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淡海の市民活動・ネットワーク1青報誌

100人の1歩が大変重要です。

さん（近江八幡市）、了衝念冠1盈盆ｒｉｒ 二BlrUWT1YNel閃〃ｎｒＩに【3急加誼ｅｒｒｆＴｒＶｆ

一一Ｊq一少凸些－ｑ９ｂＢ－ 三Ｖ胃ｌＩＶＨ－－卓←フ、

しく、どのように住民の方々に推進していったら良いのか

頭を'悩めています。ただ､言えるのは、２０世紀の大量生

産・大量消費・大室廃棄型の社会で環境破壊をしてきた

我々が、次世代の子どもたちのために、ライフスタイルを

変えていかなければなりません。

環境問題を改善する場合、知識や技術ではなく、小さな事

でも一人一人の実践活動が必要です。一人の100歩より、

のないよろこびは、すべての人が手に入れら

れるものなのです」（同本より抜粋）

ふわりとさそわれてかぜにただようはなぴら／じっともりの

そこでまつおさない木のめばえ汽人のいとなみでおこなわ

れているものと／自然のいとなみでおこなわれていること／

どっちが大切というわけではないけれど／いのちのありかた

を忘れてしまっているような気がする／自然にいかされ自

に
め
に
…
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議琴謙鷹霊充実感をえています。
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この指と震れ形式で蔵白く活訓…い重
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然にかえる／そんなあたりまえのことを伝えていきたい／

と考えていたからです。ｅには、よろこび、感激、神秘などを子どもと

環境問題を考え、改善に向けての実践となると、手間が掛一緒に再発見し、感動を分かちあってくれる
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↑卿雲です、自然にふれるという終ﾐ全十Ｋ十ＭL,、
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子どもたちに教えられ､何か水辺環境改善に取り組みたいス・オブ・ワンダーを新鮮に保ち続けるため
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画「センターでは、県内の活動団体’

