
はじめに

コモンズは英国の伝統であるが、近年新たなコ
モンズが創出されている。新たな「共」（共有・
共同の領域）の領域のアクターとしての福祉コモ
ンズ（welfare commons）が萌芽しており、社会
的孤立や貧困・社会的排除に取り組める「包摂
型」枠組みが育ちつつある。本稿では、日英の比
較研究として、子ども・高齢者・障がい児者を包
摂する居場所を例示することで、福祉コモンズの
可能性を検討していきたい。第 1に、先行研究の
流れをフォローし、特にハートとネグリ、ブクチ
ン、ハーヴェイの著述を分析する。第 2に、メゾ
レベルで、水平（互酬性と信頼）の視点から、福
祉コモンズの構成要素である所有・公共空間・コ
ミュニティの利益を検証する。事例分析として
は、日本ではいちばたけ、および英国の社会的企
業であるマナーハウス開発トラストの事業を考察
する。第 3に、理論研究として、マクロレベル
で、垂直（自治体による統治と調整）の視点か
ら、福祉コモンズを制度資本と認める基礎自治体
の権限に着目し、自治型福祉行財政を志向するミ
ュニシパリズム（Municipalism）と福祉コモンズ
との接合理論を探索していく。

Ⅰ 研究の目的

本稿は、新たな「共」（共有・共同の領域）と
しての福祉コモンズを概念化し、社会的孤立や貧
困・社会的排除に取り組める「包摂型」枠組みを
探究する。コモンズは英国の伝統であるが、近年

新たなコモンズが創出されていることから、日英
の比較研究とし、福祉コモンズ（子ども・高齢
者・障がい児者をつなぐ居場所）を提示して、そ
の有効性を探索する。まず、メゾレベルでは、水
平（互酬性と信頼）の視点から、構成要素である
所有・公共空間・コミュニティの利益を検証す
る。次に、マクロレベルでは、垂直（自治体によ
る統治と調整）の視点から、福祉コモンズを制度
資本と認める基礎自治体の権限にアプローチし、
自治型市制を志向するミュニシパリズムと福祉コ
モンズとの接合を考察する。

Ⅱ 先行研究の流れ

コモンズは公・共・私のあり方と不可分で、
各々が拮抗、対立、調和、連携するなどこれまで
様々な力関係を呈してきた。これらの相互関係は
社会福祉研究にとって参考になる。以下の 6つの
理論潮流を確認してみたい。
【公共選択論】ノーベル経済学賞を受賞したエリ
ノア・オストロム（Ostrom, E.）は、公共財と共
有資源を研究し、資源管理の効率性はコミュニテ
ィが役割を果たした際に最も効果的になることを
示した（『公共選択の展望』多賀出版 2000）。
【社会的共通資本論】宇沢弘文が 1990年頃にコモ
ンズに注目しており、社会的共通資本の一つとし
て把握している（『社会的共通資本』岩波新書
2000）。宇沢はコモンズ研究の草分けで、福祉コ
モンズ研究の基礎部分に相当する。
【地域福祉学】右田紀久恵は自治型地域福祉を提
唱し、自治概念と地域福祉の方法論の統合を試み
た（『自治型地域福祉の理論』ミネルヴァ書房
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2005）自治型地域福祉は福祉コモンズとミュニシ
パリズムの接合で重なる部分がある。
【政治哲学】ハート（Hardt, M.）とネグリ（Negri,
A.）は「共（コモン）」の意義を重視して、公共
投資の配分のあり方を問うている（『コモンウェ
ルス上・下』NHK 出版 2012）。彼らのコモン論
は福祉コモンズの概念化に当たって参考になる。
【環境社会学】ブクチン（Bookchin, M.）のミュ
ニシパリズム論では、社会資本の整備はローカル
ルールと住民参加による社会的意思決定に基づく
べきだとしている（『エコロジーと社会』白水社
1996）。福祉コモンズとミュニシパリズムの関係
を問うている点は重要である。
【社会政策学】フィオナ・ウィリアムズ（Wil
liams, F.）も福祉コモンズ論を提唱している。彼
女の立論では、社会政策はその形成過程で生態環
境、自然管理の問題に向き合うこととなり、環境
と福祉を結びつけて、福祉国家の変容を説いてい
る（Towards the Welfare Commons Social Policy
Review 27 2015）。

Ⅲ 都市コモンズから福祉コモンズへの
発展

都市コモンズの考察
都市コモンズ（Urban Commons）という用語の
意味を明らかにしたい。まずは、その意味づけを
行い、意義の広がりを説明した上で、社会的な側
面を検討してみたい。次に、この概念がどのよう
に発展し、どのように地域再生や参加型開発の推
進力となったのかを説明するために、いくつかの
事例を示していきたい。
英国では、コモンズ ‘commons’ という考えは
中世にまで遡及する。これは放牧などの権利に焦
点を当てており、放牧の権利は、ニューフォレス
トのような田園地域では今でも引き継がれてい
る1）。ロンドンにはウィンブルドンやパットニ
ー・コモンズがあるが、これらは法律で保護され
ている2）。しかし封建時代に遡ると、17世紀の法
律により、コモンズの土地に対する住民の権利に
対する重要な制限が始まっている。以来、1604
年から 1914年まで 5,200超を対象にした囲い込
み法（enclosure bills）が議会で制定されていた。

1980年代以降は私有財産が重視され、多くの
国家資産も民営化の対象となっていった。こうし
て公共空間は大幅な減少をみせたのである。今日
では、カフェやパブ（public house）が都市部の
魅力となっているにもかかわらず民間開発の対象
となり、閉鎖するところが出始めている
（BinghamHall, J. 2016）。

