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第３回都市と農村の協働の推進に関する研究会 議事録 

日 時：平成 20 年６月 24 日（火）10:00～12:00 

場 所：農林水産省３階第１特別会議室 

○田野井農村政策課長 おはようございます。 

ただいまから、第３回「都市と農村の協働の推進に関する研究会」を開催させていただ

きます。 

 まず最初に、事務局の方で人事異動がございまして、報告させていただきます。５月 20

日付で、私、農村政策課長に異動いたしました。また、引き続きよろしくお願いいたしま

す。それから、私の後任といたしまして、農村整備総合調整室長の田中が就任いたしまし

たので、よろしくお願いいたします。 

それでは、以降の議事進行につきましては三野座長にお願いいたします。 

○三野座長 おはようございます。それでは、議事次第に従いまして議事を進めていきた

いと思いますが、その前に資料の確認をさせていただきたいと思います。事務局の方より、

確認をお願いいたします。 

○二階堂課長補佐 では、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 本日の資料ですが、右肩に資料１～資料５までの番号が付された資料に加えまして、資

料番号が付されていない前回の議事録により構成されております。議事録につきましては、

先生方に御確認いただいた上で、既にホームページで公開しているものでございます。お

手数ですが、御確認の上、不備などがある場合にはお申し付けください。 

○三野座長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 議事に早速入りたいと思いますが、議事「（１）専門分野の有識者との意見交換」に移り

ます。本日は、名古屋市に拠点を置くＮＰＯ法人のパートナーシップ・サポートセンター

代表理事岸田眞代様に御講演をお願いしております。 

 ＮＰＯ法人パートナーシップ・サポートセンターでは、企業とＮＰＯが協働し、社会的

課題の解決を図る取組みを、表彰活動などの活動を通じまして幅広く支援している団体で

ございます。本研究会では、これまでに企業と農村の仲介者としてのＮＰＯの役割の重要

性について議論を行ってきたところですが、本日、企業とＮＰＯの協働の在り方やその課

題について講演をいただくことで、さらなる議論の深まりを期待するところでございます。 

 それでは、岸田様、よろしくお願いいたします。 

○岸田委員 ただいま御紹介いただきました、名古屋からまいりましたパートナーシッ
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プ・サポートセンターの代表理事をしております岸田と申します。よろしくお願いいたし

ます。それでは、座らせていただきます。よろしくお願いします。 

 お手元にレジュメが、資料３としてかなり大きく印刷をしてくださっているんですけれ

ども、それに沿いながら、お話をさせていただければと思っております。なお、この後、

いろんな議論が出てくるかと思いますので、もしかしたら、この辺りはもういいよという

ところは言っていただいて、一部はしょりながらお話ししたいなと思っております。 

それでは、最初のところなんですけれども、恐らくパートナーシップ・サポートセンタ

ーといっても、皆さんまだ御存じない方が多いかと思いますので、私どものミッションと、

それから、どんな活動をやっているかという簡単な御紹介をさせていただいて、その後、

具体的に進めさせていただきます。 

 パワーポイントの一部抜き出したものをそこに印刷をしているわけですけれども、私ど

ものミッションは、「すべての人が個人として尊重される豊かな市民社会の実現を目指して、

地域における企業とＮＰＯのパートナーシップを中心に、～この辺りが恐らくほかのＮＰ

Ｏとちょっと違った、かなり古い時代から掲げているミッションということになるんです

が～社会のさまざまな場におけるパートナーシップの形成に貢献します」と、1998 年にう

たっています。 

ちなみに、皆さんのお手元の一番最後の７ページなんですけれども、私ども、ちょうど

今年 10 周年で、７月 12 日に 10 周年の記念イベントをやります。今、ちょうどその記念

誌をつくっているところで、その一部分だけを沿革という形で抜粋したものを印刷してま

いりました。1993 年ぐらいからＮＰＯに関わって、1998 年にパートナーシップ・サポー

トセンターとして設立し、ちょうど 1998 年というのはＮＰＯ法ができた年にも当たるん

ですが、その少し前につくったものです。ちょうど 10 年経って、その中のメイン事業と

いう形でここに書かせていただいております。特に、自主事業として行ってきたパートナ

ーシップ大賞を中心に、どんなふうに進めてきたかということを沿革として書かせていた

だいております。 

元に戻りますけれども、１ページ下側です。企業とＮＰＯのパートナーシップを中心に

とはうたいつつ、勿論、行政とＮＰＯとの関係は古くからあるわけです。そこの少子高齢

社会による税収減というところから、特に民間である企業とＮＰＯの協働というところに

焦点を当てた団体として設立したものです。具体的に申し上げれば、企業が環境や社会に

役立つ事業をしたい、あるいは企業も地域社会の一員として貢献したいという部分を、ど
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のようにＮＰＯの事業として成り立つようにしたいという思いに結び付けていくのか。そ

して、市民が生き生き暮らせる地域社会をつくりたいという志に、どう結び付けていくの

かということを考えてつくった団体です。 

２ページに移りますけれども、その中で、私どもが企業とＮＰＯに焦点を当ててきた理

由としましては、勿論ＮＰＯに関しても 1993 年ぐらいからやってきたわけですが、1996

年にＮＰＯと企業のパートナーシップスタディーツアーというのを私が企画をして、それ

にトヨタ自動車さんはじめ数社の企業が、そこに行ってくださったというところから始ま

った団体でございます。恐らくその当時は、初めて行った企業にとってはまさに目からう

ろこという感じのツアーでしたので、それをそのままにしておくのはもったいないという

ことで、パートナーシップ研究所という形で準備会を立ち上げ、そして、その後もアメリ

カのスタディーツアーを何度か繰り返してきました。勿論、ヨーロッパにも行っているん

ですけれども、ここには書いておりません。 

その後、2000 年には、日米シンポジウムということで「ＮＰＯ評価と企業評価－その社

会的責任」というのを、ワシントンＤＣ、ニューヨークでもシンポジウムを行い、名古屋

と東京含め計４か所で行ったという経緯があります。 

これが私ども最初のところの状況で、実は２）に書いてありますパートナーシップ大賞。

特に我々の主要な事業でありますパートナーシップ大賞なんですけれども、これに関して

は、設立当初からかなり意図的に私はやろうと思っておりました。しかし、ＮＰＯ側から

も企業からも、評価をされるということに対する抵抗が非常にありまして、数年はできな

いままでおりました。2002 年になって、ようやくその機が熟したということで、パートナ

ーシップ大賞というのを掲げて、全国から募集をし、調査をし、表彰するという流れでき

ているわけです。 

このパートナーシップ大賞という事業が何を目指しているかというと、もともと営利を

追求する企業と非営利と言われる、営利を目的としないＮＰＯというのが相容れないもの

と考えられていたわけです。しかし、ＮＰＯが活動を持続させていこうと思えば、やはり

きちんと事業と成り立つようにしていくということが、どうしても必要になってくるだろ

う。そういった意味では、まさに税金を使わないで民間だけで行い得る、そういう協働と

いうものの可能性を、社会に示していくことがとても大事なのではないか。特に、今、新

しい公共と言われている中で、公共は必ずしも行政がやるだけではないという信念の下に

協働の可能性を示すということで、その意義とか価値、大切さを社会にアピールしていこ
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う。そして、協働を推進することによって、社会のさまざまな課題を解決していきたいと

いう、そんな思いから、このパートナーシップ大賞を創設いたしました。 

これは言わば「ＮＰＯから見たＣＳＲ、企業の社会的責任の推進」という位置づけにも

実はなっていました。それはどういう意味かと言いますと、企業にとっては、これまでは

勿論大きいことはいいことと、どんどん売上げが伸びる、あるいは働く人が増えるといっ

たところに基準があったのかもしれないけれども、本来、いい企業というのはそうではな

い。むしろ、その評価基準というものをきちんと示していくことが、このパートナーシッ

プ大賞を通じてできるのではないだろうかと考えました。 

もう一方では、私自身が企業で企業研修をやっていたということもありまして、従業員

に対する研修の中で、1993 年ぐらいからボランティアとかＮＰＯという言葉をちょこちょ

こ出すようにしますと、従業員の表情ががらっとそこで変わってくるんです。それが非常

に見てとれるという状況でした。それは言ってみれば、その企業の在り方、従業員にとっ

て本当に自分がそこで働いていることに誇りを持てる、そういう企業であることがとても

大事なことではないかということで、従業員にとっても、自社に対する誇りということに、

このパートナーシップ大賞は寄与するだろうと考えました。 

一方、ＮＰＯにとっては、勿論お金がない、人がいないという状況の中で活動している

ＮＰＯが圧倒的に多いわけですから、それに対して、一回り大きな活動が企業と協働する

ことによって可能になるだろうということです。それを通じて社会的認知が得られ、そし

て、社会的な活動で寄与できるだろう。つまり、自分たちのミッションを実現することに

つながるだろう。そうした協働をすることによって、自分たちだけでやっているときには

気がつかない組織的な見直しだとか組織的な発展、それは、ひいてはＮＰＯ全体の底上げ

にもつながってきて、企業だけではなく、行政とも協働できる自立した組織につながって

いくだろうという、そんな意図からこのパートナーシップ大賞を位置づけました。 

これまで、第１回から第５回まで、2002 年から、実は当初は毎年やるほど力もなく、ま

た協働事業はそんなにたくさん生まれるわけでもないということで、１年半に１回という

非常に変則的な開催をしていました。しかし、2005 年から毎年になっていて、2007 年ま

での５年で５回を終えました。 

応募事業についてはそこに書いてありますけれども、その５年間を通じて、協働事業と

しては 124 集まりました。そして、それに関わったＮＰＯ団体が 157、企業は 325 という、

勿論そんなに数がたくさんあるのかと言われるかもしれませんが、50 社とか 30 社とかと
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いう連携した協働事業もたくさんあるものですから、そういった数字になってきています。 

そこをごらんいただいたらおわかりのように、大体応募事業については、ＮＰＯ分野の

活動を 17 に分けて書いているわけですが、最も多いのは「①保健・医療・福祉」なんで

すが、それに続いて「③まちづくり」とか「⑤環境保全」それから「⑪子どもの健全育成」

といったような分野が非常に多くなっていることがおわかりいただけるかと思います。こ

の辺りは、またもし御関心があれば、御質問いただければと思います。 

３ページに移ります。私どもの活動は、勿論パートナーシップ大賞だけをやっているわ

けではなく、今日はほとんどほかのことはしゃべらないつもりにはしているんですけれど

も、もう一つの大きな柱として、企業から地域、ＮＰＯへ、企業人が地域でどう活動する

かといったようなことを、もう一つの柱にしています。これは、私どものミッションから

きているものでもあるわけですけれども、ちょっとこれは色が飛んでいますが、３ページ

の上に書いてありますように、企業からＮＰＯへ、あるいは企業人から地域人へいったよ

うなキーワードを数年前から掲げて、さまざまな活動をやっているわけです。 

その活動につきましては、実はつい一昨日、６月 22 日にあいち未来塾、これはもうパ

ンフレットがなくなってしまったんですが、「あいち未来塾」という塾を開講いたしました。

地域プロデューサーを目指すということをうたった塾なんです。 

実は、滋賀県のおうみ未来塾というのがあるんですが、私、そこの運営委員をずっとさ

せていただいているので、是非、これは愛知でもと考えてつくったものなんです。滋賀県

の場合は行政が関わってつくっておりますけれども、このあいち未来塾は、実はモリコロ

基金の助成を受けています。しかし、それは長くて３年間しかいただけないので、それを

どう継続するかという課題はあるんですけれども、まさに今回のテーマであります都市と

農村の協働にもかなり関わってくるかな？「地域プロデューサー」という、企業の人たち

が地域でどう活動するかということとも、非常にかかわる事例として出てきています。こ

れは、また後から必要に応じてお話ししたいと思っています。もしよかったら（パンフレ

ットを）回してください。 

それで、３番目に入っていきますけれども、では、なぜ企業がＮＰＯと協働するのか、

あるいはその協働によって企業はどんなメリットがあるんだろうか。逆に、ＮＰＯはなぜ

企業と協働するのか。大体パートナーシップ大賞の最初のところでおわかりいただけたか

とは思うんですが、以下に掲げているデータは私どもが調査したデータで、かなり早い時

期にやっているので若干変わってきているかとは思いますが、基本はほとんど変わらない
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だろうと思っています。 

