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はじめに

　行政をめぐる構造変化の方向性として，地方分権，ニュー・パブリック・

マネジメント（N　PM）と並んで，注目される概念にガバナンスがある。

　ガバナンスの考え方は社会問題を行政や市場による活動だけで解決してい

くのは困難であり，市民の役割や，市民セクターが組織するN　P　Oが行政セ

クターや市場セクターと連携しながら問題を解決していくことが必要だとい

うものであり，近年世界的に関心を集めている。（Brikerho丘，2002，p4－5）

　わが国では98年に特定非営利活動促進法が制定され，N　P　Oが法的に社会

システムの一つとして位置づけられて以降，各自治体でも市民活動支援条例

の制定や市民活動サポートセンターの設置が行われたり，N　P　Oへの事業委

託などの事例も増加している。

　まさに自治体にとって，N　P　Oとの協働は重要な政策課題となっているが，

一方自治体がN　P　Oをはじめ市民セクターと，どのように協働関係を構築し

ようとするのか，どのような支援を行うべきか等についてはまだ手探りの状

況であると言える。

　本稿は，「自治体とNPOの協働のあり方」をテーマに，①自治体とNP

Oとの協働の必要性，②協働のパターン，③自治体のN　P　Oに対する支援の

あり方，④自治体・NPOの協働に対する市民の関わり方，について考察す

るが，とくに公的資金を通じた協働に着目して，米国自治体での事例などを

参考にしながら協働のあり方について論じたい。
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第1部　わが国における自治体とN　P　Oとの協働

　　1　N　P　O発展の経緯と現状

　　（1）N　P　Oの定義

　　（2）：N　P　Oが注目される背景

　　（3）N　P　Oの現状

　　2　自治体とN　P　Oの協働

　　（1）なぜ協働か

　　（2）自治体とN　P　Oの協働形態

　　（3）協働・支援を標榜する自治体の増加

　　（4〉自治体によるアウトソーシングの形態，補助と委託

　　（5）協働，とくに業務委託をめぐる現状と間題点

　　（6）自治体のN　P　Oとの協働政策

　　（7）まとめ・新たな課題設定

第2部　米国・ベイエリアにおける自治体とN　P　Oの協働

　　1　米国のCDB　Gプログラム（コミュニティ開発包括補助金制度）の

　　　概要

　　2　自治体・N　P　O協働の事例～C　D　B　G配分・評価過程を中心に～

　　（1）市議会が申請者に直接ヒアリングを行うタイプ（アラメダ市）

　　（2）行政担当者の役割・リーダーシップが大きいタイプ（コントラコ

　　　　スタ郡）

　　（3）配分プロセスを自治体内で分権化しているタイプ（オークランド

　　　　市）

　　（4）申請者の評価基準を明確化しているタイプ（サンフランシスコ市）

　　（5）NP　O法人の事例1（アカウンタビリティの要請と対応　　ニュー

　　　　コネクションズー）

　　（6〉N　P　O法人の事例2（財源の多様化が課題　　インデペンデン

　　　　ト・リビング・リソースー）

　　3　おわりに
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自治体の協働政策に関する一考察

第1部　わが国における自治体とN　P　Oとの協働

1　N　P　O発展の経緯と現状

　わが国においてN　P　Oは新たな公共の担い手として注目され，認証された

N　P　O法人数も増加傾向にある。

　自治体とN　P　Oの協働についての考察に先立ち，まずN　P　Oについて，注

目される背景や現状等について概観する。

（1）N　P　Oの定義

　N　P　Oは，Nonpr面t　Organizationつまり政府・行政をのぞいた「非営利セ

クター」として活動する民間非営利組織を意味する。N　P　Oは世界的に注目

されているが，もともと米国の社会システムから発展してきた組織概念であ

るとされる。

　米国では歴史的に民間非営利組織が公共サービスの多くを提供してきた。

特に1960年代以降は黒人解放運動や公民権運動，フェミニズム運動などが展

開する過程で，行政は公共サービスを直接供給するのではなく，N　P　Oを通

じて多様な社会二一ズに応える方向を選択するようになった。

　このような米国社会の歴史や社会システムに根ざしたN　P　Oがわが国でも

注目されている背景は次のようなものである。

（2）N　P　Oが注目される背景

　公共の担い手は主に行政であり，また一部，行政との協働のもとでの民間

企業であるとされてきたが，近年の公共的課題についてはこれまでの図式で

は対応困難になっている。

　公共を担う能力について量的なものと質的なものに分けてみると，行政の

能力を量的な面から把握したものがある意味では財政であるが，今や財政は

国・地方自治体ともに危機的な状況であり，増大しつつある公共二一ズにつ

いて行政だけで対応することは困難になってきている。「あれもこれも」型

から「あれかこれか」の選択型への転換が喫緊の課題であり，そのため行財

政改革の実施や行政評価の導入等が行われ始めている。（※1）
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　そのような量的な・財政的な面での限界というだけではなく，それ以上に

注目されることとして公共的な課題の質が大きく変化しつつあるということ

である。

　住民の価値観は変化・多様化，そして高度化してきており，それに伴って

公共的課題として捉えられる領域も拡大したり，多様化・複雑化するにつれ，

これを解決していくためには，平等・公正・中立・安定性を行動原理とする

「行政」や利潤追求による効率性を行動原理とする「民間企業」だけでは対

応できなくなっているのではないか，ということである。（仙台，1999，p29）

　行政の限界について強く認識される切っ掛けになったのが95年の阪神・

淡路大震災であった。このときに自治会・町内会やボランティア・N　P　Oが

救援・復興活動に大きく貢献したことが注目されたのである。次の表1は日

本火災学会が，大震災で一旦瓦礫の下敷きになったが結局助かった人たち約

3万人に対してアンケートをしたものであるが，この結果は，行政の無力さ

を象徴するとともに，市民活動，さらには協働（コラボレーション）の重要

性を認識させるものである。

表1　阪神・淡路大震災で瓦礫の下敷きになった人がどのように救出されたか

区　分 自力で脱出 家族が救出 地域住民 公助（消防警察等） その他

構成比 34．9％ 31．9％ 28．1％ 1．7％ 3．4％

　　　　　　　　　出典＝日本火災学会が被災者約3万人を対象に行ったアンケート調査

　その後，ボランティア・N　P　Oなど市民活動が市民権を得て，98年には

特定非営利活動促進法（通称N　P　O法）が制定・施行され，新たな公共の担

い手として注目されるようになった。

　以後自治体にとってN　P　Oとの協働は重要な政策課題と捉えられるように

なりつつある。

（3）N　P　Oの現状

①NPO法人の認証件数

　わが国におけるNP　O法人の認証件数は，98年に認証が始まって，04年11

月末現在で19，523件を数える。米国では税法で寄付控除の認められるN　P　O

数が114万団体（96年現在〉あるとされることと比較すると，まだかなり少
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自治体の協働政策に関する一考察

ない水準であるが，表2のとおり増加傾向にあることがわかる。

（単位；件数）認証年別法人数の推移表2

認　証　年 1999 2000 2001 2002 2003 2004（11月末迄）

法人数累計 1，108 2，999 5，461 9ラ119 14，555 19，523

出典：内閣府ホームページ

　認証法人数を地域別にみたのが表3である。人口10万人あたりの認証法人

数をみると地域でバラツキがあり，首都圏が高く，総じて都市圏と地方圏で

差が大きいのがわかる。因みに鹿児島県は，都道府県中もっとも低い。

（人口10万人当たり）地域別認証N　P　O法人数表3

地域区分 北海道 東　北 首都圏 関　西 四　国 九州iうち鹿鵬県 全　国

法人魏10万人 13．0 10．9 18．8 15．7 11．3 11．8　　　　8．5 15．3

1）法人数は，内閣府資料による2004年11月末現在のもの，人口は2002年10月1日現在
2）「東北」は青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県を，「首都圏」は東京都，埼玉県，千

　葉県，神奈川県を，「関西」は京都府，大阪府，兵庫県を集計した。

医全国の6割近くの法人が「保健

　②活動分野別認証件数

　また，活動分野別にみると（表4）

表4　活動分野別NPO法人数

分　　　　野　　　　別 鹿児島県 全　国
割合（b〉

特化係数
（a）／（b）法人数 割合（a）

①保健，医療，福祉の増進 96 62．3％ 56．9％ 1．09

②社会教育の推進 45 29．2 47．1 0．62

③まちづくりの推進 46 29．9 39．6 0．76

④学術，文化，芸術，スポーッの振興 31 20．1 31．3 0．64

⑤環境の保全 34 22．1 29．1 0．76

⑥災害救援活動 4 2．6 6．7 0．39

⑦地域安全活動 3 1．9 8．9 0．21

⑧人権の擁護，平和の推進 15 9．7 15．5 0．63

⑨国際協力活動 15 9．7 22．4 0．43

⑩男女共同参画社会の形成 10 6．5 9．2 0．71

⑪子どもの健全育成 49 31．8 38．7 0．82

⑫情報化社会の発展 6 3．9 5．1 0．76

⑬科学技術の振興 1 0．6 2．5 0．24

⑭経済活動の活性化 7 4．5 6．6 0．68

⑮職業能力開発，雇用能力拡充支援 11 7．1 7．6 0．93

⑯消費者の保護 5 3．2 2．8 1．14

⑰上言己活動を行う団体の運営・活動の援助 31 20．1 42．8 0．47

1）鹿児島県環境生活部資料及び内閣府資料に筆者が加筆（鹿児島県は04年12月15日現在，全
　国は04年11月30日現在）
2）分野は複数回答可であり，分野別法人数の合計は認証法人数を上回る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　一31一



