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見えていますか？ 地域の「お宝」

社

会課題が多様化・複雑化するなか、課題解決のために連携が
必要な場面は一層増えてきている。

特に社協や社協と関係の深い地域のボランティアは、NPO 法人等

と「もっと連携が必要」と言われることが多いが、地域や分野によっ
ては、容易には連携が進みにくい場合も少なくない。
今月号の特集では、NPO、社協の両方の関係者を招いて座談会を
開催し、連携のために求められることについて議論を深めた。
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猪俣 健一 さん

千川原 公彦 さん

認定特定非営利活動法人

認定特定非営利活動法人

社会福祉法人

特定非営利活動法人

日本 NPO センター 事務局次長

ACE（エース） 代表

阪南市社会福祉協議会

ディー・コレクティブ

全社協・全国ボランティア・

全社協・全国ボランティア・

コミュニティワーカー・

代表

市民活動振興センター運営委員

市民活動振興センター広報委員

ボランティアコーディネーター

全国の NPO の基盤整備と、行政

学生時代の平成９（1997）年に

学生時代にネットワーク型のボ

コレクティブを立ち上げ、社協

や企業との連携・協働を促進す

ACE を立ち上げ、児童労働の問

ランティアグループを立ち上げ

や市町村行政と協働・連携して、

るための事業や震災の復興支援

題に取り組む。インドとガーナ

て活動した経験から、ボランティ

被災地支援や防災の取り組みを

事業を展開。傍ら、地元では社

で子どもを支援するプロジェク

アを応援する立場としての仕事

すすめる。山形県市民活動支援

協が受託をしている NPO 支援セ

トを推進するとともに、日本国

を希望し、平成 16（2004）年

センターの運営団体である特定

ンターの運営にかかわるととも

内の企業や政府に対する啓発活

に社協に入職。ボランティアコー

非営利活動法人「山形の公益活

に、児童館や学童クラブを運営

動や政策提言を行っている。東

ディネーターと地域支援の二つ

動を応援する会・アミル」の役

する NPO で活動している。

日本大震災では、宮城県山元町

の役割を担い、地域の課題解決

員も務める。東日本大震災では、

災害ボランティアセンターの運

に向けた取り組みを展開中。

南三陸町、気仙沼市、塩釜市へ

平 成 15（2003） 年 に デ ィ ー・

営支援にかかわる。

の支援にかかわる。

※ NPO は最狭義には特定非営利活動法人（NPO 法人）を指しますが、広義には、ボランティアグループや社会福祉法人など、さまざまな非営利団体を指します。
本稿では、NPO 法人や法人格は取得していなくとも、社協とは別個に自立的に活動を展開している市民活動団体（NGO 含む）などを指します。

NPO は社協のことを
どうみているか
地域や分野によってさまざま

ま た、 全 国 で 300 ほ ど ある NPO の

や NPO との接点をもつような事業を

中間支援センターのうち、20 余は社

やっていない場合は、ボランティア保

協が受託・運営しており、NPO も対

険の受付窓口、あるいは、ボランティ

象とした中間支援機能をもつ社協は増

アコーディネーションでお世話になっ

えてきていると思います。

坂口 NPO と社協との関係は、都市部

ている団体、というイメージが強いと

とそれ以外の地域とでは異なる部分が

思います。また、行政出身者が事務局

あると思います。また、福祉系の NPO

に多いことなどから、本来は民間の社

千川原

にとって社協は非常に身近な存在であ

会福祉法人なのですが、行政に近い存

に入りましたが、初めは非常に警戒さ

り、場合によってはライバルです。

在だと考えている NPO もまだ多いと

れました。それまでに来た外部の支援

思います。

者から口々に一方的なアドバイスや提

福祉分野以外の NPO にとって社協

2

は少し遠い存在です。社協が中間支援

無理解・誤解から摩擦が
今回の震災でいくつかの社協
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て当然です。「社協」とは、もともと一