まず「企業が『ＮＰＯ等と関わる理由』」としましては、この「ＮＰＯ等」と書いてい

るのは、必ずしもＮＰＯ法人ということではなく、例えば自治会、町内会だとかボランテ

ィア団体とかさまざまな団体というものを含めてということで書いています。そのトップ

に「企業の社会的責任として」というのがありますし、その次に「ＮＰＯ等や社会への理

解を深めるため」というのがあります。勿論「企業のイメージアップ」や「従業員の誇り

のため」といったようなものも続いているわけです。 

それに対して、その下にあります「ＮＰＯが『企業と関わる理由』」というのは、非常

に右側に寄っているということでもおわかりのように、企業がＮＰＯに対する思いとＮＰ

Ｏが企業に対する思いの差というのが、これでも見てとれるわけです。企業にとってはま

あまあ社会的責任としてやらなければいけないかなというのが、最初のところではあった

かもしれないですけれども、ＮＰＯ側から言うと、企業も当然地域の一員なんだからとい

う、その企業が地域に関わることに対する思いと、それから、自分たちのミッションを遂

行していくというのが大きな柱になっていると思います。勿論、４番目のところにありま

す「資金不足を補う」とか、自分たちの「社会的影響力を高める」といったようなことも

ありますが、それを通じて「企業従業員の意識向上」といったようなことも、実は協働す

る中に、意味として求めていると言っていいかと思います。 

次の４ページに、では一般に、「社会貢献活動に対する評価」として、企業がどう評価

しているかというのがあります。これは、実は 2001 年当時のものなんですが「地域との 

結びつきが強まった」「企業のイメージアップにつながった」というのがやはり大きくて、

それ以外は、それほど余り評価がされていなかったという部分もあったわけです。 

しかし、その下に「協働事業で得られたもの」と書いてあるものは、実はこれはパート

ナーシップ大賞の入賞事業の方たちに、昨年、私が電話やメールを通じてヒアリングをし

たものをまとめたものです。 

それで「協働事業で得られたもの」として、企業側が「従業員のボランティアの拡大・

ボランティアマインドの向上」と、恐らくこれもＣＳＲを意識してということが半ば言え

ると思います。 

それから「本業への貢献」というのが、協働によって、本業そのものが伸びていくとい

うことの経験も実際にはしている企業が増えてきているということです。 

「ＮＰＯとの協働等のノウハウ」と書いていますけれども、やはりそういった意味で、
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ＣＳＲの中の１つとして、ＮＰＯと協働しなければいけないなという思いが強まってきて

いるというのがあって、そのノウハウが具体的にはなかった。それが得られるようになっ

たということです。 

「協働事業そのものの広がり」これは勿論失敗をしていない、成功している協働事業で

すから、そういったことが評価として挙がっている。 

「企業のイメージアップ」や「ネットワーク、人脈」が広がる。そして、「従業員の能

力開発」につながるといったような評価も、本当にこれは心から言っていただいている、

企業の本音だと思います。 

それから、ＮＰＯの方は、当然ミッションや活動・事業が拡大していく。ＮＰＯの知名

度がアップしていく。企業人との交流やネットワーク、人脈が広がっていく。そして、自

分たちにはない、企業が持っている専門知識だとかマネジメント手法が得られる。あるい

はその技術やノウハウが得られる。情報も非常に広がっていく。何より自信につながった

というのが、協働事業で得られたものになっています。 

企業とＮＰＯが出合うきっかけは、実はさまざまなわけです。例えばＮＰＯ側から企業

に申し入れるということも勿論ありますし、企業の方からこういうことをやりたいんだけ

れども、いいＮＰＯはないだろうかという形で、ＮＰＯを探しながら出合うということも

あります。勿論、我々のような仲介者が間に入ることもあれば、直接出合うことも多い。

これは、既に今回の研究会の中でいろいろ報告されていることではないかなと思いますの

で、この辺はちょっとはしょります。 

５ページにいきます。企業から私どもが相談を受けたとき、協働相手となるＮＰＯを探

す手段とか、あるいはＮＰＯから相談を受けたときに、その企業を探す手段とかというこ

とです。これは簡単なようで、そう簡単ではないというのが実態なんです。これは私たち

も、これから更にこの研究会の次のステップとして、是非、掲げていただければいいなと

思っている点ではあるんです。 

我々がやっていることは、御紹介いただいているかもしれませんが、「協働アイデアコ

ンテスト」という形で、ＮＰＯ側から企業に対して協働事業の提案活動を行って、それに

対して企業が手を上げてくれるという、パートナーシップ大賞を支える１つの手段として

の協働アイデアコンテストというものを、実は意識的にやり始めています。今年、３回目

になるんですけれども、そういった形で、まさにそれを探す手段として位置づけたものな

んです。しかし、もっと広く出合う場というものはどうやってできるのか。これは、例え



 - 8 -

ば企業側からもそういったＮＰＯを探したいということがありますので、この辺りは次の

課題ということで、是非、１つのテーマとして置いておきたいと思います。 

それから、協働へと至らずに失敗する場合も勿論あるわけです。私たちのところには失

敗したものが出てくるわけではないので、その失敗の数々が、どこに失敗があったかとい

うことの分析まではしておりません。成功の分析はしても、失敗の原因は、まだそこまで

手が回らずやっていないわけです。しかし、成功に至る場合のコツとしては、勿論さまざ

まなコツがあって、今日は組織上のコツしか書いていませんけれども、実はこの本の中に

はいっぱい書いています。もし関心があれば『ＣＳＲに効く！企業&ＮＰＯ協働のコツ』

という、これは第４回パートナーシップ大賞の事例集の中に書いているものですなんです

が、先ほど申し上げた入賞事業の方たちに対して、ヒアリングをした内容をまとめたもの

をここに示しているんですが、その１つの御紹介です。 

組織上のコツという形で、協働のコツにはさまざまな側面、例えば人の問題だとか、運

営上の問題だとかいろいろあるんですが、組織上で言えば、こういったところが成功に導

いた原因だろうと言われているんですけれども、企業側としてはトップの理解あるいはそ

のトップのリーダーシップ。これは大きな企業と中小企業、小さい零細企業を含めてなん

ですが、勿論それぞれ違いはありますけれども、やはり共通項としてはそういったことが

言えるだろう。 

それから、特に大手の企業では、社内の推進体制というのはとても大事だということで

す。つまり、企業の中のだれかが一生懸命やるだけではだめなわけです。担当者が変わっ

ても、それがちゃんと引き継がれていく仕組み、システムというのがなければ、それが失

敗になってしまう大きな要素と考えています。そういった意味の推進体制。 

そして「機動力」と書いているのは、まさにそれの裏返しと言ってもいいんですが、ど

うしても大きくなればなるほど、なかなか機動力が発揮できないんです。だから、それを

どういう形で、ＮＰＯの小さい組織と対応できる機動力を発揮できるかということが求め

られているのかなと考えます。 

ＮＰＯ側で言えば、実はＮＰＯは組織が体制としてはきっちりしていないことの方が多

いものですから、やはりだれが担当者で、この人に言えばすべてわかるよという組織の体

制ができていなければいけない。そして、総括責任者が配置されているといったような、

ちゃんと責任をとる体制。そこが要るということです。 

勿論、ＮＰＯ側にもリーダーシップは求められます。 
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そして、これはＮＰＯらしいところでもあるんですが、一貫したぶれないミッション。

ＮＰＯだからといって何でもかんでもやってしまうのではなく、そのミッションに基づい

てやっていることが企業からの信頼を得るという側面が、とてもあるのではないかなと思

います。 

それから、協働するときの長続きのコツとしては、一方的な貢献ではなく、互いに貢献

し合うこと。そして、これはなかなか難しいんですが、その事業で収入を得られるように

すること。これはＮＰＯ側の要望でもあるんですけれども、やはり事業を長続きしようと

思えば、これは勿論企業側から言うと、本業でという意味もあります。これは両方の側面

なんですけれども、その事業で収入を得られるようにすること。勿論、一方的な社会貢献

的な事業は当然たくさんあるんですけれども、本業に関わること、あるいはＮＰＯもその

事業を通じて収入が得られることによって、長続きが可能になるということです。 

それから、当然企業とＮＰＯは違いがありますので、その違いを最初にきちんと共有し

合っておくというのが、とても大事なこと。そして、何かあったときにはいつでも話し合

える場を持つこと。この仕組みがないと、なかなかうまくいかないということなんです。

この辺りが組織上のコツということです。これ以外のコツについては、今日は省かせてい

ただきます。 

先ほど言った農村と関係する活動を行っているものというと、多分すでに紹介されてい

るので御存じかとは思いますけれども、私どものパートナーシップ大賞ではアサザ基金さ

んのようなのがあります。農村で活動するＮＰＯというのは、必ずしもパートナーシップ

大賞に応募してきている数から言うと多くはないです。正直まだほとんどないです。そこ

までパートナーシップ大賞も広がっていないというのが正直なところかもしれませんけれ

ども、確かに、最近では棚田のこととか、そういったのは結構増えてはきています。例え

ば環境教育とか、それこそグリーンツーリズムのようなものと引っかけた形での協働事業

というのは増えつつあるなというのが、実感ではあります。 

もう一つは、とても小さいところで都会と農村ということではないんですけれども、例

えば農村の事業で言うと、地域づくり工房という NPO が長野県アルプスのふもとにある。

まさに農村そのものなんですけれども、アルプスから流れてくる水を生かして、ミニ水車

をつくった。そのミニ水車をつくるに当たっては、実は小さい会社と連携をしてやったわ

けですけれども、それが町おこしにつながって、全国から人が寄ってくるというか、見に

来るという人たちが増えてきた。地域づくりという名前のＮＰＯなんですけれども、ＮＰ
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Ｏ法人格はとっていないんです。法人格はとっていないけれども、そこが地域づくりのた

