にセーフティーネット(住民生活における安心
や安定を支える安全網)を構築する狙いがある。
※3 近隣政府
自治体の中に、ある程度の権限を持った小さなエ
リアを設け、そこでエリア内部の公共的な事柄を
行う仕組み。より地域に近いところが権限を持って、
地域の公共的な役割を担うことで、より地域に密
着し、ニーズに合った施策を行うもので、国内でも
注目を浴びつつある。
※4 第27次地方制度調査会
首相の諮問機関。2003年11月に「今後の地方自治
制度のあり方に関する答申」を発表した。

【ニゥスしゃべりば】
「ごみも保育も『民』を目指す」2006.3.2/日経 「民間に任せられるものは民間に」。公共サービスの民間委託が加速している。

っていくのか、それとも税金でNPO
に委託をしてやってもらうのか、と
い う 選 択 が あ る わ け で す。加 入 率
100％を維持できないのであれば、
町内会・自治会もNPOになってしまう、
という選択肢もあります。
いくつか論点を提示しましたが、
地域自治区がどの程度機能するかと
いう見通しを含めて、それぞれの方
からご意見を伺います。
ではないですが、かと言って無視は

の代表者で構成される委員会として、

できず、事実上はやはり縛られると

地域自治組織的なものをつくってい

考えられます。

ます。しかし、どれだけ網羅的に民間

公的な決定権のありよう

名和田：自治基本条例がいたるとこ

合併特例時に設置される地域自治

団体が集まったとしても、それは「民

ろで策定されていますが、必ず出て

区は、あくまでも合併という切り口

間団体が大集合した民間団体」なの

くるのが「参加と協働」という概念で

で設置され、合併前の住民ニーズを

ではないかと思うわけです。近隣政

す。地方自治体は、地域自治組織を使

合併後に反映させるという考え方が

府というのは「政府」ですから、最終

わない選択をしたところにしても、

ベースにあります。

的に、公的な組織になる必要がある

そういった概念を念頭にコミュニテ

と思います。

ィー組織を使って、いろいろと工夫

佐久間：豊田市では、市内に12の地

「政府」には決定機能と実施機能が

をしてきているのが現状です。地域

域自治区が設置されました。
この中に、

あります。例えばアメリカでは、行政

自治組織が仕事をするのであれば、

中学校区にひとつずつ、26の地域会

という執行機関はなく、議会という

決定権もセットであるというのは当

議が誕生しました。その委員は市長

決定機関のみがあるという地方政府

然だろうと思っています。事実上そ

が選任しています。
地域会議の役割は、

が4000程度あり、実施機能について

うならざるを得なく、制度はこれに

大きく分けて３つあります。
ひとつは、

は、多くをNPOや企業に委ねている

追いついてくると思っています。

市長からの諮問に対し、審議して意

状況があります。突き詰めれば、政府

見を述べる。２つ目は
「わくわく事業」

には決定機能さえあればいいのでは

の審査。３つ目は、地域課題の解決策

後：地域自治組織という仕組みが、自

ないかと思います。今後の日本の地

治制度として根拠を持つということ

を検討することです。
「わくわく事業」

域自治組織に、決定機能を期待する

になると、選挙が必要になると考え

とは、地域資源を活用し、地域課題を

のか、それとも実施機能を担わせる

ますが、この日本で定着するかにつ

解決するための新しい活動を支援す

のかという選択があるかと思います。

いて、どのようにお考えでしょうか。

る補助金制度です。補助金の予算額

これまで町内会・自治会というのは、

は500万円で、
全地域同じ額です。

地域自治区をめぐる論点
後：地域自治組織というのは民間組
織なのか、公的な政府組織なのか、あ
いまいになっています。三重県の名
張 市 や 伊 賀 市 が 、地 域 の 各 種 団 体

