
１　はじめに

NPO をはじめとする市民活動団体と行政との協働に注目が寄せられるようになって久しい。
特定非営利活動促進法（NPO 法）を契機とした NPO 法人の着実な拡大、逼迫する地方財政と
行財政改革に向けた流れ、公共サービスに対する需要の多様化など、様々な要因がこのことの
背後にあり 1）、公共的な利益の実現に向けた官民協働（PPP: Public Private Partnership）は90年
代以降、市民社会の動向を考える上での重要なキーワードであり続けている。やや古くなるが、
2003年に内閣府が実施した調査によれば、回答のあったすべての都道府県、約３分の２の市区
町村で NPO となんらかの協働が実施されており、協働事業に関する指針等を策定している自
治体も都道府県で約半数、市区町村で15.3％ある（内閣府 2004）。「策定の予定がある」と回答
した自治体が相当数（都道府県の30.0％、市区町村の20.0％）あったことを踏まえれば、現在、
NPO との協働へ向けた取り組みはますます拡大しているものと考えられる。

とはいえ、NPO などの市民活動団体と行政との協働は、これまで手放しに歓迎されてきたと
いうわけでもない。先ほどの調査によれば、自治体が NPO と実施する協働事業の形態として
は「自治体から NPO への事業委託」がもっとも多くなっているが、こうした事業委託をめぐっ
ては、これまでたびたび NPO の下請け化や自律性の低下が懸念されてきた。行政と NPO の協
働のあり方は、常に議論の対象となってきたのである。

こうした議論は、「行政と NPO の関係はいかにあるべきか」「望ましい協働のあり方とは何
か」といった、規範的な文脈の中でなされることが多い。ことが公共政策のゆくえに関わる重
大問題であるだけに、こうした議論が活発になされる状況はそれ自体としては歓迎すべきこと
である。しかし一方で、「NPO と行政の関係は実際にはどうなっているのか」「事業委託は NPO

と行政の関係にどう影響しているのか」などの問題に対して、データに基づく経験的な知見の
蓄積が十分にはなされていないという現状があるのも事実である（小田切 2014）。そこで本稿
では、行政による事業委託を含め、組織間の協働に関わるさまざまな要因が NPO と行政の関
係にどう影響するのかという問題について、NPO 法人を対象とした組織調査データに基づき検
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討していくことにしたい。

2　NPOと行政の関係

2．1　基本的な構図
具体的な検討に入る前に、まず NPO と行政の関係に関する基本的な構図を確認したうえで、

協働、特に事業委託をめぐってなされた既存の議論を整理しておきたい。その際焦点が置かれ
るのは、コントロール（制御）という概念である。ここでは、「A が B にある行動をするよう
に要求し、B がそれに従って行動するならば、A は B を制御している」（小林 1995: 64）という
意味で、この概念を使用する。図１はこの概念を踏まえて、NPO と行政の関係を図示したもの
である。

NPO も行政も、ともに公共的な利益の実現を目指して、社会に対して価値やサービスを提供
している（矢印 A・B）。しかし、何を公共的な利益だと考え、その実現のためにはどのような
取り組みを行うべきかといったことに関して、両者の考えは必ずしも一致するわけではない。
行政が受益の公平性を考えているときに、NPO の方では困っている人に手厚くしてほしいと考
えていたりするのである。公共性をめぐるこうした不一致が存在するため、両者はときに互い
をコントロールしようとする（矢印 C・D）。

図１　NPOと行政の関係

2．2　NPOに対する行政のコントロール
NPO に対する行政のコントロール（図１矢印 C）に関しては、法的な基盤が存在する。NPO

法では、NPO 法人に対するコントロールは極力少ない方がいいという観点から、法人の活動内
容を情報公開することで公共性の判断を市民に委ねる形をとっている。しかしこうした方法で
は対応できない事態への最終手段として、所轄庁による報告聴取、改善命令、立ち入り検査、
認証の取り消しといった監督規定も置かれている（雨宮 2002）。ただ、同法では行政による介
入の要件は厳格に定められており、上記のような形で行政のコントロールが NPO に及ぶケー
スは実際にはまれである。