めに、この農村にとって何が必要なのかというワークショップをやった上で、ミニ水車を

つくろうといった流れになって、それに協力する企業が手を上げて関わって協働している

ということです。 

その後ろになりますけれども、先ほど申し上げた協働の推進に関して言いますと、実は

私どもがやった事業の１つで、ＮＰＯの雇用に関する調査ですが、ＮＰＯも人がいないと

なかなか長続きしないというのは先ほどの例で申し上げました。しかし、実態はＮＰＯで

雇用ができているというのは、本当にごくわずかしかないというのが現実なんです。それ

をちょっと分析したものなんです。恐らくパーセントは別としても、こういうことが言え

るのではないかなと思っているんです。 

図はどういう図かと言いますと、横軸が今、人が足りている、足りていない。上が雇用

を予定している、下が雇用を予定していない。そういったことを実際にＮＰＯに聞いたわ

けです。当然、人が足りないから雇用を予定しているという左上のＡのところは、一般的

な雇用促進型ということになります。勿論人がいないから雇用したい、雇用ができるとい

う条件を持っているところは 18.4％と書いていますけれども、２割弱となるわけです。こ

こが一般的な、私どもが調査したときのＮＰＯは約 180 団体で、愛知県内のものなんです

けれども、こういう状況でした。 

それに対して右上というのは、これから事業をどんどん拡大をしていくので、人は現在

は足りているけれども、更に雇用を予定しているというのが、雇用拡大型という形で、8.4％

と書いています。そういうところも１割弱はあるだろうということなんです。 

それに対して、圧倒的に多いのはやはりまだ下側になります。Ｃと書いている右下にな

るんですが、人が足りているから雇用を予定していない。言わば雇用安定型と書いている

んですけれども、勿論これは人が現在いて、今やっている事業の中でということであれば

安定しているけれども、当然、これから事業を拡大することになれば、雇用の可能性は出

てくるだろうということになるわけですが、それはまだまだ少ない。それから、現状で十

分なので、もう雇用には結び付かないというのが、全体で言うと約４分の１となります。 

しかし、圧倒的に多いのは左下ということになります。つまり、人が足りないけれども、

人を雇うこともできないということです。人は足りないけれども、雇えない。これが圧倒

的に多くのＮＰＯの現実なんだということを、まずは理解をしておくといいのかなと思い

ます。したがって、ここが支援をするときの１つのポイントになるだろうと思うんですが、
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これを私どもは雇用途上型で 48.6％、約半分ということになるかと思うんです。予算があ

れば、雇用の可能性がある。当然予算がないから雇えないという状況だということです。

それから、雇用したいけれども、できない。これもさまざまな理由があります。それだけ

能力がないとかというのもあるし、そこまで全く考えていないというのもあるわけで、そ

れは本当にさまざまです。そういった意味では、圧倒的にまだ雇用、人を雇えるというＮ

ＰＯが少ないということが、恐らくこれからいろんな協働をするときの、さまざまな要素

のなかで、ここがネックになってくるのかなと思います。 

例えば、先ほどちらっと申し上げましたけれども、私ども、協働アイデアコンテストを

始めて今年は３回目になるんですが、なかなか協働提案をできるＮＰＯがいないんです。

企業に対して協働提案ができる、勿論それはアイデアもそうですけれども、企画書に書け

るというところですね。この辺りがまだできないというのが、本当に現実なんです。私た

ちはこれを何とか次の段階でやらなければいけないなと思って、先ほどの地域プロデュー

サーというのもその流れの１つです。企画ができるということは、やはりその地域だとか、

自分たちがやっていることを形に表して、人を説得できるぐらいの思いとノウハウがなけ

ればできないということが、私はとても大事かなと思っていまして、次のステップでそう

いった人材が求められているだろう。皆さんのこの研究会の中でも、コーディネーターと

いう形で書かれていた、この部分です。ですから、そのところがＮＰＯの現実ということ

で、とても重要なポイントになるだろうと思っています。 

私たちが考えている地域プロデューサーに関して言いますと、まさに問題発見力だとか、

どこにどんな課題があって、それをどうやってビジョンにつなげていくのか。これをつな

いでいく、そこの人材がまだ欠けているなというのを実感として思っていますので、それ

が１つ大きいです。 

それから、ＮＰＯで言うと、私は多分ＮＰＯの第１世代になると思うんですけれども、

ＮＰＯを自分がつくった人は一生懸命な思いでやるんだけれども、それを引き継いでやる

という世代がそこをつなげられるかどうかというのは、物すごく大きいポイントに、今、

なってきています。ですから、この２つの面から、次の人材をどうやって育成するかとい

うことに、力が注がれなければいけないのではないかと考えています。 

そういった意味で、皆さんに、今、コピーをお配りしたかと思いますが、あいち未来塾

というのは何としてでもやらなければいけないと思って考えたものです。例えばコーディ

ネーターとかリーダー養成とかいうのは、単発のものは山ほどあるんです。いろんなとこ
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ろでいろいろやっています。でも、２年間かけてじっくりやろう。しかも、育てる塾では

なく、自分たちが育つあるいは育ち合うという、そういうことを意識的に考えて、特に２

年目の「創造実践」と書いています。そういった中身を踏まえた地域プロデューサーとい

うものを、是非ここで、まさに人材養成というような１つかもしれませんけれども、やっ

ていきたいなと考えています。 

最後になりますけれども、その下側に書いてあります、企業の立場とどう結び付くか。

実は、滋賀県との大きな違いは、滋賀県のおうみ未来塾は、先ほど申し上げましたように

基本的に行政がやっているので、正直言うと、公務員の方たちが結構多い。圧倒的にと言

うと、ちょっとニュアンスが違います。そこまで多くはないですが、一般の人たちが多い

んですが、やはり公務員がかなり支えている部分があるかなと思います。 

ただ、あいち未来塾は、そういう意味では全く行政が直接関わってくださっているわけ

ではないので、私どもと、それから中部産業活性化センターという経済団体の中間支援の

団体です。多分、これからコーディネーターということを考えるときに、ひとつのポイン

トになるんですが、ＮＰＯ側の中間支援は私どもパートナーシップ・サポートセンターが

やり、そして、企業側の中間支援は企業の中間支援団体がやるという仕組みを私たちはつ

くったわけです。実はこの２社で、協働アイデアコンテストも今やっています。それから、

このあいち未来塾も主体は勿論私どもですけれども、そういった位置づけで、企業の方た

ちをどう巻き込むかということで、中部産業活性化センターさんにかなり広報等でお世話

になっているという仕組みをつくっています。 

ですから、あいち未来塾の特徴は企業人がとても多いということです。ただし、それは

企業から派遣されているわけでは決してないです。企業の人たちに直接働きかけてはいた

だいていますが、応募していただいているのは個人としてです。あくまで個人としてです。

ただし、東京から来たり、京都から来たりというのも実はあります。その中には、かなり

大手企業の人も入ったりしているという状況です。 

こういったものをなぜ企業を巻き込んでやるかということを、最後にお話をしておきた

いなと思います。６ページの下で「ＣＳＲとＮＰＯの関係」と書いていて、これは私がこ

の本の中でも、もう少し詳しく紹介をさせていただいています。実はパートナーシップ大

賞の協働事業も、今日は余り細かいことを一つひとつ言わなかったんですが、やっている

人たち自身は余り意識していません。ＮＰＯの側の人たちは余り意識していません。しか

し、企業の人たちはちょっと意識し始めた。大手の人たちはし始めたと言えると思います。 
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具体的に申し上げますと、ＮＰＯ、ＮＧＯと企業が協働できる分野というのはあらゆる

場面で可能だということです。つまり、企業の中にまで入り込む可能性も持っている。勿

論、社会的な、国際的な大きな課題も含めて、すべての分野でＮＰＯと企業が協働できる

可能性があるだろうということです。それは、その図で申し上げますと、一番左側にある

いわゆるガバナンスと言われている部分。法の遵守や倫理が問われるコンプライアンスと

言われている部分ではあるわけですけれども、その中に、例えば従業員への福祉や男女共

同参画や障害者雇用といったような、企業が本来、企業独自としてやるべきことに対して

も、ＮＰＯとＮＧＯの協働は可能です。 

そこから更に、企業市民あるいは社会貢献と言われている部分、寄付をするとか企業人

のボランティアを出すとかいったようなこと。この辺りに関しても、当然協働が可能だと

いうことです。 

それから、環境への取組みビジネスなどは、非常に今、広がってきているかなとも思い

ます。それはなぜかというと、その企業が存在している会社であり、事務所であり、工場

であり、そういったところの場所というのは当然地域の中にあるわけですから、そこに人

が通いあるいはそこで車が動けば、地域に影響を与えるということですから、そこをどれ

だけ企業が意識できるかということだと思うんです。勿論、そこに、その地域で起きてい

るさまざまなことというのと地域は無関係ではいられないはずだという認識が、どれだけ

企業の側に出てくるか。これが私は基本的なＣＳＲだろうと考えて、「身近なＣＳＲ」と私

は言っていますけれども、そういった意味で言えるのではないかと思っています。そこで

は、資料に犯罪の増加、高齢化・コミュニティ崩壊、ホームレス、ニート・不登校、児童

虐待・ＤＶ、廃棄物、自然災害とかと書いていますが、勿論この中に農村の問題だとかも

当然出てくると考えています。 

それと同時に、企業はその企業が外に出しているものとして、製品だとかサービスだと

かというのが及ぶ範囲での、これは社会的というよりは企業自身が持っている責任という

のは当然あるわけです。それに、プラス広域の環境問題だとか広域のＣＳＲだとかいうの

が、グローバル企業にとってみれば、責任のある範囲という形でとらえ得るだろうなと思

っています。そんな意味で言うと、それぞれの企業がＣＳＲということを柱にしながら、

ＮＰＯの持っている 17 の分野は、恐らく、今、企業が抱えているＣＳＲのさまざまな課

題、すべてのテーマに結び付く可能性を持っているということなんです。ですから、その

辺りをうまくつなぎ合わせていくことが、これから大きな課題になってくるだろう。そこ
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まで、まだ企業の側も余り意識しているところは本当にごくわずかという段階ですので、

これをどれだけ掘り起こしていくかということも併せて考えていかなければいけないだろ

うなと思っています。 

かなりはしょって言いましたけれども、以上です。よろしいでしょうか。ありがとうご

ざいました。 

○三野座長 岸田さん、大変ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの講演につきまして、意見交換を行いたいと思います。どなたから

でも結構ですので、御意見、御質問がございましたら、お願いいたします。いかがでしょ

うか。 

 橋立委員、お願いします。 

○橋立委員 ４ページの図表で質問させていただきます。４ページの上の図の「社会貢献

活動に対する評価」のところで「利益に結びついた」というのが一番低くて、むしろ厳し

いなというところですが、その下の企業で得られたもののところで「本業への貢献」とい

うのがあります。これは、この２つのデータの時間的な差によるものなんでしょうか。あ

るいは本業への貢献というのが、ごく微々たるものということなんでしょうか。 

○岸田委員 余り詳しく申し上げなかったんですが、上の調査というのは、2001 年度にＮ

ＰＯと企業のマッチング意向調査ということで、愛知県内の企業すべてを対象に行ったも

のです。1,700 社ぐらいに出して、419 社の回答を得たものなんです。ですから、419 社

の恐らくほとんどがＮＰＯとは関わっていない、そういった企業というのが、この中の回

答と考えていだたいていいかと思います。 

それに対して下側というのは、先ほど申し上げましたように、パートナーシップ大賞の

第１回から第３回までの入賞事業のＮＰＯと企業に対して聞いたものです。したがって、

ＮＰＯをよく知って、協働している実績のあるところということですので、全く対象が違

います。勿論時間的な差もあるんですが、時間的差というよりは、むしろ対象の違いとい

うことで理解をしていただいた方がよりわかりやすいかなと思います。 

○橋立委員 思うよりもずっと効果が大きいと考えていいことですね。 

○岸田委員 そうです。実際に協働してみれば、企業にとっては、実はメリットがあるよ

というのがわかるということです。 

○三野座長 ほかにございますでしょうか。黒川委員。 

○黒川委員 余りＮＰＯのことについては、組織のことについてはよくわかっているわけ
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ではないんですけれども、1998 年にＮＰＯ法をつくるころには少し関わっていたりしまし