療・福祉」を活動分野に掲げているが，介護保険の事業者としてN　P　O法人

も参入可能になったことが大きな要因として考えられる。

　地方圏に属する例としての鹿児島県と全国平均とを比較してみると，「保

健・医療・福祉」の分野では，鹿児島県が全国平均を上回っているものの，

社会教育，まちづくり，環境の保全などの活動分野や，N　P　O活動を支援す

る中問支援活動などはかなり下回っていることがわかる。

　以上のことから，わが国におけるN　P　Oの活動は，地方圏より都市圏が活

発であり，また，その活動分野も都市圏が幅広いことがうかがわれる。

　従って，自治体とN　P　Oの協働を進めていくに当たっての環境は，地域に

よっても大きな差があることについて留意されなければならないと思われる。

③財政規模別NPO法人数

　財政規模別に見たの表5であるが，500万円未満の小規模法人が全体の約

6割と圧倒的に多い。また500万円以上1，000万円未満が1割強となっており，

1，000万円未満で75％を占めている。

　なお，鹿児島市が03年度に行った「市民活動に関する実態調査結果」によ

ると，市内のNPO法人中約9割が500万円未満になっている。

表5　財政規模別NPO法人数割合

区　分 500万円未満 500・1000万円未満 100匹3000万円未満 蹴5㎜万円未満5㎝万4億円未満 1億円以上

法人数割合 61．9％ 13．3％ 16．1％ 4．1％ 3．2％ 1．5％

　　　　　　　　　　　　出典：「N　P　O法人分析（2004年度）」（日本N　P　Oセンター）

④財源内訳

　収入の内訳は，会費・賛助会費が約11％，寄付金・協賛金が約17％，自主

事業収入が約31％，行政の委託事業が約11％となっている。

（独立行政法人経済産業研究所『2003年N　P　O法人活動実態調査の概要』2003年9月）

　以上見てきたように，N　P　Oは認証法人数の推移からも増加基調にあるが，

総じて規模は小さく財政基盤が弱いこと，地域的に偏りがあることなどが特

徴である。
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自治体の協働政策に関する一考察

2　自治体とN　P　Oの協働

（1）なぜ協働か

　まず公共サービスに携わる主体として，行政，民間企業，N　P　Oの特性を

表6に整理してみる。

　「行政」，つまり国や自治体は公共間題を解決する中心的なプレイヤーであ

るが，国民・住民が納めた税金で公共サービスを提供する性格上，各種の制

約がある。

　使い方にはルール・手続がある。1つには法律や条例など法令に従わなけ

ればならないということ。2つには議会で議決された予算に従って動くとい

うこと。それによって平等・公平・中立性などを担保していこうとするもの

である。

　しかしそのような手続重視が，裏を返せば行政の弱点でもある。つまり，

迅速性に欠ける，柔軟性に欠ける，重点化できない，などである。

　次に「民間企業」はわが国のGDPのかなりの割合を担っている最大のサー

ビス供給者であるが，その行動原理は市場メカニズムによる効率性・利潤追

求である。

　このようなことから非営利部門には参入しないわけであるし，また効率性

を追求するあまり公共性と乖離することも起こりうる。（仙台，1999，p29）

　そして「NP　O」である。N　P　Oの持つ特性として多様性，個性，創造性，

先駆性などがある。

　行政や民間企業，特に行政の不得意分野が得意分野ということである。

表6　地域セクターごとの特性

区　分 行動原理（価値観） 長　　　　所 短　　　　所

行　　政
手続重視（法令，予算），

多数の合意
平等・公正・安定・中立

前例主義・法規万能主
義

民間企業 競争原理・利潤極大化 効率性 利潤優先

N　P　O
ミッション達成・問題
解決志向

多様性・個性・創造性・

先駆性
経営基盤脆弱

仙台N　P　O研究会編「公務員のためのN　P　O読本」の資料に筆者が加筆

逆にNP　Oのウイークポイントは，財政基盤やマンパワーなど規模的に限
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界があることやミッションや活動内容があまり知られていないこと，持続可

能性という点で疑問があることなどがある。

　このように，行政，民間企業，N　P　Oはそれぞれ得意・不得意分野を持っ

ており，相互補完の可能性があることがわかる。

　三者の中でも，公共分野に関わるという意味ではN　P　Oと行政の協働・コ

ラボレーションは欠かせないと考えられる。

（2）自治体とN　P　Oの協働形態

　自治体とN　P　Oの協働を定義すると「両者の特性を生かしつつ課題解決の

ために力を合わせること」（早瀬等，2004，p22）である。

具体的な協働形態には，①活性化策でNPOを後押しする，②自治体が担っ

てきた事業をNPOに任せる，③自治体の施策を協働で策定する，などがあ

る。（早瀬等，2004，p22－23〉次のとおり具体的に列挙する。

①活性化によるNPOの後押し

　　補助金の交付，活動支援のための基金造成など

　・　事務所スペース，事務機材など公共施設の提供

　・　市民に対する啓発活動やインターネットによる検索システムの構築

　　など市民活動を進める際のネックを除去する施策　など

②自治体が担ってきた事業のNPOへの委託

　　公共施設の管理

　　　イベントの開催

　・　研修会等による市民啓発

　・　各種調査　など

③自治体の施策の協働による策定

　　市民活動の創造性が生かせるように委託事業の企画提案の公募

　・　中間支援団体による協働事業の調整

　・　行政施策の立案過程へのN　P　Oの参画　など

（3）協働・支援を標榜する自治体の増加
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自治体の協働政策に関する一考察

　新たな重点政策としてN　P　Oとの協働やN　P　Oへの支援を打ち出す自治体

が増加している。

　経済企画庁（現内閣府）が99年に行った自治体のN　P　O支援に関する調査

結果によると，多い方から，①情報・意見交換の機会の提供，②補助金によ

る援助，③研修会等によるリーダーの育成等，④場所や物品の提供，の順に

なっている。

　また，日本NPOセンターが行った都道府県レベルでのNPO関連施策の

調査結果によると，02年11月末現在でボランティア活動や市民活動の支援条

例等を制定しているのが岩手県など14道県，市民活動のサポートセンターを

設置しているのが神奈川県など33都道府県になっている。

　また，特に協働の視点では，東京都と大阪府が協働推進のための指針を作

成している。

　以上のようなN　P　O支援のための条例や協働の指針づくり，サポートセン

ターの設置は今後とも増加が予想される。

　また，自治体からNP　Oへのアウトソーシングである補助や事業委託など

も増えていく傾向にある。（シーズ，2001，p1）

　本稿では「協働のあり方」をテーマとしているが，中でも特にN　P　Oへの

補助・事業委託に着目することから，次の（4）において補助・委託の枠組

み等について概観する。

（4）自治体によるアウトソーシングの形態，補助と委託

　政府・自治体が様々な形で民間セクターに財・サービスの提供を委ねてい

く形態が進展している。

　公共セクターがその業務をアウトソーシング（外部化）する場合の形態と

しては，単なる事務の委託という狭義の概念だけではなく，補助，融資，投

資，P　F　I，保険，バウチャー，減免税などまで含めて考える必要がある。

　また委託という形式をとりながら，現実には補助に近い形態のものも存在

する。N　P　Oに対しては支援の一環としての委託が行われることもあり得る。

（金川，2002，p25－26）

　アウトソーシングに関して，相手方，選定方法，内容等について表7のと
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おり類型化する。

表7　政府からのアウトソーシングの類型

主　体 相　手方 内　容 ね　ら　い 手　法 相手方の選定方法

・中央政府 ・公共系民法法人 ・権力的行為 ・専門性の確保 ・補助 ・入札
自治体 ・第三セクター ・サービス コストの低減 ・委託 コンペ

・純民法法人 ・調査，企画 ・経済波及効果 ・融資 ・随意契約

・公益法人（特別法） ・施設管理， ・社会的効果 ・投資 ・利用者の選択

N　P　O 運営 ・保険 ・法律による規定

・地縁型組織 ・バウチヤー

・行政協力員 ・P　F　l

・ボランティア ・税の優遇

出典：金川幸司『自治体とN　P　Oの協働に関する一考察』（社会環境学部開設記念論集，2002）

　自治体のアウトソーシングについては，財政面から見ると補助と委託に大

別することができる。

　補助は，地方自治法232条の2に「寄附または補助」として規定されてお

り，公益上必要があると認められるときは行うことができる。寄附・補助は

地方自治体が特定の事業を促進・助成するために，相当の反対給付を受ける

ことなく，その事業主体に対して金銭等を交付することであり，奨励金，助

成金，交付金，給付金などとも呼ばれる。また産業振興目的で使われること

が多い債務保証，低利融資，利子補給，租税の特別措置なども広義には補助

と捉えられる。（阿部，1997，p341）

　間題は公益の範囲であるが，これについては相手方のN　P　Oに先駆性，開

拓性，補完性が存在するなど行政施策として誘導するだけの合理性が求めら

れる。公益性に関しては種々の行政実例や判例があるものの，結局は議会を

通じた市民の同意があればかなり広い範囲で支出できることになると考えら

れる◎（確井，1995，p277）

　一方委託は，地方自治法234条に根拠を持つ契約であって，本来行政が取

り組むべき事業を専門性や効率性の視点から外部に委託するものであり，事

業の成果は委託元である行政に帰属する。委託においては補助とは異なり，

相手を支援，育成するということではなく，あくまで本来行政が行うべき事

業を遂行する能力があることが前提となる。（金川，2002，p27）

　従来，行政施設の設置管理に関しては，委託の相手方が自治体が出資して
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自治体の協働政策に関する一考察

いる法人か公共的団体でなければならないという制約があったが（旧地方自

治法244条の2第3項），03年の地方自治法改正で指定管理者制度が位置づけ

られ，N　P　Oや営利法人への委託が可能になった。

（5）協働，とくに業務委託をめぐる現状と問題点

　業務委託については，先述の99年に経済企画庁が行った調査では，全体の

48％の自治体がN　P　Oへの委託があると回答しており，また今後2割強の自

治体がN　P　Oへの委託を増やす意向を持っている。

　また，シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会が2000年に実施した調査

によると，NP　O法人が第1に困っていることは継続的に活動するための十

分な収入の見込みがないというもので，ほぼ5割のNPO法人がそのように

答えており，財源の間題が大きな課題であることがわかる。

　利潤追求を目的とする営利企業とは異なり，公共サービスの一端を担おう

とするN　P　Oにとって安定的な財源確保は最も苦慮する点であると考えられ，

また自治体も財政的に苦しいなか，定型的な事業を中心になるべくアウトソー

シングして節約したいという考えもあり，業務委託面での連携は進みやすい

と考えられる。

　ただし業務委託には次のとおりいくつかの課題もある。（シーズ，2001，

P2－5）

①パートナーの不在

　1の（3）で見たように，わが国ではNPO法人数は増加傾向にあるもの

の地域的な偏在があり，地方圏では数の少なさのみならず活動分野も限定的

であった。

　先述の経済企画庁が行った調査で，「N　P　Oへの業務委託をする上での課

題」という質問に対して，委託する相手となるN　P　Oがなかなか見つからな

い（36％）が最も多く，以下，N　P　Oの活動実績や内容がわかりにくい（24

％），N　P　Oとの調整に間題がある（21％），委託の効果が測りにくい（18％），

の順になっている。

　また，同じ調査で，「所管地域のN　P　Oの現状把握をしているか」との問
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いに対しては，「実態は把握していない」（26％）が最も多く，「登録団体の

みの把握」，「分野によっては把握している団体もある」，「今後調査予定」を

合わせると全体の77％になり，多くの自治体が地域のNP　Oの現状を把握し

ていない状況にあった。

　以上のように，自治体にとっての協働のパートナーの不在や現状把握の不

足などが見られ，その結果として協働がなかなか進まない，あるいは自治体

が一部のよく知ったN　P　Oのみとの協働を進める，となる傾向がある。

②協働するルールの曖昧さ

　新しい公共管理論（NPM）や財政危機を受けた行財政改革の動きとも呼

応して，業務委託が自治体の多くの部局に広がりつつある。つまり公共サー

ビスの効率性を高めるとともに，新しい地域二一ズに対応したサービスを提

供していきたいということである。

　このような時代背景が，自治体の新しい業務をN　P　Oに委託するという傾

向を強めている。

　ただし委託事業となれば，自治体は委託者となり，N　P　Oは受託者である。

受託するN　P　Oの専門性や発信力が弱いと，行政の下請けになる危険性があ

り，独立性や対等性をいかに担保していくかというのが協働の現場での課題

になっている。（早瀬等，2004，p27）

　先述した経済企画庁の調査によると，N　P　Oへの委託について何らかの基

準を作っている自治体は5％しかなく，殆どの自治体は公式の基準を持って

いない。（金川，2002，P27）

③NPOの評価の問題
　N　P　Oに対する理解が不足する中で，委託事業や補助金交付の方向が打ち

出されるので，N　P　Oを選別するためにいきおい評価に議論が進み，N　P　O

の多元性を否定する危険性もある。

　また，業務委託に限らず，施策・事務事業等を評価するッールとして行政

評価制度が全国の自治体で広く導入されつつあるが，住民の声が反映される

仕組みの不十分さ，評価基準と成果指標作りの困難さなどから，まだ試行錯
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自治体の協働政策に関する一考察