行政のコントロールが NPO に及ぶより一般的なケースは、行政による事業委託である。言
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うまでもなく、行政によってなされる事業委託は税の使途という問題に直結しており、事業の
内容や実施方法などの点で、行政は行政の考える望ましいあり方に従うことを NPO に要求す
る。そのため委託事業の推進に対しては、しばしば NPO に対するコントロールが過剰になる
ことが危惧されてきたのである。例えば田中弥生は、「行政の仕事（仕様）がそのまま委託先に
依頼されるが、権限は行政側に維持されていること。そして、受託先は委託条件に不都合を感
じても、受託することを優先するために断ることができない」ことを「下請け化」と定義し、
下請け化を避けるためには受託を通じた行政への財政依存から脱却する必要があると主張する

（田中 2006）。こうした主張の背後にあるのも、委託によって NPO に対するコントロールが過
剰になることへの危機感なのである 2）。

2．3　行政に対する NPOのコントロール
続いて、行政に対する NPO のコントロール（図１矢印 D）について。
NPO が政策形成過程や政策実施過程に向けて行う主張や要求、働きかけなどは、一般にアド

ボカシーと呼ばれる。これは本稿の図式でいえば、NPO が考えるよき社会の実現のために立法
や行政をコントロールするための活動といえる。NPO はしばしば、社会的弱者やマイノリティ
のために活動を行ったり、世間的にはまだ十分に認知されていない社会問題に取り組んだりし
ているが、こうした諸課題は通常の政治過程において十分に取り上げるのが難しい性質をもつ。
NPO によってなされるアドボカシーは、多数決原理において届けにくい弱者やマイノリティの
要求を政治過程に届けたり、潜在的な社会問題を顕在化させる役割を果たしており、NPO のも
つ重要な機能の１つとされているのである（藤井 2010, 柏木 2008, 新川 2005, 西山 2010, 坂本 

2017）。
行政による事業委託をめぐる第２の懸念は、こうしたアドボカシーをめぐるものである。行

政から委託される業務を引き受け、それにより財政の多くを行政に依存することによって、NPO

が行政施策の不十分さを指摘したり、行政に対して異議申し立てを行うのは困難になる可能性
がある。そのため事業委託の形をとった協働政策の推進に対しては、NPO のアドボカシー機能
の低下が危惧されてきたのである（藤井 2004）。

2．4　NPOの組織類型
事業委託によって NPO の下請け化ないしは自律性の低下が進むことを懸念した議論では、こ

れまでみてきた２つの問題、すなわち、NPO に対するコントロールの過剰と行政に対するコン
トロールの低下が主として問題とされてきた。やや単純化して言えば、そこで提供される下請
け的な NPO 像とは、「行政の指示に従い、かつ、行政に対して意見を言わない／言えない」と
いった姿であり、そうならないためにこそ、NPO と行政の望ましい関係性に関してさまざまな
議論がなされてきたのである。

しかし、実際のデータに基づく経験的な研究は、事態がそれほどシンプルでないことを示唆
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している。たとえば仁平典宏による研究では、行政委託を受けることがアドボカシーを低減さ
せているわけではなく、むしろそれを高める効果をもつことが明らかにされている（仁平 2017）。
また坂本治也の研究からも、ある一定の閾値までであれば、政府への財政依存度が高い組織ほ
どアドボカシーを行う傾向にあることが示されている（坂本 2017） 3）。これらの研究成果を踏ま
えると、委託事業を引き受ける NPO の姿は、先ほど述べた弱々しい NPO 像とはやや異なる可
能性があるということに気づかされる。委託を引き受ける NPO の現実の姿は、「行政の指示に
はある程度従うが、言いたいことは言わせてもらう」といったものかもしれないのである 4）。

こうした可能性も考慮に入れつつ、NPO と行政の関係性について経験的に検討する作業へと
向かうためには、NPO を図２のように類型化しておくと都合がいい。この図の横軸は NPO が
行政から受けるコントロールの強さを意味しており、図の縦軸は NPO が行政に対して行うコ
ントロール（アドボカシー）の程度を意味している。この２軸に基づき、NPO は４つのタイプ
に分類される。すなわち、（A）行政によるコントロールの度合いが低く、行政に対するコント
ロールの度合いも低い NPO、（B）行政によるコントロールの度合いが高く、行政に対するコン
トロールの度合いは低い NPO、（C）行政によるコントロールの度合いが低く、行政に対するコ
ントロールの度合いが高い NPO、（D）行政によるコントロールの度合いが高く、行政に対する
コントロールの度合いも高い NPO の４つである。本稿では、（A）を独立型、（B）を下請け型、

