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刊行にあたって

　本格的な分権時代を迎えようとする中、自治体は自己決定・自己責任に基づ

く自立した行政運営を目指すことが求められています。また、平成19年６月に

成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき自治体の財政

再生基準となる新たな財政指標が示され、今後は、いっそう行政運営の効率化

を進めることが重要になってきます。

　このような状況の下で、これからの自治体職員は一人ひとりが意識改革を進

め、時代変化を認識するとともに、新たな課題解決に向け自ら主体的に取り組

むことが必要です。さらに、地域・住民ニーズを的確に把握し、複眼的に判断

できる能力がこれまで以上に求められます。

　当センターでは、府内市町村職員が、当面する行政課題等について認識を深

め、モチベーションと資質の向上をはかるため各種セミナーを実施しています。

セミナーでは、一年間を通じて、市町村を取り巻くさまざまな行政課題をはじ

め、自己を見つめ直し更なるステップアップへの意識向上が図れるようなテー

マを取り上げて、幅広い分野から学識経験者をお招きしています。

　本書は、平成22年度に実施したミニ講座及びマッセ・セミナー（職員研修協

議会共催）の講演録をとりまとめたものです。

　終わりになりましたが、ご多忙にもかかわらず、ご講演をいただきました講

師の方々にあらためてお礼申し上げますとともに、本書が、市町村行政の充実

と職員の意識向上の一助になれば幸いに存じます。

　　平成23年３月

財団法人　大阪府市町村振興協会　　　

おおさか市町村職員研修研究センター　

所　長　　　齊　藤　　　愼　
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はじめに
　皆さま、こんにちは。今日は私から基調講演ということです。事例のお話は、
お二人の方で現場を持っていらっしゃいますので省かせていただき、私からは
パートナーシップ、協働というものが、現代社会や近い未来の社会において、
どのような意味を持っているのか、どのような形でこれから展開していくべき
かということをお話ししたいと思います。
　民主党政権になってから「新しい公共」ということが言われるようになりま
した。私は従来からイギリスやアメリカのパートナーシップ政策を研究してい
ますが、ブレア政権の改革が非常に大きな意味を持っていたと思っているので
す。ブレア政権は15年ほど前に、国の構造転換としてのパートナーシップ政策
という大転換を実行しました。それが民主党政権になって、「新しい公共」と
いう形でようやく本格的に動き始めるのではないかという期待を持っていま
す。
　今、日本の社会はいろいろなところで大きく変わろうとしています。例えば
生涯学習などは、今までは趣味的なものがかなり多かったのですが、むしろ職
業のトレーニングと結び付けて、しかも大学や大学院の専門職業的な教育と結
び付けて、新しい雇用や再チャレンジの仕組みを作っていこうということを文
科省や厚生労働省が始めています。私たちの研究はまさに、社会が新しくどん
どん変わりつつある中で、人材の育成や活用という面で機能しはじめていると
思っています。
　このような変化は民主党政権になったから必要になったということではあり
ません。そもそも日本社会の経済成長が非常に難しくなってきました。高齢化
と少子化で、このまま行ったら社会全体が非常に沈滞してしまうという中で、
人々の人間としての資源をいかに社会の中の活力として機能させるかというと
ころにかかわる問題が重要になって来たという事情があります。
　もう一つは、今まで行政が優位であった地域社会を、地域が本来持っている
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力によって、行政も支えられる、あるいは公共活動も支えられるといった方向
へ持っていくことが求められています。私たちが、研究の成果を活用した地域
で展開している地域公共人材育成事業も、既に自民党時代の緊急雇用対策事業
の枠組に入っていました。したがって、行政から地域社会へ、また協働による「新
しい公共」ということは、地域社会の大きな位置付けの転換だろうと思ってお
ります。
　そういうことで、今日は協働というものが、この社会においてどのような意
味を持っているのか、あらためて確認させていただくというのが1点です。ま
た協働が新しい社会をどのように切り開いていくのかということについて、お
話しさせていただきます。最終的には、そのことによって行政が大転換をしな
ければいけないという新たな行政改革のあり方に結論は行き着くこととなりま
す。
　実は行政改革というのは協働の実現のための非常に大きな要素なのです。
パートナーシップ、協働と行政改革という関係は皆さんはあまり意識されてい
ないと思いますが、実は新しい形の行政改革がそこから出てくるのだというこ
とをお話しさせていただければと思います。

１．地方分権から地域主権に問われる地方自治体のあり方
　民主党政権は地方分権から地域主権ということで、新しい法律を出そうとし
ています。あらためて地方自治法を改正するとか、あるいはそれ以外の法律を
作って、新しい自治体の姿を作っていくということです。ただ、私は2000年地
方分権が日本の社会の分水嶺、つまり、中央集権型の社会システムから地方分
権型の社会システムに転換する大転換の分水嶺だったと考えており、今、民主
党政権はそれをさらに徹底しようとしていると理解しています。
　基本的には、国に依存してきた自治の姿を、地域自身の力によって自らの足
で立つ、自ら律するという地方自治体のあり方に転換するということです。そ
れは財政規律だけではなく、主体的な政策形成だったり、創造的地域経営まで
地域の姿が変わっていかなければいけないのですが、今は財政のことが非常に
大きく意識されている時代です。現実にそれは大きな問題なのですが、財政問
題を追うだけでは本当の自立した地域は作れません。地方財政はある意味で、
既にぞうきんを絞りきった状態まで行っていますので、その限界性は皆様は意
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識されていると思います。
　今まではニュー・パブリック・マネジメント、つまり市場的な、企業の行動
原理やマーケットを使った、いろいろな新しい行政のあり方を探って実際に実
行してこられたと思いますが、今はその改革が一種の閉塞状況になっています。
常識的には余分なものは絞り切った状態ですし、それだけでは財政改革や地域
の活性化がうまくいかないことは皆さんもご承知のとおりです。
　そこで出てきたのが「新しい公共」という概念だったと思います。つまり、
公共的活動を何とか地域社会全体で支えていこうということです。財政規律と
いう面から今までの無駄を切るというのは当たり前ですが、ニューパブリック
マネジメント改革では、無駄を切るだけではなく、財政に合わせて、事業の合
理化、効率化を推進して来ました。いわゆる事業仕分けや人員削減、あるいは
コストカットや人件費削減という形で、行政が何とか頑張っていこうというこ
とをベースにしているのですが、私は前からそろそろその方法は限界的な状況
になって来たのではないかと思っていました。改革を進めるだけでは社会はか
えって不安定になってしまうことに政府もようやく気がついて、真剣に取り組
みはじめています。
　それではどうすれば事態は改善されるのでしょうか。それは、公共活動を支
える分母の部分を、行政という単独の分母ではなく、行政プラス地域社会の人
的資源や、その他の歴史的資源など、いろいろな資源の組み合わせで大きくし
て、むしろ公共活動の量と質を確保する方向に転換すべきということです。ガ
バメント（政府）、シビル・ソサエティ（市民社会）、それに加えて企業の三つ
が公共活動の分母になって、小さな政府であるけれども豊かな公共サービスを
支えていくという形でなければ、もう社会が持続して行かれなくなっています。
逆に言うと、そういう社会を作ること、そういう構造改革をすることで、市民、
国民が安心して公共活動を受けられるような社会を作っていかなければいけな
いというのが「新しい公共」の基本的な考え方なのです。

２．行政改革・社会改革としての協働
⑴　誤解されている協働の意味

　そういう中で、公共パートナーシップ、協働というのはどういう意味を持っ
てくるかというと、すでに申し上げたように「新しい公共」という概念からす
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ると、今まで公共的な活動は行政が一生懸命支えてきたのですが、これを転換
し、社会の方に公共活動を展開していこうということです。社会というのは地
域活動や市民の運動や事業、あるいは企業活動だったり、あるいはそれが連携
した形です。
　つまり、従来行政が担っていたものを事業仕分けということで簡単にその
サービスをなくすのではなく、それを地域社会に展開していって、その部分を
地域社会の仕事にして地域を活性化しようということです。その一方で従来の
行政の活動を地域社会の仕事に転換するため、新たな行政改革を徹底させるこ
とが必要です。これは従来の行政の活動の徹底的な見直しと、行政の仕事の外
部化という新たな行政改革、しかも徹底的な行政改革になるのです。今まで行
政こそが公共であるという概念でしてきたことを、地域社会そのものが全体的
に公共性を担うということに転換するのですから、これは根本的な行政改革に
ならざるを得ないのです。
　そういう意味で、パートナーシップと、「新しい公共」という概念は行政改
革そのものであるということになります。しかも担当部局が主導する行政改革
ではなく、全部局がかかわって、行政のあり方そのものを変えていく徹底的な
行政改革です。これをまず理解していただかなければいけません。

⑵昔からあった日本型協働

　ところで、NPOの方々にしろ、あるいは行政の方々にしろ、協働やパートナー
シップというのは新しいことだと思っている方が大変多いのです。ニュー・パ
ブリック・マネジメントというマーケット志向の改革が行き詰まったので、新
しい改革手法としてパートナーシップ、協働というものが出てきたのだと思っ
ていらっしゃる方が多いのですが、そうではありません。実はパートナーシッ
プ、協働というものは昔からあった地域社会のあり方そのものなのです。われ
われはそこにもう１度立ち戻らなければいけません。歴史に学んで現代の社会
をどのように作り直していくかということが問われているのです。
　具体的に言うと、例えば江戸時代や明治時代、特に農村部では最近まで「結
い」が機能していました。これはまさにパートナーシップ、協働です。つまり、
みんなのための仕事を、みんなが力を合わせて管理して生産物を多くすること
により、社会的利益を最大化するということです。「結い」の場合はお米とい
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う農産物が中心でしたが、農耕社会というのは農産物がすべてを支えていたの
で、まさに「結い」は公共的な意味を持っていたのです。
　そのような「結い」は、実はパートナーシップそのものです。「結い」は別
にお上から言われて作ったものではありません。地域の生活の実態が求め、必
要とし、人々の知恵が「結い」という形で、農村の共同体のあり方として定着
してきたのです。つまり農村共同体の「結い」は、お役所が主導する、あるい
はお役所の命令によって作られたものではなく、生活に即して、あるいは地域
の資源に合わせた形で、地域の知恵を生かして展開してきたのです。
　日本は1000年、2000年の間に、田んぼなど、同じところで連作障害を起こさ
ずに毎年お米が取れるという、非常に高度な農業技術を開発してきました。そ
れが共同体の連帯的・協働的な組織を育ててきたという、素晴らしい社会シス
テムを日本は持っていたのです。
　ですから、もともと日本にはボランティアや協働の根拠、資質がないのだと
いった議論がよくありますが、そんなことは全くありません。伝統的社会では、
そういうことがなければ人々は生きていけませんでした。そういう中で「結い」
という形を作ってきたのです。
　もう一つ、お金の問題もそうです。例えばバングラデシュのグラミン銀行が
ノーベル平和賞を取りましたが、日本ではとっくの昔に「講」という形で定着
していたのです。みんなで小さなお金を集めて、冠婚葬祭で必要なところに回
していって、頑張って生活していけるようにするということで、これはまさに
グラミン銀行など、小規模地域金融の一つの形です。そういうものもあったの
です。
　近現代になっても、例えば京都市ではいまだに地域の自治会の組織として「学
区」という制度があります。これは天皇が京都から江戸に行ってしまって非常
に危機感を持った地域社会の人々が、これからは人を育てるしかないというこ
とで敷地を提供し、学校の建設費も出し、そして先生の費用までも地域の自治
組織が一部負担して、「学区」というもので人を育てていくという地域組織を
作ったのです。つまり行政の財政力が非常に弱いところで、市民がそういう組
織を作って、人を育て、地域を育てていくということをしたのです。
　あるいは現代で言えば、消防署と消防団の関係はまさに協働、パートナーシッ
プです。行政だけですべての災害に備えることはできません。災害については
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地域社会の組織、あるいは人々の活動と行政の専門的な活動が結び合って、完
全なボランティアではなく、行政が若干支援することで、人々の働き、人々の
協力によって、災害に対して強く、安心した地域ができてくるということで、
これはまさに協働なのです。

３．協働の条件
⑴協働型行政改革による行政事務の社会的事業への転換

　以上申し上げたように、協働というものは特別なことをやって、新しいこと
を学ばなければいけないのではなく、私たちの社会が持っている本質的な連帯・
連携のあり方をいかに掘り起こし、組織して、現代の社会に適合させていくか
という問題であるということです。
　ただし、「だから協働はボランティアでいい」などということを言ったら、
現代的には全く機能しないことには注意が必要です。協働はボランティアを前
提にしては絶対にできないということを申し上げたいのです。その理由は昔の
社会というのは、農耕社会であれば90％の人が同じ地域で、同じ生活をしてい
たのです。ですから、水路の掃除や畦道の整備など、みんなで一緒に同じ時間
にできたわけですし、またその労働の結果は直接構成員全員に返っていました。
ところが、現代社会では職業がばらばらです。どんな農村に行っても６割、７
割の人が農耕をしていません。そうすると、生活時間は全くばらばらで、水路
の掃除や道を整備するといっても、できる人とできない人が出てきてしまいま
す。つまり、現代社会では、みんなのための仕事をボランティアでしようとす
ると、フリーライダーと必死になって汗をかく人という、社会の亀裂が必ず生
まれてしまうのです。みんなのための仕事を必死になってしている人たちに対
して、多数の人たちがそれにただ乗りし、いい思いをして、「ありがとう」の
一言も言わないという社会的活動は持続性がないのはだれが見ても明らかで
しょう。

⑵地域社会の主体が公共活動を担うための制度設計

　実は公共的な社会のための活動には、どうしても担保しなければいけない三
つの特徴があります。一つは「持続性」です。気まぐれで１か月やっておしま
いとか、１年やっておしまいでは困るのです。継続して同じようなサービス、
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あるいはより良いサービスが供給されていくような仕掛けが必要です。二つ目
は「責任能力」です。みんなのための仕事ですから、誰が責任を持つのか。何
か問題が起きたときにどういう形で責任が取れるのか、賠償できるのかという
問題があります。三つ目が「専門性」です。みんなのために仕事をするために
は、誰でもできるという部分もありますが、研修をしたり、学んだり、それを
蓄積したり、管理したりということが必要です。
　持続性と責任能力と専門性が担保されなければ、社会の中で人々が安心して
サービスを受けることはできないのです。ボランティア活動にこんなことが要
求できるのでしょうか。ボランティアをしている人たちに「責任を持ってくだ
さい」と言ったら絶対に対応できませんよね。あるいは「10年やってください」
と言ったら、「そんなことは保証できるわけがない」と言うに決まっています。
こういうことでは、地域社会を協働型の社会として運営できるはずがありませ
ん。運営するためには、きちんとお金が回って、きちんとしたトレーニングが
できる、あるいはノウハウや人材の蓄積ができるといった仕掛けがなければい
けないのです。最近は各自治体がよく協働を推進する条例を作ったりしますが、
例えばそれぞれのセクターが、持続性と専門性と責任をどのように分担して持
ち、社会全体が機能できるようにするかという条例を作らない限りはその条例
は機能するはずがありません。逆に言えば、行政から言うと、ボランティア頼
みであれば「あの人たちが本当にちゃんとやってくれるのか」と言う意見が出
た所で、いつも終わりになってしまうということがあります。
　協働とは、地域社会の公共の仕事であるということです。ボランティアは補
助的には使えますが、公共的な活動である限り、原則的にはボランティアはあ
り得ないのです。これが２番目の大事なポイントです。

⑶社会的分権

　３番目は、そういうことを具体的に展開していくために、どういう改革が行
政に必要なのかということです。事業仕分けには一定の効果がありますが、そ
れだけではうまくいかないと思います。徹底的な行政事務の社会化を目指して、
行政の仕事全体を徹底的に分析する新たな手法が必要です。事業を評価する前
に事業の公共性のあり様を分析しなければいけないのです。分析して、その仕
事は本当に行政がしなければいけないかどうか、あるいは地域社会のどのよう
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なところだったら一番有効に、しかも継続的により良いサービスができるのか、
それによって社会全体がどのように元気になっていくのかといった判断をし、
行政の仕事を社会の仕事に転換するための仕掛けをきちんと作っていかなけれ
ばいけないのです。そのためには行政の仕事をまず分析し、その仕事をきちん
と整理することが必要です。
　そのような事業の分析は、事業の単位そのままではできないと私は思います。
その分析のために私たちが開発したやり方をステップ分析といいます。例えば
固定資産税の処理のステップを考えてみます。まず家屋調査、土地調査という
｢調査｣ があります。その次に対象物件を「評価」し、それから「税額を決定」
します。さらに決定された税額を「通知」し、それから「徴収」します。徴収
しても駄目なら「督促」し、さらに最終的には「差し押さえ」まで行います。
このように分析すると固定資産税に関する事務は７つのステップに分かれるこ
とになります。
　この中で、行政でなければできないのは何かというと、基本的には権力的行
為で、どうしても相手に強制しなければいけないことでしょう。具体的には税
額の決定や差し押さえは権力的行為となります。それ以外は必ずしも行政が直
接実行する必要はないものです。つまり行政は一定の責任を持つけれども、具
体的な事務処理、あるいは事業の展開は、行政でなくてもできるということが
出て来ます。こういう形でステップを分析していきますと、あらゆる事業につ
いて行政の直接執行が必要ないステップが大量に出て来ます。
　例えば100の事業を取り出して実際に分析してみると、行政がしなければい
けないことは驚くほど少ないという結果になります。私たちが今まで幾つかの
自治体の事業を対象に徹底的に分析したところ、本当に行政でしかできない仕
事というのは最大３割ぐらいしか残らないのです。あとは行政でなくてもでき
るし、行政でしてもいいという仕事が７～８割ぐらいです。特に基礎自治体の
場合は権力的行為が少ないですから、たくさん出てきます。それらのステップ
をさまざまに組み合わせることによって地域社会の人々や団体がかかわる仕事
として事業化していければ、行政の仕事を徹底的に減らし、その一方で社会の
仕事、つまり市民が給料をもらってできるような公共的な仕事にできるのです。
　自治体の皆さんは給料を取り、あるいは予算を使って行政の仕事をしていま
す。その予算の一部、あるいは相当部分を使えば、それは社会の仕事にするこ
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とは比較的容易です。地域社会の方に新たな雇用が生まれ、その雇用を通じて
社会の中に人々の連帯が生まれ、あるいは人々の能力が向上するということが
期待されます。さらに英国のパートナーシップ政策、例えば今いわれているニー
トとか、職業がなくて収入が取れない高齢者、あるいは貧困家庭が増えている
ということについて、新しい地域社会の活力を生むための仕掛けができてくる
のです。

⑷行政の仕事を分析してみよう

　ただ、私たちは単に分析したものを外に放り出せと言っているのではありま
せん。それをきちんとした形で地域社会の仕事にすることで、人々の間で新し
い雇用が生まれるのです。地域の中でお金が回ってきて、地域経済循環が生ま
れてきます。さらにそれによって新しい人間関係ができてきて、そこで人々が
公共的な仕事をすることで、公共マインドを持つようになるのです。行政職員
だけではなく、市民もそういう仕事を通じて公共マインドを持つことが必要な
のです。
　協働型の社会改革、協働型の行政改革だからこそ、行政が主導して地域社会
に仕事を展開できるのです。これは外からしようとしてもできません。行政が
その気にならなければできないのです。全部局を対象にして、あらゆる業務を
徹底的に分析すると、全部局が対象となるような、協働型の事務事業の改革に
なるのです。
　このようなことで、行政自らがきちんと自分の仕事に収れんしていくことで、
初めて地域社会の方々に「われわれはここまでやりました。皆さんもこういう
ところで協力してください。その協力は決してただ働きではありません。短期
的にすればいい、気まぐれでいいということではありません。きちんと社会の
仕事として、パブリックな仕事としてやってください」と提起できるのです。
　そこでやっと、今までばらばらで、不満たらたらで行政に常に要求していた
人たちが、地域社会における公共的人材として機能する中で、意識改革がおこ
り、行動様式が変わってきて、社会が変わってくるのです。それは地域社会の
一番根っこの部分、人の部分から新しい活力を生み出すということです。これ
が協働型の新しい改革であると私たちは言っています。
　今までの協働はいろいろな事例を作ってきました。人々の間で、協働という
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のは大事だという意識を育ててきたと思うのです。それをもう一歩進めて、行
政がいかに自らを分析・改革し、地域社会の活性化、人々の能力の公共的な活
動へと展開できるか、そのことによって日本の地域社会を「新しい公共」とい
う社会構造にどうやって展開できるかということが問われています。そういう
時代になってきたのです。
　ですから、公共の仕事を社会化することによって、協働というものは今まで
の日本の政策課題としてどうもよく分からなかったとか、ある特定の支援部局
の仕事であると限定してきたことを、全庁的な関心・行動、そして社会と行政
との関係の改変という形で新しく生まれ変わらせられるのです。そういうこと
をぜひ考えていただければと思います。
　時間が来ました。私は問題提起のエッセンスだけ申し上げたので、分かりに
くかったかもしれません。後でまた皆さんといろいろな議論ができればと思い
ます。どうもありがとうございました。
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　皆さん、こんにちは。今日は池田市の事例ということで、現在どのような制
度を池田市で行っているかということをご説明させていただきます。どうぞよ
ろしくお願いします。

１．池田市の位置
　今日いらっしゃっている方は皆さん大阪府内の方だと思いますので、池田市
についてもご存じの方が多いかと思いますが、まずは池田市の紹介からさせて
いただきます。
　池田市は大阪の北の方、兵庫県と大阪府の県境に位置しています。面積は
22.09km2と、すごく狭い市域です。人口は10万4,048人です。
　池田市は北と南に大きく分かれており、南の方は阪急電鉄が通っています。
池田駅、石橋駅の二つの駅の周辺が市街化区域になっています。また、北の方
は五月山といった山があり、植木の産業が盛んな、緑豊かな土地です。

２．みんなでつくるまちの基本条例
　池田市を紹介するときに分かりやすいので使っているのですが、池田市には、
みんなでつくるまちの基本条例というものがあります。これは自治基本条例と
いう形の、いわゆる池田市の憲法といったもので、平成18年から施行されてい
ます。
　その前文を見ていただきますと、池田市の特徴がよく分かるのですが、「私
たちが暮らす池田市は、大阪の都心部近く、大阪府北西部に位置し、市域の西
側に猪名川、中央に五月山を有する水と緑に恵まれたまちです」。また、下の
方には「わが国初の割賦による住宅分譲が行われ、さらには20世紀最大の発明
の一つインスタントラーメンも私たちのまちで誕生しました」。また、クレハ
トリ、アヤハトリの織姫伝説と合わせて「衣・食・住における事始めのまち」

事例①

「池田市地域分権の推進に関する条例について」

池田市総合政策部長
椋田 那津希　氏
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といった特徴があります。

３．「地域分権」条例制定の背景
　今日のテーマである地域分権ですが、地域分権条例制定の背景について、ご
紹介させていただきます。そもそも地域分権の発想のきっかけとなったのは、
第27次地方制度調査会の答申にあった地域自治組織というものでした。この地
域自治組織を置くことを柱とするような答申が第27次地方制度調査会で出さ
れ、実際に後の地方自治法の改正で、地域自治区の設置が追加されています。

⑴地域自治組織について

　もう少し細かくお話しさせていただきますと、市町村の中に地域自治組織と
いうものを置き、そこで地域協議会というものが地域の意見の取りまとめを行
い、それを地域自治組織の長に意見具申をするといった形の組織を作ったらど
うかといったことが、地方制度調査会の中で取り上げられたということです。

⑵制度のポイント

　制度のポイントとして、例えば公選法による選挙は導入せず、地域自治組
織の長は市町村長が選任し、地域協議会の構成員は、自治会や町内会、PTA、
各種団体等、地域の多様な団体からの推薦や公募に基づいたメンバーでいろい
ろと話し合う組織を作ればいいのではないかといったことが、地方制度調査会
で提案されました。また、地域協議会の構成員は原則として無報酬です。
　ただ、これをこのまま取り入れてしまうと、その後、地方自治法の改正の中
でできた地域自治区では事務所や職員を必ず置くことになっており、少々使い
勝手が悪いというか、フレキシブルに動けないということで、ここの着想を得
て、さまざまな地域の方々が集えるような協議会を独自に作っていこうという
のが一つのきっかけです。

⑶もう一つの背景

　もう一つの背景として、先ほど申し上げた、みんなでつくるまちの基本条例
の第4条に「市民と市の協働により行うこと」とあります。これがまちづくり
の基本理念であるとしていました。また、コミュニティについては「市は、コ
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ミュニティによるまちづくりを支援する」「市民と市は、コミュニティの役割
を認識し、尊重する」といった理念を掲げた条例を作ったのです。
　国の方でも第２期地方分権改革がどんどん進められ、このときの地方分権改
革の最終目標として「自分たちのまちは自分たちでつくる」ということが提唱
されました。また、国から地方自治体への権限移譲だけではなく「地域コミュ
ニティを核とした市民の主体的なまちづくり」が求められる時代になってきた
といったことが背景に挙げられます。

⑷池田市地域分権の推進に関する条例

　そこで実際に池田市では、平成19年６月議会に池田市地域分権の推進に関す
る条例を上程し、全会一致で可決いただき、平成19年６月29日から施行になり
ました。
　その前文として、地域分権の推進に関する条例の理念というものを書いてい
ます。まず、地方分権改革の最終目標は「自分たちのまちは自分たちでつくる」
という基本理念の実現であるということです。すなわち、「地方分権改革は、
国から地方公共団体への権限等の移譲だけではなく、最終的には、より市民に
身近な地域社会やコミュニティを核として、市民が自主的、自立的にまちづく
りを行うことを目指すものである」という、まさしくニアイズベターの理念を
実現していこうということを提唱しているのです。
　そのために、「市民に身近な行政を担う先端自治体として、他の地方公共団
体に先駆けて地方分権改革の最終目標に到達するため、『地域分権』を提唱し
推進することにより、暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現」
を目指していくといった目標を掲げて、地域分権制度というものを始めたので
す。

４．「地域分権」とは
　それでは、地域分権制度は一体どのような制度なのかということをご紹介さ
せていただきます。
　まず、池田市の区域を11小学校に分けて、その11小学校にそれぞれの地域の
皆さんからどのようなサービスが必要なのかといったご提案をいただき、それ
を市の方で実施するといった制度を作っていきました。実際にどれだけのお金
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を地域の方に任せていくかといいますと、個人市民税の１％程度（約7,000万
円）ということになっています。11小学校区に7,000万円ですので、１小学校
区、約600万～700万円です。先ほど市の人口が約10万人と申し上げましたので、
１万人単位の小学校区に、600万～700万円の予算提案権をお渡ししたのです。
　そして、それぞれの校区や地域で、どのような課題があるか、どうすれば課
題が解決できるかということを考えていただきます。また、地域住民の皆さま
の共通利益になることを、市がするのではなく、地域の住民にしていただいた
方が、より良い成果があがることがないかといったことを話し合っていただき、
地域コミュニティ推進協議会という場で予算提案をしていただきます。それに
対して、市役所の方が予算を付けていきます。

⑴「地域分権制度」の導入前

　もう少しこの制度の仕組みをお話しさせていただきます。現在、市役所でし
ている仕事は、基本的には住んでいらっしゃる市民から税金を納付いただき、
その見返りとして市民サービスの提供をさせていただくということです。福祉
や環境など、さまざまな分野があるかと思います。その中で、市民の代表であ
る議会によって予算等をチェックしていただくことで、市民の思いを議会と
いった場を通じて実際に具現化し、市役所がサービス提供を行うといった形に
なります。

⑵「地域分権制度」の導入後

　ただ、それは本当に市民が望んでいらっしゃることでしょうか。市役所とい
うものは、市域一律のサービスにならざるを得ませんが、地域ごとに特色があ
ろうかと思います。もっと細かな地域を見ていけば、それぞれの地域のニーズ
があるではないかといったことが疑問として考えられます。
　そこで地域分権制度を導入することにより、それぞれの校区の地域コミュニ
ティ推進協議会で、ニーズや必要なサービスを住民の側から直接提案していた
だき、その声に対して市役所がサービスを実施させていただくようにしたので
す。
　そのときには、「事業の実施・地域サポーター職員の派遣」と書いてありま
すが、実際に市民から提案いただいた事業を実施するだけではなく、地域コミュ
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ニティ推進協議会の話し合いの場や、コミュニティ推進協議会と市をつなぐ役
割として、ボランティア職員を派遣しています。

⑶「地域コミュニティ推進協議会」とは

　先ほどから申し上げている地域コミュニティ推進協議会をもう少し詳しくご
説明させていただきます。地域コミュニティ推進協議会は「地域の課題を解決
し、暮らしやすいまちづくりを実現するために、小学校区ごとに設立」されま
した。これは市の方から「あなた、なってくださいよ」と、お声掛けしたわけ
ではありません。あくまでも住民の公募で、やる気のある住民の方々に手を挙
げて、参加していただきました。
　また、この協議会の権限として、地域の課題やニーズを話し合っていただき、
その結果を市に予算として提案していただきます。
　そのほかに、これはなかなか実現には至っていないのですが、市が現在行っ
ている事業を市との協働により実施できるような権限を与えたり、また、市の
予算には関係なく、この協議会を通じて自主的に活動していただいています。
　先ほど、地域コミュニティ推進協議会はあくまでも公募だと申し上げました
が、最終的に地域コミュニティ推進協議会が目指しているのは、今ある地域の
それぞれの団体、例えば自治会だったり、子ども会だったり、老人クラブだっ
たり、皆さん既にいろいろと地域でご活躍いただいていますが、そうしたさま
ざまな団体を有機的に結び付けるということです。その中で、それぞれの団体
のニーズなどもくみ上げていけるような協議会になればと考えています。

⑷「地域コミュニティ推進協議会」の設立

　地域分権の推進に関する条例は平成19年６月29日から施行されたと先ほど申
し上げました。そこで、地域コミュニティ推進協議会をそれぞれの小学校区ご
とに作ってくださいとお願いしていたのですが、自主的な活動に任せて集まっ
てくださいと申し上げましたので、実際にすべての小学校区でできるのか、大
変不安ではあったのです。しかし、実際にふたを開けてみると、11小学校区す
べてにコミュニティ推進協議会が設立され、その年の12月に予算提案をしてい
ただきました。
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⑸「地域分権制度」のPDCAサイクル

　その予算提案がどのようなサイクルでされているのか、PDCAサイクルで書
いています。まずはPLANからで、それぞれの推進協議会の中で協議していた
だき、市の方に予算提案をしていただきます。
　市の方は協議会から提案された予算について、実際にそれがきちんとしたも
のなのか、例えば公共の福祉に反するようなものが入っていないかなど、精査
させていただき、協議会の方々とも調整させていただいた上で、実際に市の予
算として盛り込んでいきます。それを議会の方に上程させていただき、市議会
の方でご議論いただいて可決になります。
　可決されたものについては、実際に市が事業実施していきます。この事業で
すが、例えば街灯を付けてくださいといった予算提案だった場合は市の方で実
施しますが、その地域のお祭り、イベント的なものをしたいといった場合や、
地域の自主性にお任せした方が事業としてうまくいくものについては、協議会
に補助金をお渡しし、その協議会で実施していただくといったこともしていま
す。
　実際に１年間、事業が実施されますと、今度はその事業が終わった次の年度
に、協議会自ら、自分たちが行った事業を評価していただきます。この評価も
昨年初めて行いましたが、さまざまな評価の仕方があり、市役所だったら一律
に同じような評価をしますが、協議会はそれぞれの校区ごとに特徴があります。
例えば役員さんの中だけで評価したり、自らの校区にあるすべての自治会にア
ンケート用紙を配って、どうだったかと聞いたり、その評価にもそれぞれの校
区の特色が出ています。
　この評価を通して自分たちの事業提案に問題点等があれば、さらに翌年度の
事業としてお話し合いいただき、次の予算提案につなげていただくといった
PDCAサイクルを、この地域分権制度の中で回しています。

⑹協議会からの予算提案

　実際にどんな事業がなされているのかといったことをお話しさせていただき
ます。平成20年度（初年度）には、全部で6,852万3,000円の予算提案がありました。
その中で特徴的なのは、一番上の安全・安心分野で予算額の60％が実際に使わ
れています。
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　このときは提案する時間も短く、より目に見えやすいところに予算がついた
という傾向もありますが、街路灯強化事業で約1,800万円の提案が挙がってい
ます。翌21年度、22年度もそれぞれ見ていただければと思いますが、このよう
な形でさまざまな事業の予算提案が行われています。

⑺提案事業の一例

　公園バスケットコート整備事業というものがあります。これは北豊島校区で
高速道路の下に子どもたちが遊べるようなミニバスケットコートが欲しいと
いったご提案があり、実際に取り付けられました。この地域のお子さん方にも
喜んでいただけて、大変いい事業だったのではないかということですが、一つ
問題が起きてきたのです。それは、ミニバスケットコートの上が高速道路なの
で、ボールの跳ね返る音が聞こえてくるということでした。その中で、実際に
は９時までといった形で時間制限をしていたのが、この制限を守らずに夜遅く
まで遊んでいるお子さんがいらっしゃるということで、近所の方々から苦情が
出るようになりました。これをどのように解決していったかということが、ま
さしく地域分権の一つの特徴かと思うのです。
　本来、市役所が行った事業であれば、こういった苦情に対しては市役所の職
員が住民の方にご説明し、おわびしなければいけないことになっています。た
だ、このときは、この協議会の住民の方々が、苦情が出た住民にご説明をして、
おわびしてくださっています。まさしく、ご近所の、お互いに顔を見知った中
で「申し訳なかったね。何とか工夫して聞こえないようにするから」といった
形で説得していただいています。自らが提案した事業なので、そうした問題に
ついても自らどんどん解決していこうといった考えが、地域分権制度の中で出
てきています。
　例えば細河みどりの郷案内所設置事業というところも見ていただければと思
います。これは細河校区の協議会で作ったものです。使われていなかった消防
署の分団署を自分たちでペインティングされ、きれいに生まれ変わらせ、ここ
をコミュニティの拠点として利用されているのです。先ほど、協議会は自主事
業も行うと申し上げましたが、実際に細河校区では自主事業をしていらっしゃ
り、週に２日、野菜市というものを開催され、地元で取れた野菜を売るといっ
たこともされています。
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　また、左下に校庭芝生化事業というものがあるかと思いますが、こちらの方
は、ご近所の皆さんが学校の校庭に芝生を張ってくださっているのです。これ
も実際に市がしようと思ったら、業者さんにお願いして、結構な金額がかかり
ますが、まさしく住民のご近所パワーの中で、子どもたちに芝生の校庭で遊ん
でいただくといったことを用意できたのです。
　また、伏尾台校区の安全パトロール実施事業があります。これは自動車を使
用しています。これと同じように、神田校区の安全パトロール実施事業という
ものもあります。これは自転車を使用しています。これはまさしく地域ニーズ
に合った、それぞれの事業がなされたのです。同じ安全パトロールをしなけれ
ばいけないといったニーズがあった場合でも、例えば伏尾台校区は坂のまちで
すので、自転車等で上がるのはしんどいのです。ですので、車で回ることにし
ました。一方、神田校区ではそれほど坂はないのです。また、校区の区域もそ
んなに広くはないので、自転車で回ることになりました。これはまさしくそれ
ぞれの地域のニーズに合わせた提案が実際に出てきたのだと思います。

５．「地域分権」の効果
　こういったさまざまな事業に取り組まれているのですが、その中で「地域分
権」の効果として、どんなものが出てきたのかということを見ていただきたい
と思います。
　まず、「多様な地域ニーズを踏まえたきめ細かな行政サービスの提供が可能」
になりました。市役所のサービスというものは公平性・公正性が求められるた
め、一律的・画一的なサービスしか提供されません。これは正しいことでもあ
り、一方で弊害でもあると思います。そうした中で、地域分権制度をすることで、
地域の課題を一番よく知っている地域住民にきめ細かな、かつ住民満足度の高
いサービスというものを提案していただき、それを実際に市が提供することに
よって、住民の皆さまも満足度の高い生活が送れるのではないかと考えていま
す。また、第２期地方分権改革の「自分たちのまちは自分たちでつくる」といっ
た基本理念を実践する場にもなっています。
　先ほどの先生のお話にもありましたように、もともとあった地域コミュニ
ティというものが見直されているような時代かと思います。そうした中で、今
まではずっと公共だけで担っていたものを、これからは公共、市だけでは抱え
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ていけないということです。地域住民の方々も含めて取り組んでいかなければ
いけない時代になっているのではないかと思います。このような時代を反映し
て、地域コミュニティ事業というものに取り組まざるを得ない時代になってい
るのではないでしょうか。
　そうした意味で、今まで市などの行政にすべて任せていた「お任せ民主主義」
であった結果、さまざまな行政のトラブルというか、弊害というものが出てき
ました。では、そのさまざまな行政の弊害は最終的に誰に行くのかというと、
やはり住民になってきます。そうであれば、自らも声を出して「こうすればい
いのではないか」、「こうなればいいのではないか」と言っていただくというこ
とです。「任せておけばいいや」といった時代から「自分が取り組もうではな
いか」といった時代になってきているということが考えられます。
　さらに、市役所のスリム化・経費削減効果があげられます。これはある意味
で市役所にとってはすごく大事な効果で、どこの自治体もそうかと思いますが、
財政がしんどくなっている状態で効率的にサービスを行っていかなければいけ
ません。しかし、例えば先ほどの芝生を張っている姿を思い出していただけれ
ばと思いますが、本来、行政がしていれば例えば１億～２億円かかるような事
業が、住民のパワーを使うことによって、より少ない金額（≒予算）でできる
ようになるのです。
　また、行政だとすべて一律に付けないといけないものが多くあるということ
を申し上げましたが、街路灯事業についても、市であれば何メートルおきに全
部付けなければいけないといったところを、住民自らの目で「ここには必要、
あそこには必要、ここは要らない」と選んでいただければ、市が現在している
事業という形ではなく、もう少し住民のお力を借りて、より効率的に、ニーズ
に合ったサービスをすることで、経費を削減していけるのではないかといった
ことを考えています。