誤の段階であり（松田，2003，P142－143），Plan－Do－Seeのマネジメントサイ

クルとして定着するまでには至っていない。

④NPOの財政基盤の脆弱さ

　N　P　O法人になっても社会的基盤が作れずに，行政の委託事業に基盤を見

いだそうとする法人も多い。

　先述のシーズ＝市民活動を支える制度をつくる会が2000年に実施した調査

によると，N　P　O法人が第1に困っていることは継続的に活動するための十

分な収入の見込みがないというもので，ほぼ5割のNPO法人がそのように

答えており，財源の間題が大きな課題であることがわかる。委託事業への依

存傾向は，自らを行政の補完と位置づけ，行政との上下関係になる危険性が

ある。（シーズ，2001，P5）

　⑤NPOの市民代表性

　N　P　Oであることがイコール市民二一ズを反映していることであったり，

市民の代表であることにはならない。

　寄付者や会員の存在は，財政的に支えるだけではなく，寄付や入会等の行

為を通じて，社会的な課題解決に関心を持つ人を育て，強化することになる

し，専門家等の協力が欠かせないのは，それぞれの専門家や機関が持つ能力

を課題解決のための社会的ネットワークにつなげることによって，そうした

能力をさらに有意義なものにできるからである。

　こうした民一民関係を強化することが，多くのNPOに求められており，

N　P　Oはこのような視点から自らの力量をチェックする必要がある。（松原，

2004，P39）

（6）自治体のN　P　Oとの協働政策

　以上みたように自治体とN　P　Oの協働，特にN　P　Oへの委託や補助につい

ては，明確な指針やプロセスが存在しないことなど多くの問題点を抱えてい

るが，以下いくつか示唆に富む先進事例を紹介したい。

　なお米国においては，NP　Oに対する公的資金の提供が一定のルールのも
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と広範に行われており，特に連邦政府が所管するCDBGプログラム（コミュ

ニティ開発包括補助金）は，まちづくりや雇用開発，貧困者や移民などへの

サービス提供の分野で，地域のN　P　Oの発展を大きく支えてきているが，こ

のプログラムについては第2部で詳述したい。

　①協働の指針づくり（横浜市）

　自治体とN　P　Oとの協働に当たって，ルールを決めておくことが重要であ

るが，横浜市では99年3月に全国に先駆けて「市民活動との協働に関する基

本方針（横浜コード）」を策定した。これによると，協働の原則として6項

目を示して尊重すべきであるとしている。抽象的な感は否めないものの，協

働の原則を示す先発事例として，他の自治体に大きな影響を与えている。概

要は次のとおりである。

（ア）目　的

　　市民活動と横浜市が協働して公共的課題の解決に当たるため，協働を築

　く上での基本的な事項を定め，公益の増進に寄与すること。

（イ）協働の原則

　　市民活動と行政が協働するに当たっては，次の6つの原則を尊重して進

　める。

　〈1〉対等の原則，〈2＞自主性尊重の原則，＜3＞自立化の原則，〈4＞

　相互理解の原則，〈5＞目的共有の原則，〈6〉公開の原則

（ウ〉協働の方法

　　協働の6原則を基本に，次の方法によって行政は市民活動との協働を進

　めるQ

　〈1＞補助・助成，〈2〉共催，〈3＞委託，＜4＞公の財産の使用，〈5＞

　後援，〈6＞情報交換・コーディネート

（エ）公金支出等における必要要件

　　公金を支出する場合や公の財産を使用する場合については，〈1＞社会

　的公共性があること，く2＞情報を公開すること，〈3＞公費濫用を防止

　すること，を必要要件とする。

（オ）第三者機関の設置
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「横浜コード」の維持・調整のため第三者機関を行政が設置する。

　②NPO協働マニュアル策定（大阪府）

　大阪府は01年9月に「N　P　Oとの協働を進めるためのガイドライン」を策

定した。その中で協働の意義を府民参加の促進，行政サービスの向上と行政

のスリム化，としている。

　また，ガイドラインと同時期にN　P　Oとの協働に際しての留意事項や基準

を示した「N　P　O協働マニュアル」を策定している。

　マニュアルでは協働事業における留意点として，目的の明確化，情報公開，

多様なNPOの参画と競争原理の導入を挙げ，協働の具体的手法として，

〈1＞企画・計画立案への参画，〈2〉委託，〈3〉補助，〈4＞共催・後援，

を挙げている。さら単独で行わなかった理由，相手方の選定理由，目的の達

成，府民の満足度の向上，など協働の成果を事後評価する必要を示している。

　特に委託に関しては，行政の各部局が抱える課題を解決するためNPOに

企画案の提示を求め，公開審査を経て委託先を決定していくという提案公募

型事業を中心に据え，積極的に実践していこうとしている。（金川，2002，

P29）

③NPO活動に対する資金助成（杉並区）

　活動資金助成の事例として，杉並区N　P　O活動資金助成制度がある。

　杉並区は，02年3月に制定の「杉並区N　P　O・ボランテイア活動の推進に

関する条例」で区の支援策を定めているが，その一環としてN　P　O支援基金

を設置した。

　これは区が，区民，団体及び事業者からの寄付金を支援基金に積み立て，

あらかじめ区に登録したN　P　O法人からの申請に基づき，区民の参加する

「杉並区N　P　O等推進協議会」の審査を経て，基金からN　P　O活動に必要な

資金を助成するものである。（審査基準，表8）

　寄付を行うに当たっては，登録団体の中から寄付金の活用先を希望するこ

とができる。

　また，寄付金については，形式的には区に対する寄付となるため所得税及
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び法人税の控除対象となっている。

　この助成は寄付金を原資として助成する制度であることから，寄付が一定

程度集まった時点で助成内容を決定する。募集回数は年1～3回程度。

　04年12月現在の登録N　P　O法人数は48団体，補助実績は03年1月～9月の

実績で3，589千円。

　「N　P　O等推進協議会」は資金助成申請の審査のみならず，登録について

も審査する。　協議会の委員は，公募委員3名，N　P　O関係者3名，学識経

験者2名，その他区長が指名する者2名の合計10名で構成されている。

　助成活動実施結果の報告書については，協議会へ提出されるとともに区の

ホームページ等で公開される。

表8　杉並区N　P　O活動資金助成（補助金）に係る審査基準

審査項目 説　　　　　　　　　　明

二一ズの把握 二一ズ，現状を正確に把握し，二一ズがある。

地域的特性 地域的特性を活かした活動を行っている。

問題提起性 社会への新たな問題提起につながる。

先　駆　性 新しい社会を作り上げるために，期待できる開拓的なものである

効　果　性 将来的に発展，継続する可能性があり，効果の広がりを期待できる。

自　立　性 自己資金による資金確保に努めている。

現　実　性 事業計画，スケジュール等が実行可能な方法である。

発　展　性 補助金を受けることで事業が発展する。

公　開　性 運営が公開され，透明性が高い。

予算立案 資金計画に無理がなく，明確である。

整　合　性 上記の各項目について，整合性がとれている。

出典：杉並区資料

④NPOによる自己評価の取り組み（鹿児島県内の17NPO法人）

　委託事業や補助金交付の方向が打ち出される中で，受け手のN　P　Oを選別

するための評価のあり方も論点になっているが，いくつかのNP　Oが共同で，

自己評価のシステムを開発し定着させていこうとする動きもある。

　鹿児島県内のN　P　O法人17団体に公認会計士，行政書士，社会保険労務士，

学識経験者が加わり，03年10月にN　P　O法人自己評価策定委員会が発足，自
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己評価システムの開発を行っている。（筆者の1人も委員として参加してい

る。）

　主なねらいとしては，自らの組織運営，事業活動の改善に役立て持続可能

性を高めることであるが，もう一つのねらいとしては，積極的に自らの信頼

性をアピールすることによって，会員やボランティアの確保に資するととも

に，協働しやすい環境を整えていこうということでもある。

　03年度に委員会を5回開催し，自己評価システムを作り上げたところであ

るが，今後の活動方針としては，当システムをウェブ上に立ち上げ，容易に

自己評価を行えるようにするとともに，評価結果の共有化を図ること，他の

N　P　O法人にも参加を呼びかけることなどを掲げている。

　協働しやすい環境づくりに向けたN　P　O側の自主的な取り組み例でもある。

（7）まとめ・新たな課題設定

以上いくつかの自治体の先進事例などを挙げたが，その特徴としては，

①NPOとの協働，とくに委託や補助に当たっては，なるべくルールや

　基準を明確にしたり，市民参加を試みるなどしている点

②共催，提案公募型委託などのように，従来の補助，委託の概念に加え

　て，N　P　Oを企画段階から参加させる提案公募型，あるいはN　P　Oが企

　画した事業に行政が参加するといったより協力度の高い事業概念が加わっ

　ている点

③事前評価だけではなく，協働事業の効果を事後的にも評価し，市民に

　も公表していくという動きも見られる。（金川，2002，p30）

　ただし，このような取組みはまだ一部の事例にとどまっており，（5）で

述べた協働に関する問題点は，依然としてわが国での大きな論点である。

　そこで第2部では，米国での自治体とN　P　Oの協働のあり方を，日本の現

状と比較しながら検討し，方向性を探りたい。
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第2部　米国・ベイエリアにおける自治体とN　P　Oの協働

　米国においては：N　P　Oの歴史が長く，地方自治体とN　P　Oとの協働も広範

に行われている。

　米国では1930年代に公共社会福祉制度が確立されたが，民間団体が重要な

役割を果たし続けてきており，60年代に公的福祉が拡大した際にも政府・自

治体が民間団体の活動を肩代わりするより，むしろ助長する形で行われてき

た。この方式の受益者になったのがNP　Oであり，その結果政府・：N　P　Oの

相互関係が生まれてきたという歴史的経緯がある。（サラモン，1994，p10HO2）

　制度的にわが国との特筆すべき相違点としては，米国には連邦政府から地

方自治体を経由してN　P　Oなどに配分されるC　D　B　Gプログラム（コミュニ

ティ開発包括補助金制度）があり，多くのN　P　Oにとって活動資金の一部分

にもなっている。

　筆者二人は04年3月にカリフォルニア州サンフランシスコ周辺・いわゆる

ベイエリアの自治体や：N　P　O等でヒアリングを行い，特にC　DB　Gプログラ

ムの配分・評価過程を中心に調査を行った。その調査結果の概要紹介が第2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部の中心をなす。
自治体・NPOヒアリング先

