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【報告】

「新しい公共」と地域ブランドの担い手
─── 信州円卓会議から見えてくるもの

１．「新しい公共」と地域ブランド
行政改革に関する検討のひとつとして内閣
府に「新しい公共」推進会議が平成22年から
スタートした１）。内閣府はこの会議の趣旨を
「官だけでなく、市民、ＮＰＯ、企業などが
積極的に公共的な財・サービスの提供主体と

さらに地域ブランドの担い手創出に影響を与
えうるのかを検討していく４）。

２．国の「新しい公共」事業方針
２.１．設立の経緯
内閣府の資料 ５） によると以下のように設
立の経緯が述べられている。

なり、身近な分野において、共助の精神で活

これからの日本社会の目指すべき方向性

動する「新しい公共」の推進について、「新

や、それを実現させる制度・政策の在り方

しい公共」を支える多様な担い手が検討を行

などについて議論を行うことを目的として、

２）

う場」と説明している 。つまりこの会議の

平成22 年１ 月に「新しい公共」円卓会議

主要なテーマはいかにしてＮＰＯ等が基礎体

が設置された。円卓会議がとりまとめた

力をつけ、行政と協働しながら公共財やサー

「新しい公共」宣言（平成 22 年 ６月４

ビスの提供の一翼を担える存在になるかを検

日）は、「これまで政府が独占してきた領

討することにある。

域を「新しい公共」に開き、そのことで国

一方、公共財としての性質をもつ地域ブラ

民の選択肢を増やすことが必要である。国

ンドを創出するには地域住民の地域への感受

民がその意志を持つとともに、政府が「国

３）

性を高めていくことが求められる （村山

民が決める社会」の構築に向けて具体的な

2011）
。感受性を高めるには地域に対して関

方策をとることを望む」…中略…平成22

心、興味をもつＮＰＯ等の組織の活動を媒介

年11 月26 日に成立した補正予算により、

としながらさまざまな実践を通し地域住民が

新しい公共支援事業の予算として87.5 億

力をつけることが重要になる。そのためには

円が措置された。

行政によるＮＰＯ等への一部資金の支援も不
可欠になってくる。また行政とＮＰＯ等が垂

このように国による「新しい公共」事業が

直的な関係ではなく、協働をおこなえる関係

始まり、国の示すガイドラインにそって都道

になるための枠組み、意識改革も必要になっ

府県が事業を進めていくことになった。

てくる。
したがって「新しい公共」推進会議と地域
ブランドの担い手の創出は密接に関連してい

２.２．国が示す枠組み
国は「新しい公共」とは「官」だけでなく、

ると言える。そこで国の「新しい公共」推進

市民の参加と選択のもとでＮＰＯや企業が公

会議により県に設置された信州円卓会議の具

共的な財・サービスの提案および提供主体に

体的な内容を概観し、それがＮＰＯ等の活動、 なり、医療・福祉、教育、子育て、まちづく
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国の「新しい公共」事業の枠組み

り、学術・文化、環境、雇用、国際協力等の

学識経験者２名、企業・経済団体１名、会計

身近な分野において共助の精神で行う仕組み、

専門家１名、金融専門家１名、労働団体１名、

体制、活動であると定義づけている。

市町村等２名、長野県１名、合計12名である。

さらに「新しい公共」の担い手は地域の諸

ＮＰＯの委員は有力団体がメンバーになって

課題の解決のための社会活動に自発的に参加

おり、特に信州円卓会議座長は全国規模のＮ

する市民、ＮＰＯ、企業等とし、今回の「新

ＰＯネットワーク組織の代表が就いた７）。

しい公共」事業の対象は特定非営利活動法人、

また事務局は長野県県民協働・ＮＰＯ課と

ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、 長野県ＮＰＯセンター（ＮＰＯ中間支援組織、
学校法人、地縁組織、協同組合等の民間非営

