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ＮＰＯによる公共施設の管理・運営の先駆け 

～八王子市・長池公園自然館～ 
 

富永一夫（とみなが・かずお） 

 

１９５２年広島県生まれ。専修大学経営学部卒。二一年間勤務した日本テトラパック（株）を１９９９

年に退職し、特定非営利活動法人「ＮＰＯ・ＦＵＳＩＯＮ長池」理事長に就任。都の「心の東京革命」

審議会委員、水道事業経営問題研究会委員、健康推進プラン21 評価推進委員会委員も務める。

著書に「多摩ニュータウン発 市民ベンチャーＮＰＯ『ぽんぽこ』」、「ｅコミュニティが変える日本の未

来 地域活性化とＮＰＯ」など。 

 

 

２００３年９月２日、改正地方自治法が施行されました。この改正により「公の施設」＊１を地方公共

団体から指定を受けた「指定管理者」が管理できるようになり、指定管理者には議会の議決を受け

れば特段の制約を設けないということになりました。このことによってＮＰＯや株式会社でも公の施

設の管理者になれるようになったのです。 

ところが八王子市は、これに先立つ２００１年の３月市議会で、今回の地方自治法改正を待たず

して「公共的団体」＊２にはＮＰＯも含まれるという見解をもとに「長池公園自然館（以下、自然館）の

管理・運営を、特定非営利活動法人エヌピーオー・フュージョン長池に委託する」という内容で八

王子市公園条例の改正案を議会に上程し議決を受けました。まさに、今回の地方自治法改正を先

取りした大英断でした。 

 本稿においては、この大英断の経緯やこれまでの自然館の活動を検証しながら「指定管理者制

度」という“官から民へという新しい時代を導き出そうとする制度”を人の幸せのために用いるにはど

うしたらいいのか、を読者のみなさんと考えていきたいと思います。 

 

１．なぜ市は「ＮＰＯ ＦＵＳＩＯＮ長池」を自然館の管理・運営者に選んだのか 

 

 どうして八王子市は「ＮＰＯ ＦＵＳＩＯＮ長池」をこの自然館の管理・運営者に選んだのでしょうか。

また、それはどういう理由で、どのように判断されたのでしょうか。 ＮＰＯ ＦＵＳＩＯＮ長池は、「せせ

らぎ北」＊３という１１０世帯の団地に１９９４年４月に引っ越してきたお父さんたちの地域活動がその

                                                   
＊１「公の施設」とは、地方公共団体が設ける「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供す

るための施設（地方自治法第二四四条１項）」をいう。 
 
＊２改正前の地方自治法は、第二四四条の二３項で「普通地方公共団体は、公の施設（中略）の管

理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的
団体に委託することができる」としていた。 

＊３都市基盤整備公団が１９９４年に分譲した団地。 
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原点です。１９９５年８月に「平成狸合戦ぽんぽこ」というスタジオジブリのアニメ映画の上映会を開

