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河川づくりにおけるパートナーシップとコーデイネーター
一一琵琶湖河川レンジャー制度を事例として一一

宮 永健太郎
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1.はじめに

日本の河川政策が，パラダイムシフトの時期を迎えていると言われて久し

い。周知のように，例えば治水や利水に加え「河川環境の整備と保全jが河川

政策の公準として位霞づけられるなど. 1997年の河川法改正によって政策の制

度的枠組みは大きく変わった。それから 10年以上が経過したが，現夜のj可)11政

策は一言で雷うと混沌の最中にあり，また今後の明確な見通しを持つことも容

易ではない。しかしとりわけ社会科学的な観点から見た場合，少なくとも以

下の 3点を指摘することが可能であろう。

第 lに，河川|は経済的価値，環境的価値，社会的側値といった多元的な価値

を有しており，具体的に列挙してみても f産業基盤・生活基盤としての水資源

の供給Jr水力発電などエネルギー供給Jr重層的な水循環を担う重要な環」

「生物や植物の生息空間(生態系的価値)Jr景観Jr文化jなど実に多岐にわた

る。「交通基盤(水運)Jのように現代は価値が低下してしまっているものや，

「水害・土砂災害」のような人聞にとってマイナスの価値を持つものも含め，
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これらの諸価値を「一部のみ扱う」もしくは「分断して扱うJのではなく，

「統合的に扱う」ことが今後の河川政策の基本原則になるという点である。

Integrated Watershed Management や IntegratedWater Resources Man-

agement' といった概念が提起している開題の一つは，まさにこの点である。

そしてそこでは，とりわけ諸髄値の聞にそもそもいかなる関係性があるのかに

ついて，政策主体や市民社会の但ijがどれだけ正確な理解ができるかが鍵となっ

てこよう O

第2に，それらの諸価値に関する人々の認識を醸成したり受容を促進したり

する，あるいはそれらの諸価債を持続可能 (sustainable) な形で創出・利用・

保護するといったことが今後の基本的な方向性になってくるという点であ

る。既存の河川l政策を巡る争点は，実に多種多様で、ある。しかし結局それら

は，例えば現在の諸錨値の創出・利用・保護のあり方は果たして財政面も含め

効率性や公平性を満たした持続可能なものと呼べるのか，あるいはそもそもそ

ういった諸髄値が人々や地域の記憶の中から消えかけそうになっていたり，諸

価値の重要性に関する人々の認識自体が不十分で、あったりするまま，現実の河

川政策は fあるべき河川IJを実現しようとしているのではないか，といった論

点に収放させることが可能ではないかと思われる。

第3に，河川の持つ価値の多元性という事実が，陰にi湯に多元的な主体の関

与を要請していくことになるだろうという点である。河川政策には，将来ビジ

ョンの構築やそれを実現するための施策の立案・実施等が含まれている。しか

しそれに加えて，そのプロセスを担う人づくりを流域の内外で進めること，そ

してそういった人々が河川政策において機能できる枠組みを構築すること自体

ふ今後の河川政策の主要課題になってくると考えられる。これまた周知の通

り， 1997年の河川法改正によって「住民参加」もまた海川政策の公準に加わっ

たJ)。しかし今後は，どちらかといえば受動的で非対象な関係というニュアン

スを帯びた「参加J2)にとどまらず，能動的で、対等な関係に基づく「パートナ

ーシップ(協働)Jを導入するという課題にも各流域は直面していくことにな

るであろう O そしてそこでは行政(河川管理者)に加え， NPO等多様な主

体がパートナーシップのもと河川づくりに関われる仕組みとはそもそも何で，

それはいかにすれば構築できるのかといった聞い，言い換えれば「流域ガパナ

ンスJ(大野 2007) とでも言うべき仕組みをめぐる聞いが提起される。

本稿の主たる自的は，とりわけこの第 3の点に問題意識の軸足を置きつつ，
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滋賀県の琵琶湖近辺で実施されている「琵琶湖河川レンジャー制度」の概要や

