
（マルボラ）今日は，小山さんに最初にお話をいただきまし

て，皆さんのデスクトップマシンでインターネットが見られ

る状態になっておりますので，ご自身でマウスを動かしなが

ら，お話の進行と併せて，自由にさわっていただきたいと思

います。マルボラもお隣に座らせていただいくこともあろう

かと思いますが，ぜひご一緒に進めていただければと思いま

す。では，小山さん，よろしくお願いします。 

（小山）小山です。よろしくお願いします。 

最初に２つ，皆さんに質問をさせてください。まずお住まい

は，厚木市内の方はどのくらいいらっしゃいますでしょう

か？ やはり多いですね。県外の方は？ 今日はいらっしゃら

ないですね。 

今日は主に IT の話をするのですが，IT に関する習熟度につ

いて伺いたいと思います。普段，お仕事や家庭・地域などで，

インターネットをガンガン使っているという方はどのくらい

いらっしゃいますか？ 結構多いですね。 ボチボチ使ってい

るという方？ わかりました。ほとんど触れたことがないとい

う方もいらっしゃいますね。そうなると，話の焦点の絞り方

が，なかなか難しいですね。 

１ ．自己紹介 

今日は技術的な話ではなく，「まちづくりや市民活動に IT を

どう活かしていくか」ということについて，できるだけ具体

的な事例に即してお話を進めたいと思います。 

最初に自己紹介を兼ねまして，私の勤務先である神奈川県国

際交流協会のホームページから入っていきたいと思います。 

神奈川県国際交流協会は，前の神奈川県知事の長洲一二さん

が市民レベルの国際交流を推進していくための中核的な組織

として作った財団です。「沿革」をみていただくと，設立が

1977 年，24 年前になります。設立当初は，山下公園を見下

ろす眺めのいいところに事務所を置いておりましたが，1988 

年に横浜市栄区にある県立地球市民かながわプラザに事務所

を移転しました。この地球市民かながわプラザは，地球規模

で考え地域から行動する「地球市民」を育てることを目的に

設置された県立の建物です。 

では，私が日頃どんなことをやっているか少し説明します。

今日，お配りした資料の中に，「かながわ市民活動情報メール

マガジン・KIS ニュース」というチラシがあると思います。

これは，今年の５月８日に創刊したメールマガジンで，現在

月 2 回のペースで発行しています。 

内容は，神奈川県内で活動するボランティア団体やＮＧＯが

企画するイベント情報や，神奈川の市民活動の新しい動きの

紹介などです。 

配信先は，個人，ボランティア団体，市民活動を支援する NPO

センター，国際交流協会などです。12 月 5 日現在で，約 1080

人の方に読んでいただいています。 

「メルマガ」というのは，今年になるまであまりポピュラー

なメディアではなかったと思いますが，ＫＩＳニュースを発

刊して約ひと月後に，小泉内閣が「小泉メルマガ」を発刊し

たため，世間にもその存在を知られるようになりました。小

泉メルマガは現在 200 万人以上の読者がいるそうです。私ど

もの方は残念ながら千人ちょっとという読者数なので，今日

の出会いをきっかけに，ぜひみなさんに読者になっていただ

ければと思います。 

せっかくですから，メルマガのバックナンバーを覗いてみま

しょう。これが昨日発刊された最新号第 15 号です。 

最初に「耳より情報」があり，横浜で「第2 回子どもの商業 

的性的搾取に反対する世界会議」が，これから行われるとい

う内容が載っています。その下には，神奈川県内を中心に開

催される各種のイベント情報が載っています。 

最近は，行政機関だけでなく，ＮＧＯもボランティアを募集

している場合があり，そういった情報も載せています。 

私の所属する企画情報課では，普段，メルマガの編集・発行

のほか，紙の機関紙を 2 ヶ月に 1 回のペースで出しています。

それ以外に，国際理解をテーマにした各種セミナーなどの企

画もしています。 

実は今日も「アフガニスタンの人々の日常を知る」というテ

ーマで，アフガニスタンの映画が地球市民かながわプラザで

上映されます。 

来週の 15 日には，ＪＶＣという日本のＮＧＯのスタッフが

地球市民かながわプラザに来て，アフガニスタンの帰国報告

会を行う予定です。 

これ以外に，「学びの道具箱」というタイトルで，学校の先生

や生涯学習のスタッフ，ＮＧＯ関係者を対象とした「地球市

民学習リーダーセミナー」という企画もやっています。これ

以外にも沢山の事業をやっておりますが，皆さんのお手もと

に当協会の URL をお配りしてありますので，後ほどゆっく
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りご覧になってください。 

 

