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第１章 はじめに 

 

 

１．調査研究事業の背景 

（１）長期的視点について 

（２）平成 27年度本事業について 

 

２．調査研究事業の目的 

（１）中期目標 

（２）平成 27年度 

 

３．平成 27年度調査研究事業の概要 

（１）事業全体像 

（２）事業概要 

 ①先進事例調査 

 ②仙台市における地域・市民活動支援等に関する基礎調査 

（３）実施体制 
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第１章 はじめに 

 

１．調査研究事業の背景 

 

（１）仙台市の市民協働によるまちづくりの理念 

 仙台市は、平成 27年 7月に「仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例」を改正し、仙台

市が目指す協働の姿として「多様な主体がそれぞれの力を生かし連携・協力しながら課題解決の方法

を創りあげていくことで、地域の力が高まり、また新しい地域力が生まれるという好循環を繰り返し

ながら持続可能なまちづくりの実現」を掲げている。条例の基本理念では、多様な主体がそれぞれの

力を発揮する「自立」、互いの力を引き出し相乗効果を高める「連携」、課題解決に向けて創意工夫を

続ける「創発」を挙げている。 

 

（２）仙台市の社会課題 

 東日本大震災から５年を経過し、仙台市は被災地随一の規模の都市として、復興の牽引役を期待さ

れている。また東北最大の都市として、東北地方のダム機能を果たす都市機能も期待されている。 

 現在、仙台市にはおよそ 108万人が暮らしているが、平成 52年（2040 年）には人口が 100万人を

下回り、人口に対する 65歳以上の高齢者割合は 35.2％（平成 27 年度 22.4％）になると見込まれて

いる。少子高齢化が進行し、人口構成がこれまでと全く異なる時代に突入する。これにより、例えば

労働力の不足、財政の圧迫、地域の担い手不足などが予想される。現に、平成 26 年度に実施された

「仙台市町内会等実態調査」において、町内会組織が、会員の高齢化や担い手不足に悩みながらも奮

闘している実態が報告されており、地域運営の点では差し迫った状況にある。 

深刻化する少子高齢化に加え、例えば介護保険法改正を代表とする社会保障制度の変化、格差社会に

よる貧困など、地域や社会の状況や課題は時流の中で複雑に変化し続けている。今後仙台の市民社会

は「未知の領域」に突入していくことになり、条例改正で掲げられた市民協働によるまちづくりの理

念を実現するには、もはや従来型の手法では対応しきれないと考える。地域の歴史や背景を尊重しつ

つも、従来の型にとらわれない新しい構造や仕組み・手法を、限界が訪れてからの対処療法ではなく、

現時点から試行し開発する事が急務である。 
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２．調査研究事業の目的 

 

 本調査研究事業では、現状の課題への対処療法ではなく未来を見据えた視点から、仙台のあるべき市

民社会像を描き、そのあり方を支える新たな仕組み（施策）を検討し、提案することを目的とする。 

 

（１）段階的な事業目標 

 5年間の指定管理期間内で、前半は調査・分析を通じて収集した検討材料をもとに仮説を検討し、

後半はそのスキームを試行する実証実験を通じて、具体的な課題を検証し、政策提言を行う。 

 

図１：調査研究事業 5 年間のロードマップ 

 

（２）平成 27年度の目標 

 1年目である平成 27 年度は、平成 28 年度以降に実施する実証実験の前提となる仮説について、仙

台で展開可能な施策を複数想定するために様々な検討材料を揃える必要がある。背景を踏まえると、

全国に多数存在する中山間地域の過疎、災害後のまちづくりや復興、自治体の人口減少など、地域の

危機意識から生まれた多様な主体の参画による地域課題の解決への取り組みを、NPO支援策に留まら

ず収集する。また、 

・事業スキームを 5事例程度可視化する 

・調査結果をもとに仙台における市民社会のあり方について話し合う場を設ける 
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３．平成 27年度調査研究事業の概要 

 

（１）事業全体像 

 平成 27年度は、「先進事例調査」と「仙台市における地域・市民活動支援等に関する基礎調査」を

実施し、仙台における市民社会のあり方とその実現をするために必要な仮説を検討する。 

 

図２：平成 27年度調査研究事業の全体像 

 

（２）事業概要 

 

①先進事例調査 

 文献調査や事業スキーム（資金、人材、情報、場所、運営等）事例調査を参考に、市民社会の具

体像や施策イメージを検討する。 

・文献調査 

市民社会に関係する文献を調査し、目指すべき市民社会の要件を検討する。 

文献は、背景を踏まえ下記のキーワードに関連して収集し、分析を行う。 

東日本大震災 平成 23年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴って

発生した津波、およびその後の余震により引き起こされた大規模地震

災害。 

非営利セクター 営利を目的とせず、社会の人びとが求められることを自発的に実行す

るセクター。 

社会関係資本 人々の間の信頼関係やネットワーク等、特定の社会に内在して、人々

の間の社会関係を規定するもの。 

 

・事業スキーム事例調査 

 全国で市民社会をリードする取り組みについて、事業スキーム事例調査（資金、人材、情報、

場所、運営等）を実施する。 

 調査先の選定は、背景を踏まえ調査事業担当者会議で協議した下記のキーワードを基に、NPO

の中間支援、中小企業経営、起業、地域づくり、都市再生、金融等幅広い取り組みを視野に入

れる。  ※【資料１】視察調査地一覧 
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創造都市 市民一人ひとりが創造的に働き、暮らし、活動できる都市 

包摂型都市 多様な人々が主体的に社会参加できる持続可能性が高い都市 

社会的経済 社会的価値や市民社会の視点と共存共生する経済活動 

社会的企業 社会問題の解決を目的として収益事業に取り組む事業体 

ＣＳＶ 企業の強みを活かした社会的課題の解決への貢献 

地域経営 地域資源を活用した地域のマネジメント 

 すべての調査事例について、文献やインターネット情報により、事前に事業概要を把握した後、

質問事項を調査事例の事業主体に送付し、現地調査を実施した。 

 

②仙台市における地域・市民活動支援等に関する基礎調査 

 仙台での実証実験を検討する手がかりとして、仙台市各課が実施する地域や市民主体のまちづくり

活動、また社会福祉に関する既存資料を収集・整理することにより、仙台市における地域主体、市民

主体のまちづくり活動の全体像を把握する。 

 

 調査先は、平成 27 年度に仙台市市民協働推進課が公開した「平成 26年度仙台市市民活動促進事業

一覧」「平成 26 年度仙台市市民協働事業一覧」を基に、以下の様に選定した。 

 

市民局 各区まちづくり推進課、地域政策課 

建設局 河川課、百年の杜推進課 

都市整備局 都市計画課、都市景観課、東西線沿線まちづくり課、仙台駅東第

二開発事務所 

経済局 観光交流課 

 

 選定した事業の資料提供を各課に依頼し、ご提供いただいた資料を調査した。内容の詳細を把握し

たい場合は、調査先への直接ヒアリングも実施した。 

 

（３）実施体制 

 本調査研究事業は、仙台市市民活動サポートセンター内部での実施だけでなく、専門性ある団体の

知見を交えて調査研究を進めるため、下記の事業者に業務を再委託して実施した。 

【委託先】 

・特定非営利活動法人都市デザインワークス 

先進事例調査への協力、仙台市における地域・市民活動支援に関する基礎調査、その他業務。 

・一般社団法人パーソナルサポートセンター 

先進事例調査、仙台市における地域・市民活動支援に関する基礎調査への協力、その他業務。 

 

【内部体制】 

事業責任者：菊地竜生 副責任者：太田 貴 

事業担当者：事業運営部門 調査企画チーム（鈴木美紀、嶋村威臣、竹樋秀康）  
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第２章 調査研究結果 

 

 

１．調査活動から見えてきたもの～現状整理～ 

（１）社会問題に対応するサードセクターと、その支援の重要性の再認識 

（２）市民主体のアクションから課題解決のモデルが生まれ社会に広まるパターン 

の推察 

（３）仙台市における地域主体、市民主体のまちづくり活動の現状 

 

２．今後の展望 

（１）新しい地域経営のありかた 

（２）課題発見機能の整備 

（３）組織支援の専門化と地域内の資源循環 

 

３．仙台市市民活動サポートセンターの今後の展望 
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第２章 調査研究結果 

 

１．調査から見えてきたもの ～現状整理～ 

 

 先進事例調査（文献調査、事業スキーム調査）、仙台市における地域・市民活動支援等に関する基礎

調査からは、多くの貴重な情報を得ることができた。本項では調査結果の分析をまとめる。 

 

（１）社会問題に対応するサードセクターとその支援の重要性の再認識 

 先進事例調査の文献調査では、社会問題の解決主体としてサードセクターが重要であり、仙台市

の事例を踏まえると、組織育成支援や社会関係資本蓄積等担い手への投資と財源確保に取り組むこ

とにより、今後起こりうる社会問題へ予防的な対応が実行できる可能性を提示した。 

 東日本大震災からの復興は、阪神・淡路大震災以降の最大級の社会問題である。その状況の中で、

営利を目的とせずに社会的・公益的な活動を行う民間組織を中心に構成される領域、具体的には特

定非営利活動法人や一般法人に代表される新たな組織（サードセクター）は様々な活動を実施した。

コミュニティレベルでは、行政とつながりの深い既存の地縁組織と協力して住民自治の一部を担い、

また活発化させるアクターとして地縁組織と並存している。国レベルにおいても、2015 年の第 3

回国連防災世界会議の成果文書である『仙台防災枠組 2015-2030』において、市民社会組織、ボラ

ンティア、コミュニティ組織といったサードセクターに対し、災害対応や減災計画の策定や地方や

国の計画への協力、政策提言等の役割が期待されている。 

 被災地全域でみると、関東に主たる事務所を置く組織、特に国際 NGO の存在感や影響力は圧倒的

に大きかった。しかし仙台市においては、他地域と比較して活動資金の地元組織使用率が群を抜い

て高く、地元団体が主要な支援活動を担っていたといえる。その要因としては、都市機能の早期回

復を前提としつつ、震災以前から NPO振興施策において日本有数の自治体であったためサードセク

ターの組織が多く、資金・設備・人材等の各種資本が地域へ蓄積していたこと等が考えられる。災

害だけではなく様々な社会的な課題の解決を促進するためにも、サードセクターへの継続的な支援

は欠かせない。 

 

（２）市民主体のアクションから課題解決のモデルが生まれ社会に広まるパターンの推察 

 事業スキーム調査の全国 23 事例は、いずれも生活基盤の地域や社会構造に対する危機意識を持

ち、人材や資金等の資源を調達して自発的かつ即応的に課題の解決をし続けていた。それらを分析

すると、市民主体のアクションから課題解決のモデルが生まれ、社会に広まる一定のパターンが推

察できた。 

 

パターンは下記のステップから構成される。 

・社会課題に気づいた個人が、未来像を描きながら課題解決にチャレンジする「発見」 

・協働パートナーを巻き込むなど試行錯誤しながら持続的に課題解決に取り組む「持続」 

・背景に応じた事業形態や制度化など課題解決策のインパクト強化のための「普及」 

 

 「発見、持続、普及」パターンの典型例は、富山型デイサービスを開発した「特定非営利活動法

人デイサービスこのゆびとーまれ」である。市民数名のミッションから活動を開始し、当事者目線
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で地域の住民ニーズに則したサービスを組織的に開発。必要であれば自治体や国の施策も動かしな

がら、富山型デイサービスというモデルを開発し、特区や法制度として普及した。 

 

 各地の事業主体を支援する事業においては、「発見、持続」のステップの支援策にあたるものが

あった。飛騨信用組合は、法制度で営業地域が制約され、地域の衰退＝自社の衰退という背景があ

る。そのため実績で判断する従来の融資では対応できない小規模案件や事業開発を支援するため、

金融機関として全国で初めてクラウドファンディングに取り組んだ。加えて専門家や信用組合職員

による相談支援等も整備し、事業の初期段階から経営まで幅広く支援できるスキームを構築した。

富士市産業支援センター（f-Biz）は、企業経営経験者等による専門性の高いアドバイザースタッ

フ体制とカルテ化による伴走型相談体制を構築し、相談者の経営改善コンサルティングを実施。年

間 4,000 件近い相談に対応しながら、事業の持続可能性を高めている。 

 

 一方自治体では、制度や仕組みを構築する支援が主である。雲南市、伊賀市等は、小学校区程度

の個別の地域で発見された課題に合わせ、地域組織が自主的に事業開発・運営に取り組めるよう、

地域自治条例を柔軟に運用し、制度面から地域主体の動きを支援している。その成り立ちも行政が

一方的に定めるのではなく、あくまでも地域の諸主体と危機意識を共有しながら、ボトムアップで

作られてきた点に特徴がある。横浜市では、地域課題が複雑に絡む都市において、多様な主体の交

わりによって未来を共創するオープンイノベーションを政策化している。その具体化策として、行

政のオープンデータ推進と活用による地域や社会課題の可視化による発見機能の整備と、ICT 活用

による多様な主体の巻き込みを、企業や NPOと連携しながら実行していた点に特徴がある。 

 

 また、住民主体の組織で、行政の政策誘導を受けていないものの、課題解決策と支援策を開発運

用しているケースもあった。神奈川ワーカーズコレクティブ連合会や特定非営利活動法人暮らしづ

くりネットワーク北芝は、対象範囲や規模は違うが、住民主体で行う福祉サービスや地域づくり等

地域課題解決に必要な事業の開発を重要視し、そうした事業への挑戦や持続可能性を高めるための

支援体制を構築していた。 

 一方、課題解決の「普及」のステップは、それ単体で存在するものではない。上記の複数の事例

から考えると、「発見」「持続」のステップにおける試行錯誤を繰り返す中でマルチセクターとの関

係性が深まり、課題を多様な主体で担い合える環境を形成し、向き合う課題への対策が社会化・制

度化されていくのが、「普及」に至るパターンと考えられる。 

 

 今年度の先進事例調査からは、様々な社会的課題を解決するサードセクターの支援による社会資

源の開発と、課題を多様な主体で担い合える環境形成の前提となる社会関係資本の蓄積の２点が、

前述の条例の基本理念にも掲げられている「創発（≒イノベーションを導く新結合）」を生む重要

な要素であるとの認識に至った。 

 

（３）仙台市における地域主体、市民主体のまちづくり活動の現状 

 仙台市における地域主体、市民主体のまちづくり活動の全体像を掴むため、今年度は地域・市民

活動やまちづくりを支援している行政施策を整理した。 

 今回調査した支援策の予算総額は約 4億円。地域政策課の町内会支援策で約 3億円、各区まちづ
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くり推進課の区民協働企画事業や都市計画課のまちづくり専門家派遣制度等で約 1 億円であった。 

 市内でも挑戦的な地域づくりに取り組んでいる地域（片平、中山等）は、地域での主体的な動き

をベースに、行政制度を有効に組み合わせている様子が伺えた。具体的には、青葉区の個性ある地

域づくり計画作成や地域を知る勉強会（平成風土記）開催後に、まちづくり専門家派遣制度の活用

につなげているケースがあった。 

 先進事例調査に事業スキーム調査では、地域人口の動態変化により発生する課題に対応するため、多

彩な地域づくりが生まれていた。仙台市においても、地域や住民が行政制度を活用するための環境形成

や、地域状況に合わせた課題解決行動が可能な予算配分のあり方など、今後の社会保障の変化や都市規

模などの背景を踏まえた、新たな手法の検討が必要と考えられる。その中で、地域の課題解決や魅力創

出に自発的に取組む市民の力が育まれ、地域を豊かにし、地域の集合体としての仙台市が形作られてい

く可能性がある。 

 今後、仙台の地域での活動を把握する視点として、「地域規模：どの程度のエリア（町内会～区域等）

で活動するか」「組織規模：地域のビジョン（計画）とマネジメント（⇔個人の頑張り）」「継続性：活

動が一過性（イベント）でなく、地域の持続性に寄与するか」の 3点が重要と考えられる。 
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２．今後の展望 

 

 今年度の調査のみでは、まだ仙台市における市民社会の要件を導き出し明確に定義することは難し

いが、調査活動を通じて朧気ながらその輪郭を検討することができた。下記では、今年度の調査から

市民社会の要件に必要な要素を 3つ提示する。 

 

（１）新しい地域経営のあり方 

 一つは、「地域」が基盤であること。地域は、人が暮らし、営みを重ねるエリアである。その捉

え方も行政区という単位ではなく、「市民が自分で認識できる一定の範囲の場」という意味である。

本調査では、主観や数値的データに基づき明確になった地域の課題や、そうした状況から生まれた

地域の未来像をきっかけに、自分たちが暮らす土地や人、文化への愛着を持った住民の、主体的で

多様なアクションが誘発されていることが明らかになった。 

 仙台市の予測では、2040年に人口が 100 万人を下回る中、人口に対する 65 歳以上の高齢者割合

は 35.2％（2015年度 22.4％）と見込まれている。現在、多くの自治会が担い手不足や高齢化に悩

みながらも地域運営に奮闘しているが、現状の構造や仕組み、手法による地域運営には限界が訪れ

る可能性がある。限界が訪れてからの対処療法ではなく、現時点で未来を見越した予防的な解決策

を試行錯誤する必要があると考えられる。 

 先進事例調査では、地域住民が主体で地域の課題を解決する事業を開発し、地域内外に存在する

人材や組織などと協働関係を組みながら、非営利に近い形で地域住民が働く場をつくり、人材や資

金などの資源をエリア内で循環させる、ある種の稼ぐ地域経営やまちづくりに取組む事例が複数あ

った。 

  

 現在の一般的な自治会の業務は、防災、福祉、生涯学習などの生活を支える事業機能と、それら

を支える会計や事務手続きなどの総務機能など、幅広く多岐に渡っている。今後、地域人口が確実

に減少する中、同じ機能を同じ質で維持するのは難しく、既存の枠組みにとらわれない機能や仕組

みを、自治会や地域団体等が担わざるを得ない時期が来る可能性がある。例えば、 

・総務機能の一部を連合町内会に集約して専門家に外注して労働コストを削減し、その分を各自治 

 会の福祉や防災など人間同士の関係性がないと成り立たない業務に特化させる。 

・企業からのポスティング業務を受託して地域で活用できる財源を稼いで必要な機能に投資する。 

・それらを住民の無償奉仕ではなく、住民が地域で活動した対価を小額でも得られるような、地域 

 ニーズや状況に応じた事業性ある小商い的な取り組みを開発する。 

などが想定され、地域の枢軸を担う自治会には、今以上に地域ガバナンスや地域経営といった視点

が重要になると考えられる。 

 

（２）課題発見機能の整備 

 二つ目は、都市課題の「発見」機能を整備すること。上記は地域という特定エリアを中心とした

話題だったが、仙台市という 108万人もの方が暮らす都市においては、その多様な人材の力を活か

せる環境形成、特に事業スキーム調査で導き出した課題解決行動が広まるパターンの「発見」機能

を整備し、都市としてのスケールメリットを活かすことが重要である。 

 横浜市は、18 区に 340 万人が暮らす大規模都市であり、多様な主体による共創という意味を持
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つオープンイノベーションを政策の柱にしている。その具体化策として行う LOCAL GOOD YOKOHAMA

は、行政のオープンデータ推進と企業や NPO によるデータ活用によって、地域に存在する課題や、

都市が直面する社会課題を可視化し、ICT 活用して WEB 上で多くの方に公開する取り組みを実施。

また WEB だけでなく、フューチャーセッションというマルチセクターの参加者同士が直接顔を合わ

せて関係性を育みながら、知恵や技術を寄せ合い事業開発する場を継続的に実施。地域や都市の課

題の解決に向けて、都市内に存在する人材や情報などの資源が集まるプラットフォームを構築し、

大規模都市ならではのスケールメリットを発揮していた。 

 また、調査報告会の話題提供者としてお招きした横浜市政策局の関口氏からは、リビングラボの

構想もお話いただいた。リビングラボは、上記のフューチャーセッションで生まれたアイデアなど

を、地域の現場で主婦層や高齢者などと協働しながら事業開発し、地域の課題解決と多様な人材の

インキュベーション及び仕事づくりに結びつけ、新しい価値や生き方を創造する開発実験の場であ

る。 

 仙台市においても、オープンデータなどを活用して、多様な主体がコミュニティを超えて社会や

地域の課題を可視化、整理、提示、対話するような「発見」の場の設定及び、発見した課題の解決

に向けた行動に向かう、個人やコミュニティの組織化や運営支援のインキュベーション策などの環

境形成を施策的に行うことが、協働によるまちづくりの具体化策の一つとして効果的ではないかと

推察できる。 

 

（３）組織支援の専門化と地域内の資源循環 

 三つ目は、組織支援の専門化。実際に課題解決行動を行う組織が、持続的に課題解決に取組みな

がら、より効果的な解決策を実行できるように支援する機能の整備である。 

必要な機能の具体像は、 

・課題解決に挑戦する個人や組織の発展を伴走型でサポートし社会資源化するコンサルティング 

・課題解決の取り組みに必要な人材や情報をマッチングするセクター間コーディネーション 

・課題解決への取り組みに対し都市内外の資源（主に資金）を循環させるファイナンス 

 

 コンサルティングは、一般論的な支援だけでなく f-Bizの小出氏が行う、相談者の強みを引き出

し市場での勝負を可能にするエンパワメント型の対応が必要である。全国的に見ても、市民社会に

関係する組織のコンサルティングを高いレベルで実施できる組織は、認定特定非営利活動法人日本

ファンドレイジング協会や、特定非営利活動法人パブリックリソースセンターなど限られている。 

 セクター間コーディネーションは、前述のフューチャーセッションのような顔と顔が見える関係

性の構築支援や、政府や国外の情報を適切に編集翻訳した形で必要な現場につなぐことが必要であ

る。 

 仙台市における地域・市民活動支援に関する基礎調査でも、行政の支援策を部局を超えて活用で

きていた地域は、先進的なまちづくりに取組めていたことから、必要な情報や人材を適切な形で課

題解決に向かう主体につなげるコーディネーターは重要と考えられる。 

 ファイナンスは、特に重要な要素と考えられる。前述したような地域状況に応じた事業開発、都

市のスケールメリットを活かした事業開発のいずれも、試行錯誤を可能とする資金がなければアク

ションの第一歩を踏み出すことは難しい。 

 例えば、地域内での資金の循環やストックの事例として、飛騨信用組合は従来の融資では難しか
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った活動実績がない案件等に対しての支援策としてクラウドファンディングを整備し、アクション

の初期段階やステップアップにおけるインキュベーション支援を開発した。そうする事で、地域内

での経済活動を含む動きを活発化させ、地域内での資金の循環による地域活性化を狙っていた。事

業スキーム調査の対象だった公益財団法人京都地域創造財団は、コミュニティファンドとして市民

寄付を募り地域課題解決プロジェクトに寄付するメニューを開発していた。また今回の調査対象で

はないが、千葉県市川市では個人市民税の１％を自分が選んだ市民活動団体の事業支援に活用でき

る「1％支援制度」なども存在する。 

 仙台市においても、社会的事業の開発の推進を前提とした地域内での資金の循環やストック策が

必要であり、これは仙台市が取組む社会企業・女性活躍の国家戦略特区の推進にも深く関係すると

考えられる。例えば市川市のような税配分の検討や、公共交通の運賃の一部をまちづくり基金化、

企業の CRM（コーズリレーテッドマーケティング）推進、信用金庫と連携した取り組みなどは検討の

余地がある。一方、投資の対象となる組織の信頼性担保が重要となり、組織の情報公開や第三者評

価など、投資に値する組織であることが判断できる環境整備も合わせて実行する必要がある。 

 

３．仙台市市民活動サポートセンターの今後の展望 

 

 先進事例で示した東日本大震災時の仙台市の市民力の活躍から、仙台市市民活動サポートセンター

開館 16年間による人材育成や場の提供、情報の受発信や公共施設連携で、市民活動の基盤である市民

力を育む役割を担えたものと考えられる。 

 一方、本調査で提示した市民社会の要素全てを、仙台市市民活動サポートセンターで担うこと、ま

た仙台市が単独で担うことは不可能である。企業、NPO、行政、教育機関、中間支援組織などの市民社

会に関係する組織がネットワークを組み、内容に応じて形や手を組む相手を柔軟に変えながら、上記

で提示した必要な要素を構成していくこと、また臨機応変に要素を構成していくため、セクターを越

えた人間関係資本を都市内に蓄積していく事が重要と考えられる。 

 仙台を大切に思う市民力が都市全体の力になるよう、地縁型やテーマ型、属性型などコミュニティ

の種類や規模を問わず都市の中で連携補完しながら共存することが、今後大きな社会変化が迫る仙台

市において豊かな市民力を生成する鍵である。そうした共存関係の中から、地域や社会の課題解決行

動に対して地域、仙台、社会の資源を活かしあえる「人」と「人」、「人」と「まち」をつなぐネット

ワーク（マチノワ）を多発させる必要がある。 

 仙台市市民活動サポートセンターも、過去の市民活動支援のみにとらわれず、上記に示した「新し

い地域経営のあり方」「課題発見機能の整備」「組織支援の専門化と地域内の資源循環」という、3 つ

の要素の一端を担える施設の可能性を模索していかなければならない。 

 その第一歩となる平成 28 年度は、指定管理者としてビジョンとミッションを持ちつつ、本年度調査

結果及び平成 27年 7月に改正された「仙台市協働によるまちづくりに関する条例」の基本理念である

「自立、連携、創発」の考え方を調査分析視点の軸に、調査実施および実証実験の検討を進めていく。

特に下記のイシューについて、そのあり方及び具体的な実行策について調査を実施し、今後の取り組

みについて検討していきたい。 

・地域における福祉的視点を持った社会的事業開発と地域経営 

・コミュニティを超えて社会や地域の課題を可視化、整理、提示、対話する場 

・組織支援の専門化の具体事例と、社会的事業開発への投資  
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第３章 事業実施内容（調査報告） 

 

 

１．先進事例調査 

（１）文献調査 

（２）事業スキーム事例調査 

 

２．仙台市における地域・市民活動支援等に関する基礎調査 

（１）基礎調査の目的 

（２）調査概要 

（３）調査結果 

（４）考察 

（５）今後の課題 
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第３章 事業実施内容（調査報告） 

 

１．先進事例調査 

（１）文献調査 

 

「社会問題への対応からみるサードセクターの現在と施策の方向性」 

―東日本大震災の復興支援を事例として― 

 

Ⅰ.本論の目的と東日本大震災の位置付け 

Ⅱ.既往研究の整理・検証仮説・研究方法 

(1)大規模自然災害とサードセクター 

(2)現代日本のサードセクターの位置 

(3)本稿で検証する仮説 

(4)研究方法 

Ⅲ.東日本大震災に対応したサードセクターの全体像と中心的組織 

(1)東日本大震災に対応したサードセクターの全体像 

(2)主たる事務所の立地からみた活動実態と国際 NGO 

Ⅳ.ミクロな空間スケールからみたサードセクターの活動 

(1) 県・市町村域でのサードセクターの活動 

(2)よりミクロなコミュニティにおけるサードセクターの関与 

Ⅴ.総括と結論 

Ⅵ.検討すべき施策の方向性 
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「社会問題への対応からみるサードセクターの現在と施策の方向性」 

―東日本大震災の復興支援を事例として― 

 

Ⅰ．本論の目的と東日本大震災の位置付け 

 

