休眠預金等活用審議会ヒアリング（２日目）
議事録

１．日時：平成29年７月13日（木）13:00～17:01
２．場所：合同庁舎４号館４階共用第２特別会議室
３．出席者：
（委員等）飯嶋委員、飯盛委員、萩原委員、服部委員、牧野委員、
小河専門委員、岸本専門委員、工藤専門委員、栗林専門委員、
白井専門委員、宮城専門委員
（御欠席：小宮山会長、北地委員、野村委員、程委員、宮本委員、
駒崎専門委員、曽根原専門委員、経沢専門委員）
（事務局）前田休眠預金等活用担当室室長、岡本休眠預金等活用担当室 参事官
４．議事：
（１）地方公聴会の開催について
（２）各団体・有識者からのヒアリング
◆セッション１：子ども及び若者の支援に係る活動
◆セッション２：日常生活又は社会生活を営む上で困難を有する者 の支援に係 る活動
◆セッション ３：地域社会 における活力 の低下その他 の社会的に 困難な状況に 直面し
ている地域の支援に係る活動
◆セッション４：資金提供者、中間支援団体等からみた上記３分野 の社会課題
５．議事概要:
○岡本参事官

それでは、定刻になりましたので、よろしくお願いいたします。

では、萩原委員、よろしくお願いいたします。
○萩原委員

皆さん、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます 。

これからヒアリ ングを始めた いと思います けれども、ま ず最初にセ ッション１と いたし
まして「子ども及び若者の支援に係る活動」について、現場の方々から お話を伺い ます。
あらかじめ事務 局よりお願い しております ヒアリング事 項に従って 、大変短くて 申しわ
けございませんけ れども、５分 で御説明いた だきたいと思 います。全 員の方の御説 明が終
わったところで、 こちらから質 問をさせてい ただきたいと 思いますの で、よろしく お願い
いたします。
それでは、特定 非営利活動法 人フリースペ ースたまりば 理事長の西 野様からお願 いした
いと思います。よろしくお願いいたします。
○西野氏

フリースペースたまりば西野からの報告をさせていただきます。

今、私たちが課 題と思ってお りますのは、 不登校の児童 生徒を対象 とした公的施 設であ
る教育支援センタ ーが全国的な レベルで言う と不足で、そ の中でも障 害が背景にあ る子ど
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もたちや、非行が 背景にある子 どもたちが多 くの場合、こ ういった公 的施設で除外 されて
しまいます。こういった子たちも通える場が必要だということを感じて います。
少し資料が見に くくなります が、２番のほ うに行政が対 応することが 困難な課題の 中に、
不登校課題の子ど もたちが15歳 を過ぎた後、 行政の縦割り の中で不登 校、ひきこも りの若
者たち、あるいは 高校を中退し た人たちが、 通所したり相 談できる居 場所というの がほと
んど用意されてい ないのがこの 社会です。本 当はこの15歳 を過ぎたと ころの子ども たちも
かかわれる居場所づくりなどが必要だと感じております。
また、川崎で２ 年前の２月20 日に起きた中 １殺害事件の 検証に、私 は検証委員会 のメン
バーとして当たり ましたけれど も、子どもと いうのは言葉 でSOSを発信 することが大 変苦手
です。非常に 難しいです 。そうい った中では 言葉でSOSを伝 えられない 子どもたちが 地域社
会の中で彼らのSOS をキャッチす るために 、地域の中 に遊び場が ふえていくこ と。そ こにこ
ども食堂のような 大人がかかわ れる居場所が ふえていくこ とを通して、子どものSOS をキャ
ッチするという仕組みが大きな社会的な課題だと考えております。
同時に、子ども たちが安心し て駆け込める ような一時宿 泊施設の不 足、これは帰 るとこ
ろがない家出をし ている子ども たち、家に帰 っても虐待を 受けてしま う子どもたち 、でも
どこにも相談に乗 っていない子 どもたちが書 き込み掲示板 とかいろい ろなところに アクセ
スをしていきます 。そのネット 上で運悪く被 害に遭ってし まう、性的 な被害に遭っ てしま
う子どもたちもお ります。子ども たちが一時 的にでも寝泊 まりできる環 境を用意する こと、
それから、発達障 害のさまざま な困難な課題 を抱えていた り、少年院 を退所したり してい
る若者たちに、そ の後寄り添い ながら、職親 プロジェクト といいます か、職親のよ うな形
でこれをどんどん 社会的に開拓 し、支援を広 げていく必要 性があるこ と。あと、サ ポート
校と呼ばれるとこ ろが広がる一 方で、非常に 費用がかかっ てしまいま す。公立の通 信制に
通っている子ども たちを無料で 支える仕組み づくり、これ は私たちの フリースペー スを下
村文科大臣が訪問 されたときに 大臣にもお伝 えしたことな のですが、 こういった公 設のサ
ポート校を用意していくことも大変必要なのではないかと思います。
こういった休眠 預金を使って 、こういった ところへハー ドの整備に 当たりつつも 、財源
が不足する子ども たちの居場所 の整備、開設 、運営に関し て休眠預金 を使っていた だけた
らと思います。同 時に人材育成 のためのソフ トの開発、こ こに人材を 養成するとこ ろにお
金を使えないかと いうのが私た ちの提案であ ります。こう いった活動 を通して行き 場のな
い子どもたち、ひ きこもるしか なかった子ど もたちに居場 所ができる ということ。 また、
虐待やいじめから の救済、早期 発見ができる 。ひきこもり の減少につ ながるという こと。
子どもたちが被害 に遭うことが 減少する。犯 罪抑止、自傷 、DV、家庭 内暴力などの 減少。
若年無業者の軽減 、子ども・若 者の自己肯定 感の向上、高 校中退防止 、貧困の連鎖 からの
脱出等、それによ る税収増加な どが見込める のではないか 。私のほう からはこのあ たりを
提案させていただきます。
以上です。ありがとうございました。
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○萩原委員

ありがとうございました。

続きまして、公 益社団法人チ ャンス・フォ ー・チルドレ ン代表理事 の今井様、お 願いい
たします。
○今井氏

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンの今井と申します。

本日、私からは 、特に子ども たちの貧困の 問題に対する 対応策も含 めて発表させ ていた
だきたいと思って おります。特 に今、厚生労 働省からも子 どもの貧困 率が13.9％と いうデ
ータも出ておりま すけれども、 私がその中で も重視すべき 課題と思い ますのが、貧 困の連
鎖をどうとめてい くのかという ところに対し ての対応だと 考えており ます。中でも 子ども
たちの教育の格差 、家庭の収入 に対して子ど もたちが学ぶ 機会の格差 を埋めていく という
取り組みが、非常にこの貧困の連鎖をとめていく上でも重要だと考えて います。
例えば小学校、 中学校の家庭 が１年間に負 担する教育費 のうち、大 体60％以上、 額にし
て20～30万円が学 校外教育費、 いわゆる学習 塾ですとか文 化・スポー ツ活動、体験 活動と
いった習い事に各 家庭で負担が 生じている状 況でして、収 入の格差に よって得られ る機会
の差が広がってい くという問題 が起こってい ます。それも 非常に大部 分のお子さん にある
のですけれども、 特に不登校児 の支援でした り、あるいは 障害児への 特別教育支援 、外国
にルーツがあるお 子さんの支援 、数としてす ごく多いわけ ではないか もしれません けれど
も、非常にきめ細 かな支援が必 要なお子さん たちに対して も、そうい った支援にア クセス
できるかどうかと いう課題に関 しては、家庭 の収入が非常 に大きくか かわってくる という
ところで、こういった部分に対しても対応は必要だと考えております。
その中でも行政 が対応するこ とが困難な課 題というとこ ろで申し上 げますと、先 ほど申
し上げたような不 登校児、特別 教育が必要な お子さんでし たりとか、 外国にルーツ がある
お子さん、中退者 含めて、こう いったお子さ んたちに対す る支援がな かなか行政の 一律的
な、画一的なサー ビスで対応す ることが非常 に難しいと考 えておりま して、こうい ったと
ころに対しては民 間の力を活用 していくこと が、非常にき め細やかな 対応をしてい く上で
も重要ではないかと考えております。
資料の裏面をご らんいただけ ればと思うの ですけれども 、その中で も休眠預金の 理念を
踏まえた解決の方 法として、私 から御提案さ せていただき たいのは、 子ども・若者 支援の
サービス、教育支 援も含めて、 こういったも のに使い道を 限定したバ ウチャーの給 付とい
うような事業を御 提案させてい ただきたいと 思っておりま す。こちら は貧困家庭の 子ども
たちに対して、現 金ではなくて 使い道を限定 したクーポン を給付する というような 方法で
す。このクーポン を利用してお 子さんたちは 自分の受けた い学習、ス ポーツ、文化 活動、
体験活動あるいは 個別的な課題 を抱えたお子 さんたちに対 する特別な 支援サービス 、こう
いったものを自分で選んで利用することができるというような仕組みで す。
事業者に関して は、こういっ たバウチャー の利用を受け 入れたタイ ミングで、バ ウチャ
ー提供団体にクー ポンを送り返 すことによっ てクーポンの 換金がされ るということ なので、
使い道が教育等に 限定された資 金の流れをつ くり出すこと によって、 多様な事業者 さんと
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連携をしながら支援をしていくという方法です。
１つはバウチャ ーの使い道が 教育サービス に限定されま すので、非 常に合理的で 透明性
のあるお金の使い 方ができると いうところが 特徴の１つ目 としてあり ます。次に、 受益者
の方々、お子さん たちが自分で 使い道を選べ るというとこ ろが非常に 大きなポイン トだと
思っておりまして 、極めて公平 ・中立な資金 の分配ができ て、かつ、 さまざまな個 別的課
題を抱えているお 子さんたちが 、そのニーズ に対応したサ ービスを受 けることがで きると
いうところと、も う一つは民間 の事業者がこ ういった活動 をすること によって非常 に多く
の方々に参画いた だくことがで きますので、 民間事業の参 画を促すと いう効果もあ ると思
っております。
最後に我々の団 体から見た活 動のインパク トというとこ ろですけれ ども、貧困の 連鎖を
断ち切るという話 ですので、最 終的には子ど もたちの30歳 の段階にお ける収入です とか、
あるいは就労状況 、その 生活に対する 満足度 、QOL含めてこ ういったも のが活動のイ ンパク
トになると思って おりますので 、長期的には こういったも のをはかっ ていくことが 必要だ
と思っております。
そのための初期 、中期のアウ トカムとしま しては、学力 の向上、グ リットですと か自制
心なども含めた非 認知能力の向 上、社会関係 資本の蓄積と いうところ が初期段階で のアウ
トカム。その上で中期的には進学等を果たしていくというところになっ てきており ます。
今ちょうどこう いったことを 定量的なデー タとして、我 々進学率だ ったり学力の データ
を測定している状 況でして、こ ちらは資料の 関係でお配り できないの ですけれども 、この
ようなことも検証しながら取り組んでおります。
以上でございます。
○萩原委員

どうもありがとうございました。

続きまして、認定特定非営利活動法人カタリバ代表理事の今村さん、 お願いしま す。
○今村氏

よろしくお願いいたします。NPOカタリバの今村久美と申します。

私は17年間、NPO という立場で 思春期の世代 の子どもたち をさまざま な形でサポー トする
仕事をしてきまし た。その立場 と、裏面に書 いてあるので すけれども 、新たに私た ちのよ
うな仕事をしてい る人たちと一 緒に、私たち のような団体 を育ててい く中間支援団 体をつ
くろうということ で新しい動き がありまして 、一般財団法 人地域・教 育魅力化プラ ットフ
ォームの代表という立場からも、きょうは発言をさせていただきたいと 思います。
私がずっと17年 間、この思春 期の世代の子 どもたちを何 万人も見て きた中で感じ ている
変化なのですけれ ども、それは 貧困というラ ベルがついた 課題や、被 災地という地 域の課
題にラベルがつい ている課題、 さまざまな問 題に取り組ん できたので すけれども、 一番大
きな共通した思春 期の世代の変 化は、非常に 同質性の高い コミュニテ ィにどんどん この世
代が閉じこもって いっていて、 自分たちの価 値観と合わな い人たちや 、自分たちと 情報的
格差があるような 人たちとの接 点が非常にと りづらくなっ てきている。これはSNSの 普及と
か、スマホを９割 の高校生が持 っているとか 、そういった ことも起因 しているので すけれ
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ども、どの環境で生 きている子ど もたちにと っても共通し た課題がそこ だと感じてい ます。
この思春期とい う課題は、先 ほどたまりば さんもおっし ゃっていま したけれども 、非常
にSOSを出しづらい 人たちであり 、そのSOSに 大人たちが気 づくには非常 に難しい世代 です。
子どもと大人のツ ールがこれだ けギャップを 持ってしまっ ており、ま たセグメント 化され
た情報が子どもた ちにも入って きている中で 、地域の中の コミュニテ ィも崩壊して いって
いるという中で、 大人が子ども たちに安全・ 安心な目を向 けることが 非常に難しく なって
いるので、例えば いじめ１つと ってみてもす ごく発見しづ らくなって いるというこ とは、
この17年間の大き な変化となり ます。では親 が頑張ればい いと言いま すけれども、 親は頑
張れなくて、そも そもこの思春 期の世代は親 に自分の大事 な一番の悩 みこそ話した くない
という世代ですの で、この世代 の特性を踏ま えたときに、 第三の目が 届く、自転車 圏内で
行ける誰かに自分 のことを発見 してもらえる 関係性が、全 国各地にで きる必要があ ると思
っています。
例えばフィンラ ンドに行って みると、自転 車圏内でどこ に行っても ユースセンタ ーとい
う場所があります 。それは学校 でもなく、家 庭でもない第 三の場所で 、子どもたち がいつ
でもそこに行くと 国家公務員の 資格を持った 専門家がユー ス、10代の 世代に対して かかわ
り合いを当たり前 のようにして くれて、そこ ではシチズン シップ的な 取り組みがあ れば、
困難を抱えた子た ちの心のケア というものも あれば、それ は包括的に 全ての特定ラ ベルを
持った子どもたち ではないので 、こちらのテ ーマでかかわ ったり、こ ちらのテーマ でかか
わっているという ことで、そう いった専門家 がいるという ことが、こ の国との違い だなと
感じています。
そういった中で 今回、私たち として必要だ なと思ってい るのは、休 眠預金等の（ ３）に
書いたのですけれ ども、日本中 に10代のさま ざまな課題が 時代の特性 、変化ととも に名前
がついていくので すが、そもそ も10代の世代 の意欲を育ん でいく専門 家を教員以外 の職種
でつくっていく必要性があるのではないかということです。
そのために我々 の取り組みの 中から言える のは、ユース センターと いうものを今 、８拠
点全国で設置して 取り組んでき たのですけれ ども、日本型 ユースセン ターの形を模 索して
いく必要があるの ではないかと いうことを感 じています。 また、類似 した事業者の 方々と
いつも悩み相談で 話していて、地 方でよくあ るのは、そこで 働くのは地 域おこし協力 隊で、
月額15万くらいで 働いてくれる 短期的な人が 、ちょっとこ こにいてく れるといいな とか言
うのですけれども 、そういうこ とではなくて 専門家である 必要がある と思っていま す。こ
の思春期の世代は 非常に難易度 が高い課題を 持っているし 、発見がし づらいので、 だから
ここは専門家にし ていく必要が あると感じて います。なの でユースセ ンターの設置 、そし
て、そこで働くコ ーディネータ ーやユースワ ーカーなど専 門家をきち んと育ててい くとい
う仕組みを持っていく必要があります。
一方、この国に は社会教育主 事という仕事 が既にありま して、社会 教育の分野が そこを
支えているのでは ないかと教育 委員会などと 話していると 言われてい るのですけれ ども、
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社会教育主事の方 々の仕事はと てもすばらし いのですが、 10代の世代 にはなかなか その教
育意図が届かない 。そんなとこ ろには行きた くない。教育 のにおいが すると10代の 子たち
は行きたくないの で、楽しいも のでないと行 けないという ところもあ って、なかな か難し
さを感じています 。なのでこの1 0代を支える 新たな仕組み としてユー スセンター、 ユース
ワーカー、そしてコーディネーターが必要と思っています。
手法２で１枚め くっていただ くところに書 いたのですけ れども、そ ういった人た ちを育
んでいく全国のプ ラットフォー ムが、今こそ 必要なのでは ないかと思 って新たにつ くりま
した。
成果のインパク トのところだ け最後に述べ させていただ くのですけ れども、私た ちの仲
間や私たちも参加 しながら見え てきた成果な のですが、10 年前には町 の高校はなく なると
いうことが言われ て、統廃合の 寸前までいっ た島根県の海 士町にある 隠岐島前高校 という
ところがあるので すけれども、 そこはまず学 校の中に教員 以外の存在 のコーディネ ーター
を３人配置して、 そして学校外 にユースセン ターとも言え る公営塾と いうものをつ くりま
した。それによっ て、もちろん それ以外のさ まざまな取り 組みもあっ たのですけれ ども、
それまで55％の子 たちが島外の 高校に行くぐ らい魅力的で なかった学 校が、もう島 内の子
たちは８割ここに 行きたい学校 になるし、何 せ全国各地の 私立に行け るような家庭 の子た
ちが、ここの高校 に行きたいと いう魅力にも なってきてい たり。田奈 高校というと ころで
も、コーディネー ター的仕事を している先生 が存在するこ とで、中退 率が下がって いると
いうことを御報告させていただきます。
以上です。ありがとうございました。
○萩原委員

ありがとうございました。

最後に、特定非 営利活動法人 青少年自立援 助センター定 住外国人子 弟支援事業部 統括コ
ーディネーターの田中様、お願いいたします。
○田中氏

よろし くお願いしま す。NPO法人青 少年自立援助 センター定 住外国人子弟 支援事

業部の田中と申します。
私たちは2010年 より、両親ま たは親御さん のどちらか一 方が外国出 身者のお子さ んで、
外国にルーツを持 つ子どもと若 者の約500名 の教育と就労 を支援してま いりました 。今 、日
本国内には外国に ルーツを持つ 若者、外国籍 だけでなく日 本国籍の方 々も含まれて いるの
ですけれども、2010 年度の国勢調 査ベースで 約183万人以上 暮らしてい ることがわか ってお
ります。
現在、課題とな っているもの 、優先される べき課題イコ ール行政さ んのほうでも 対応し
づらいものという ことなのです けれども、日 本語の力が十 分でない子 どもですとか 、日本
語教育機会にアク セスできない 子どもが増加 しています。 こうした子 どもたちの高 校進学
率の低さ、不登校 出現率及び中 退率の高さが 課題になって います。さ らに15歳以上 で外国
人の親御さんに呼 び寄せられて 新たに来日し た若者の場合 、自力で高校 への進学を果 たす、
あるいは就労を決 めるまでは社 会的にも行政 の側からも把 握されづら い存在となっ ていま
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して、教育、就労支援双方の領域で支援が空白となっている状態です。
現在、日本 国内に暮ら している外国 籍の方は238万 人を突破し ています 。このうち5 9％が
永住、定住あるいは 日本人の配偶 者等と日本 国内に長期滞 在が可能な資 格を持ってい ます。
これを０～18歳に 限定した場合 、この割合は 一気に70％ま で増加しま す。外国にル ーツを
持つ子どもと若者 を長期的な視 座で捉え、育 成していくよ うな教育就 労支援機会の 拡充が
喫緊の課題になっています。
お隣の韓国では 、2008年に多 文化家族支援 法というもの が制定され まして、ほか の欧米
の移民受け入れ国 のように語学 習得ですとか 、就労、生活 スキルの獲 得などを含め て、サ
ポートを 一貫 して行 う多文 化家族 支援セ ンタ ーと呼 ばれる ものが 全国に 200カ 所以上 に設
置をされています が、日本国内 で公的な新し いこうした支 援機関の創 出は現時点で も難し
いと見られまして 、現存する支 援機関あるい は民間も含め て、社会資 源がこうした 外国に
ルーツを持つ子ど も・若者にい かに対応して いくかと考え るほうが現 実的であると 思いま
す。
どのように解決 していくかと いう部分なの ですけれども 、主に学校 さんに限らず 教育や
就労支援あるいは 福祉の現場で 外国人の方々 に対応してい くという中 で、まず最も 大きな
ハードルになるの が言語になる のですけれど も、こちらは 例えばオン ラインを活用 しまし
て、オンライン英会 話ならぬオン ライン日本 語学習という ような体制の 整備を図るこ とで、
現場ハードルだけ ではなくて地 理的な制約も クリアするこ とが可能に なりますし、 専門人
材が不在な地域であっても、支援機会を提供することができると考えら れます。
同時に全国で御 活躍の子ども ・若者支援者 の皆さんが外 国人の方々 に対応するた めにわ
かりやすい、やさ しい日本語で の対応スキル を獲得したり ですとか、 異文化背景に 配慮す
るための知識の獲 得を推進して いくことで、 オンラインの 語学学習が 終わった以降 はケー
スを引き継ぎまし て、地域間の ばらつきをあ る程度是正し つつ、多岐 にわたる領域 で支援
機会を拡充できる ようなことが 見込まれます 。特に、こう した子ども たちが適切な 支援機
会を得られれば、 日本語がわか るようになる 、勉強につい ていけるよ うになる、高 校進学
率が上がる、いわ ばホームグロ ウンのグロー バル人材、バ イカルチャ ー、バイリン ガルの
人材としての育成が見込まれます。
及びそうでなか った場合のリ スク、適切な 支援機会が提 供されなか ったリスクで 、例え
ば現場レベルです と日本語の読 み書きも十分 でない、知識 もない、進 学もできなか った、
就労もままならな いままうろう ろしてしまう というような 外国人の若 者の輩出を抑 制した
りですとか、外国 人、ひとり親 の方を含む外 国人困窮世帯 の保護者の 方などが安心 して働
くことができるよ うになり、貧 困の連鎖を打 ち切る一助に なるのでは ないかと考え ていま
す。
ただし、こうし た支援機会の 拡充、提供に よるよい連鎖 が実はエビ デンスに今、 乏しい
状況です。今後こ うした子ども たちに対する 支援の必要性 というのは 重要性を増し ていく
とは思うのですが 、その支援の 効果と社会的 インパクトを 測定する必 要がありまし て、こ
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のために第三者機 関を活用する 予算としても 休眠預金の存 在は重要だ と考えていま す。例
えば現存する支援 機関における 対応力の向上 と、社会的イ ンパクトの 測定を組み合 わせた
スキームができ上 がれば、これ を広く共有す ることが可能 となりまし て、本課題に おける
全国的な解決を促進させるものと考えています。
以上です。
○萩原委員

どうもありがとうございました。

続きまして、第 ２回の審議会 におきまして 、小宮山会長 から専門委 員に対して社 会課題
に取り組むケース スタディーの 紹介の依頼が ありました。 ここからは 栗林専門委員 、小河
専門委員より資料 の提出がござ いましたので 、まずは栗林 専門委員よ り御説明をお 願いし
たいと思います。５分でお願いいたします。
○栗林専門委員