は非常に多いと思います。地域とのつ

つにくくりにくいものなのです。

ながりの強さは、NPO ではもち得な

例えば、地域によっては、民間の採

い宝だという気がしますね。
ただ、社協には、広報やマネジ

算性では担いにくい介護の問題に対応

猪俣

する必要があったり、ボランティアや

メントのノウハウが少なかったり、企

NPO 等の活動ではなく、本当の地縁

画立案の力が弱かったりすることがあ

の支え合いで成り立っている地域もあ

るので、NPO とお互いが強みとして

案をされ続けていたためで、仕方のな

ります。災害時に支援に入るときなど

いることを補い合う形でできることは

いことと思います。私の場合、その後

には、同じ社協であっても、そうした

あると思います。

長い時間をかけ、丁寧にかかわること

地域の特性をきちんと理解したうえで

坂口

でどうにか信頼していただけるように

かかわっていかないと、結局、現場か

を専門とする企業と NPO 関係者が協

なりました。

ら拒否されてしまいます。

働して、NPO をはじめとする民間非

日本 NPO センターでは、広告

NPO の仲間には「社協とは何か」が

地域の人は、地域を愛しすぎるがゆ

営利組織の広報力を向上させるセミ

分かっていない人が少なくありませ

えに、自分たちが見てきた地域だけを

ナーを行っていますが、社協からの参

ん。そうした無理解や誤解から、
「NPO

地域としてとらえていて、外部の人が

加者が非常に増えています。

は勝手なことをする」
、
「社協は動きが

入ると、自分たちが思っている良い地

同じ民間の非営利組織なので、分野

重たい」といった摩擦が生まれている

域が壊されるという恐怖感をもってい

にこだわらず、こうしたマネジメント

ように感じています。

ることが多いと思います。社協職員が

の課題などで、社協と NPO がいろい

誤解や摩擦が生じた場合は、その都

専門職として、そうした地域住民や

ろな課題を共有したり、解決策を導き

度話し合って、緊張状態にある被災地

NPO 等をきちんととらえ、つなげる

出すために、同じ場で議論をすること

の社協に安心してもらうようなアプ

視点をもつことが非常に重要です。

はできると思います。

ローチを NPO 側が取ることが必要だ
と思います。
もともとの成り立ちに違い
岩附 NPO は特定の意図やテーマが
あって活動しています。一方、
社協は、

連携に必要なこと
とは？
お互いの強みで補い合う

ガラリと雰囲気が変わった瞬間
猪俣

阪南市では、NPO と地縁の各

種団体やボランティアなどでつくって
いる校区福祉委員会が一緒に、
「ボラ
ンティア・市民活動検討委員会」を設
けて２年間議論しました。

その地域全体をみて、地域に根ざして

坂口 NPO は基本的にはあまり制度に

活動します。NPO と社協の誤解や摩

は縛られず、自分たちが取り組みたい

擦には、そうしたお互いのもともとの

ことを選んで実施できますが、社協で

校区福祉委員会のボランティアからは

成り立ち、存在の仕方の違いを理解で

は制度上どうしてもやらざるを得ない

「私たちは無償のボランティアだが、

きていないところからくるものが多い

場合があることを、NPO 側は理解しな

NPO は 金 儲 け を や っ て い る 」
、NPO

のではないかと感じました。

いといけないと思います。

からは「閉鎖的で、自分たちの課題を

運営の仕方についても、社協は行政

岩附 社協の本来のコンセプトは市民

ちゃんと分かっていない」といったお

の影響をすごく受けるところに難しさ

中心の福祉だと思いますが、制度的に

互いの誤解や認識不足があり、感情論

があると思いました。理事会等の仕組

やらなければならないことがあるなか

になってしまいました。

みは NPO と似ていますが、私の印象

で、それを考えていくのは大変なこと

では、自分たちの思い通りにできると

だと感じました。

雰囲気が変わって、非常に友好的な雰

いう意味で、NPO の方が運営はしや

猪俣 社協は「住民主体」ということ

囲気になったのです。ある日、子育て

すいと感じます。

を、昭和の初期からずっと貫き通し

多様で、ひとくくりにできない「社協」

その委員会でも、最初の１年間は、

ところが、あるときから、ガラリと

て、地域の人と地域を良くしていくた
めにコミュニティワークをしています

猪俣 「社協とは何か」が見えにくい、

ので、
地元の人と一緒に話し合うとか、

分かりにくいとよく言われますが、
「社

地域の課題に注力するというノウハウ

協」という名前は一緒でも、地域ごと

は、本来は社協にあるものです。

に課題は異なるので、取り組みも違っ

岩附 社協に入ってくる地域の情報量
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中の親から相談が寄せられた際に、
「自