まさに実施組織として大きな役割を

名和田：理念的には選挙という手段

果たしてきました。全世帯から少し

は必要だと思いますが、日本にはこ

ずつ人手やお金を出してもらって、

のようなことをためらう風土がある

地域課題を解決してきたわけです。

のも事実です。また、NPOやコミュ

加盟率が100％でなくなる中で、今

ニティー組織で活動している人が活

後どのようになるのでしょうか。世

動できる環境が、選挙でつくれるの

帯単位での平等な負担のし合いで担

かという疑問があります。

「産廃施設誘致 集落ごと移転」2006.3.3/朝日 奥能登、過疎集落の1つの決断。産廃施設を自ら誘致し、補償金をもとに集落ごと集団移転。

〜 今回はパネルディスカッションの一部を紹介しました。
基調講演も含めたシンポジウム全体の議論については、
さらに加筆して内容を充実させ、
夏ごろにブックレットとして刊行予定です。

細田：町内会・自治会などと、地域自

う話も出ます。正式な税金となると

資金もともなうかたちで、活動を

治組織とでどう役割分担すればいい

少し窮屈で、やはり裁量権が残るか

支えていかなければならないのでは

のかということは、地域によって全

たちの方がいいかもしれません。

ないでしょうか。

市町村が条例で区域を定めます。こ

事例の積み上げに期待

後：日本独特の地域の問題解決方法

れらの提案は議会の可決を経て、地

佐久間：足助町では町の職員がそれ

として、町内会・自治会があります。

域自らが決めるということになるわ

ぞれの部落に入り、まちおこしにも

他方で、公的資金を集めて公的決定

けです。今の制度上にある地域自治

積極的に取り組んできましたが、金

を行い、公的サービスを実施すると

組織での事例が積み上がっていく中

銭的な面が課題でした。その意味では、

いう福祉国家システムがあります。

で、正味の課題も浮き彫りになって

合併して豊田市になった現在、期待

その中で、アメリカのように実施機

こようかと思います。

があります。

能を民間に委託する方式もあります。

然違うのだと思います。地域自治区は、

寄付やボランティアで問題に取り組
むNPOという仕組みもあります。そ

佐久間：率直に言えば、
「小さな政府」

細田：町内会・自治会はそのエリア

と言われても関係なくて、いかにう

がある以上、役割があり続けると信

れらの仕組みをどのように組み合わ

ちらは暮らしていくのか、というと

じています。時間さえあれば熱心に

せるべきかが大問題です。

ころにあります。一番の課題は、多く

活動をしたいという方が、勤労者の

また、町内会・自治会はボランタリ

の住民に地域会議の存在を知っても

中には多いのではないでしょうか。

ー（自主性）というよりも、むしろ負

らい、一緒に考えていきたいという

地域自治組織の役割分担について

ことです。やはり、多少の決定権はほ

ですが、地域の安全・安心という身

地域によっては、町内会・自治会が機

しいかなと思っています。地域で考

近なテーマは、まさに地域自治組織

能しなくなっているところもあり、

えたことを吸い上げてもらう、担保

で話し合う内容ではないかと思い

かつて町内会・自治会が担っていた

がほしいといったところでしょうか。

ます。