次に，私がパソコン通信やインターネットと関わるようにな

った経緯について，お話をさせていただきます。 

一番初めにこの世界と出会ったのは，パソコン通信の「ニフ

ティ・サーブ」です。現在は，富士通の子会社が運営してい

るパソコン通信の会社です。私は，今から 10 年くらい前に

「ニフティ・サーブ」に加入し，93 年から約 7 年間，ニフ

ティ・サーブの「生涯学習フォーラム」と呼ばれる電子会議

室で，進行役を務めてきました。 

そういった実績を買われてか，今から７年前に，横浜市緑区

のオンライン生涯学級という企画に関わりました。この学級

は，メーリングリスト機能を使って，「国際化に向けたまちづ

くり」をテーマに，参加者同士がメールを交換しながら相互

学習を進めるものです。この学級には，当初企画アドバイザ

ーという立場で関わり，後半は学級生として参加しました。

この学級は，日本で初めてメーリングリストを使って学級を

進めるという形態をとり，最終的には，国際化に向けたまち

づくりについて，学級生のグループが，横浜市のホームペー

ジに提案をするというところまでやりました。なお，オンラ

イン学級が具体的にどうやって進んでいったかについては，

今日皆さんにお配りした月刊誌「社会教育」の記事をご覧く

ださい。 

さて，横浜駅西口から歩いて 5 分くらいのところに「神奈川

県民活動サポートセンター」という施設が 1996 年にできま

した。ここは，「市民活動支援」のための拠点施設で，フリー

スペースがあったり，パソコンが置いてあって自由に使えた

り，市民活動に関するチラシがたくさん置いてあったりしま

す。この施設のオープン時に，情報システムを設計するため

のワークショップに関わった情報ボランティアの方々が中心

となり，98 年の秋に神奈川県内で活動している情報ボランテ

ィア同士の情報交流を進めるための「かながわ情報ボランテ

ィアメーリングリスト」を立ち上げました。これから，その

サイトをご覧いただきます。私も，呼びかけ人の一人に入っ

ており，本業は国際交流協会の職員ですが，アフター５には，

「よろず企画相談屋」というのをやっています。「よろず企画

相談屋」とは，アフター５に，自治体や NPO の人たちから

メールで「よろず相談」を受けているということです。 

現在，「かながわ情報ボランティアメーリングリスト」には，

約 100 名の人が加入しています。神奈川を中心に，パソコ

ン・ボランティアとか，一般の会社員，大学の研究者などが

このメーリングリストに入っています。 

さて，横浜市栄区で，「メーリングリストを使って福祉の問題

を考えよう」という学級が立ち上がり，この講座の立ち上げ

にも少々関わりました。こちらは，今日のように，座学を中

心として，講座と講座の間に，学級生同士が講師の講義を巡

って，メーリングリスト上で情報交流を進めるものです。非

常に活発にいろんな意見が出ていてとても楽しい学級です。

このメーリングリストがきっかけとなって，栄区の福祉活動

が活発になっている様子を，大変興味深く拝見しています。 

私のインターネット事始としては，ニフティ・サーブ入会を 

契機として，そのあと自治体の生涯学習，まちづくりの関係 

にだんだん足をつっこんできた，という感じです。 

 