よろしくお願いします。

私たちは豊島区 で地域の子ど もたちを支え るようなネッ トワークを つくっていま す。団
体のミッションは、地域の子どもを地域が見守り、育てるということで す。
具体的にどうい うことをやっ ているかとい いますと、暮 らしサポー ト、学びサポ ート、
遊びサポートの３ 本柱で、さま ざまな切り口 の子どもの居 場所をつく っています。 子ども
の居場所にお母さ んや子どもた ちが来ること によって、そ こで地域の 多くの大人が かかわ
り、一緒に育てていくという循環をつくっています。
具体的な成果と しまして、つい 最近では春 に３人の子ど もたちが就労 につながりま した。
１人のお子さんは 生活保護家庭 でしたけれど も、地域の中 で大学の学 費を出してく れる方
とマッチングし、 大学を卒業し 、地域の幼稚 園にこの春、 就職しまし た。もう一人 のお子
さんは生活保護家 庭で、高校を 卒業した後ニ ートを１年間 経験したの ですけれども 、いろ
いろな居場所にか かわる中で、 とにかく早く 社会につなげ ようという ことで、いろ いろな
行政の窓口に一緒 に同行する中 、この春 、就労に つながりまし た。もう 一人のお子さ んは、
ひとり親家庭で小 学校を卒業し たと同時に不 登校になり、地域からも孤 立していまし たが、
この春、就労につながりました。
この３人はずっ と最初から地 域にかかわっ て、地域で大 事にされて いた子です。 そうい
う子どもはある必 要なときに地 域に、私たち の居場所にま た戻ってく るという結果 が、こ
の３人から私たち も得たところ です。このほ かにもひとり 親家庭のお 母さんの中に は、収
入の３分の２が家 賃になってい るような家庭 もあります。
（豊島 区）住 宅課と組みま して居
住支援協議会の空 き家とお母さ んをマッチン グしたり、場 合によって は地域の就労 にお母
さんを紹介したり とか、子ども やお母さんた ちの声を聞き ながら必要 な支援につな げてい
ます。
住民がこうやっ て子どもたち のサポートが できるのは、 多くの仲間 とつながり、 そして
さまざまな地域の ステークホル ダーとかかわ ることによっ て、成果が 得られるので はない
かと思っています。
この取り組みは 、私たち専門 委員でも何で もない地域の 住民が始め た活動です。 ですか
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らこれはノウハウ を開示して、思 いを共有す れば全国で広 がるのではな いかというこ とで、
さまざまな考える 場をつくりま した。こども 食堂サミット 、こども食 堂のつくり方 、さら
にはキャラバンの ような全国展 開の大きな啓 発も今スター トした中、 こども食堂が 全国に
500カ所以上できて いると言われ ています。 つまり500カ所 の場所に最 低でも１カ所 に20人
のおせっかいさん がかかわって いるとすると 、全国に１万 人のおせっか いさんが顕在 化し、
地域の子どもたち を自分たちの 手で見守って 、支えていき たいという ようなつなが りがで
きています。これこそがインパクト効果ではないかと私は思っています 。
このように場が でき、そこで お母さんや子 どもたちの声 を聞く中、 そのお母さん 、子ど
もに必要な支援が 次々と生まれ ています。子 どもは就労し た後に、お 母さんは子ど もが巣
立った後もそこで 今度は１人で 生き続けるわ けです。もち ろん御両親 がいたり、外 国籍の
子どももいるので すけれども、 子どもが巣立 った後もその 親がその地 域で一緒に暮 らして
いけるようなつながりもつくっています。
このような取り 組みは実は子 どもたちのた めではなく、 地域の子ど もたちがそう やって
自立し、お母さん が笑顔になる ことが私たち 自身の喜びに なっていま す。だからこ そ次の
支援、次の事業が 生まれていき 、住民が楽し く自分たちの 町を変えて いくのではな いかと
思っています。こ れは将来、共 生社会や地域 創生につなが るのではな いかと思いま す。子
どもは貧困だけで はありません 。食べられな いだけではあ りません。 今、子どもた ちが自
由に遊ぶ環境、自 分の思ったこ とを話せる環 境、そういう 環境すら社 会は奪ってい るので
はないかという中、子どもたちが 安心してご はんを食べて、安心して寝 るところがあ って、
安心して遊べて、 自分らしく子 どもが小さい ときに地域に 大事にされ る。この循環 をどん
どん広げていくことこそが、私は今、必要なイノベーションではないか と考えてい ます。
以上です。ありがとうございました。
○萩原委員

どうもありがとうございました。

続きまして、小河専門委員よりお願いいたします。
○小河専門委員

あすのばの小河です。

それでは、お話をさせていただきたいと思います。
私どものビジョ ンは、子ども の貧困がなく なる社会をい かにつくる か。いろいろ なセク
ターの方々と御一緒させていただいてということだと思います。
ミッションとし ては３つあり まして、まず は子どもの貧 困を元から 絶つというこ とが私
たちの役割だろう と考えており ます。そのた めに子どもの 貧困の実態 に基づく政策 提言、
調査などをして、 それに基づい た政策提言、 法律改正を進 めるという こと。２番目 には中
間支援的に全国で 子どもを支え る体制をいか に確立するか ということ 。それから、 直接支
援的に貧困状態にある子どもを物心両面で支える事業をやっていくとい うことです 。
インパクトとし ては、先ほど も今井さんか らもお話があ りましたが 、貧困率とい うのも
１つの指標だと思 いますが、そ れだけではは かれないもの がある。い かに多様な指 標でも
って子どもの貧困の改善を図っていくかということだと思っています。
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具体的に私ども 、ちょうど先 月で満２年に なった団体な のですが、 いろいろな方 々と協
働しながら以下の ようなもの、 主なものを挙 げさせていた だきました 。調査研究の 分野で
は、今、首都大学 東京の阿部彩 さん、日本大 学の末冨さん らと一緒に 都道府県や基 礎自治
体の子どもの貧困 に対する共同 研究というこ とで調査研究 をしており ます。いろい ろな取
り組み、特によい 取り組み、グ ッドプラクテ ィスなどを発 表させてい ただいて、そ れを各
地に広げていくというようなことも大切かと思っています。
政策提言につい ては、さまざ まな方々とこ れも御一緒し たのですが 、特にひとり 親世帯
に関しては昨年、 児童扶養手当 の２人目以降 、これは36年 ぶりに子ど もの加算額が 倍増し
たというようなこ とだとか、給 付型の奨学金 の問題だとか 、そういっ たものを求め ていっ
て、実現につなげているという部分があります。
中間支援的なと ころとしては 、私どもも先 ほど栗林さん からもお話 がありました けれど
も、こども食堂の 全国ツアーと よく似ている のですが、全 国キャラバ ンということ で47都
道府県のキャラバ ンを実施して おりまして、 ちょうど先週 末は富山で 行いまして、 副知事
にも御臨席をいた だいて、その 前の週に千葉 でやったとき には市長に も御臨席をい ただく
ということで、各 都道府県の首 長の方々にも 御参加いただ きながら、 行政と各地で 活動を
されていらっしゃ る方、あるい は市民の方々 への啓発とい うようなこ とにもつなげ ており
ます。
また、子どもへ の直接支援と しては、きの うしんぐるま ざあず・ふ ぉーらむの赤 石さん
からもお話があっ たように、我 々も入学新生 活応援給付金 という制度 を設けていま して、
３万円から６万円 の給付金を支 給しておりま す。初 年度は198人 だったのです が、昨 年は11
倍にふえまして、 この春、2,256 人、総額約9 ,000万近くの 寄附ができ たということ であり
ます。これにはカ タログハウス さん、通販生 活という雑誌 でも大きくP Rしてコラボ レーシ
ョンをして、通販 生活の読者の ２万5,000人 以上の方から7 ,000万円以 上の御寄付を いただ
いたというようなこともありまして、このような事業をしております。
ただ、この給付 金というのは 全国に今、７ 人に１人の子 どもが貧困 状況にいるわ けです
から、その子ども たちに全部こ んな給付金な んかできるわ けがありま せんので、私 どもは
こういうことをや ったものを最 終的には就学 援助、入学支 援をあげて いくとか、あ るいは
各都道府県でもそ ういったよう な制度をつく っていただく 呼び水にな るようなもの として、
このようなものをやっていこうと思っています。
それと今回、上 にも書いてあ りますけれど も、例えば今 年も2,256人 のお子さんた ちを、
これは生活保護世 帯の方がいら っしゃったり 、住民税非課 税世帯の方が いらっしゃっ たり、
社会的養護で育っ た方がいる。 そういう方々 に対してしっ かりとこれ から調査をし ていく
ということで、今 まで見えにく かった貧困の 状況とか、今 、困ってい らっしゃる状 況につ
いてもしっかりと 調査を続けて いくことで、 エビデンスを そろえてい く。それをま た１番
目の政策提言につなげていくというような循環も考えております。
次のページには 、私どもの会 の３つの柱に ついてありま すけれども 、この下の図 のとこ
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ろ、私たちの役割 としては下の ステークホル ダーの図があ るかと思い ますが、いか に議会
や行政に 働き かけて 右側の 青い矢 印をい かに 太く、 大きく してい くか。 一方 で各地 でNPO
で取り組んでいら っしゃる支援 をいかに強く 、大きくして いくかとい うのが我々の ミッシ
ョンだと考えて活動をしております。
次のページには ロジックモデ ルも含めて価 値提供のシー トと、先ほ ど言った全国 キャラ
バンの１つのロジ ックモデルを 一例として提 示をさせてい ただいてい ます。こちら にあり
ますように、それ ぞれいろいろ なものを循環 してやってい かなければ いけないと思 ってい
ますけれども、最 終的には子ど もの貧困対策 というのも法 律ができて 、大綱ができ て、そ
れをいかにまた改 善していくか ということに つなげていか なければい けない。先ほ どお話
がありましたよう に、各地で子 どもを支える 方々の基盤整 備というの もしっかりと 図って
いく必要があるということで、日々皆さんと一緒に活動をさせていただ いておりま す。
以上です。
○萩原委員

どうもありがとうございました。

それでは、ここ から専門委員 、委員の方々 から今の御説 明に対して の質疑を始め たいと
思います。どなたからでも結構です。お願いします。
○工藤専門委員

チャンス・フ ォー・チルド レンの今井さ んにお聞き したいのです けれど

も、１つはこのモ デルを既に導 入されている ような自治体 があったり 、どういう動 きなの
かということと、 もう一つはこ ういうモデル に休眠預金が 入ったこと によって、そ の存在
を知り、それが呼 び水となって 、例えば行政 が動くとか、 もっと寄附 者がふえると か、そ
ういうことがこれまでの経緯の中であったかなども教えていただけます か。
○今井氏

学校外 教育バウチャ ーという塾、 習い事という ところに１ つ限定させて いただ

くと、大阪市で自 治体の教育政 策として2012 年度から実施 されており ます。そのほ かにも
杉並区等で子育て 支援、もう少 し低年齢のお 子さんたちに 対する教育 のクーポンの 事業と
いうことでも実施 されているで すとか、ある いは関東圏で 言うと南房 総市で特に小 学生に
対する習い事等の バウチャー事 業が実施され ていますので 、少しずつ こういった形 で取り
組んでいる自治体というのはございます。
こういった事業 が自治体等で 実施されるこ とによって、 やはり事業 の認知度自体 も上が
りますし、寄附等 も我々の団体 としましては 、今のところ 年々ふやし ているという 状況で
はありますけれど も、特に休眠 預金を使って いくという観 点で申し上 げますと、事 業のイ
ンパクトを本当に はかっていく ことがすごく 大事だと思う のです。あ くまでも民間 団体が
やっていく事業に 関しては、我 々も子どもの 利用前後の利 用の効果、 学力でしたり 進学等
の変化というもの をはかってい るものの、こ れを１つの投 資だと使っ ていくのであ れば、
徹底的に専門家の 方々も外部か ら入っていた だいた上で、 きちんとそ の成果が学術 的にも
子どもたちの力を 伸ばす方法な のかというと ころをはかっ ていくよう なものにする ことに
よって、こういっ たものは全国 でもできます ねという話で 展開してい くような、そ ういっ
た形で使われていくことがいいのかなと思っております。
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○萩原委員

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。
○飯嶋委員

皆さ んにという形 なのですけれ ども、子ども の貧困のと ころから教育 機会、

そういうツールで 、最終的には 就労、自立を 目指していく ということ だと思うので すけれ
ども、皆さんそれぞ れの活動の最 後のところ の就労への働 き方とかで苦 労されている とか、
そういう御経験な どはございま すか。その前 段階ではある と思うので すが、就労の サポー
トで地域なり民間 の会社さんの 理解がなかな か得られない とか、行政 の協力が得ら れない
とか、前段階はな かなか難しい かもしれない のですけれど も、逆にう まく就労され た方の
例とか、サポートしてきた中でそういう事例があれば教えていただきた い。
○萩原委員
○西野氏

全ての団体にということですね。どなたからでも結構です。
就労に 関しては、我 々はこのセク ションでない のかもしれ ないのですが 、生活

困窮世帯の就労支 援みたいなこ とも日常の中 でやっていま して、そこ に就労支援員 の人が
つなぐのですけれ ども、就労の 前段階ですよ ね。だからま ず居場所を つくるという ことが
すごく苦労しています。
まず人とのコミ ュニケーショ ンの土台をつ くるために、 居場所づく りにすごく大 きなウ
エートを置いてい るということ と、そこで一 人一人の特性 に応じて、 地域には中小 企業家
同友会の人たちと か、さまざま な障害のある 人とか、いろ いろな人に 添った職、そ の人な
りの１日３時間の 就労で週３日 程度とか、そ のように特化 した哲学の ある経営者を 探し出
して、その人のと ころにつなぐ というような 取り組みをし ています。 そういう中で 少しず
つ就労が広がっていっているというような取り組みを心がけたりしてい ます。
○今村氏

私たち の取り組みで は、地方の現 場においてそ ういったケ ースがありま す。と

いうのは私たちが いる宮城県女 川町で、地域 の中に若者サ ポートステ ーション等が ないわ
けなのですが、基 礎自治体にと っては小中学 生までは責任 範囲だけれ ども、高校生 の支援
というものは基本 的に基礎自治 体の責任範囲 ではない。県 が高校生を 見てくれるか という
と、全県で見ている のでなかなか そういうわ けにいかない。その子が困 難を背負って いて、
高校をドロップア ウトしてしま うと、その子 のことを責任 持ってくれ る第三者がい なくな
ってしまうという ことがあって 、私たちも高 校生までの子 どもたちを 地域のユース センタ
ーで見ているので すが、ドロッ プアウトして しまったとき に発見がお くれてしまう 、高校
と連携がとれてい ないために発 見がおくれて しまったり、 その子が自 立していくた めの活
動に対する財源的措置がないので、寄附で賄っていたりということはあ ります。
○田中氏

私たち のところでは 、東京の福生 市と八王子市 サポートス テーション、 別の事

業部で運営してい るのですけれ ども、そちら で外国にルー ツを持つ若 者の支援を実 施して
います。2013年度 から始めたの ですが、こち らを開始した 当初は、同 じ法人内の職 員であ
りながら外国人に 対する誤解や 偏見、正しく ない知識を持 つスタッフ の理解と知識 の修正
をするのが非常に困難でした。
例えば外国人だ から英語しゃ べれるんでし ょう。あるい は日本語が わからない人 にどう
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やって支援をする んですかとい うような内部 でのハードル が幾つもあ りまして、日 本語教
育機会を切り分け て、こちらで 日本語教師が 担当するとい うところで ある程度落ち 着いた
ということと、内 部職員に対す る研修を実施 しまして、恒 常的にケー スをともに担 当する
など、啓発に努め てきた結果、 比較的スムー ズな連携が内 部で行われ ることが最近 になっ
てふえてまいりました。
一般的な点では 、例えば外国 にルーツを持 つ若者の場合 、日本国籍 の方も多く含 まれて
いるのですが、そ うした方の場 合、厚生労働 省が提供する ような定住 外国人向けの 就労支
援の枠組みが活用 できないとい うようなハー ドルがありま す。また、 同様に留学生 に対す
るような就労支援 、就職支援の 枠組みも使え ないというこ ともありま して、このよ うに国
籍や滞在資格上で 制約がある場 合は、支援へ のアクセスが 非常に限定 されるという ような
現状です。
○今井氏

就労に 限ったもので はないのかも しれませんけ れども、教 育をやってい る団体

と就労をやってい る団体、ある いは学齢期に 関しても行政 の部署も含 めて、子ども の学齢
期だったりとか、 やっていく支 援の専門性に よって支援が 途切れてし まうところが 非常に
課題だと思ってい まして、これ はもっと低年 齢の段階でや っても情報 をそういった 、この
子は就労困難なの で団体につな いでいくとか 、そんなこと が本来的に できるともう 少し有
機的につながって いって、きち んと出口まで できるのです けれども、 小学生を教え るのだ
ったら小学生です とか、就労を 教えるのだっ たら就労とい う形になっ てしまってい て、な
かなかそこのあた りのつなぎが できていない というところ が、根本的 にはすごく難 しい部
分なのかなと思っております。
○萩原委員

ありがとうございました。

お願いします。
○白井専門委員

それぞれの団 体さんで言及 していただい た部分もあ るかと思いま すので、

重ねてもう一度考 え方の整理と してお尋ねを したいと思う のですが、 それぞれの団 体の活
動を教えていただ いて、非常に 必要な活動で あること、そ れから、社 会的なインパ クトも
非常に大きいとい うことはよく わかりました 。果たしてそ れを休眠預金 というもので 実質、
実施をすべきなの か。あるいは 可能であれば しっかり国の 施策として 予算化をして やって
いくべきなのか、 あるいは国費 などではなじ まない部分が あるという ものなのか、 それぞ
れのお考えを簡潔に教えていただければありがたいです。よろしくお願 いいたしま す。
○萩原委員
○今村氏

どなたからでも結構です。
これは 私の考え方な のですけれど も、国の制度 になってい なかったりと か、財

源的な見込みが立 っていないと いう課題に対 して、なかな か成果が出 るまでのチャ レンジ
をし切れずに終わ ってしまう、 課題が取り残 されてしまう ということ がよくあるの で、私
としては休眠預金 を使うことに よってグッド プラクティス を生み出し て、モニタリ ングを
きちんとしていっ た結果、国と してそれを制 度として取り 入れていく ための十分な 財源を
もって取り組める、そのための取 り組みとし ていただける のがいいのか なと思ってい ます。
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○西野氏

私たち の提案の中に 、特に15歳を 過ぎた後の不 登校傾向、 ひきこもりの 人たち

の居場所なり相談 できる場所な りというのが 、国の制度の 中では全く 整っていなく て、こ
こが置き去りにな ってきている 。実際には不 登校支援、ひ きこもり支 援からその先 の、先
ほど就労の御質問 もありました けれども、そ こにつないで いく緩やか な支援は国の 制度の
中に整っていない ので、これは 休眠預金など 新たな形を利 用してでも 、まず突破し て、そ
の後で国の政策が 後追いしてこ られるぐらい の流れがつく れたらいい のではないか と思っ
ています。
○今井氏

端的に 申し上げます と、教育格差 の問題に関し ては、最終 的には国ある いは自

治体等の行政の予 算でやられる べきものだと 思います。た だ、その前 段階の事業の 実施と
して厳密な効果の 測定に関して は、ある意味 、投資的な部 分でありま すので、休眠 預金等
の財源を使ってし っかりとした 、先ほど今村 さんもおっし ゃっていま したけれども 、グッ
ドプラクティスを つくっていく ところに対し てお金を使っ ていくのが 非常にいいの ではな
いかと思います。
○田中氏

子ども の日本語教育 に関しては、 学校の中で体 制を整備し ていく方向性 という

ことで国も検討を 重ねていると ころかと思う のですけれど も、現時点 ではこうした 子ども
たちが在籍をして いる学校、全 国で自治体の 中でそのよう な日本語指 導を必要とす る子ど
もが１人、２人し かいない外国 人散在地域と 呼ばれるエリ アの対応と いうのが非常 に困難
なまま、積年の課題として残っています。
学校の先生は日 本語教育の専 門家ではない ため、そうし た地域では 例えば理科の 先生が
日本語を教えたり というような 対応が現時点 ではなされて います。こ こを改善して 、適切
な日本語教育を全 国あまねく全 ての学校で受 けられるよう になるため には、まだま だ時間
が必要でして、そ うしている間 にも子どもた ちの語学力を 含めて日本 社会での生き ていく
力を育成するタイ ミングという のはどんどん 逃してしまう わけです。 初期的な拡充 をなさ
れるまでの段階と いうのは、休 眠預金と民間 が活用できる スピーディ ーな対応がで きるよ
うな分野での予算 が使えるとい いのかという ところと、15 歳以上に関 しては先ほど もお伝
えしましたとおり 、特に学校に 入る前、ある いは就労が決 まる前の段 階というのは 、どこ
も手が出せていな い状況である ということも ありまして、 ぜひ枠組み に縛られない 財源を
充てていただくこ とで、このあ たりも支援ニ ーズがあるん だというこ と自体を喚起 してい
く必要性があると考えています。
○萩原委員

ありがとうございました。

もう一方ぐらいいかがですか。
○飯盛委員

御報告ありがとうございました。

皆様の活動をよ り社会的に広 げていく、広 まっていくよ うにする場 合は、どうい ったポ
イントが大切なこ とになるとお 考えでしょう か。簡単で結 構ですので 、資金以外で 教えて
いただければと思います。
○萩原委員

お願いします。余り時間がないので本当に簡潔でお願いします。
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○田中氏

まず外 国にルーツを 持つ子ども・ 若者という存 在自体が非 常にマニアの 領域で

とどまっていまし て、ほとんど 認知をされて いない。この 存在と課題 の社会化が今 、最も
重要な点であると考えています。
○西野氏

こうい った課題を共 有する広報啓 発をしつつ、 ネットワー クを形成する ことが

大切になってくるかと思います。
○今井氏

私はこ ういった事業 を研究者も含 めて効果の測 定をきっち りとやってい くこと

が、最も重要だと思います。
○今村氏

私は、 私たちの業界 で言うと人材 のレベルが大 変低いとい うことが課題 になっ

ていると思ってい て、なかなか 人材投資がで きないという 課題がある ので、我々自 身が学
び、パワーアップ していくこと で業界を育て ていくことに 予算が充て られたらいい なと思
っています。
○萩原委員

あと２人いましたよね。

○牧野委員

どな たでも結構な のですけれど も、休眠預金 をもし活用 したとして、 社会的

インパクトの話と しての評価と いうのを御自 身でされたと きに、大体 どのぐらいの 期間こ
の休眠預金の活用 をして、ある 程度効果の発 揮があった。 そして、こ ういった状況 になれ
ば休眠預金の活用 をしなくても 卒業というよ うに考えられ る、そうい った状況とい うのは
あるのか。それと もなかなかそ ういう状況に は恐らくなら ないという ようにお考え になる
のか。国や自治体 がそういった ことになるま では休眠預金 の活用が必 要だと考える のか。
そこら辺のお考えをお聞きしたいのですが。
○萩原委員
○田中氏

非常に短い時間しかないのですけれども、どなたか。
基本的 には御提案さ せていただき ましたとおり 、既存の支 援リソースが 、社会

資源が外国人の子 どもたちにい かに対応でき るか。そのス キル向上を 図っていくと いう解
決策を休眠預金で 推進できたら と考えていま す。例えば子 どもの貧困 に対応するよ うな団
体さんも、支援対 象者の一部と して外国人の 子どもが入っ ているとい うような状況 が実現
されれば、それで１つのところはクリアしていると考えます。
○牧野委員

今の 話でいくと、 今年度から昨 年度、私もか かわったの ですけれども 、文科

省で外国人の子ど もたちに対す る基礎定数化 の予算獲得に 向けて、
（外国人 ）集住都 市会議
の一員でやらせて もらったので すけれども、 あれが例えば 浸透すれば 、そういった 休眠預
金の役割は果たされるとお考えになりますか。
○田中氏

ベスト な道としては 、学校の中で 支援が受けら れるという のが最もよい ところ

かと思いますが、 不登校に陥っ たりですとか 、学校外の支 援を必要と する子どもと いうの
は常に出続けてい く部分もあり まして、民間 の支援団体が そうした対 応スキルを獲 得でき
るということは、基礎定数化が進んだ後でも重要になると考えています 。
○宮城専門委員

今井さんに聞 きたいのです けれども、仮 にバウチャ ーを使って休 眠預金

の配分がされると いうことがあ るとしたら、 どういうこと が懸念とし て上がってく るかと
いうことと、例え ば先ほどお話 にあった教育 という分野に バウチャー が使われる場 合に、
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現場の担い手とい うのは例えば 通常の塾の事 業者みたいな 方、要する に一般のそう いうビ
ジネスで成り立っ ている方々を 対象にするの か、それとも もう少し限 定した対象を 想定し
ているのかというあたりを聞けたらなと思います。
○今井氏

テーマ をどう設定す るかだと思う のですけれど も、いずれ の方法もでき ると思

っております。ただ、懸念 されることと しましては、地域 によってNPO ですとか教育 事業者
の数がかなり違っ てくる部分も ありますので 、そういった 意味では既 に資源が豊富 な地域
においては、その ままバウチャ ーの給付でい ける可能性も ありますし 、あるいは地 域資源
が乏しい自治体に おいては、そ ういったプラ スアルファで 新たな事業 ですとかサー ビスが
生まれていくような仕掛けも同時に必要になってくるのではないかと考 えておりま す。
○萩原委員

ありがとうございました。

それでは、第１ セッションを 終わりたいと 思いますけれ ども、優先 的に解決すべ き社会
課題というところ で言いますと 、キーワード 、今回、子ど も・若者と 言いましても1 5歳を
超えた子ども・若 者に対してど のような支援 をしていくの か。それか ら、画一的な 行政サ
ービスあるいは公 的なサービス では対応でき ない、あるい は制度すら ない、そうい った課
題を抱える子ども たち、支援の 空白というよ うなキーワー ドも出てま いりましたが 、それ
ぞれの課題を抱え る子どもたち に対してきめ の細かい支援 をしていけ るのか。それ が非常
に重要だ。
また、その支援 を行う第三者 、家族や学校 とか、そうい った先生以 外の第三者、 専門家
をどのように育て ていくのか、 あるいは見つ けていくのか 。そういう 方たちがかか わる場
の設定、センター であるとか、 そういったも のをしっかり とつくって いくことも皆 様方の
活動をさらに展開 していく。そ れが結果とし ていずれ制度 につながっ ていくという ところ
にも展開していく のではないか 。そういった 意味での優先 課題という ものはきょう お話の
中に出てきたかなと思います。
今後また次の審 議会に向けて 、委員の方々 からも皆様の 説明に対す る御意見を集 約いた
だきまして、委員 会の中で審議 してまいりた いと思います 。きょうは お忙しい中、 ありが
とうございました。