お祭りのようなものに関しては、

課題解決にどう取り組むかという問

税を投資して行うサービスというよ

題が出てくると思います。特に、地域

後：イギリスの最小単位の自治区に
「パ

りも、別途、会費としてお金を出し合

の人間関係を維持するという機能は

リッシュ」というものがあります。パ

って維持していくものではないでし

見落とせません。

リッシュは各戸から小額ながら税金

ょうか。

担の平等性に特徴があると思います。

地域のこれからを左右する問題と

を集め、それらのお金の使い道につ

事例を積み上げていく中で、地域

して、今後も議論を続けていければ

いて、公的な決定権が委ねられてい

の方も自信を持たれていくだろうと

と思っています。ありがとうござい

ます。例えば、佐久間さんの地元で、

思っています。

ました。

（まとめ・北村隆幸）

このような権限が地域会議に与えら
れるという話があれば、どうとらえ

名和田：足助では単位自治会があり、

ますか？

次に区があり、そして地域自治区が
あるということで、理想的なかたち

佐久間：実際、それぞれが負担して地

ではないでしょうか。この３層構造が、

区会館を作ることになりました。お

自治の姿として良いのではないかと

金の問題になると、例えば高齢者か

思っています。

らは「俺はあと数年しか生きられん

「必要」
が組織をつくります。
やはり、

のに」という話が出ます。
「 金はいら

ボランティア精神だけでは限界があ

んけど、労力は出してもらう」とい

り、コミュニティービジネスとして

【ニゥスしゃべりば】
「子育て支援 企業急ぐ」2006.3.24/日経 次世代育成支援対策推進法施行から１年、復職保証制の導入など、企業の行動計画が動き出した。
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犬山市子育て支援センター
犬山市ファミリー・サポート・センター

「預ける方だけでなく、子どもを預かる方にも『家族がひとり増えたみたい』と喜んでもら
えるマッチングをしたい。そういう
『親戚』
を広げていく活動が、
本当の
『ファミリー・サポー
ト』ではないでしょうか」
連
絡
先

センター長・鈴木園枝さん

愛知県犬山市前原橋爪山15-2 犬山市民健康館「さら・さくら」内
TEL/FAX 0568-63-3818

センター長の鈴木園枝さん(右手前)と職員のみなさん。
さら・さくら つどいの広場にて

ファミリーを拡大
子育て支援を担う、
子育て支援センターとつどいの広場、
そしてファミリー・サポート・センター(注)。犬山市は３事
業を一体に運営しているのが特徴です。
ファミリー・サポート・センターは、会員同士で育児を助
け合うしくみ。
「預ける方だけでなく、子どもを預かる方に
も『家族がひとり増えたみたい』と喜んでもらえるマッチ
ングをしたい」と言うセンター長の鈴木園枝さん。会員に
限らず、町内会や市職員から地域の人材を聞き込み、適任の
援助者を一本釣り。こうした引き合わせで保育園への迎え
と預かりを毎日している女性の家庭では、勤めに出ている
夫と娘も
「早く仕事を終えて家に帰りたい」
と、
新たな
「家族」
を喜んで受け入れています。鈴木さんは「そういう『親戚』を
広げていく活動が、本当の『ファミリー・サポート』」と言い
ます。