がってくるし、そのうえでお互いの必

猪俣

分たちには子育て支援は難しい。子育

要性があれば連携すればよいわけで、

関係にあり、日頃からそういう発想を

てだったら、あの NPO の得意分野だ

そのための大きなテーブルをつくるこ

しておくことが必要だというのはその

から相談しよう」ということになり、

とに意義を感じています。この交流サ

通りだと思います。災害時には、外国

校区福祉委員会と NPO とが協働した

ロンは、社協と NPO の両者でつくっ

人の問題や障害者の問題など、ありと

のです。校区福祉委員会が主催してい

ているため、社協色が強くなく NPO

あらゆる課題が顕著に現れてきますの

るお年寄りの茶話会に、子育て中の親

側も参加しやすいですし、社協側も気

で、災害時への備えを切り口にすると、

子を招いて、一緒にできる遊びをした

兼ねなく意見が言えるようになってい

さまざまなところと連携しやすいと思

のですが、NPO を中心に口コミで広

ます。

います。

がって、子育て中のお母さんたちがた

坂口 NPO と社協、行政と NPO、企

坂口

くさん来てくれ、子どもが楽しんで遊

業と NPO の連携というのは、一つの

ルダー・プロセスという、一つの課題

び回り、お年寄りたちも久々に子ども

手段であって、目的ではありません。

に対して、多様な関係者がそれぞれの

たちと接して大喜びでした。そういう

あくまで課題を真ん中に置いて、その

知恵を持ち寄って、解決するという

話を伝えることで、みんなが、
「連携

課題を解決するためには、どこと組ん

手法が注目されています。あらゆる

とはそういうことなのだ」と気づきだ

だらよいかと考えていく必要がありま

組織の社会的責任の国際規格である

したのです。

す。
そして連携が必要になったときに、

ISO26000 はそのプロセスを用いて策

社協が NPO に、あるいは NPO が社協

定されました。各地域レベルでの課題

に声を掛けられるようにすべきだと思

解決にもその手法を用いようという動

います。

きも出てきています。

「つながる場」と「つなぎ役」を自任する
存在が必要

最近では、マルチ・ステークホ

坂口 NPO も地域型のものが現れて

そのためには、阪南市のサロンのよ

きていますので、必ずしもテーマ型と

うに、NPO と社協とが日頃からうま

は言い切れないのですが、地域をベー

くつながる場づくりをすることが必要

スとした活動者とテーマ別の NPO 等

です。次にそのなかから自発的に、課

のお見合いの場など、つながる機会を

題別や目的別のネットワークが生まれ

設定するような役割を自任して果たし

てくるものだと思います。近くに「お

ていく存在が、地域には絶対に必要だ

宝」があっても見えていなければ連携

千川原

と思います。

できませんので、まずは知り合うこと

てもらえれば、たぶん、いろいろな

が必要です。

NPO が自然につながるだろうと思い

猪俣

阪南市には「ボランティア・市

民活動交流サロン」というものがあり
ます。これは先ほど言った委員会の参

連携し、分担することで広がる活動

社協 VC に期待される
こととは？
さまざまな関係者を巻き込む企画
連携のための場づくりさえし

ます。社協の職員は責任感が強く、す
べてのことを自分たちでやらねばと

加者から、
「この委員会のように地域

猪俣 先ほどご紹介した交流サロンに

思っている方が多いと感じますが、社

のさまざまな関係者がつながる場が今

参加された地域の方は、
「私たちはこれ

協のなかで全部を背負ってしまうと、

後も必要だ」という声が上がってつく

まで、自分たちでできる範囲のことし

社協自身が辛くなってしまうし、結果

られたものです。

か考えていなかった。こんなに、いろ

的に住民にも支援が届かないというこ

いろな特技をもっている人がいるのな

とにもなりかねません。

まずは、地域のなかで、どこがどん
な活動をしているのか、その具体的な

ら、もっといろいろなことができます」

姿がきちんと見えてくれば、話がつな

とおっしゃっていました。

決に向けた資源として考えてもらい、

岩附 社協は、災害ボランティアセン

地域の NPO にサポートしてもらうこ

ターを担うことが多いので、災害時に

となどを、思いきってお願いしてもら

は特にそういう機能が求められます

えば、社協も楽になると思います。そ

ね。そのためには、日頃から、この人

のとき、必要になるのは猪俣さんのよ

とこの人を組み合わせればうまくでき

うな企画力のある方だと思います。企

るとか、この団体をあの団体に紹介し

画があれば、いろいろな市民、ボラン

たら後はうまくやってくれるといっ

ティア、NPO に入ってもらって良い

た、つなぐ発想や力を培っておく必要

形でも盛り上がることができると思い

があります。

ます。

「ボランティア・市民活動交流サロン」
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実をいえば私自身には企画力は