催したことに始まり、現在では長池地域を中心に約１０，０００世帯を活動地域とするまでに発展しま

した。もしかしたら「狸に化かされた人間」の活動かもしれないと思うほどのスピードで急速に発展し、

１９９９年１２月のＮＰＯ法人設立まで一気に成長したのです。このお父さんたちの地域活動は、最

初に母親や子どもたちに支持され「地域に帰ってきたお父さんたちの活動」と評され、その原点か

ら「ぽんぽこ活動」と呼ばれるようになりました。そして、この活動は多摩ニュータウンに関心をもつ

学者や有識者の関心を呼んで数々の論文に引用され、さらに、ミニコミ紙から大新聞・テレビに至

るまでが「地域のいい話題」として報道してくれたのです。経済企画庁２０００年度「国民生活白書」

にも掲載されています。つまり、先の八王子市の判断の前提には、こうした地域での人気（評価）と

活動実績がＮＰＯ側にすでに存在していたことがありました。 

一方で、八王子市側からすれば、この行政負担をまったく期待しない「自立した地域活動」に新

しい時代の息吹を感じたのでしょう。特に八王子市の幹部には、この「自主・自立」かつ「敵対関係」

をつくらない、きわめて全方位に友好の輪を広げようとする活動の可能性に、好感と期待をもって

いただけたのではないでしょうか。“FUSION”とは融合という意味であり、多くの人々が溶け合うよう

に仲良く融合し助け合って生きていくことを願って都市基盤整備公団の方がつけてくださったミニ

コミ紙の名前から採用させてもらいました。 

こうしたなか、２００１年１月に「八王子市公園緑政課ですが、長池ネイチャーセンターの管理・運

営のことで少々ご相談があります」という一本の電話が入ったのです。この電話が市役所の方から

かかってきてからNPO FUSION 長池に関するさまざまな問い合わせが始まりました。市では既に行

政組織としての具体的な検証も大詰めを迎えているようでした。まず、どうしていままでどおり第三

セクターにしないのかという既存の判断から議論は始まったようです。詳しいことはわかりませんが、

これは意外とすんなり「もう第三セクターだけが選択肢ではないだろう」という意見が大勢を占めて

議論が進められたと聞いています。また、地方自治法の「公共的団体」に「NPO 法人」が入るかとい

う疑問もあったようです。これは内閣府 NPO 担当から「NPO 法人を加えるべきであろうが法的根拠

が弱いので議会で議決したらどうだろう」という非公式回答があったように聞いています。そして、長

池地域では NPO FUSION 長池の人気が高かったこともあって、自然館の管理・運営を委託する議

案が２００１年３月の八王子市議会に上程され可決されたのです。 この一連の流れからわかるとお

り、八王子市の幹部の判断は、黒須隆一八王子市長が２００１年７月１日の自然館オープニングに

寄せたメッセージに「この意思決定の理由と目的は、地域貢献型のＮＰＯ法人に委託するほうが地

域住民にとってより使いやすく、住民の方々のボランタリィな協力を得やすくなるとの判断からで

す」とあることに総括されるように思います。八王子市の幹部は高度な見識と時代の先見性をもって

「自然館の管理・運営をNPO FUSION 長池に委託したらどうか」という着想をもち、それを行政組織

が検証して、八王子市議会が議決して賛同の意を明確にしたのです。これは結果論かもしれませ

んが、この一連の動きの中に、指定管理者を選定するときの具体的な手順が現れているように思い

ます。 

①大前提として自主・自立した活動をしている組織と人が存在すること。②その活動が地域です
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でに一定の評価（人気）を得ていること。③行政トップが自らリスクを負って判断のきっかけをつく

ること。④その判断を行政組織が検証すること。⑤その判断と検証結果を議会が審議して議決

すること、等々です。 

 

２．ＮＰＯ ＦＵＳＩＯＮ長池は、市の期待に応えられたのか 

  