東日本大震災は戦後日本において最大級の「自然災害」であり、かつ、そこからの復興は極めて大

きな「社会問題」でもある。その社会問題への対応やその解決には被災住民や行政を始めとした様々

なアクターが参加するが、本稿では政府や地方自治体等からなる政治・行政セクター、営利企業等か

らなる市場セクターとは異なり、営利を目的とせずに社会的・公益的な活動を行う民間組織を中心に

構成される領域である「サードセクター」1を社会問題に対応する新しいアクターとして捉え、それが

どのような存在として現出しているかを考察する。具体的には東日本大震災後に復興や被災者支援を

目的としてサードセクターの組織がどのように活動したのか、サードセクターはどのような組織体か

ら構成されているのか、また、サードセクターの組織が地域においてどのように現れているのか、サ

ードセクターが抱える課題は何なのかといったことを把握し、現代日本、また、仙台市のサードセク

ターに対する必要な施策の方向性をあぶりだすことを目的としている。なお、本論は筆者の諸論文2を

もとに再構成・改訂したものである。 

まずは現代日本のサードセクターにとって 2011 年の東日本大震災がどのような事象として位置付け

られるのかを 1995 年の阪神・淡路大震災にさかのぼり見ておきたい。阪神・淡路大震災が起こった

1995年は「ボランティア元年」と呼ばれ、日本社会は営利を目的とせず自発的に支援を実施する諸個

人の存在を認識することとなった。一般に NPO と呼ばれ始めた非営利の組織が中心となって展開した

種々の運動の結果、1998 年に特定非営利活動促進法が成立し3、公益的な活動を担いうる法人を比較

的容易に作ることが可能な時代となった。それ以前も、1896 年に定められた民法の 34 条に規定され

る法人（社団法人や財団法人）を中心に、行政以外で公益的な活動を行うことは可能であったものの、

主務官庁制が敷かれており4、特定非営利活動促進法が成立する前は、主務官庁の許可がない限り公益

にかかわる法人格を取得することができなかった。2006 年には公益法人制度改革関連 3 法が成立し、

2008 年 12 月より主務官庁制が廃止され、公益的な活動を行う法人格の取得は一層容易になった。こ

                                                                    
1 同様の領域は「ボランタリー・セクター」、「非営利セクター non-profit sector」などと呼ばれるが、ヨーロ

ッパでは「サードセクター third sector」と一般に呼ばれている。日本の文脈では「ボランタリー」という言葉

がともすれば無償性が強調される点、収益の配分にかかわる「非営利」という言葉が「収益をあげてはならない」

と曲解される現状を踏まえ、「サードセクター」の用語をあてた。なお、川口・富沢編や望月によれば日本におい

て「第 3セクター」という用語は主として政府が出資した商法法人をも指すことが多いうえ、場合によっては商

法法人のみを指して使用される場合もあり、国際的には特殊な用法である。本稿で用いる「サードセクター」は

日本の「第 3セクター」ではなく欧米で広く用いられている用語と同内容である。(1)川口清史・富沢賢治編『福

祉社会と非営利・協同セクター―ヨーロッパの挑戦と日本の課題』日本経済評論社，1999、(2)望月正光「サード・

セクターと第三セクター」関東学院大学経済学会研究論集 224，2005，30-39頁。 
2 (1) 菅野拓「社会問題への対応からみるサードセクターの形態と地域的展開―東日本大震災の復興支援を事例

として―」人文地理 67-5，2016，印刷中、(2)菅野拓「東日本大震災における被災者支援団体の収入構造」地域

安全学会論文集 24，2014，263-271頁、(3)菅野拓「東日本大震災におけるサードセクターの実像と法人格」ノン

プロフィット・レビュー15-2，2016，印刷中。 
3 ロバート・ペッカネン（佐々田博教訳）『日本における市民社会の二重構造―政策提言なきメンバー達』木鐸社，

2008，166-167頁。 
4 1896年（明治 29年）4月から 2008年（平成 20年）11月までは、民法 34条として「祭祀、宗教、慈善、学術、

技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコト

ヲ得」と規定されていた。なお各種の特別法に基づき設立された社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、

更生保護事業法による更生保護法人などの法人も公益法人と呼ばれるが、いずれも旧法下の社団法人や財団法人

同様、法人格の取得は簡単ではない。 
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のように阪神・淡路大震災をきっかけとし、サードセクター向けの社会基盤が整備されつつあるなか

で戦後日本において最大級の自然災害として発生したのが東日本大震災であった。 

東日本大震災が発生した 2011 年は、阪神・淡路大震災から 16年が経過していたこともあり、「大規

模自然災害が発生するとボランティアが来る」というのは行政上の常識となり、社会に定着していた

と考えられる5。一例をあげれば地方自治体と地元の社会福祉協議会などが協定を結び、災害時には「災

害ボランティアセンター」を開設することは、どの自治体でも当然の事柄となっていた。東日本大震

災においては災害ボランティアセンターを経由した個人ボランティアの人数は 2011 年 3月 11日から

2012 年 2 月 11 日までの 11 か月間で延べ 92 万 6,200 名6、2014 年 7 月 31 日までで延べ 138 万 1,700

名7と推計されている。阪神・淡路大震災では 1年間で延べ約 137万人のボランティアが災害対応にあ

たったと推計されているが8、東日本大震災においては災害ボランティアセンターのみがボランティア

の調整機関ではなかったことを考慮に入れれば、その数は阪神・淡路大震災に遜色ないと考えてよい

であろう。 

災害ボランティアセンターは自発的に災害対応を行う個人に主眼を置く調整機構であるが、東日本大

震災では個人的に災害対応を実施するボランティアに加え、上述した公益的な活動を行う法人格の基

盤整備がなされていたことから、被災者支援団体、NPO/NGO9、組織ボランティア、非営利組織、CSO

（市民社会組織／Civil Society Organization）、社会的企業などと称される組織的な活動が顕著に見

られた。後述するアンケート調査でリストアップできただけでも、1,400 団体を超える。上述の通り

本稿では、政府や地方自治体などからなる政治・行政セクター、営利企業などからなる市場セクター

とは異なり、営利を目的とせずに社会的・公益的な活動を行うこれらの民間組織を中心に構成される

領域を「サードセクター」と呼ぶ。筆者は東日本大震災が発生した 2011 年 3月から行政や営利企業に

加え、多くのサードセクターの組織とともに被災者支援や復興の現場にかかわってきた10。筆者はこ

                                                                    
5 菅磨志保「日本における災害ボランティア活動の論理と活動展開─「ボランティア元年」から 15 年後の現状

と課題―」社会安全学研究 1，2011，56-66頁。 
6 全国社会福祉協議会『東日本大震災災害ボランティアセンター報告書』2012，21頁。 
7 全国社会福祉協議会「災害ボランティアセンターで受け付けたボランティア活動者数の推移（仮集計）」

http://www.saigaivc.com/ 2014 年 11月 23日閲覧。 
8 兵庫県企画・震災復興調査研究委員会編『阪神・淡路大震災復興誌 第 1 巻』財団法人 21 世紀ひょうご創造

協会，1997，319頁。 
9 NPOは Nonprofit Organization の略で、直訳すれば非営利団体のことである。NGOは Non-governmental 

Organization の略で、直訳すれば非政府組織のことである。どちらも様々な解釈のもと使用される用語であるが、

政府からも企業からも独立した市民団体という意味は共通している。NGOという言葉は国連の経済社会理事会に

おいて各国政府代表者と区別するために生まれてきたという背景を持つため、開発協力や国際人道援助など国際

的な活動を行う組織に用いられる傾向がある。東日本大震災の被災地の諸種のアクターにおいても概ねこの用語

法が採用され、NPOのうち国際的な活動を行う組織が NGOという理解が一般的である。本論においてもこの用語

法を踏襲するが、区別を際立たせるため、以下では NGOに対して「国際 NGO」という用語を用いることとする。

特定非営利活動法人国際協力 NGO センター「NGO事典」http://www.janic.org/faq/faqngo/  2015 年 9月 27日閲

覧。 
10 様々なサードセクターの結社への参与観察やアクションリサーチの結果として以下の(1)～(4)の論考を既に

発表している。また、筆者も編集・作成に参画し、岩手県で活動したサードセクターの結社 45団体の代表者への

インタビューから、個別の取り組みをまとめたものとして(5)をあげる。なお、(2) および(4) の一部に本論で分

析しているデータを別の視点から分析した結果を記載している。 (1)菅野拓「東日本大震災避難世帯の被災１年

後の状態と生活再建への障壁─仙台市の応急仮設住宅入居者へのアンケートに見る生活・居住・就労─」貧困研

究 9，2012，86-108頁、(2)菅野拓「東日本大震災における被災者支援団体の収入構造」地域安全学会論文集 24，

2014，263-271頁、(3)菅野拓「災害対応におけるイノベーションと弱い紐帯―仙台市の官民協働型の仮設住宅入

居者支援の成立と展開―」（吉原直樹・仁平義明・松本行真編『東日本大震災と被災・避難の生活記録』六花出版，

2015）318-340頁、(4)菅野拓「支援者は地域創造の主体へと変わるのか」（小熊英二，赤坂憲雄編著『ゴースト

タウンから死者は出ない―東北復興の経路依存―』人文書院，2015）211-236頁、(5) 特定非営利活動法人いわ

て連携復興センター『3.11いわて NPOの軌跡―東日本大震災における支援団体の取り組み―』特定非営利活動法

人いわて連携復興センター，2015。 
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の参与観察やアクションリサーチにおいて、サードセクターの複数の組織が、復興における問題を察

知し、資金や人材などの資源を調達し、活動するための方法や仕組みを開発しながら、即座に問題に

対応し、場合によっては解決していく様子を目の当たりにした。また、サードセクターは問題への対

応や解決の担い手として社会的な期待が寄せられている。例えば、国が策定した復興のグランドプラ

ンである『東日本大震災からの復興の基本方針』では、「ボランティア」などとともに、「NPO」が「新

しい公共」による復興の担い手として提示されており11、彼らが被災者支援や被災地域の復興になく

てはならない主体であることが、発災から半年を待たずに認識されている。 

東日本大震災からの復興は、阪神・淡路大震災以降の最大級の社会問題である。その対応や解決へ

のサードセクターの関与は、上述した特定非営利活動促進法や公益法人制度改革などの社会基盤整備

の結果が反映された現代日本のサードセクターの状況を捉える格好の事例と考えられる。 

 

Ⅱ．既往研究の整理・検証仮説・研究方法 

 

（１）大規模自然災害とサードセクター 

 東日本大震災におけるサードセクターの活動を研究上どのように取り扱うべきであろうか。大規

模自然災害におけるサードセクターに関する既往研究を検討し、研究すべき領域を見定めておきた

い。 

 国際的に見ればサードセクターが災害対応に参加する事例は多く、大規模自然災害とサードセク

ターの関わりに関する研究は膨大になされている12。近年では災害対応におけるサードセクターの

重要性は公式的にも高まってきている。一例をあげれば 2015 年に開催された第 3 回国連防災世界

会議において採択された成果文書である『仙台防災枠組 2015-2030（Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction 2015-2030）』においては、市民社会組織（Civil Society Organization）、ボラン

ティア（volunteers）、組織化された自発的な働きをする組織（organized voluntary work 

organizations）、コミュニティ組織（community-based organizations）といったサードセクター

を構成すると考えられる組織に対して、災害対応や減災（disaster risk reduction）に関する基

準や計画の策定、その実施、地方や国に国際的枠組みでの計画や戦略の実施への協力、政策提言な

どの具体的な役割が期待されている13。 

 筆者の専門である地理学分野においても大規模自然災害とサードセクターに関する既往研究は

複数ある。そもそも大規模自然災害の地理的な特徴として、被害の空間的分布が不均衡であり14、

また、その対応にあたるアクターも行政上は国・県・市町村があり、サードセクターもグローバル

                                                                    
11 東日本大震災復興対策本部『東日本大震災からの復興の基本方針』2011。 
12 代表的なものとして、災害対応や減災とサードセクターに関する概括的な研究としてベンソン（Benson, 

Charlotte）ら、アメリカにおける災害対応にかかわるサードセクターの全州的な調整機関である NVOAD（National 

Voluntary Organizations Active in Disaster）について日本語で紹介したものとして中村・小柳、2003年のイ

ラン南東部地震におけるローカル NGOの活動について紹介したものとして岡野をあげておく。(1)Benson, C., 

Twigg, J., and Myers, M., 'NGO Initiatives in Risk Reduction: An Overview', Disasters, 25-3, 2001, pp.199–
215，(2)中村太・小栁順一「自衛隊と災害 NPOのパートナーシップ―アメリカの災害救援をてがかりに―」防衛

研究所紀要 5-3，2003，1～28頁，(3)岡野恭子「災害救援にみるイランの社会におけるローカル NGOの役割と発

展―2003年 12月 26日イラン南東部地震の事例より―」ボランティア学研究 12，2012，77-88頁。 
13 United Nations, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, 2015. 
14 (1)Johnson, C., Rowsell, E. P. and Parker, D., ‘Natural and imposed injustices: the challenges in 

implementing ‘fair’ flood risk management policy in England’, Geographical Journal, 173-4, 2007, pp. 
374-390，(2) デビッド・W・エジントン（香川貴志・久保倫子共訳）『よみがえる神戸―危機と復興契機の地理的

不均衡―』海青社，2014。 
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に活動する組織から被災地に本拠地を構えるローカルな組織までスケールを異にしており、その不

均衡やスケールの多様さは一貫した説明を困難にしている。このような支援の不均衡やスケールの

多様さを扱う研究としてグローバル・アクターとしての国際 NGOやドナー・コミュニティとローカ

ル・アクターとしての被災者・被災地域との関係性に注目するポール（Paul, Bimal K.）や コー

フ（Korf, Benedikt）の議論があり15、災害対応におけるサードセクターの実情を分析している。 

 では、日本において大規模自然災害におけるサードセクターはどのように論じられてきたのであ

ろうか。そもそも、日本は災害救助法において都道府県知事および市町村長が救助を実施すること

になっている16。自治体を中心とした行政が救助を実施するという法の基本的な構造は、阪神・淡

路大震災の際も、東日本大震災の際も同一である。しかし、日本のサードセクターを取り巻く環境

は変化している。つまり、上述したように阪神・淡路大震災が起こった 1995 年は「ボランティア

元年」と呼ばれ、災害対応におけるボランティアの動きが注目を浴び17、特定非営利活動促進法の

成立を後押しするなど、サードセクターの組織の社会基盤整備が行われたのである。ただし、その

間にサードセクターの実情に関する社会の認識が大きく変化したとは言い難い。例えば、行政の災

害対策上は、あくまで個人のボランティアとの連携が中心的なテーマにとどまり続け、日本の災害

対策全般を規定する災害対策基本法には、NPO や非営利組織といった組織を含意する用語は現在に

おいても使用されておらず、ボランティアという用語が使用されている18。また、サードセクター

への営利企業の認識も同様であり、2004 年に発生した新潟県中越地震においては、サードセクタ

ーの組織の復興支援活動が小規模であったことも影響してか、営利企業が CSRとして実施する支援

対象の多くは取引相手である顧客や、活動の財源が法的に保障された行政であり、サードセクター

の組織は支援すべき対象として認識されていない。2005 年にアメリカで発生したハリケーンカト

リーナ（Hurricane Katrina）の際の営利企業の CSR において、サードセクターの組織への支援が

中心をなしたことと対照的である19。 

 このような状況のもと発生した東日本大震災においては、上述した通り個人のボランティアに加

え、サードセクターの組織の活動が注目を浴びた。サードセクターの動きについていくつかの出版

や報告はなされているが20、サードセクターの総体をつかもうとする研究はわずかである21。つま

り日本においては未だ大規模自然災害におけるサードセクターの実態は不明瞭であると言ってよ

い。 

 

                                                                    
15 (1)Paul, B. K., ‘Relief assistance to 1998 flood victims’, Geographical Journal, 169-1, 2003, pp. 
75-89, (2)Korf, B., ‘Commentary on the special section on the Indian Ocean tsunami: disasters, generosity 

and the other’, Geographical Journal, 172-3, 2006, pp. 245-247. 
16 山崎栄一『自然災害と被災者支援』日本評論社，2013，4-10頁。 
17 多くの研究がなされているが、最もまとまったものとして、以下をあげる。山下祐介・菅磨志保『震災ボラン

ティアの社会学―〈ボランティア＝NPO〉社会の可能性―』ミネルヴァ書房，2002。 
18 一例をあげると、「国及び地方公共団体とボランティアとの連携」についての第五条の三として、「国及び地方

公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつ

つ、ボランティアとの連携に努めなければならない」と規定している。 
19 豊田安由美・庄司学「災害時における企業の被災地支援活動に関する実証分析―2004年新潟県中越地震及び

2005 年 Hurricane Katrina の事例―」地域安全学会論文集 9，2007，9-19頁。 
20 数量調査などは行っていないものの、東日本大震災におけるサードセクターの動きを総体的に捉えたようとし

たものとして桜井編著を、組織的な動きを展開した組織からの報告として「つなプロ」報告書編集委員会編を、

サードセクターの組織へのインタビューを体系的に整理したものとして前掲 10)(5)。をあげておく。(1)桜井正

成編著『東日本大震災と NPO・ボランティア―市民の力はいかにして立ち現れたか―』ミネルヴァ書房，2013，「つ

なプロ」報告書編集委員会編『つないで支える。災害への新たな取り組み』亜紀書房，2012。 
21 管見の限り、大規模な数量的な調査は内閣府の調査および本論でも使用するデータを用いた前掲 10)(2)のみで

ある。内閣府『東日本大震災に係る災害ボランティア活動の実態調査』2012。 
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（２）現代日本のサードセクターの位置 

 では、広く人文社会科学においてサードセクターはどのように研究されてきたのであろうか。ア

メリカの非営利セクターについての研究22やアメリカの研究者が主導した国際的な比較研究23が

1998 年の特定非営利活動促進法の成立以前から日本に積極的に紹介されてきた。ただし、欧州の

サードセクターについての研究24や福祉多元主義に関する研究25は、非営利組織やアソシエーショ

ンと称されるアメリカ型のサードセクターの組織以外に、生活協同組合や労働者協同組合といった

協同組合が欧州のサードセクターの中心を占める組織であることを示し、また、その特性は国家の

社会福祉給付やサービスの供給体制に影響を受けていることが指摘されている。サードセクターは

各国の制度や歴史を反映した多様な背景のもとで存在していることを示している。 

 では日本のサードセクターはどのように捉えられているのであろうか。日本においては 1990 年

代以降に受容・主張されだした「福祉多元主義」、「第三の道」、「ガバメントからガバナンス」とい

った概念群に表れる、公共領域の管理は政府のみが実施するのではなく多様な主体が調整し実施す

るといった政治・研究・思想潮流26の現実におけるアクターとして認識される諸組織や、上述した

欧州のサードセクターの諸研究を踏まえるならば、サードセクターの範疇に括ることを検討すべき

組織を法人格で区分すると、特定非営利活動法人だけではなく、公益法人（公益社団法人、公益財

団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、更生保護法人など）、一般法人（一般社

団法人、一般財団法人）、協同組合（生活協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫、信

用協同組合など）、任意団体などがあげられる。組織の目的は定款などの個別組織の原則を規定し

た書面によって定まっているため、法人格が異なっていても組織の目的や活動内容が類似している

ことは多い。例えば、地域福祉を目的に活動する組織の法人格は社会福祉法人、特定非営利活動法

人、一般社団法人など多様である。そのため、サードセクターの実態を総合的に捉えるためには、

法人格を超えて、同一の枠組みで検討する必要がある。しかし、個別の法人格単位で検討している

研究は多数存在するものの、このような多様な法人格を同時に扱い比較検討することは容易ではな

く研究蓄積は少ない27。また、欧州のサードセクターの組織が、多元的な目標・マルチステークホ

ルダー・多様な財源・コミュニティと市場と政府の媒介性などを有する「ハイブリッド組織」とい

                                                                    
22 (1)レスター・M.・サラモン（山内直人訳）『NPO最前線―岐路に立つアメリカ市民社会―』岩波書店，1999、

(2)レスター・M.・サラモン（江上哲監訳）『NPOと公共サービス―政府と民間のパートナーシップ―』ミネルヴ

ァ書房，2007。 
23 レスター・M.・サラモン，ヘルムート・K.・アンハイアー（今田忠監訳）『台頭する非営利セクター―12カ国

の規模・構成・制度・資金源の現状と展望―』ダイアモンド社，1996。 
24 (1)カルロ・ボルザガ，ジャック・ドゥフルニ編（内山哲朗・石塚秀雄・柳沢敏勝訳）『社会的企業―雇用・福

祉の EUサードセクター―』日本経済評論社，2004、(2) アダルベルト・エバース，ジャン・ルイ・ラヴィル編（内

山哲朗・柳沢敏勝訳）『欧州サードセクター―歴史・理論・政策―』日本経済評論社，2007。 
25 ビクター・A.・ペストフ（藤田暁男・川口清史・石塚秀雄・北島健一・的場信樹訳）『福祉社会と市民民主主

義―協同組合と社会的企業の役割―』日本経済評論社，2000。 
26 (1)ノーマン・ジョンソン（青木郁夫・山本隆訳）『福祉国家のゆくえ―福祉多元主義の諸問題―』法律文化社，

1993、(2)アンソニー・ギデンズ（佐和隆光訳）『第三の道―効率と公正の新たな同盟―』日本経済新聞社，1999、

(3)宮川公男「ガバナンスとは」（宮川公男・山本清編著『パブリック・ガバナンス』日本経済評論社，2002）4−

26 頁。 
27 理論面においては橋本が多様な法人格を横断的に検討しているものの、実証面の研究蓄積は十分ではない。な

お、法人格の取得要件、行政による監督範囲、免税範囲、行政による支援制度、内部留保の取り扱い、決算や資

産の公開義務、必要な役員構成、社会福祉法における一種社会福祉事業などに代表される事業の参入障壁、組織

に対する寄付の損金算入など、法人格間の制度上の違いは相当に大きい。そのため、サードセクターを有用なも

のと捉える場合、社会的に有用である法人格を見出すと同時に、個別法人格ごとの有用性を阻害している制度上

の欠陥を見出し、有用性を増進するための必要な社会的仕組みを構築することは、重要な政策領域となる。橋本

理『非営利組織研究の基本視角』法律文化社，2013。 
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う概念によって理解され28、歴史的に形作られてきた法制度を基盤とする法人格だけではサードセ

クターの組織を定義できず、その活動理念や活動内容を個別に判別せざるを得ない。そのため、日

本のサードセクターの総体を数量的に把握し、その内実を問う研究は困難を極める。 

ただし政治・行政セクターでも市場セクターでもないサードセクターという消去法的な定義から考

えると、政府においても市場においても財やサービスを供給できない領域がサードセクター固有の

活動領域と考えられる。つまり通常の社会制度や市場活動では補いきれない社会問題へ対応する民

間組織の多くはサードセクターに属していると考えることができる。阪神・淡路大震災という大規

模自然災害とその後の制度改革をきっかけとして、サードセクターが特定非営利活動法人や一般法

人のような新たな法人格という正統性を獲得したことに加え29、東日本大震災からの復興は、阪

神・淡路大震災以降の最大級の社会問題であることを踏まえると、東日本大震災からの復興のため

に活動している民間組織がどのような存在であったのかを捉えることは、現代日本のサードセクタ

ーがどのような組織から構成されているかを問うことになると言える。 

 

（３）本稿で検証する仮説 

 上述した既往研究の検討、および、筆者の参与観察やアクションリサーチの経験を踏まえ、以下

で検証する 3つの仮説を提示しておきたい。また、既往研究から導かれる分析上の留意も同時に提

示する。 

 仮説の 1 つ目は、「サードセクターが東日本大震災という社会問題に自ら対応し、一定の規模で

解決を担っていた」というものである。上述した通り、大規模自然災害への対応におけるサードセ

クターの実態は日本においては不明瞭である。残り 2つの仮説を検証する前提としても、サードセ

クターがどのような活動をどの程度の規模で実施していたのかを把握し、上述した仮説を検証する

必要がある。 

 仮説の 2 つ目は、「旧民法下の公益法人ではなく、特定非営利活動法人や一般法人が現代日本の

サードセクターの主たる部分を構成する」というものである。東日本大震災からの復興は阪神・淡

路大震災以降の最大級の社会問題であることを上述した。これを踏まえるなら、東日本大震災から

の復興を目指す民間組織への調査は、様々な法人格を同一の「社会問題」を通して比較的均一な条

件のもとで同時に扱えることから、現代日本のサードセクターの構成を把握するうえで極めて重要

なものである。 

 仮説の 3 つ目は、「市町村などの地域やさらにミクロなコミュニティといった地理的スケールの

いずれにも、一定の役割をおびた存在としてサードセクターが現出している」というものである。 

なお、把握されたサードセクターと政治・行政セクターや市場セクターの間にどのような相互作用

が働いているかに留意する必要がある。上述した通り日本は災害救助法において都道府県知事や知

事の委任のもとに市町村長が救助を実施することになっているため、特に政治・行政セクターとの

相互作用の有無やその内容は重点的な考察の対象となる。 

 

 
                                                                    
28 藤井敦史「ハイブリッド組織としての社会的企業」（藤井敦史・原田晃樹・大高研道編著『闘う社会的企業』

勁草書房，2013）1-19頁。 
29 当然、阪神・淡路大震災以前から、日本社会は営利を目的としない自発的な活動は存在しており、一般的には

「奉仕」の言葉があてられていた。ただし、阪神・淡路大震災を機に「ボランティア」という用語が社会の注目

を集めると同時に、「NPO」という用語が隆盛していった。仁平典弘『「ボランティア」の誕生と終焉 ―〈贈与の

パラドックス〉の知識社会学―』名古屋大学出版会，2011。 
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（４）研究方法 

 主として 2つのアンケート調査と関係者へのインタビュー調査によって、上述した仮説を検証し

た。以下に各調査の概要を記載する。 

 1つ目のアンケート調査は被災者支援や復興への取り組みを実施する組織（以下、支援団体と呼

称）に対して実施したものである（以下、支援団体調査と呼ぶ）。この調査は厚生労働省の補助の

もと「一般社団法人パーソナルサポートセンター」（仮設住宅入居者への支援団体）を実施主体と

し、「特定非営利活動法人いわて連携復興センター」、「みやぎ連携復興センター」、「一般社団法人

ふくしま連携復興センター」、「一般財団法人地域創造基金みやぎ」（以上、被災 3 県に設立された

中間支援組織）、「東日本大震災支援全国ネットワーク」、「公益財団法人共生地域創造財団」、「特定

非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム」（以上、全国規模の中間支援組織）を協力組織とす

る 8組織の共同事業として実施し、筆者が調査を統括した30。この調査の主たる目的は、東日本大

震災におけるサードセクターの活動実態の把握という点にあった31。 

 2013年 11 月に実施し、回答方法は郵送およびウェブ回答である。なお、ウェブ回答の実施理由

は住所が把握できずに郵送が難しかった支援団体が一定数存在していると考えたためである。郵送

先は「特定非営利活動法人いわて連携復興センター」、「みやぎ連携復興センター」、「一般社団法人

ふくしま連携復興センター」が把握している支援団体および「東日本大震災支援全国ネットワーク」

の会員組織のうち住所が把握できる支援団体 1,420 団体である。調査票を送付した 1,420 団体は上

記 4つの中間支援組織間の重複を除いている。またウェブ回答は「特定非営利活動法人いわて連携

復興センター」、「みやぎ連携復興センター」、「一般社団法人ふくしま連携復興センター」、「東日本

大震災支援全国ネットワーク」がそれぞれ運用するメーリングリストやその他、被災者支援にかか

わるメーリングリストによって告知し実施した。調査票を送付した 1,420 団体のうち有効回答数は

503団体で回収率は 35.4%であった。ウェブ回答は 40 団体であり、計 543団体を分析対象とした。 

本調査の規模は内閣府が実施した調査32を上回るものであり、現状では最も定量的に支援団体の実

態を把握できるものであると思われる。なお、活動資金にかかわる集計には資金の二重計上を極力

避けるため資金助成を主たる業務としている組織の結果は反映されていない。 

 2 つ目のアンケート調査は通常「まちづくり協議会」などと呼称される復興にかかわる組織で、

各種の行政計画を住民参加のもとで定めるためや、行政計画とは別に住民主導で代替的な計画を定

めるために結成された組織を対象とし、その活動実態を把握する目的で 2014 年 12 月～2015 年 1

月に実施したものである。本稿ではこれらの組織を「住民合意形成組織」、本調査を「住民合意形

成組織調査」と呼ぶこととする。本調査は「公益財団法人日本財団」の助成のもと「一般財団法人

ダイバーシティ研究所」を実施主体とし、「特定非営利活動法人いわて連携復興センター」、「みや

                                                                    
30 なお、中間支援組織（intermediary organization）とはサードセクターの組織に主として資源（人、モノ、

カネ、情報）を仲介したり、組織間のネットワーク形成を促進したりすることを役割とする組織である。論者に

よって定義は多様であるが、内閣府の中間支援組織の実態把握調査では「多元的社会における共生と協働という

目標に向かって、地域社会と NPOの変化やニーズを把握し、人材、資金、情報などの資源提供者と NPOの仲立ち

をしたり、また、広義の意味では各種サービスの需要と供給をコーディネートする組織」と定義されている。ま

た田中は「NPOと寄付者・ボランティアなどの資源提供者とのあいだを仲介し、両者をコーディネートする機能

を有する組織」として定義している。(1)内閣府『中間支援組織の現状と課題に関する報告書』2002、(2)田中弥

生『NPOと社会をつなぐ―NPOを変える評価とインターメディアリ』東京大学出版会，2005，ⅳ頁。 
31 なお、このアンケート調査の報告書は下記に取りまとめている。一般社団法人パーソナルサポートセンター『平