６．地域サポーター職員
　もう一つ効果があるのが地域サポーター職員です。これは市役所の職員を各
地域に４名から６名ずつ、兼務辞令により地域コミュニティ推進協議会に配置
しています。この方々もすべて手を挙げていただいた方々で、任期は１年間、
原則ボランティア活動です。
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　地域コミュニティ推進協議会では、夜や土日に会議があったりしますが、そ
うしたときもボランティアとして中に入っていただいて、その地域と市の橋渡
し的な役割をしていただきます。予算提案や、地域の自立や活性化のための助
言、または必要な情報の提供、そして地域の課題、予算提案の考え方等の庁内
所管部局への伝達をしていただいています。
　この地域サポーター職員の一つのポイントは、ボランティアであることです。
協議会が始まった当初、ある住民の方が、入っていた職員に対して「どうせお
まえたちはお金をもらって、仕事として来ているのだろう」といったお話をさ
れたところ、「自分たちはボランティアで来ているのですよ。皆さんと一緒で
すよ」と申し上げることで信頼感を得られたこともあります。そうした意味で、
住民も協議会の活動はボランティアでしていただいているのですが、職員も同
じような形で入っていって、地域課題の解決のために一緒になって頑張ってく
れています。
　この地域サポーター職員の平均年齢は40歳を切るぐらいです。もう少し若く
なっているかと思いますが、そうした若手職員の方が結構多くいらっしゃいま
す。これは一つの研修としても役立っているのではないかと思っています。こ
の間、地域サポーター職員にアンケートを実施したところ、普段は地域の人た
ちとなかなかお話ができない部署であっても、じかにお話を聞けるようになっ
たということです。また、自分の部署だけではなく、今まで自分の仕事ではか
かわりのなかった部署の方々とお話しできるといった意味で、地域の方にもど
んどん目が広がるようになっていますし、庁内でもネットワークを広げていく、
いいきっかけになっているのではないかと考えています。
　一方、つらかったこととして、夜や土日に会議に出ることや、日中の仕事の
ときにも住民の方がご相談に来られますので、そうしたときに担当業務との兼
ね合いが難しいとか、いろいろと苦労しながらしていただいています。

７．「地域分権」の今後の課題
　地域分権制度は平成19年に始まり、既に３回の予算提案をしていただきまし
た。実際に20年度、21年度、22年度の予算提案をしていただき、現在、３回目
の予算に従って実際に事業が執行されています。そうしたところから、次に４
年目以降を迎えるに当たって、どのような課題があるかというと、最初に地域
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分権活動のすそ野をどう広げていくか、これが問題になっています。
　一昨年の市民アンケートの結果を見てみますと、このときに協議会の会員構
成がどうなっているかといったことを調べさせていただいたのですが、男性の
割合が62.8％、60歳代以上が65.4％ということです。お仕事をリタイアされた
男性の方が中心になっており、女性や子育て世代の方々が少ないのが現状では
ないかと考えています。さらなる世代の方にどうやって拡大していくかといっ
たことが、今後の課題になっています。
　また、3,000人の方に広くアンケート調査を行い、「地域分権を知っています
か」といったお話をさせていただいたところ、認知度は24.9％でした。そうし
た意味では、４人に１人にしか知っていただいていないということですので、
まちの皆さんに、もっとPRをしていかなければいけないと考えています。
　三つ目に、この事業はボランティアによって成り立っています。先生のお話
にもありましたが、ボランティアだけで続くのかといったところを不安視する
声があります。雇用するのと同じぐらいの金額を支払っていただくわけにはい
かないかもしれませんが、せめてお弁当代やお茶代など、そうしたお金だけで
も予算化してほしいといった声がありますので、こういったところの声もくみ
上げていきたいと考えています。ここについては実際に今年度からルール変更
して、そのようなお金も計上して構わないという形にしています。
　また、このコミュニティ推進協議会は19年に新しく作られたものです。既存
団体の方々も活動されているので、そこといかにつながっていくかというとこ
ろが問題になってきています。この協議会は異物がその地域に混入したわけで
はなく、あくまでもこの協議会の方を核として、さまざまな団体につながって
いただきたいと思います。まさしくネットワークの核になっていただきたいと
考えていますので、それをいかに形成していくかが今後の課題になっています。
　さらに中長期的な地域の将来ビジョンの作成ということです。次の高知市さ
んの取り組みにもかかわってくるというか、同じようなものをこれから目指し
ていきたいのですが、１年、１年の事業を考えていくと、どうしても単発的な
もの、目の前のものにしかなっていきません。それだと、どういうまちづくり
がしたいのかといったことが見えにくくなってしまうので、10年、20年の中長
期的なスパンを持って、今後どのような校区や地域にしていきたいのかといっ
た、事業計画を立てる必要があるのではないかと考えています。
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　また、このビジョンを作るときには、600万～700万円という金額がかせになっ
てきます。小さいことをするにはちょうどいいような金額ですが、大きなハー
ドものをするためには足りない金額になってくるのではないかということで、
予算提案枠をさらに拡大していくといったことがあります。そして、この交付
金は、あくまでも提案権だけなのですが、予算を地域の方にお渡しして、自由
に使っていただくといったところまでできればと考えています。
　また、こういう協議会では、地域の交流、コミュニティ活動を活発化するた
めの拠点づくりが必要です。先ほど細河の例を見ていただきましたが、幾つか
の校区では既に拠点を作っていますが、そうしたものを全校区に広げていかな
ければいけないということも問題点として考えています。
　また、地域サポーター職員も、今まではつなぎの役割をしていただきました
が、これからは住民自ら立ち上がっていただくための体制を作っていくことも
必要ではないかと考えています。

８．平成22年度の取り組み
　これを受けて今年度の取り組みですが、まず一つは予算提案枠の拡大です。
先ほど600万～700万円ではということを申し上げましたが、今年度は300万を
増やして1,000万円の枠で考えてくださいといったことをお話ししています。
　また、地域の既存団体との連携・ネットワークづくりの方も、今回1,000万
円に増える予算提案枠を既存団体の方にも使っていただきながら、それによっ
てネットワークづくりをしていければといったことで、現在働きかけを行って
います。
　それから、先ほどPRが必要だとか、さらに若い世代等にもどんどん入って
いただかなくてはいけないといったお話をさせていただきましたが、その一環
として、地域コミュニティリーダー養成講座というものを開催しています。こ
れによって地域分権というものを深く理解していただき、その講座の受講生は
まさしく住民の方ですが、この方々に地域分権の伝道師として、それぞれの地
域で地域分権の意義や必要性を語っていただいて、実際に活動していくという
輪が広がっていけばと考えています。
　また、中長期的なビジョンが必要だと申し上げましたが、実は池田市は来年
度から総合計画が新しくなります。そのときに、地域の特徴とまちづくりの方
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向性ということで、11校区の地域の特徴と、どういうまちにしたいかというこ
とを、去年の秋ぐらいから今年の３～４月ぐらいにかけて、それぞれの地域で
話し合いをしていただきました。まだきちんとした計画には至っていないので
すが、総計に合わせてそれぞれの地域の計画を作るという基盤づくりをしてき
ました。この基盤を使って、さらにそれぞれの地域で、きちんとした計画を作っ
ていっていただければと考えています。
　地域分権は３年目が終わり、４年目が始まったところで、課題も山積してい
ますが、一つ一つクリアしていき、この制度がそれぞれの校区や地域に根づい
ていけばと考えています。私からのご説明は以上です。どうもありがとうござ
いました。
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事例②

「高知市コミュニティ計画について」

高知市市民協働部地域コミュニティ推進課　課長補佐
池上　哲夫　氏

　皆さん、こんにちは。これから「高知市コミュニティ計画について」説明さ
せていただきます。

１．はじめに～高知市について～
　最初に高知市の概要について簡単に説明させていただきます。現在、人口は
約34万人、高知県全体の人口の43％が高知市に集まっています。既に人口自然
減が始まっており、今後がすごく心配なところです。
　古くからの歴史のあるまちで、有名なところでは紀貫之の『土佐日記』にも
記載されています。最近ではNHK大河ドラマ「功名が辻」で放送されました
ように、関ヶ原の合戦以降は山内一豊が入国し、24万石の城下町として発展し
てきました。
　そして、高知出身で一番有名な人物は、大河ドラマで話題になっている坂本
龍馬です。「龍馬伝」のおかげで、高知には大変大勢の観光客が訪れています。
この「龍馬伝」終了後どうしようかということで、「戦国BASARA」というゲー
ムで人気の出ている長宗我部元親という武将をまた大河ドラマに取り上げても
らい、観光客を集めたいと、知事も市長も頑張っています。
　市制が施行されたのは明治22年、平成10年には中核市へと移行しました。そ
して平成17年１月に隣接する鏡村と土佐山村の２村の合併、平成20年１月には
さらに隣接する春野町と合併しました。

２．コミュニティ計画とは
　コミュニティ計画とは一体何なのかというと、高知市では「市全体を地域の
視点で区分し、それぞれの居住地域（コミュニティ）で、そこに住む住民の参
加と創造による住民自治を基本とし、相互理解と連帯の下、快適で安全な、心
のふれあう地域社会の形成をめざし策定する計画」と位置付けています。すご
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く簡単に言うと、地区ごとに、その地区の住民と行政が一緒になって、その地
区の将来像を描いた計画と言えると思います。
　高知市では昭和46年に下地地区が自治省のモデル地区の指定を受けたこと
で、コミュニティカルテの作成や準備委員会の検討などの取り組みが始まりま
したが、昭和50年、51年の連年の台風災害で、これは100年に１度の台風が２
年連続で来たという、とんでもないときでしたが、その影響もあり、コミュニ
ティ計画の策定にまでは至りませんでした。
　しかし、平成３年に策定された「高知市総合計画1990」において、コミュニ
ティ計画が総合計画と相互補完する計画として位置付けられたことにより、行
政内部でコミュニティ計画の策定に向けて準備が始まりました。
　高知市では平成５年からコミュニティ計画の策定に具体的に着手し、これま
でに28地区で計画の策定を行ってきました。地図の中で色の付いている地区が
これまでに策定された地区です。また、計画策定に当たっては、おおむね小学
校区を基準とした範囲を策定範囲として定め、それぞれの地区で計画を策定し
てきました。この計画策定に当たっては、これまでに1,100人を超える市民の
方が参加し、多くの貴重な意見や提案をいただいています。最も新しい取り組
みとしては、平成20年度から中山間地域の鏡・土佐山地域で策定を進め、今年
２月に完了しました。

⑴コミュニティ計画の経過

　次にコミュニティ計画の取り組みの経過を大まかに説明します。平成３年３
月に総合計画を補完するものと位置付けられた後、平成５年４月からコミュニ
ティ計画の策定を効率的に行うために、行政の視点からとらえた整備目標や現
状・課題を横断的にまとめたものとして地区整備計画を作成し、たたき台とし
ました。そして庁内の若手職員を中心にまちづくりパートナーを公募し、11
チーム、106人体制でそれぞれの地区の策定に加わってもらいました。その後、
平成６年３月に地区カルテを作成しました。この地区カルテは「高知市のコミュ
ニティ計画」という冊子の８ページにありますが、そうした項目を地区ごとに
行政の方で洗い出し、計画策定の客観的な材料としました。
　その後、平成６年６月から12月までの間に21地区で、順次コミュニティ計画
策定市民会議が結成され、平成９年３月に21地区でコミュニティ計画が策定さ
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れました。その後、平成11年に、さらに４地区で策定されました。平成15年に
はまちづくり条例が制定・施行され、コミュニティ計画の策定・推進が市の責
務と明文化されました。そして、17年度に１地区で、22年２月に２地区でコミュ
ニティ計画が策定されています。

⑵まちづくり条例における位置付け

　15年４月に施行された、高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり
条例の第15条に「市は、市民等とパートナーシップを築いて地域のまちづくり
を進めるため、市民等の意見を反映してコミュニティ計画を策定・推進するも
のとする」と明文化されています。

⑶コミュニティ計画の策定までの流れ

　次にコミュニティ計画策定までの流れについてですが、まず地域の住民で組
織されたコミュニティ計画策定市民会議で計画案の検討を行います。そして、
策定市民会議で考えていただいた計画案を高知市へ提案していただきます。そ
の後、ご提言いただいた計画案を実現の可能性や優先順位、実施時期やほかの
地区とのバランス、予算配分などの視点で市の内部で検討を重ね、最終的に行
政計画であるコミュニティ計画が完成となります。

３．コミュニティ計画策定市民会議
　そのコミュニティ計画策定市民会議ですが、対象地区に募集チラシを全戸配
布し、参加を呼びかけます。この会議には、その地区の住民で希望する方はど
なたでも入会できます。参加人数は地区によって25人程度から150人と異なっ
ていますが、話し合いは毎月１回程度開かれ、ワークショップやまちあるき、
住民アンケートなど、いろいろな形で地域の住民の意見を出し合って、おおよ
そ１年から１年半かけて進められます。メンバーにはその地区の自治会や体
育会、PTA、民生委員、消防団など、いろいろな人に集まっていただきます。
ただし、話し合いはあくまでも対等な立場で、まちづくりについて話し合い、
その内容をお互いに発表し合うことで共有していきます。
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コミュニティ計画の行政内部での検討
　市民会議で出されたさまざまな意見・事業は実現可能なのかどうか。その実
施時期に応じて短期、中期、長期に分けられ、また、実施主体は行政が主体と
なるべきなのか、協働で行うべきなのか、住民が主体となって行った方がより
効率的にできるのかを含めて、住民の皆さんでいったん整理・調整し、コミュ
ニティ計画（案）として市長に直接提言していただきます。
　そして、市長に直接提言されたコミュニティ計画（案）は、行政内部で事業
ごとに各主管課による考え方や関係課長による四つの部会、その後、副部長に
よる幹事会、部長と副市長による委員会など、段階を追って関係法令や予算、
ほかの地域とのバランスなど、実現の可能性を含めて再度検討を行い、行政計
画として最終的に策定します。

４．コミュニティ計画推進市民会議
　コミュニティ計画の完成後、自ら参加し、検討した計画を自分たちの手でさ
らに実現に向けて取り組んでいきたいという声が住民の中から出てきて、住民
が主体となってコミュニティ計画推進市民会議が結成されました。このコミュ
ニティ計画推進市民会議は、計画策定が終わった28地区のうち20地区で活動し
ており、２地区で新たに設立の準備中です。この推進市民会議は通常、月１回
程度の定例会を開催して、住民が主体となったまちづくり活動をいろいろ進め
ています。

⑴定例会の様子

　推進市民会議の定例会は、地域の公民館や小学校の生涯学習室などを会場と
して、いろいろな施設を利用し、集まって話し合いを進めています。

⑵防災の取り組み

　次に各地区でさまざまなまちづくり活動が推進されていますので、いくつか
紹介させていただきます。まず防災の取り組みなのですが、コミュニティが主
催となって、例えば防災講演会や防災フェアを開催したりしています。
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⑶環境美化活動

　また、環境美化の取り組みですが、多くの推進市民会議で取り組んでいます。
例えば浦戸湾に面した小学校と一緒になって、こういう具合に集めたごみは行
政の方がパッカー車を用意し、収集して処理を行っています。

⑷花いっぱい活動（フラワーロードづくり）

　まちを花でいっぱいにしようという、花いっぱい活動も盛んに行われていま
す。花の苗や種は高知市から現物支給される支援制度もあります。

⑸祭りによるにぎわい

　また、地域のにぎわいや交流を目的として、いろいろな祭りが各地区で開催
されています。「よこせと海辺のにぎわい市」という行事は、平成14年度に推
進市民会議や漁協、体育会、PTAなど、地域の人たちが実行委員会を立ち上げ、
自分たちで始めました。毎年6,000人以上の参加者が集まり、わずか１日の催
し物ですが、その地域のにぎわいと交流の場として大きな成果を上げています。

⑹史跡・歴史への取り組み

　次に史跡・歴史への取り組みについてご紹介します。その地区の史跡マップ
などを作成し、地域へ配布しています。また、マップを使ったまちあるきなど
を計画し、次の世代の子どもたちへ伝承する取り組みも、その地区ごとに行っ
たりしています。
　平成20年に浦戸地区という小さな漁港に近いまちで歴史展が開催されまし
た。この浦戸地区は長宗我部時代の城下町だったこともあって、海運や漁業で
栄えた地区です。戦災を免れたこともあり、結構古い家や蔵が残っています。
それぞれの家の古い民具を持ち寄り、地域の歴史に目を向けようということで
開催しました。開催期間は１週間だけでしたが、高知市全域から600名ぐらい
の来場者がありました。普段は集会所として使っている畳のところに、そのま
ま机や展示パネルを持ち込んで、住民の皆さんが行ったものです。この歴史展
は推進市民会議のメンバーが中心になって準備・設営などを行いました。古い
写真を見ながら、このころはどうだった、こうだったと懐かしい話が次々と出
てきて、お年寄りの方が大変喜んでいました。
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　今年１月には、その隣の長浜地区で歴史展が開催されました。浦戸の地区が
歴史展を開催したところ、隣の長浜地区も負けられないということで準備し、
地元に残っているものを自分たちで住民の皆さんに声を掛けて集めて、展示会
を開催しました。地元の小学校も、学校の先生が授業の一環という形で見学に
来てくれ、大変熱心に説明を聞いてくれて、これも地域の方たちに大変喜んで
いただきました。
　そして、歴史展に合わせて、まちあるきも企画されました。長宗我部元親の
銅像や八十八カ所の札所などを回るということで90名近い参加者に申し込みを
いただき、半日かけて回りました。これはちょうどチリ地震の大津波の警報が
出ているときで、この人たちに「警報が出ていますので、やめてください」と
お願いしたのですが、「大丈夫」と言って、時間を少しだけ短くするというこ
とでやってしまいました。

⑺協働による公園づくり

　次に協働による公園づくりの事例について、ご紹介したいと思います。写真
に出ているのは高知市の布師田地区というところの小学校の跡地です。平成17
年４月にコミュニティ計画がされ、倉庫や物置、廃材等を置いていたのですが、
ここを子どもたちが安全に遊べる場所として整備・計画したいということがう
たわれました。そして、18年度から３か年で補助金等を活用し、推進市民会議
の方を中心に住民と行政が協働で整備することになりました。
　例えば公園づくりに使用する間伐材の切り出しも、推進市民会議の住民の皆
さんが自分たちで行いました。技術的には少し危険なところもありますので、
指導される方に来ていただいて指導していただきながら、実際の作業は住民の
方がしています。たくさんの地元の小学校の子どもたちも参加してくれて、一
緒に作業を行っていました。
　また、この材木を使ってツリーハウスを作りました。これも、技術的なこと
は専門家の方に指導していただきましたが、ほとんど住民の方たちが作業して
います。
　そして、これは平成20年１月のオープン記念式の様子です。この式典も住民
の皆さんが自分たちでやるということで、あいにくの雨天でしたが、せっかく
用意したということで、餅も雨の中で放って、地区のみんなで完成を祝いました。
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５．実施状況
　平成19年度には、コミュニティ計画が策定されてから10年以上経過した地区
もあることから、地区ごとに実施状況を住民の方に報告しました。このように
行政主導の計画だけではなく、市民の方々とともに地域の将来を考え、その実
現に向け検討し、実践するコミュニティ計画は市民と行政のパートナーシップ
に基づき進められています。

６．住民自治の理念
　最後に、コミュニティ計画に関する取り組みを担当する自治活動課を創設し
たときの坂本市長が残された言葉を紹介させていただき、高知市における取り
組みの紹介を終わらせていただきます。
　「天から降ってきて俄かに与えられた橋ではなく、自分たちで苦労して工夫
して作った橋こそが私たちの橋であり、そうでなければ従来通り泳ぐか渡船で
渡るがよい」。この坂本昭市長というのはお医者さんで、コミュニティカルテ
というのも、この方の発案で準備されたそうです。コミュニティ計画をはじめ
とする高知市の取り組みの根幹には、今もこういう住民自治の理念が息づいて
いると思います。
　これで高知市のコミュニティ計画のご紹介を終わらせていただきます。どう
もありがとうございました。
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　皆さん、こんにちは。相模女子大学の松下です。私は実は４～５年ぐらい前
まで、枚方市にある大阪国際大学に４年ほどおりました。その関係で大阪の方
にはたびたび来ていて、いろいろな知り合いの方もいます。私の話を聞いたこ
とがあるという人も時々おられますが、そういう人は、思い出しながら聞いて
いただければと思います。今日は「行政とNPOの協働のあり方」という観点
からお話をしようと思います。
　実は、私は横浜の市役所に勤めていました。横浜の場合は、50歳を過ぎると
定年退職していいということで、50歳になったときにさまざまな縁があって大
阪国際大学に移りました。そんなわけで、26年間役所にいたので役所のことは
大体のことは分かります。できること、できないことを含めてよく分かります。
今日は役所の人が中心ですので、役所の人たちの立場からお話をしようかと思
います。

１．私の協働体験から
　最初に、横浜市に入ったときは、私は、区役所で住民票を出す仕事を６年間
しました。その後、特命係長というのになり、これがいろいろな仕事で面白い
のですが、６年間、さまざまな仕事をしました。その後に、1992年にリサイク
ルの仕事をしています。これが協働との出会いです。
　私は正直言って、リサイクル、ごみのことは、この仕事をするまで全く興味
もなく、関心がなかったのですが、担当になってリサイクルの条例を作ること
になりました。
　横浜市は、ごみ収集員だけでも2,500人います。大きな工場が五つも六つも
あります。どんどんごみを出して、どんどん燃やしてしまおうというのが1990
年代の半ばまで続いていました。しかし工場はすぐにはできないので、立地計
画を毎年のように立てて、少しずつ進めていくわけです。ごみは減らないとい
う前提で仕事をしてきたわけです。

基調講義「行政とNPOの協働のあり方について」

相模女子大学人間社会学部社会マネジメント学科　教授
松下　啓一　氏
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　そんなことをしてきましたら、どんどんごみが増えて、これはえらいことだ
ということになりました。それで、それまでの発想を転換してリサイクルをす
る、あるいは、ごみを減量化するという制度に転換していこうということにな
りました。
　これが私の初めての協働体験です。なぜかというと、ごみを集めて燃やすと
いう関係は、市民と行政との関係を見れば、市民はごみを出す人、役所は片付
ける人という関係です。ところが、リサイクル、減量ということになると、そ
ういう関係ではないわけです。つまり、ごみの減量やリサイクルは役所だけで
はできません。役所がいくら頑張っても、市民が本気になって自分たちの問題
としてごみを減らす、あるいはリサイクルしないとできないわけです。これは、
市民もごみ減量、リサイクルの主体ということです。
　私は条例を作る仕事ですから、そういったことを条例文に書いて理念を表す
わけですが、そこで困ったわけです。つまり、市民もごみを減らす主体、リサ
イクルをする主体、言ってみれば公共の主体です。それまでは市民はごみを出
す人で、一方通行でしたが、これからは市民も自らごみを減らす、あるいはリ
サイクルをする主体ということを条文に表そうとしたら、それを適切に表現す
る言葉が見つからなかったからです。何と書こうか悩みました。でも、結局、
時間切れになりまして、市民の協力とか市民の主体的参加、行政との連携と書
いたのです。何かわだかまりが残り、ちょっと違うのではないかと思っていた
のですが、そのように書いて、その仕事を終えたわけです。
　その後、1994年に今度は都市計画の企画調査に移ったわけです。そこに移る
まで、リサイクル条例で悩んだことをしばらく覚えていたのですが、このと
きには忘れてしまっていました。それで、94年に都市計画局へ移ったときに、

「あっ」と思ったのです。なぜならば、横浜の都市計画局では、1991年から「国
際パートナーシップまちづくり」、「パートナーシップ型まちづくり」というこ
とをやっていました。そのとき「しまった」と思ったことをはっきり覚えてい
ます。私が適切な言葉がなくて悩んだ、市民も主体、市民も減量をする、リサ
イクルをするということを表す言葉は、まさにパートナーシップだと思ったか
らです。うかつですが、同じ役所の中でしたが知らなかったわけです。リサイ
クル条例に「パートナーシップ」と書けばよかったと思ったのをはっきり覚え
ています。
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　ところが、懲りずにまた忘れてしまうわけです。そして、1995年１月に阪神・
淡路大震災がありました。当時は、私は横浜の都市計画にいましたので、地震
が起こって10日ぐらいでしたか、若手の係長を連れて神戸に行きました。神戸
の市役所に「そちらへ行きたいのだけど」と電話したら、「来なくていい」と
言われました。都市計画などが来てもしょうがないのです。でも、やはりこれ
は行って、若い人たちに勉強してもらわなければ困ると思って、10日ぐらいたっ
て連れていったわけです。そこに行って、私はまさに頭がぐるっと変わるよう
な思いをしたことを思い出します。
　一緒に行った人たちは技術屋ですから、建物を見て、道路を見て、「勉強に
なるな」ということですが、私は事務屋ですから、連れていくだけですから、
特に何もないわけです。私はそこへ行って、何を見て、何に驚いたかというと、
神戸のまちで生き生きと張り切って働いている市民の人たち、NPOの人たち
を見たのです。そのとき、リサイクルのことを思い出しました。あらためて思
い出すと、私たちは役所にいて、都市計画にいて、まちを自分たちがつくって
いると思っていました。もちろん私たちもつくっているけれども、それだけで
なくて、市民、NPOの人たちもまちをつくっているのだと、あらためて思っ
たのです。1992年のリサイクル条例のときに思ったこととつながったわけです。
　地震を受けて、神戸の市役所が当時つぶれていました。都市計画は古い建物
のほうにあり、つぶれて書類も出せないくらいでした。そのつぶれているまち
の中で生き生きと、伸び伸びと市民の人たちが活動していたのです。まちは、
もちろん私たち行政もつくるけれども、市民の人たちもつくっているのだと
思ったわけです。それが私のもうひとつの協働体験です。
　そんなことがありまして、1995年のいつぐらいでしたか、「市民活動支援研
究会」という集まりが東京の方で開催されましたので参加するようになりまし
た。メンバーは役所の人たちが多かったように思いますが、大震災に触発され
た研究会でした。日曜日でしたが、何回か、私も参加しました。
　そのときの研究会の名前が、実は「市民活動支援研究会」でした。何か変だ
なと思いました。違うのです。私が体験したリサイクル条例や阪神・淡路大震
災のときに考えたものは、市民活動を行政が支援するという関係ではないから
です。私が神戸で見たのとは違うなとは思いつつも、参加していました。そし
て翌年、この研究会の人たちが、補助金をもらおうと考えて、そのときに「協働」
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という名前をつけてお金を申請しました。それが、私にとっての「協働」と言
う言葉の初体験です。皆さんはいつごろ「協働」に出会いましたか。私は1996
年に初めて「協働」に出会いました。
　しかし、この会のメンバーが、「協働」という名前にどのような意味を持た
せようと考えたのか、そのいきさつは詳しくは聞いていないので分からないの
ですが、実は「協働」という名前が付いたために、私がリサイクル条例や阪神・
淡路大震災のときに思ったものとは、またずれてきてしまったのです。
　ところが、「協働」という名前が付いて、これが瞬く間に社会に広がります。
自分自身で考えてみると、1998年にぎょうせいから『自治体NPO政策・協働
と支援の基本ルール』という本を書きました。私は初めて本を書いたのですが、
その本のタイトルに「協働」という言葉が出ています。ですから、もうこのと
きはかなり広く使われていたのだと思います。この本についてはいろいろ思い
出がありまして、実はこの本は、私にとっては全く予想外のことですが、韓国
で翻訳されています。時々、韓国から電話がかかってきまして、韓国に来てく
れませんかと言うのです。どうも韓国の人は、この本が初期に紹介されて翻訳
されたので、私のことを何か偉い人だと思って誤解しているようです。だから、
間違って、そういう問い合わせがあるのでしょう。韓国に行くと、私が偉くな
いことが分かってしまうので、私は行かないようにしていますが、ともかく、
これが私の協働体験です。
　今日は、この「協働」をめぐって、皆さんが思っている「協働」と私の体験
の「協働」とは違うというお話をしようと思います。
　「協働」とは本当は何なのか。皆さんは協働というと、行政とNPOが一緒に
汗をかくと考えていますが、私の原体験から考えていくと少し違います。そし
て、2002年に『新しい公共と自治体』を書きました。「協働」と「新しい公共」
はつながっています。そういう体験の中から、今日は「協働」の話をしてみた
いと思います。皆さんの考えるヒントになればと思っています。

２．参加・参画 VS 協働
　協働とは何であるかを考えるときに、参加・参画との違いを考えると協働の
意味が分かってきます。ここから考えていくと、協働ということを言いだした
意味も分かります。つまり、よく協働は、行政と市民が一緒になって汗を流す
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というのですが、本当にそうなのかという問題意識です。
　まず、参加と参画は違うといわれています。参加とは何か、参画とは何か、
これは役所の人は皆さんすらすらとお答えになります。すでに決まったことに
加わっていくのが参加です。決まったことに形式的に加わるのが参加だと皆さ
ん言います。他方、初めから一緒にやっていくのが参画、企画段階、計画段階
からやっていくのが参画だと役所の人は皆さん言うのです。市民の人たちも同
じように言います。いろいろな委員会をやると、皆さん一生懸命参加と参画を
議論するのです。私は正直、どちらでもいいと思っています。要するに参加と
言ったって、参画と言ったって、できるだけ最初から一緒にやっていくことが
大事なので、言葉を作ったらそれでものが進むわけではないと思っているから
です。
　また、参画といっても簡単ではないのです。易しいことではないわけです。
それをどう行うかということに関心があるので、言葉はあまり関心がないので
すが、どちらでも決めればいいのです。
　ただ、余談ですが、決めたら必ず参画と言うのです。最初から集まっている
人は参加者というわけにはいかないのですよ。これからは参画者と言わなけれ
ばいけない。参画といったら、とにかく基本的なことからやっていくことが大
事で、一つひとつのことからやっていこうというのがポイントです。
　問題は、協働との違いは何かというと、イニシアティブを誰が取るかです。
参加あるいは参画というのは、行政がイニシアティブを取って、そこに市民が
加わっていくことが参加です。行政がイニシアティブを取るが、最初から加わ
るのが参画です。もちろん逆もあります。市民がイニシアティブを取って、そ
こに行政が加わっていくこともあるでしょうけれども、一般的には行政がイニ
シアティブを取って、そこに市民が加わっていくわけです。ここにはリーダー
シップ、イニシアティブ、あるいは上下関係が出てきます。
　協働とは何なのか。役所がやること、あるいは住民がやることに住民が参加
して、一緒に汗を流す。それだったら参画ではないですか。協働ということを
意味がありません。協働というのだから、協働という意味があるはずです。協
働という概念をつくるのだから、協働という概念をつくる特別な意味があるは
ずだというのが、ここでのお話です。
　つまり、何が違うかというと、行政もイニシアティブを取る、そして市民も
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イニシアティブを取る、両方が公共の主体だというのがもともとの協働です。
　先ほどの話を思い出してほしいと思います。リサイクル条例です。役所もや
る、市民も減量し、リサイクルをする。あるいは阪神・淡路大震災、行政もま
ちづくりをする。しかし、市民やNPOも救援活動やさまざまなまちづくりを
する。私が体験してきた、あるいは私が見てきた協働というのは、まさに両方
が公共の主体としてまちをつくっていく、公共の主体としてまちにかかわって
いくということだったはずです。協働というのは、もともとはそういうものだっ
たのではないでしょうか。私にとってはそうなのです。ところが、協働という
言葉を使うことによって、「働」という言葉が非常に強いのだと思いますが、
一緒に汗を流すということになってしまったように思います。
　しかし、もともとはそうではないのです。もともとはそれぞれが公共の主体
として自立する。だから対等なのです。お互いが公共の主体だから対等なので
す。お互いが対等だから、責任をそれぞれが持つということです。それゆえ、
信頼関係を持っていくということです。いわば車の両輪のようにしながら、ま
ちをつくっていく。リサイクル条例や阪神・淡路大震災で見たのはそうでした。
そういうことがこれからのまちづくりに必要なのです。こういうまちづくりが
出てきたということが、協働を論じることになった意味、背景だということで
す。
　つまり、参画というのは大事だけれども、参加・参画というのはあくまでも
イニシアティブは行政が取って、それに市民が加わってお手伝いをする。あく
までも役所がいつまでもやるという発想です。役所はやらなければいけないの
ですが、役所だけがやっているという発想ではなく、リサイクル条例や阪神・
淡路大震災で見たのは、役所もやるけれども住民もやっていく、それらが両輪
となって、まさに公共をつくっていくことが、まちを豊かにしていくことでは
なかったでしょうか。これが、これからの私たちのまち、私たちの国をつくっ
ていく大きな骨組みになるのではないかと私は考えるわけです。
　よく一緒に汗を流すと言います。汗を流すのはまさに重なり合っているとこ
ろです。重なり合っている部分、一緒に汗を流すこともあるだろう。しかし、
一緒に汗は流さないけれども、時々は一緒にやるけれども、基本的には役所と
は別で、自分たちが公共の担い手としてまちをつくっていく。つまり、重なら
ない部分をやっていくのも大事です。それも含めて協働だと考えたらどうで
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しょうか。まちをつくっていく、公共を共につくっていくという意味で協働だ
と私は考えています。ですから、テキストには「一緒にやらない協働」といっ
ています。つまり、重ならない部分、一緒にやらないけれども、まちのために
活動しているということは山ほどあります。むしろそちらの方が多いです。そ
れも含めて協働です。それも含めて価値があると考えていくことが大事ではな
いかと思っています。
　ですから、皆さんのイメージする協働と少しずれてきてしまって、訳が分か
らなくなったかもしれませんが、阪神・淡路大震災やリサイクル条例を思い出
してください。「協働とは何ですか」と聞かれたら、「協働というのはそれぞれ
が公共の主体として、特に市民が公共の主体として、まちをつくっていくこと
です。それぞれが自立（自律）・対等、責任・信頼を持って、それぞれがまち
をつくっていくことです」と私は定義しています。それが私の体験であるし、
そのように位置づけることに価値があると思っているからです。
　なぜ、それが価値があるかということですが、例えば、今、日本は人口減少
社会になっていきます。ピークは2004年で、１億2,774万人の人口が日本にい
ました。その人口がどんどん減ってきていまして、50年後の2050年には9,000
万人になります。3,800万人の人口が日本からなくなるのです。3,800万人は大
変な数です。数えていきますと、九州・沖縄で800万人、四国は400万人、中国
地方は700万人、兵庫県を通り越して、大阪の枚方を除いたところから西が3,800
万人です。それだけの人口が日本でなくなるということです。数の大小はとも
かく、人口減少は確実です。もちろん今の政権は何とか子供を増やそうとして
いますが、簡単にはいかない。もしこのままで推移したら、それだけの人口が
日本で減るということです。
　そんな中で、皆さんどうやってまちをつくっていきますか。人口が３分の２
になるということは、簡単に言うと税収が３分の２になります。それでまちを
運営していくわけです。３分の２に減っても、小さくしていけばいいのではな
いかと考えますが、そうはいかない。高齢化の問題です。65歳以上のお年寄り
が40％になります。高齢化というのは、おじいさん、おばあさんが病院に行っ
て病院代がかかる、年金でお小遣いがかかるということです。税収が３分の２、
給料で言えば、30万円もらっている人が20万円になるわけです。それでやりく
りしなければいけません。しかし、おじいさん、おばあさんは病院代やお小遣
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いがかかる、お金がかかるということが、これからあちこちで起こってくるわ
けです。
　もっといろいろなことが起こります。このような建物も、あと30～40年でみ
んな建て替えです。30万円が20万円に減って、今度は家まで直すということに
なるわけです。そういうことが見えてくる中で、地震の問題もそうですが、今
までのように行政が全部やるということでいくわけがないではないですか。私
はそのように思います。そのときにどうするか。
　新しいパラダイムというのは、まさに行政、それから潜在力、あるいは実際
の力を持っている市民が公共の主体ということです。市民というのは広い意味
です。企業市民も含めて一緒にまちをつくっていく。そのようなまちづくりを
していこうというのが、実は協働だったのではないかと思うわけです。そのよ
うに考えていくと、協働の意味、概念が広がっていくように思いました。

