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※ 本Newsletter は、Japa日本専門家活動協会が毎月1日に発行する会員向けのNewsletterです。

現在は、コロナ禍を勘案し、Japa 会員以外の関心者の方々にも無料配信しています。 

  

 

    

 

 開催テーマ：仕事と子育ての両立は、社会全体の課題 [論点提起者：高山れい子] 

 開催日時：2021 年 10 月 6日(水) 15：00～17：00  ＜14:45 アクセス受付開始＞ 

 開催方式：オンライン開催(Zoom) ※参加申込者には折返し､参加 URL をご連絡します。 

 参加申込：事務局宛 info@japa.fellowlink.co.jp にその旨、連絡ください。 

 参 加 費：Japa 会員：無料   非会員：1,500 円(事前振込)  

  

 

 

より多くの方々が会員として交流・連携・共創できることをめざして、新たに「一般会員」(年

会費 3千円)枠を設けました。会員になれば、Japa フォーラムに無料参加できます。                 

 入会に関するお問合わせ・申込先：Japa 事務局 info@japa.fellowlink.co.jp 

コロナ禍×イノベーション×地方創生 

Newsletter           2021 年 10 月 1 日 ＃19 
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１． コラム「論点提起」： 「知」を介した社会貢献や如何 

 

日本の総人口が減少する中、「労働力不足」が云われて久しいが、絶対的な量的問題としての「人

手」不足と、質的な「人材」不足とでは対処が異なる。 

 

量的な「人手」不足的な対策としては、すでに「女性活躍」や「定年延長」により、「国民総活

躍」的な取り組みが国の政策として進められている。しかし、それだけでは限界があり、「外国

へのアウトソーシング/移転」「外国人労働力確保」(技能実習生制度等)や「無人化/自動化(オ

ートメション化/ロボット化)」が行われている。 

 

外国へのアウトソーシング/移転は、今回のコロナ禍で明らかになったように非常時(国際移動

制限/サプライチェーン遮断等)への備えが欠かせない。技能実習制度には運用実態上の問題が

国際的にも指摘されている。無人化/自動化については、工場においては元々進んでいるが、人

手を要するモビリティ分野の自動化(タクシー/バス、宅配車両等の自動運転車導入)等、非工場

以外の空間では世界に遅れをとっている。 

 

しかし、よくよく考えると、こうした人的・物的対応以前に、非効率な業務の DX(Digital 

Transformation 業務革新）化を進めることや、付加価値の高い業容/業態への転換、等の取り

組みが不可欠ではなかろうか。そのためには、「知」が必要である。そうすることによって初め

て、人手不足も人材不足も解決へのトバ口に立てる。 

 

DX を従前業務の単なる IT システムへの置き換え(いわゆる「情報化推進」)レベルですますよ

うでは意味がない。そして、付加価値生産性が低く、知的環境や報酬水準を上げられない組織

(企業/行政/大学/団体)、国には人材が集まらない。逆に、人材流出する。(例えば、最近、ノ

ーベル賞候補に上げられる日本人研究者・研究チームが中国に拠点を移すことが報じられた)。

そもそもの組織の存在目的/理念の実現に向けての仕組みづくりを、コロナ禍の先を見据えて、

今こそ考えなければならない。そこには、「知」が欠かせない。 

 

それでは、「知」(特に、専門知/経験知)を有する人材はどこにいるか。実は、世の中には、普

通の生活をするには困らない程度の蓄え/収入があり、自らが有する経験知/専門知を活かした

社会貢献をしたいと思っている人(主に、シニア/プレシニア層)が少なからずいる。加えて、現

在は、副業/複業が認知され始めており、現役のヤング/ミドル層でも副業/複業的に社会貢献

(所属組織以外の困っている組織の支援)ができる可能性が高まっている。社会貢献は、収入以

上に社会貢献を優先するということであり、無料ボランティアということではない。無料ボラ

ンティをベースにしていては、持続性が担保できない。 

 

IT/デジタルに強いヤング層と、専門知/経験知が豊富なミドル・シニア層が組織を超えて社会

貢献という場でつながれば、リアル＆バーチャル社会に相応しい社会貢献が興せる。「新たなつ

ながり」による「イノベーション」の新たな興り方がここにあるかもしれない。日本社会に果

たして、このような「知」による新たな社会貢献の仕組みを受け入れる懐の深さがあるや如何。 
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２． キュレーション「関連情報＆Topics」：コロナ禍×イノベーション×地方創生 

 