 管理・運営を受託したＮＰＯ ＦＵＳＩＯＮ長池は、その後はたして八王子市の期待に応えることが

できたのでしょうか。今回の地方自治法改正が求めるものは、「行政コストの削減」と「市民サービス

の向上」にあることから、この２つの目的に沿って検証してみましょう。 

 まず「行政コストの削減」ですが、これは単純です。行政が直営するときの人件費と委託したとき

の人件費を比べてみればすぐに判断できます。しかし、単純な「人件費」という金額だけで判断す

るのは間違っています。つまり、行政が直営するときの人件費が１００で、委託した場合の人件費は

５０なので評価できるという単純判断ではないということです。常に、かけた人件費でどれだけの効

果（市民サービスの向上）を得たか「費用対効果」の物差しで判断することが重要です。そうしない

と単に「人件費が安い」ということだけで指定管理者を選定することになってしまいます。 

では、NPO FUSION 長池は「市民サービスの向上」という効果をあげることができているのでしょ

うか。この困難な問いかけに明快な答えが出せるように、２００１年７月以降「痩せるような想い」で施

設の管理・運営にあたってきました。そうしなければ結果的に「指定管理者制度に先駆ける」ことに

挑戦して頂いた多くの方々への信義と恩義に報いることはできないとの想いで懸命に活動したの

です。そこで、考えたのは「多くの市民の方々に喜んで頂きたい」という想いをどのような方法で示

すかということでした。以下、我々の実践を検証していきます。 

■“日常的に行ってみたくなる施設”に 

悩んだ末に出した結論は単純でした。まず、自然館に来てくださる方々の人数で評価すればよ

いと着想したのです。２００１年７月の新規開館前に、八王子市公園緑政課（当時）の職員と来館者

数について相談をしました。そのときに、担当の方の口から出た数字は、月間約５００人でした。こ

の数字がその後も何となく一つの目安になったのです。結果は、月間約５０００人平均です。ＮＰＯ 

ＦＵＳＩＯＮ長池の正会員数は数十人なので、明らかに会員に偏ることなく多くの住民に楽しんで頂

いていると思います。自然館という体験学習施設を“目的のあるときにだけ行く特殊な施設”にする

ことなく“日常的に行ってみたくなる施設”にするよう活動してきたことを、地域住民がリピーターとし

て常に来館するという行動で評価してくれたのではないでしょうか。このことを可能にしたのは「こん

にちは」「ありがとうございました」とあいさつをする、スタッフの人間としてあたりまえの行動でした。 

■地域住民の協力 

 黒須市長は先のオープニングに寄せたメッセージのなかで、ＮＰＯ ＦＵＳＩＯＮ長池に委託する目

的として「地域の住民のボランタリィな協力を得る」ことを挙げています。多くの住民が来館してくだ

されば、かならず「心あるボランティア・インストラクター」が地域から湧き出でて、自然館を善意の心

で満たしてくれるという確信が我々の中にありました。２００１年１０月に、阿部さんという女性の方か
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ら「子どもたちのために工作を自然館で教えさせてくれませんか」という持込み提案があったことが