Sarlfrancisco●

　　●Martinez

　　　●Concord

●Albany

　　　　Contra　Costa
●OakIand　C・unty

●Alameda

San

Franclsco

　Bay

　特に注目すべき点として，

申請者の評価基準（サンフラ

ンシスコ市〉，配分の決定に

当たっての市民の参加（オー

クランド市，アラメダ市），

配分申請に当たっての事務の

軽減化（コントラコスタ郡），

評価方法（アラメダ市，オー

クランド市），政府資金に関

するアカウンタビリティの要

請への対応（N’P　O法人ニュー

コネクションズ）などがある。

　第1部でも述べたが，わが
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国でも自治体とN　P　Oの協働のあり方の一つとして，補助・業務委託による

連携が今後広がることが見込まれ，さらに03年の地方自治法改正で可能になっ

た指定管理者制度の導入でさらに拍車がかかるものと考えられる。

　しかしながら特に補助・業務委託関係は，上下関係になりやすくNPOの

特性の否定につながることなども懸念されることから，ルールの明確化，透

明性の確保などが求められる。

　第2部では，米国自治体とN　P　Oの協働，中でも財政上の関係における連

携のあり方，評価，住民の参加を中心に考察する。

　財政上の関係でも特に連邦政府の補助金であるC　DB　Gプログラムに着目

し，まずC　D　B　Gについて概観した後，自治体やN　P　Oでのヒアリング調査

結果を紹介するが，調査でとくに着目した点としては，C　D　B　Gプログラム

の配分過程における自治体とN　P　Oとの関係である。

　最後に調査結果で得られた示唆を述べることによりまとめとする。

1　米国のC　D　B　Gプログラム（コミュニティ開発包括補助金制度：

Community　Development　Block　Grant　Program）の概要

　C　D　B　Gプログラムは，ニクソン政権時の74年に成立した「住宅・コミュ

ニティ開発法」により，連邦政府の住宅都市開発省（H　U　D＝The　Depalt－

ment　of　Housing＆Urban　Development）が所管してきた7件の都市開発関

係補助金の各補助プログラムを単一の補助プログラムに統合し，機能の拡大

と受け手の裁量の拡大を図った連邦補助金制度である。（新藤，1986，

P89）（※2）

　80年代に小さな政府を志向するレーガン政権のもと削減されたこともあっ

たが，90年代以降は増加傾向にあり，04年度の予算総額は47億ドルである。

　C　D　B　Gプログラムはまちづくりや雇用開発，貧困者や移民などへのサー

ビス提供などの分野で，低中所得層が多い地域を中心に活性化を促進すると

ともに，地域のN　P　Oの発展を大きく支えてきた。

　N　P　Oに流れる最大の政府資金の一つであることから，自治体とN　P　Oの

協働を考察するに当たって多くの示唆がある。まずC　D　B　Gプログラムにつ
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いて概観する。

（1）目　的

　連邦政府が定めたC　DB　Gプログラムの目的は次の3項目である。補助金

を受け取る市，郡，または州などはこれらの目的を達成することが求められ

ている。

①低中所得者への恩恵，②街のスラム化や衰退の防止，③その他緊急の二一

　ズヘの対応

（2）自由裁量の補助金

　C　DB　Gプログラムの特筆すべき特徴として使途の柔軟性がある。市民参

加などを定めたC　DB　Gプログラムの規則に従い，その目的に適っておれば，

受け取ったC　DB　Gの使途は自治体に委ねられる。

　連邦政府の所管省（HUD）はその使途に口を差し挟むことはなく，わが

国における国庫支出金制度とは異なっている。

（3）市民参加の義務づけ

　もう一つの特徴は，市民参加が義務づけられていることである。C　D　B　G

の配分を受けようとする自治体は，市民参加計画書（Citizen　Participation

P㎞）を作成しなければならず，これに従って二一ズの把握，CDBGの計

表9　C　D　B　G配分のフローチャート

連邦政府の住宅都市開発省（HUD＝伽D脚慮ofH㎎＆U加助ゆ帆）

州 政　府

郡政府（人口20万人以上） 市役所（人口5万人以上）

直接 直接 市役所等 （人口5万人未満）

執行 執行 直接

N　P　O 営利組織等 N　P　O　　営利組織等 N　PO等 執行

住　民（低中所得層が中心）
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　　　　　　　　　自治体の協働政策に関する一考察

画書作成の各段階などで，公聴会開催や市民意見の公募が義務づけられてい

る。

（4）C　D　B　Gの配分方法

　C　D　B　Gを直接受け取れる地方自治体は人口5万人以上の市と人口20万人

以上の郡であり，これより小規模な自治体は州政府を通じて補助金を受け取

ることになる。

①各自治体への配分総額

　自治体ごとの総額は，国勢調査結果などに基づいた人口，貧困率，住居の

状況，財産の量などから定式で算出され，H　UDが配分額を発表する。自治

体は資金総額の決定には影響力は有しない。発表を受けて各自治体は市民参

加等を義務づけたH　U　Dの規則に従って使途を決定して，H　U　Dに活動計画

書を提出・承認を受けた後配分される。

②自治体における執行

　自治体自らの執行分もあるが，多くの自治体がC　D　B　Gの目的と一致して

いるNPOのプロジェクトヘCDBGの一部を補助金として支出している。

　自治体によって差があり，サンフランシスコ市はC　DB　Gの殆どをN　P　O

に支出しており，また一方ではNPOへの支出を15％と上限を定めている自

治体もある。（※3）

　自治体はN　P　O等からプロジェクトを応募し，市民参加のプロセスを経て

決定する。

　C　D　B　Gで行われるフ。ロジェクトは多岐に及び，例えば低所得者への安価

な住宅の供給，新しい移民への支援，ホームレスヘのサービス，高齢者用の

グループホーム建設，雇用促進，商業地域の再活性化など多様である。

（5）C　D　B　Gプログラムからの示唆

以上述べたC　D　B　Gの仕組みとわが国の国庫支出金制度と比較して，次の

3点が大きな特徴である。（シーズ，2001，p26）
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　①地域二一ズ志向の制度設計

　　連邦補助金であるにもかかわらず，地方自治体（地域）に配分決定権

　　限がある。

　②NPOの自立・発意を尊重する包括補助

　　個別事業補助金ではなく，N　P　Oの発意が尊重されるように包括的な

　補助金になっており，事業公募方式が採用されるケースが多い。

　　また，他の補助金や寄付などの資金を集めることを奨励することによ

　　り，自立を促進する。

③市民参加のプロセスによる管理

　　受益者である市民の参加計画書の作成と公聴会開催などを規則で義務

　づけている。

　以上のようなC　DB　Gの仕組みや特徴を踏まえ，次に筆者が調査した個別

事例を見ていきたい。

2　自治体・N　P　O協働の事例　～C　D　B　G配分・評価過程を中心に～

（1）市議会が申請者に直接ヒアリングを行うタイプ（アラメダ市）

　①市の概要とNPO等の状況

　アラメダ市はオークランド市の南西，サンフランシスコ湾に浮かぶ航空母

艦のような形をした島が市域である。1997年まで米国海軍基地があった。人

口約7万3千人。

　市長は市議会議員の中から互選で選ばれるweakmayor’ssystemを採って

いる。

　アラメダ市にはN　P　Oはガールスカウトのようなものまで含めれば数百存

在するが，ソーシャルサービスを行う法人は30程度である。NP　Oの数は全

体としては減少傾向にある。この10年間，とくに最近5年間位の傾向として，

家族や若者に目が向きつつあり，これらのテーマを扱う団体は例外的に増加

する傾向にある。このような活動には，退職者が中心的に関わるケースが多

い。アラメダ市でもN　P　OにとってC　D　B　Gは政府からの資金としては最も

大きな割合を占める。
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　②CDBGの配分について

　アラメダ市のC　D　B　Gの年間予算は約200万ドルである。総額を決定する

のがH　U　Dであるが，C　D　B　Gをどのように配分するかについては市議会が

意思決定者である。

　N　P　O等から配分申請を受けたら，市役所の担当スタッフ（Community

Development　Manager等）による審査やCDBGに関する市民委員会

（board）での検討を経た後，市議会が最終決定する。

　資金の概要やプロジェクトの募集については，まず市がインターネットや

新聞広告で広報するとともに，概要案内をN　P　O等全てのコミュニティベー

スの組織に送る。

　広報内容としては，次年度のC　D　B　Gに関する市予算総額，配分決定に関

するスケジュールなどである。申請は1月から2月中旬にかけて受け付け，

市の担当スタッフは申請のチェックや調査，ヒアリングも行いながら，3月

中旬までに推薦案（Staff’s血mding　recommendations）を作成する。この推

薦案の写しは，申請者にも送られるとともにインターネットでの公表や市役

所における縦覧に付され，市民の意見を受け付けるパブリックコメントのプ

ロセスも踏む。

　市民委員会は3月下旬に開催され，推薦案を検討することになるが，申請

者は委員会に呼ばれて自分たちの申請内容の説明や，委員からの質間への答

弁を行う。

　最終的に4月下旬に開催される市議会にて，パブリックコメントの結果な

ども参考に交付を決定することになる。資金は新年度当初（7月）に配分さ

れる。

　C　D　B　Gの受け手になる条件としては事務所がアラメダ市内に存在する必

要はなく，アラメダ市内でサービスが提供できれば間題ない。家庭内暴力の

防止を目指すN　P　Oは事務所がオークランド市であるが，殆どのサービスは

電話によって行われる。バークレー市でもこのNP　OはC　DB　Gを受けてサー

ビスを提供している。

　なお，現在C　D　B　Gを配分されていない組織が申請する場合には，添付書

類としてチェックリスト（PublicServiceProposalOrganizationChecklist）

一49一



の添付が義務づけられ，審査の際の参考にされる。（※り

③意思決定のプロセスについて

　C　D　B　Gに関する市民委員会（board）は，「ソーシャルサービス委員会」

と「ヒューマンリレーションズ委員会」の2つで構成されている。両委員会

ともに市議会に先行して開催される。以前は当委員会が申請者へのヒアリン

グを行い，その結果を市議会に提出していたが，8年前からは市議会でも直

接ヒアリングを行うようになった。

　市の担当スタッフは市議会での市民の意見も聞いて，承認に関する推薦

案（Sta丘’s　fundingrecommendations）を作成し，市議会に提出する。（※5♪

　市民委員会には決定権はなく，市議会に対するアドバイスが大きな役割で

ある。市民委員会の委員は7名で全て市議会から任命される。（※6）

　委員の構成は，ソーシャルサービスやヒューマンリレーションズサービス

の専門家であったり，赤十字の代表者，学校区の教育者，マルチカルチュラ

ルリレーションズの代表者などで構成される。委員は無報酬で任期は4年間。

④その他CDBG配分過程への市民の関わり

　市民委員会や市議会は公開される。開会の日時等について市役所は予め広

報を行い，ウェブサイトにも掲載する。市民委員会や市議会への市民の参加

者数は多くはない。C　D　B　Gが議題になる時には，市民委員会では平均10名

位の参加があり，市議会では10～15名位の市民がC　D　B　Gへの関心で参加し

意見を述べる。また必要に応じて特定の市民を市議会に招いてコメントして

もらうこともある。

　参加者の属性は低所得層ではなく，経済的には裕福な人たちが多い。勤労

者であったりNPOでボランティアを行っている人たちである。

　市民参加は，このように市民委員会や市議会の場が中心になるが，このほ

かパブリックコメントも参加の一形態である。

⑤CDBGに関する評価
C　D　B　Gの受け手に決定した場合，市役所との間で新会計年度（7月～6
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月）の協定を締結することになるが，この中で業績報告書（Perfomlance

