
とから特定非営利活動法人
に対する監督においても行政
の関与を極力抑制していま
す」とあるように、行政はボラ
ンティアなど市民の自由な社
会貢献活動を信頼し、市民の
中で健全に活動が発展する

よう関与を抑制する姿勢をとってきました。初期のころ
は、大阪のＮＰＯ法人等と関わってきた大阪府の担当
者も、法の精神を踏まえ関与を抑制しておられる姿を
みてきました。ところが担当者が代わっていくたびに、
その精神が薄れ、認可の「準則主義」的色合い濃くして
いく様子を見聞きするようになりました。残念ながら
犯罪を引き起こすＮＰＯがでてきたことも抑制型に
なっていく引き金になった面もあるかもしれませんが。
仕事は引き継がれていきましたが、「理念」や「目的」の
持続・継承は薄まっていったようです。状況が変わった
面もあるかもしれません。しかし、法律がある限り、常
に法律の「理念」や「目的」に立ち戻って施策運用を考
える姿勢を失って、事務的厳密化を進めるようでは、
市民の自由な社会貢献活動の可能性が歪められ、行
政の「管理」の側面が目立つようになってしまうのでは
ないでしょうか。
　行政組織の変更、仕事の移管、定期的人事異動、常
勤職員の減少、経緯などのきめ細かな情報伝達・引き
継ぎのむずかしさなどから、担当が代わるたびに行政
の施策の解釈や方向が微妙に変化していくことはよく
経験してきました。それだけに、施策にかかわる行政ス
タッフも市民も、せめて施策の「理念」や「目的」に立ち
返ってみる機会を多く持ちたいものです。
　　　　　　　　　　　　　（代表理事   永田良昭）
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　法令には、前文や最初の条項に、それを定める「理
念」や「目的」が掲げられています。ルールをつくるに
は、そのルールをつくるにいたった時代背景や社会課
題・問題などがあり、その時代の社会の価値観を踏ま
えて、社会課題・問題などを解決するための「しくみ」
が法令の条文として並んでいます。
　そうした法令には、めざすものが「理念」や「目的」と
して謳われています。概していいことが書かれていま
す。日本国憲法をはじめ、たとえば教育基本法の前文
では、「我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳
を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、
豊かな人間性と創造力を備えた人間の育成を期する
とともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す
教育を推進する」と謳っています。何度読んでも素晴
らしい理念だと思います。しかし、教育の現実はという
と、理念と現実のかい離の大きさに唖然とします。残
念です。憲法さえそうなのですから、あたりまえではな
いかとの声もあるかもしれませんが。
　私たちが関わっているＮＰＯの世界でも、こうしたか
い離が起こっているようです。内閣府のＮＰＯホーム
ページには、「特定非営利活動促進法においては、情
報公開を通じて広く市民の監督下におき、市民による
緩やかな監視、あるいはこれに基づく特定非営利活動
法人の自浄作用による改善を前提にした制度であるこ

▶８月４日・５日／豊島公園にて

豊中まつり2012、きずなが運営した
市民ふれあい広場「虹のステージ」も
大盛況でした
　

▶市民ふれあい広場プチデータ
　出店：23団体、ステージ出演：30団体 豊中フラサークル「プアメリア」 フローレス・デュオ
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蛭子公雄 さん