▼真の DXとは「やり方」のイノベーション、実行人材をどう育てる 坂村 健（YRP ユビキタ

ス・ネットワーキング研究所 所長）他 事業構想 2021 年 10 月号  

https://www.projectdesign.jp/articles/bafbf5ae-60df-4dcd-9d66-2538988387b5 

本稿は、アメリカと闘った日本発の OS「TORON」(The Real-Time Operating System Nucleus)

開発者の坂村健氏のトークセッション記事である。坂村健氏は「日本では(DX 化を)デジタル

化や IT化との誤解もあるが、DXの本質は技術ではない」「進んだ情報通信技術を活かし、産

業プロセスはもちろん、私たちの生活、社会、企業、国家などすべてを見直し、やり方レベル

から根本的に変える姿勢こそが真の DXです」と説く。そして、日本の課題は、「組織内での

IT人材育成」と、「意識改革」と指摘する。多くの企業、自治体では、そもそもこうした本質

的な DXの目的理解、問題認識ができていなように思える。今一度、立ち止まって、｢カイゼ

ン｣ではなく、仕組みを抜本的に変える｢改革｣に向けて考え、実践して欲しいものである。 

 

▼コロナ禍 2年目 東京在住者 地方・郊外移住、46.6%が興味あり 障壁は『仕事面の不安』が

最多 テレワークの継続実施に関心 21.09.16  https://tinyurl.com/ydp4qhch 

本稿は、㈱リクルートが東京都在住の 20歳～59歳の会社員 2,479 名を対象に、地方移住およ

び多拠点居住の考え方についてを実施(調査期間：2021 年 8月 10 日～18日)したアンケート調

査結果である。「47％が地方や郊外移住に興味はあるものの、その内の 75％が都心までの距離

が 2hr 以内を想定している」ことから、暮らす環境の良い郊外への移転(転居)というのが実態

と思われる。要するに、本格的な地方移住は、所属企業のテレワークの条件次第(完全テレワ

ークか否か)と、移住先で望む転職先の有無、あるいは起業ができるか、と云えそうである。

企業/個人が働き方改革を本当にできるか、地方がその環境を提供できるか、問われている。 

 

▼地方創生のファクターX 寛容と幸福の地方論 LIFULL HOME’S 総研  

https://www.homes.co.jp/souken/report/202108/ 

本冊子は、アンケート調査と意識調査を実施し、その結果を多様な有識者が分析し、「地域の

『寛容性』がこれまでの地方創生政策が見落としていたファクターXであるという結論に至

り、地方創生の重要な指標として『寛容性』に注目することを提案」し、加えて、「近年さま

ざまなシーンで注目度が高く、今後の地方創生議論の中でも不可欠になると思われる『幸福度

（Wellbeing）』の実態についても都道府県別に把握し、今後の議論の材料として発表」したも

ので、304 ページに及ぶ。ここで云う「地方創生のファクターX 寛容性」論は、「若者の価値

観（若者が体現する新しい価値観）に対して不寛容な気質の地域からは、若者は流出して戻っ

てこない。若者に対して寛容な地域は、多文化共生のごとく多様性を生み出し、そこに暮らす

人々を幸福にするという仮説」からきている。従来の地方創生論とは一味違うなかなかおもし

ろい視点、内容である。データ･分析図表も豊富である。「寛容」については、土木計画学分野

において、合意形成手法論の一つの考え方として提案されている「『寛容の仁』(最大不満の最

小化)による利害調整(コンフリクトの調整計画法)」(出典：社会公共政策への提言 社会公共

政策研究会＋三菱総合研究所 平成 12年 5月 24 日 日本工業新聞社)を想起させる。確かに、

相互に寛容さがないと地方で住み続けることは難しい。それぞれの立場で読み解いて欲しい。 
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▼今、求められる総合知とは≪佐倉統さんインタビュー≫ 2021.09.11 Science Portal 科

学技術振興機構 https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/sciencewindow/20210901_w01/ 