新たなコモンズの胎動
英国では丘陵地帯や公園での放牧など、一般的
な土地と見なされるエリアはまだ残っている。こ
れは、ノーベル賞を受賞した経済学者オストロム
が公有地、水、空気資源であるコモンズとして捉
えたものである（Croso Mazzuco, S. 2016）。彼女
の研究では、コモンズは自治的（selfgoverning）
であり、コモンズのガバナンスシステムを明らか
にした（Keith, M. and Calzada, I. 2018）。
興味深いのは、物理的、地理的側面だけでな
く、「空間（space）」に関する議論にまで発展し
ていることである。ビンガム－ホールらは、都市
コモンズの意義について、以下のように指摘して
いる。
「…コモン化されたものは何でも積極的に利用
し維持している住民のコミュニティがある。社
会的な定義をすれば、…共通したアクセスは公
共の所有権（public ownership）よりも都市との
相互作用が重要である。」（BinghamHall et al）
コモンズとは、コミュニティが管理する社会関
係の共有リソースとフレームワークを指すが、土
地を基礎にした概念から、住民やコミュニティが
参加するより広い発想を生み出しており、パトナ
ムなどが議論してきたソーシャルキャピタルの重
要性に行き着くのである（Bloemen, S. and Ham
merstein, D. 2017）。
英国政治との関係では、元首相デビッド・キャ
メロン（Cameron, D）の「大きな社会」構想、そ
して 2011年ローカリズム法（Localism Act 2011）
がコミュニティの参画を強調した。特に注目した
いのが、2011年ローカリズム法で、「コミュニテ
ィの価値を持った資産（assets of community
value）」に対する「入札するコミュニティの権利
（community right to bid）」をうたっている点であ
る。
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例えば、ロンドンのナンヘッド（Nunhead）に
あるパブのアイビー・ハウスは、閉鎖された後
に、住民が再建し、居場所をつくり上げることで
福祉的な性格を持たせている。アイビー・ハウス
は「コミュニティ価値を持つ資産」と認定され、
住民が所有するロンドンで最初のコミュニティ・
パブである。現在 85を超えるコミュニティ・パ
ブが英国全域で運営されている。
「コミュニティ・パブは単なる飲食の場ではな
い。小売店、郵便局、カフェなどの幅広い追加
サービスを提供している。地元住民が活動でき
るスペースを提供するコミュニティやボランテ
ィアの巣（nest）となっている。住民たちは積
極的に包摂事業を促進しており、あらゆる年齢
や背景の人々を巻き込むように配慮し、特に社
会で最も脆弱な人々を対象にしている。そして
雇用の創出とボランティア活動の機会を通じ
て、孤立と孤独に取り組む上で積極的な役割を
果たしている。」（Plunkett Foundation 2018）
クロソマズッコは、都市コモンズを構成する基
本的な枠組みを発案している。それは、4つの要
素で成り立っている（Croso Mazzuco, S 2016）。
①公共空間－開放性が特徴で、アクセス可能で柔
軟性のあるものでなければならない。
②集合型ガバナンス－集合的かつ非階層的なガバ
ナンス構造で形成されている。
③実践的な行動－地域の発展を支援する実践的な
活動に基づいている。それはサービスのコ・プロ
ダクションの過程で学習の営みが絡み合ってく
る。
④メリット－コミュニティと都市開発は、集団統
治と実践的な行動による公共空間の再利用の結果
である。利益は個人レベルと集団レベルの双方で
発生し、エネルギーと食料生産、地域の経済開
発、スキルと健康増進などに変換でき、コモナー
ズ（コモンズを管理するグループ）によって設定
された意図によってパターンは異なってくる。

都市コモンズの事例
イタリアの参加型コモンズ
参加型アプローチを採用した都市コモンズの例
がいくつかある。イタリアのボローニャは共同都
市（Collaborative City）で、住民は公共空間、公

園、廃屋ビルを対象とした共同設計（co-design）
に参加している。建築を中心としたまちづくりが
市民生活の質を高めるとして、ソーシャル・デザ
インを重視するヨーロッパならではの動きであ
る。イタリアのボローニャ市の条例に着目する
と、2014年に、「都市のコモンズの管理・再生の
ための市民と市の協力条例」が制定され、「コモ
ンズとしての都市」プロジェクトが始まってい
る。
市民と市の協力を規定した条例を支えるのが

「協力契約」である。この「協力契約」の下で、
コモンズに関する自治体を含めたステークホルダ
ーの協力に関する規則が定められている。この契
約では、個人、私的な集団、コミュニティ、NPO
によって設計され署名されている。地元の協同組
合、地域の財団、住民組織がこの条例によって支
援されている。
新津によれば、この条例が、自治体から市民へ
の技術的・金銭的な支援の受け渡しの手段を講じ
ているという。市民による都市の共有を強化する
活動について、「社会イノベーションと協力の提
供」「都市の創造性」「デジタルイノベーション」
「協同型コミュニケーション」「協同型ツールと実
践」の 5つのカテゴリーで支援しているのが参考
になる。
ボローニャ市では、この条例が機能したことか
ら、新たに「共同ボローニャ（Co-Bologna）」プ
ロジェクトを開始することになった。これは、社
会イノベーションと協同型経済を通して、都市の
コモンズの再生に関わるプロジェクトと政策を統
括することを目的とした革新的な公共政策となっ
ている。共同ボローニャは、ボローニャ市で都市
的な創造力を駆使して、多くの人々を巻き込む参
加型アプローチとして展開されている。（新津尚
子）3）

英国のレッチワースのガーデンシティ（Letch-
worth Garden City）
レッチワースも有名な都市コモンズで、英国で
の都市コモンズの先駆けである。世界初の田園都
市で、計画したのはエベネザー・ハワード
（Ebenezer Howard）である。1898年に、ハワード
は、To-morrow : A Peaceful Path to a Real Reform
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を出版し、その中でガーデンシティの構想を著わ
している。コモンズの運営として興味深いのは、
公営の組織にするのではなく、民間の人々から投
資を仰ぎ、配当するという企業経営の発想であ
る。配当は 5％未満とし、残りの利益は全てガー
デンシティに還元するとした。
1903年には、レッチワース・マナーと土地約