課題について論じることである3)。次章以降詳述していくことになるが，その

制度は流域において住民と行政住民と住民をつなげるコーディネーターによ

る活動展開を促進させるために創設されたものである。本稿は「パートナーシ

ツプ」ならぴにこの「コーデイネーターJという 2つの言葉を導きの糸としつ

つ，議論を展開していく。さらにこうした議論を通じて，パートナーシップに

基づく今後の河川づくりのあり方全般，ひいては流域ガパナンスのあり方全般

について示唆を加えることも試みてみたい。

ところで実は筆者は，河川レンジャーアドバイザー委員会(後述)の委員と

してこの仕組みの運営の一端を担う立場にある。しかし本稿はあくまで他人の

立場から執筆されたものであり，委員会としての見解あるいは筆者が所属する

組織の見解に基づいたものではないということをお断りしておきたい。したが

って本稿にありうる誤りは全て，筆者の責任である。

II. 制度誕生の経緯

制度概要の紹介に入る前に，まずは制度が誕生した経緯から述べておきた

い。先述した1997年の河}II法改正，とりわけ住民参加に関する新たな規定を主

たる理念上の契機として，淀川水系において2001年2月に淀川水系流域委員会

が設立された。そこでは，かなり初期の段階から住民参加あるいは住民と行政

(河川管理者)の間の信頼関係構築の重要性が委員の側から提起されていたが，

そこで出されたのが「河JIIレンジャー」というアイデイアであった4)。その後

も折に触れ議論が重ねられ，流域委員会によるその後の各種提言の中に，住民

参加や信頼関係の構築推進を目的とした河川レンジャー制度の設立が盛り込ま

れるに至った。

こうした一連の動向を受け，滋賀県内を流れる瀬田JII.聖子洲川・草津川の計

3J11を産轄河川とする閤土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所(以下「琵

琶湖河川事務所jと略)は，制度構築に向けて河川レンジャー制度検討委員会

を2005年11月に立ち上げた。そこでは河川レンジャーの具体的な役割や制度の

あり方などが流域住民も交えて議論され. 2006年度からはいよいよ制度の運用

が始まった。ちなみに淀川や猪名川といった淀川水系内の他の流域でも，類似

したプロセスを経てそれぞれ独自の趣旨や仕組みを持った河川レンジャー制度
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が誕生している O

E 琵琶湖河)11レンジャー制度の概要

詳しくは(図1)に示した通りだが，毎年一般公募の中から選ばれた河川レ

ンジャーと呼ばれる人間が，琵琶湖河川事務所が設寵した流域連携支援施設で

ある「水のめぐみ館ウォーターステーシヨン琵琶J5)を拠点に，河川づくりに

かかわる様々な活動を展開している。 2008年度は，計7名で活動している。

これまでの具体的な活動としては，例えば「親子向け防災プログラムの開発

実施Jrお年寄りへの水害体験ヒアリングとそれに基づく子供向け啓発ツール

作成Jr努定樹を利用して飼育したカブトムシによる河川環境学習Jr魚、つかみ
体験ツールの作成と活用」などがあるが これらはいずれも河川レンジャー自

身の意思と得意分野とを活かす形で展開された。またそれ以外に「流域住民ヒ

アリングによる情報収集と人脈づくりJr琵琶湖河川事務所職員との情報交換」

「琵琶湖河川事務所その他が主催するイベントへの企画協力」といった活動も

河川レンジャー
アドバイザー委員会

務務潟。

河川レンジャー
アドバイザー委員会

住民委員 C)C)C)C)C)

行政委員。。
学識委員。。。

活動支援・各種調整i
"0 

0
00  

@穐

採湾審変・任命

活動評価・活動劾言

河川レンジャー

C)C)C) 
。C)C)

-“・ー-g-----

図 1 琵琶湖河川レンジャー制度の概要
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適宜行っているほか，河川レンジャー向士でも例えばミーテイングはもちろん