３．「協働」に対する批判
　今日は役所の人なので、特に理解していただけると思うのでお話をすると、
実は「協働」に対しては厳しい批判を受けています。どういう批判かというと、
お役所というのは主権者、市民から雇われています。その雇われている行政と
雇い主の市民が一緒に協働する、一緒に力を合わせるなどというのはおかしい
という考え方です。こういう議論をする人もたくさんいます。むしろ多いかも
しれません。
　もう一つ、市民の方からも疑問が出ています。行政は金がないから、協働な
どと言い始めたのではないかということです。結局、安い下請けにするのでは
ないかという議論がされています。協働は怪しいというのです。確かに、もと
もとの出どころは怪しいのです。そこからスタートしたのは間違いない。しか
し、本当にそれだけでものが済むかということです。
　実は信託論の考え方というのは、簡単に言うと、役所だけが公共を担ってい
るという発想なのです。歴史的に見ると、フランス革命以降、公と私を分けて
います。公のことは役所がやって、民間は私的利益を追求していればいいとい
うのが憲法の秩序です。そんな馬鹿なと思うかもしれませんが、憲法89条には、
公の支配に属しないボランティア活動、つまり市民がやるボランティア活動に
税金を出してはならないと書いてあります。日本の憲法は、ボランティア活動
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に行政がお金を出したら憲法違反なのです。なぜか。ボランティア活動のよう
な公のことは公共がやる、あるいは、公共的なボランティア活動ならば税金を
出してもいいという組み立てです。それが日本の憲法です。それは公私二分論、
公のことは役所がやる、市民は自分の利益だけ追求していればいいという組み
立てで作られています。
　それが今の憲法秩序ですが、その結果、何が起きてきているかというと、役
所と市民の関係は、言ってみると「おれたちは主人だ。だから、おれたちの言
うとおりにしろ」ということです。原理的には正しいかもしれませんが、それ
が現実には、お任せ民主主義、無関心になります。行政の方は市民との上下関
係の中で、結果的には市民を統治している関係になっています。役所に任せて
おけばいい、役所が何とかしてくれるのではないかということが、長い間の公
私二分論の中からずっと生まれてきました。

４．協働の理論　新しい公共論から見えてくるもの
　もう一度思い出してください。阪神・淡路大震災です。先ほどの公私二分論
で考えると、公的利益（A）と私的利益（B）しかありません。公的利益は政
府が追求して、民間は私的利益を追求するというのがこれまでの考え方です。
つまり、担い手と何をやるかというのがセットでした。しかし、リサイクル条
例や、阪神・淡路大震災で見たものが何かというと、政府もまちをつくっている、
公共を担っているAの領域もあるけれども、民間も公共を担っています。NPO
や企業、市民といった人たちも公共を担っている、Cの領域もあるということ
です。それが阪神・淡路大震災で私が見たものです。つまり、公共というのは
Aも公共だし、Cも公共だということです。これを含めて公共と考えたものが
実態に合っているのではないかというのが、新しい公共論です。AとBだけで
はなくて、つまり担い手と何をするかということが分かれていて、民間でも公
共利益を追求するCの領域がある、つまり、公共というのはAだけではなくて、
Cも公共だということが、新しい公共といわれるわけです。
　この新しい公共論の立場に立って、先ほどの「協働は怪しい」、あるいは「市
民は主権者であり、主権者から任されている政府は主権者と一緒にするのはお
かしい」という議論を考えてみると、よく分かると思います。確かにAの領域
では、主権者は市民で、政府は市民に雇われているのだから、市民のために政
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府は大いにその力を発揮するということになるわけです。ところが、Cの領域
は、公共の担い手としての市民がいます。公共の担い手としてのNPOがいます。
その公共の担い手としてのNPOや市民とAが同じ目標に向かってまちをつくっ
ていく、だから協働なのです。このようにCという領域を見つけると、協働と
いうことの意味が明確になるわけです。共に公共を担っているから、協働なの
です。一緒にやる協働もあるし、一緒にやらない協働もあるけれども、共に公
共を担っているという意味で協働だということです。そうすると、先ほどの批
判、雇われ主が雇い主と一緒になってやろうという議論は、Aでは通用するけ
れども、AとCとの関係では通用する話ではないと考えられるのではないかと
思います。
　実は先ほど一緒にやらない協働という説明をしましたが、よく分からなかっ
たと思います。一緒にやらない協働とは何なのか。まさに重なり合わない部分
です。
　ここに「水源林を守る活動」と書きました。私は最後には水道局の企画とい
う仕事をしたのです。水道局というのは公益事業です。水を売ってなんぼの商
売です。その水道局に協働などはないかと思ったら、あるのです。私たちの水
源林、山梨県の道志村ですが、そこの水源林を大事に守っている市民の活動の
人たちがいます。会ったことはない、一緒にはやらないけれども、その人たち
は私たちの公共を守っています。公益企業だけれども、同じ公共を担っていま
す。一緒に会ったことはないけれども、公共のことを担っている活動があって、
そういう活動を大いに育てていく、それがまちを豊かにしていくことではない
でしょうか。
　つまり、Cの領域があるということがまちを豊かにしていくのだと思います。
Aだけでいくと、今どんどん職員が減少してきます。お金がなくなってきます。
役所だけでやっていたら、どんどん小さくなっていくわけです。それではまち
の課題に対応できないわけです。このCの領域があるということが私は意味が
あると思います。
　もう一つ具体例でお話しすると、1990年ぐらいでしたが、DV（ドメスティッ
ク・バイオレンス）問題をしている市民の人たちが私のところへ来たのです。
DVの活動を行政が支援してくれないかという話です。1990年のころです。要
するに、DVは、まだまだ一部の人たちのことでした。私は正直、意味が分か
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らなかったのです。そんな家庭内のことを、どうして公共がやるのか分からな
かったのです。
　役所というのは、みんなのことでなければ活動できない組織です。なぜなら
ば、税金でやるからです。仮に相手が一部のことだけれども、それが全員にか
かわることなら全体のことです。しかし、本当に一部の人たちだけの利益の
ために行政は動けないのです。税金で動くからです。そうすると、その当時、
DVのようなまだ社会的には認知されていない活動は、まさにCの領域での活
動です。
　ところが、その人たちは「分かりました」と言って帰っていったわけです。
Cの領域の下の方で活動している人たちです。その人たちがどんどん活動し始
めるのです。こちらで活動していると思うと、こちらでもDVの活動をするの
です。そうすると、その活動があちこちで起こっていくようになって、気が
付いたらその活動がたくさん広まっていったわけです。そうすると、Cの下か
らどんどん上に上がって、今はAの領域になっています。だから、今はDVに
対する行政の施策が行われているのです。つまりCの領域でさまざまな活動が
あって、その中には、スジが悪い活動もあり、うまくいかない活動もあります。
みんなの合意が得られない活動もあるけれども、なかには、みんなの合意を得
ていく活動が起こってきて、そしてそれがAの領域に移っていく、そういう社
会が、実は豊かな社会なのではないかと思います。
　つまり、Aだけしかなく、役所だけでやっていると、どんどんジリ貧になっ
て小さくなって、市民のニーズに応えられなくなっていきます。まさにAとC
の両方を活発にしていくことがまちを元気にする、市民を豊かにしていくこと
ではないでしょうか。それが私は協働だと思っています。

５．みんなの力をエネルギーにする　それが協働ということ
　そうすると、協働とは何なのかというと、私は市民や地域を豊かにするのが
協働だと言っています。よくアウトソーシング、下請けがあります。これも大
事です。アウトソーシングをして、行政がスリムになり、筋肉質になるのは大
切です。しかし、それは協働だと言ってはいけません。それはアウトソーシン
グと言いましょうと言っています。行政をスリムにし、筋肉質にするのも大
事ですが、協働というのは市民や地域を豊かにするのです。市民とNPO同士、
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NPOと町内会同士といったそれぞれの力、エネルギー、パワーをどんどん生
み出していく。そうすることによって市民や地域を豊かにしていくことが、私
は協働だと思います。市役所の仕事は何か。こういうエネルギーをあちこちに
生み出していくことです。あちこちからエネルギーを、火を燃やして、そして、
そのエネルギーを束ねて大きな力にして、まちをよくしていくというのが役所
の仕事です。役所の中だけでやっていたらどんどん小さくなると私は思います。
ですから、協働というのは地域や社会を豊かにすることだと思います。

６．協働が目指すもの　本来の意味の公共・柔らかな公共
　協働が本来目指すものを、公共というキーワードでまとめてみました。公共
というのは何なのか。思い出してください。役所のやることが公共ではないの
です。市民も公共を担っています。その価値を認めようではないですか。公共
の担い手を役所だけでやる。そんなことをしていたら、どんどん小さくなるば
かりです。市民も企業もまちの当事者にしていかないと担い手が広がりません。
公共の中で、それぞれのルールが必要だと思います。みんなでまちをつくって
いくのですが、お互いのルールが必要です。市民のルール、行政のルール、議
会のルールがあって、そのルールの中でみんなでまちをつくっていく、それが
自治基本条例というものです。
　全国のまちで自治基本条例が作られていますが、何のために自治基本条例を
作るかよく分かっていないところがあります。みんなの力を出す、みんながそ
れぞれ力を出せるようなルールを決めていくのが自治基本条例です。そうして
いかないともうまちがもたないからです。人口が減る、税収が減る、このまま
役所だけがやっている仕組みではいけないわけです。公共を議論する仕組み、
だから、役所だけで議論していては駄目です。まちに出ていって、まちの人た
ちと一緒になって議論する。当事者になってもらう。そうすると、今までの行
動原理とは違ってきます。市民といえば「役所がやってよ」と、役所でいえば「市
民は文句を言うな」と、それでやってきました。そんなことをやっていたので
は、とても当事者になれないわけです。そのようになっていく、それをどう実
践していくかということが今の課題だと思います。言葉だけではなくて、どう
実践していくかです。
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７．協働（公共）を分かりやすくいえば　野球は９人でやろう
　それを私は簡単に「野球は９人でやろう」と言っています。説明をする相手、
頑張ってもらう相手は、普通の市民の人たちです。信託論や新しい公共論など
と言っても、ぴんとこない。それで、私が言っているのは、「一緒に野球は９
人でやろう」ということです。今まで役所が内野、議員が外野、そこだけで野
球をやっていたのです。市民は観客席にいて、野球を見ていたのです。そうで
はなくて、グラウンドまで来て一緒にやろうということです。そうしなければ、
これからのまちは元気にならないからです。
　もう少し言うと、私たちのまち、私たちの日本の強みは何かです。この写真
に写っているのはWBCです。１回目、２回目、日本はWBCで優勝しました。
なぜ優勝したかというと全員野球です。私たちは人しか資源がない、だから、「み
んなでやっていこうぜ」とやってきました。
　どちらかというと、今まで内野の行政だけで野球をやっていたのです。外野
の議会も、今日は議員さんの研修会ではないのであまり言いませんが、議員さ
んも大いに野球をやってもらいたいのです。議員さんはイチローだと思います。
ライト、イチローは、レーザービームでびゅっと投げて、三塁タッチアウトに
するのです。議員さんはイチローのように大いに頑張ってやってほしい。それ
から、観客席にいた市民も、グラウンドの上で一緒になって野球をやりましょ
う、要するにそれが協働なのだと思います。だから、一緒に汗をかくかもしれ
ませんが、それよりも、同じグラウンドの中でそれぞれ自分のパートを精いっ
ぱい頑張っていこうというのが協働です。

８．９人で野球をやるとは
　９人で野球をするとはどういうことなのか。まず、行政の仕事ぶりを見直し
ていくということです。信託された主権者としての市民の期待に十分応えてい
るか、あるいは、市民がその力を発揮できるように仕事をしているかの見直し
です。具体的に言うと、去年の２月27日に、チリの方で地震があって津波が来
るということがあって大騒ぎになりました。なぜ覚えているかというと、２月
28日が私の長男の結婚式でした。津波が来るといって電車も全部止まって、結
婚式とかみんなできなかったのです。だから覚えています。
　今、まちで何が問題なのか。例えば個人情報の保護ということで、どこに寝
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たきりの老人の人がいるか、役所が情報を教えてくれないということがありま
す。先ほどの津波で言えば、津波が来るといったら、誰がどこに住んでいるか
分からないから、自分一人だけ逃げるということです。本当にそれでいいのか
という問題意識です。そんなまちをつくっていいのか、そうではないでしょう。
私たちがめざすのは、困った人がいれば助け合うまちです。そうすると、確か
に個人情報を守って、情報を目的外に使わないことは大事ですが、同時に個人
情報を使って困った人を助けられる。困った人に市民が手を差し伸べるという
ことが必要ではないですか。今までの発想でいけば、役所は個人情報を守って
いればいい。でも、違うのです。そう考えていくと仕事ぶりが変わってくるわ
けです。そんなことがたくさんあります。
　今までは信託論で考えていて、役所というのは市民から信託されている。だ
から、役所は悪いことをしないようにがんじがらめにするという発想でずっと
組み立てられてきたのです。1789年からずっと組み立てられて、今もそれが続
いています。それを取り換えようと言っているわけです。そうすると、個人情
報の保護で言えば、個人情報を守るのはもちろん大事です。同時に個人情報を
使って市民が活動できるようにしていこうというように仕事ぶりが変わるとい
うことです。それは今までの発想と違うから簡単ではないです。だけど、その
ように仕事ぶりを変えていくことで、本当の意味での市民の信託に応じる、あ
るいは市民の力を生かすようにやっていくわけです。全面的な見直しが必要だ
と思います。そうでないと、なかなか市民が、当事者になるといっても、やり
ようがないのです。
　あるいは、市民が存分に力を発揮するといっても、例えば自治会や町内会で
すが、それが単なる任意組織で、海のものとも山のものとも分からないでは力
が出ないではないですか。だったら、きっちりとそれは公共の担い手として重
要だと位置付けて、その人たちが力が出るようにしていくことだってあると思
います。
　要するに、協働して力を出してもらおうとすると、やるべきことが山ほどあ
ると思います。それを書くのが自治基本条例です。そうやってまちを元気にし
ていく、私たちが幸せに暮らしていくには、それしか方法はないと私は思いま
す。ほかの方法があるならば、その方法でやればいいけれども、ないと思います。
ますます税金が減る、ますます高齢化でお金がかかる中では、みんなの持てる
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力、９人の力を発揮していくしかないのではないかと私は思っています。その
ためにこれまでの仕事ぶりを変えていく。簡単ではないのは承知です。私も役
所にいたからよく分かります。簡単ではないけれども、変えていくべき、それ
が協働という概念です。だから、協働というのは、単に一緒に汗を流して楽し
くやろうという話ではないのです。

９．取り組み事例
　少し話が変わりまして、そうはいっても、なかなか参加する市民がいなくて、
また勝手なことを言う人がいたりします。もちろん、いい人もいますが、等身
大の市民は、さまざまです。そういう中で、公共の担い手を獲得していく。つ
まり、市民も公共の主体だ、担い手だといっても、人がいなければ絵に描いた
もちです。そのための技術、あるいは、そのための取り組みを最後の15分ぐら
いで紹介しようと思います。

9-1．無作為抽出市民・市民討議会

　今、私はこれに力を入れていますが、「無作為抽出市民・市民討議会」とい
うものです。抽選で市民を当ててしまいます。そして、その市民の人にまちの
課題、例えば自治基本条例づくり、あるいは市民参加の仕組みづくりに参加し
てもらおうという仕組みです。まず住民基本台帳で抽出します。1,000人抽出
すると大体住民の階層と同じ構造になります。1,000人抽出して、手紙を出し
ます。そうすると、大体50～60人は参加する人がいます。その人たちに参加し
てもらって、まちの課題を考えてもらうという手法です。
　この手法のよいところは、意識の高い市民を引き込むという点です。まちの
ことに関心があるし、時間もあるけれども、なかなか自分から手を挙げてはい
けないという人たちがたくさんいます。むしろそういう人たちが多いでしょう。
そういう人たちに声を掛けて、まちのことを一緒に考えませんかと仲間をつく
るのです。よくサイレントマジョリティといいますが、参加する人はせいぜい
10％です。全体が参加するわけではないけれども、ポイントは意識の高い人で
す。そういう人たちをまちに引き込もうという手法で、この抽選で当てていま
す。
　このシステムでは面白いことが起こるのです。みな一生懸命考えて議論をし
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ます。一日中議論をしています。若者も参加します。若い人は20～30代です。
行政が市民参加をいくらやろうとしても、20～30代の人、40代の人は参加しな
いではないですか。大抵50代、60代以上です。20～30代の人たちも参加します。
思いはあるのです。この呼びかけに出てくる人は、市役所の人にとっては98％
は見たことがない人です。これまでの参加であると、見たことがある人、いつ
も同じ人が参加しますが、そうではなくて、見たことのない人が参加をするの
です。こうした新しい工夫で、若者の参加、あるいは意識のある人たちの参加
を求めていって、市民の枠を広げていこうと思っています。
　実はこれは「プラーヌンクスツェレ（Planungszelle）」といいまして、ドイ
ツの方式ですが、ドイツでは報酬を出します。日本では市民討議会といって、
JC（青年会議所）が中心となっていますが、ここではドイツのパターンを踏
襲するので報酬を出します。１回出てくると3,000円とか5,000円です。私自身は、
報酬は要らないのではないかと思っています。私の関係するところで秦野市が
ありますが、秦野市は総合計画でこれをやりました。そのときに、１回出ると
200円の地域貢献券という役所が発行する券を渡します。それが３枚たまると
600円です。秦野は丹沢のふもとなので、鶴巻温泉というのがあって、市の日
帰り温泉施設があります。温泉に入れるという券です。面白いですね。この券
をもらうとみんな喜ぶのです。200円ですよ。買えばいいではないですか。でも、
うれしいのですね。だから、別に2,000円、3,000円出さなくてもいいと思います。
地域で使える地域通貨を発行するということも考えられます。そうやって、市
民がまちづくりに参加をして、もらったお金がまたまちに戻っていくようなこ
とを考えたら面白いと思います。新しい人たちが参加して、その中からまちの
ことに加わる、やってみるという人が増えるようにも思います。

9-2．市民PI（パブリックインボルブメント）

　次は公共性の獲得ということです。よく市民の参加というと公募です。公募
というのが実は二面ありまして、一面は、確かに参加は広く開かれているのだ
けれども、実際に参加する人はほとんど同じ人になります。これは役所の人は
体験があると思いますが、参加の機会は開かれているけれども、実際に参加す
るのは同じようなメンバーになります。そうすると、その意見は本当に市民を
代表した意見なのかというところで疑義が出てくるわけです。
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　これは私が実際の話ですが、ある公募で集まった市民の人たちが、市民参加
条例を作りまして、市民の人たちの前で説明をしたのです。このような案を作
りましたということで説明しました。そうしたら、前に座っている一般の市民
の人から、「あなたは誰ですか。なぜあなたは前にいるのですか。私はあなた
に頼んでいないでしょう」と言われたのです。そういうものなのです。市民か
ら頼まれている人は議員と市長だけです。確かに、公募で集まった市民の人た
ちは熱意があり、やる気もあるのだけれども、一般の市民の人たちから信託を
受けていないという弱さもあります。
　それで、私は流山市やいろいろなことをやっていますが、「だったら、まち
へ行ってみんなの意見を聞こう」と言っています。つまり、自分たちは確かに
市民の代表ではないけれども、市民の意見を聞く中で、市民代弁性と言ってい
ますが、市民の思いを受けて、それを文章に表して、それを計画に表現するこ
とができるのではないかということです。そうすることによって、先ほどの「あ
なたは誰なのですか」という批判に対して、私たちは市民の人たちの意見を聞
いてまとめてきたといえるわけです。これがパブリックインボルブメント、市
民ＰＩといわれるものです。
　これをやっていると面白いことが起こるのです。要するにとっぴな意見、あ
るいは一部の意見は、まちでは通用しないのです。「あなた、そんなことを言っ
ても、それはおかしいよ」と言われてしまうのです。そのようにやっていく中
で市民の思いを表現していく、市民が市民の思いを代弁していく中で公共性を
獲得していこうという取り組みが、流山市や米子市で行われています。こうし
ていくと説得力がでてきます。「それはあなたたちの意見じゃないの」という
批判に対して、「そうではないですよ」と言えるからいいのです。大変ですが、
こういう発想が大事だと思います。
　流山市や米子市でやってきたことは、実はとても大変なので、私はお勧めを
していません。そこで今はもう少し簡易版をやっています。たとえば、流山市
の自治基本条例づくりですが、写真に写っているのは会長さんですが、この人
は、全部の会議に出席して、300回ぐらいは出席していると思います。それは
本当に負担なわけです。あまりに負担が大きいので、例えば市民の人たちで案
をまとめたら、今度はほかの市民の人たちに来てもらって、その中で、自分た
ちの意見が本当にみんなの気持ちを代弁しているかということを議論する場を
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つくるという方式はどうかと思っています。小田原市では、オープンスクエア
という名称でやっています。そんなバリエーションがあると思いますが、ほか
の人の意見を聞いて、その意見をブラッシュアップしていくやり方は、たくさ
んあると思います。これを地域で開発してほしいと思います。

9-3．公共を論議する技術

　それから、公共を論議する技術も大事です。ポストイットワークショップは
最近どこでもやりますが、声の小さな市民、協議が苦手な市民も参加ができる
方式です。
　米子市ですが、市民の人と多数会派の議員さんが一緒になって議論をしなが
ら、まちのことを考えていくわけです。
　これも面白い体験がありまして、自治基本条例をつくったときに、ある市民
の人たちの集まりで、市民の人たちが、議会・議員をテーマに議論をしようと
いうことになったのです。そのとき、議員さん10人ほどに参加してもらったの
です。地方都市ですから20人ぐらいの議員さんですが、10人ほど参加されまし
た。もし議員さんが参加していなかったらどういうことになったかというと、
議員さんは給料が高いとか、仕事は何をしているかよく分からないという話に
なるのです。ところが、議員さんも一緒になって参加するといろいろなことが
分かるのです。議員さんは365日勤務で、市民の実にいろいろな要望を聞くの
だと分かるわけです。その議論の中で出てきた案は、議員さんが政策づくりを
できるように、議員秘書みたいなものを置けないかという提案が市民から出ま
した。要するに、苦手だからといって遠巻きにしていると駄目なのです。一緒
になって議論をすると分かるのです。そういうことが大事だと思います。
　皆さん行政職員の方は、議員さんと議論するのが苦手です。市民の人と議論
するのも苦手です。しかし、一緒になって議論すると分かるのです。そこから
信頼関係が生まれてきます。そのときの議論の技術というのもあると思います。
ワークショップが一番いいと思います。

9-4．市民と行政がまじめに議論しよう

　結局、協働がうまくいくのは何か。あるいは参加がうまくいくのは何か。私
は簡単なことだと思います。まじめに議論をすることにつきます。
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　実はこれまで行政と市民がまじめに議論をしてきたことがあるでしょうか。
私も昔、体験があります。市民の人たちが提案をしてきました。一見して、こ
れはもうできない、無理だと分かるわけです。でも、そのときは、「どうもあ
りがとうございました」と言ってもらいます。出した方は、受け取ってくれた
のだ、理解してくれたのだと思います。そこから、糸がこじれてしまうのです。
もうそれはやめなければいけません。
　例えば、これは流山市での体験ですが、市民の人たちが出してきた案があり
ます。他方、行政が考えた案があります。両者の案は違うのです。同じわけが
ない。同じだったら変です。立場が違う、情報が違うので、案が違うのです。
大事なのは、その溝を埋める努力をすることです。流山市では、すべて裏取引
一切なし、全部オープンな場で徹底的に議論しようとしました。行政側と市民
側の人たちがオープンの場で議論をします。そして、足して２で割るのではな
くて、より良いものを見せていくということをするわけです。
　私が決めたルールが二つあります。市民側については、先ほどの主権者、私
たちは雇い主だから、雇われ主、市役所に「あんたたち、私たちの言うことを
聞けよ」と言うのはなしです。そんなことを言ったら議論にならないわけです。
行政の方は、やる気もないのに「分かりました」というのは、なしです。市民
の方が、もしそれを言ってしまったら、１回目はイエローカード、２回目言っ
たらレッドカード、退場です。行政の方は、できもしないのに「やります」み
たいなことを言ったら、私は役所のことはよく分かるので、できるかできない
かが分かるので、本当にできるのか、どうやってやるのかを徹底的追求します。
お互いに、できるものはできる、できないものはできないといって、まじめに
議論していこうということにしました。
　そうすると、不思議な共感が生まれてくるのです。まじめに議論していると
仲良くなるのです。最初はぎくしゃくしますが、そのうち仲良くなるのです。
面白いことがおこります。そのうち同じ行政の中で意見が分かれるのです。企
画部長と副市長が、「副市長、それは違いますよ」、「企画部長、それは違うでしょ
う」とやりだすのです。議論しているのですから、同じわけがないのです。そ
うなっていくと不思議な共感が生まれてきて、本当に仲良くなってどんどん進
むのです。
　これを実践するのは難しいけれども、やっていくことが大事ではないかと思
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います。難しいのはよく分かっています。しかし、そういうふうにしないとみ
んなの力が出ないのです。今日では、自治が、その段階に入ってきたと思います。

9-5．まちづくりは楽しくやろう

　最後に上田市で学んだことです。「まちづくりは楽しくやろう」です。当た
り前のことです。自分たちのまちをよくしよう、自分たちのまちを住みよいま
ちにしようと言っているのに、なぜ目を三角にして腕組みをしてやるのか。お
かしいですね。いいまちにしようとやっているのに、なぜ楽しくやらないのか
です。それを上田市で教わりました。ここはサマーウォーズのまちです。
　この写真は市民の人たちの集まりです。難しい話を朝から晩までやるのです
が、お昼は一緒にカレーライスを食べます。終わった後は、一緒になってギョー
ザを作るのです。議員さんも一緒です。そうすると途端に仲良くなってしまう
のです。一緒に食事をしたり、一緒に楽しむことをしながら、まちのことを考
え、つくっていくことだと思います。この後の報告の中でも楽しいお話がたく
さん出てくると思いますが、私はこれが究極的な答えのように思います。まち
づくりは楽しくやろうです。
　ずっとお話をしてきました。協働の意味、協働をどのように実践するか、簡
単ではないのはよく分かっています。しかし、少しずつ一歩ずつ始めていかな
いと、もうまちはもたないです。税金でやっているまちは、もはやもたないで
す。これははっきりしています。だから、暮らしやすい、住みやすいまちをつ
くるために、大変だけれども一歩踏み出して、一歩ずつ、少しずつ前へ進んで
いこうではありませんか。
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　皆さま、こんにちは。ただ今ご紹介いただきました福岡市市民局市民公益活
動推進課の藤井と申します。本日は皆さま方の貴重な研修の機会に、私ども福
岡市の事例を紹介させていただくことを大変光栄に存じます。せっかくの機会
ですので、皆さま方の参考になりますよう精いっぱい説明させていただきます
ので、よろしくお願いいたします。
　まず、制度のお話をする前に少し福岡市のことをご紹介します。私ども福岡
市は推計人口で146万2,000人、世帯数で70万5,000世帯、七つの区がある政令指
定都市です。昨年12月に政令市では２番目に若い高島市長が誕生しまして、人
と環境と都市が調和するまちづくりを目指し、私ども職員一丸となって施策を
推進しています。また、いよいよ３月12日には九州新幹線鹿児島ルートが全線
開通いたします。九州一円で、遠来のお客さまをお出迎えしようとさまざまな
準備を進めています。新大阪から鹿児島中央駅まで最速列車の「みずほ」に乗
ると３時間45分ということで、九州が随分身近になるかと思われますので、ど
うぞ皆さま九州まで足を運んでいただければと思います。私ども一同大変歓迎
いたします。

１．創設の経緯・制度の概要
1-1．制度創設の経緯

　まず、「共働事業提案制度の創設の経緯と制度の概要」についてお話しいた
します。平成15年３月に福岡市の「新基本計画」を策定しました。その中で新
しい福岡づくりの基本方向としまして、「自由かっ達で人輝く自治都市・福岡」
を目指し、多様な主体とパートナーシップを深めながら、共に汗して取り組み
行動する「共働」によってまちづくりを進めると規定しています。このときに
初めて福岡市では共に働く「共働」ということを明記しています。これ以降、

事例研究①

「NPOと市がともにはたらくプロジェクト
福岡市共働事業提案制度」

福岡市市民局コミュニティ推進部市民公益活動推進課　主査
藤井　ひろ子　氏
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福岡市の施策や事業において、「キョウドウ」と言うときは、は常に「共働」
という漢字を当てています。
　続きまして、平成18年３月に「福岡市負担金に関する提言」が出されています。
これは長期化、あるいは慢性化している負担金事業を大幅に見直し、適正な時
期に事業内容を見直し、事業評価のシステムを導入する、そして、それを市民
に公開する必要があるという内容に加えて、提案団体と市がパートナーシップ
に基づき、応分の負担をしながら施策を実施する仕組みとして、共働事業提案
制度が必要だという内容が明示されています。
　これを受けて、平成19年10月に福岡市市民公益活動推進条例に基づく市長の
附属機関である福岡市市民公益活動推進審議会において「共働事業提案制度の
導入に関する提言」が出され、それを受けて、平成20年４月に「福岡市共働事
業提案制度」が誕生しました。

1-2．制度の目的・概要

　この制度は、市民の視点に立った、きめ細やかな市民サービスの提供、地域
課題の効果的・効率的な解決、そして都市活力の向上を目的としています。
　制度の概要としては、NPOの新しい発想による事業提案を募集し、審査委
員会による審査・選考を経て、提案の翌年度に提案団体と市が共働で事業を実
施するというものです。事業を実施する前には、双方の経費負担や役割を明記
した共働協定書を締結し、実行委員会を組織して事業に取り組んでいます。ち
なみに福岡市の予算は負担金になっています。
　次に、NPOと行政の共働の関係です。Aが市役所独自の領域、EがNPO独自
の領域、広義の共働としては、例えばBの委託やDの補助なども含めた共働と
いう言い方をすることがありますが、私ども福岡市共働事業提案制度において
は、真ん中のCのライン、共催という形で実行委員会をつくって事業を実施す
る形を取っています。
　応募資格等は、福岡市内に事務所があり、１年以上活動しているNPO法人
やボランティア団体を対象としています。また、福岡市が負担する事業経費は、
総事業費の５分の４以内で400万円を限度にしています。つまり、総事業費の
５分の１以上はNPOに負担していただいています。また、提案募集・採択の
翌年度に事業に取り組んでいます。
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　事業費に含まれる対象経費ですが、まず事業の実施経費、事業の実施に直接
要する経費として、印刷消耗品費や通信運搬費等に加えNPOの人件費も適正
に認めています。また、管理運営経費としては、NPOが事業に取り組むため
に雇う事務補助員の賃金や、共働事業でNPOの事務所を使う場合の事務所使
用料等も対象にしています。
　事業のスケジュールです。まず１年目にNPO等対象に、提案募集の説明会
等を行います。その後に共働事業の公募を行い、６月中旬から下旬に資格要件
の審査を行います。７月に第１次審査、９月に公開プレゼンテーションと第２
次審査、そして、10月に最終審査となっています。また、審査の過程で提案審
査を通過されたNPOと共働のパートナーとなる市担当課の合同面談を２回入
れています。市担当課とNPOの意思の疎通を図り、事業の実現に向けて情報
交換をしながら提案審査の過程を見守っています。採択された事業については、
市議会の予算審議を経て事業が決定し、共働協定書の締結を踏まえて、２年目
に１年間の事業に取り組みます。事業の中間期において中間報告会を行い、３
年の５月ごろ、１年間の事業が終わった後に最終報告会行います。その後、１
年間の事業の総括として事業の評価を行い、そして評価結果を市民に公表する
という、３年間の大きな流れとなっています。

２．採択事業の紹介
　提案事業・採択の推移をご紹介します。20年度から提案募集を行っている共
働事業提案制度ですが、20年度に採択された事業は21年度に実施、21年度に採
択された事業は22年度に実施しています。
　初年度はやはり、NPOの方からこの制度に対する期待も非常に大きかった
ようで、36件というたくさんの提案が集まりました。ところが、残念ながら補
助金と勘違いして提案されたような事業も幾つかあったと聞いています。残念
ながら２年目、21年度には、13件と提案数が大幅に減少しました。そこで、わ
れわれ事務局としても、なるべくNPOの方が提案しやすいようにしようとい
うことで、今まで窓口で受け付けていたものをメールや郵便でも受け付けるよ
うにしました。また、それまでジャンルごとの提案にしていたのですが、それ
を廃止して、福岡市の担当課が直接NPOと共働を希望する課題にダイレクト
に応えていただく提案、もしくはテーマやジャンルを一切問わない自由な提案
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ということで区分を分かりやすくしたところ、22年度は25件ということで提案
数がまた大きく伸びています。22年度については６事業が採択され、３月議会
での予算審議を経て、23年度の実施となります。
　次に、20年度に採択された事業を二つご紹介いたします。

2-1．ひきこもり青年社会参加支援事業

　一つは、「ひきこもり青年社会参加支援事業」です。ひきこもり者の社会参
加のきっかけとなる支援をNPOと行政の共働で行うことで今後の支援のあり
方を検討するために、ひきこもり者の家族会である福岡「楠の会」、ひきこも
りの支援組織であるNPO法人JACFA、福岡市の保健福祉局精神保健福祉セン
ターの三者が共働で事業に取り組みました。
　共通目的はずばり「ひきこもり者の社会参加を進めたい」ということです。
ひきこもりについては、長期化、当事者や家族の高齢化が大きな社会問題になっ
ていますが、今まで行政とNPOが直接連携した支援などは行っていなかった
ものを、この共働事業をきっかけに、困難な問題を共に考え、双方の専門力を
生かしながら一緒に支援に取り組みました。
　事業内容は、福岡市内に居住するひきこもり当事者や家族の方の現状調査,
当事者や家族の支援、支援機関・当事者のネットワークの構築です。
　具体的な事業をご紹介すると、まず当事者と家族の現況調査については、ひ
きこもり当事者57名、家族の方83名、計140人の方が実態調査に応じてくれま
した。特に当事者から57人もの方に回答をいただくというのは、家族会の方に
聞きますと、これはもう奇跡でしかないとおっしゃっていました。福岡市とし
てもひきこもり者の実態に今まで深く切り込む調査が全くできていませんでし
たが、共働事業によって当事者とその家族の現実が明らかになりました。
　また、市民啓発講演会については、ひきこもり者支援の第一人者である斎藤
環先生をお呼びして講演会を行いました。私も参加させていただきましたが、
定員の250人を大幅に上回る400人の申し込みがありました。従来行政だけで
行っていた講演会でこれほど人が集まったことはないということで、これも共
働の大きな成果だと担当係長もとても喜んでいました。
　続いて、「共働」の成果です。ひきこもり支援の課題やあり方を官民が共働
で考える機会が持てた。また、それぞれの事業の内容がとても充実し、多くの
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参加者が集まり、周知啓発が格段に進んだ。福岡市内で初めての公的なひきこ
もり青年の居場所づくりができて、参加者には前向きな変化が見られた等が挙
げられます。特にひきこもり青年の居場所については、毎週金曜日に15時から
17時まで、先ほどご紹介した家族会の事務所をお借りして、公的な青年の居場
所づくりを行ったのですが、そちらに継続的に参加された12人に明らかに前向
きな変化が表れています。派遣社員として就労に結び付いた方が１人、職業訓
練校への通学を開始された方が２人、資格取得のための勉強を開始した方が２
人、親と会話ができるようになった方が１人、人前に出ることに自信が持てる
ようになった方が６人と、まさに共働事業の成果として表れています。
　この事業は平成21年度に１年間、共働事業として取り組まれました。そして、
１年間の成果を踏まえて、さらにあるべき支援の形を実現しようということで、
新規事業への展開が生まれています。１年間の共働事業を経て、平成22年10月
23日に、国の創設補助金も活用して、福岡市がひきこもり成年地域支援センター

「よかよかルーム」を開設しました。ひきこもり支援に向けた官民一体となっ
た総合的な相談窓口です。この相談窓口の運営を、先ほどのNPO法人JACFA
に委託しています。行政が単独で行っていたころよりも格段に相談件数なども
増え、共働事業の成果が大きく花開いたということで、皆さんとても喜んでい
ました。