1,000エーカーについて、開発後も所有権はガー
デンシティ・パイオニア・カンパニーが継続する
という条件で購入した。この企業は、株を売却す
ることでファースト・ガーデンシティ・リミテッ
ドへと転じたが、株式の売却益は 30万ポンドに
上ったという。
建築する住宅は当初から規制が設けられてい
た。つまり、建材の種類、屋根の形、窓等にデザ
イン性を発揮し、色調の統一も図った。住まう人
も訪れる人も、観る者の目を楽しませる。
ガーデンシティが繁栄すると、投資家が注目す
るようになった。1962年には、土地の購入等で
紛争が生じたが、その後英国議会で、ガーデンシ
ティ法の制定により解決に向かった。その後は、
ファースト・ガーデンシティ・リミテッドに組織
が変わり、運営に政府が一部関与するファースト
ガーデンシティ・コーポレーションへと進展して
いった。1995年には民営化され、チャリティの
機関として運営されることとなり、その価値は
6,800万ポンドに上昇していったのである4）。
特に注目したいのは、5つの財団傘下のチャリ
ティの福祉機能である。5つとは、①建物と環境
の保護。②レクリエーションとレジャーの施設の
創設。③教育やトレーニングの提供。④貧困と病
気を緩和するチャリティ団体への支援。⑤他の公
益目的への支援である。都市コモンズは福祉コモ
ンズに転じることもあり、英国で人に優しいまち
が誕生していたのである。（「レッチワース・ガー
デンシティ・ヘリテージ財団～地域振興と街づく
り（田園都市における持続可能なまちづくり）～」
このように都市コモンズは、コミュニティの参
画を基礎としており、分野は土地利用だけにとど
まらない。コミュニティ図書館、コミュニティ・
パブ、共同菜園などのリソースはまさに「コモン
ズ・リソース」であり、ペインター（Painter）は
「…社会的ハブ、創造的空間、知識共有プラット

フォームを設定することにより、社会イノベーシ
ョンを可能にしている」と述べている（Keith, M.
and Calzada, I. 2018）。

英国の「ビッグ・ローカル（Big Local）」と「参
加型都市モデル（Participatory City model）」
都市コモンズから福祉コモンズへの進化の事例
として、2つの事例を紹介しておきたい。まず
は、「ビッグ・ローカル」は、全国宝くじコミュ
ニティ基金が資金を提供するプロジェクトであ
る。2012年にビッグ・ローカルという構想を実
現させるためにローカル・トラスト（Local
Trust）という組織が設立された。この組織を通
して、英国の 150地域にそれぞれ 100万ポンドを
提供するという壮大な計画である。プロジェクト
の主な機能は、以下の通りである。
・長期性－10～15年にわたって制度の継続性を
保障する。
・住民主導－組織を通じてではなく、地域で生
活、仕事、勉強、遊びをする人たちに直接働きか
ける。能力構築といった目的で、地域の人たちを
サポートしていく。
・規定なし－計画づくりは、住民が最も重要であ
ると判断したプロジェクトに住民自身が描く条件
と従事する時間を当てることができる。
・粘り強い態度と非審判的な目－目標を達成する
過程で、コミュニティに意見の相違が生じるが、
その課題を克服する時間と機会を与える。
・柔軟で対応力を伴ったサポート－コミュニティ
が自信と能力を高め、利用できる機会を最大限に
活用できるようにする。
このアプローチは既存のルールに縛られない自
然なタイプであり、住民の発想を最大限に生かそ
うとしている。もう一つの革新的なアプローチ
は、ロンドン特別区のバーキングとダゲナム
（Barking and Dagenham）で行われているもので
ある。それは他の地域で長年にわたって開発され
てきたモデルを援用して、プロジェクトやアイデ
アを創発している住民のネットワークをさらに前
進させる「参加型都市モデル」である。ビッグ・
ローカルとは対照的に、このプロジェクトは建築
デザイナーチームを駆使しており、大きなスケー
ルで多様な地区の住民と協力している。包摂的な
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近隣地域を実現するために、住民ネットワークを
基礎にして、実用性を強調した参加型エコシステ
ムを指向している（Made to Measure）。

日本での福祉コモンズの萌芽 －いちばたけの事
例－
いちばたけは、神戸市灘区にある「水道筋商店
街」の一角にある。この地は灘中央市場として賑
わってきた。出発点は、もともと古い建物が多
く、以前に火災があったことである。神戸市は古
い物件を取り壊して、大きなマンションを誘致し
てきた。
まちなか防災空き地は、以前は「まちなかコモ
ンズ」と呼ばれ、火災を防ぐ対象地である。解体
費は神戸市が全額負担する。解体した空き地を神
戸市が無償で借り上げて、土地所有者の固定資産
税を非課税にしている5）。
いちばたけの主宰者は佐藤雅直氏で、実は神戸
市役所に勤務している。彼はプライベートで、空
き地や空き店舗を借り、2019年 4月 1日から居
住するようになっている。家賃は 1ヶ月 5万円ほ

どで、組合費が 2万円含まれているため実質の家
賃は約 3万円である6）。
コモンズの事業であるが、「畑」と呼ばれるス

ペースで野菜を育てており、肥料や水やりなどを
考えると赤字になる。ただし佐藤氏によれば、お
金では買えない、人が住むコミュニティを実感で
きるという。「畑」は住民の共通言語になりやす
く、野菜に関する話題は年齢に関係なくコミュニ
ケーションのツールになっている。「畑」で栽培
された野菜を住民に分けたりすると、お返しをも
らうようになり、人間関係が深まってくる。
「みんなの広場」というスペースでは、「ぐるぐ
る本棚」を設置している。これは、広場に本立て
を置き、住民が他の人に推薦したい本を置く空間
である。ハリーポッターの小説などは人気であ
る。「みんなの広場」は自由に訪れることができ、
子育てをしている母親と子どもが来ることがあ
る。商店街に車が入ることができないため、この
近辺は子どもが自由に走れる空間にもなってい
る。
いちばたけは、佐藤氏が、市役所の業務に従事

写真 1 撮影者：佐藤雅直氏
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しながら、公と私の立場を切り分けて、まちへの
貢献に想いをめぐらしたことがきっかけで始まっ
た。彼の住まいは市場の空き家 2階建てで、1階
にテーブルを設け、住民と会議ができるスペース
を確保している。いちばたけは、福祉コモンズが空
き家問題で大きな役割を果たせる事例でもある。

Ⅳ 福祉コモンズの射程

3段階の発展
ここまでをまとめてみると、福祉コモンズ論の
射程としてミクロからメゾ、そしてマクロへの段
階的な発展がみてとれる。ミクロの領域では、事
業レベルで、共同菜園・居場所・食堂などの運営
が営まれている。メゾの領域に進むと、地域福祉
のレベルで、新たな「共」がつくり出され、福祉
コモンズを創出する状況に達してくる。そしてマ
クロの領域に至ると、制度レベルで、ミュニシパ
リズムと関係してくる。ミュニシパリズムという
のは、自治都市戦略で、住民本位の政策が貫か
れ、文化財や生活財が保護される。野放図な民営
化やアウトソーシングは抑制されることになる。
福祉コモンズの影響を通して、公的福祉の再編成
を促すのがミュニシパリズムである。