Reports）を四半期ごとに提出するとともに，翌年度7月15日までに年度の

業績について統計指標等でまとめた報告書を提出することが義務づけられる。

　報告書を評価するのは市の担当スタッフである。受け手は報告書上で何を

行ったかを数値（主にパーセンテージ）と記述で示す。市の担当スタッフは，

必要に応じて受け手と面接の上，その他の諸記録の確認やディスカッション

を通じて多くの測定項目について量的・質的な達成状況を把握し，当初の目

標との比較も行いながら評価し，事業のパートナーとして今後の対策を指摘

するとともに，達成状況が不十分なケースについては，翌年度の資金申請は

勧めない。

　因みに，AMERICAN　RED　CROSSが協定に基づき第2四半期終了後に市

に提出した業績報告書の一部は次のとおりである。

表10　評価プロセスの事例：C　D　B　Gの受け手の業績報告書（一部抜粋）

Accomplishments
Statement　ofWork QlIYTD Q2／YTD Q3！Y工D Q41YTD％ofgo6畳

2Pmvlde　case　manag㎝cnt　for Tlus　qua質er　we　provlded　case To　datc　we　havc　provlded　case

90A㎞eda　household亀whlch manag㎝ent渕vlces　to26Alameda m㎝agcment　scrvlces　to　47

w1旺　mcrease　an山or　mpmvc Households　An　addln㎝a124houscholds Alameda　Households　Dlrect

㎝ploymenちhous㎎and／or akeady　reCe1V㎎CaSe　mamg㎝㎝t鵬血 甜vlces（㎜〃utlhty）w㎝　a130 52％
access　to　neoded　seτvlces　Rcpo質 APC，Head　S賦or　ACSS　were　also provlded　b　an　add1Uonal38

on　n㎜ber　of　peBons　who provlded　what　would　be　c㎝sld㎝3d　case househo監ds　rcfeπed　by　and

r㏄elvmg　these　se【vlces㎜d m飢ag㎝㎝鵬・V亘㏄S（㎜V㎜りr　semCCS） r㏄CIV㎎　serV置㏄S　匠om　o瞼

measurable　oUco皿es　Ld㎝t面ed ag㎝c量es　such　as　APC，Head　S伽t

Umugh山e　provls二〇n　of㎞se

sewlces

（　以 下　　　　　　略 ）

出典：Cityof1Uameda『CDBGd㏄umentQuarterlyReport（3a）2003／2004』

　⑥　C　D　B　G配分の内訳

　市議会は市に配分されるCDB　Gの全ての配分を決定する。一般的な予算

プロセスと同様にC　DB　Gも予算のプロセスで決定されるが，一部市役所自

体がC　D　B　Gの受け手にもなっている。

　C　D　B　Gは市の公園部に配分されているほか，低所得層の住民やコミュニ

ティに対するサービスとして低所得の学生のための奨学金や低所得地域の施

設の改善などの公共事業にもC　D　B　Gを使っている。受け手（執行主体）の

殆どはNPOである。
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　一般的にC　D　B　Gは1年ごとに割り当てられていたが，03年度からは，パ

ブリックサービス資金については極力2年を期間とする申請を勧めることに

なった。

　その理由には，長期間の目標設定が可能になること，プログラムの安定性

や安全性を高めることができること，申請や契約準備等の手間を減じること

により，より業務に専念できることがある。

　⑦市によるNPOの支援
　C　D　B　Gの応募に限らず，市民グループからの提案はしばしば行われる。

例えば「コミュニティのこの部分が必要を満たされていないが，自分たちに

はよい考えがあるのでやらせてほしい」などと提案してくることがある。

　そのような提案を受けての市の対応の仕方として，市民グループをN　P　O

法人化させる前に，既存のN　P　O（財政支援団体）から支援をさせる方法を

採ることがある。

　財政支援団体としてオークランド市を拠点とした「イーストベイ・アジア

ン・ローカルディベロプメントコーポレーション」という長い歴史をもった

民間団体があるが，役割としてはアンブレラとかビッグブラザーとも言われ

る。

　市民グループに対して市が直接支援するのではなく，まず財政支援団体に

対して行うものであり，これはアジアなどへの開発協力のやり方にも似てい

るが，ローカルな小さなグループを立ち上げる際の手法である。

　注：アラメダ市役所Caro1Beaver（CommunityDevelopmentmanager），Gai1Patton
　　（Co㎜mi可Developmentpro卿㎜ger）からの聴き取り（2004．3．4）を中心
　　に作成。

（2）行政担当者の役割・リーダーシップが大きいタイプ（コントラコスタ郡）

①郡の概要とNPOの状況
　コントラコスタ郡（Contra　Costa　County）はサンフランシスコ湾の北東岸

に面した広域自治体で人口は約100万人。郡は自治体であるとともに州政府

のサブパート的な面があり，健康増進に関する業務や失業対策などは州の出
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先機関としての役割を果たしている。

　郡の中は全て基礎自治体で構成されているわけではなく，法人化されてい

ない白地地域も存在する。法人化し基礎自治体になるかどうかは住民次第で

あり，法人化されていない地域は行政的には郡の傘下になる。（※7）

　郡内のN　P　Oはコミュニティベースの小規模なものも多く，正確には把握

できていないが，数百の法人があると思われる。

　②CDBGの配分について

　コントラコスタ郡は選挙で選ばれるスーパーバイザー（supervisor，コン

トラコスタ郡には5人いる。）が担当地区を持っており，それぞれ自分の担

当地区について実質判断をすることになっている。

　資金配分には3つの委員会が関与する。つまりFamily＆Human　Resource

Committee，FinanceCommittee，A丘ordableHousing＆FinanceCommitteeで

あり，Family＆HumanResourceCommitteeとFinanceCommitteeは

supervisorとその指名する者で構成され，A丘ordable　Housing＆Finance

Committeeは利害関係者と財政専門家で構成される。

　これら3つの委員会は担当する分野に関する全ての申請書を審査するが，

担当スタッフは申請内容を検討し，申請者からのヒアリングを行い，担当ス

タッフとしての報告書と意見書を作成する。これが委員会での判断材料にな

る。それを踏まえ委員会が意見書を作成し，委員会の意見書は最高意思決定

機関である郡議会Board　ofSupervisorsに提出され最終判断されることにな

るが，ここで大きく変化することはあまりない。

③意思決定のプロセスについて

　市と比較して郡の場合，市民参加は地域ごとのいわゆるグラスルーッレベ

ルではなく，ノンプロフィットレベル（つまり市民二一ズを集約したN　P　O

を通じて）の参加が多い。

　郡政府としてはもっとグラスルーッレベルの参加も得たく，ヒスパニック

系住民も多いことから新聞等によるスペイン語なども交えた広報や公募に関

する説明会などを開催している。
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　C　D　B　Gの配分に住民の意向を反映させるための工夫として，1）5年お

きにプランニングシステムの見直しを行うに当たっての会議をCDBGの受

け手をはじめ，住民に公開していること，2）委員会がBoardofSupervisors

に意見書を提出したら速やかに広報紙で周知すること，3）NPOの顧客か

らの評価をフィードバックさせる仕組みを採用していること。そのための独

自の顧客調査方法を持っていること。これらが市民参加の方法である。

④CDBG申請書の統一化など

　C　D　B　Gについては，申請書や評価のプロセスなどは基本的にそれぞれの

自治体で詳細を定めている。活動範囲の広いN　P　Oになると，同じプログラ

ムについて例えばコンコード市，ピッツバーグ市など複数の市から補助を受

けることがあるが，その場合これまではそれぞれの市ごとに異なる様式の申

請書を作成しており，また評価のプロセスについても，それぞれの市ごとに

異なっており，受け手のNPOにとって大きな負担になっていた。

　そこでコントラコスタ郡は，2年前に広域的な申請書等の統一化方針を提

案し，参加を希望する自治体でコンソーシアムを組んで改善に取り組んでい

る。申請書については郡と4市（アンティオーク市，コンコード市，ピッツ

バーグ市，ウオルナットクリーク市）で様式を統一している。（Contra　Costa，

CDBG　Appli（：ation，2004－05）

　また評価についても，郡や市はそれぞれモニターしていたのを，一自治体

が行えば他の自治体はそれを活用できるようにしている。このほか，多くの

文書の標準化を図っている。この取組はN　P　Oの経営者や自治体の担当スタッ

フから高く評価されている。

　注：コントラコスタ郡政府RobertCalkins（CDBGProgramManager）からの聴き取
　　り（2004．3．5）を中心に作成。

（3）配分プロセスを自治体内で分権化しているタイプ（オークランド市）

①市の概要とNPOの状況
　オークランド市はサンフランシスコ湾の東岸，サンフランシスコ市からベ

イブリッジを渡った対岸に位置する人口約40万人の都市である。大規模な港
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湾・鉄道の車両基地があり，以前から物流拠点になっていたこともあり，ブ

ルーカラー労働者・黒人などマイノリティの割合が高く，市内に貧困地域を

抱えている。

　サンフランシスコ市と同じく，市長を直接選挙で選任するstrong　mayor’s

systemを採用している。

　オークランド市は，市域を7つの地区（ディストリクト）に分けており，

各地区1名の議員を選び市議会（Council）が構成される。また各地区ごと

にディストリクト・ボードを置き，それぞれ住民から選挙で選ばれた15人の

Boardmemberがおり，CDBGの配分などコミュニティに関する様々な意

思決定を行う。

②CDBGの配分プロセスについて

　C　D　B　Gの交付決定には7地区にあるディストリクト・ボードが実質的な

決定権を持っている。

　交付の過程については，8月には翌年度の交付要綱など関係資料と交付申

請書を配布するが，これは他の自治体と比べて相当早いスケジュール設定で

ある。（※81

　その後，規則で義務づけられているオリエンテーションを開催し，プロジェ

クトを募集。申請書を市の担当スタッフが審査した上で，9月下旬にはディ

ストリクト・ボードに資料を渡す。

　申請者は各ディストリクト・ボードにおいてプレゼンテーションを行う。

　ディストリクト・ボードは意見書を作成し，市役所に提出する。市では

Citizen　Advisory　Committeeを設置しているが，この委員会はディストリク

ト・ボードから提出された意見を再検討する役割がある。委員会のメンバー

は市議会の各議員からの指名で選任されることになるが，各ディストリクト・

ボードのメンバーが必ず一人は委員として入ることが義務づけられている。

これは，ディストリクト・ボードの意見を委員会に反映させるとともに，シ

ティ・マネージャーにアドバイスをするためである。〔※9〉

　最終的にC　D　B　Gの配分は，市の統合計画（Consolidated　plan）に記載さ

れることになる。
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　市の担当スタッフによると，ディストリクト・ボードから提出された意見