た。日本はＮＰＯ法というのをつくってしまったんです。ちょうどそのとき 12 業種と決

めたし、今、プラス 17 ぐらいになっていると思います。 

私の認識で、アメリカに行って知っていたことというのは、例えば清水建設がサンフラ

ンシスコで大きなホテルをつくっていました。その隣に、ＹＭＣＡのパブリックアパート

メントというのをつくる。ところが、会計処理上、清水建設は隣のＹＭＣＡのアパートを

つくるときはノンプロフィットでやりますと言えばしまいなんです。こちら側はプロフィ

ッタブルにつくります。２つの会計処理をくっ付けて仕事をすることができるんです。そ

うすると、建設現場は一緒で、いろんなことを有利にしながら、こちらでは利益を得ませ

んという説明をされている。 

これはどういう法律になっているのかというのを、多分 1980 年の終わりごろだったと

思いますけれども、サクラメントというカリフォルニア州の州都に行って、どういう法体

系になっているのかと聞きに行ったことがあります。その法体系で言うと、この事業はプ

ロフィッタブルでできるけれども、これはノンプロフィットでやりますということができ

て、処理ができます。自分の会社にとって有利だったら、どの場合はどういう組合せにし

たらいいかとできるんだということを、日本でＮＰＯ法をつくるときに一生懸命申し上げ

たんですけれども、やってもらえなかったんです。 

それで、日本では会社設立には定款というのがあって、この形でやりますということを

決めてしまう。だから、弾力的にＮＰＯ的な事業をやるなどというのは、会社の定款の中

に入らないんだけれども、その中に社会的責任とか寄付の行為とか、そういうものが幾つ

か入っていれば、同じような処理ができるのかもしれないですね。 

アメリカは全州法律が違うので、全部の州について言うことはできないと思うんですけ

れども、その当時、出ていた本で私が見ていたのでは、50 州みんな少しずつ違うんだけれ

ども、どこの州でも普通の企業がＮＰＯというか、ノンプロフィットに事業をすることと

いうのはみんな認められている。それを事業認定するのは、公認会計士さんの評価という

のをもらえば、そういうことが可能になっているというのを私は認識していたんです。 

だから、日本と全然雰囲気が違っていてというか、どの会社でも事業をやるときに、こ

れはノンプロフィットでやりましょうと認識すれば、それを会計処理上きちんとやればで

きる。だから、私は会社に勤めていることもあるけれども、あるときにはＮＰＯ的な行動

様式もできるというのが、皆さん共通だと思うんです。 
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ところが、これは民間企業的、あなたは民間企業の人と法体系が決めてかかる。ＮＰＯ

法人というのは、そういうことからすると、別にこういう事業のときだけはＮＰＯでやっ

てよろしいという、何かすごく不思議な、その心構えもこういう 12 の事業についてはや

っても構わないという、何か法のつくり方に問題があったのではないかとすごく思うんで

す。それが極端にＮＰＯという組織を意識しなければいけなくなってしまって、不思議な

形になっているというのがアメリカとの比較での感覚なんです。 

それが認識が合っているかどうか、よくわからないです。それから、そのことに関して、

余り分析したり議論したことがないのでわからないんですけれども、私はどちらかという

と町づくりのことをやっていて、よく考えると、いっぱいＮＰＯに属しているわけです。

ＮＰＯの理事も幾つやっているかわからない。農林水産省絡みのも幾つか関わっていると

思います。だからといって、そのときにＮＰＯ法人のメンバーであることを意識したこと

など全然なくて、それぞれ自分が何か仕事をしているときに、この仕事の仕方はこういう

社会的責任で議論をしているんだと思っているだけです。 

だから、どういうふうに、普通の人が日常的にいろんなことをやろうと思っているとき

に、そのことに関して、意識して切り分けることができるかということが、とても重要な

ところなのではないかと思うんです。ＮＰＯ法人という形になって、そのことをつくって

いくことが、企業が、今、組織はいっぱいあるわけです。企業という名の組織はあるんだ

けれども、それと違った形。 

今、日本のＮＰＯ法というのは益金処分ができませんということだけで、従業員にお給

料を払うことはできていて、経営者は経営的判断で収入を得ることはできないということ

が、ＮＰＯ法の一番根本的なところだと思うんですけれども、そうしなければならない理

由がなかなか私にはわからないというのが印象なんです。いろんな方はいろんな思いで頑

張って、いろんなことをやりたいと思う。それは自分の本業とは違うけれども、こういう

ことをやってみたいと思う時間の使い方とか、生活の仕方とかの中にそういうことがある

ので、素直にそれぞれの人が個人の中で行動様式を切り分けられるといい。そういうふう

になれば、もっとスムーズに移行ができるような気がするんですけれども、根本的な組織

のところで、アメリカにＮＰＯ法という法律があって、これはそういう会社ですなどとい

うのがあったりするものなんですか。ちょっとそのことから聞きたい。 

○岸田委員 最近のアメリカの状況をつかんでいるわけでは決してないので、これは伊吹

さんに聞いた方が早いかなと思いますが、多分、先ほどおっしゃったものの中で、一番の
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ポイントは、実は日本の場合は税法の問題ですね。要するに、ＮＰＯに対して企業が寄付

ができない。できないわけではないんですが、優遇されないということです。認定ＮＰＯ

法人と認定されなければ、できないという状況になっていますので、そこが１つ大きいポ

イントだということ。 

 それから、それになるためには、とても厳しい条件をクリアーしなければなれない。こ

れは物すごく制限が厳しいわけです。これがアメリカと決定的に違うということです。で

すから、ＰＳＴと言われているパブリック・サポート・テストをきちんとクリアーしなけ

ればいけないということが、大きなポイントなんです。 

ですから、その部分では、税法上アメリカと全く決定的に違っているということです。

逆に言うと、アメリカは企業の場合、少なくとも経常利益の 10％ぐらいまでは寄付をすれ

ば、それはちゃんと優遇されるという仕組みになっているというのが、圧倒的に多いとい

うことだと思います。そこが変わらなければ、恐らく企業がＮＰＯと協働するというとこ

ろに、本当にどんと踏み込めないのかな。これはずっと言われていることなんですけれど

も、だんだん認定ＮＰＯ法人について緩和はされてきていますけれども、そこがまだまだ

という状況です。 

○三野座長 ありがとうございました。 

 そのほか、ございますでしょうか。金井委員から小田切委員。先に金井委員。 

○金井委員 大変、岸田さんのお話し興味深く聞かせていただきまして、ありがとうござ

います。 

 私どもが日常やっていることを、本当にそのままの疑問がすべて解けたような感じがい

たします。特に毎日のように非常に企業の皆さん、こういう環境問題について、特に社会

的な責任ということで、さまざまな問い合わせとか御相談がありまして、まさにどう具体

的な要望に応えて、企画提案するかということに追われているんです。 

全部つながるんですが、したがって、雇用の方も十分かなという思いの中でいる中で、

例えばＣＯ２の削減ということで言っていくと、木を植えたことによってマイレージとか

という数値化にして、全部こういうことはどうですか。あるいはお菓子共同組合が、連合

でお菓子の売上げの何%を森に貢献したいという場合には、いろいろお話ししているうち

に、では、夢がある子どもたちに、森とお菓子と夢をつなげるようなフィールドとか企画

提案と応答していきますと、ふくらんでいくんです。そうしますと、勿論スタッフの専門

性もありますし、楽しくもあるんですが、企業側が望むところでどういうふうにしていっ
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たらいいかというのをかなりやりとりします。ですから、失敗はないんです。相当時間を

かけてやります。 

昨日も、実は私ではないんですが、中国の方に行って大きな会社が植林ということだけ

でやっていたんですが、どうも現場を見た社員の方たちは、是非、ここに社員が実際に来

て植樹をするということも環境問題を学ぶ場につながるのではないかと、どんどん広がっ

たり展開していったりするという現状があるんです。 

そんな中で、例えば 10 年ぐらいやったところがあるんですが、企業側の姿勢というか、

本当に現場をわからないわけですから、当然最初は水と油みたいです。かなり話し合って

共有する。つまり、協働というのは、協力というのは一方的ではないわけです。国際協力

の在り方も山村に対してもそうなんですが、何がそこで求められているかというのをよく

お話ししていくわけです。共有し合った中で、どういう企画をしていくか。あるいは面積、

植林していくかということをやりとりしながら、だんだん地域の住民たちとの関係性も深

めながらというところに趣を置いていって、３年やって、協定上やるんですが、３年、３

年、あとの４年と信頼関係も深まっていきますから、そういう形でやっていくんです。 

ただ、そのとき、やはり先ほどおっしゃったように、担当者が代わられて、最初に築い

てきた理解というんですか、次の人につながらなくて、もう一回やりとりしなければいけ

ないというところだったり、あとは大体わが社はこういうことをやっていると言いますね。

例えばＣＭだったり、本だったり、ほとんどがＮＰＯの役割という、裏方だからいいんで

すけれども、企業が前、前身なんです。ああいうことはもうちょっとＯＬのように、少し

影になって、企業の方も連携しているんだという意識を立ててもいいのではないかなと思

って、余り言わないんですけれども、そう思うこともあります。 

感想ですが、いろいろと今後も教えていただければと思います。ありがとうございまし

た。 

○三野座長 それでは、小田切委員。済みません。もし何か今のにおありになりましたら、

どうぞ。 

○岸田委員 担当者が代わるというのは、どの現場でもあり得ることなんです。私たちは

協働のときに、それの１つの歯止めとして、必ず協定書というのを結んでおくというのが

やはり賢いやり方かなと思っています。そうすると、組織対組織となっていくので、本当

はとても大事なのは人なんだけれども、それを人から組織にという、そういう仕組みをき

ちんとつくっておくことが、協働を長続きさせていくということにつながるだろうなと考
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えています。 

○三野座長 それでは、小田切委員、お願いいたします。 

○小田切委員 岸田さん、どうもありがとうございました。大変勉強になりました。私た

ちがまとめた報告書と重なる部分も大変多くて、勇気づけられた思いがいたしました。 

 そこで、１つお尋ねしたいんですが、私たちの報告書と局面というかフェイズがちょっ

と違うのは、ここに地域ないしは地域コミュニティというプレーヤーを全面に掲げている

ことが違うと思っております。そこでお尋ねしたいんですが、地域とＮＰＯを結び付けよ

うという相談は日常的にありますでしょうか。あるいはそこはハードルが高いんでしょう

か。更に言えば、岸田さんがこのＮＰＯを立ち上げたときに、地域コミュニティとＮＰＯ

のマッチングというものをミッションとしなかったですね。そこの理由なども教えていた

だければ、全体像がわかると思います。お願いいたします。 

○岸田委員 今、おっしゃっている地域コミュニティというのは、例えば町内会とかとい

う意味の話でしょうか。 

○小田切委員 そういうのもあるのかもしれませんが、いずれにしても現場と理解してい

ただいてよいと思います。 

○岸田委員 それとＮＰＯとが結び付かないことは、まずないです。結び付いています。

というか、そういう方向性はかなり出てきていますので、全く今ないわけではないし、逆

に言うと、先ほど言った地域プロデューサー、まさにそこに焦点を当てるようなものなん

です。その地域の課題が、勿論それぞれＮＰＯとしてやっている課題もあるし、そういっ

た行政や地域コミュニティ、伝統的な組織だったりとか、そういったものははっきり言っ

て幾らでもあります。 

我々は、あいち未来塾としてはこれからなので、まだ私の構想の中だけではあるんです

が、先ほど言った滋賀県のおうみ未来塾などは、むしろそういった地域コミュニティをど

う結び付けて、特に現代的に関わっていくかということが１つの大きなポイントになって

います。 

例えば私が関わったところで言うと、滋賀県米原市の前の伊吹町というところで言うと、

奥伊吹に１つ、ゆり園というのがあったんだけれども、それが廃止されて放置されている。

そういったところを、地元の人たちはそれをどうしたらいいかわからないということで、

ずっとほうりっ放しになっていたのを、おうみ未来塾の人たちが、どうするかということ

を一緒に考える。そこでイベントをやってみるとか、そこの村が持っているいろんな地元
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の名産品をそのイベントの中で販売をするとか、そういったことを結び付けるような活動