コモンズの社会科学的な検討
社会科学からみたコモンズは、本来は非都市的

な環境に言及したもので、オストロムの研究では
森林保護や漁業、またマルクス主義の場合は木材
の収奪などを研究対象とした。今では、アプロー
チは変わり、都市での新たなコモンズの誕生が注
視されている。特に 2008年の経済危機以降、都
市は知識集約型でテクノロジー主導型の資本主義
色を強め、不況後の緊縮財政と経済再生の中心的
な空間としての役割を映し出している。
これを社会的公正や不平等の地理的考察からみ
ると、資本主義の対立的なダイナミクスを観察す
る際の戦略的空間としての都市に関心が寄せられ
ている。人文地理学や批判的社会科学の研究者
は、新自由主義を都市の現象としてみている。
ルフェーヴル（Lefebver）やハーヴェイの研究
からも、不動産資本の 2次的循環の分析に基づい
て、建築環境の開発が資本主義のダイナミクスに
中心的な役割を果たしてきたと分析している（ル
フェーブル『パリ・コミューン（上）（下）』）。ま
た、ハーヴェイはレントの占有がコモンズの創出
と占有に関わっていることを指摘している。レン
トとは要素市場の一つである賃料（家賃・地代
等）のことで、投資や資産からの収益を指す。ハ
ーディンは「コモンズの悲劇」を唱えたが、資源
のエンクロージャーを肯定的に捉えていた。しか
し、新自由主義とその都市形成を批判的に解釈す
る者は、民営化の資本主義的形態の再生産の道具
として都市のエンクロージャーをみており、福祉

図 1 佐藤雅直氏作成
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国家の後退につながったと断じている。インナー
シティにおいて、コモンズの保護は社会の商品化
や市民的権利の否定をカモフラージュする手段に
使われており、福祉政策が後退する中で、低所得
者層やマイノリティの生活権に大きな影響を及ぼ
したとされる（ハーヴェイ『反乱する都市』）。こ
のようにマルクス主義のアプローチでは、コモン
ズの政治を両義的に解釈しており、新自由主義で
支配的な不動産収奪、大都市市民の感情や知識の
あり方、生政治（bio-politics）の深化について、
ポスト資本主義、またはステータス・クオの反転
の時期とみている7）。

Ⅴ マナーハウス開発トラスト
（Manor House Development Trust）
－福祉コモンズへの進化－

ここに紹介する社会的企業マナーハウス開発ト
ラストの調査研究ついては、著者たちは 2019年
8月 19日に、ロンドンのハックニー区にあるレ
ドモンド・コミュニティセンターの会議室で、サ
イモン・ドノバン氏のヒアリング調査を行った。
この社会的企業は『人間福祉学研究』（2017年、
第 10巻第 1号）ですでに活動報告をしており、
今回はその追跡調査になる。マナーハウス開発ト

ラストを再度とりあげる理由は、同社が福祉コモ
ンズへと進化しているからである。

概要
マナーハウス開発トラストはロンドン北部のハ
ックニー区で活動しており、チャリティを基盤と
する社会的企業である。コミュニティの改善がミ
ッションで、運営資金を調達するために小会社を
創設し運営している。傘下の組織はすべて保証有
限会社（Limited By Guarantee）で、非営利の活
動を指向している。株式資本はなく、構成員は株
主ではない8）。
その特徴は、レドモンド・コミュニティセンタ
ーという多目的の施設を拠点にした資産ベース
（asset based）のマネジメントである。住民に居
場所を提供する一方で、失業者または週 16時間
未満で働いている不安定階層に無料相談を行って
いる。また民間企業の要請に応えて、アプレンテ
ィスシップ（訓練生）に関する相談、雇用の照会
等を実施している。

背景
ハックニー区は第 2次世界大戦後に社会住宅を
整備し、中流階級の人々が住みついていた。しか
し、良い住宅資材が使われなかったために物件は

図 2 福祉コモンズ論の射程 －ミクロからメゾとマクロへの展望－
筆者作成
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やがて荒廃し、1980年～90年代から取り壊しが
始まった。地理的特徴として、南側に貯水池があ
ることから開発を進められず、西側はフィンズベ
リーパーク（公園）があり、東側は工場地帯であ
る。さらに東部は貧困地域で、犯罪の多発地域で
ある。同区は全国的に最も貧しいエリアの上位
10％以内に入り、地域再生は喫緊の課題であっ
た。
2007年に同区は、新たな地域再生計画を策定
し、実施に移した。住宅を取り壊し、社会的包摂
事業に取りかかったのである。社会住宅の建替え
により、旧住民だけではなく、賃貸住宅に住む新
住民が流入してきた。この新旧の住民がうまくミ
ックスせず、孤立化の問題が生じてきた。リーマ
ンショック後は、社会資源は限られていたもの
の、コミュニティ再生を掲げてマナーハウス開発
トラストが設立されたわけである。
主宰者のサイモン・ドノバン（Donovan, S）氏
は、同区からの任命を受けて、事業を推進するこ
とになった。財源は、ロンドン市からハックニー
区に交付される補助金である。これは単一再生予
算（single regeneration budget）で、地域再生の資
金源として知られていたものである。地域再生の
資金の流れは、表 1 地域再生と補助金の推移を
参照されたい。単一再生予算は、1994年に都市
再生を目的として、5つの省（環境省、交通省、
通産省、教育雇用省、内務省）が保有した 20の
補助金プロジェクトを予算統合したもので、環境
省が所管した9）。

表 1 地域再生と関連補助金の推移

□2010年
国の政策
・白書「働くための福祉」
・地域開発機構（Regional Development Agencies）の
廃止
・地域企業パートナーシップ（Local Enterprise Part-
nership, LEPs）に関する閣僚書簡の送付
プログラム
・柔軟なニューディール・フェーズ 2の廃止
・ニューディールやその他の主流の雇用事業の打ち切
り通知
・雇用関連支援サービス枠組の競争的奨励の完了。
・競争的就労事業の開始
□2011年
国の政策