外部講師を招いた研修会なども行い，情報共有やスキルアップを図っている。

ちなみに河川レンジャー活動は有償であり，それは琵官湖河川事務所の予算に

よって賄われている O 具体的には，原則月 4田ウォーターステーション琵琶に

必ず足を運び，自らの活動報告書を提出することと引き換えに支払いが行われ

るという仕組みをとっている。これはもちろんそれ以上来て活動することを拒

むものではないが，その分については支払いの対象外となっている。

そして，その河川レンジャーを書類審査や面接により選考・任命するのが，

河川レンジャーアドバイザ一委員会である。年6自前後会合を開き，河川レン

ジャーの選考・任命も含め，制度の枠組みや運営方法について議論し決定を行

う。もちろん会合は一般傍聴が可能な公開形式で行われるほか，傍聴者には発

言機会も与えられている。またアドバイザー委員会は，河川レンジャーの活動

計画や活動報告について審議・助言を行うことにもなっている。しかし活動の

具体的な中身に関する指示・命令は基本的に行わず，あくまで河川レンジャー

各自の思いや自主性を尊重するというのが委員会の基本的なスタンスになって

いる。委員は全部で10名おり，内訳としては住民委員5名，行政委員 2名，学

識委員 3名から成る。住民委員は一般公募で選ばれるほか，行政委員は琵琶湖

河川事務所長ならびに滋賀県の河川行政担当部局である河港課の課長が務め

る。

またアドバイザー委員会には事務局が設けられ，委員会庶務全般を担当する

ほか，場合に応じて河川レンジャーの活動に対し間接的な活動支援も実施して

いる。なお本制度の重要な点でもあるのだが その事務局業務が琵慧湖河川事

務所の職員ではなく，業務委託を受けた団体の職員によって担われている。事

務局オフィスが琵琶湖河川事務所内にではなくウォーターステーション琵琶内

に置かれていること，あと先述のようにアドバイザー委員会に一般公募の住民

委員枠が設けられていること，それに何より河川レンジャーの選考・任命の権

限が河川管理者ではなくアドバイザー委員会にあること等とも相まって，制度

運営を行政(河川管理者)から独立した自律的なものにしようという意図がそ

こには込められている。この事務局経費についても その他制度運用に伴う経

費を併せ琵琶湖河川事務所の予算で対応が図られている。

2009年度からは(図 2)のような体制に改め，事務局機能が強化される予定

になっている。呉体的には，事務局はアドバイザー委員会の庶務に専念し，そ

7l(手Ij科学 No.307 2009 
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湾川レンジャー
アドバイザー委員会

毒事務局。

湾JIIレンジャー
アドバイザー委員会

住民委員 C)C)C)C)C)
行政委員C)C)
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事務局

河川レンジャー
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図2 2009年度からの琵琶湖河川レンジャー制度

れまで事務局スタッフや河川レンジャーの中の世話人的な人間が適宜行ってい

た活動支援や連絡調整等の業務は，新たに設置された「河)11レンジャーマネー

ジャ-Jが担当することになった。

最後に，多少事情が込み入っているのだが 本事例の名称に関して述べてお

きたい。本稿の表題等で用いている「琵琶湖河川レンジャー制度」という名称

は，実は筆者が本稿の執筆に捺して便宜的につけたものである。正式には単に

「河川レンジャー」と呼ばれたりしていて. I琵琶湖」ゃ f制度」という単語は

使われていない。課題の一部を先取りして提示することになってしまうのだ

が，その背後には以下のような事情がある。

本事例における河川レンジャーの活動フィールドは，前章で示した経緯など

からも分かるように，実は琵琶湖河川事務所の車轄河川である瀬田)11.野洲

)11 .草津JIIという「直轄する区域及びその周辺」ということになっている O し

かし理想、を言うならば，少なくとも地理的直感からしでも，県の管轄であるそ

の他の一級河川やニ級河JIIも含め広く琵琶湖全域へと活動が展開されていくこ

とが望ましい。淀川水系内の他の流域における河川レンジャーの仕組みが例え

;](利手ヰtj主 No.307 2009 
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ば f淀川管内河川レンジャーJr猪名川河川レンジャーjといった名称である