にしていきたいというのが、これのねらいでもあります。例えばそれは近江八幡でも、い

ろんなところでそういったことはやっています。 

○小田切委員 私の聞き方が悪かったのかもしれませんが、例えばＮＰＯがミッションを

持って、地域に貢献したいという思いを持っていながら、その相手が見つからないので、

その地域とのマッチングを何とかしてくれという相談を持ち込まれるケースはあるのか。

あるいはそもそもＮＰＯは地域と先にマッチングをして、その後で企業とのマッチングを

求めてくるのか。その辺の順番が私たちの報告書にとっても大変重要になるものですから、

あえてお尋ねさせていただいています。 

○岸田委員 ごめんなさい。よくわからないです。 

地域に貢献したいＮＰＯと言うけれども、実はＮＰＯは自分たちのミッションを掲げて

つくる団体なので、もともと、例えばその地域に貢献したいというミッションを掲げてい

るんであれば、それがミッションになっているんですね。 

○小田切委員 それはそうなんですが、こういうことをやりたいんだけれども、その相手

が見つからない。 

○岸田委員 その相手ですか。 

○小田切委員 はい。つまり、私たちが出会っている現場では、まさにそうなんです。こ

ういう活動をしたいんだけれども、それを貢献するような相手が見つからない。 

○岸田委員 ごめんなさい。１つ具体的に教えていただけますか。どういうことが想定さ

れているんでしょうか。 

○小田切委員 例えば中間支援組織のＮＰＯがあったとすると、その中間支援組織のＮＰ

Ｏが地域をなんとか支援したいということを強く思っているんですが、それが残念ながら、

地域が見つからない。地域自体が見つからない。つまり、地域支援型のＮＰＯが地域自体

を探し得ないという局面に対して、そこにマッチングコーディネーターが必要ではないか

という発想を持っているんです。 

○岸田委員 地域が探せないというのは、それはフィールドが見つからないという意味で

すか。 

○小田切委員 勿論そういう意味です。 

○岸田委員 それはフィールドに問題はないんですか。そこがいまいちよくわからないん

です。 
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○小田切委員 そういう意味で、我々が語っているＮＰＯのイメージがかなり違っている

というところもあるんだろうと思うんです。 

もう一度、繰り返しになりますが、岸田さんにとっては、地域とＮＰＯはもう最初から

セットで、岸田さんの目の前に登場するものであって、そこが分離していて、そこをつな

げようということで苦労されている団体というのはほとんどないですか。 

○岸田委員 地域同士をつなげるとか、地域と企業をつなげるとかというときに、我々の

ような中間支援の団体が必要であることは、これは言うまでもないことなんですけれども、

地域の課題が何なのかとか、あるいは課題があるけれども、それをどうやったらいいかと

かがわからないというときも相談は勿論あります。それはあります。それは何も問題がな

いわけではない、あるいはフィールドがないわけではなくて、それを具体的にどう展開さ

せるかということがわからないとかということはよくあることではあるんです。 

だから、そういう意味では、ぴたっと私がはまっていないのかもしれないんですが、ど

の部分にどう入れると言えばいいかよくわからないんですが、フィールドを見つけるとい

うのも、まさに１つの地域プロデューサーの役割だと思っているんです。 

例えば既にあるＮＰＯが、その地元の町内会、自治体の人たちと、現場はそこなんだけ

れども、そこの人たちと余りうまく結び付いていないということはよくあることなんです。

それに対して、だから、では、その地元にどういう形で入っていくかというようなことを、

具体的に考えています。 

例えばこれはその地域で言うと、山だったりとか、街道筋だったりとか、いろいろある

んですけれども、そういったところの地元の人たちは地元を何とかしたいと思っているけ

れども、そこに入ろうとしているＮＰＯとがうまく結び付いていないということはよくあ

ります。逆に言うと、そこのところをどう地域プロデューサーとして、何が必要なのかと

いうことを、この中でかなり具体化していこうということを、今、心がけているところな

んです。ですから、例えば地元の人と一緒にヒアリングに行くとかといった結び付きをや

ったりしています。 

 具体的な事例になってからの方がいいかもしれません。済みません。 

○三野座長 小田切委員、よろしいでしょうか。そのほか、何かございますでしょうか。 

 では、黒川委員。 

○黒川委員 これも私が今、関わっていることで、考えてみると、ＮＰＯにいっぱい関わ

っているということに気がついてきたんです。昨日、杉並区の、私は今、杉並区で 658 事
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業があるうち、もし、みんなが、つまり地域が引き受けてくれるんだったら、行政がやら

ないでお任せしますよというプランをやっているんです。それで、去年は 31 ぐらい提案

があって、それが今年は数が減ってきてちょっと心配になっているんですけれども、それ

でも 20 近く。そのうちの半分はＮＰＯ団体なんです。 

これは 658 の事業にもっと面白いアイデアが出たら、そのままお任せしますよというア

イデアなんですけれども、それ以外にも、今、指定管理者制度とか何らかの形で、博物館

とか図書館とかの委託管理を全部お任せする。これは大方、半分以上は地域がつくられて

いるＮＰＯ団体が引き受けていらして、それは地域でそのことに関して見識がある上に、

身近なところでよくわかっている地域のことについて、会社組織が引き受けるわけではな

くて、その団体が引き受けてくださるということです。その生い立ちがどういうものなの

かということは私はよくわからないんですけれども、今、杉並は一生懸命そういうことを

やっていますけれども、多分、全国いろんな自治体が猛烈に数やっていると思うんです。 

こういうものについては経営者がいるわけではなくて、上手にそこで働く人たちが、自

分が働いた時間に関する報酬は得られる中で、自分の力量をちゃんと発揮できるような環

境という、小田切先生が言っていた地域との密着ということを言うと、行政の側が杉並の

場合は全事業 658 を全部オープンにして、もし地域でやってくれるんだったらどうぞと、

民間会社でも構わないんですけれども、競争入札のような発想でオープンにしています。

多分、東京 23 区だと半分ぐらいがそういうことをもうやっています。練馬区はすごく進

んでいるとか、駅前の自転車の混乱しているのを整備してくださるとか、さまざまな工夫

で、地域の中にそういう組織は広がっていっていると思うんです。それは行政とＮＰＯの

話です。 

今日、岸田さんの話は、企業が何かをやろうと思うときに、それをお手伝いをするよう

なＮＰＯという感覚で、いろんなところから、こういう弾力的な組織というのがあって、

自分はある種の能力を持っていながら、余裕を持っている時間があって、それを何か目的

につなげることができたら、どんなにいいかということですね。もっとミッションの話で

言うと、緑だとかエコだとか、それから、世界のどちらかというと困っている人たちを救

済したいとかという、きちんとしたミッションがあるケースというのは、民間であろうが

ＮＰＯであろうが関係がなくて、物すごくその目的を達成するためには全力投球しなけれ

ばいけないわけだから、いろんな組合せがあり得ると私は思うんです。 

このときの難しさで、制度が日本と外国とは違うということもあります。だけれども、
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みんなが何か力量を持っていて、余裕があって、会社組織そのものも余裕があって何かが

できるという状態のときに、その力量部分を上手に棚卸ししてもらって、それで世界に向

けて上手に配分していけるようなメカニズムというのは、多分岸田さんたちが考えていら

っしゃることだろうと思うんです。しかし、なかなか会社の方は本音を言ってくれないし、

能力のところを棚卸しをしてくれない。でも、新人研修ぐらいには使ってみようかとか、

せこいことを考えていたりするんだと多分思うんです。そういう思い切ってどういうこと

ならできるかということの感覚のところで、先ほど小田切先生がおっしゃった場の話とか

空間の話が出てきている。私自身が今日ずっとお話を聞いていて、岸田さんの話は私とは

関係がないなとずっと思っている感じなんです。 

今日、私はこの後、経団連に行くんですけれども、これはよく考えると東京の都心のま

ちづくりを考える会とＮＰＯ団体だったんです。250 人ぐらいの方が来てくださって、都

心では新しい町はこういうふうにつくるべきだというプランを一生懸命言う。ほぼすべて

会社の社長さんたちの会です。私も年間１万円か２万円か会費を払っていてメンバーにな

っていて、意見を言うぞというだけ。厚かましく意見を言うような、いい場所をとって、

そういうことを言うのもＮＰＯなんです。それぞれの人が置かれた場所で何かを言おうと

したり、しようとしたりするための場をつくっていくんです。 

だから、いろんな可能性があって、それをうまく拾い上げてくるというものの場合わせ

というのがすごい難しいのではないですかという、小田切さんの先ほどの御質問というの

はすごいよくわかる感じなんです。かなりいろんなことを全体についてわかっているのは

無理なことなので、岸田さんのところのようなシステムというのが、いろんな局面にいな

ければいけないということですね。そうではないと、わからないですね。どこに問題があ

るかもわからないし、どこに能力のある人が余っているかもなかなかわからないというこ

とですね。 

○三野座長 ありがとうございました。 

 予定している時間が大分迫っておりまして、もしあれでしたら、１つ、２つ。 

○伊吹委員 お伺いしたいのは、まさにパートナーシップ・サポートセンターもそうだと

思うんですけれども、コーディネーターとしての役割なんです。資料の３ページで、岸田

さんからも御紹介があったと思うんですが、かなり企業とＮＰＯというのは意識が違いま

す。例えば意思決定のスピードも組織の風土も違えば、目的も全く違うという、そもそも

相入れない２つの組織が協働するということを考えたときに、やはりコーディネーターの
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役割が非常に重要だということだと思うんです。協働を成功させるためのコーディネータ

