
− 17 −

Ⅰ　はじめに

１． 都市郊外地域の変容

本研究の目的は，都市郊外地域において展開さ

れる自治体による公共サービスの外部化と，これ

にともなって生じた地域の協働管理体制（以下，

「協働」）において，実際に自治体と住民がいかな

る関係を築きながら連携するのかを，自治体の地

域支援（関与）の点から，また「カウンターパー

ト」とされる住民のサービス提供の活動の点から

それぞれ検討することである．

東京大都市圏では，1990年代後半から大々的

に行われた都心部の再開発の影響によって，人

口や都市機能の都心部への回帰が活発化する一

方で，都市外縁部では，戦後から緩やかに増加

傾向にあった宅地化や人口増加の停滞が報告さ

れ，これにともなう「都市圏の縮小化」傾向が明

らかになっている（国土交通省都市・地域整備局 

2005）．こうした近年の大都市圏の変容と相まっ

て，小泉内閣時代の「三位一体の改革」より行わ

れた公的部門のリストラクチャリング，また終身

雇用・年功序列に代表される日本型企業福祉の終

焉，人口構造の変化による自治体の財政難など

は，これまでの都市生活の在り方に大きな転換を

迫っている．中でも都市郊外地域では，都心部へ

の長時間通勤を実現するために，「男性＝勤め人

／女性＝専業主婦」といったジェンダー役割に基

づく価値体系を色濃く残してきた地域であり，都

市生活をめぐる変化の波の影響をひときわ強く

受けていることが指摘されている（宮澤・阿部 

2005）．

特に，ベッドタウンとして開発された都市郊外

地域における問題は，極めて等質化された世代・

国籍（日本国籍）を有する世帯の入居を促進した

経緯により，現在では人口の少子・高齢化ととも

に，公共（福祉）サービスの需要が拡大し続けて

いる．反面，人口の少子・高齢化は，そのままベッ

ドタウンの住民たちの高齢化を意味するものであ

り，税収を見込めずに財源緊縮傾向にある関係自

治体では，住民に対する十分な公共サービスの提

供を行うことが困難になっている（井岡 2004）．

このような背景とともに，1990年代後半から活

発化してきた住民による任意のボランティア団体，

NPOなど非営利活動団体（以下，非営利セクター）

の活発化により，公共サービスの提供をめぐる自

治体と住民との「協働」が全国的に浸透しつつあ

る．「協働」とは，ノウハウや技能，豊富な経験を

有する地域の人材（おもに住民）を活用すること

で，これまで自治体において提供されてきた一部

公共サービスを外部化し，住民たちの手に委ねる

もので，これまでの縦割り管理とトップダウンに

よる自治体のサービス提供ではなかなか実現され

にくかった，きめ細やかで質の高いサービスの提

供を目指そうとするものである（坂田 2004）．

1999（平成11）年の NPO法の制定・施行と連

動して，「協働」は，これまで自治体を頂点とし

た地域の垂直的な統括を，自治体をも包含し多様

な行為主体からなる水平的なつながりへとシフト
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させるものとして注目され始めた（宮澤 2006）．

事実，自治体に代わる公的な事業の担い手となっ

た非営利セクターの人々は，自治体とさまざまな

主体を結び，「水平的なつながり」を実現する立

役者としても存在感を増している．近年，非営利

セクターの活動はまちづくりといったものをはじ

め，子育てや福祉，国際交流といったものまで市

民生活を幅広く舞台としており，そのメンバー

シップは，まさに当該地域とその近隣に暮らす主

婦や高齢者，大学生といった主体が大半である

（前田 2008）．彼／女は，それゆえ住民としての

目線から，地域住民たちが抱える諸問題や生活の

ニーズを的確に捉えて，官（自治体）と民（個々

の住民）をつなぐ地域社会の中間的な存在として

影響力を持つようになった．このような非営利セ

クターによる新たな公共サービスの提供は，住民

たちのニーズや意向を直接反映し，サービスを提

供する者と享受する者との双方向の意思疎通に大

きく貢献したことも評価されている（葛原 2000; 