については，その後のプロセスで細部の変更はあっても大筋での変更は殆ど

ないとのことである。

　オークランド市のC　D　B　G配分過程は，コミュニティレベルのディストリ

クト・ボードが実質決定する仕組みになっている点で他の自治体とは異なっ

ている。

　一般的には，実際の配分案は自治体のC　D　B　G担当スタッフが作成してい

るケースが多いが，オークランド市ではディストリクト・ボードに委ねられ

ている。（※10）

　ただし，C　D　B　Gの交付手続は連邦政府のガイドラインに従う義務があり，

また，N　P　Oなど被交付者はHUDの規則を守る必要があることから，ディ

ストリクト・ボードも推薦を行う際はこれらガイドライン等に従うことにな

る。

　オークランド市におけるC　D　B　G交付がこのように分権的である背景とし

て，以前から草の根レベルでのコミュニティ活動が盛んであることが挙げら

れる。因みに1960年代にはブラックパンサーと呼ばれた黒人の武装自衛組織

の発祥の地でもある。C　DB　G自体，配分プロセスヘの住民参加を義務づけ

ていることもあり，70年代からオークランド市は積極的に取り組んできてい

る。

③CDBG配分の概要
　04年度配分については，申請が167件あり，うち140件はN　P　Oからであっ

た。営利企業は経済活性化の分野で受け手になることがあるが，営利企業に

対しては直接交付ではなくローンによる資金提供である。

　04年度は約1，000万ドルの予算に対して申請は1，800万ドルと厳しい状況で

あったQ

　近年カリフォルニア州政府やオークランド市が単独で持っているソーシャ

ルサービスに係る予算が減額される傾向にあることから，より多くの組織が

C　DB　Gの交付を受けようと殺到している状況である。
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④CDBGの評価
　C　D　B　Gの受け手は，毎月事業の達成状況を記したレポートを市役所に提

出することになっており，市役所は規則が遵守されているか等のチェックを

行うほか，評価を専門のコンサルタントに委託しており，プロジェクトは目

的達成に向けて進んでいるか，サービスの受益者は満足しているか，プロジェ

クトでは他の資金も活用しているか，などをチェックさせる。委託された専

門コンサルタントは必要に応じて受け手のNPO等を訪問し，プロジェクト

マネージャー等にインタビューも行いながらレポートをまとめ，年度末に市

役所に提出する。

　99年度からは，評価専門コンサルタントG＆A（Gibson＆Associates）が

委託を受けて評価を行っているが，02／03年度は補助額が大きいもの，未解

決の課題を抱えたもの，新規に補助を受けたもの，という観点で24プロジェ

クトを抽出し，うち6プロジェクトは市役所のリクエストで重点調査を行っ

ている。

　このほかG＆Aは，市役所のC　D　B　Gに関する事務，例えば契約締結過程

などの事務やC　D　B　Gプログラムに関する市民参加など全般的な評価に及ん

でいる。

　表11は小学生などにコンピュータ操作等の指導をするN　P　O法人Life

表11　C　D　BGを受けたN　P　Oに対する評価所見（例）

Lifb　Em。ichment　A　enc　　　2002－03Fmdin　＄17000

Evaluation　Findin　s
Ob　ectives Services Data Chent　Benefit Communl　Benefit

Provlde　computer
hteracy　tuωnng凹d

mst冨uctlon　to　ten

people　each　at　two

Oakland　Dcp飢m㎝t
o　f　P　ark　s　an　d

Recreatlon　Center
SltCS

Servcd　an　average　of

10　studc皿ts　per

month　at　Poplar
Rec爬at亘on　Center

S監gn・m　sbccts，chent

fbcdback　＆　cllent

Intemew　fbm　Popl肛

Recrea虹on　Center

50％of　ch㎝t㎎po旧h鐸
b　e皿e　f　l　t　e　d　f　r　o　m

sc【vlces，whlch　met山eぼ

needs　and　1即roved
oompu敏skllls

Pro　v　I　d　e　s　a　s　afe，

cducat且onal　and　wholcsome

aftcr・school　envro㎜nent

for　lts　chents

hs囲l　a　compulcr

lab　a重DeFrcmely
Rec爬anon　Centcr

S㎝ed　an　average　of

5studcn徳pemo紬
at　DcFrcm　cry
Rec鵬allon　Centcr

No　data　avallable

from　DeFrcmery
Rec鴨a紅on　Centcr　at

thc　h皿c　of　thls

evalua乾10n　Servlce

dohveτy　was　delaycd

50％of　chcn侭鴨po質sta∬
ls㎞owLedgeable，fesp㏄血監

and　that　they　would
【cco㎜end　tho　prqjectむD

others

αhcr　comm㎜煎y　bene∬ts

aコe　posslbleのachlcve　but

山茄culUo　quan時出ey
皿dudc　a　rcduc“on　m
vlolen㏄，c㎜e，delmqu㎝cy，

gang　mvOlvem㎝t

（　以 下 略 ）

出典：Gibson＆Ass㏄iates『OaklandCDBGEvaluationReport』June2003

一57一



Enri曲ment　AgencyをG＆Aが評価した所見の一部である。G＆Aは，この

表のほかに，別欄にて意見として，このプログラムに対する地域社会の認識

を高め，受講者数を計画レベルまで高めるために学校や教会との連携を図る

こと，年問を通して参加者や両親，教師の満足度の調査をすること，技術習

熟度を事前事後で測定し，データを管理すること，など6項目を提言してい

る。

　上記のように個別の受け手ごとに評価された結果は，表12の形式でまとめ

られている。

　5つの項目ごとに総合評価が記述されているが，表11で例示したL逼e

EnhchmentAgencyは2段目にある。

表12　C　D　B　Gを受けたN　P　Oの評価所見一覧（一部抜粋）

Summa ofIn（iividual　Pro●ect　Findin　s

Agency　Name CDBG
Funds2003

Chents
Served

Data
Re　orted

Semces
Dehvered

Client
Benefit

Com皿umty
B㎝efit

Fiscal

Resources

Levera　es

Glrls，Inc　of
Aiameda　Cou証ty ＄48，500 10 Yes

Exceeded
objectives

Sho∫t　teml

benefits
estabhshed

Likely Ycs

LifヒEnrichment

Agency－T㏄hmcal
Lltcracy　Pmgmm

＄17，143 10 Partial
Pa血ally
delivered Llkely Likely Yes

£

出典：Gibson＆Ass㏄iates『OaklandCDBGEvaluationReport』June2003

　一般的な評価の実施について基本的な点は，HUDによって義務づけられ

ている。

　市役所は，評価結果をHUDに提出するとともに，各ディストリクト・ボー

ドにも提出する。各ディストリクト・ボードはその評価結果も踏まえて，次

期のプロジェクトの可否の判断や改善のアドバイスを行う。

　注：オータランド市役所MicheleByrd（Manager，Housing＆communityDevelop－
　　mentCDBGProgramsUnit）からの聴き取り（2004．3，2）を中心に作成。

（4〉申請者の評価基準を明確化しているタイプ（サンフランシスコ市）

①市の概要とNPOの状況
サンフランシスコ市は屈指の良港を持ち古くから米国西海岸における交通
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の要衝として栄え，貿易や流通，金融・保険などの分野において，西海岸を

代表する都市である。人口約78万人。

　サンフランシスコ市は民族構成が多様なこともあり伝統的にリベラル層が

多く，市民参加を求める声が強い土地柄である。現市長のGavin　Newsomは

民主党を基盤として03年に初当選している。

　行政的には，他の市とは異なり，Countyも兼ねる市と位置づけられてい

る。市長と市議会議員はそれぞれ直接選挙で選任するstrong　mayor’s　system

を採っている。

　市議会議員（Board　of　Supervisors〉は，市域を14に分けた地区から1人

ずつ公選される。

　市内には，コミュニティに基礎を置くN　P　O（C　B　O＝Community　Based

Organization）が約600存在し，うち350がヒューマンサービス関係である。

②CDBGの配分について
　サンフランシスコ市に配分されたC　D　B　Gは02年度で約2，500万ドルであ

り，うち90％はN　P　Oの事業に支出されており，残りの10％が営利団体であ

るが，これも低所得者の小規模ビジネスヘの貸付である。

　C　D　B　Gを配分するに当たっての一般的評価基準は，表13のとおりである。

　N　P　Oの参加資格としては，コミュニティ組織であることや501（C）3の

免税資格を持っていることが要件となっている。

　対象事業の要件としては，連邦政府（H　U　D）が示す目標のほか，市役所

が示す4つの優先事項，つまり，1）低所得層向け住宅の建設や維持管理，

2）共同利用施設の整備や維持管理，3）コミュニティビジネスの創出・拡

大や経済活性化，4）近隣社会やコミュニティの安定化，の一つに合致する

ことなどが求められる。

　CDBGなどの配分に当たって市長への提案機関として市民委員会

（CCCD＝Citizen’s　Committee　on　Community　Development）が設置され，11

名の委員が市長から指名されている。CDBGはじめ3つの政府資金

（E　S　G，H　I　P　P）（※H）の優先事項・配分方法などについて市長や議会に

対してアドバイスするのが役目であるが，市内各地区（7カ所）で公聴会を
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開催し，市民とくにN　P　O関係者からの意見の聴取を行っている。各公聴会

の参加市民は概ね50名前後が平均である。概要はウェブサイトで見られるよ

うになっている。（San㎞cisco，S㎜mary）

表13　サンフランシスコ市・C　D　B　Gに係る一般的評価基準（全ての申請者

　　　向け）CDBGGENERALCRITERIAFORALLAPPUCANTS
評価基’ ノレ　　　　ー　　　　ノレ　　（Rulo）

連邦政府の目標 OCDBG活動として有資格であるためには，連邦政府の目標のうち少な
（Naho回Ob㏄tIves） くと　一つを　たさなければならない
市役所の目標 O市民委員会（CCCD）が示す4つの優先事項の一つに合致しなければならな
（Local　Ob㏄虹vos） い

有資格の申請 Oサンフランシスコ市が拠点で，税法の501（c）3で登録され，市内の低所
者 得層にサービスを提供する非営利法人等
（El　lble　A　hcant） ○連邦府と自治　の法規に孟う能力があること

CDBGの効果 OCDBG財　を善けることによる　　（Lev　　）が大きいこと
有資格の受益者 Oプログラムの受益者の51％以上は低中所得層であること　など
（Eh　bleb㎝面c㎜os）

組織的能力 ○組織・ミッションとプロジェクト間に合理的な関係があること

（Organlzat竃onal O効率的・効果的にプログラムを管理し成果を上げるだけの能力・実績が
C＆ac1） あること
プログラムの 0プログラムは活動指標のみならず成果指標を重視していること

計画性 O成果指標には十分意味があり，かつ計測可能なこと
（Pr・gramDesign） O成果達成のために実行可能な活動とプログラム設計であること

○プログラムのターゲットはサービスのギャップが明確な地域であること
O実施計画では実行のため合理的かつ十分な時間が確保されていること
Oプログラムでは評価とステイクホルダーへのフィードバックが適切に組

みこまれていること
評　　　価 ○評価過程にステイクホルダーが参加すること
（Evaluadon） O評結　は再討されプログラムの改　に　われること
役　員　会 Oサンフランシスコ市の住民，特に低所得地域等から適当に選任されていること
（Board　ofD鵬cωls） O役員やスタッフが組織を管理運営できるだけの広い経験・専門性を有すること