ーとしての役割として、ここは重要だとか、岸田さんがいつも心がけていること、欠かせ

ないポイントのようなものがあれば、教えていただきたいです。 

○岸田委員 これはなかなか難しいんですけれども、協働コーディネーターはなかなか本

当に育たない。実際にはなかなか育たないというのが現実なんです。 

それはなぜかというと、特にＮＰＯと行政はまだしも、企業とＮＰＯは本当に相容れな

い部分が結構あって、ＮＰＯ側からいうと絶対企業の言うことを信用しないという人たち

が当然いるわけです。ですから、本当にそれを結び付けるのは至難のわざということなん

です。少なくとも、ＮＰＯのこともわかり、企業のこともわかりという両方を本当に経験

したりとか、あるいは両方のことを本当の意味で理解できる人というのを、やはりつくり

出さないといけないというのが、私の実感です。 

それがわかっている人がまだ極端に少ないと考えていますので、そういった意味では、

私自身が例えばどういうことを心がけているかというと、恐らく余り意識はしていないん

ですけれども、ＮＰＯが企業に対して求めているものと、それから企業がＮＰＯに対して

求めているものというのをきちんとつかむというのが、お互いに大事だと思うんです。な

おかつ、それを協働コーディネーターがつかむことと同時に、お互いが気がついていない

ところをきちんと見分けるというか、かぎ分けるといったことができることが、多分協働

コーディネーターとしてはとても大事な要素なんだろうと思います。 

例えば、お互いがすれ違っているんだけれども、ここのところをもうちょっとこうやっ

たらうまく結び付くねといったことが、提案できるかどうかという力を持っているという

のは、協働コーディネーターとしてすごい大事な要素かなと感じます。 

○三野座長 ありがとうございました。 

 後ほどまだ時間を少し用意しておりますが、もし手短にお話しいただけるなら、お願い

いたします。どうぞ。 

○澤浦委員 どうもお話しありがとうございました。 

 私は、会社方式で農業をやっていまして、ＮＰＯと会社の関係はすごく難しいなと思っ

ています。１つは、農業の中では農業経営者を育てていくということで、私ども独立支援

プログラムというのをやっています。１度、ＮＰＯにしようどうかとすごく悩んだんです

けれども、資金をどうしようかというところで、結果的に自分の会社の中で全部運営する

ようにしたんです。 
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結局、お金がかかって人を育てていって、そのことに関しては、何もうちの会社として

見ればメリットはないんだけれども、でも、それをやらないと将来がない。それから、そ

こで農業をやる人も生まれてこないということで、会社の中でそれを全部内包して、それ

にかかる経費をみんなから売上げの１%ずついただいて、そこに充てているということで

やっているんです。しかし、どうしてもＮＰＯと企業という２つの組織を一緒に運営して

いこうと思うと、そこにまた新たなコストが生まれてきたり、そういったことですごく自

分は悩んでいるところなんですが、今日、岸田先生と黒川先生の税制上の問題とかを聞い

て、なるほどなということですごく腑に落ちたところです。 

 私たち、企業とＮＰＯの信用しないとか信用するとかという話がありましたけれども、

違った面で見ると、ＮＰＯもいいＮＰＯと悪いＮＰＯとあるなと思っています。自分たち

も、ＮＰＯという、私たちいいことをやっているのよというのを後ろ盾にして、だからあ

なたたちはこうしなさいという高圧的な人たちも結構いて、そういう人と会うと、悪いこ

とも言えないけれども、この人たちと一緒にいたくないな。温和に断っているんですけれ

ども、その辺のところというのもあって、やはり岸田先生が言われていた目的というのが、

本当に共有できるのは、私はすごく大事だなというのを感じていました。 

○岸田委員 そこは１つポイントなんですけれども、目的を共有するのは結構難しいんで

す。もともとそれぞれが違う目的でできている組織なので、何かをやるときは、その何か

をやるという、限定された部分だけ目標を共有すると考えた方が私はいいと思っています。

もともと根本から目的を共有するということは到底無理なんです。だから、無理だという

ことをわかった上で、でも、この部分だけは一緒にやろうよということができることが協

働になっていくんだと思います。 

○澤浦委員 １社の中で内包できないものを、ＮＰＯが数社をまとめてやってもらえると

すごくありがたいですね。 

○岸田委員 そういう可能性は十分あると思います。 

 それから、どうしても高圧的になるというより、自分たちの活動ばかりしゃべり出すＮ

ＰＯが圧倒的に多いんです。協働アイデアコンテストをやっていても本当にそうで、自分

たちの活動ばかりしゃべるんです。そうではないよ、協働というのは相手が何をやろうと

しているかというのがわかるように伝えないと協働にはならないよと言うんですが、そこ

がどうしてもまだ抜けないという状況は現実だと思います。 

○澤浦委員 商品を売るとき、同じ立場。 
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○三野座長 まだまだ話は尽きないところかと思いますが、この研究会との関連をという

ことで、１つ、次の議事（２）に入りまして、その後で、また岸田さんの御講演と合わせ

て、いろいろ議論できればと思います。 

それでは、議事「（２）論点整理」に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。そ

ういう形で進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

○二階堂課長補佐 では、議事（２）に従いまして、御説明いたします。資料４及び資料

５をごらんください。 

 今回、御提示しております資料ですが、前回の委員会で御説明差し上げましたように、

これまでの議論を踏まえて作成いたしました研究会のとりまとめ（案）でございます。と

りまとめ（案）本体が資料５、その要旨が資料４でございます。本来であれば、資料５の

とりまとめ（案）本体を用いて御説明すべきかと思いますが、時間の関係上、資料４の要

旨をもちまして、ポイントを絞った説明とさせていただきます。わかりにくい場合には、

後ほど御質問などいただければと存じます。 

 では、資料４をごらんください。本とりまとめ（案）ですが、全４章より構成されてお

ります。 

最初に、第１章「はじめに」です。この章では、本研究会が「都市と農村の共生・対流」

から１歩進んだ「都市と農村の協働」に関するものであること。具体的には、昨年 12 月

に公表いたしました「農村振興政策推進の基本方向」中間とりまとめにおいて提起されま

した、ＮＰＯ、大学、企業などの都市部の主体と農村の協働の在り方や、その実現方策に

ついてとりまとめることを述べております。 

 では、次に、第２章「協働の現状」です。この章では、都市と農村の協働の具体的な事

例を幾つか取り上げ、分類及び分析を行っております。最初に、本研究会におけるＮＰＯ

及びＣＳＲの位置づけを明確にしております。 

ＮＰＯの位置づけですが、組織上はＮＰＯ法人ではないものの、都市と農村の協働を推

進するＮＰＯと同様の機能を有する組織も見られますので、こうしたＮＰＯ的な組織につ

きましても、ＮＰＯととらえて議論を進めることを記載しております。 

 次に、ＣＳＲについてですが、ＣＳＲの包含する活動内容が明確にされているとは言え

ないことから、本研究会では、平成 15 年に経済同友会が作成及び公表した、資料中にあ

ります「ＣＳＲの本質」１ページ目下の表 II－１でございます。こちらの表をもって、そ
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の定義とするということを記載しております。 

 では、ページをめくっていただきまして「２．協働の具体事例」でございます。ここで

は、具体事例を大きく４つに分類しております。 

最初に、企業と農村をコーディネーターとしてつなぐＮＰＯの事例です。 

２つ目は、大学が地域のシンクタンクとして、農村との協働を行っている事例です。 

３つ目は、企業と農村の協働の事例であり、具体的には、いわゆる「農商工連携」と、

農村環境へ与える影響が大きな企業による連携の事例を掲げております。 

最後の事例ですが、これは農村が自らのソーシャル・キャピタルを新たなものへと構築

し直す例。また、協働の場所を都市部に見出す例を掲げております。 

こうした分類を踏まえまして、中間とりまとめのときと同様にＳＷＯＴ分析を行ってお

ります。資料では、３ページ目となります。小さな字で恐縮でございますが、前回提示し

たものと基本的には同じですが「農村」の「強み」に「人の心を育てる場」を追加。また

「農村」の「機会」のところに「『低炭素社会』の構築に対する要求の高まり」を追加する

など、若干の追加を行っております。 

では、資料４ページ目をごらんください。これは第２章の最後の項目である「４．特徴

に応じた各主体の分類」です。最初にＮＰＯの分類ですが、活動の場及び機能に着目して

「直接型」「間接型」及び「コーディネート型」に分類しております。 

「直接型」は、農村・農業と直接的に関わりを持つＮＰＯ。 

「間接型」は、間接的な関わりを有するＮＰＯ。 

「コーディネート型」は、他のＮＰＯを側面するＮＰＯであり、本日のパートナーシッ

プ・サポートセンターもその１例であると考えております。 

前回の資料では、実は農村型、都市型、中間支援型ということで分類しておりました。

しかしながら、企業の分類が「直接型」「間接型」であるから、同様の名称を用いた方がい

いということ。また、中間支援という呼び名はすべてのＮＰＯが包含しているということ

から、中間支援型ＮＰＯという呼び名はおかしいのではないかという御指摘がございまし

たので、名称を変更いたしました。 

「（２）大学」につきましては、前回の分類に加えまして、新たに学生が農業や農村を

生活の一部として取り入れる動きを踏まえ「都市部の青年」という項目を追加しておりま

す。 

最後の「（３）企業」ですが、前回までと同様に、農業、農村の関わりの程度から「直
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接型」及び「間接型」に分類し、企業規模、所在地、業種・業態に応じて「直接型」と「間

接型」のどちらの傾向が見られるかということを示しております。 

具体的には、５ページ目の図 II でございます。企業規模につきましては、中小企業に直

接型の傾向が、所在地につきましては地場企業に直接型の傾向が、業種・業態につきまし

ては食品産業など農業に関わる企業などに直接型の傾向が見られると考えられます。 

以上が、第２章の御説明であり、次に第３章「都市と農村の協働推進の方向性」につい

て御説明いたします。資料は、５ページの中ほどとなります。 

やはり協働は一時的なものではなく、持続性を持つことが大事です。このためには、都

市と農村にＷｉｎ‐Ｗｉｎの関係を構築することが重要であると考えられます。このため

の戦略として、最初に農村側がとるべき戦略を４つ掲げております。 

最初の戦略は、どのような都市側の相手とどのような協働を実施するかという視点です。

企業に対してですが、間接型企業に関しましては、スタート地点としてはボランティア色

の強い活動から始めて、関係の深化を待ってから、本業色の強い協働へとシフトする戦略

が有効ではないかと考えられる。 

一方、直接型企業に関しましては、もともと本業に近いところで協働を行っているもの

と考えられますので、その活動のさらなる拡大が有効であると考えられます。図としまし

ては、５ページ一番下、図 III－１ということになります。 

更に、ページをめくっていただきまして、企業が行った協働は、必ず何かのメリットを

伴って返ってくるということを示すことも重要であると考えられ、これが６ページ上の図

II－２に書かれております。大学につきましては、現在、多くの地方都市型大学が地域連

携拠点を設けておるようでございます。しかしながら、まだ連携がいまだ限定的であるこ

とから、農村側の積極的な売り込みが重要であるものと考えられます。 

次に、②の農村の魅力ですが、農村内部の方々はなかなか自らの魅力に気づきにくいこ

とから、外部の目を有効活用することが望ましいと考えられます。 

③の協働の場所ですが、どうしても都市と農村の協働となりますと、舞台が農村である

という固定観念が働くようです。しかしながら、決してそんなことはなく、都市でも十分

に協働は成立するということを記載しております。更に、この際には、農村の魅力を十分

に伝えるためには商品を置くだけではなく、そこにストーリーを付随させることが有効な

手段であると考えられます。 

最後は、④のソーシャル・キャピタルなどでの体制づくりです。農村が有する、いわゆ
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るソーシャル・キャピタルは、当然都市住民を引き付ける資産として働きます。しかしな