今村 2006）．

また，（自治体に代わって）公的サービスの新

たな担い手への期待が高まる中で，中間領域的な

活動を担い得る非営利セクターの存在は，さまざ

まな領域を行き来する柔軟さゆえ，地域問題を

めぐる各分野において重要視されつつある（市

民，NPO等による福祉のまちづくり研究勉強会編 

2001）．全国の各自治体においては，まちおこし

や地域活性化をはじめとして，福祉や国際交流，

環境問題や男女共同参画などの諸分野での「協

働」の事例も数多く報告されるようになってきて

いる．そして，「協働」を請け負う市民団体や任

意団体を中心として，利潤追求を目的としない非

営利セクターが全国的に増加する傾向にあり，こ

れらの成果は，広く一般社会の信頼と期待を得る

ようになった．自治体に代わる「新たな公共サー

ビスの提供者」としての非営利セクターの取り組

みは，いまや地域の振興にとって必要不可欠な存

在となっている．

しかし同時に，有償労働とボランティアの中間

に位置する非営利セクターで活動する住民が，経

済的に不安定な状況の上に，過酷な働き１）が求

められているケースも少なからず存在している．

例えば拙稿では，非営利セクターの主婦を中心と

した女性たちによる「協働」の取り組みが，ボラ

ティアの枠を超えて，いつの間にか一定の成果を

伴う「労働」へと姿を変えつつあることを指摘し

た（木村 2008）．つまり，その名のごとく「協

働」は，「官」と「民」との連携の上にはじめて

成り立つものであり，「民」の自助努力だけでは

継続が到底困難である．

公共サービスのリストラクチャリングと外部化，

そしてこれを補完する「協働」の問題点について

は，渋谷（1999）や中野（1999）が詳細に述べて

いる．渋谷（1999）は，近年の「コミュニティ（市

民）」といった概念が，ネオリベラリズムによって

促された公共領域の貧困化を，かつての国家的あ

るいは政治的な方法とは別の方法で埋め合わせる

ものであることを指摘する．それゆえ中野（1999）

は，ポスト福祉国家として構想される工業先進諸

国の政策は，市民の「受動的」な態度を変更さ

せ，「自律的」で「アクティブ」な市民の創出を

狙っているという．また，このように，再発見さ

れたコミュニティ（市民社会）は，市場原理に抗

するというよりは，むしろそれを補完し得るもの

であるとする．すなわち，「協働」というものが，

福祉の財政的なスリム化を市民らの自発的でボラ

ンタリーな活動によって補う，国家にとって好都

合な制度となっている側面も指摘できる．

そこで本研究は，住民の少子・高齢化と建造環

境の老朽化など都市郊外地域の変容とともにさま

ざまな問題に直面する東京都多摩市（多摩ニュー

タウン区域内）を対象に，「協働」体制の中で新

たな役割を担うようになった主体であるNPOに着

目し，自治体との連携を通じて質の高いサービス

提供を生み出す（または生み出そうとする）非営

利セクターの取り組みの意義や可能性，そして課
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題について検討する．

２．研究対象地域の概要：多摩市永山地区（多

摩ニュータウン区域）

研究対象地域である多摩ニュータウンは，高度

経済成長期に，東京都都心部（区部）で深刻化す

る住宅問題を一時的に緩和することを目的とし

て，開発・宅地の造成がなされた計画的都市であ

り，1971（昭和46）年に入居を開始した（東京都 

1998）．多摩ニュータウン構想の対象となったの

は，都心から25～40km圏に位置する当時の多摩

町，由木村，稲城町，町田町の 4 市町村にわたる

総面積約3,000haの丘陵地域であった．広域交通

網として都心とニュータウンとを結ぶ私鉄の小田

急多摩線や京王相模原線の乗り入れや，都市幹線

道路（府中・相模原線，府中町田線）などの発達

は，都心ばかりでなく隣接する都市間や各住区間

のアクセスを可能にした．開発から40年以上経過

する現在においても，国内で最大級の規模を誇る

ニュータウンである（図 1 ）．

そもそも，ニュータウンの開発の中心的な区域

となった多摩町の居住人口は，多摩ニュータウン

の開発以前には約32,000人であったが，開発（入

居）後の1971年 9 月にはいっきに約41,240人にま

で増加した．多摩町ではこれにともなって行政需

要も増大したために，同年11月より市制（現・多

摩市）を施行した．多摩ニュータウンの開発主体

は，国と東京都，日本住宅公団（現都市再生機

構）である．入居時期は，大きく 8 段階に分かれ

る．開発主体と地元自治体との諸問題の噴出によ

り，宅地開発の中止と再開を繰り返しながら，最

終的に1995（平成7）年の長峰地区の入居まで計画

人口およそ30万人1）を受け入れるべく展開してき

た．だが，住宅公団の分譲部門からの撤退，さら

には東京都の住宅施策の見直しによって2000年ま

でにニュータウン計画と開発主体の撤退が終わっ

ている．

研究対象地域である多摩ニュータウンの永山

地区は，第 1 期（1971年）に入居が開始された，

ニュータウンのなかで最も古い地区である．永山地

区では，入居が開始された1970年代前半の時点で

中学校の開校や鉄道延伸が遅れていたため，交通

路線を補うために永山−聖蹟桜ヶ丘間のバス輸送

を約40分かけて行うなどの事態も生じた．しかし，

このような混乱もよそに，70年代当時の東京都心の

深刻な住宅事情を受けて，永山地区と同時期に入

居が開始された諏訪地区では，42倍という高倍率

で人気を博し，育児期を控えたサラリーマン世帯

が多く入居した（東京都多摩都市整備本部 1998）．

多摩ニュータウンの各地区には1,000戸～4,000

戸の世帯が居住し，各地区内には，小学校が 2

つ，中学校が 1 つ，そして 2 ヵ所の公園とサービ

スセンターが建設され，学校を基本単位とした居

住エリアを「住区」として，多摩ニュータウンの

開発と入居が進んだ．当時は，入居者の多くが子

育て世代や働き盛り世代にあたる30～50歳代で

あった．このような住民の極端な年齢層の偏り

も，現在進行しつつある住民人口の急速な少子・

高齢化傾向に影響を及ぼしており（東京都総務局

統計部人口統計課編 2008），大規模ニュータウン

図１　多摩ニュータウン区域周辺 

（東京都NPO法人設立認証団体一覧をもとに作成）.
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開発特有の問題が指摘されている（Ochiai 2005）．

