
 

 

 

シビルフォーラム（第１回） 

 

建設分野におけるＮＰＯ、技術者集団の役割 
～建設技術者の社会貢献・自己実現とＮＰＯの活性化を目指して 

 
 

平成２１年２月５日 
東京・土木学会講堂 

 
 

報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＰＯ法人 ＩＴステーション「市民と建設」 
ＮＰＯ法人 温故創新の会 

NＰＯ法人 国境なき技師団 
ＮＰＯ法人 橋守支援センター 
ＮＰＯ法人 人と道研究会 
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 開催概要 
 
建設分野に関わるＮＰＯ法人５団体はこのほど、土木・建設分野の技術者、ＮＰＯが連携・

協働を進めることを申し合わせ、連絡組織「シビルフォーラム」を組織した。その第１回フォ

ーラムは、５団体の共催により以下のように行われた。開催状況、討議内容などの要旨を報告

書としてまとめる。 
 

□ 第１回シビルフォーラム  

建設分野におけるＮＰＯ、技術者集団の役割 
   ～建設技術者の社会貢献・自己実現とＮＰＯの活性化を目指して 

 
日 時  平成２１年２月５日午後１時半～５時 
場 所  東京・土木学会講堂 
対 象  建設関係者、建設関係ＮＰＯ、市民活動関係者、一般市民、学生 
参加者  約１１０人 
参加費  １,０００円（資料代として） 
 
主 催  ＮＰＯ法人 ＩＴステーション「市民と建設」 

ＮＰＯ法人 温故創新の会 
NＰＯ法人 国境なき技師団 
ＮＰＯ法人 橋守支援センター 
ＮＰＯ法人 人と道研究会 

後 援  土木学会 
事務局  ＮＰＯ法人 ＩＴステーション「市民と建設」 
     ＦＡＸ：０４７－４９３－２０８２ 
     Ｍａｉｌ：info@itstation.jp 
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□ 開催趣旨 
 土木・建設での技術者と各分野のＮＰＯ団体が集い、問題点を探り、今後の展望を見出すために

フォーラムを開催する。これを契機に、多くの土木技術者、特にベテラン技術者が社会参加をする

ことによってその能力を発揮し生きがいを感じるとともに、それを実現する場を提供する NPO団
体の連携がなされてその活動が一層活発になることを期待するものである。 
 
□ プログラム 
第１部    
基調講演  「建設分野におけるＮＰＯ、技術者集団の役割」 
 講  師  日下部 治 氏（東京工業大学教授，Ｐｈ.Ｄ） 

 
第２部    
パネルディスカッション 
「建設技術者の社会貢献・自己実現とＮＰＯの活性化を目指して」 
 

パネリスト 
日下部 治 氏（東京工業大学教授，Ｐｈ.Ｄ） 
清野 茂次 氏（ＮＰＯ法人温故創新の会理事長、工博） 
濱田 政則 氏（NＰＯ法人国境なき技師団理事、早稲田大学教授、工博） 
 花村 義久 氏（NＰＯ法人ＩＴステーション「市民と建設」理事長、工博） 

 
コーディネーター 
大林 成行 氏（ＮＰＯ法人地域の教育の文化を考え・行動する会代表、工博） 
 

第３部  
情報交換会 
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 第１部 

 