成 25年度 セーフティネット支援対策等事業費補助金 社会福祉推進事業 東日本大震災で生じた地域福祉資源の

実態および社会的企業化を促進する仕組みに関する調査研究事業』

http://www.personal-support.org/report/pdf/investigation2013_01.pdf 2015年 9月 27日閲覧。 
32 前掲 21)。 
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ぎ連携復興センター」、「一般社団法人ふくしま連携復興センター」を協力組織とする共同事業とし

て実施し、筆者が調査を統括した。この調査の主たる目的は、東日本大震災における住民合意形成

組織の活動実態の把握という点にあった33。 

 住民合意形成組織は行政や各地域のサードセクターの主要組織に対してヒアリングすることに

よって把握した。把握できた組織は 149団体あり、全数に対し調査票を郵送するか同じ調査票を用

いたヒアリングによりアンケート調査を実施した。有効回答数は 93 団体であり、回収率は 62.4%

であった。東日本大震災における住民合意形成組織の実態が不明瞭ななか、現在利用可能なデータ

セットとしては最大規模のものだと考えられる。 

 インタビュー調査は支援団体調査の結果を解釈するために 2015 年 4～8月に実施した。インタビ

ュー対象者は、東日本大震災の発生から約 4年間にわたり国際 NGOの中間支援組織の国内部門長を

務めたもの 1名、および、宮城県仙台市および石巻市の支援団体の代表理事や常勤の理事などの代

表者、各市 5名ずつ、計 11 名である。 

 分析は基本的に 2つのアンケートの結果を軸として、必要に応じてインタビュー調査の結果や政

府文書を利用して実施した。主な分析項目はサードセクターの組織の法人格、支出の規模、活動内

容、主たる事務所の所在地、住民合意形成組織の活動内容や会員構成である。 

 

Ⅲ．東日本大震災に対応したサードセクターの全体像と中心的組織 

 

（１）東日本大震災に対応したサードセクターの全体像 

 東日本大震災に対応したサードセクターの実態を空間スケールに注意しながら掘り下げたい。ま

ずは支援団体調査の結果から、東日本大震災に対応したサードセクターの実態の全体像を捉えてお

く。支援団体の 62.9%が震災前、残りは震災後に設立している。45.5%の支援団体が民間企業の本

社や本店にあたる主たる事務所を被災地34に置いており、残りは被災地以外に主たる事務所を置い

ている。支援団体が最も重視する活動分野は必ずしも災害救援に特化しているわけではない。「保

健福祉」、「子ども」、「まちづくり」、「災害救援」、「中間支援」の順に多く、以上の 5つで 64.1%を

占める。次に主たる活動内容がどのようなものであったかを時期35ごとにみる（表 1）。全体の傾向

は、サードセクターの活動の多様さと柔軟さがうかがわれるものである。自宅に住めなくなった被

災者が避難所で生活を続け、また仮設住宅に移っていく期間である発災から 2011 年 9 月までの約

半年の間は、「物資配布」、「避難所に対する支援」など物質的・物理的な支援活動が上位を占める

が、被災者の多くが仮設住宅に住む 2011 年 10 月から 2013 年 9 月までの 2 年間は「被災者の生活

行為を助ける支援」や「被災者の孤立防止」など、より被災者の生活に寄り添う活動へと移り変わ

っていく。被災者の生活再建が進む 2013年 10月以降は「コミュニティ・住民自治への支援」、「心

と体の健康に関する保健・福祉分野の支援」といった被災者への支援に特化した特殊な活動とは言

                                                                    
33 なお、このアンケート調査の報告書は下記に取りまとめている。一般財団法人ダイバーシティ研究所『岩手・

宮城・福島における復興まちづくり「住民合意形成組織」調査 結果概要』

http://blog.canpan.info/diversityjapan/archive/389 2015 年 9月 27日閲覧。 
34 本稿における被災地は東日本大震災における災害救助法適用 113市町村（岩手県･宮城県･福島県全市町村、青

森県 1市 1町、茨城県 28市 7町 2村、栃木県 8市 7町、千葉県 7市 1町）を指す。 
35 関連法令によれば、応急仮設住宅の供与は原則的に建築工事が完了した日から最長 2年 3ヶ月以内と規定され

ている。また、東日本大震災におけるプレハブ建設の応急仮設住宅への入居開始日は 2011年 4月～2011年末ま

で地域によってばらついている。上記や回答の容易さを勘案し、本アンケート調査では、被災者が応急仮設住宅

に入居するまでの応急的な対応を主とする時期を発災後約半年間、応急仮設住宅に被災者の多くが暮らす時期を

その後の 2年間とし、その後も含め 3つの時期区分を設定した。 
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い切れない、まちづくりや地域福祉にかかわる活動へと変化する。また「その他」の割合が増え、

活動が一層多様化する。なお、世間の関心を引きつけ寄付が集まりやすかったと考えられる「子ど

も支援」や、個人ボランティアや支援団体を支援する「ボランティア・団体のコーディネート」、

被災地域とは異なる場所で被災者を支援する「広域避難者支援」はいずれの期間においても高い割

合で実施される活動である。 

 次に支援団体の財政を検討する。支援団体の収入規模について、2010 年度においては 100 万円

未満の支援団体が 3 分の 1 以上を占め、最も高い構成比となっている。2011 年度以降は 1,000 万

円以上 1 億円未満が最も高い構成比となり、支援団体の収入規模は 2010 年度に比較して大きくな

っている。また 1 億円以上の支援団体も各年度を通して約 15～20%存在している（図 1）。支援団体

が被災者支援や復興のための活動に資金を使用した金額である被災者支援資金充当額（収入に被災

者支援に資金投入した割合を乗じたもの）の平均は、発災した 3 月 11 日が年度末近くであったた

め支援期間が短かった 2010 年度は 336 万円であるが、2011年度は 3,160 万円、2012年度は 3,687

万円、2013 年度予算では 2,813 万円であり、規模が小さいとは言えない。収入内訳は「寄付金」

37.3%、「民間助成」20.3%と民間資金の活用が目立ち、行政資金の活用は 2割強にとどまる。なお、

中島によれば本稿の寄付金と民間助成金に相当する民間組織に集まった活動支援金は実数ベース

で約 718 億円であったことが報告されている36。本論で分析している支援団体調査の収入内訳の比

率（37.3+20.3=57.6%）と合わせて考えると、サードセクターは約 3 年間で 1,200 億円以上支出し

ていることが推定される。本調査では 2010～2012 年度決算および 2013 年度予算で 257 億円の支出

を集計している。これはサードセクターの支出の推計値である 1,200 億円程度と比較して 2割程度

にあたり、東日本大震災のサードセクターの支出や活動内容について一定の評価が可能であると考

えられる。 

次に、財源の安定性について検討しておく。次期の資金獲得を想定しづらい不安定的な財源、つ

まりは、震災を契機に突発的に増えた一過性の資金および補助や助成の申請の結果として使用でき

る資金の割合を「不安定財源率」と定義する。具体的には「行政補助金」、「民間助成」、「寄付金」

の収入に占める割合である。各年度の不安定財源と安定財源の比率をみる（図 2）。各年度とも不

安定財源が 6～8割を占め、財源が安定しているとは言い難い。 

上記から、サードセクターが東日本大震災という社会問題に自ら対応し、一定の規模で解決を担

っていたと考えて差し支えないであろう。その対応は変化に富み柔軟であり、財政面の独自性も確

保していた。反面、東日本大震災があり集まった資金を使った側面があるものの、財源は不安定で

ある。 

次にサードセクターの構成を法人格の検討からみる。法人格で最も多いのは特定非営利活動法人で

45.8%を占め、公益法人制度改革で制度化された一般法人は 8.3%であった。任意団体は 28.9%であ

り、サードセクターの組織の 7 割はなんらかの法人格を持つ（表 2）。法人格を取得している組織

としては特定非営利活動法人や一般法人などの、旧民法下の公益法人ではない組織が主流を占めた。

当然ながら旧民法下の公益法人が存在していなかったわけではなく、それらの自発的な活動があま

り見られなかったと解釈すべきであろう37。なお、消費生活協同組合は平成 23 年度において活動

                                                                    
36 中嶋貴子「東日本大震災における災害寄付の実態と課題―活動支援金を中心に―」OSIPP Discussion Paper，

DP-2014-J-007，2014。 
37 調査対象となる支援団体のリスト自体が特定非営利活動法人や一般社団法人等が把握していたものであるた

め一定のバイアスは存在すると考えられるが、代表的な旧民法下の公益法人である社会福祉法人は平成 23年度末

時点で 19,246法人、特定非営利活動法人は 45,138法人、一般法人は平成 23年 10月時点で 14,924法人となって
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中の団体は全国で 923 団体しかなく、その自発性の高さは特筆すべきであると考えられる38。 

では、次に法人格間を比較するとどうであろうか。第 2 表に示したように東日本大震災に対応する

サードセクターの活動には多様な法人格がかかわっている。ここで分析の便宜上、以下の 3 類型の

法人格を取り出し比較分析する。(1)特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人の「特定非営

利活動法人」である。(2)一般社団法人、一般財団法人の「一般法人」で、上述した公益法人制度

改革により制度化された法人格であり、特定非営利活動法人に比較して所轄庁がなく設立が簡便で

あることなどが特徴である。(3)公益社団法人、公益財団法人、社団法人、財団法人、社会福祉法

人、学校法人等、宗教法人の「公益法人」で、新旧の公益法人制度や各種の特別法にもとづく法人

である。本調査の標本においては行政の外郭団体や社会福祉協議会など、公益法人制度改革以前か

ら存在し、他の法人格に比較して行政との関係性が深い団体が多い。  

 まず法人格ごとにみた震災以後に設立した支援団体の割合を表 3に示す。一般法人は震災以後に

設立された支援団体が多く、特定非営利活動法人は震災以前から活動していた支援団体が多い。法

人格ごとにみた被災地に事務所が所在する支援団体の割合を表 4に示す。被災地に事務所が所在し

ている割合は一般法人で大きく、公益法人で小さい。 

 法人格ごとにみた有給スタッフがいる支援団体割合を表 5 に示す。2010 年度においては有給ス

タッフがいる支援団体の割合は一般法人で小さく、公益法人で大きい。しかし、一般法人では年度

ごとに有給スタッフが従事する支援団体が増え、2012 年度においては一般法人の 3 分の 2 程度と

なり、法人格間に有意差は見られない。法人格ごとにみたボランティアスタッフのいる支援団体割

合を表 6 に示す。2010 年度、2011 年度においては特定非営利活動法人ではボランティアスタッフ

がいる支援団体が多く、2010 年度は一般法人、2011 年度は公益法人で少なくなっている。しかし、

有給スタッフ同様、一般法人においては年度ごとにボランティアスタッフが従事する支援団体の割

合が大きくなり、2012 年度においては特定非営利活動法人と大差はなくなり、法人格間に有意差

は見られない。 

 法人格ごとにみた被災者支援資金充当額の平均および被災者支援資金充当割合の平均を表 7 お

よび表 8 に示す。被災者支援資金充当額は 2011年度、2012年度において公益法人が特定非営利活

動法人より大きく、また公益法人が一般法人より大きい傾向がある。 ただし、被災者支援資金充

当割合の平均をみると、特徴的なのは一般法人であり、すべての年度で特定非営利活動法人より大

きく、2011 年度においては公益法人より大きい傾向があり、2013 年度予算においては公益法人よ

り大きい。つまり公益法人は 1団体あたりの収入規模が大きく、東日本大震災への対応は金銭面か

らみると大規模であるが、1 団体がどれだけ東日本大震災の対応に特化した活動をしているかとい

う点からみると、一般法人が最も特化していたということである。 

 なお最も重視する活動分野や具体的な活動内容には、法人格間に有意な差は見られなかった。 

 

（２）主たる事務所の立地からみた活動実態と国際 NGO 

 主たる事務所の所在地から東日本大震災に対応したサードセクターの実態を検討してみたい。上

述した通り、45.5%の支援団体が被災地に主たる事務所を置いているが、そのうちの 48.8%は震災

                                                                                                                                                                                                                   
おり、特定非営利活動法人や一般法人は旧民法下の公益法人に比較して、自主的に東日本大震災へ対応していた

ことが読み取れる。(1)厚生労働省『平成 23年度 福祉行政報告例の概況」2012、(2)内閣府「内閣府 NPOホーム

ページ」http://www.npo-homepage.go.jp/  2015 年 8月 5日閲覧、(3)公益財団法人公益法人協会「非営利法人

データベースシステム」http://nopodas.com/ 2015年 8月 5日閲覧。 
38 厚生労働省『平成 23年度消費生活協同組合（連合会）実態調査』2014。 
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後に設立した組織であった。被災地以外に主たる事務所を置く支援団体のうち震災後に設立した組

織は 27.4%であり、被災地で東日本大震災に対応するために新たに結社されたと考えらえる組織の

割合が有意に大きかった（χ2= 26.408、df=1、p=.000）。震災を経験した被災地の住民や新たに被

災地に移入した支援者などが被災地でサードセクターの組織を設立し災害に対応する行動をとっ

たことが読み取れる。 

では活動の規模はどうであろうか。主たる事務所の所在地ごとにみた被災者支援資金充当額から

活動の規模をみたのが表 9である。特徴的なのは支援団体が支出した被災者支援資金充当額全体の

67.7%を関東に主たる事務所を置く組織が支出し、支援活動を大規模に展開していたことである。

この状況を生み出した主たる要因は国際 NGO39に求められる。支援団体が支出した被災者支援資金

充当額全体の 46.2%を関東に主たる事務所を置く国際 NGOが支出していた。国際 NGOの関東への集

中は埴淵も指摘していたが40、震災前からの国際 NGOの分布が、関東に主たる事務所を置く支援団

体の支出が大きな比率を占める要因となっていると考えられる。国際 NGO の支出は被災者支援資金

充当額全体の 53.8%を占め、図 3 に示す通り緊急的な対応が中心となる 2010～2011 年度だけでな

く、2012～2013年度においても被災者支援資金充当額の半分程度を支出している。また、国際 NGO

以外の組織に比べ 1団体あたりの支出額は圧倒的に大きい。 

国際 NGO は紛争地域や途上国における人道援助の実施ノウハウを持つ。また、多くの国に事務所

を構えてグローバルに活動することから、日本国内だけでなく海外からの資金調達ノウハウを持つ

組織が多い。さらに、国際 NGO 業界と経済界や日本政府との強いパートナーシップも築かれている。

外務省からの資金供与を受けて国際 NGO に対して資金供給を実施する機関である特定非営利活動

法人ジャパン・プラットフォームを国際 NGO、経済界、政府が共同して設立させたこと41は強いパ

ートナーシップの一例である。このような理由から、国際 NGO は日本のサードセクターの中では緊

急支援を早急にかつ大規模に実施することにおいて優位性をもっていたと考えられる。資金助成を

主な活動としている国際 NGOの中間支援組織 Aの東日本大震災に関する事業を統括していた人物へ

のインタビューによると、2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分の地震発生ののち、17時 32 分に組織の出

動が決定したとのことであった。通常は行わない国内への出動が迅速に決定したのは、「東日本大

震災の被害規模はまだわからなかったが、過去の他国への緊急支援を実施するのと同等以上のレベ

ルだと判断できたため」であったと述べ、人道援助の実施ノウハウをもとに判断していた。その後、

18 時 38 分には寄付を広く呼びかけ、19 時 28 分にはある営利企業から最初の寄付決定があり、そ

の後も国内外の営利企業や個人から寄付を集め続け、2011 年 3 月中に約 39 億円、2013 年 12 月ま

でに約 70 億円が東日本大震災向けの活動資金として集まったとのことで、国際 NGO 業界としての

資金調達能力の高さがうかがえる。 

 

Ⅳ．ミクロな空間スケールからみたサードセクターの活動 

 

（１）県・市町村域でのサードセクターの活動 

                                                                    
39 本稿では日本における国際 NGOの中間支援組織（intermediary）である特定非営利活動法人国際協力 NGOセン

ターの正会員もしくは特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームの NGOユニット加盟団体を国際 NGOとし

た。なお、東日本大震災において、全ての国際 NGOが海外から資金調達していたわけではなく、「国際」とは記し

ているがサードセクターのグローバルスケールの動きを検討する意図はないことを付記しておく。 
40 埴淵知哉『NGO・NPOの地理学』明石書店，2011，98-125頁。 
41 外務省（2015）「日本の NGOの活躍と外務省とのパートナーシップ」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/partnership/index.html 2015年 7月 22日閲覧。 
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 サードセクターの県域や市町村域における活動を特に活動資金に注目してみたい。ただし、個別

の組織が複数の県や市町村において支援活動を行った場合、支援団体の財務管理上、地理的に費目

を分けていることはまれである。そのため、支援団体に財務内容を問う調査の限界として、各県・

市町村に投じた資金の正確な量を把握するのは困難である。よって、ここでは複数の県・市町村で

活動した支援団体の場合、活動した県・市町村で被災者支援資金を按分し、県・市町村単位で活動

資金を集計した。そのため、個別支援団体の活動規模の大きい県・市町村ほど実際の投入量より活

動資金が小さく計算され、活動規模の小さい県・市町村ほど実際の投入量より活動資金が大きく計

算されることになる。つまり、この点を十分に考慮した比較のみが許されるが、東日本大震災に関

しサードセクターの地域別の活動資金を大規模に取得したデータは管見の限り見当たらず、制約は

あるにせよ貴重なデータである42。 

 まずは県レベルからみる（表 10）。上述した限界はあるとはいえ、被災 3県には合わせて 84.5%の

活動資金が投入されており、大半の支援活動は被災地域に集中したことが伺える。次に被災 3 県の

市町村レベルをみる（図 4）。どの地域でもサードセクターの組織が活動しているが、活動の資金の

投入量が異なる。宮城県石巻市に最も多くの活動資金が投入されており、構成比は 14.1%である。次

いで大きいのは宮城県仙台市で 8.2%であった。その後は宮城県気仙沼市 6.3%、岩手県陸前高田市

5.6%、岩手県大槌町 5.0%、宮城県東松島市 4.8%、宮城県南三陸町 4.8%、岩手県大船渡市 4.7%、岩

手県釜石市 4.4%と三陸海岸沿いの津波被害が激甚であった地域が続く。福島県は相馬市 2.7%が最大

で岩手県と宮城県の市町村に比べると活動資金の投入量は少ない。2県に比べ津波被害が少なかった

こと、原子力災害によって活動自体が困難であると同時に被災者が広範囲に避難したことなどがそ

の要因として考えられる。 

 さらに注目すべきことは、被災 3 県に主たる事務所を置く支援団体（地元団体）が各市町村に投

入された活動資金のどれだけの割合を使用したかである（地元団体使用率と呼ぶ）。特筆すべきは、

活動資金の構成比が一定規模をしめる市町村のうち、仙台市のみ地元団体使用率が 90.0%と突出して

高いことである。被災者支援資金充当額の仙台市への投入量の構成比 8.2%に地元団体使用率 90.0%

を掛け合わせると 7.3%となり、仙台市においては地元団体が活動資金全体の 7.3%を使用したことに

なる。一番多くの活動資金が投入されたものの、地元団体使用率が 18.3%である石巻市において同じ

計算を行うと 2.6%となる。多くの市町村においては国際 NGO を中心とした関東の支援団体の資金面

や活動面の影響力が大きい。しかし、仙台市においては地元団体が主要な支援活動を担い、その資

金規模も大きかったことを表している。 

 仙台市において活動資金の地元団体使用率が高くなった主な要因として大半の都市機能が生き残

ったことのほか、東日本大震災の発災以前から、サードセクターの組織が多かったこと、資金やノ

ウハウなどの資源を獲得可能なサードセクターを中心とした人的ネットワークが存在したことなど

が考えられる。サードセクターの代表的な法人格である特定非営利活動法人の震災前の認証数は、

対人口比においては人口規模の小さい市町村に及ばないものの、認証数自体は 349 団体と被災 3 県

の市町村で最も多く、2 番目である福島市の 115 団体と比べても突出している（図 5）。また、仙台

市および石巻市のサードセクターの組織の代表者 5 名ずつ、計 10 名のインタビュー調査において、

「東日本大震災に関連して、信頼している人物や影響を受けた人物」を 10 名ずつ回答してもらい、

                                                                    
42 なお、本来であれば人口規模などを考慮すべきであると考えられるが、津波、地震、原発などを原因とした多

様な被害があったため、被災人口の規模を統一的に表す指標の設定が困難であったため、人口規模を考慮せずに

分析を進めることを断っておく。 
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計 100名43の人的ネットワークを分析すると、仙台市のインタビュー対象者から回答があった人物の

うち震災以前からの知り合いは 28 名（56%）であったのに比べ、石巻市では、わずか 3 名（6%）で

あり（χ2=29.219、df=1、p=.000）、仙台市においては震災前からの人的ネットワークが存在してい

たことがわかる。仙台市のある組織の代表者は、他県のサードセクターの組織からの支援について、

「混乱していた震災当初に、使い方もなにも言わずに、ポンと 100 万円を振り込んでくれた。本当

にありがたかった」と述べ、また、「震災支援をしていくノウハウも、全国の NPO や先進的な取り組

みから教わることが多かった」とも発言し、実際に人的ネットワークを通じて資源を獲得していた

ことがわかる。 

 資金は被災者の手に直接わたる物資などの財のほか、活動内容で見た通り様々なサービスへと変

換されている。特にサービスを供給するためには、支援団体のスタッフが技能を身につけ、また、

供給水準を保つために組織として一定のルールや仕組みを構築する必要がある。したがって、サー

ビスの供給は支援団体における雇用の創出やスタッフの技能習得といった人的資本の蓄積や、ビジ

ネスモデルやノウハウの開発などの知的資産の獲得をもたらすと期待できる。つまり、サービスの

供給は組織の持続可能性や質の向上をもたらしうる成長機会であると考えられる。活動資金の量や

地元団体使用率からみて、仙台市においては他の地域よりも、地元団体が成長機会に恵まれていた

と考えてよいであろう。 

仙台市における実例として筆者自身が立ち上げにかかわった仮設住宅入居者支援事業を仙台市と

協働して実施している地元団体 Bを取り上げたい。Bは災害対応のなかで初めて有給職員を雇用する

事業を立ち上げ、行政との協働の深化、支援スキームの開発やノウハウ蓄積、人材育成などを行っ

た。現在では宮城県下の困窮者に対して、恒久法にもとづく支援事業を行政と協働し広く実施して

いる44。Bの常務理事へのインタビューの中で「震災関連事業を実施するうちに、被災者の中に困窮

者がいることが段々と明らかになっていった。そして、被災困窮者に対応する震災関連事業を実施

するなかで、困窮者支援事業のノウハウを作り上げていった」と述べ、震災への対応を組織の成長

機会にしたことに言及している。 

また、他の地域においては地元団体が成長機会を逃したとも言いうる例もある。サードセクター

の組織の活動が、必ずしも復興に特化しているとは言えない、まちづくりや地域福祉にかかわる活

動へと変化していくことを指摘した。これを背景として、地元団体以外の組織が大規模に活動した

地域で、その活動終了時に人材やノウハウなどの資源を地元団体へ引き継ぐことが模索された。し

かし、必ずしもうまく引き継げなかったため、地元団体が実施する事業の規模や質が向上せず、長

期的な復興にかかわる有力なアクターとなりにくい状況が生じた。国際 NGO の中間支援組織 A の東

日本大震災に関する事業を統括していた人物へのインタビューによると、「国際 NGO はいつまで支援

するのかは組織ごとに議論になっていたが、地域の NPO の活動が未成熟なことが多く、引き継ぎを

調整するような組織もなく、各国際 NGO が個別に団体を見つけて交渉していった」ことを理由とし

て、引き継ぎがうまくいかなかった例が散見されるとのことであった。場合によっては国際 NGO な

どの地元以外の組織の活動終了にともなって、特定地域からサードセクターの組織がほとんどなく

なってしまい、他地域と比較して被災者への支援が不十分になってしまう場合もあったようである。 

地元団体による東日本大震災への対応が大きく展開された地域として上述した仙台市の行政は、日

本初の官設民営の NPO支援施設を設置し、NPO振興施策においては日本でも有数の自治体であった。

                                                                    
43 異なるインタビュー対象者から複数回の回答があった人物も含まれ、実人数は 100 名を下回る。 
44 立ち上げの経緯、行政との協働の深化、スキーム開発などについては前掲 10)(3)を参照。 
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サードセクターの社会問題への対応力の政策的向上は防災政策のみならず社会政策・地域政策・都

市政策上さらなる考察を行うべき論点である。仙台市はサードセクターによる社会問題への対応が

うまく行われた地域として、研究を深めるべき対象であると考えられる。 

 

（２）よりミクロなコミュニティにおけるサードセクターの関与 

 上述の通り、被災者の生活再建が進む 2013 年 10月以降は支援団体の活動内容が「コミュニティ・

住民自治への支援」、「心と体の健康に関する保健・福祉分野の支援」といった、必ずしも復興に特

化しているとは言えない、まちづくりや地域福祉にかかわる活動へと変化したことを指摘した。沿

岸部を中心とする多くの被災地域で、サードセクターによってこのような活動が行われているが、

東日本大震災の前はサードセクターの活動が活発であったとはいえない（図 5）。吉原が検討した

東北の各都市同様、これらの地域では、町内会・自治会、婦人会、自主防災組織などの「地縁組織」

が行政の窓口とむすびつき「行政協力」をも実施することでコミュニティを維持していたと考えら

れる45。同時に、これらの地域では災害救援活動においてサードセクターの組織への期待は低かっ

たと想像される46。このような地域に東日本大震災後にサードセクターの組織が現れたことになる。

サードセクターはこれらのコミュニティにおいてどのような存在として現れているのであろうか。

この点を住民合意形成組織調査の結果を分析することからみる。 

 分析の前提として「住民合意形成組織」がどのような組織であるのか、特に、行政上どのような

位置づけで扱われているのかを確認しておきたい。一例として国土交通省都市局・住宅局が東日本

大震災の被災地向けに発行した『東日本大震災の被災地における復興まちづくりの進め方（合意形

成ガイダンス）』の中で「住民合意形成組織」がどのように取り扱われているかをみる。この文書

には、復興を進めるにあたり「集団移転や市街地の面整備を円滑に実施するためには、被災者の希

望や意見を的確にまちづくり計画に反映する必要があり」、また、「そこで生活することとなる被災

者同士が意見をぶつけ合い、議論し、被災者自身が納得できるまちづくり計画を練り上げていくこ

とが重要である」との基本的な認識が提示されている。その後、まちづくり計画を練り上げる際の

「被災者同士による活発な議論や検討を促す」ための「被災者による自主的なまちづくり組織」と

して住民合意形成組織が「まちづくり協議会」という名称で提示される。政府が特定地域の復興計

画を作成する際に、政府は住民合意形成組織から意見を聴取し、復興計画に反映させる。この工程

を経ることで政府が作成する復興計画は地元同意を獲得することになる47。つまり、行政上、住民

合意形成組織は住民の代表として扱われるわけである。 

 通常サードセクターの組織は政府から住民の代表であるとみなされることはなく、上記の国土交

通省都市局・住宅局においても一切ふれられていない。ただし現実には表 11 の通り、会員や継続

的に活動に関与する存在として、また住民合意形成組織自体が法人格を得ることにより、4割程度

                                                                    
45 吉原直樹「町内会の構成と機能」（吉原直樹編著『防災コミュニティの基層―東北 6都市の町内会分析―』お

茶の水書房，2011）39-64頁。 
46 松井克浩「ボランティアと防災実践活動」（吉原直樹編著『防災コミュニティの基層―東北 6都市の町内会分

析―』お茶の水書房，2011）191-209頁。 
47 なお具体的な計画策定の工程は以下の通りであり、住民合意形成組織は「被災者」として表現されている。「協

議の進め方等について了解を得る」、「復興計画に掲げられた復興方針を説明する」、「被災者とともに復興方針を

確定する」、「まちづくりに対する被災者の希望や意見を把握する」、「被災者とともに『まちづくりの基本方針』

を定める」、「住まいの再建に要する概算費用を提示する」、「再建方法を選択してもらう」、「計画案を作成して被

災者と協議する」、「協議結果を反映してまちづくり計画案を修正する」、「協議と修正を繰り返してまちづくり計

画を完成する」。国土交通省都市局・住宅局『東日本大震災の被災地における復興まちづくりの進め方（合意形成

ガイダンス）』2012。 
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の住民合意形成組織にサードセクターの組織が関与している。 