民設民営）が共同でおこなっている。事務局

利組織であり、上記の組織・団体等の複数構

にＮＰＯ中間支援組織が入っているのは確認

成で連携、協働する一つの組織・団体も対象

できた範囲では長野県と山形県のみである８）。

になる。民間企業、独立行政法人、個人は対

またより具体的に議論する事業運営委員会も

象にならない。

設置された。

図１

６）

は国と都道府県と地域のＮＰＯ等

の間の交付金の流れと運営委員会の位置を示
している。交付金は全体では87.5億円である。

３.２．「新しい公共」事業の骨格
2011年10月末までに信州円卓会議（公開）

各都道府県にＮＰＯの数等から分配額が決ま

は４回、事業運営委員会（非公開）は７回開

る。長野県には194,000千円交付され、予算

催され「新しい公共」事業の骨格が固まった

の実施期間は平成25年３月31日までである。

（図２）９）。
図２はⅠ：ＮＰＯの活動基盤強化、Ⅱ：Ｎ

３．長野県の取り組み

ＰＯ・行政・企業との協働推進、Ⅲ：県民の

３.１．信州円卓会議
長野県は国のガイドライン

理解促進・地域の協働促進という三つの柱を
５）

に沿って平

成23年４月に信州円卓会議を設置した。

据え、ⅠではＮＰＯの収入基盤強化、人材育
成、ⅡではＮＰＯ、行政、企業との協働を新

信州円卓会議の運営委員はＮＰＯ関連３名、 しい公共の場づくりのための事業等を通して
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ＮＰＯの活動基盤強化