O組織全体に役員会がビジョンを提示し，監督や指導力を発揮すること

その他の考慮 Oサンフランシスコ市の低所得層住民の雇用状況
（Addlti。皿al Oマルチ・リンガルの職員の雇用状況
cons置dc蘭ons） O申請者はプロジェクトを実行し，市役所担当部局と円滑に協働できるよ

う相応しいスタッフを手当すること

（£ 下　　　　　　　　　　　　　）

出典：2002Request　For　Proposal㎞60㎜ation　Packet

③資金をNPOに重点的に配分する意義について

　C　DB　Gフ。ログラムに関してもN　P　Oを重視する意義について，一つには，

より成果志向の予算・投資を目指すようになることである。

　もし当初の目標が達成されない場合，当然ながら担当部局は失敗の背景に

ある理由を把握することになる。個々のN　P　Oのいい加減な活動によるもの

か，資金自体が不足しているせいか，資金が想定している対象者への供給が

難しいせいか，などが検討された上で，目標を達成するための新たな代替措

置を検討することになる。
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　二つには，行政の役割をN　P　Oに対する技術的な援助に特化できることで

ある。

　個々のN　P　Oが，資金配分（とりわけ再配分）は，具体的な成果を出す能

力によると認識するようになると，自分たちの業績を達成するためによりよ

い実施方法を模索し，技術的な援助を求める傾向が強くなる。

　三つには，より広範な効果である。特定のプロジェクトの業績評価を将来

の予算や政策決定の基礎にすることにより，担当部局は自らの投資の効果に

対する認識をより広めることができるとともに，投資の妥当性を企画担当者

や政策決定者に対して説得する技術に熟達する効果がある。

　④契約に関するタスクフォース・特別委員会の設置

　サンフランシスコ市では従来契約に関しては権限分散システムを採用して

おり，契約は個々の担当部局が責任を持ち，それぞれのやり方で行うことに

しているQ

　そのようなやり方が採用された背景としては，契約内容を最も認識してお

り，また契約相手や受益者をよく把握しているのは担当部局である，という

ことがあった。

　一方難点としては，市全体としてどの程度の契約やサービスが行われてい

るのか全体像が把握できないことなどがあった。

　そこで市議会に当たるBoard　of　Supervisorsが中心となり2年前にタスク

フォース（特別委員会〉を設置し，契約のあり方全般を見直すことになった。

　タスクフォースのメンバー14人は，N　P　O関係者7名や市の契約担当部局

の責任者等で構成されている。2週問おきに会合を持ち，02年9月に中間報

告を，03年6月に最終報告をまとめて勧告を行っているが，勧告の概要は次

のとおりである。

　・部局間，または部局内において，まとめる余地があるものの統合化

　・契約承認手続の円滑化・定型化の推進

　・適時の支払いを行えるような契約文書の開発

　　タスクフォースの勧告した標準化に向けての実質的な変更を監視するプ

　　ロセスの設定
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　・契約相手方に対する必要度の低い要求の除去

　・契約と支払事務に関する電子化手法の開発

　・契約の様式の標準化と単純化

　　N　P　Oが契約の相手方になる場合の会計標準の確立

　・財政監視などの実施について極力共同化に向けた調整

　・契約に際しての要求の明確化のため標準的な監視の手順，用語の定義な

　　どの開発

　・契約事務を担当する職員がプログラムやサービスの理解を高める目的の

　　研修の実施

　　より効率的な評価実施のため各評価プログラムの査定の推進

　・契約相手方であるN　P　Oに対する物価上昇分のコストの手当

　これらについて勧告では03年度実施分，04年度実施分に分けて目標を設定

している。なお，勧告は市の独自契約が主なターゲットである。

　C　D　B　Gは連邦政府の資金であり，契約内容・手続のある程度の部分は連

邦政府が定めているので，勧告の適用は限定的にならざるを得ない。

　注：サンフランシスコ市役所　John　Haskell（Ass㏄iate　Perfomance　Auditor），

　　RenukaGeorge（PolicyAnalist）からの聴き取り（2004．3．4）を中心に作成。

（5）N　P　O法人の事例1（アカウンタビリティの要請と対応

　コネクションズ　　）

ニュー

　①法人の概要

　サンフランシスコ郊外コンコード市にあるN　P　O法人で1972年に設立。

　薬物乱用やエイズ，心の健康などに関し，子供たちや家族に対するカウン

セリングや回復に向けてのサービス提供などを行っている。地域の医師や専

門家の支援のもと研究成果に根ざしたサービスを提供することが当法人の特

徴であり，年間約3，000人の若者や大人たちに相談・治療・療養指導などを

行うほか，9千人を超える住民の参加を得て予防に向けての様々な活動を行っ

ている。

　また，郡内のいくつかの地域や30を超える小中高等学校に臨床医を配置し

ている。
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　当法人の事務所はコンコード市内であるが，コントラコスタ郡内の3カ所

に相談センターを置き，運営している。

②自治体との関係

　・郡政府からの業務委託など

　公共分野に関するサービス提供であるため，政府資金に頼る割合が高い。

異なる20種類の政府資金を受けている。

　90年代中頃までは，コントラコスタ郡政府などからの業務委託契約に基づ

く委託料でサービス提供は賄えたのであるが，カリフォルニア州政府をはじ

めとする財政再建策の一環として，政府資金は減少傾向にあり，最近では20

種類の政府資金のうち，実際行うサービスの経費をカバーしうるのは1つか

2つである。

　一方では住民意識の変化・多様化により，カウンセリング等への二一ズは

増加傾向で，財政能力とのギャップは大きくをりつつあり，収益部門からの

充当で凌いでいる。

　・学校区との連携

　政府組織である学校区（school　district）との連携は緊密である。

　子供たちが重大なトラブルを起こした場合，学校区は強制退去の判断をす

ることになる。このような子供たちについては学校区が関与するコミュニティ

スクールが年度末まで引き受けることになるが，コンコードの学校区は場所

の確保ができなかった等の理由でコミュニティスクールを持っていなかった。

　ニューコネクションズは03年に事務所を移転したが，ニューコネクション

ズが事務所ビルを購入するとともに，ビルの一角を学校区が借り受け，フリー

スクールを運営する方式を採っている。これは双方にメリットをもたらし，

学校区にとっては，N　P　Oからの貸与につきリース料も妥当なものであるこ

とに加えて，ニューコネクションズのカウンセラーを随時活用できるメリッ

トがある。

　また，ニューコネクションズにとってのメリットは，学校区からのリース

料がビル購入の借金返済の助けになる点などである。
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　　C　D　B　Gの評価基準事例

　当N　P　O法人への補助主体の一つであるコンコード市はC　DB　G申請書に

係る評価基準を設定し，100点満点で提案書の採点をしている。

　評価基準は4つのカテゴリーで構成されるが，（1）需要・効果・優先度

（Needs／Bene五ts側ohties），（2）組織面（Organization），（3〉資金面

（Funding），（4〉協働面（Collaborations）に分かれ，それぞれ35点，20点，

30点，15点の配点になっている。その中でも例えば，（4）協働面はさらに

4項目に細分化され，協働によるメリットが明確化されているか，協働が財

源の有効利用に資するか，協働の場合の二一ズ調査を行っているか，協働は

開かれ且つ円滑なコミュニケーションを図る手段が講じられているか，に分

かれている。

　③NPO・政府間関係の変化

　　アカウンタビリティの要請

　NPOを取り巻く環境が激変しつつある。NPOの合併がこれまで経験し

たことがないほど進行しつつあり，特に小規模N　P　Oになるほど合併する傾

向が強い。

　背景としては，州政府等の財政再建により，公的資金が緊縮傾向にあるこ

とと，それに伴いアカウンタビリティ（説明責任）が強く求められるように

なってきていることが大きい。特に公的な資金への依存度が高くかつ小規模

なN　P　Oにあっては影響が大きい。

　サービス提供に関するアカウンタビリティが求められるようになる切っ掛

けはゴア前大統領のイニシアティブであるとされる。この時は政府サービス

ヘのアカウンタビリティの導入が焦点であったが，市民の税の使い途につい

ての関心も高まったし，当然N　P　Oにも影響を与えた。つまりN　P　Oとして

もどのようにサービスを提供しているかについてのアカウンタビリティを求

められるようになった。

　ニューコネクションズには財務担当者が6名勤務しているが，5年程前ま

では一人でやっていた。現在財務担当者が行っている業務は，サービスに関

するデータの追跡や収集，管理，分析・報告，資金提供者や政府との契約締
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結，健康サービス部局など資金提供者が特別に求めるデータ収集やマネジメ

ント報告書の作成など極めて多岐に及んでいる。

　一つの例であるが，H　I　Vサービスについて，ニューコネクションズは患

者とその同居人にケアプログラムの提供を行っているが，5人のフルタイム

雇用の職員が担当している。

　このプログラムには40万ドルを超える予算があるが，10種類の異なる財源

で構成されており，それぞれの資金提供者が異なるレポートを求めることか

ら，かなりの時間をデータの収集・管理やレポート作成などに充てるように

なっている。

　アカウンタビリティの要請は，特にレポート作成能力等の乏しい小規模

NPOにとって負担になっており，生き残りのために比較的規模の大きな

N　P　Oとの合併を求めざるを得ないケースが多くなっている。

　・効率化に向けての連携

　アカウンタビリティの要請に伴い，事務が増大・煩雑化することへの対策

を講じている自治体も増えている。サンフランシスコ市役所は，タスクフォー

ス（特別委員会）を作って，NP　Oが市役所等に提出する文書を削減するた

めの検討や調整を行っている。

　コントラコスタ郡には郡政府はじめコンコードなど市も数多くあるが，従

来CDBGフ。ログラムに関して，NPOが申請や報告する場合の手続き・様

式はそれぞれの自治体で個別に決められていた。

　ここ2年間の動きとして，郡政府の担当者のリーダーシップによるところ

が大きいのであるが，郡内の自治体間で手続や様式を可能なものは統一して，

省力化を図れるようになりつつある。それまでNP　Oは同じプログラムであっ

ても，活動する市によって提出する報告書の様式など異なっていたのが，統

一されたことにより，ある市に提出した様式で他の市にも提出できるように

なっている。

　連邦政府でも，クライアント活動に関するデータベースを統合化するプロ

ジェクトを進めている。
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④NPO間の連携～中問支援団体の可能性～

　資金援助や経理指導などを行う従来型の中間支援団体とは別に，アカウン

タビリティが強く求められるようになってきていることに対応して，報告文

書の作成などをサポートするビジネスの可能性はある。

　C　D　B　Gプログラムの提供資金における一般的かつ包括的な間接コストは

15％とされている。大学が政府と契約を結ぶ際の一般的な間接経費が60％と

見積もられるのとはかなりの差があり，非常にタイトである。

　経済規模が小さく，政府資金に頼る割合の高いN　P　Oにとっては，アカウ

ンタビリティを果たすための強固なインフラがないことから，規模の大きな

NP　Oとの合併が選択肢である・

⑤自己評価について

　いくつかの自己評価を行っており，また外部評価も受けている。自ら行っ

ている評価として，アウトカムメジャーがある。例えば薬物中毒のプログラ

ムについては，修了した者がその後薬物やアルコールに頼らずに生活できて

いるかの確認調査を実施し，刑事事件を引き起こしたケースであれば保護観

察官も同行の上調査し，その後逮捕されていないかの確認をするというもの

である。

　なお，多くのカウンセラーはかつてアルコールや薬物中毒を経験した者で，

クライアントとしての経験を持っている。このことはカウンセリングだけに

限らず，評価を行うことにも資する。

　注：NPO法人ニューコネクションズJamesBouquin（ExecutiveDirector）からの
　　聴き取り（2004．3．5）を中心に作成。

（6）N　P　O法人の事例2（財源の多様化が課題

　リビング・リソース　　）

インデペンデント・

①法人の概要

　コンコード市に拠点を置くN　P　Oで1975年に設立，全国的に展開している

インデペンデントリビングセンターの地域的な拠点としての位置づけになっ

ている。
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　主な活動としては，一つは障害者向けのサービス提供がある。障害者が主