犬山市の健康福祉施設、
市民健康館「さら・さくら」。ホールや会議室、温泉入浴施設などを備える

母さん。同事業が実態を表に引き出してケアできているのは、
きめ細やかな観察と相談、そして、ほぼすべての乳幼児をみ
ている保健センターとの連携のたまもの。保健師が親子関
係に心配を感じた場合、
まず、
つどいの広場が紹介されます。
多くの親子が気軽に訪れる場だから、誘いやすいのです。紹
介を受けるだけでなく、保健センターが行う乳幼児健診に
も職員が参加。健診後の事例検討会で保健師に混じって見
解を加えることで、健康状態だけでなく、親子関係における
黄信号も素早くキャッチできるのです。
密室から誘い出す
ほかに利用できるサービスも紹介。育児が困難な家庭に
未就園児のお母さんは、いつも家で２人ぼっち。育児力 出向いて家事・育児を手伝ってくれる育児支援員、費用負担
が弱かったり、子をかわいく感じられない母親も少なくな の少ない一時保育や夜10時まで預かるトワイライト事業、
く、
育児放棄や虐待に発展する危険性があると言われます。 シルバー人材センターに市民グループなどなど。行政・民間
つどいの広場は、母子を「密室」から誘い出し、見守る場。安 を問わず「その人にとって最適なサービスを紹介するのが
と鈴木さんは言います。
心して子どもを遊ばせながら、保育士や保健師に育児相談 わたしたちの役割」
保健と福祉、行政と民間、組織と個人の垣根を軽やかに
をしたり、
母親同士で悩みを話し合ったりできます。同時に、
飛び越え、
ただ、親と子の関係が健やかにはぐくまれるため
職員が母親や子どもの状態を観察でき、未然に育児放棄や
に。鈴木さんたちの取り組みは、
日々積み重ねられています。
虐待を防止する見守りと手立てができるのです。
（取材・内藤大輔）
電話相談にも対応。育児不安のお母さんから緊急のヘル
プコールがあれば、職員がすぐに助けに向かいます。鈴木さ
注1 ファミリー・サポート・センター
んは「命にかかわる事態になれば手遅れ。早めに手を打た
育児の援助を受けたい人と援助を行いたい人が会員となって、育児を助け
合うしくみ。自治体が設立運営する。保育施設の保育開始時間前や終了時
ないと」
と、
危険な母子関係の増加にまっすぐ眼を向けます。
間後に子どもを預かる、保育施設までの送迎、子どもが軽度の病気の場合
この４月、６か月から１歳半の乳児とその親を対象にし
など、臨時的に子どもを預かるなどのサービスを行う。
た
「さくらっこ」
教室を開始。また、
託児付きの連続講座
「１・
注2 地域子育て支援センター
地域全体で子育てを支援する基盤をつくるため、子育て家庭の支援活動の
２・３歳児を持つ親の勉強部屋」を開催し、専門家の話を伝
企画・調整・実施する事業。地域の子育て家庭に対して、育児不安などにつ
えたり、子どもとの関係づくりを手伝ったりと、母親の育
いての指導、
子育てサークルへの支援などを通して育児支援を行う。
児力の底上げを狙っています。
注3 つどいの広場
「密室の育児」による閉塞感からくる子育てへの精神的な負担感を解消す

黄信号を逃さない

うつ病の上、育児で追い込まれてごはんも作れなくなっ
たお母さん、お風呂に入れられないくらい育児力が弱いお
「過疎地域に『生活の足』
」
2006.4.1/日経

るため、自治体が実施する事業。主に乳幼児（0〜3歳）を持つ子育て中の親
が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合うことで精神的な安心感を

もたらし、問題解決への糸口となる機会を提供する。

道路運送法の改正により、
自家用車での有料送迎が解禁へ。

受講生募集の広報を支援
NPO
支援劇場

市民フォーラム21では、NPOの現場にサポーターを派遣して、団体運営を支援しています。
NPO支援劇場は、十人十色の現場で団体とサポーターが二人三脚で歩む物語です。

支援先

特定非営利活動法人 エコワークス
URL：http://www.eco-works.or.jp/

◆団体概要：1997年4月に活動スタート。2001年9月にNPO法人格を取得し、
「エコワークス」を

■出会いは数年前

エコワークスと市民フォーラム21
の最初の出会いは、数年前にさかの
ぼります。
子ども・ファミリー向けの自然体
験プログラムを実施してきたエコワー
クスが、シニア層に目を向けたのは
2002年。子ども対象の環境教育には
実績があった同会も、シニア向けと
なるとまったく一からのスタートで
した。そこで、当時、市民フォーラム
21が愛知県の事業委託を受けて始
めていた
「個別運営支援事業」
に応募。
支援を担当したのは、
事業開発サポー
ターに就任したばかりの熊谷正道さ
んでした。
熊谷さんは、それまで一般企業向
けのマーケティングや経営相談の仕
事をしてきましたが、NPOとかかわ
るのは初めて。エコワークス理事長
の紀藤敦子さんたちと一緒に小原村
（当時）
のフィールドに見学に行って、
きのこや山菜採りをしたのも初めて
でした。
「 自分が初めて体験して、い
いもんだなぁということがわかりま
した」という熊谷さん。支援にも力が
入ります。
こうして立ち上がったのが、
シニア向け自然体験プログラムを実
践する「オルカくらぶ」
でした。