きっかけで「自然館の体験学習」が始まりました。この活動では、地域のシルバー世代や主婦の

方々が主役です。この自主的な活動の源流はもちろん「ぽんぽこ活動」にあり、地域で活動してみ

たい人たちをアシスタントではなく主役にしよう、自然館や NPO のスタッフは黒子として“やりたい

人”を応援しよう、と「みんなを主役にする活動」を標榜してきたNPO FUSION長池の活動の真骨頂

にほかなりません。 

 現在、自然館での月間ボランティア時間は延べ１０００時間を超え始めています。このボランティア

時間を NPO が受託する場合の指定管理者の評価条件にしてはどうでしょう。黒須市長が期待され

たのは、この対価を要求しない健全なボランティア活動ではないでしょうか。しかし実際は、このき

わめて手のかからない「持込み企画のボランティアの方々」を応援することでも、自然館のスタッフ

にはそれなりの能力が要求されますし、地域への広報活動や問い合わせ対応といった負担も発生

します。それを有償スタッフの延べ月間七〇〇時間程度の労働で、かつ「パート労働並みの人件

費」で支えることの困難さも評価して頂きたいものです。 

■民間企業からの支援 

 公の施設の管理者かつ NPO 法人としての中立性を担保しつつも、民間企業からの有益な支援

を頂いていることも重要な評価の指標となるのではないでしょうか。 

 一例としてスタジオジブリからの協力を報告します。２００１年７月の自然館オープンと管理・運営

を受託することが決まったことを報告するために、同年４月にスタジオジブリを訪問しました。そこで、

かねてからお願いしていた「平成狸合戦ぽんぽこ」の原画（コピー）の自然館への寄贈を改めて要

請しました。その時は「千と千尋の神隠し」の製作が遅れているときだったにもかかわらず「夏休み

までには寄贈しましょう」と言って頂いたことに、今も感謝の念をもち続けています。このことで NPO 

FUSION 長池と自然館は、まれにみる財産を手に入れたことになりましたし、多くの住民の方々に

常設展として喜ばれ評価して頂いています。一方でスタジオジブリにとっても「ジブリ美術館の小さ

な別館としての自然館」、「平成狸合戦ぽんぽこのふるさとである多摩ニュータウンへの恩返し」、

「スタジオジブリのアニメ映画人気の下支え」等々のメリットがあることも事実でしょう。しかし利用者

の方に肯定的評価を頂けることを判断基準にして、これら民間企業からの支援を受け入れる姿勢

も評価されてよいのではないでしょうか。 

 他にも▽『カゴメ』からは、毎月ジュースの試供品の提供を受けていますし、▽『コルトーナ多摩』・

『明治乳業』・『文芸印刷』・『クリーンパパ』は、NPO FUSION 長池の広報誌である「ぽんぽこかわら

版」に広告を出すことで貢献してくれていますし、▽多摩市の企業である『アストラ』がパソコンを二

台提供してくれ、▽八王子市の企業である『エイビット』が、「インターネット放送で三六五日体験学

習に挑戦」に貢献するためにインターネットライブカメラを始めとする機材を提供してくれたり、『エ

ーデン』が自然館内ＬＡＮケーブルを提供してくれたり、『ウインズ』が情報システムサポートのため

に週に一回以上来館してくれたり、『ガーデン 36℃』が自然館の周囲のガーデニングを提供してく

れています。 

 企業からこうした支援を引き出すには、ＮＰＯ法人側に企業人としての経験がなければなりません。
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単純に寄付をお願いするのではなく、継続的な民間企業の協力をお願いするには、この NPO 活