（休

○萩原委員

憩）

定刻 を過ぎており ますけれども 、これからセ ッション２ に移りたいと 思いま

す。
セッション２は 「日常生活又 は社会生活を 営む上で困難 を有する者 の支援に係る 活動」
について、現場の 団体の方々か らあらかじめ 事務局よりお 願いをして おりましたヒ アリン
グ事項に沿って、１人５分程度で順次御説明をしていただきます。
なお、現場の団体の方々への質疑応答は、最後にまとめて行います。
今回のヒアリン グは、中間的 整理の取りま とめに向け、 対象３分野 における優先 的に解
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決すべき社会課題を各セッション３つ程度に集約することを目的として おります。
それでは、認定NPO法人 フードバンク 山梨プログラ ム・オ フィサーの 米山様からお 願いし
たいと思います。よろしくお願いいたします。
○米山氏

お時間に限りがありますので、早速本題に入りたいと思います。

優先的に解決すべき社会課題というところから御説明させていただき ます。
私どもといたし ましては、捕 捉されていな い社会困窮者 がまだたく さんいるとい うこと
と、貧困の連鎖というところを２つ挙げさせていただいております。
先日、貧困率が 改善したとい う明るいニュ ースもござい ましたが、 まだ潜在的に は生活
困窮世帯が相当数 、存在してい て、それがな かなか把握で きていない ため支援が届 いてい
ないという現状と 貧困の連鎖と いうところに 課題を感じて おります。こ れらの課題の うち、
行政が対応するこ とが困難な課 題としては、 困窮世帯の早 期の把握、 早期の支援、 それか
ら、食料支援というスキームがないというところを挙げさせていただい ております 。
なかなか行政だ けで多くの困 窮世帯を把握 することが難 しいという ところと、こ ういっ
た困窮世帯を放置 しておくと、 生活状況が悪 化し、当事者 である困窮 世帯としても 不幸な
ことでありますし 、社会的にも 社会保障費が 増大するとい う点で、双 方にとってマ イナス
であると考えております。
また、食料支援 というスキー ムがこれまで 公的な支援制 度の中にな かったという ところ
も、こういった課題 に対応するの が難しくな っている要因 の１つである と考えており ます。
では、こういっ た課題をどの ような手法で 解決すべきか という点に 関しましては 、産学
官民の連携が重要 だと考えてお ります。具体 的には地域全 体で社会的 弱者に支援が できる
体制ですとか仕組みをつくることが重要だと考えています。
具体的にどのよ うな産学官民 の連携をして いるかという と、
（２）の部分、フード バンク
こども支援プロジ ェクトという 事業を行って おります。こ ちらは夏休 みや冬休みに 子ども
のいる困窮世帯に 対して集中的 な食料支援を 実施するとい うものなの ですが、2016 年です
と夏冬合わせて733 世帯に13.6ト ンの食料の 支援を実施し たという実績 になっており ます。
また、こちらは支 援対象と支援 期間を限定し たものになる のですが、 もちろん通年 で食料
の支援もしており まして、こち らの紙のほう には記載がな いのですけ れども、直近 ですと
2014年が一番実績 としては多く なっておりま して、49の行 政、社会福 祉協議会など の機関
と連携をして、4,379件、約40トンの食料支援を通年で実施しておりま す。
こちらのプロジ ェクトにお話 を戻しますと 、2016年の冬 のプロジェ クトでは学校 ですと
49の小中学校、それから、協 賛企業・団体数が3 0、延べボランティ ア参加者数 が183名、連
携協定を結んでいる自治体が３自治体という形になっております。
具体的にこうい ったセクター とどのような 連携をしたり 、支援をい ただいている かとい
うのが（３）から（ ６）になりま す。企業から は食品の寄 附、お金の寄 附、ボランテ ィア、
プロボノの支援を 受けておりま す。学校から の支援として は、困窮世 帯の把握とい うとこ
ろと食料の寄附を していただい ております。 行政との連携 に関しては 、困窮世帯の 情報提
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供、食品の寄附、 食料以外のさ まざまな公的 支援の実施あ るいはつな ぎなどで御協 力いた
だいております。市 民との連携と いうところ ではボランテ ィアとしての 協力、お金の 寄附、
フードドライブに よる食品の寄 附というとこ ろで、さまざ まな御協力 をいただいて 実施し
ているプロジェクトがフードバンクこども支援プロジェクトとなってお ります。
休眠預金の活用 という部分で は、成果をし っかりと定義 をして、終 わった後に評 価をし
ていくというとこ ろも重要なテ ーマとしてあ るかと思いま すが、こう いった成果を 定義す
るということは、 当然、責任が 生まれるとい うところです ごく重要な ところではあ ると思
っているのですけ れども、それ 以上に指標を しっかりと達 成して成果 を出していく という
ところが難しいのではないかと考えております。
また、本日一番 私のほうでお 伝えしたいと いう部分に関 しては、こ ういった成果 に直結
する要素というの は、直接的な フードバンク 活動ではない というとこ ろをお伝えで きれば
と思っております 。こういった 大きなプロジ ェクトの実施 に関しては 、組織基盤の 強さや
外部資源を巻き込 む力に依存し ていると考え ておりますの で、成果を しっかりと出 すとい
う点では、直接的 な事業よりも 組織基盤強化 への支援が重 要だと考え ております。 これま
での助成金ですと か行政からの 補助金に関し ては、こうい った支援が なかなかなか った、
ほとんどなかった と言えると思 いますので、 こういった補 助や助成が なくなった時 点で活
動が小さくなって しまったり、 続かなくなっ てしまったり ということ がありますの で、こ
ういった部分にし っかりと支援 をすることで 、支援が終わ った後も安 定的、継続的 に成長
していける組織をつくっていくというのが重要だと思います。
それから、組織 基盤の強化と いうところで は、フードバ ンク山梨で はファンドレ イザー
やコミュニティー オーガナイザ ー、広報担当 、ロビイスト 、企業営業 の担当ですと か、幅
広い人員を配置しております。
質問事項４、最 後ですけれど も、生活保護 に陥るリスク の軽減、社 会保障費の削 減とい
う効果、食費の 負担の軽減 、食品ロス の削減、企 業や市民のボ ランティア 、CSR促進 という
部分と、地域社会 全体の意識を 変化させると いう部分で成 果が出るの ではないかと 考えて
おります。
以上です。
○萩原委員

ありがとうございました。

続きまして、特定 非営利活動法 人アラジン 理事長の牧野 様、よろしく お願いいたし ます。
○牧野氏

アラジンの牧野と申します。

介護者支援を始 めて18年ほど になります。 今回の課題解 決のための 手法としまし て、１
つのプロジェクト を提案してご ざいます。介 護離職ゼロの 政策の中で 、介護者支援 問題が
社会的な課題とし て浮き上がっ てきておりま す。現実的に は40代、50 代の方々が離 職者あ
るいは非正規雇用 等々で、非常 に困難な生活 を強いられて いる現状を 目の当たりに してい
ます。
その中で気づく ことは、ここ にも書いてあ りますように 、介護の初 動期になかな か情報
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が得られなかった という話が大 変多くござい ます。データ でもそれが 上がっており ます。
ここではなかなか 本当の意味で の介護者支援 のこれまで法 や政策がな かったという 大きな
壁が立ちふさがっ ておりました ので、なかな か具体的な防 止策が提案 できずにいた という
ところがございま す。昨今、厚 生労働省振興 課さんの中で は介護者支 援をこれから 位置づ
けるという政策も 打ち出されて 、今、調査委 員会がスター トしてござ います。けれ ども、
それに先駆けまし て、予防的な 意味でもはや 国民的課題と なっていま す介護と仕事 の両立
を推進するために 、ここに書い てございます ように相談ス テーション の設置を提案 いたし
たいと思っております。
４ページになり ますけれども 、ことし地域 包括支援セン ターの土日 開催というも のが計
画されているので すが、私ども の視点から見 ますと、なか なか地域包 括支援センタ ーその
ものが一般的には まだまだ知ら れていないと いうこと、あ るいは働く 介護者の生活 の日常
の導線の中に、こ ういった相談 ステーション を置くべきで はないかと いう考えを持 ってご
ざいます。
具体的には駅前 ですとか、駅 ナカですとか 、そういうと ころに相談 というよりは 働く介
護者の場合には情 報ガイド、観 光ガイドのよ うな情報源を お示しする 、ゲートオー プナー
としての存在を考 えております 。そこにさま ざまな健康、 医療、労働 、経済、福祉 、ファ
イナンシャル、介 護者を取り巻 く問題は非常 に多岐にわた っておりま す。そうした さまざ
まなネットワーク をつくりなが ら、ワンスト ップの相談拠 点をその先 には目指して おりま
す。働くことを重 点化の支援と しながらも、 さまざまな生 活の問題を 解決できるよ うな仕
組みを提案したい と思っており ます。さらに 官民産それぞ れの連携の もとに、事例 をもと
にしながらまた新たな取り組みをしていきたいと思っています。
このことにより まして、誰で も身近に気軽 に情報が得ら れるような 社会的文化の 醸成と
いうものを一番大 事にしており ますので、そ のことによっ て社会的孤 立あるいは貧 困への
道筋を絶たれると いうような効 果もあるので はないか。そ れから、こ うしたゲート オープ
ナーがあることで、地域包括ケア の具体的な 推進というも のが可能にな るのではない かと、
そのように考えております。ハブとしての拠点の機能を考えております 。
以上でございます。
○萩原委員

どうもありがとうございました。

続きまして、特定 非営利活動法 人全国女性 会館協議会代 表理事の納米 様、お願いし ます。
○納米委員

特定非営利活動法人全国女性会館協議会代表理事の納米と申します。

本日はプレゼンテーションの機会をいただきまして、ありがとうござ います。
私どもの団体は お手元にパン フレットを配 らせていただ きましたが 、男女共同参 画を地
域で推進する拠点 として、全国 各地に男女共 同参画センタ ーが設けら れております 。当団
体は、これらのセ ンターを結ぶ 全国でただ１ つのネットワ ーク組織で ございます。 現在、
86施設が会員として加入しています。
当団体は、男女 センターの中 間支援を主な 事業内容とし ていますの で、男女セン ターで
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働く職員向けの研 修ですとか、 企業などから の資金を得て 、男女共同 参画にかかわ る社会
的課題についての助成事業などを実施してまいりました。
今回、優先的に 解決すべき社 会課題として 、これまでに 捕捉されて こなかった対 象とい
たしまして、非正 規雇用で働く シングル女性 への支援事業 を行うこと を提案したい と思い
ます。
かねてより男女 共同参画セン ターでは、女 性の就業支援 に取り組ん でまいりまし た。そ
の主な内容は、結婚 や出産などに よって退職 した女性の再 就職への支援 、女性の起業 支援、
そして近年は脚光 を浴びるよう になっており ますけれども 、女性のキ ャリアアップ などへ
の支援でした。
働く女性の半数 以上が非正規 雇用で働いて いることは、 よく知られ ているとおり でござ
います。そこで言 われているの は、女性は育 児や家事など の都合で自 分から非正規 を選択
している場合が多 いと言われて いるのですけ れども、今年 度版の男女 共同参画白書 によれ
ば、不本意に 非正規雇用 で働いている 女性が149万人 もいる 。数として は男性を上回 ってい
るとされておりま す。そこで私 どもは、女性 の就業支援事 業の対象と して何をやる べきか
ということを整理 いたしました 。その結果、 非正規で働く シングル女 性の存在とい うもの
が浮かび上がってまいりました。
お手元の資料の 図をごらんく ださい。これ は横軸に就労 状況、縦軸 に経済状況を とって
女性の状況を整理 したものでご ざいます。働 いているにも かかわらず 、経済的に苦 しい層
として、よく言わ れるのが母子 家庭の母親な のですけれど も、母子家 庭の母親につ いては
これまでもたびた び取り上げら れてまいりま した。しかし 、パートナ ーも子どもも いない
シングル女性につ いては、これ まで社会の関 心が寄せられ ることはな かったと思い ます。
一方で未婚率は上昇し続けております。
資料の２ページ 目ですけれど も、壮年期以 上で非正規で 働いている シングル女性 は、貧
困率が高いという ことも調査で 明らかになっ ています。こ れらの女性 たちは就労に よって
生活を安定させる ことも、家族 による支えと いうのも得ら れない状況 にあることが できる
と思うのです。同 じく困難な状 況にあるシン グルマザーと は違いまし て、シングル マザー
の場合には母子寡 婦福祉法とい ったような枠 組みがござい ますけれど も、非正規で 働くシ
ングル女性を対象 にした公的な 支援というの はないのが現 状ですし、 また、捕捉す ること
も大変難しいと思います。
横浜の財団が実 施した調査に よれば、当事 者にとっては 収入の低さと 雇用の継続の 不安、
この２つが大きな 困難として挙 げられており ました。その ほかにも差 別的な視線で あると
か、シングルでい ることでは各 種の制度の適 用の恩恵が受 けられない 場合もあると いうこ
とも浮かび上がり ました。また 、相談相手が いないと答え た人も４人 に１人おりま した。
自身の老後に強い 不安を抱きつ つ、女性とい うことで兄弟 、親からは 介護役割を期 待して
いるということも 語られており ました。公営 住宅などへの 入居には、 例えばシング ルの場
合には50歳以上で すとか60歳以 上などの要件 が設けられて おります。 そのほか制度 によっ
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ても属性別の要件 があって、こ れらの当事者 はなかなか利 用できてい ないというこ とが浮
かび上がってまいりました。
こうしたニーズ を受けて、幾 つかの男女セ ンターでは支 援プログラ ムをやってお ります
けれども、横浜で やっているプ ログラムは全 ての講座に定 員を上回る 応募がありま して、
ニーズが確実にあ るという手ご たえがござい ます。けれど も、こうい ったプログラ ムがで
きているのは、現 在は大都市圏 の一部の男女 センターなの です。しか し、地方では 女性の
正規雇用の機会は 大都市圏に比 べてより少な いと思われま して、全国 で確実にニー ズはあ
ると思います。ま た、男女セン ターでやると いう意味は、 資料にチェ ックポイント を５つ
ほど挙げましたけ れども、こう いった点から も全国の男女 センターで 非正規雇用で 働くシ
ングル女性向けの 支援事業を実 施するという ことは、将来 的な貧困リス クの低減です とか、
社会保障費の抑制ですとか、そういった意味があると考えております。
以上です。
○萩原委員

どうもありがとうございました。

それでは、最後 に生活困窮者 自立支援全国 ネットワーク 理事、ルー テル学院大学 名誉教
授の和田様、お願いいたします。
○和田氏

私は今 、生活困窮者 自立支援全国 ネットワーク の理事をし ておりますの で、そ

の視点からお話をさせていただきたいと思います。
このネットワー クは法律、自 立支援法がで きる前に、そ れまでモデ ル的に研究し たり実
施をしていたとこ ろの方々など を中心に、前 年度にこれか らこの取り 組みをしっか り進め
ていこうというこ とで組織がで き、毎年全国 研究交流会議 を開いてお りますが、千 数百名
参加するという非常に大きな盛り上がりを持っております。
まず何を優先す べきか、社会 課題と考える かということ なのですが 、平成27年４ 月に生
活困窮者自立支援 制度が始まり ましてから２ 年が継続して 、この取り 組みの中で生 活困窮
者って一体どのよ うな方なのか というのが大 分明らかにな ってまいり ました。今ま で無職
でニートでひきこ もっていると いうイメージ が強かったの ですが、実 際には相談者 は全体
の３割が就労中の 人、働いてい るのです。そ して、子ども のいる現役 世代の相談が ３割、
65歳以上の相談者 が２割という ことで、ごく 普通の現役世 代の方々で 家庭の子ども 、高齢
者の生活相談を考 えると、ちょ っとしたつま ずきがあった り、問題を 抱えている方 々が多
いということが非常によくわかりました。
これらの世代が 抱えている複 合的な課題を 解きほぐして 、活動的な 社会の参加と 就労を
含めて生活向上を 図っていくと いうこと。そ れから、生活 に困ってい るだけではな くて、
社会的孤立状態と セットになっ ていることが 非常にはっき りわかりま したので、そ のつな
がりを回復していくことが非常に大事だなと思っています。
実はこの２年間 で新規に相談 に来られた方 が45万人で、 プランを立 てて支援をし た人が
12万人、それから 、こういう取 り組み、プラ ンを立てると いうことは かなり継続的 に支援
をいたしますが、 それによって 意欲が出ると か社会参加と か家計を見 直すとか就労 という
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課題を乗り越えて だんだんステ ップアップし ていった人た ち、就労、 増収というも のに向
かった人が大体６ 万人ぐらいと いうことで、かなり具体的 な効果が上が ってきており ます。
今はひとり暮ら しがどの世代 でもふえてお りますし、そ ういうこと から考えます と、孤
立生活が標準モデ ルという状況 になっていま すので、生活 困窮者自立 支援というの は非常
に優先して取り組むべき課題ではないかと考えております。
次に、質問事項 ２ですが、そ のうち行政が 対応すること が困難な課 題というとこ ろです
が、実は生活困窮 者自立支援制 度は、総合的 な相談、プラ ンを立てて 支援をする、 就労の
支援もする家計相 談という非常 にいい内容が 入っているの ですが、経 済的給付とい うとこ
ろが入っていない のです。非常 に短期間、限 られた人に対 する住居支 援というもの があり
ますが、これ以外 は何もないと いうことで、 適切な、効果 的なプログ ラムが非常に 組みに
くいという課題があります。
社会参加プログ ラムも、ひき こもっている 人を外に出し ていくとい う点では非常 に大事
です。あるいは就 労準備の事業 ということも 大事なのです が、交通費 が出ない、参 加して
も全く報酬が出な いということ があります。 実は生活保護 の方と一緒 のプログラム を組む
場合、生活保護の 方は交通費や 生活が担保さ れているとい うことで、 非常にきちん とした
プログラムが組めないという問題を抱えております。
それから、就職 活動をする場 合に先方から 連絡を受ける ための携帯 電話が必須な のです
が、その費用が出 せないとか、 離職による就 職活動をしな ければなら ないのだけれ ども、
手持ちがないとか 、生活保護は 転居とか自動 車の処分が必 要なので受 けたくないと いうこ
とになりますと、 ここが難しい 。それから、 就職が決まっ て働き始め ても、すぐに 給料が
入ってくるわけで はないので１ カ月分の生活 費が必要、あ るいは衣服 などの準備が 必要と
いういろいろなこ とがあります ので、こうい うことできち んとした対 応ができるよ うにす
る必要があるのではないか。経済的な給付あるいは支援の必要性を痛感 しておりま す。
質問事項３で、 どのような手 法で解決すべ きかというこ とで２つ申 し上げたいと 思いま
す。社会参加プロ グラム、就労 準備プログラ ムというもの が非常に大 事ですが、こ の参加
交通費、それから 、少額でいい のだけれども 、参加の報酬 、例えば実 際にお金を確 保して
やっている場合は 、２時間働い て500円とか1 ,000円ぐらい 。それでも 出てきてそう いうプ
ログラムに参加す ると少しもら えるというこ とで、非常に 意欲が出て くるのです。 このよ
うなことができないだろうかというのが１つ。
２つ目は、離職 して就職活動 を行っている 場合に、１カ 月から３カ 月限定で生活 費の給
付制度、貸し付け の制度をつく ったらどうか 。今もうある のではない かという御意 見があ
るかもしれません が、条件が非 常に難しいと いうことで、 借りやすい もの、そして 、貸し
付けの場合にほか のためにお金 を使ってはい けないとか、 家計相談を 必須にすると いうこ
とをやっていただ ければと思い ます。今、既 にこういう制 度が動いて いますので、 これと
今、申し上げたよ うなことが一 緒にやれるこ とになれば、 非常に大き な効果につな がるの
ではないかと思います。
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以上でございます。
○萩原委員

ありがとうございました。

それでは、ここ からは委員、 専門委員から 今の御説明に 対して質問 をしていただ ければ
と思います。どなたからでも結構です。服部さん、お願いします。
○服部委員

アラ ジンさんとフ ードバンクさ んにお尋ねし たいと思う のですが、双 方で産

官学による連携を しながらワン ストップなり プログラムを 組んでいる というお話で した。
そういったときに いろいろな役 割分担がある のだと思いま すけれども 、うまくそう いった
連携をまとめてい くお立場の人 はどのような 人で、それは どういうセ クターの人な のか。
そこに何か課題はあるかないかということを教えていただけますでしょ うか。
○米山氏

まず産 学官民の連携 を進めていく 上でどういっ た人間が必 要かという点 では、

行政関係であれば 私の資料では ロビイストと 書かせていた だいたので すが、何らか の目的
を達成するために 行政に働きか けを行う者と いうふうに私 は定義をし ておりまして 、誰に
どういった提案を するですとか 、どういった 順番で行政に 働きかけを 行うというよ うな、
教育委員会が先な のか、福祉課 が先なのか、 市長が先なの かといった 、バランス感 覚のあ
る人間が必要だと いうことと、 こういったも のを担当する 人間や、市 民との連携を 促すと
いうところではコ ミュニティー オーガナイザ ーと書かせて いただいた のですけれど も、ボ
ランティアをマネ ジメントでき る人間ですと か、企業であ れば普通に 営業ができる ような
人間がNPOにも必要だと考えています。
以上です。
○牧野氏

この案 件に限っての お話ですが、 現在、介護離 職のない社 会を目指す会 という

団体が既にござい まして、ネット ワーク型の 団体です。その 中に連合さ んなどの労働 組合、
ケアワーカーさん たちの労働組 合、それから 、我々のよう な介護者支 援を行う市民 が今、
つながってこの問 題に取り組も うという体制 ができており ます。既に そういう場が ありま
すので、その中で コーディネー ターあるいは ファシリテー ター、先ほ どもありまし たコミ
ュニティーオーガ ナイザーとい う立場の人を 要は専門的に 置きたいと いうことなの です。
専従でないとロビ ーも含めてで すので動けま せんので、そ ういった人 材を確保した いとい
う思いがございま す。介護者支 援についてあ る程度の理解 がある、そ ういう人間を 想定し
ています。
○服部委員

ちょ っと確認して いいですか。 要するに人を 置きたいと いうのは資金 的なこ

となのか、それと もそういった 人材が今後必 要になってく る。それを 育てなければ いけな
いということでおっしゃっているのか、どちらの文脈ですか。
○牧野氏

両方でございます。

○服部委員

わかりました、ありがとうございます。

○牧野委員

和田 先生にお伺い したいのです けれども、和 田先生のお 考えになって いる自

立支援のための貸 付制度という 考え方は、私 も共感すると ころなので す。要は給付 型にす
るよりは貸し付け にして、自立 を促していく んだという考 え方も中に はあると思う のです
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が、一方で貸し付 けとなります と、管理をど のようにする かというの は非常に大き な課題
だと思うのです。 それは本ネッ トワークにお かれてそうい った貸し付 け管理をして いくこ
とは、どのくらい現実的な話なのかというあたりを教えていただけます か。
○和田氏

今おっ しゃったこと はすごくポイ ントだと思う のですが、 それで今回、 この制

度をつくってもし 貸し付けをす ることになっ た場合は、家 計相談支援 というものが 仕組み
の中に今あるので す。専門の職員 を置いて生 活困窮者支援 の中できちん とやっていま すと、
自分の家計全体を 見るとか、あ るいはどうや ったら返せる か。そうし ないと借りた 分だけ
生活が拡大するだ けで全く返せ ないのですけ れども、そこ が例えば毎月 3,000円ずつ でも返
そうということが 生まれるので す。そういう 意味でこの貸 し付けは条 件として家計 相談支
援を必ず受けるよ うにしてもら うことを条件 にすれば、ほ かのやり方 よりもはるか に担保
される。成果も実際に上がってきていると思っています。
○萩原委員

お願いします。

○小河専門委員

私は納米さんと和田さんに御質問をさせていただきたいと思いま す。

まず納米さんの ほうなのです が、まさに非 正規の働くシ ングルマザ ーの支援とい うのは
とても重要なポイ ントだと思う のですが、こ こで今、具体 的な取り組 みの中で仕事 と暮ら
しのセーフティー 講座というも の、例えばこ のような取り 組みに今回 そのように利 用すれ
ばいいのかという ことで御提案 をされていら っしゃるかな と思うので すが、こちら の具体
的な成果というか 、そういった ものはどのよ うにあるのか ということ と、既にどの ような
財源でこれをやっていらっしゃるのかということを教えていただければ と思います 。
それから、和田 さんなのです が、まさにこ の問題も大変 なところで 、今、直接支 援のこ
とをお話されたの ですけれども 、そこの 方々に対する ケア・フォー・ケアギバーとい うか、
そういった部分も 一方で多分、 大切になって くると思うの ですが、そ ういう点でこ の生活
困窮者を支える方々に対しての何か御提案があるのかどうか伺えればと 思いました 。
○萩原委員
○納米氏