・ローカリズム法：中核都市修正条項とマルチ・エリ
ア協定およびローカル戦略パートナーシップに関する
法的義務の廃止
・都市協定（City Deals）を主導する Growth in Cities
文書の公開開始
・コミュニティ予算（Community Budgets）趣意書の
公表
プログラム
・就労事業の主たる事業者選定とサービスの提供の開
始
・ジョブセンター・プラス・オファーの立ち上げと、
新 JCP 実行管理枠組の強化
・貧困地区や他の任意の基金から、ジョブセンター・
プラス柔軟支援基金へと変更
・ジョブセンター・プラスの執行エージェンシーの地
位と都市戦略パスファインダーの終了
・16の多問題家族のためのコミュニティ予算の編成
・4つのトータル・プレイス、コミュニティ予算と 10
の近隣コミュニティ予算の創設
□2012年
国の政策
・福祉改革法：ユニバーサル・クレジット導入のため
の条項の設置
・へーゼルスタイン卿 No Stone Unturned 報告
プログラム
・8つの主要都市の承認による都市協定の第 1波
・4つの全地域的なコミュニティ予算－今後 5年間の
公共サービスの改善を目的とした実行計画の発表
・コミュニティ地方自治省と地方自治体による困難家
族プログラム 4年計画の開始
□2013年
国の政策
・ユニバーサル・クレジット支援サービス枠組の公表
・成長協定（Growth Deals）およびヨーロッパの構造
並びに投資基金戦略に関する LEPs へのガイダンスの
公表
プログラム
・ユニバーサル・クレジットの 4月からの試行地域で
の実施。10月からの段階的な全国展開
・カウンシル税控除からカウンシル税支援に変更
・社会基金の一部の任意の地域福祉の費用への変更
・第 2波の 20の都市協定の交渉
□2014年
国の政策
・雇用年金省のコミッショニング戦略の見直し
・大マンチェスター合意 スキルや雇用サービスの権
限移譲の公表
・スミス委員会（Smith Commission） スコットラン
ド政府による雇用プログラムや他の雇用プログラムの
発展可能性に関する検討
プログラム
・39地域企業パートナーシップ成長協定の公表
・雇用年金省によるスコットランドでの就労プログラ
ム契約の延長 2017年まで

筆者作成。Dan Finn（2015）Welfare to Work Devolution
in England,Joseph Rountree Foundation Report を参考にし
ている。
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5つのビジョンに基づいた福祉コモンズの形成
ハックニー区はいわゆる革新自治体で、野心的
な取り組みを行うことで有名である。地域再生の
ために積極的に外部のアクターと契約を結び、区
外から企業を誘致してきた。ちなみに、ロンドン
の左派系自治体はイズリントン、サザーク、ハリ
ンゲイで、これらの区も地域再生やコミュニティ
政策に熱心である。英国の地方自治体はその時代
の中央地方関係の政治力学の影響を受けるため、
好機には補助金等を活用して、社会的企業を開発
する。しかし、2010年から始まった保守党政権
は緊縮財政を断行しており、地方自治体や社会的
企業にとって冬の時代が到来している。
マナーハウス開発トラストのビジョンは、住民
のエンパワメント、住民と組織のつなぎ、居場所
等の公共空間の創造、インフルエンサーとしての
活動、強固で持続可能な組織育成である。このビ
ジョンを踏まえて、就労先を拡大し、参加型アプ
ローチを実践し、コミュニティ開発を実現させて
いるが、この活動こそ、福祉コモンズを形成する
プロセスそのものである。5つのビジョンとは、
以下の通りである。
①コミュニティのエンパワメント
プロジェクトの開発において、クリエイティブ
な職業に従事する人たちをサポートしている。例
えば、地元の実践家・専門家の育成を支援してお
り、また住民がスキルを学び、共有できるトレー
ニングを提供している。
②つなぎ（コネクト）
公共サービスが地域の諸問題に対応できるよう
に、効果的かつ費用対効果があり、可能な限り多
くの住民にサービスが届くように、住民と組織を
つなぐ努力をしている。地域住民・コミュニティ
グループ・広範なネットワークとのつながりを促
進している。
つなぎ事業には、以下のものが含まれる。
・世代およびコミュニティの間のコミュニケーシ
ョンと結束を可能にするプロジェクトを奨励して
いる。
・地元のアーティスト、職人、クリエイティブな
団体と地域住民をつないでいる。
・芸術作品や芸術活動を通じて、行政や民間機関
に対して発言力を持てる人たちを育成している。

・住民が専門職的な機会をつかめるようにしてい
る。一つの事例は、生活構築訓練アカデミーで、
これは建設業関係で、見習い制度を活用する傘下
の社会的企業である。
③空間の創設
モットーは「すべての空間がコミュニティ財
産」というものである。地域住民はレドモンド・
コミュニティセンターという空間からサービスを
利用しており、同センターは「ベストプラクティ
ス」として国から推奨されている。ボランティア
も多く参加しており、共同庭園、ランチクラブ
等、開かれた空間となっている。筆者はウッドベ
リーダウンのコミュニティ庭園を訪問したが、こ
れは「ウェルロンドン」という健康促進事業の一
環で、資金はロンドン市から交付されたものであ
る。現在、この庭園は地域住民によって運営され
ている。マナーハウス開発トラストの役割は、ア
ドバイスの提供、資金の調達、ボランティアの受
け入れ、ソーシャル・マーケティングの実践であ
る。またランチクラブは、レドモンド・コミュニ
ティセンターで 5年以上にわたり運営されてお
り、地元の高齢者に健康的な自家製の食事を提供
している。毎週健康的で手頃な価格の食事をつく
っており、地元の貨物バイク企業 Wheelytots と
提携し、閉じこもり気味な住民に食事を提供して
いる。
他にも、レドモンド・コミュニティセンターを
ハブとして、雇用訓練、様々なワークショップや
イベントを開催している。特に人気があるのはヨ
ガ教室である。またハックニー区、ジェネシス住
宅協会、ロンドン野生動物信託などのパートナー
組織と協力して、ウッドベリーダウンの再開発中
にオープンスペースを確保し、積極的に活用して
いる。そこでは公園を新たにデザインし、最新の
街路家具を配置して、空き店舗をポップアップ・
ショップやギャラリーに転用して、見栄えの良い
屋外スペースをつくり出している。このように
様々なプロジェクトや活動を根づかせるために、
近隣スペースの開発を進めている。
④インフルエンス
事業の実施後、プロジェクトがどの程度インパ
クトをもたらしたのか。住民の満足度、幸福度を
測定するのは難しいが、定期的に事業のフィード
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バックを実施している。社会的投資利益率（so-
cial return on investment, SROI）がネットで表示
されており、活動の全てを反映させているわけで
はないものの、成果を可視化する方法を活用して
いる。