２．ＩＴ を活用した「まちづくり」，当事者ネットワークの

紹介  

ようやくここから本題に入りますが，主に２つの観点でお話

させていただきます。最初は，子育て，まちづくりの分野で，

IT がどのように活用されているのかを，具体的な事例を元に

しながらお話したいと思います。2 つ目は，すでに国際協力

等の分野で活動している団体，ＮＧＯ・ＮＰＯが，IT をどの

ように活用しているのかという話をしたいと思います。 

最初に，「子育て」に IT を活かしているグループの事例を紹

介します。全国にたくさんのグループがありますが，このう

ち，僕自身が主宰者を個人的に知っている事例をとりあげま

す。 

子育てネットワークを主催されている方は，多摩市役所に勤 

めている現役の職員です。鈴木さんという方で，子育て支援 

ネットワークの主宰者として，最近とみに名前が売れている

人です。昔から IT に詳しい方というわけではなく，多摩市

役所の生涯学習課勤務時代に，子育て支援を IT を使って実

現するための研究プロジェクトを企画し，自らメーリングリ

ストやホームページを立ち上げたのが始まりです。このプロ

ジェクトは，97 年くらいに始まったように記憶しています。 

現在，彼女は生涯学習の関係の部署を離れて，情報関係の部

署に勤務していますが，この実験プロジェクトを個人として

引き継いで，ずっとやっていらっしゃいます。 

この子育てネットワークにどんな機能があるかというと，子

育てについて悩んでいる主婦の方，お友達が欲しいという方

のために，「お友達募集ボード」があります。「メル友になり

ませんか？／ 10 ヶ月になる女の子のママです。島根県に住

んでいます。近くの方，遠方の方，いろいろお話しましょう。

／最近，夜泣きで困っています。」そんな投稿が寄せられてい

ます。こんな形で，電子掲示板を使って，自分の悩みを相談



できる相手をこの電子ネットで探しています。それから，井

戸端会議，チャットですね。さらに，メーリングリストもあ

ります。鈴木さんによれば，「メーリングリストは，電子メー

ルを使った登録制の電子会議サービスです」と書いてありま

す。イメージとしては，こういう図式です。わかりますか？ 

メーリングリストのことを知らない方は？（質問）。ちょっと

説明しますと，参加者の方で子育てに悩んでいる方がいると

して，その方が，メーリングリストサーバーに「アトピー性

皮膚炎で悩んでいる」「夜泣きがひどくて」というような相談

の電子メールを送りますと，それが一斉に他の参加者にも配

信されるという仕組みです。それに対して，他の参加者が「実

は私の子どももアトピー性皮膚炎で悩んでいたけど，こうや

って治しました」などという経験談を，このサーバーに送る

と一斉に配信される。メールのやりとりによって，課題解決

に向けた情報（知恵）を共有していくという仕組みです。 

これがメーリングリストで，インターネットにつながってさ

えいれば，プロバイダーと呼ばれている会社を選ばずに，ど

なたでも参加できる，開かれた仕組みです。 

実は子育てネットはたくさんあり，今は企業もやっています

し，個人でなさっている方もいらっしゃいます。子育て支援

の団体を作ってそこが運営しているものもあります。かなり

いろんな形がありますが，核家族化が進む中で，一人で暗く

悩んでしまいがちな人たちが，サイバースペースの中で，情

報を互いに交換することを通じて悩みを解決していくという

ことが，1995 年以降，かなり幅広く行われるようになってき

ました。 

中には，悩みの共有とか相互に解決していくという形態以外

に，「保育所，幼稚園の選び方」というようなノウハウを情報

提供されている方もいらっしゃいます。実は日経アワードと

いうホームページに関する表彰制度があるのですが，97 年か

98 年に表彰された藤沢に住む主婦の方は，本当にきめ細かい

情報を出しています。例えば共稼ぎの夫婦がいて，子どもが

微熱を出した場合，たいていの保育園は子どもを預かってく

れません。しかし，中には園長（保育士）の裁量で預かる場

合もあるのです。「子どもが微熱の時に，保育園で預かってく

れるかどうか」という質問を，入園前の園長さんとの面接で

ぶつけてみて，顔色を見て保育園の姿勢を判断する，という

ようなノウハウが，ホームページ上に載っているのです。共

働きの方は非常によくわかると思うのですが，かなり微妙な

問題です。子どもが熱を出しているからと言って，そう簡単

に仕事は休めませんが，保育園の中には，こうした場合に子

どもを預かってくださるところもあるのです。もちろん原則

は，病気の場合は預からないことになっていますが，その辺

の裁量が利く保育園もあるということです。こういう決して

本には載っていない，当事者ならではのきめ細かな情報が，

インターネットには載っているのです。いずれにしても，子

育て支援の分野では，IT は非常に活用されているというのが

現状ではないでしょうか。 

Q.「立ち上げた方は管理者となるのですか？」 

A.「そうです。鈴木さんは，管理者になります」 

子育て支援ネットは，数百から千という単位になるかもしれ

ません。私もとても全部はわかりませんが。「リンク集」と言

いまして，子育て支援団体の連絡先をホームページに出して

いるところもあります。全部は網羅されていないのですが，

同じ思いを持った女性の方が全国の支援ネットを集めて，相

互交流をするためのページもあります。 

今の時代を感じさせますよね。例えば，育児書には，1 歳に

なると，つかまり立ちができるとされていますが，そういう

育児情報を読んでいると，逆に自分の子どもが 1 歳になって

立てないと，「何かおかしいのではないか」と悩んでしまう。

おばあちゃんや親戚の人に「どうなんだろう？」と相談する

と，「そんなのは平気よ。･･･」と割と簡単に解決してしまう

のですが，今は核家族化が進行しているので，そういった悩

みを気軽に打ち明けられる相手が近所にいなかったりする。

そういったときに，IT というものが非常に役に立ってくると

思います。 

次は「シニアネット」といいまして，高齢者の方々のインタ

ーネット活用の事例を見ていただきたいと思います。 

日本全国にシニアネットは沢山ありますが，今日は時間の関

係で神奈川県内の一部をご紹介します。今画面に出ているの

は川崎シニアネットです。これは，川崎に住んでいるか，川

崎にゆかりのあるシニアならどなたでも参加できます。メー

リングリストや掲示板という機能を使って，仲間づくりをす

る仕掛けを作っています。新着情報を見てみると，川崎シニ

アネットに入っている仲間とハイキングの企画をして，「オフ