住民合意形成組織の活動はサードセクターの組織が関与しているほうが活発であり住民の意思

の発露に対し好影響を与えているようである。会合や活動の種別数はサードセクターの組織が関与

していない住民合意形成組織で 3.58 種に対し、関与している住民合意形成組織で 4.41 種と多く

（t=-2.264、df=88、p=.026）48、行政に対する何らかの文書による提言の実施経験もサードセク

ターの組織が関与していない住民合意形成組織で 56.4%なのに対して、関与している住民合意形成

組織では 76.3%と高い（χ2=3.908、df=1、p=.048）。 

 ただし、サードセクターの組織は既存の地縁組織と融合したり入れ替わったりしているわけでは

ない。一例として、住民合意形成組織の役員と代表的な地縁組織である自治会や町内会の役員との

兼務に注目する。半数以上の役員が兼務している住民合意形成組織の割合をみると、サードセクタ

ーの組織が関与していない住民合意形成組織では 50.0%、関与している組織で 30.6%である（χ

2=3.348、df=1、p=.067）。また、設立時期についてみると、サードセクターの組織が関与する住民

合意形成組織の 83.8%は震災後に設立されている（表 12）。さらにサードセクターの組織が関与す

る住民合意形成組織の活動内容についての自由記述をみると、震災後に新たに始めた祭り、他組織

との交流会などのイベント、復興にまつわるシンポジウムの開催など、地縁組織が従来実施してこ

なかった取り組みが散見される。つまりサードセクターの組織が東日本大震災という大きな出来事

を契機に住民自治に関与する新しいアクターとして既存の地縁組織とは別に浮上したことが読み

取れる。 

上述したように欧州のサードセクターの組織の特徴は、コミュニティと市場と政府の媒介性とし

て提示されている49。政府の地域創生・再活性化の文脈で使用される「官民協働のエリアマネジメ

ント」、新潟県中越地震の検証において提示された地域の抱える様々な課題・テーマの解決を目的

として活動する NPO である「総合型 NPO」など、日本の政策実務で使用される概念にもコミュニテ

ィと市場と政府の媒介性がみられる50。つまり、人口減少や高齢化を抱える地域の再生の分野で先

進的であると目されている事例や、震災復興において、現代日本における特定地域の自治や管理運

営をいかになすのかというガバナンスの問題を解決するアクターとして、サードセクターに期待が

かかっている状況があるということであろう。サードセクターの組織はミクロなコミュニティにお

いても存在感を高めていると考えられる。 

 

Ⅴ．総括と結論 

 

 東日本大震災という社会問題に対してサードセクターは自ら対応し、一定の規模で解決を担ってい

たと考えることができる。その対応は変化に富み柔軟であり、財政面の独自性も確保していた。サー

ドセクターの組織は東日本大震災への対応において 1,200 億円以上を支出したと推定され、その多く

は寄付金や民間助成金といった公費以外の資金であった。また、自主的に反応したサードセクターの

組織は特定非営利活動法人、任意団体、一般法人といった、旧民法下の公益法人ではない組織が主流

                                                                    
48「議案の決定を目的とした会議、住民同士の議論を目的とした会議、行政からの説明会、専門家の講義や勉強

会、計画づくりのためのワークショップ、その他の会議方法」の 6種類の会議、および、「移転先などの現地見学、

他地域の視察（被災 3県内）、他地域の視察（被災 3県外）、その他の活動」の 4種類の活動のうち実施したこと

があるものの合計。 
49 24)(1)。 
50 (1) 内閣官房『まち・ひと・しごと創生基本方針検討チーム報告書―ローカル・アベノミクスの実現に向けて

―』2015、(2) 中越大震災復興検証調査会『新潟県中越大震災復興検証報告書』2015。 
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を占めた。一般法人は震災以後に設立された支援団体が多く、特定非営利活動法人は震災以前から活

動していた支援団体が多い。一般法人は震災当初は有給スタッフがいる支援団体の割合が大きくはな

かったが、その後大きくなり、2012 年度時点では他の法人格と遜色ない。同様に 2012 年度時点では

ボランティアスタッフの存在も法人格間で差がみられない。公益法人は 1 団体あたりの収入規模が大

きく金銭面からみると大規模であるが、1 団体がどれだけ東日本大震災の対応に特化した活動をして

いるかからみると、一般法人が最も特化していた。なお、活動内容に法人格間の有意な差は見られな

かった。総じて言うならば、特定非営利活動法人、公益法人は被災地内外に所在し、従来から実施し

ている事業に東日本大震災に対応するプログラムを追加し活動することが主流であったと考えられ、

事業領域の拡張を通じて「社会問題への解決策の開発者や実行者」としてふるまっていたのに比較し、

一般法人は震災を中心的な問題として捉えたうえで新たに結社することが主流であり、法人を立ち上

げることで「社会問題への解決策の開発者や実行者」としてふるまっていた。 

また、被災地では震災後に新規の組織が設立され東日本大震災によって生じた諸課題に対応してい

たが、活動資金の 1団体あたりの規模が大きい国際 NGO の分布を主な要因として、活動資金全体の 2/3

は関東の支援団体が支出していた。 

サードセクターの組織の活動内容は時期に応じた諸課題に対応しつつ柔軟かつ多様に変化していっ

た。2013 年 10 月以降はまちづくりや地域福祉などにかかわるような、必ずしも災害対応とは言い切

れない活動が主流を占めている。また対応への支出の多くは被災 3 県においてなされているが、市町

村レベルで見ると三陸海岸の沿岸市町と東北唯一の 100 万人都市である仙台市において多くの資金が

支出されている。ただし支出の主体は前者では被災 3県以外の組織であったのに比べ、後者では 9割

が地元組織であった。 

まちづくり協議会等の住民合意形成組織という市町村レベルよりミクロなコミュニティレベルでみ

ても、サードセクターの組織の存在感は高まっている。ただし自治会や町内会といった行政窓口とつ

ながりが深い既存の地縁組織にとって代わるわけではなく、住民自治の一部を担い、また活発化させ

るアクターとして、地縁組織と並存している。 

東日本大震災の復興を目的として活動する民間組織のうち法人格を取得している組織は特定非営利

活動法人や一般法人などの、旧民法下の公益法人ではない組織が主流を占め、旧民法下の公益法人の

自発的な活動が多くは見られなかったことを指摘した。代表的な公益法人である社会福祉法人の現況

を取り上げ、考察を深めたい。厚生労働省が 2013～2014 年に設置した「社会福祉法人の在り方等に関

する検討会」において、社会福祉法人は「社会福祉事業を主たる事業とする非営利法人」であり、「制

度や市場原理では満たされないニーズについても率先して対応していく取組」である「地域における

公益的な活動」が求められるとされている。しかし、社会福祉法人制度の見直しにおける論点の 1番

目に「地域における公益的な活動の推進」が掲げられ、社会福祉法人のミッションが果たされていな

い現状が問題視されている51。このような状況をうけて、地域ニーズへの不十分な対応、社会福祉事

業への積極投資や地元還元をせずに内部留保を増大させている点、特定非営利活動法人や株式会社な

どの他の経営主体との公平性が担保されない財政上の優遇措置などが課題とされ、社会問題の解決主

体として機能していない実情が提示されている52。この報告書では社会福祉法人はボランティアや NPO

などともに「①政府の失敗の補完機能、②市場の失敗の補完機能を担っていると言われている」53と

述べられ、サードセクターの一部であるとの認識が示されている。しかし、本稿の分析を踏まえる限

                                                                    
51 社会福祉法人の在り方等に関する検討会『社会福祉法人制度の在り方について』2014，20頁。 
52 前掲 51) 13-15頁。 
53 前掲 51) 20頁。 
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り、現代日本においては、社会問題への対応や解決の際に、特定非営利活動法人や一般法人などと同

様の機能を果たしているとは言い難く、サードセクターの主流をなしているとは考えにくい。大規模

自然災害のような社会問題への対応は地域における公益的な活動の主たるものであると考えられるが、

社会問題への対応を自主的に行うことを促進するインセンティブを法人格の制度に付加しないかぎり、

免税・公費の投入・事業の参入障壁など様々な優遇措置を受けている社会福祉法人がサードセクター

の主流となることはないであろう。主務官庁制が敷かれていた旧民法下の公益法人がサードセクター

の組織の主流とするためには、法人格にどのように自発性をもたらすかは重要な論点である。 

また、東日本大震災からの復興にかかわる活動からみる限り、現代日本のサードセクターは、資金

からみて相当程度の独立性をもって活動している。ただし、活動資金の 2 割強は行政資金であり、サ

ードセクターと政治・行政セクターとの一定の相互作用は存在している。この相互作用は「補助」や

「委託」という形態での単純な資金提供にとどまらず、菅野が示した通り行政事業の策定やサードセ

クターと政治・行政セクター間の協働のための新しい協定方法の開発など、行政資源を社会問題に引

きつけ政策形成していく内容をも含んでいる54。また、現代日本の他の社会問題に対してもサードセ

クターは同様の機能を発揮する可能性があり、またすでにいくつかの法制定においてこの種の実例は

散見される55。 

また、サードセクターの活動内容が災害時に特殊的なものから平時の一般的なものへと変化してく

と同時に、コミュニティにおいて住民自治に関与する新しいアクターとして既存の地縁組織とは別に

浮上したことを指摘した。本稿においては、サードセクターの関与によって公費以外の資金の導入や

住民合意形成組織の活動の活発化など、少なくとも特定地域にとってプラスと言える効果が把握でき

た。しかし、前述した国土交通省都市局・住宅局の『東日本大震災の被災地における復興まちづくり

の進め方（合意形成ガイダンス）』においてサードセクターについては一切ふれられていないことに表

れているように56、日本の特定地域の統治機構上、サードセクターが受容されているわけではない。

この矛盾がどのように解決されていくのかは注視すべき事柄であると考える。 

総じて言うならば、東日本大震災という社会問題に対して旧民法下の公益法人とは異なる特定非営

利活動法人や一般法人に代表される新たな組織が国・都道府県・市町村・コミュニティの各レベルに

おいて一定の存在感をもって様々な活動を実施した。東日本大震災をみる限り、現代日本における自

発的に活動するサードセクターの組織はこのような新たな組織から構成され、また国レベルからコミ

ュニティレベルまでマルチスケールに活動していると推察できる。ただし関東に主たる事務所を置く

                                                                    
54 前掲 10)(3)。 
55 実例として、2013年の生活困窮者自立支援法の成立を取り上げたい。ホームレス問題、派遣切り、マイノリテ

ィ問題などを包含する貧困問題が 2000年代の日本社会の大きな問題となっていた。そのような状況のなか、当時、

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやいの理事で反貧困ネットワーク事務局長であった湯浅誠氏

が民主党政権下で内閣府参与、内閣官房社会的包摂推進室長として行政官となり、政府側からも制度形成を進め

ていった。また、2012~2013 年に厚生労働省が設置した社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関す

る特別部会」はこの法の原型を形作る報告書を出したが、審議会委員 25名の構成は学識経験者 6名、自治体の全

国組織 4名、医療・社会福祉関係全国組織 4名、企業 2名、労働組合 1名に加え、NPO等 6名、個別の社会福祉

法人 2名が入っており、貧困という社会問題における政策形成上サードセクターが重要な働きをしていることが

読み取れる。また、水内は 1990年代以降のホームレス問題に対する支援の展開において、地理的な資源や地域の

人的資源が掘り起こされ、利活用されるなかで、新たなセーフティネットが各地域に創造的に構築されているこ

と、さらにセーフティネットの構築には NPOが積極的にかかわっていることを指摘している。(1) 湯浅誠『反貧

困―「すべり台社会」からの脱出―』 岩波書店，2008、(2) 湯浅誠『ヒーローを待っていても世界は変わらない』 

朝日新聞出版，2015、(3) 厚生労働省『社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書』

2013、(4)水内俊雄「脱ホームレス支援から組み立てる新しい地域のセーフティーネットの生成」地域福祉研究

41，2013，2-14頁。 
56 前掲 47)。 
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組織、特に国際 NGO の存在感は圧倒的に大きく、また被災地においても 100万人都市である仙台市の

みが地元組織で主な対応が可能であったことから、資金・設備・人材などを通じた各種資本の地域へ

の蓄積の差がサードセクターの社会問題に対応する能力における地理的な格差を規定していることが

示唆された。本稿ではサードセクターによる社会問題への対応能力の具体的な規定要因としてサード

セクターの組織の量や密度、人的ネットワークの存在を仮説的に提示した。社会問題への対応力の向

上という観点からこれらの要因を検討する継続した検討が望まれる。 

 

Ⅵ．検討すべき施策の方向性 

 

 上記の結論を踏まえ、仙台市として検討すべき施策の方向性を提示しておきたい。 

① 特定非営利活動法人、一般法人、消費生活協同組合などの旧公益法人以外の新たな法人からサー

ドセクターが構成されていると認識し、社会問題の解決主体と位置付け、そのセクターの振興に努め

ること。 

② サードセクターの財源の確保につとめること。特に非営利性や共益性が規定された法人（配当な

どによって内部留保が外部に出ない法人）に対しては、積極的に内部留保の蓄積や、それを用いた社

会問題解決のための開発を奨励する必要がある。公益的・共益的な資金の器が地域に多数ある地域を

目指すこと。 

③ まだ想像不可能な将来の社会問題の解決に備え、キーパーソン同士のネットワークに代表される

社会関係資本の蓄積や、サードセクターを担う人材の育成などの人的資本への投資など、開発力を地

域に涵養しておくこと。 
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図 1 被災者支援団体の収入規模 

資料: アンケート調査により作成。 

 

 

 

 

図 2 被災者支援団体の不安定財源率 

資料: アンケート調査により作成。 
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図 3 国際 NGO区分からみた被災者支援資金充当額の合計と 1団体あたり平均 

資料: アンケート調査により作成。 
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図 4 市町村別にみた被災者支援資金充当額の構成比と 

  被災 3県に主たる事務所を置く組織の使用割合 

注）被災 3 県の市町村で直接使用されたことが判明している被災者支援資金充当額は 2010～2012年度

決算、2013 年度予算を合わせて 196.03 億円であった。各支援団体の被災者支援資金充当額を支援し

た市町村で均等に案分し、市町村単位で合算し、上述した 196.03 億円を 100%とし、市町村で直接使

用された被災者支援資金充当額の市町村ごとの使用額の構成比を求めた。なお、案分の際、各県の「そ

の他」も 1 つの市町村とみなしている。また、被災 3県に主たる事務所を置く組織の使用割合（%）を

ラベルとして記載した。複数の市町村を支援している支援団体の市町村間の支援規模の差は考慮され

ず、支援規模が小さな市町村ほど構成比が大きく、支援規模が大きな市町村ほど構成比が小さく計算

されている。 

資料: アンケート調査により作成。 
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図 5 東日本大震災前の被災 3県の特定非営利活動法人の分布 

注）データは 2014年 5月時点のもので、解散・認証取消・認証撤回法人を除いて集計した。認証後に

所轄庁が移管された場合は移管先自治体単位で集計している。 

資料: 各県・市町村のホームページから作成。 
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表 1 主たる活動内容・時期ごとにみた活動実施組織割合 

 

  

1.炊き出し 15.2 3.0 1.3

2.避難所に対する支援 29.0 6.8 3.5
3.瓦礫等の片づけ・行方不明者や物品の捜索 16.5 4.4 0.6
4.被災者の孤立防止 8.8 21.1 16.5
5.物資配布 38.5 11.6 2.7
6.交通・移動に関わる支援 3.3 2.0 2.3
7.被災者の生活行為を助ける支援 17.8 20.5 14.2
8.ペット支援 0.4 0.8 0.2
9.一時避難・引っ越しなど居住に関わる支援 3.3 3.0 1.9
10.医療に関する支援 3.3 2.8 2.3
11.介護に関する支援 1.5 2.2 2.3
12.心と体の健康に関する保健・福祉分野の支援 11.9 16.9 16.7
13.子ども支援 20.0 26.9 28.0
14.保養支援 2.6 4.8 6.1
15.障がい者支援 4.8 4.2 4.4
16.ひとり親・DV被害者支援 1.5 1.8 2.3
17.外国人等のマイノリティ支援 1.1 0.4 0.6
18.母親・女性支援 5.7 7.2 8.8
19.雇用・生きがい仕事支援 2.6 8.0 11.9
20.法律・会計・建設土木などの専門職活動 2.6 2.6 2.7
21.行政活動への支援 4.6 5.4 6.1
22.コミュニティ・住民自治への支援 11.6 23.9 30.1
23.文化活動への支援 4.0 8.0 7.9
24.レクリエーション・サロン活動への支援 5.9 19.3 19.6
25.生業支援 2.2 6.2 7.9
26.ボランティア・団体のコーディネート 20.2 18.9 19.4
27.メディアを通じた情報提供 6.8 8.0 7.3
28.他機関への資金助成・助成原資の提供 5.1 5.8 3.8
29.広域避難者支援 5.7 10.6 9.8
30.その他 6.8 7.2 12.7

注）複数の県で活動した団体が存在する。また回答団体へ主要な活動内容を最大3つまで回答を求めた。
比較の容易さから活動実施団体の割合は以下のように区分している。

30%以上

20%以上30%未満

10%以上20%未満

資料: アンケート調査により作成。

発災～
2011年9月（％）

(N=455)

2011年10月～
2013年9月（％）

(N=498)

2013年10月～
（％）

(N=479)
活動内容
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表 2 被災者支援団体の法人格 

  

資料: アンケート調査により作成。 

 

 

 

 

 

表 3 法人格ごとにみた震災以後に設立した支援団体の割合 

  

χ2= =25.879、df=2、p=.000 

**：1%水準で有意 

資料: アンケート調査により作成。 

 

 

 

 

 

  

法人格の種類 団体数 割合（％）
特定非営利活動法人 219 40.3

認定特定非営利活動法人 30 5.5
一般社団法人 41 7.6
一般財団法人 4 0.7
公益社団法人 9 1.7
公益財団法人 14 2.6
社団法人 1 0.2
財団法人 0 0.0

社会福祉法人 15 2.8
株式会社 11 2.0

消費生活協同組合 13 2.4
学校法人等 5 0.9
宗教法人 7 1.3
個人事業主 4 0.7
任意団体 157 28.9
その他 13 2.4
合計 543 100.0

特
定
非
営
利

活
動
法
人

（

N
＝

2
4
9
）

一
般
法
人

（

N
＝

4
5
）

公
益
法
人
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5
1
）

割合 26.9% 64.4% 25.5%

調整済み
標準化残差

-3.0** 5.2** -1.0
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表 4 法人格ごとにみた被災地に事務所が所在する支援団体の割合 

  

χ2= 12.021、df=2、p=.002  

*：5%水準で有意、**：1%水準で有意 

資料: アンケート調査により作成。 

 

 

 

 

 

表 5 法人格ごとにみた有給スタッフがいる支援団体割合 

  

**：1%水準で有意、***：0.1%水準で有意 

資料: アンケート調査により作成。 

 

 

 

 

 

  

特
定
非
営
利

活
動
法
人

（

N
＝

2
4
9
）

一
般
法
人

（

N
＝

4
5
）

公
益
法
人

（

N
＝

5
1
）

割合 63.1% 84.4% 51.0%

調整済み
標準化残差

-.6 3.1** -2.1*

特
定
非
営
利

活
動
法
人

一
般
法
人

公
益
法
人

カ
イ
2
乗
検
定

割合 69.9% 34.6% 83.9%

調整済み
標準化残差

1.2 -3.8** 2.1*

有効回答数 166 26 31

割合 79.1% 55.2% 89.5%
調整済み
標準化残差

.8 -3.1** 1.9

有効回答数 187 29 38

割合 78.0% 65.6% 86.8%

有効回答数 200 32 38

2010年度 ***

2011年度 **

2012年度
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表 6 法人格ごとにみたボランティアスタッフがいる支援団体割合 

  

*：5%水準で有意、**：1%水準で有意 

資料: アンケート調査により作成。 

 

 

 

 

 

表 7 法人格ごとにみた被災者支援資金充当額の平均 

 

†:10%水準で有意傾向、**：1%水準で有意 

資料: アンケート調査により作成。 

 

 

 

  

特
定
非
営
利

活
動
法
人

一
般
法
人

公
益
法
人

カ
イ
2
乗
検
定

割合 70.5% 36.0% 56.0%

調整済み
標準化残差

3.2** -3.2** -1.0

有効回答数 156 25 25

割合 81.8% 71.4% 62.5%
調整済み
標準化残差

2.4* -.9 -2.3*

有効回答数 176 28 26

割合 84.1% 79.3% 71.0%

有効回答数 189 29 25

2010年度 **

2011年度 *

2012年度

平均値
（万円）

有効
回答数

平均値
（万円）

有効
回答数

平均値
（万円）

有効
回答数

平均値
（万円）

有効
回答数

特定非営利活動法人 312 114 3,520 134 2,511 149 2,166 126

一般法人 775 22 3,146 26 2,422 26 3,034 22
公益法人 533 19 9,540 23 16,156 23 15,578 19
Kruskal Wallis 検定

特定非営利活動法人－一般法人
特定非営利活動法人－公益法人
一般法人－公益法人

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

** **
Bonferroni補正したMann-Whitney U検定

** **
† †
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表 8 法人格ごとにみた被災者支援資金充当割合の平均 

 

†:10%水準で有意傾向、*：5%水準で有意、**：1%水準で有意 

資料: アンケート調査により作成。 

 

 

 

 

 

 

表 9 主たる事務所の所在地方ごとにみた被災者支援資金充当額の支出割合と 

国際 NGOの影響 

 

資料: アンケート調査により作成。 

 

  

平均値
有効
回答数

平均値
有効
回答数

平均値
有効
回答数

平均値
有効
回答数

特定非営利活動法人 6.2% 104 39.7% 135 42.9% 153 37.0% 129

一般法人 42.7% 11 66.7% 21 65.7% 22 67.5% 21

公益法人 10.2% 19 36.2% 26 39.9% 26 33.1% 22

Kruskal Wallis 検定

特定非営利活動法人－一般法人

特定非営利活動法人－公益法人

一般法人－公益法人 *†

Bonferroni補正したMann-Whitney U検定

* *** **

** * * **

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

主たる事務所の所在

被災者支援資
金充当額の支
出割合（％）

〈A+B〉

うち国際
NGOの

支出分（％）
〈A〉

うち国際
NGO以外の
支出分（％）

〈B〉
被災3県（岩手県・宮

城県・福島県）
17.9 0.0 17.9

北海道・東北（被災3
県除く）

0.7 0.1 0.6

関東 67.7 46.2 21.5
中部 1.6 0.0 1.6
近畿 5.0 0.9 4.1

中国・四国 6.8 6.6 0.2
九州 0.3 0.0 0.3
合計 100.0 53.8 46.2
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表 10 県別にみた被災者支援資金充当額の構成比 

Table 4. Component Ratio of Appropriation for Victim Support by Prefectures. 

  

注）使用県が判明している被災者支援資金充当額は 2010～2012 年度決算、2013年度予算を合わせて

229.03 億円であり、これを 100%として構成比を求めた。その際、複数の県に対して支援を実施してい

る支援団体の場合、被災者支援資金充当額を各県に案分した。また、「その他の県」として複数の県に

支援している支援団体の場合であっても、「その他の県」を 1 つの県とみなし被災者支援資金充当額を

案分している。そのため複数の県を支援している支援団体の県間の支援規模の差は考慮されず、支援

規模が小さな県ほど構成比が大きく、支援規模が大きな県ほど構成比が小さく計算されている。 

資料: アンケート調査により作成。 

 

 

 

 

 

表 11 住民合意形成組織に対するサードセクターの組織の関与 

 

資料: アンケート調査により作成。 

 

  

都道府県
支出された被災者
支援資金充当額の
構成比（％）

岩手県 26.5
宮城県 37.9
福島県 20.5
青森県 5.3
茨城県 0.7
栃木県 0.3
千葉県 3.6
東京都 1.1

その他の県 4.1
合計 100.0

サードセクターの組織の関与の仕方
割合（％）

N=93
会員やメンバーに

サードセクターの組織が存在
16.1

活動に継続的に関与する
サードセクターの組織が存在

29.0

組織自体がサードセクターの
法人格を取得

5.4

上記いずれかに該当する組織
（サードセクターの組織が関与する組織）

40.9
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表 12 サードセクターの組織の関与の有無からみた住民合意形成組織の設立時期 

 

注）χ2検定は 1%水準で有意 

資料: アンケート調査により作成。 

 

 

  

設立時期
関与あり（％）

N＝37
関与なし（％）

N＝54
震災前 16.2 44.4
震災後 83.8 55.6
合計 100.0 100.0
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（２）事業スキーム事例調査 

 

 

事例報告①  

特定非営利活動法人 デイサービス このゆびとーまれ（富山県富山市） 

「富山型デイサービス」から始まった地域共生型福祉拠点の全国的展開 

 

事例報告② 

雲南市 政策企画部（島根県雲南市） 

課題解決に意欲的な住民を、行政が制度で全面的に支援する小規模多機能自治 

 

事例報告③ 

特定非営利活動法人 暮らしづくりネットワーク北芝（大阪府箕面市） 

北芝が紡ぎ出す地域住民の共助と協働を生み出す参加型の暮らしづくり 

 

事例報告④ 

飛騨信用組合（岐阜県高山市） 

金融機関による地域の活性化を目指した、総合的な事業支援のスキーム構築 

 

事例報告⑤ 

富士市産業支援センター f-Biz（静岡県富士市） 

経営の強みを創造する f-Biz モデルの経営相談と都市活力再生における役割 

 

事例報告⑥ 

特定非営利活動法人横浜コミュニティデザイン・ラボ（神奈川県横浜市） 

横浜市におけるオープンイノベーションを活用した課題解決の仕組み作り 

 

事例報告⑦ 

神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会（神奈川県横浜市） 

協同労働型の住民自治活動 ワーカーズ・コレクティブの創設から発展 
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「富山型デイサービス」から始まった地域共生

型福祉拠点の全国的展開 
 

視察先：特定非営利活動法人デイサービスこのゆびとーまれ（富山県富山市） 

対応者：惣万 佳代子／理事長 

 

 

取組概要 

・デイサービスこのゆびとーまれは、富山型デイサービス発祥となった NPO 法人。1993年設立。事業

開始から 22年目を迎えた。富山県初の民間デイサービスとして開所。「誰も排除しない」を理念に

活動を展開。富山県認証 NPO 法人第 1号である。 

・地域には多様な住民がいるが、支援制度は高齢者、障害者、子ども等支援の対象者毎に区分されて

おり、同一施設での制度適用のハードルがあった。署名活動やアドボカシーを経て、1997 年に県が

「富山型民間デイサービス育成事業」を開始。特区制度を活用し「富山型デイサービス推進特区」

（2003年）、「富山型福祉サービス推進特区」（2006年）を開始、それぞれ後に全国的に展開。2012

年にはさらなる支援の拡充に向け「とやま地域共生型福祉推進特区」の認定を受け、翌年全国展開

が開始された。 

・これらの枠組みは同様の事業を行う事業者のネットワーク組織と県が連携して構築してきた。調査

時点で県内 110 の富山型事業所が開設されており、2021 年までには 200まで事業所数を拡充するこ

とを目標としている。施設整備にかかる改修費等の助成や職員研修・起業家講座等を富山県の独自

制度として実施している。先の特区制度も活用しながら地域共生型福祉の実現を進めている。 

着目すべき点 

①当初の理念を根幹に協働関係で複数制度をパッケージングしながら事業を強化 

 当事者への日常のケアを行いつつ、同一施設内で物理的障壁がない形で網羅的に制度を活用するこ

とで、結果的に当事者だけでなく地域全体のケアにも発展している。富山型デイは地域自治活動と連

携した地域共生の拠点施設としても期待できる。 

 