支
援
D
A
T
A

設立した。
子ども・ファミリー・シニア向けに環境教育プログラムを企画・運営。
「自然への礼節」
「動
植物とのかかわり」
「家族や仲間との心を通わせた触れあい」
「異文化交流」などを通して、自然や
命の尊さに気づき、豊かな感性をはぐくむことを目的としている。今回の支援の対象となった「東
海シニア自然大学」は、2004年9月に設立。
◆支援内容：
「東海シニア自然大学」の第3期生募集を前に、市民フォーラム21が提供する「広報力
診断」を受診。その結果を踏まえ、マーケティング手法に基づいた広報方針を設計し、リーフレッ
ト制作、ブログ開設、ウェブサイトリニューアルという、総合的な広報支援を実施した。事業開発
サポーターとして熊谷正道さん、広報・ITサポーターとして内藤大輔さんが、支援を担当した。

助成金を受け、
弾みがついたスター
トでしたが、2年目、受講生の応募が
減少。
危機感を持ったエコワークスは、
広報の見直しをすべく、市民フォー
ラム21の
「広報力診断」
を受診しました。

■受講生の声を活かす

「プログラムの本当の良さを表現
しきれていない」。これまでの受講生
募集のチラシを見て、
熊谷さんと広報・
ITサポーターの内藤大輔さんは感
じました。熊谷さんがかつて体験し
たように、その魅力は体験した人に
しかわからないということで、まず
行ったのが在校生のグループヒアリ
ング。これを踏まえて具体的に取り
組んだのが、リーフレットづくり、ブ
ログの開設、
ウェブサイトのリニュー
アルでした。リーフレットには卒業・
在校生の声を掲載、ブログには、受

■応募の減少の危機

その1年後、熊谷さんの出番が再び
やってきました。
「 オルカくらぶ」か
ら発展させた、
シニアの自然活動リー
ダーを養成する
「東海シニア自然大学」
の設立です。このときは、エコワーク
ス事務局スタッフの上田元己さんた
ちと共に、大阪にあるシニア自然大
学でカリキュラム内容や運営のあり
方について学び、基盤づくりを行い
ました。

東海シニア自然大学の良さを前面に打ち出した
リーフレット。卒業・在校生の声が盛り込まれている

右から、東海シニア自然大学事務局長の加藤昌孝さん、
事務局スタッフの上田元己さん、
事業開発サポーターの熊谷正道さん、
広報・ITサポーターの内藤大輔さん。
事務所を
移転したばかりの旧本陣小学校
「COMBi本陣」にて

講生が直接、発見や仲間とのふれあ
いの様子を書き込み、ぬくもりのあ
る生の声を発信しました。
また、グループヒアリングの思い
がけない成果も現れました。在校生
自らが「手伝うよ」と、チラシを配布
したり、
周りの人に勧めてくれるなど、
主体的なかかわりを引き出すことが
できたのです。

■手を取り合って

温かなメッセージは瞬く間に広ま
り、第3期生の申し込みは定員の約2
倍に。
「毎日メールを受信するのが楽
しみでした」という上田さんは、そ
の喜びを熊谷さん、内藤さんと分か
ち合いました。
「NPO同士、仲間意識もあって、何度
も議論を重ねてよいものにつくりあ
げていきました。活動内容を社会に向
けて発信する基盤ができたので、次は、
運営体制をしっかり固めていきたい
ですね」と、東海シニア自然大学事務
局長の加藤昌孝さん。
「 このような団
体はほかにない。この名古屋の地で、
大きく育ってほしい」という熊谷さん
の力強いエールが、しっかりと背中を
支えているようです。
（取材・浜口美穂）