□ 開会挨拶   午後１時３０分～３５分 

    花村 義久 氏  （ＩＴステーション「市民と建設」理事長、工博） 

 
建設、土木分野に関わるＮＰＯの方々と知り合う機会があり、

話しているうちにみんなで一緒に勉強したいというご意見が多

く、とりあえず連絡会「シビルフォーラム」を設けた。そして、

ＮＰＯの問題点や将来のあり方などを話し合う際には、他分野の

ＮＰＯや一般市民も交えて多角的に話し合った方がいいと思わ

れたので、第１回目の今回はこのような公開フォーラムとした。 
具体的なことは今日の場でいろいろ話し合い、徐々に固めてい

ければいいと思うので、お願いしたい。ＮＰＯ関係者には活動の

連携を、それ以外の方にはＮＰＯへのかかわりを考えて頂きたい。 
東京工業大学の日下部先生には、ご多忙のところ基調講演をお

引き受けくださりお礼申し上げます。また、本日のフォーラム開

催にあたり多くの方々がお骨折りくだされ、感謝いたします。   
 

□ 基調講演   午後１時３０分～２時３５分 

「建設分野におけるＮＰＯ、技術者集団の役割」 
 
講 師  日下部 治 氏（東京工業大学教授，Ｐｈ.Ｄ） 
  

＜講師プロフィール＞  

東京工業大学大学院理工学研究科 土木工学専攻 教授、
土木学会副会長、ＮＰＯ法人国境なき技師団理事、専門：

地盤工学 研究キーワード：粒子破砕、基礎設計、物理

モデル等、土木学会論文賞、地盤工学会功労賞、「土と基

礎」年間優秀賞、国際貢献賞他受、賞、地域づくりの活

動については地域経営アドバイザー養成セミナー等で

「地域経営の視角とマネージメントの実際」、土木学会誌

で専門技術者資格への提言を行っている。 
 
＜講演要旨＞ 

具体的なＮＰＯ活動の課題などはパネルディスカッションで皆さんが詰めてくださると思う

ので、私はＮＰＯの役割など広い枠組みの話を申し上げる。 

 

目次 １．ＮＰＯの社会的存在意義 

日下部 治 氏 

（司会）比奈地 信雄 氏 

花村 義久 氏 
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   ２．ＧＯ、ＰＯとＮＰＯ、ＮＧＯの棲み分け 

   ３．建設分野のＮＰＯの守備範囲 

   ４．技術の伝承 

   ５．科学技術の役割と発展過程 

   ６．知識の拡大とＮＰＯの役割 

   ７．ＮＰＯへの具体的期待 

 

１．ＮＰＯの社会的存在意義 

    日本では、慈善、博愛等の利他的意識はあまり前面には出ないが、海外では、利他的意識を

前提にしながら、利益も強調している。 
日本では専門技術者を想定していると思われるが、海外では次世代に主要ターゲットを置い

ている。日本では目的がより限定的である。 
日本のＮＰＯは、医療・社会教育・まちづくり・子どもの育成などが主要活動分野であり、

社会貢献の場、自己実現の場を提供し、人的資源の有効活用の場としている。 
 

   まとめ  
・市民の自発的かつ自由な社会貢献活動を促進 
・行政の補完（行政との協働） 
・自由な発想で市民に社会貢献の場を提供 
・参加者に自己実現の場を提供（生き甲斐） 
・人的資源の有効活用（社会的効用） 
・次世代教育・伝承に寄与 
・参加者の便益 

 
２．ＧＯ、ＰＯとＮＰＯ、ＮＧＯの棲み分け 

    ＮＰＯ、ＮＧＯは必ずしもＧＯ、ＰＯと対峙しているものではない。 
     ○ＮＧＯ＝主に国際的な場で非営利目的の社会的な事業を、市民が行っている 
     ○ＮＰＯ＝主に国内の場で非営利目的の社会的な事業を、市民が行っている 

 
まとめ  
・ＧＯとＮＰＯ、ＮＧＯの関係（パートナーシップが本来の姿） 
・負の側面：ＧＯの下請けになるＮＧＯ、ＰＯの利益団体の隠れ蓑となるＮＰＯ 
・いかに社会の信頼感を獲得するか？ 
・活動のためにいかに資金を獲得するか？ 

