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千葉県生活環境部県民活動・文化課 NPO 室 原稿 
「地域の多様な主体との連携・協働について」 

特定非営利活動法人せんだい・みやぎ NPO センター 
代表理事 加藤哲夫 

 
１．市民活動を取り巻くこの十数年の社会の変化を押さえる。 
 1998 年 12 月、特定非営利活動促進法が施行されてから、市民活動を取り巻く環境は大

きく変化した。私は、1980 年代前半から市民活動の現場に関わり続けてきたから良くわか

るが、その変化は大きなものである。例えば私は、当時から活動のために大枚をはたいて

購入した製版機、印刷機、コピー機などを個人で所有して活動していたが、今では行政が

支援施設を設置し、無料か非常な廉価で印刷が出来るようになっている。イベントのチラ

シは、ほとんどの公共施設で門前払いをされていたが、支援施設では配架が当然になり、

仙台では十数か所の公共施設の共通ラックに配架することも可能になった(註 1)。市民活動

への助成金などはほとんど存在しなかったが、これもあふれんばかりに用意されている。

行政の対応も大幅に改善されており、真っ当な提案なら政策に反映される可能性が増えて

いる。まるで天国のように恵まれているというのが私の感想である。 
 
 促進法が成立した直後に私は、これからの市民活動促進の課題は 3 つあると発言してい

た。(1)市民活動に対する社会的認知の拡大、(2)市民活動しやすい基盤整備(環境整備)、(3)
市民活動団体自体のキャパシティビルディング(力量形成)の 3 つである。当時は(ひょっと

すると今でも)多くの団体が、自分たちのことを社会は理解してくれないと考えていた。社

会的に認知されたいというのが、活動上の課題の第一位だったのである(註 2)。これはあっ

という間に解消された。大手紙に載るボランティア、市民活動、NPO、NGO という言葉を

記事検索した数字で比較すると、促進法施行前・1995 年の震災時と比較して約 2 倍から 3
倍の記事が掲載されている(註 3)。つまり既にそれだけ市民活動は注目され認知されている

のだ。逆に言えば、注目されているにもかかわらず、「認めてくれない」と”くれない族”を
やっていると、相手にされなくなる危険があるということである。また、(2)基盤整備は、

少しずつだが税制も改善され、新公益法人制度も出来て、各自治体の支援促進策も出揃っ

ている。制度は整備され施設は充実し助成金や補助金は山のようにある。この環境を活用

することが出来ないとすると、その原因は社会の側にあるのではなく、(3)団体自体の力量

形成に課題があるということになろう。地域の多様な主体と NPO の連携･協働を考えるに

しても、この大前提を押さえておかないと、大きなボタンの掛け違いになる危険性がある。 
 
２．行政の政策としての歴史的位置付けを確認する。 
 さて、連携・協働という言葉が多用されるのは、まずは行政と市民活動との関係におい

てである。多くの自治体において、「市民との協働」や「市民活動団体との協働」が唱えら
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れるようになったのは、促進法が施行されてすぐのあたりからであろうか。99 年には横浜

市で横浜コード(註 4)が施行され、仙台市では「市民協働元年」が当時の藤井市長によって

宣言された。大都市・県庁所在地を中心とした自治体では、市民活動支援または基盤整備

を進める中で、当然、力量を備えた団体との連携や協働が政策課題に浮上してきていたわ

けだ。 
一方、過疎や空洞化などにより疲弊した地方中小都市や町村では、全国的な協働の機運

に乗りながら、旧来の地縁組織との関係の再構築による地域再生を「協働」という言葉で

打ち出すところが増えた。中には行財政改革によるコストカット=協働というところもあり、

自治体や論者によって異なった視点から語られることも多く、自治体職員、市民共に、理

論的な混乱があると思われる。 
 そのため私は、自治体職員や市民団体の協働テーマの研修において、以下のようなスラ

イドを示し、その位置づけを確認してから、本論に入ることにしている。 
図 1 
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 図 1 は市民と政府・行政の関係および政府・行政の進化を示している。市民には、行政