【ニゥスしゃべりば】
「ホームレスの自立支援」2006.4.13/中日 「ビックイシュー」、
東海地方初・名古屋で発売始まる。

市民フォーラム21・NPOセンター

活 動 報 告
運営相談で持続可能なNPOへ
田原市NPO団体運営支援事業

田原市のNPOや地縁団体が、よ

り継続的に活動できるようになるこ

とを目的に、市民フォーラム21事務

局スタッフによる相談会と個別の団

体支援を行いました。地域の課題解

決に取り組むNPOの活躍が期待さ
れる中、田原市では持続可能な活動

基盤を持つ団体が少ないのが現状。

また、NPO活動者が気軽に相談で
きる場を見つけることができないこ

また、市町村でのルールとして、

ていることも大きな特徴。まだ素案

の段階であり、今後、成案としてま
とめるために、さらに広く意見交換
(松本美穂)

新市誕生にニーズに基づく
総合計画を
一宮市総合計画策定事業

昨年4月1日に一宮市・尾西市・木

曽川町が合併し、新・一宮市が誕生

ィングにより、延べ18団体が次の展

り、市民フォーラム21では市民ニー

開に向けて、事業づくりや組織づく

しました。新市総合計画策定にあた

ズに基づく根拠ある計画策定プロセ

りの一歩を進み出しました。田原市

スを設計提案し、政策マーケティン

課題と向き合い、組織が成長するき

た総合計画の成果目標が明らかにな

で活動するNPOが自分たちの運営

大賞

をしていく予定です。今後の動きに

注目です。

とも課題でした。今回、市民フォー

ラム21のスタッフによるコンサルテ

事務局川柳

地縁団体がNPOの中に位置づけられ

グ調査を実施。これまで抽象的だっ

締
過切
締ぎ日
切て
日も
明
日
は

(安井弘美)

よる「ツリー型ロジック・モデル」

西
讃

NPOと行政がつくる協働ルール

て、設定された成果目標に対する有

…毎日が締切日。
明けても暮れても締切日。

っかけをつかんだのではないかと思

います。

東海市協働ルールブック策定事業

東海市では協働のルールづくりが

進められており、市民フォーラム21
が事務局としてサポートしています。

NPOか行政のどちらか一方がつくっ

て提示するものではなく、NPOと行

りました。また同時に、行政職員に

の活用により、すべての事業につい

効性が検証されています。市民ニー
ズに基づいた根拠ある総合計画と、

優秀賞

それを効率的・効果的に実行するた

めの仕組みの両輪が動き出し、全国

初の試みとして注目されています。

(島 久美子)

政が同じテー

ブル に つ いて
議論をしなが

ら、相互の義

務と責任を明

北
勲

記した点が特

徴です。
「とうかい協働ルールブック2006(素案)」

一宮市の職員プロジェクトチームによる
ロジック・モデル検討会の様子

う
久れ
自々し
宅休い
で日な
仕
事

…いっそ、事務所で
寝泊まりを。

勤
あ務
っ時
と間
帰い
社う
時間
青間に
隆
…終電までは、
まだまだあるよ。

「北海道特区法案提出へ」2006.4.13/日経 道州制が本格的に動き出した。北海道を皮切りに、今後、他都府県でも議論が活発化するだろう。

NPOセンターを

支える人々 21
インターン(現場実習生)

浜島

吉孝

さん
（豊明市役所市民協働課 職員）

NPOと地縁組織とのつなぎ役
豊明市役所市民協働課で市民活動を支援する仕事をしてい
ます。仕事柄、NPOで活動する人たちとかかわる機会は多いの
ですが、今回インターンとして市民フォーラム21で活動して、

S F 2 1 ブッ ク レ ッ ト

「NPO法人の会計税務Q&A』
発行年：2006年4月
価格：2000円（会員1500円）
入手方法：
市民フォーラム21へ電話・FAX・Eメールにて申し込み
わからなかった答えがここある！ NPO会計税務の中級実践書
が完成しました。市民フォーラム21が2001年より実施してい
るNPOへの会計個別支援事業で、実際にNPOの方々から寄せ
られた質問やよくある悩みを取り上げ、名古屋税理士会のご協
力を得てまとめたQ&A集。実際に
会計税務にあたっている担当者に
お勧めの１冊です。