 
３．建設分野のＮＰＯの守備範囲 

 公共事業への行政と市民の対立が際立ってきている。そこで、専門的知識を持つＮＰＯには、

政策決定者と市民の対立構造をほぐし社会的意思決定に参画する役割が重要になってくる。原

則市民側に立ち、専門技術・知識とコミュニケーション力で事業の公益性を市民に理解しても

らうよう下支えの役割がある。それには、ＮＰＯが健全な社会観、歴史観を持たなければなら

ない。 

    ○土木分野のコミュニケーション 
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・科学技術の情報伝達（防災、環境、社会構造、社会資本）計画・実施から維持更新まで 
・社会資本整備にむけた合意形成（意思決定と建設・マネジメント） 
・  市民   ⇔   ＮＰＯ   ⇔  政策決定者 
（納税者、生活者）   （対立をほぐす役割） 

 
まとめ  
・原則住民の立場にたつ。行政の下請けにならない 
・行政と市民の対立をあおるのではなく、専門技術とコミュニケーション力をもって対立構

造をほぐし、社会的意志決定に参画する 
・健全な歴史観、社会観をもつ 
 

４．技術の伝承 

  技術の伝承は非常に複雑な問題を含んでいる。技術者個人の知識量・情報量は時代とともに

変化しないが、世代ごとに技術伝承の内容が増加する中で、知識・情報を取捨選択し再整理す

る技術者とそれを受け継ぐ次の世代との役割分担が重要。 

    ○技術伝承の議論 
・誰に伝承するかという担い手論 
・何を伝承するかという内容論（知識・情報＋ノウハウ） 
・どのように伝承するかという方法論 
    

   まとめ  
・技術の伝承：３類型 

1. 物の再生産としての伝承 
2. 人の再生産としての伝承 
3. 知識・情報量が増加する中での伝承 

・科学技術の伝承：知識が拡大する中での伝承 
             常に取捨選択・再整理が必要 
             技術者の教育支援が必要  

・仕様設計は、物の再生産を可能に 
           形式知（言語化された「知」）に大きく依存、技術の伝承が容易 

・性能設計は、知識拡大の中の技術の伝承問題 
           暗黙知（言語化されない「知」）に依存（ベテランの活躍の場） 
           技術の伝承が難しい 

 
５．科学技術の役割と発展過程 

今日の科学技術は、発展が急速で、分野が複雑かつ細分化され、他分野との乖離が進むこと

により、総合的・俯瞰的視野が喪失されつつある。 

市民と技術者・研究者との対話、社会的ニーズとの調和が必要。 
 

まとめ  
・科学技術の知識波紋は急速に拡大し、同時に還元主義により分化も進んでいる。総合化（連

携と融合）が必要 
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・科学のパラダイムシフトによって科学はビジネス（ＰＯ）のため、Ｒ＆Ｄが国家戦略（Ｇ

ＯのＰＯ化）となり、成果主義が横行。研究開発の健全な進展の足かせ。非営利団体ＮＰ

Ｏの役割大 
 

６．知識の拡大とＮＰＯの役割 

  学会（研究者・実務者・行政者）と市民では、それぞれの立場により知識の広さ・深さが違

うため、相互のコミュニケーションが必要になる。 

  専門技術者と市民の連携によるＮＰＯの広範囲な知識・経験をもとに、市民との対話が重要。 

 

まとめ  
・社会貢献には市民との対話が重要 
・対話の成功は、市民意識との重なり合いが必要 
・広範囲な専門技術者集団との連携、市民との連携が不可欠 

 

７．ＮＰＯへの具体的期待 

まとめ  
・目的：ＮＰＯ参加への便益の明示 
・ベテランだけではなく次世代との連携の推進 
・行政や特定ＰＯの下請けイメージの払拭 
・社会的課題解決における役割：市民を納得させる専門性、行政と市民対立構造の回避、適

正な公共事業に関する民意形成 
・技術伝承における役割：教育支援と研究開発支援、学問技術の取捨選択（ＳＯＡ） 
・ＧＯのＰＯ化に伴う適正な科学技術振興の推進 
・過度の還元主義を補完する教育参画と学術融合の推進 