にもかかわらず，本事ー例がシンボリックな意味も込めつつ「琵琶湖Jという 3

文字を名称の中に冠することができていないのは，そのためである。

だからといって， r河川レンジャー」という正式名称を本稿でそのまま用い

るとなると，まずレンジャー個人を指す場合と仕組み全体を指す場合との区別

がつかなくなる恐れがある。それに 淀川水系内の他流域における河川レンジ

ャーの仕組み，あるいは淀川水系流域委員会が淀川水系会体を念頭に置いて提

言した河川レンジャーの仕組みとの区間もつきにくくなる。

以上のことを考慮し，次章からは本事例を「琵琶湖河川レンジャー制度」と

呼ぶこととしたい。また次章以降「河川レンジャーJといった場合，特に断り

のない限り，琵琶湖河川レンジャー制度の枠組みのもとで活動している河川レ

ンジャーを指すものとする。

N. 河川づくりにおけるパートナーシップとコーデイネーター

一一琵琶湖河川レンジャー制度の意義一一

河川づくりの観点から見た場合の琵琶湖河川レンジャー制度の意義として

は，まず何よりも河川レンジャーに「コーディネーター」という位置づけを与

えているという点を挙げなければならない。河川レンジャーという存在は行政

(河川管理者)の下請けでもなければ，流域住民の御用開きやエゴの代弁者で

もない。また，河川レンジャー自身が一人の流域住民あるいは一つの l、叩0の

如く行動するのでもない。これら行政流域住民， NPOといった様々な主体

同士をつなぐ，言い換えればパートナーシップのコーデイネートを行うことが

想定されているのである。そして将来的には，こうした顕在的ステークホルダ

一間のネットワーク作りの促進はもちろんのこと，潜在的ステークホルダーの

掘り起こしゃ流域住民による各種活動へのエンパワーメントといった活動へと

大きく展開していくことも考えられる。

E章でいくつか挙げた具体的な活動のうち f窺子向け防災プログラムの開

発実施」を例にとると，コーデイネートの対象になったのは，主に幼児向け野

外保育活動をしている NPO法人湖南広域行政組合(地域防災を所管する一

部事務組合)，そして琵琶湖河川事務所であった。その NPOは自らの活動の

中で， 20~30代の若い親世代の「子育て力」低下を日々感じていた。一方行政

水利科学 No.307 2009 
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側でも，水害を想定した防災訓練を定期的に実施してはいるものの参加層は常

に限られており，とりわけ地域の若年・青年層の参加や意識付けをどう進める

かが懸案となっていた。その河川レンジャーはコーデイネートを通じて，各主

体のこうした様々な「思いJを，親子向け防災プログラムという一つの f形」

にしたのである O その結果まず NPOは 例えば親が水害などいざという時に

我が子を守れる力を育む活動ツールを手にするに至った。そして行政も，それ

によって若年・青年層の一層の参加を促すなど防災訪lげ:東の効果拡大を期待でき

るようになったのである。

ところでこのコーディネーターという存在は，河川政策の分野だけに眼ら

ず，今後のパートナーシップ全般の成否の鍵を握る板めて重要な存在である。

様々な社会的課題の解決に向けて，行政も確かに各種施策を実施しているし

住民.NPOの側でも多様な取り組みを行っている。にもかかわらず課題解決

の糸口は見えてこない。唯一ではないにせよ考えられる理由の一つは，各主体

が言わばバラバラに取り組んでいるからではないか。そうではなく各主体が一

緒に取り組むならば， もっと有効にそして面白く課題解決ができるのではない

だろうか……。パートナーシップという考え方は，ある一面では，本来こうい

った至極シンプルな発想、に基づいている。

しかしその発想を実行に移し成果も上げていこうとなると，容易に想像がつ

くように事はそれほど単純ではなくなる。だからこそパートナーシップという

ものが社会的課題になっているわけだが，その主な理由としては，個々のケー

スごとに違うものの，例えば制度的枠組みの不備や当事者達の経験不足といっ

た問題を挙げることができる O しかしそれらと並んで重要なのが，実はコーデ

ィネーターの不足なのである。パートナーとなりうる各主体は，まず何よりそ

れぞれ立場も関心も経験も様々であるし 目的も一見共通しているように見え

たとしても実は微妙にズレがあることがしばしばである。そういった各主体が

ともに学び変わっていく中で，それぞれの患いを一つの形にするための場やプ

ロセスをコーデイネートできる人材が，各地のパートナーシップの現場では求

められている。しかしそれらは質・量ともに極めて不十分な状態に置かれてい

るのが現状であり，それがパートナーシップの進展にとってのボトルネックの

ーっとなっているのである。繰り返しになるが，こうした状況は河川づくりの

場だけでなく，あらゆる政策領域で顕在化している。

また河川レンジャーを「コーデイネーター」と制度的に位置づけたことに
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は，次のような意義もある。琵琶湖という巨大な湖を抱えている滋賀県は，そ