②圧倒的な制度理解と政策提言力 ネットワークを活用し支援者を巻き込む 

 施設で活用している制度は、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法、子ども一時預かり等。3

障害や発達障害に対応している。知的障害者 8 人が就労継続支援 B 型で近隣の他の富山型デイでの掃

除や介護補助等の施設外就労を実施。既存制度を体系的に理解・活用しつつ、その体系によって生じ

た縦割りを突破する力をネットワークによって構築。多様なステークホルダーを巻き込み続けている。 

 

③運動体としての組織形成から発展の歴史的価値 

 市民のミッションから始まり、当事者目線で地域の住民ニーズに則したサービスを開発しながら、

必要であれば施策も動かしてきた日本の NPO 創業者の一例である。それらに対応していった行政側の

動きも着目できる。「代表者が現場に出るのが富山型の根幹」と大規模化はあえて目指していない。 
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事業スキーム図

 
※上記の図は、富山県が平成 25年 10月に発行した「富山の地域共生」での記載内容をベースとして、各種関連資料を基に作成した。 

 

事業スキームの解説 

 富山型デイサービスの特徴は、サービスの利用者

が、高齢、障害、児童等の別なく同一施設で共生す

る点と、地域資源と多様な関わりを持ちながら施設

運営をする点である。結果、福祉施設としてだけで

なく地域共生の拠点としても機能している。各事業

所は地域状況に応じ、多様な形態で活動を行ってい

るが、地域の独自運営を担保しているのが、行政か

らの支援又は協働である。富山県独自の補助事業の

立ち上げを皮切りに各人材育成事業が開始された。

介護保険法や障害者支援制度が施行された以降は、

制度と制度の狭間や縦割りを特区によって突破して

いく試みが継続的に行われており、そこで構築され

た支援の枠組については特区化から３年程度後には

全国制度化まで到達している。このような、小規模

多機能・地域共生型の施設運営と、行政協働により

制度を越えた横断的な支援を開発していく枠組につ

いての通称が「富山型デイサービス事業」である。

デイサービスにとどまらず、宿泊や居住型のグルー

プホームや障害者の就労支援事業までも複合した地

域共生拠点への発展の途上である。 

 現在は、事業や運営スキームの蓄積が進展してい

るが、以前は脆弱な環境での施設運営が続いていた。

設立時から 5 年程度はほぼ公費がない自主事業の状

態が続いており、施設もこのゆびとーまれのみであ

った。富山県独自の補助事業が開始された後も 4施

設が事業を開始した程度だったが、2003 年の特区化

により介護保険制度内で障害（児）者の受入が可能

になったことが大きな転機となった。   
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■背景

富山県初の民間デイサービスの誕生 

中核病院の看護師をしていた惣万氏ら 3 名が退職

金を拠出して民間デイサービス「このゆびとーまれ」

を 1993年に開設。当時は、高齢者、障害者、児童等

が、各支援制度のもと、それぞれの施設で福祉サー

ビスを受けるのが当たり前だった。縦割り型の福祉

で、措置制度（※１）の時代でもあったため、受益者

が望む形での地域福祉が実現していなかった。その

ため、一般住宅をベースとした家庭的な雰囲気（小

規模）で、利用者を限定せず誰でも受入可能（多機

能）で、身近な立地で地域との交流が多い(地域密着)

デイサービスを提供できる事業所を開設した。 

 

制度の縦割りを越える地域福祉と官民協働

のあり方を模索 

このゆびとーまれは、柔軟な福祉サービスの形と

して当初から全国的な注目を集めたが、当時の制度

では対象者を高齢者等に限定しないと補助金が交付

されないため、公的制度を利用しない「自主事業」

としての運営を続けた。利用者の増加に伴い、富山

県等に民間デイサービスを支持する声が届くように

なり、その意見に押される形で 1997 年に富山県が

「民間デイサービス育成事業」を創設、翌年に拡充

を行った。高齢者と障害者を 1日平均 5 人以上受け

入れると、県が年 180万円の補助をするというもの。

小規模多機能型の民間デイサービスと、縦割りを超

えた横断的な補助金交付とを併せて、「富山型デイサ

ービス」と呼ばれるようになった。 

 

■事例詳細  

公的福祉制度と特区制度を組み合わせ 

規制緩和を実現 

 大きな転機となったのが、介護保険制度の開始で

ある。この制度によって、各地域の民間事業者が行

う介護サービスを、利用者が自身のニーズで選択す

ることが可能になった。しかし、介護保険事業所の

指定を受け、給付を受けるためには、サービスの受

益者を高齢者に限定する必要があった。富山型デイ

サービスの理念は「誰も排除しない」ことであるた

め、富山県との協働によって、特区制度の活用によ

る解決を目指し 2003 年に構造改革特区の認定を受

けた。これにより、指定介護事業所として認定され

た定員に対して、知的障害者や障害児を受け入れた

場合でも、障害者自立支援関連給付金から 9割の補

助が受けられるようになった。 

 総合特区制度においては、2011年に「とやま地域

共生型福祉推進特区」の認定を受け、グループホー

ムについては、今まで介護保険法に基づく高齢者と

総合支援法に基づく障害者の居住環境は、玄関、風

呂、トイレを別に設置する必要があったが、それら

を全て共有する形でのホーム運営が可能となった。

さらには、障害者就労継続支援事業について、定員

20 名以上という中規模以上の施設でないと就労支

援事業をすることが出来なかった。小規模型を基本

とする富山型デイでは、利用者の中で就労を希望す

る方がいても、就労支援事業を展開することが困難

であったが、特区化によって複数の富山型事業所を

パッケージングして、全体の受入総数が 20名に達し

た場合には事業を行えるようになった。現在、この

ゆびとーまれが就労継続支援 B型の事業所認定を受

けて、近隣地域の富山型デイに通所する障害者 8名

を「施設外就労」として支援を行っている。 

 

関連データ 

・富山型デイサービスの事業所数 

 「民間デイサービス育成事業」が拡充された 1998

年時点で 4 事業所が開設。それまでは事業所数 1

の状況だった。現在は 100 を超えている。 

・「富山型」の全国への波及 

共生型福祉のモデルとして注目。滋賀県、長野県、

愛知県、徳島県、熊本県、佐賀県等全国に広まり

つつある。 

・このゆびとーまれの職員数は 28名（常勤・パー

ト）。支援付きの利用者も含めると全体で 66 名に

給料を支払う。利用人数は 2 つの富山型デイで 

1 日平均 40名前後。 
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特区制度により事業モデルを構築 

特例措置から全国制度化を実現 

現在まで、3 件の特区認定を受けている。前述の

構造改革特区で 2003年に認定を受けた、「富山型デ

イサービス推進特区」が最初である。2006年には「富

山型福祉サービス推進特区」の認定を受け、障害（児）

者による、通所サービス［生活介護、自律訓練、児

童デイサービス］と宿泊サービス（短期入所）の受

入が可能となった。特区による規制緩和の実施後に

は、国によりその効果が認められ、全国制度化に至

っている。このように、富山県だけではなく、全国

的にも「富山型」の枠組を推進していることが特徴

的である。 

 

地域共生拠点の展開とネットワーク化 

特区化と全国展開、またその基盤となった富山県

との協働については、このゆびとーまれの惣万理事

長がキーパーソンではあるが、ひとつの法人の努力

だけで実現されたものではない。活動の初期から積

極的にネットワーク化が図られた。 

1998年には 4つの富山型デイとその関連団体が集

まって、「富山県民間デイサービス連絡協議会」が発

足。2003 年には、「富山ケアネットワーク」へ名称

変更し、枠組も発展・拡充された。2006 年には、「富

山型デイサービス・特別支援学校連携協議会」が発

足し、障害児が特別支援学校の時から安定的に地域

と関われる枠組を構築した。2007 年には、「宅老所・

グループホーム全国ネットワーク」の代表世話人に

惣万氏が就任し、全国組織との連携も強化されてい

る。 

現在の富山型デイサービスの拠点数は 100以上に

なっており、2021 年を目標に、富山県内の事業所数

を 200 にすることが富山県としての施策目標になっ

ている。富山型デイサービスは、その地域の生活課

題や地域資源によって柔軟に姿を変化させるもので

あるが、「年齢や障害に関係なく共に暮らせるまちづ

くりを考える」という基本的 な理念は共通している。  

この理念を大切にしつつ、富山型デイサービスが、

これからの富山型地域共生社会や全国的な地域共生

社会の実現に向けて大きな役割を果たすことを目標

に、現場に即した事業展開が、多様な主体を巻き込

みながら進められている。  

 

※１：措置制度 

 戦後日本の社会福祉を支えた制度で、現在も一

部存続している。日本国憲法によって、国民の生

存権や国家責任が明確になったこと。戦後復興、

傷痍軍人等の支援の必要性があった事等から、社

会福祉諸法（老人、障害者、母子、児童等の各福

祉制度）が整備された。これらの法律の中で、各

種福祉制度については地方公共団体の判断によっ

て給付の開始・廃止を決定することとされた。行

政が受益者に対して福祉制度の適用有無の判断を

することを、措置という。 

 1990年代に入り、措置制度による財政負担の拡

大や、サービスの地域間格差、社会課題の複合化、

利用者のニーズの尊重等の理由により、措置制度

は制度変更の必要性に直面した。その結果、介護

保険法や支援費制度が制定され、行政から民間の

福祉施設へ地域の福祉サービスの役割が移行され

ていった。 

 受益者自らが、契約によってサービス提供 

者（福祉施設等）を選択できることから、現在の

制度は契約制度である。 

 一方、当事者への虐待等緊急的な介入が必要な

場合には、受益者の契約よりも生命を尊重し、行

政が介入することにより、施設入所の「措置」を

行う手段としては現在も機能している。 
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課題解決に意欲的な住民を、行政が制度で全面的

に支援する小規模多機能自治 
 

視察先：島根県雲南市 政策企画部 

対応者：藤本 万葉／地域振興課地域振興グループ 

 

取組概要 

・島根県雲南市では、概ね小学校区を単位に、地縁型（自治会・町内会）、目的型（営農組織・消防団）、属性

型（ＰＴＡ・女性グループ）の組織が連携・補完し合い、地域課題を自ら解決する「地域自主組織」が結成

されている。市内全域で、30 の地域自主組織が活動に取り組んでいる。 

・市は、まちづくり基本条例の前文において「まちづくりの原点は、主役である市民が自らの責任により、主

体的に関わること」と示したうえで、公民館を転用した活動拠点「交流センター」の整備、地域づくり活動

等交付金(以下、一括交付金)の交付、人的支援（地域づくり担当職員）等、地域自主組織への支援を行う。 

・地域自主組織の主体性が定着した現在、行政機能の一部を地域が担う「新しい公共」創出に向けた課題は、

組織の自立性と事業の持続性。その解決を狙い、小規模多機能自治推進ネットワーク会議(代表:雲南市長)

として「小規模多機能自治組織の法人制度創設を求める提言書」を政府に提出した。(2016年 1月 20日) 

着目すべき点 

①住民自身が地域の課題解決に向けて事業開発 

・「自らの地域は自ら治める」という住民自治の思想のもと、“地縁”でつながる様々な人、組織、団体が

連携し、相乗効果を発揮できるよう、自主組織が地域の個性を活かした様々な事業を積極的に企画提案。 

・地域に必要な行政サービス（例：水道検針）を自主組織で引き取り、業務を応用して他の地域課題（例：

見守り・雇用創出）を同時に解決。また、民間企業と連携が必要な事業についても自主組織主導で事業

化推進を行い、携帯電話を用いた 24時間体制での見守りや、コンビニとの連携による移動販売等を実現

した。 

②行政は制度面から地域自主組織の活動を後押し 

・合併協議の段階で地域自主組織を核としたまちづくりを基本的な考えに据え、合併した翌年から各地域

において地域自主組織が徐々に発足（2005～2007）。その後、2008年にまちづくり基本条例を制定。 

・2010 年に交流センター条例を施行。2013 年からは交流センターの人件費を一括交付金内に含めて交付

し、地域自主組織が職員を直接雇用。市全体や各町の自治会連合組織の解消を受け、地域の協議窓口を

地域自主組織に一本化する議論が始まり、2015 年 11 月に「地域と行政の協働のまちづくりに関する基

本協定書」を 30の各地域自主組織と雲南市で締結。 

③地域自主組織の持続性と主体性の向上を狙った場の設定 

・円卓会議（行政・地域自主組織の横断的な話し合いの場）、取組発表会（地域自主組織の相互の学びの

場）、雲南ゼミ（”雲南市に地域自治を学ぶ会”。全国からの視察対応）等を実施し、地域自主組織のモ

チベーションが維持・向上されるよう、行政から促している。 

・H25に小規模多機能自治をリードする４自治体（伊賀市、名張市、朝来市、雲南市）で共同研究を行い、

時には専門家を交えて協議した中で、地域自主組織に適合する法人格を検討するとともに、新たな法人

制度の創設について政府に提言している。 
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事業スキーム図 

 
事業スキームの解説

2010 年に公民館を転用した交流センターを拠

点として地域自主組織（市内 30 団体）の活動が開

始した。2012 年に制度移行後の運用に関する検証

を行い、制度改善を図った結果、2013 年以降は上

記スキーム図のように運用されている。 

交流センターは、そのほとんどが元々公民館と

して使用されていた施設の転用。公民館の設置目

的は生涯学習に特化していたが、交流センターは

「地域福祉」「地域づくり」「生涯学習」という３

つの活動分野（主要３本柱）を推進する幅広い市

民活動の拠点として、指定管理制度のもと地域自

主組織が運営。 

市は施設運営の指定管理料に加え、一括交付金

として地域自主組織の地域づくり活動に対する財

政支援を行う。（市全体の 2015 年度予算によると、

指定管理料 4724.3 万円に対し、一括交付金：2億

6690万円） 

一括交付金は補助金制度に比べて使途の自由

度が高いが、その 7 割は人件費が占めており、交

付額は交付要綱で規定されている算定基準に基づ

き従量制で交付されている。「施設管理者配置に係

る経費」は指定管理に係る人件費だが、指定管理

料ではなく、一括交付金に積算されており、施設

管理者は交流センターの施設管理に係る業務だけ

でなく、地域づくり等の業務も担える制度設計と

なっている。 

前述の財政支援に加え、市は合併前の町村単位

で人的支援を行っている。地域づくり担当職員を

任命し、地域自主組織による企画や運営に対して

指導・支援を行っている。 

「自らの地域は自ら治める」という住民自治の

意識のもと、様々な人、組織、団体が連携し、相

乗効果を発揮して、地域課題を解決していくのが

地域自主組織の役割。地域住民の経験・知識を地

域資源と考え、地縁型組織（自治会・町内会）、目

的型組織（営農組織・消防団等）、属性型組織（PTA・

女性グループ等）によって構成される。分野ごと

の部会を設け、専門性を活かした活動を推進して

いる。 

交流センターに求められる役割・活動の幅も

年々拡がっていることから、現在は、主要３本柱

に加え、「持続可能性の確保」「安心安全の確保」

「歴史・文化の活用」の３つの視点を持ちながら、

雲南市が推進する「持続可能な地域社会の仕組み」

に向けた様々な活動が展開されている。  
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■背景 

国内平均を２５年リードする高齢化率 

雲南市は 2004年に 6町村が合併して発足した。

1980 年台代から続く当地域の人口減少は一層加

速しており、日本全体が今後 35 年で 2 割減少する

のに対し、雲南市は僅か 20 年で２割減の見込み。

また高齢化率に関して、雲南市は 2010 年に 33％

だったが、日本全体が同率になるのは 2035年の見

込みと、日本全体に比べ 25年先行して高齢化して

いる。加速度的に人口減少と高齢化が進む雲南市

は、日本の将来像の縮図と見ることが出来る。 

現在、雲南市は小規模多機能自治の先進事例と

して注目されるが、その象徴である「地域自主組

織」の構想は合併前の合併協議会まで遡る。同協

議会では「自分達が住む地域は、自分達で知恵を

出し、汗をかきながら、みんなで創り上げていく」

という基本的な考え方が確認され、住民参画のコ

ミュニティ活動を推進する仕組みを中心に議論を

重ねた。 

その協議をまとめた「コミュニティ・住民自治

プロジェクト報告書」（2003 年 9 月提出）では、

地域委員会や地域自主組織、地域マネージャー等

合併後の住民自治に関して詳細に提案された。そ

の提案は翌年策定の新市建設計画に大きく反映さ

れ、地域自主組織の在り方を合併前に明確に住民

に示した。その流れを汲んで、合併直後には市長

所信表明で地域自主組織の推進を宣言。翌年以降

は地域自主組織の設立、第一期総合計画策定に繋

げた。以降、住民との議論を重ねながら、同市条

例の制度化や政府への法整備の提言等制度面で自

主組織を支援。 

関連データ 

 (2012年度雲南市決算カードより) 

・大東町・加茂町・木次町・三刀屋町・吉田村・ 

掛合町の 6町村が合併(2004 年) 

・面積 553.37k ㎡ 人口密度 76 人/k㎡ 

・人口（2010年国調）： 41,917 人 

 (2005年国調 44,403 人、増減率 -5.6％/5年) 

・高齢化率(2010 年):32.90%(2005 年:28.80%) 

・年間歳入額(2013 年度)：305.6 億円 

■事例詳細  

住民自身が地域の課題解決に向けて事業

開発 

地域の高齢化率が高まる傾向を踏まえ、将来に

おける地域の重要課題を見据えた安心生活見守り

事業を、地域自主組織が自発的に企画・運営して

いる。例として鍋山地域の事例を挙げる。 

市の水道局に交渉し、水道検針業務を受託。検

針と同時に在宅者の見守りを行う安心生活見守り

事業（まめなか君の水道検針事業）を実現した。

安定財源である受託料を得た当事業は、業務従事

者に報酬（時給制）を払う等、地域の仕事創出に

も貢献。継続性の高い事業運営を実現している。 

また避難行動要支援者の増加に対応すべく、携

帯電話事業者（NTT docomo）と直接交渉し、要支

援者に防犯ブザーストラップ付キッズケータイを

無償配布する「まもる君のまかせて支援事業」も

展開。 

さらに地元のコンビニエンスストアと地域課題

を共有することにより、移動販売事業の啓発に成

功。地域の買物難民支援に大きく貢献している。 

このように鍋山地区の地域自主組織は、高齢者

の孤立防止や生活支援といった地域課題の対策を

自主的に企画し、実現に向けた渉外・調整業務を

主体的に行い、財政面にも責任を持って経営して

いた。事業開発から実現、そして継続までを包括

的に担う地域課題解決の在り方は、行政に頼りき

らない住民自治のあり方として大きく参考になる。 

 

行政は制度面から地域自主組織の活動を

後押し 

公民館は地域自主組織の活動拠点として交流セ

ンターへ転用されたが、運用３年目に成果を検証

した。その結果、関わる人が増えて多くの成果を

認められるという総評を得たが、一方で多種多様

な課題も見受けられた。 

たとえば交流センターは地域づくりや地域福祉

も担うことになったため、社会教育に関して、市

の担当者との交流が減り、市の方針が不明瞭にな

ったとの意見があった。それに対し市は学校と地
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域と行政のつなぎ役として教育支援コーディネー

ターを設置。委嘱職員を拠点小学校に配置して対

応。 

交流センター職員については、市が館長を任命

していた公民館時代の名残で、当初は雇用協議会

の職員を交流センターに配置していた。３年目の

検証結果、地域の課題解決を自分ごととするには

地域の中から雇用すべきとの意見があり、地域自

主組織が交流センターの職員を直接雇用するよう

制度を変更。人件費は市が負担するも、指定管理

料に含めず一括交付金に積算して支給。労務管理

の事務的負担については社会保険労務士に事務代

行を外注できるよう、一括交付金にその費用も積

算。 

地域福祉に関して、地区社協からの委嘱である

福祉推進員は事務連絡系統が地区社協と地域自主

組織の２系統になり、事務連絡に不具合を生じて

いた。そこで地域自主組織が福祉推進員を採用す

べく、社協からの委嘱をやめ、人件費を市からの

一括交付金に積算するよう制度変更。これにより、

「地域自主組織の福祉部門を以て地区社協と見做

す」という大幅な見直しが行われた。 

また合併時に旧町村単位で発足した地域委員会

も地域自主組織の自立性を鑑みて発展的に解消。

各地域自主組織が中心となって市とまちづくりに

ついて協議していく体制となった。 

 

地域自主組織の持続性と主体性の向上を

狙った場の設定 

行政・地域自主組織の横断的な話し合いの場と

して円卓会議を設けている。旧町村の括りに囚わ

れず、山間部や高齢化地域など地域特性が似た者

同士で共通の課題に関して協議を行う。フラット

な立場で顔が見える場を設け、議事録をリアルタ

イムでスクリーンに写す等、市は議事進行に関し

て活発な議論を促す様々な工夫を凝らしている。 

また市は、地域自主組織の相互の学びを得られ

る取組発表会や、外部からの刺激を得られる雲南

ゼミの開催、そして全国からの視察訪問への対応

等、内部同士や外部との交流で地域自主組織のモ

チベーションを高める機会を設けている。 

場の設定は対外的にも行っている。地域自主組

織従事者の社会保障には法人格が必要と、現行制

度の課題を共同調査しながら、地域自主組織の法

人格取得を協議している。小規模多機能自治を先

導する他自治体とともに全国的なネットワーク組

織を発起・設立。スーパーコミュニティ法人と称

した法人制度を政府に提言しており、当該ネット

ワーク事務局を雲南市が担っている。 

 

 

【年表】雲南市地域自主組織関連 

2002年 11月  

 ６町村法定合併協議会発足 

 コミュニティ・住民自治プロジェクト設置 

2003年 9月 

 同プロジェクトチーム、報告書提出 

 地域自主組織の仕組みや方向性の草案提示 

2004年 3月 

 新市建設計画策定 

同年 11月 

 大東町・加茂町・木次町・三刀屋町・吉田村・掛合

町の６町村合併により雲南市発足 

2005年-2007年 

 段階的に地域自主組織が発足する 

2006年 9月 

 第一次雲南市総合計画策定 

2007年 6月 

 地域づくり活動検討委員会発足。住民活動の拠点確

保及びその運営体制のあり方について検討 

2008年 3月 

 同委員会、地域づくり活動のあり方報告書提出 

 公民館から「活動支援、生涯学習、地域福祉」を複

合的に備える交流センターに移行する案の提示 

同年 11月 

 雲南市まちづくり基本条例施行 

2009年 3月 

 雲南市交流センター条例公布 

2010年 4月～ 

 同条例施行、交流センター開館 

 地域自主組織による住民自治体制の開始 

2012年 

 交流センター移行３年目の検証 

2013年 4月 

 制度改善 

 ・交流センター職員の直接雇用開始 

 ・地域福祉人件費を自主組織の一括交付金に含   

  む 

 ・一括交付金は地域実態に応じた従量加算制を 

  導入 

 ・地域委員会廃止。行政と地域自主組織等が対  

   等な立場で直接協議する円卓会議方式の導入   

   等 
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■雲南市以外の住民自治事例 

雲南市の地域自主組織は、数々の活動実績ととも

に制度改善を図った結果、地域に定着できた小規模

多機能自治の好例で、この実績は全国の自治体に注

目されている。島根県雲南市に三重県伊賀市・三重

県名張市・兵庫県朝来市を含めた４市が発起自治体

となった「小規模多機能自治推進ネットワーク会議」

には、発足から１年で 184の自治体が加盟している。 

今回の調査事業では、このうち伊賀市についても

視察調査を実施した。同じ小規模多機能自治だが細

部に違いが在るため、雲南市と対比した特徴を以下

に報告する。 

 

三重県伊賀市における住民自治の仕組み 

伊賀市は、今後の高齢化社会に向け地域で必要な

３本柱として「地域自治」「地域福祉」「生涯学習」

を掲げ、小規模多機能自治に舵を切った。 

伊賀市の住民自治協議会は、雲南市の地域自主組

織に値する。団体数は 38。雲南市同様小学校区毎の

設置で、住民全体が徒歩で参加可能。参加の間口も

広く、個人・法人の属性を問わない。各協議会は運

営委員会・実行委員会を構成し、各委員会内に部会

を設置している（各協議会 4～7部会）。 

雲南市と同様、条例で制度化している。市は総合

計画と、旧市町村単位の地区別計画を策定。各協議

会は、地区別計画を元に地域まちづくり計画を策定

し、課題解決を図る事業を企画実施している。 

市の財政支援として、地域包括交付金と地域活動

支援事業補助金を設けている。雲南市同様、地域包

括交付金は使途の自由度が高く、住民自治協議会で

決定可能。市全体の交付額は年間約 1億 5 千万円。 

地域活動支援事業補助金はコンペ形式。自治協議

会が事業提案をプレゼンし、市民活動関係者、学識

経験者、地元企業等で構成される審査委員が採点。

採点結果によって助成団体と金額が決定する。 

地域自治協議会の活動拠点は、合併後に住民自治

の充実を狙って旧行政出張所を転用した地区市民セ

ンター。雲南市と異なり職員は市職員である。 

また、合併後に設置された市民活動支援センター

の支援も特徴的といえる。ソフト・ハード両面にお

ける地域自治協議会の支援や、地域まちづくり計画

の作成支援・情報提供等、実質的な市民活動の支援

も行っている。このように伊賀市は地域自治協議会

が、地域の方々による議論と実践の場として機能す

るよう、多様な支援体制を整えている。 

 

 

（図）伊賀市住民自治協議会の事業スキーム 

 

三重県伊賀市の事例紹介 

住民自治協議会による活動事例として、ここでは

買物難民の救済施策と災害弱者対策を紹介する。 

合併後の市の北部ではバスの大幅縮小を受けて、

民間企業（マックスバリュ中部）と地元の NPO がタ

イアップし、買物送迎バスの運営を開始した。バス

運営は企業が、時間配分や乗客の取りまとめを NPO

が実施。諏訪地域の NPO元気老人塾はバス停まで行

けない老人向けに福祉有償運送を実施する。 

災害弱者対応として柘植地域住民自治協議会の事

例を挙げられる。健康福祉の推進部会において、住

民による高齢者の見守り事業が検討された。その結

果、災害弱者に対する平常時の見守りネットワーク

形成が必要とされ、“災害時要援護者支援ネットワー

クづくり事業”が開始された。自治協議会では、民

生委員や児童委員と連携して災害時安否確認マニュ

アルや支えあいマップの作成に注力。現在は地域合

同防災避難訓練を実施する体制が整っている。 
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合併前の経緯が特徴的 

伊賀市の住民自治は構造的に雲南市と類似し、合

併を契機とする点も一致するが、合併前における住

民参加に特徴的な違いがある。それを以下に記す。 

合併協議の段階で以下の課題による画一的な行政

サービスの提供の限界が懸念された。 

①合併後の市では地域特性の差があること 

②住民自らが課題解決を図る自治力の低下 

③団塊世代の引退による税収減 

議員の有志が集まり、合併後の議会のあり方を検

討する市民の会を結成。議員自身が「議員数削減」

を発案するなど市の存続を最優先に考えた議論が交

わされた。新市将来構想の時点で「団塊世代が後期

高齢者になる時”地域”が如何にして残っていくか」

が課題に挙げられた。この課題には議員や行政のみ

ならず住民も共通の危機意識を抱いていた。 

そこで「ひとりでは地域を変えられない。アイデ

アを持った人たちが議論し、実践する場が必要」と

の考えに至り、住民自治の充実に向けて、地域への

一定の権限・財源配分と、皆で考え活動できる「公

の場づくり」が検討された。ここから合併協議会に

おける住民自治協議会構想に発展し、伊賀市発足の

平成 16年に可決した「自治基本条例」に至る。 

合併前から住民自治に関する議論に住民が参加す

ることは雲南市と一致するが、合併前の各市町村議

員が地域の将来を最優先にした議論をしたこと、行

政や議員による危機意識が地域全体の課題共有に発

展したことが伊賀市の特徴といえる。 

 

