
きたかみ NPO通 信

「んだょねつと」は北上地力 (北上市、西禾□賀町)

を中心とするNPOの 情報誌です。 「んだょ」は北

上地んで 「そうだ」等の相槌の意味。 「ねっと」は
「ネットワーク」を示します。発行は3月 、6月 、
9月 、12月の年4□ 。市民活動を取り巻く動きや

各団体の活動情報などをお届けし、皆さんの活動を

サポートします。

Zoom∪ p

lO月 24日 、北上市の日本現代詩歌文学館

で 「市民活動活性イヒフィーラム」 (北上市玉

催)が 行われました。テーマは 「住民力が地

域をつくる」。コミュニティ組織の活性化策

や地域づくりのあり方などにつしヽて、活発な

意見交換が行われました。基調講演やパネル

ディスカッションを詳報します。

詳しくはP4、 5の 特集 (2)。
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提言
「先駆けて市民参加型評価を実施する自治体はどこか」

特集 (1)
「北上の緩不ロケアを考える市民の会」

特集 (2)
「市民活動活性化フォーラム  『住民力が地域をつくる』

・
」

NPOの 輪
団体紹介 「北上 ・アマチュア ・マジック ・クラブ」 (北上市)

インタビュー

NPO法 人 「フォルダ」クラブマネージャー 福 士幸子さん

NPO基 礎講座  「岩手県のNPOの 数」
本の紹介    「 コミュニティの自立と経営」



先駆けて市民参加型評価を実施する自治体はどこか

高橋 敏彦

( い わ て N P O 一 N E T サ ポ
ー

ト 代 表 理 事 )

1.県 民 参 加 型 外 部 評 価 事 業 に関 わ つて

この事業は、平成17年度か ら岩手県がNPOに 委託する形で実施 している協働事業だ。今回我々が提案 し、実

施 した内容は、県における今までの協働事業の効果やそのプロセスを評価 しようとい うもの。2004年度 と2005年

度の協働事業について、行政 とNPOの 担当者に、主に協働の効果をどの程度実感 しているか、プロセスは適切

だつたかなどの設間に回答 してもらい、集計結果を他の中間支援組織や行政職員 と共に分析 し、改善に向けた提

案を行なった。協働の効果は予想以上に大きいことがわか り、具体的にどのような効果や課題があるかを共有す

ることが出来た。

現在の協働に対するイメージはどうですか

2 %

協働による行政側の効果 (複数回答)

留分

が期待できると
 受 益者 のニー ズが的確 に分 かつた

効果はあるが事務が

煩雑になると思 う

効果があるか疑問だ

特に意識 していない

その他

必要なサー ビスを安 く提供

別の視点や ノウハ ウを習得

行政の信頼度が上がった

その他

2.自 治体の評価 に市民が関わ る意義

北上市ではまだ、行政評価に市民の参加を取り入れようという動きは無いが、県の県民参加型外部評価の効果

が明らかになれば、いずれその動きが広がってくるだろう。

市民が自治体の施策を評価することは、満足度を的確に計れるというだけではなく、実施する市民自らの行動

も自己評価することになり、市民セクターの育成や市民の自発性を醸成することに結びつく。今回、約150の協

働事例において、その調査結果を県内の中間支援グループと共に評価分析した効果はまさにそれだょ行政には、

気付いていても市民に対して言い難いこともあり、それを評価に参加 した他の市民が代わりに言つてくれてい

ることも多い。

自治体の評価に市民が関わることの意義はほかにもあると思われるが、今回の事業で感じたことを整理すると

以下のようになる。

1)市 民の目線で評価されるので満足度や新たなニーズが的確に把握できる。

2)事 業に関係する市民が自己評価することによって、市民の自発性が得られる。

3)市 民と行政とが協働で評価することで結果を共有でき、協働の施策づくりにつながる。

以上のことだけでも、自治体の評価に市民が関わる意義は大いにあると言える。

3.市 町村への広が り期待

市民参加型評価は市民の満足度や新たなニーズを的確に把握できるだけでなく、公共サービスにおいて市民の

自発性を醸成し、自治体の政策遂行に大きな効果をもたらす。したがって今後、各自治体も含めて広く展開され

ることが望まれる。そのためには、市民にもわかりやすい、平易な評価方法の確立と
″
評価アレルギー″

の克服が

必要だ。専門のNPOや 中間支援組織などによる啓発や研修などの活動が重要になる。市民参加型評価に適する

事業分野や方法などによつて、団体は最も得意な分野について、行政は最も重要な施策分野について市民参加型

の評価をすればよい。市民参加型評価を他に先駆けて実施する自治体はどこになるのか、気になるところである。

‐



いわてNPO― NETサ ポー ト 理 事

肘井 大 祐 (河北新報社北上支局記者)