本稿は、科学技術と社会の関係が専門の東京大学大学院情報学環 佐倉統教授への「なぜ今、

総合知が求められるのか、私たちにとって総合知とは何かについて」のインタビュー記事であ

る。このインタビューの背景には、「「一人ひとりの多様な幸せ（well-being）」を実現してい

くためには、「自然科学の『知』と人文・社会科学の『知』が融合した総合的な『知』（『総合

知』）の活用が重要」とした『令和 3年版科学技術・イノベーション白書』にある。」これに対

して、「自分の学問分野を軸に越境(『文理越境』)していって、違う学問分野の人と手をつな

ぎ、必要なところを橋渡しする、言ってみれば『知の編集』といったことが必要」で、「越境

するためには、自分の研究している分野を少し突き放し、客観的に俯瞰（ふかん）して見る能

力に加え、他の分野に対するリスペクトも欠かせない」とのこと。そして、「総合知」におい

て、「忘れてはならないのは実際に科学技術を使う側である生活者の視点」であると指摘す

る。要するに、「知識、生活知、経験知の積み重ね」による日常生活に、「科学技術も含めた専

門知」との関係を考えることが重要だと云うことである。実際に「生活者」が住まい、暮らす

地域の課題はそういう意味で「総合知」が実践的に必要とされている。地方/地域発リバース･

イノベーションの必要性の深意とも理解できる。地方創生の関係者には大いに参考になる。 

 

▼経済指標で測れない“包括的な富”から持続可能な発展を考える 国立環境研究所 Vol.12  

https://www.nies.go.jp/social/navi/interview/interview12_yamaguchi.html 

本稿は、持続可能な発展の指標としての「包括的富」（Inclusive/Comprehensive Wealth）を

計測し、指標を動かす要因について研究している当該研究所の所属研究員へのインタビュー記

事である。そもそも、「国の豊かさや富というものはこれまで、学校や病院など目に見える資

本や、金融資産のように測定できるものを中心に考えられてきましたが、人の教育水準や健康

状態、自分たちが住んでいる自然環境も含めて資本として測り、それがどのように変化してい

るかを見ることで包括的に富や豊かさを考えようというのが、包括的富の基本的な考え方」と

のこと。これは、世界との経済的競争(日本創生)とは異なる軸での評価を必要とする「地方創

生」を考える上で欠かせない概念である。地方の再生可能な豊かな自然資本(森林、農地、生

態系)に対する見方が変わる。「持続可能な発展指標」研究のさらなる成果に期待したい。 

 

▼持続可能性：環境・人権への配慮、影響把握、情報開示が肝 2021 年 9月 24 日 JETRO  

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0902/48fcfb6cc7142303.html 

本稿は、グローバルレベルでの持続可能な成長に関する JETRO(日本貿易振興機構)のレポート

である。国際社会においては、金融資本市場を中心に、「ESG 投資」(環境 Environment）､社会

Social、ガバナンス Governance）に対する取り組みにより、投資判断を行うことが重視さ

れ、「カーボンニュートラル対応」が問われるなど、「グリーン成長」への取り組みが強まって

いることが紹介されている。加えて、最近は、「人権」への配慮とその対応に関する情報開示

(デュー・ディリジェンス義務化)が問われている。欧米では関連する指標化や枠組みづくりが

進みつつあり、対応が遅れているわが国の企業活動にリスクとなりつつあることにも言及して

いる。もはや、国際的競争においても、単なる経済成長/短期的自己利益追求ではすまないこ

とを認識させてくれるレポートである。  
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３． 事例紹介｢海外を知る｣:ユニオン･ステーション地区再開発と賑わいの仕組みづくり 

 米国･Denver、 Colorado（完） （Japa 理事 小畑きいち：青山学院大学元客員教授） 

 

ランドマーク Union Station リノベーション（修築）とユニオン・ステーション地区再開発 

デンバーはかっていくつかの鉄道路線が通り、それぞれが異なる駅で発着して不便であった。

これらのバラバラな路線を結節し中央駅をつくることとして 1881 年に開設されたのがユニオ

ン・ステーション Union Station である。その後一時焼失したが、1914 年にボザール様式で

再び駅舎が建設され現在の駅の原型となった。だが 1960 年代に至りクルマ社会の到来と航空

便利用増加により、鉄道は利用者減となり衰退し、周辺地区は寂れ荒廃した。 

 

しかし 1990 年頃から、過剰なクルマの依存とクルマの排気ガスで大気汚染による環境悪化し

都市のあり方を見直す傾向が高まった。このような情勢変化に連邦政府も支援に乗り出し、全

米で都市公共交通の整備が促進されるようにと法制化された。デンバー市はここに注目し交通

と市街再生の一体化事業の一環として、駅舎改修を含む事業が検討され、その改修事業案とし

て 2012 年にユニオン・ステーション連合(Union Station Alliance)による案が採択された。

駅舎の修築とホテル、商業施設、交通施設と公共施設が内包され、駅舎は 2012 年から改修工

事に入り 2014 年に竣工した。デンバーにおける記念碑的なボザール様式建築物(National 

Register of Historic Place に認定)はシンボル性を取り戻すこととなった。 

 