都市郊外地域，特に東京都多摩ニュータウンで

は，大規模に開発された集合住宅の老朽化に加

え，人口の少子・高齢化による公的サービス（特

に福祉分野）に対するニーズの増大という大きな

問題を抱え，自治体主導の政策だけでは立ち行か

なくなっていることが現状である．こうしたこと

を受けて，多摩ニュータウンにおいては2002（平

成14）年より「協働」の試みが開始された（多摩

市くらしと文化部 2007）．そこで自治体に代わる

公的な事業の担い手となった非営利セクターは，

独居やバリアフリー，商店街の空洞化，建造環境

の老朽化など深刻化するニュータウンの地域問題

に取り組み，官と個人をつなぐ地域社会の中間的

な存在として影響力を持つようになった．「協働」

における住民の経験に根ざした認識の活用は，自

治体だけでは取り組み難かった地域問題の前進に

大きな役割を担っている（多摩市 2003）．

本研究では，多摩市総合計画（2001～2010年に

基本計画実施）において掲げられ，市と非営利セ

クター（NPO等）との「協働」の取り組みの中で

も特に注目されている，公立学校の跡地・施設等

の有効活用の現状について考察する．なぜなら，

学校跡地利用は，多摩市における政策の核とされ

てきた「市民本位の，行政運営によるまちづく

り」（多摩市コミュニティ文化課 2005）において

強調されている，住民ネットワークの構築を担う

ものとして検討するのに相応しいと考えられるた

めである．

以下に続くⅡでは，多摩市の公立学校がいかに

して跡地としての道のりを辿るようになったのか

これまでの経緯をなぞりながら，学校跡地問題の

背景を考える．また，次のⅢでは，多摩市の「協

働」事業の内容を概観しながら，同市における公

共サービスの展開が，現在いかに非営利セクター

の担うところになっているのか（否か）を検討す

る．そしてⅣでは，実際の「協働」事業の展開を

事例にして，市と非営利セクターとの「協働」に

おいて従来にはなかったどのような可能性と課題

が生み出されたのかを考察する．

Ⅱ　多摩市における学校統廃合の経緯とその跡
地利用について

まず，多摩市において，学校跡地問題が生まれ

た経緯を簡単に概観しておきたい．1971（昭和46）

年の第一次入居以来増え続けた幼年人口が，1986

（昭和61）年をさかいにして減少していった．多

摩ニュータウンの入居以降，住民の人口は毎年順

調に増加していったが，80年代後半に差し掛かっ

てはじめて幼年人口の減少傾向が見られ始めたの

である．この時期より，多摩ニュータウン区域内

に存在する学校間の児童数の安定的な人数を確保

するために，多摩市では各住区の要としてあり続

けた学校の統廃合を決定した（多摩市 2001）．90

年代に入り統廃合は，いっきに推し進められるこ

とになる．

まず，1994（平成 3 ）年には，市が市内にある

多摩市立南諏訪小学校と中諏訪小学校の統合を実

施し，この二つの学校が多摩市で初めての統廃合

の例となった．そして市は，この統廃合から程な

くして1996（平成 8 ）年に南永山小学校・西永山

小学校・東永山小学校・北永山小学校の計 4 校を

2 校へと統合し，翌1997（平成 9 ）年 3 月には，

永山中学校と西永山中学校の統合を行った．図 2

には，廃校後に複合施設となった，西永山複合施

設，東永山複合施設，諏訪複合教育施設を地図に

示した．第一次入居が行われて久しく，現在では

人口の少子・高齢化の進む永山・諏訪地区ばかり

でなく，隣接した比較的新しい鶴牧・落合地区で

も1998（平成10）年 3 月に統合が行われた．また，

1999（平成11）年 3 月には，北落合小学校と南落

合小学校が，東落合中学校と西落合中学校がそれ

ぞれ統合された．こうした一連の統廃合により，

多摩市では統合の末に廃止された学校施設が計 6

校にまで上ったのである（多摩市 2001）．



− 20 − − 21 −

そもそも，多摩市における公立学校の設置に

は，ニュータウン開発の影響が最も強く反映し

ている．多摩市においてはニュータウン大規模

開発による人口増加が最も著しく，多摩ニュータ

ウン区域内の他地域に比べ，より多くの義務教育

施設（つまり公立学校）を短期間に設置しなけれ

ばならなかった．学校施設に投じる費用は膨大で

あり，自治体単独では到底負担しきれる額ではな

かったことから，開発主体側であった国や東京

都，公団（旧日本住宅公団）らの協議の結果，多

摩市は「関連公共施設整備費」という名目で費用

を国から借り入れるというかたちで，学校の建

設に取り組むことになったのである．ところが，

以上の事情で多摩市が国より借り入れた「借金」

は，学校として運営されている分については，東

京都が財政補完することになっているが，統廃合

された施設については一切適応されないことに

なっている．つまり，学校施設を廃校し，学校機

能を持たなくなった施設にかかる「借金」の残金

については，その全額を多摩市が一括返還しなけ

ればならないのである．2004年時点での多摩市の

報告書によれば，これまでの廃校は計 6 校であ

り，「借金」の返済金の総額は約35億円にまで膨

れ上がり，働き盛りの人口が年々減少傾向にあっ

て，少子・高齢化する多摩市民の大きな負担に

なっている（多摩市 2004）．

義務教育施設の統廃合により生じた施設の活用

については，現在のところ「暫定利用３）」が検討

されており，恒久的な活用方策が確定するまでの

間，国の承認を得ながら義務教育施設の目的外で

利用する形態をとることになる．多摩市では，こ

うした学校施設についての暫定利用の検討が進め

られているが，いわゆる「恒久活用」といわれる

利用，つまり然るべき条例に基づいて，事業所や

学術機関等の誘致等，長期の特定利用が確定され

た形態が実現するまでの間は，市による直接利用

および市民開放を行なう方針を定めている．

多摩市生涯学習振興課資料によれば，市では

2002（平成14）年 8 月から多摩市学校跡地施設等

活用検討市民委員会を発足させ，学校跡地施設利

用に関する経緯，全国各地の暫定利用の実績など

を情報収集し，2008（平成20）年に学校跡地施設

の有効活用についてのパブリックコメントとして

市の学校跡地利用の方針を打ち出している．

以下は，パブリックコメントにおける学校跡地

利用のポイントである．

①　学校跡地施設は，市民共通の貴重な資源で