サービスの受けてとしての「受益者としての市民」と主権者や社会人として公共的にふる

まう「公共的主体としての市民」(註 5)という 2 つの顔がある。生まれたばかりの赤ん坊は

まだ受益者としての市民であるが、やがて大きくなり社会的な役割を果たし、主権者とし

て選挙権を行使することによって公共的主体としてふるまう市民になる。町内会の役員や

ボランティア活動などに限らず、市民としての地域と社会に対する応分の責任をそれぞれ

の場所で多くの人々が果たしており、その結果私たちの社会は運営されている。それらの

人々を公共的主体としての市民ととらえる。しかし、高齢になったり事故にあったりして

公共サービスを受けるようになると、また受益者としての市民の割合が高くなるわけだ。
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もちろんそれは市民の権利でもある。 
 ところが、政府・行政側から市民を見ると、選挙のとき以外は、図 2 の矢印が示すよう

に、受益者としての市民しか見えないことが多い。行政にはどうしても困ったり要望を持

ったりした市民が集まってくることが多いわけだから、ますます市民は弱くて助けを必要

とする人たちなんだという固定観念が行政職員の中に蔓延する。公共的にふるまう市民を

見たことがない、想像できないという職員が未だに多いのは、この構図によるし、そうい

う市民と協働と言われても理解できないことが多い。 
図 2 
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 歴史的に政府・行政と市民の関係を図解したものが、図 1 の下段の部分である。情報公

開条例が制定されるまで、左端の「家父長制的な政府・行政」の時代が長かったわけだが、

ここでの関係は「指導・支配」であり、上意下達的関係である。昔、中小企業支援センタ

ーは、中小企業指導センターと呼ばれていたのだ。今でも市民がしばしば行政職員に向か

って、「よろしくご指導下さい」と言ってしまうのは、その名残りと言えよう。真ん中の図

は、このところ熱心に説かれてきたニューパブリックマネジメント（NPM）による「サー

ビス提供者としての政府・行政」と市民の関係である。市民は顧客であり消費者である。

NPM は企業のマネジメント手法を行政経営に持ち込んだわけだが、NPM では、市民はサ

ービスの対象者であり受益者に過ぎない。そのため双方の関係は、一方的な支援の関係に

なり、行政対個々の市民という一対多の放射状の関係になる。更には、マネジメント手法

だけではなく、行政の仕事そのものが民営化やアウトソーシングの対象となり、市場化が

進んだ。結果、人々はますます消費者として要求はするが自ら汗を流さず、市民としての

身銭を切った応分の負担を担わなくなる。その NPM の限界を解決するものとして、「協働・

共創者としての政府・行政」へのシフトが必要である。 
 この場合、シフトのポイントは 2 つである。1 つは、受益者としての市民に一方的なサー
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ビスを提供することではなく、公共的にふるまう多様な市民との間で連携や協働関係を構

築しようとすることである。2 つ目は、市民同士の助け合いや問題解決の行動が、受益者と

しての市民と公共的なふるまいをする市民の間であたりまえのように構築されることであ

る。そこでは受益者がいつのまにか支援者になるなど、参加交換の可能性に開かれた公共

空間が広がっているはずだ。結果、政府・行政と市民との関係は、一対多ではなく、多対

多の相互関係になる。一方的に行政が支援する関係ではなく、互いに支援される関係でも

あり、支援というより、互いにその潜在的な力に気づき主体としての力量形成をしていく

という意味でエンパワメントという言葉で表現することがふさわしい関係になる。 
 
 連携や協働の関係を結ぶということは、このような歴史的な文脈に沿って相互の関係を

変革していくことを意味する。これは、一般的な市民活動組織と行政の関係でも、地縁組

織と行政の関係でも共通する課題である。従って、自治体には 2 つの協働政策が求められ

ている。1 つは、今までも唱えられてきた「特定の共通課題の解決のために、2 つ以上の組

織がセクターを越えて共同行動すること」である。つまり、プロジェクト、ネットワーク、

タスクフォース、協議・・・いろいろな取り組みがある。2 つ目は、そもそも長年の支配的、

上意下達的な相互関係に慣らされてきた市民と行政職員の双方が、市民による自治の領域

を認識し、その拡大と力量形成に互いの力を出し合うというものである。それは一方的な

行政による市民活動支援や地縁組織支援ではなく、相互の認識と関係の変革を視野に入れ

たエンパワメントの取り組みが求められている。2 つ目の自治の拡大が前提となって、1 つ

目の協働は成り立つと言ってよい。 
 
３．では、具体的にはどうすればいいのか？ 
・サービスの提供ではなく、ソリューションの構築と考える 
 では、具体的にどうすれば「地域における多様な主体との連携や協働が進むのか」考え