伊賀市関連データ 

・上野市・阿山郡伊賀町・島ヶ原村・阿山町・大

山田村・名賀郡青山町の 6市町村が合併(2002 年) 

・人口： 94,991 人(2015年 6月現在) 

・面積 558.17k ㎡ 人口密度 174人/k ㎡ 

 (2005年国調 100,623 人、増減率 -3.4％/5 年) 

・高齢者率:30.3%(2015年 6 月現在)  

・年間歳入額(2013 年度)：463.7 億円 

その他の住民自治事例 

雲南市や伊賀市のような小規模多機能自治は住民

自治のひとつの形である。 

とある自治体（以下某市と称す）は新しい住民自

治の仕組みとして地域委員会制度が創立したが、

2010 年から実施したモデル事業では制度の定着に

至らなかった。以下に雲南市と某市を比較する。 

まず住民自治組織が管轄する地域の人口規模に違

いがある。雲南市の地域自主組織が小学校区毎の設

置で 1.4 千人/組織に対し、某市地域委員会は行政区

毎の設置で 69～138千人/組織と遥かに多い。そのた

めか委員は公募かつ選挙により選出された。 

次に制度開始までの住民参加が違う。雲南市は、

制度化の段階で住民参加の機会を多く設け、２度に

渡る住民主体の調査・検討・報告書提出を経てから

運用開始に至った。一方某市は市長の公約で「地域

内分権」を掲げ、「地域のことは地域で決める」とい

う理念のもと制度創設が先行し、住民の参加は制度

化の後だった。 

理念と実態のギャップが大きかったことも多分に

影響した。地域委員会は意思決定の主体として設け

られ、地域の団体・NPO が事業実施の主体として期

待されたが、現実的には実施団体の不足で、小学校

区内の「学区連絡協議会（学区連協）」に依存するの

が実態となった。多くの役員が学区連協と地域委員

会で重複したが、役割や必要性の違いが不明瞭だっ

たため、結果的に二重構造化してしまった。 

他にも、選挙の実施やアンケートの送付/集計、補

助金申請など事務局運営の負荷が、無給ボランティ

アの地域委員には過度に大きかったことも組織継続

性の問題に挙げられている。 

全体的に、住民参加・住民合意を十分に経てから

制度開始した雲南市や伊賀市は、人口規模・組織規

模、および制度設計の時間が釣り合っていたようで

ある。一方、某市の場合は人口規模・組織規模の割

に、制度化の過程で住民参加の機会が少なく、実態

とのギャップが埋まらないまま制度が始まった。こ

れらの違いが制度定着に差をつけたと思われる。 
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北芝が紡ぎ出す地域住民の共助と協働を生み出

す参加型の暮らしづくり 
 

視察先：特定非営利活動法人 暮らしづくりネットワーク北芝 

対応者：井上 勉／代表理事   中村 雄介／職員 

 

 

取組概要 

・北芝は地図上では、大阪府箕面市の萱野（かやの）地域に内包された被差別部落の呼称である。そのため行

政区上では北芝は存在しない。被差別地域としての歴史も長い。国の同和政策によってハード面、ソフト面の

改善が図られた。現在は隣接する「かやの中央」地域では市の大規模な区画整理が行われ、複合型ショッピン

グモールが進出するに伴い、多様な住民の流出入も起こっている。 

・暮らしづくりネットワーク北芝は、設立当初は北芝地域の中間支援機関としてソーシャル・ビジネス 

（※１）支援、地域 NPO支援などを行ってきたが、2010 年の「らいとぴあ 21」（隣保館＋青少年施設）の指定

管理受託以降、事業型 NPOにシフトするとともに各組織の基盤として事業継続性の支援を行っている。 

・現在は、多様なまちづくり組織、福祉サービス組織、NPO、人権団体、ソーシャル・ビジネス事業者等が相互

連携しながら、北芝の複合的な地域コミュニティの創造と発展を目指して事業を多面的に実行している。 

 

着目すべき点 

①部落問題の解決を目指した地域運動の経験を「暮らしづくり」事業へ昇華 

部落問題という社会問題の解決を目指した活動を実践し、同和対策事業も進んだが、その反面で行政依存体

質が明らかになった。その体質を「北芝の危機」と捉え、住民主体のまちづくり活動へと方針を転換。以後、

一地域だけでなく、箕面市全体においても有益な事業として、まちづくり、地域福祉、文化が融合したよう

な「暮らしづくり」を展開している。 

 

②ステークホルダー全体で地域経営 

最小限の「人・モノ・資金・情報・場所」で、新規事業の開発に挑戦できる環境整備が行われている。事業

立ち上げ後に重要な事業継続性については、品質管理や品質保証、ノウハウの継承などの面で、地域内各団

体で構成する「部落解放北芝まちづくり機構」（北芝 CMO）が中心となってバックアップしている。 

 

③中間支援から事業型 NPO へ大きくシフト 

暮らしづくりネットワーク北芝は、当初は人材育成や地域住民の自主活動支援など中間支援組織としての事

業が活動の基盤であったが、現在は「らいとぴあ 21」の運営をはじめ福祉関連の委託事業や自主事業の開

発等、事業型の NPOへシフトしている。このような動きは、複合化する地域課題と少子高齢化や人口減等を

見据えた、未来の地域経営の形のひとつになっている。 
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事業スキーム図 

 

事業スキームの解説 

 被差別部落地域では同和対策事業特別措置が終わ

ったのちでも部落差別問題は解決していなかった。

現在、北芝を支えているキーパーソン達も過去の苛

烈な差別を経験してきている。部落差別とそれに伴

う貧困からの解放が住民達の活動根源にあり「人が

人としてあたりまえに生きていける街にしたい」と

いう思いが、全ての事業の推進力になっている。 

 その思いの実現に必要なポイントは多岐にわたる。

現在では全国的な課題となっている、高齢、障害、

子ども、貧困等の生活困窮に関連する事柄。生きが

いや共助、就労等地域・まちづくりに関連する事柄

等と共に、部落差別に起因する人権侵害や非識字等

の諸問題を地域全体で一体的にとらえつつ、複数の

事業によって、その包括的な解決を目指した。 

 主に 2010 年代に入ってから、急速に各事業体の形

成が行われた。指定管理施設である、らいとぴあ 21

を拠点としながら、福祉サービス、ソーシャル・ビ

ジネス、地域連携協議体等が形成され、それらの活

動を資金面で地域ファンドが支えている。また、「部

落解放北芝まちづくり機構」が地域全体のマネジメ

ントを担い、各代表者等の合議による複数組織の横

断的な人事を行う等、地域の協働経営体として機能

している。社会や制度の時代変化に応じながら、全

ての組織が相互関連し、各々の役割を変化させる。

地域全体が一種の運動体として「暮らしづくり」の

協働行動、協働事業が展開されている。
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■背景 

同和政策によるハードとソフトの整備 

政府の同和政策によって、北芝は約 250世帯約 500

人のコミュニティが対象地域に指定された。当初は

劣悪だった居住環境からハード面の整備が実施され

環境改善が進んでいった。「同和対策事業特別措置法」

に基づき、1970年代からは一般的な施策に上積みす

る形で特別施策が行われ、市営住宅の整備の他、保

育や教育への支援が展開された。 

 これらは基本的に各家庭の消費支出を抑えるため

の福祉施策であり、また市営住宅で居住環境が安定

した以降の暮らしやすさは向上したが、過去の貧困

と教育格差から識字率が低く、一般の行政施策が伝

わりきらず、利用できない家庭が多いという問題は

残った。1980年代の後半に、同和政策後に生まれた

市内の子ども達について学力調査を行った結果、学

力格差が改善しておらず、自尊感情も低いままにあ

ることが判明。行政へのハード面の改善要求に偏り、

足下が見えていなかったと反省し、ソフト事業へ方

針を転換した。 

 

隣保館でのハードとソフトの融合と地域経

営組織への発展 

 ソフト事業の基盤となったのが、1990 年代中盤に

改修再整備された「らいとぴあ 21」。人権教育やま

ちづくり等のソフト的な拠点化を重点的に行った。

阪神・淡路大震災では、らいとぴあ 21 がボランティ

ア団体の活動拠点としても機能し、NPO の法制化の

動きにも早期に対応していく契機となった。2000年

に入ると、同和政策以前から伝統的に残る「まずは

自分たちでお金を出して始める」という住民意識を

北芝のまちづくりの基本型として再構築。経済的に

自立した住民層の個人給付金を自主返納し、中高年

の働く場づくりや配食サービス等の生きがいワーカ

ーズを創出。住民自らが寄付する形で基金を設立。

その資金を基盤として独自の共済制度やコミュニテ

ィファンドを設立。地域事業のインキュベーション

やスタートアップ事業を展開し、複数の組織が創発

的に設立される原資となった。 

■事例詳細  

北芝が紡ぎ出す「コレクティブタウン（※２）」

のかたち 

 北芝地域は住民主体の地域自治を進める中で、下

記のような組織や機能を構築してきた。必要な人員

に関しては「専従事務員シェア」をして費用負担を

削減しながら、本格事業開始に必要なリソースを

徐々にそろえていった。 

①部落解放同盟北芝支部（1969〜） 

②箕面市人権協会北芝地域協議会 

③らいとぴあ 21※萱野地域の隣保館＋青少年施設

改修再整備 

（萱野中央人権文化センター／1995〜） 

④新北芝まちづくりファンド 

（前身のファンドが立ち上がったのは 2000年〜） 

⑤北芝まちづくり協議会 

（中学校区単位のまちづくり組織／2001〜） 

⑥NPO 法人暮らしづくりネットワーク北芝 

（中間支援組織として設立／2001〜） 

⑦福祉サービス「よってんか」 

（萱野老人いこいの家の指定管理団体 ／2004〜） 

⑧らいとぴあ 21の指定管理団体／2010年～ 

 これらの組織全体の事業調整等を「部落解放北芝

まちづくり機構」という地域コミュニティマネジメ

ント組織が行っている。特徴的なのが、上記の各組

織の代表者と地域代表者により、地域全体で人事の

調整が行われていることである。それにより、スム

ーズな人の配置が可能となっており、地域全体を経

営し事業を維持する根幹になっている。住民自治活

動等直接的な事業になりにくい取り組みに関しては、

別に自治組織代表による合議体が形成されており、

地縁型の活動についても一体的に取り組めるように

なっている。それぞれが相互連携しながら、多くの

活動や事業が生まれている。 

 箕面市では、独自の NPO 条例（※３）が施行され

ており、任意団体であっても実績や実行力があれば

指定管理者等の応募資格を有することが出来る。こ

のような基盤整備もまちづくり活動を後押ししてい

る。 
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「大転換」の実行 

 このような複合的な組織形成がされるに至った契

機は、北芝の住民が「大転換」と呼ぶ 80年代の後半

からの改革であった。先述した子ども達の学力格差

の問題だけでなく、バブル崩壊に伴う中間層の崩壊

と生活困窮者の増加によって、自立した北芝住民と

箕面市の一般困窮世帯等の間で「支援格差」が生じ

た問題も自己改革の誘因となった。貧困問題につい

ては被差別部落であるかは関係なく、箕面市民とし

て解決に協力すべしとし、部落完結型の運動から、

地域まちづくり運動へと形態を変えていった。この

ように、従来の被差別・被害者という画一的な発想

から、オルタナティブで多様性を許容できる地域づ

くりを急速に目指していった。 

  

地域全体を包括した暮らしづくりへ 

 新たな地域づくりを維持・発展させるために下記

のような仕組みを整えていった。 

①参加し易くチャレンジができる仕組みづくり 

②合意形成プロセスを重視した参加型のまちづくり 

③人材育成を重視し、人への投資を継続する 

④育てた事業や人財を持続可能な事業へ発展 

 それらを試行錯誤した結果、小さな地域で多様な

事業が創出され、北芝だけでなく箕面市全体にも有

益な枠組として協働が推進されつつある。外見上は

既に立ち上った事業だけが目立つが、根源に通じる

のが部落問題の解決であり、複数の社会問題が多様

化し進展している現在の社会環境においては、全国

的な支援の枠組としても有益な事業形成のモデルに

なっている。

 

※１ ソーシャル・ビジネス（ＳＢ） 

現在解決が求められる社会的課題に取り組むこと

を事業活動のミッションとし、そのミッションを

ビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進め、

新しい社会的商品・サービスや、それを提供する

ための仕組みを開発したり、活用したりすること。

また、その活動が社会に広がることを通して、新

しい社会的価値を創出すること。 

 

※２：コレクティブタウン 

フィールドワークを通し、北芝のまちづくりの実

践を研究している寺川政司（近畿大学建築学部准

教授）の定義によると、「地域コミュニティで相互

の安否確認や生活支援等による安心が担保され、

かつ世代を問わず多様な協同の居場所（機会）が

確保された、地域が住まいの続きのような機能を

満たす協同居住のまち」。 

『大阪・北芝まんだら物語』（北芝まんだらくらぶ

編、2011） 

 

※３：箕面市独自の NPO条例 

阪神・淡路大震災の際、らいとぴあ 21 が支援団体

の中継基地になったこと等が契機となり、箕面市

は独自の NPO条例を施行した（1997）。基本理念を

定め、行政、企業、市民、NPO それぞれの役割を

規定。促進委員制度も設けられている。特徴的な

のは、第 9 条に「公共サービスにおける参入機会

の提供」と明示していること。この条文を根拠と

し、任意団体でも行政から委託事業や指定管理者

事業の受託が可能となった。 

福祉サービス「よってんか」は任意団体であるが、

同制度によって指定管理者となった。 

第 9条の全文は下記の通り。  

第 9 条  市は、公共サービスの実施主体として、

その事業の実施に当たっては、非営利公益市民活

動団体の参入機会の提供に努めるものとする。 
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金融機関による地域の活性化を目指した、総合的

な事業支援のスキーム構築 
 

視察先：飛騨信用組合 経営企画部 

対応者：古里 圭史／常勤理事 経営企画部長  

 

 

取組概要 

・岐阜県高山市は他地域と同様に高齢化が進んでおり、地域が衰退することが予想されていた。また、従来型

の融資事業だけでは、飛騨信用組合も地域内の他の金融機関と差別化できない状況にあった。そうした中、

地域資源の掘り起こしから、地域振興につながる事業の立ち上げの支援の取り組みを始めた。 

・飛騨信用組合は、飛騨・高山地域の活性化に資する事業者の成長を支援するためのファンドのほかに、金融

機関として全国で初めて、クラウドファンディング（※１）の運営に取り組んだ。これにより、地域振興に

つながる創業支援から、軌道に乗るまで事業の成長を支援するための様々な資金ニーズに応じた資金調達方

法を提供している。 

・現在は、事業起案段階の支援として、購入型クラウドファンディング「FAAVO 飛騨」の紹介、「BizCon.HIDA」

と連携した事業相談の支援体制、ミュージックセキュリティーズと提携した投資型クラウドファンディング

「セキュリテ」の仲介に、高い専門性を持った飛騨信用組合職員が伴走しながら取り組んでいる。これによ

り、PRページ作成、都市から地方への資金循環、改善計画の作成、緻密な事業計画を策定している。同時に

組合職員のスキルアップにつなげ、支援策の持続性を確保している。 

着目すべき点 

①事業の初期段階から改善計画まで、トータルでサポート可能なスキーム構築 

従来の実績に基づく融資では対象にできない事業のクラウドファンディングによる支援策から、事業者の経

営相談まで、金融・資金に対する幅広い支援や改善計画の提案ができるスキームを、飛騨信用組合内で構築

している。 

 

②専門知識を持った職員が伴走する相談対応 

FAAVO 飛騨の PR ページ作成のための取材や執筆、投資型クラウドファンディングに向けた事業計画の策定に

対し、飛騨信用組合職員が伴走して作成を支援する。また、事業相談については飛騨信用組合内の別組織

「BizCon.HIDA」と相互連携し、専門的知識による対応を行っている。こうした、様々な伴走型の対応により、

顧客の経営力がブラッシュアップされている。同時に経営の信用がつき、従前の融資対象となる組織に成長

している。 

 

③職員のスキルアップを通じた、支援策の持続 

様々なプロジェクト・事業に伴走した支援に取り組むことで、組合職員のスキルアップにつながっている。

育成された人材によって、都市から地方への新たな資金循環を促し、スキームの持続や、新たな支援策を提

案できる体制を目指している。 
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事業スキーム図 

 

※上記の図は、視察の内容をベースに、各種関連資料から作成 

事業スキームの解説 

飛騨信用組合では、地域振興につながる事業の種

の段階から、融資、ファンド、クラウドファンディ

ング、事業計画作成と総合的な企業支援が可能なス

キームが構築されている。種の成長度合いに応じ、

様々な機能と連携しながら、地域の活性化を目指し

ている。以下、それぞれの事業について解説する。 

FAAVO 飛騨・高山：従来の実績に基づく融資では対

象にできない起案を支援するため、クラウドファン

ディングの取り組みを始めた。地域資源を掘り起こ

し、新規事業の立ち上げや商品開発を促進すること

を目的とした事業を対象としている。飛騨信用組合

職員も、取り組みの取材や PR ページの作成を起案者

と連携して行う。FAAVO はサーチフィールド（株）

提供のシステム。現状、広告効果も含めた費用対効

果を考慮すれば FAAVO 利用料は十分投資効果がある

ものと考えられ、地域のブランド力向上にも繋がっ

ている。 

ふるさと預金：預金金額の一定割合に相当する額を、

地域振興や環境保全につながる取り組みに向けて寄

付する商品設計としている。対価として金額に応じ

たプレゼントを贈り、預金者の地域振興の意識向上

につなげる。 

結ファンド：飛騨信用組合が主体となって設立した

地域経済活性化ファンド。事業が軌道に乗るまでの

一定期間、元金返済のない資金調達で支援している。

そのため、事業立ち上げ当初の資金流出を抑えるこ

とができ、研究活動や営業活動等に十分な資金を投

入できる。 

事業相談：事業起案者や経営者の事業相談に対し、

改善計画の提案を行う。飛騨信用組合内の部署横断

組織「BizCon.HIDA」と相互連携し、高い専門性を持

った職員による改善計画の提案を可能にしている。 

資金相談：投資型クラウドファンディング「セキュ

リテ」を運営するミュージックセキュリティーズ（株）

と提携。支援依頼に応じて、資金調達手段の 1 つと

して紹介する。FAAVO と比べ、初期手数料等、ハー

ドルが高いが、飛騨信用組合職員と連携し緻密な事

業計画を策定し、精度の高い計画を作成する。結果、

投資型クラウドファンディングによる資金調達を可

能にしている。  
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■背景 

地域の衰退が組合の衰退に直結するという、

深刻な現実に直面していた。 

 岐阜県高山市の人口は約 9 万 2 千人（2010 年国勢

調査）で、他地域と同様、高齢化が進んでおり、地

域の衰退が予想されていた。また、信用組合は法制

度上、営業できる対象エリア（※２）が限られてい

る。そのため、従来型の融資を基本とした地域サー

ビスだけでは、他の金融機関と差別化できない状況

にあり、地域の衰退が組合の衰退に直結するという、

喫緊の課題に直面していた。これらの危機意識のも

と、地域資源を掘り起こし、新規事業の立ち上げや

商品開発の促進を積極的に支援することで、組合の

経営基盤を維持していく取り組みを始めた。 

 

金融機関として全国で初めて、クラウドフ

ァンディングの運営に取り組んだ。 

上述の取り組みを進め、スキームを維持するため

には、都市から地方への資金循環を促すことが求め

られた。その 1つとして、金融機関として全国で初

めて、クラウドファンディングの運営に取り組んだ。

取り組むにあたり、主に下記 3点の課題があった。 

①投資家保護とリスク回避体制の担保 

②取り組みを進める社内体制とメリットの理解 

③事業を実施するプロジェクトマネジメント能力

を持った人材を担保 

この 3点のリスクヘッジに 1 年を費やしている。 

飛騨信用組合 関連データ 

・1954年 9月設立、1974年 4月改称。 

 本店は岐阜市高山市。 

・岐阜県高山市の人口、92､797 人 

（2010年 国勢調査） 

・営業区域：高山市・飛驒市・大野郡 

・店舗数：16ヵ店 他に店舗外ＡＴＭ 19ヵ店 

・自己資本額：220 億円 （うち出資金 3億円） 

・組合員数：26,571 名             

（2014年 3月 31日現在） 

■事例詳細  

事業の初期段階からトータルでサポート可

能なスキーム構築 

飛騨信用組合では、組織内の様々な機能と連携し

ながら、従来の融資では対応が難しかった案件から、

事業者の経営相談まで、金融・資金についての幅広

い支援や改善計画の提案が可能なスキームを構築し

ている。 

これまで飛騨信用組合の融資は、過去の実績を元

に行っており、未来に向けた融資は行っていなかっ

た。そうした中、営業エリアの外部から資金を得て

循環させるため、金融機関としてクラウドファンデ

ィングの運営に取り組んだ。 

平成 25 年 6 月にミュージックセキュリティーズ

（株）と提携して、投資型クラウドファンディング

「セキュリテ」をスタートした。しかし、投資型ク

ラウドファンディングは手数料の高さが課題であり、

ある程度の事業規模をもつ企業が PR として利用す

るという現実があった。また、潜在的ニーズとして、

事業の初期段階など従来の融資では対応が難しいビ

ジネス・事業起案があることがわかった。そこで、

このニーズに応えるため、購入型クラウドファンデ

ィング（FAAVO）の取り組みを始めた。 

また、組合の預金を「ふるさと預金」の仕組みで、

預金金額の一定割合を、地域振興や環境保全につな

がる取り組みに向けた寄付や、事業が軌道に乗るま

での一定期間、元金返済のない資金調達手段として、

新規事業者に提供している「結ファンド」による出

資により、事業者の資金調達と預金者の地域振興の

意識向上につなげている。 

その他、ある程度軌道に乗った事業の運営や資金

調達についての相談には、飛騨信用組合内の別組織

「BizCon.HIDA」と連携した支援や、投資型クラウド

ファンディングの紹介と事業計画の策定支援を行い、

専門的知識を持った職員によるフォロー体制が構築

されている。 
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専門知識を持った職員が伴走する相談対応 

購入型クラウドファンディング「FAAVO飛騨」は、

プロジェクト起案者から相談を受け、想いを精査し

ている。それぞれのプロジェクトに共感してもらう

ために、起案者と飛騨信用組合および FAAVO の運営

会社である（株）サーチフィールドと連携して PR

ページを作成する。そのための取材やページの執筆、

レポート更新や SNS での拡散、知り合いへのアプロ

ーチ等に職員が連携して取り組んでいる。 

投資型クラウドファンディング「セキュリテ」に

向けた事業計画の策定に対し、飛騨信用組合職員が

伴走して作成を支援する。また、事業相談について

は飛騨信用組合内の別組織「BizCon.HIDA」と相互連

携し、専門的知識による対応を行っている。 

上述の伴走した対応により、顧客の経営力がブラ

ッシュアップされている。同時に経営の信用がつき、

従前の融資対象となる組織に成長している。 

 

職員のスキルアップを通じた、支援策の持

続 

様々なプロジェクト・事業に伴走することで組合

職員のスキルアップにもつながっている。例えば、

クラウドファンディングによる地域振興プロジェク

トの起案者は、行いたい事業のイメージ像こそ強い

が、リターン品について考えることは苦手な傾向に

あることを担当者は感じていた。そうした起案者と、

共感を得る PRや資金調達について個別に対応し、共

に考え、連携して取り組むことで、組合職員の人材

育成につながっている。   

地域人口が急速に減少して行く中、育成された人

材によって、都市から地方への新たな資金循環を促

し、スキームの持続や、新たな支援策を提案できる

体制を目指している。 

今後も地域振興プロジェクトから、事業者の経営

相談やバックアップまで、幅広い支援に取り組んで

いく。また、「BizCon.HIDA」とも連携し、事業計画

作成や融資、ファンド等の総合的な企業支援を実施

していく。 

 

※１：クラウドファンディング 

クラウドファンディング（英語：Crowdfunding）

とは、不特定多数の人が通常インターネット経由

で他の人々や組織に財源の提供や協力等を行うこ

とを指す、群衆（crowd）と資金調達（funding）

を組み合わせた造語である。金銭的リターンのな

い「寄付型」、金銭リターンが伴う「投資型」、プ

ロジェクトが提供する何らかの権利や物品を購入

することで支援を行う「購入型」がある。 

 

※２：営業できる対象エリア 

信用協同組合は「中小企業等協同組合法」33 条 1

項 3 号・8 条 4 項の法制度上、営業地区となる事

業地域が制約される。 
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経営の強みを創造する f-Biz モデルの経営相談

と都市活力再生における役割 
 

視察先：富士市産業支援センター f-Biz 

対応者：小出 宗昭／センター長 

 

 

取組概要 

・f-Bizは富士市が産業支援センターとして平成 20年に開設した産業支援機関の名称である。2013 年からは創

業に特化した f-Biz egg（ワンストップセンター）を併設している。相談業務を主軸に地域の中小企業、農

林漁業者、起業創業者、NPO 等への、経営相談、起業相談、セミナー、講演会、各種支援機関とのコーディ

ネート、ＷＥＢからの情報発信等様々な角度からの支援を行う。富士市の産業支援の拠点と位置づけられ、

専門性の高いアドバイザースタッフ体制が特色である。 

・予約制による決められた時間内のコンサルテーションで結果につなげる相談を行う。相談者の真の強みを引

き出し、ターゲットを絞り、必要な人や企業をつなげる等お金をかけずに「知恵を出す」コンサルティング

を行う。相談の大半は売上拡大に関する内容であり、そのための有効なアドバイスを行い新商品開発や販路

拡大につなげる。 

・中小企業庁が 2014年度に実施した中小企業･小規模事業者ワンストップ総合支援事業の目玉施策として全国

に設置した「よろず支援拠点」のロールモデルとなった。 

 

着目すべき点 

①成果を意識し「ソフト」重視で設置された産業支援機関（f-Biz） 

 富士市が「富士市工業振興ビジョン」の重点施策として産業支援センターの設置を検討した際に、「箱物」

ではなく「ソフト」を重視、経営アドバイザーとして高評価を得ていた小出宗昭氏を招聘。 

②経営者も気づかない隠れた経営の強みを引き出す経営相談 

 経営相談ではコミュニケーションを通して、課題や方向性を明らかにし、真の強みへの気づきをうながし、

ビジネスアイディアを創出する支援を行う。セールスポイント、ターゲット、連携を重視し 60分の相談時

間内で成果につなげるアドバイスを行う。 

 アドバイザースタッフの選定基準はビジネスセンスを重視し、相談内容をカルテ化して保管し、伴走型支

援にも対応可能な体制としている。 

③富士市都市活力再生ビジョンの戦略と f-Biz 

 「富士市都市活力再生ビジョン」に設定されたイノベーション活性化戦略の中で、チャレンジャー応援、

企業力強化に関するプロジェクトの拠点として f-Biz が位置づけられた。プロジェクトにおいて具体的な

取り組みが策定され、起業や販路開拓に対する新たな支援が進められている。f-Bizは支援拠点であり、も

のづくり連携創造、チャレンジャー応援といった施策と経営者や起業家を連携させる役割も担う。 

 



第３章 事業実施内容（調査報告） 

 

71 
 

事業スキーム図 

 

 

事業スキームの解説 

【設置の流れ】  

 富士市は製紙業など工業の盛んな市であるが、事

業者数・従業員数・製造品出荷額等の減少という課

題を抱えていた。2006 年「富士市工業振興ビジョン」

を策定し、人材育成、産業・企業の高度化、ネット

ワークの構築、企業立地環境整備と共に工業振興推

進体制の確立が謳われた。 

 工業振興推進体制の確立の項目の中で「富士市産

業支援センター」が新たに整備されることになり、

2008年、地域産業を担う中小企業の経営支援を目的

に f-Bizが設置された。運営は株式会社イドム（代

表者は小出宗昭氏）が受託した。 

 2013年には「富士市都市活力再生ビジョン」が策

定され、創業支援に特化したワンストップセンター

「f-Biz egg」を併設することになった。 

 2014年度には相談件数 3,886 件を数え、中小企業

庁の「よろず支援拠点」のロールモデルとして、国

にノウハウ移転の支援を行った。  

 