2-2．志賀島歴史と自然のルートづくり事業

　もう一つの事業、「志賀島歴史と自然のルートづくり事業」をご紹介いたし
ます。こちらは地元や一般ボランティアと一緒に、観光ルート沿いの民間樹林
地を整備し、志賀島の歴史的・文化的資源の魅力向上と地域の活性化を図るも
のです。NPO法人グリーンシティ福岡と、東区役所企画振興課、総務企画局
企画調整部の共働事業です。
　志賀島は漢委奴国王という金印が出土した島ということで、ご存じの方もい
らっしゃるかもしれませんが、金印公園や潮見公園展望台などの歴史や自然の
魅力的資源がたくさんある一方で、公園周辺や沿線道路には樹木が生い茂り、
見通しが悪く、貴重な有効資源が生かされていない状況にありました。ところ
が、国定公園であり、民間樹林地であることで、NPO単独では地権者の了解
や許可が得られず、調査や伐採もできない。また福岡市単独においても造園や
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里山保全に関する専門的知識がない。ならば一緒にやろうということで、共働
事業提案制度を通じて、お互いに力を合わせて地域の活性化と魅力向上に努め
ています。
　共働のあり方は、グリーンシティ福岡と福岡市が双方の役割分担に基づいて
実行委員会をつくっていますが、こちらの事業については、さらに地元の地権
者、校区単位の自治協議会という地元の自治組織、一般ボランティア、さらに
志賀島歴史研究会というほかのNPO、そして、福岡「楠の会」などがさまざ
まに協力しながら事業を進めています。
　福岡「楠の会」というのは、先ほどひきこもり者の家族会としてご紹介した
団体です。実はこの共働事業に取り組むときに、６月に事業に取り組む実施団
体の皆さま方にお集まりいただいて、情報交換会を行っています。そのときに
双方の事業を知り、福岡「楠の会」の方が、ぜひ自分の子供たちも志賀島の伐
採に参加させたい、自然に触れ合うことで何か自立に向けた一歩が踏み出せる
のではないかということで、こちらの共働事業に参加されまして、継続的に今
でも作業にいらっしゃっています。「楠の会」の方も、これも自立に向けた一
つの大きな取り組みとなると、おっしゃっていました。
　事業内容については、まずルートや樹林の現況調査、多くの皆さまにご協力
いただいての伐採や清掃作業、島内の案内マップ・サインの現況調査、そして、
史跡ガイドツアーです。こちらがそれぞれの作業の様子ですが、ルートや樹林
の現況調査については、それぞれ５回行っています。作業前と後では見違える
ように景観が良くなって、地元の方も大変喜んでいました。また、一般ボラン
ティアの方も回を追うごとに徐々に増えていまして、毎回30人くらいで作業を
されています。私も一度参加して、距離にして３mぐらいの伐採に貢献したか
と思います。ガイドツアーについても、ほかのNPO、志賀島歴史研究会の方
とともに行っています。
　続いて「共働」の成果です。地元やほかのさまざまな団体の方とつながり、
信頼関係ができた。イベントや保全作業の質が向上した。NPOの活動の幅が
広がった。公共事業でもボランティア活動でもできない領域の事業が共働に
よって実現したなどの成果が挙げられています。
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2-3．共働事業　採択事業の展開

　今ご紹介した、20年度に採択され、21年度に取り組んでいる７事業が、22年
度にどのように展開したのかをご紹介いたします。先ほどの志賀島の事業も含
め、７事業のうち５事業が22年度も引き続き共働事業として継続しています。
また、ひきこもり支援を含めた２事業は、１年間の実績を踏まえて、22年度は
新たな展開へスタートしています。詳しくはお手元の資料４に共働事業提案制
度の３年間の採択事業、提案団体、市担当課、事業内容、そして、20年度採択
事業の継続事業と新たな展開事業ということでご紹介していますので、後ほど
ゆっくり見ていただければと思います。

３．共働事業提案制度の特色
　次に共働事業提案制度の四つの大きな特色を一つずつご紹介してまいります。
　まずは何といっても、委託でも補助でもない、「ともにはたらく」共働です。
この制度が目指す共働というのは、企画段階からNPOと行政が思いを共有し、
共感し、一緒に事業をつくり上げていくことをモットーとしています。ですか
ら、採択事業の選考段階から、２度にわたってNPOと市担当課が面談し、事
業の実現に向けて意思疎通を図りながら審査の過程を見守っています。また、
実際に事業に取り組むときも、NPOと市担当課合同の情報交換会、事業の中
間期、最終期での振り返り会議等を行い、事業に取り組まれる団体相互の情報
を共有しながら、事業の円滑な実施を目指しています。
　２番目の大きな特色として、NPOもお金を出している点が挙げられます。
NPOと市が対等な立場で事業を行うために、NPOにも一定の経費負担を求め
ていて、総事業費の５分の１以上をご負担いただいています。これだけのお金
を負担してでも共働で一緒に取り組みたいということで、それだけNPOも本
気でこの事業に取り組みます。そして、福岡市のパートナーとして共働で事業
に取り組むことで、NPOは市民に信頼され、事業の質が上がり、さらに活躍
の場を広げる。まさにNPOのエンパワーメントもこの事業の一つの目的と言
えます。
　３番目は、ともばたらきの強い味方、「共働促進アドバイザー」です。NPO
と市担当課の円滑な意思疎通を図るために、「共働促進アドバイザー」を設置
しています。共働促進アドバイザーは必要に応じてNPOと市担当課の両方の
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協議に立ち会い、公平中立の立場から意見調整やサポートを行っています。
　４番目としては、「選考・評価のプロセスもバッチリ」と書かせていただき
ました。採択事業の選考の過程で、市民に公開でプレゼンテーションを行って
います。また、事業の中間期、最終期には、それぞれ市民に公開で報告会を行
い、特に最終報告会の結果は市のホームページで公表しています。
　こちらは21年度に実施した７事業の最終報告会で寄せられた市民の皆さまの
感想です。どの事業も共働に前向きで、行政・NPOそれぞれ良いところを合
わせて素晴らしい事業だったなどの、ご意見をいただいています。この７事業
の評価の概要については、お手元の資料５に、平成21年度に実施された７事業
についての審査員の評価と、報告会にいらっしゃった市民の評価をそれぞれ載
せていますので、後ほど見てください。
　市民の皆さまには、それぞれの報告を聞いて、いいと思った事業に一つずつ
投票していただいているのですが、投票順位を１位から７位まで掲げています。
それと審査員の評価を見比べますと、非常に似通っていることがお分かりいた
だけると思います。市民の皆さまの共働の理解が高まっていて、事業に対する
応援メッセージなどもたくさんいただいています。
　また、こちらにご紹介しているのは、昨年10月に行った中間報告会で、同じ
ように参加者114人に伺った共働事業提案制度に対するアンケート調査です。
どちらも非常に高い数字で、成果が挙がっている、今後も推進するべきだとい
うご意見をいただいています。

４．課題と工夫点
　取り組み中の課題としては、まず「ともばたらき」はとにかく手間暇がかか
るということです。今の説明を聞いていただいただけでも何か大変そうだとお
感じになられたかと思います。やはり双方の意思疎通を図り、連絡調整を取り
ながら共働によって事業を進めるというのはとても手間暇がかかり、NPOと
市担当課にはまだまだ戸惑いがあるようです。
　もう一つ、市職員のNPOへの理解もまだまだ不足しています。NPOへの期
待は高まっているものの、やはり職員の中にはNPOへの理解、共働への理解
が十分に進んでおりません。そこで、それを克服するために市職員の意識啓発
に取り組んでいます。そちらの事例をご紹介します。
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　まずは、共働事業の事例発表やワークショップにより共働の意義や成果を学
ぶ「職員共働研究会」、あるいは、共働に興味関心のおありのNPOや市職員、
市民、大学生、企業の方などが気軽に集い、出会い、語り合う情報交換会「共
働カフェ」などを実施しています。
　また、共働事業を積極的に紹介し、NPOとの共働の意義や必要性を理解し
てもらうための市職員向けの広報誌「ともばたらきのススメ」を毎月制作して、
職員向けのWeb掲示板に掲示しています。

５．経験者の声
　最後に「経験者の声」です。今年度行った職員共働研究会においては、まさ
に共働の本音を語ってもらおうということで、21年度、22年度に共働事業に取
り組まれたNPO、市職員との意見交換会を行いました。「共働事業、ぶっちゃ
けどうなの？」ということで、いろいろ聞いてみましたので、それを少しご紹
介いたします。
　「共働事業に取り組んで良かったことは？」とお尋ねしたところ、NPOから
は、市の関係課との協力・連携が図りやすくなった。活動がレベルアップし、
成果が評価された。社会的信用や知名度が上がった。市職員からは、行政だけ
では取り組めない事業が実施できた。市が持っていない専門性やノウハウが習
得できた。人脈が広がったなどのご意見が寄せられています。
　一方で「困ったことは何ですか？」と聞いてみたところ、NPOからは、中
間振り返り会議など、合同会議が多かった。経理の関係書類、事務処理が難し
かった。責任の所在、役割分担が不明瞭だった。市職員からは、全体的に手間
がかかった、負担が大きかったなどの声が聞かれました。
　やはり提案審査の過程からお互いに意思疎通を図りながら、共働によって取
り組むプロセスをとても大事にしている事業ですので、実際に取り組まれてい
る皆さま方の負担は大きいということがよく分かりました。そこで、私どもも
大切な要素は十分残しながらも、例えば事務処理、あるいは会議の数など、減
らせるところはこれから減らしていこうということで、今、検討しています。
　最後に、「共働事業について自由に語ってください！」ということでお尋ね
しました。NPOからは、全国的にも画期的で、行政とNPOがお金も人も出し
合い進める事業はないので、共働できたことに非常に満足している。総事業費
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の２割負担は重いかと思ったが、官民対等な立場を保つにはいい案だったなど
のご意見が寄せられています。共働事業に取り組まれたNPOの方は非常に意
識も高く前向きです。また、そのほかにも共働事業を通じて、やはり自分たち
NPOの体制、基盤をもっと強化する必要があるというご意見等もいただいて
います。
　続いて市職員です。中間評価は時期が早すぎると思ったが、結果的には、そ
の後の指針につながったので有効だった。共働事業が終了した後にその事業を
どう展開していくのかが重要だと思った。たくさん苦労したが、その分たくさ
んうれしいこともあったなどのご意見が寄せられています。
　最後に今後の展開です。共働事業提案制度は平成23年度に、全体の検証を行
うようにしています。先ほど職員共働研究会でそれぞれ事業を担当された方々
のご意見をいただいたのも検証のための一環ですが、それ以外にもNPOやボ
ランティア団体の皆さまのアンケート調査、あるいは職員のアンケート調査、
また、先ほど紹介した市民やＮＰＯとの情報交換会「共働カフェ」を利用して、
福岡市の共働事業提案制度への自由なご意見を等いただきました。それらのご
意見等も参考に、市民公益活動推進審議会でご議論いただきながら、より良い
共働のあり方を研究していきたいと考えています。
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（川合）　皆さん、こんにちは。お手元の資料３と資料６、あと冊子二つをご用
意いただいて聞いていただければと思います。

１．138NPO ～一宮の市民活動育ちあいネット～
　まず、一宮市ではいわゆる「１％支援制度」というものに取り組んでいます
が、１％支援制度というのがどういうものか、聞いたことがある、何となく分
かるという方はどれくらいいらっしゃいますか。「１％支援制度」は最初にお
話しいただいた松下先生も本を書いていらっしゃいますが、簡単に言えば市民
の投票でお金が回る制度です。これがきっかけで始まった協働事業についてお
話しします。
　138NPOというのは、一宮を数字で書くと「138」ということで、決して138
の数があるという意味ではありません。単なる語呂合わせです。サブタイトル
で「一宮の市民活動育ちあいネット」とあるのですが、実は最初は138NPO、
一宮市民活動ネットワークとか、何かありきたりのよく分からない名前でした。
育ちあいというところがポイントだろうということで、この名前を付けた団体
で、まさに一宮市のいわゆる１％支援制度、「市民が選ぶ市民活動支援制度」
と呼んでいますが、これがきっかけで立ち上がった団体です。
　私たち地域ふれあい課は、市民活動の活性化を主に取り組んでいるところで
す。ほかにも自治組織や防犯、交通安全も担当している課です。

２．市民が選ぶ市民活動支援制度の概要
　協働のきっかけとなった市民が選ぶ市民活動支援制度は、簡単に言えば
NPO、市民活動団体にお金を出す、いわゆる補助金の制度です。一般的な補

事例研究②

「1％支援制度と138NPOの活動」

一宮市企画部地域ふれあい課
川合　信嘉　氏

特定非営利活動法人　志民連いちのみや　理事長
星野　　博　氏
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助金の制度ですと、団体から申請をいただいて、市が設ける審査会で審査をし
て、審査を通過したところだけがお金をもらうことができますが、こちらは少
し変わっていまして、まず団体が私たちはこういう事業をするのでお金が欲し
いと申請をするところは同じです。次に審査会で審査をしますが、そこで行う
審査は、この制度のポイントで市民の投票があるのですが、その市民の投票の
対象とすることができるかどうかという審査を行います。審査を通ったところ
が、今ちょうど投票が終わったばかりですが、80団体が審査を通過して、市民
の投票の対象となりました。
　先ほどから投票と言っていますが、この制度は団体にお金が回る助成金です
が、どの団体に幾ら助成されるかということが18歳以上の一宮市民の投票によ
り決まります。日本では千葉県市川市が初めて導入して、一宮は二番せんじで
導入した制度ですが、本当に投票でお金が入るということで、今まで団体を知
らなかった方もお金が絡むので団体のことを知ってくれるかもしれない、団体
も市民からの投票でお金がもらえるので、今まで以上に頑張るかもしれないと
いったことも期待している制度です。
　なぜ、１％支援制度と呼んでいるかということも少しだけお話しします。こ
の制度はもともと東欧のハンガリーで始まって、所得税の１％を自分の指定し
たNPOに国が代わって寄附をするというのがきっかけです。千葉県市川市で
は、それを国ではなく市に当てはめるために、納めた市民税の１％相当を自分
の指定したところにという制度を始めました。一宮は納税者限定ではなく、18
歳以上の全員が投票できるのですが、１％支援制度がやはりきっかけですので、
その言葉を大切にするために、一人１票ですが、その１票にお金の重みを付け
ました。それに１％という数字を使いました。個人市民税の額１％を18歳以上
の人口で割って、平均額を一人１票の額としました。それ掛ける何票入ったか
らこの団体には幾ら入るという制度です。
　このような制度なので、実は団体にとってはお金が入りやすいです。今まで
は審査会で通ったところのみがお金をもらえました。例えば10団体や20団体か
ら申請があっても、審査が通るのは６～７団体で、ほかのところには一切お金
が回りません。この制度は逆に市民の投票がどれだけ入るかによってお金が多
い少ないが決まるというものです。そうなると、たくさんの市民がかかわって
くれるということで、いい面もあれば悪い面もあるというところが出てきます。
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３．市民が選ぶ市民活動支援制度の目指すもの
　そもそもこの制度は何を目指すのかというところですが、やはり資金援助は
もちろんです。NPO、市民活動団体は財政的に弱いところが多いです。新し
い公共という考えでいけば、そういうところがどんどん出てくるのは当然で、
出なければならないし、活性化しなければなりません。活性化とは何だろうか、
本当にお金だろうかと思ったときに、やはり多くの人が巻き込まれなければな
らないと考えました。だからといって、無関心の人がNPO・市民活動にすぐ
に関心を持ってくれるかというと、それはなかなか難しい。この制度はお金が
絡むことで、今まで見向きもしなかった人がひょっとしたらかかわってくれる
のではないか、そういうかかわった人が、初めて団体にかかわって、活動にか
かわって、サービスを受けて、フィードバックをして、どんどん活動がブラッ
シュアップされていって、好循環が生まれて、いい地域ができていくのではな
いかということを目指しています。
　もちろんこういう流れがスムーズにいけばいいのですが、一つ不安がありま
した。皆さんも容易に思い付くと思うのですが、まず市民が投票するであろう
かというところです。制度ができたからといって、果たして皆さん本当に投票
に行くだろうか。一宮市の場合は、つい最近市長選がありましたが、40％を切っ
たような投票率です。そんなときに、「皆さんどうぞ投票してください」といっ
て投票するだろうかという不安がありました。
　もう一つ不安があったのが、果たして団体が市民の選択に耐え得る基礎的な
力を身に付けているだろうかというところです。NPOの方々はいいことをやっ
ていますが、いいことをやっているから説明は要らないと思っている方が多い
です。でも、市民の方はそういう活動を全く知らないので、言葉足らずの説明
では何を言っているのかさっぱり分からないですし、一歩間違うと暇とお金が
ある人が自分で好き勝手なことをやっていると思われてしまいます。そういっ
たときに適切な説明責任が果たせるだろうかという不安もありました。
　また、投票でお金がいくということですので、自分のところに投票を求める
のは当然として、適切な方法で求めるであろうかというところがすごく不安で
した。この制度は、実は市長のマニフェストで与えられた制度ですが、与えら
れた制度を守っていくためには不安要素を取り除かなければなりません。そう
いうことを考えてこの協働事業が生まれました。また、なぜ協働が生まれたか
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ということは後々お話をします。

４．具体的な取り組み
　協働事業で何を取り組んだかということを少しお話ししておきます。簡単に
言えば、セミナーとPRイベントです。セミナーというのは、団体育ち合いの
ためのセミナーです。要は、まず市民の人を巻き込む前に自らが襟を正そうと
いうことです。自らが育ち合って、何の不安もない団体になって、市民の人に
堂々と投票を求めるようになりましょうということで、育ち合いのためのセミ
ナーです。あと、制度自身をもっとPRするために、目立つところでのPRイベ
ントに取り組みました。
　一宮市として制度のスケジュールがあるのですが、それに極力合わせるよう
にして育ち合いセミナー等を開催してきました。例えば事業申請の前には申請
書の書き方や、投票を求める前にはPRの仕方などを、タイミングを合わせな
がら実施してきました。
　まず、私の話はいったんこのあたりにして、ここで星野さんにバトンタッチ
します。

５．市民・NPOの側から
　今日は数少ない市民の参加者の側からお話をさせていただこうと思います。
　川合さんは今37歳ですが、実際には、市長のマニフェストで決まってから、
実行部隊はほとんど彼が一人で切り回して、スキームづくりから何からしまし
た。そういう意味で言うと、今の川合さんのお話は、制度を作る側、行政官と
してのお話と、今日のテーマであるNPOとの協働の話が少し同時進行してい
た部分があったと思います。
　あえて言いますと、この制度そのものは私は協働だとは思っていません。こ
の制度があることに対して、市民と一宮市地域ふれあい課との間で生まれたコ
ラボレーションが協働であるということです。このことを伝えに私は今日は
参ったつもりです。

5-1．一宮市の市民性
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　一宮市というまちは、名古屋のすぐ近く、名古屋からJRで８分ぐらいのま
ちです。人口は38万人、木曽川に接していまして、とても水の豊かなまちで、
交通も至便な所です。こちらから行くと、高速道路が名神から東名に変わる小
牧のすぐ手前で、いろいろな交通が集まっており、私はハブタウンと呼んでい
ます。もともとはとても豊かな土地で、繊維産業がとても大きな基盤になるま
ちで、とりわけ戦後、私は繊維バブルと呼んでいますが、非常に富を蓄積しま
した。この富の蓄積がわがまちを豊かなものにし、いろいろな支援、ハードを
造ってきましたが、他方、大きな力があるがゆえに、育つべき市民性の育ちが
とても遅かったという認識を私はしています。
　ご存じのように、繊維はとりわけ構造不況の最たるもので、一宮の経済性を
基礎にした市民力のようなものが下がっていくときに、他方で本当の私たちの
市民性が向上して、まちの衰退を守っていくということがとても美しい絵でし
たが、なかなかそうはならずに、市民性がとても遅れていると私は思っていま
す。
　その中で、何かというと今でも繊維産業を盛り上げようという話になるので
すが、私たちはそうではなくて、多様ないろいろな市民の力を集めてまちをつ
くっていこう、ある意味、普通のまちになろうという活動をしてきたのが、「志
民連いちのみや」です。宣伝になってしまうのですが、今度の５月３日に「杜
の宮市」というイベントを開催します。これは、今、行政の名前で市町で一宮
と付いているのはもう私たちのまちだけになってしまったのですが、尾張国一
宮、一宮真清田神社で市民だけでやるお祭りで１万人ぐらい人が来る祭りです
が、こういうものを私たちは「まつりづくり」と呼んでやっています。

5-2．138NPO発足の経緯

　後でお話をするところへつながるのですが、とても弱い市民性の中で、私た
ちはどうやったら市民活動を増やせるかという活動を、このまつりづくり活動
と一緒にやってきました。その中で、川合さんたちともそれ以前から、協働と
呼べるほどではないのですが、NPO講座など、いろいろなことを一緒にやっ
てきたのですが、この制度が始まったのは、市長がマニフェストに書いて、あ
る日突然始まったのです。それも言いだしてから４年の市長任期の最後にはで
きるかと思っていたら、とんとんとすぐ始まってしまいました。何かある日突
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然、空から降ってきた制度だという気がしています。
　本来、市民活動を支える制度というのは、私たちのような市民活動団体が「あ
の制度はいいね。私たちのまちにも欲しいね。こういうものをつくろうよ」と
いう声を上げて、それを行政がくみとってくれて、共につくっていくというの
が理想論ですが、ある日突然できて、市が「さあ、市民活動の皆さん、これに
参加してください」と言うと、「何、それ？」というのが私たちの状況でした。
その意識がとても私の中に危機感としてあって、いかにこの制度を支えていく
のかというところが、私たちの138NPOという活動の一番のエンジンです。
　138NPOという活動は、初めは私たち志民連いちのみやの活動としてスター
トしました。この一宮市の制度では、私たちはこういう活動をしていますから、
私たちのところに票を入れてくださいというプレゼンをして、ビデオで撮って、
ホームページに流すのです。プレゼンをする場所も、駅からバスで10分ぐらい
行った所にある、誰も来ないような公共施設でするわけです。私たち市民活動
団体からすると、人がたくさんいるところでやりたいと思うわけですが、80団
体ぐらいいますから、５分ずつかかっても400分、６～７時間かかってしまい
ます。行政だと、そうしたことを公共の場所ではない所でなかなかやれません。
　もう一つは、実際には私たちがプレゼンを行ったのはイオンモール木曽川キ
リオです。その後で「どうしてイオンでやるのだ。イオンでやるなら、ユニー
でも西友でもやらなければ駄目だ」と言われました。でも、私たちは行政では
ないので、そういうことではなくて一宮で一番人が来るところでやったのだと
いう開き直りもできますし、私たちの体力からすると１カ所やるので限界でし
たので、そこでやったわけです。駅から10～15分ぐらいかかる公共施設ではな
かなかみんなに伝わらない。だから、人がたくさん来る場所でやりたいという
ことを彼に提案しました。
　そのときには時間もなかったので、まず志民連いちのみやで実際にやりまし
た。そうしたら、当初の登録団体80団体ぐらいのうち、半数ぐらいのところが
出てくれて、わいわい行いました。しかも、それを地方のケーブルテレビで２
日間、合計８時間ぐらいずっと流して、広報という意味でも非常に役に立った
と思いました。このときは割と幸せにやったのです。これが１年目です。
　ところが、終わってみたら、先ほどから川合さんが投票という言葉を使って
いますが、投票ということは、やはり政治的な技術がとても生きるわけです。
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私たちですと、先ほどのイベントで音楽などを、駅前で行って「私たちに票を
入れてね」ということをするのですが、そんなことよりもご近所のおばさんの
所へ行って「ここに書いて」という地縁的なところが強力な資金を集めるわけ
です。そうすると、イオンモール木曽川キリオへ行って一生懸命広報をやって、
これが一体何の役に立つのだという議論が出てくるわけです。確かに私たちも
こんなことをしていても票にならないと思います。うちはまちづくりのNPO
として一宮で一番古いところですが、私たちの関連したところで全部で１万円
ぐらいしかもらえないというところもありました。それでも１万円もらえたの
で頑張っていますが、そういう矛盾があります。
　その次に、ここからどうしようかという議論が私たちの中で生まれました。
その過程の中で、このままこの活動を広げていこうということで、志民連いち
のみやは手を放して、参加するNPO団体で横の緩やかな連携組織をつくろう
ということにしました。これが138NPOという組織です。

5-3．138NPOの課題

　そのときの課題も、私たちは川合さんたちと話をして、あるとき気が付いた
のです。私はNPO活動を20年ぐらいやっていますから、一宮の市民活動団体
は大体知っているつもりです。でも、私の知らない市民活動団体がこの制度に
いっぱい手を挙げてきたのです。その中には、これが市民活動なのか、公益性
なのかというところもあれば、こんなことをやっている団体があるのかという
いい団体が５～６万円というお金をもらって、本当にそれを上手に使ってくれ
る団体もありました。では、こういう団体が、いい報告が出せるかどうかと思っ
たら、報告書など書いたことがないのです。忙しいし、例えば障害の問題をやっ
ている団体など、守らなければいけないことで必死で、そんな書類を書いたり、
報告書を書いたりなどということはしたことがないけれども、市がいい制度を
つくってくれたからといって手を挙げました。
　でも、もしそれで書類が書けなかったら、私たちは「ほら見ろ、書類も書け
ないような団体に公金がいくのか」という問い掛けをされます。これは耐えら
れない。逆にそうしてしまったら、この制度がなくなったら、そのいい活動団
体たちを守れなくなるのです。１回お金をもらうと、なくなるとつらいです。
　だから、この制度を守っていこう。そのためには会計をすること、アカウン
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タビリティ（説明責任）か、何かをやったら、やった中身を同時に人々に伝え
ていくことは、市民活動の普通の市民はあまり練習していません。でも、それ
をみんなで勉強しようということをやりました。私は本業が税理士ですが、そ
ういう私を含めたいろいろな専門家が集まって、それを教えていく。それをお
互いメンバーの知恵を持っている者同士で共有して高めていこうということを
やりました。

5-4.市民性の育ち合い

　広報活動をイオンモール木曽川キリオで２年しましたが、それよりも直接
行ってやる団体の方が力が強いということがわかって、どうもこれも下火にな
りました。どうしようか、でも、何か広報活動をしていきたいと思って、今年
は、一宮の駅は１日で７～８万人の乗降客がいますが、駅でチラシをまき始め
ました。誰も来ないだろうと思ったら意外にも30団体ぐらい集まってくれまし
た。非常に面白かったのは、中には、後ろ向きのことをおっしゃる人がいます
が、その人に対して、今まで一度も口を聞いたことのないようなおじいちゃん
が、「あんたそれはおかしい、帰って」という話をしたのです。そうした流れ
がとても強くなって、今年駅前でチラシをまくという事業をしました。青くさ
い子供じみた話かもしれませんが、何かそこにはとても熱いものを感じていま
す。
　それは、基本的に補助金をもらうという共通の目的によって、市民性のあま
り強くない市民団体が、何か一つ緩やかな連携を持つことによって、少しずつ
育ち始めているのではないかという気がしています。これは多分、私としては、
市の制度があっただけでは育たなかった市民の自主性だと思っています。私た
ちは私たちの中でこういうことをやろう、このように広報をしていこう、この
ように連携しようと繰り返す中で、多分この２年むずむずしながらやっている
間に、参加している団体の人たちが、公益とは何だろう、共益と公益は何が違
うのだろう、これは何のためにしていくのだろう、こうすることで結果的に何
が自分たちの活動に返ってくるのかということを、多分真摯に考えていたので
はないかという気がしています。そういう意味では、まさに育ち合いなのでは
ないかと思っています。
　一方、不安なことも幾つかあります。まず、幾つかのまちでどんどん１％制
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度が増えていますが、増えるといろいろな矛盾点が出てきます。あまりメジャー
になると、あの制度はよくないという声が大きくなってくるとやばいと思って
います。私たちはやはりお金が欲しいものですから、あまりメジャーにならな
い方がいいとこっそり思っています。もう一つは、やはり投票という言葉が象
徴しているように、選挙的な色彩が強くなってしまったので、知り合いの囲い
込みみたいな形で、市民の分断が起きてくるのではないかという恐怖感が少し
あります。もう一つは、私などもすっかりそうですが、補助金に対する依存体
質ができてしまって、審査などではなくて、市民にどこの団体に寄附しますか
ということを委ねるがために、自分たちの活動の公益性や、やっていることの
今までと違う新しさにいくよりも、選挙でお金を集めることにいってしまって、
そのお金があることが前提で動いていく。これもある程度はよしとすべきだと
は思うのですが、あまりそうなってしまうのも制度趣旨と違うのではないかと
思っています。
　ただ、そうしたことを超えて、先ほどのちょっと熱い、青くさい、緩やかな
連携ということが、市民の間で初めて始まってきました。個々の団体の自主性
を持ちつつも、全体で何か広げていこうとしています。これは制度が今１％と
言っても、１％全部だったら２億円ぐらいになるのですが、今は2,000万円ぐ
らいということで、まだパイ自体が広がる可能性があります。隣の人のお金を
取るのが得になる制度ではなくて、この制度そのものを知ってもらうことに
よって、自分の５万円が７万円になる可能性があるということですから、共に
一緒にこの制度を広報していくことが、多分プラスになります。自分だけのも
のになりませんが、まさにそこのところが公益性の肝の部分かと思っています。
　そこのところを体験したわれわれで、138NPOという組織の中で、何かまた
次の新たな一宮全体の市民のうねり、市民の側からのうねりみたいなものをつ
くっていく基盤に、今、動きつつあるところがあります。これもすべて、ある
意味与えられた制度の下で生まれたものではあるけれども、そこから今まで満
ちてこなかった地域の市民性が育っているのではないかと今は前向きに見てい
ます。
　幾つかの制度矛盾が気になりつつも、この制度を何とか守っていきたい。市
がわれわれ市民活動に傘をかけてくれたなら、我々は我々自身で長靴まで履い
ていこうという活動です。この制度がなくならないように、決して行政のお先
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棒担ぎをするつもりは全くなく、我々は我々でこの制度を守りたいがために、
138NPOをやっているというのが趣旨です。それと、行政側のこの制度を守り
たいというところで合致したことで、今協働がうまくいっています。今のとこ
ろはうまくいっていますが、先のことは分かりません。

６．真の“育ち合い”の芽生え

（川合）　民の方からの話をしてもらいました。では、市としてどう考えている
かということで、協働は一宮で生まれたのですが、今、星野さんのお話にもあっ
たとおり、できた当時は不安でした。このままだと本当に大丈夫かということ
で、制度ができてNPOを取り巻く環境が良くなるはずが、本当にこのままだ
と「あの団体は、何だ」という最悪の結末がちょっと見えたのです。それで
意見交換をちょこちょこしていて、取りあえずPRをみんなでしようと言って、
やってくれたのですが、やはりそれだけではなくて、団体として育ち合いたい
という共通の思いがありました。
　団体の側からすると、自分の団体に票が入ってほしい。多分、これは本音だ
と思います。市からすると、どこの団体に何票というよりは、パイが増えてほ
しい。特定の団体に何票入るというよりは、投票する市民がとにかく増えてほ
しい。ここは一致する部分ではないとは思うのですが、138NPOでの取り組み、
イオンモールでのPRイベント、駅でのPRイベント、育ち合いのセミナーをや
ることによって、二人が共に思い描いていることと、それぞれが思い描いてい
ることが両方ができる。これは絶対に実現させるべきだと思いました。
　ただ、あくまでもその時点では、本当に個人と個人で思っていただけで、そ
れでは協働でも何でもなく、単なる独りよがりで、本当に自己満足の世界で終
わってしまうし、続かないと思ったのです。そこで、星野さんが138NPOとい
う団体を立ち上げてくれました。こちらとしても、それを組織の中で伝えて、
組織として対応するというところで実現させました。やはり個人と個人の話し
合いがスタートだったというのは事実だと思いますが、それを組織と組織まで
に今は何とか持っていくことができました。だからこそ、協働として続いてい
るのかと思います。
　言うだけでは本当に単なる評論家と一緒で、本当に仲のいい人たちと酒を飲
みながら話し合って、それで終わり。それでは何も変わらないので、やはり動
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かなければというところもありました。こういったことで始まった138NPOと
地域ふれあい課との協働です。
　余談なのですが、例えば私は今日もここへもちろん仕事で来ていますし、
138NPOのセミナーをやるときにも事前に必ず打ち合わせや資料づくりもしま
すが、やはり皆さんなかなか時間が取れないので平日の夜にします。ただ、私
はちゃんと仕事として行かせてもらっています。これは多分、仕事でなく行っ
たら「個人でかかわっている」で終わってしまうのですが、ちゃんと仕事とし
て行って、時間外勤務手当ももらっています。これが一応、今、私の中では組
織としてかかわっているという後ろ盾のところと思っています。こういったか
かわりがあるからこそ、本当にかかわるときにとことんお互いに言いたい放題
言い合っています。先ほどの松下先生の話で、副市長と企画部長が違うことを
言っているというのにはかなわないのですが、本当に私たちもお互い本音で語
り合って、嫌な雑務、面倒くさい雑務をすべてを一緒にしています。
　今回、この冊子（「新たな協働のカタチ」）が出たのですが、二人で必死に
200部ぐらい作りました。こうしたことも全部一緒にするということで、いい
とこ取りでは意味がないので、行政がいいとこ取りをしても駄目だし、団体が
いいとこ取りをしても駄目なので、両方でできる限りやるようにしています。

７．市民活動支援制度の継続と発展のために

　こうした内容で、何が良かったかというところですが、この制度はやはり賛
否両論の制度だと思っています。賛否どころか、否の方が圧倒的に多いかもし
れません。ただ、否が多くても、いい部分がそれをカバーして余りあると私た
ちが信じているからこそやっている制度です。ただ、同様の制度を、実は大阪
でも和泉市がちょうど始めたばかりで、今、全国で７市あるのですが、残念な
がらそのうちの二つでどうも見直しを迫られていると聞いています。この制度
は、いずれの市もトップダウンでできた制度です。そうなると市長が代わると
ころっと変わるということがあるようです。
　余談ですが、一宮は平成18年の市長選のときのマニフェストでこの制度が挙
がって、22年もその市長が再選されたので全く問題がなくいったのですが、も
う一つ、一宮市の場合はこの制度を条例でやっています。条例であれば市長が
代わってもすぐにやめることはできないとは思います。志木市の例もあるので、
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すぐに変わるということもあるかもしれないですが。
　ただやはり、不安なところは事実あります。先ほども言ったとおり、いくら
でも突っ込みどころが満載です。突っ込みどころが満載のときにどう対応する
か。本当に「団体があんな票の集め方をしているのに、そんなものに公益性が
あるのか」と言われると、正直、言い返すことができないのです。応援したく
ないと思うところも個人の思いとしてはあります。でも、組織としてはすべて
応援すると言い切っています。これはちゃんと割り切って言うのですが、でも、
非常につらいです。組織として割り切って応援するという理由は、審査会を経
て、審査員が「これは公益性があるから、市民の投票の選択肢としてオーケー
だ」と言ったからです。私たちも申請書をちゃんと受け取って処理をしている
からです。でも、言いたいことは山ほどあります。それを市が言っていいかど
うかというと、言えるところと言えないところがあります。例えば「票の露骨
な集め方は駄目だ」と言えますが、「あなたの活動の公益性は低いと思います」
ということは個人的には絶対に言わないです。
　でも、138NPOならお互いが言い合うことができます。これはすごい効果だ
と思います。要は、なぜ協働かというところがあると思いますが、市がセミナー
を開くこともできますし、PRイベントを開くこともできます。でも、そこで
言えることには限界がありますし、やる場所には限界があります。その限界を
超えるために、団体独自というのももちろんいいのですが、そんないいことを
やっているのに行政が協力しないのは非常にもったいない。だから、組織とし
て絶対かかわりたいということがあります。そこがまさに効果かと思います。
　今はまだまだ発展途中ですが、このペースで団体がどんどん成熟していくと、
仮に今後、市長が交代になって制度を見直すと言われても、「何を言っている
のですか。団体がこんなに自分たちで頑張って前向きにとらえているのに。」
と言えるかもしれません。団体も行政も育ち合っていくと、やはり変なことを
しなくなるのです。投票によりお金が入る制度ですが、市民が「私はあなたの
ところに票を入れるから、お金をちょうだい」とはまず言わないです。そこま
でメジャーでもないです。逆に言えば、団体が悪さをしなければ、多分まとも
な票しかないだろうと思います。
　ということは、まずは団体が育ち合うところから始めよう。そこから次に
市民の成熟という、卵が先か、鶏が先かというところがあるとは思いますが、
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「おまえが悪いからこちらも態度を変えない」と言ったら一生変わらないと
思うので、相手がどうであろうが、自分が態度を変えていくということです。
138NPOは多分そういう自立（自律）した考えを持った人たちの集まりだと思っ
ています。こういったところが出てきて、自分たちで育ち合っていくというこ
とは、本当にうれしい限りのところです。
　やはり、本当にこの制度が広がってほしいと思います。すべてにとは思わな
いです。当然、先ほどの福岡市の事例も非常にいい事例で、何がいいかという
のは本当に地域ごとで違いがあるのは当然だと思うので、その地域に合わせた
いい制度がどんどんいろいろな地域にできていくといいと思っています。

（星野）　うちもカフェをやっているので、実際にコミュニティビジネスをやっ
ていますが、どうしてもお金というのが冷たい形で流れがちだと思います。こ
の間もある新しく市民活動を始めた方が、「私は市民活動をビジネスとしてと
らえているので、そうやって投票の用紙のここに書いてと言って強く求めたり、
初めから自分のところの投票番号を印刷して皆さんのところに渡して、ここに
名前だけ書けばいいとするのはいいことなのではないか」とおっしゃったので
す。確かに私たちだってお金が欲しいのですが、ちょっと違うと思うのです。
その時は138NPOのみんなから「いや、それはちょっと違うのではないか」と
いう声が上がってきて、これはあまり行き過ぎるとちょっと全体主義的で怖い
と思うのですが、そうしたわれわれは「税金を使うのだから」みたいなことは、
この制度によって何かみんなの中で気付きが生まれてきたところかと思ってい
ます。先ほども申し上げましたように、行政から与えられたというスキームだ
けでは生まれないことだったかと思っています。そんな共感が生まれて、志の
あるお金、志金という形でお金が流れていくようなまちになるといいと思って
います。
　ただ、先ほど川合さんが、個人と個人の思いからスタートして、それが組織
と組織になって協働の形になっていると言いましたが、やはりそこでの個性と
いうのは重要です。そういう意味では、継続性というか、本当に組織と組織の
コラボレーションみたいな形になるのには、まだ時間がかかるだろうと思い、
藤井さんのお話を聞いて、一宮は田舎だとつくづく思っていた次第です。ホー
ムページや、私たちが夜中にホチキスでとじた「新たな協働の形」には趣旨が
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書いてあります。私たちは、市長が代わってもこの制度が残ってくれるように
願っています。

