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MFJ- Symposium franco-japonais - Tokyo, 17-18 octobre 2009 

« Est-il possible de construire une société sans exclusion?  

Perspectives franco-japonaises » 
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日本日本日本日本ととととフランスフランスフランスフランスのののの視点視点視点視点 

Pour une comprehension de la signification de la diversité croissante:  processus de collaboration entre 
les gouvernements locaux et les associations 
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1. patchwork heritage v.s. monotone heritage 

  "We know our patchwork heritage is a strength, not a weakness.---- We are shaped by every language and 

culture, drawn from every end of this Earth." 

アアアアのオオオ大大大の就就就就（ 年月 日）の公一でです。アアアア社社ほほでほほほほほ、2009 1 20 patchwor

k heritage 

ほ、フフフフの強みででみ、とみとと伝大伝にパアの強みででみ続とほけけけけけ。客客伝ほ指指かか見け多多多の

相相伝ほ希希さほ、日日社社の大けほ弱弱けだ、そそを意意しほしす人々 だ日日社社の内内に少ほしなとほ、さかに

大けほ弱弱でです。例ええ、学学の年年の幅の少ほし、教教ほ学学ほ人人伝ほ多多多に乏しし日日の大学ほその典典

例でです。 

 

2009年月の衆衆衆で地自自ほ大大しけだ、改衆改の地自自衆衆自教の ％ほ世世自教けだけ（改衆改ほ、世世自教9 32

の割割ほ ％に高まだけ） 。立立立立の多多多だ失とそほしすなとほ、地自自の活活、魅活の低低の公一でです。42 1

996年月に首相1 に就就しけ橋日橋橋橋橋橋、現現の鳩鳩首相に至す、 年年の計人の首相ほ全教だ世世世地世でで14 8

す（森森首相の父ほ国社自教でほほかだけだ、長年長長を務めほしけ） 。しかほ鳩鳩首相を含む最最の 人の首相の4

けう 人ほ森首相の孫ででみ、 人ほ森首相の息息でです。先先国の中でほ例例伝ほ世世世の高さででみ、日日人や日3 1

日のアメメアだしかに「血の濃さ」 を好むのかを示しほしす。 

 

文文・長谷谷公橋の名名『陰陰陰陰』 （ 年）ほ、モモモモフ伝ほ日日文日の繊繊ほグフメメグモググ フの美し1933

さを見見に文文日しけ。しかし、現現ににしほ、"Our monotone heritage is a 

strength."と私けうほ言えすのけけけか。日日人の多ほほ、ホフホでほ必ずしほアフフカほパパパパモパ文日を歓歓

しほほしほし。しかほ世世自教の増大だ例例すすすけに、ググモオカ日だ叫えそす公地で、むしけ多多多やダダダダ

パパフだ希希日しししですなとに、私けうほほだと危危危を持しつけでです。 

 

2. NPOの急増とその意意・課課  

 

日日社社の多多多を増大ささすけめにほ、グフエグエメや出出出出・多性ほほ個人レレカでの多多多の増大ほ重重け
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だ、組組・団地のレレカでの多多日の意意ほ考えすつけでです。活活です市自社社の基基ほ、多多ほ地自伝自社の存

現とそそかにすす活自ほ公公公の形形と公公でです（ Hasegawa 2004, 

2005)。NGO/NPOだ注注さそすのほ、そのけめでです。 

 

なの 年年に日日社社ほ大けほ変日を経経しけだ、 の急増ほ注立だけ変日の公しでです。日日で 法だ制制10 NPO NPO

さそ、市自団地だけやすほ法人法を取取でけすすけにほだけのほ、すけやほ 年のなとけだけ。なの法法を主主1998

しけのほ、地自自・社社自（社自自） ・ さけだとの連立世連（ 年月1994 7 —1998年月）ででみ、なの連立世連連5

現の形成の公しでです。 年月月までに約2009 8 38,000のNPOだ認例を受とほにみ、 としけ制制ほ日日社社にNPO

けうまう制定しけ。 としけ制制を日日社社だ求めほしけ、そのすけほ「社社伝社社」だ存現しほしけなとの現NPO

そでです。Hasegawa, Shinohara and Broadbent (2007)でほ、社社伝社社（ social 

expectation） としけ概概を用しほ、 法の形立成成を分分しけ。NPO  

 

NPOの認例を受とすけめに必重ほ重要ほ、 ）制定を制めすなと、 ） 人橋人の社教だ存現すすなと、 ） 人橋人1 2 10 3 3

の役教をにほ なと、 ）宗教活宗や世地活宗だ主けす活宗でほほしなとほほででみ、比比伝比やかでです。4  

 

創意と必重に応じほ、さまさまほ だ組組日さそすすけにほだけ。 ほ、基日伝にほ日日社社の多多多を増すNPO NPO

のに貢貢しししですとしえす。 

 

NPOの活活だ注立しのほ、地地地地地（県や市長市）レレカででみ、とみとと福福、社社教社、まうまほ み、息ほ

ほの健全社形ほほの分分でです。基日伝に都都都県だ NPO 

の認例を担担すす制制制計をしけなとほ、そのそかしほにみ地地地地地とNPOの自びしけを強めす効成をほけかし

け。その反反、全国伝ほ団地の形形ほ先進しほしほし。例ええ環環団地ほ、ドダドのBUND (Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland) や韓国の （KFEM Korean Environmental Federation for 

Environmental Movement、台台のTEPU（ Taiwan Environment Protection 

Union） にでけすすけほ、環環環課全環を扱け大大大ほ全国組組だ日日にほ存現しほし。 

 

福福、社社教社、まうまほ み、息ほほの健全社形ほほの活宗分分ほサモサフ提提伝ほ多法だ強ほ 、地地地地地の支支

のほとで、地地地定典のサモサフ提提だ進展さそほしす。その反反、社社社宗伝ほアドアアグモ危機を重重しけみ、

世政政政・世政提政を重重すす ほ少ほし。 ほ、NPO NPO New Partnership Organization 

を意意すすとしけ地自伝ほジグモパほ見かそす。地地地地地と の連連ほ、往々 にしほ、地地地地地主主典ででNPO

み、 側ほ、企NPO 画活や財世反ほほで地地地地地地存伝ほ傾傾だ少ほほほし。 

 

1）社教会だ少ほほ 、社教会会や寄寄寄会会だ限かそ、助形寄助みでです。 ）専専フスパフだ 人ほしし 人、多ほ2 1 2

ほほ 人橋低にとほます。 ）市長市を主ほ活宗グアアとすす団地だ多し。 ）大大大ほ全国組組形形の宗けだ乏しし5 3 4

。 ）地地地地地地存伝でです。 ）地地地定典のサモサフ提提伝ほ団地だ多し。 ）世政政政、世政提政典の団地だ5 6 7

少ほし。なそかだ日日のNGO/NPOの現現ででみ、克克すつけ課課でです。 
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