そして、駅前周辺地区再開発は、ビジネスオフィス、商業施設、集合住宅など織り交ぜて建設

され、新商業施設、起業などへのオフィス群、住宅群などによりデンバーの商業/職住混合の

新拠点として生まれ変わり、隣接の歴史的街並みのラリマースクエアを含む LoDo（Lower 

Downtown）に隣接という利点を生かし賑わいを増し、さらに公共交通で中心繁華街である

16th Street へと接続され賑わいが線的にも連携拡張された。 

地区再開発設計パース図          Union Station 交通結節整備図 

出所: Union station TOD Project 

 

デンバーにおける「賑わい」とビジネス拠点への仕組みづくり 

デンバー・メトロ圏における公共交通網結節としての Union Station 再生と周辺地区再開発に

際して 2001 年にデンバーRTD、デンバー・メトロ圏自治体協議会、コロラド州運輸局が 49百
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万ドルで Union Station 駅舎と広大な元留置線ヤード跡地 7.9 ヘクタールを購入。2002 年に

は再開発計画を策定し 2004 年市議会の承認を経て、公共空間、鉄道駅(Commuter Rails、 

Amtrak)、 LRT Rails 駅、バス・ターミナルなどを構成する全体設計へと進められた。 

 

LoDo ラリマー広場                    ストリートピアノ風景 

出所:Denver city / County 

  

さくらFestival        葛飾北斎風なストリートアート     Forney 交通博物館                

筆者撮影   

 

デンバーの公共交通基盤が整ったことで、ダウンタウンのトランジットモールで買い物、歩行

回遊を楽しみ、さらにコンベンションなどにおいて催されるイベントなど、LoDo においては

飲食・エンターテインメントなど活気あるダウンタウン地域、またスポーツイベントの場も

Coors 球場(2021 年度の大谷翔平選手が活躍した MLB オールスター戦の開催球場）、Ball アリ

ーナなど施設地区が、公共交通での行き交いが容易な至便な箇所となり、人々を街に吸引し

た。コロラドは冬以外快晴に恵まれることが多く、四季に合わせた市内外でのイベントも多

く、市民は色とりどりの行楽を楽しむことができる。 

 

デンバーでは年中イベントが開催されている。主なイベントとして、コロラドガーデンショ

ー、聖パトリックパレード、デンバー・フェスティバル、日系サクラ・フェスティバル、デン

バー黒人アートフェスティバル、独立記念フェスティバル、スコットランド系フェスティバ

ル、オクトバーフェスト（ドイツ系）、クリスマス、ライト・パレードなど 1年中行事イベン

トが絶え間なく開催される。さらに博物館、美術館などの見どころもある。 

 

また、日常市民の潤いと楽しみへの仕組みも演出し街路アートとして、ストリート・ファニチ

ャ、アートオブジェなどを設け、英国などで人気のストリートピアノも 16th Street に複数台

設置し市民が楽しんで弾き、市民同士の交流の場ともなり好評となった。また LoDo の Sakura

広場における「さくら祭り」も日本への関心が高まる中、盆踊りなど市民の多くが楽しみ、人

気を博している。公共交通整備からはじまり「しごと」と「くらし」などへとデンバーの再生
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は、交通整備とスクラップビルドによらない既存建物リノベーションと街区再生による都市生

活の快適実現を重視した都市整備を促進し、さらに近未来に向かって試行を進めている。 

 

 

 

 

 

 

コンベンションセンター    Partnership オフィス    Denver Startup Week 会場-Kick off 風景 

 

一方、ビジネス振興においても活気あるビジネス拠点となる仕組みとして、コンベンションセ

ンター、劇場、広場やオフィスなどでの起業やイノベーション、コミュニティに関するセミナ

ーやミーティング、イベントを集中開催し、街ごとビジネスウィーク化と大規模に開催。企業

のみならず市民向けに起業や先端技術・革新的商品紹介・経営手法など関した多彩な交流を促

し、さらに広く企業家や専門家へもオープンな場として交流ネットワークを構築。同時に Job 

Fair も開催され、全米をはじめ世界にも広げることを目指して多様なプログラムを検討提供

している。それらの仕組みを実行運営するために Downtown Denver Partnership なる組織団

体が設置されて、Denver Startup Week として定期的で広範なビジネス交流の開催を協働で行

うことで、デンバーにおける起業機会の創造と新規起業などビジネス交流環境の整備と地域ビ

ジネス好循環も目指している。 

 