体となって色んなタイプの障害者のためのトレーニングやリハビリテーショ

ンの実施，バリアフリー施設に関する情報提供などを行っており，障害者個々

人が，家庭やコミュニティの中で，能力を最大限に発揮できるようにするこ

とが目標である。

　また，住宅，雇用，交通，コミュニティ，レクリエーション施設や健康・

ソーシャルサービスに関して障害者が容易に利用できるように政府・自治体

等に対する提言を行っている。コントラコスタ郡の基幹交通である鉄道・B

A　R　Tに対しても，施設や表示言語のバリアフリー化など提言をしている。

　当法人の活動範囲は，コントラコスタ郡とソラノ郡に及ぶ。

　②政府との関係

　事業の性格上財源の約90％が政府資金である。残りは寄付募集団体・

UNITED　WAYを通じた寄付収入やイベント開催による収益などである。

　政府資金は連邦政府からの直接補助，州政府の補助（General　Fmd

Money）などがあるが，2年前からカリフォルニア州の財政悪化のため，州

政府の補助が減少し，現在は殆どなくなっている。

　財源中C　D　B　G資金は約7～8％を占めており，コントラコスタ郡からの

ものが2プログラム，コンコード市が2プログラム，その他ピッツバーグ市

などからも受けている。

　金額はいずれも小額であり，コントラコスタ郡からの2万ドルが最高。

　ともかく，政府資金への依存度が高すぎるし，特に州や自治体は財政難か

らタイトになってきていることもあるので，他の財源の割合を高めていくの

が大きな課題でもある。寄付探しなど新たな財源確保は理事の役割でもある

が，残念ながら理事はリタイヤした非常勤の人たちが多いこともあり，十分

役割を果たしているとは言えない。

　ただし，政府資金については，実施結果の報告は義務づけられているが，

政府はどのようなやり方でそれを実行するように等の指示は一切ない。将来

はどうなるかわからないものの，現状では各N　P　Oの自主性が尊重されてい

るように感じる。
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③CDBGの交付について
　自治体によって対応が異なる。コンコード市やピッッバーグ市などは，市

に指名された市民で構成される審査委員会（Panel）が開催され，交付決定

に実質大きな影響力がある。それに対してコントラコスタ郡では，郡役所の

CDBG担当スタッフがSupervisorから信頼され，任されているようであ

る。

　なお，C　D　B　G交付に当たっても，対象事業に関し他の補助金や寄付など

の資金を集めることが奨励されている。（シーズ，P26）

　④評価について

　C　D　B　Gに限らず，政府資金に関しては，政府から要求される評価に対応

するために多くのエネルギーを要するが，01年のUNITED　WAYの汚職事

件（※12）とそれに対する社会の批判を考えればやむを得ない面もある。

　当N　P　Oのあるプログラムマネージャーは，その業務量の75－80％を報告

書の作成，新たな補助金の申請事務に充てているくらいである。C　DB　Gも

かなりの分量の報告書を求めてくるし，例えばサービス対象者に対する低所

得者の割合がどの程度かなどの審査を受けている。

　自己評価は重要なことであるが，公式なシステムを持っているわけではな

く，N　P　Oの世界に共通の評価指標があるわけではない。しかし，例えば報

告のタイミングである四半期ごとにどれ位の人々にサービス提供を行ったか

等の数値をもとに，組織の見直しを行ったり，新たな二一ズヘの対応を考え

たり，などの評価を行っている。

　国税免除のための必要書類であるI　R　S，FORM990は，N　P　Oの従業員

の給与まで載せるなど詳しく情報公開しているが，公的資金で活動している

以上やむを得ない。米国ではそのような情報まで公開されることになってい

る。

　注：NPO法人インデペンデント・リビング・リソースRobertA．LeGresley
　　（ExecutiveDh℃ctor）からの聴き取り（2004．3．5）を中心に作成。
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3　おわりに

　ベイエリアの自治体とN　P　Oの協働について，C　D　B　Gプログラムの配分

過程を中心に見てきた。

　先述したようにC　D　B　Gプログラムは，米国社会の歴史の中で生まれた制

度であり，また自治体によっても運営方法は異なっているなど，わが国で協

働を考える際のモデルとまでは言い難いが次のようにいくつかの示唆がある。

　1つには，補助金交付の決定プロセスに住民参加が位置づけられているこ

と。市民参加計画書の作成や公聴会の開催などが連邦政府からの承認要件に

なっているが，住民参加は地域の二一ズを事業に反映させる手段としての意

義が大きい。実際調査した自治体でも制度設計や運用に工夫がなされている。

　オークランド市に見られるディストリクト・ボード単位での住民参加はそ

の典型である。

　2つには，補助金と言えども，個別事業に対する補助金ではなく，包括的

な補助金になっており，N　P　Oなどの創意が活かされやすい事業公募の仕組

みになっている。また事後評価についても成果による評価が中心であり，成

果をどう立証するかがN　P　O側に問われているのも重要である。

　3つ目は規則等によるプロセスの管理である。政府資金を使うからには，

多くの詳細な連邦政府，地方政府の規則に従わなければならず，とくに市民

参加によるチェックを義務づけている点など，資金を提供する行政側の納税

者へのアカウンタビリティとの関係で示唆的な視点である。

　4つ目には，事務の効率化に向けた部局横断的，広域的な取り組みである。

　財政状況のひっ迫も背景になり政府資金に関するアカウンタビリティの要

請が高まりつつある。N　P　Oなどの事務量の増大が見られるなか，複数の自

治体で連携して極力報告書様式等を統一してN　P　Oの負担軽減を図る動きも

あるが，協働の環境づくりの中で重要な視点である。

　第1部で見たように，わが国でもNP　O法人は急増傾向にあり，経済社会

の中でも一定のシェアを持ちつつあること，また財政ひっ迫の中，新たな公

共の担い手として注目されるようになっていることからも，協働のあり方が

明確化されなければならない時期にさしかかっている。米国での先例とその
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思想は示唆を与えてくれるものである。

〔注記〕

※1　島田晴雄は行政評価の取組みの背景として①財政悪化，②アカウンタビリティ

　の確保，③住民の価値観多様化，④地方分権一括法の成立を挙げる。（島田晴雄・

　三菱総合研究所政策研究部『行政評価』，1999，p38－39）

※2　ニクソン政権が一般目的の地方政府を基礎単位とした分散型統治構造を追求し

　ていたことが，C　D　B　Gプログラム成立の背景でもある。（詳しくは新藤，1986，

　P75－89）

※3　メリーランド州モンゴメリ郡は，NPOへの拠出を15％とするなど，その上限

　　を定めている自治体もある。（シーズ，2001，p17）

※4チェックリスト（PnblicSeMceProposalOrga丘zationChecklist）の内容は，収

　支やサービス提供の結果の記録を行っているか，C　D　B　Gを受ける場合，収入の

　中からC　D　B　Gを特定できるようになっているか，監査と財政状況に関する年次

　報告を行っているか，人種差別やセクハラ防止に関する方針を持っているかなど

　15項目の質問からなる。

※5　推薦されない提案について，市のスタッフが作成する「承認に関する推薦案

　　（S岨s㎞血greco㎜e曲tions）」によると，CDBG規則に肌ていないこと，

　他の補助金の獲得が見込まれること，過去の実績に不安があること，などを非推

　薦の理由として挙げている。

※6　筆者がアラメダ市議会を傍聴した際は，60～70人の傍聴者がいたが，市職員に

　　よるとその程度の傍聴者数は平均的であるとのこと。争点がある場合には100人

　～200人がやって来て入場に列を作り，時には議場が一杯になることもある。

　　議会傍聴のもう一つの方法として，議会を自宅でケーブルテレビで見られるよ

　　うにもなっている。

　　　議題にもよるが，時には議論の展開によっては，自宅にてテレビで見ていた市

　民が市議会に出てきてディスカッションに参加するケースもある。このようにコ

　　ミュニティと市議会はとても密接な関係にある。

※7　コントラコスタ郡のなかで法人化されていない地域として北リッチモンドがあ

　　る。住民は州が定める手続きを踏んで法人化することを選択できるし，地域に隣

　接するリッチモンド市が境界を拡げ，北リッチモンドを法人の一部とすることも

　できる。北リッチモンドは郡の中でも最も貧困な地域であり，リッチモンド市自

　体は編入には関心がない。編入したらリッチモンド市がこの地域の消防や警察な

　　どのサービスも提供しなければならないが現在は郡がサービスを行っている。

　　　概して，規模が小さく貧困な地域は法人化に関心がなぐ，また法人化するメリッ

　　トもないケースが多い。

※8　オークランド市では8月（1年前）から，次年度の交付手続がスタートする。
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自治体の協働政策に関する一考察

　　市の担当者によるとこれはコミュニティレベルの住民参加を徹底させるべく時間

　　を確保するためであるが，1年の問には状況が変化することがあり，デメリット

　　となることもある。

※9　市役所が申請者と協議の場を設けることはH　UDの規則で義務づけられており，

　　また申請者の個別相談には対応している。

　　　ただし担当スタッフの人数が市の財政難などから削減傾向（以前は15名→現在

　　5名）にあり，十分対応できないのが悩みである。

※10　HUDが95年にC　DB　Gの配分決定過程での各参加者の影響度に関するアンケー

　　ト調査を行っているが（C　D　B　G有資格の全米61都市が調査対象〉，結果は次の

　　とおり。

Relative　Importance　of　L㏄al　Participants　in　Amud　CDBG　All㏄ation　Decisions

参加者
圧倒的

Extremely
かなり

Ve可

多　少
Somewhat

全くない
Not　at　all

計
T
o
t
a
1

市長等
Chief　Execu廿ve

　17
（29％）

　20
（33％）

　19
（31％）

　5
（8％）

　61
（100％）

責任者
CD　Administrator

　30
（54％）

　15
（23％）

　12
（15％）

　4
（8％）

　61
（100％）

議　　員
Legislators

　9
（15％）

　17
（29％）

　28
（44％）

　7
（12％）

　61
（100％）

市　　民
Citizens

　6
（10％）

　11
（19％）

　31
（54％）

　13
（17％）

　61
（100％）

※11　Emergency　Shelter　Grants，Home　Investment　Partnerships　Prog㎜

※122001年の同時多発テロの際の寄付ブームがきっかけになり，寄付募集団体・

　　UNITED　WAYのC　E　Oの高額報酬をはじめ多くのN　P　Oが寄付金を組織運営費

　　に流用していたこと等が明るみになり批判が高まった。
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