NPOで働く人々の気持ちがよくわかったことは大きな成果で
した。残業も多く、忙しい職場ですが、生きがいを持って働く姿

Now Printing

をうらやましく思いました。
市民協働課でNPO支援を行っていて感じることは、豊明市に
おける市民フォーラム21のような中間支援団体の必要性です。
行政では公平の原則があり、支援活動が難しくなる場合があり
ます。また、NPOで活動する人たちは、自分たちが活動する地域

●出版記念セール開催期間中
(〜2006年6月30日)
通常価格：2,000円
↓
割引価格：1,500円
(会員1，300円)

の自治会などの地縁組織とのかかわりが少ないようにも思い
ます。地縁組織を生かすことで効果の上がる活動もあるのでは
ないでしょうか。わたしも仕事以外で何らかの活動にかかわり
たいと考えていますが、この両者をつなげる役割を果たせたら
と思っています。

（取材・平岩希）

ご協力ありがとうございました
【新規入会していただいたみなさま】
●個人正会員：加藤恭代/音川太郎/林健司●NPO会員：Family Care 陽だまり
●企業会員：株式会社ほほえみ●情報会員：宇野由美子/ハーベスト/地域とと
もに生きるめだかの会/(有)アースマインド/福祉サポートすみれ会/アプリシエ
イト/マザーズサポーター協会東海支部
【継続更新していただいたみなさま】
●個人正会員：吉島隆子/藤森ちか子/稲田雅文/滝川裕康/石井伸弘/山本孚●
NPO会員：ボラみみより情報局/在宅福祉の会じゃがいも●情報会員：寺本隆男
【ご寄付していただいたみなさま】
後房雄/川島典之/小池一郎/小山章仁/黒野雅好/石原信行/安藤幸徳
【差し入れしていただいたみなさま】
山本孚/安藤幸徳/小山章仁/後房雄/井川真由美/創業訓練科２期生
【インターン(現場実習生)のみなさま】
●創業訓練講座実習生：綾部敏子/齋藤由美/松島弘治/吉田佳代/佐藤雅美/長坂
廣幸/金田文子●豊明市：浜島吉孝
【ボランティアのみなさま】
●サーバー管理：石原孝紀●ニューズレターDTPデザイン：小笠原澄子●スク
ランブルサロン：平岩希/諏訪まさよ/花井信哉●たすかるフォーラム：石川潤/
竹野亜耶子/齋藤由美/青木隆典/畑中 英樹●News Bulletin制作：鈴木康則●事
務局ボランティア：三好琢/横山理沙/竹野亜耶子/大出真生

おまかせください

市民フォーラム21では、
NPOを支援するサービスを提供しています。
ぜひ、
ご利用ください。

NPO会計・労務・事業開発・
法人化などの個別訪問支援
◎継続/単発支援

¥8,400〜/回
（2時間程度）
※費用は、支援内容や団体の
予算規模によって変わります

NPO貸事務所
◎机＋いす1ヶセット
◎印刷機・コピー機利用

¥5,250/月

（有料）

貸会議室
◎NPOプラザなごや・ちた

¥840/時間

（各定員40名）

NPOプラザなごや視察対応

¥3,150/時間

調査研究/委員会運営/出前講座/講師派遣/
研修生インターン受け入れなど

（2006年1月11日〜4月10日／敬称略）

会員を募集しています

市民フォーラム21の運営基盤となる財政は、
会員のみなさまによって
支えられています。
ぜひ、ご入会ください。

正会員
（議決権あり）
個 人

一 般：10,000円

団 体

学 生：6,000円

10,000円

情報会員
（議決権なし）
個 人

6,000円

NPOプラザなごや2F