て、データベースを作成し、淡海ＮＩ淡海ＮＰＯデータファイル

※この事例は、

ンター(ＵＲＬ

1枚1Ｃ )や、
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交流Ｂ子さん
ピアザ淡海の２Ｆ、

壁面がガラス貼りの琵琶湖が
､ Ｂ、

淡海Ａ子さん

よく見える淡海ネットワークセンターに、２人

の女性が訪ねてきました｡近所のおじいちゃん、

おばあちゃんに自宅を開放して交流している

法人格をもってヘルパー派遣や弁当の宅配などをして

いるところもあります。センターの情報コーナー(☆2）

■ 題･文化政策

では全国や海外の検索用にインターネットも使えるよ

体．２０００

うにしています｡とＡ子さんとその仲間のＢ子さんです。

れている

⑳「いろんな活動されている団体がある

⑲「2年前から、近所のおじいち

ゃん、おばあちゃんとお話がした

いと自宅を交流の場に提供してい

ます。今は、週に３回、活動に参

加したいという仲間とこの場を運

んですね｡」

ｅ「私たちも給食サービスやヘルパーの

派遣も将来的にはしたいと話しています。

法人｣と言う言葉が園さましたが、

豊私たちもなれるんですか？！
宮しています。おじいちゃんやおばあちゃんたちと話し

ていると、生活の知恵や人生経験など勉強になることが

いっぱいありますが、食事や家事の悩みを打ち明けられ

たり、訪問してほしいとか言われたりすることもあり、

舎後、どのように活動をしていけＩまいい

のか悩んでいます。

画「いわゆるＮＰＯ法(裏面｢用語集｣参

照）が成立したことで、非営利の社会

貢献活動を行う団体が法人格をもてる

)、

(*3)ようになりました。センターでは、

法人化について(認証申請の仕方、法人格取得の条件、

一天気村（

他にも似たようなことをし

るところはありますか？」
法人化のメリット…などＮＰＯ法全般)の相談も行ってい

市）

ます。最近は定款に書き込む団体のミッションなど具体

的な相談が増えています｡ロ

画‘

ン夕ツトワ

人日

⑳｢その前に活動資金を何とか

しないと。お茶代などを少しもら

っているだけだし…｡」

⑳「万一のことを考えて、介護できる

人も配置したいし…｡」

ミ(*1）を発行しています。その中で､高齢者問題で活動し

ている団体は７１団体あり、Ａ子さんのように宅老を行

うグループの他に､各市町村の社会福祉協議会を窓口と

して介護のボランティアを行うグループ､高齢者の方の

外出支援､一人暮らしの方への給食ボランティア、また

上の様々な悩み

圃淡海NPOデータファイル園県内の特定非営利活動法人園NPO活動
（１８団体・２０００．１現在） アドバイザー派遣制度センターに登録されている県内の市民活

動団体は64B団体あり(2000.1現在)、しみんふくし滋賀(野洲肋／大津倶楽部(大津市)／明市民活動を行っている団体またはこれか
その一覧｡センター規冠,p澄録用紙C希望るしＹ社会づくり運動滋賀県協議会(大津市)／NPO子どもら活動を始めようするグループに、活動
者はセンターまで)で無料で登録できるネットワークセンター天気村(草津市)／ゆうらいふ上の様々 な悩みに対して答えるアドバイ
(県内で活動される非営利の市民活動団体（守山市)／ふれあい大津(大津市)／プラの会(大津サーを派遣。１団体あたり派遣に要する
に限る)。個々 の団体の名称､連絡先､活市)／関西ﾗｵｽ協会(大津市)／萄笥村(愛東町)／ホ最初の１回の謝金と交通費をｾﾝﾀー が
動内容目的などを記載｡県内の図書館、－ムママ(大津市)／サタデーピア(彦根市)／HCCグル負担。
県事務所等で閲覧できる。一部500円で一プ(大津市)／アイアンドユー(草津市）

※アドバイザー専門分野／登録者２９人
販売もしている(送料160円)。 （2000.1現在）

画助成金の情報まちづくり｡地域づくり,村づくり.組
廻情報コーナーの利用（財)助成財団ｾﾝﾀー 発行の｢助成団侭要鍵lなどを情織運営･ミニコミ･広報･事業計画･企
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連絡先、

容

助成財

インターネットの利用(Bo分100円。印報コーナーに設置ｂトヨタ財団、日本財団､キリン福業社会貢献･インターネット・ボランテ
刷は1枚１０円)や、図書(約800冊)の賃祉財団など個々 の情報をあわせて提供。ま殖情報誌イア・ワークシヨツプ･環境･地域文

化?闇地域計画も福祉･芸術文化‘国際交
出(一人ｓ冊まで2週間)､新聞記事.雑Ｉおうみﾈｯﾄ｣の伝言板ｺー ﾅー でも紹介ｂ

参考:(財)助成財団ｾﾝﾀー(URL:http:〃wwwjfc・orjp）流･女i生問題･高齢問題･文化政策など。誌(25調の閲覧ができる。

リ

ミ・広報.･ミ



な関係」「ＮＱ９ＮＰＯと市民社会～介謹保険

応えするアドバイザーの派遣を行っています。活動の分

Ｇ「実際にいろんな団体の方に会っ
固「やはり活動の支援者を増やすことと、サービ

スを受ける人の適正な負担を考えることが必要で

すね。そのためには、自分たちの活動が何の目的

、何をしていて、今後、何をしていきたいのか、

童も含めて、外部の人にわかりやすく説明するこ

要になってきます。センターでは、助成金などの

て、情報交換できる機会は

ないんですか？」

制度を考える～」

で、今、何をしていて、今後、何をしていきたいのか、

お金の面も含めて、外部の人にわかりやすく説明するこ

とが必要になってきます。センターでは、助成金などの

I情報（郷)も集めています。在宅老人等の福祉に関して

は、（財)太陽生命ひまわり厚生財団、近畿2府4県の高

齢者を対象とした福祉活動への資金援助として、（財)大

阪ガスグループ福祉財団、社会福祉団体のNPO法人設立

に助成する(財)安田火災記念財団など、分野によってい

函「交流事業として年’