【ＮＰＯの収入基盤強化】
＊ファンドレイジングツールの開発
（ＮＰＯの資金開拓の仕組み）
によるＮＰＯへの寄付促進

＊融資利用の円滑化
・財務会計処理、融資申請等
のスキルアップ
・金融機関との連携強化

【中間支援組織の育成強化】
＊中間支援組織の育成
ＮＰＯ法人等の中間支援
組織立ち上げを支援

【人材育成】
〈機能強化〉

＊ＮＰＯ人材育成事業
（専門講座）
＊ＮＰＯ運営セミナー

・人材（タレント）登録
専門家派遣・コンサルティング
・ＮＰＯ人材応援センター機能
・講座・セミナー受託

＊地域協働
コーディネーター
養成講座

Ⅱ

行政・企業との協働促進

＊「知ろう

＊新しい公共の場
づくりのための
モデル事業

活動しよう
ＮＰＯ講座」

（行政職員向け）

Ｎ
「事業づくり体験会
Ｐ ＊
Ｏ
カフェ・コラボ」
（仮称）
と
行
協働ワークショップ
政

Ｎ
Ｐ 題材
Ｏ
と
企
＊社会イノベーシ
業

＊ＮＰＯと行政、企業の
「協働を進めるための
かんたんガイド」制作
（行政向け、ＮＰＯ向け）

図２

多様な担い手が協働
して地域の課題の解
決に当たる先進的取
組みを支援

Ⅲ

県民の理解促進
・地域の協働促進

＊共創・協働を進める
県民フォーラムの開催
＊「こうすればできる！
協働事例集」制作
＊理解促進用パンフレット
「協働の社会とＮＰＯの
役割」の改訂・活用

ョン推進のため
のモデル事業

＊ＮＰＯ活動情報の発信

「信州エネルギー地産
地消プロジェクト」

長野県ホームページ
「ＮＰＯ・ボランティア情報
コーナー」の充実

長野県の「新しい公共」事業の枠組み

実践の積み上げ、Ⅲでは広く県民に協働を広

ど多くの問題が指摘されたものの、このシス

めていくことを掲げている。

テムは2013年からの運用を目指している。

ⅠのＮＰＯの収入基盤強化の具体案である

ⅠのＮＰＯの活動基盤について中間支援組

ファンドレイジングツール、信州ＮＰＯ基金

織（ＮＰＯのためのＮＰＯ）の強化にも重点

（仮称）の設立が注目点になる。寄付する人

をおいている。ＮＰＯは運営・活動において

が寄付したいＮＰＯや分野にウエブサイトを

自力で多くの課題を解決するのは困難であり、

通して寄付できるシステムを県が開発し、そ

ＮＰＯを支えるＮＰＯがあってこそ健全な運

の運用を信州ＮＰＯ基金（仮称）が行うもの

営・活動がおこなわれるとＮＰＯ関係者から

で、寄付したい人とＮＰＯをウエブサイトで

も、国の基本方針においても指摘されている。

結びつけるこのアイディアは他県にはない画

そのため長野県においてある程度、力のある

期的なものである。その運用の立ち上げ、維

中間支援組織は北信、南信にはあるもののそ

持の難しさや寄付を企業にも広く求める点な

れ以外の地域にはないため、設置を促すこと
43

はＮＰＯや市民等と協働できる力を持たなけ

を目指している。
Ⅱの協働については行政側に協働の意味を

ればならない」という立場をとる人でもある。

把握していない人も多いというＮＰＯからの

また事務局を県とＮＰＯ中間支援組織が共同

指摘もあり、協働推進のための意識・行動改

でおこなっていることは特筆すべきことで、

革を含む施策を進めていくことがポイントに

県とＮＰＯの協働が事務局においてすでに実

なっている。

践されている。

ⅢはⅠ、Ⅱの実践を広く県民に知ってもら

平成15年に長野県はすでに「ＮＰＯと行政

うことで「新しい公共」への理解と参加を促

との協働指針」を策定し、県が実施するＮＰ

すことを目指している。

Ｏとの協働事業は平成22年度には61事業と
なっている。その成果は検証しなければなら

３.３．新しい公共の場づくりのためのモデ
ル事業

ないが、県は「新しい公共」事業以前からＮ
ＰＯ等との協働に力点をおき、「新しい公

「新しい公共」事業を通してＮＰＯに資金
や運営のノウハウを支援し、さらにＮＰＯ、

共」事業へも積極的にかかわる姿勢をみせて
いる。

行政、企業が協働をおこないながら、その経

また信州円卓会議の座長はＮＰＯの活動家

験を蓄積しお互いがパートナーとして認め合

で、「新しい公共」を社会的システムとして

い成長するためのモデル事業が公募され、

形成したいと願い12）、ＮＰＯの抱える課題、

2011年10月末に事業が決定した。

行政との協働の必要性を熟知している人物が

応募は27件あり、事業提案者は市町村から
は13、協議体からは14であった。信州円卓会

就任している。委員の顔ぶれをみると、県の