では納米さん、お願いします。
御質問 ありがとうご ざいます。１ 点、訂正させて いただきた いのですけれ ども、

シングルマザーへ の就業支援で はなくて、非 正規で働いて いる独身の 女性への支援 でござ
います。
財源から申し上 げますと、１ つは支援のプ ログラムを開 発するには 、内閣府から の委嘱
事業ということで プログラムの 開発を行いま した。そのと きにはテス トプログラム の実施
まで内閣府の委嘱 費の中で行い ました。今年 度につきまし ては、それ ぞれのセンタ ーで例
えば指定管理業の 中ですとか、 あるいは行政 からの補助金 、そういっ た財源で今の ところ
は数カ所で実施できています。
成果についてと いうことで大 変難しいので すが、内閣府 でプログラ ム開発を行っ たとき
に、自己効力感の 測定を行いま して、プログ ラムを受ける 前と受けた 後で自己効力 感に有
意な上昇があるか ということを 計測しまして 、自己効力感 については 有意な上昇が あるこ
とは確認できまし たけれども、 非常に短期で 例えば非正規 で働いてい る方がすぐ正 規職に
24

転換するであると か、年収が例 えば何％アッ プするといっ たような効 果はなかなか 難しい
と思いますし、また、捕捉するというのも正直、難しいと考えています 。
○和田氏

今、専 門の職員の研 修というのは 非常に力を入 れています 。というのは 断らな

い相談というもの をやっていま すので、なか なかそこは大 変なのです が、国の段階 での研
修はしっかりやっ てきていまし て、今これを 県に移してい ますが、私 は一番大事な のは、
そういう複雑なさ まざまな相談 を受けるし、 本人もすごい ストレスを 抱えることに なりま
すので、OJT とOff-JTをき ちんとやると いう仕組みに しないとい けないのでは ないか 。そし
て、それをできれ ばちゃんと記 録にして、そ の人のキャリ アにできな いか。その人 が例え
ばほかの分野に移 るときも、こ れだけやりま した、あるい はこれだけ の期間こうい うこと
に従事しましたと いうのが社会 からすごく評 価されるとい うふうにし ていかないと 、大変
これは困難な従事 者の仕事なの で、そういう ことも含めて 考えていく 必要があるな と思っ
ています。
○小河専門委員
○萩原委員

ありがとうございます。

お願いします。

○工藤専門委員

私も若い人や 子どもの支援 をしている中 で、今回の プレゼンの全 体の中

で一番困っている 人を見つける ことこそが一 番難しいと思 っているの ですが、一方 でそこ
が課題として挙げ られた方が、 先ほどの非正 規の女性が捕 捉しづらい というのが初 めて出
てきたのですけれ ども、十分な 支援をすると いうか、基盤 整備はすご い大事なので すが、
課題を持っている 人を発見する ことが現場で は一番難しい のかなと個 人的には思っ ていま
して、もし皆さん の中で並んで しようがない ということが あれば別か もしれません が、い
ろいろ拡充したと きに最終的な ゴールとして 、対象であろ う方々をど のように捕捉 をして
いくのか。特に生 活保護の方な どであればケ ースワーカー さんが情報 を持っている という
のがあるのですが 、今回のケー スはどこにも 多分かかって いないから こそ、どこで 探すん
だという話に必ず 当たると思う のですけれど も、そういう 部分の課題 もしくは解決 への道
筋みたいなものはございますでしょうか。
○萩原委員

全員にですか。

○工藤専門委員
○萩原委員
○和田氏

捕捉をすることが課題となっている方がいらっしゃればで構いま せん。

では、どなたからでも結構です。
おっし ゃるとおりで 、先ほど45万 人新しい相談 が来たと言 いましたが、 実際に

は来られない人が いっぱいいる というのが非 常に大きい。 ただ、今ま でと違うのは 、どん
な相談でも受けま すというふう にしたために 、自分で来る 人が非常に ふえているの です。
あとはいろいろな 周辺から、そ れから、今ま でなかったや り方で、例 えば行政の中 でいろ
いろな掛け金やお 金が払えない という人がい ます。今まで はそこを行 政が請求書を 出すと
いうことをずっと おやりになっ ていたのです が、幾ら出し てもだめな のです。そこ と困窮
者支援の窓口につ なぐという仕 組みが今、広 がってきて、 そうすると 全然違う視点 から、
ではその人に相談 に行ってみよ う、アウトリ ーチをしっか りやるとい うやり方を今 やって
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います。
○米山氏

学校と の連携という ところで、新 しく生活に困 窮する方の 把握を進めて おりま

して、準要保護世 帯ですとか、 就学援助を受 けているよう な世帯に申 請書を学校か ら配付
をしていただいて 、そこで特定 された方とい うのは行政な どが把握し ていない世帯 も多く
含まれておりまし て、そういっ た方を食料支 援を通じて支 援する中で さまざまな支 援、公
的な支援や生活困 窮者自立支援 制度のような 支援につなげ ていくとい うのは、活動 をして
いく中で困窮世帯 を把握して、 ほかの支援に つなげていく という点で も重要だと感 じてい
ます。
以上です。
○牧野氏

私ども の介護者はケ アラーと呼ん でいますけれ ども、ケア ラーについて 申しま

すと、自分が支援 される存在で あるというこ との認識が非 常に薄いと いう現状がご ざいま
す。どの分野もそ うだと思いま すが、本当に 必要な人に手 が届かない というのは大 きな課
題をずっと抱えてまいりました。
その中でやはり 地域の中で行 きやすい場所 にあること、 それから、 電話相談や訪 問相談
などもきょうお話 しませんが、 実際にはやっ てございます 。地域がそ れを把握する こと、
地域が気づくこと、そういった助成が必要だと思っています。
それから、やはり そうなる前に 自分で情報 を得に行くこ と。そこが非 常に重要です ので、
今回のように開い た場所にふら っと来られる ということ、 実は相談に 行くというこ とは物
すごくハードルが 高いというこ とです。何を 相談していい かわからな いというのが ケアラ
ーがたくさん抱え ていることで ございますの で、ふらっと 行ける場所 、しかも相談 ではな
くてガイドしてく れるというこ とを掲げて、 予防的な取り 組みを今回 、提案させて いただ
きました。
以上です。
○納米氏

私ども でも試行プロ グラムを実施 するときから 、恐らく孤 立状態にある だろう

ということはわか っていたので 、広報をどう しようか、情 報をどうや って届けよう かとい
うことは検討会の 中でもいろい ろ意見をいた だきました。 例えばター ミナル駅のPR ボック
スに情報を置いた らどうかとか 、郵便局に情 報を置くのは どうかとか 、生活圏の中 でどこ
だったら情報をゲ ットするだろ うかというこ とでいろいろ 工夫をした のですけれど も、結
果的にはこの問題 について初め てクローズア ップしたとい うことで、 メディアがか なり取
り上げてください まして、結果 としてはメデ ィアの報道で 知っていら したという方 が多か
ったです。
もう一つ、専用 のサイトを今 つくっており まして、イン ターネット にはかなりア クセス
される。それもスマートフォンのサイトが有効だという結果になってお ります。
○萩原委員

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。お願いします。
○服部委員

非常 に難しい問題 ですので、非 常に長い間の 支援が予想 されるのでは ないか
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と思っています。 和田さんのお 話では、45万 人から46万人 が就労に結 びついたとい うこと
なのですが、その 後はそこまで いけば大丈夫 かなというこ となのか、 そうでもない という
ことであれば、ど こまでおつき 合いするのか 、それともそ れはやはり 一人一人ずっ と見て
いくことなのか、このあたりのさじ加減はどのようにお考えになってい るでしょう か。
○和田氏

先ほど も申し上げた のですが、例 えば非常に短 期間で就職が 決まってよか った、

成功したと考えて いると、１カ 月もたたない うちにやめて くる。結局 、社会的なつ ながり
をつくることを同 時に支援しな いとだめなの です。そうす ると今やっ ていますのは 、例え
ば就職が決まって も、みんなが 集まれるとこ ろに定期的に 居場所をつ くってきて、 そこで
おしゃべりしたり して帰るとか 、そのような 形で伴走型と 言っている のですけれど も、で
きるだけ継続して サポートして いく。友達も いっぱいでき て、職場で も定着して、 もう大
丈夫だということ なら御本人に 任せるのです が、基本的に はそのよう にして、いつ でも相
談に乗るというふ うにしていま す。そうしな いと就職まで いけば完成 というか、そ こで終
わりというふうに はならない。だ から制度の 仕組み上は一 定のところま でになるので すが、
その後、今度は自 発的に来てい ただいたり、 時々みんなが 集まる場所 をつくりなが ら、そ
して気になる人に ついては御本 人あるいは職 場、雇用して いただいて いる方を含め て伴走
しながらやっていくというやり方をしています。
○萩原委員

ほかにいかがですか。

○岸本専門委員

米山さんにお 伺いしたいの ですが、米山 さんの御提 案というのは 特色的

かなと思いまして 、現場活動で はなくて組織 基盤強化に資 金を投入す べきだという お話を
書いておられるか と思いますが 、この辺につ いて付言する ことがあれ ば、さらにお っしゃ
りたいことがあればお話を伺いたいと思います。
また、組織基盤 強化として、 休眠預金がサ ポートすべき 年限という のはどれぐら いと考
えておられるのかということについても教えてください。
○米山氏

組織基 盤の強化とい うところでは 、私の資料の ２ページ（ ７）で、これ までキ

ャパシティービル ディングへの 支援が全くな かったと書か せていただ いているので すけれ
ども、全くと 言うと少し 違って、数少ない支 援の中でNPOサ ポートファ ンドというも のがご
ざいまして、こち らで組織基盤 の強化を行い ました。具体 的にはファ ンドレイジン グです
とかマネジメント の強化、行政 への政策提言 能力の強化を 行いまして 、期間といた しまし
ては２年間かけて 組織基盤の強 化をいたしま した。また、 この部分の 発展というも のが、
その後の活動の安 定性ですとか 、継続的かつ 自立的な活動 につながっ ておりまして 、恐ら
くこの部分というのは、本質的にすごく重要な部分なのではないかと感 じています 。
以上です。
○岸本専門委員

加えて伺いた いのですが、 活動にお金を つけてくれ なくても、基 盤強化

をすればあとは自分たちで伸びていけるんだということを主張しておら れますか。
○米山氏

両方必 要だと考えて おります。と いうのは、こ ういったこ ども支援プロ ジェク

トという事業に合 わせてマネジ メントの強化 ですとか、企 業への協力 の要請、それ から、
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ファンドレイジングも行っておりますので、その両方の選択肢があるべ きだと考え ます。
以上です。
○萩原委員

ほかにいかがですか。

○服部委員

ネッ トワークをお 持ちの全国的 な組織の方に お伺いした いのですが、 地域差

がどれくらいある とお感じにな っているのか 。首都圏とこ こではすご く違うとか、 何か蓄
積された見識があれば教えていただきたいのですけれども。
○納米氏

この件 については調 査したとか、 そういうレベ ルではない のですけれど も、全

国のセンターの人 たちが集まる 場でもって交 わされる会話 の中で、地 方は本当に正 規の雇
用の場がない。だ から女性は非 正規で働くか 、もしくは大 都市圏に出 ていくしか選 択がな
いという声を聞く という、その レベルでは大 都市圏と地方 ではかなり 差があるんだ なとい
う、そういう感触があるというレベルでございます。
○米山氏

私は全 国フードバン ク推進協議会 の事務局長と いう役職も 兼任しており まして、

これまでのネット ワーク活動の 中で感じると ころで申しま すと、フー ドバンクがな い地域
もありますし、あ ったとしても 組織基盤がな くて余り支援 が充実でき ていなかった り、行
政とのつながりが 弱かったりで すとか、さま ざまなところ だと思いま す。ただ、総 じて言
えることは生活困 窮者が都市部 でも地方でも たくさんいて 、それに必 要なリソース という
のは足りていない というのが、フ ードバンク の活動全般を 通じて言える ことだと思い ます。
以上です。
○和田氏

気にな っていますの は、地方の市 町村が自立す るというふ うになってい るので

すが、実際には県 の中の１つか ２つぐらいの 自治体は、か なりいろい ろなことが自 立して
できると思うので すが、最近、 合併した結果 、力がすごく 弱まってい るような感じ がする
のです。特に生活 支援ができる ところが身近 になくなって きていると いうことを感 じてい
ます。
そのために大事 なのは、県が 自治体との関 係をもっと強 化する。一 緒に何かをや るとい
うことに重点にし ていただいて 、小さいとこ ろも一緒にな ればいろい ろな、例えば 困窮者
支援の場合で共通 に問題になっ ているのは、 保証人という ことをどう するのかみた いなこ
とは個々の自治体 だけではでき ないのですが 、組んでやる ということ になるといろ いろで
きてくるというこ とで、その自 治体の格差と か、弱さなど をもう一回 協働して一緒 に取り
組むようなことに、県が役割を大きく果たすようなことが必要なのかな と思ってい ます。
○萩原委員

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。まだ少しお時間がございます。
○岸本専門委員

納米さんにお 尋ねしたいの ですが、今回 、大変質問 に対して絞っ てシン

グル非正規女性と いう課題に焦 点を当ててく ださったので すが、あと ２つぐらい女 性の領
域で何かと言われたら、どのようなことをお考えになりますか。
○納米氏

あと２つですか。

○岸本専門委員

１つでも結構 です。たくさ んあるだろう という感じ がいたしまし て、非
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常に絞り込んでく ださったなと 思ったので、女性の領域っ て非常に大き いかと思った ので、
もしあれば教えていただければと思います。
○納米氏

やはり 厳しいのは、 １つはシング ルマザーかと 思います。 当初はシング ルマザ

ーの支援のプログ ラムの中に今 回、提案させ ていただいた 対象の方もま ざってきたの です。
まざってプログラ ムをやったの ですが、うま くいかなかっ たのです。 というのは独 身の方
は同じシングルで 非正規で働い ていても、子 どもの話題に ついていけ ないとか、か つて１
回でも結婚したこ とがあるとい う方とそうで ない方という ことで微妙 に溝ができた りして、
うまくいかなかっ たのです。だ から同じくシ ングルマザー も非正規で 働いていて非 常に困
難な方は多いです し、両方とも 支援を必要と しているとは 思います。 その２つがや はり厳
しいのかなと思います。
ただ、ひとり親 のほうは不十 分ながら法律 があるけれど も、今回、 提案させてい ただい
た対象層は、法的 に枠組みで捕 捉することが とても困難だ と思ったの で、あえて絞 って提
案させていただきました。
○萩原委員

今の 話に触発され てどなたか御 質問とかござ いませんか 。ないですか 。まだ

御発言のない方。
○飯嶋委員

続け てなのですけ れども、納米 さん、先ほど 内閣府から のパイロット 事業的

なものも踏まえて 、結果報告し てということ で、その後の 内閣府なり 行政のフォロ ーとい
うのはどういう形のものが出てきたのでしょう。
○納米氏

内閣府 の事業は単年 度の委嘱事業 でございます 。その成果 をもって行政 からこ

ういう事業が必要 なんだと働き かけておりま すけれども、 理解が得ら れたり得られ なかっ
たり、そのような状況です。
○萩原委員

ほかにいかがですか。

もう少し時間が あるので、も し４名の方、 これだけは言 っておきた いというもの がもし
ございましたら、 １人30秒ぐら いなのですけ れども、せっ かくの機会 なので、お願 いしま
す。
○米山氏

また組 織基盤のとこ ろなのですが 、少し言い忘 れたところ がございまし て、組

織基盤の強化を行 うときに私ど もが注意した といいますか 、行ったと ころで特徴的 なとこ
ろは、外部の専門 機関の力を借 りたというと ころがすごく 大きかった と思います。 ２年間
の活動の中で外資 系の企業に勤 めている人材 育成の方です とか、ある いはこれまで にロビ
ーイングの実績が ある方や、組 織基盤を支援 する団体など の支援を受 けて行うこと ができ
ておりますので、 １つ組織基盤 をもし行うの であれば、外 部の専門機 関の力を借り るとい
うところは重要なポイントなのかなと感じています。
以上です。
○牧野氏

２点ほど補足させていただきます。

納米さんのお話 と非常にかぶ る部分が多く ございまして 、きょうは 余り話しませ んでし
たが、シングルの ケアラーの方 たちが大変厳 しい状況に置 かれていま す。特に女性 が精神
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と生活が成り立た ない、仕事に つけない、あ るいはやめて しまった。 そしてハロー ワーク
に行く気にもなれ ないという現 状をたくさん 見てきており ますので、 実はこの先駆 的な事
業がこの基金には ふさわしいの かなと思って 、きょうはこ れを出しま したけれども 、生活
困窮という視点で は非常に困難 を抱えている シングルの方 たちへの支 援というのは 第一義
的だろう。しかも 経済的支援こ そ生活の基金 をつくりたい と思ってお りまして、貸 し付け
ではない。生活援助金として出すようなものをつくりたいというのが１ 点。
それから、組織とい う意味では一 番脆弱なNPO ですので、介護者 支援は全国に2 0、30とい
う団体がございま すけれども、 ネットワーク もしてござい ますが、初 めに申し上げ たよう
に法的あるいは政 策がございま せんので、全 く補助金等々 を受けられて いないという 中で、
それぞれの団体が 頑張っていま すので、ぜひ その点も注目 していただ きたいかなと いうこ
とをつけ加えておきます。
ありがとうございました。
○納米氏

当事者 の方たちと接 して、すごく 力になるんだ なと思った のは、安心し ていら

れる、集まれる場所 があるという ことがとて も力になるん だなというこ とがわかりま した。
こちらから交流会 のような場も 仕掛けたので すけれども、 それ以外に も当事者の方 たちが
その場で集まって 、ずっと去り がたくお話さ れているよう な場面に出 くわしまして 、ちょ
っと背中を押す、 何か機会を設 けるというこ とで、自分で 力を取り戻 していかれる 、非正
規の壮年のシング ルの方たちも ずっと働き続 けて20年とい うような方 たちですから 、それ
なりに力を持って いらっしゃる わけなので、 そんなにたく さんのこと をしなくても 、ちょ
っと機会があると 貧困に陥らな いでやってい かれる方たち なのではな いかと考えて おりま
す。
○和田氏

子ども のことは別に あると思った のできょう触 れませんで したが、実際 に困窮

者支援の中で子ど もの学習支援 などの取り組 みをしており ますけれども 、２つありま して、
１つは学習支援で 高校に行ける ようになる。 高校を途中で やめないで 卒業する。こ れは都
市部でも実際に卒 業するところ まで行くと、 家庭そのもの が生保（生 活保護）から 脱却し
た割合は８割ぐら いあるとか、 すごいことに なるのです。 だから子ど もというのは 希望の
星で、家庭も変わる可能性があるというのも１つです。
もう一つは、そ ういう場合に 授業料は今、 無料化されて きているの ですけれども 、特に
地方に行くと通う お金がそれだ けで月３万か かるとか、過 疎地なんか は物すごくバ ス代が
千何百円とか高い ですよね。そ ういうものは どこからも出 てこないと いうことで、 通学は
すごく大変だなと いうこともよ く聞きますの で、子どもた ちの支援の ところにもも う少し
きちんと支援がで きるようにな るといいなと 。先ほど申し 上げたよう に経済給付の 支援が
ないというのが特 色の制度にな っているので 、そこを何か サポートで きるといいな と思い
ます。
以上です。
○萩原委員

どうもありがとうございました。
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生活困窮者のイ メージが非常 に多様になっ てきている。 その方たち が複合的な課 題を抱
えている。それに 対してどうい うふうに支援 をしていくの か。もう一 つはシングル 、社会
的孤立の問題をど のように解決 していくのか というのが、 皆様からい ただいた説明 の中で
は１つ、私自身の中では共通したものが見られたかなと。
そういった孤立 状態になって いる中で、そ れを解決して いくための 適切なプログ ラムで
あるとか取り組み がまだまだな されていない 。それをする ためにも組 織基盤が非常 に重要
になってくる。そ のためにも連 携、協働がも っともっと重 要になって くるというこ とを皆
さんのお話から実 感することか できました。 また皆さんの 御意見を踏 まえて審議会 でもさ
らに議論を進めていきたいと思います。
きょうはお忙し い中、どうも ありがとうご ざいました。 以上をもち ましてセッシ ョン２
を終えたいと思います。ありがとうございました。

（休

○岡本参事官

憩）

そ れでは、済み ません。ちょ っと押しまし たが、時間 になりました ので、

始めさせていただきたいと思います。
セッション３か らは岸本専門 委員に進行を お願いしたい と思います ので、岸本先 生、よ
ろしくお願いいたします。
○岸本専門委員

こんにちは。 これからセッ ション３「地 域社会にお ける活力の低 下その

他の社会的に困難 な状況に直面 している地域 の支援に係る 活動」につ きまして、現 場の活
動団体や有識者の皆様からお話を伺いたいと思います。
お話は、あらか じめ事務局よ りお願いして おりましたヒ アリング事 項に沿いまし て、恐
れ入りますが、お一人５分程度で順次御説明をお願いしたいと思います 。
質疑応答は最後 に、全ての話 が終わりまし てからまとめ て行いたい と思いますの で、ど
うぞよろしくお願いいたします。
最初は、本当は 京都地域創造 基金の理事長 の深尾様だっ たのですが 、きょうは御 都合に
より欠席というこ とでございま すので、一般 社団法人RCFプ ログラムマ ネジャーの大 槻様か
らお話をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○大槻氏

では 、一般社 団法人RCFの大 槻と申します 。私の ほうから５ 分ほどで紹介 をさせ

ていただきたいと思います。
資料のほうを見 ていただきな がら、まず右 下のページの ２ページ目 の資料から御 説明を
させていただきたいと思います。
最初に、質問事 項１・２がこ こに書かれて いる内容です 。解決すべ き社会課題と 行政が
対応することが困 難な課題で、 全体としてこ こでお伝えし たいのは、 特定の企業・ 団体・
個人など対象を限 定した支援の 取り組みは、 公平性の観点 から行政が 関与しがたい 領域で
あるといったお話ができればと思っています。
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弊団体が取り組 んでいる取り 組みの中で、 ３つほどテー マ的に掲げ させていただ いてい
ます。
１つ目が、東 北の観光活 性化といった ところです 。ここは現 在、イン バウンド観光 が2016
年2,400万人という 数字が達成さ れて、全国的には伸 びている 。そうい う領域ではあ るので
すけれども、東北の みが伸び悩ん でいるとい った状況にあ ります。若干 古いデータで すが、
平成22年と平成26 年で外国人宿 泊客数を比較 すると、全国 平均は161％ 伸びているの ですけ
れども、東北６県 に関しては70 ％にとどまっ ている。こう いった東北 での伸び悩み という
ものがございます ので、観光を 通じて地域の 活性化とか雇 用確保とか 、こういった ところ
が課題になる。
右側を見ていた だくと、行政 が対応困難な 課題を書かせ ていただい ています。プ ロモー
ションとか、いわ ゆる観光誘客 のキャンペー ンとか、そう いったプロ モーションと かイン
フラ整備とか、こ ういったとこ ろは行政のほ うが主導して 推進してい るのが全国的 にも東
北にも取り組みと してあるので すけれども、 旅館や飲食店 、あるいは 個別の事業者 。こう
いった方々に対す るインバウン ド対応支援と いうものはま だまだ着手 ができていな いのか
なといったところかなと思います。
２点目で、地域 人材支援に行 きたいと思い ます。こちら は地域にお ける人材確保 、例え
ば「地域おこし協 力隊」とか、 そういった人 材確保に関す る行政施策 というものは 一定程
度、取り組みが進 んでいると思 っているので すけれども、 ただ、行政 業務に限定し た人材
確保にとどまっているといった実情が１つあるかなと思っています。
なので、行政業 務にとどまっ ているといっ たところと、 あとは採用 ・登用のとこ ろまで
は取り組みがある のですが、右 側に書かせて いただいてい る採用・定 着で、ひいて は行政
に限定せずに、地 域の事業者単 位での採用・ 定着。こうい ったところ がまだ未着手 の領域
なのかなと思っています。
３点目は、まち づくりです。 一番下のとこ ろになります 。こちらは 住民避難が続 く被災
地域において、新 しいコミュニ ティ形成に向 けた、商工会 とか町内会 とか、こうい った地
域単位でのコミュニティ支援の取り組みというものは現状も進んでいる ところです 。
ただ、シングル マザーとか、 あるいは生活 困難地域にあ る災害公営 住宅。こうい った課
題を持っているよ うな人を単位 としたような 取り組みとい うものはな かなか、現在 は着手
ができていないと見受けています。
次のページをめ くっていただ くと、こちら のスライドで は質問事項 ３・４を両方 とも書
かせていただいているところです。
まず総論として 申し上げたい のは、補助金 ではなくて、 社会的投資 を行っていく といっ
たところが１つ、ポイントとして掲げられるかなと思っています。
これも１つは、 東北の観光活 性化のところ で言えば、先 ほど申し上 げたインバウ ンドの
促進に向けて、民 泊コミュニテ ィのモデル形 成とか他地域 展開。こう いうものが１ つ考え
られるかなと。我 々はAirbnbさ んと協定を結 ばせていただ いていまし て、釜石市と いう岩
32