【富士市の工業振興推進体制と f-Biz】 

 f-Biz では経営相談、情報発信・セミナー実施、

産業支援機関との連携・マッチングといった支援事

業が行われる。同じ建物内にある f-Biz eggは創業

支援に特化したワンストップセンターであり、創業

相談、ワークスペースの提供、支援機関との連携を

行う。「特定創業支援事業」による支援を受けた者は、

会社設立の際の登記にかかる登録免許税軽減等の複

数の支援が受けられる。  

 富士市内に構築されている、多様なネットワーク

や産業支援機関等との連携が行われ、f-Biz 相談者

に情報提供やマッチングを行う。 

 f-Biz を中心に経営や創業を支援する枠組みが作

られ相互に連携しあう仕組みとなっている。相談者

が f-Bizに経営相談する際には、専門性の高いコン

サルテーションとともに多様な連携先の紹介や各種

支援制度への案内も受けられる仕組みになっている。 
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■背景 

工業都市、富士市を支える中小企業の製造

品出荷額減少に対する中小企業支援の必要

性 

静岡県富士市は東京・名古屋の中間に位置し、有

数の工業都市として発展した。製造業従事者が全国

平均の約 2倍という産業構造にある。製造品出荷額

の減少が続き、地域産業の中心を支える中小企業の

経営支援が大きな課題となっていた 2006年「富士市

工業振興ビジョン」が策定された。その中で産業支

援センターの設置が重点施策とされ、2008年富士市

産業支援センターf-Bizが設立された。 

運営については、静岡市の創業支援施設「SOHOし

ずおか」等で高評価を受けていた静岡銀行出身の小

出宗昭氏が設立した株式会社イドムに委託すること

となった。 

 

f-Biz をロールモデルに中小企業・小規模

事業者ワンストップ総合支援事業「よろず

支援拠点」全国４７都道府県に設置 

f-Biz が行う支援の特徴は、経営者目線に立ち、

成功を目標に全体的な戦略・戦術をブラッシュアッ

プしながら結果が出るまでチャレンジする姿勢、経

営相談の 90%を占める売上拡大の問題に対し、販路

開拓、分野開拓、新製品・サービス開発に重点を置

いた明快な戦略で、分野を問わずきめ細かいサポー

トを行った結果、年間 3,886 件の相談件数と多くの

新商品開発や販路拡大につながった。 

この実績が評価され、中小企業庁が平成 26年度に

全国に設置した中小企業・小規模事業者ワンストッ

プ総合支援事業「よろず支援拠点」のロールモデル

としてノウハウ移転の支援を行うこととなった。 

 

f-Biz 関連データ 

・富士市人口 約 26万人（2015 年 7月） 

・富士市製造業事業所 860 事業所（4 人以上） 

  （2013年経産省工業統計） 

・f-Bis相談件数 3,886件 （2014年度） 

■事例詳細 

成果を意識し「ソフト」重視で設置された

産業支援機関（f-Biz） 

2006年、富士市は工業の課題として①既存産業の

活性化、②新たな産業の創出と企業誘致、③工業イ

ンフラの整備、④優秀かつ豊富な人材の確保・育成、

⑤企業間ネットワークの構築を抱えていた。産業振

興策を体系的、計画的に推進するために「富士市工

業振興ビジョン」を策定することとなった。 

 

ビジョンの中で掲げられた重点取り組み項目に

「富士市産業支援センター整備事業」があり、産業

支援センターの設置が検討された中で、担当者が設

置検討にかかる視察を全国に実施した。視察先の支

援センターで相談者がまばらな様子を目の当たりに

し、センターという「箱物」ではなく「ソフト」を

重視すべきだとの考えに至ったことが、「ソフト」を

担う人材選定において、静岡市の創業支援施設「SOHO

しずおか」等の経営アドバイザーとして高評価を得

ていた小出宗昭氏を招聘することにつながった。 

運営については小出宗昭氏が設立した株式会社イ

ドムに委託し、先駆的な相談手法による経営相談を

活動の中心にし、セミナー、WEB 上の情報発信、地

域産業支援機関との連携を行う富士市産業支援セン

ターf-Bizが作られた。 

f-Biz は「“強み創造型のビジネスサポート”日本

一高い、チャレンジスピリット」というコンセプト

を掲げ、成果をあげる経営相談を行った結果、相談

件数は右肩上がりに増加し、月間 320件、年間 3,886

件の相談件数となった（2014 年度）。相談者の 75％

は富士市の企業、残りは県内の市外。県外からも多

くの視察者等が訪れる。

【重点事業】 

①富士市産業支援センター整備事業 

②ステップアップセミナー事業 

③異業種交流会促進事業 

④工業団地建設事業 
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隠れた強みを引き出す経営相談 

 f-Biz の経営相談の特色は、限られた時間内に結

果を出す相談対応と継続的に伴走してステップアッ

プにつなげる相談、アドバイザースタッフの採用に

際しビジネスセンスを重視するスタンスにある。 

①相談スキル 

・強みを引き出す 

 経営者自身は必ずしも自らの強みを正確に認識で

きていないことが多い。相談者とのコミュニケーシ

ョンを通しながら、経営の課題や方向性を明らかに

し、真の強みへの気づきをうながし、新商品開発や

販路拡大等のビジネスアイディアを創出する支援を

行う。 

・負の部分の指摘は行わない 

 決算書類の提出は不要であり、60分の面談の中の

会話から情報を聞きだす方法を取る。相談者の意思

決定を尊重し、豊富な事例を活用して気づきや行動

を促す。必要に応じて専門家や支援機関等の連携先

を紹介する。ニーズに的確に対応する相談で相談者

のやる気を引き出す。負の部分を指摘するよりも、

強みを見つけ出し次の展開への戦略・戦術を一緒に

考える、いわばメンター的な相談である。 

②継続相談が受けられる体制 

 相談経緯は病院のカルテの様に記録が保管され、

次回の相談の際には相談履歴を見ることができる。

相談者の状況に対応した伴走的な相談が可能であり、

企業のステップアップにつながる相談が受けられる。 

無料で何度でも相談を受けることが可能。 

③アドバイザースタッフに求める資質 

 求める資質は以下である。 

 ・ビジネスセンスのある人材 

 ・「資格」や「経験」は不要 

 ・チームに必要なキャリアを持つ人材 

  

富士市都市活力再生ビジョンに基づく戦略

と f-Biz 

「富士市都市活力再生ビジョン」が 2013 年策定さ

れ、時代の大きな転換期にある中、富士市が活力を

維持し持続可能な都市であり続けるための、産業の

活性化や都市の魅力向上等、重点的、緊急的な取り

組みが定められた。富士市のイノベーション活性化

戦略における、チャレンジャー応援、企業力強化に

関するプロジェクト拠点として f-Bizが位置づけら

れた。プロジェクトにおいて、①起業家を育む都市

型インキュベート施設の開設、②「遊撃チーム」の

創設等による中小製造業の販路開拓の支援、③イン

ターネットを活用した新たな販路開拓の支援が具体

的な取り組みとして位置づけられ、起業や販路開拓

に対する新たな支援が進められている。 

また 2014年「創業支援事業計画」の国認定を受け、

f-Biz egg で富士市の「特定支援事業」を受けた創

業者が登録免許税軽減等の複数の支援を受けられる

体制になった。 

【特定創業支援事業】 

富士市は、起業を目指す市民への支援を強化する

ため、2014年施行の「産業競争力強化法」に基づく

「創業支援事業計画」を策定し、国の第 1回認定を

受けた。この認定により富士市の「特定創業支援事

業」として富士市産業支援センター（f-Biz egg）に

おける窓口相談事業及び創業支援セミナー事業を

2019年 3 月末までの間実施する。この「特定創業支

援事業」は、f-Biz egg で実施する窓口相談事業に

おいて、１ヶ月以上にわたり 4回以上継続的にアド

バイスを実施し、相談者のレベルに応じて、経営、

財務、販路開拓、情報発信、人材育成など起業に必

要なノウハウを習得させる内容である。市は事業を

受けた人からの申請に基づき「認定特定創業支援事

業による支援を受けたことの証明書」を発行。この

支援を受けた起業者は、次の支援が受けられる。 

①株式会社設立の際、登記にかかる登録免許税が   

半額に軽減。 

②無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠の

金額を 1,000万円から 1,500 万円に拡大。 

③創業２ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例

について、創業６ヶ月前から利用の対象になる。 
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横浜市におけるオープンイノベーションを活用

した課題解決の仕組み作り 
 

視察先：特定非営利活動法人 横浜コミュニティデザイン・ラボ 

対応者：杉浦 直樹／代表理事 

 

 

取組概要 

LOCAL GOOD YOKOHAMA（ﾛｰｶﾙ ｸﾞｯﾄﾞ ﾖｺﾊﾏ）の課題解決プラットフォームの取り組み 

・地域情報の発信として、横浜市全域における課題や課題に対する取り組みをインターネットで集約・発信す

る。地図上に重ねられた情報から、位置を意識しながら情報共有する仕組みを構築した。 

・課題の可視化として、横浜市のオープンデータのギャラリー、並びに、市民から投稿された課題の分析結果

や、課題集約のマッピングを公開した。情報が課題解決につながりやすくするデザイン化を行った。 

・クラウドファンディング機能として、地域課題解決に取り組む市民と資金提供者やスキルを持った方とのマ

ッチングをサポートする。 

・つながりの場作りとして、コミュニティカフェやフューチャーセッション等を開催し、インターネットを超

えた、リアルなつながりや意見交換の場に様々な立場の市民が集う仕組み作りを行っている。そこでは、シ

ビックプライドの醸成やイノベーションが起こりやすい多様性を備えた交流の場となっている。 

 

着目すべき点 

①オープンイノベーションの考え方に基づく地域の課題を地域で解決するための ICT プ

ラットフォーム 

 高度化・複雑化する社会課題を解決するために、行政・企業・大学・NPO 等複数の主体が官民の様々

な情報を共有する場として、プラットフォーム「LOCAL GOOD YOKOHAMA」を NPO・企業・行政が連携して

構築した。 

②社会資源のマッチング機能 

 クラウドファンディングやスキルマッチング機能により、資金や人材等の社会資源（ローカルグッド）

を広く市民から集める機能を有する。多様な主体が、行政に頼らず課題解決を試行錯誤できる環境作り

がなされている。 

③横浜市のオープンデータ推進とその活用による地域課題・社会課題を目指す取り組み 

 行政の保有する公的データを誰もが使いやすい形で共有しすることにより、様々な立場の方が対等な

立場で地域課題や社会課題をうけとめ、共通の認識に立ち解決を目指すことが出来る。370 万人の人口

を抱える大都市で課題がより複雑化する中、行政が民間主体と共に協働・共創して課題解決するための

基盤創りを行っている。 
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事業スキーム図 

 
※横浜市政策局政策課 関口昌幸氏提供資料より 

 

事業スキームの解説 

 「LOCAL GOOD YOKOHAMA」は地域課題解決を支える

ネット上のプラットフォームである。地域の社会的

課題や NPO法人等の取り組みを可視化し、市民参加

を促すことで新しい公共の仕組みを作る試みである。 

 このプラットフォームは、NPO 法人横浜コミュニ

ティデザイン・ラボがアクセンチュア株式会社の協

力を得て構築し、横浜市のオープンデータを活用し

ている。 

 「課題を集める」「課題が見える」「参加できる」

の３層構造になっており、イベントとして市民が集

まる「フューチャーセッション」が開催され、課題

の共有やプロジェクト検討がなされる場作りを目指

している。 

 「課題を集める」では横浜市がデータを提供、市

民は地域情報を提供。地域課題コーディネーターが

情報仲介の役割を担う。 

 「課題が見える」は 3部構成。横浜市から提供さ

れたオープンデータをインフォグラフックス等によ

る見える化を行っている。また、地域課題コーディ

ネーターや地域市民から収集した課題、プロジェク

トオーナーから収集した地域課題の取り組みを 3D

マップ上での見える化を行っている。そして、地域

ニュースの一覧を掲示している。見える化に際して、

インフォグラフィックス、Google Earth といった最

新の技術を使い、市民の共感が得られやすい工夫を

凝らしている。プロジェクトオーナーや社会貢献を

行おうとする企業、ソーシャルを意識した起業家が、

地域市民の声を情報収集し、直接プロジェクトに活

かせる仕組み作りをしている。  

 「参加できる」では立ち上がったプロジェクトに

対し共感した市民が、クラウドファンディングに投

資したりスキル提供を直接申し出ることができる。  
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■背景 

地域課題が複雑化する大都市で超高齢・人

口減少社会を乗り切るための共創の必要性。 

少子高齢化、財政基盤の脆弱化、社会インフラの

老朽化等将来を見据えた対応が必要となっている。    

また、大都市の規模と多様性ゆえに行政課題が複

雑化している。横浜市は、社会環境の変化、行政の

役割の変化、行政の資源やノウハウ等が限られる中

で、市民ニーズに的確にかつ持続的に応えていくた

めに多様な主体との対話を通じた連携、そこから生

まれる新たな解決策を行政と多様な主体が共創する

ことの必要性があると考えている。 

 

NPO の地域資源への思いと、企業の CSR へ

の思いが行政ニーズと結びつく 

NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボは、「地

域資源を、もっとみんなのものにして行こう」とい

う思いから「ヨコハマ経済新聞」のネット配信等を

行い、幅広い地域のネットワークがあった。経営コ

ンサルティング会社のアクセンチュア株式会社は、

企業の CSRとして地域課題に取り組む事が自社のビ

ジネスソリューション開発に活かせると考えており、

高い ICTの力を持っていた。横浜市は、様々な主体

が知恵を集めることで複雑化する課題に対応する新

たな公民連携の仕組みの必要性を抱いていた。   

その３者が中心となり、大学の研究者等を交えた

企画チームを作り、プラットフォーム構築に至った。 

 

横浜市 関連データ 

・横浜市は、18 の行政区を持つ政令指定都市。 

 日本の市区町村で人口が最も多い都市。 

・人口 3,719,589 人 

・世帯 1,646,676 世帯 

（2015年 9月 1 日現在） 

■事例詳細  

オープンイノベーションの考え方に基づく

地域の課題を地域で解決するための ICT プ

ラットフォーム 

「LOCAL GOOD YOKOHAMA」は地域課題を解決するた

めの ICTプラットフォームである。高度化・複雑化

する社会課題を解決するために、経済減退期の ICT

モデルとして NPO・企業・行政が連携し、大学研究

者を含めたチームで１年がかりで構築し、平成 26

年 10 月本格稼動した 

【課題を集める】ソーシャルメディアやスマートフ

ォンアプリ等を活用して広く地域課題を集める機能。

これまで行政が集め切れなかった若者の声を収集す

る可能性が高まる。また、課題が集積すると思われ

る地区へアウトリーチして収集公開している。 

各所で開催するローカルグットカフェは、リアル

な対話型の集会であり、ICT へのハードルが高い層

からも多角的に課題を収集している。 

このように、ICT とリアルな場の両面から重層的

な課題の収集を行う仕組みを作っている。 

【課題が見える】収集された市民の声や課題をネッ

ト上の３Ｄマップ活用により見える化を行い、リア

ルタイムで共有している。 

また、横浜市の保有する統計やデータを市民にわ

かりやすい形でグラフ化やインフォグラフィックス

等の手法でビジュアル化して公開している。ビジュ

アル化に当たっては、デザイナー・クリエイター・

大学生・専門学校生等がワークショップ形式で制作

している。 

【参加できる】ICT を活用することで広く市民から

課題解決のための資金や人材を集める機能を有する。

クラウドファンディングやスキルマッチング機能に

より、行政の制度だけでは取り組みが難しい課題に

対しても、民間から課題解決のプロジェクトを立ち

上げやすい環境を備えている。 

ICT を活用した地域課題解決の仕組みとして、横

浜市の持つ先進性の発信やイノベーターやクリエイ

ターが横浜に集まる仕掛けを数多く実施している。 

プラットフォームは NPO と企業が運営しており、

行政の制度に縛られることなく情報が発信され、プ
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ロジェクトの芽が次々発生するカオスとして成長す

る可能性を持つ。 

 

横浜市は関東大震災・横浜大空襲における町並み

の崩壊を経て、復興の歴史を歩んできた。2013年度

の市民意識調査では約 80％の横浜市民が横浜に対

するロイヤリティ（愛着・誇り）を感じている。 

その郷土愛を育む土台となる政策として、市は古

くから都市デザイン政策（町並み保存等）や、創造

都市政策（アートによるまちづくり）等を行い都市

のブランディングに取り組んでおり、2014 年度、「横

浜都市デザインビジョン」策定、「創造都市拠点」の

設置を相次いで行った。 

「LOCAL GOOD YOKOHAMA」も横浜という都市規模を

活かし、市民が横浜市に抱く愛着心を力にする地域

課題解決を共創する取り組みとしてスタートしたの

である。 

 

 

社会資源のマッチング機能 

「LOCAL GOOD YOKOHAMA」の社会資源のマッチング

機能として、クラウドファンディングやスキルマッ

チング機能を備えている。 

助成金や補助金に頼ることなく、クラウドファン

ディングを通じ課題解決に共感を呼びかけて資金調

達する仕組みで活動やビジネス立ち上げをサポート

する。また、専門分野のスキルを提供したい方の情

報を公開することで、スキルを必要とする方のサポ

ートを行う。 

クラウドファンディング成功の事例としては、高

齢女性の編み物プロジェクト、障がい者雇用レスト

ラン、困難を抱えた高校生のバイターン等、福祉課

題の解決を目的とした事業が多かった。成功事例は、

引きこもりがちな高齢者・障がい者・困難を抱える

高校生という弱者が就労を通じて社会参加を目指す

活動であり、無償の活動ではなくソーシャルビジネ

スとして継続性を目指すという共通性がある。 

プロジェクト立ち上げ者は、クラウドファンディ

ングを通じ資金を集めるのみならず、プロジェクト

の協力者集め、プロジェクトの趣旨を広めるカフェ

開催、大学研修者や有識者等によるプロジェクトの

社会的意味付け、動画配信サポートによる広報サポ

ートという多角的なサポートを受けることができる。 

今後はこういった成功事例に対し、いかに中間支

援団体・企業・行政が多様な連携を行い、政策への

反映やプロジェクト相互の関係性構築等を行うかと

いったことが課題である。 

 

 

横浜市のオープンデータ推進とその活用に

よる地域課題・社会課題の解決を目指す取

り組み 

視察に同席いただいた横浜市政策局政策課係長の

関口昌幸氏によれば、政策局が常識や既成概念にと

らわれずイノベーションを起こすための取り組みの

ひとつとして「民間へのデータ開放と民間と共に活

用していくための基盤作り」と述べる。 

これはデータの分析・活用は行政だけでなく民間

も共に進めるべきだという公民連携の考え方に基づ

くものである。もちろん、民間への開放と共に庁内

においてもデータを活用して政策立案や事業企画の

出来るデータリテラシーのある職員育成も実施して

いる。今後は行政データとオープンデータプラット

フォームの連携に加え、地域金融機関のデータバン

クや大学等の持つ情報研究基盤との結び付けも予定

している。 

行政の保有する公的データを誰もが使いやすい形

で共有することにより、様々な立場の方が対等な立

場で地域課題や社会課題を受けとめ、共通の認識に

立ち解決を目指すことが出来る。370 万人の人口を

抱える大都市で少子高齢化が進展し課題がより複雑

化する中、行政が民間主体と共に協働・共創して課

題解決するための基礎作りを行っている。 
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働く人の協同組合による市民自治事業ワーカー

ズ・コレクティブの創設から発展 
 

視察先：神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会 

対応者：折原 佐知子／専務理事 

 

 

取組概要 

・神奈川県内で事業を行っているワーカーズコレクティブ（以下、W.Co ※１）の連合組織。複合化する地域

課題に対応しながら、その時々のニーズに合わせた多様な事業が展開されるに従って、個々の W.Co の組織

運営や事業経営の課題も多種多様になったことから、その解決を組織的に図るために 1989年に設立された。

2015年 6 月現在の加盟 W.Co は 148団体。この連合組織は、W.Coが実施する事業形態に応じ、2つの協議会

と 10 の部門で構成されており、同種の事業を行う組合員同士のネットワーキング、相談、研修の場にもな

っている。 

・W.Co を支える仕組みとして、専門的な事業や特定の法人格が必要な事業等、ネットワーキングだけでは解

決が困難な枠組については、別組織を設立して対応している。神奈川県内に限定した支援組織としては、起

業資金や運転資金として活用できる組合型の基金（コミュニティバンク）や、就労支援組織の「W.Co協会」

が設立されている。また、全国の W.Co 組合員の働く環境を支援する機能として、W.Co共済（※２）があり、

神奈川 W.Co 連合会と同じビル内に事務局機能を置いて事業をおこなっている。現在は、全国各地で 500 以

上の W.Coが活動しており、東京では全国組織ネットワーク組織も設立されている。神奈川 W.Co連合会もこ

のネットワークに加盟し、全国的な W.Co運動の展開の一翼を担っている。W.Coに対して包括的に適用可能

な法制度が無い状況の中、1982年に最初の団体が設立した以降、地域で必要とされる事業や W.Coを支える

組織を自前で構築し続けている。 

着目すべき点 

①活動の根幹である現場の W.Coを支えながら、W.Co全体の基盤を発展させる中間支援体

制を独自に形成 

 地域毎の課題に対応する W.Co がその事業をより継続できる体制の整備を行うことで、市民自治・住民

自治や地域のケアが持続的になされる環境整備にも繋がっている。W.Co の枠組全体をカバーできる法人

格が存在しないため、法制度化の提言も継続的に実施、中間支援組織としての基盤形成に特化した事業を

展開している。 

 

②W.Coの独自性による課題も見られる 

 社会における家族・就労形態の変化にともない、専業主婦を中心とした組合員の参加による W.Co 運動

というモデルに対して、人財の還流が起きにくくなったため、世代交代が課題となっている。地域や社会

の課題も複合化し、事業継続についても一定の経営スキルが必要な状況の中で、W.Co としての理念をい

かに継承していけるかも課題である。 
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事業スキーム図 

 
※神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会から提供されたプレゼン資料の記載内容をもとに作成。 

 

事業スキームの解説 

 W.Co の事業形態や規模は多種多様であるが、各組

織は W.Coの理念に基づき設立・運営される。一定の

事業に必要な「労働」を組織に参画する「組合員」

によって支えることから、労働者協働組合の一形態

である。組織の目的は、地域や社会の課題解決に必

要な枠組（ミッション）を地域住民が共に働く場（事

業）を形成することによって、継続・発展させてい

く事にある。そのため、収益の拡大や労働の場の確

保はあくまで手段である。 

 組織の基本的な仕組みや特徴は 4 点である。基本

資金は、必要な分を組合員の出資によって賄う。運

営面は、組合員全員が所有者・経営者として役割を

担う。経営上の決定権は、ひとり１票が原則で、経

営判断を「参加型民主主義」として組合員の合議に

より都度決定している。事業は、地域で必要な事業

を継続的な非営利市民事業として行う。収入から、

経費等を差し引いた分から労働の対価として分配金

を公平に拠出。その後、余剰金が出た分に関しては

適正な税負担の後、積立金のほか、共済、教育、基

金等への充当を優先している。 

 この W.Co 単体の動きを組織的に拡大・発展させる

ために設立されたのが神奈川 W.Co連合会である。連

合会から派生する形で、「W.Co 協会」や「W.Co 共済」

等が設立されている。また、全国組織である「W.Co

ネットワークジャパン」にも参加して、全国に W.Co

を作る活動にも関わっている。 
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■背景 

消費生活協同組合を母体とした W.Co の誕

生 

高度経済成長による産業社会の中で、男女の役割

分業があり、女性は家庭で家事・育児を担っていた

が、専業主婦の自由時間の拡大の中でカルチャー教

室に行く人もあれば、103 万円以内のパート労働へ

参加する人も出てきた。同時に、公害等環境問題が

深刻化する中で安全な食べ物を求めて消費生活協同

組合（生活クラブ生協）に加入した人たちが、組合

員主権の自主管理・自主運営による参加型組織の運

営を活動として行い、その活動から働き場を作って

いった。 

社会問題に関心の高かった彼女らは、組合員自ら

地域課題の解決に関われる選択肢を模索しはじめた。

最終的に、一般のパート労働では担えない「働き方」

を通した地域づくりや社会貢献のあり方として、働

く人の協同組合組織に向かう。1982年に最初の W.Co

が神奈川県横浜市に設立された。 

 

神奈川県で W.Co が広がった理由 

 第 1号の W.Coは、生活クラブ生協・神奈川のデポ

ー（生協の小店舗）での働き手という形態だった。

現在は「関連データ①」のように事業規模も組合員

数も増大しているが、全国的には W.Co 自体が無い県

も多い。そのような中で神奈川県で W.Coが拡大した

理由として下記のような根拠を上げている。 

・支援体制：神奈川 W.Co連合会の設立 

・運営の拠り所：「W.Coの価値と原則」策定 

・資金：市民コミュニティファンドの発足 

・法的根拠：NPO法の制定 

・運営体制：生活クラブ生協との連携によるセクタ

ーとしての基盤強化 

 

■事例詳細  

単体の W.Coの特徴 

 ひとつの W.Co が自主独立した団体。役員、経理、

事務等が居て、会則に基づいて運営されている。組

織の決めごとは「参加型民主主義」を基本に、各ワ

ーカーズが 1 人 1票の原則で決定していく。全員が

組織の所有者であり経営者の役割を担い、その関わ

りの内容や時間数の応分負担として、利益の一部を

「分配金」として配分する。介護サービス等、法人

格が無いと設立申請や事業自体が出来ない活動の場

合には、NPO 法人等の法人格を取得した上で事業を

おこなう W.Coもある。（※３） 

 

W.Coの非営利性と事業 

 神奈川 W.Co 連合会が策定した「W.Co の価値と原

則」によって、その定義、理念や原則が定められて

いる。また「W.Coの自主管理基準」によってモデル

化も行われている。 

 各 W.Coの事業については、前年より人・資産・資

本が増加しているかどうかを点検し、評価を行って

いる。これは、経済的な利益の追求のためではなく、

W.Coの使命として定めた原則を継続・発展するため

の前提と考えるからである。 

 収入から経費と事業発展のための費用を差し引い

た額から、組合員の合意により労働の対価として分

配金としている。労働の対価を拠出した後の剰余金

についても、使途が定義されており、その資本につ

いては個人に帰さないものとされている。 

 年度末で決算を終えた剰余金については、法人税

等適切な税務処理を行ったのち、W.Co 運動・事業の

発展のために、こちらも組合員の合意によって、拠

出されるという流れになっている。 

 

神奈川 W.Co連合会の事業モデル 

 神奈川県内全域の W.Co の中間支援組織として

1989 年に設立。設立支援、講座・研修、情報発信、

相談対応、他機関・他団体とのコーディネート等を

行っている。 

 W.Coの推進のために重要ではあるが、特定の法人

格が必要だったり専門性が高い事業の場合には、関

連団体として別組織を立ち上げ、W.Co全体の裾野を

広げている。 
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W.Co のめざすもの 

 W.Coの設立から社会環境は変化し、主婦層を中心

とした組織運営が中間層の減少と共に、人材の流入

が滞るようになった。W.Coのモデルも時代の環境変

化と共に、持続性と理念継承が大きな課題になって

いるが、今後の地域自治・市民自治のあり方として

学ぶべき点は多い。 

W.Coによる「参加と責任を伴った市民の育成」が

地域住民の自治力の育成につながる。また、労働観

が「産業優先から生活優先の持続的な社会システム」

へのモデルへと発展していく転機にもなり得る。こ

のような取り組みが、将来的には市民的な関係性資

本＝市民力の増進につながるひとつのモデルにもな

り得る。 

 