 

フォーラム会場の全体風景 
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 第２部 

 

□ パネルディスカッション 午後２時５０分～５時 

    「建設技術者の社会貢献・自己実現とＮＰＯの活性化を目指して」 

 
コーディネーター 
大林 成行 氏 
ＮＰＯ法人地域と教育の文化を考え・行動する会代表、ＮＰＯ法人「 E&C フォーラム」理

事長、東京理科大学名誉教授、中国新彊大学名誉教授、香川短期大学客員教授、工学博士（東

京大学）、技術士（建設部門）、特別上級技術者（総合、土木学会）  

建設コンサルタンツ、東京大学生産技術研究所等を経て、

2002 年 3 月まで東京理科大学理工学部で教授、研究所所
長を歴任しながら地形情報処理工、土木計画学、建設ロボ

ット、リモートセンシング等の分野で研究と教育に専念す

る。現在、内閣府総合科学技術会議のフロンティア分野

PT 委員や国土交通省の建設工事事故対策検討委員会委員、
技術研究開発評価委員会委員、大規模自然災害時の初動対

応における装備・システムのあり方検討委員会等を兼務し

ながら、香川県環境アドバイザーなどを通じて地域の活性

化活動に専念している。 
 

 パネリスト 

日下部 治 氏 
 上記略歴参照 
 
清野 茂次 氏  
ＮＰＯ法人温故創新の会理事長、㈱オリエンタルコンサルタンツ相談役名誉会長、技術士（建

設部門）、工学博士、土木学会特別上級技術者、土木学会名誉会員  
科学技術創造立国を実践面で支援するため、第一線を退いた技術者が保有する知識・技術・ノ

ウハウを次世代に継承することを中心テーマに、首都圏を中心に指導、助言、講演等の活動を

展開している。それまでの建設コンサルタントの発展における貢献が認められ黄綬褒章受賞を

受賞した。著書に「インフラコンサルタント物語 －土木技術者として生きた 50年－」 
 
濱田 政則 氏 

NＰＯ法人国境なき技師団理事、早稲田大学理工学術院教授、土木学会前会長、地震工学会
次期会長、日本学術会議会員 専門：地震工学、防災工学 
大成建設㈱、東海大学海洋学部教授を経て現職。早稲田大学で地震・防災工学を指導する傍ら

土木学会等の委員会で国内外の地震被災地を調査し、地震防災に貢献している。また海外調査

を通じ、地震防災の我が国の高い技術力を海外で役立てるため、上記 NPOの設立を提唱し、
建設技術者を募り多彩な活動を展開している。 

  大林 成行 氏 
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花村 義久 氏 

NＰＯ法人ＩＴステーション「市民と建設」理事長、㈱日本技術開発監査役、国士舘大学非
常勤講師、工学博士、技術士（建設部門） 
市民参加による国土づくり、まちづくりの推進・支援を中心テーマに活動するとともに、地元

船橋では、船橋市行政パートナーとして市民協働の仕組みづくり・推進、NPO 法人サポート
ふなばし理事として音楽のまちづくりなどを行っている。著書に「グラフィックソフトの標準

化体系とインプリメント事例」（監修、執筆） 
 

 

＜討議要旨＞ 

 

１.  どのような趣旨、内容のＮＰＯ活動をしているか順次発言。 

 

清野氏：団塊世代の大量退職によって戦後激動期の新しい国

づくりで積み重ねられた貴重な技術が途絶えることを心配

して、０７年に「温故創新の会」を２４人で創設した。まだ

実績は多くないが、我々は土木に限りない魅力を抱き、何も

無いところから計算尺、三角スケール、そろばんですべて工

夫して作り上げた。ＩＴ時代の今の若い世代の発想とは違う

ところが多いが、参考になることが多いはずだ。計算尺は３

桁の世界で、コンピューターよりはるかに桁が少ないが、土

木にはむしろ全体を把握したり限界を見極めたりするのに

都合がいい。 

 