きずな
人往来

だけでは実際の問題解決はできません。全人的なものが求められま
す。当事者の話をよく聞くことが大事なんです。この会に入ると実際
的なトレーニングができます。多くの人が専門性を磨いて卒業して
いって欲しい。全国的にこれだけ人材育成をしている会はないと自負
してます。運営は会費だけです。会の活動が商売になり、金でちょっ
とでも疑問を持たれることは駄目です。家賃のいる事務所は持たな
い。だから情報サロンの存在や豊中市の市民活動助成金制度は重
要でした。個性を発揮しながら自立・自律した活動をしてきた要因に
なりましたね。一切の営利行為を離れ、公益的立場を保つというこの
会の趣旨に賛同できない人、相談内容が脱線する人、自分だけが目
立ちたがる人などには厳しく指摘し合い、退会をしてもらうこともあ
りますよ。
Q. 現在のマンション管理の問題は？
　騒音問題や、管理会社のずさんな管理、理事長の独断等などあり
ますが、建物に対する知識と共同生活に対する知識、管理運営の仕
組みが全く分かっていない住民が多すぎるのが一番の問題です。理
由はマンションは特殊やからです。“鍵一つで自由な生活”という間
違った最初のマンションの宣伝が駄目。初めのボタンが掛け違った
んですね。国が建物管理だけ言ってきたことが問題でした。住民は
コンクリートは永久不滅やと思うてはる。まめにコツコツなおしてい
かんと権利は全うできないということが分からない。皆さんほったら
かしで人任せ、本当に目覚めた人はやりはる。管理会社と適正な関係
を築いて欲しいですね。結局、住民一人ひとりがしっかりしないと駄
目なんですよ。
Q. これからマンションは生き残れますか？　
　内と外、２つの意味でマンションのコミュニティの形成が問題解
決に大事と思ってます。よそよそしいマンションではなくてコミュニ
ティを形成することが大事です。基本はまず顔見知りになること。そ
れがないために心が通わない、悪い方に悪い方に行く。広報出すの
も勧めます。防犯、花づくりなどの環境整備は、マンションに一番欠
けているところです。とりあえず「周りの人が居るねんで、隣の部屋の
人ともの言わなあかんねんで。挨拶が大事やねんで」と言い続けて
ます。もう一つは地域コミュニティに密着したマンションを目指すこ
とです。地域社会の中にいるという自覚がなくて「豊中市民ちゃう
ぞ」と我関せずの人が多い。マンションは地域とは関係がないと思う
のは大きな間違いですね。見知らん人がバラバラと散在して寂しい
世界になる。北摂は早いですよ。問題をクリアしてお手本にならない
と。

▶子どもの時は腕白で、草むらや淀川の河川敷で遊び回ってたそうです。字
を見るのも嫌いだったのに記事を書く新聞記者になり、そこからつながって
“マンションをコミュニティに”と活動される蛭子さん。穏やかな中に、 とこ
とん社会派の筋を通す骨太の情熱、現場を大事にする粘り強い記者精神が
今も逞しく活きていると感じました。「マンションは社会的資産ですから
もっと大事にしていかないと」と先を見通す目と、「結局は人」と言われる厳
しくて暖かい人間観が鍵ですね。「暇やったら園芸がしたい」がいつか叶う
ように！と祈ってますよー。　　                                                （鵜川）
　　　　　　