猪俣

全然ありません。一から私一人で企画
を立てているのではなく、地域の声を
拾うことにつきると思っています。現
場に行かないと何も答えは出ないし、
地域の人がいろいろなヒントをもって
いるので、いろいろなところに顔を出
すようにしています。そうして、普段
からいろいろと聞いているなかで、こ
れを一緒にしたらよいのではと思いつ
いたり、ずいぶん後になって、何か別
の案件のヒントにつながるといったこ
とがあるのが地域の面白さですね。常

ですが、そこで社協との摩擦が生じや

と、そのテーマで入っていこうという

にアンテナを張っておくことが大事か

すいですね。

意識が強くなります。そういう意味で

なと思っています。

猪俣

社協としては長い時間をかけて

は、NPO は、もう少し地域ベースの

地域とつきあっているのです。傍から

考え方を取り込むべきですし、逆に、

みたら閉鎖的とか、要領が悪いと思わ

社協側は、テーマ型の考え方を取り入

れることも含めて地域であり、僕らは

れていくという歩み寄りは必要かもし

あり、その制約のなかで動きますので、

そちら側に立って仕事をしています。

れませんね。

一日で地域を全部回れるわけではあり

そこにポッときて「こうしたらいいの

ませんが、社協というのは、良くも悪

に、何でそんなやり方をしているの」

くも時間軸が長いので、何かをするに

といわれれば当然カチンときます。

普段はどのくらいの頻度で地域

岩附

を回っているのですか？
もちろんさまざまな事務作業が

猪俣

も時間はかかるのですけど、１週間、

自信をもって、もっと PR を！
社協は、地域の素晴らしさをき

猪俣

ただそこで、社協の側も、「この地

ちんと伝えるとともに、社協自身も大

１か月、半年、１年のなかで、少しず

域はこういうところで、こういう文化

事な役割を担っているので、
それをもっ

つ歩いて聞いてきたことをつなぎ合わ

があり、これまでこういう積み重ねを

と PR して、地域の人や NPO 等に理解

せて、３年後にそれが形になるような

してきたからこうしている。いきなり

してもらう必要があると思います。

ことも多いです。

一気にそこまではできません。今は

岩附

会議に出るだけではなく、３

そっと見守りながら、機会を見計らっ

ンティアをしたいという人が増えるよ

年後を思い浮かべながら話をしにいく

て提案していきましょう」といったこ

うに思います。

のですね。

とをきちんと説明をしてあげないと、

千川原

当然、もどかしいこともたくさ

感情論だけの喧嘩になってしまいま

と思っています。もっと自信をもって

んあります。本当はこうだと思ってい

す。直接、地域の人と外部の人が向き

PR をしてもらえると、若者にも理解

ても、全然違う後ろ向きの話が通った

合うと、それがまともにぶつかってし

してもらえると思います。例えば、広

りすることもあります。しかし、それ

まうので、両者のことが分かる人間が

報が得意な NPO に社協の広報をお願

も否定せずに一緒につきあっていくな

間に入って両者をつないでいく必要が

いするとか、いろいろな可能性が考え

かで、地域の人たちが自分たちなりに

あります。そのため、社協には地域の

られますよね。

考えたものが出てくるので、安易にこ

視点にどっぷりと漬かりすぎずに、客

坂口

ちらから答えを提示するのではなく、

観的な視点をもっておくことが求めら

市民活動センターは、中間支援組織と

辛抱強く会議や地域のいろいろなとこ

れます。

して誰もが来れるところなので、さま

ろに出向きながら一緒につくっていく

坂口

国際協力系の NGO でも、途上

ざまな方に社協が良い仕事をしている

ことを意識しています。

国に支援に入るときは、一つの地域に

ことを分かっていただくための一つの

10 年単位でかかわりをもち、そのな

突破口になるのではないでしょうか。

千川原

猪俣

タイミングと歩み寄り

私は社協に代わる組織はない

社協のなかでも、ボランティア・

かで、
少しずつ人間関係を培いながら、

災害復興支援などでは、支援

住民の生活向上の努力を見守っていき

者は自分が支援に入っている期間内に

ます。本来、NPO も、そうあるべき

実績をあげたいという心理に陥りがち

なのですけど、どうしてもテーマ型だ

千川原

そうすれば、かかわる人やボラ
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