（C）を運動型、（D）を相補型と呼ぶことにしよう 5）。

図２　行政との関係性に基づく NPOの組織類型

この図を念頭に、これまで述べられたことや、以降で検討される内容を整理すると次のよう
になる。下請け化に関する議論では、基本的には、委託によって行政によるコントロールが強
まり行政に対するコントロールは難しくなること、すなわち、NPO が文字通り下請け型になる
ことを懸念してきた。しかし、これまでになされた経験的な研究の中には、委託を受けた NPO

が行政に対するコントロールに積極的であることを明らかにしたものもある。こうした研究は、
行政から事業を受託する NPO が単なる下請けとはいいにくい性質をもちうることを示した点
で非常に興味深いものであるが、NPO が行政から受けるコントロールという側面については分

＜行政に対するコントロールの程度＞
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析がなされていない。そこで以降の分析では、図２で提示された NPO の組織類型に焦点をお
き、委託を含むさまざまな要因が NPO と行政との関係性にどう影響するのかという問題につ
いて検討していくことにしよう。

３　諸変数と組織類型の関係

3．1　使用するデータと組織類型の分布
本稿で使用するデータは、兵庫県に所在する全 NPO 法人（郵送先が確定した時点で2,157法

人）を対象としてなされた調査票調査に基づくものである。調査の時期は2016年11月から2017
年１月にかけてであり、組織の代表者や組織運営に携わるスタッフなど、組織の事情によく通
じた者が回答を行っている。有効ケースは569であり、宛先不明や法人格の変更を行った数ケー
スを母数から除いた回収率は、27.7％である 6）。

このデータには、図２で示した組織類型の作成に利用できる２つの変数が存在する。まず行
政に対するコントロール（アドボカシー）に関わる変数として、「過去５年間に行政への政策提
言や意見書の提出を行ったことがあるかどうか」をたずねた設問がある。今回のサンプルでは、
全体の25.9％がこうした活動を行っており、残りの74.1％は行っていない 7）。続いて行政から受
けるコントロールの度合いについてであるが、これに関わる変数としては「行政の指導や助言
に従って事業を運営することが多い」という設問がある。回答は「当てはまる」から「当ては
まらない」までの４値であり、「当てはまる」と「やや当てはまる」を合わせた肯定的な回答が
45.3％、「あまり当てはまらない」と「当てはまらない」を合わせた否定的な回答が54.7％であ
る。ここでは、この設問に肯定的に回答した組織は行政のコントロールを相対的に強く受けて
おり、否定的に回答した組織は行政のコントロールから相対的に自由であると考えることにし
よう。

これらの変数に基づき実際に NPO の組織類型を作成すると、各類型の分布は図３のように

42.5%
(228)

31.7%
(170)

13.4%
(72)

12.3%
(66)

少ない

図３　４類型の分布
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なる。今回のデータでもっとも多いのは独立型の組織（42.5％）であり、次に多いのが下請け
型の組織である（31.7％）。この２つのタイプに比べると相補型や運動型はやや少なく、それぞ
れ１割強の組織がこれらに該当している。

3．2　基礎的変数と組織類型の関係
表１は、組織の発足時期、中心となる活動分野、組織規模といった基礎的な変数と組織類型

の関係を明らかにしたものである 8）。
ここからいくつかのことを読みとることができる。まず、NPO の組織類型はその組織が主と

して行っている活動分野と関連している。教育や文化に関わる活動をしている NPO には独立
型が多く、福祉分野の NPO には下請け型が多い。また、組織類型は財政規模とも比較的明確
な関連をもつ。表からわかるように、財政規模の小さい組織ほど独立型が多く、規模が大きく
なるにつれて下請け型や相補型の割合が高くなる傾向にある。Cramer’s V の大きさからもうか
がえるように、これら２つの変数と比べると、発足時期や組織の人的規模の違いは組織類型と
さほど関係していないようである。ただ、統計的に有意な関連とはいえないものの、発足時期
が古い組織ほど相補型の割合が高くなっている点は注目していいかもしれない。相互に意見を
言い合えるような相補的な関係を行政との間で築くためには、発足からある程度の時間経過が
必要であることを示唆する結果といえるだろう。

表１　組織の基本属性と NPO類型の関係

独立型 下請け型 運動型 相補型 合計 N χ2値
（Cramer’s V）

全体 42.5 31.7 12.3 13.4 100.0 536 ―

発足年 1999年以前 38.6 29.9 11.0 20.5 100.0 127
2000-2005年 42.2 31.1 13.3 13.3 100.0 135
2006-2011年 42.3 32.1 11.7 13.9 100.0 137 12.191
2012年以降 48.2 32.1 14.3  5.4 100.0 112 （.089）