Q. 新聞記者をされてたんですね？
　市岡高校時代に自由闊達で反骨精神のある先生たちに影響を
受けたんでしょうね。正義感もあって、裸一貫で社会に向き合える
マスコミ関係に行きたいな、と思ったんです。ちょうど社会学部が
関学に新設されたので入学。卒業してすぐ朝日新聞に入社し、警
察、行政、デスクと担当しながら、49歳まで記者生活27年間。始終
ネタを探して歩いて、朝刊に間に合うように記事を練って練り上げ
て、寝る暇がないという猛烈記者でした。どんなことも表と裏があ
り、できるだけ真実に近づきたいという思いで、徹底して現場を歩
き関係者から話を聞く、資料を調べ上げて現状を把握する、表情
から真実を見抜くという姿勢で仕事してました。それが新聞記者
の基本ですから、職人としてのトレーニングと同じです。現在の東
京一極集中と違って、関西は大阪、京都、神戸等など支局が競い
合って切磋琢磨して面白かったです。
　今の活動でも、思ってることが言えない人の言葉を寄せ集めて、
思いを引き出していって相談にのるという姿勢でやってますが、
基本的に同じですね。記者時代もできるだけプラスアルファーの
記事を書くように心がけてました。
Q. マンション管理に関わる活動開始のきっかけは？
 　53歳の時に報道から離れて大阪本社の不動産管理部長に
なったのが不動産業務との出会いでした。55歳でビル経営・管
理、宅地建物取引業を行う関連会社役員に出向しました。その現
場を歩いて勉強し仕事をするうち、宅地建物取引主任者や防災関
連など資格を取得して不動産のプロとなりました。そのうちマン
ション管理に関するトラブルの解決という社会的ニーズが増えて
きていることが分かりました。そこで役に立てれば生きがいにつ
ながるだろう、自分の能力がそのまま活かせるだろうと、退職した
63歳の時に、マンション管理士の国家資格を取りました。士（さむ
らい）とつく限りは、知識の社会還元をしなくてはと考え、共鳴す
る5人の仲間と居住地の豊中で会を立ち上げたのです。現在では
会員は30人。全員マンション管理士資格があり、全国的にも珍し
いです。
Q. 豊中マンション管理士会がボランティアとして活
動される理由は？
　 「自分の住んでいるマンションは自分のもの」という権利意識
が持てない人が多く、管理会社の好きなようにされてます。まだ
社会がマンションの問題にそれほど目覚めていないのが現状で
す。まず問題を知ってもらうこと、そして会の活動を知ってもらうこ
とが必要なんです。それには顔が見える関係で相談にのることが
大事と考えて、市民活動情報サロンのステーション事業に応募し
て相談を開始しました。ボランティアということが周知されるよう
になって、信用されてきたのか、要望されて茨木や吹田へ出前相
談・セミナーをするようになりました。今では年間120件ほどの相
談があります。
　管理士の資格があって建物や法律的な知識があっても、それ

蛭子さんは会の立ち上げからコツコツと地道に活動を続けて
おられましたが、気がつけばサロンで開催される相談会はい
つも多くの相談希望の市民が来られて驚くほどの熱気に溢れ
ています。その秘密をお尋ねします。
HP：t o y o n a k a . m - k a n r i s h i . j p

豊中マンション
管理士会会長
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高齢者支援ネットはどのようなものですか？
▶ 我が国には年金、税金、遺言、成年後見制度など高齢者
に対する様々な制度があります。しかし、高齢者にとっては
「わかりづらい」ものがほとんどです。そこでこれらのことを
「わかりやすく」お話しながら共に学び、相談に応じる場を
作ることが市民サービスにつながるのではと、このNPOを
立ち上げました。現在会員数は２０名で有資格者（行政書
士、社会保険労務士、税理士、弁護士、司法書士、介護福祉
士等）と一般市民の方々です。

具体的にどのような活動をしているのですか？
▶ セミナーや無料相談会を開催しています。「遺言書の書
き方」「もめない相続」「成年後見制度とは」「相続税につい
て」「エンディング・ノートを書いてみよう」等のテーマで
行っています。
　今後のセミナーの催しの予定は次の通りです。
＊「相続、遺言の無料相談会」
　９月１３日（木）、１４日（金）／豊中市役所（中桜塚）
＊「相続税改正に備える」「遺言書の書き方」セミナー
　１０月２０日（土）／豊中市中央公民館（曽根東町）

活動を通じて感じられることは？
▶ セミナーや相談の後に、「もやもやしていたことが解決し
た」「自分の考えが正しかったことが確認できた」「今まで古
い知識にとらわれて行動していた」等のお礼の言葉を頂い
た時に、少しでも人様のお役に立ち、喜んで頂けているのだ
と感じられて嬉しいです。私たちも介護や相続など実際に
体験されたお話を聞かせて頂く機会もあり、大変勉強にも
なっています。
　