会」を実施する。「オンライン」に対しての「オフライン」。

つまり，実際に会って，勉強会をしたり，お酒を飲んだり，

ハイキングに行ったりするというのがオフ会です。 

おもしろいのは，会員個人のホームページを紹介していて，

「インターネットの活用法」というのも出てきます。 

シニアネットは，元々はアメリカ発で，90 年代の初頭に，あ

る大学の先生が自宅のハウスキーパーがコンピュータ通信を

しているのを見て，「お年寄りの社会参加や生きがい作りにコ

ンピュータ通信が活用できるのではないか」と，まずは個人



から立ち上げたネットで，現在，全米で３万人以上の方が参

加して，日夜，メールやホームページを使いながら，情報交

換をしています。また，お年寄りの学習センターも世界各地

にあって，私が 95 年にアメリカのジョージア州の代表の方

と会ったときには，全米で 70 位の学習センターを持ってい

ました。こちらの施設（厚木市情報プラザ）のような立派な

ものではなく，アメリカで始まったシニアネットの運動は，

空き倉庫や学校のコミュニティスクールの片隅とかの既存の

建物を借りて，地域のパソコンに詳しい方を講師にお招きし

て，お年寄りの方がパソコンの技術を習得するという活動で

す。 

現在は，もちろん海を越えて日本とも情報交流をしています

し，韓国のオロバンというシニアネットやヨーロッパともつ

ながっています。米国発のシニアネットは，今や全世界にネ

ットワークをもったグローバルな活動に発展しているのです。 

さて，次の事例は，神奈川県逗子市の美間さんという NTT の

OB の方が 70 歳になったのを契機に始めた湘南シニアネッ

トです。 

ホームページの中に，「ふれあいサロン」を開設しています。 

なお，横浜だけでも３つ以上のシニアネットがあり，横浜以

外の神奈川県内でも，シニアネットの活動は盛んになってき

ています。 

こういった全国のシニアネットを束ねて，「シニアネット・カ

ンファレンス」という会議が昨年行われました。高齢者の方々

が，現役時代に会社等で培った技術を地域社会に還元したり，

お友達を作ったり，生きがいをみつけたり，と，かなり盛ん

になっている活動です。 

今までご紹介したのが男性中心のネットでしたので，今度は

女性が中心となって運営しているシニアネットをご紹介しま

す。世田谷区在住の大川さんが代表を務める「コンピュータ

おばあちゃんの会」です。 

大川さんは自宅に何台かパソコンを入れて，世田谷区を中心

にシニアの方がコンピュータを学びながら生きがいを発見し

ていこうという活動をなさっています。ここでは，1 ヶ月に 4 

回くらいのペースで，パソコンサロンという形で勉強会を開

いています。 

パソコンだけではなく，先ほどの川崎の例でもそうでしたが，

ツアーに行ったりして「楽しみながら学ぶ」ことをやってい

る団体です。ホームページの中に，囲碁対局の風景というの

もありますね。パソコンでやっているんですね。 

現在，ここ情報プラザでも「 IT 講習会」が実施されています

が，多くの自治体で高齢者向けのものが実施されています。 

ＩＴ講習は各コース 12 時間が標準ですが，12 時間ですと，

パソコンに触って，メールをようやく打てるようになるとこ

ろで終わってしまいます。できればその時点で「IT 講習会は

終わり」というのではなく，参加された方々がお互いメール

を交換し合えるようなグループ化支援を市役所がしていくと

いうことも政策的にあってもいいのではないかと思っていま

す。 

ちなみに，新潟県の三条市では，高齢者ばかりではなく，IT 

講習の終了後に，参加者が自由に情報交流をするためのメー

リングリストを，市の事業として立ち上げて，市民に提供す

る政策をすでに始めています。そういった意味では，単にス

キルアップをするのではなく，スキルを獲得した人が，まち

づくりや生きがい作りに向けて横につながっていくような支

援を，市の戦略としてやっていく必要があるのではないか，

そんなふうに思います。 

次は，障碍者支援をしているネットを紹介します。最初は，

横浜市青葉区を中心に活動している ABS21 という活動です。 

青葉バリアフリーサロン２１。これはバリアフリーの街を実

現していくための情報提供，障碍者への支援，健常者と障碍

者との交流を目指した活動です。横浜市青葉区の社会福祉協

議会と連携しながら運営しています。 

ここもメーリングリストを何本か作りまして，会の運営に関

するスタッフ間の連絡調整や，健常者と障碍者の交流の場の

提供など，いろんな形で IT を活用しています。 

次は，ピアネット。ここも，障碍者当事者同士，あるいは，

障碍者と健常者との相互交流を目指して，かなり早い時期か

ら活動を始めたネットワークです。障碍者の方が，IT を使っ

て起業をするための工房も作っています。ｅ工房と表示され

ています。ちょっと読んでみますね。「ｅ工房の前身であるピ

アネット在宅ワークグループでは，ピアネット設立当初から

障害者の自立を大きな目標に掲げ，パソコン講座を開いたり，

アンケート集計や名簿入力の仕事を受託したりしてきまし

た。」と書いてあります。いろいろな仕事を引き受けて，障碍

者の方の自立支援に向けた動きをＩＴ  を基盤としながら作

っていく，そういったものです。 

ピアネットは，主に神奈川県内を中心に活動しています。 

次に，ＵＮＤＯ 。横浜を中心に障碍者の方々への支援をして

いるパソコンボランティア団体です。ＵＮＤＯは，96 年に横

浜市社会福祉協議会のボランティアセンターの活動の中から

誕生しました。障碍者の方がＩＴ技術を獲得していくための

支援などを中心にしながら，いろいろな活動をやっています。 

今，子育て支援ネット，シニアネット，障碍者支援ネットと



いう３つの事例を見てきましたが，公民館や社会福祉協議会

等の行政的なところと，市民活動団体，ＮＰＯとの連携の可

能性が見えているような気がします。というのは，子育て支

援など，当事者の悩みの解決を相互に図るという意味では，

個人やＮＰＯがネットワークを運営するのが望ましいと思い

ますが，一方で，保育園や保健所等公的機関の持っている細

かい情報は，行政に提供していただいた方がいい訳です。こ

うした情報共有の仕組みづくりを，ＮＰＯと行政が二人三脚

で，ＩＴを活用しながら進めていくことが，今求められてい

るのではないかと思います。 

先ほどの 3 つの事例に加えて，最後に，コミュニティネット

の話をしていきたいと思います。 

まず，「ＴａＫＭｉ 」。これは，横浜市北部の都筑区，青葉区， 

港北区，緑区，の 4 区にＩＴ の I を付加して，パソコンや