活動分野 福祉 34.2 41.7 11.0 13.2 100.0 228
地域 37.7 27.4 19.8 15.1 100.0 106
教育・文化 62.4 21.4  6.0 10.3 100.0 117 38.664
その他 43.2 25.9 16.0 14.8 100.0  81 （.156）

事務局 ０－１人 53.6 26.4 10.9  9.1 100.0 110
スタッフ数 ２－３人 41.0 35.5 13.1 10.4 100.0 183

４－５人 38.5 32.3 13.5 15.6 100.0  96 13.467
６人以上 38.1 30.2 12.2 19.4 100.0 139 （.092）

年間 100万円未満 61.5 20.9 12.2  5.4 100.0 148
総収入 500万円未満 49.5 22.0 19.3  9.2 100.0 109

3000万円未満 34.5 39.2  8.1 18.2 100.0 148 61.932
3000万円以上 26.3 42.4 10.2 21.2 100.0 118 （.199）

 ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1

**

**
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3．3　委託事業の受け入れと組織類型の関係
次に、下請け化論に関わる中心的な変数である事業委託についてみていこう。今回のデータ

には、行政から受託した事業の収入が総収入の何割を占めているかをたずねた項目がある。こ
の割合が大きいことは、その組織が財政面で行政に多くを負っていることを意味するが、表２
はそれが組織類型の違いにどう影響するかを検討したものである。

表からまずわかるのは、受託を行っていない NPO は独立型の割合が高く、行っている NPO

はこの割合が低いことである。これは、行政からの委託事業を引き受けることを通じて、NPO

が行政との間でなんらかの影響関係に関与するようになるという基本的な事実を意味している。
問題は、委託を通じて行政との間にどういった関係が築かれやすいかということだが、表の

結果は、下請け化論の懸念の通り、受託収入割合の増加に伴って組織が下請け型になる可能性
が高まることを示唆している。受託を行っていない NPO の中では、30％弱の組織が下請け型
に該当しているが、受託があることによってこの割合は高まり、財政の半分以上を受託でまか
なう組織においては40％以上が下請け型となっている。

しかし分析の結果は、行政からの受託が必ずしも下請け化の進展だけをもたらすわけではな
いということを、同時に示唆している。受託事業収入の割合が増えることは組織が相補型にな
る可能性も高めており、また、受託の割合が５割未満の組織には運動型も多い。受託によって
NPO は行政との間でなんらかの制御・被制御関係に置かれやすくなるが、そのことは必ずしも、
行政からの制御をただ一方的に受けることだけを意味しないかもしれないのである。

表２　受託収入割合と NPO類型の関係

独立型 下請け型 運動型 相補型 合計 N χ2値
（Cramer’s V）

全体 42.5 31.7 12.3 13.4 100.0 536 ―

受託事業
収入の割合

０ 53.0 28.1 10.8  8.1 100.0 334
５割未満 23.3 32.9 21.9 21.9 100.0  73 57.978
５割以上 21.6 42.3 10.3 25.8 100.0  97 （.240）

 ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1

3．4　行政以外の組織との協働と組織類型の関係
ところで、NPO が行政と行っている協働は事業委託を通じたものだけではないし、そもそも

NPO が協働する相手は行政だけというわけでもない。NPO は事業を受託する他にも、日常的
な情報交換、勉強会、人材紹介、イベントの共催といったさまざまな形の連携や協働をときに
行政と行っているし、他の NPO や地縁団体、学校や福祉施設といった多様な組織との間でも
こうしたことを行うことがある。NPO と行政の関係はいかなる要因によって左右されるのかと
いう問題を考えるにあたってここで注目したいのは、NPO が行政以外の組織と築いているこう
した協力関係である。その理由は、主としてアドボカシーというものの性格と関係する。

公共的な利益の実現に向けて主張や要求を行うにあたっては、労力という意味でも精神的な

**
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意味でも、多くのコストがともなう。そうしたコストをともなう活動をどうしてわざわざ行う
のかということに関するもっとも基本的な説明は、「コストを負担してでも、自分たちが考える
よき社会の実現に向けた主張をすることに意味や価値を認識しているから」というものだろう。
そしてこのような認識は、関心を共有したり、同様の社会問題に一緒に取り組む組織が身近に
存在するときに、より一層強固なものとなる可能性がある。例えば宮垣元は、NPO 間の情報交
換や協働のための組織である「市民セクターよこはま」を例に、問題や関心を共有する組織間
の緩やかなネットワークが行政への政策提言に結びついたことを紹介している（宮垣 2003）。
NPO と行政の関係性を考える上では、NPO が行政以外の組織とどういったネットワークを築
いているかということにも注目する必要があるのである。