てみよう。 
 2 で示した自治体の協働政策は、担当課の仕事としてだけではなく、全庁的な理解と取り

組みの促進が必要である。そのとき行政も市民組織も共に留意すべきことがある。どちら

も自分たちの仕事を「公共サービスの提供」とだけ考えていると、結局のところ行政の公

共サービスをアウトソーシング・委託するか、自分たちのやっている事業に予算をもらお

うという次元になって、他の公共的な主体との連携や協働など視野に入らなくなってしま

う。NPM 段階の官民関係に留まってしまう危険性が高い。 
 このとき行政も市民組織も、自分たちの仕事を、単なる公共サービスの提供ではなく、「地

域におけるソリューション(課題解決のためのしくみや方法)の構築」と捉えると、大きく視

点を変えることができる。複雑に入り組んでいる現在の社会的な課題の多くは、行政によ

る画一的で一方的なサービスの提供のみによって簡単に解決するようなものではない。む

しろ、その問題の当事者も含めた多様な主体が連携・協働するためのしくみや方法を地域
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に構築することが必要になっている。つまり、連携や協働を進めるのは、地域課題解決の

ソリューションを構築するためであり、多様な主体を視野に入れるのは、実際に、さまざ

まな主体がその課題に関係しているからである。以下、その具体例を見てみよう。 
 
・地域の意欲ある利害関係者をネットワークする。 
 例えば、私が 20 年来関わってきた地域におけるエイズ問題を取り上げてみよう。日本は

ずっと感染者・患者数が毎年増加している国なのだが、危機意識も予算も不足がちである。

そんな中、地域でエイズ問題に取り組むためには、さまざまな関係者との連携が不可欠で

ある。県と市の担当課、出先の保健所、専門病院や医師会・歯科医師会、中学・高校・大

学の保健や養護の教諭、青少年の育成団体、PTA、海外に社員を出している企業とその保

健師、ゲイのコミュニティ、感染者・患者の当事者グループ、それにエイズ問題に取り組

む NGO などである。これらの組織が協議の上、共通の現状認識と目標を持ち、それぞれの

特性を活かした行動を連携しながら行うことが必要である。しかし、一般的な行政の委員

会などでは、これらの組織の代表者が並べられ、年に一度か二度の会議が形式的に開催さ

れるだけである。それも一方的な行政の事務事業の報告で大半の時間が費やされる。中に

は、初歩的な知識が欠落している人も少なくないので、初歩のエイズ講座みたいなものに

なって終わってしまうこともある。必要なのは、これらの諸組織の中から、問題意識を持

ち意欲的で行動可能なキーパースンを見つけ、日常的な連携の中から、協働の取り組みを

立ち上げていくことである。そのために私は、これらの組織からキーパースンを発掘し連

携していくための連続講座を企画し、予算も企業の社会貢献資金で調達して開催したこと

があった。この連続講座がその後の地域ネットワークに活かされたことは言うまでもない。

行政に予算がなければ、そこまでも市民が考えるわけだ。 
 
・団体同士のネットワークは、行政との戦略協議の場づくりに焦点をあてる。 
 複数の団体が活動している分野でも連携や協働は重要である。仙台には有名な広瀬川と

いう河川が街の中心を流れていて、多くの市民の憩いの場所となり、誇りの源となってい

る。この河川には数十の市民団体がさまざまな形で関与している。町内会での川岸清掃か

ら、貸しボートを運営する団体、利水と治水について意見を届ける団体、行政の委託を受

けて調査を行う団体、河川に親しむイベントを企画する団体などである。同じようなこと

はさまざまな地域で見られることである。その場合、当該河川の美化や保全を目的とした

ネットワークを形成し、交渉窓口や補助金支出を一本化するというのが従来の行政手法で

あった。官主導の時代にはそういうこともうまく機能したが、現在ではなかなかうまく行

かないことが多いはずだ。活動団体が増え、価値観も違う場合が多くなり、すべての問題

について一本化することは不可能になった。そういう場合、ネットワークは最低限の共通

目的のための共同行動以外には機能しなくなる。ましてや、そのネットワークに団体では

なく個人が加盟できるようにしてしまい(これがまたしばしば見られるのだ)、さらにはイベ
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ントなど事務事業の委託先として法人化などをさせてしまうと、多様な主体の中の一団体