ＩＴのコーディネーター＝匠（たくみ）を目指して，相互に

学びあうボランティアグループとして命名された，情報ＮＰ

Ｏです。おそらく厚木もそうだと思いますが，生涯学習，ま

ちづくり，環境保護などのグループがたくさん活動をされて

いると思います。 

そういった地域に根ざした市民活動を，ＩＴを使って支援し

ていく。そういう趣旨で作られた団体で，中心メンバーは横

浜市北部の４つの区にお住まいの方々です。実は，私も知ら

ないうちにメンバーに入っていました（笑）。メーリングリス

ト上では私のように 4 区以外の人間も入って，日頃情報交換

をしています。 

非常に活発なグループでして，将来的には，横浜市北部に，

厚木市情報プラザのような拠点を整備し，市民活動のＩＴ支

援を横浜市から委託を受けて実施することを目指して，がん

ばっている団体です。この団体も，メールマガジンを出して

います。メルマガでは，横浜市北部で活動する市民活動団体

や区の主催事業などの情報を提供しています。 

（マルボラ）今日のサロンの案内もされていました。 

後は，「ＩＴ サポーターになりたい」という市民の意欲の受

け皿にもなっていて，将来的には，そういう方と大同団結を

しながら，ＩＴを使った市民活動支援をやっていく，そうい

う団体です。 

せっかくですから，メルマガを読んでみましょう。メルマガ

の名称は，「横浜オムニバス通信」です。11 月 25 日号を見

ると，一番多いのは，青葉区をはじめとする横浜市北部のイ

ベント情報ですね。それに，メルマガを発行している編集者

の多賀さんのエッセイ，「ＩＴを活用した多言語情報発信の舞

台裏」という，私が書いた短い原稿も載っています。それか

ら，青葉区にお住まいの中谷さんの「電子自治体を取材して」

という記事が載っています。 

ところで，皆さんは東京の光が丘団地をご存知ですか？  

私も行ったことはないのですが，団地内にコンピュータをご

専門にされているご夫婦が住んでいて，その方が町内会など

の団地の自治会ではなく，個人として光が丘のコミュニティ

情報を発信したいということで始められたインターネットサ

イトがあります。「光が丘ウォーカー」と言います。 

かなり盛りだくさんの情報が載っています。光が丘団地の近 

くの商店の宣伝は載っていますし，部活動の募集，テニスコ

ートの情報とか，多彩な情報が載っています。このネットは，

光が丘団地を中心とした地域情報を載せているサイトです。

一般に，ＹａｈｏｏやＧｏｏといったサイトを「ポータルサ

イト」と呼びますが，「光が丘ウォーカー」のようなサイトを

「地域ポータルサイト」と言っています。官民を問わず，市

民を含めたいろいろなセクターの様々な情報を載せて，コミ

ュニティを作るための入り口となるサイトで，多くの場合，

個人やまちづくり支援をしているＮＰＯが作っています。自

治体主導ということでは，藤沢市で「藤沢市民電子会議室」

というものを作っています。市が主導して作った電子会議室

ですが，「お役所エリア」と「市民エリア」があり，市民エリ

アの方は，市民の方が手を挙げて，かなり自由に意見交換の

ための電子会議室を作れるようになっています。藤沢市の場

合は，自治体主導の一種の地域ポータルサイトと言っていい

かもしれません。 

さて，私自身は，91 年頃からコンピュータ通信を始めました

が，皆さん，「Window95 ブーム」をご記憶でしょうか？ あ

の年の日経新聞を見ると，毎日のようにインターネットの記

事が出ていまして，「インターネット元年」と呼ばれているの

ですが，95 年頃のマス・メディアがＩＴをどう紹介していた

かというと，「地球の裏側まで，一瞬にして届くグローバルな

メディア」という言い方がされていたと思います。そういっ

た時代に，私自身は横浜市の緑区で，「地域型のインターネッ

トを使った生涯学習の実験プロジェクト」をやってみて，一

つ感じたことがあります。ＩＴ は，グローバルな道具である

と同時に，実は，厚木なら厚木という比較的小さなサイズの

地域の中で，人と人の顔の見える関係を創出していくための

ローカルネットワークとして使えるのではないか，というこ

とです。 

光が丘ウォーカーも自治体が作ったのではなく，個人発です

が，地域ポータルサイトを入り口として，地域の中での新し

い人間関係をつくる場の創出や，地域の社会資源を掘り起こ



していくための道具として，ＩＴを使っていく可能性が拓け

てきている，そんなふうに思います。 

３ ．ＮＰＯのＩＴ活用の方法 

次は，すでにＮＰＯ活動をしている団体が，ＩＴをどう活用

しているかについて，少しお話してみたいと思います。これ

からご紹介するのは，「特定非営利活動法人日本ブルキナファ

ソ友好協会」理事長の松山さんが作られている，「日本ブルキ

ナファソ友好協会」のインターネットサイトです。 

ブルキナファソという国は，西アフリカの内陸にあります。 

日本ではその存在もあまり知られていないかもしれません。 

松山さんという代表の方は，かつて，世界各国を放浪されて

いた時期があり，たまたまブルキナファソに寄って現地の

人々と関係を持ち，ぜひ日本との友好交流をしたいとの思い

から，このＮＰＯを立ち上げられた方です。具体的には，ブ

ルキナファソでの教育や医療の支援活動を続けています。設

立は 95 年 7 月で，活動の拠点は横浜です。 

これは一つのモデルなので，必ずしも国際協力団体でなくて

いいのですが，いわゆるＮＰＯ的な団体が，ＩＴをどう活用

しているかと言うと，一つは，ご覧いただいているようなホ

ームページの活用です。自分たちの組織の紹介をしたり，事

業報告をしたり。例えば，途上国で公立小学校を建設してい

る現場の写真を撮って，ホームページ上で紹介するとか，医

療活動の場合は，診療所の建設や巡回医療の現場の写真を撮

って掲載する，などの利用法があります。 

要するに，ホームページを使って，自分たちの組織や沿革の

説明ができるのです。また，事業実績報告や，これから取り

組む事業計画の内容を載せている場合もあります。注目して

いただきたいのは，団体の会員やスタッフの募集もホームペ

ージ上でできるわけです。 

これ以外に，最近では，寄付金の受付ができたり，オンライ

ン上で寄付金の申し込みができるサイトもあります。一般に，

寄付というと，「赤い羽根募金」のように，街頭に立って，募

金箱にお金を入れてもらうというイメージが強いのですが，

日本でもオンライン上で「クリック募金」ができる時代が訪

れているのです。 

これから募金の形も変わってくるのではないでしょうか。 

さて，このホームページから，ブルキナファソ大使館のビザ