あり，地域要望について配慮しつつも，全

市的なまちづくりの視点からの利用．

②　市民の年齢構成の改善や雇用創出など，中

長期のまちづくり課題に対応可能な利用．

③　多摩市行財政再構築プランの理念を実現・

推進するために必要な利用．

④　機能の重複や不足など，他の公共施設との

関連を踏まえた利用．

⑤　将来のまちづくりの弾力性を担保するた

め，一定の留保を視野に入れた利用．

多摩市の学校跡地利用が，多摩市民から選出さ

れた市民委員や地域住民から出された意見や要望

を取り込んでいるとはいえ，たとえば②の「全市

的なまちづくり」という文言や，③の「多摩市行

財政再構築プランの理念を実現・推進」という文

言などに示されているように，最終的には財政の

図２　学校跡地活用のようす（永山・諏訪地区）

（「武蔵府中」1/25,000 および都市図をもとに作成）.
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緊縮が年々深刻化する市の現状を汲みとり，有効

利用，または条件つきで活用するという方策が提

示されていることがわかる．

Ⅲ　多摩市の「協働」と非営利セクターの役割

１．多摩市の「協働」事業の高まり

本章では，多摩市の「協働」の根幹をなす協働

指定事業（市の公共サービスを外部化して民間の

サービス提供者に委ねる事業の総称．以下，「協

働」事業と略．）の内容を概観し，同市における

公共サービスの展開と非営利セクターとの関係性

を考えてみたい．

政府改革などの影響により，自治体の全国的な

地域の協働管理体制の取り組みに対する流れが主

流化しつつある．多摩市でも2000年以降，これま

で市が請け負っていた公共サービスを，非営利セ

クターを含む民間へ外部化（アウトソーシング）

する動きが見られる．その中では，本来公共サー

ビスを受給して消費する側であった住民が，公共

サービスを供給するという立場も兼ねることで，

ニーズに即したさらにきめの細かい柔軟な行政

サービスの実現が目指されている．

ところで，多摩市の「協働」の実態はどのよう

なものであろうか．前章との関連により，学校跡

地が，当面多摩市の直接利用や市民開放に担われ

つつある現状（暫定利用されている現状）を踏ま

え，本章では市の「協働」と非営利セクターとの

関係を整理しておきたい．

図 3 は，多摩市の一般会計決算に占める「協

働」事業額の推移を示したものである．多摩市の

場合，一般会計計算額が2007（平成19）年から増

加傾向にあるが，このことが必ずしも「協働」事

業費の増加には結びついていないことがわかる．

2001（平成13）年度以降 7 年間のデータからみ

ると，その年の決算に占める「協働」事業費は，

ほぼ横ばい状態であり，平均して全体のおよそ

0.68％前後の割合となっている．つまり，どのよ

うな財政状況にあっても「協働」には一定額の事

業費しか見込まれていないのである．要因として

考えられるのが，第一に「協働」の事業内容の幅

を拡大していく機会に恵まれない，あるいは第二

に「協働」に対する事業費の拡充が困難である，

ということ等であるが，いずれにしても「協働」

事業費の確保が必ずしも理想的な流れにあるわけ

ではないようである．
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図３　多摩市の決算額に占める「協働」事業額の推移

（多摩市資料をもとに作成）.
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このような要因を考えるために，次に，「協働」

事業の件数とそこに占める事業種類の内訳を見て

みたい（図 4 ）．図からは，「協働」事業自体の件

数は年々増加傾向にあって，事業種別全体にも活

発化傾向にあるということがわかる．「協働」事

業は，①市が責任を持って担うべき事業を，住民

を含む NPOや団体，民間に委託する事業（以下，

委託型事業）の他に，②NPOや団体側の申し込み

により，市の承諾を経て契約・委託する事業（以

下，提案型事業），という種類に分類できる．ま

ず，①の委託型事業に関しては，これまで市の請

け負っていたサービスを直接的に業務に反映させ

るタイプの「協働」であるため，業務に対する受

託側の責任が大きく，市から受託側への財政的支

援の度合いも高い．一方で，②の提案型事業に関

しては，受託側の発想や新しいサービスの提案と

して採用されるタイプの「協働」になる．こうし

た「協働」の業務に対しては，その遂行にかかる

責任がおもに受託側に任されており，またあらか

じめ予算額も年度 1 年間契約の短期間のものとし

て設定されている．このため，②のような財政的

支援は，長い時間を要する「協働」にとって連続

性の保ちにくい単発的なものになりがちである．

また，「協働」のみならず自分たちの活動を持続

的に行っていく非営利セクター側としてみれば，

活動に対する支援の度合いは必ずしも高いもので

はない．

多摩市における「協働」事業は，年々委託型事

業が金額規模を拡大させており，契約期間を限定

しながら公募により持ち回りで委託・受託するよ

うな期間の短い提案型事業から，一定の長期的な

スパンで特定の事業者に業務委託・受託すること

を前提とするような期間の長い委託型事業にシフ

トしている（図 5 ）．2002（平成14）年まで約 4

億円の規模を超えていた提案型事業は，2003（平

成15）年の委託型事業の出現以降，ほとんど金額

割合に占められなくなっている．同様に，多摩市

における「協働」事業費全体の規模も，2003（平

成15）年を皮切りに「協働」事業費の総額は毎年

約 3 億円のラインを下回るようになってきてお

り，年々縮小傾向になっている．このようなこと

から，市と非営利セクターを含む「協働」は事業

件数が増加傾向にあって活発化する一方で，「協

働」にかかる事業費は，委託型／提案型などその

形態を問わずして縮小傾向にあるため，結果とし

て市の公共サービスの外部化が，財政的な負担の

軽減に多少なりとも関連していることが伺えるだ

ろう．

２．「協働」事業の担い手としての非営利セクター

それでは，同市の「協働」がいかに非営利セク

ターの担うところになっており，どのような形で
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図４　「協働」事業に占める各種事業の割合