動を支援することがいかに企業側にとってもメリットがあるかを明確に表現できなければないので

す。 

■地域の公益団体との連携  

 施設の運営にあたっては、地域の公益団体との連携も欠かせません。自然館では、福祉作業所

の方々が作品展の開催や自主製品の販売を希望されるので、八王子市の許可を頂いて物販も行

っています。きっかけは市内の福祉作業所「かたくりの会」が地域の酪農家と保育園の協力で作り

始めた“牛糞堆肥”を自然館で販売したいと言ってきたことでした。その後、これに続いて町田市の

福祉作業所「町田ゆめ工房」が木工製品やクッキーの販売を手伝ってほしいと言ってきたのです。

八王子市所有の自然館で町田市の福祉作業所の自主製品を販売すること、それに、都市公園法

で物品販売が制限されていることを心配しましたので、八王子市の担当者と協議しました。その結

果、都市公園法といえども市民の求める利便性向上まで制限している訳ではないこと、八王子市

であるか町田市であるかとういう行政的な立場で判断するのではなくて、要は「生活圏的地域の助

け合い」であるという生活者的判断で八王子市から物品販売許可証を頂きました。現在では５つの

福祉作業所が販売を行っていて、結構立派な額の商いになってきています。ちなみに、２００３年７

月からは念願であったジブリグッズの販売も開始しました。 

 このことにより、自然館の中では日常的に健常者と障害者との交流が生まれたり、保育園の子ど

もたちとシルバー世代の方々の交流が生まれたりしています。また、木工製品やクッキー等の食べ

物や飲み物もあることから「日常的な憩いの場」としての役割を自然館が醸し出していることも、リピ

ーターを増やす大きな要因となっています。 

 こうして自然館に多くの人が来館されるということは、その方々の抱えるさまざまな悩みも持ち込ま

れるということでもあります。その相談に「紹介しましょう」という気軽な一言で「わが街のコンシェルジ

ェ」のように、地域の公益事業者に対応をお願いするといったことも日常業務としています。なお、

近隣であれば八王子市域にこだわらずに他市の団体へお願いしたりすることも、ＮＰＯ法人らしい

行政圏にこだわらない「ちょっとだけ住民サービス」として重要なのではないでしょうか。 

■教育機関との連携 

 また、教育機関との連携も、住民サービスの向上につながっています。まず NPO FUSION 長池

は、「ぽんぽこ活動」の進化の過程で生まれた「夏休み４０日間連続開放に挑戦」を１９９９年の夏休

みから八王子市立長池小学校と一緒に実施してきました。その時に、小学校の施設を利用しやす

くするため、地域の方々に安心・安全な活動であるという信用力を担保するために、八王子市教育

委員会に名義貸しをお願いし、了解を頂きました。１９９９年の夏休みは、１７日・１７講座を地域住

民で構成する「一日二時間だけ先生」を呼びかけて実施しました。翌２０００年の夏休みには３７日・

６３講座を実施しました。このことにより東京都生活文化局から「心の東京革命」のモデルと評価し

て頂き、２００１年１０月４日（都市の日）に東京都知事から表彰され、同日に国土交通省からも「美し

いまちなみ賞」という大臣表彰を頂きました。何と八王子市・都市基盤整備公団とNPO FUSION 長

池の三者連名での受賞でした。非常に驚いたのですが、こうしたことが、さらにマスコミ人気に火を
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つけたこともあって、２００１年３月の市議会の議決につながった背景ではないでしょうか。 

 今日では、こどもの体験学習としての自然館の管理・運営ということだけでなく、多くの大学研究

室が「NPO 研究のモデル」として連携を求めてきています。２００３年夏には『お茶の水女子大学』と

正式に覚書を調印して学生さんの「インターンシップ」も引き受けました。秋は、大学生の卒論のシ

ーズンとも重なって結構大変です。直近では、『法政大学の木原研究室』や『都立大学の牧野標本

館・加藤研究員』の協力と地元自然愛好家の連携によって「長池公園生き物図鑑（ホームペー

ジ）」の製作も進んでいます＊４。 

■「単なる安い下請け」にならない 

 NPO 法人は、行政の指定管理者に応じることで「単なる安い下請け」になってしまうことなく、自ら

の資金で情報発信することに挑戦していかなければなりません。NPO FUSION 長池は、年４回「ぽ

んぽこかわら版」を発行しています。これを発行するための印刷代と紙代は、地域企業を中心とす

る企業の広告によってまかなわれています。原稿は、地域住民の方々が自らの活動報告を中心に

執筆してくれます。配布は地域への１００００部を約７０人のボランティアの方々が全戸配布してくだ

さいます。最近では、八王子市・多摩市・稲城市も配布を手伝ってくれています。編集は、NPO 法

人の会員がボランティアでプロの技を提供してくれていることで成り立っています。 

 一方で、インターネットを利用した情報発信にも力を入れてきました。一九九八年四月より『アプリ

ケーションプラス』という企業の協力で「ぽんぽこネット」というメーリングリストの配信を開始し、１９９９

年４月からはホームページを岡村隆氏の協力で開設しています。いまでは、このホームページのも

っとも重要な地域での役割は、自然館の行事予定掲載と結果を報告することです。なお NPO 

FUSION 長池は、２０００年１２月から２００１年３月にかけて「地域の高速インターネット化」を促進さ

せるために『東京めたりっく通信』と連携して「ADSL の普及」を推進して、２００１年６月１日（電波の

日）を記念して「総務省関東総合通信局長表彰」を受賞したことも特筆しておきます。さらに、２００２

年６月には、自らの資金で自然館に光ファイバーを敷設し、２００２年１２月からは、『エイビット』とい

う企業の協力でインターネット放送も開始しています。最近では、自宅のパソコンで自然館の行事

予定を調べ、いまの様子をインターネットライブカメラから送られてくるライブ画像で確認してから遊

びにくる地域住民も増えてきています。これらの機材と人件費に行政資金をあてにしないことで、自

由に自立した情報の発信力をもてるようになると確信しているところです。 

＊ 

 さて、NPO FUSION 長池は、八王子市の大英断に報いることができたでしょうか。結果的にとはい

え、指定管理者制度の先駆けとして選ばれた者として、厳しい審判を待つ思いです。そして、その

評決は、この指定管理者制度を施行する中で必ずや明らかになるでしょう。 

 