手県の沿岸地域が あるのですけ れども、そこ で民泊のコミ ュニティ推 進をやらせて いただ
いています。地域 の高齢者の方 なんかにも農 家民泊の枠組 みで御参加 をいただいて 、外国
人の受け入れの体制整備なんかを取り組んでいます。
２点目は、地域 の人材支援で す。これは先 ほど申し上げ たように、 採用のところ までは
現在、取り組みは 進んでいるの ですけれども 、この定着さ せるといっ たところまで 、こう
いった一連の人材活用のモデル形成といった取り組みが１つ必要なので はないか。
最後、まちづく りの取り組み になりますけ れども、これ は例えば東 北の公営住宅 を単位
として、見守りと か移動とか買 い物とか、こ ういった課題 ベースで取 り組みの支援 をする
といったモデル事業の可能性があるのではないかと思っています。
成果/社会的イン パクトのとこ ろで全体と して申し上げ たいのは、自助・共助・公 助とい
ったものを組み合 わせながら、 社会性と経済 性を両立する ようなモデ ル事業をつく ってい
くような取り組みに投資の可能性があるのではないかと考えております 。
以上でございます。
○岸本専門委員

ありがとうございました。

では、続きまし て、一般社団 法人日本植物 医科学協会代 表理事の難 波様、お願い いたし
ます。
○難波氏

それで は、御説明申 し上げます。 まずはお手元 の資料の最 初のページを ごらん

ください。
我が国は風上に 当たる森林資 源が豊富でご ざいます。し たがって、 水資源も豊か ですか
ら、農林水産業に 適した国土と 言えますが、 その持続性を 維持するシ ステムが脆弱 でござ
います。特に中山 間地は過疎化 ・高齢化によ り、所有者不 明の休眠林 地・農地が拡 大し、
その総面積は今や九州を上回っております。
このような林地 ・農地は環境 保全力が低下 しまして、植 物病のリザ ーバーと化し ており
まして、対策を講 じる必要がご ざいますが、 そのリスクの 深刻さにつ きましては国 内外を
通じて認識されて おりません。課 題先進国の 日本は、この分 野で先導的 に対応すべき です。
こういう植物病 のリザーバー は、さらに都 市近郊緑地や 園芸愛好家 の農園などを 植物病
のサブリザーバー 化とし、農地・緑地・宅地等における植物 病の発生源 となっており ます。
そして、これが 逆に中山間地 の林地・農地 の生産力低下 につながっ ておりまして 、悪循
環を呈しており、 コミュニティ が希薄となり 、格差が拡大 し、これが 担い手不足や 農林業
衰退などの悪循環につながっておりまして、喫緊で対策を講じるべき課 題です。
そのためには、 農林業の中核 となる、植物 保護に精通す る人材の養 成と地域住民 のリテ
ラシー向上の両面 からアプロー チし、農林園 芸産業活性化 と豊かなコ ミュニティ実 現につ
ながる社会実装の取り組みが必要です。
次の図をごらんください。
しかしながら、 規制緩和や対 応できる部局 がないことな どから、こ れらの課題に 行政が
対応することは困 難でございま して、現状で はNPO等が行っ ている市民 の活動に自治 体がさ
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まざまな関連予算から個別にやりくりし、細々と補助しているのが現状 でございま す。
また、林業界に 対しては国の 補助金事業が ありますが、 林地の保全 につながって いると
は言えません。詳細は必要に応じて後刻、質疑で御説明申し上げます。
次のページをごらんください。
この課題に取り 組むためには 、産官学民が 連携し、科学 知を現場に 実装する仕組 みの構
築が必要不可欠で す。具体的に は、最先端の 知とわざ、つ まり診断技 術や資源活用 技術な
どを習得し、社会 技能・倫理観 を有し、農林 園芸産業を支 える専門家 、グリーンア ーキテ
クトの養成です。
グリーンアーキ テクトは、国 家資格を有す る植物医師や 民間資格の 樹木医などの プロフ
ェッショナルのほ か、コミュニ ティ植物医師 のようなセミ プロ、ある いは生産者と して働
くビギナーといっ た技能別の人 材群を想定し ておりまして 、若者から 高齢者まで幅 広い年
齢層を対象としています。
これらの人材を 確保するため 、認定制度を 導入し、有能 な人材をそ ろえ、プライ ドと責
任感を持てる社会 的位置づけを 行う必要がご ざいます。グ リーンアー キテクトは地 域行政
機関、農林業従事 者、関連企業 、市民などが 必要とする植 物病抑止や 生産性向上に 向けた
支援を行います。
具体的には 、グリーン アーキテクト の養成を所有 者不明の休眠 農地・林地がある全 国100
拠点でまず開始し 、植物病院を 設置するなど をして、植物 病のリザー バー化を抑止 する保
全管理を行い、雇 用創出につな げて、農林園 芸産業を支援 するほか、 都市緑化や森 林管理
などを通じて、豊 かなコミュニ ティの実現に 向け、全国規 模で展開し 、地域経済の 発展に
つなげます。これらの事業は休眠預金等の活動理念にかなうものです。
最後の図をごらんください。
以上の計画は、 雇用を生むだ けでなく、ヒ ト・自然・社 会の調和し た、明るく豊 かなコ
ミュニティが実現 し、休眠農地 ・林地・宅地 の有効活用に よる植物病 のリザーバー 化がと
まり、生産効率が 向上します。 また、農林業 人口の増加を もたらし、 担い手不足の 軽減に
つながります。
最終的には、全 国各地で約４ 万人規模のグ リーンアーキ テクトの活 動により、収 入を年
に約2,500億円と見 積もっており ます。こ れによって 、ヒト・コト・モ ノの展開が促 進され
て、人とエネルギ ーの好循環を もたらし、地 域の経済発展 に貢献でき 、植物病によ るロス
軽減だけでも約9,300億円の生産効率の向上、つまり経済効果が見込ま れます。
以上でございます。
○岸本専門委員

ありがとうご ざいました。 植物病のリザ ーバーは初 めて聞きまし た。ま

た後ほど。
続きまして、株式 会社アルファ フォーラム 代表取締役社 長の小林様、お願いいたし ます。
○小林氏

アルファフォーラムの小林です。お世話になります。

お手元１枚に簡単にまとめてきておりますので、それをもとに話させ ていただき ます。
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弊社は16年前に できたベンチ ャー会社でご ざいまして、 木材関係の フル活用を進 めてい
こうという会社で す。構造計算 であるとか、 今は木質バイ オマスの熱 供給事業とい うこと
に注力して、柱を持ってやっております。
活動を通じて優 先的に解決す べき社会課題 でございます が、そこに 見えている地 域の資
源を活用できる。それで地域循環経済の基礎を構築するということが認 識しており ます。
民有林における 不在地主とか 、それから、 境界不明瞭問 題、よくわ からないとい うこと
が多いのですけれ ども、これで 森林資源の活 用を後回しに している現 状が課題だと 思って
います。線引 きをちゃん として境界を 求めることに なりますと 、多分10 0年かかって もでき
ないものでござい ますから、後 で出てくるフ ィールドのと り方を今、 検討している ところ
です。
先進国では森林 の信託化や証 券化等の仕組 みがあって、 流動化して います。流動 化を行
える仕組みがある にもかかわら ず日本ではで きていない。 森林国であ り先進国であ って輸
入しているのは、 木材輸入国は 日本だけとい うことで、こ れはゆゆし き問題だなと 思って
おります。
森林林業から加 工、需要まで 、補助金頼み の業界構造に なっている というのも、 ずっと
補助金が入り続け るという事業 はやはり長続 きしませんし 、競争力を失 うということ が今、
私は課題だと思っています。
エネルギー源の 選択肢がない のも、これは 国家施策とし て電気であ るとかガス等 を、イ
ンフラをそろえた ことはあるの ですけれども 、もともと薪 炭の使い方 であるとか、 水力で
あるとか、風力、 少しずつふえ てはいるもの の、このあた りがまだま だ課題かなと 思って
います。
行政が対応する ことが困難な 課題としては 、この課題解 決をしよう としている中 小企業
は結構、私の周り にいらっしゃ います。我々 もそうなので すが、その マインドとか スキル
を評価しづらいの が見えていま す。やはり与 信的な、お金 的な問題で 大手に行き過 ぎとい
うのは私の課題認識としてはあります。
そのほかは、や る気になれば できないこと はないという ことがござ いまして、も う一つ
言いますと、担当 者の皆様が２ 年、３年でか わってしまう ということ にちょっとも ったい
なさを感じていま す。やはり専門的 なこと、特に山は5 0年サイクル、10 0年サイクル で里山
をどうしようと考 えるべきもの なので、２～ ３年でわかっ たときに担 当官がやめら れてし
まうということは余りにももったいないなと思っています。
事務方は、どち らかといいま すとプロセス を、もちろん 、これは必 要なことなの で否定
は全くしないので すけれども、 プロセス志向 となることは 理解できる のですが、も う少し
形にするオブジェ クト志向で、 １回出した補 助金の行く末 がどうなっ たのかという 、それ
をまたきちんとや り切っていく という演繹的 な課題解決ア プローチと いう柔軟な体 制が欲
しいなと思っております。
解決方法でござ いますが、地 域活性化には 、そこにある 資源の有効 利用から始め るべき
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ですと思っていま す。休眠預金 等に係る資金 の法律第17条 に書いてあ るのですけれ ども、
森林資源のフル活 用を目的とし た、ここでは 「山林購入資 金」と書き ましたが、最 初は信
託化の可能性があ ると思ってい ます。その後 、証券化、RE IT等の可能 性はあると思 ってい
ます。
公共的な立場に いらっしゃる 自治体の方々 が窓口になっ て、数十ヘ クタールでは 足りま
せん。中期的 に山林をど う処していく か等を考える には、1 ,000ヘクタ ールぐらいの レベル
で活用をしていく ようなフィー ルドを確保す ることに活用 してはいか がかと思って います。
山林の信託化、証 券化の基金と して休眠預金 資金を位置づ けて、二酸 化炭素の抑制 、生物
多様化、地域循環経済確立、雇用創出などにつなげていければいいなと 思っていま す。
団体から見た成 果でございま すが、これは 日本全体のこ とで書いて きてしまった のです
けれども、お よそ１億立 方ぐらい年間 に育ちます 。このう ち5,000万立 方は普通に取 りに行
けるところにあり ます。今、使ってい るものは2,50 0万立方しか ありません。そ れで、森林・
林業再生基本計画 でもこれを倍 にしていこう ということが ありますので 、十分できま すし、
セクターレベルで 与えられれば ヨーロッパに 負けることな く切ること は可能と我々 は思っ
ています。残 り2,000万 立方ぐら い使って いくと、CO 2の 削減。こ れは燃焼 時、カーボ ンニ
ュートラルのとこ ろで計算しま したけれども 、1,467万トン も減るとい うふうに計算 できま
す。
現在、我々は会 津の13市町村 が広域連携を して、この取 り組みをや ろうと思って います
ので、そのあたり もまた御紹介 できるときが あればさせて いただきた いと思ってい る次第
です。
以上です。
○岸本専門委員

ありがとうございました。

続きまして、サステナジー株式会社代表取締役の山口様、お願いいた します。
○山口氏

山口で す。地域で省 エネルギー、 あるいは自然 エネルギー を導入して、 それを

長期的な事業として回すということをやっております。
解決すべき社会 課題としまし て、地域から お金が多く流 出している 最大のものは エネル
ギーです。高知県でいえ ば、年間1,000億 円が電力、ガス、そして 石油というこ とで、多大
なお金がエネルギー出費で地域から流れ出ているということがあります 。
その中でも、電 気については 固定価格買い 取り制度での 手当が一応 あります。熱 はあり
ません。最終消費 の６割は熱で す。熱は地域 の隅々まで行 き渡って、 そういったと ころで
じわじわとこうい うふうにどん どんお金が抜 かれていると いう構造が あります。し たがっ
て、地域でこの熱 に注力したエ ネルギー事業 ができるよう な、及びそ の周辺のいろ いろサ
ブシステムという か、社会的な システムの中 の、メーンは エネルギー としても、そ れを支
えるサブシステム 。そんなもの が相対的に動 いていくよう なところに 支援を入れて いただ
けるといいと思っております。
電気は、先ほどのFIT があるという ことに加え て、送電線が社会 的インフラで す。したが
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って、いろい ろなものを 入れても 、それが活 用できます 。熱は今 、イン フラがありま せん。
個別です。ところ が世界を見る と、北欧を中 心に熱導管網 というもの がありまして 、地域
熱供給ということ でいろんな再 エネが活用で きているいい 事例が実は たくさんあり ます。
日本ではまだ0.1％とか、そういうカバー率になっています。
行政でこれを投 資してやろう とすると非常 に難しいのは 、やはり職 員の方々では なかな
か技術的な評価、 あるいはその お金に対して リターンとか 、その辺の 理解は非常に 難しい
ですし、なおさら議会での議決というと、とてもハードルが高いところ があります 。
財政支出はでき ないのですが 、そのかわり 、例えば国の 予算がつい て、公の協議 会なん
かが始まりますと 、それはそれ でコーディネ ートは市町村 の方々もや っていただけ るとい
うところがありま すので、そこ は民間と市町 村の行政との 役割分担が いいのではな かろう
かと思っております。
１つ、地域熱供 給で解決の手 法ということ ですと、１つ は熱をエネ ルギーとして やる。
しかしながら、熱 の周辺には例 えばそれを、 では、熱源は 何なのかと いうところで 、一番
典型的なのは木質 バイオマスと いうものです 。木質バイオ マスをやろ うとすると、 今はそ
れを安定的に供給 するような仕 組み、しかも これは燃料用 ですから、 安くないとい けない
ということがあり まして、そう すると、では 林業をどう振 興するかと か、そういう 林業そ
のものの根本にも 入っていった りということ で、熱利用だ けを先行さ せることはで きない
というところがあります。
あとは、熱供給 そのものの事 業の構造も、 立ち上がりに 長期がかか るというのが ありま
す。これはデンマ ーク等で地域 熱供給をやっ ても、今、熱 を使ってい る人が設備の 更新時
期に初めて置きか えて、だんだ ん参加してく るということ があります 。それを財務 的に言
えば、やはり１年 から９年目ぐ らいまでは少 しずつ売り上 げが上がっ てきて、しか しなが
ら、設備投資 は最初にし て、減価 償却も毎年 かかる。こういう構 造ですから 、最初は 数年、
最長10年ぐらいは 赤字があって も仕方ないと いうスタート の仕方。し かしながら、3 0年と
か、紫波町でやっ ているのは30 年契約とかで やっています が、そうい うふうに見る と非常
に地域社会的にはメリットのある仕組みだなというところであります。
したがって、そ ういう長期視 点での、しか しながら、こ れはちゃん と社会的シス テムで
あるというものに 対しての劣後 資金の提供と いうところが 効果があろ うと考えられ ます。
熱供給そのものも ありますが、 その周辺とし ましては、例 えば自伐型 林業という活 動があ
ります。山も放置 されていると ころが多くて 、地主さんが 見当たらな いところがあ ります
けれども、そうい う人たちが自 分たちで活動 して、週末で も何でもい いのですが、 材を持
っていくと、それを例えばトン6,000円で買ってくれますみたいなもの があります。
これも、例えば 私がかかわっ たところです と、気仙沼で あるとか、 ほかのところ でもや
っていますが、や はり３カ年ぐ らいかけて地 道に研修活動 を繰り返し ていくと、例 えば気
仙沼ですと年間1,5 00トンぐらい 生木換算で 出てくるよう になったり、 それなりの結 構な、
町レベルで言えば インパクトの ある数値にな ってきて、お 金に直すと年 間1,000万円 ぐらい
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になってきます。 ですので、補 助金とちょっ と違うところ でいくと、 やはり通年で 、複数
年で考えることが できて、物に よっては３年 、物によって は９年とか 、そんなよう な支援
性の資金として活用させてもらえるのはいいのではなかろうか。
あとはそういう 環境、エネル ギー、あるい はそういう地 域というと ころに理解が どうし
ても、ある程度、 入り込んでい ただくところ もあるかと思 いますので 、イメージが 近いと
ころでは、例えば 地球環境基金 とか、あるい はW-BRIDGEと か、そうい うところはそ れなり
に地域に入り込ん だ活動をこれ までされてい ますが、それ に加えて、 この長期の社 会シス
テムという意味で の事業につな がるようなと いう視点を加 えていただ けるといいか なと思
います。
以上です。
○岸本専門委員

ありがとうございました。

最後に、６月２ 日の第２回審 議会において 、小宮山会長 から専門委 員に対して「 社会課
題に取り組むケー ススタディ」 の紹介の依頼 がございまし た。宮城専 門委員から資 料の提
出がありましたので、宮城専門委員、御説明をお願いいたします。
○宮城専門委員

私は1993年に 今の仕事を始 めたのですけ れども、ず っといわゆる 起業家

を目指す若者たち やリーダーを 志す次世代を 育むという取 り組みに取 り組んできま した。
中でも2001年以降 ぐらいからフ ォーカスを、 いわゆるソー シャルセク ターの新たな スター
トアップや担い手 を育成してい く取り組みに 移しまして、 一貫してそ の領域の人材 を育成
するということに取り組んできています。
その視点からき ょう申し上げ たいと思って いることは、 新たなソー シャルセクタ ー側の
担い手のなりたい という潜在的 な意識の高ま りを近年、非 常に感じて います。特に2 011年
の震災以降は、私 は後で振り返 れば、あの辺 が分水嶺であ ったと思わ れるようなタ イミン
グになるのではな いかと思って いるのですけ れども、やは り私どもの ところにアク セスし
てくる中でも、ビ ジネスの起業 よりもソーシ ャルの領域の 起業家にな りたいという 人の数
は飛躍的にふえているという流れを見ています。
例 えば 、こ とし の私 ど もが 東京 都で やっ てい る ビジ ネス プラ ンコ ンペ デ ィシ ョン でも
1,360件のエントリ ーがあったの ですけれど も、多くがソー シャルな領 域のプランで ありま
すし、さらに言え ば、もともと が若者を対象 にしています が、大学生 が約４割で、 そのう
ち50件は高校生か らのエントリ ーということ で、やはり高 校生向けの プログラムも やって
いるのですが、彼 らの意識を見 てみても、も ともと彼らが 社会に対し て向き合おう として
いる価値観や生き がいみたいな ものの物差し みたいなもの がぐっと変 わってきてい ると感
じています。
そういう意味で は、新たなこ の領域のソー シャルセクタ ーの担い手 になる人の潜 在的な
広がりに対して、 そういう方々 が実際に参画 できる機会や 育てる基盤 みたいなもの が圧倒
的に不足している ということを 感じていまし て、私として は、この休 眠預金の活用 の仕方
の一つの考え方と して、特定の 社会課題領域 に対して支援 をしていく ということは もちろ
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んなのだと思うの ですけれども 、この新たな 担い手を育て るとか、こ の人材育成の 部分で
あったりというと ころに対する 投資というこ とを、それは 一部であっ たとしても、 特筆し
て考える必要があるのではということを思っています。
手法としては、 きのうのヒア リングでも意 見が出ました けれども、 コンペディシ ョンの
ような形で、少額 でたくさんの 人たちにチャ ンスを提供す る新たな担 い手の呼び水 として
の機会を提供する やり方が一つ あるかなと思 っています。 イギリスで アンリミテッ ドとい
う組織があるので すけれども 、そこは 宝くじの基金 をベースにし て、年 間1,000件ぐ らいの
人たちに 50万 から100 万ぐら いの少 額の スター トアッ プを支 援する 資金 を提供 してい るみ
たいなことが随分 と新たな担い 手の育成につ ながってきた というふう に聞いていま す。さ
らに言えば中間支 援、人材を育 てていくとか 環境を整備し ていく中間 支援というと ころは
やはりこれまで投 資が戦略的に 行われていな かった領域で あると思っ ているのです けれど
も、その領域に対する手当てということも考えていくべきかと思ってい ます。
さらに言えば、 今回の休眠預 金の考え方と して、新たな 資金の流入 、民間の資金 がこの
領域に流れてくる 呼び水として の仕掛けにな るということ が掲げられ ていたとも思 うので
すけれども、やは りその部分は とても大きな ポテンシャル があると思 っていますの で、新
しい資金が流れ込 むためにも、 特にビジネス セクターも含 めて、余り 外形的な法人 格とか
にとらわれるより は、柔軟に支 援の先の担い 手になる人た ちにも対応 できるような 、こち
らとしての資金配分の体制をつくるべきではないかと思っています。
そのためには、 きのうも議論 が出ましたが 、成果の評価 手法みたい なもの。パフ ォーマ
ンスをはかる観点 の進化やその 手法の確立み たいな部分が どうしても 大事になって くると
思いますので、あ る意味、そう いう手法が確 立されていく ようなトラ イアルをして いくよ
うなことに対して 、この休眠預 金の資金が活 用されるとい う考え方も あるのかなと 思って
います。
私としては最後 に、今回のこ のタイミング で、この休眠 預金の資金 がこの領域に 投下さ
れることを通して 、私はこれで 直接的な課題 の解決を支え ていくこと と同時に、今 後、課
題が自律的に解決 されていくよ うな社会の基 盤をつくって いくことへ の投資。そう いう領
域に対して一定の 額を支援して いくという、 そのエコシス テムをつく っていく投資 という
考え方を一つ意識する必要があるのではということを御提案したいと思 います。
○岸本専門委員

ありがとうございました。

それでは、これ より質疑応答 に入りたいと 思います。発 表者の皆様 に御質問があ りまし
たら、どうぞ御自由にお願いいたします。
白井さん、どうぞ。
○白井専門委員

ありがとうございます。

済みません。完 全に文系なの で、理系の皆 さんの発表は すごく勉強 になったので すけれ
ども、何を質問して いいかがわか らなくて、大 槻さんと宮城 さんにお尋 ねしたいので すが、
私どもも東日本大 震災の発災の 後に福島県南 相馬市のほう で子ども支 援の事業を運 営して
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おりまして、周り を見渡すと、 急に大きな資 金が入ってき たことで、 それがハンド ルし切
れなくて不祥事を 起こしてしま ったりとか、 あるいは何と か、その事 業化・予算化 を目指
していたのだけれ ども、なかな かうまくいか なくて撤退を 余儀なくさ れたりとか、 あるい
は今も非常に苦し んでいたりと かという団体 がたくさんあ るというこ とを見てまい りまし
た。
その過程という のは休眠預金 の導入という ときにかなり 参考になる 部分もあるの ではな
いかなと思ってい まして、そう いうことを防 止するために こういう要 素があればよ かった
のではないかとか 、あるいはこ ういう支援が 必要なのでは ないかとい うヒントがあ ればお
出しいただければありがたく思います。
○大槻氏

御質問ありがとうございます。

私のほうからお 答えさせてい ただくと、お っしゃるとお り、いきなり 震災復興があ って、
大きな補助金なり がついて、な かなか資金の 活用というも のが難しか った団体も少 なくな
いと理解していま す。今後、休 眠預金のよう な新しいお金 の流れがで きると、まさ におっ
しゃるとおり、同じようなことが起こりかねないなという認識もしてい ます。
私が考えている のが、新しい お金を活用し ていく観点で 、これまで やったことの ないこ
とをやっていくわ けですから、 東北の行政も 直面した課題 だと思って いますので、 そうい
った新しいことを 考えて使って いくという観 点では、やは りいきなり そこに、当初 からそ
この地元にいらっ しゃるような 方だけでは難 しい部分が多 々ある。そ ういう意味で 外部の
人材が、あるいは 例えば首都圏 の人材がそう いった支援型 となって現 地に入って、 そうい
った資金も受けら れる、事業も つくれる、組 織も運営でき る。そうい う体制をつく ってい
く。そこに資金を 連動して流し ていくような 、人とお金の 流れを両方 ともつくって いくよ
うな枠組みが必要なのではないかなと考えています。
○宮城専門委員

では、私からも。

本当に大槻さん が言われたこ とにとても共 感するのです けれども、 どの領域に資 金を提
供するかというこ とも大事なの ですが、どう 使われて、そ れがパフォ ーマンスを発 揮でき
るかという成果か ら逆算した資 金の提供の仕 方ということ を今回は大 事にして、一 貫して
そこは意識すべきかなと思っています。
そう考えると、 担い手側のキ ャパシティー ということも 当然見なけ ればいけませ んし、
それを単体ではな くて、先ほど の新たな担い 手だとか、そ の単体だけ では支えられ ない部
分をほかの専門性 を持ったとこ ろとチームを 組んで、まさ にコレクテ ィブインパク ト的な
パフォーマンスを 出せる戦略を 提案できたと ころに対して 資金を提供 するですとか 、そう
いう成果を強く意 識した形で資 金が配分され ていくという ことに基づ いた仕組みを 考えて
いくべきかなと思っています。
○岸本専門委員