このような考え方を念頭に、再びデータに戻ろう。今回のデータには、行政、NPO 法人・ボ
ランタリー団体、地縁団体、学校、病院・福祉施設、社会福祉協議会、社団・財団法人、民間
企業、生協という９種の組織と、それぞれ連携や協働を行っているかをたずねた設問がある。
連携や協働の内容は、「情報交換・相談」「交流会・勉強会」「イベントへの参加・協力」「人材
紹介・人材派遣」「場所や資金の提供を受ける」「協働事業」「その他」の７つであり、当該組織
との間でこれらを何も行っていない場合は「どれもしていない」が選択されている。ここでは
行政以外の８種の組織に注目し、まず、これらの組織それぞれとの間で何らかの連携や協働を
行っているかどうかについての変数を作成する。次に、作成された８つの変数を合算し、「何種
類の組織との間で連携や協働を行っているか」に関する変数を作成する。値は、いずれの組織
とも連携や協働を行っていない場合に最小（＝０）となり、８種すべての組織と行っている場
合に最大（＝８）となる。この値の大きさは、それぞれの NPO が行政以外の組織との間でど
の程度幅広い協力関係を築いているかを表す１つの指標である。

表３は、以上のように作成された変数をもとに、行政以外の組織との協働と組織類型の関係
を明らかにしたものである。ここから、以下の傾向を読みとることができる。第１に、どのよ
うな組織とであっても、協働を行っている NPO は独立型の割合が低く、協働を行っていない
NPO は独立型の割合が高いということ。第２に、病院と社協を除けば、どのような組織とで
あっても、協働を行っている NPO ほど運動型や相補型、すなわち行政に対するアドボカシー
に積極的な組織の割合が高いということ。そして第３に、行政以外の組織と幅広い協力関係を
築いている NPO ほど、運動型や相補型の割合が高いということ。以上の３点である。これら
のことから、行政以外の組織との幅広い協力関係が NPO のアドボカシーを高めているといえ
そうである。

４　NPOの組織類型を規定するもの

4．1　独立型を基準としたロジスティック回帰分析
これまでにみてきた諸要因が行政との関係性に与える影響についてより詳細に検討するため、
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ここでは組織類型を従属変数としたロジスティック回帰分析を行うことにしよう。表４はその
結果をまとめたものである。

ここでなされた３つの分析では、いずれも独立型の組織が基準となっている。そのため検討
されているのは、組織が独立型になるか、それとも他の類型になるかを左右する要因は何かと
いうことである。独立型を基準として改めて他の３つの類型の特徴を整理すると、次のように
なる。下請け型は行政から受けるコントロールが強い点で独立型とは異なり、運動型は行政に
対するコントロールが強い点で独立型と異なる。そして相補型は、その両方の点で独立型と異
なる組織類型である。

下請け型に関する分析結果から順にみていこう。まず、組織の活動分野が教育や文化に関す
るものであることは、下請け型に対してマイナスの効果をもつ。また、統計的に有意な効果と
はいえないものの、地域やその他の分野であることも方向としてはマイナスに作用している。
したがって分析の結果は、教育・文化に関わる組織が独立型になりやすいことを示すとともに、
福祉分野の NPO が下請け型になりやすい傾向にあることを示唆している。加えて表からは、組
織の収入規模が大きいことが下請け型に対してプラスの効果をもつということや 9）、総収入に
占める受託収入の割合が高いことが下請け型に対してプラスの効果をもつことが読みとれる。
後者の点は、行政への財政依存が組織の下請け化をもたらすという下請け化論の懸念が、経験

表３　行政以外の組織との協働と NPO類型の関係

独立型 下請け型 運動型 相補型 合計 N χ2値
（Cramer’s V）

全体 42.5 31.7 12.3 13.4 100.0 536 ―

NPO 法人・  
ボランタリー団体

なし 50.0 37.8  5.1  7.1 100.0 196 30.572
あり 37.8 28.3 16.7 17.3 100.0 336 （.240）

地縁団体
なし 52.5 31.8  8.3  7.4 100.0 242 28.781
あり 34.0 31.6 15.8 18.6 100.0 291 （.232）