（川合）　最後に一つだけ。特にこの制度は、市長のマニフェストでできたトッ
プダウンの制度です。市川市が日本で初めて導入した制度で、正直、一宮は二
番せんじです。だから、この制度自体がどうとは全く思わないというのが本音
で、やはり市長が与えてくれたプレゼントでできた制度だと思います。ただ、
138NPOという活動は、実はほかの６市にはない活動です。要はこの制度を守
り育てていこうという意志で生まれた活動なので、これが非常に素晴らしい活
動だと思っています。この場で発表することができてすごくうれしく思ってお
ります。

質疑応答・松下先生によるまとめ

（松下）　質疑の時間に移りたいと思います。できるだけたくさんの質問をいた
だきたいと思いますので、要領よくご質問いただければと思います。答える方
もできるだけポイントを絞って答えていきたいと思っております。
　まず、私の方で総論的なお話をしますが、福岡の事例を藤井さんから、まさ
に一緒に働くという意味の「共働」という概念で説明されました。お話を聞い
ていて、具体的な提案事例が25件もあるのかと驚きました。大抵、提案事業は
どんどんじり貧になって一けたになっていくわけですが、３年目でまだ25件も
あるのかとすごく驚きました。その辺の秘密もあるのではないかと思います。
　それから、川合さんと星野さんから１％の話がありました。制度の概要がよ
く分からなかったかもしれませんが、非常に先駆的な取り組みです。私もこれ
にずっとかかわってきています。千葉県市川市がはじめたものを一宮市が後を
継ぎ、幾つかのところが後を継いできていますので、その流れがさらに続いて
いけばいいと話を聞きながら思いました。私の話も含めて、特に事例等は非常
に興味深いものがありますので、質問をいただければと思います。

（Q1）　福岡市の事例ですが、これは単年度事業とお聞きしたのですが、継続
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的に申請された場合はずっと継続していくのかどうか。400万円の事業のあり
方ですが、経費的なものも単年度で終わるのか、継続していくのかということ
です。
　一宮市ですが、よく似た事業で、企業の方が何かレシートの金額に応じて投
票してということを、環境などのセクションを絞った形でやっている事業があ
るかと思いますが、見させていただきますと非常に多様な内容で投票が行われ
ています。これは事業の絞り込み、あるいはジャンル分けといったことは、将
来的に考えておられるのかどうかということをお聞きしたいです。
　最後に松下先生にお願いですが、私どもが行政に携わりました当初は、市民
主体で、行政は市民のことを考えて政策提案をする時代である、そして協働の
時代であるということですが、今、国も、政党政治も含めて、地域再生の主体
はどこにあるのかということが問われる時代だと思います。特に一宮市の事例
を見ますと、従来の政策分野でいう文化や福祉といったもので市民が非常に多
様なニーズを求めています。それに対して行政がフォローできない、行政の枠
を超えた部分が出てきているのではないか、逆に言うと、新しい行政課題に対
してフレキシブルに対応できない行政の弱点も見えるのではないかと思いま
す。今後の協働のあり方の展望みたいなもので、何か一言ご指導いただきたい
と思います。

（藤井）　事業については原則単年度です。しかし、継続の基金をちゃんと設け
ています。しかも、事業の中間期で中間報告会、事業の終了期で最終報告会を
行うとご報告しましたが、中間報告会が継続に向けた大きなキーポイントにな
ります。事業の中間期において、市担当課とNPOが半年間の事業の実施を踏
まえて、翌年度この事業をどうしていきたいのか。例えばNPOが単独ででき
るように行政が側面から支援するのか、もう１年共働事業としてやりたいのか、
あるいは、行政が引き続きやるのか、その辺をしっかり半年間で考えていただ
いて、中間報告会で皆さまにその大まかな方針をご報告いただきます。審査員
は中間報告会を受けて、翌年度の共働事業として継続する必要があるかどうか
を中間評価として出します。その中間報告（評価）を受けて、市担当課は共働
事業としてもう１年やりたいということであれば、財政当局に予算要求を行い
ます。財政当局としても、この共働事業提案制度は評価のプロセスがしっかり
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していますので、中間評価を踏まえて継続要求されたものについてはきちんと
個別調整をして査定をします。そういうことで、21年度に取り組まれた７事業
のうち、５事業は今のプロセスによって共働事業として継続予算を要求し、見
事予算が付いて継続を迎えているということです。
　２番目の400万円の経費はということでしたが、２年目はこういう事業をや
りたいということで予算要求をしますので、２年目はあらためて予算が付くよ
うになっています。

（星野）　私は本来行政の人間ではないので答えるべきではないのかもしれませ
んが、先ほどのパンフレットを見ていただきますと、この事業でも対象なのか
というのがやはりあると思います。「この団体かよ」とすごく思います。「ここ
かよ」というところに限ってお金がたくさん付くのです。うちは１万円だから
本当に悔しいです。でも、清濁併せのむような部分はあるのかと思っています。
先ほどおっしゃっていた多様性が、行政が拾えなかった部分の小さな活動、こ
れはまさに私が先ほど申し上げた、「こんな活動をずっと続けている団体があっ
たのか」という、そこに少し資金が充てられるようになった、光が当たるよう
になった。それから、これによって、そうしたいい団体が、ある意味みんなの
見えるところに出てきたという価値はすごく大きいので、「あの団体があんな
に金を持っていくのか」というところは見ないようにして、いい団体の方を見
て少し幸せになっているのが私です。

（川合）　先ほど分野分けとかジャンルの話があったと思いますが、現在は
NPO法の17分野プラスその他というところでやっています。NPOのいいとこ
ろとして、多様性とか、それを受け入れるキャパの広さだと思っていますので、
市もそれを受け入れたいと思っています。分野はそういう幅広いまま、特に分
ける、どこかを外すということは、今のところ全く予定はないです。

（松下）　私の方にご質問いただきましたが、新しいニーズがどんどん今生まれ
てきているのは確かです。行政の方の現実は、例えば人が少ないとか、予算が
ないとか、どんどん小さくなってきています。でも、ニーズは増えているわけ
ですから、それに対してどう対応するかというところがまさに課題なわけです。
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それが協働の怪しいところでもあるわけですが、協働を担い、期待している市
民の活動が現実にあるわけです。それをどのように育ち合っていくかというと
ころがまさに課題なのだと思います。
　もう一つ行政は、今、誤ったコンプライアンスに縛られています。つまり、
法に書いてあるとおりやっていればいいという考え方です。市民からも、法の
言うとおりやっていないと駄目だという意見が出されます。だから、決まった
こと、法に書いてあることしかできなくなっています。しかし、目の前には、
法には書いていない、いろいろな問題がたくさん起こっています。こういう中
で、どうやって、さまざまな課題を解決していくかが問われています。目の前
にあるけれども、なかなか手を出せないものを、どうやって出していくかとい
うことを考えていくところが、今、行政職員に問われているように思います。

（Q2）　一宮市の川合さんに質問なのですが、市民の投票についての資料を見
ていますと、平成21年と22年は２回しています。全体の投票率がどれぐらいで、
21年度と22年度で投票率の推移を教えていただきたいのですが。

（川合）　この制度が始まったのが平成20年度で、投票は実は３回行いました、
平成21年１月、平成22年１月から２月、平成23年、まさに今の１月から２月です。
１回目の投票率が約10％、２回目が11.5％、今年は実は昨日終わったところで、
まだ公表できないのですが、ほぼ２年目と同じぐらいで推移しています。ちな
みにほかの市は２～５％なので、なぜか断トツに高いです。

（松下）　その辺の高い秘密は何ですか。

（川合）　138NPOのおかげだと言いたいところですが、恐らく、好ましくな
い票集めというのは否定はできないです。ただ、本当に団体がPRに関してす
ごく力を入れてくれています。この制度は市ももちろんPRするけれども、団
体自身のPRも非常に大事だと言い続けていますので、自団体がPRを本当に頑
張ってくれていることが大きいのだと思います。あとは、18歳以上の人がすべ
て投票できるというシンプルなところかと思います。
（松下）　制度設計が非常にシンプルなのです。最初の市川市ではハンガリーの
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モデルをそのまま持ってきましたので、一人一人の税金の１％ですから、全員
金額が違うわけです。その計算だけでも大変手間がかかるわけです。一宮市の
場合は18歳以上ならば、一律600円ぐらいなので、みんな同じでシンプルなので、
投票する方も投票しやすいし、事務処理に手間もかからないというところがあ
ります。私にとってはあっと驚く制度設計です。誰が考えたのかと思いまして、
それで、川合さんと知り合いになったのです。非常にシンプルです。
　つまり、市川市の制度の場合は、協働課がやるのだけれども、税金の計算は
税金の担当がするわけです。ほかの課に迷惑をかけるわけです。そうすると、
ほかの課にはブーイングですね。でも、一宮市のシステムは金額が一律だから、
言ってみるとほかの方に迷惑をかけずに、内部のあつれきを少なくしてつくり
上げることができます。その辺は仕事の仕方みたいなことともすごく関連しま
す。逆に、その分とても制度も大ざっぱで、厳密に考えるといろいろと突っ込
むところは多いですが、こういう割りきりがすごいと思います。分かった上で、
割り切るのはすごいですね。

（Q3）　茨木市では地域コミュニティの課題にNPOの方々にご支援をいただい
ています。そのあたりで何か両市の取り組みの中であれば教えていただけたら
と思います。

（松下）　地域のコミュニティというと自治会や町内会みたいなものですか。そ
れの活性化やNPOとの協働といったこと、それはどこでも悩みでしょうが、
いかがでしょうか。

（藤井）　参考になるかどうか、先ほど紹介した事例の二つ目、志賀島の事例は、
まさに志賀島全体が志賀校区という一つの小学校区になっていまして、そこの
自治協議会や公民館の館長が、まさに共働事業に積極的にご協力をいただいて
います。
　また、今年度採択された事業一覧がお手元にもあるかと思いますが、地域猫
への対応を行うモデル事業があります。実はそちらもNPO法人の理事長が現
場の自治会長も兼ねているということで、まさに自治会、町内会の悩みをその
まま、自分たちの力、行政、自治会、町内会の皆さんと一緒に解決しようとい
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うことで提案して採択されています。ですから、これから地域猫の活動は、自
治会、各種団体を含めて、自治会の総会の中で事業をしっかり説明し、子供た
ち、大人一緒になって町内全体で地域猫を一代限り守り育てる活動をしていこ
うという取り組みがあります。
　あと、確かに福岡市でも地域コミュニティとNPOの連携は、行政としては
必要だと思っていますが、一方で地域コミュニティの方は、やはり「住んでい
る人で何とかする。NPOの力は借りないよ」という意識がまだまだ強いよう
なので、こういう共働事業提案制度の成功事例をたくさん皆さまに紹介し、「こ
ういうのはいいよね」と分かっていただければ、少しずつ連携が進んでいくの
ではないかと思っています。私たちも同じ課題を抱えています。

（松下）　一宮市の場合、特に１％の制度に対して、地域の自治会、NPOの人
たちの参加はどのくらいあるのか、あるいは、協働、連携をどのように考えて
いるかです。

（川合）　非常に痛いところを突かれたというのが本音ですが、実はこの制度自
体は、町内会という組織では手を挙げることができないとなっていますが、た
だ、町内会のメンバーを主体とした実行委員形式で公益のためであれば別の名
前でということで、すごく玉虫色の言い方をしています。正直やはり地縁的な
組織とNPOがうまく協力している例は、私の知る限り一宮市内では残念なが
らないです。ただ、例えば「神山を良くする会」という会がありますが、こ
こは地域の人たちが中心となって、まちをきれいにしようということで、ごみ
ゼロ運動をやっています。ここの代表の方が言っていたのは、「会員からお金
を取って、なおかつ、それでごみ拾いをしてくれといったら、誰が参加してく
れるかな」と笑いながら語っていて、今、何十人も一緒にやっています。これ
は地元の公民館の役員の方が中心になってできているようなところで、地域コ
ミュニティの対象になるかどうかは分からないのですが、一つの形かと思って
います

（松下）　福岡市のような協働事業の場合は、一般には数年でじり貧になるので
す。同じようなNPOが繰り返し申請をしてきて、しかも、どうかなというよ
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うなものになっていくわけです。そういうときに、ウイングを広げるために、
地域の自治会や町内会もこういう協働事業に手を挙げてほしいという方向へ向
かっていくことが多いのですが、福岡の場合は自治会や町内会も参加する方向
性を目指すのかどうかということです。それをちょっと伺いたいです。まだ決
まってなければ決まっていないで結構です。
　それから、一宮市の場合は、この制度はそもそも自治会・町内会の人たちを
元気にするという趣旨ではないということでしょうか。その２点です。お願い
いたします。

（藤井）　ちょうど23年度に制度全体の検証を行うと先ほど申しましたので、対
象団体につきましても今から検討するところです。ですから、まだ決まってい
ないのですが、われわれとしては、例えば公益法人は対象にするべきではない
かというような、今、議論をしている段階で、まだ決まってはおりません。

（川合）　自治会・町内会を元気にするということが目的に入っているかどうか
というところは、入っていることは間違いないです。地域が自立して住みよい
地域になることを目指しているのは間違いないです。ただ、町内会という組織
をダイレクトに支持しようとすると、共益と公益のところで、どうしても町内
会というと一定の区域内に住む人たちの共益の組織だということで市民活動と
の線引きに悩むのですが、そういうわけで町内会という名前の組織ではなく実
行委員形式でというあいまいなところです。自治会・町内会という既存の組織
を活性化させるというよりは、地域を活性化させることに重きに置いていて、
地域の担い手で自治会・町内会は非常に重要だとは思ってはいるのですが、直
接的にはなかなかつながっていないというところです。

（星野）　一宮は公益とする対象範囲を、１小学校区を超えるという基準になっ
ています。私たちから見ると、それは実質的には町内会活動とかぶっているの
ではないかということがあって、コミュニティが大事だとは言いつつ、何か公
益とするともう少し大きいくくりにすべきではないかと、私は個人的には思っ
ています。
（Q4）　今の質問に関連していますが、正直、地域のコミュニティ、小学校の
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コミュニティや自治会の組織とNPOと相いれないところが多々あると思いま
す。お互いに自分たちが地域の仕組みに立って活動しているのだと自負を持っ
ていますが、うまくいった場合はスムーズで理想的だと思いますが、現状は違
うことが多いのです。その辺に対して皆さんそれぞれ市民だということで、先
ほど先生がおっしゃっていましたが、公募の市民に対しても、別にあなたが代
表ではないという意見が出ます。しかし、自治会側にしてみたら、少なくとも
地域を代表しています。だけど、自治会の加入率は下がっています。そういう
中で、行政も今まで自治会を便利使いしてきたこともあるわけです。その辺の
整理をしないとこの問題はなかなか進まないのですが、どうでしょうか。

（松下）　皆さんのまちでも自治基本条例が作られていると思いますが、なぜ作
るのか、何がターゲットなのかという議論を少しまじめにした方がいいと思っ
ています。つまり、一番課題なのは何か。今おっしゃったような地域の担い手
である自治会、町内会が現実にはすごく担っています。しかし、公的なものな
のか、私的なものなのか、存在がどうもはっきりしない。使えるコウモリみた
いな役割をしています。そうなると、真正面から自治会や町内会の役割をみん
なで議論する必要があると思います。そこから始まって、もしそれが足りない
のだったら、さらにまちづくり協議会など何か仕組みをつくっていけばいいし、
その議論をきちんとしてこなかったのが今までで、それをすべきときと思いま
す。
　もう一つ、自治会の中にいる人も実はNPO活動をしています。一緒に並ん
でいる人も。でも、その場では言わないのです。なぜ言わないのかと思うわけ
です。実はNPO活動をしていて、「これを自治会でやったら面白いぞ」と言え
ばいいのですが、言わないのです。そういうことを言えるような雰囲気がある
と、何かパワーが出るかと思うのですが、なぜ言わないのかはよく分かりませ
ん。潜在力は十分にあるように思います。

（藤井）　参考になるのかどうか分かりませんが、私どもの市民局コミュニティ
推進部の隣にあるコミュニティ推進課がまさに地域コミュニティの支援をやっ
ています。そこでより良い自治会活動を支援しようということで、やはり今の
自治会活動に足りないもの、例えば客観的な組織運営だったり、役員の選定方
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法が不明瞭だったり、規約、あるいは予算・決算が町内の皆さんに明示されて
いなかったり、広報が足りなかったり、そもそも自治会は皆さんの生活に役立っ
ているのだということが住民の方にうまく知れ渡っていません。そういうこと
を、こうやったら解決できます、このような形で解決したらどうですかという
ような「自治会活動ハンドブック」というのを作っています。そういうものを
全町内にお配りして、そこには規約はこのように作りましょう、役員改正はこ
うしましょう、住民の方にはこういう形で自治会活動をお知らせしましょうと
いうような、いろいろな分かりやすいマニュアルを作っています。
　また、各区役所には地域コミュニティなり自治会活動を支援する地域支援課
という、地域の活動を支援する専門の部署がありまして、校区担当の係長がそ
れぞれおりますので、校区担当の係長が、例えば校区単位の自治協議会の事務
局長の研修をしたり、地域コミュニティの支援は区役所が中心になって行って
います。参考までにお伝えします。

（川合）　私がいる地域ふれあい課は４人のグループです。私ともう一人、二人
で主にNPO、もう二人が主に町内会を担当しています。正直、非常に頭を悩
ませています。やはり目の前で見ていても、同じ課であっても、NPOに対し
て伝える言葉と町内会に対して伝える言葉の温度差が非常にあって、本当にこ
れは便利に使ってきたという事実もありますし、野放しにしてきたという事実
もあります。NPOに対するお金の使い方の厳しさと、町内会に対する配り方
の甘さの違いもあります。私も全く解答が見えないというところです。

（松下）　今回、藤井さんの方も共働事業の場合は、例えば運営補助員賃金でお
金が出る。それから、そちらの方も事実上お金が出るということでした。まち
では、多くの人がボランティアで無償でやってきているわけです。そうすると、

「この事業に乗っかると金が出るのか」という問題がでてきます。これからの
まちづくりの担い手は、有償なのか、無償なのかという問題につきあたります。
有償化という問題はどこでも今悩んでいると思いますが、それについていかが
ですか。

（藤井）　私どもの共働事業提案制度は、地域課題の解決とともに、NPOのエ
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ンパワーメントを大きな目的にしています。やはりこれから新しい公共とし
て期待されるNPOが、新しいまちづくりの担い手としてしっかり力を携えて、
市民からしっかり信用され、自分たちが自主的な活動をどんどん広げていくこ
とで、多様な主体がいろいろな場で地域課題の解決なり、社会問題に向き合
うことを目的にしていますので、当然、共働事業に必要なNPOの人件費は正
当な事業費として認めています。これについては、今まさに、例えば行政が
NPOに委託をするときにほかの企業に委託するときよりも安い金額で委託す
るようなことが非常に問題になっているかと思います。最後にはフルコストリ
カバリーという議論もされているかと思いますが、NPOはボランティアでは
ありませんので、やはり共働事業の担い手として、市のパートナーとして、しっ
かり事業に取り組まれる、そこにかかる人件費は適正に認めるということで制
度設計をして運用しています。

（松下）　それは分かるのですが、例えば同じまちをきれいに片付けるような事
業で、こちらに乗っかればお金が出て、こちらではボランティアで、皆さんが
無償で大勢の人たちがやっているという現実の中で、確かに企業に頼めば金が
かかるから、本来そちらで金を出すべきだという議論も分かるけれども、要す
るにボランティア側というか、地域側からの不満がすごく今大きくなっている
ように私は思っているわけです。そちらはどうですか。

（星野）　本当にそこはとても苦労しているところです。うちはカフェをやって
いるので、カフェの方はほとんど普通にバイト感覚で来ているし、片や朝から
晩までイラストレーターでチラシを作っている子が１円もお金をもらわずに
ビール１杯飲ませておしまいみたいなところもあります。切り分けとしては、
そういう特殊技能を持っている人には外注としてフルコストを出していこう。
それから、事務局としてNPOの継続性を維持するために、継続的に勤める人
にはお金を出していこう。ほかの人たちはある範囲でというように初めからも
う切り分けをしてしまって、初めに謝っておきます。逆に私たちが活動してい
くためには、維持していくためには、事務局の人は必要だから、彼のためには
みんなでお金をまずつくろう、まず彼を維持しよう。彼を維持できたら、もし
余裕があったら、それでお茶ぐらい飲もうというように切り分けをしています
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が、とてもそこは苦労しています。

（川合）おっしゃるとおり、本当にここは悩ましくて、人件費を計上してくる
団体、計上してこない団体とさまざまあって、上げてきたところに「これを計
上するの？」と言ったこともあります。例えば、慰問に行く団体が、どこに慰
問に行くかという裏方をやる人の人件費はいいかと思いますが、実際に慰問に
行く人に時給800円が付くと、それは市民活動かと思ってしまうのです。要は、
どこなら人件費が付いてもいい、どこなら人件費が付いては駄目というのは、
個人的には線引きがあるとしても、それを団体すべてにほぼ同じような感覚で
持ってもらうのは非常に難しいということです。
　あとやはり、市民からは当然すごく意見があります。ボランティアで好き勝
手にやっている人に、なぜ金を渡すのかということです。そのときに私が必ず
言うようにしているのは、「この方たちはもともとすべて自腹でやっていまし
た。自分ができる範囲で自分ができる範囲のことを必死でやってきました。こ
ういった人たちが、今後地域の担い手として大きな役割を果たしてくれるので、
生き残ってほしいのです。自分のお金を例えば５年で使い果たすところを、市
が補助したら10年で使い果たすのだったら、倍にサービスができます。要は自
腹で頑張っている奇特な方々をつぶさないために、またちょっとのお金がある
だけで活動を始めることができる人がいるだろうから、この制度をやっていま
す」と答えるのですが、「うん」と納得してくれる人はほとんどいません。

（星野）　一宮の制度は、本当に小さなところから事業モデル化しているような
ところまで全部が対象になっているので、そこを一律でいくところの難しさも
あるのです。先ほどの清濁あわせのむみたいなことだと思いますが、それも制
度的にはあると思います。

（松下）　私も結論がはっきり出せませんが、おそらく有償化の方向というのは、
徐々に進んでいくのだと思います。有償化といっても、先ほど言った200円の
温泉に泊まれる地域貢献券とか、そういうレベルにも広がっていくのだと思い
ます。そういう何らかのインセンティブ、経済的とはとても言えないけれども、
そういう方向へ徐々になっていくのではないかと思っているわけです。それを
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あからさまにお金ではなくて、もっと地域に還元するような例えば地域貢献券
のようなもので組み立てられないかと私は考えているわけです。ただ、全体と
して有償化の方向に向かっていくと思っています。
　今日は、もう少し私の話を短くして、質疑応答に時間を取ればよかったかと
思いますが、いろいろな実際の悩みがあります。その一助にと考えて、私は手
弁当で研究会をやっています。実は一宮市の川合さんにも来てもらって、午後
半日、このテーマで、30人ぐらいで検討しました。そうすると、さまざまな悩
み、課題がでてきます。むろん、答える方もはっきりと答えられないけれども、
方向性は共有できるようになります。有償化の方向性も、こうした議論の中で、
私自身が感じていることです。
　それから、例えば共働事業もそうだし、一宮市の１％制度でもそうですが、
本当に優先度がある事業をやっているのかという問題もあります。税金を使っ
ていますが、本当に今やらなければいけない仕事をやっているのかということ
です。もちろん審査もあるけれども、提案してくる事業が本当に優先度がある
かを考えて見る必要があります。行政に聞くと、「優先度はそんなにないけれ
ども、提案制度があるからやる」という人たちもいっぱいいるわけです。こう
した議論をしていくと、協働制度は、一度見直しのときが来ると思います。た
だ、協働事業制度は、市民の力をつくっていく、育ち合いといいますが、市民
の力を育てていく、それが新しいまちづくりというか、私の言葉で言えば新し
い公共をつくることになるのです。行政だけでやっていたらどんどん小さくな
るなかで、もう一つの市民の力が大きくなっていく、そういうきっかけの制度
なので、つぶすわけにいかないのです。つぶさないで育てていく。非常に綱渡
りのような話ですが、つぶさずにつくっていくというところが、今、苦労する
ところだし、やっていくべき方向なのだと思います。
　みなさんの疑問に対するぴったりとした答えにならなくて、「何だ」と思っ
たかもしれませんが、協働事業そういうものだと思います。皆さんもそれぞれ
のお仕事の中で、考え、方向性を導いていくものだと思います。ぜひとも頑張っ
ていただきたいと思います。大いに期待しています。今日はどうもありがとう
ございました。
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　私どもの会社は名古屋にあり、「月曜日が待ち遠しくなるような職場づく
り」をコンセプトに、セミナーや研修会などを開催させていただいています。
皆さんの職場は、月曜日が待ち遠しい、休み明けに仕事に行きたいと思える
ような職場でしょうか。そのような職場にするには、いろいろな働きかけや
要素があると思うのですが、その一つの要素に「コミュニケーションの充実」
があります。
　弊社では年に１度、さまざまな企業や団体にご協力いただき、職場内コミュ
ニケーションのアンケート調査を行っています。その中で「現在、部下育成
について悩みはありますか」という質問をしたところ、68.8％の方が悩みが「あ
る」と答えています。悩みの種類を大きく分けると、部下の指導方法とコミュ
ニケーションの二つに集約されます。どう指導していいのか分からない、あ
るいはどうコミュニケーションを取ればよいのか分からない。難しいと感じ
ていらっしゃる方が多いようです。
　また、「やる気と業績、成果は関係あると思いますか」という質問もしてみ
ました。96.3%の方が、関係あるのではないかと答えられています。そして「上
司と部下との関係性は、部下のやる気や業績に影響あると思いますか」とい
う質問に「ある」と答えられた方は98.5％で、ほぼ皆さん関係あるのではな
いか、影響あるのではないかと感じられているようです。つまり、ここから
言えることは、上司と部下との関係性がよくなれば、部下のやる気が高まり、
業績や部下のパフォーマンスが高まっていく可能性があるということです。
そのためには、やはり指導する側の皆さんの指導力やコミュニケーション力
のアップが必要不可欠になってきます。
　今日は２時間半という短い時間の中で、コミュニケーションの中でも「ほ
める」「しかる」という切り口で、皆さんに少し練習していただきながら進め
ていきたいと思います。

マッセ・セミナー（泉州ブロック職員研修協議会共催）

「デキる上司のほめ方・しかり方」

株式会社 ミュゼ　代表取締役
齋藤　直美　氏
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　さて、皆さん、今から２時間半研修が続くのですが、学ぶモードになって
いらっしゃいますか。セミナーモードに頭は切り替わっていらっしゃるでしょ
うか。ここで、頭の体操をしてからスタートしたいと思います。私と皆さん
とでジャンケンをしたいと思います。必ず私に全員勝つようにしてほしいの
で、今日は緩いルールで、後出ししていただいて結構です。私が、「ジャンケ
ンポン」と出しますので、皆さんそれを見てから、必ず勝ちを出してください。
いいですか。ではいきます。ジャンケンポン。ポン。はい、ポンといきますよ。
はい、いきます。ジャンケンポン。ポン。ポン。ポン。優秀ですね。ちょっ
と早めます。ポン、ポン、ポン・・・。これくらいにしておきます。いいで
すね。
　では、今とは逆の手を出してください。いつもやらない方の手です。同じ
ようにやるのですが、今度は必ず負けてください。後出しで結構です。ジャ
ンケンポン。皆さん、声が小さくなりましたね。元気にいきます。ジャンケ
ンポン。ポン。ポン。ポン。いいですね。最後速めます。ジャンケンポン。
ポン。ポン。ポン。ポン・・・。これくらいにしておきましょう。ちょっと
あきらめる方が多く見られました。
　最後は両手を出してください。何となく何をやるかお分かりですね。いつ
もやる方の手は勝つ。今やった方は負けるです。ではいきます。ジャンケン
ポン。全く声が聞こえてこなくなりました。ジャンケンポン。ポン。ポン。
いいですよ。ではラストスパートです。ちょっと速めます。ポン。ポン。ポン。
ポン・・・。余計に疲れたということにならないように、この辺で終わりた
いと思います。
　いかがでしたか。いつもやる方の手で勝つのは比較的簡単というか、スムー
ズにできたと思います。難しかったのは、いつもやらない方の手、多くの方
は左手ですね。左手で負けるというのが難しかったのではないでしょうか。
人間というのは、普段しないことや不慣れなことをやったときには、違和感
を感じたり、難しいと感じてしまうことがあるのです。今日のセミナーでは、
もしかしたら普段しない手でジャンケンをしているような感覚に陥ることが
あるかもしれません。私が話すことが初めて触れる内容だったり、皆さんに
していただくことがちょっと自分の考えとは違う、いつもの自分のスタイル
とは違うものだったりすれば、それは当然なのです。今日は気づき、学びの
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場ですから、一つでも多く皆さんに持ち帰っていただければ幸いです。

１．人間の行動の原理原則
　では、本題に入っていきたいと思います。「ほめる」「しかる」という内容
の前に、皆さんに知っておいてほしいことがあります。それは人間の行動の
原理原則です。人はどういうときにやる気になったり行動したりするのかと
いうことを少しお話ししていきたいと思います。
　部下、後輩に「ああしてみたらどう？」と注意したり、しかったりしてみ
たものの、思うように動いてくれない、言ってもやらないといった経験はな
いでしょうか。人にはそういったことが起こってきます。なぜかというと、
人には感情があるからなのです。想像してみてください。皆さんがやりたかっ
た仕事を任されているときや好きなことをしているときなど、自分の気持ち
がプラスに向いているとき、皆さんの行動はどうなるでしょうか。多分、積
極的になります。逆に、仕事で失敗をしてしまった、人間関係に行き詰まっ
てしまった、何か大きな悩みがあるとき、気持ちがマイナスに向いていると
きは、皆さんの行動はどうなるでしょうか。多分、消極的になる傾向がある
のです。
　このように、人は抱く感情によって起こす行動が変わってくるのです。そ
の感情を大きく分けると、快の感情と不快の感情です。この二つしかありま
せん。快はプラス、不快はマイナスの感情です。快のときには、積極的な行
動になる傾向があります。それとは逆に、不快の感情のときには、消極的な
行動をする傾向があります。人間の本能は、不快を避けて快を得るのです。
不快なことは避けたい、自分が不快な感情になるようなことはしないのです。
それよりも自分の気持ちが快になること、プラスな気持ちを得られるような
ことに積極的に動こうとします。
　これは私の両親の話なのですが、私の父は料理が好きで、実家に帰ると料
理を振る舞ってくれます。一度、「おいしい」と言ってしまうと、その料理を
何回も何回も作るのです。要は、私に「おいしい」と言われたことが父にとっ
ては気持ちが快になることなのです。ですから、快を得ようと、何度も何度
もその行動をしようとするのです。
　今度は母の話です。私の母は携帯電話を「かける・出る」くらいしか使え
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ない人でした。メールを覚えてくれと何度言っても、「難しい」「面倒くさい」
と言って全然覚えようとしませんでした。でも、ある出来事をきっかけに覚
えてしまったのです。どういう出来事かというと、母の入院です。何年か前
にある病気で２カ月ほど入院をすることになりました。もちろん病気で気持
ちがマイナスに陥っていたということもあるのですが、それよりも家族とい
つでも会えなくなる、コミュニケーション、連絡が取れなくなってしまうと
いうことが落ち込む原因だったのです。そんな母を見て、「お母さん、メール
という機能があってね、メールがあれば私たちが病院に行けないときでもい
つでも連絡を取れて、電話で話せないときでもメールだったらいつでもやり
とりできるよ」という話をしたら、すぐ「教えて」と言って、その日のうち
にメールが使えるようになったのです。写真も撮れるようになり、写メール
もできるようになりました。母にとっては、家族に会えなくなる、コミュニケー
ションが取れなくなるということが不快です。また、最初は携帯電話の使い
方を覚えることも不快でした。難しいから覚えたくない、面倒だから覚えた
くない。だから、積極的な行動が起こらなかったのです。でも、状況が変わっ
て家族と連絡が取れなくなってしまう。携帯電話を覚えたら家族といつでも
連絡が取れる。快につながります。だから、今までしなかったことをするよ
うになったのです。不思議なことに、入院生活が終わったら、またメールが
使えなくなってしまい、今はまた、「かける・出る」の専門になっています。
　このように、人は感情の影響を大きく受けています。相手の積極的な行動
を促したければ、ポイントは相手の感情にアプローチすることです。積極的
に動いてもらいたければ、相手の感情を快にする、プラスにすることが非常
に重要になってきます。感情がプラスになっているときというのは、言葉を
換えると心に喜びを感じているときなのです。

２．ハーズバーグの動機付け・衛生理論
　では、どういうときに人は喜びを感じるのか。どうすれば心、気持ちが快
になっていくのかという説明をしていきます。
　ハーズバーグの動機付け・衛生理論というものがあります。人の要求には
二つあって、まず一つ目は「衛生要因」です。これは苦痛や欠乏状態を避け
たいという本能的な、少し低レベルな欲求です。例えば、仕事の中で言うと
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給料を上げてほしい、待遇、方針のいいところで働きたい、仕事上の最低限
度の人間関係ではいい関係性を築きたいといった要求です。
　そしてもう一つ、「動機付け要因」というのがあります。これは自己実現を
したい、成長したいなど、人間として少しレベルの高い要求です。仕事で言
うと、達成したい、もっと周りから認められたい、昇進したい、もっと成長
したいといった要求です。
　それぞれに特徴があって、衛生要因は不足すると大きな不満足になります。
いきなり明日から給料は半分ですとなるとクレームになります。大きな不満
足になります。でも、満たされたからといって大きな満足、大きなやる気を
生むかといえば、そうではないのです。もっと、もっととなっていってしまっ
て、際限がありません。
　そして、動機付け要因には、なくても暮らせてしまうという特徴があります。
人は、ないならないなりに生きていけるのです。でも、満たされると大きな
満足、大きなやる気につながります。給料や待遇などの衛生要因は、不満足
の解消や不満防止策にはなるかもしれませんが、大きなやる気、積極的な行
動にはあまりつながらないのです。つながるとしても、一瞬だけです。長期
的に質の高い、いい行動はあまり期待されません。それよりも、動機付け要因、
認められるような、達成を促すようなサポートの方が、相手のやる気を促す
ことができます。これがハーズバーグの動機付け・衛生理論です。

３．マズローの５段階欲求
　今は二つでしたが、今度は人の要求は５段階あるという話です。マズロー
の５段階欲求というものがあります。
　まず一番底辺にある欲求は、生理的欲求です。これは、食べたい、寝たい
といった人間の本能的な欲求です。続いて、安全の欲求です。人から危害を
加えられたくない、安心な場にいたいといった欲求です。続いては、帰属・
愛情の欲求です。人から好意を持たれたいとか、帰属というのはどこかに所
属をしていたいという欲求です。職場で言うと、自分の席があるというより
も、きちんと自分の居場所があると感じられるかどうかが重要になってきま
す。続いて、尊敬の欲求です。人からほめられたい、尊敬されたいという欲
求です。最後に、一番上位にある欲求は、自己実現の欲求です。この自己実
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現というのは、もう少し簡単に言うと、自分の能力を最大限に発揮したいと
いう、モチベーション、やる気が最も高い状態です。
　このマズローの５段階欲求にも特徴があります。下位の欲求が満たされる
と、上位の欲求が出てくるのです。生理的欲求が満たされると、今度は安全
の欲求が出てきます。多分、皆さんや皆さんの周りの方々は、生理的欲求、
安全の欲求が満たされている方が多いですね。問題なのは帰属・愛情の欲求
からなのです。ここから上の欲求がなかなか満たされないから、一番上位の
自己実現の欲求に至らないのです。帰属・愛情の欲求、尊敬の欲求が満たさ
れると、やる気の一番高い状態になるわけで、この尊敬の欲求と帰属・愛情
の欲求を満たすような働きかけが必要になってきます。