意気込みが垣間見える。

議によって採択されたのは８事業であり（市

事務局の一翼を担うＮＰＯ中間支援組織は

町村：信濃町、栄村、上田市、小布施町、協

もともと「ＮＰＯ夢バンク」という中間支援

議体等：自然エネルギー信州ネット、しあわ

組織では全国で２つしかないＮＰＯのための

せ農村プロジェクト推進協議会、高山村ソル

資金調達システムを持ち、その経験等から

ガム活用推進協議会、東御の子どもの元気な

ファンドレイジングツール、信州ＮＰＯ基金

育ちを支えるネットワーク）、補助要望総額

（仮称）設立という収入基盤の確保への新し

は約3500万円である 。

い試みを打ち出している。一般の銀行がＮＰ

10）

Ｏへ貸付を徐々におこなうようになってきた
３.４．
「新しい公共」事業・長野県の特徴

とはいえ、まだまだＮＰＯは資金不足に悩ま

47都道府県の「新しい公共」事業の運営委

されている。ファンドレイジングツール、信

員を参照すると知事本人が運営委員になって

州ＮＰＯ基金（仮称）のシステム開発、運用

11）

いるのは長野県だけである 。

が軌道に乗るかは重要な点と思われる。

現知事は田中元知事時代の副知事であり、

ＮＰＯの法的環境は1998年のＮＰＯ法施行

当時からＮＰＯとの協働を掲げている。「県

（ＮＰＯの法人化）、2011年のＮＰＯ法改正

が怖がるようなＮＰＯが育ってほしい」とい

（寄付税制の優遇拡大）があり、それらはＮ

う表現を折に触れて使うことからも「新しい

ＰＯにとって大きな契機となっている。では

公共」事業への意気込みはあると言える。事

「新しい公共」事業はどうなるであろうか。

務局の県民協働・ＮＰＯ課の課長は「公務員

この事業はＮＰＯの大きな課題である資金難、

44
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人材育成をまさに対象とした支援である。し

明らかになるにつれ政治の流れは新自由主義

たがって抱える課題に対してどれだけ有効に

的なものに移行し、国が大きな財政負担を引

作用するかがポイントになってくる。

き受けることはすでに不可能であり、行政減

ここまでみてきた長野県の「新しい公共」
事業への取り組みはＮＰＯ関係者を巻き込み

量をせざるを得ない状況になってきている
（宮崎

2009）。

ながら前向きにおこなわれている。長野県以

国は小さな政府に舵をきったのであり、可

外の「新しい公共」事業への取り組みは公開

能なものから「官から民への移管」を進めた

されている資料だけでは何とも言えないが、

いという流れになってきている。

都道府県によって温度差があることはうかが

文献検索をすると90年代後半から行政側か

い知ることができる。したがって長野県の積

ら「新しい公共」という言葉が出始め、2000

極的な事業への取り組みを活かすために、県

年代になると一気にその数を増加させている。

と自治体とＮＰＯが試行錯誤をしながら確実

以上のように公共性に関する社会全体のさ

に協働を進めていくことが求められる。

まざまな動きの中で国が「新しい公共」と定
義するＮＰＯ等との協働を打ち出すことは自

４．「新しい公共」の出現

然の流れであることがわかる。

４.１．公共性との関連
国はなぜ「新しい公共」を掲げるのだろう
か。
「公共」より広い意味を含意すると思わ

４.２．「新しい公共」の課題
国の立場からすれば「新しい公共」は出る

れる「公共性」という言葉からみていきたい。 べくして出てきたものだとすれば、ＮＰＯ等
公共性という言葉はかつて道路、交通、湾岸

のボランタリーな集団にとってはこの動きを

等と共に用いられ、国が行う事業の優位性を

前向きに受け止め、人々がさまざまな公共財

表わす言葉であった。しかし90年代ごろから

やサービスを柔軟に提供あるいは享受できる

国が公共性を独占する事態への批判的認識が

ようにしていくことが重要である。しかし公

拡がりをみせた。具体的には公共事業の公益

共財やサービスの提供が複数の担い手になっ

性とは官僚の組織防衛であり、政治家による

た場合の責任の所在など重要な課題は残され

集票のための利益誘導ではないかという疑念

ている。

である。そのような中で公共性はさまざまな

今までＮＰＯは経済基盤が脆弱であるため、

立場からさまざまな内容を持つ言葉として用

行政からの助成金を頼りにせざるを得ず、Ｎ

いられるように変容してきた（斉藤