学校
なし 48.4 31.5  9.7 10.5 100.0 248 9.811
あり 37.2 31.9 14.7 16.1 100.0 285 （.136）

病院・福祉施設
なし 49.5 30.0 12.4  8.1 100.0 283 20.576
あり 34.4 33.6 12.4 19.6 100.0 250 （.196）

社会福祉協議会
なし 53.4 27.3 11.9  7.5 100.0 253 29.562
あり 32.5 35.7 12.9 18.9 100.0 280 （.236）

社団・財団法人
なし 46.7 32.6 11.1  9.6 100.0 334 15.599
あり 35.2 30.2 14.6 20.1 100.0 199 （.171）

民間企業
なし 49.1 32.3  9.0  9.7 100.0 279 18.157
あり 35.0 31.1 16.1 17.7 100.0 254 （.185）

生協
なし 43.3 33.0 11.4 12.3 100.0 455 7.748
あり 37.2 24.4 17.9 20.5 100.0  78 （.121）

行政以外の組織と
の協働関係

０－２種 57.2 31.8  6.9  4.0 100.0 173
３－５種 37.9 32.8 12.8 16.6 100.0 235 42.194
６種以上 29.8 29.8 19.4 21.0 100.0 124 （.199）

 ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1

**

**

*

**

**

**

**

+

**
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的にも一定の根拠をもつことを示す結果である。
続いて運動型について。教育・文化に関わる活動に携わっていることはここでもやはりマイ

ナスの効果をもっており、こうした NPO が独立型になりやすい傾向にあることがわかる。受
託事業については、受託収入の割合が５割未満であることが運動型に対してプラスの効果をも
つことが見てとれる。これは、委託された事業を引き受けつつもそれが財政の多くを占めすぎ
ないならば、行政によるコントロールからは比較的自由なままで行政に対するコントロールの
可能性が高まることを示唆する結果である。また表からは、行政以外の組織との協働がプラス
の効果をもつことも見てとれる。行政以外の組織との幅広い協力関係が運動型になる可能性を
高めているのである。

最後に相補型についてみると、組織が発足から間もないことや活動分野が教育・文化である
ことがマイナスの効果をもつことや、500万円以上3000万円未満の収入規模であることがプラス
の効果をもつことが見てとれる。また表からは、総収入に占める受託の割合が高くなることが
相補型に対してプラスの効果をもつこともわかる。先ほど見た通り、行政への財政依存が強ま
ることは組織が下請け型になる可能性を高めているが、そのことは同時に、組織が相補型にな

表４　NPO類型についてのロジスティック回帰分析（基準＝独立型）
下請け型

（基準＝独立型）
運動型

（基準＝独立型）
相補型

（基準＝独立型）
B Exp （B） B Exp （B） B Exp （B）

発足年 1999年以前 （基準） ― ― ―

2000-2005年 -.028  .972  .298 1.347 -.439  .645
2006-2011年  .253 1.288  .411 1.508 -.075  .928
2012年以降  .096 1.101  .330 1.391 -1.340  .262

活動分野 福祉 （基準） ― ― ―

地域 -.262  .770  .273 1.313  .147 1.159
教育・文化 -1.164  .312 -1.432 .239 -.993  .370
その他 -.537  .585  .389 1.475 .411 1.508

事務局スタッフ数 -.044  .957 -.054 .948 -.014  .986
年間総収入 100万円未満 （基準） ― ― ―

500万円未満  .288 1.334  .293 1.340  .922 2.515
3000万円未満  .934 2.546 -.481 .618 1.320 3.744
3000万円以上 1.208 3.348 -.426 .653  .883 2.418

受託事業収入 0（基準） ― ― ―

総収入の５割未満  .714 2.041 1.120 3.066 1.264 3.540
総収入の５割以上 1.006 2.736  .730 2.074 1.609 4.999

行政以外の組織との協働  .019 1.020  .374 1.454  .343 1.409
定数 -.786  .456 -2.785  .062 -3.499  .030
N   344   258   261
Nagelkerke R2  .213  .245  .392
-2 対数尤度 408.479 229.786 205.32

 ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1

*

** ** *

* *
**

+ * *
** **

** **
+ ** **
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る可能性も高めているのである。行政以外の組織との協働は、運動型の場合と同様、組織が相
補型になることに対してもプラスの効果をもつ。行政以外の組織との間に築かれた幅広い協力
関係が、アドボカシーに積極的な組織類型の形成要因となっているといえるだろう。