の交流(平成１１年度は福井県)、おうみ市民活

動交流会(本紙センターインフォメーション参照）

の配布。

を開催し、県内のいろんな事例をもとに活
|ま、（財)太陽生命ひまわり厚生財団、近畿2府

齢者を対象とした福祉活動への資金援助として、

阪ガスグループ福祉財団、社会福祉団体のNPO

に助成する(財)安田火災記念財団など、分野に

ろいろあります｡」

動のノウハウを研修しあっています。また、淡海ネット

ワークサロンを開催して、いろいろな分野で活躍する県

内のキーマンをゲストに交流する場もあります｡」

宮(~･万
〃０J

ナー

⑳「こういった活動をしていく上で

のマネジメントや世の中の

動きなんかを知るにはどう

画|~相談は、電話やFAX、Ｅメールでも

す。月曜日と祝日の翌日は休館ですが、

⑲「最近、いろんな形で参加したい言っ

てくださる方が増えてきたので、そうい

った方々を受け入れながら、どうい
すればいいですか？」

う会の運営をしようかと思っています.」 画「センターでは、市民活動について、

ｃワーク

板への掲示とパンフレットラックで

Ｇ｢中には､会のホームページを作ろう 県外の実践家を招いたり、ワークショ

とか､地域福祉の勉強会をしようとか言 ツプを取り入れた「わくわく市民活動

う方もおられるんです｡」 ゼミナール」を開催しています。この

講義録は淡海ネットワークセンターブックレット(煮9)と

・セン

固｢ホームページについてなら して発行しています。またいろんな活動に取り組む方を

曇センターのアドバイザー(瀦５） 対象にした地域プロデューサーを養成しようとする「お

.ｇＮＰＯと市民社会～

に相談されてみてはどうでしょう。他 うみ未来塾Ｃ本紙センターインフォメーション参考)」も行って

にもセンターでは、市民活動の様々な'悩みに専門的にお います。情報コーナー(*2)の図書等もご利用下さい｡」

記録」「ＮＱ８ＮＰＯとボランティアの創造的

Ｌ

ランティア

野や課題に応じて講師等の紹介もしています。またＮＰＣ

Ｇ「今後も利用させてもらいたいと思

うのですが､相談などは実際に

来ないとダメなんですか？
士日も開いていますか？」

についての勉強会はセンター職員がお手伝いしますよ｡Ｉ

円)、紙折り機、丁合機、電動パンチ、り(実費負担：Soo円／月×１２ケ月＝3600円分切手「ＮＱ，わたしたちが開くこれからの地域社
裁断機、パソコン(印刷とインターネを添えて申し込む）。１０６団体bW利用(2000.1現在〉会Ｊ「N0,2市民活動の意義と役割」「No.３
ツト以鋤は無料。※コピー機以外は、

副センターのひと目の利用状況など市民活動促進のための法制度をめぐる議市民活動関係の利用に限る

月平均：（1999.4月～12月）論」「No.４これからのNPO経営～おうみ市

｜･欝欝型･……･…雛｜蕊繍撫:M;:鰯鱒函イベントのPR支援

Ｑ｢勉強会やイベントをするときに、チラシ

とかを作って、広く参加を呼びか

けたいのですがＩ

(実費負担：Soo円／月×１

･交流

ヶ月＝Ｓ

す。月曜日と祝日の翌日は休館ですが、それ以外は、朝

の９時から、土日は夕方5時まで、平日は夜の7時まで開

いています｡ご都合のいいときにどうぞ１１
(*１０)」

画「印刷機の貸し出し(*6)や市民活動団体のイベントの

＝ＢＧ

ＰＲ(*7)の支援、情報ＢＯＸ(沼)を設置して利用者間での

Ｉ

情報交換の支援など、様々なサポートを行っています｡」

ン(印刷とイ

函ﾜｰｸｺｰﾅｰの利用料函情報BOKの利用園淡海ネットワークセンター
印刷機(2台):マスター1枚50円、イ市民活動団体の私書箱｡登録団体間によるチラシや会 う､ツクレット

ンク１０枚5円(紙の持ち込み必要)、報等を配布し、互いの情報交換に利用。登録は無料。過去のわくゼミと、設立記念フォーラム、
コピー機：１枚１０円（AB／20円)、月に２回程度センターにBOX内の印刷物を取りに来るおうみ市民活動交流会の記録をまとめた
カラーコ崖：１枚８０円（A8／1５０《投入は随時ﾂ。遠方の[方には月に２回の宅配iゴービスあブックレット。１冊BOO円６塗料160円）
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団体

し、互

こ２回程度センターにBOX内

認

は随時ﾂ。遠方の方には月’l＝

相談件数・今・・・・・・・・・・13.1件

情報提供件数・・・・・・・・・・1Z1件

情報・図書コーナー利用者数・・・237B人

インターネット利用者数．。・・・４６人

ワークコーナー利用件数。。・・・68.8件

交流サロン利用者・・・・・・・・2285人

センター利用（来建!）人数・・・・604.3人

･相談

ジ最新情報への入力、センター掲示

ツト矛

用(200

･インタ

｡※コピ

巳一

プを求めて～第2回おうみ市民活動交流会

･情報。

■

奇数月１日発行の「おうみネッＨ伝 ｢NOj7市民・企業・行政のパートナーシッ

言板への掲載、センターホームペー



NPO間連
用需集

'’１ 完全保存版
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アカウンタビリティ(accOuntability）
アカウンティング(会計）レスポンシビリティ（責任)の