(ワンオブゼム)になってしまう。行政と多様な主体との政策協議の場だったはずが、いつの

間にか単なる事業の一受託団体になってしまう。なんのためのネットワークなのか、市民

の側から考え続けないと、中長期的なビジョンを討議したり、戦略的な行動を検討したり

する場を維持することはできないことが多い。ここでは私は、事業の受託よりも、あくま

で政策・戦略の協議の場の維持自体が大事であり、それを協働と呼びたいのだ。 
 
・地縁組織との連携は、具体的な地域課題解決のノウハウから。 
テーマ型の NPO の場合、なかなか地縁組織をはじめとする地域の住民団体との連携がう

まく行かないという話もしばしば聞く。けれど、例えばごみの減量に取り組むとして、小

さな環境市民団体がイベントや勉強会を開いているだけでは、大きな成果は望めない。自

分たちだけではできることに限りがあると自覚した段階から、連携や協働への模索が始ま

る。ごみの減量で言えば、大きな影響を持っているのは、地域の住民組織つまり町内会や

自治会であり、そこの衛生や環境の担当である。行政もこれらの人々にそれなりには働き

かけているが、いかんせん上意下達的な時代の名残りで取り組んでいる場合が多いので、

適切に効果を上げることが難しい領域でもある。私は 10年近く、仙台市の環境局と一緒に、

地域の人々がごみの減量と不法投棄の防止、それに集積所の美化の活動に取り組むことの

エンパワメントに取り組んできた。キーワードは「責めない」である。毎年数百人の単位

で取り組みに関わる人材の育成を続け、今では多くの町内会で問題解決の兆しが見え、地

域のトラブルが減少し、ごみ減量の成果が上がっている。一番の成果は、地域の人々に話

し合いによって問題を解決できるという自信が生まれたことだろう。 
◆仙台市環境局廃棄物管理課 クリーン仙台推進員・クリーンメイト活動事例集 

http://www.city.sendai.jp/kankyou/haikibutsu/clean/jirei.html 
 
・行政のタテ割りを嘆くのではなく、地域のタテ割りを乗り越える知恵を出す。 
 地域コミュニティの再生や活性化という課題を考えていくと、行政のタテ割り構造が地

域をタテ割りにして市民を分断している構図が見えてくる。行政の補助金分配の流れに従

って、地域にはいくつもの委員会や受け皿組織がつくられ、担当課が違えば、相互の連携

など考えてもみないという事例もたくさんある。結果、二重行政、三重行政にもなってし

まう。このような現状を行政の側から変革しようという動きが協働の政策であるのだが、

その場合も、上意下達的に決定事項を市民に押し付けている協働が散見されるから困った

ものだ。市民から地域のタテ割り構造に気づき、変革の意思が生まれるには、利害関係者

の集まる話し合いの場が必要である。 
 私がお手伝いしたもののひとつとして、宮城県気仙沼市において障害者地域生活支援団

体が主催したワークショップがある。障害のある人もない人も地域でイキイキと生きてい

けるようにと活動する団体が呼びかけ、社会福祉協議会職員、民生児童委員、特別支援学
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級の教師、障害児を持った親、自治会関係者、成人の知的障害当事者、団体のサポーター