ほかに御質問の方はいらっしゃいますか。

工藤さん、どうぞ。
○工藤専門委員

ありがとうございました。
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難波先生と山口 先生にお聞き をしたいので すが、エネル ギーとか農 林とか、すご く壮大
なエコシステムの 話の中で限ら れた財源を、 まずこの中で どこに使う のだろうとい うこと
が少し、１本目はどこなのだろうというのが１つ。
あとは、これまでNPO の方とか株式 会社の方が いらっしゃっ たのですけれ ども、給付、貸
与、融資というい ろんな資金の 出し方があっ た中で、どれ も正しいの かもしれませ んが、
どういうものが考 えられ得るの かということ と、先ほど３ 年スパンと いうのは確か にそう
なのですが、本当 に３年なのか 。例えば、実 際に本当は10 年必要なの ですけれども 、せめ
て３年という話な のか。時間軸 ということが ちょっと、門 外漢でわか らなかったも のです
から、少し御示唆をいただければと思います。
○難波氏

私のほうからでよろしいですか。

まず、どこにお金 をということ なのですが、既に十数年走 っている事 業でございま して、
問題はやはり各自 治体、それか ら、試験研究 機関ともに、 今までやっ たことのない ものに
予算を出すことが なかなか、物 差しがないの で難しいけれ ども、実際 、私どもがや ってい
る柏市などでも、 ほんの数百万 あれば今は自 立的に動ける 状態になっ ているわけで 、その
呼び水となるものがないということで自治体が非常に予算的に困ってい る。
それはどこにか けているのか というと、人 です。つまり 、これから ますますふえ るであ
ろう、リタイアす る方々がいろ んな面で専門 技術を持って いる方。そ ういった方々 をどう
やって維持して、 そして、そう いう専門性を さらに磨いて いっていた だくかという ことを
考えると、私は物 とかではなく て、実は人だ と思うのです 。それも全 国ネットで実 際に組
織しておりまして 、問題は今、 お金がないの で、具体的に は活動がそ れぞれのボラ ンティ
ア的なことでやっているのですけれども、相当、制限が厳しいというこ とです。
もう一つ、やは り拠点が必要 なので、それ にはある程度 のお金がな いといけない 。それ
は人が集まって活 動するための ものです。そ れから、アナ ウンスメン トをしたりす ること
も重要ですし、や はり行政、研 究機関、あと 、企業です。 そういった ところとアド レスの
ない、実体のない 需要と供給で すと非常に難 しいので、そ このところ は実際、市民 の皆さ
んもお困りですし、我々もなかなか難しいところである。
そういう感じで して、お金の 投入の仕方と 、それがどの ように使わ れていくべき なのか
というところでは 既に明確にな って、問題点 は明らかにな っているの ですが、それ を解決
する方法は簡単にはないということです。
よろしいでしょうか。
○工藤専門委員
○山口氏

ありがとうございました。

では、 私のほうで申 しますと、１ 本目は何か。 幾つか申し 上げた中では 、やは

り熱のところは相 当裾野が広く 、かつ全国的 にどこの地域 でもできて 、インパクト も大き
い。今、これ だけ電気の ほうがFITで大 きく広がりま したけれど も、熱につ いても、この休
眠預金のそれが適 しているのは どちらかとい うとインフラ で、熱供給 づくりの劣後 資金的
な出資というとこ ろだと思いま すが、あわせての策 としましては 、例え ば電気はFIT があり
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ますが、熱のFITに相当 するようなも のをセット にしていただ いたりして、通年 で、かつ複
数年次で考えていけるような政策パッケージがベストだと思っておりま す。
給付形態は、そ ういう意味で は劣後出資の ようなことで 長期の、出 資ですから、 そのと
きの初期資金の助 けにはなるけ れども、すぐ に返還を求め られるとか 、そういうこ とでは
ないという意味です。
○岸本専門委員
○山口氏

山口さん、今の出資だと、どれぐらいの規模なのですか。

紫波町 でやった例で すと、全体の 事業費が５億 円で、その うち３分の１ は補助

金だったのですよ 。もう少し具 体的に言いま すと、支援が 必要なのは 初期売り上げ の、積
み上がって、最初 は来ないとこ ろの部分です ね。そういう 意味でいき ますと、紫波 町とい
うと全体が５億円 で、役場プラ ス周辺、民間 ビルプラス住 宅が50軒ぐ らいの地区で すけれ
ども、それに対し て１億円から ２億円ぐらい の範囲と思い ます。それ はそれでいろ いろ民
間的に自助努力はやります。
○岸本専門委員

アルファフォ ーラムさんも 山林の買い取 りという、 買い取り用の 資金で

信託化という新し い提案をなさ っていたかと 思うのですけ れども、そ の仕組みにつ いて御
説明いただけますか。
○小林氏

我々も 、出口のとこ ろは丸太とか 角材、平角で 売るのでは なくて、熱で 成り立

つかどうか。熱供 給事業も、私 も福井の芦原 ・三国のほう には投資も しているので すけれ
ども、出口はサス テナジーさん がおっしゃる ように、熱供 給事業とい うものはとて も魅力
的です。やろうと思っています。
山林は、預けた いという声も すごく聞くの です。手放し たい。それ で不在地主で 、どこ
にいるかもわから ないし、死ん でしまってい るかもしれな いというこ ともあって、 総じて
１ヘクタール当た り10万から20 万では十分買 い取れてしま いますし、 平均で言えば ３分の
１ぐらいはお任せしたいというところはあるわけです。
それを公共的な ところが窓口 になって、後 ろは民間がち ゃんとヨー ロッパに負け ないや
り方をしています けれども、そ のかわり、間 伐みたいなこ とはやめて 、全伐・皆伐 させて
ください。その後 、切ったら植 えますからと いうのを、中 途半端なこ とをやらずに やらせ
ていただければ、1 ,000ヘクター ルであれば 掛ける10万円 だとすると１ 億円ぐらいで すか。
それを20カ所程度 、例えば今、 会津の13市町 村で考えれば 、２万ヘク タールもあれ ばかな
り長期的な計画と 、合理的な道 を抜いて作業 道をつくって 、タワーヤ ーダなりも使 ってと
いうことを組み合 わせればかな り合理的な仕 組みができる と思っては います。そん な規模
感です。
○岸本専門委員
○飯嶋委員

どうぞ。

済みません。ありがとうございました。

国の施策として 、地方創生と いう形でいろ んな施策が、 それぞれの 行政が、今、 おっし
ゃっていただいた ことでの、み ずから計画し て、スタート して、国が 一旦、補助金 が出て
いますという認識 でいいと思う のですけれど も、それぞれ に地域とい う意味で雇用 も生み
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ますし、自立して収益ができる事業という提案なのです。
順番にあれなの ですが、それ こそ大槻さん のところは、 例えば資金 の出し方とい うもの
がファンドとか、メ ザニンみたい なファンド で長く出して という社会投 資の仕方とい うと、
例えば今、RE VICさんとか もハンズオン で人も送りな がら、そういう仕 組みもありま すとい
うところで、民間 が収益性の中 で乗れないと ころに手を差 し伸べまし ょうという趣 旨かと
思うのですが、例 えば東北なら 東北でこうい う事例があり ますとかと いうものがも しあれ
ば教えていただきたいというのが１つです。
続きまして、難 波先生のとこ ろを、私も先 ほど柏である という話が あったのです が、管
理していくという 面で全国に広 めていきまし ょうというと ころと、認 定という、資 格とい
うところは、単純 に普及とは別 に、行政的な 手続とか、い ろんなもの があると思う のです
けれども、それは 資格認定とか 、軌道に乗っ ているという 、ある程度 オーソライズ されて
いるものということの確認だけお願いしたいと思います。
あと、熱供給と か木材チップ というものが 、ある程度、 民間と三セ クで乗ってき ている
と思うのですが、 その辺のとこ ろで劣後的な 資金、劣後で 入れると最 終的には出資 になる
ので、優先株みた いな、議決権 を持たない形 でこういう、 ある程度、 準公的な資金 が経営
に入っていくとい うところ、出 口の考え方と かというもの は何かお持 ちですか。議 決権を
持たせないやり方 もあるのでし ょうけれども 、出資となり ますと株主 という話にな ってく
るので、その辺の出口の考え方がもしあればお聞かせいただきたいと思 います。
ばらばらで済みません。
○岸本専門委員
○大槻氏

順番に、大槻さんからお願いいたします。

ありがとうございます。

地域の雇用とか 収益化に関す る自立的な事 例が東北にあ るかという お話だと理解 をしま
した。現在、観光 とか、いわゆ る人材とか、 まちづくり、 コミュニテ ィとか、こう いった
ものは、そういう 意味では収益 性があって、 自立的にやら れている取 り組みという ものは
極めて少ない状況 だと思ってい ます。なので 、現在、まだ まだ公的な 支援によって 運営な
されているのが実 態としてはあ って、ここか ら先、まさに 今、このフ ェーズの段階 で公的
資金なく、いかに 自立的にやっ ていくか。こ ういうことが 東北では今 、問われてい るとこ
ろだなと思っています。
なので、休眠預 金の流れもも ちろんありま すけれども、 そういった 休眠預金の流 れの前
に、そういった自 立的な事例づ くりというも のが我々とし てはつくっ ていくことが 非常に
課題だなと感じているところです。
○飯嶋委員
○難波氏

ありがとうございました。
資格に 関してですけ れども、私ど もは国家資格 というもの を2004年に文 科省の

管轄なのですが、 技術指針の中 につくってい ただいて、そ の国家資格 をバックとし て、国
家資格を持ってい る方のみしか 受験できない 植物医という 資格を11年 かけて立ち上 げまし
た。現在、ことし が３回目の試 験になります 。それはそれ なりにオー ソライズされ ており
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まして、各組織な どではいわゆ るキャリアパ スのようなも のになって きています。 問題点
は、それをもらったところで何の老後の当てにもならないということで す。
もう一つは 、樹木医と いうものがご ざいます 。樹木医は3 ,000人ぐら いいらっしゃ います
けれども、これは 顕微鏡を持っ ていないお医 者さんという ことです。 ですから、あ る種、
勘でもってやるの ですけれども 、カリスマの 方がいらっし ゃって、お 金をもうけて いる方
もいらっしゃいますが、大半は非常にボランティア的な活動をされてい ます。
それから、柏市 の場合は700人 生まれてい ますけれども 、もともと当 てがなかった ので、
病院を開こうと思 ったのですが 、病院を開く お金もない。 あとは給与 をサポートす る方法
もないので、そう いうこともあ って、皆さん には逆にお金 を持ち出し ていただいて いる状
況です。ですから 、ある程度、 今は２級とか 初級とかとい うふうにグ レードをつけ ていま
すけれども、そう いう認定シス テムはほぼで き上がってい るので、今 度、グリーン アーキ
テクトというもの ができれば、 これは樹木医 学会、樹木医 会とも話を していまして 、統合
していく。
それで全部、傘 をかけてやっ ていこうと考 えていますの で、その中 心を植物医科 学協会
が担うということ は特に問題は ないのですけ れども、やは り難しいの が生きがいで すか。
ある程度のインカ ムがないと、 楽しみだけで は生きていけ ないところ もありますの で、そ
れを皆さん待ち望んでいるという状況でございます。
○山口氏

資金の 考え方ですが 、優先株的な ものでも結構 だと思いま すが、イメー ジとし

ましては、初期資 金自体を調達 できないとい うことではな いのですけ れども、民間 の金融
機関から借りられ る期間という ものがありま して、一般的 には法定耐 用年数まで、 したが
って17年です。
ところが、地熱 供給事業の、 先ほどの初期 の売り上げが 確定しない だとか、30年 契約だ
とか、そういうこ とでいくと、1 8年目から本 当にそういう ものに戻し ていくような 原資が
出てくるようなイメージです。
それから、18年 目から、例え ば30年なり35 年なりに向け て返してい けるような、 そうい
う資金の運用の仕方をイメージしています。
○岸本専門委員

あと、御質問はいかがでしょうか。

では、牧野先生、どうぞ。
○牧野委員

この 足が長い事業 に対して、休 眠預金が果た して受益が あるのかどう かとい

うところだと思う のですが、例 えば、今、お 話があるよう に、10年以 上の事業に対 して、
それだけの期間、 出資金を管理 していく。そ ういったこと をどうやっ ていくのかと いうの
がまだイメージがなかなか難しい。
例えば初期のと きに、５年く らいで事業が 立ち上がって 、一回、休 眠預金は一応 ここま
でという形でやっ て、その後は 自立していく ような事業と いうことが 可能なものな のかど
うか。あるいはこ れはずっと入 れ続けないと 基本的に成り 立たないと いうものであ るとす
ると、それはある 意味で給付と 同じですね。 それもかなり 大きな給付 をこれに入れ てくれ
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ということになる とすると、ま さに事業自体 がそれだけの 社会的イン パクトとして の効果
があるかないかを かなりきちん と評価しない といけないと いうことに なると思うの ですけ
れども、そこら辺についてのお考えをお聞きしたいのです。
どちらからでも いいのですが 、例えば震災 復興の話はど こまでがで きれば復興か という
ことだと思うので す。地域が自 立していくと すると、ここ まで行けば 一応、自立し ている
とみなしていいか ら、そこまで の間の資金を 何とかつなぎ たいという ことであれば 、まだ
話としてはわかる 。あるいはエ コシステムの 話であれば、 エコシステ ムはこのぐら いまで
普及すれば、基本 的にはあとは 自立して、一 つの産業とし てやってい けるので、そ こまで
を何とかつなぎた いという議論 になるのかど うかという、 そこが明確 になっていな いよう
な気がするのですけれども、どうですか。
○大槻氏

例えば 東北で実際に あった実例に 基づいて１つ お伝えをす ると、震災復 興があ

って、コミュニテ ィが分断され て、仮設住宅 、公営住宅が できました 。やはりそう いった
ところというのは 買い物が非常 に不便な地域 が多かったの です。買い 物支援をする ような
NPO団体も立ち上が って支援活動 をしていた のですけれど も、そのとき も行政の公的 な資金
をもとにして事業 を始めました 。やはり実際 は収益化する というのが 非常に課題と してあ
って、行政予算も 単年度なとこ ろがあります から、中長期 的な事業設 計というもの が非常
に難しい。こういうお金的な面での課題を抱えていました。
なので、今回、 こういう休眠 預金のような お金を使う場 合、３年、 ５年ぐらいで そうい
った、いわゆる、 それは買い物 支援のいわゆ るビジネスモ デルのよう な、そういう 型をつ
くるのに３年から ５年ぐらいの 中期的な投資 をして、ひい ては公的資 金がなくても 自立的
に運営できる。そ ういうところ が目指せるの が、こういう 新しいお金 の流れの使い 方の一
つとしてあるのではないかなと考えています。
○牧野委員

逆に 言うと、例え ば５年くらい でこれは自立 させるのだ といった考え 方はと

れると思ってもいいのですか。
○大槻氏

現在で すと、やはり 単年度なので 、単年度的な 計画になり がちになって しまう

ところはあると思 うので、３年 、５年ぐらい での事業計画 というもの が立てづらい 。そう
いう環境にあると 思うので、５ 年であれば５ 年で自立する のだ、収益 化するのだと いうマ
イルストーンを定 めて、ジャッ ジメントをす るといったや り方ができ るのではない かなと
思います。
○宮城専門委員

まさに、ここ はポートフォ リオの話でも あるのかな と思うのです よ。ず

っと支給し続ける 必要がある領 域に対して、 かつそこでな かなか税金 でも賄えない 領域に
対して支援すると いう考え方と 、まさに投資 的な資金とし て数年後に 自立回転して いく部
分に対して配分し ていくという 部分と、私は 両方あってい いのかなと 思いますし、 ただ一
方で、休眠預金の 資金を使って 、給付し続け るもの、領域 のみに配分 するのが、こ の資金
のパフォーマンスを最大化させていく意味においてはもったいないのか なとは思い ます。
やはり投資的な 、ある意味、 これまでトラ イアルできて いなかった 領域であった り、次
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の担い手の部分と いうところに 対しての配分 ということを ある割合意 識していくべ きかな
と思います。
○岸本専門委員
○牧野委員

手短にお願いいたします。

山口 さんにお聞き したいのです けれども、億 単位のお金 を十何年間や るとい

うのは、事業性に 対する評価と いうものを相 当程度、専門 的に見て、 少なくとも公 的なお
金を、それだけの 大きなお金を それだけ長く つぎ込むこと になると、 これは本当に それに
見合うだけの事業 であるという ことの評価が 私は必要だと 思うのです 。それはかな り、い
ってみれば審査を 相当程度して 初めてそうい ったことがで きるのでは ないかなと思 うので
すよ。だから、い わゆる５分、1 0分のヒアリ ングでできる ようなもの ではないと思 うので
す。そのぐらいの話だと思うのですよ。
そこら辺につい て、これだけ の事業性があ る。したがっ て、億単位 のお金でも10 年以上
の事業期間をかけ て、それをつ ぎ込むことが まさに意義が あるのだと いうことが果 たして
言えますか。
○山口氏

今の補 助金と比較す ると、補助金 はおっしゃる とおり、い ろんな審査が ありま

すから、それ同等の 審査は入るも のかなとは 想定しており ました。補助 金は一旦入れ ると、
それで３年ぐらい は報告があり ますけれども 、あとは自分 でやってく ださいという 考え方
ですね。それにプラスして、返せたら返すぐらいのつもりでは一応おり ました。
ですので、初期 ５年というお 話がありまし たが、５年た つと実際に は、例えば熱 供給も
絶対９年ではなく て、５年も行 くとそれはど れぐらい需要 が積み上が っているとい う、様
子は相当見えてい るわけですよ 。そういう意 味では中間報 告とか、そ こで対策がさ らに必
要であれば、それ は対策を追加 で打つとか、 そういう意味 での５年で の一つの区切 りとい
うものは十分考えられるところではないかなとは思います。
○岸本専門委員

ありがとうございました。

自然エネルギー 推進系のファ ンドでは似た ような議論を しながら公 的な出資をし ている
例もあるかと思い ますので、今 の事例はそう いったファン ド的な利用 が休眠預金で 可能な
のかということの問題提起と私どもは受けとめたほうがいいのではない かなと思い ます。
この地域活性化 のセッション のところでは 、やはり地域 活性化なの で、それぞれ の報告
者の方から、社会 性と経済性と いうものの両 立するような 事業への資 金提供という 問題提
起が共通的な話題 としては出さ れたのかなと 受けとめまし た。その中 で、いわゆる 起業に
対する投資的なお 金の出し方と いうものもあ れば、また宮 城さんのよう なスタートア ップ、
担い手育成の部分で資金提供という御提案もあったかと思います。
また、難波さん 、小林さん、 山口さんから はそれぞれ、 やはり地域 活性化の中で 山林も
しくは園芸を含む 農業といった 、日本の地域 社会を支える 、しかしな がら、今まで 見過ご
されてきた事業の 分野の活性化 について御提 案をいただい たと思って おります。ま た、そ
の中で特に山林の 信託化のため の山林買い取 り資金である とか、ある いは熱供給シ ステム
といった非常に長 期のインフラ に対する出資 というパター ンですとか 、いろいろな 資金の
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提供の仕方がこの セッションで は議論された かと思います 。お金の出 し方、また、 そのお
金の投資効果につ いての評価の 方法。その辺 も今後、審議 会のほうで 議論していく ポイン
トかなと思います。
いろいろな論点を提供くださいまして、本当にありがとうございまし た。

（休

○岸本専門委員

憩）

それでは、本 日最後のセッ ションでござ います。セ ッション４「 資金提

供者、中間支援団 体等からみた 上記３分野の 社会課題」に ついて、現 場の団体や有 識者の
皆様から御説明をいただきたいと思います。
あらかじめ事務 局からお願い しておりまし たヒアリング 事項に沿い まして、恐れ 入りま
すが、５分程度、時間厳守ということで御説明をお願いしたいと思いま す。
それで、お話が 全部終わって から質疑応答 を最後にまと めてさせて いただきたい と思い
ますので、よろしくお願いいたします。
それでは、最初 に、一般財団 法人社会的投 資推進財団代 表理事の青 柳様からよろ しくお
願いいたします。
○青柳氏

ただい ま御紹介いた だきました、 社会的投資推 進財団の青 柳と申します 。それ

では、事前のヒア リング質問事 項にのっとっ て用意してき ました回答 をさせていた だけれ
ばと思います。
まずは中間支援 ということで 今回発言をさ せていただこ うというこ とでございま すので、
お配りしています ペーパーのと ころも「資金 提供・中間支 援の視点か ら」というこ とで発
言をさせていただきます。
１番目です。優 先的に取り組 むべき社会課 題は何かとい うことなの ですけれども 、中間
支援の立場から言 いますと、ど の分野を特定 して優先的に ということ ではなくて、 これら
社会課題に取り組 んでいる現場 の担い手、ま た、我々も含 めた中間支 援を担ってい るよう
な組織、両方にと って、やはり キャパシティ ービルディン グが喫緊の 課題であると 考えて
おります。具体的 には、より能 力を持った人 材、それから 、それに伴 う資金がまだ まだ不
足しているという現状認識をしております。
参考１で２枚目 に書かせてい ただいており ますけれども 、内閣府の 調査でも人材 の面で
も資金の面でもま だまだ規模的 には大きいと いうことは言 えない現状 があります。 これは
NPO法人だけ、きょうは 数字で持って きています が、こういった現 状がある中で、よ り社会
にとって有効な活 動をしていく ためには人材 、資金、両方の 課題がある と考えており ます。
２番目に移りま すけれども、 これは考え方 として、行政 では対応が できないから 民間が
やるとか、二項対 立の話ではな く、やはり社 会問題に取り 組むに当た っては官と民 と両方
が連携していくと いうものがこ れからの時代 は前提になっ てきている と考えており ます。
ペーパーでは民間 により自立的 に取り組んだ ほうがいいで すというこ とを書かせて いただ
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いておりますけれ ども、これは 官と民、連携 してやるとい うものが前 提だと考えて おりま
す。
３番目です。ど のような手法 で解決してい くべきか。人 材や組織の キャパシティ ービル
ディングというこ とを課題とし て置いた場合 には、今回の 休眠預金の 活用法の中に お金の
使い方として、従 来型の補助や 助成に加えて 、出資や融資 などの柔軟 なお金の使い 方とい
うことも法律にう たわれており ます。それを 考えたときに も、やはり お金の使い方 につい
ては段階的に考えたほうがいいだろうと考えております。
まず第１段階と しては、初期 の成長段階。 これを支える には、やは り助成型の資 金の活
用の仕方。そし て、成長 してきた段階 でその組織 がお金なども ちゃんと返せ るような出資・
融資という形を考えていけばいいかなと。
ただ、このときに 大事になって くるのは、お 金だけ渡して 成長するも のでは当然な くて、
しっかりとした経 営支援という サポートを、 専門組織も横 について、 ハンズオン支 援とい
うふうによく言われますけれども、そういったこともやっていく必要が あると思い ます。
これも参考まで に２枚目の下 のほうに書か せていただい ていますが 、私どものほ うで取
り組んでいる日本 ベンチャー・フィラ ンソロピー基 金というもの がございます 。一つ のNPO
の事例を出させて いただいてお りますけれど も、３年間の いわゆる経 営支援、ハン ズオン
支援と資金支援、 両方を合わせ て、お手元に ありますよう な大きな成 長を出してい るので
すけれども、こう いった担い手 をどんどん成 長させるため には、タイ ミングによる お金の
使い方と経営支援のセットというものが大事になってくると思います。
最後、質問事項 の４番目なの ですけれども 、我々から見 たときの成 果、社会的イ ンパク
トをどのように考 えているかと いうところな のですが、こ ちらも自立 的な経営がな される
組織がとにかくふ えるというこ とをもって、 我々は社会的 インパクト が拡大化して いると
いうふうに考えていきたいと思っております。
その自立的な組 織といったと きに、やはり 有能な人材も たくさん流入 してきていま すし、
また資金の使い方 も、先ほど申 し上げたよう に、いろんな 使い方がみ ずからちゃん とでき
ている。そして、 そこのベース になっている のがこの休眠 預金のお金 であるという 状態に
なっていることが 非常に望まし い、インパク トの出してい る社会の状 態ではないか と考え
ております。
特に休眠預金に ついては、休 眠預金だけで この社会課題 を解決して いくようなこ とを考
えるのではなくて 、民間の資金 の呼び水とな るような、比 較的リスク をとれるよう な部分
を休眠預金が使っ ていって、そ して民間資金 はその後につ いて、協調 してお金が使 われて
くるという設計に なってくると 、より現場、 また中間支援 、両方、キ ャパシティー ビルデ
ィングが進んでいくであろうと考えております。
ちょっと抽象的 な内容のほう が多かったと 思うのですけ れども、ま たこの後の質 疑応答
などで補足させていただければと思います。
以上でございます。
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○岸本専門委員