花村氏：公共事業の多くが市民の反対運動でスムーズに進まず、行革論議の中でマスコミがしき

りに公共事業不要論を展開することに強い疑問を感じ、建設技術に携わる民間技術者仲間で「Ｉ

Ｔステーション『市民と建設』」を立ち上げた。当面、行政への市

民参加を進めるお手伝いに最も力を入れている。毎年１回識者や

ＮＰＯ関係者を招いてフォーラムを開き、社会基盤整備にあたっ

てどう市民の合意形成を進めるか、などのテーマで討議。公共事

業の重要性、魅力を知ってもらいたく、地域ごとに市民アンケー

トで「橋の魅力百選」を選んだり、身体障害者施設のバリアフリ

ー度を調査評価したりしている。また、学校が地域の拠点になる

よう、校庭開放校での芝張りやビオトープづくりを子どもや父兄

と一緒に楽しんでいる。 

 

濱田氏：土木学会からスマトラ沖地震・津波の被害調査に出か

けた際、住民の４分の１が亡くなったアチェ町の惨禍があまり

にすさまじいのに呆然としてしまった。災害に対して研究者も

これからは被災地への直接的な支援に踏み切るべきではない

かと考えていた折だったので、土木、建築学会有志に諮りＮＰ

清野 茂次 氏 

花村 義久 氏 

濱田 政則 氏 
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Ｏ法人「国境なき技師団」を発足させた。国や関連機関の支援を受け国内とアジアを中心とした

海外の自然災害による被災地復旧、復興支援、耐震診断、防災教育、政策提言などに約１３０人

が参加している。活動の持続発展には若い世代の参加が不可欠なので、早大と京大生に防災教育

支援会をつくってもらって協働している。アジアを中心に活動を展開しているのは、２０年間の

自然災害による世界中の死者約８０万人の８割以上がアジアで占められているからである。 

 

 

２.  ＮＰＯを設立運営する上での困難 

パネリスト： 

・財政的な困難により組織整理が遅れている。 

・海外に行く際には常に安全の問題がつきまとう 

・若い人が総じて多忙であり、技術を継承してもらえる人を見つけにくい。 

・連携がなければできない（ex 防災問題などは社会問題と同時に進めなくてはなし得ない） 

・土木という大きな分野に対して自分たちの数が少ないため、連携することから始まる。 

・公共事業を相手にしているので、個人で支援をお願いするより集団の方がよい。 

 

３.  省庁が災害地へ派遣することについて、国民は各団体の連携がとれているのかという見方

をしていることについて 

パネリスト： 

・地域の幸福論を考えなければならない 

 

４. 日本政府が災害地へ技術者を派遣する場合の連携について 

  パネリスト： 

 ・多すぎる災害地への派遣。国交省、外務省、その他組織がバラバラに実施という方向になっ

てきている。 

 ・それぞれの行政がもっている目的意識の違いをお互いが認識し、それをまとめる体づくりが

必要である。連携によって解決度が増す。 

 ・協定を結んでいる行政もある。そういう事例を積み重ねていかなければならない。 

 

５. ＮＰＯにおいて、どうすればベテラン技術者に活躍してもらえるか 

パネリスト： 

 ・ベテラン技術者はたくさんいるが、ＮＰＯに積極的な人は少ない。 

 パネリストの方々 
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 ・具体的な話になり責任論までの話になると、仲間が減っていく。 

 