岩手県立北上病院 (北上市)と 同花巻厚生病院 (花巻市)の 統合で、2009年4月 開院見通 しの新病

院に設置される緩和ケア病棟について、患者やその家族、医師、看護士、行政関係者 らでつくる 「北

上の緩和ケアを考える会」が病棟のあり方などをめぐり、活発な議論を交わしている。医療従事者 ・

患者 と行政が一体となり、病棟環境や患者に対するケアの質の向上をはかろうとい う
″
協働

〃
の取 り組

みを紹介する。

考える会は北上病院の医師らでつくる緩和

ケア委員会が市内の患者会 とともに企画 し、

2005年9月 から開催 している。同病院を会場

に、これまでに3回 の会合を重ねた。

過去の会合では、地域全体における緩和ケ

アのあり方や新病棟の環境、院内ボランティ

アの方向性などについて、意見交換 した。参

加 した患者 らからは 「診療科同士の連携が必

要」 「病棟で音楽を流 してはどうか」 「家族

の話 し相手になるなど、ボランティアの活動

の場がほしい」などと、建設的な提言が相次

いだ。

建設中の新病院。緩和ケア病棟は別棟の平屋 とし
て整備 される=北 上市村崎野

医療スタッフとがん患者 らが活発に意見交換を重
ねる 「北上の緩和ケアを考える会」

北上市を中心に活動す る乳がんの患者会

「ひまわりの会」代表の小原節子 さんは 「医

師や看護士は患者の声に耳を傾け、治療に反

映させてほしい。そのためにも、こうして議

論する場が大切になる」と話す。

委員会では今後も、定期的に会合を開き、

患者や家族 らの要望を踏まえながら、病院の

運営体制などを検討する方針。委員長を務め

る石橋浩明 ・北上病院副院長は 「医療はス

タッフと患者が一緒になってつくりあげてい

くもの。病棟が地域に果たす役割など、議論

を深めたい」と話 している。

新病院は434床で、北上市村崎野に建設中。 6階 建ての本館 と、いずれも平屋で、診断 ・検査を行 う

リアニック棟、緩和ケア病棟 (24床)の 3棟 からなる。この うち、緩和ケア病棟は患者会などの要望

を踏まえ、病室を南向きにし、本館 と棟続きの別棟 として整備 される。建設費は約101億円。

―



住民自治のあり方や地域づくりの課題解決法などを学ぶ市民活動活性化フォーラム (主催 ・北上市、

企画運営 ・NPO法 人いわてNPO一 NETサ ポー ト)が 10月24日、北上市本石町の日本現代詩歌文

学館で行われた。有識者による講演や市内の地域交流センター幹部ら5人 によるパネルディスカッショ

ンなどを通 して、参力日した市民ら約120人は地域 自治や地域活性化への関心を高めた。フォーラムの内

容を詳 しく紹介する。

基調講演  「住民力を活かす組織と拠点」

櫻井常矢氏 (高崎経済大学地域政策学部助教授)

分権型社会になれば、自治体間の格差が拡大 し、競争の時代になる。住民と行政が一体となつて、

地域を支えていくことが大事だ。地域の課題はこれまで行政が培つたマニュアルでは解決できなくな

りつつあり、市町村合併が進めば、さらに複雑になる。地域の課題 とそれを解決する従来の行政サー

ビスには、埋められない溝のようなものが出てくる。地域の力を培い、住民力を醸成 しないと、地方

都市は一気に飲み込まれてしま う。

市町村が広域化すればするほど、地域づくりや地方の自治は国家的な課題になる。まちづくりや地

域の暮 らしのあり方は住民自治組織が基盤 となる方向に変わってきてお り、大きな転換期を迎えてい

る。その意味で、地域の拠点施設をどう運営 し、活用 しながら自治を進めていくかが課題になつてく

る。

自治組織 としては、 「地縁型」と 「志縁型」の二つの共同体のあり方を見直す必要がある。 「地縁

型」の組織は継続性や担い手不足が課題 となってお り、特定のテーマに人々が集まる 「志縁型」はか

なりの勢いで増えてきてお り、互いの信頼関係を構築できるかが大事だ。

社会教育法に基づく従来の公民館は日本

特有の地域拠点施設で、住民参加の基盤 と

して作 られた経緯があるが、参力日を通 して

施設を運営するとい う理念 と実態はかけ離

れてしまっている。

北上市の地区交流センターは施設の運営

に参加 しながら、自治の主体を育てていく

ためにあるものだ。住民自治組織を育てる

上で、どうしたら活力ある組織を持続でき

るかを考えてほしい。10～15年後を意識 し

た取 り組みが必要だろう。

(要旨抜粋)

地域の拠点施設の重要性などを訴える櫻井氏

‐
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パネリス ト           ー

伊澤邦晃氏 (黒沢尻北地区交流センター事務長)

及川正男氏 (二子地区交流センター事務長)

千田幸男氏 (鬼柳町自治振興協議会副会長)