がら、都市への積極的な働きを鈍化させるためらいのようなものとして作用するおそれが

あることから、農村も新たなソーシャル・キャピタルを構築する努力が必要であると考え

られます。また、農村単独ではなく複数の農村により、集合体を形成することで社会的な

発言も向上し、ステークホルダーとしての地位も向上すると考えられます。 

次に、６ページの一番下「２．農村と都市の協働の『触媒』としてのコーディネーター

の育成」です。これまでにもコーディネーターの重要性について御議論いただいていると

ころですが、何よりもまず、コーディネーターとは都市と農村の出会いの場を提供するだ

けの存在ではないということを明確にしております。都市も農村を何かをしたいけれども、

何をすればよいのか、いかにして行えばよいのかという、あいまいな要求を持っている場

合が多いのではないかと推察されます。このあいまいな要求を具体的な計画へ、そして、

具体的な行動へと結び付ける存在が、本研究会でのコーディネーターの位置づけです。し

かしながら、このコーディネーターに要求される能力は高く、単独ではなかなかその役割

を負うことが困難ではないかと考えられますので、複数のコーディネーターの連携により

協働が進展するモデルを、７ページ目上部の図 III－３に示しております。 

では、次に、どのような主体がコーディネーターとなり得るかという点です。複数のコ

ーディネーターにより協働が進展する場合には、農村側としては行政や農協の職員の方々、

または直接型ＮＰＯなどの、農村側からするとこの人の言うことなら大丈夫となり得る存

在が挙げられます。 

次に、都市部のコーディネーターとしては、間接型ＮＰＯ、地方都市型大学やコーディ

ネーター型ＮＰＯなどが挙げられます。 

単独のコーディネーターにより協働が進展する場合ですが、限定されたエリアの中では、

行政や農協の職員の方々、または直接型ＮＰＯがその役割を負うことが可能と考えられま

すが、協働が広域になってきますと、そのハードルは高く、かなりの能力を有する組織に

のみ、その役割が可能になると考えられます。 

以上を踏まえまして、今後の施策のとるべき方向性を示しましたのが、７ページ下段「３．

都市と農村のＷｉｎ‐Ｗｉｎ関係の構築」です。 

最初に（１）ですが、これは農村の弱みや強みと都市の強みの結合による施策の方向性

です。対企業としましては、図 III－４にありますように、農村同士が連携することによる

ステークホルダーとしての地位向上。また、イ）、ウ）の表彰制度やグッドプラクティス集
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の作成によるＰＲ効果。そして、エ）の退職者という人的資源が協働のキーパーソンとな

り得るような仕組みの構築などが挙げられます。 

次ページへ移りますが、対大学としましては、活性化に取り組むことを考えておられる

学生の方々を、一定期間、農村に受け入れるようなインターン制度。表彰制度や奨学金制

度などが考えられます。 

対農村としましては、ソーシャル・キャピタルの計測手法の開発や、その構築を目指し

たワークショップの開催などが挙げられます。 

次に（２）ですが、これは農村の強みと都市の弱みの結合です。このためには、例えば

農村が、都市部の商店街へと働きかけを行うことが可能となるような意見交換会やワーク

ショップの開催が、そのとるべき手法として挙げられています。 

（３）は、コーディネーターへの支援策です。コーディネーターの重要性については既

に述べたところですが、これらのコーディネーターの活動を側面支援することで、都市と

農村の協働が進展するものと考えられます。 

最初に、コーディネーターがほかの主体への働きかけを行うことに対する支援です。こ

こでは、４つの図で事例を示しております。例えば左下の図 III－５－③をごらんください。

これは、例えばある企業から相談を受けた都市側のコーディネーターが、農村側のコーデ

ィネーターへと働きかけを行うようなイメージです。しかしながら、このようにコーディ

ネーターが働くためには、他のコーディネーターがどこにいるのかを知っておく必要があ

ります。そこで、コーディネーターの情報を、またはその都市側の主体であるとか農村の

主体であるとか、こうしたものをデータベース化すると考えられ、これがウ）の情報提供

システムです。 

順番が前後しますが、イ）のコーディネーター能力向上のためのセミナーやエ）の表彰

制度も方向性として考えられます。 

また、要旨にはございませんで本文中の方にございますけれども、このほかにＮＰＯの

表彰制度、またはその格付システムのようなものも、とるべき方向性として掲げておりま

す。 

以上、簡単ではありますが、とりまとめ（案）の概要でございます。 

○三野座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明がありました内容、更に、先ほど岸田様からの御講演内容

についても結構ですので、御自由に御意見、御質問いただければと思います。いかがでし
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ょうか。先ほどは、多分民間企業との関係の岸田様の御講演でしたので、行政側も含めた

形で御議論をいただければ、ありがたいと思います。 

先ほど、滋賀県は行政型で、愛知県は企業型だという、私も滋賀県に住んでおりますの

で滋賀県に関わっておりますが、確かにＮＰＯの数も多く、行政の徹底した指導のような

ものがあるように感じます。けれども、滋賀県型のやり方は大分疲れが出てきているよう

な感じがしてなりません。愛知県に私もときどき行きますが、今、名古屋大学などでいろ

んな活動がありますが、確かに企業も元気ですし、今、どんどん上り坂にあるように思い

ます。 

特に、農業との絡みでは、ＣＯＰ10 の生物多様性の国際会議が 2010 年に予定されてい

ますし、そこへ向けて、県と市は、今、大変な働きかけを行っておられます。是非、その

辺で新たな岸田さんの展開が期待されるところで、行政の役割というのもある程度整理し

ておく必要があるのではないかと思っております。 

ただいま、説明いただきました内容について、いかがでしょうか。八木委員。 

○八木委員 それでは、今の要旨に関連して、岸田様に御感想というか御意見を伺いたい

と思うんですけれども、この要旨の中で、いろんな形でＮＰＯを活用するような内容にな

っています。そのときに、私がどうしても気になるのは、協働のコーディネーターにＮＰ

Ｏがなっていただきたいんだというようなことが書いてあるんです。そのときに、先ほど

のお話ですね、ＮＰＯもやはり経済的に自立できないとというようなお話が、企業とＮＰ

Ｏの協働の中にありました。 

そういうときに、コーディネーターとして、自立できるＮＰＯがコーディネートをでき

るのか。その辺がどんな形ならば、コーディネーターとして自立したＮＰＯが成立するの

かというところが、私も考えてしまうところがあるんですけれども、その辺について、Ｎ

ＰＯをサポートされている立場で、可能性というか、考えられるものというのはあるんで

しょうか。 

○岸田委員 コーディネーターとしてＮＰＯがなるときに、自立するために何が必要かと

いう問いかけでしょうか。 

○八木委員 要するに、ＮＰＯとしても、ＮＰＯは寄付を受けられますけれども、基本的

にはＮＰＯは何か活動をしようとしていたら、やはりある意味自立しなければいけない。

そのときに、ミッションが、コーディネートというミッションが、そんなことはあり得な

いでしょうけれども、都市側の企業と交流というのは、都市と農村というのは都市側の企
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業と農村の地域というような大体大きなイメージなんです。そこを結び付けるコーディネ

ートをするという一応ミッションを掲げたときに、どういった形で、では、そのＮＰＯが

どうやって自立していくのか。そういうところが、かなり難しいのかなという思いもする

ものですから、その辺、どんな感想をお持ちになるのか。あるいはこんなアイディアなら

できるのではないかというのがあるのかどうかというところをわかりましたら、お聞きし

たいなと思うんです。 

○岸田委員 都市と農村はかなり漠然としていますけれども、イメージとしては都市のど

こかの企業という意味ですね。それから、農村ならば農村の地域の組織だったりとか、こ

れもさまざま多分あると思うんですけれども、それを結び付けることをミッションにする

というＮＰＯは多分あると思います。かなりあると思います。 

それをコーディネーターとして自立できる、言わば事業化ということだと思うんですが、

勿論それは十分可能です。それはやり方次第なので、私たち、パートナーシップ・サポー

トセンターも勿論コーディネート事業というのをやっています。それから、コーディネー

トをやっている中間支援の団体というのはいっぱいありますので、そういった意味で、そ

れが事業化は勿論できます。ですから、自立できるかと言われれば、自立できます。 

自立できるためには、では、どこがお金を出すのかといった問題になると思いますので、

ここは次の課題で、多分いろいろ企業が、では、お金を出すのかとか、例えば地域のＮＰ

Ｏがお金を出すというのは基本的には難しいわけで、それはできないと思います。例えば

農村だったら、農村の中のさまざまな事業体というのと結び付けることは可能だと思いま

す。 

そういった意味では、事業体、例えばこの場合だったら、さまざまな事業が考えられま

すね。ここにも多分幾つか案としては出ていると思いますので、例えば先ほどおっしゃっ

た農村で必ずしもやるのではなくて、都会に農産物を持ってきて、それを販売するとかと

いうようなことも当然考えられるわけです。そうすれば、それは販売量の中から何%とか

というやり方も当然できるでしょう。 

それから、企業がそこに対して、例えば企業でも、これもいろいろあると思うんですが、

例えばケチャップを作る企業が地元のＮＰＯと協働しているという事例で言うと、要する

にトマトを育ててもらう。そのＮＰＯにトマトを育ててもらって、それを購入するという

仕組みであれば、そこからお金は当然出てきますし、もともとの苗を企業が提供するとい

うこともやるというような、そんなことも可能なわけです。 
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ですから、その協働の仕方とか事業化とかというのは、幾らでも可能性としてはあると

思いますので、それは多分事業によってかなり違ってくる。自立できる組織にしていくと

いうことは問題なくできると思います。簡単ではないですけれども、不可能なことでは全

くないと思っています。 

○向笠委員 ただいまの八木委員の御質問に関して、関連していることなんでございます

けれども、私、フードジャーナリストとしての立場から、いろんなＮＰＯ的な活動をされ

ていらっしゃる食のフィールドですけれども、コーディネーターの方々の御苦労はいろい

ろ目の当たりにしております。 

具体的に、例えば企業を離れて、現在は副業的なことで収入を得ながら、日本各地の農

村部に入って、それで何らかの貢献をしようとしている。日々の活動に追われていて、要

するにその活動では食べていけないので、空いた時間に副業をしてということなんですけ

れども、彼らの望んでいることは、その活動だけで食べていくようになれば、もっと充実

した活動ができるのに。ただ、はっきり言って、フリーランスの立場で活動しているコー

ディネーターたちに対して、年金などを当てにできない、まだ働き盛りの世代でフリーラ

ンスの方々が、コーディネーター的なことだけで食べていけるようにするためにはどうし

たらいいかということだと思うんです、平たく言えばね。 

それで、先ほど岸田委員が挙げられたカゴメさんであるとか、要するにナショナルブラ

ンドの企業であれば、そういう企業に対してコーディネーターが要求できるでしょうけれ

ども、もっと地域の地場産業的な経営だけでかつかつのところに対して、そういう要求は

できないという心理的な葛藤。そんなことはとてもできない。私たちもボランティアの気

持ちでこういうことにフリーランスで携わるようになったのに、そんなに要求はできない

というような、絶えず葛藤を彼らは持っていらっしゃるように思うんです。だから、日本

人はやはりお金に対して要求をすることが、余り口にはできないという部分が非常にあり

まして、その辺がもう少し支援できるようなシステムができないかなと、いつも思ってお

ります。 

○岸田委員 今のお話は、多分コーディネーターという個人のお話ですね。私が先ほど申

し上げたのは、ＮＰＯという組織としてという話だったので、静岡の方のお話は多分そう

いうお話しだったかなと思ったので、組織としてという観点から私は申し上げたんですが、

個人としてやるのは本当に難しいです。お金をとるのはとても難しいです。それはそのと

おりです。ですから、そこの仕組みは、私は行政がきちんと補完すべき内容だろうと思っ
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ています。 