（多摩市資料をもとに作成）.
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結実しているのかを見てみたい．

先に概観したように，転換期となっている2003

（平成15）年度以降，多摩市の「協働」事業にお

いて中心的な存在となってきた委託型事業につい

て，2008（平成20）年のデータから具体的な内容

とその担い手をとらえる．

表 1 が，その多摩市におけるおもな委託型事業

の内容である．多摩市では，年々市から委託され

ている事業内容の幅も広がっており，はじめは環

境保全や相談・セミナーなど特定の分野に限られ

ていた事業も，人口の少子・高齢化や国際化に対

応したまちづくりなどの必然性から，多岐に渡っ

て民間への委託・受託の対象となってきたようで

ある．多摩市では，このような委託・受託事業の

多様化の必然性から，これまで事業の主体として

認識されてきたNPOや財団・社団法人など特定の

団体に限定しない，さまざまな規模や構成員の団

体に向けた事業委託を行い，住民参加の間口を広

げている．いわば事業分野だけではなく，その主

体までもが多様化していることが近年の「協働」

の大きな特徴と言えるだろう．

本稿は，そうした多様化する事業分野の中で

も，学校跡地利用などのように市独自の問題であ

る共有財の有効活用という目的に加え，ニュータ

ウンの誕生以来，市が学校やコミュニティセン

ターなどを単位とした市民ネットワークの構築を

表１　多摩市におけるおもな委託型事業の内容（2008）
事　業　名 事　業　概　要 分野 決算額（円）

障がい者支援センター事業業務委託 多摩市障がい者支援センター「のーま」の運営管理 障がい 37,443,795

障がい者就労支援事業業務委託 就労相談のサポート 障がい 20,451,900

トレーニングルーム運営業務委託（第３スポーツホール） 第３スポーツホール運営業務 施設管理・運営 15,950,752

トレーニングルーム運営業務委託（アクアブルートレーニングーム） アクアブルートレーニングルーム運営業務 施設管理・運営 15,950,752

永山いきがいデイサービス事業運営業務委託 いきがいデイサービスセンター運営業務 高齢（介護予防） 12,368,800

ファミリー・サポート・センター運営事業委託 ファミリー・サポート・センター管理運営事業 施設管理・運営 10,443,180

諏訪いきがいデイサービス事業運営業務委託 いきがいデイサービスセンター運営業務 高齢（介護予防） 8,718,650

ハンディキャブ運行事業業務委託 ハンディキャブの運行 障がい 8,254,628

心身障がい者（児）通所訓練事業ハンディキャブ運行業務委託 施設通所者の送迎 障がい 7,286,892

起業経営相談・セミナー業務委託 東永山創業支援施設を中心とした創業支援業務 相談・セミナー 6,118,000

多摩NPOセンター管理運営業務委託 多摩ＮＰＯセンターの管理・運営 施設管理・運営 5,492,487

手話講習会業務委託 手話講習会の実施運営 障がい 5,200,000

市民大会等業務委託 市民大会等事業の実施 スポーツ振興 4,149,207

市民大会開会式業務委託 市民大会開会式の実施 スポーツ振興 4,149,207

鶴牧西公園果樹の谷維持管理業務委託 果樹の谷維持管理 環境保全 3,216,000

共働の店支援事業業務委託 共働の店の支援 障がい 3,066,756

多摩市民文化祭等業務委託 H18年度より補助事業から委託事業へ変更 生涯学習 2,600,000

外国人支援業務委託 市内外国人向け日本語教室生活相談業務及び生活情報誌作成 国際交流 2,163,000

長寿を祝う会市民企画運営業務委託 出張や市民企画による長寿を祝う会の実施 高齢(長寿） 2,000,000

適応指導業務委託 外国から転入してきた生徒に対して、日本語の学校訪問指導 教育 1,920,000

障がい者パソコン講習会等事業業務委託 パソコン講習とインターネットを利用した相談事業 障がい 1,774,500

都民体育大会等選手派遣業務委託 都民体育大会、市町村総合体育大会選手派遣業務 スポーツ振興 1,636,887

家庭菜園整備業務委託 家庭菜園の次年度新規貸し出しに向けた整備等 駐輪場等の整備 940,000

放置自転車等台数調査業務委託 駅周辺における放置自転車等の台数調査 調査・分析 827,400

産前産後支援ヘルパー派遣業務委託 ヘルパー派遣・育児補助 子育て支援 664,000

子育てふれあいサポーター派遣業務委託 子育てふれあいサポーター派遣・家事及び育児援助 子育て支援 664,000

子ども家庭サポーター派遣業務委託 子ども家庭サポーターの派遣業務 子育て支援 664,000

家庭菜園管理業務委託 家庭菜園の草刈・ごみ処理等 環境保全 520,000

声の広報作成及び複製・郵送業務委託 たま広報を視覚障がい者向けにテープに録音・複製し郵送 広報 501,759

ジュニア育成業務委託 児童を対象とした初心者講習会の実施 スポーツ振興 400,000

梅林等市民団体管理業務委託 法面管理保全等（１施設） 環境保全 390,000