もそも住民の川への関心度は既に日本でも有数のレベルにある地域のーっと言

ってよく，それを要因のーっとしてか環境活動をはじめ各種住民活動がよく見

られる。そういった状況は，何よりもまず川や水に対する住民の無関心という

問題から集中的に着手していかなければならない他の流域と，鋭い対照を成し

ている。したがって，仮に琵琶湖地域で河川レンジャーがコーディネーターと

いうより例えば住民活動主体それ自身になってしまうならば，侭よりもまず既

存の活動に屋上屋を架すといった状況を生むことになってしまうしさらには

琵琶湖河川事務所の予算が支出されていることで f民業圧迫」とか「官製ボラ

ンテイア」といった誇りすら免れ得ないものになってしまうのである O

さらに言うならば，そもそもコーデイネートという試みが他ならぬ河川|政策

という分野で制度化され始めたこと自体，やはり注目すべきことであろう。琵

琶湖河川レンジャー制度と類似した狙いを持つ試みを見ることができる政策分

野としては，例えば f市民活動センター」といった名称であることが多いが，

中間支援組織(インターミデイアリ組織)と呼ばれる組織が各地で活動を展開

している市民協働分野，それに環境分野やまちづくり分野を挙げることができ

る6)。他方で，ハード整備型事業の管理主体というイメージがどうしても強か

った河川管理者が琵琶湖河川レンジャー制度のような仕組みに参罰するという

ケースは，過去はもちろん現在でも極めて稀なことだといってよい。

ところでハード整備型事業において「住民Jといった場合，行政(河川管理

者)が通常想起するのは，工事によって影響を受ける f地元」もしくは影響を

受けない「その他大勢の無関係の人々jのいずれかである。したがって行政

(河川管理者)と住民の関係性とは， r意見を伺う主体と客体の関係jか「厨知

の主体と客体の関係」のいずれかでしかない。確かにそういった住民，そして

そういった関係性は，行政(河川管理者)が決して軽んじではならないもので

ある。しかしパートナーシップ論の観点から言えるのは，そういった住民の二

分法はある特殊な視点から見た分類に過ぎないのではないか，それにそういっ

た関係性は数ある可能な関係性のうちの一部に過ぎないのではないかというこ

とである。行政(河川管理者)にとってコーデイネーターという主体は，住民

との関係性を多元的で豊かなものにすることを通じ パートナーシップに基づ

く河川政策が展開されていく際の触媒として機能する可能性を秘めた存在なの

である。
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V. 課題と今後の方向性

最後に課題や今後の方向性についていくつか示しておく。基本的には琵琶湖

河川レンジャー制度におけるそれを述べていくことになるが，パートナーシッ

プに基づく今後の河川づくりのあり方全般や流域ガパナンスのあり方全般につ

いての課題提起ふ随時試みていくことにする。

1. 河川レンジャー活動の有償性をめぐって

河川レンジャーの活動が有償であること，そしてその支払いが活動報告書の

提出と引き換えであることは既に述べた通りである。個人的な善意だけに依拠

したこの種の活動が様々な限界を字んでいることも考えた場合，この措置は確

かに一定の意義を有していると言うべきである。またこの措置には，自らの活

動に一層の自覚と責任を促す，あるいは活動実態が実質的にない状態の下で支

払いだけはされてしまうというようなケースを予防するといった意味もある。

ところで実はその支払いは 「謝金Jという 最善であるとは言い難い制度

的形態をとっている。理想を言えば活動諸経費を実費で支弁したり活動の成

果に対し報麟を支払ったりするのが望ましいが，それは現行の制度や予算の枠

組みではまず不可能だというのがその理由である O 活動報告書についても，そ

れは活動やその成果そのものではなく それらの代用指標の一つに過ぎないの

である。

また有償性ということで言えば，現時点ではそういった意見はほとんど聞か

れていないものの，部えば「ボランテイア精神に反している」あるいは「行政

の安価な下請けに堕しているJといった主張が出てくることも予想、される O し

かしそもそも河川レンジャーはいわゆるボランテイアなのかという点を差し

日|いたとしても，こうした見方は f有償か無償か」という尺度で河川lレンジャ

ーの活動や琵琶湖河川レンジャー制度の価値を判断するという愚に陥ってい

る7)。重要なのは，制度が河川レンジャーの自発性発現を可能にしているか，

あるいはその価値を認められ共有された何らかの社会的価値をその活動や制度

は生み出しているのかといったことである。したがって有償性という制度的デ

ザインは，そうしたことの実現に寄与しているかどうかという視点から考察さ

れるべきものである。またそもそも 琵琶湖河川レンジャー制度では既存のボ
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ランティア的活動をクラウド・アウトしてしまわないような制度設計が施され