まとめ 

デンバー(コロラド州)における都市整備に対する統計的都

市評価として好評で、 

 ビジネス都市としてランキングは US.News.com の

Business Environment Rankings によればデンバーを含

むコロラド州が全米 4位にランクインされている。 

 Best Places to Live in The U.S におけるランキングで

は.全米/住みやすい街として、1位 Boulder、6位

Colorado Springs、14 位 Denver、17 位 Fort Collins な

どコロラド州の都市が上位にランクインされている。 

 

このような評価結果は、これまでの都市整備とビジネス機

会創生のための仕組みづくり、特に都会生活を楽しむ比較

的若い年齢層などをターゲットに「しごと」と「くらし」の都市環境の整備を優先した良好な

職住混合コミュニティ、中心市街地の歩行圏内に集合住宅を設け商住接近により、人が行き交

うことで賑わいを増し、都市での「くらし」が楽しめる基盤整備と「しごと」関連の活性化の

ための仕組みが図られ、数十年間における都市整備と協働への仕組みづくりなどへの努力によ

るものと推察される。デンバー市は TOD 型再開発の成功から次世代の都市イノベーションへと

挑戦を続けている 
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ユニオン・ステーション再開発地区とデンバー市内主要スポット 

出所：Denver_Union_Station_Master_Plan 2004 

 

 

【参考】 

(1) Union station TOD Project 2014 RTD 

(2) Denver Union Station Record of Decision 2008 Federal Transit Admin. 

(3) 2020 TOD Status Report RTD 

(4) USNews.com SCORE Rankings 2020 

     

「閑話休題」： 

筆者はソフトウエア開発などの業務でコロラドを数多く訪問し、週末には近郊を含めデンバー

を中心に頻繁に訪れたことから、デンバー市現地の再開発の経過推移を見ることができた。

16th Street、 LoDo、 Union Sation、 米国最大の SL”Bigboy4005”を所蔵する Forney 交通

博物館、Coors 工場（Golden）、MLB の Colorado Rocky：Coors 球場、Cherry creek park、

Nature & Science 博物館、 Pearl St.(Boulder)、Denver Art 美術館、Civic center park な

どを訪れた際に「おもてなし」ではないが「フレンドリー」な市民達との交流から得た情報、

かっての同僚で Colorado 在住の米国人数名より寄せられた直近情報など今回は記載内容に一

部含めた。 

                                           ［デンバーシリーズ完］ 
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４． 寄稿：自転車とともに  (K 流会 主宰､ダホングローバルグループ副董事長 児玉 忠弘) 

 

最初に、申し訳ございません。私は、専門家という言葉が苦手です。

現在 75 歳で、来年１月、76 歳になりますが、ここで過去の専門家の

イメージを我流で申し上げます。 

 

30 歳代の私は、ブリヂストンサイクルで自転車の商品企画を 13 年ほ

どやりました。商品企画課の所属です。課長は技術系、チーフは営業

管理系、そして私、後輩２名いました。そのうちの一人が自転車大好

き人間で、自転車の知識、メカに対しては正に専門家でした。私は、

躊躇なく、「専門家は、千の答えで、新しいアイデアを否定する」。  

一言でいえば、彼は、自転車知識で商品を企画する。私は、マーケテ

ィングの観点から商品企画を。多くのヒット商品を生み出しました。 

 

この裏には、ユーザーへの徹底的な聞き込み、自転車の場合は、３歳から 80歳までの幅広い年

齢層に、訪問、グループインタビュー、試乗会等で彼らの彼女らのニーズを聞き取りました。

ある時は、杉並区善福寺公園での試乗会では松田優作の奥様も参加していただきました。私の

３歳の娘は、グループインタビューでどうしても宮田のキキララの方が、ブリヂストンのキテ

ィちゃんより好きだと絶叫し、周りのスタッフの大笑いを。 

 

ユーザーのニーズ探索では、私の発案で、全国で有名な自転車通学校（中高）を訪問し、通学

自転車を調査する。前もって販売会社から学校へ訪問し、調査の事前承認をいただき、当日は、

技術、デザイン、企画、販社と私の５名で学校に午前６時 30分に到着。暫くは閑散とし時間的

な余裕もあり、通学する生徒にインタビュー（何故この自転車？ どこで購入？ 満足は？ 不

満は？）し、８時 15分から生徒が忙しく駐輪。8時 30分から 5名で班を分け、1年生から 3年

生の駐輪場を調査（フレームの形、色、変速段数、鍵、ライト、故障の箇所）を 1台ずつ調査。

学校により 1000 台から 3500 台までの自転車を 2～3時間かけて現物調査。その後、校長、自転

車担当の先生他と自転車の安全、要望等のインタビュー。 

 