承認のための申請書がダウンロードできるようになっていま

すが，これはすごいなと思いました。また，メンバーオンリ

ーになっていますが，パスワードを入力しますと，会員間の

いろいろな情報交換を，ホームページ上の電子会議室を使っ

て行う仕組みも，すでに実現しているようです。 

以上，ホームページを使って，団体の事業案内，活動実績報

告，会員同士の意見交換や会員・スタッフの募集，寄付金の

申し込みまでインターネット上でできることをご説明させて

いただきました。 

こうした方法を「ホームページ系」と呼ぶとすると，これ以

外に「メール系」という手法があります。具体的には，事務

局スタッフや運営委員会に入っている方々の連絡調整や打ち

合わせをやるためにメーリングリストを使う。会員同士の情

報交流を図るためにメーリングリストを使う。それから「Ｔ

ａｋＭｉ」の例を取り上げましたが，自分たちの活動報告を

メールマガジンの形で発信するということが，すでに行われ

ています。 

大きく分けると，ホームページを使って，会員募集や寄付金

の依頼をする活動と，メールを使って，スタッフや会員間の

連絡調整，あるいは，活動報告をメールマガジンを使って行

う，という，「ホームページ系」と「メール系」の二つがあり

ます。 

皆さんにお配りしたレジュメにあると思いますが，ＮＰＯや

ＮＧＯのＩＴ活用を支援するための専門のＮＰＯ がありま

す。 

まず，ＪＣＡ－ＮＥＴですが，この団体は，ＮＰＯの情報化

支援を行っている団体で，例えば，市民活動団体が「ホーム

ページを作りたいが，どう作っていいかわからない」とか，

「メーリングリストを立ち上げたいが，どうしたらいいだろ

う」というような団体からの相談に応じる等の活動をしてい

る団体です。 

そして，関西には，「ツール・ド・コミュニケーション」とい

う団体があります。ここは，中古パソコンのリサイクルなど

を通じて，ＮＰＯの情報支援をやっている団体です。これら

の活動の原型になったＮＰＯが，アメリカのサンフランシス

コにあり，「コンピュメンター」という情報支援を専門にやっ

ているＮＰＯです。ここは，コンピュータ関連企業にお勤め

の方のパソコン・スキルをデータベース化して，その情報を

元にしながら，市民活動団体から，「経理でこのソフトがわか

らないので，ボランティアを派遣して欲しい」というような

依頼があると，オンラインデータベースを検索して，ボラン

ティアを見つけ，派遣するという「マッチング」をしている

団体です。 

日本でも，ＪＣＡ－ＮＥＴなど，いくつか情報支援を専門に

しているＮＰＯがありますので，もし，皆さんの団体でＩＴ

化に関して困っていることがあれば，そういうＮＰＯに相談

されると，いろんなアドバイスをしてくださると思います。 



４ ．ＮＰＯサポートセンターのＩＴ活用 

全国に，ＮＰＯを支援するＮＰＯサポートセンターがありま

すが，これからお話するのは，そういったＮＰＯサポートセ

ンターなどが運営するポータルサイトのうち，代表的なもの

を紹介します。 

「ＶｉＶａボランティアネット」といって，先ほど話をした

ＪＣＡ－ＮＥＴの設立に関わった浜田さんらが中心となって

開設しているサイトです。 

例えば，ＮＰＯが企画している講座やボランティア募集情報，

寄付金募集情報を一覧で紹介していて，探したい部分をクリ

ックすると，必要な情報が検索できる仕組みになっています。 

試しに，「寄付」の所を見てみましょうか。イギリスに本部を

置き世界規模で活動しているＯＸＦＡＭというＮＧＯが，ア

フガニスタンからの難民や国内被災民に対して，食糧支援の

ための募金を呼びかけている情報が載っています。これ以外

に，「ＮＰＯメルマガ図書館」という検索サイトがありますね。

これを使って，全国各地のＮＰＯが発行しているメルマガの

検索ができます。ここには，リンク集もあります。 

「環境，国際協力，まちづくり，医療，人権，災害，平和，

メディア」に分類されています。要は，市民活動の支援をや

っている全国の団体の情報を色々な角度から集めた総合ペー

ジです。 

これに類似したもので，「ＮＰＯＲＴ」というサイトもありま

す。これは，東京を本拠地とする「ＮＰＯサポートセンター」

が中心となって立ち上げたＮＰＯ支援のためのポータルサイ

トです。 

開発にあたっては，慶応大学の金子郁容先生がアドバイスを

されたようです。見ていただくとわかるように，ＮＰＯの会

議室や掲示板，あるいはイエローページというのもあります。 

これまでご紹介してきたように，個別のＮＰＯが，自分たち

の組織の活動の宣伝や活動報告をホームページやメルマガを

使って行うのと並行して，日本全国のＮＧＯ／ＮＰＯ，ボラ

ンティア団体の支援，相互の情報交流を進めるためのポータ

ルサイトが，複数できています。今日は，大所として，「Ｖｉ

Ｖａボランティアネット」とＮＰＯＲＴの２つをご紹介しま

した。 

最後に，これは必ずしもうまくいっていませんが，ボランテ

ィアをやりたい人と，ボランティアを募集している団体を，

IT を使って，マッチングしていくということも少しずつです

が，始まっています。多くの場合は，IT 上でつなぐというこ

とではなく，常時ボランティアを募集している団体の情報を

ホームページ上に載せて検索できるようにしておき，ボラン

ティアをやりたい人が，「まちづくり」「防災」「国際協力」「環

境」など，自分のしたい分野を検索して，自分に肌が合いそ

うだなと思ったら，その団体に直接メールを送るなり，電話

をかけて「ボランティアをやりたい」と申し込む。そういう

形で使っています。 

今申し上げたのは，ホームページを使った活用例で，もう一

つ「メール系」というカテゴリーがあります。「メール系」の

代表的な形態が，メーリングリストの運営です。そして，も

う一つがメールマガジンという方法です。いくつかご紹介し

ますと，まず「ＮＰＯ／ＮＧＯ ＷＡＬＫＥＲ」というのが

あります。これは全国版で，北は北海道から，南は少なくと

も九州までの情報をカバーしています。全国的なＮＰＯの動

きやＮＰＯが主催するイベントやボランティア募集情報を，

メールマガジンの形で出しています。 

「ＶｉＶａｃｅ！」というのは，先ほどご紹介した V ｉ V ａ

ボランティアネットが運営しているメールマガジンです。多

くのメールマガジンが，日本全国の情報を扱っていますが，

地域版もいくつかあります。 

一つは九州地区の情報を提供する「九州 NPO・NGO メール

マガジン」です。都道府県に内容を限定したメルマガは，今

のところ神奈川だけで，「ＫＩＳ・ＮＥＷＳ」と言い，私ども

の財団を中心にいくつかのボランティア支援機関が協力して