など数十人が一堂に会し、6 人から 8 人がテーブルを囲んで話し合った。テーマは地域で障

害者が一緒に生きるにはというものだが、最初の問いかけは、「地域で障害者のことで困っ

たこと、気にかかることは何ですか？」というもので、それをたくさんのポストイットに

書いてもらい、模造紙に貼り出した。次に、それらの問題についてひとつひとつ話し合い

をしてもらった。 
 街頭で障害者が大きな声を出しているが、どう対応したらいいかわからない。近所に障

害児を抱えた家があるが、民生委員として障害の種類や内容について何もわからないので

どうしたらいいか困っているなどたくさんの素直な困りごとが貼り出されたのである。そ

れらを障害当事者、親、支援学級の教師、民生委員、町内会長、NPO 関係者が一緒に検討

し、互いの知識で補って行く。この作業自体が地域の課題解決のしくみづくりになってい

ることに注意されたい。こういう地域のワークショップを、さまざまなテーマで開いてい

くことが、地域課題解決のソリューション構築の第一歩なのだ。 
 多賀城市の民生委員研修も同様のやり方でさせてもらった。普通の行政主催の研修会は、

大学の先生の講演があり質疑応答して終わりなどというもので、民生委員同士が知識やネ

ットワークの交換をしたことはないし、ましてや多様な地域の主体との話し合いなどした

こともないという自治体が大部分だろう。そこに切り込んでいかないと、地域の多様な主

体との連携や協働は始まらない。NPO はこれらの多様な主体=アクターのひとつであり、

同時に、これらの取り組みの提案者でありうるのだ。 
 
・団体同士の学びあう場づくりこそが、地域での連携・協働の基礎体力である。 
最後に、市民組織自体の力量形成に大きな効果のある取り組みについて、昨年私が関わ

った大分県の「学びの協働隊」のことを紹介しよう。この取り組みは、最初長崎での私の

資金調達の講演を聴いたある NPO の理事長が、私を大分に招いて講演会を開催したことか

ら始まった。その講演会は県の予算を使い、参加費無料、約 100 人の方々が参加された。

その中でもっと学びたいという話が出た。私の提案は、一年がかりの連続講座にして、か

つ費用は全部参加者負担にしようというものだった。こういう話には行政がすぐに予算を

つける時代なので、2 万円近くの費用を負担して参加する人がいるかどうか、理事長は悩ん

だのだろうと思うが、とうとう決断して約 15 団体 30 人近くを集めて 4 月から講座が始ま

った。私は 2 回目の 6 月から講師として行くのだが、その間に、他の団体のイベントに参

加するか、事務所を訪問して来なさいという課題を出していた。そんなことをして自分の

団体の力量形成になるのだろうかと半信半疑だったらしいが、なんとか参加者は互いの団

体を訪問し、企画に参加してから第 2 回の講座に臨んだ。そこで他の団体の企画力や事業

実施の力を報告しあった参加者は、初めて他団体を観察することが、自団体の力量形成に

とても大きなヒントになることに気がついたのである。残念ながら多くの団体は他の団体

のやっていることに関心がないし、学ぼうとしていない。だから地域のネットワークも出
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来ていかない。互いに学びあう文化をつくることが、NPO が地域で力をつけていくための

前提だから、私はそういう課題を出しているわけだ。さらに第 3 回全団体に団体基本情報

の Web 開示とブログの開設を行い、そのブログ記事が自動配信されるポータルブログも作

成した。情報開示と発信力向上の基礎ができて、ほぼ参加者全員がネットデビューを実践

したのである。 
すると、出来なかった団体や参加者をフォローするミニ講座を、できる人が講師になっ

て開催するということがあたりまえに行われるようになり、質問もメーリングで飛び交い、

互いの事業の連携もスムースに広がって行った。残念ながら私は病気入院が続き、講座の

後半は手伝うことが出来ていないのだが、メーリングリストとポータルブログを読んでい

るだけで、大分の皆さんがどんどん進化しているのがよくわかる。 
大きくて力のある支援センターや行政の施設があれば、地域の連携が進むわけではない。

互いに必要と思い、相手から学びあい、助け合う土壌を耕さない限り、無関心なまま孤立

していく団体が力量形成することは難しい。力がない、金が無い、行政が無理解である、

そういうことは言い訳にならない。自腹を切ってでも学びあいたい本気の人たちと相互に

学びあう地域をつくることが、連携と協働の地域をつくることの近道である。 
学びの協働隊ポータルブログ http://blog.canpan.info/manabitai-oita/ 

 
４．企業との連携や協働はどうすればいいのか？ 
・企業はパトロンではない。地域づくりのパートナーである。 
 企業との連携は、少し違う観点が必要である。というより、今まで述べてきたことと基

本は同じでいいのだが、市民活動をしている人たちの多くは企業を別のものと見ていて、

かえって損をしていることが多いのである。 
別のものとは、企業を私益だけを追求している何か良くないもののように考えている人

がいることである。確かに、私のいくつかの公害訴訟や薬害訴訟の支援に関わった経験か

らしても、企業の問題点は見過ごすことができないものと思っている。ただ、どんな企業

も、人を雇用し、何らかの有用な商品やサービスを開発していかなければ、さらには社会

的責任を果たさなければ消滅する運命にあり、必死の努力をしている。高度な消費社会の

問題点は、個々の企業の責任の問題だけではなく社会システム全体をどうするかの問題で

もある。さらに地域に根ざした企業の多くは、地域と従業員と自らの生活のために仕事を

しているのだから、そのこともきちんとリスペクトしなければならない。 
その上で、大きな企業ならば、社会の側の倫理の圧力に積極的に応えることで生き延び

ていくという選択をしようとしているのが CSR の取り組みだろう。そこに協働のタネがあ

る。NPO 側から提供できるものは何かを考えることがヒントになる。 
一方、小さな地域の中小企業や商店などは、基本的に経営者次第である。先日、墨田区

で国産Ｔシャツメーカーの社長をしている久米信行さん(註 6)を招いて講演会を開いた。学

生から「なぜまちづくりをやっているのですか？」と問われて、久米さんは「地域のこと
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に汗を流すのは、下町の商店主や町工場の社長などの旦那衆にとってはあたりまえのこと