４．人を動かす心の三つの喜び
　では、少しまとめます。人の心の喜びというのは三つに集約されます。心
の三つの喜びです。どういうときに喜びを感じるのか。まず一つ目は成長です。
この場所にいると自分は成長できるのではないか、もっとよくなれるのでは
ないかという期待感、そして実際にちゃんと成長しているという実感、よく
なっているという実感が成長です。二つ目は貢献です。自分のやったことが
認められる、役に立つ、感謝される。三つ目は承認です。自分の居場所がある、
大切にされている、結果は出ていないかもしれないけれど、存在が認められ
ている。これらの三つを満たす必要があるのです。
　ここで皆さんに考えていただきたいのは、もし、皆さんの部下や後輩の方々
が意欲的になっていない、あまりやる気が高くないということであれば、何
かしらに不快を感じている、あるいは心の喜びを感じていない可能性があり
ます。大切なのは、仕事と心の喜びをつなげてあげることです。仕事をする
ことで心の喜びが得られれば、自然と積極的になっていくし、やる気も高まっ
ていくのです。何も言わなくてもどんどんやってくれるようになります。

５．信頼関係を築き、やる気を高めるほめ言葉
5-1．ほめるコミュニケーション基本

　やる気になってもらうためには、相手に心の喜びを感じてもらえるような
働きかけ、コミュニケーションが必要になります。それが、今日の一つ目の
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内容の「ほめる」、ほめるコミュニケーションです。
　皆さん、職場でよくほめていますか。ちなみにアンケートの中でも「職場
でほめられたいですか」と聞いてみました。94％の方が「ほめられたい」と
答えています。やはり皆さん、ほめられたいのです。気になるのは、「ほめら
れたくない」という６％です。これは、本当にほめられたくないかというと、
そうではないのです。誰にほめられるのか、何をほめられるのかにとてもこ
だわりのある人です。やはり、人は本能的には人から認められたいとか、ほ
められたいという欲求があります。
　ここで、ほめるコミュニケーション基本の実習、ほめる練習をしたいと思
います。お近くの方で結構ですので、二人組を作ってください。次に、ペア
の中で、Aさん、Bさんを決めます。Aさんは、この会場にご自宅が近い方に
しましょう。遠い方をBさんにしましょう。
　少し話ができる体勢を取っていただいて、自己紹介の時間を取りたいと思
います。ほめるにも相手のことをよく知らないとほめられませんので、お互
いを知る時間です。まずAさんが自己紹介をします。必ずお名前は言ってく
ださい。あとはフリートークで結構です。お仕事のことでもいいし、プライベー
トのことでも何でも結構です。Bさんは聞き役です。Aさんが気持ちよく話せ
るように聞き上手になってください。時に質問を投げかけていただいても結
構です。時間は１分です。あっという間です。BさんはAさんのいいところは
どこかとアンテナをたてながら、よく話を聞いてください。
　ではいいでしょうか。まずAさんから自己紹介です。用意、スタート。
　Aさん、ありがとうございます。では、役割交替です。Bさんが自己紹介を
する番です。Aさんは聞き役です。どうぞ。
　Bさん、ありがとうございます。では、今からやる内容を説明します。まず、
AさんがBさんをほめます。Aさんはほめ役ですが、ほめる前に必ずこの言葉
を言ってからスタートしてください。「○○さん、すごい」「○○さん、すて
き」「○○さん、素晴らしい」と相手の名前を言って、「すごい」「すてき」「素
晴らしい」というほめ言葉の結論を最初に言ってスタートしてほしいのです。
　これにはポイントが二つあります。まず、名前を呼ぶ。これは承認になり
ます。「おい、おまえ」ではなく、ちゃんと「○○さん」と名前を呼んであげる。
これは相手の存在を認めている存在承認になります。そして、すごい、すてき、
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素晴らしいと、最初に言ってしまうことがすごく大事です。
　この実習をすると、「素晴らしいと思っていないのに、素晴らしいとは言え
ないのですが」という方がいらっしゃいますが、思っていなくても言うのが
ポイントなのです。これは期待効果といいます。人は他人から期待されたと
おりに振る舞おうとする性質があります。「おまえ、何をやっても駄目だな」
と毎日言えば、駄目になっていくのです。怖いですね。
　こういった実験がありました。ある小学校に大学の学者たちが行って学力
テストをします。その結果を見て、「この子とこの子とこの子の学力は、今後
飛躍的に伸びますよ」とその学者たちが言うのです。それから何年かして、
その学校で調査をします。すると、伸びると言われた子どもたちの学力は、
本当に上がっていたのです。
　これは、何か根拠があって伸びると言っていたのではなく、適当に「この子」
と言った子どもたちがどうなるのかを調査した実験でした。先生は、学者た
ちが「この子は伸びる」と言ったことを信じてしまっているので、そのよう
な働きかけ、かかわりになるのです。そうすると、その子どもたちもその期
待に応えるかのようにやる気が上がったり、勉強の意欲が高まっていったの
です。これが期待効果です。ですから、素晴らしいと今は思っていなくても、
今はそういう状態になっていないとしても、言葉にして言うのがポイントで
す。
　これを今からやりたいと思います。Aさん、すごい、すてき、素晴らしい
のどれでも結構ですから、ほめ言葉を言っていただいて、何がすごい、すて
きなのかを先ほどの話から感じたことなどをBさんにお話ししてください。B
さんは、そのまま聞いていてください。何個ほめてくれるかなと数でも数え
ながら、１分間楽しく過ごしてください。
　では、また話ができる体勢を取っていただいて、ほめる練習です。１分で
すからあっという間です。Aさん、Bさんをたくさんほめてあげてください。
どうぞ。
　Aさん、ありがとうございます。話が終わらない感じがありますが、続き
は休憩のときにまたお願いします。研修のときにやっていると気まずい雰囲
気になってしまうことがあるのです。すごいと言ってみたものの、その後、
シーンとなってしまうこともあるのですが、そんなときは、「すてきすぎて言
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葉にならない」と言って切り抜けます。これは本当です。ほめ上手になるには、
言葉のボキャブラリー、語彙力が必要です。言葉の引き出しを持っていない
と、適切にほめられないのです。慣れないうちはなかなかほめられないのです。
ですから、バリエーションを増やしてほしい、語彙力を高めてほしいのです。
でも、まだ高まっていない場合は、「すてきすぎて言葉にならない」と言って
切り抜けていきます。言わないと伝わりません。思っているだけでは相手に
は伝わらないので、ぜひ言葉にしていきましょう。
　今度は、役割交替です。Bさんがほめる番です。お礼は倍返しで、Bさん頑張っ
ていきましょう。では、Bさん、どうぞ。
　はい、Bさん、ありがとうございます。今のお相手の方にお礼を言ってペア
を解散してください。そして、こちらを向いてください。ありがとうござい
ました。
　この、「ありがとう」という感謝の言葉は、弊社のアンケートの中で言われ
たいほめ言葉ランキング第１位です。圧倒的な票で「ありがとう」という言
葉が一番人気です。これはどちらかというとねぎらいの言葉かもしれません
が、感謝されてありがとうと言われたいとみんな思うようです。

5-2．ほめ言葉のバリエーションを増やす

　先ほど、語彙力が必要ですというお話をしました。ほめ言葉のバリエーショ
ンを増やしましょう。皆さん、ほめるというと成果をほめる、何かできたら
ほめてあげるというのが一番多いのではないでしょうか。使いやすいですし、
とても分かりやすいと思います。「○○がよくできたね」「目標達成できたね」。
でも、これだけだと、成果を出さないと認めてもらえないというふうに相手
に伝わります。すると、プレッシャーになり、心の負担にもなります。です
から、結果や成果が出ていなくてもほめてほしいのです。
　例えば、仕事に取り組む姿勢です。「真剣さが伝わってくるよ」「熱意が感
じられるよ」、ほかにも努力をほめる、「頑張ってるね」「工夫してやってくれ
ているね」という言葉です。よく「頑張れ、頑張れ」と言いませんか。これ
はもちろん期待の言葉なのですが、相手には、「あなた、まだまだ足りないか
ら、もっとやってちょうだい。まだまだ足りないよ」というふうに伝わる場
合があります。でも、「頑張ってるね」というのは、言葉尻が違うだけですが、
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100点満点ではなく70点だけれども、「70点まではよくやったね」というよう
なことになります。「頑張れ、頑張れ」というのは、足りない30点ばかりが目
に入っているのです。もちろん、期待しているから出る言葉なのですが、そ
ればかり言っていてもプレッシャーになるだけです。結果は出ていなくても、
そこまでやってくれた点については、認めてあげたり、ねぎらってあげてく
ださい。
　続いて、成長に対するほめ言葉です。「前回よりもよくできているね」とい
うニュアンスです。よく人と比べてほめる方がいらっしゃいます。もちろん、
負けず嫌いなタイプなど、そういうほめ方がやる気になるタイプもいます。「○
○さんよりいいね」と言われるとうれしいタイプもいるのですが、多くの方は、
あまりいいと思わないというか、それがプレッシャーになることがあります。
比べるのであれば、その人の過去と比べてほしいのです。過去と比べること
は成長ということです。前にやったときよりも、入庁したときよりも、以前
と比べてどんな成長があったのかということを言葉にしてみましょう。
　最後は貢献に対するものです。結果は出ていなくても、いるだけで何かし
ら職場に貢献していることがあると思います。「あなたがいてくれると職場が
明るくなるよ」といった言葉がけです。
　これがバリエーションを増やすということです。どうか成果以外の部分を
ほめるバリエーションを増やしていってください。

5-3．弱みこそほめる

　もう少しバリエーションを増やしていきます。今度は、弱みこそほめる、
欠点こそほめましょうという内容です。これは私のある部下の話です。彼女
はとても心配性なので、仕事がすごく遅いのです。何をやらせても期限に間
に合わないとか、あれこれ悩みすぎてしまって決まらないとか、そんなこと
がずっと続いていました。本人も自分の心配性を何とかしなければと、取り
組んで改善しようとしていたのですが、なかなか治りませんでした。
　どれくらい心配性かというと、出張のときにかばんを持っていきます。普
通、かばんというのは宿泊の日数によって大きさが変わってきますが、その
彼女は、いつもとても大きいものを持ってくるのです。１泊でもとても大き
いものを持ってくるので、「何が入っているの？」と聞いても最初は教えてく
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れませんでした。あるとき、その中身が判明しました。まず一番入っていた
のが洋服です。日本全国へ行っていたので、どこの土地でも対応できるよう
に、いろいろな服を持ってきていました。一番驚いたのは、携帯の充電器です。
皆さん、お出かけの際、普通、自分の携帯にあうものを１本持っていきますね。
彼女は自分のものはもちろんですが、どの機種でも対応できるような充電器
をもう１本持ってきました。自分のメーカーではないものをです。それから、
電池式のものも持っていました。私が「充電が切れそう」と言うと、それを
差してくれるのです。さらに驚くべきことに、その電池式の充電器の電池を
たくさん持っているのです。ですから、充電器だけで大きな袋になってしま
うのです。そんな感じで準備をしているものですから、かばんがどんどん大
きくなっていってしまうのです。だから、「困った、こんなのない？」という
と、ドラえもんみたいに大概のものが出てきます。これは心配性の表れです。
何かあったらどうしようと考えすぎてしまって、荷物がどんどん大きくなっ
ていってしまうのです。
　これを欠点としてみれば心配性なのですが、充電器を見たときに、この人
は危機管理能力に長けているなと私は思ったので、本人に「リスクマネジメ
ントの女王だね」と少しからかって言ったのですが、本人はそれがすごくう
れしかったようです。そこからすごく彼女は変わって、危機管理の能力が生
かされるような仕事のときには、「私にやらせてください」と言うようになり
ました。どちらかというと受け身で、あまり積極的に手を挙げて仕事をする
タイプではなかったのですが、それを機に、手を挙げて「私、これやります」
と言ったり、どんどん提案したりと、積極的に変わったのです。
　先ほどの快、不快ではありませんが、欠点を改善する、欠点克服法という
のは、やはり気持ちが不快になるのです。だから、気持ちはやろうやろうと思っ
ていても消極的になってしまうのです。しかし、長所進展法、強みを持たせ
るという方向に行くと、自分が得意分野のところをやるわけですから、気持
ちは快に向きます。そうすると積極的な行動になっていきます。そういう仕
事を任せるようになって、彼女のかばんはだんだん小さくなっていきました。
治っていったのです。今でも活躍しています。
　起こっている事実は一つです。でも、とらえ方には二通りあるのです。い
い面を見るのか、悪い面を見るのか。それは皆さん次第なのです。相手の積
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極的な行動を促したければ、欠点を改善させるだけではなく、いい面を見て
あげてください。そうすることで必ず変わってきます。
　まずは言葉を変える、とらえ方を変えるということですが、例えば怒りっ
ぽいということも欠点というか、あまりよくない表現です。嫌な表現です。「あ
の人、怒りっぽいよね。いつも怒っているよね」というと嫌な印象です。欠
点を言っているようです。これを強み、長所として見るとどのようになりま
すか。

（フロア１）　まじめとか、真剣とか。

　そうです。まじめで真剣だから腹が立ってしまったりするのです。ほかに
も情熱的とか、感情表現豊かとか、素直とか、「あの人、熱いよね」と言うと、
欠点ではなく長所、強みになってきます。
　ほかにも優柔不断、「あいつ、優柔不断だから何も決められないな」ではな
く、「優しい､ 人の気持ちが分かる、空気が読める」とか。空気を読みすぎて
しまって、周りのことを考えすぎてしまって決められないのです。だから優
柔不断になってしまうのです。
　このように、言葉を換えてみてください。欠点として見てしまったら、こ
れをプラス、強みとして見ると、どう言葉を換えられるのかとご自分の中で
変えてみてください。
　言葉が変わると感情が変わります。感情が変わると行動が変わります。い
きなり行動は変えることができないので、まずは言葉を換える。そこからス
タートしてみてください。
　弱みこそほめるのです。ここでまたバリエーションが一気に増えてきまし
た。後半では、相手のタイプに合わせてほめるということもやっていきたい
と思います。

６．心を動かし、成長を促すしかり方

　ここまでは「ほめる」という内容でやってきました。今度は「しかり方」
の基本に入っていきます。
　皆さんは、「しかる」のは難しいですか。私もほめ方、しかり方の本を両方
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出しているのですが、昨年秋に出した『叱り方ハンドブック』は、気まずく
ならない104のしかり方フレーズが載っている本です。読者の皆さまから本の
感想をいただくと、ほめるよりしかる方が難しいというのが、一番多く届い
てきます。皆さん、難しいなと感じていらっしゃるようです。
　アンケートの中でもこういったことを聞いてみました。「うまくしかれな
かった経験はありますか。」皆さんありますか。失敗したな、うまくいかなかっ
たということはなかったでしょうか。何と87.5％の人が失敗した経験があると
答えられています。でも、これは自覚している人ですから、もしかしたらもっ
と多いのかもしれません。
　失敗の内容のベスト３です。３位は、「タイミングを逃した」という人が多
いようです。多分、しかりそびれてしまった、言えなかったというのが多い
のではないでしょうか。２位は、「感情的になってしまった」。第１位が、「し
かる意図が相手に伝わらない」。多分、相手に言ってみたけれど、相手の行動
に変化がなく、伝わっていないのではないのかと感じられているのではない
でしょうか。あと、違ったふうに取られてしまう。こういった失敗が多いよ
うです。
　そして、「自分のしかり方に自信がありますか。」「ない」方が多いです。
70.8％の方が自分のしかり方に自信がないと感じられているようです。
　では、なぜしかれないのかということです。しかれない理由、しかる教育
に積極的になれない理由というのがあるのです。しかる側の心の中に恐れや
罪悪感、無関心があると、積極的になれないのです。意欲的にしかろうと思
えないのです。できれば、避けたいと思ってしまうのです。恐れというのは、
辞められてしまうのではないか、嫌われてしまうのではないかというような
ものです。罪悪感というのは、傷つけてしまうのではないか、不快な思いを
させてしまうのではないか、落ち込ませるのではないかということです。無
関心というのは、相手の成長を願えない、相手に興味を持てない、それより
も自分のことに興味がいってしまうというものです。
　こういった気持ちがしかる側の心の中にあると、しかるということに積極
的になれません。ネガティブなイメージ、マイナスなイメージを持っている
ので、消極的になってしまうのです。
　どうして恐れや罪悪感が生まれてくるのかというと、皆さんの経験です。
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しかって、あるいはしかられて嫌な思いをした、嫌な思い出がたくさんある
人は、マイナスのイメージを抱きがちです。逆にしかって、あるいはしから
れて嫌な思い出といった経験が少ない人は、しかるということにあまり躊躇
がありません。逆に、しかられたことで大きく成長できた経験や、しかって
部下がすごく成長したなど、プラスの経験をしている人は、意欲的にしかる
教育に取り組んでいる方が多いようです。

6-1．しからないデメリット

　だからといって、恐れがあるからしかれないと言っていると、デメリット
も招きます。ここでは、二つのデメリットを紹介します。
　まず、一つ目に、相手のやる気をなくしてしまうことがあります。私の経
験ですが、今まで全くしからない上司と仕事をしたことがあります。本当に
しかられなかったのです。最初は、しかられないのでよかったというか、む
しろそんな上司でラッキーくらいに思っていたのですが、あるとき、私は大
きな失敗をしました。これはしかられても当然だと自分でも思うくらいの内
容だったのですが、何にもおとがめなしだったのです。何事もなかったよう
に過ぎていってしまいました。そのときに、この人は私に興味がないのか、
あまり関心がないのか、どうでもいいのかと思えてしまったのです。そこから、
やってもやらなくても何も言われないのだったら、やらない方がいいやと私
のやる気はだんだん薄れてしまいました。
　人にはストロークというものが必要なのです。ストロークとは何かという
と、存在の認知です。あなたがそこにいることを言葉と態度で示していくと
いうことです。今、皆さん、私の方を見てくれていますね。目線を送ってく
ださっています。アイコンタクトもストロークです。これが全員、下を向い
ていたり、そっぽを向いていたら、私は不安で話せません。何か嫌なことを言っ
てしまったかな、不快な思いをしているのかなと不安で不安でしょうがなく
なってしまいます。
　職場で言うならば、朝のあいさつもストロークです。「おはようございます」
とちゃんと相手の方を向いて､ 目を見て、あなたに言っているよということ
が分かるからこそ安心してその職場にいられるわけです。そっぽを向かれて
しまったり、「おはよう」と言ってもこっちを向いてくれないとか、ストロー
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クを投げかけられないと、人は不安になってくるのです。そして、やる気を
なくさせてしまうことになってしまいます。
　今思えば、しからなかったその上司は、多分、私に遠慮をしていたのでしょ
う。しかりにくいなと感じていたのだと思いますが、時として上司の遠慮は
部下にとっては無関心に映ってしまうことがあります。それを注意してほし
いのです。
　そして二つ目は、成長機会を奪うことにもなります。人は何か問題や課題
を通して成長することがあります。皆さんもそういった経験がおありではな
いでしょうか。しかるというのは、言葉を換えると問題提起、改善提案です。
あなたには今、こういった課題があります、それを解決して、改善して､ もっ
とよくなりましょうと相手に提案することなのです。決して、悪い、駄目出
しをすることではありません。相手を成長させるための問題提起です。問題、
課題を通して成長させるきっかけを与えると言ってもいいかもしれません。
ですから、しからないということは、成長機会を奪ってしまうことになります。
　以上のようなデメリットが出てきます。

6-2．しかり下手から学ぼう

　では、どのようにしかったらよいのかということですが、今日はしかり下
手から学んでみたいと思います。しかるのが下手な人の特徴、まずいしかり
方というのはどんなしかり方でしょう。感情的になったり、人前でしかると
いうことも出てきます。あと、長いというのが出てきます。
　どうでしょうか。どんな特徴があるでしょうか。ここは皆さんでお話しし
ていただきながら意見を出し合っていきましょう。同じテーブル内、前後の
方で結構ですので、３～４人で話ができる体勢を取っていただき、４分ほど、
こういうしかり方はまずいのではないかというしかり下手の特徴をたくさん
出してください。後ほどご意見を聞きたいと思います。では、皆さんたくさ
ん出していきましょう。どうぞ。
　では、そろそろ切りのよいところで終わっていただいて、意見を聞いてい
きたいと思います。一グループ、一つ教えてください。お願いします。

（フロア２）　人によって、怒る相手によって怒り方を変える。



おおさか市町村職員研修研究センター

デキる上司のほめ方・しかり方

108

　これはなぜよくないですか。

（フロア２）　端から見ると、好き嫌い、感情が出ているように思われるので
はないでしょうか。

　なるほど。この人には甘いとか、この人には辛口すぎるとか、そういう違
いですか。好き嫌いで言っているのではないかと取られてしまう。よくない
ですね。えこひいきじゃないのという言葉が出てくるということですね。続
いてお願いします。

（フロア３）　先ほど言われましたが、感情的になる、しかると怒るとは違う
ということです。

　そうですね。多分、感情的になっているのが怒るということですね。よく
ないです。感情的になると受け入れてくれないことが多いです。ほかにもう
少し聞いてみたいと思います。

（フロア４）　だらだらとしかる。

　しかった時間の長さと効果は比例しませんから、長ければ長いほど逆効果
になります。いいご意見ですね。続いてどうぞ。

（フロア５）　人格や性格を否定するようなこと。

　そうですね。ミスやしかる内容の原因が人格を原因としてしまうこと。あ
なたのその性格だから駄目なんだという言い方はよくありません。もう少し
聞いてみます。

（フロア６）　先ほど時間の話がありましたが、何度も何度も事あるごとにと
いうか、ねちねちと同じことを言われること、しかられることです。
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　そうですね。ねちねち、くどくどですね。１回はそんなに激しくしからな
くても、ねちねち、くどくどというのはパターンとして多いのではないでしょ
うか。
　ありがとうございました。そういったしかり方がよくないようです。
　しかられてやる気がなくなった、嫌な気持ちになった経験は皆さんおあり
ですか。アンケートによると69.7％の人に経験があります。先の失敗経験と
似ていますね。多くの方が嫌な思いをしたことがあるようです。トップ３の
３位は、しかる内容が矛盾している、納得がいかないという人が多いようで
す。２位は感情的、怒鳴られた、１位が理不尽、一方的というものです。「言
い分を聞いてくれない」という意見がよく出てきますが、言い訳と言い分は
違います。言い分は、部下なりの正論、相手なりの正論です。でも、上司か
らするとそれは正論というよりも言い訳ではないかと聞こえてしまうのです
が、それを否定してしまうと、一方的、理不尽と感じてしまうようです。で
すから、言い分は聞いてあげてほしいのです。
　あと、抵抗感です。やはり多くの方が持っています。しかられるというこ
とに対して、73.5％の方が嫌だな、できればしかられたくないなと思っている
ようです。ですから、余計に受け止められないというのがあるかもしれません。

6-3．やる気がなくなるしかり方

　では、どんなふうにしかってはいけないのか、やる気がなくなるしかり方、
これだけは最低限度注意しましょうということです。
　まず一つ目は、行動ではなく人格に焦点を当てることです。先ほど出たよ
うに、事の原因が人格になってしまうと、全否定ととらえられてしまいます。
しかるというのは、全否定ではなく部分指摘です。行動に絞って部分指摘を
してほしいのです。
　二つ目は、過去を蒸し返す。先ほどのねちねち、くどくどに近いかもしれ
ません。しかりそびれてしまったことを持ち出して、あのときはこうだった、
あのときはそうだったというようにあれこれ出してしまうと、「なぜそのとき
に言ってくれなかったの」ということになってしまいます。
　場合によっては、そのときしからずに後でしかった方がいい場合もあります。
相手が受け止められる状況ではないとき、すごく落ち込んでいるとき、それよ
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りも先に対応すべきことがあるというときは、もちろん後でしかっていいです。
過去のことを持ち出してもらっていいのです。ただし、なぜ今しかるのかとい
うことをちゃんと前振りで言っておかないと、「なぜ今？」という話になって
しまいますから、一言添えてからスタートしましょう。
　三つ目は、感情的になることに注意してほしいのです。これは何度も出まし
た。相手を思うプラスのエネルギーとして伝わればいいのですが、多くの場合、
そのようになりません。マイナスのエネルギーとして伝わってしまいます。
　四つ目は、言葉の暴力です。しかる目的は相手を傷つけることではありませ
ん。
　五つ目は、場所やタイミングが不適切ということです。人前では基本的にや
めてほしいのですが、負けず嫌いなタイプだと人前でしかられるとやる気に
なって、そこから奮起するということもあります。人によっては人前でしから
れてもいい人がいるわけです。その方が効果ありという場合もあります。いつ
どこでしかれば一番効果が高いのかということを考えてほしいのです。基本的
には、その場、そのときにしかってほしいのですが、その次に考えてほしいの
は効果です。いつどこでしかったら相手の心に一番響くのか、理解してくれる
のかを考えてください。そうすると、１対１で個別にしかった方がいい場合も
ありますし、後でしかった方がいい場合もあります。
　六つ目は、一般化です。一般化というのは、「あなたはいつも～」「また～して」
という表現です。いつもではないですね。うまくいっているときもあると思い
ます。でもそれを「いつも～」「またやって～」という言い方をすると、これ
も先ほどの全否定につながってしまうのです。部分指摘ではなくなってしまい
ます。
　七つ目は、長い。しかった効果は、その後どれだけ相手が行動の変化をした
のかという行動の改善できちんと見てください。
　八つ目は、無責任です。無責任というのは、例えば、「方針だから」「上がそ
う言っているから」「常識だから」といった、自分の言葉としてというよりも、
別のことを持ってきて、だから直してくれという言い方です。やはり、自分の
言葉で言うからこそ相手に伝わるのです。
　九つ目は、比較です。「○○さんはできるのに、あなたはどうして？」といっ
たことです。やはり比較されるとプレッシャーにもなりますし、あまりいい気
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持ちにはなりません。比較されて奮起するタイプもいますが、多くの場合、や
めた方がいいです。先ほど、ほめるときは、過去と比べてくださいという話を
しましたが、しかるときは、未来と比べてほしいのです。将来あなたにはこん
なふうになってもらいたい。１年後にはこんなことを身につけてほしい。だか
ら、今、こういう部分を改善してほしい、こういうスキルを身につけてほしい
というように伝えてほしいのです。比較をするなら、未来と比べてどうなのか
です。
　最後に、一貫性がない。言っていることがころころ変わるということです。
あのときはよかったのに、いきなり今日は駄目になっていたり、人によって
違うといった、しかる基準がころころ変わってしまう。これは相手にとって
非常に心の負担になります。
　私の昔の上司でこういう人がいました。着任してきて早々、会議室に集め
られて方針説明をするということでした。そして、「おれはこういう人間が嫌
いだ」ということを延々と言うのです。例えば、「うそをつく人が嫌いだ」「時
間を守らないやつが嫌いだ」ということを延々と言うので、とても横柄な人
だなと最初は感じたのですが、でも分かりやすいとも思いました。それはし
かる基準なのです。「嫌いだ」と言っているわけですから、その行動をすれば
私たちはしかられるのだということが明白なのです。だから、そういう行動
をしないでおこうと私自身も行動を変えたし、周りもそのようになっていき
ました。「嫌いだ」と言わなくてもいいのですが、しかる側はしかる基準をちゃ
んと持っておくことが必要なのです。
　以上10点、やる気がなくなる、やってはいけないしかり方、最低限度これ
は気をつけましょうねというものでした。

７．しかるコミュニケーションとは
　ここからは、しかり方のシナリオというか、どんな言葉でしかればよいの
かということをみていきます。その前に、「しかる」と「怒る」の違いをしっ
かり理解してから進みたいと思います。
　まず、「しかる」と「怒る」の違いは、皆さんは何となくお分かりだと思い
ますが、一言で何が違うかといえば、自分本位なコミュニケーションなのか、
相手本位のコミュニケーションなのかです。「怒る」というのは自分本位のコ
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ミュニケーションです。自分のためです。自分の利益や自分の保身のために
相手に言う。ですから、伝え方も批判的になってしまったり、感情的になっ
てしまったりします。結果、部下のやる気にはつながりませんし、行動の改
善にも至りません。
　「しかる」は、相手本位です。相手の成長のためにするものです。「しかる」
は一言で言えば、望ましい行動を促す動機付けです。よい行動をさせるため
の動機付けです。「ほめる」というコミュニケーションは「しかる」とは対極
の方法ととらえがちですが、目的は同じなのです。「ほめる」も「しかる」も
望ましい行動を促す動機付けです。ただ、手法が違う、アプローチが違うだ
けなのです。どちらを使うと効果が高いのかを考えて使い分けてほしいので
す。相手の成長のためですから、きちんと育成計画や目標があり、建設的な
表現です。結果的に、しかって信頼を得ることができます。そして、相手の
成長にもつながっていきます。
　しかり上手になるには、しかる意味や目的、何のためにしかるのか、しか
るとはどういうことなのかをしっかりと理解してほしいのです。これがぶれ
ると、全部ぶれてきます。言葉もぶれてきます。

7-1．しかり方の基本を知る

　では、どんなしかり方がいいか。こんなしかり方はどうでしょうか。
　「この前の報告書なんだけど、もうちょっとどうにかならないのか。何度も
言わせないでくれ。もうやる気がないのか？　大体君はいつもこうなんだ。
しっかりやってくれないと困るな。そうだ、あと、総務のAさんから『書類
を遅らせるな！』と言われたぞ。もう少し気をつけて頑張ってくれよ。言わ
れる僕の気持ちにもなってくれ。このままでは、僕も君も困ることになるん
だぞ。」
　こんな言われ方をしたら、やる気がなくなりますね。このしかり方は何が
いけないのでしょう。間違い探しをしたいと思います。これと同じものがお
手元のテキストにありますから、この部分のこの言葉がいけないのではない
か。こういう表現は、こういう理由でいけないと思うというような間違い探
しをしてください。
　ここはみんなで協力して、同じテーブルの２～３人でこれが違うのではな
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いかということをチェックしてみてください。時間は３分ほど取ります。ち
なみに11カ所あります。
　いかがでしょうか。３分たちましたが、11個見つかったというところはあ
りますか。では、見ていきたいと思います。テーブルで話し合った答えと照
らし合わせてください。
　まず、いきなり要求から始まっています。しかるというのは、ああせい、
こうせいといきなり要求から入ってはいけないのです。事実の確認からスター
トしなければいけないのです。後ほど詳しく「しかり方４ステップ」を紹介
しますが、要求からではなく、事実確認、「こういうことがあったよね」とい
う事実を確認してほしいのです。「ああしろ」「もう少しどうにかならないのか」
という要求をぶつけるのはいけません。
　２番目は抽象表現です。「もうちょっとどうにかならないのか」というのは、
抽象表現ですね。何度しかっても、何度言っても相手が変わらないというのは、
大体抽象表現なのです。「もうちょっと」とか「もう少し」とか「頑張って」
という。「頑張るというのはどういうこと？」「もうちょっとってどれくらい？」
ということになります。これが相手と共通認識を持てないから、変わらない
のです。相手とずれてしまうのです。
　３番目は詰問です。「もうちょっとどうにかならないのか」と質問の形には
なっていますが、この言葉の裏側は「もうちょっとどうにかしろよ」という
意味合いです。質問ではないのです。詰問です。「どうにかしろよ」と言って
いるのです。詰問すると、相手は反発するか、言い訳が始まってきます。
　そして、「何度も言わせないでくれ。やる気がないのか。」これは憶測とし
かる側の主観が入っているのです。報告書はどういう状況でまずかったのか
は、ここの中では分かりませんが、やる気がないというのは、事実とは限り
ません。本人が「私はやる気ないです」と言ったのだったらそれは事実ですが、
そうではなくて、相手の態度や状況から「やる気がないのか」と、しかる側
は勝手に推測しているのです。勝手に決めつけてしまっているのです。こう
いう言い方をすると反発が起こります。「別にやる気がないわけじゃないんで
すけど」と思ってしまうわけです。ここで心のシャッターが閉じてしまいます。
　そして、「大体君はいつもこうなんだ」は一般化です。お気づきになりまし
たか。いつもではないですね。うまくいっているときもあります。
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　「しっかりやってくれないと困るな」は、自分本位な理由です。しかるとい
うのは、相手の成長のためです。相手の望ましい行動を促すためのコミュニ
ケーションです。この人は自分が困りたくないのです。
　続いて、「そうだ、あと､ 総務のAさんから」という話がありました。複数
の改善提案もあまり効果がありません。１回しかるにつき、一つの内容がい
いのです。あれこれ言ってしまうと、どれも中途半端になってしまったり、
どれも伝わらなくなってしまいます。的を絞って１個にしてください。この
人はとってつけたように言っています。
　次は、「遅らせるな」は否定表現です。人間の脳というのは、否定的な言葉
を認識しません。例えば、「遅らせるな」というと、「遅れる」という言葉が
強化されるのです。ですから、遅れないようにしなければ、しなければと思っ
ていても、遅れる方向に行ってしまうのです。遅刻もそうです。「遅刻をする
な」というのも否定的な表現です。「遅刻」という言葉が、頭に浮かんでしまっ
て、やってはいけないと分かっていても脳というのはそっちに行ってしまう
のです。ですから、「時間どおりに来ましょう」「期限を守りましょう」など
肯定的な表現になってほしいのです。ちょっとしたニュアンスですが、かな
り影響があります。
　「もう少し気をつけて頑張って」というのは、抽象的な表現が二つも入って
います。正確に言うと三つ入っています。「もう少し」「気をつけて」「頑張っ
て」と抽象表現が３セットできています。
　さらに、「言われる僕の気持ちにもなってくれ」というのは自分本位の理由
です。
　「このままでは、僕も君も困ることになるんだぞ」は、回避の動機付けです。
要は「困りたくなければ、あなた、行動の改善をしなさいよ」と言っている
わけです。「困りたくないでしょう。だったらちゃんとやってよ」という表現
になります。相手の成長にはつながりません。脅して動かす。アメとムチで
いうと、ムチで動かすパターンです。
　短いせりふの中に、これだけたくさんのしてはいけない表現が入っていま
した。
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7-2．基本のしかり方４ステップ

　しかり上手になるには、まず基本のシナリオを学んでほしいのです。基本
のシナリオとは、この瞬間で、この場面で「相手に伝わる」「建設的な表現に
なる」というような順番です。しかり方の４ステップという基本中の基本を
お伝えしますが、しかるというのはコミュニケーションです。４ステップを
いきなり相手の前に行って言い続けていけば伝わるのかといったら、そうで
はありません。もちろん、前後に会話があって、本体のところでこの４ステッ
プを使ってほしいのです。
　基本のしかり方４ステップについてです。まず、ああせい、こうせいとい
きなり要求からではいけません。まず、事実確認をしましょう。これは一方
的なしかりを防止します。こういう出来事がありましたね、今日は遅刻をし
ましたね、期限どおり間に合っていないですね、こんなことをあなたはしま
したねということを確認してください。そして、このときに主観を絶対に入
れない。「こんなことをやるなんて、おまえはやる気がないのか」という言い
方はしない。まずは事実確認をしましょう。そこで事実の相違があれば、た
とえ言い訳に聞こえたとしても、相手は言い分を言っているつもりですから、
言い分をちゃんと聞いてあげてください。
　次に、感情を伝える。これは皆さんがどう感じたのか、その事実に対して
どう思ったのかということを伝えてほしいのです。感情を伝えると建設的な
表現になります。何より聞く耳を持たせる効果があります。例えば、１番に
事実、「今日遅刻をしましたね」。２番に、感情を伝える。「連絡もなしに遅刻
だったから心配したよ」といったことが感情の表現です。あるいは、「期待し
ていたあなたがこんなことをするなんてすごく残念に思う」などです。「残念」
とか「悲しい」とか、どう思ったのかということを伝えてほしいのです。怒っ
ているときや感情的になっているときは、大体主語が「あなた」になってい
ます。「あなたは○○だ」「あなたは○○なミスをした」。あなたと正確に言っ
ていなくても、主語があなたとなって相手に伝わります。すると、「あなたは
○○だ」と言われると、一方的に押しつけられた感になってしまいます。そ
うではなくて、私の感情ですから、主語は私になります。私がどう思ったのか。
そうすると、相手はそれを否定しようがありません。ああ上司にこういう思
いをさせてしまったんだなと聞く耳をもってくれるようになります。怒りの
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感情をクールダウンさせることもできます。
　そして、３番は、これが一番大事なところですが、望ましい行動を理由と
ともに伝える。ここがちゃんと伝わらないから相手が変わらないということ
がよくあります。ポイントは具体的な行動レベルです。「ちゃんとね」「しっ
かりね」「頑張ってね」というのはやめましょう。ここを行動レベルに変える
だけで、かなり結果は変わってきます。どういうことを変えたらいいのかを
行動レベルにします。
　私は行動レベルを言わなかったために、以前大きな失敗をしました。私は
部下に「頑張ってね、頑張ってね」といつも言っていたのです。彼も「はい、
頑張ります」と言うのです。でも、少しも何も変わらないのです。私にとっ
て頑張るということは、結果を出すという意味合いで使っていました。「頑張
れ、頑張れ」ということは、「結果を出して、結果を出して」と言っている
ことだったのです。彼に「頑張ってる？」と聞くと「はい、頑張っています」
と言うのです。でも、何も結果が出ません。
　どれだけ時間がたっても何にも結果が出ないものですから、「あなたにとっ
て頑張るということは、どういうことですか」と彼に聞いてみました。する
と、彼は「我慢すること」と答えたのです。「頑張る」という言葉は、辞書を
開けば正確な意味合いは載っていますが、人によって言葉の辞書（意味）が
それぞれ違うのです。「頑張る」という言葉を使っていても、とらえ方は全然
違うのです。それぞれの辞書（意味）があります。それは、人それぞれがし
てきた経験が違うので変わってきてしまうのです。だから、私が結果を出し
てほしくて「頑張れ､頑張れ」と言っていても、本人は我慢をしていたのです。
彼なりに頑張っていたのです。だから、いつまでたってもミスコミュニケー
ションのままで、こっちが期待するような行動に変わらなかったのです。
　私にはそういう苦い経験があります。ちゃんと具体的な行動レベル、何を
どう変えたらいいのかを伝えてください。
　そして、肯定的な言葉を使うです。「遅刻をするな」ではなく、「時間どおりに」
です。
　続いて、理由です。なぜその行動をしなくてはならないのか、その意味や
目的です。人は、その行動をする意味や目的が分かってこそ意欲的になりま
す。ある組織で指示をするときに、上司は必ず指示の内容と指示をしなけれ
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ばならない理由をワンセットにして指示を出しましょうということが義務づ
けられました。部下は、もし上司が理由を言わなかったら、その指示を実行
しなくていいともしました。すると、その組織は非常に離職率が高い会社だっ
たのですが、そのルールを敷いてから離職率が下がったそうです。自分がど
れだけ納得して仕事をするのかということは、人の意欲、モチベーションに
大きく影響するのです。なぜそれをしなければならないのか。もちろんそれ
は相手がなるほど、そうかと思えるような、納得するような内容の理由でな
ければいけません。
　最後にメリット、影響を伝えます。最後は相手の感情をプラスにしてほし
いのです。「あなたがこの行動をすることによって、こんないいことがありま
すよ」というメリットや影響です。冒頭でお話ししましたが、人間は快にな
ると積極的になります。不快になると消極的になります。最後は不快にして
終わってはいけません。不快にして終われば、その後よい行動は期待されま
せん。行動を変えることによって、自分にとってこんなにいいことがあるん
だと、気持ちがプラスになってこそ積極的な行動になります。例えば、もっ
と信頼されるようになる、仕事を任されるようになる、もちろん昇進もある
でしょう。いろいろなメリット、影響があると思います。相手の心に喜びを
与えるようなプラスの部分を伝えてあげてください。
　これが基本の４ステップです。事実、感情、行動、メリット・影響という
順番です。しかり慣れない、どうしかっていいのか分からない、しかってい
るうちに言っていることが分からなくなってしまうという場合、しかる前に
整理をして、４ステップに当てはめてみてください。そうすることで、建設
的な改善提案、しかり方ができるようになります。