⑤組織の持続可能性
社会的企業の経営は財政基盤が弱く、廃業する
ケースは少なくない。経営資源からみて、寄附だ
けではなく収益を確保することが重要で、専門的
知見を持つ理事会構成員が現状を見極め、将来の
方向性を切り拓く任務を負っている。理事は、設
立当時 2名であったが、現在は 22名に増えてお
り、アイデアを創出し、予算管理をしている。

強み －相違工夫を凝らしたマネジメントの展開
－
ローカル・レイバー・ハイアー（Local Labour

Hire）という子会社のシステムを紹介しておく。
現在、マナーハウス開発トラストでは 3つの大型
契約が進行している。アプレンティス育成を依頼
する行政のオファーがあったが、対応が難しい部
分があり、小会社を設立して臨むこととした。そ
こで創設されたのがリクルート会社ローカル・レ
イバー・ハイアーである。この子会社に実習生を
送り、訓練課程を進めている。ここは社会的企業
マークを取得しており、プログラム終了後には解
散することにしている。こうしたポートフォリオ
形式の運営は、求められるタスクに柔軟かつ速や
かに対応し、費用効果を最大化する上でメリット
がある。
子会社を設けて、組織を細かく分ける理由は、
①活動範囲をより明確にすること。②税金対策
（ギフトエイドの活用）である10）。経営効率を高
めるために、以前はプロジェクトを立ち上げる際
に、コミュニティ利益会社（CIC）を設立してい
たが、現在は CIO（Charitable Incorporated Or-
ganization；チャリティ法人）を活用している。
その理由は、一般企業との共同プロジェクトの場
合、アセットロック（資産の散逸防止）が必要に
なるからである11）。

評価
マナーハウス開発トラストはウッドベリーダウ
ン団地を拠点とし、地域貢献を社会起業の手法で
展開してきた。不安定な経済情勢にもかかわら
ず、同組織が生み出す利益は 2010年以降 500％
以上増加している。
その後、財政事情は目まぐるしく変化してき

図 3 マナーハウス開発トラストの掲げる 5
つのビジョン

写真 2 レドモンド・コミュニティセンター内の庭園
2019年 8月 19日に山本惠子が撮影

写真 3 マナーハウス開発トラストの主宰者サイモ
ン・ドノバン氏 2019年 8月 19日に山本隆
が撮影
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た。2013年に財政的に自立し、2014年にはハッ
クニー区からレドモンド・コミュニティセンター
を賃借し、60,000ポンドの補助金を受けることが
できた。この間、コミュニティビジネスを通じて
資金を巧みに調達してきたのである。しかし中央
の政治は変わり、ハックニー区は 2012年から 5
年契約で年間 6万ポンド、2年契約で年間 3万ポ
ンドを交付したものの、その後交付金はゼロにな
った。せめてもの救いは、同センターの家賃を支
払う義務はなく、敷地に係るビジネスレートの軽
減も受けていることである。
この社会的企業は、都市化、貧困化の中で社会
的包摂事業を営々と実践してきた。住民主体の原
則を徹底させ、住民の声を聞き、住民とともに歩
み、経営戦略の技術を駆使しながらコミュニティ
の利益を実現させている。そのコアには福祉コモ
ンズが位置づいていると言える。

Ⅵ 考察

コモンズをめぐる 2つの理論潮流
コモンまたはコモンズの議論は、社会が自然や
人的な資源をどのように管理するかというもので
あった。整理してみると、コモンズの概念的なア
プローチは 2つある。一つは、新制度主義の流れ
で、「制度」が人間、集団の政治行動を規定する
ことを強調する理論である。エレノア・オストロ
ムの研究が代表的である12）。
オストロムの著作 Governing the Commons で、

共有財の概念が再び注目された。彼女は資源のマ
ネジメントにおける市民社会組織、地方自治体の

役割を解明する研究課題を追究した。相互扶助や
連帯のネットワークを通じて、民主的なルールに
基づく日常的な形態を通じて、共有資源が組織化
されることを提起した。単なる私有論では、情報
や互酬など無形の仕組みが検討されていないとす
るのが、オストロムの知見であった。そこから、
現代資本主義が協働型の社会関係や制度的な形態
に埋め込まれる実態を明らかにしたのである。
これに対して、マルクス主義の解釈がある。マ
ルクス主義者によれば、都市の政治経済の争いの
場としてコモンズをみなし、利益主義に基づく市
場化や民営化を問題視している。そしてコモンズ
のあり方について、脱資本主義的な協力関係を求
めるのである。この点を深める意味で、次に、ハ
ートとネグリのコモンウェルス論を検討してみ
る。

ハートとネグリのコモン論 －『コモンウェルス
論』から－
ハートとネグリは、マルクス主義の立場から、
コモンズを理論化している。その著書が『コモン
ウェルス』である（『コモンウェルス 上・下』
NHK 出版 2012）。コモンウェルスという概念は
「共」という富（コモンウェルス）を意味する。
彼らの鍵となる言説は、自然的、人為的なコモン
ズ、公共私の関係、所有財産と所有権、そして生
政治である。
コモンは、共同責任、互酬、連帯、民主主義が
共有された活動で、資源などのモノとその共有の
管理システムに関するダイナミックな関係であ
る。集合財を構築し、保護し、拡大していく基盤

図 4 マナーハウス開発トラスト傘下の組織構成（ポートフォリオ・タイプ）
注 構成図はサイモン・ドノバン氏の示したものを筆者たちが図式化したもの。
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とする政治的な原理を説いている。
新自由主義は自然資源（水や天然ガスなど）と
社会資源（知識や情報、言語、情動など）を際限
なく私的所有＝民営化してきた。現時点の資本主
義はグローバル資本と結びついた、国家の枠を超
える支配形態となっている。金融メカニズムを重
視し、知識情報、ノウハウ、イメージコード、情
動コミュニケーションのネットワークを駆使して
いるのが特徴である。この知識集約型資本主義が
コモンを収奪し、資本は収奪機能を徹底させてい
る。
人間のあらゆる営みが市場に取り込まれる時代
に、周知の通り、貧富の拡大や紛争の頻発など
様々な困難が生じている。コモンウェルス論は、
帝国を超える革命論を前提として、共とは自然な
ものと人為的なものとを峻別し、新自由主義下の
資本主義、法外な私物化する行為を問題視してい
る。
ネグリとハートは、現代のコモンについて、オ
ープンアクセスの共有と民主的かつ集合的な自主
管理運営として定義している。「共」こそが、所
有への呪縛を乗り越えられる概念であり、「人民」
や「労働者」といった特定の単位に収斂されない
多種多様な人びとの集合体＝マルチチュードが依
拠する中で、蓄積すべきものだと述べている。