どんな問題点が見えてきますか？
▶ 相続や遺言の相談で、「体が動く５０代位から準備して
おけばよかった」「意識がはっきりしているときに手続きして
おけばよかった」「遺言書があれば兄弟姉妹が仲違いしな
かったのではないか」といった言葉を、
ため息交じりに残されていく方を多く見
てきました。高齢者自身の問題だけでな
く、時には家族間の大きな問題にも
なっているのです。相談できずに悩んで
いらっしゃる方がまだまだ多いのでは

と思います。
▶ 「高齢者法務支援ネット」という名前で、堅苦しい、難し
そうと敬遠されている部分もあるかも知れません。しかし、
読んで字の如く、高齢者を法務面で支援するNPOです。
「わかりやすく、わかりやすく、もっとわかりやすく」を基本
に、高齢者だけでなく、そのご家族も一緒にサポートしま
す。
　
今後に向かっての取り組みは？
▶ 営業力、広報力をつけていかなければというのが今後
の課題です。これからは「待つ」ということだけでなく、出
張セミナー、出張無料相談会なども行っていきたいと考え
ています。また地域や施設でのセミナー等にも、講師を派
遣しますので、ご相談ください。

高齢者（家族）に対してのアドバイスは？
▶ 今までの高齢者は、大家族に囲まれ、比較的恵まれた年
金のもと、安心・安全・信頼の中で過ごすことができまし
た。これからは核家族化からくる老々介護、単身高齢者の
増加による介護や身辺整理のサポート、年金受給額の減少
など、様々な問題が出てきます。安定した生活を送るために
も年金、税金、保険、介護、相続などの最低限の知識を持っ
ておいて欲しいです。
▶ 「うちは相続でもめることなんかない」「家族は言わなく
てもわかってくれる」本当にそうでしょうか？日頃から家族
と話し合い、言葉や文字に表してこそ、あなたの思いが届く
のです。相続や介護は、話しづらい問題ではありますが、誰
でも、どの家族でも必ず経験することです。皆が笑って過ご
せるように、先送りしたり、見ないふりをしたりしないで、家
族全員で携わっていってほしいと思います。

　　＊詳しくはホームページをご覧ください
　　　http://www.npo-shien.net /

◆知らなかったために「だまされた」「損をした」という話を
よく耳にします。「私に限ってそんなことはない」と思いがち
ですが、“備えあれば憂いなし”自分を守るためにも、いざと
いう時の備えを日頃からしておかなければならないと再認
識しました。　（吉村）

　ますます進む高齢化、それとともに高齢者を取り巻く生活環境も一段と厳しく
なってきています。（豊中市でも、H22年10月１日現在の高齢化率は22％、65歳以
上人口も、39万人に対し約８万６千人を占め、高齢者夫婦だけの世帯や、高齢単
身世帯も年々増え続け、この傾向はまだまだ続くものと思われます。）
　今は元気でも、これから先、何らかの不安を抱えている方々も沢山おられるこ
とから、今回は、この”高齢者”に視点を当て、今後に向けて何らかの参考になれ
ばと、「NPO法人  高齢者法務支援ネット」の有田進さんにお話しを伺いました。

　  

「NPO法人　高齢者法務支援ネット」
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▶「いろいろえんぴつ」へのご意見、ご感想をお寄せください
■特定非営利活動法人　とよなか市民活動ネットきずな
　〒561-0884　豊中市岡町北 3-3-10　TEL＆FAX 06-6848-8989
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編集後記