ＰＯの独自性が損なわれる傾向があった。

2000）。

また2000年頃からは公共哲学等の領域で公共

「新しい公共」事業がＮＰＯの助成金頼みの

性に関連する書籍出版が相次ぎ、公共性の意

延長線上にならないことも課題と言え、自律

味や内容を問う理論的な議論も活発化してい

的な資金の継続性をどう作るのかが試される。

13）

る 。

また行政とＮＰＯの協働とはどういうこと

さらに阪神淡路大震災以降、ＮＰＯ、ＮＧ

なのか。そのイメージがまだ行政側にもＮＰ

Ｏ等の支援活動は公共性の担い手が国、県、

Ｏ側もつかめていないと思われる。公と私と

自治体とは限らないことを多くの人々に示す

いうスタンスの違いをどのように調整するの

ことにもなった。

か、行政の関与が上位から下位への権力的な

一方、90年代バブル期以降、国の財政難が

介入に陥らないかなど、協働が持つ課題は重
45

協働になるのかによって、方向性は大きく変

層的である。
さらに「新しい公共」とはＮＰＯ等との協

化していくだろう。これから本格的に動き出

働である、という国の示す定義の固定化への

す「新しい公共」事業に引き続き注目をして

懸念がある。先に述べた「公共性」が多様な

いきたい。

内容をあらわしていると同様に「公共」とい
う言葉もいろいろな意味が含意されている。
「公共」あるいは「公共性」は時代や状況の
中でその意味が常に問い直される性質のもの
であり、担い手に関する議論だけにとどまる
ものではない。どのように公共性を創りだし
ていくのかという開かれた問いとして議論を
続けることが必要である。

５．地域ブランドの担い手
では「新しい公共」事業は地域ブランドの
担い手に影響を及ぼすであろうか。今までの
地縁組織を中心にした地域活動は世代によっ
て参加の程度が異なり、若い世代はあまり参
加せず、中年世代は子育て期であるため、あ
る程度は参加し、高齢者は積極的に参加する
というライフステージに沿った活動になって
いる。そのため従来の地域活動への参加を促
すだけではなく、地域活動をどのように再構
築していくのかという根本的な議論が必要で
あり（渡邊

2007）
、議論の担い手のひとつ

がＮＰＯをはじめとする地域に関心をもつ集
団であるといえる。その集団の活動に「新し
い公共」事業のさまざまな取り組みが影響を
及ぼしうるだけの力を持ち得るならば、地域
への感受性を高めることにつながるだろう。
したがってＮＰＯ等への支援を行う「新し
い公共」事業を長野県が積極的に進めようと
していることは地域ブランドの担い手を育て
る可能性をもっている。しかし事業のプロセ
スが従来通りの行政による垂直的な力の介入
になるのか、あるいは多様な人々を巻き込む

【注】
１） 行政改革に関してその他に行政刷新会議、地域主
権戦略会議、国家戦略室がある。
２） 内閣府「新しい公共推進会議」（http://www5.cao.
go.jp/npc/suishin.html）を参照。
３） 村山は地域価値を発掘するためには当たり前のも
のを新鮮な目で見直すことが必要であり、地域住民
の感受性を高めることが重要と指摘。
４） 本報告は「新しい公共」事業に関する内閣府と47
都道府県のホームページの閲覧、信州円卓会議の傍
聴、ＮＰＯ関係者へのインタビューを通して作成し
た。
５） 内閣府・新しい公共支援事業の実施に関するガイ
ドラインを参照。
６） 内閣府・新しい公共支援事業Ｑ＆Ａより転記。
７） 委員名簿は長野県民協働・ＮＰＯ課のホームペー
ジで確認できる。
８） 47都道府県すべてのホームページに事務局担当が
掲載されているわけではなく確認できた範囲である。
９） 長野県第４回信州円卓会議資料より転記。
10） モデル事業の詳しい内容は長野県ホームページＮ
ＰＯ・ボランティア情報コーナー参照。
11） 47都道府県のホームページから委員の所属を調べ
た。委員の所属がわからない都道府県も４つあった
ためすべては把握できていない。内閣府の委員選出
のガイドラインにあるマスコミ、雑誌等編集者、著
作者と一般市民は長野県では任命されていない。他
の都道府県の委員構成については若干の違いはある
ものの概ね内閣府の方針に沿って構成されている。
12） 本人ブログより。
13） 著作では2001年から東京大学出版会『公共哲学』
シリーズを皮切りに、最近ではマイケル・サンデル，
2011『公共哲学』ちくま学芸文庫などがある。
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