ミュニシパリズムの検討 －ブクチン著『エコロ
ジーと社会』から－
ブクチンのミュニシパリズム論は明快である。
社会資本の整備はローカルルールと住民参加によ
る社会的意思決定に基づくべきだとして、ミュニ
シパリズム論を提起している（『エコロジーと社
会』白水社 1996）。ミュニシパリズムは、市民
と公的機関の関係を再規定しており、両者の協力
は相互信頼を強め、参加型の公共計画と政策を強
化するための基本になる。相互主義（reciprocity）
と連帯に基づいた協働により、国民国家（nation
state）への対抗権力となることも可能で、新しい
政治の展望を開くとしている。
ブクチンが要請するのはリバタリアン型ミュニ
シパリズム（Libertarian Municipalism）である。こ
れは直接民主主義に依拠する政治行動で、連合形
式（confederate form）で構成された都市基盤のア

センブリを通じて実践される（Bookchin 1998）。
この運動は国家の権力を暴力的に奪うことなく弱
体化させ、それを一般市民の手に戻すというシナ
リオを描いている13）。
ミュニシパリズムの発露は、官僚的で非人間的
な国民国家と、住民に寄り添う地方自治体の間
に、実践面のみならず、イデオロギー的な乖離が
広がっている。ミュニシパリストは、国家、資本
主義、専門家による支配が、ヒエラルキーという
社会病理を引き起こし、環境問題や福祉問題を放
置していると認識している。
国民国家は、政治単位になって約 400年にな
る。20世紀末にはグローバル資本主義が台頭し、
各国政府は法人税率を相次いで引き下げ、公害規
制は緩和され、市場開放を通してグローバル企業
を優遇している。その半面で、地域経済はしわ寄
せを受けて衰退し、財政難を余儀なくされて、国
民国家の基礎である地方自治体は衰弱している。
国家管理主義から、市民に分権化された、自立し
た自治体の連合による運動が求められているのは
こうした事情からである。集権的な国民国家に対
する民衆的なオルタナティブの要求の声が世界の
各地で増幅している。
ミュニシパリズムは、まさに社会の根底にある
人々の権力剥奪（disempowerment）をせき止める
動きから始まっている。そうであるから、意思決
定において、対面で討論するシステムを求めて、
「参加民主主義」を単に政治のみならず、生活の
あらゆる側面において草の根型の参加主義を表す
ものとして希求されている。また、社会生活への
民主的な対応は、分権化され、すべての人が理解
し把握できる等身大の参加システムが期待されて
いる。
その解決の手段が直接民主主義の発動である。
国民国家の弊害をなくすめために、国家の正当性
を弱体化させ、その権力を対面型の住民集会と自
治体の連合に移譲させることを企図している。
ミュニシパリズムはまさしく社会運動で、国民
国家に対する対抗権力となり得るものとして、世
界の各地でその萌芽がみられている。地域社会の
連帯は、リバタリアン型ミュニシパリズムにつな
がる、新しい政治の展望を抱かせるものと信じら
れている。その系譜は、アメリカ革命とフランス
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革命、パリ・コミューンに遡るもので、ミュニシ
パリズムの運動が地域社会を変革し、自治団体の
間の連合が変革運動のコアになると想定してい
る。それは、自らの権限で地域権力を形成する運
動であり、このアプローチがどこまで広がるのか
は、地域の生活の伝統、市民的な資源、直面して
いる諸問題に関する市民自身の認識が鍵となる。
現代での一つの例は、スペインのカタロニア市
民の政治綱領であるバルセロナ・エン・クム（バ
ルセロナのコモン）である。それはまさにミュニ
シパリズムを都市政治で実践している。彼らの説
くミュニシパリズムは、コモンズの理論と実践が
接合されており、無軌道な観光政策と都市開発か
らバルセロナ市民を守る政治信条となっている。
バルセロナ・コモンズは、経済危機下での住民
の住居強制退去などと闘い、市民の社会権を擁護
するために結成された市民連合で、2015年の地
方選挙でバルセロナ・コモンズとして候補者を擁
立し、草の根の選挙運動で第一党となっている。
こうした政治的流れの中で、反貧困、住居の権利
を掲げる活動家アーダ・コラウ（Ada Colau）が
市長となった14）。
「ウォール街を占拠せよ」の運動、近隣地域の
諸組織、社会福祉のグループ、社会的企業が、生
成と消滅を繰り返すものの、国民国家に自制と軌
道修正を迫る存在となっている。この数年間、コ
モンズとミュニシパリズムの理論は、対抗的政治
アクターのための都市における 2つのオルタナテ
ィブとして台頭している。

執筆分担：はじめに、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ（山本隆の
担当）、Ⅴ（山本惠子の担当） ただし、全体として両
者が議論・考察して、執筆したことを断っておく。
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注
１）ニューフォレスト（New Forest）は、ハンプシャー

にある保全地域と国立公園で、サウサンプトンは
ニューフォレストに最も近い都市である。

２）ウィンブルドン・コモンは、ロンドン南西部のウ
ィンブルドンにある広大な緑地で、総面積は 1,140

エーカー以上に及ぶ。ウィンブルドン・コモン、
パトニーヒース、パトニーロ－ワー・コモンがあ
り、これらを総称して、「ウィンブルドン・アン
ド・パトニー・コモンズ」という名で管理されて
いる。ウィンブルドン・コモンはパトニーヒース
とパトニーロ－ワー・コモンとともに、1871年成
立の法律 Wimbledon and Putney Commons Act of