リレーでつなぐ

市民活動
曼荼羅

❻

足立郷志さん→ 岡崎麻子さん
　　（あゆみあいネット) ayumiai.net@gmail.com

  　　　　“うつ”の療養から社会復帰した2009年、東京であっ
　　　　　た「自殺多発場所における活動者サミット」に参加した。父の自
死に触れることを避けて、ずっと日常からほど遠かった「自殺」の問題が一気に
手の届くところへ引き寄せられた。「できることから始めたらいいんや！」と動き始め
ました。死にたい程の苦しみに遭遇した時、どこへどう助けを求めたらいいのか？そん
な時に人の助けを求められる状況なのか？自死が起きた後の遺族のケアや生活サポー
トは？「地域生活の中にそんな時のささえあうつながりやしくみをつくりたい！」だって、
自死は私たちの身近にあるのだから。職場の同僚や友人、親戚、恋人、家族・・「まさか
自死するなんて！」ということが起きる。大切な人の自死で残された人というのは、
実は自分の職場の同僚、友人、親戚、恋人、家族だったりする。身近な人に寄り沿う
ことから始めたい。私たち地域社会の人のつながりやぬくもりが、一番の医者
であり薬であるような気がするんです。だから「あゆみあいネット」を

ずっと育てていきたいと思っています。ご関心のある方、
一緒につながりましょう！
ご連絡をお待ちしています。

「日本辺境論」

内田樹
(新潮新書)
発行：新潮社
★★★★☆

　オリンピック熱気も落ち着い
たところで、｢日本｣論の本です。
話の流れは、縦糸に色々な論者
が語ってきた｢日本｣、｢日本人｣、
｢日本語｣などの紹介、横糸に著
者の｢辺境人＝日本人論｣が語ら
れます。縦糸には、「ほんとうの
文化は、どこかほかのところでつ
くられ…、自分のところのは、な
んとなく劣っているという意識」
(梅棹忠夫『文明の生態史観』)、
「私達はたえず外を向いてきょろ
きょろして新しいものを外なる世
界に求めながら、…自分自身は
一向に変わらない」(丸山眞男
『日本文化のかくれた形』)など。
横糸には、武士道や禅宗なども
引用、｢辺境民がその地政学的地
位ゆえに開発｣し、｢日本文化とそ
の国民性の深層構造｣に備えて
きた｢学ぶ力｣など。著者の提案
は、｢こんな国は歴史上、他に類
例を見ないし、それが今まで生
き延びてきている以上、こんな
変わった国の人間にしかできな
いことを考える方がいい。日本最
大の国力だった｢学ぶ｣力を失っ
た日本人には未来がない…｣と警
告します。　　　　　　　(平尾)

Q＆A：

A．
Q．
　　   認定NPO法人とは、NPO法人のうち、「一定の要件を満たしている」と所轄
　　   庁が認めたNPO法人を言います。個人が認定NPO法人に寄付した場合、
税制上の寄付金控除が受けられる、相続財産を寄付する場合、寄付分が非課税に
なる、などのメリットがあります。
　法人格を取得して1年以上の法人であることが条件ですので、任意団体の場合は
まずNPO法人の認証を受ける必要があります。その上で8つの要件をクリアして認
定が受けられます。
　NPO法は、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動とし
ての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的に
制定されました。現在4万を超える法人がありますが、任意団体も含めると公益活
動を行う団体は膨大な数にのぼります。会費や寄付はその活動を支える大きな柱
です。より多くの共感を得、賛同者を増やすためのしくみの整備として今回認定制度
が改正されました。単に寄付を増やすことを目的とするのではなく、行政の価値観に
左右されない多元的で自由な活動を推進、情報公開制度
を重視し、市民監視により公益性を担保し、寄付の促進の
ため、認定NPO法人制度がある、という趣旨を理解の上、法
人格取得、認定取得に臨んでほしいと願います。

認定NPO法人になると寄付が集まりやすくなると聞きました。

まだ任意団体ですが、認定を取得するのはどうしたらよいですか？

認定NPO法人を取得するには？

炎天下を木陰のない道を歩くの
は結構大変。同じ暑さでも、緑の
木陰を歩くのでは感じ方が違う。
公園の樹木や、歩道の街路樹の下
は、くつろぎ避暑する人が自然に
集まり、雰囲気も格段に良くなる。
豊中駅の周りは本当に木陰が少
ない。豊中駅に帰ってくると緑の
樹に囲まれる、そんな夢を見るの
は真夏の夜だからか。　　　（う）
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