ありがとうございました。

それでは、続き まして、公益 財団法人ひょ うごコミュニ ティ財団代 表理事の実吉 様、お
願いいたします。
○実吉氏

ひょうごコミュニティ財団の実吉です。きょうはありがとうございます 。

私は、このひょ うごコミュニ ティ財団とい うほうで助成 を中心とす る資金的な支 援と、
市民活動センター神戸というもう一つの団体で非資金的な支援を中心に やっており ます。
御質問の第１で、何が優先的な 課題かとい うのは今の青 柳さんと同じ く、私もこの 分野、
この課題を優先的と絞るのはできないだろう、すべきではないだろうと 思っており ます。
それに関連して 、前回の審議 会で程先生が 、この縦横の 、これは非 常にわかりや すい分
類の図だと思うの ですが、ここ の４象限に乗 せる中身とし ては、私は これはいろい ろ疑問
もありまして、例 えば右下の社 会的リターン の期待が非常 に高いけれ ども、経済的 にはリ
ターンがなさそう だ。ここが、 国や自治体の 補助金で埋め られている かというと、 埋めら
れていないからこ そ、私 はNPOが存在す ると思ってい るのです 。非常に 社会的リター ンの期
待は高い、あるい はこれは公共 性が高いと言 ってもいいか もしれませ んけれども、 行政の
制度に全然なって いない、いわ ゆる制度外の 部分というも のが幾らで もあって、そ れをい
ろんな人たちが先 駆的に発見し て取り組んで 、その中には 制度化され てきたものが ある。
それが時間の経過の中での変化だと考えております。
ごく幾つかの例 をそこに、ち ょうどペーパ ーの真ん中あ たりに「革 新的手法」の 下です
が、公的制度からこぼれる部分として幾つか例を挙げました。
例えば、真ん中 の「外国にル ーツを持つ子 ども」への支 援。これは 日本国籍を持 たない
子どもが多いこと もあって、公 的な支援がほ とんどありま せんけれど も、例えば中 学生で
日本語がまだ十分 にはできない 。その子が日 本語の高校入 試の試験を 日本人と同じ レベル
で受けないといけ ないのです。 当然、物すご いハンデなわ けで、そう いう子どもた ちをど
う支援するかで多 くのNPO、ボラ ンティア団体 が学習支援を したり、日本 語の支援をし たり、
いろいろ取り組んでおります。
これはほんの一 つの例ですが 、こういった 制度からこぼ れるのだけ れども、誰か が支援
しないとという部 分があるから こそ、それを 今までは寄附 や民間財団 による助成金 で支え
られてきた。その部分がこの右下にもたくさんあるのだと思っておりま す。
今回のこの休眠 預金に引き寄 せて言えば、 休眠預金とい うお金を、 準公的な性格 のある
このお金をこうい う分野にしっ かりつけるこ とによって、 活動や事業 が成長し、発 展して
いくことは十分なるだろうと考えております。
その次、②のと ころにも書い ておりますが 、なかなか成 果を評価す る社会的イン パクト
評価ということも 言われており ますが、事前 にプログラム を設計した 段階でこうい う成果
が出るだろうと言 えないような 、とりあえず 問題があるか ら取り組ん でいる。その 中には
当事者とのやりと り、当事者が 支援者側に回 ったりする。 そういう行 き来もあり、 そうい
う中で、その当事 者の人が本当 にここにいて いいのだ、こ こで安心し て生きられる という
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場。広く言うと、いろんな 種類の居場所 でありますが、こ ういったもの を中小のNPO がたく
さんつくってきております。
そういう場面で は、例えば徹 底して寄り添 う。障害者の 、例えば１ つ、精神障害 の就労
支援をやっている 団体でいいま すと、就労支 援ということ が徹底して 成果の指標に なるの
です。何人を就職 させた。その 就職した人が どれだけ定着 したのだけ れども、そこ までま
だ全然行けないよ うな、とこと ん寄り添って 、自己肯定感 を回復して もらって、自 信を回
復してもらって、 町に友達と御 飯を食べに行 くようになる 。このこと だけでも、そ の人に
とっては物すごい 変化であり、 成長であり、 大きな支援で ある。そう いった、いわ ば制度
化されていないセ ーフティーネ ットを地域の 中で、本当にN POが頑張っ てたくさんつ くって
きている。そうい った目に見え づらい成果と いうものをど う評価する かというのが 大きな
テーマであり、この休眠預金でもぜひ取り組まないといけないことだろ うなと思い ます。
裏面のほうで、 時間がござい ませんのでも う一点だけ、 この⑥、助 成プログラム という
点で、資金分配団 体という真ん 中の２番目の 部分です。私 どももそれ になる可能性 がござ
います。幾つも、 そこについて はもっと議論 や研究が要る のかなと思 いますが、社 会課題
によっては社会的 合意が十分で きないもの。 例えば外国人 の支援とい うものは、参 政権も
ありませんし、日 本社会のマジ ョリティーが 合意するとは なかなか限 らない。例え ばLGBT
の人の支援がそう です。あるい はフリースク ールとか、DV の被害者の 支援とか、よ うやく
市民権を得てきましたけれども、まだまだ十分ではない。制度もまだま だ十分では ない。
そういったもの をうちの財団 は支援しよう 。これはある 種の価値観 を選ぶことに なると
思います。そうい ったものを、 この休眠預金 でできるよう な制度にな るのかどうか 。私は
ぜひできるような 制度になって いただきたい と思いますし 、そういう いろんな、社 会のマ
ジョリティーが合 意すれば、こ れは公的制度 にすればいい わけですね 。合意できな いマイ
ナーな課題でも先 駆的に市民が 、民間団体が 取り組んでい る。そうい ったものを積 極的に
応援するような制度にぜひなればと思っております。
以上です。ありがとうございました。
○岸本専門委員

ありがとうございました。

続いて、文部科学 省官民協働海 外留学創出 プロジェクト トビタテ！留 学JAPANプロ ジェク
ト・ディレクターの船橋様、よろしくお願いいたします。
○船橋氏

よろし くお願いしま す。トビタテ ！留学JAPANを ３年半前か ら仕掛けてい ます船

橋と申します。
文科省初の官民 協働で、一言 で言うと、20 20年までに日 本から海外 に留学する若 者を倍
にしようというキ ャンペーン。そし て、民間から200億 円集めて、１万 人の将来のリ ーダー
を輩出しようとい うことで、今 、おかげさま で首都圏から 209社、それ から、地方か ら350
社で、117億円の寄附が集まり、4,300名の高校・大学生を100カ国に送 っています。
社会問題的なと ころでいいま すと、倍増と いうことをう たっている のですけれど も、圧
倒的に数字が追い ついていませ ん。それから 、もともとは 世界に勝て る真のグロー バルリ
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ーダーを育成する ことが必要と いうことです が、まさにそ ういうグロ ーバルリーダ ーとか
エリート養成的な 、あるいは産 業界が求める レベルの人材 は全然足り ないのではな いか。
量も質も、量で言う と、例えば隣 の韓国は人口 が日本の半分 なのに留学 生は倍います とか、
中国は10倍います というのもあ ります。ある いは高校生は 今、300万人い るのですけれ ども、
実際に留学してい るのが１％の ３万人である 。ところがア ンケートを とると、33％ が留学
したいと言ってい て、16％が行 ってもよい。 つまり、半分 は行きたい と言っている のにも
かかわらずこうである。
原因は、制度的 な面とか、部 活が阻害にな っているとか があるので すが、圧倒的 に経済
的な理由が高くて 、やはり予備 校・塾とかへ 行く中で、さ らにここに 充てるのかと いうと
ころで金銭的なものがあると思います。
それから、グロ ーカルリーダ ー、グローカ ル人材を育て ようという ことですけれ ども、
やはり意識と情報 格差、恐らく 経済的な格差 もあると思う のですが、 留学する子は 首都圏
に圧倒的に多いのではないかということがいまだに問題です。
我々のプロジェ クトの場合で すと、一人一 人が自分のテ ーマで行き たい期間、行 きたい
ところに行く。だ から、社会的 な課題を持っ て留学すると いう意味で 、SDGs的な動 きは評
価されていますが、多分、そういう人材も日本には必要ではないかと思 っています 。
質問の２・３あたりは全部一個一個行くと大変なので、ポイントだけ お話ししま す。
民間の寄附でや っているプロ ジェクトなの で、そこの特 徴でいいま すと、やはり 税金と
の違いでいいます と、公平、平 等、エビデン スが重要とい うことで、 税金での留学 ですと
必ず成績を見られ たり、単位取 得が大事であ ったり、英語 力みたいな ところが求め られま
す。ただ、この民 間の寄附の場 合ですと、産 業界は実はそ んなことは 求めていなく て、面
接で意欲とか、そ ういうことを 見るというと ころで、税金 ですとそう いうところが 対応で
きないのではないかなと思います。
あるいはもっと 言いますと、 所得制限みた いなところの ハードルが 税金ですとど うして
もかかってしまう 。ただ実際、 エリート、リ ーダーという 言葉をうた うのも税金だ と難し
いのかもしれませ んが、本当に 必要な人材は 多分そうだと すると、税 金だと難しい かなと
思います。
それから、今回 は国家プロジ ェクトという 位置づけなの で、省庁の 縦割の中で一 緒にや
ることになってい ますけれども 、ほかのプロ ジェクトだと やりづらい のではないか という
ことも思っていま すし、あとは お金の中身で すが、例えば 研修に使う とか、奨学金 をまず
使いましょう、な るべく多くの 量を出しまし ょうとか、あ るいは研修 というものを やった
ほうが費用対効果 はいいのです けれども、そ ういう目に見 えないもの とか、あるい は１万
人のネットワーク 化という、こ れも価値なの ですけれども 、産業界は そういうもの を求め
ていますが、なかなか難しいということです。
私の意見として は、休眠口座 を使うに当た っては、一言 で言います と、国家戦略 特区的
な、これぞやるべ きだというと ころに集中し てお金を使う みたいなも のが税金でや りづら
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いのだなと。でも 、民間の寄附 もそこはやり づらくて、税 制優遇措置 みたいなもの を受け
ない限り、なかな か民間の寄附 も集まりづら い。では、税 制優遇措置 をとるとまた エビデ
ンスを求められたりということで、やりづらい。
トビタテ！留学J APAN、私のプロジ ェクトの場 合は、ある種、奇跡的 にタイミング も合っ
て、今、117億円集まってい ます。2020年以降 もこれは続け るべきだと 言っていただ いてい
ます。ただ、同額 は多分集まら ないと思いま す。したがっ て、私たち はあしなが育 英会と
かUNICEFみたいな モデルを志向 していきます けれども、多 分、それだ ともともと必 要な人
材の量・質が及ば ないとすると 、税金と寄附 の間の戦略的 な使い方に 使うというの がいい
のではないかと思っています。
もう一つは今後 、質問の３に なりますが、 提案としては 、税金です と３年ぐらい は補助
金を与えて、あと は終わり、自 立しなさいと いうことなの ですけれど も、場合によ っては
３年で成果を見て 、もっと投資 をするといい ますか、もっ と出すとい うことで、よ りレバ
レッジをかけるよ うなことはな かなか税金だ とやりづらい と思うので すが、そうい うこと
が休眠口座だとできるのではないかなということで思っているところで す。
皆さんの質問と 合っていたの か、よくわか らずに話して おりますが 、質疑応答の ところ
でまたお話しできたらと思います。
○岸本専門委員

ありがとうございます。

それでは、株式会社Ridilover代表取締役の安部様、よろしくお願い いたします。
○安部氏

初めまして。皆さん、こんにちは。

私は、やってい ることは社会 課題の調査を すること、そ れから、そ れをわかりや すい形
にして人々にスタ ディツアーと いう形で提供 して、修学旅 行とか企業 の研修とか、 一般の
人々に学んでもら うということ を仕事にして います。今、 200種類ぐら い扱っていま して、
児童ポルノとかホ ームレスの問 題から過疎化 、殺処分、あ るいは鳥獣 被害といった ものま
で広範に扱っております。
そういった経験 をもとに今回 のお話をさせ ていただけれ ばなと思っ ているのです が、最
初の問１の部分に関して、大きく４つ挙げさせていただきました。
端的に申します と、情報の部 分がちゃんと 可視化されて いないだろ う。何が問題 で、何
が問題でないかがわかりません。
２つ目として、 人材です。問 題の設定がさ れたとしても 、それの解 決能力を持っ た人材
が十分に入ってきていません。
３つ目としては 、技術 です。や はりNPOとか というものは 当事者だと か支援者の方 が多く
いらっしゃいまし て、思いはす ごく強くある のですけれど も、そのた めに実際に頑 張りま
しょうと言っても 問題解決して いかないので すよ。そのた めには、そ れを実際に解 決して
いけるような、例 えばテクノロ ジー的な素養 だとか、ある いはそうい うものを使っ て実際
に人々のところに まで届けてい きますという ディストリビ ューション 部分のところ などと
いうものが必要になってくるだろうというのが３つ目です。
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４つ目としては 、実際に１～ ３のようなと ころを通して 、社会課題 に対しての一 定の解
決が見たときに、 どうやってそ れを評価して いけばいいの ですかとい う、分野横断 型で客
観的に示す指標がないですねというのが４つ目の部分だと思っています 。
このような、情 報、人材、技 術、評価とい う４点から、 この後の議 論をさせてい ただけ
ればなと思っています。
２番目に、行政 がなぜそうい ったものが難 しいのかとい う話をさせ ていただけた らと思
うのですけれども、さっきやった 情報とか、あ るいは評価の 部分に関し て申し上げま すと、
社会問題に関して の特徴性とし ては、例えば 鳥獣被害とい う問題があ る。鳥獣被害 の問題
があるのだけれど も、その問題 の本質は実は 林業の衰退に ありました という話だと か、あ
るいは食品のフー ドロスの問題 。今、2 ,000万トン 、国内で捨 てられていま すけれども 、そ
ういうフードロス の問題の本質 が実はJAの囲 い込みにあっ たとかとい う話があって 、問題
が分野横断で発展 してしまうと いうのが難し いところでし て、これが 行政がなかな か追え
ていない部分の一因なのではないかなと私は考えております。
実際に皆さん、 社会課題がど のように生ま れるか、御存 じですか。 ある意味、世 の中的
に社会課題が生ま れるのは、役 所の中に課が できると、そ れは社会問 題になるので す。と
ころが、役所の課 というものは 非常に断片的 なところにし か当たって いかないので 、分野
横断型で問題の本 質に近づくこ とは非常に難 しいというの が背景には あるかなと思 ってい
ます。
また、人材と技 術の部分に関 してですけれ ども、ここに 関して、例 えば中小企業 庁の予
算であるとか、あるい は技術に関し ても、文科省の下 にJSTという ものがござい まして、大
量の予算を使って 研究をやって おります。こ ういった研究 だとか人材 の部分に関す る原資
があるにもかかわ らず、こうい ったものが課 題の現場で実 際にうまく 運用されてい るかと
いうと、それはさ れていないと いうのがあっ て、実際に課 題の現場に 必要な形に応 じて運
用していくような 、人材のアレ ンジだとか技 術のアレンジ というもの が必要なので はない
かと考えております。
実際に、質問事 項３のところ に入りますと 、私が思って いますのは 、この国は既 に十分
に科学技術が存在 しております 。あるいは有 能な人材がい っぱいおり ます。あるい はそこ
の人たちを誘導し ていくための 原資もありま すというふう に考えたと きに、社会課 題の側
に立った視点から 、この課題の 現場に必要な ものはこうい ったもので 、この人が必 要で、
この技術が必要で 、それを運用 していくため にはこういっ た訓練が必 要だねという 形で、
ほかの予算等もう まく引き出し ながら、お金 や人や技術と いった、い ってみたら社 会課題
の解決のために必 要な武器を、 使い方をちゃ んと教えてあ げましょう 。あるいは運 用の仕
方をちゃんと考え ましょうとい うところに予 算を集中投資 していくの が最もよいの ではな
いかなと思っております。
何度も繰り返し になりますが 、既にかなり の資源という ものが国内 に存在してい ます。
ただ、その資源と いうものを実 際に最適化し た形で、社会 問題の現場 で実装して使 えてい
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るかというと、使 えていないの です。ここの 部分をしっか りやってい くのがいいの ではな
いかなと思っています。
最後、４番目に なりますけれ ども、我々が やっていて思 っているの は、こういっ た社会
課題にかかわる話 というのは、 ある程度、国 民合意みたい なものが必 要になってく るとい
うふうにしたとき には、N PO村みたいな ものの中で閉 じるのでは なくて 、多くの人に 理解し
ていただく、ある いは多くの人 が時間を使っ て関心を持っ てもらって 、そこに対し てもっ
と、こういう技術 もある、ある いはこういう 人もいますと いうふうに みんなが参加 してい
けるような余地を つくるのが大 事だと思って いますので、 その意味で はいかに国民 の中で
社会課題に対して 関心を払う時 間。それはち ょっと知って もらう時間 もあれば、実 際に労
働力として働いて もらう時間も あると思うの ですけれども 、こういっ た時間の総量 という
ものをふやしていくのは一つ目標にしてもいいのではないかなと思って おります。
あと20秒ぐらい 残っています けれども、以 上になります 。どうもあ りがとうござ いまし
た。
○岸本専門委員

ありがとうございました。

あと20秒残って いるので、こ の質問事項３ の、使いこな すことがで きて初めて有 用とい
う、具体的にどういうサポートを考えておられるのですか。
○安部氏

例えば 、国内 ではJSTの中に RISTEXという 組織があり まして 、これは毎年1 8億円

ぐらい使っている のですけれど も、科学技術 のために実際 にこんなプ ランがありま すとい
うのが技術で出て きています。 ただ、それが 実際のところ で本当に社 会課題の現場 で使わ
れているかという と、ほとんど 使われていま せん。こうい ったものを うまくマッチ ングし
て使ってあげるのが大事なのではないかなと考えております。
○岸本専門委員

ありがとうございました。

では次に、認定N PO法人茨城NP Oセンター・ コモンズ代表 理事の横田 様から御説明 をお願
いいたします。
○横田氏

多分、私が最後になると思いますが、お疲れさまです。

私は20年近く、 中間支援をや りながら、制 度外で若者と か外国の子 どもの学習支 援をや
ってきて、あるい はそういうと ころを支援す るための未来 基金という ファンドをつ くって
きたので、質問１ ・２について はお手元の最 後の９ページ に書きまし たけれども、 やはり
制度からも漏れて 、意欲がない ということで 、いろんな救 済策があっ ても、そこに 手を伸
ばせないでいるよ うな子どもや 若者が何とか やってみよう と諦めから 脱せられるよ うな環
境をつくることこそが非常に重要なテーマであると思っています。
そういった若者 ・子どもに対 するいろんな 活動を４つの 領域で分け たときに、右 側の上
は自力でキャリア がつくれて、 家庭的には何 とかなるけれ ども、意識 が問題で、学 力のほ
うが今、伸びない 場合に、フリ ースクールと かを制度外で やっていま す。ただ、こ れは都
会には成り立つの ですが、なか なか地方です とお金を払っ て通わせる ことが困難な 状況が
あります。
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最近、左上の、 意欲があるの であれば奨学 金であるとか 無償の学習 支援で大学に 行ける
ようにというのは 、それ自体は いいのですけ れども、結局 、それも意 欲がないとは じかれ
てしまうという課 題があって、 一番問題なの はＤの、経済 的にも非常 に困窮して、 意欲的
にももうだめだというふうになっている方々ではないかなと私は思って います。
９ページの一番 下に、今、Ｃ のところが非 常に注目され ていると思 います。いろ んな奨
学金であったり、学 習支援によっ て参入でき るルートがで きるという意 味では、ある 意味、
革新的かもしれま せんが、既存 の労働市場、 既往の教育市 場にただ入 るという意味 では、
私はもっと本当の 意味での革新 的というもの は、そもそも そういう不 登校とか排除 を生み
出す構造自体を変 えるようなも のをつくり出 すことのほう が革新的で はないかなと 思って
います。
10ページのほう です。質問３ ・４なのです けれども、四 角で囲んで あるものは実 際にこ
ども食堂を兼ねた 学習支援を地 道にやってい る団体の方か ら実際に聞 いた言葉です 。非常
に徹底的に寄り添 っていて、き ょう、友達の 家の冷蔵庫を 開けたら二 度と来るなと 言われ
て友達がいなくな ったとか、そ ういう会話を 、食事をしな がら言って くれる場所を つくる
ことによって、一 歩でも早く、 学用品を買う から図工の時 間も行って おいでとか、 旅行を
諦めないでこうし てみなとか、 そういう存在 がいることに よって諦め のほうへ行く のを防
いでいるのだとい う話をしてく れましたが、 そこまで覚悟 を持ってや っている団体 という
のは、本当に派手 なことはでき ないのです。 ですから、助 成財団の申 請書に新規性 とか発
展性を書けと言わ れてもなかな か書けない。 ひたすら寄り 添っている 。でも、そう いう姿
勢だから、ちょっとし たSOSを拾える 面があるし、いつ までにこう いう目標で、何か 書いた
ら応募できるというスキームだけではこういう人たちは全く救えないわ けです。
そういうところ にもせめて光 を当てる。両 方が必要だと 思うのです 。Ｃの部分を 伸ばし
てほしいのですが 、Ｄのところ も支える休眠 預金のもので あってほし いなと強く思 います
し、そうであるな らば、地道に やっている団 体はたくさん 地域にある 。そこに光を 当てる
ことを私たちも頑 張りたいと思 っていまして 、３・４にか かわること で、具体的な ところ
としては、この 分野にお金 を出す場合 、もちろん 、学用品を 買ったりす る現金も必要 です。
それ以上に、先ほ どもありまし たように、す ぐれた方法で す。こうい う話が出てき たとき
にはこういうこと が起きている という法則を そういう団体 の方は直感 的に持ってい ます。
ただ、それを言語 化できていな い部分を研究 者、教育機関 の方々と一 緒になってプ ログラ
ム化していくと、 そのものが本 当に横展開し ていくと思い ますし、行 政機関もより 連携し
やすくなるのではないかなと思います。
それから、そこ にたくさんの スタッフを入 れたいのです けれども、 給料が払えま せん。
そこの人的なもの として、例え ばこれは古い ですが、クリ ントン政権 のときにアメ リカで
アメリコアという プログラムで 、ボランティ アをした学生 に奨学金を 出すというの で、相
当な学生がNPOに入 りましたけれ ども、そうい う形で福祉教 育分野に研 究している若 い学生
がかかわることも大規模な予算があればできるかなと思います。
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最後に、そうい った活動をし ていくことに よって、地道 にやってい るところで、 では、
行政が持っている いろんな相談 機関に行ける ようになる。 今、相談機 関を幾ら開い ても、
お客さんが来ない です。それで は本当の改革 にならないと 思います。 それが本当に 制度が
生きるようにもな ると思います し、国がいろ んなスキーム をつくって も、市町村が 使いこ
なせていない面が 多々あります 。それはパー トナーがいな いからとい う理由がよく 言われ
ます。でも、教育関係者と かいろんな方 が一緒になっ て、この地域のNP Oはこれだけ のこと
があるから、どこ どこ市長さん 、ここでこう いうものがで きますとい うふうになっ ていけ
ば、もっと国のス キームに沿っ て市町村も予 算措置がとり やすくなっ て変化が実際 に生ま
れてくると思います。
最終的には、本当に当事者が悩み困っていることが。
もう終わっているのですね。失礼しました。
要は、そこから変革が起こるのではないかなと思っています。
済みませんでした。
○岸本専門委員

ありがとうございました。

それでは、各団 体からの御説 明が終わりま したので、こ れより質疑 応答に入りた いと思
います。発表者の皆様に御質問がございましたらばお願いいたします。
服部さん、お願いいたします。
○服部委員

ありがとうございました。

何人かに質問さ せていただき たいのですけ れども、トビ タテ！留学JA PANの船橋さ んに１
つあるのですが、 成果の話をさ れていますね 。こういった 若い人たち に留学に行っ てもら
います。それで、 リーダーを育 てますという ことなのです が、人材育 成の部分にお いては
何を成果というふ うにお考えな のか。３年と いう言葉も聞 こえてきた のですけれど も、ど
ういうふうにお考えかということを教えていただきたい。
それから、社会 的投資推進財 団の青柳さん にお尋ねした いのですが 、具体的にア フター
スクールの例が出 ていますね。 非常に規模が 大きくなって いる様子を 示していただ いてい
るわけですけれど も、成果とい うものをこの ような指標で 規模が大き くなる、ある いは影
響力が大きくなる ということを 成果というふ うにお考えか どうかとい うことと、投 資なり
助成なり経営支援 をされたとき に、呼び水に ということが 書いてある のですが、具 体的に
はどのような機関 ・団体から追 加の資金なり 支援を得るこ とができて いるのかとい うこと
を教えていただけますか。
○岸本専門委員
○船橋氏