盛岡、仙台、新潟、千葉、東京、静岡、大阪、兵庫、愛媛、大分等、10年間で 40校以上訪問。

学年ごとをよく観察すると自転車の傾向が読み取れ、今後の企画に自信が持てました。その他

は、自転車店との会議、販社を本社に集合してもらった企画会議を頻繁に実施し、メーカー、

販社そしてお店のコミュニケーション向上に努めました。この結果、1980 年から 1992 年まで

は、ブリヂストンサイクルは、大変、競争優位に立ち、当時のナショナル、宮田、丸石、フジ

のシェアダウンが加速しました。 

 

次に私の誇れる話としては、自転車業界 54年目で現役の役員です。ダホン社（折り畳み自転

車では世界一、資本は米国。本社及び工場は中国深圳）副董事長で会社の No.2 です。今年 8

年目です。自転車業界は小さな業界。世界の自転車業界で働く人は皆、アミーゴ(友人)です。 
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私、今までに 22 ケ国訪問。駐在はアメリカ 3 年間。出張はカナダ 10 回、台湾 50 回、中国 60

回、タイ 10回、欧州 10回等です。家にも、カナダ、アメリカ、台湾、中国、オーストラリア、

タイ、イギリス、オランダ、イタリア、ノルウェー、南アフリカ、他、色々な人々に来ていた

だきました。圧巻は、アメリカ人 CEO。彼は、200 人の弁護士を抱える米国の有名な法律事務所

の代表。ある時は、アテネオリンピック自転車マウンテンバイクで金メダリストのノルウェー

人女性も来宅。 初めて金メダルを肩に掛けました。 

 

私の財産は、健康、人脈です。健康は、

ポジティブ思考と呼吸法です。人脈は、

足で稼ぐ。全国 47 都道府県訪問、ア

メリカでは 40 州で宿泊出張。業界で

も少ない日本と、海外の両方での販売、

企画経験者と自負しています。ダホン

社での現在の仕事も。その前の台湾の

自転車メーカー アイデアル社での 6

年間も、全て、ブリヂストンサイクル

を自主独立で早期退職をした 58歳 

以降のお話です。 

 

最近では早慶の大学で時々ですが講

義をしています。又、広島、東京でも

講演し、YouTube で「児玉忠弘」と検索いただければ、元気のよい私が登場します。 

 

2018 年からは、児玉流異業種交流会（現在の名称は K流会）を創設し、無料で ZOOM 会談を 

毎月実施。現在、約 30名の会員で、参加は毎回 18名程度。大学教授、医師、元 CEO, 現 CEO

（中堅会社）ユニコン企業、新人、等 21 歳から 83歳まで女性は５名。 

 

これからの夢は、ダホン社の世界戦略、

K流会の持続、全国自転車小売店の連携

指導、故郷 広島県竹原市への貢献を

思い描いています。 

 

ありがとうございます。 
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５． 解説：社会貢献に関係する組織体 

 

「社会貢献」とは、自らの自発的意思によって、社会に対して何らかの役に立つことをしたい、

貢献をしたいとの思いで活動することの総称であり、個人レベル/組織(グループ、団体、企業

等)レベル、無償レベル(無報酬性)/有償レベル(非営利性)、地域・国内レベル/国際レベル等々、

具体の活動においては様々な態様がある。自らの利益よりも、社会(公共)の利益を優先するこ

とをもって「社会貢献」たらしめる。 

参考：個人でできる社会貢献とは？種類や活動例など徹底解説 2021 年 2月 26 日 2021 年 4月 30

日 Gooddo マガジン https://gooddo.jp/magazine/social_contribution/ 

 

「ボランティア活動」は、無償タイプの社会貢献活動と云え、より正確には、「自発的に（自発

性・主体性の原則）、他者や社会のために（社会性・連帯性の原則）、 金銭的な利益を第一に求

めない（無給性・無償性の原則）活動のこと。 また、誰もが暮しやすい豊かな社会をめざして、

さまざまな人や団体とつながり、ネットワークをつくりながら、 社会の課題の解決に取り組む

活動（創造性・先駆性・開拓性の原則）」(出典：ボラ市民ウェブ by 東京ボランティア・市民活

動センター https://tinyurl.com/yf8l7ehx ) と定義されている。 

 