櫻井常矢氏 (高崎経済大地域政策学部助教授)

コーディネーター

高橋穏至 (いわてNPO一 NETサ ポー ト理事)

パネ リス トの方々は3回 にわたつて

行われた 「地域づくり講座」 (北上市

主催)の 受講生でもあります。講座の

感想 を交え、 自己紹介をお願い しま

す。

最も大事なのは、地域を良く知るこ

と。地域の課題をどうとらえて、どう

展開するか。これからの交流センター

の活動について取組んでいきたいで

す。

企画の段階からスター トすることの

大変さをあらためて感 じています。や

つと1ペ ージを読み終わったなとい う

印象です。

どこの地域も同じような問題を抱えていると感 じます。地域づくりは何も宝探 しをするのでは

なく、人と人 とのつなが りが大事。おなじ志を持っている人を集めて企画、実行することの大切

さを学びました。

地域の課題を発見することや皆で発見する作業が大事で、そのプロセスが重要です。ワークシ

ョップのような話合いの場をつくれば、地域の課題の発見につなが ります し、参力口意識が高まう

てきます。

実際に自分の地域で大変だったことなど、課題を聞かせてください。

鬼柳地区は若い人の多くが工場に働きに行つてお り、活動になかなか参加 してきません。時間

が合わないとい う声があります。若い人の力をいかに結集 していくかが一番の課題であり、地域

の実態です。

若い人の参加をどうするかはほとんどの地区の悩みとしてあるようです。

地域の方からもつと、いろいろなアイデアが出ればいいと感 じます。住民からいろいろなアイ

デアが上がってくれば、地域づくりはうまくいきます。

我々の地域では組織を立派につくつたと自負 しています。組織をもつと活かすのが課題で、地

域住民がとりつきやすいことをやることが必要です。現状を良く知 り、課題を見出して共通認識

を持つことで、地域づくりに活かせます。

何のために事業をやるか、目的、目標をちゃんともつてほしいです。 目的を見失 うと、地域の

魅力も薄れてしまう。北上で動き出している拠点施設の運営は先が見えない新 しい試みです。マ

ニュアルがなく、先が見えないもの。やっていると孤独になってきます。地域全体のサポー トが

必要です。見守るだけでなく、協力 してほしいです。 (要旨抜粋)

活発な意見交換が行われたパネルディスカッション

櫻井



北上市の黒沢尻北地区交流センターで毎月2回 の練習会を開催し、

き、日ごろの練習の成果を抜露している。事務局担当の元高校教諭、

に奇術を楽しもうというボランティアの団体。奇術の習得を通して、

という思いもあります」と話す。

メンバーは北上市を中心に、奥州市や金ヶ崎

町などの26人。60、70歳代の高齢者が中心で、

大半が入会当初は奇術の素人とい う。 7年 前に

妻 ヒロ子さんの勧めで入会 したとい う金ヶ崎町

の荒井
一夫さんは 「手品を披露 して、見物人の

笑顔を見ると元気が出る。手品はテレビで見る

ものだと思つていたが、覚えるのは思つていた

以上に簡単。やっていておもしろい」と充実 し

た様子。 ヒロ子さんも 「地域の人たちにお世話

になったので、夫が定年で退職 したら同じ趣味

を持ち、ボランティアで活動 したかつた。街を

歩いていて、手品を見た子どもらから声をかけ

てもらうこともあり、喜んでもらっているとい

う実感がある」と笑顔で話す。

30年ほど前に一部有志で活動を始めた。メン

バーの転勤などで一時は休止状態になったが、

1995年、横沢さんらの呼びかけで本格的に活動

を再開した。毎年11月に市内で定期発表会を開

いているほか、今では各団体の求めに応 じて、

市内を中心に年に20～30回の出演をこなす とい

う。

月例の練習会は大学時代に奇術サークルに所

属 した横沢さんが中心となり、講師を勤めてい

る。モットーは 「自分たちのやれる範囲で、自

分たちも楽 しむこと」 (横沢さん)。 個々のメ

ンバ土に各種会合への出演依頼が舞い込む事も

多く、忘年会などが目白押 しでこれからの季節

は大忙 しとなる。

各地の芸能発表会や敬老会などに出向

横沢信夫さんは 「見てくれる人と一緒

個々のメンバーの人生を豊かにしよう

地域の芸能発表会で手品を披露する北上 ・アマチュア
・マジック ・クラブのメンバー=11月25日、北上市内

ひとこと

北上 ・アマチュア ・マジック ・クラブ

会長 平 野七蔵さん

、本格的に活動を始めて10年がたち、地域の人たちとの交流の輪が着実に広がって

います。手品を身につけることで普段の生活の中での話題も増えます し、舞台に上

がる会員自身が楽 しんでいるようです。メンバーは随時、募集中。最近は発表会を

見に来た高校生が入会 してくれました。出演要請にも極力、応えるようにしていま

す。