7-3．しかる前に5W2Hを考える

　今はシナリオの話でしたが、しかる前に5W2Hを考えてください。誰を
（Who）、いつ（When）、どこで（Where）、これは一番効果が高いところで
とお話ししました。いつしかったら心に響くのかということをしかる前に考
えましょう。何を（What）、行動レベル、行動に焦点を絞ります。そして、
なぜ（Why）その行動をしなければいけないのか、意味や目的です。そして、
どうやって（How）、どんな言葉を選んで伝えるかということです。これを整
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理して考えます。
　そして、Hがもう一つ足りません。もう一つは、ハート（Heart）です。スキル、
テクニックも大事ですが、小手先のテクニックは見透かされます。必ず相手
に伝わってしまいます。どういう思いで伝えるかです。何を言うかというこ
とよりも、どういう思いを持って伝えるのかによって変わってくると思いま
す。

7-4．しかり方フレーズ

　しかり方のフレーズをテキストに101載せてあります。これは参考にしてく
ださい。

８．ミスコミュニケーションを防止する
　ほめ方、しかり方を考えて、基本のシナリオを学んできました。でも、ミ
スコミュニケーション、うまくいかないコミュニケーションというのがある
のです。
　まず、「自分自身のコミュニケーション力に自信はお持ちですか？」弊社の
アンケートによると、意外と高かったのです。私は驚いたのですが、72.4％の
方が「ある」と答えています。自分では自信を持っているという人が世の中
には多いようです。
　こういった質問もしました。職場に限って、「相手のコミュニケーションの
取り方に不快を感じたことがありますか？」と聞いています。これも74.6％と
多いです。どういうコミュニケーションに不快を感じるかというと、３位は
無視とか受け入れてもらえない、２位は話を聞いてくれない、１位は自分本
位です。こういったコミュニケーションをされると、相手は不快に感じるよ
うです。
　不思議だと思いませんか。自信があるという人は72.4％もいて、不快に感じ
ている人が74.6％もいるのです。自信があって、うまくコミュニケーション
が職場で取れていれば、こんなに不快になる人はいないと思うのです。コミュ
ニケーションがうまい人がいれば、もっと少なくなるはずなのです。ですから、
自分が思っている以上に不快にさせている可能性があるということです。コ
ミュニケーションというのは、一人では成り立ちません。相手がいて成り立
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ちます。自分はいいと思っていても、相手が受け入れていなければ、そのコミュ
ニケーションは成り立っていないということです。
　では、どうすればいいのか。やはり自分自身のコミュニケーションを振り
返って改善していかなければいけません。
　「しかりにくいと思う相手がいますか？」という質問もしてみました。皆さ
んはいますか。すごいですね。75％の人がしかりにくい相手がいると答えて
います。どういう人がしかりにくいかというと、言っても聞かない人、そし
て、年上です。これは、最近すごく多いです。ここ数年でぐっと増えました。
どこの研修に行っても、大体質問に出てくるのが、年上の人にどう注意をし
ていいのか分からないというものです。
　しかりにくい相手の、堂々の第１位は反抗的になる人です。感情的に反論
されてしまうということです。
　どれも、こちらの言っていることをすんなり聞き入れてくれないような人
がしかりにくいなと、皆さん、感じられているようです。すんなり聞き入れ
てくれれば、別にしかることに躊躇しないと思います。言いにくいことだと
思うからこそ、余計に難しいと感じてしまうのではないでしょうか。
　同じように伝えても、伝わる相手、伝わらない相手もいます。同じように
ほめても、心に響く人、響かない人もいます。人にはタイプがあるのです。
ですから、自分と合わないタイプが特にしかりにくいと感じる傾向がありま
す。

8-1．自分のタイプを知ろう

　その人のタイプに対応するには、まず自分のタイプを知ることが第一歩で
す。自分がどのようなコミュニケーションのスタイルを持っているのか、物
事のとらえ方、仕事の進め方などの傾向を知る必要があります。テキストを
見ていただくと、２ページにわたって質問があります。A、B、C、Dと分か
れていて、各５問ずつ質問があります。
　例えば、A。自分の意見、考えを相手に伝えられる。とても当てはまるの
であれば、「○」を入れてください。まあまあは「△」、あまり当てはまらな
いは「×」です。今回は職場に限って、職場でのシーンを思い出して付けて
ください。職場とおうちでは、若干コミュニケーションの取り方が違ってき
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ますから、今日は職場で入れてみてください。A、B、C、Dと順に入れてい
ただいて、２枚目のチェック表の下に、「○」は２点、「△」は１点、「×」は
０点で、それぞれ、A、B、C、Dの欄ごとに計算してください。ここまで各
自でチェックをしてみてください。
　これはどういう意味ですかということがあれば、質問してください。では、
各自でお願いします。各A、B、C、Dの点数まで入れられたら、少しお待ち
ください。
　どうですか。入りましたか。A、B、C、Dそれぞれ点数が出ましたね。点
数が高いところが皆さんのタイプだと思ってください。後ほど解説します。A、
Bが同じぐらいの点数だったという方もいらっしゃると思いますが、人は大体
２タイプ持っているのです。AとC、BとDなど、２タイプくらい持っています。
多い人は三つ同じぐらいという人もいますが、これは簡易版のチェックなの
で、あまり出ないかもしれません。
　では、タイプの内容を見ていきます。
　大きく分けて、四つのタイプがあります。一つ目が「行動型」です。この
人たちは、目標達成や判断、支配、行動的というのがキーワードです。決断
力はあるが人の話は聴かないワンマンタイプです。自分で物事を決めたく、
人から指示や判断、支配されることは大嫌い。ストレートすぎます。ものを
ストレートにばしっと言うタイプで、ときに周囲から怖がられることもあり
ますが、本当は親分肌、姉御肌で、隠し事がない素直な一面があるタイプです。
リーダータイプです。有名な人で言うと、石原慎太郎さんみたいな印象があ
ります。研修をしていると、腕組みや足組みをして聞いている人は、行動型
の人が多い傾向があります。仕事のスピードもとても速い。決断を下すのも
すごく速い。指示も的確に出していくタイプの人が多いです。
　続いて「分析型」です。このタイプの人たちのキーワードは、論理、正し
さ、慎重、分析です。何事も理詰めで、細かいことを気にする頑固者です。
正確でありたいという欲求が根底にあり、ノリやひらめきでは動かないタイ
プです。客観的に物事をとらえ、慎重な行動をします。行動の前に情報収集
や分析をしっかり行います。それをしてからではないと動けないともいえま
す。几帳面で正確に物事を進め、最後までやり遂げる努力家ですが、周囲の
人にはマイペース、時には頑固と言われることもあります。大きな変化に柔
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軟に対応するのは苦手です。いきなり指示が飛んできて今日中にやってといっ
たものは苦手なタイプです。しっかりと自分のスケジュールが決まっていて、
順序立ててやっていきたいタイプです。独自のペースがあります。急ぎの仕
事というよりも、じっくりやる方が得意です。
　私の勝手なイメージですと、政治家でいうと石破さんや、スマップでいう
と稲垣吾郎さんみたいな方です。先ほどの行動型だと木村拓哉さんです。勝
手なイメージですが、そんな印象があります。研修をしていても、あまり反
応がないというか、じっと真剣に聞いて、まじめそうな印象がある人が多い
です。メモも緻密に取ります。行動派の人は、あまりメモを取りません。要
点しか書きません。ノートの取り方を見ていると、大体タイプが分かってき
ます。
　三つ目が「感覚型」です。このタイプは注目、称賛、影響、前進というのがキー
ワードです。明るく楽観的、物事を大まかにとらえ、忘れっぽいところがあ
ります。話すこと、楽しいことは大好き、いつも話題の中心で、職場のムー
ドメーカー、誰とでもすぐに仲良くなれる社交的な人が多いです。アイデア
が豊富で、常に前進しているのが特徴です。自分のアイデアに自信を持って
おり、頭ごなしに否定されることが嫌いです。アイデアというのも、結構突
拍子もないことを言ったり、既成概念にあまりとらわれないところがありま
す。常に新しいものを求め前進するが故に、継続性に欠けてしまうこともし
ばしばです。流行を追い求めるタイプでもあります。でもすぐに飽きてしま
います。三日坊主になってしまうことが多いです。とても明るいタイプなの
で、明石屋さんまさんや、スマップでいうと慎吾ちゃん、あとは長嶋監督です。
明るくてふわふわとした感じの楽しい印象の人が多いです。
　最後に、「友好型」です。今まで私が研修した日本人の中で一番多いタイプ
です。キーワードは、調和、支持、合意、受動的です。こつこつまじめ、調
和を重視し安定を好みます。人を援助することが大好き、縁の下の力持ち的
な存在です。人との合意、協力関係を大切にし、人の感情にも敏感で、かゆ
いところにも手が届く存在です。気が利く人です。職場にいないと職場が困っ
てしまうというタイプです。でも、ノーと言えないのです。指示を出される
と、全部イエスで答えてしまいます。断るのが苦手で、いい人になりがちです。
または、自分が注いだ努力や愛情に対して、無意識に代償を求めるため、認
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めてくれない状態が続くと､急に攻撃的に豹変することがあります。突然、「辞
めます」とか、突然反抗的になったりする。それまでは素直に聞いてくれて
いて、どちらかというおとなしい感じだった人が豹変してしまうことがあり
ます。政治家の方ではあまり思いつきませんでした。スマップの中で言うと
草彅（くさなぎ）君みたいな、優しそうな感じの方です。研修の中では、す
ごくうなずいてくれる人、笑顔で聞いてくれている方は友好型の人が多いで
す。
　これまでの話でABCD、どれがどのタイプなのかとお気づきだと思います
が、行動型がAです。感覚型がB、友好型がC、分析型がDです。いかがですか、
皆さん。ちょっと聞いてみましょうか。一番点数が多かったのがAという人。
行動型の人、手を挙げてください。さすが多いですね。ありがとうございます。
B、感覚型。ありがとうございます。では、C、友好型かなという人。やはり
多いですね。D、分析型かなと思う人。これは少なめですね。
　これは、職種や役職が変わるとタイプも変わることがあります。IT業界や
理系の会社に行くと分析がとても多く、８割くらいが分析のこともあります。
管理職研修だと、行動型が多くなる傾向もあります。
　問題なのは、行動型と友好型、感覚型と分析型、合わないタイプがいると
いうことです。行動型と友好型というのは、真逆のタイプです。感覚型と分
析型も真逆のタイプです。ミスコミュニケーションを起こしやすい相手だと
思ってください。特に注意しなければいけない相手です。例えば、行動型の
上司に友好型の部下だとすると、こんなことが起こってきます。行動型の人は、
どちらかというと人間関係よりも目標達成や結果を出すことが大事で、そち
らに価値があるのです。でも、友好型の人は、結果や目標達成よりも人間関
係が大事なのです。人と調和して、みんなで協力して職場をよくしていきた
いという思いがあります。ですから、ここでかみ合わなくなってきます。行
動型の人は、ほめません。ほめないというよりも、結果が出たらちゃんとほ
めるタイプです。友好型はそうではなく、もう少し地道にやっているところ
を見ていてもらいたいのです。そこでまた、ほめられないということでミス
コミュニケーションが起こってきます。
　あとは、感覚型と分析型も合いません。分析型の上司と感覚型の部下といっ
た場合、分析型の上司はとても細かく指示を出し、確認もきっちりします。
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でも、感覚型の方はざっくりの方がいいのです。あまり細かいことを言われ
ると苦しくなってしまうタイプです。逆もそうです。感覚型が上司型だとす
ると、指示が抽象的すぎて、分析型の部下の人は仕事がやりにくいというか、
上司が何をしたいのか分からないという意見も出てきたりします。
　このように、特に自分とは違うタイプの相手には注意をしていきましょう。

8-2．各タイプに合わせた指導

　行動型、分析型、感覚型、友好型、それぞれ、ほめられたいポイント、し
かり方の注意点とも違ってきます。各タイプに合わせた指導を、最後は皆さ
んで話し合いながら考えたいと思います。
　テキストでは、行動型、感覚型、友好型、分析型と表になっていて、左側
がやる気アップの仕方です。ほめ方やこうしたらやる気が高まるのではない
かという指導方法です。右側はしかり方やアドバイスをするのであればこう
いうことを注意した方がいいのではないかという点を皆さんで話していただ
きたいと思います。
　では、担当を決めましょう。一番右側の列にお座りの方は、行動型のタイ
プを中心に話し合ってください。この列は感覚型、こちらは友好型、こちら
は分析型、そして行動型にしましょう。３～４人で話し合いをしていただいて、
担当になったタイプには、どうほめてどうしかったらいいのかをディスカッ
ションしてください。先ほどのタイプの特徴を参考にしながら、あるいは自
分はこうしてほしい、自分の職場には友好型がいるからこうするといいだろ
うとか、どんな切り口でも結構ですから、こんなタイプにはこうしたらいい
のではないかということを話し合いましょう。５分時間を取ります。まずは
ご自分の担当タイプを考えてください。その後、時間が余ればほかのタイプ
も話し合っていただいて結構です。どうぞ。
　では、皆さんのご意見を伺いたいと思います。

（フロア７）　行動型のやる気アップの仕方は、目標を具体的に示す。一定の
何かをさせてやる。しかし、その場合、自己中になっていないかを確認させる。
以上です。
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　行動型は自己中になりがちなのですね。ありがとうございます。目標の明
確化は非常に重要です。こちらも聞いてみましょう。

（フロア８）　やる気アップの仕方としては、「おまえにすべてを任せた」。

　いい言葉ですね。

（フロア８）　あと、行動型には、具体的な数字を示してやる気を起こさせる。
「君ならどうするか」という形で促していく。しかり方のアドバイスとしては、
「期待しているから」というような言葉を付け加える。あと、ほめるような言
い方というのが挙がりました。

　ありがとうございます。皆さん、よくお分かりですね。このスライドは、
後日コピーしてお渡しします。
　まず、やる気アップの仕方は、今言っていただいた内容を含みます。目標
の明確化はすごく大事です。そして、ちゃんと成果が出たらタイミングよく
ほめてほしいのです。してはいけないのは、目標を達成していないのに「よ
く頑張ってるね」とねぎらってしまうことです。行動型には不要です。ちゃ
んと結果を見てほしいのです。そして、言葉を掛けるとしたら、長々と言わ
ずに、短くずばっと言ってください。とてもコミュニケーションのスピード
が速い。四つの中で一番速いタイプですから、くどくど言っていると、頭は
次の方に行っていますから聞いていません。ずばっと「よくやった」「さすがだ」
と短く言います。そして、影響力です。リーダータイプの方が多いので、こ
の人の能力がどれだけ周りに影響を与えているのかということを伝えてほし
いのです。「あなたがここに来てから、周りのやる気も上がった」「士気が高まっ
ている」「あなたのおかげでこんな結果が職場に得られている」など、影響力
を伝えてほしいのです。
　しかり方は注意しなければいけません。まどろっこしく言わない方がいい
です。遠回しにオブラートに言えば言うほどいらいらするタイプなので、率
直にずばっと言います。あとは、任せてしまってください。本人に考えさせ
ます。あれこれ言わない。行動型の人は、言われることが嫌いです。指示さ
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れることが嫌いです。自分で判断して自分で考えて行動したいので、課題点
はこれだと言って、あとは考えさせてください。そして、期待をする。先ほ
ども言ってくれましたね。「駄目なあなただからあえて言う」ではなく、「期
待しているからこそ」「優秀なあなただから」「できるからこそあえて言うん
だよ」という期待のしかり方がいいです。ほめながらしかったりする。意外
と折れやすいタイプでもあります。気が強いタイプでもありますが、折れて
しまうとなかなか立ち直れないタイプでもありますので、期待をしながら、
ほめながらしかってあげた方がいいです。プライドもとても高いです。これ
が行動型です。
　続いて感覚型です。感覚型の人はどうしたらいいでしょう。

（フロア９）　感覚型のやる気をアップさせる仕方としては、アイデアを出さ
せて、肯定的に「任せたぞ」という形でやらせるのがいいのではないかと思
います。しかり方としては、全否定せずに、肯定的にしかっていく形がいい
のではないかという意見が出ました。

　ありがとうございます。感覚型の人はまさにそのとおりです。アイデアを
ほめてほしいのです。いまいちなアイデアだとしても、「いや、その切り口い
いね」「斬新だね」と言いながら、アイデアをほめてあげてほしいのです。自
信を持っていますから。このタイプの人は４タイプの中でも一番スポットラ
イトを浴びたいタイプです。自分に関心を持たれたいタイプです。質より量
をほめてほしいのです。言葉の内容、質はあまり深く考えずに、それよりも
量を投げかけてください。ほめるというよりも、自分が関心を持たれている、
見てもらえているということを感じたいのです。ですから、ほめ言葉ではな
くても、「今日元気？」「どう？」などと声を掛けてあげるだけでもやる気に
なるタイプです。ほめるのだったら、「さすがー」「すごーい」などと少し抑
揚をつけて楽しそうに大げさにほめてほしいのです。ぼそっと言っても響き
ませんから、大げさに感嘆符をつけて言います。
　しかり方は、頭ごなしにしかりません。どのタイプもそうなのですが、特
に感覚型の人には、アイデアを引き出しながら、押しつけにならないように、
できるだけしゃべらせた方がいいです。一番してはいけないのが、理詰め、
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細かいことをちくちく言ってしまうことです。あと、物事を大枠でざっとと
らえるタイプなので、細かいことを言われても入ってきません。特に、分析
型の上司は、相手が感覚型だったら気をつけてください。細かいことを詰め
すぎてしまうと、相手の息が詰まってしまいます。
　別の研修で出た意見ですが、しかり方・ほめ方のどちらにもあてはまります。
感覚型の人に仕事を任せると、もちろんやる気になるのですが、大ざっぱな
ところがあるので抜けや漏れが出てくるのです。そうすると、ミスが出るこ
とがあるので、分析型と友好型とペアにして仕事をさせた方がいいのではな
いですかという意見が出ました。そうだな、なるほどなと思いました。組み
合わせということも注意してみてください。
　続いて友好型です。どなたか。

（フロア10）　細かいことに気がつくタイプの方が多いと思うので、その都
度こまめにほめてあげたり、感謝をしてあげるのがやる気アップの仕方です。
しかり方での注意は、人前でしかられるとへこんでしまうのではないかと思
うので、人前ではしからないのと、一方的にしからず、短く簡潔に話をする
という意見が出ました。

　ありがとうございます。ほめ方、そのとおりですね。４タイプの中で、一
番ちゃんと見ていてもらいたい、ほめられたいタイプです。先ほどの感覚型
は、興味を持ってもらいたい、関心を持たれたいのです。友好型は、自分がやっ
たことをちゃんと評価してもらいたい、認められたいと思っています。です
から、やったことをちゃんとほめてくれないと豹変してしまいます。ほめ言
葉も、ねぎらいや感謝の言葉がいいです。「ありがとう」「助かってるよ」といっ
た言葉がいいです。さりげなく、人前ではなく、１対１でこまめにがいいです。
感覚型や行動型は人前でもいいですが、友好型はこっそり言ってあげてくだ
さい。
　しかり方ですが、しかって「はい、あなた勝手にやりなさい」ではなく、フォ
ローの姿勢を示してあげてください。あとは、合意を取りながらです。なか
なか本音を言わないタイプでもありますので、できるだけ相手にしゃべらせ
るようにしてください。威圧的な態度はNGです。特に行動型の人は威圧的な
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態度になりがちですので、話がしやすい雰囲気づくりからスタートしてくだ
さい。これが友好型への対応です。
　最後は分析型ですね。

（フロア11）　やる気アップの仕方は、最後まで任せる。途中で口を挟まない
ようにして、任せた方がいいと思います。しかり方は、理屈っぽい方だと思
うので、筋を通して、論理的に説明していく方がいいと思います。

　そのとおりです。ほめ方ですが、分析型は専門性や仕事の正確さなどをしっ
かりほめてください。そして、具体的にです。「すごーい」というだけでは響
きません。相手は、何がすごいのですかと心の中で思ってしまいます。何が
どうよかったのかということを具体的に示してください。特にこだわり部分
をほめられたいという欲求がありますから、その人のこだわり部分をきちん
と観察して伝えましょう。そのこだわり部分がずれていると、また響かない
のです。違うことをほめてしまうと「この人、分かってないな」と思われて
しまいますから、そこは的を外さないようにしてください。分からなければ
本人に聞いてみましょう。どういう点にこだわってやっていますかというこ
とを聞いてもいいかもしれません。
　注意点もおっしゃるとおりです。具体的に理由根拠は明確にです。なぜそ
うしなければいけないのかということを示さないと動かないタイプです。だ
から、頑固と言われてしまうのです。でも、納得したら行動は速い。ちゃん
とやるタイプです。あと、このタイプはせかさない。時間をとってあげた方
がいいです。しかるときも時間を取ってしかった方がいい相手でもあります。
　会議をしていても全然違うのです。行動型や感覚型の人はその場で手が挙
がる傾向があります。友好型の人は、場の空気を読みすぎてしまって、「これ
は今、言わない方がいいかな」と思いながら、手を挙げない傾向があります。
同じように手を挙げない中で、分析型の人もいます。なぜ挙げないかというと、
友好型とは理由が違い、間違いたくない、正確にちゃんと答えたい、きちん
と情報収集して分析してから、いい意見を言いたいという思いがあるからで
す。
　私も経験があります。私の部下に分析型の人がいました。全く意見が出な
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いので、やる気がないのかな、どう思っているのかなと思っていたのですが、
会議の前に、「今度はこういうことについて会議をしますから、意見を考えて
きてください」と言うと、書面に細かく書いて準備をしてきて、当日はきち
んと発表ができるようになり、会議に積極的に参加するようになりました。
会議などにもタイプが表れてきますので、一概に発言しないからやる気がな
いわけではないのです。
　ここまでタイプに合わせた指導ということを考えてきました。ここで質疑
応答の時間を取りたいと思います。こういった場合、どうしたらいいのかと
いった質問や、今日の内容についての質問でも結構です。どなたでも、もし
あれば。

（フロア12）　齋藤先生は、四つのタイプのどのタイプですか。
　何タイプだと思いますか。当てるのも練習ですから。

（フロア12）　分析型ですか。

　残念です。分析型はすごく低いです。まず、私はしゃべりが速いと思うの
です。分析の方は、話がゆっくりなのです。分析型、友好型は話し方やコミュ
ニケーションを伝えるのは結構ゆっくりなのです。速くなるのは行動型と友
好型です。身振り手振りが多いのは感覚型です。結構しゃべり方で特徴が出
ます。
　答えは、私は行動型と友好型です。真逆ですが両方持ち合わせています。
分析型が極端に低いです。まずは皆さんの身近な方で、ご家族や職場の方が
何タイプなのかということを、話し方や仕事のやり方などで推測してみるの
もいいと思います。
　でも、型に当てはめすぎないようにしてください。あくまでも一つのやり
方です。占いではありませんが、行動型と思ったらそのやり方しかしないと
いう方が時折いらっしゃいますが、そうではないのです。ざっくり四つに分
けただけですので、10人いれば10人違います。そこは注意してください。よ
ろしいでしょうか。
　終わってから、しばらくは会場にいますので、個別にご質問いただければ
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結構です。

９．まとめ
　今日は「ほめる・しかる」ということを２時間半やってきました。人が行
動を起こすのは、三つの掛け算です。まず、感情です。人が積極的になるのは、
快の感情になったとき、プラスの感情になったときです。モチベーションが
上がってきます。二つ目は、言葉です。ほめ言葉にはボキャブラリー、語彙
力が必要でした。そして、しかり方の４ステップというのもやりました。ど
んな言葉でどんな順番で伝えるのか。三つ目は信頼です。
　これは掛け算ですから、一つでもゼロになってしまったら相手の行動は引
き出せません。行動は起きないと思ってください。どれも大事です。でも、
特に大事なのは、信頼関係をどう築くかということです。信頼が根底になけ
れば、どんないいほめ方をしても、タイプに合わせても、しかり方の４ステッ
プを使ってみても響かないと思います。しっかりと信頼関係を築いた上で、
テクニック、スキルというものを使ってみてください。
　今日、聞いただけでは何も研修の効果はありませんから、最後に、このセ
ミナーが終わった後、扉を出た後、皆さんは何をするのかというアクション
プランを決めて終わりたいと思います。テキストの最終ページにアクション
プランを書く欄があります。
　「⑴今日の気づき、学びは何ですか？」とあります。「⑵どんなことに取り
組みますか？」は、①②③となっていますが、一つでも結構です。今日の学
びと気づきを生かして、これを職場でやってみよう、こういうふうに変えて
みようということを書いてください。
　皆さん、大体記入できたでしょうか。では、同じテーブル内の方同士で、
アクションプランを一つ、お互いに宣言して終わりたいと思います。思って
いるだけではなかなか行動できません。言葉に出すことが大事です。同じテー
ブル内の方と、一人ずつ「私はこれをやります」ということを一つ言ってく
ださい。では、テーブル内で進めてください。
　大体、宣言を終えたでしょうか。ありがとうございました。

　今日、２時間半という時間の中で、「ほめ方」と「しかり方」という切り口
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で、たくさんのことをお伝えしました。
　知っていることと、できることとは違います。また、たまにできるという
のと、いつもできるというのは、全く違います。ぜひ、いつもできるレベル
を目指して、今後、職場のコミュニケーションの活性化を目指していってく
ださい。
　本日は長時間ありがとうございました。
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はじめに
　今日は文化芸術で都市が元気になるということで、非常にお金のかかる文化
芸術だけでなく、具体的な日常生活の中に文化を入れることによってどのよう
に都市が変わるか、あるいは非常に汚い場所、ホームレスや失業者の多い場所
でも、実は意外に芸術が役に立つという話をさせていただきます。
　まず、大阪のメモリアルな施設を映した３枚の写真を持ってきました。真ん
中にあるのは、今は跡形もなくだんだん崩れていますが、新世界にあるフェス
ティバルゲートです。これが造られたときはまだUSJができていなくて、昔は
市電か市バスの車庫でしたが、大阪市交通局が地面を持っているので、土地信
託という形で施設を造った、いわゆる都市型の遊園地です。海底のアドベン
チャーをイメージしたもので、とても風変わりです。地下鉄の駅から上がって
くると、ジェットコースターが大蛇のようにぐるぐるとビルに巻き付いてい
て、私も2003年に大阪市大に移ったときに最初に来て、とんでもなく変なもの
を造ったものだと思いましたが、案の定、倒産しました。
　この施設は実は何回も倒産して、最後は結局、解体されてしまいましたが、
１回目に倒産した後に、大阪市がいろいろな局に何かいい使い道はないかと声
を掛けて、ゆとりとみどり振興局が若いアーティストに活動の場を与えてはど
うかと企画しました。そして、四つのアートNPOがここに入って約５年間活
動したことがあります。大阪市としては、これまでにないクリエイティブな、
つまり倒産した遊園地を使って芸術で何ができるかということを実験したわけ
です。すぐ隣にある釜ヶ崎の方たちが来て、アーティストと一緒にいろいろな
ことをしたり、日本橋の商店街にも近いので、商店街で最近までしてこなかっ
た盆踊りを復活するなど、いろいろなことをしました。
　もう一枚の写真は、ガスタンクのように見えますが、実は下寺町にある應典

マッセ・セミナー（河北ブロック職員研修協議会共催）

「住民協働によるまちづくり　　　　
～住まいの町から文化の町へ～」

大阪市立大学大学院創造都市研究科　教授
佐々木　雅幸　氏
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院というお寺です。ここは第二次大戦以降、廃墟になっていましたが、そのお
寺を再建するときに、普通の葬式のためのお寺を造っても仕方がないと、住職
が本堂を劇場にして、普段は若い人たちの演劇など、パフォーミングアーツに
使えるようにしました。一応は宗教施設ですから税金が助かるということで、
その分を若い人たちが安く使えるアートスペースに提供したわけです。このお
寺は今でも元気にやっています。秋田住職はこの前、新潮新書から『葬式をし
ない寺』という本を出されていて、これは大阪らしい試みだろうと思っていま
す。
　もう一枚は、築港にある住友倉庫の赤レンガ倉庫です。日本各地にある赤レ
ンガの建物はほとんど壊されていますが、創造都市のような事業をしていると
ころ、例えば横浜などは赤レンガをきれいに整備して残していて、そこにレス
トランが入ったり、若い学生やアーティストが自由に使える空間になっていま
す。大阪市も一時期、赤レンガ倉庫をアートスペースに使っていましたが、い
ろいろトラブルが生じて、最近はあまりうまくいっていないようです。
　ここで何が言いたかったかというと、倒産した遊園地であれ、お寺であれ、
使われなくなった倉庫であれ、そういう場所の方が若い芸術家にとっては面白
い場所で、いろいろな可能性のあることができる、それを市民が一緒に楽しむ
ことができるのだということです。

１．創造都市の先進地・バルセロナ
　世界では今、新しい都市のイメージ、あるいはまちづくりの方向性として、
クリエイティブシティという言葉が駆け巡っています。ガウディという天才が
造ったサグラダファミリアという建物は、まだ現在も造り続けていて、完成ま
でには恐らく100年、あるいは200年ぐらいかかるかもしれないと言われていま
す。日本にある特に都心の高層ビルなどはあっという間にできてしまいますが、
ヨーロッパでは一つの建物を数百年かけて造るのが当たり前なので、だんだん
に町が変わっていくのでしょう。
　このバルセロナという町は、私の目から見てとても創造的です。まず、現代
を代表するピカソ、ダリ、ミロという大芸術家がここで生まれています。たま
たま３人が同じような時期に活躍しただけでなく、町の中に非常に個性的な建
物群があります。ガウディとガウディに連なる人たちの考え方が面白いのです。
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特に市役所など公務員の皆さんが働く場所は、建物がまず直線で囲まれていま
す。空間を合理的に使うためには、やはり直線で計算した方が分かりやすく、
恐らく構造計算をしやすいのでしょう。しかし、ガウディは直線でできた建物
を極端に嫌いました。彼は、都市の建物にも生命が宿るべきだと考えたからで
す。私たちの体も含めて、生きているものはみんな直線ではなく、曲線で囲ま
れています。命とは丸いもので、曲線なのです。だから、建物にも全部曲線を使っ
ています。命が宿るような、命が躍動するような建物を造るということです。
　この町へ行って一番驚くのは、町の目抜き通りです。大阪でいうと御堂筋で
すが、今の御堂筋は６車線もあって、車が中心に流れています。ところが、バ
ルセロナのランブラスという目抜き通りへ行きますと、車は両端の１車線ずつ
しか走れません。真ん中は歩行者天国です。それも日曜日だけでなく、年中そ
こを市民や観光客がゆるゆる歩いています。そして、５mおきぐらいに大道芸
人が並んでいるのです。つまり、町の中心街は人間主体の空間なので、車がわ
が物顔で走るのはおかしいという考え方をとっています。今、ヨーロッパは
どこでもそうで、都心部に車を乗り入れられるのは一番遅れた町です。大概、
都心部から車を排除しています。そして、人々が歩いておしゃべりをしたり、
ショッピングを楽しんだり、大道芸を楽しむという空間にどんどん変わってき
ています。その先端を行っているのがバルセロナなのです。
　また、突然、公園の中に大きな猫のオブジェがあります。これはパブリック
アートといって、公園や公共空間に芸術作品を展示しているのです。大阪でい
うと西成のような、昼間から失業者の人たちがごろごろしているようなところ
に、突然こんなものを置いて、何となく町の雰囲気を変えてしまおうというわ
けです。小さな広場にさまざまなアートを置いて、あっと驚かすような効果を
狙って町を再生していくということが起きています。
　現在、バルセロナは世界的にも非常に大きなイベントを行っています。有名
なところでは、1992年にバルセロナオリンピックを成功させました。スポーツ
の世界では、サッカーのスペインリーグで一番有名なのがバルセロナという
チームです。マドリードという日本の東京に当たる都市には、レアル・マドリー
ドというサッカーチームがあります。これは日本でいうと巨人に当たって、お
金に物を言わせて世界中の有名選手を集めています。ワールドカップで活躍し
たジダンやロナウドなど、いろいろな人を集めてくるのですが、バルセロナに
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は勝てないのです。バルセロナは強いときの阪神のような感じでしょうか。マ
ドリードとバルセロナはちょうど東京と大阪のような感じで、バルセロナの方
は、あまりお金はかけないのですが、ファンタジスタといって、とてもアイデ
アのある選手を集めてきます。いいときのロナウジーニョはすごく切れました。
最近は日本人選手もイタリアやオランダで活躍していて、つい最近では長友選
手がイタリアのインテルに行って活躍していますが、やはりファンタジックな
プレイまではまだ出ません。そういう思いがけないアイデアのあるような選手
が生まれてくる町でもあります。
　ここではアートの世界的なイベントが行われていて、私も呼ばれたことが
あります。2004年にはバルセロナ市が世界に呼び掛けて、Universal Forum of 
Culturesを開催しました。最近では世界経済フォーラムや世界社会フォーラム
といったフォーラムが世界各地で行われていますが、ダボス会議は世界中のお
金持ちや威張っている国のリーダーが集まって勉強会をする世界経済フォーラ
ムです。それに対して、グローバル化の中で割を食っている国の人たちが集まっ
て、経済だけではまずいから、社会のことを考えようということで始まったの
が世界社会フォーラムです。バルセロナが始めたのは世界文化フォーラムで、
これは文化の力で格差拡大やキリスト教世界とイスラム世界の憎しみ合いを何
とかやめようという目的を持って開催されました。このときにも、文化芸術が
大きな切り口になって、世界の平和や環境というテーマを考えようということ
になりました。
　このような流れの中で、「創造都市」というものがバルセロナから発信され
ました。ちょうどこの時代には、ニューヨークやロンドン、東京で「世界都市」

「グローバル都市」という言葉がはやりました。大阪も世界都市になりたいと
いうことで、ワールドトレードセンタービルやオリンピックの誘致をしました
が、大阪の場合は全部失敗して、その負債に今もなお苦しんでいます。
　世界では、世界都市から創造都市へ、都市を見るときの考え方が転換してき
ています。そのときの大きなポイントとして、20世紀はものづくり、製造業の
経済活動が中心でしたが、21世紀は情報と知識が経済を動かしています。この
知識・情報経済はネットワーク社会ということで、大変大きな変化を起こして
います。例えば最近、エジプトやチュニジア、リビアなど、長らく独裁政治を
とっていた国々で若い人たちのエネルギーが爆発していますが、そのほとんど
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のきっかけになったのはソーシャルメディアだといわれています。今、場合に
よるとネット革命と言ってもいいようなことが世界中で起きていますが、これ
が一つの社会のトレンドの変化になります。このように大きな経済活動の変化
が起きているときに、創造的な人たちが集まらない地域や都市は衰退へ向かう
ことになります。