環境地図作品展会場設営・展示等業務委託 環境地図作品展示会場設営・展示等業務 環境保全 315,000

保育実施業務委託 永山公民館主催事業実施に伴う保育業務 保育 295,159

各種トレーニング事業業務委託（第３スポーツホール） 総合体育館第3スポーツホールにおける各種トレーニング事業の実施 スポーツ振興 231,000

各種トレーニング事業業務委託（アクアブルー多摩） アクアブルー多摩トレーニングルームにおける各種トレーニング事業の実施 スポーツ振興 231,000

鶴牧西公園水田維持管理業務委託 水田の維持管理 環境保全 165,700

講座開催に伴う保育業務委託 講座の開催に伴う保育業務 保育 164,954

エコライフ普及啓発業務委託 「家庭でできるエコライフ」誌を使用した啓発業務 環境保全 105,000

声の議会報作成・郵送業務委託 視覚障がい者向けの録音テープによる声の議会報作成等 広報 74,340

（多摩市資料および NPO・市民団体等協働事例集をもとに作成）．
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推進してきた点（多摩市 2008）から，「コミュニ

ティにおける核」として非営利セクターの手によ

る実質的な整備や活用が期待されてもいる「施設

管理・運営」の分野に着目したい．とくにここで

は，多摩市特有の学校統廃合問題にも連なる学校

跡地利用の「協働」の現状を検討することとし，

旧西永山中学校に置かれた多摩NPOセンターの管

理運営業務について以下の章で取り上げる．

Ⅳ　学校跡地利用と「協働」事業の事例

１．西永山複合施設で事業を行う多摩NPOセ

ンター

以下，これまでの「協働」における市と非営利

セクターの関係を踏まえつつ，実際の学校跡地活

用を例として，多摩市と非営利セクターとの「協

働」における現状を考察したい．

現在，学校跡地利用（恒久・暫定利用を含む）

は，多摩市内において 7 ヵ所（2011年）ある．事

例として取り上げる永山地区の西永山複合施設

（旧西永山中学校）内にある多摩NPOセンター（以

下，NPOセンター）は，委託型事業を市から受

託しており， 2 ～ 3 年のスパンで継続的に市との

「協働」を行う非営利セクターによって担われて

いる．事例として取り上げたNPOセンターは，お

もに多摩市内に拠点を置くNPOの活動と住民，自

治体をつなぐ中間支援的な役割を担い，管理する

学校跡地内においてNPO活動関連の情報提供や活

動場の提供を行っている．同センターの利用者数

は緩やかながらも着実に増えつつあり，多摩市内

の中でも非営利セクターや住民主体による本格的

な学校跡地利用の先駆けとして注目されている．

市との「協働」により管理されるNPOセンター

の事業費の経年的な変化に触れておく（図 6 ）．

NPOセンターは，2001（平成13）年より多摩

市より受託した「協働」事業（期間長期型）をス

タートさせた．2001（平成13）年当時受託した特

定非営利法人 X は，2005（平成17）年 3 月までの

任期であり，年間およそ400万円弱の金額規模で

事業を担い，西永山複合施設の管理に取り組んで

いた． X の任期が終わり，その後，2005（平成17）

年 4 月から同NPOセンターの管理事業を受託する

こととなった特定非営利法人 Y は，事業内容の主

軸である管理・運営のうち，同センターのフリー

スペースの管理など運営部分を独自に強化した

サービスの提供を展開するようになった． Y がこ

のような方針に基づく管理・運営を打ち出したこ

とから，市の予算額も増加するに至り，センター

運営の費用は最大およそ600万円台にまで達して

いた． Y の「協働」契約も2008（平成20）年 3 月

に任期を終了することになったが，2004（平成16）

年以降増加しつつあったNPOセンターにかかる事

業費は，この年を境にして削減の方向へと大幅に

見直されることとなった4）．

その後，2008（平成20）年から2011（平成23）

年 3 月までは特定非営利法人 Z が，2011（平成23）

年 4 月以降から現在に至るまでは特定非営利法人

A が，それぞれ NPOセンターの管理を担うこと

になる．ちなみに， Z は文化・芸術交流を主目的

とする団体であり， A は子育て支援を主目的とす

る団体であり，いずれも構成員は主婦や非正規雇

用者など女性や若年層を中心とした団体である．

2008年まで管理に携わった Z，現在管理を行う A

に対するそれぞれのインタビューによれば，同セ

ンターの予算額は，パートおよびアルバイトのス

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000

2001（H13）

2002（H14）

2003（H15）

2004（H16）

2005（H17）

2006（H18）

2007（H19）

2008（H20）

単位：円

図６　NPOセンターの管理事業にかかる「協働」事業費の変化

（多摩市資料をもとに作成）.
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タッフを 1 人あたり週 3 日程度，計 2 人程度を副