※１：ワーカーズ・コレクティブとワーカーズコ

ープ 

 労働者協同組合である両者の差違について多様

な議論があるものの、歴史的経緯を見ると違いが

分かりやすい。ワーカーズコープは、オイルショ

ックにより失業した稼働年齢かつ健常者が、「失業

対策」として自らの働く場を創出していった事に

端を発する。一方、W.Coの場合は、専業主婦を中

心に展開されて来た。視察対応者の折原専務は「男

性的と女性的」と表現した。近年は、両者が一体

となって、協働労働の法制化を目指す動きも継続

的に行われている。 

  

※２：ワーカーズ・コレクティブ共済株式会社 

 W.Coの働き方に合う公的な労働保障がないこと

から｢継続して働き続けることを支援する W.Co 間

のたすけあいのしくみ｣として、自前の労働保障で

ある「W.Co共済」を整備してきた。 

 2005年の保険業法改定、2006年の「新保険業法

施行」により根拠法のない共済は認められなくな

ったため、「W.Co 共済」存続のため小額短期保険

業者となり、神奈川 W.Co連合会の出資により株式

会社を設立した。この共済では全国の W.Coを対象

として、就業中に発生した傷害、病気や怪我、出

産等で発生した休業に関する組合員のリスクをフ

ォローしている。 

 

※３： 法人格を有する W.Co と組織理念 

 地域福祉の増進を目的として、デイサービス等

の福祉事業を選択する W.Co もある。その場合、何

らかの法人格が必要であり、多くは NPO 法人格を

取得し、福祉サービスの実施のために法定の常勤

責任者を置く必要も生じる。W.Co の全員参加型経

営という理念が、実施したい事業のために求めら

れる組織構成と完全に合致しない場合もあるが、

その部分は法定面を守りつつ運用面でカバーをし

ている。 

 

  

神奈川 W.Co連合会 関連データ 

①神奈川県全体の事業規模 

 2013年度の総事業費は、158 事業、約 51 億 5千

万弱。分配金の比率は、年間 40 万以下が約 45％

で、年間 103万以内が 75％を超えている。組合員

は、専業主婦かそれに近い形態の層からの参加が

多い。 

②事業の拡がり 

 福祉系の事業では、生活介護、デイサービス、

保育等の事業が中心。暮らし・まちづくりでは、

地域の生活協同組合と連動した、地域づくり活動

が中心となっている。 

③運営メンバー等の傾向 

 運営メンバーは女性が中心で、92％を女性が占

める。女性の年代別では子育ての余裕が生まれる

40 歳代から構成人数が増え始め、55～65 歳までが

ピークである。男性の場合は定年退職後の加入が

ほとんどである。全体的に高齢化が進みつつあり、

神奈川県内での W.Co数も縮小傾向が見られる。 
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２．仙台市における地域・市民活動支援等に関する基礎調査 

 

（１）基礎調査の目的 

（２）調査概要 

（３）調査結果 

（４）考察 

（５）今後の課題 
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（１）基礎調査の目的 

 本調査の目的は、仙台市における地域主体、市民主体のまちづくり活動の全体像を掴もうとする

ものである。市内のどの地域でどのような活動が行われているかを理解することで、地域の特性を

踏まえた今後のまちづくり活動を促進する方向性を見出す手掛かりとしたい。また全国の先進事例

と比較して仙台の立ち位置を知ることも目途としている。そのため、今年度の基礎調査段階におい

ては地域・市民活動やまちづくりを支援している行政施策を整理することで、行政支援のあり方と

活動対象エリアについての全体的把握を行うものである。 

 

（２）調査概要 

 仙台市の各課における市民協働事業および市民活動促進事業の中から場所やエリアの対象が特

定可能な主要なものについて、仙台市市民活動サポートセンターを通じて資料収集及びヒアリング

による調査を行った。 

 

担当局 担当課 主な調査対象事業 資料 
ヒアリ

ング 

区役所 

宮城野区まちづくり推進課 

・みやぎの区民協議会運営 

・宮城野通り愛護協力会 

・地元学地域連携事業 

・鶴ヶ丘地区健康まちづくり事業 

・宮城野通・榴岡公園ふれあい魅力UP事業 

・原町ひともまちも元気なまちづくり 

・震災復興地元学作成事業（名称変更） 

・地域はっぴぃ子育て支援事業 

◯ ◯ 

太白区まちづくり推進課 
・たいはく学生まちづくりフォーラム 

・広瀬川灯ろう流し 
◯ ◯ 

青葉区まちづくり推進課 

・個性ある地域づくり計画策定事業 

・青葉区平成風土記作成事業 

・区民協働まちづくり事業  

・企画事業区民協働事業 

◯ ◯ 

 

区役所 

 

若林区まちづくり推進課 

薬師堂春らんまん 

広瀬側灯ろう流し・光と水とコンサートの夕べ 

六・七郷堀サポーターズ 

広瀬川文化祭プロジェクト 

◯ ◯ 
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区役所 泉区まちづくり推進課 

・いずみ絆プロジェクト支援事業 

・七北田川クリーン運動事業 

・泉中央美化推進事業 

・将監沼ふれあい事業 

・大学連携地域づくり事業 

なし ◯ 

建設局 百年の杜推進課 
・緑の活動団体助成金交付制度 

・花いっぱい街づくり 
◯  

建設局 河川課 

・河川愛護活動 

・広瀬川で遊ぼう 

・作並かっぱ祭り 

・広瀬川1万人プロジェクト 

・ボランティアガイドと歩く広瀬川 

・六郷堀・七郷堀非かんがい期通水事業 

◯ ◯ 

都市整備

局 

都市計画課 
・まちづくり支援専門家派遣事業(仙台市まち

づくり支援専門家派遣制度） 
HP より 

 

仙台駅東第二開発事務所 ・まちづくり活動支援 ◯ 
 

東西線沿線まちづくり課 ・東西線沿線まちづくり推進事業 ◯  

公共交通推進課 ・坪沼乗合タクシー運営事業 × 次年度 

市民局 地域政策課 

・町内会等育成奨励金 

・地区連合町内会運営補助金 

・地区集会所建設等補助金 

・地区集会所借上補助金 

 ◯ 

経済局 仙台国際観光協会 ・仙台市観光ボランティアガイドネットワーク ◯ 
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（３）調査結果 

① 一覧表による整理 

調査した支援事業をリスト化した。 

支援メニューと事業概要、助成金額を一覧できるようにした。 

 

② プロット図による整理 

・一覧の中から、活動が地域を対象としている、または活動エリアが明確な事業を地図上に 

 プロットした。各区ごとに色分けをして整理を行った。 

・連合町内会単位のまちづくりに関連する支援事業とまちづくり専門家派遣制度の対象エリア 

 などのプロットを行った。 
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 建設局百年の杜推進部河川課  

河川課が所管する広瀬川創生プランにおける施作体系に市民協働で取り組む事業が位置付けられてい

る。イベント、清掃活動など広範囲で行われている。河川課は行政内部の調整役と市民との窓口を担っ

ている。ヒアリングを行った事業においては詳細資料を提供されたので、引用する。 

 

六郷堀・七郷堀非かんがい期通水事業 
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広瀬川で遊ぼう 

 

広瀬川１万人プロジェクト 
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作並かっぱ祭り 

 

ボランティアガイドと歩く広瀬川 
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河川愛護活動 

 

 所  見 

河川課が行政内の各課、国や県との取りまとめ窓口となり、利用者や市民と協働している。 

広瀬川沿いでの様々なイベントに行政担当課として関わっている。 

※多様な課に関わる事業において行政内をつなぎ、まとめ役を担っている。川はその地域だけではなく

流域を考慮しなければならないことからも広く様々な人との連携が求められる。今後河川の利活用もさ

らに高まることが期待されている中で、河川行政の担当者のビジョンやフットワークが必要となってく

る。 
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地域政策課 区民協働まちづくり事業 

  事業名   （平成 26年度実績） ※決算額には評価委員会等諸経費を含む 決算 

青

葉

区 

ほたるの里づくり，定禅寺ストリート「杜の都のアート展」，回文の里づくり，西公園

キャンドルライト・ファンタジー，仙台伝統ものづくり塾，仙台の昔を伝える紙芝居作

り・上演，青葉区民まつり，個性ある地域づくり計画策定事業，青葉区平成風土記作成

事業，宮城地区市民文化祭，西武広陵太鼓による地域活性化事業，宮城地区まつり，ま

ちづくり活動助成事業（公募），いきいき青葉区推進協議会運営補助 

 

1,599 

万円 

宮

城

野

区 

すずむしの里づくり事業，地元学地域連携事業，みやぎの・まつり，地域はっぴぃ子育

て支援事業，震災復興地元学作成事業，宮城野通・榴岡公園ふれあい魅力ＵＰ事業，原

町ひともまちも元気なまちづくり事業，ご近所ふれあいステップアップ事業，地域防災

力向上事業，おらほの公園草刈隊支援事業，GOOD DOG！愛犬マナーアップ事業，地域課

題解決支援事業，まちづくり活動助成事業（公募），みやぎの区民協議会運営補助 

1,434

万円 

若 

林

区

  

若林区安全・安心エリア推進会議，災害に強い街づくり事業，若林区子育て支援推進ネ

ットワーク事業，若林区健康づくり区民会議，若林区における歴史的資源の継承・活用

事業，六・七郷堀サポーターズ事業，若林区民ふるさとまつり，地域メディアの活用に

よる＜新しい地縁＞創造プロジェクト，若林区合唱のつどい，薬師堂春らんまん事業補

助，光と水とコンサートの夕べ事業補助，駅勢圏活性化プロジェクト，若林区の映像保

存・活用事業，学校と連携したまちづくり若林区市民会議，障害者地域支援ネットワー

ク推進事業，荒浜地区環境整備事業，若林区東西線沿線魅力発信事業，六郷・七郷を訪

ねる，復興公営住宅地域づくり事業，七郷地区子育て交流事業，まちづくり活動助成事

業（公募），若林区まちづくり協議会運営補助  

2,078

万円 

太

白

区

  

太白区民まつり，ディスカバーたいはく，たいはくっこくらぶ，若者まちづくりフォー

ラム，太白区まち物語，光と水とコンサートの夕べ事業補助，まつりだ秋保‘2014，雪

んこまつり‘2015，秋保地区スポーツレクリエーション大会，元気もり森まもり隊，太

白区管内食育推進連携事業，地域と共に育む子どもの健康づくり事業，認知症を支える

地域づくり事業，マップ利活用事業～リマップたいはく～，秋保地域資源再生活用事業，

まちづくり活動助成事業（公募），太白区まちづくり推進協議会運営補助  

2,032

万円 

泉

区

  

大学連携地域づくり事業，泉中央地区活性化推進事業，地域子育て交流会，七北田川ク

リーン運動，いずみ朝市，区民意識普及啓発，泉ケ岳悠･遊フェスティバル，青少年健

全育成推進，泉区民文化祭，いずみのふるさと学，泉区民ふるさとまつり，泉中央美化

推進，将監沼ふれあい事業，泉ケ岳利活用推進，ニュースポーツフェスティバル，まち

づくり活動助成事業（公募），泉区まちづくり推進協議会運営補助  

1,959

万円 
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各区まちづくり推進課 共通 

○区民協働企画事業 

区が組織された時にスタートした区民協議会、区まちづくり協議会の事務局を各区まちづくり推進課が

担っており、企画事業においてはまとまった助成金を予算立てしている。 

ただし、区まちづくり協議会は町内会や PTA、商店街振興組合、社団法人などの代表による集

まりであり、半ば毎年ルーティンワークをこなしているように見える。協議会の中から部会や

実行委員会が立ち上がり個別のプロジェクトが動いていく事例もあるが、各区とも担い手の固

定化・高齢化は課題としてあげられていた。 

事業では 

・各区の区民祭り 

・各種アートイベント 

・各地区の美化推進事業 

など、継続的に行われている。 

 

○まちづくり活動助成事業 

応募条件として次のようなものがあげられている。 

・地域課題の解決、自助力の向上、特色をいかし魅力を高めるものなど 

・上限 50万円・同一事業で 3回まで 

・各区に活動拠点を有する 

・事業の経費の一部（自己資金が必要） 

 

各区の担当者によって、まちづくり活動助成としての枠で許容する活動範囲については判断が分かれる

ところでもあった。各区における提案件数や水準の差も感じ取れることから 5 区の担当課での情報交流

も必要だと考えられる。 

申し込みの情報収集や提案書の書き方などで市民活動サポートセンターを訪れる人もいて、サポートセ

ンターと各区まちづくり推進課との連携の強化も必要とされる。 
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青葉区まちづくり推進課 

○区民協働企画事業 

 ・平成風土記作成事業 

 ・個性ある地域づくり計画策定事業 

 の 2事業は連合町内会からの要望で２年間かけて作成する。 

 個性ある地域づくり計画策定事業は都市計画課のまちづくり専門家派遣制度を活用している。 

 平成風土記作りから地域づくり計画策定へとつながっている事例が 3地区ある。 

 

 

 

 

 

 ※定禅寺ストリート杜の都のアート展、西公園キャンドルライトなどは区の事業というより 

  仙台市全体の事業と言えるものを企画事業としている。 
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泉区まちづくり推進課 

○区民協働まちづくり事業 

創造性と意欲を最大限に活かし地域課題の解決、地域の活性化及び特色のある地域づくりを推進する企

画事業。 

 

○将監沼ふれあい事業 

将監沼周辺の緑化活動、環境再生と保全、またそれに伴う地域コミュニティーの創生を目的とした活動

を実施。周辺の 10 町内会が主体となって、まちづくり活動助成に応募したこともや区のまちづくり協議

会に加入したこともあったが、現在は区民協働企画事業として助成している。 

 

○泉中央美化推進事業 

区のまちづくり推進協議会が主体となって、地域の企業も巻き込み、区域も拡大しながら、七北田小学

校や七北田中学、仙商の高校生も参加している。担当課が地域の企業をまわり、清掃活動への協力や物

品の提供を受けている。 

 

○七北田川クリーン運動事業 

まちづくり推進協議会が主体となって、毎年 5 月下旬頃に七北田川流域 4 会場で清掃を行い、清掃後は

アユの放流をしたりする。 

夏休み期間中には小学生を対象とした、自然観察会を行っている。 

 

○大学連携地域づくり事業 

 ・泉区大学地域ネットワークの取り組み事業 

  区内 5大学の交流をはじめ「仙台市泉区における大学と地域との連携協力に関する協定」。 

 

 ・いずみ絆プロジェクト支援事業 

  学生主体の活動に助成（上限 10万円）。 

  学生が地域とつながる取り組みの企画を支援。 

 

まちづくり活動助成事業への応募は、公園維持管理を主とした活動が多い。 

将監沼ふれあい事業の影響と考えられる。いわゆるまちづくりとは異なるが、他のいずれの補助・助成

事業にも当てはまらないものがまちづくり活動助成の枠に申請されてくる。 
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宮城野区まちづくり推進課 

○みやぎの区民間協議会運営 

みやぎの区民協議会が様々な事業を主管しており、また、協力事業としても多彩な活動を行ってい

るため、所管課であるまちづくり推進課の職員も多くの時間を区民協議会の運営に当てている。 

 

○宮城野通り愛護協力会 

周辺の企業から数十名単位で多くの参加を得ている。費用はほとんどかかっていない。 

 

○地元学地域連携事業 

学校との関わりは授業との連携などで難しい部分も多く、担当の先生や校長先生の裁量に

よるところも大きい。 

 

○宮城野通・榴岡公園ふれあい魅力UP事業 

ウィンターパーティなど、冬に魅力が少ないことを解消するために始まった。 

 

○原町ひともまちも元気なまちづくり 

地元の担い手人材の不足などから外部講師と地元の動きがうまく繋がらないなど、期待し

た展開に至らなかった。 

 

○震災復興地元学作成事業（名称変更） 

「未来に伝えたい中野・岡田の会」が地域と連携を取り「ふるさと蒲生」を出版した。 

 

・ ○地域はっぴぃ子育て支援事業 

参加者が多様になり、ママライフ手帳&マップ作成や親子・あったかフェスタなど多様な事業として

展開している。 

 

・ ○老人クラブ好日庵での活動拠点づくり 

・ 資料等の情報提供いただけなかったが、ヒアリングには次年度以降対応可能 

 

○区民協議会の協力事業 

 ・鈴虫の里づくり 

・  ・ビジネスマーケティング塾  

          など多彩な事業がある。 
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若林区まちづくり推進課 

 

○薬師堂春らんまん 

○広瀬側灯ろう流し・光と水とコンサートの夕べ 

○広瀬川文化祭プロジェクト 

 

以上三つの事業は実行委員会形式などにより、区は実施主体からは抜けて市民主導での動きになって

きている。 

東西線沿線まちづくりを契機として、一般社団法人 ReRoots や様々な団体の参画によりまちづくり活

動に力を入れようとしている。 

 

 

太白区まちづくり推進課 

○区民協働まちづくり事業 

○若者まちづくりフォーラム事業 

区民協働まちづくり事業の中で、たいはく若者まちづくりフォーラム事業を行っていたが、 

学生を集め、モチベーションを維持し、事業をマネジメントすることに必要以上の行政コストが 

かかっている。 

若者がまちづくりに関わるという趣旨をもとに他の手法を検討する必要がある。 

（事業費 平成24年度 28万円 平成25年度 37万円 平成26年度 28万円） 

 

○広瀬川灯ろう流し 

若林区と同額（141.8 万円）を助成している  

 

○まちづくり活動助成事業 

（事業費 平成24年度 167万円 平成25年度 186万円 平成26年度 206万円） 

 

○まち物語作成事業 

2 年間で地域の歴史などを取りまとめ書籍にして、販売する事業を行っている。 
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仙台市観光交流課・公益財団法人仙台国際観光協会 

○仙台市観光ボランティアガイドネットワーク 

【事業目的】 

仙台市内の観光ボランティアガイド団体の相互の理解を深めるとともに、活動環境及び知見の   

向上に取り組むことで、それぞれの団体の活動のさらなる充実を図り、持って来訪者の満足度を 

向上させる。 

【事業内容】    

ネットワーク会議やガイドのスキルアップを目的とした研修会を開催 

【資料から】 

仙台市観光交流課は事務局であり、事務を仙台国際観光協会が協力して行っている。 

ネットワーク会議や紹介マップ、仙台国際観光協会が運営するポータルサイト「せんだい旅日和」  

にて仙台市観光ボランティアガイドネットワークのページを運営している。 

仙台市内 17 団体がネットワークに参加している。 

 

 所 見 

観光客にとってガイドを頼みたくなる案内になっているか疑問がある。名所の案内はあるが、 

各団体のガイドの特徴やプログラムなど、利用者の視点に立った PRが必要と考える。 
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都市整備局 東西線沿線まちづくり課 

○東西線沿線まちづくり推進事業 

 【事業内容】 

東西線沿線の地元にある３つの協議会において定期的な勉強会、まちづくり計画等の作成、具体的   

整備についての協議などを行っている。事業費の支出は伴わない。 

 

 ・卸町まちづくり協議会 

 ・八木山まちづくり研究会  ・・・まちづくり専門家派遣制度利用 

 ・薬師堂駅周辺地区まちづくり協議会 

 

 

 

 

 

 

  

都市整備局 仙台駅東第二地区開発事務所 

○仙台駅東第二地区まちづくり活動支援 

 【事業目的】 

活動を支援することにより市街地環境に配慮した街並みの形成を市民が主体となり検討を進め  

ることを推進する。 

 【事業内容】 

仙台駅東第二地区において，市が管理する土地利用や公園の整備・管理についてワークショッ  

プにより行い，市民協働によるまちづくりを支援する。 

仙台駅東第二地区懇話会・分科会における活動から、平成 25年 3 月には「仙台駅東エリアマネジメント

協議会」が設立された。 

 

 事業費 

  平成24年度 977万円 

  平成25年度 298万円 

  平成26年度 ---万円・・・まちづくり専門家派遣制度より 
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市民局地域政策課 

○町内会等育成奨励金 

6月1日付の世帯数を元に助成。使い方は定めない。 

復興公営住宅などについては、年内に町内会が結成されれば助成している。 

 単位町内会数 1,393町内会／ 加入世帯数 401,237世帯  

 加入率 81.9％ ／ 構成世帯数 平 均288世帯 （平成26年6月1日）   

 加入世帯数に530円を乗じて 2億1,209万 

 

・ ○地区連合町内会運営補助金 

 均等割 13,500円 / 町内会割 1,800円 / 世帯割 21円 ・・・で1,170万 

 113連合町内会 加入町内会数1,313町内会  

 連合に未加入の単位町内会が80ある 

 

・ ○地区集会所建設等補助金 

 交付対象経費の3分の2の額 800万円が限度 

 新築2カ所1,600万／増改築及び修繕16カ所 3,854万（平成26年度実績） 

震災により損壊した地区集会所に関しては，これまで補助対象外としていた敷地整備や外溝工事  

なども対象に含めるなど，制度の拡充を図っている。 

予算の上限があるため、要望があったものに対してすぐには対応できない。 

要望を上げたあとに順番待ちの状態である。 

 

・ ○地区集会所借上補助金 

 交付対象経費の2分の1 30万円が限度 20回を限度 

 8ヶ所 131.5万（平成26年度実績） 

 

○地縁団体の法人化 

平成3年の地方自治法の一部改正により、平成27年3月末現在44の町内会が法人として認可され  

ている。（内訳：青葉区8，宮城野区10，若林区14，太白区10，泉区2） 

土地等の資産を町内会名義とするためであり、事業を行うためのものではない。 
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（４）考 察 

①各区まちづくり協議会等の特徴と課題 

・事務局を担う各区のまちづくり推進課の役割が大きい。 

・区全体を対象とし、当て職による代表制により組織規模が大きく、運営委員の固定化、 

 高齢化、世代交代などが課題としてあげられている。 

・規模の小さな活動に対しては部会などを作って対応している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各区まちづく り 推進課

各区まちづく り 協議会

連合町内会 
商店会 
PTA、 PTA連合会 
学区民体育振興会 
消防団 
交通安全協会 
老人クラブ連合会 
日赤奉仕団 
医師会 
社会福祉協議会 
区の文化施設 
区役所各課 
などなどの代表

区民協働まちづく り 事業 
・ 区民祭り  
・ 各種イベント 　 企画事業

区民協働まちづく り 事業 
・ まちづく り 活動助成金公募 
　 　 上限５ ０ 万円・ ３ 回

地域の活動団体

事務局
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②区民協働企画事業 

 各区で例年続けている、区民祭り等、継続して行う事業、規模の大きな事業が多い。 

・地元企業や団体の関わりも多い。 

・まちづくり協議会等が事業主体となっているものが多い。 

・継続性について 

 平成風土記 → まちづくり計画 

 まち物語  → まちづくり計画 

 地域を知る勉強会などからまちづくりへ継続展開している事例も見られる。 

 連合町内会（≒小学校区）という地域規模を単位として順に展開している。 

 

③まちづくり活動助成事業の特徴と課題 

・団体であれば誰でも応募ができるため自由度の高い助成事業。 

 ただし、同一事業の助成は 3年間までという限定がある。 

・事業の趣旨や活動の焦点の当て方を異なった角度にすることなど、3年を超えて助成金を活用  

 するために事業の企画や申請内容を工夫している事業主体も見られた。 

・事業に対する助成であり、団体運営を支える助成金ではないため、活動継続のノウハウは蓄積 

 されているが、その団体の人材育成や組織強化、発展につながっているかは定かではない。 

・対象事業を大別すると 

   お祭り、イベント系 

   環境整備、清掃系 

   地域再発見系 

   支援事業 

   その他 

   と多様であり、テーマ型か、拠点に特化した活動であり対象範囲が小さいと言える。 
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④区民協働まちづくり事業の特徴 

 平成 26年度の②と③の事業数を目的別に分類すると次のようになる。 

企画事業もまちづくり活動助成事業もお祭りやイベント系が突出して多く、それ以外は平均的であ

る。 
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⑤都市計画課まちづくり支援専門家派遣制度 

・プロット図などから青葉区や太白区の企画事業や駅東第二地区のエリアマネジメント協議会など 

 の活動を支援するために他の支援制度を引き受ける形で利用されている。 

・下のリストからも活用されている地区が多い。 

・各得意分野を持つ多様な専門家が 67名（法人含む）登録されており、マッチングも自由 

 度がある。 

・継続的なまちづくり活動に対しての初動期に活用されている事例が多い。 

 

 

 

地域単位でのまちづく り 活動

平成風土記、 まち物語　 　 １ ３ 地区

個性あるまちづく り 計画策定　 　 　 ６ 地区

まちづく り 専門家派遣　 　 ３ ５ 地区

まちづく り 協議会等　 　 　 ８ 地区
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⑥予算規模 

 本年度の調査で、町内会等の運営に総額約 3億円、5 区の区民協働まちづくり事業等に総額約 1億円の

合計約 4 億円の経費となっている。 

 今後、地域支援や地域自治まちづくりを進めていく中で、地域のベースロードと地域主体のアクショ

ン・事業開発予算が両輪となって、進めていくことが望まれる。 

参考までに、平成 26年度の市の決算額は約 4,200 億円（震災復興費除く）である。 
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（５）今後の課題 

 

①視 点 

 仙台の地域主体,市民主体のまちづくり活動の現状から、市民力を生成する地域の活動を把握する 

ために 

・継続性（一過性のイベントか否か） 

・組織規模（マネジメント、個人の頑張りからチームのビジョンへ） 

・地域規模（活動対象エリア） 

 の視点が重要となると考えられる。 

 

②分 野  

 今後情報収集が必要な分野として  

・社会起業系 

・地域福祉系 

 これらの団体、地域活動について調査が必要と考えられる。 
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第４章 資料編 

 

 

【資料１】視察調査地一覧 

【資料２】実行体制（会議日程） 

  



第４章 資料編 

114 
 

【資料１】視察調査地一覧 
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【資料２】実行体制（会議日程） 

 

■第 1回 調査研究事業打合せ 

日 時：平成 27年 4月 8日（火）14:00～16:00 

会 場：市民活動サポートセンター 研修室２ 

 

■第 2回 調査研究事業打合せ 

日 時：平成 27年 5月 13日（水）10:00～12:30 

会 場：市民活動サポートセンター 研修室２ 

 

■第 3回 調査研究事業打合せ 

日 時：平成 27年 6月 3日（水）13:00～15:30 

会 場：市民活動サポートセンター 研修室１ 

 

■第 4回 調査研究事業打合せ 

日 時：平成 27年 7月 1日（水）13:00～16:00 

会 場：市民活動サポートセンター 研修室２ 

 

■第 5回 調査研究事業打合せ 

日 時：平成 27年 8月 5日（水）13:00～16:00 

会 場：市民活動サポートセンター 研修室２ 

 

■第 6回 調査研究事業打合せ 

日 時：平成 27年 9月 2日（水）13:00～15:30 

会 場：市民活動サポートセンター 研修室２ 

 

■視察調査の関係者報告会 

日 時：平成 27年 9月 9日（水）13:30～15:30 

会 場：市民活動サポートセンター ｾﾐﾅｰﾎｰﾙ 

 

■第 7回 調査研究事業打合せ 

日 時：平成 27年 10 月 8日（木）13:00～15:30 

会 場：市民活動サポートセンター 研修室５ 

 

■第 8回 調査研究事業打合せ 

日 時：平成 27年 11 月 4日（水）13:30～16:00 

会 場：市民活動サポートセンター 研修室２ 

 

 

■第 9回 調査研究事業打合せ 

日 時：平成 27年 12 月 2日（水）13:30～16:00 

会 場：市民活動サポートセンター 研修室２ 

 

■第 10回 調査研究事業打合せ 

日 時：平成 28年 1月 6日（水）13:30～16:00 

会 場：市民活動サポートセンター 研修室２ 

 

■第 11回 調査研究事業打合せ 

日 時：平成 28年 2月 3日（水）13:30～16:00 

会 場：市民活動サポートセンター 研修室２ 

 

■第 12回 調査研究事業打合せ 

日 時：平成 28年 3月 2日（水）13:30～16:00 

会 場：市民活動サポートセンター 研修室２ 
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平成 28年 3 月 

 仙台市市民活動サポートセンター 

指定管理者：特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター 

 調査協力 ：特定非営利活動法人都市デザインワークス 

       一般社団法人パーソナル・サポート・センター 
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