 例えばＮＰＯとしても、そういった事業を事業として成り立つようにするといっても、

そう簡単ではないです。確かに簡単ではなくて、直接企業からだけお金をもらって、いき

なりそれが成り立つかというと、そこまでいくにはかなり時間と経験を要するということ

は言えると思うんです。その間をつなぐのは、私は行政の役割だろう。もうこれははっき

りと、そういう役割を果たしてもらわなければいけないと思いますので、そこのところの

覚悟は必要ではないでしょうか。そこまでいくまでのプロセスとしては、当然必要だろう

とは考えています。 

私たちも当然事業化をしています。それから、事務所も持ってやっていますけれども、

それはいろんな事業をやっているからできているのであって、個人でやろうと思ったら、

それはそう簡単ではないだろうとは思っています。 

○向笠委員 確かにそうなんですけれども、個人でなく、法人化を目指して活動している

準ＮＰＯ的な小さな組織の方々においても、生活資金という面では非常に御苦労されてい

らっしゃることが多いので、その辺、やはり行政の方から支援がいただければいいのでは

ないかなと思っております。 

○三野座長 そのほか、日ごろ行政で、トップで活動されておられます橋中市長さん、ど

うでしょうか。岸田さんの先ほどのお話の御感想でも結構です。御指名しまして、大変済

みません。 

○橋中委員 私のところも、この都市と農村ということではなくて、行政が市民とともに

我が自治体を活力ある地域にということで、市民協働のまちづくりということで、10 年ほ

ど前から取り組んでいたわけです。 

具体的には、図書館業務を市民のそういう団体の方とか、市役所の窓口案内の仕事とか、

施設のいわゆる入館者に案内をするとか、そういうことでＮＰＯ法の法人を立ち上げてき

ておったわけです。しかし、先ほどもどなたかから御意見がありましたとおり、ＮＰＯと

いうのは、当初、10 年前に取り入れたときにはなじまなくて、本当はボランティア団体と

いう感覚でいました。それが長続きしないということになったら、今度こういう言葉があ

るのかなとその当時思ったんですが、有償ボランティアという表現を使って、いわゆるＮ

ＰＯを継続させるという意味合いにおけるさまざまな工夫をやったんです。有償ボランテ

ィアという考え方で、１時間幾らという形で採用していったんです。 

ただ、それは今までも御意見があったように、職業的になっていってしまったんです。
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本来のＮＰＯの線からそれてしまった。そういう中で、今日の、例えば指定管理者制度と

か、それから各地域、自分の地域は自分たちで活性化をしようというまちづくり協議会と

か、町会、学校単位を組織したまちづくり協議会とか、町会を法人化した団体。あとシル

バー人材センターとか、地域におけるいろんな活力を発揮するということについては、十

分そういう対応ができる団体がやはりあるわけなんです。 

そういう中で、いわゆる都市部と農村の関係。農村地域における都市部からの力、協力

もいただきたいという形の取組みにおきましては、私どもはその地域にある財産を発掘し、

生かしていく。そういう活動の中で、国の制度事業を大いに利用させていただきました。

国土交通省、環境省、農林省、文部科学省、今、どの分野もこういう地域の活性化に取り

組む、そういう体制が、横断的な体制も含めまして、非常に最近充実しておるのかな。こ

の情報をしっかり各自治体、地方自治体が把握し切れていないのかなと思うんです。だか

ら、協働のコーディネーター云々というお話もありましたが、この各省庁の横断的な事業

の中に、意外と協働のコーディネーターも紹介してくれるんです。そして、例えば大学も

自分たちのいわゆる個性を生かす形の取組み、地域における、また地方における、都市部

におけるという、大学のいわゆる個性を出そうという形の中でも、非常に幅広い取組みが

あるわけです。 

私どもは、まず一番最初に、国土交通省の事業で、大学の、地方と都市部を結ぶ若者の

交流の事業を平成 17 年にやったんです。そうすると、そのとき東京農業大学と法政大学

の学生が来てくれたんです。来てくれた中に、話が長くなりますが、高齢化率が 54%とい

う限界集落に来てくれたんです。そうすると、本当に若者がいない。その集落によっては、

まるで自分の子どもが来た、孫が来た、そういう感覚の交流がまず始まりまして、それか

ら、自分たちの地域をどうしよう。いろんな行政の方に相談があった。そして、その中に

国土交通省に、農林省に、いわゆる中間のコーディネーターを紹介するという事業があっ

たわけなんです。 

この地域を活性化するには、まず、この地域の現状の調査。どういう状態の集落である

のか。そして、ここにこういういい特産物があるではないか。これを生かそうではないか。

この特産物の市場調査、関西、関東とか、そういうところのは事業に発展いたしました。

そして、逆にＩターン、Ｕターンとか、話が長くなるので途中はしょりますが、本当に岐

阜県から若い夫婦が来られた。今も、千葉の方から豆腐をつくる若者が入りたいとか、そ

ういう形で来ております。地域全体でも、農業をやりたい、老後をこの地域にということ
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で、９世帯 27 人ぐらいですかね。今、実績として上がっておるわけです。 

今、この都市部と農村部、Ｗｉｎ‐Ｗｉｎの関係ということについては、本当に中間コ

ーディネーター、仲介者の存在、これは私どもは役場なり農協にそういう人材がおりまし

て、先ほどもありましたとおり、お互いの立場、農村の立場、都会の立場、十分知ってい

る人材が本当に大事だなと思いました。都会で大学生活をし、アルバイトもし、２、３年

仕事に就いて、そして田舎に帰ってきたとか、たまたまそういう人間がいた。都市部のニ

ーズ、田舎側の弱み、そういうものがたまたまマッチしまして、私ども本当に小さい２万

4,000 足らずの自治体でございますが、そういう都市部との交流の中で、今、活性化を図

ろうとする。 

今日の会議で、今、まとめをどうしようかなと思いながら話をしておるんですが、この

都市と農村の協働の推進に関する本日の研究会なんですけれども、本当に思いますのは、

仲介者の育成、そして、その輪を広げていく。だから、まさに今日のあいち未来塾の第１

期生塾生募集、こういうふうな取組みをされておいでのことについては、本当に敬意を表

したいなと思います。漠然としたお話でございましたが、感想も含めまして、述べさせて

いただきました。 

○三野座長 ありがとうございました。 

 こちらから指名しまして、申し訳ありません。そのほか、何かお話しございますか。で

は、小田切委員、お願いします。 

○小田切委員 報告書について、簡単に感想を申し上げさせていただきたいと思います。 

 都市と農村の連携ということが課題なんですが、多分、この報告書のメリットといいま

しょうか、特徴は、都市と農村の連携というのは２つのセクターではなく、コーディネー

ターを含めた３つのセクターによって、初めて成り立つということを明らかにしたという

ことであり、それが今までなかったことだろうと思います。その点では、今、橋中市長さ

んがおっしゃったことのとおりだろうと思っております。 

その場合、大変重要なのは、これは先ほど向笠委員からも出たんですが、コーディネー

ターが職業として自立していくような、言ってみれば、岸田さんとか金井さんが職業とし

て、今後、続けられていくような、そういう仕組みづくりが一番重要なんだろうと思いま

す。 

その点では、報告書の中にありますコーディネーターに対する表彰制度。これは小さな

試みですが、大変重要な意味を持っている。これは単に農水省だけではなく、政府全体と
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して、この種のコーディネーターを表彰していくような、そういう取組みが、私、求めら

れているのではないかと思います。 

更に言えば、介護保険のケアマネージャーのように、これは性質が全く違いますが、制

度が絡むことによって、職業として非常に短期的に認知され、自立していくという事例も

あるわけですので、何がしかの制度を絡ませることによって、このコーディネーターが職

業として最終的には成り立っていくようなことが望まれます。そして、特に若者が地域コ

ーディネーターになりたいんだという、そんな夢を持っていただけるような状況を最終的

には考えていただきたいと思っております。 

○三野座長 ありがとうございました。 

 それでは、手短に金井委員、お願いします。 

○金井委員 済みません。今の市長さんと小田切さんのお話から続きまして、私どもがや

っています事業は、若者たちを山村に１年間暮らして、さまざまなことをボランティアを

しながら、学んでいくという事業を、農水省の方からも支援していただきながら、15 年や

っているんです。 

実はそこに、簡単に言いますと、青年海外協力隊の国内版のようなものなんですが、現

在まで 420 人ほど行っていまして、平成 19 年度まででは 380 人なんですが、山村定住者、

その中の 157 名で 44%が定住しているんです。実は、そこに定住している若者たちは、今、

中核になって、さまざまなことに取り組んでおります。今、政策で下りてくる子どもたち

とか若者たちの受入れの役割とか、山の仕事、農業の仕事、さまざまやっているんですが、

実は 30%が戻ってくるんです。 

模索中ということで戻ってくるんですが、その若者たちは、やはり山村と都市をその１

年間暮らした中で、非常に財産があるわけです。人材という、そこで培った大きな財産が

ありますし、地方のこともよくわかっていますし、都市のこともわかっている。その真ん

中に立って、是非、そういう都市と山村のかけ橋、両方がわかっている若者を、これから

そういう仕事として活用していただければなと思って、出番を、今、待っていることなん

ですが、いろいろと今後そういう展開にしていけたらと思っていますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

○三野座長 ありがとうございました。 

 まだ話がたくさん出てくると思うんですが、残念ながら大分時間も限られてきました。
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事務局の方に、また個人的にいろいろ御意見いただければ、まとめの中にいろいろまた入

れていただけると思います。 

実は、昨日、生物多様性の別の委員会に出ておりました。そのときに、認証制が大きな

話題になったんです。どうも平成 18 年から平成 19 年ぐらいにかけて、認証に対する社会

的な雰囲気が変わってきたような気がします。全体的に第三者認証か、生産者認証かとい

うことで、かなり議論をしているんですが、やはり認証に対する信頼性確保ということか

ら、第三者認証が大事な意味を持ってくるのではないかと思います。 

兵庫県のコウノトリ米も、実は別途、同じような兵庫県の認証制度もあるのですが、そ

れがどんどん低下してきています。コウノトリ米が増えてくると、それが反対に低下して

きている。このことを見ても、どうも認証制も非常に大きな曲がり角にきているように思

えます。この辺りのこともこの報告書の中に少し入れていただけると、先ほどのお話のい

ろんな形のサポートが可能になってくるのではないか。社会的サポートが可能になってく

るのではないか。そんなふうに思った次第です。これは私の勝手な感想です。 

 それでは、どうも議論が尽きないところでございますが、議事「（３）その他」に移りた

いと思います。全般を通して何か御意見、御質問ございましたら、１つ、２つお受けした

いと思います。 

 ありがとうございました。それでは、事務局から何かございませんでしょうか。 

○二階堂課長補佐 では、この後のスケジュールについてお諮りいたします。 

次回は最終回でございますが、今のところ、来月の７月 16 日水曜日でございます。来

月７月 16 日の午前９時半～11 時半までが、一番多くの先生に御出席いただける日程のよ

うでございます。そのため、御都合のつかない先生には、大変申し訳ありませんが、次回

の開催を来月７月 16 日の午前９時半～11 時半とさせていただいてよろしいか、お諮りい

たします。 

○三野座長 よろしいですか。大分早くなりましたが、朝早いですが、どうかよろしくお

願いいたします。 

 それでは、これをもちまして、本日予定しておりました議事はすべて終了いたしました

ので、議事進行を事務局の方へお返しします。 

○田野井農村政策課長 どうもありがとうございました。 

 また、本日、岸田様におかれましては、お忙しいところ、御出席いただきまして、本当

にありがとうございました。おかげさまをもちまして、大変活発で、かつ有意義な議論を
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していただけたのではないかと思っております。 

次回の第４回研究会の開催につきまして、また改めまして事務局で御案内いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして、第３回「都市と農村の協働の推進に関する研究会」を閉会させてい

ただきます。どうもありがとうございました。 