３．「価値」の創造としての指定管理者制度へ 

 

                                                   
＊４ 詳細は NPO FUSION 長池ホームページ〈http://www.pompoco.or.jp/〉参照。 
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これまでの活動を振り返る中で、ある種の「指定管理者評価会計」のようなものが見えてきた気が

します。これは自然館のような体験学習施設にのみあてはまるものかもしれませんが。つまり、自然

館での活動を支えているのは、さまざまな具体的な「価値」であるということです。 

貨幣的価値、ボランティア時間的価値、企業の社会貢献的価値、社会福祉団体の社会参加的

価値、教育機関の教育目的価値、シルバー世代の生きがい創出的価値、地域の助け合い創出的

価値、等々です。貨幣的な価値を優先しすぎる評価ではなく、こうした非貨幣的価値をも含む評価

手法の創造が必要なのではないでしょうか。NPO FUSION 長池の設立当初より会計のアドバイスを

して頂いている公認会計士の内藤純氏にも、これはもしかしたら NPO を評価するための会計が誕

生してきていると評して頂いていますし、２００３年１月に新しく登記した NPO FUSION＊５の西山裕

事務局長も社会活動を評価する会計システムをつくろうと云っています。 

 指定管理者に名乗りをあげる団体は、行政から出てくる委託事業費のみをあてにするのではなく、

市民や企業、社会福祉団体から教育機関にまで応分の受益者負担をお願いして実現できる「価

値創造（市民サービスの向上）」を目指さなければいけないのではないでしょうか。そして、このこと

を可能にするためには、コーディネーターのような役割を担う「専門的事務局機能」こそが「指定管

理者」に望まれるもっとも重要な能力であるように思います。この場合「指定管理者制度」は、このコ

ーディネーターにもっともふさわしい団体や人を発見するための“手段”となるのではないでしょう

か。 

 しかし、はたしてこの条件に適合する能力を有する「指定管理者候補」が、どれだけ存在するでし

ょうか。答えは「厳しい」気がします。自然館での市民サービスは、一朝一夕に生まれたものではな

く、１９９５年の「ぽんぽこ活動」から徐々に形成されてきたものです。さらには自然館の管理・運営を

受託してからの２年数ヵ月の歳月があってできてきたのです。故に、既存の施設についても、指定

管理者選びには３年間ぐらいの「実証実験期間」を織り込むことも重要ではないでしょうか。要する

に試用期間（見直し条件）ということです。そして、その後に本格的な指定管理者へ移行することを

提案します。暮らしを豊かにするための制度をビジネスのスピードで捉えて急ぎすぎると、指定管

理者に指定されるのはすべて実績のある企業ばかり、という結果になってしまう恐れがあるのです。 

 今、私たちは新しい時代を開くための新しい「価値」と「基準」を創造しようとしている途上にありま

す。行政も企業もNPO 等もみんなで協力し合って、これらを創造しなければなりません。自然館の

「価値」も、多くの地域住民と八王子市と企業や諸団体の方々に助けられて「進化」している事実を

忘れてはならないと考えています。自然館も「進化の途中」にあります。 

 みんなで前向きに、指定管理者制度という新しい時代をつくろうとする制度に「人のこころを吹き

込んで」いかなければならないことを痛感します。これからも「世間は鏡」と、評価に身を引きしめな

がら活動して参ります。 

 

                                                   
＊５「NPO FUSION」は、NPO FUSION 長池を母体として生まれた新しいNPO 法人で、多摩ニュータ

ウン地域の暮らしの支援事業を行う。設立年月日２００３年１月２７日、理事長富永一夫、事務局
長西山裕。 