業に携わるという条件で「やっと」雇える程度の

規模であり，当該の「協働」ではとても十分な雇

用機会にはならないような状況である．

現在のNPOセンターの受託団体について触れて

おきたい（表 2 ）．2011年より「協働」事業を市

から受託している団体Aは，子育て支援をメイン

とする分野にて活躍するNPOであり，本来の活動

もセンターの業務と並行して盛んである．

現在のスタッフは，多摩市およびその近隣市に

在住する自営業を営む会社員，主婦，学生などの

人々によって構成され，それぞれ代表，理事，非

常勤職員，アルバイト（パート）スタッフとして

活動する．火曜日～日曜日までの事業実施日に

は， 1 日 2 人程度のスタッフが，フリースペース

の管理や電話・FAX対応，掃除，NPO中間支援施

設としての簡単な情報提供などおもに NPOセン

ターの管理を行っている．先の受託団体である Z

からのことであるが，彼／女たちが行う事業内容

は，おもに「NPOセンターの管理」のみであっ

て，運営は実質的に任されていない．よって，管

理・運営を両輪で行うことを目的とした本来の

NPOセンターの活動とは異なり，事業内容も事

業費規模もその範囲を狭めていることが伺える．

NPOセンターの「協働」事業は，こうした業務内

容の変化を理由として，市からの予算および決算

の約半分以上が削減されていることがある．セン

ター管理の受託団体の変更を契機に予算枠の見直

しが行われたため，ちなみに2009（平成21）年の

決算額は，前年のほぼ半額減になった．

図 7 は，現在のNPOセンターの事業内容を示し

た理念図である．この図が明確に示しているよう

に， A 以外の団体（正式な「協働」の受託主体で

はない）が関わり，意思決定やセンターの運営な

どは「NPOセンター運営会議」や多摩市が引き受

けている．一見すれば，運営会議や住民を含め，

大学や企業などさまざまな立場の主体との対等な

コラボレーションのもとに市との協働を行うよう

な構図になっているが， A が行える業務内容はあ

くまでセンターの「管理」のみである．繰り返し

になるが，「協働」のもと管理を担う彼／女たち

の時給や報酬は，先述のように十分なスタッフ数

を雇える雇用機会とはなっていない．つまり，西

永山複合施設の NPOセンターの事例では，市が

目指すような市民の創造的な参加や業務内容を十

分に行える環境とは言い難く，ポテンシャルの高

い市民の人材活用やそのアイディアを活用できる

「協働」であるのかは疑問が残る．

表２　NPOセンター管理事業の内容変化
2005（H17）−2008（H20） 2008（H20）−2011（H22） 2011（H23）−

特定非営利法人　Y 特定非営利法人　Z 特定非営利法人　A
主な事業内容 ①フリースペースの管理 ①フリースペースの管理 ①フリースペースの管理 

②印刷機等大型事務機器の提供 ②電話・FAX応対，簡単な情報提供 ②電話・FAX応対，簡単な情報提供 
③電話・FAX応対 

NPO情報提供 ①情報誌の発行（年2回） ①全国NPO情報の転送 ①全国NPO情報の転送 
②文献・情報誌の貸出 
③全国の NPOセンターとの情報交換 

活動中間支援 ①活動立ち上げの相談 なし ①SOHOの管理・運営
②活動の運営に関する相談 
③資金調達・事業計画相談 

ネットワーク ①HPの運営 ①HPの運営  ①HPの運営 
②関係組織の訪問 
③市との連携 

人材育成 ①インターンシップの受入れ
②イベントにおけるボランティア募集 なし なし 

（多摩市NPOセンターからのインタビューをもとに作成）.
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２．西永山複合施設の今後

2009（平成21）年現在，西永山複合施設は，今

後 3 年以内に高齢者介護サービスのための「永山

いきがいデイサービスセンター」として民間企業

への有償貸付（リース）が検討されている．

恒久利用へ向けた計画とその動きは，西永山複

合施設に限らず，多摩市全体の学校跡地利用とし

て主流化している．このような学校跡地利用の過

渡期のなかで，NPOセンターの「協働」事業を受

託した Aなどはあくまで暫定利用が終わる期間ま

での「中継ぎ」のような存在にも捉えられる．い

ずれにせよ，自由な空間として市民に開放されて

いた学校跡地利用は，終息しつつある．

多摩市の学校跡地利用における暫定利用は，今

後 3 ～ 5 年間を目途に完全に中止され，その後は

学校跡地利用の恒久利用に向けた大幅な利用方策

が検討・実施予定中だという．高齢者介護サービ

スのための事業所として貸し出される西永山複合

施設以外の落合複合施設では，「東京医療学院大

学」を設立するための学校法人へのリース5）など

も検討されている（多摩市 2008）．

西永山複合施設のみならず，学校跡地における

現在十数団体のNPOと市民の任意団体による暫定

利用は，ひとまず「退去」になることが明らかに

なっている6）．西永山複合施設内での暫定利用で

例をあげれば，麻雀クラブ，カラオケ，コーラス

愛好会，撮影同好会，フラワーサークル，書道教

室等などのリクリエーション型サークルのほか，

ケアサービス，育児支援，障がい者通所支援など

の社会貢献型サークルなどが利用している（図

8 ）．多摩市（2008）は，趣味の活動機会・拠点

として利用できる公共空間として市民開放を謳っ

ていたが，今後は財政的な問題の影響もあり，よ

り厳密な市の管理下に入ることが住民の間でも危

惧されている（旧南永山小学校跡地施設利用団体

及び地域住民の会 2003）．市は退去勧告をする代

図７　センターの事業内容を示した理念図

（多摩NPOセンターHPより引用）.