日本においては、阪神・淡路大震災(1995 年)の復旧に全国から 140 万人のボランティアが集ま

り、ボランティア元年と云われている。3年後の NPO 法成立(1998 年)のきっかけとされる。ま

た、近年、企業が行っている「CSR（Corporate Social Responsibility：社会的責任）」は組

織レベルの無償タイプのボランティアといえる。 

 

これに対して、株式会社、NPO/NPO 法人、一般社団法人、権利能力なき社団、そして任意団体等

が行う社会貢献活動は、活動主体の維持のために活動内容に応じて有償レベルとなる。 

 

NPOとは“Non Profit Organization”（非営利組織）の略称で、「様々な社会貢献活動を行い､

団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称で、このうち、特定非営

利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を、『特定非営利活動法人(NPO 法人)』」と云う。

さらに、「NPO 法人のうち実績判定期間(直前の 2事業年度)において一定の基準を満たすもの

として所轄庁の「認定」を受けた法人は、認定特定非営利活動法人(認定 NPO 法人)となり、税

制上の優遇措置を受けることができる。」なお、NPO 的活動を国際レベルで行う場合は、“NGO 

(Non-governmental Organization”(非政府組織)と称される。 

(出典：内閣府 NPOホームページ https://tinyurl.com/yf4tz4nl 

 

非営利法人としては、NPO 法人以外に「一般社団法人」がある。NPO 法人は「認可」が必要であ

るが、一般社団法人は「登記」で設立でき、事業活動内容は自由である。いわば、配当ができ

ない株式会社という形態である。これらのような法的な法人格を持たないが、同等の組織運営

を行う組織を(狭義の)「権利能力なき社団」と云う。金融機関に口座開設する場合にはこの確

認がなされる。法人や(狭義の)権利能力なき社団以外の団体がいわゆる「任意団体」となる。 

参考：権利能力なき社団まとめ 2021.04.28 法律すたでぃ https://tinyurl.com/yhl4rlss 
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６． Blog 仕組みの群像：TOKYO2020 の振り返り 

 

2021 年 9月 5日に東京パラリンピックが閉幕し、TOKYO2020 が終了した。誘致の段階、競技場

整備の段階、1 年延長し開催に至る段階、開催中の段階、それぞれにおいていろいろあった。

閉幕後のコロナ感染急拡大、風水害、自民党総裁選等により、あっという間に忘れ去られよう

としているが、果たして、TOKYO2020 がめざしたレガシーは残せたのだろうか。最終的には、

全ての事務的残務処理が終わり、総括報告書(決算報告書は来年 4月以降の見通し：武藤事務局

長談)があがるまで待たなければならないが、主催者側の公的総括の前に、競技関係以外の開催

運営に関わるメディア等からの情報をアーカイブした。 

▼Blog 仕組みの群像：TOKYO2020 の振り返り 

https://shikumi-gunzo.hatenablog.com/ 

 

 

７． ｢Japa 新型コロナウィルス感染症特設コーナー」からの pickup 情報 

https://www.japa.fellowlink.jp/blank-25  

 

▼コロナ対策で本当に必要なのは｢実践｣できる人材 ｢戦術レベル｣で実行できる人は意外に少

ない訳 2021/09/09 10:00  https://toyokeizai.net/articles/-/452172 

▼新型コロナ デルタ株“空気感染”する?! いま分かっていること 2021 年 9月 13 日 19 時

58 分 MHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210913/k10013257081000.html 

▼なぜ「ワクチン接種で死亡」の原因究明が進まないのか、法医学者に聞く 2021.9.21 4:15 

 DIAMOND online https://tinyurl.com/yffdygou 

 

 