であり、DNA だよ。」と答えていた。もともと町の商店主や事業主は、さまざまな形で地

域の仕事を担っているのであり、その延長上に連携や協働の働きかけがなければならない。

そうではないと、資金源やパトロンとしてのみ企業を考えてしまうことになり、その働き

かけはうまく行かない。 
当センターが運営している「サポート資源提供システム」や「みんみんファンド」(註 7)

の参加企業には、まちづくりのパートナーとして参加して欲しいとシステム設計の段階か

ら議論に入ってもらっている。一緒にまちづくりを考え、行動しようとする企業人はたく

さんいる。金づる、パトロン、スポンサーなどという気持ちで接するのは、大変失礼な話

である。地域課題を解決するためのパートナーとして企業を考え、一緒に取り組むことが

大事である。 
以上 

 
 
註 1. 当センターによる「仙台に情報の背骨を通すプロジェクト(略称骨プロ)」の提案で、

市内の公共施設 11 館にチラシの共通ラックを設置、市民活動サポートセンターにチ

ラシを持ちこめば、自動的に全館に配架されるしくみをつくっている。 
   http://www.sapo-sen.jp/honepro 
註 2. 市民活動地域支援システム研究会による 1996-7年の市民活動団体ニーズ調査による。 
註 3. ボランティア・市民活動・NPO・NGO という言葉のどれかが含まれる記事の件数調

査(平成 15 年は 9 月まで)、朝日新聞、読売新聞、河北新報対象 2003 年加藤調査。 
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註 4.  横浜コード：「横浜市における市民活動との協働に関する基本方針」1999 年。 
註 5. 「公共的主体としての市民」「公共的にふるまう市民」：ここでは筆者は、ボランテ

ィアや町内会役員などのようなわかりやすい市民像だけを描いているのではなく、
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例えば、内田樹氏が以下のように「大人」を定義しているものと同義のことを言っ

ている。 
    大人というのは、最低限の条件として「世の中の仕組みがわかっている」ことを

要求されます。ここでいう「世の中の仕組み」というのは、市民社会の基礎的なサ

ービスのほとんどは、もとから自然物のようにそこにあるのではなく、市民たちの

集団的な努力の成果として維持されているという、ごくごく当たり前のことです。

現に身銭を切って、額に汗をして支えている人たちがいるからこそ、そこにある。

でも、それを忘れて、「そういうもの」はそこにあって当然であると考える人たちが

出てきた。「そういうもの」が存在し続けるためには、自分がその身銭を切って、自

分の「持ち出し」で市民としての「割り当て」分の努力をしなければならないとい

うことをわかっていない人たちが出てきた。(『街場のメディア論』光文社新書より) 
    また、宮島喬氏は、以下のように「シチズンシップ」を説明しているが、私の使

っている公共的主体としての市民や公共的にふるまう市民像としては、この「シチ

ズンシップ」という言葉が限りなく近い。 
    私たちが一つの社会の中に生き、その社会の平等なフルメンバーと認められ、自

らもそう感じていて、定められた諸権利を正当に行使でき、定められた諸義務を果

たさなければならない(と感じられる)とき、「シチズンシップ」が成立する。(『ヨー

ロッパ市民の誕生－開かれたシチズンシップへ－』岩波新書 ( )内は加藤補足) 
註 6. 久米信行氏：1963 年墨田区生まれ。久米繊維工業代表取締役社長。日経「インター

ネットアワード」、経済産業省「ＩＴ経営百選」、東商「勇気ある経営大賞」等受賞。

明治大学商学部講師。(特)CANPAN センター理事、「CANPAN ブログ大賞」審査委

員長など。著書に『すぐやる！技術』『やりぬく！技術』『認められる！技術』『ブロ

グ道』など。 
註 7. サポート資源提供システムと地域貢献サポートファンドみんみん(略称みんみんファ

ンド)：2000 年から企業関係者 40 人ほどによる研究会を開催、企業人中心のまちづ

くり支援システムとして開発と試験運用を開始し、2002 年から本格運用した地域の

資源循環システムであり、事務機器・什器備品類やリユースパソコン、それに資金

を集めて NPO に配っている。現在までの合計提供額は、およそ 8000 万円相当にな

る。 
 
 