図８　現在の西永山複合施設内の暫定利用

（2009年10月著者撮影）.
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わり，現利用者への新たな活動場を提供する等の

対応策の検討は，実質的に行っていない．

Ⅴ　おわりに

近年公的部門のリストラクチャリングが進む中

で，自治体主導の外部化が活発化し，非営利セク

ターの役割の増大は著しく，非営利セクターは

多様なサービス内容を担うようになった．また，

NPO法の制定もあり，住民は様々な形態で自らの

活動を組織化し，そうした住民団体で構成される

地域の非営利セクターは，外部化の受け皿として

機能するようになった．こうした外部化は，これ

まで私的なものとされ全体像が見えにくかった，

ボランティアを含む地域の活動に光を当て，その

有用性と存在意義を社会に認知させた．

たしかに，自治体側からしてみれば，意欲ある

非営利セクターとの「協働」は，公共サービスの

質的向上とコスト削減をともに促進させ，非営利

セクターにおいてやりがいを見出す主婦や若年層

たちと自治体との両者の利害を「一致」させるも

のとして，また地域活動のひとつの形態として定

着しつつある．公的なサービスを自治体や住民，

そして非営利セクターなどの多様な主体が相互に

創造し，共有し得るスタイルこそ，「協働」の最

大の利点であった．

しかしながら一方で，公共サービスの外部化の

多くが，非営利セクター参加者の「善意」に基づ

くボランティア的な働きに依拠していることも事

実である．事例地域の場合，「協働」事業の件数

が増加する反面で，委託型事業費（期間長期型）

の総額は，削減・縮小傾向にあった．自治体から

の事業費が年々限定される中で前提とされるの

は，外部化されたサービスのひとつひとつを意欲

とボランタリーな精神を持って担う人々の集団と

その活力，つまり非営利セクターの存在である．

だが，現在多くの非営利セクターは，慢性的な運

営資金の不足によって，団体の活力を低下させて

いる．NPOをはじめ多くの非営利セクターにとっ

ては，活動資金や人材の確保は深刻な問題である

ために，自分たちの懐からの「持ち出し」や不十

分な支援のもとに行われる「協働」は，将来的な

持続可能性の低下にもつながりかねない．

また，学校跡地利用とNPOセンターの管理事業

については，自治体と非営利セクターとの「水平

的なつながり」を真に実現しようとする真摯な努

力も不可欠である．今回検討した学校跡地活用の

事例は，学校跡地利用の運営費の限定性のほか，

「協働」を受託した非営利セクターの活動内容つ

まり役割の限定性も浮き彫りとなった．市の財政

緊縮の中で，大量に抱える学校施設の維持問題は

喫緊の課題である．これを民間企業への有償貸付

によって解決しようとする試みは，市民への自由

解放の断念というジレンマを抱えてはいるが，現

実味を帯びつつある．ただし，近い将来に民間の

資本で恒久利用させることが前提であれば，結

局，地域住民は，「中継ぎ」として暫定利用の中

で事業の自由度を低下させ，非営利セクターは明

確化された委託／受託の関係性の中で自治体の公

共サービスの「下請け」に甘んじなければならな

い．このような主体間のつながりは，本来期待さ

れてきたボランタリーな地域・市民活動の成長を

膠着させ，主体的で対等な参加への可能性を持っ

た「協働」が，形骸化する恐れも生じかねない．

福祉や育児など事業分野の一部分においては，

すでに資金不足が指摘されている（大槻 2006）．

より良い「協働」を持続的に行っていくために

は，「協働」事業に関連する必要経費だけではな

く，活動に見合った人件費の確保が急務である．

もし，自治体と非営利セクターの間で行われる

「協働」や公共サービスの外部化が，単にコスト

削減の手段であり，参加する非営利セクター，市

民の意欲とボランタリーな働き方に依存したもの

であれば，住民の主体的な地域貢献の取り組みは

いつか燃えつきてしまうだろう（渋谷 1996）．

都市郊外地域とコミュニティの変容において，
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ボランタリーな不払い労働を自発的に担いうるの

は，多くの場合，自己実現の意欲と能力を併せ

持った若年層や高齢者，そして主婦である（朴 

2007; 木村 2009）．さらに，こうした背景には，

都市のリストラクチャリングにおける再生産労働

の問題（Buzar, Ogden and Hall 2005）など，固定

的な二項対立的構造を前提としたジェンダーの問

題が横たわる．変容する都市郊外空間における地

域ガバナンスとその再編は，カギとなる住民主体

の取り組みをジェンダーの視点とともに丁寧に検

討していくことが，今後益々重要になっていくだ

ろう．
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注
１）McDowell（2000）は，新自由主義的な福祉政策へ

の関心から , 固定的なジェンダー役割が家庭領域を超

えて展開する危険性を示し，構造自体の限界を指摘

している . 

２）計画人口は30万人であったが，実際には約28万人

（2008年現在）程度でとどまり，その後人口規模は

年々減少傾向にある．

３）「暫定利用」は，「暫定活用」という名称でも呼ばれ

る．義務教育施設について，市による正式な利用す

なわち「恒久利用（活用）」が実現するまでの 5 年間

を目途にしながら，「協働」などの市による直接的な

利用と，市民による自由な利用を含めた市民開放を

行う方針を定めたものである．

４）「協働」にかかる全体的な事業額（協働指定事業額）

の変更のほか，NPOセンターなど市の施設運営事業費

への見直しの要請が市民からも出されていた（多摩

市くらしと文化部市活動支援課 2008）．

５）こうした学校跡地利用の民間企業へのリースは，

年間約2,700万円程度の財源収入が見込まれ，おおよ

そ10年間契約することが予定されている．

６）暫定利用は，西永山複合施設や東永山複合施設な

どをはじめとして義務教育施設の有効活用の要とし

て推進されてきた．だが，市財政のコスト削減と建

物修繕にかかる維持費用を背景に，市は2003（平成

15）年頃から資産活用を目的とした民間売却案を報

告（たま広報 2003年 5 月20日付）し，市民による暫

定利用を中長期的に終了する見解を示している．市

は，この頃から市との交渉の有無を問わず，非公益

的な市民による暫定利用を指して「無許可占有」と

いう位置づけをしている．
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