８． 読者の声 

［読者の声 1］ 昭和は遠くなりにけり 第 1話 その 1 

◆二歳の思い出 

二歳といえば、はっきり物心がついたかどうかの境目だ。耕太はかすかに覚えていることがあ

る。稲付でのことだ。以下、私を耕太とします。幼いころ「いこーちゃん」と呼ばれました。

それを聞いた弟は「こーちゃん」と呼びました。ところで、父は私の名を「太一」にしようと

したそうです。そこで、「こー」と「た」を結んで「こーた」とし、「こう」を耕としました。

山田耕筰の耕です。人生を豊かにしていくため、常に耕していこうという意味もこめました。 

ある晩のこと私は父に抱かれて、ふらっと散歩に出た。近くに幅４メートルほどの道路があっ

て、そこに小さな公園があり、ブランコと滑り台があった。その公園の右方向に交番があった。

交番の軒先に直径二十センチほどの電球が付いていて、何故か赤色だった。この赤色灯が交番

のいわば目印だったのだろう。耕太には何故かこの赤色灯が印象的で記憶された。そこから一

軒おいた先に門構えのあるお屋敷風の家があって、門柱二本は切り株が残った樹木だった。そ

の切り株のごつごつ感が、どうにも不気味だった。父は耕太が怖がるのを面白がって近寄って

行っては顔を付けるようにした。当然ながら私は「いやだよー」と泣き叫ぶのだ。人通りはま

ったくなく静まりかえっていた。 
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◆志茂町の思い出 

３～４歳の志茂町は、物心がついたころで、記憶は俄然多くなった。 

とにかく赤いゴム長靴がお気に入りで、どこへ行くにもいつも履いていた。耕太のシンボルマ

ークだった。それが、どう迷子と結びつくのか。 

耕太は生まれながらに音楽、とりわけ歌が好きだった。当時、耳にする音楽と云えばチンドン

屋だった。チンドン屋の音が聞こえると一目散に駆けつけるのだ。近づいてくるのをわくわく

して迎え、通り過ぎるのと同時に後をつけるのだ。後先のことは考えない向こう見ずだから、

引き返そうとしたときは帰り道が分からず泣きだす。すると誰かしらが気づいて「また赤いゴ

ム長靴の子だ」といって家まで送ってくれる。シンボルマークをもった迷子の子で、知れ渡っ

ていたのだ。 

ところがある日、事件がおきた。その日はチンドン屋いつもより遠くまでいった。やがて日が

暮れてチンドン屋は肩の楽器など外したかと思うと足早に去って行った。耕太は一人原っぱの

真ん中に取り残された。日が落ちてきて暗くなるのは早い。心細さが迫ってきて、泣くほかな

い。泣き声は大きくなる一方だ。そのうち原っぱから見える二件ほどが灯りをともした。する

と人影が見えた。耕太の泣き声に気づいたようだ。二人の人影が近づいてきた。ほっとしたと

ころで「坊やのおうちはどこ」ときかれた。私は「あっち」と来た方向を指さした。二人は私

の指さす方へ耕太を連れて歩き出した。よく辛抱強く歩いてくれたものだ。そのうち見覚えの

ある風景がみえてきて、「ボクのうちはあのへんだよ。もう大丈夫」といって「どうもありがと

う」とやっといって、かけるようにして家にとびこんだ。       (作詞・作曲家 高橋育郎) 

 

９． Japa 及び連携団体からのご案内 

 

▼第 9回 Japa フォーラム 開催のご案内 

「第 9回 Japa フォーラム」をオンライン開催(Zoom)で、下記要領にて開催致します。ご参加/

参加申込については、本 mail にて、その旨を返信ください。 

   

 開催テーマ：仕事と子育ての両立は、社会全体の課題 [論点提起者：高山れい子] 

 開催日時：2021 年 10 月 6日(水) 15：00～17：00  ＜14:45 アクセス受付開始＞ 

 開催方式：オンライン開催(Zoom) ※参加申込者には折返し､参加 URL をご連絡します。 

 参 加 費：Japa 会員：無料   非会員：1,500 円(事前振込)  

 

 

▼Japa の会員募集  

Japa は、会員［正会員、一般会員］、連携団体を随時募集しています。 

※ 年会費 正会員：1万円  一般会員：3千円 

入会金無料のいま、ぜひ、入会のご検討を賜れば幸甚に存じます。 

 

お問合わせ先：Japa 事務局 info@japa.fellowlink.co.jp 
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１０． つぶやき（編集後記に代えて） 

 

自民党総裁選挙(日本の総有権者数 1億 658 万 7860 人[2019 年 7月 3日]の 1.07％にあたる自

民党員 113 万 6445 人[2021 年 3 月 1 日]のみが参加できた組織内選挙)の終了(9/29)とともに、

延長されていた「緊急事態宣言」も昨日(9/30)をもって終了し、本日(10/1)より、全面解除と

なった。なぜ、急激に収束してきたのか、説明できないとのこと。今冬のインフルエンザの流

行期にどの様になるか。おそらく、その間隙を縫って、夜の飲食、観光・旅行がリバウンドし、

加えて、衆議院選挙も行われる見込みであり、人流リバウンド後のコロナ禍がどうなるか、・・・。 

    出典：NHK 特設サイト 新型コロナウィルス https://tinyurl.com/yfq42dk2 
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