発行しているものです。 

５ ．ＩＴを活用した「まちづくり」 

ここで教育の関係の方，いらっしゃいますか？ 最後に教育分

野でのＩＴ活用の話をしましょう。「ネット・デイ」のホーム

ページを見てみましょう。これは学校の IT 支援を，地域のボ

ランティアが自発的に行うという市民活動です。例えば，今，

「ミレニアム・プロジェクト」といいまして，2005 年度まで

に，全国の公立小中学校の教室をインターネット接続すると

いう計画が立てられています。 

こうした政府のＩＴ戦略を補完するというわけではないので

すが，IT を使って学校支援ができるのではと思った情報ボラ

ンティアが，学校にインターネットを接続するための「情報

お助けマン」のような活動を自発的に始めました。今ご覧い

ただいているサイトは，そういう活動をしている全国の活動

団体をつないでいるホームページです。現在，日本の中でネ

ット・デイに大変熱心に取り組まれている人の一人が，兵庫

県播磨市にいらっしゃる和崎さんという方です。 

ネット・デイの具体的な内容としては，電気工事屋さんと，

コンピュータ・ネットワークに詳しいプログラマーの方など

が，セットで学校に入っていき，まずは学校の IT 環境を整備



する。次に，これらの地域の人たちが学校を舞台に，子ども

たちの情報教育を支援することで，学校と地域の連携が進ん

でいく。こんな活動が，ネット・デイの内容です。ＩＴで学

校と地域を結び，地域を元気にしていく運動なんです。 

そもそもネット・デイは，シニアネットと同じく，アメリカ

発の運動です。最初にネット・デイを始めた方は，コンピュ

ータに詳しい方はご存知かもしれませんが，サン・マイクロ

システムズというコンピュータ会社で，かつて CEO だった

方です。会社の広報戦略という面もあったかもしれませんが，

IT を使ってアメリカの教育を良くしたいという「個人の思

い」から，この活動を始めたと聞いています。 

今では，全米にネット・デイが広がり，この動きが日本にも

波及して，日本のパソコン・ボランティアの何人かが，日本

各地でネット・デイを始めました。 

今画面をご覧いただいていますが，「ネット・デイってなんや

ねん？」と関西弁のノリになっています。「街の大人や子ども

がみんなで集まって，学校中にインターネットの線を這わせ

ようか。お父さん，お母さん，オッチャン，お姉さんも混じ

って，校内に線を引いていく工事をしていく」と書かれてい

ます。ネット・デイで大事なことは，単に電気工事をボラン

ティアで安上がりにやるのではなく，情報教育に関心のある

地域の人材が学校に入っていくことで，学校が地域に開かれ

ていったり，地域の方と学校の先生方が二人三脚で学校の総

合学習や情報教育を進めていく体制が築かれていくことでは

ないかと思います。 

ネット・デイ自体も，全国のいろいろなところで始まったの

ですが，先ほどご覧いただいたように，横の連絡もできてい

まして，何年かに１回，ネット・デイの全国大会が開かれて

います。 

次に，「IT を巡る行政と NPO の協働」というところに話を移

します。 

先ほど，IT 講習の話をいくつかしました。これからお話する

のは，IT 講習を，NPO 法人の「シニア SOHO 普及サロン

三鷹」と地元の自治体が，企画の段階から協力して実施して

いる事例です。ホームページで，この会の「目的と活動の経

過」というところを見ましょう。 

会の目的「シニアの地域ビジネス参加のプラットホーム」。 

かっこいいですね。活動の柱が複数あります。一つは「 IT 習

得」で，行政と協働してやっていく。二つ目は，「スキル情報

発信・マッチング」と書いてありますが，高齢者の方のいろ

いろな経験を「まちづくり」につなげるためのマッチングを，

SOHO サロンでやっています。ちなみに，今年度の IT 講習

の市民講師の２００人のうち，このサロンの関係者が６０名

を占めているというデータがあります。また，IT 講習という

と，業者作成のテキストを使っているところが多いのですが，

三鷹の場合は，IT 講習のテキストも，SOHO サロンで開発し

たそうです。IT 講習も行政だけでやるのではなく，地域の

NPO と一緒に，企画，実施，テキスト作成，３つの局面で

協力しながらやっている，そんな事例を紹介ました。 

一歩進みまして，この SOHO サロンが，高齢者の生きがい促

進やまちづくりにつながっている，そんな事例をご紹介しま

す。 

ホームページの中に，高齢者社会活動マッチング事業とあり

ます。簡単に言うと，高齢者の方の社会的な経験や知恵をま

ちづくりや，市民の方々の生活の質の向上に結びつける，そ

のためのマッチングを IT を使いながらやっていく，そうい

うことのようです。どこまでうまくいっているかわかりませ

んが，概念図としてはこんな感じになっています。例えば，

「家に来てパソコンを教えてほしい」という要望を持つ人が

いるとします。逆に「私はこれができる」というようなスキ

ル情報の登録して，IT を使ってマッチングするという仕組み

のようです。 

さて，神奈川県内にも「シニア SOHO 普及サロン三鷹」に

似た事例があります。鎌倉のシティズン・ネットというＮＰ

Ｏで，IT 講習の企画と実施の段階で，鎌倉市と協働しながら

事業展開をしています。 

まとめに入りますと，数年前までは，厚木は「テレコムタウ

ン構想」といって，通産省，今でいう経済産業省でしょうか，

そこから指定を受けて，IT を使ってまちづくりを戦略的にや

ってきた市だと聞いています。ただ，ともすると，IT 企業の

誘致によって，まちおこしや産業の活性化という側面ばかり

が強調されがちだと思うのですが，できれば，今日ご紹介し

たような，地域の社会資源を，教育やまちづくり，福祉の向

上につなげる活動を官と民が協力しながらやっていく。そう

いったことができれば，これまで以上に厚木市が情報プラザ

を設置した意味も出てくるのではないかと思います。駆け足

でご説明をさせていただきました。最後に質問を受け付けた

いと思います。ご静聴，ありがとうございました。 

ここで質問を受け付けます。どなたでもどうぞ。 

Ｑ ．インターネット上ではものすごい数の情報があり，子育

てとか福祉というキーワードで検索しても膨大な量が出てき

ます。その中で，自分の必要としているサイトはどういうと

ころなのかというのは，その人の見極める能力にだけ頼るし

かないのでしょうか？ 



Ａ ．メディアリテラシーといいまして，インターネットサイ

トの検索のノウハウのみならず，情報をクリティカルに読み

解く力が，情報過多の時代には，ますます求められると思い