4．2　下請け型を基準としたロジスティック回帰分析
以上の結果を踏まえると、委託事業が NPO と行政の関係性に与える影響について次のよう

にまとめることができる。下請け化に関する議論が危惧する通り、委託事業を引き受け、財政
的に行政に依存することによって、NPO は独立型ではなく下請け型になる可能性が高まる。し
かし同時に、受託は組織が相補型になる可能性も高めており、財政に占める割合が一定の範囲
内であれば、運動型になる可能性も高めている。事業委託は NPO の下請け化だけを促してい
るのではなく、行政との制御・被制御関係の様々なパターンへの関与を NPO に促しているの
である。

では、行政との間になんらかの制御・被制御関係をもつ３つのタイプのうち、行政に対する
コントロールに消極的な下請け型と、行政に対するコントロールに積極的な相補型や運動型と
の違いを左右する要因は何であろうか。この点をわかりやすくするために、下請け型を基準と
して同様の分析を行ったのが表５である。

組織間の協働に関わる変数に注目すると、表からはまず、行政からの事業受託は相補型につ
いても運動型についても効果をもたないことがわかる。受託によって NPO は独立型ではない
組織類型になりやすくなるが、独立型とは異なる３つの類型のどれになりやすいかということ
関して、受託収入の多さはあまり影響していないのである。また表からは、このことに影響し
ているのが行政以外の組織との協力関係であるのが見てとれる。行政以外の組織との間に幅広
い協働関係を築いている NPO ほど相補型や運動型になりやすく、そうした組織は下請け型に
なりにくいのである。

５　おわりに

公共的な利益の実現に向けた組織間の協働は、NPO と行政の関係にいかなる影響を与えるの
か。本稿ではこうした問いについてデータに基づく検討を行ってきた。

行政との協働の１つのあり方である事業委託に関する分析から、われわれは、行政予算の削
減と民間委託の推進を声高に主張する新自由主義的な立場からも、行政への財政依存を悪しき
ことと前提する極端な自立主義からも、ともに距離をおく必要があることに気づかされる。前
者は、委託によって NPO の独立性や自律性が低下するリスクが現に存在していることを過小
評価するが、こうした危険を敏感に感じ取る後者の立場は、ともすれば委託による下請け化を
必然的な傾向として認識してしまう。経験的なデータが支持するのは、委託によって NPO が
下請け型になるリスクは確かに存在するものの、下請け型とは異なる性質をもつ組織になる可
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能性も同時に存在しているということである。今後は、事業委託は下請け化をもたらすのかと
いう問いから一歩先に進み、どのような条件が重なったときに委託による下請け化のリスクが
より高まり、そうしたリスクを低減させるために何が必要かということに関して、経験的な知
見を蓄積することがより一層重要な課題となるだろう。

また分析からは、行政以外のさまざまな組織との間に築かれたネットワークが、行政に対す
るアドボカシーに積極的な組織類型（運動型・相補型）の形成要因になっていることが示され
た。協働という場合、われわれはまず第１に行政との関係を問題にする場合が多い。しかし、
NPO は行政以外のさまざまな組織とも連携しながら公共的な活動を担っており、行政との関係
性も NPO のもつこうしたネットワークのありようによって左右されているのである。

NPO は現代社会における中間集団の１つであるといわれる。中間集団は国家と個人を媒介し、
人びとはそうした集団への参加を通じて国家に対するコントロールを行う。本稿でなされた分
析の結果は、行政に対するコントロールという NPO のもつ中間集団としての機能が、組織間
の連帯という条件があってこそ発揮されやすいということにほかならない。NPO と行政の関係
を考える上では、NPO が他の組織と築いているネットワークの全体的な構造に配慮する必要が

表５　NPO類型についてのロジスティック回帰分析（基準＝下請け型）
運動型

（基準＝下請け型）
相補型

（基準＝下請け型）
B Exp （B） B Exp （B）

発足年 1999年以前（基準） ― ―

2000-2005年  .068 1.070 -.536 .585
2006-2011年 -.106  .899 -.421 .656
2012年以降 -.334  .716 -1.274  .280

活動分野 福祉（基準） ― ―

地域  .624 1.866 .882 2.416
教育・文化 -.304  .738 .354 1.424
その他  .811 2.251 .746 2.110

事務局スタッフ数  .003 1.003 .032 1.033
年間総収入 100万円未満（基準） ― ―

500万円未満 -.072  .930 .384 1.468
3000万円未満 -1.738  .176 .138 1.148
3000万円以上 -1.750  .174 -.211  .810