最初に船橋さんから。

成果、 数年の成果と 長期的な成果 があると思う のですけれ ども、我々が スポン

サー企業に言って いるのは、１ つは人材育成 的な観点で、 グローバル 人材に求めら れるコ
ンピテンシーみた いなものが留 学などを通じ てどれだけ、 何が伸びた かというもの だった
り、あとは、今、やっ と500人が社 会人になった のですけれど も、41％ がスポンサー 企業に
入っているみたいなものも彼らにとっては一つの成果です。
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ほかには、いろ んなプロジェ クトが日本中 で生まれてい て、そうい うプロジェク トの数
とかもうちょっと 、だから、難 しいのですよ 。海外に友達 が何人でき たとか、ソー シャル
キャピタル的なも のもあるので すけれども 、中長期 的なところは 今、慶 應のSFCの中 室さん
みたいな教育経済 学の方々と、 ぎりぎり受か った子とぎり ぎり落ちた ような子をず っとト
ラッキングしてい って、そのも ともとの経済 環境とか、そ の後、留学 に行ったか、 行って
いないかとかでど ういう社会的 地位、経済的 な効果があっ たかみたい なことを見よ うとし
ています。
ただ、先ほど３ 年と言われる と、スポンサ ー的には実は そんな定量 的なことは、 企業に
どれだけ入ったか が求められま すけれども、 コンピテンシ ー的なとこ ろがこの留学 だけで
育つわけではない かもしれない ので、一個の 安心材料とし て見ている だけなので、 休眠口
座を使うとしたら 、そこら辺は かなりどう言 えばいいのか 難しいなと 、我々の場合 はある
かもしれません。 ただ、例えば 休眠口座の一 個の活用の仕 方としてマ ッチングみた いなも
のがあるとすると 、例えば企業 が認めた、出 した追加の給 付に対して マッチングは 何割か
するとか、そういう ものだと誰か が必要とし ていることに 対しての評価 かもしれない ので、
使い方としてはいいかもしれません。
そういう意味で 、トビ タテ！留学JAP AN以外の人に とっては 、もっと 成果というも のがわ
かりやすいかもしれませんけれども、人材育成はなかなか難しいかなと 思っていま す。
○服部委員
○青柳氏

ありがとうございます。
御質問 いただいた点 なのですけれ ども、まず１ 点目なので すが、参考で 出させ

ていただいたのは 、まず数字、 定量的な規模 をもって成果 として捉え ているかとい う御質
問なのですが、成 果の一つとし ては捉えてお りますが、こ れだけをも って成果とい うふう
に捉えてはおりま せん。今回、 紙面の関係も あって、わか りやすいと ころだけ抜き 出して
きているのですけ れども、実は これよりも大 事な指標、成 果として捉 えているのは 、この
放課後のプログラ ムに参加した 子どもたちの 精神的な充足 感みたいな ものをアンケ ートと
かヒアリングでと っていたりと か、公募に参 加しているボ ランティア の方々の満足 感であ
ったりとか、親御 さんの満足感 であったりと か、例えば子 どもの質の 話にしても、 自分に
自信が持てるよう になったかと か、好きな教 科がふえたと か、そうい うものをビフ ォア・
アフターで全部と るようにして いるのです。 それで、同じ 子どもで全 部追いかけて いって
聞いても、ことごとくふえています。
実は我々、そこ が一番大事だ と思っている のですけれど も、そうい う自己肯定感 なりを
高められる、高め た子どもたち をどれだけふ やせるかとい うところが 、この放課後 アフタ
ースクールのとこ ろの一つのミ ッションにな っております ので、それ が学校３校で やって
いるよりは10校と かにふえたほ うが、そうい う子どもたち が多くふえ るというロジ ックで
やっているもので すから、きょ う、この場に おいては比較 的定量的な もので見せた ほうが
わかりやすいかなと思って、そこだけ抜き出してきましたということが １つです。
２つ目のところ は、これは成 長ステージに よってお金の 使い方は当 然変わってき ます。
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この例に出したJVP Fというもの は、ここで取 り上げている ようなNPOが スタートして いるの
ではなくて、スタ ート段階では なくて、ある 程度やってき たのだけれ ども、もっと 伸ばし
たいというときの 成長段階に入 ってからとい うところでこ ういう支援 を入れていき ましょ
うというものにな っています。 ただ、これは そこだけがい いという話 ではなくて、 いろん
なステージで支援 というものは 必要になって きますので、 それはその ケース・バイ ・ケー
スで考えたほうがいいと思います。
休眠預金のお金 ということで 引き寄せると 、ここで私が 申し上げた いのは、休眠 預金は
年間数百億円、こ れから使える 可能性があり ますという中 で、その休 眠預金だけの マーケ
ットではお金の規 模だけで考え るのではなく て、ここにも 書いてあり ますように、 いろん
な寄附だとか民間 からの投資や 融資というも のも引き寄せ られるよう なリスクをと る。具
体的には、団体の スタートのと きに、この団 体が本当に成 長するかど うか、まだわ かりま
せん。ただ、成長 したら、もし かしたら受益 者から、ある 程度の事業 収入が得られ るかも
しれませんという 活動の場合、で は、その成長 するまでは休 眠預金のお 金で支えまし ょう。
例えば、助成金で 支えましょう 。ただ、休眠 預金を出して いる側から すると、財務 的なリ
ターンはないわけ ですけれども 、成長するま でリスクをと って、どん どん成長して もらい
ましょうとやるわけなのです。
済みません。言っていることが違いますか。
○服部委員

質問 の意図は、青 柳さんのとこ ろのやり方で どれくらい の団体あるい は機関

から呼び水として 何を得たのか というのを聞 きたかったの です。要す るに、例えば ほかの
金融機関から資金 を得たのかと か、あるいは 市民から何か を得たのか ということを 、既に
できていらっしゃるのかどうかというのを確認したかったのです。
○青柳氏

済みません。

まずは、この社 会的投資推進 財団は４月に できましたの で、ほかか らの資金を金 融機関
等々から得られた のかというの は、まだ１件 の実績だけで す。これは 、きょうは話 題にし
ませんけれども、S ocial Impact Bondという 仕組みをつく るためにい ただいた寄附 金が、
ついこの前、あります。
それで、このJVP Fはもともと やっていた日 本財団のとこ ろでやって いる基金です 。これ
については、個人や企 業からの寄附 金で1.5億円 ぐらい、３年間で いただいてお ります。そ
こに日本財団が同 額マッチング をする形でこ ういう支援を 行っていま す。支援先の 団体は
今、４団体から５ 団体。経営支 援を行ってい ますので、そ んなにたく さんの団体は 支援で
きないのですけれ ども、これだ けの規模をし ていくために は、そのぐ らいのペース でやっ
ているという状況です。
○船橋氏

済みま せん。成果と いう話で、私 たちのプロジ ェクトでい いますと、自 立度合

いを成果と見ても いいかなと思 っているのが １つあります 。地域人材 コースという 、各地
域で10社以上が寄 附を集めて、例え ば500万円集 めたら、我々が民 間、首都圏から集 めた寄
附をマッチングし て、すると倍 の人が行けて 、しかも地域 の人のほう が落ちやすい ので、
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それを永遠に民間 の、首都圏の 寄附でマッチ ングするのは 大変なので すけれども、 ３年で
マッチングを終え てしまうので すが、やっと 自立したとき にマッチン グが終わる。 でも、
自立しているねと いうところに レバレッジを かけた投資っ ぽく休眠口 座みたいなも のをか
けていただくとい いかなという 意味で、自立 というのも、自 立度合いも 一個の成果か なと。
人材育成とは別に 、どれだけ地 方の人がお金 を集めたかと か巻き込ん でいるかとい うのも
一個だなと思います。
○岸本専門委員

ありがとうございました。

ほかに御質問は。
小河さん、どうぞ。
○小河専門委員

ありがとうございました。

私は実吉さんと 横田さんに伺 いたいと思い ます。今、ま さに評価と か、ずっと、 この中
でもいろんな、で は、インパク トを何で見る のか。物差し の問題がず っと議論され ている
と思うのですが、 そういう中で の問題提起と してとても重 要ではない かなとお二人 の話を
聞きながら思って、私もそういう 子ども支援、特に大変な子 どもたちの 支援を見てい ると、
横田さんが分類し ていただいた ようなＤの領 域にある子た ちというも のによりこう いうお
金を使うべきでは ないかと思い ますし、そう いうときに今 度、評価を どういうふう に求め
るか。前にも申し 上げたのです けれども、本 当に例えば生 活保護から 脱却した、生 活保護
の子が高校に入学 する、その進 学率だけでは 例えば見ては いけないと いうことだと 思うの
です。
今の成果のとこ ろにいろんな 寄附の、この ⑥のところで もドナード ライブの問題 とか、
多分お時間がなか ったので実吉 さんが言えな かった部分も あると思い ますので、そ の部分
を教えていただき たいというこ とと、横田さ んのほうには 、さらに環 境が変わるこ とこそ
インパクトという こともあった と思うので、 そのあたりと か、この評 価、インパク トとい
うことでそれぞれさらに教えていただければと思います。
○実吉氏

ありがとうございます。

まず、評価です 。私のメモの 裏側、２ペー ジ目の「⑦現 場の事業を どう評価する か」。
ほんの３行ぐらい しか書いてお りませんが、 長く、しばら く伴走しな いと、その事 業の価
値が見えてこない 。やっている 人自体も、問 題に迫られて 、対処療法 といえば対処 療法な
のですが、当事者 がいて取り組 んでいる。そ の問題の根源 が何である のかを、とこ とんか
かわり続けること によって団体 もようやくそ れが２年、３ 年して見え てくる。もし かした
ら、10年して見えてくる。
先ほど別の方が 言われた、事前 にしっかり リサーチして、支援手法を しっかり検討 して、
設計して、そうい うやり方はも ちろんあると 思うのです。 そういうや り方がどんど ん発展
していくのもいい とは思うので すが、逆にと ことんそばに いることで 初めて見えて くるの
で、ここに書いた 、事業が始ま る前にロジッ クモデルとか 、そういう ものをなかな か書き
づらい。それはペ ーパーを書く 能力が高いか 、低いかとい う問題では なくて、やっ ている
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人自体がやり続けないと、何が課題かなどというものはなかなか言語化 できない。
そういうところ に、でも、明 らかに問題が ある。困って いる人がい る。それに対 して、
とりあえず必要な 支援をしてい る。では、そ こからどうい う成果を出 していくのか という
のは、これは周り にいる我々が もっと知恵を 絞るべきこと なのだろう 。これは投げ た石が
戻ってきて、中間 支援がそこを あらかじめと いいますか、 こうでしょ うかとか、現 場と対
話しつつ出していく部分があるのだろうと思います。
もう一つ、今の 話と関連して 、今、小河専 門委員から伴 走支援の話 もコメントい ただき
ましたが、最近、 資金助成機関 。今回のこれ でいいますと 、資金分配 団体が非資金 的な支
援もできるように しないといけ ない。それで 、伴走支援。 それは私も 非常に大事だ とは思
います。非常に大 事ですし、か つ我々もやっ ておりますが 、それはか なり慎重にな らない
といけない面もあ るかなと思っ ていまして、お金を出す団 体が同時に口 も出し、手も 出す。
これがドナード ライブと、私 も最近、この 言葉を知った のですが、 ここでいうド ナーは
最終的な寄附者で はなくて、資 金提供団体、 助成団体がド ナーであり 、現場の団体 がその
資金を受ける。ド ナーがお金も 、今、私はあ る団体を伴走 支援してい るのですが、 それは
お金は出していま せん。お金は 出さず、手や 口だけ出して いて、相当 きついことも 言いま
すけれども、向こうも反論をしてきます。
これが、私がそ の団体に年間3 00万円出し ていたら、恐 らく彼らは反 論してこなく なる、
あるいは反論しに くくなる。や はりお金をも らえる人の顔 色を人間は 誰しもうかが ってし
まいますね。そう いう非常に微 妙なところが あるので、余 り無邪気に 伴走支援が今 、いい
のだというのはちょっとしっかり考えないといけないかなと思っており ます。
以上です。
済みません。も う一個だけ言 いますと、そ れは例えば資 金提供者と 地域の別の中 間支援
が一緒にコラボしてやる。そういうやり方があり得るかなと考えており ます。
以上です。
○横田氏

全く制 度外で困って いる方に寄り 添っている方 は、当事者 の方に寄り添 うので

精いっぱいという 状態で、マン パワーが足り ていないので すが、そこ にもう少し、 スタッ
フであったり、研 究者であった り、媒介通訳 してくれる人 がかかわっ てくると、そ こで当
事者、子どもたち が発している 言葉、これが ネックで学校 へ行けなく なるみたいな ことが
教育委員会や学校現場に届く。
では学用品が、親 が買えないの だったら、こ ういうふうに すれば使え るではないか とか、
いろんな工夫をす れば学校に行 きにくくなる という状況を 減らすこと もできたりし ますし、
こういうふうにな っているから 適応指導教室 には行けない 。送迎がな いから、適応 指導教
室は不登校のとき に行けないと か、若者サポ ートステーシ ョンを待っ ているだけで はなく
て、もっと高校の 段階からアプ ローチしてお けば、10年た ってから行 くのではなく て、も
っと早い段階で相 談機関に行け るとか、そう いうことが困 ったときに 相談しやすい 環境を
変えていくという ふうにしない と、いつまで たっても排除 されていく 人がふえると いうこ
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とだと思っています。
○岸本専門委員

ありがとうございます。

では、牧野さん、どうぞ。
○牧野委員

済み ません。青柳さ んに呼び水 の話をもうち ょっと聞きた いのですけれ ども、

最初に休眠預金の お金を入れて 、それである 程度、いって みれば呼び 水効果が出て 、民間
の資金が入るよう になる。そう すると当然、 そこで一旦は 、休眠預金 は役割を終え るので
はないかなという イメージを持 つのですけれ ども、先ほど から協調と言 っていたので すが、
そこは要するにバ トンタッチし ていくという イメージでい いのですか 。もしかする と、ど
のくらいの期間を休眠預金がそこは役割を果たすというイメージなので すか。
○青柳氏

どうい った事業や団 体に支援をす るかによって 、休眠預金 が支援をした り支え

る期間というもの は短かったり 長かったりす るので、一概 に３年とか ５年というの は言え
ないと思うのです けれども、私 が協調と言っ ていた意味は 、最初に支 援する団体な り事業
があったときに、 休眠預金のお 金で支える部 分と、民間の お金で支え る部分と、一 緒に入
っていってもいいのではないか。そういうイメージで言っております。
そういうやり方 もあれば、最 初は休眠預金 だけで３年間 支援するの ですけれども 、事業
が成長してくれば 民間資金がそ の後、融資を したりという バトンタッ チのやり方も あるか
なというイメージで使っております。
○牧野委員

最初 の協調は、こ ういうふうに なっていくと いうときに 、なぜ、この 休眠預

金が要るのですか 。バトンタッ チはまだわか るのです。こ ういう形に なるというの は、こ
っちがまだ十分集まっていないということなのですか。
○青柳氏

例えば ですけれども 、団体を成長 させようとし たときに、 ここの問題意 識で私

が申し上げると、 人材がなかな か獲得できて おりません。 ただ、そこ の人材を雇う ために
人件費が必要にな りますという ときに、いき なり、その人 材が収益を 生むところま で、１
年、２年でなかな か組織になら ない場合には 、そういう財 務的なリタ ーンをすぐ生 めない
ような状況のとき には、やはりそ こは休眠預 金のお金が行 ったきり、使 ったきりでも いい。
団体が成長する ためには、そ こまで投資を していきまし ょうという 性質の使い方 をしつ
つ、その団体が今度 は事業をちゃ んと開発し ていかなけれ ばいけません ので、この事 業で、
ある程度、回収が 少しずつでき るところにつ いては民間の 資金なんか でも、全額は リター
ンできないにして も、その半分 とか、何割か はリターンを 期待できる ような事業に 対して
は民間がお金を出 していきまし ょうという使 い方もあって 、お金を何 に使っていく かによ
って、かなり財務 的な回収がで きにくいとこ ろは休眠預金 で支えてい て、財務的な 回収が
できやすいところ は民間の資金 を最初から協 調で入れてい くというや り方も一つモ デルと
してはあり得るということを申し上げています。
○船橋氏

実は、 トビタテ！留 学JAPANは場 所が文科省で 、広報予算は 税金から年間 8,000

万円で、今、私の チームは40人 ですけれども 、30人ぐらい は民間の手 弁当の出向者 で、つ
まり、運営費が５ ％ぐらいしか かかっていな いのです。そ れで、民間 の寄附ですご く評価
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されているのが 、運営費 とかではなく て、ほ とんど奨学金 か、研 修のお金に行 く。だ から、
目に見える寄附で 、例えばそう いうイメージ もあるという ことです。 だから、イン フラ部
分を税金か、休眠 口座で目に見 えた、これは 何に使ったと か、リター ンがありそう なとこ
ろは民間からとか、そういうブレンドのイメージですね。
○青柳氏
○牧野委員
○青柳氏
○牧野委員
○青柳氏

ブレンドです。
要するに、１回出資して出しっ放しのイメージなのですか。
休眠預金のことですか。
そうです。
そうい う使い方がで きるのが休眠 預金の一つの いいところ ではないかな と思い

ます。全部回収しようというところではないと思います。
○牧野委員

要す るに、毎年出 せというので はなくて、１ 回出しっ放 しで、あとは 呼び水

で、民間からのお金を集める。毎年、そこのところを出していけという 話ではない と。
○岸本専門委員
○青柳氏
○牧野委員
○青柳氏

成長ステージを考えようという話ですね。

そうです。
要するに、どこかで卒業できるというイメージがあるかどうかなので す。
もちろ ん、それは卒 業できるイメ ージを持って 、そこのイ ンフラの部分 を支え

ないといけないと思います。
○船橋氏

私は、 どちらかとい うと、卒業よ りレバレッジ をかけるた めに、むしろ 卒業し

ない場合はあるのではないかという考え方もあると思います。
○安部氏

私は多 分、来ている 団体の中で唯 一、いわゆる 全部、自主 財源でやって いて、

自分でリスクをと ってやってい る組織だと思 うのですけれ ども、うちは ツアーとかで すと、
売り上げのうちの ７割は現場の 人に渡してい るわけです 。NPOさ んに渡してい ます。あるい
はそういったとこ ろから企業が 入ってきて、 その企業は事 業をつくっ ていきますと いうパ
ターンがかなり多 いですという 話をすると、多分、さっき言 語化みたい な話というも のが、
ある意味、ずっと 長く現場にい ないとわから ない問題はた くさんある ねという話を されて
いたと思うのです けれども、本 当はそれは現 場にいらっし ゃる方はそ のまま現場に いてい
ただいて、それを 誰かが言語化 したりとか、 ちゃんと解き ほぐして事 業介入余地と いうも
のをちゃんと可視 化することに よって民間企 業のお金が入 ってきやす いというのが 多分あ
るのだと思うので す。そういう 事例はかなり の量で出てき ているので 、多分、そこ ら辺の
部分をこの休眠口 座のお金でや っていけると 、呼び水とし てちゃんと 機能するので はない
かなと思います。
○岸本専門委員

ほかの方で御意見はありますか。

どうぞ。
○白井専門委員

本当に示唆に富んだ発表をありがとうございました。

私は安部さん、 実吉さん、横 田さんに質問 です。まず安 部さんです が、今も自主 財源で
運営をされている ということを おっしゃって いましたけれ ども、例え ば休眠預金か ら何が
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しか投資があって という場合に 、具体的にど ういうことに お使いにな るイメージが あるか
ということをお伺いできればと思います。
それから、実吉 さんと横田さ ん、本当にい わゆる革新的 手法という ことについて 、お二
人が言われていて 、やはりイノ ベーティブな 手法というも のが必ずし も大発明みた いなも
のではないという ことをちゃん と言わないと おかしなこと になるなと 、本当にそこ は非常
に共感するところ なのですが、 もしそういっ た場合に、い わゆるイノ ベーティブな 手法を
どういうふうに定 義し直すかと いうところで 何かアイデア があれば教 えていただけ ればあ
りがたく思います。
○安部氏

では、私からでいいですか。

もしも何かお金 をかけて、今 、ブーストす るのであれば 何かと言わ れると多分、 １つは
先ほど出てきたよ うな科学技術 みたいな、資 産が既に存在 しているも のと社会課題 の現場
をブリッジしてい くという人材 がほとんどい ないのですよ 。こういっ たものの人材 を育成
するだけでも、今 ある科学技術 を使って、で は、これを社 会問題の現 場で解決に実 装して
いきましょうみたいなことというのがかなりの量でできるはずです。
例えば、本当に 鳥獣被害のと ころなんかも センサリング の技術はほ とんどできる ような
ことばかりだった り、養蜂の問 題とかという のは、養蜂の 業者はどん どん減ってい るわけ
ですけれども、一 日かけて10カ 所回っている わけですが、 そんなもの は全部、ちょ っとし
たカメラを入れれ ば見られるわ けですよ。そ ういう話があ って、社会課 題の現場の課 題と、
情報を知ったり、 可視化して、 技術を導入し ていけるよう な人が一定 数いるだけで 多分、
かなり効率化する と思っている ので、その人 材育成のため に費用を使 うのがいいの ではな
いかなと思っています。
○実吉氏

ありがとうございます。

直接、今の御質 問にお答えす る前に、現在 流れている、 あるいはそ ういう現場で 使われ
ているお金のあり方について、ちょっと申し上げたいのです。
制度的な社会的 課題があると 社会にも認知 され、例えば DVの被害者 の支援という ものを
例にとります。そ れは、ある程 度の制度があ ります。法律 もできまし た。ところが 現場の
団体に聞いてみる と、とにかく何 か目に見え る形の事業を やらないとお 金が入ってこ ない。
それで、人件費は そういう形で しか出ない。 例えばシェル ターという 、本当に一番 ベース
の人を保護する部 分には、そのあ り方そのも のにはお金が 出なくて、そ こで保育をし ます、
学習支援をします 。そういうア クティビティ ーをやって、 初めて何千 円というもの が加算
される。そのシェ ルターを運営 することその もの、その場 を維持する こと、あるい は個別
に来られた方の相 談に乗ること そのものには 、実は制度が あるのに、 これは自治体 の問題
かもしれませんが、現状、我々の近隣では出ていないのです。
では、今の御質 問の革新的手 法をどう定義 するか。私は 、例えばそ ういうところ にもう
少し安定的な使い やすいお金が つけば、彼ら 彼女らは物す ごい成果を 出し得ます。 それは
明らかに成果を出 せます。例えば、DV の被害者と いう社会的課 題。これ は既に社会で 認知、
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まだまだ十分では ありませんが 、ある程度、 認知されてき た。それは 現場の支援活 動があ
って、初めて概念 が出てきたと 思うのです。 それまで、困 っている人 がいるだけの 段階で
は、そんなものは 痴話げんかで はないかと言 って、公的な 、社会的な 課題ではなか った。
それが今や法律にまでなった。
そういった課題 を発見し、そ れに取り組み 、何らかの解 決策を提供 する。それは 今、た
またまDVの被害者 支援という例 を挙げました けれども、あ らゆる分野 で、いろんな 分野で
NPOがやっています。私 は、そのこと自体 が十分革新的 なのではな いか。そこに多少 のお金
がつけば、今の倍 や３倍の成果 を彼ら現場は 生み出せる。 それは私、 確信を持って おりま
すので、ちゃんとしたお答えには十分なれていませんが。
○横田氏

一言で 言えば、排除 を再生産して いる状況を変 えるという ことが革新的 だと思

います。せっかく 制度はかなり いろいろある のです。それ が周知され ていない、使 われて
いないことが問題 で、一歩、民 間の工夫によ って使いやす くすれば、 既存の制度で 救える
部分はたくさんあ る。それが行政 だけがやっ ていると届い ていない部分 を届けるだけ でも、
相当の税金を投資 していること に対する価値 をさらに上乗 せするので はないかなと 思いま
す。
以上です。
○岸本専門委員

ありがとうございました。

済みません。司 会の不手際で 時間をオーバ ーしてきてし まいました ので、この辺 できょ
うの議論をおしまいとしたいと思います。
このセッション は中間支援の 立場からの議 論であったわ けですけれ ども、非常に 多様な
御意見が出されたかなと思っております。
どちらかという と、取り組む べき課題を絞 るというより かは、まさ に中間支援の いろい
ろな介入の仕方と いう観点から の御意見が出 たかなと思い ますので、ま た成果評価の 仕方、
伴走支援の仕方等 々について、 あるいはお金 の出し方その ものについ て、きょうの 問題提
起を受けて審議会の中で議論をさせていただきたいと思います。
どうも、報告者の皆様、ありがとうございました。
○安部氏

済みま せん。私、最 後に一言言い たいのですけ れども、ち ゃんと中間支 援団体

に対するガバナン スといいます か、そこがち ゃんとよりブ ラッシュア ップされてい く仕組
みがあったほうが いいと思いま す。それがな いと、中間支 援団体はお 金をもらって 、それ
に何か適当に流し ているだけで というふうに 一応なってし まうので、 ちゃんとそこ が自立
的に成長していく 、中間支援団 体に対する強 い牽制が入っ ていくよう な仕組みがあ るとい
いのではないかなと思っています。
○岸本専門委員

ありがとうございます。
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