ます。そういった講座を，公民館などが企画するというのが

一つ。もう一つは，私のような人間が情報提供するだけでな

く，例えばボランティアセンター等の公的機関が，お勧めサ

イトの情報を，福祉なら福祉の分野で持っている場合がある

ので，これを活用するという方法あるのではないでしょうか。

個人が，インターネットの検索機能で，お目当ての情報を絞

っていくのは大変ですよね。ですから，ボランティアセンタ

ーとか，国際分野であれば，国際交流協会とか，そういった

支援機関をうまく活用するのもいいかと思います。 

Ｑ ．そういうアドレスや名前の情報を知っている場合はいい

ですが，わからないと難しいですね。 

Ａ ．いい意味で，行政の信頼感はありますよね。「子育て」

であれば，保健所や子育て支援センターが民間の情報も集約

していて，電話をすると，お勧めサイトを教えてくれるとい

う仕組みがあるといいかもしれませんね。おっしゃるとおり，

いきなり「子育て」と検索すると，何十万件という膨大な数

がヒットしてしまいますから。 

Ｑ ．こういったところで，こういうサイトの紹介をしていた

だければ，そこから探していくのは簡単だと思うのですが，

なかなかこういう機会に参加できるということもないので。 

Ａ ．例えば，厚木市にある保健所，公民館，社会福祉協議会

のサイトに，お勧めリンク集があるとか。比較的信頼感のあ

るところから，リンクしているとのがいいかもしれませんね。 

それも行政が一方的に情報を集めるというよりは，情報集め

の段階から，子育てサークルと協同でやっていくというよう

なプロセスが非常に大事だと思います。 

Ｑ ．NPO ，NGO の実態がなかなか理解されにくい状況に

あると思います。NPO や NGO がどうわれわれの生活や日

常に関わっているのか，そこが不透明の部分があります。団

体が NPO になるとどうなるのか，どういう活動ができるの

か，僕たちの生活にどう関わってくるのか，どのように解釈

したらいいのでしょうか？ 

Ａ ．鋭く，かつ深遠な質問で，回答になるかわかりませんが，

まだまだ NPO とか NGO は，日常にはそれほど入ってきて

いないのが現状だと思います。おそらく NPO が身近に感じ

られる入り口としては，僕自身は福祉ではないかと思ってい

ます。とりわけ，介護保険法が成立し，シルバービジネスの

中に，福祉 NPO と言われている団体（これは，社会福祉法

人だけでなく，NPO の法人格を持っていて，介護や移送，デ

イ・サービスをやっているところも含まれるのですが）が参

入してくることで，NPO とはどういう社会的存在なのかとい

う輪郭が徐々にわかってくるのではないかと思っています。 

抽象的に，NPO とか NGO といっても，非常に遠い存在にあ

ると思うのですが，おそらく福祉の分野から，NPO と，「儲

けまっせ」という企業のシルバービジネスとの違いが，明確

に見えてくるのかなーと。だた，それとて，時間がかかると

思います。 

Ｑ ．聞いていると，後ろ盾として公認されているような錯覚 

をある種受けてしまいます。 

Ａ ．日本の場合，法人格を取ったからといって，お役所のお

墨付きが得られるわけではなく，今の NPO 法人の資格自体

は認証といいまして，いわゆる申請の要件がきちんと満たさ

れてさえいれば，多少あやしい団体でも法人格が取得できま

す。そういう意味では，「法人だから安心」ということはあり

ません。 

それは企業でもそうですよね。あやしい企業もあれば，ちゃ

んとした企業もある。ただ，「営利を目的としない，公益的な

団体」で，財団や社団のような民法３４条で規定される公益

法人とは別に，「市民発の組織」として，ＮＰＯという法人格

の制度が３年前にできたということです。これもアメリカか

ら入ってきました。 

（参加者）青葉バリアフリーサポート２１ のホームページを 

 １０ 月２７ 日にリニューアル公開したばかりで，夕べまで

フラッシュの画像がなかったのですが，今，スクリーンで見

てびっくりしました。このホームページは，中途障碍の方１

０名に対し，ワープロの入力レベルから講習会を行い，その

あと，月２回，フォローアップのサロンの講座を受けた方た

ちが，去年の 10 月位からホームページも作りたいという要望

があり，この８月から毎週土曜日，１日中費やして２ヶ月勉

強し，コンテンツ集めからホームページビルダーを使って，

アップする直前までできるようになったという，みんなの集

大成のものです。それをお伝えしたいなと思いました。本当

に，ゼロから始めました。 

会を運営する苦労としては，コンセプトがきちんとしていて，

何かあってもそこに戻って，みんなで力を合わせてやるとい

うことかなと思っています。 

（参加者）NGO や NPO は，とてもはやりのもので，官の

方からすると，市民のリクエストはとても多く，即時性のあ

るものなので，できるだけ取り入れて市の仕事をしていった

らいいなと思う反面，特定の人に利益が行きがちだったり，

市全体のことを考えると，なかなかリクエストにお応えする



ことができないという現状があり，そういう日本の風土があ

って，アメリカのようには NPO が発達しないという気がし

ますが，官の立場として，官公庁は NPO をどう取り入れて

いったらいいか，エッセンスをお聞かせ願えたらと思います。 

Ａ ．NPO には，まず「思い」があって，そこから出発しま

すから，公平というよりは，深く偏ってやっていくという面

があると思います。おっしゃるように，行政は良くも悪くも，

公平性の原理で動きますから，特定の団体と組むと癒着だと

いう話になり，なかなか難しい点があるのですが，例えば，

「子育て支援システムを作る」といった場合に，外部に公開

された事業コンペをやって，そこに市民の委員も参加しても

らい，スクリーニングをした上で，特定のＮＰＯと行政が付

き合っていくという方法もあると思います。公開審査とかい

ろんな仕組みがありますから，スクリーニングの段階で市民

の参加を得ながら，ある意味での選択をしていくのも必要に

なっていくと思います。行政だけで地域の課題全てをカバー

する時代は終焉していますから，今後，行政は NPO と協働

せざるを得ないのではないでしょうか。もっとも，これまで

の「公平性の原理」があるものですから，まだまだ行政が特

定の団体と組んでプロジェクトを動かすのは易しいことでは

ありませんが，実験的にプロジェクトを動かしながら，お互

いのことを知り合っていく過程がとても大切ではないかと思

います。明快な答えができず，すみません。 

（マルボラ）小山さん，ありがとうございました。 