受託事業収入 0（基準） ― ―

総収入の５割未満  .385 1.469 .481 1.618
総収入の５割以上 -.437  .646 .561 1.752

行政以外の組織との協働  .356 1.427 .338 1.401
定数 -1.611  .200 -2.719  .066
N   202   205
Nagelkerke R2  .247  .208
-2 対数尤度 204.044 217.195

 ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1

+

+

**
**

** **
* **
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あるのである。

［付記］
本論文は JSPS 科研費（課題番号「15K03430」「15K03865」「19K02136」）の助成を受けた研

究の一部である。

［注］
1 ） 協働の歴史的・社会的背景については仁平（2017）を参照されたい。
2 ） このことは、委託契約に際しての NPO 側の不満にもなっている。松井（2010）によれば、行政

との契約に関する NPO 側の不満としては、「人件費がないかあっても単価が低いこと」と「契約内
容があらかじめ行政側で決定されており、従うしかないこと」がもっとも多く、いずれも半数以上
の NPO がこうした不満を挙げている。

3 ） また、設立時に行政から支援を受けた NPO とそうでない NPO を比較した坂本の研究では、行政
支援を受けた NPO はその後も財政面で行政に依存する傾向があるものの、必ずしも政府や自治体
に対する批判的行動が抑制されるわけではないことが示唆されている（坂本 2012a）。

4 ） 西山志保の研究では、NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸（CS 神戸）の次のような
見解が紹介されている。「行政からいわれたことをもくもくとやるだけだと、まさに下請けでしょ。
それはいやだ、CS 神戸はそうじゃない。確かに形式的には受託が多いけど、ちゃんとコミュニティ
に必要だと思うことを行政に提案しつづけている。良くないと思ったら文句を言えるのが NPO な
んですよ」（西山 2010: 189）。

5 ） NPO 法人に限らず、こうした類型化は行政と関係をもつ多くの組織に適用することができる。例
えば、町内会が果たす機能として行政補完機能や圧力団体機能が挙げられるが、前者は「行政から
受けるコントロール」に、後者は「行政に対するコントロール」に、それぞれ対応している。

6 ） 調査結果全体の概要は、社会ネットワークと非営利組織研究プロジェクト編（2018）としてまと
められている。

7 ） NPO がアドボカシーを行っていることは、必ずしも NPO が実際に行政をコントロールしている
ことを意味するわけではない。ただ、こうした働きかけが一定程度影響力をもつことはやはり事実
のようである。坂本（2012b）は、自治体課長クラスへの働きかけを行っている NPO ほど、自治体
政策の実施や修正、阻止に成功した経験をもつことをデータから明らかにしている。

8 ） 活動分野に関して、調査には、NPO 法に定められた20の分野の中からその組織が行っている中心
的な分野を１つ選択する設問がある。ここではこの回答をもとに次のような再分類を行い、分析に
使用している。まず、主たる活動分野の回答が「保険・医療・福祉に関わる活動」であった場合は

［福祉］とし、「まちづくりの推進」「観光の振興」「農山漁村または中山間地域の振興」「環境の保
全」「災害支援」「地域安全」のいずれかであった場合は［地域］とした。「社会教育の推進」「学術・
文化・芸術・スポーツの振興」「子どもの健全教育」「科学技術の振興」のいずれかであった場合は

［教育・文化］とし、それ以外の場合は［その他］とした。［その他］に分類されたのは具体的には
以下の９つの分野である。「人権の擁護または平和の推進」「国際協力」「男女共同参画社会の形成の
推進」「情報化社会の発展」「経済活動の活性化」「職業能力の開発や雇用機会の拡充支援」「消費者
の保護」「上記の活動団体の運営または活動に関する連絡、助言、または援助」「その他」。

9 ） 後房雄は、NPO の事業規模が全体的に小さいことを念頭に、「NPO がなんらかのミッションを掲
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げて社会にインパクトを与えようとする組織であるとするならば、少なくとも3000万円以上の規模
を目指す方が自然なはずである」と述べる（後 2009: ５）。しかし分析が示す通り、事業規模が大き
いことによって行政からのコントロールは強まり、下請け化の可能性は高まる。また、規模の拡大
や成果主義が組織内民主主義にとってマイナスであることを指摘する議論もある（藤井 2004）。NPO

が事業を拡大することの是非については、社会に与えるインパクトという観点からだけでなく、こ
れらを総合的に勘案し判断する必要がある。
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