合成語で、会計責任とか、行政では説明責任とされてい

ます。情報公開法(平１１．法42)では「政府の有するそ

の諸活動を国民に説明する責務が全うされるように」と

目的条項に情報公開の理念として据えられました。イミ

ダス２０００によると「組織の事業内容や収支について不

正がないことを社会に対して情報公開する責任」として

います。昨今はもう少し踏み込んで「決定の過程および

理由を住民に対して説明する義務、さらにいえば、住民

からそのような要求があった場合には応答しなければな

らない義務」（森田朗編著「アカウンタビリティと自治

体職員」）とさ れ て い ま す 。 （ 田 中）

Ｗ⑤ifd鼠

アドボカシー (adovocacy）
もともとは特定集団の権利を擁護したり、その主張、利

益を代 弁 し た り 、 問題提起する活動のことを指します

が、現代では、一般的に政策提言活動として用いられて

います。具体的には、その分野の情報の発信やその問題

の所在について調査・研究し、そこから提言や対策をま

とめ、ロビーイングとよばれる議員に働きかけて法律を

成立させるような政治的交渉をおこすとともに、広く市

民各層に訴えていくことです。政府や企業とは違うＮＰＯ

による課題の発見とそれに基づくアドボカシーは、ＮＰＯ

の重要な役割の一つだと言えます。 (福田）

Ｗｎｒｄ：

ＮＰＯ(nonprofit(not-for-profit)Organization)と
ＮＧＯ(non-govemmentalorganization）
ＮＰＯは､直訳すると｢非営利組織｣｢非営利団体｣ですが、

日本では「民間非営利組織」と訳されています。新しく

公共サービスを担う組織として、自ら新しいものを創造

し、自己責任において実行できる組織という点で、ＮＰＯ

は、日本ＮＰＯセンターの山岡さんが言う“NewPublic

O｢ganization，，（新公共組織)とも言えるかもしれませ

ん。ここでいう非営利は、収益事業で得た利益を関係者

で配分せずに、公益的事業の開催資金に充てるというこ

とです。一方、ＮＧＯもＮＰＯとほぼ同じ意味ですが、国

連から出てきた言葉で｢非政府組織｣と訳されています。

どちらも非営利が前提であり、日本では、主に海外で活

動している団体をＮＧＯと呼んでいます。（天川）
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淡海ネットワーク
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Ｗ◎悩蝿

特定非営利活動促進法(NPO法）
NPOに関する新聞記事の掲載数は、朝日のみでも９５年

63件、９６年186件、９７年２１２件、ｇＢ年442件とな

っています。（中村陽一著「日本のＮＰＯ2000」）ｇＢ年

がピークになっているのは３月にＮＰＯ法が制定され、

１２月から施行されたことに依るものと考えられます。

NPO法は、ボランティアを含むいわゆる市民活動の持続

的な発展を期すための仕組みの一つとして、これらの団

体が簡易に法人化ができる方途を定めたものです。施行

から1年余りを経た現在、県内でも１３団体が新たに認証

を受けて活動を開始しています。施行から2年以内に見

直しの検討をし､結論を得るとしていることからも税制を

含めた議論が活発になってきました。（田中）

Ｗ⑥ｉｆにｉ島

ネットワーキング(networking）
たんぽぽの家の播磨靖夫さんは、その著書『知縁社会の

ネットワーキング』の中で、－般的なネットワークとネ

ットワーキングをはっきりと区別しています。

「一般的なネットワークというのは、放送網、通信網、

鉄道網といった社会基盤としてのネットワークである。

こうした、いわゆるハードなネットワークではなくて、

共通の価値観や目的意識のもとで人と人とがつながる、

いわゆるソフトなネットワークづくりをネットワーキン

グと呼んでいる。問題を提起し、その解決策を、主とし

て今までの体制の外に求めるような人たちによって自発

的に形づくられるネットワークづくりである｣と書いてい

ます。ネットワーキングの基本は、「フェイス・トウ・

フェイス」「フットワーク」「異業種・異分野」です。

特に、市民活動におけるネットワーキングには、地域

を越え、活動分野を越え、立場を越えという姿勢が大

切です。（阿部）

Ｗ@個６

企業フィランソロビー(philanthropy）
フィランソロビーは、ギリシア語の「フィロ(愛する)」と

「アントロポス(人間)」に由来する英語で、やさしい人

間愛に溢れる社会をつくろうという願いのもとに、社会

のために寄付を行ったり、ボランティア活動を行うこと

を言います。企業フィランソロビーの担い手である企業

は、芸術文化、社会福祉、環境保全、地域社会、国際交

流など幅広い分野で、企業独自の社会貢献プログラムを

実施したり、ＮＰＯなどの民間公益活動に資金の寄付や、

人材、ノウハウなどを供給します。県内の企業において

も、６割以上が地域社会、社会福祉、環境保全、災害等

の社会貢献活動を実施されています。（杉本）