1871を根拠としており、囲い込みや建物の建設か
ら法的に保護されている。

３）京都市内にある京町屋との比較では、京町家は行
政責任の及ばない古い木造住宅を一般に「京町家」
と呼ばれる。京町家に住む所有者の多くは高齢者
で、65歳以上の世帯は 35％を超えており、子ど
もたちは別の場所に移り住んでいることが多い。
2010年 8月、京都市が市内全域を対象に京町家の
実態調査を行った結果、4万 7,735軒が残存してお
り、うち 10.5％が空き家であると分かっている。
市は京町家の保存・活用を図っており、空き家の
利用希望者を募集するなど様々な施策を打ち出し
て、「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」
（京町家条例 2017年 11月）を制定している。2016
年度までに 5,600軒の京町家が取り壊されたが、
一方で京町家への需要は多い。京町家の売買仲介、
シェアハウスや店舗、宿泊施設などへの改修、運
営代行を手掛ける地元企業も登場している。保守
改修に必要な資金をクラウドファンディングで調
達する動きが広がっている。京都市都市計画局
（2019）「京町屋を未来へ 京町屋に関する情報冊
子」

４）参考資料：京都府議会海外調査報告書「レッチワ
ース・ガーデン・シティ・ヘリテージ財団～地域
振興と街づくり（田園都市における持続可能なま
ちづくり）～」

５）まちなかコモンズは、借り上げた土地を地域団体
に管理を依頼する制度で、通常は地域住民の広場
として利用している。災害時における一時避難所
にもなっている。

６）神戸市職員は、神戸市が認めた場合において兼業
が可能となっている。

７）「生政治」とはミシェル・フーコーが提示した概念
で、彼はマルクス主義者ではないが、現代社会の
支配体系の特徴として、例えば政府等の国家が市
民を支配する際に、単に法制度等を個人に課すだ
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けではなく、市民一人ひとりが心から服従するよ
うになってきたとして、個人への支配の方法がこ
れまでの「政治」からひとりひとりの「生政治」
にまで及ぶようになったと説明している。

８）構成員は、会社が清算される場合に弁済する会社
債務に対して、あらかじめ定められた金額を支出
することを引き受けるとされている（出典：ジェ
トロ「2015年英国における企業設立について」p
7）

９）ドノバン氏自身はテムズ河沿いのバーマンジーで
生まれており、10世代目のハックニー住民であ
る。フラット暮らしで、引っ越したことはなかっ
たという。彼のキャリアは、サッチャー政権時代
にドッグランド開発公社（Docklands Development
Corporation）の時期に始まり、当時民間企業は貧
しい人たちの住宅を売り払って、収益をあげるこ
と専念していたという。2019年 8月 19日のヒア
リングから。

１０）ギフトエイドは税制優遇制度で、チャリティは、
個人の寄附に係る所得税の基本税率分（20％）に
相当する還付を内国関税歳入庁から受けられる。
例えば、100ポンドの個人の寄附は、税引き後 100

ポンドを得るのに必要な所得額である 125ポンド
（125ポンド×（100％－20％）＝100ポンド）となる
ように、25ポンドがチャリティに還付される。
2000年税制改正で、ギフトエイドはより簡便な手
続きで利用できるようになっている。従来の最低
寄附額（250ポンド）は撤廃され、1回限りの寄附
もギフトエイドとして認められるようになった。
マナーハウス開発トラストはウッドベリー・ブル
ームなどの子会社を所有しているが、会計年度末
には、ウッドベリー・ブルームが利益をマナーハ
ウス開発トラストに寄付することができ、マナー

ハウス開発トラストはこの「寄付」に対して贈答
品を請求することができる。

１１）コミュニティ利益会社は 2005年に施行された法的
形態で、社会的企業の創設のために設けられたも
のである。その活動がコミュニティの利益に資す
るよう設計されており、その登録は「コミュニテ
ィ利益テスト」を受けて、監督官が承認する条件
が課されている。

１２）新制度主義は、「制度」が人間や集団の政治行動を
規定するという理論で、1980年代以降、政治学で
の理論潮流となった。新制度派の経済学は「組織
の経済学」とも呼ばれ、取引費用論、プリンシパ
ル＝エージェント論、所有権論などの経営理論と
して発展し、経済諸制度の分析、企業経営、組織
マネジメント、経営戦略、コーポレート・ガバナ
ンス等に応用されている。

１３）リバタリアンは、個人的な自由、経済的な自由を
重視する思想である。自由主義上の政治思想・政
治哲学の立場をとり、新自由主義が経済の自由を
重視するのに対し、リバタリアニズムは個人の自
由を重んじる。

１４）バルセロナ市の再市営化の動きは興味深い。市立
保育園の設置が相次いでおり、住宅難に抗してア
パートの買い取りを進め、最大規模の公営住宅を
つくり出している。バルセロナ・コモンズが市政
を担当してからは、多くの市営住宅が供給された。
他にも、社会サービスの再市営化、地元産自然エ
ネルギー供給公営企業（Barcelona Energia）が設立
されているという。参考・岸本聡子「ミュニシパ
リズムとヨーロッパ その 1」ミュニシパリズム
とヨーロッパ その 1 https : //maga9.jp/190116-4/
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Welfare Commons and Social Enterprise

Takashi Yamamoto*1, Keiko Yamamoto*2

ABSTRACT

In this paper, we conceptualise welfare commons as an actor in a new “shared” sphere in
the welfare pluralism, and explore “inclusive” frameworks that can address social isolation,
poverty and social exclusion. Commons is a British tradition, but new commons have been
created in recent years. As the UK and Japan comparative study, welfare commons can be ef-
fectively used by exemplifying a space where fragile children, elderly people and challenged
people are cared for. The feasibility and potential for welfare commons programming are be-
ing verified. First, we follow the flow of the previous academic works, especially analysing
the books of Heart and Negri, Bookchin, and Harvey. Secondly, focusing the meso level,
from the perspective of horizontal (reciprocity and trust), the ownership, public space, and
community interest, which are components of welfare commons, are examined which is fol-
lowed by a case study analysis of Manor House Development Trust, a successful social enter-
prise in the UK. And in turn in Japan we observe a burgeoning of welfare commons in some
redundant areas in the cities. Third, as a theoretical study, some municipalities assuming the
authority of basic local governments that recognize welfare commons as institutional capital
from the perspective of vertical (local power and control function) at a macro level, and aim-
ing for genuinely local governance in terms of anti-privatisation, municipalisation of vital so-
cial care services, and communing of basic infrastructure. Lastly, we tried to articulate some
theory between municipalism and welfare commons.

Key words : commons, welfare commons, community, space, participation, municipalism
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