６.  ＮＰＯ運営の上でどの様なことに気をつけていけばいいか 

 パネリスト： 

・ベテラン技術者は意外と自分の才能、技術、経験、知識を活かしていない。 

・もともと建設技術者でも、必ずしも技術、経験、知識などが活かされることのないＮＰＯに

参加しているケースが多い。 

・資質よりも変わることが大切。 

・価値観を変えないと地域に入っていけない。 

・名刺などにこだわるのは恥ずかしいことである。 

・日本の優れた技術者で能力を活かしたいと思っている人は多いけ

れど、地域社会の浸透ということでは欠ける面がある。海外へ技

術普及に行っても、やや地域連携に欠ける。 

・コミュニケーションの不得手は教育の怠慢によるものであり、教

育が見直されてきている。 

・市民が行政に失望している部分がＮＰＯに期待される部分である。 

 

７.  ベテラン技術者は能力と関係のないＮＰＯに所属していて、誇りを維持できるのだろうか 

  パネリスト： 

・ベテラン技術者だからどこへでも行けるわけではない。 

 ・地域に根を下ろす、自分たちが地域をつくるという、技術を活かす土俵はできている。 

 ・プロフェッショナルを地域の財産として大切にしていくべき。 

 ・地域をよく知っている人をリーダーとして、活躍してほしい。 

 ・海外渡航をお願いすると本人は良くても、家族が反対ということもある。 

 

８.  それぞれの地域のキーマンは既にいるのだろうか。 

 パネリスト： 

・知識レベルの高い人に「市民活動したいですか、ボランティアしてみたいですか」と尋ねた

ところ、ＹＥＳ６０％で、そのうちやっている人１０％、過去にやったことのある人２０％

という割合。 

 ・やりたいと思っているけれどやっていない、というのが現状。 

 ・やりたい人を吸い上げていって、社会に貢献すべき。 

 ・コミュニケーション能力あるキーマンがいると栄える。 

 ・組織的に何かを展開するとなるとなかなかうまくいかない。 

 ・支部を作っていきたい。 

 

９.  今後の地域の問題 

 パネリスト： 

 ・個人対象でも企業対象でも出前講座を開いて、継続すれば運営資金が集まる。 

  

会場の意見： 

 ・税体系を変えなければ。地方自治体にしても、住民が駄目になる金遣いをしていいのか。お

日下部 治 氏 
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金の配分を医療などに使うべき。道路特定財源、年金にしても、官

が民のために働いていない。 

・無報酬という運営ではダメだと思う。利の体系をつくっていかなけ

れば。単なる慈善活動では先がないのでは。 

・今は力学もわからない若者もいる。教育の見直しが大切。 

  

パネリスト：上記会場の意見に対して 

 ・資金の運用は大事な課題。基本的に日本では寄付の土壌が少ない。寄付の土壌をつくり、ど

うやって調整していくかがこれからの課題。そのためにも税制が変わらないといけない。 

 ・建設系ＮＰＯなので建設産業に支援していただきたいが、建設産業も社会貢献などを掲げて

いるけれど、実際ほとんどの会社が支援金を出さない。我々の活動が建設産業に役立つメリ

ットがなければ、支援金を出さないのも当然のことである。 

 ・スマトラの地震で現地へ行ったときに、建設産業との連携がとれなかったばかりに、最初に

企画を提案したにも関わらず、実行にあたってアメリカに先を越されたことがある。連携す

ることにより、そういった情報も共有して日本全体のメリットにしていかなければならない。 

 ・世論を管理するため、マスコミとの懇談会など、マスコミを利用して発信していきたい。 

 

１０. 運営資金調達方法について 

 コーディネーター： 

資金問題について、支援を個々のＮＰＯで申請すると難しいが、県全体のＮＰＯで申請す

るとそうでもない。また、指定寄付という制度で寄付は受けやすくなるなどあるが。 

  

パネリスト： 

 ・資金問題については苦しい。 

 ・日常はボランティア、企業に申請。 

 ・いつまでも支援に頼るべきではない。 

 ・採算のとれた形を基本として行きたい。 

 