２．アートで再生したイギリス
　私の友人にイギリス人のチャールズ・ランドリーという人がいます。私より
一つ年上で『The Creative City』という本を書いた人ですが、この本はちょ
うど2000年に出して、21世紀の都市論として大変注目されました。大阪にも４
～５回呼んでいて、關市長のときには直接ランドリーを紹介し、大阪市で創造
都市を政策的に推進するようにしていただいたのですが、イギリスではブレア
首相の約10年間にこのランドリーの考え方を体系的に採用し、国策として創造
都市と創造産業を進めました。
　Creative Industryとは、芸術文化を活用した新しい13業種の産業群を都市
型産業として育成するというものです。このときの一番大きな考え方の変化は、
これまでは、例えば自動車産業やハイテク産業は自動車やハイテク家電を造る
というように、製品によって産業群を分けてきましたが、創造産業は個人の創
造性や才能を源泉にしていますので、言い換えると知財ビジネスと言ってもい
いかもしれません。コンピューターが発展しますと、絵画や音楽など古い芸術
の形態でも、その楽しみ方や配信の方法が全く変わります。今はどんどん新し
いメディアが出てきて、古いタイプの芸術のイメージが変わってきています。
そうすると、そこに雇用が生まれて、関連して産業が伸びる状態が出てきてい
ます。
　そのような流れを非常にうまくつかんだのがロンドンでした。次のオリン
ピックはロンドンで開催されますが、開催国を決める決戦で、パリとロンドン
が戦いました。大体みんなパリが勝つだろうと思っていたのですが、ブレアが
出てきて演説をしたからロンドンが勝ったらしいと言われています。でも、ど
うもそれだけではなく、パリとロンドンを普通に比べると、パリの方が文化都
市で、ロンドンは金融だけで飯を食っているつまらない都市だと思っていたの
に、実は世の中が反対になっていて、ロンドンの方が面白いということが次々
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に起こっていました。
　例えば、ロンドンの町の中心部、テムズ川の南側の河岸に、汚い火力発電所
の建物がありました。この火力発電所は壊すのも大変なので放ってあって、ど
う使ったらいいかとみんなが頭を悩ませていたのですが、イギリスで一番有名
な美術館である国立のテート・ギャラリーが、どんどん収蔵作品が集まって現
代作品はもう展示できない、どこかに展示スペースが欲しいということで、そ
の火力発電所をそっくり美術館に変えたのです。私が行ったときには、まだ１
階スペースに大きなタービンが残っていました。そういう場所に現代アートが
飾られていくということで、とんでもなく変な場所です。そのとんでもなく変
だということが、かえって古いものと新しいものが出会って、一種の近代産業
遺産で楽しむということで、テート・モダンという今一番面白いアートスポッ
トになっています。普通の美術館はイギリスでも大体夕方に閉まってしまいま
すが、テート・モダンは週末になると夜中まで開いています。また、イギリス
の場合、美術館はただですから、家族連れが１日ゆっくり楽しめるようになっ
ています。
　このような芸術系のものが産業として発展していきますと、それまで大学を
出てぶらぶらしていた若いアーティストのような人たちが、だんだん仕事に就
くようになります。この事業を全体としてCreative Londonとして体系化して
いき、音楽やデザインの分野で若いデザイナーを応援し、一方ではパブリック
アートで都市の公園や駅などを変えていきました。
　また、Creative Partnershipsという形で教育改革も行っています。日本の場
合はゆとり教育が大失敗だといわれていて、大学でもゆとり教育を受けた学生
たちが来ると、全然英語も読めないし、高校の授業を大学でしなければいけな
いぐらいにみんな思っているのですが、イギリスではCreative Partnershipsと
いう教育改革が大成功したといわれています。この違いは何かと考えてみます
と、簡単なことでした。
　日本でもイギリスでも、小中学校で子供たちの集中力がなくなり、授業中に
教室を歩き回ったり、授業に集中できないという現象が起こっていました。そ
のときに、日本はゆとり教育としてゆとりの時間を作りましたが、その時間を
どう使うかは現場の先生任せだったと思います。イギリスの場合はそうではな
く、現場にアートマネージャーを派遣して、子供たちが関心を持つようなアー
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トプロジェクトを、若いアーティストと一緒になってやっていきました。これ
をクリエイティブ教育といいます。アートマネージャーは、自分はアーティス
トではないのですが、面白そうな若いアーティストを呼んできて、子供たちと
一緒に作品を作ったりして楽しむわけです。そうすると、結果的に子供たちも
元気を取り戻すので、普通の授業に対する集中力が上がって、全体として教育
水準が回復してきました。芸術は、うまく使うと子供たちの創造力を引き出し、
授業も改善することができるのです。
　それだけではありません。ロンドンのナショナルギャラリーという老舗の美
術館のすぐ近くに、やはり古くからの大きな教会があります。世界の大都市に
は大概、町の中にホームレスの人たちがたくさんいますが、その人たちのシェ
ルターは教会が担当しています。日本でいうと寺院です。その教会がいろいろ
な社会復帰のプログラムを持っているのですが、何とオペラを使ってホームレ
スの人たちの社会復帰をしているストリートワイズ・オペラ（大道芸のオペ
ラ）という団体があります。そのリーダーは、ロイヤル・オペラ・ハウスとい
う最高級のオペラシアターの前でごろごろ寝転がって、お客さんたちに足げに
されているようなホームレスの人たちに何とかオペラをやらせてみようと思い
立ち、オペラのレッスンをシェルターで始めました。そして、その人たちのオ
ペラ作品が、最高級のロイヤル・オペラ・ハウスで演じられるまでにレベルが
上がったという話があります。今でも年に数回公演しているのですが、私はぜ
ひ日本でも１回やってみたいと考えて、一昨年いろいろな外国の財団と協力し
て、横浜と大阪に呼びました。大阪では西成の失業者や高齢者の人たちと一緒
にワークショップを行っています。
　このように、芸術というものは産業にもなりますし、元気を失っている失業
者やホームレス、あるいは集中力を切らせた小中学生でも、芸術をうまく使え
ば再生していくエネルギーが出てくるような力を持っているわけです。

３．発展する都市の条件
　イギリスでこのように都市再生やまちづくりに文化が使えそうだと言われて
いたときに、アメリカではリチャード・フロリダという人物が出てきます。彼
の説は非常に変わっていて、同性愛者が多い町ほどクリエイティブになるとい
うものでした。
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　1900年から2000年直前までの100年間、アメリカ社会における職業階層の変
遷を見ると、農業就業人口は右肩下がりになっています。そして、製造業の就
業人口は緩やかに右肩上がりになっています。また、サービス業の就業人口は
2000年に近付くにつれて伸びてきて、製造業とサービス業の就業人口は1960
年にクロスしています。アメリカではサービス経済化、第１次の情報化社会
が1965年から始まったといわれています。日本ではもう少し後になりますが、
サービス経済化の中身を詳しく見ると、今、急速に増えているのが創造階級

（creative class）の人たちです。
　フロリダ氏によりますと、今、創造階級といわれる人々がアメリカ社会の中
に約３割存在します。農業・製造業はもう頭打ちですので、農業や製造業が主
体の地域は当然衰退地域になります。一方、クリエイティブな仕事をしている
人たちは今後ますます増えるのですから、その仕事をしている人たちが集まっ
てくる地域が発展することになります。どのような業種かというと、まず超創
造的中核と言われるのがコンピューター、数学、建築、エンジニア、生命自然
科学、社会科学、教育、図書館、芸術、デザイン、エンターテインメント、スポー
ツ、メディア関係です。それを支えるものとして、マネジメントや法律、医師、
セールスマネジメントなどが挙げられています。アメリカ社会の中では今、こ
の二つが社会の中でも３割を超えて、ますます発展しているのです。
　そうなると、この最もクリエイティブな人たち、例えばコンピューターサイ
エンスの仕事をする人と、エンターテインメントや芸術、デザイン関係の仕事
をする人たちは、一体どの町を選んで住むのか、あるいはどんなライフスタイ
ルを好むのかと調べていくと、共通の特徴がありました。そこから、どうもゲ
イが多いところに集まっているようだというとんでもない結論が出てきたので
す。
　当然、当時のブッシュ大統領は同性愛や同性愛者同士の結婚などとんでもな
いというキリスト教の原理主義者でしたので、フロリダの説はブッシュ大統領
と真っ向から対立するようなとても面白い説でした。一方、オバマ大統領を支
持する層はどうかというと、ある意味ではこれまで社会の中で虐げられてきた
黒人の人たちで、ゲイやレズビアンも既成の社会通念からいえば社会から排除
された人たちです。こうした人たちが社会の中に出てくるという大きな転機が
ありました。
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　実はアメリカの都市の中でもゲイやレズビアンが最も自由に物が言えるのは
サンフランシスコです。ですから、サンフランシスコは最も創造的だというこ
とです。あるいは、オースチンという町もとてもいい。サンフランシスコから
湾を下っていきますと、シリコンバレーです。シリコンバレーはまさにハイテ
ク産業のメッカで、サンフランシスコはゲイ・レズビアンやアーティストなど、
自由な人たちが多い。このようなところで、アメリカでは新しい地域のムーブ
メントが起きてきています。そうなると、相変わらず古い産業にしがみついて
いるピッツバーグのような町は駄目で、自由に物が言える、新しいタイプのラ
イフスタイルを選ぶ人たちがどんどん集まってくる町こそいいと言われるよう
になってきました。
　このフロリダの説は世界中で大変なブームを呼んで、シンガポールでは有名
なゲイのパレードが行われました。シンガポールは警察国家で、道路にごみを
落としても罰金を取られるような国なので、当然、当局がゲイのパレードなど
認めるはずがありません。しかし、世界の流れは今、ゲイやレズビアンが自由
に物を言えて、面白い人たちが集まってくるところでないとハイテク産業も伸
びないということで、シンガポールが置いてきぼりになってはいけないので、
頑張ってゲイを集めてパレードをしたわけです。それほどに世界中で大きなア
イデアの転換が起きてきました。

４．創造都市・ボローニャ
　ユネスコという国連機関があります。時々ユネスコとユニセフを勘違いする
人がいますが、ユニセフは募金の方で、ユネスコは教育と科学と文化を扱う国
連の機関です。このユネスコが創造都市ネットワークを推進するという提唱を
行い、今、世界で27の都市がユネスコの創造都市として認可されています。片
方で、ユネスコは世界にある有形・無形の文化遺産を世界遺産としてその保護
を呼び掛けています。つい最近、堺市にユネスコのアジア太平洋無形文化遺産
研究センターが開設されましたが、大阪も文楽が世界遺産になっています。こ
のように古い文化芸術、遺産として登録されているものは、世界中で100を超
えていますが、それだけではなく、新しい文化産業を発展させている都市を応
援していこうという流れができていて、日本では神戸、名古屋、金沢が創造都
市になっています。大阪も關市長のときにユネスコに登録しようと少し働き掛
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けたのですが、今はペンディングになっています。せっかくならもう少し早く
やればよかったと私は思っていますが、世界でたくさんの都市がこの流れに
乗って、例えば大阪の姉妹都市である上海や、韓国のソウル、モントリオール、
サンタフェ、ベルリンも創造都市のネットワークに入っています。
　私が一番好きなイタリアのボローニャという町も、やはり創造都市になって
います。ここの人口は37～38万人で、大阪府下の衛星都市の人口とそれほど変
わりないのですが、影響力のある都市で、周辺を合わせると90万ぐらいになり
ます。この都市がなぜ創造都市なのか、世界的に注目されるのかということで、
幾つかポイントだけお話をすると、まず経済のシステムが変わっています。大
企業はあまりなく、ほとんどが中小企業（piccole e medie imprese）で、特に
職人企業（artigianato）という独特の形態があります。これは、経営者本人も
一緒に働いていて、20人ぐらいまでの規模の会社ですが、これが町の主役で、
ボローニャの商工会議所の会頭も職人企業の組合から出ています。
　ここには、ジュエリーを作ったり、バイオリンを作ったり、小さなリトグラ
フを作るなど、伝統的な職人が町の中に今でもたくさん住んでいます。それか
ら、町のちょっと外れまで行きますと、オートバイを造っているドゥカティ

（Ducati）があります。マニアはやはりヤマハやホンダではなく、ドゥカティ
の赤に乗らないといけないということで、オートバイレースのレーサーはほと
んどドゥカティに乗っているぐらい、特別なオートバイです。また、フェラー
リの工場もボローニャと隣町のモデナの間にあります。イタリアではフェラー
リというと世界最高級車ですが、要はこの町では高級車を少しだけ造る、日本
は中級車以下を大量に造るということです。どちらがいいかというと、確かに
庶民的にはそんな高級車は要らないので日本の方がマスマーケットでは強いの
ですが、イタリアはマスマーケットはあきらめて、高級車を少しだけ造って回っ
ていく経済になっているのです。そうなると、部品の点数は少ないですから、
職人が手仕事的に作っています。そうなると、職人の技能が生きる分野で、伝
統的なジュエリーやファッション、革靴も残るし、最先端の高級品の市場でも
職人の仕事が残るということで、これがイタリア型の戦略です。そうすると、
企業の規模はどちらも小さくて済むのです。
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4-1．OperaとLavoro

　イタリアにはあまのじゃくの人も多いので、大企業へ行ってもクリエイティ
ブな仕事はできやしない、本当にクリエイティブな仕事をしようと思うと、中
小企業で自分の好きなようにやった方がいいという考え方をとります。このと
きの仕事を、イタリア語ではoperaといいます。日本語でも「労働」と「仕事」
という二つの言葉があり、英語でもworkとlaborという二つの言葉があるよう
に、イタリア語なりラテン語ではoperaとlavoroという二つの言葉があります。
もう一方のlavoroとは奴隷の仕事です。よく労働者は賃金奴隷だと言われてい
ますが、これは経営者や上司に言われたら盾突くわけにはいかない、結局、言
われたとおりに仕事をしなければいけないからです。その代わり、ちゃんと給
料を払ってもらえればいいということで、その時間は売るわけです。家に帰っ
てやっとほっとするのですが、イタリアでは、仕事場でも自由にやりたい人た
ちが中小企業に行って、operaをしています。
　operaという言葉は、実は一人前の人間が自由に創造的に作品を作ることを
意味しています。オペラハウスで演じられる音楽のオペラも全く語源は同じで、
非常に広い意味があるのですが、このオペラを仲間と一緒にやるのが「コ・オ
ペラ」です。生活協同組合のコープはこのコ・オペラを縮めたもので、日本語
で協同組合と訳しますが、仲間と一緒に仕事をするという意味になります。最
近は、住民協働といったときに「コラボレーション」という言葉を使います。
あれは全然新しい言葉ではなく、一緒にlavoroするということです。この場合
は奴隷の仕事で汗をかくことになるので、私はコラボレーションという言葉は
あまり好きではありません。やはりコ・オペレーションの方が面白いと思いま
す。
　ともかく、何が言いたいかというと、operaの中には自由に創造的に作品を
作るという意味があって、それが町の中で生きている、現にものづくりの現場
でもoperaが行われているということです。小さいだけにネットワークを組ま
ないと競争できないので、ネットワークを組んで仕事をしていることが特徴で
す。

4-2．社会的協同組合設立の動き

　このoperaを今度は社会の中で一緒にやろうというシステムが出てきます。
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コ・オペラ、cooperativaがイタリア語の協同組合になります。普通は生活協
同組合でも農業協同組合でも組合員になればメリットが発生しますが、ならな
ければメリットはありません。イタリアで今新しく出てきている社会的協同組
合（cooperativa sociale）は、組合員以外の人の健康や福祉、あるいは人間と
しての再生の仕事をしましょうというものです。これは全く新しいタイプの協
同組合で、日本では今、民間企業だけれども社会的目的で仕事をしましょうと
いう社会的企業という考え方がありますが、これに近いかもしれません。
　ボローニャには今たくさんの社会的協同組合があります。法律ができる前か
ら実態として始まったのが、保育所や老人ホームを協同組合で運営するカディ
アイ（Cadiai）です。これは当時のウーマンリブ、最近ではジェンダーや男女
共同参画と言われますが、そういう考え方を持った女性たちが作った協同組合
で、みんなが働きに出るために共同で保育所を運営し、老人を介護するという
ところから始まりました。現在はたくさんの保育所や老人ホーム、社会センター
などを協同組合で運営しています。
　それから、障がい者の働く権利を保障しようという目的でも、やはり社会的
協同組合が活動しています。特に農作業などを通じて障害の回復を図る試みが
あって、４年ほど前に日本にもリーダーをお呼びしました。
　また、ピアッツァ・グランデという名前のホームレスの組合もあります。ホー
ムレス自身が社会的協同組合を作り、まず経済的自立を図るために、町の中に
捨てられた自転車や電気冷蔵庫、テレビなどを集めてきて、再生して販売して
います。また、古くなった服なども再生していて、同時に劇団を作っていま
す。先ほどロンドンではホームレスの人たちがオペラをやって元気になろうと
いう話をしましたが、イタリアの場合はコンメディア・デッラルテ（Commedia 
dell'Arte）という仮面即興劇があります。有名なベネチアのカーニバルで付け
る仮面も全部、主要な役割が決まっているのですが、その仮面を付けて即興劇、
喜劇をする劇団を作りました。３月20日に大阪市立大学杉本キャンパスで西成
の失業者の人たちと一緒にやりますので、関心のある方はぜひ来ていただきた
いのですが、ホームレスが自立をするために芸術を一緒にやろうという試みが
出てきています。
　このようなボローニャの話を調べて本を書いたところ、昨年亡くなった井上
ひさしさんがぜひボローニャへ行って調べたいと言われて、その後に『ボロー
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ニャ紀行』という本を出されています。これは文庫本なので安い上、私の本よ
り読みやすいので、まだ読まれていない方はぜひ読んでください。井上さんと
は大阪でもシンポジウムをし、障がい者の協同組合の人たちも一緒に呼んで、
日本全国あちこちで公演をしてもらいました。

4-3．大学の起源

　このように町の中で出てきているいろいろな取り組みを調べていくと、すべ
て自分たちの手で何とか町をつくる、行政ももちろん頑張るのですが、その
ときにオペラをしながら、楽しみながらつくっていることが特徴であること
が分かります。町のそのような自立心がどこから出てきているのかということ
で、ずっと調べていきますと、実はヨーロッパで一番古い大学がボローニャ
の町にありました。今から約900年前に、ボローニャの町の中にUniversita di 
Bolognaという名前の学生たちが作った協同組合、当時はギルドのようなもの
がありました。これが後にヨーロッパ中に広がって、パリ大学になったり、ロ
ンドンのオックスフォード大学になったりしています。英語ではuniversityと
いいますが、その語源はボローニャで始まった学生の作った協同組合なのです。
　ボローニャでは学長をレクトルといいますが、これは学生のリーダーです。
当時は勉強したいと思っている人たちが集まって優秀な教師を呼び、契約を取
り交わして始めた一種の塾のようなものだったのですが、それが広まっていき
ました。契約ですので、当然、無断で休講したり、授業が下手で学生の集まら
ない教師は首になってしまいます。今はそういう教師が勉強したくない学生に
とってはとてもいいわけですが、本当に勉強したいと思っている人にしてみれ
ばやはりとんでもない、授業料など払えないということで、大学も実は協同組
合的原理で生まれたのです。
　町の中で必要なものはみんなの力で作る。それも、協同組合はコ・オペラで
すから、operaを一緒にやるということです。芸術は何となく日常生活と離れ
たところにあると思わないでください。職人の仕事も音楽のオペラもまさに同
じ語源なのです。それを楽しくやるようなシステムができるかということです。
まちづくりも同じで、私は一種のoperaだと思うのですが、そういう試みが出
てきました。ちなみに、ボローニャはユネスコの音楽都市としても登録されて
います。
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５．日本における創造都市
　このような形で、ヨーロッパを中心に創造都市のネットワークをユネスコが
作ってきましたので、私は本を書いて日本でもその考え方を広めたいと思いま
した。そして、青木保さんが文化庁長官のときに応援してくれて、文化庁で「文
化芸術創造都市」として表彰を始めてくれました。これは2007年から始まって、
横浜や金沢など割と有名なところもあれば、小さめの都市も表彰されています。
今年の分は今日発表になっていて、神戸市、水戸市、小さい町では長野の木曽
町、越後妻有のアートイベントで有名な津南町と十日町、富山県の南砺市の五
つを選んでいます。

5-1．金沢の取り組み

　日本ではどんな取り組みをしているかということで、まず金沢の取り組みを
ご紹介します。私は以前、金沢大学で金沢のまちづくりについて市民や当時の
市長たちともいろいろと意見交換をしていました。私のアイデアは、日本のボ
ローニャが金沢だというものです。伝統工芸があり、現代的な産業もあり、大
企業はあまりないけれど、創造的な仕事が行えるという町がいいのではないか
ということで、金沢の人たちと意見交換をしながらいろいろな実験しました。
幸い人口は今45万ぐらいなので、社会実験をするにはちょうどいいサイズだと
思います。やはり東京や大阪は少し大きすぎて、衛星都市の規模が社会実験を
するにはとてもいいと思います。
　いろいろな実験をしましたが、最初に私が直面したのは、バブルのころに町
のきれいなところにどんどん高層マンションが建ってしまうということでし
た。それを何とか抑えたいと思っていたら、町の人たちもみんな同じような思
いを持っていました。自分たちの普段見慣れた景色が、マンションができたこ
とによって見えなくなってしまう、おかしいということで、今でこそ「文化的
景観」という言葉が行政の中にも入ってきましたが、この言葉を最初に使った
のは金沢の市民だと思います。今から20年ぐらい前、バブルの時代に、浅野川
という泉鏡花などが住んでいた界隈にマンションが建つというときに反対運動
をしました。金沢には結構文化人が多いので、政治的な反対運動をやるのでは
なく、文化運動をやろうということで「老舗・文学・ロマンの町を考える会」
を作り、浅野川に浮き舞台を浮かべてパフォーマンスをするなどして反対運動
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を広げ、結果的には景観条例を新しく強化することになっています。
　もともと日本では1966年に古都保存法という法律ができるのですが、日本の
各地の城下町は大体500年ぐらいの歴史しかないので、古都保存法の対象には
なりません。金沢もそうだったので、1968年に独自条例を作りました。しかし、
それでも不十分だということで、1989年には景観条例を作っています。この中
で非常にたくさんのきめ細かい条例を作ったのが金沢市の特徴で、「こまちな
み保存条例」「用水保全条例」「斜面緑地保全条例」という変わった条例まであ
ります。河岸段丘があるので、川沿いのところを全部保全していったわけです。
調べていくと、金沢市は独自条例の数が日本で一番多いと思います。当時の市
長は、町の個性は全国画一の法律では絶対に守れない、同時に、規制緩和の時
代ですので、これまでの条例や行政指導で勝手なことは許さないという流れは
おかしいということで、町を個性的に美しくするためには独自条例で縛るしか
ないと、たくさんの条例を作りました。これは今でも財産として残っていると
思います。
　それから、グローバル・ニッチ・トップという言葉がありますが、金沢には
結構面白い、特定の分野でトップシェアを持つような企業があります。これは、
決して大企業ではありません。金沢で意外と知られていないニッチトップは回
転ずしコンベアのシステムです。これを作っている会社は世界に２社しかない
のですが、それが金沢とその隣の町にあるのです。今はロンドンやパリなど、
世界中に回転ずしのお店があります。すしは今や日本を代表する食べ物になり
ましたが、これはやはりすし職人だけではここまではやらなかったと思います。
同時にコンベアシステムがあって、回転ずしとセットになって出ていったので
す。このあたりが面白いのですが、すし職人の技とシステムを組み合わせて、
これは大手がやってももうけは薄いので、町工場がやっています。
　それから、伝統工芸の分野では、女性社長の箔一という会社があります。金
沢箔という伝統工芸があって、例えば金閣寺の金箔は金沢から持っていってい
ます。金沢で国内の99.9％まで作っているのですが、これまでは大体それを仏
壇に張っていたのです。それが今、金箔工芸という形で新しく展開しています。
　ここで意外と面白いのがあぶらとり紙です。女性はお化粧のときにあぶらと
り紙を使います。これが金箔と関係しているというと、みんなびっくりします。
ブランドとしては京都の「よーじや」から出しているので、金沢の金箔屋とは
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関係ないと思っているかもしれませんが、金箔は金の延べ棒をたたいていって
どんどん薄くしていきます。その薄く延ばしていく工程で、金を挟む箔打紙と
いう紙がとても大事なのです。その紙はもともと特別の和紙で、柿渋で何回も
強くした耐久性のあるものを使っていました。この箔打紙の使い古しになった
ものを、金沢のことですから、金箔屋さんの周りに芸者さんの置き屋があって、
その芸者さんたちがもらっていってお化粧を落とすのに使っていたのです。女
性の経営者ですから、これはきっと商売になるということで、この箔打紙をあ
ぶらとり紙として京都の「よーじや」から出したところ、爆発的に売れました。
今は男性用まであります。そして、金箔を使った化粧品など、どんどんすそ野
が広がっていきました。
　そのような形で、伝統工芸が次々近代的なアイデアで変わっていくのも金沢
型だと思います。面白い小さな企業がたくさん出てきていて、これが行政の進
めている文化政策とうまくマッチしてきたのだと思います。
　去年の暮れに金沢の市長選挙があり、大方の予想に反して20年の実績を持つ
山出さんが若い山野さんと交代することになりました。山出前市長が退任のと
きに、「自分にはとても印象に残っている事業が二つある。一つが市民芸術村、
もう一つが21世紀美術館だ」と言われました。私自身も、ちょっと違うアイデ
アではありましたが、この二つの事業に提言したことがあって、非常に感慨深
いものがありました。
　金沢市民芸術村といわれている施設は、今日ずっとお話ししているような、
使い古し、使い回しの施設です。金沢は繊維産業の町だったので、紡績工場が
たくさんありました。その紡績工場の中で、大和紡績という大変由緒のある紡
績工場が使われなくなったので、市が買い取って、工場は壊したのですが倉庫
群を残して、それを市民芸術村という形で、市民の中で芸術を愛好する人たち
が使える施設に変えたのです。
　そのときにいろいろ討論が起きて、日本で初めての使い方が実現しています。
つまり、１日24時間眠らない施設にしたのです。なぜ眠らない文化施設が生ま
れたかというと、皆さん方の周りにもいろいろな施設があると思いますが、大
概、管理上の理由から夜９時とか10時で閉館になります。普通の文化施設は例
えば東京や外国の文化作品を見るだけの鑑賞型ですからそれでいいと思うので
すが、市民が主体になって芝居をつくる、音楽をつくる、新しいアート作品を
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つくるという場合、つまり創造型の文化施設の場合は、９時や10時で終わって
は困るのです。なぜ困るか。皆さん方も仕事が重なってきて、若いときなら徹
夜してでも仕事をするということが時々あると思います。あるいは徹夜して勉
強したという記憶があるかもしれません。どんな凡人でも夜中になると頭がさ
えるのです。動物は夜中こそ精神活動のピークを迎えますので、夜中に使えな
い文化創造型施設は駄目なのです。夜中こそ新しいアイデアがわいてきて、凡
人は朝になったら忘れてしまうのですが、本当の天才はそのときのことをちゃ
んと残していきます。ですから、創造型の文化施設は１日24時間自由に使えて
こそ初めて意味があるといって、市民の代表が市長と掛け合いました。その結
果、市長からは火事だけ出さないようにしてくれればいいということで、条例
まで作って、市民が自主的な管理で責任を持って使うという日本で最初の新し
いタイプの文化施設が紡績工場の倉庫群から生まれました。
　これはとても印象深いことで、何か新しい建物を造るというよりは、伝統的
な建物、近代産業遺産のようなものを創造型文化施設に変えていくという流れ
が、この後から日本で一斉に出てきました。しかし、なかなか24時間自由に使
えるというものはできていません。大阪ではホームレスが来てしまうなど、い
ろいろ問題があるようです。
　次に、2004年に21世紀美術館を、こちらは新築で造りました。この21世紀美
術館は奇跡の美術館と呼ばれています。何が奇跡だったかというと、21世紀と
いう名前の意味は現代アートだということです。例えば大阪でも現代アートの
美術館はあります。中之島の国立国際美術館です。これも100％現代美術館で
もないのですが、1980年代以降の作品しか置かないという考え方では、金沢の
21世紀美術館の方が徹底しています。普通はそういう美術館は小難しくて頭が
くらくらしてしまうなどと言われています。むしろ世界の名作といわれている
ものをゆっくり鑑賞する方がいいという人たちが多いので、普通は美術館とい
うと教養型で、あまり子供が走り回っていてはいけないものだとされているの
で、みんな息を凝らして作品を見ています。しかし、この美術館は全くそうい
うものから解放されていて、子どもが走ろうが何をしようが自由です。
　21世紀美術館は開館の年に158万人を集めました。市民の人口は45万人です
から、その３倍です。現代美術館でそれだけの観客が集まるということは、当
時の日本ではありませんでした。実は秘密がありまして、上から見ると建物が
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ばらばらとあるのですが、大きく二つの目的の建物群があります。現代アート
を鑑賞する場所と、市民が参画して交流できる場所があって、この二つのもの
を一つのガラスで取り囲まれた円形のものにまとめたところにこの美術館のミ
ソがあるのです。現代アートだけでは決して人が集まらないから、市民芸術村
の持つ機能を持ってきたらどうかということで、マスタープランのところから
話し合って、週末は夜10時まで開いているスペースを作ったところ、公園のよ
うな外観も含めて、美術館に何となく吸い込まれていくように市民が集まって
きて、いろいろな会話が起きてきました。このような新しいタイプの美術館で、
翌年以降も入場者の数は減らず、ますます伸びています。また、この建物を設
計した妹島和世さんは、昨年、建築のノーベル賞といわれているプリツカー賞
を取られました。
　金沢市は今、ユネスコのクラフト分野の創造都市として認定されています。
昨日も実は金沢で新しい市長さんと話をしてきましたが、ぜひ力を入れてやり
たいと言っておられました。ここでは今、「クラフトイズム」という変な英語
を提唱しています。これはどういうことかというと、20世紀は大量生産・大量
消費の世紀で、それを始めた最初の企業はアメリカのフォード自動車会社です
ので、その名前を取って「フォーディズム（Fordism）」という英語があります。
これは大量生産・大量消費という社会システムのことを指していて、フォーディ
ズム都市というと、大企業の大量生産型の工場が中心にある都市です。どこの
都市とは言いませんが、多分、大阪府下にもあります。これからはクラフトイ
ズム、手仕事であったり、アニメーションであったり、コンピューターゲーム
の開発でもいいし、先ほどの回転ずしのコンベアでもいい、とにかく小さな企
業でやっている職人的なものづくりや職人的な芸術、金沢の場合は伝統工芸や
和菓子、料理も含めて、全部それを手仕事と呼び、それを大事にしている町と
して、21世紀は大量生産・大量消費のフォーディズムではなく、クラフトイズ
ムではないかというメッセージを出しているのです。

5-2．横浜と神戸の新しい動き

　このような金沢の創造都市の流れを受けて、早速、横浜がもっとスピー
ディー、ダイナミックに「クリエイティブシティ・ヨコハマ」を始めました。
このとき、今は辞めてしまいましたが、中田さんという市長が出てきてトップ
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ダウンで創造都市事業本部を作り、金沢市より先に創造都市推進課を置きまし
た。そして、先ほどのフロリダの説を都市政策の中に入れて、アーティストや
クリエイターが集まる都市、すべての市民はアーティストであるという呼び掛
けをして事業を推進してきました。
　ただ、このときも古い建物をうまく使うという使い回しをしています。

「BankART1929」ということで、これも変な和製英語ですが、銀行でアート
をするというものです。横浜は150年の歴史しかない割には都市デザインに力
を入れてきていて、古い建物を保存しています。たまたま1929年という世界大
恐慌の年に横浜にできた二つの銀行、旧第一銀行横浜支店と旧富士銀行馬車道
支店を残していたので、これをアートセンターに変えたのです。旧第一銀行横
浜支店は現在、ヨコハマ創造都市センターとなっています。一方の旧富士銀行
馬車道支店は、東京芸大が映像の大学院として使っています。
　その後を追い掛けて、今度は神戸がユネスコのクリエイティブシティの中で
もデザイン分野ということで、「デザイン都市・神戸」という形で展開を始め
ています。神戸の場合は1995年の阪神大震災から約10年かかって復興を遂げ、
次の都市のビジョンをどうするかというときに、経済界がデザイン都市を提唱
してきました。大阪にあるフェリシモという通販の会社がユネスコの教育事業
をお手伝いしていたので、ユネスコの創造都市として手を挙げたらどうかとい
う誘いがあり、商工会議所でビジョンを作って、行政に提案しました。実は金
沢のケースでも経済同友会がまとめて市長に提言したという形があったので、
やはり創造都市という事業は、経済界や市民などからビジョンが出てこないと、
行政だけでは簡単に進まないのではないかと思っています。
　神戸の場合は、デザインというものを単にデザイナーの仕事やファッション
だけに限定せず、衣・食・住・遊・生活すべてにデザインがあるという考え方で、
町のデザイン、ものづくりのデザイン、暮らしのデザインという総合的な計画
にしていくことにしました。そして、ユネスコに申請して認可され、ユネスコ
の創造都市のデザイン部門の都市として、今、事業展開を始めています。その
シンボル事業として、金沢の場合は紡績工場の倉庫、横浜の場合は銀行だった
のですが、神戸は今、生糸検査所を考えています。横浜も神戸も明治維新のこ
ろの開港都市です。戦前の日本の中心的な輸出産業は生糸や絹製品ですから、
生糸の検査をする国立の大きな施設がありました。それが今はもう使われなく
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なって、国から安く払い下げられたので、とても大きな建物なのですが、そこ
をデザイン・クリエイティブセンター KOBEの拠点に使おうと、改装が始まっ
ています。その改装工事が始まる直前に、去年の春から夏にかけて、いろいろ
な現代アートの取り組みが行われていて、さまざまな面白い、これが古い施設
かと思うぐらいの扱い方をしていました。
　このように、歴史も大事にしながら、その歴史に新しいアートやアイデアを
加えて、それを市民が楽しむ、あるいは市民がむしろアート活動に参画してい
くという流れがあると思います。京都、大阪の話もあるのですが、今日はもう
時間がないので、省略させていただきます。

６．芸術文化で都市の再生を
　創造都市をつくるポイントとして、その都市に住む市民（個人）と、市役所
や企業を含めた団体・組織や都市全体のそれぞれのレベルを考えたときに、そ
の町に定住している企業や市民とアーティストやクリエイターを結び付けてい
く役割を持つコーディネーター、プロデューサーが絶対に必要です。そこでアー
ティストやクリエイターだけが頑張っていくだけではまずいので、市民がさま
ざまなところで持っている信頼に基づく人間関係（ソーシャルキャピタル）を
全体としても強めていくということで、ボローニャなどのように、実にさまざ
まなところで社会的な協同組合が活躍しています。
　もう一つのキーワードは、イノベーションとインプロビゼーションです。イ
ノベーションとは、今オープンイノベーションという言葉がよく使われますが、
これまでの技術の発展と新しいものとが急速に結び付くことによって起きる、
主に技術系の話です。それに対して、芸術の分野で即興的に新しいアイデアが
生まれてくることをインプロビゼーションといいます。ジャズの即興演奏が一
番有名ですが、譜面のない即興部分をどう演奏者がうまく演奏できるかという
ことが本当のジャズの楽しみです。同じように、サッカーでもインプロビゼー
ションが起きますし、イタリアの仮面劇でもインプロビゼーションが起きます。
つまり、その場その場で臨機応変に新しいアイデアとアイデアがぶつかって、
これまで体験したことがないような全く異次元の考え方や作品が生まれるとい
うことです。
　意外にそういうものは全く近代的な、大阪でいうと北ヤードのようなところ
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では生まれません。そうではなく、むしろフェスティバルゲートのような古い
汚いところや工場跡、近代産業遺産、京都でいうと町屋などで起きてくるので
す。ですから、伝統的な街並みを保存し、歴史文化を大事にしている町が、か
えって創造都市になることがあるのです。これが創造都市を市民的に考えると
きには大事なことではないかと思います。
　今は特に大きな時代の転換点で、財政的にも余裕がないので、従来型の大型
ハード事業で開発をするといった発想からはもう決別せざるを得ません。その
ときに、コンパクトシティもそうでしょうし、実は文化資源は掘り起こせば無
尽蔵ですので、芸術文化を社会の資源、インフラであると考えて、都市の再生
を目指してはどうかというメッセージをお伝えして、私の話を終わります。ご
清聴どうもありがとうございました。



セミナー講演録集　Vol. 24

2011年（平成23年）３月

発行／財団法人　大阪府市町村振興協会
　　　おおさか市町村職員研修研究センター
　　　〒540－0008
　　　大阪市中央区大手前３－１－43
　　　　　　　　　　大阪府新別館南館６階
　　　TEL 06（6920）4565
　　　FAX 06（6920）4561
　　　E-mail center-tr@masse.or.jp
　　　協会HP http://www.masse.or.jp/
印刷／和泉出版印刷株式会社
　　　〒540－0026
　　　大阪市中央区内本町１－１－６
　　　　　　　　　　　　　本町カノヤビル
　　　TEL 06（6946）7684





再生紙を使用しています

おおさか市町村職員研修研究センター