１１. 成果をあげることの幸せを伝えることができるか。 

     ＮＰＯの活動方針を伝える理念はあるか。 

 パネリスト： 

・自己実現できる場をつくり上げていきたい。自己実現は、職業の延長でなくていい。 

 ・特に若い世代に仲間と刺激しあい成長する喜びを伝えたい。 

 ・活動内容を伝えることは重要。ＨＰなどに頼ってばかりでなく個人的な接触の中でも広めて

いきたい。 

 ・報告会、セミナー、マスコミを利用、地道にやっていくしかない。 

  

会場の意見： 

 ・今回のようなフォーラムは１回だけでなく、継続が大切。 

 ・今回のお話を聞き、ＮＰＯはベテラン技術者のためだけにあるのかという気がした。若い方

がやっている成功事例をもっと教えていただきたい。 

 ・公正さ、社会的に認められるためにも公の立場か民の立場か、ＮＰＯの立ち位置をはっきり

（質問者）渡瀬 英哉 氏 
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しておかないと信頼が失われる。 

  

パネルディスカッション総評 

最大の課題として共通していたのはやはり、活動資金の不足。公的支援を受けている「国境なき

技師団」にしても、国などの予算が単年度主義なので長期計画が立てられないこと、建設関連産業

からの支援も海外向けとなると不況のせいばかりでなく熱意が足りないと訴えていた。 

 

建設分野は事業が広範な割にＮＰＯ活動は多くないこと、同志が集まりにくいこと、特に若い世

代の関心をどうひきつけるかで苦労している点も各団体の悩みである。失われそうな建設技術の伝

承に力を入れようとしても若い世代にその価値を理解してもらうこと自体に苦労するとの声も出

ていた。 

 

活動の持続発展にはまず同様分野の連携が決め手になるとして今度のシビルフォーラム企画に

なったことが披露された。同時に、行政だけでは住民の多様できめ細かいニーズに対応し切れなく

なっている現状では、多様なＮＰＯの連携が地域の幸福にも不可欠になっていることが指摘された。 

 

同様に行政とＮＰＯの連携も重要なことが改めて確認されたが、行政側にＮＰＯを安上がりな下

請け視する態度がなくならないどころか増えているところもあること、中国・四川地震の復旧・復

興支援など各省庁がばらばらに手がけているなど連携が足りないこと、海外で積み重ねたＮＰＯや

民間企業の支援実績が国のフォロー不備で日本の評価につながらないことなどへの不満が述べら

れた。 

 

一方、ＮＰＯ活動の盛り上がりには参加者の自己実現が大きな力になることは各団体が再確認し

たが、会社人間が定年後にいきなり地域活動をしようとしても無理があること、会社での肩書きや

過去の実績に対する誇り驕りが強すぎるケースが依然少なくないことなど参加者の意識改革の難

しさもしばしば問題とされた。 

 

しかし、少子高齢化や経済危機など国や地域の課題も山積している折、国づくりまちづくりで専

門的知識・経験を持つＮＰＯの役割はますます高まると予測されている。特に、戦後日本の国土経

営を仕切ってきた全国総合開発計画に代わる新しい国土形成計画がスタートし、ＮＰＯも重要メン

バーとなる「新しい公」が地域計画の主役になる流れとなった今日だけに、今後ともお互いにシビ

ルフォーラムでの連携を深め、新たなメンバーも増やしていきたいという点で意見一致した。 

 

□ 閉会挨拶 

本日は、ご多忙ななか、多数の方にお集まり頂き、ありがとうございまし

た。日下部先生の簡潔で明快な基調講演や大林先生の具体的な経験を基にし

たコーディネートにより、会場からも活発な意見が出されたことに本日のこ

の場を設けた意義を感じます。今後についてはまだ決定していませんが、こ

のような場をより発展させる方向で連携を図っていくことがＮＰＯをさら

に価値あるものにすると考えています。皆様のますますの発展を祈って本日

の会を閉めさせて頂きます。 （閉会挨拶） 横溝 幸雄 氏