ているということは，規に述べた通りである。

なお組織マネジメントやパートナーシップ型事業の現場において，有償と無

償のスタッフが混在する中 いかに人的マネジメントを行っていくかという課

題は. NPO研究やボランテイア研究等の分野においてしばしば議論になって

きた点である(早瀬 1998)。多様な主体が関わる流域ガパナンスシステムの構

築という課題に直面している河川政策の分野でも，今後ウェイトを増してくる

論点であると考えられる。

2. 河川レンジャーの多様性

現在もそうであるしかつてもそうであったのだが，琵琶湖河川レンジャー

制度のもと河川レンジャーとして活動できるのは，どうしても学生や主婦とい

った層に限られてしまう。例えば定戦に就き時間の融通が利きにくいような社

会人にとっては，たとえ河川レンジャーとしての熱意や能力があったとしても

応募を醇踏させてしまうような制度になってしまっているのである。とりわ

け，月4田の活動報告書の提出という仕組みが重荷になっている可能性がある。

それ単独で、生計を立てていけるような水準の報酬を河川レンジャーに支払える

のであれば話は別だが，少なくとも予算面も含め現行の制度の枠組みではそれ

は無理であるしそもそもそれ自体が望ましい措置であるかどうかも議論の余

地がある。

いずれにせよ，熱意や能力があるのであれば年齢や性別に関係なく，それぞ

れに合った多様な活動形態でコーディネート活動を展開できるような枠組みで

あることが本来は理想であろう。これについては2009年度以降の事務局体制の

強化によって，例えば河川レンジャーの義務のうち事務作業的な部分は軽減す

るといった形で，部分的にではあるが対応することになっている。またかつ

て，現行の河川レンジャーに加え，活動頻度が低くても構わないような新たな

河川レンジャー類型を設けてはどうかという議論が行われたことがあったが，

デメリットが多いことも予想され，実現には至っていない。

3. パフォーマンスや認知度のさらなる向上

一般的にコーデイネーターというのは. 1コミュニケーシヨン力(理解力・

説明力)J1プロセスをデザインしその進行管理を行う力J1*1占り強さJ1信念の
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強さ」といった様々な能力が要求される。また，局面に応じて「リーダーJ

「ムードメーカーJI縁の下の力持ち」といった様々な顔を使い分けられること

も求められる。そして言うまでもなくある程度の知識も必要だし何よりも経

験(場数)が重要で、ある。とりわけ行政と住民をコーテYネートするといった

場合，こうした必要性は格段に増大する。コーデイネーターへの道は誰にで、も

開かれている一方，こうした人材は各地で非常に不足しており，それがパート

ナーシップ実現のボトルネックになっていることは既に述べた通りである。琵

琶湖河川レンジャー制度のパフォーマンスを一層向上させていくためにも，コ

ーデイネーターとしての熱意と能力を持った人間がさらに集まってくるような

魅力的な制度にするとともに コーディネーター予備軍とでも言うべき人間が

日々学び成長していけるような環境づくりを行うことが必要である O

さらに，琵琶湖河川レンジャー制度の認知度向上も今後の諜題である。例え

ば?叩O活動の分野などでよく見られることなのだが，各種課題への取り組み

に意識と労力をとられてしまう一方 その取り組みについての広報や情報発信

といった業務が後手に回ってしまう結果，せっかく得られた成果が十分活かさ

れないということがある。さらに，一般的に「コーディネーター活動Jという

分野は，それだけでは抽象度が高すぎて効果的な広報や情報発信に苦慮すると

いう問題もある。それにもかかわらず 事務局や琵琶湖河川事務所側の担当者

の日々の尽力はもちろん 河川レンジャー自身における意識付けの深まりの甲

斐もあって認知度向上は徐々に進みつつある。今後は意識付けを当事者全員で

共有するとともに，戦略性をもって各方面への働きかけを行っていくことが必

要であろう。また，琵琶湖河川事務所による広報や情報発信との有機的な連携

も今後の課題である。

4. 制度マネジメントのさらなる強化

琵琶湖河川レンジャー制度におけるアドバイザー委員会は，例えば行政の審

議会のような会とは似て非なるものである。周知の通り審議会であれば，通常

はまず行政の長からの諮問という形で議題が設定され，行政担当部局が事務局

を担いつつ議論の集約が行われ，最終的に答申という形で行政の長に提出する

という一連の流れになる。その答申書における「…ーすべき」という文言は，

基本的には全て諮問を行った主体である行政に向けられる形になる。

これに対しアドバイザー委員会では，まず議題の設定は当然ながら自らが主
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体的に行わなければならない。また事務局も行政の担当部局が担当しているわ

けではないので，例えば委員間の意見の相違に関する集約を行政に丸投げする

こともできず，他ならぬ委員会という場で委員たちが自ら解決しなければなら

ない。そして委員会における「・…ーすべき」という発雷も，一義的には自分た

ち自身に向けられた再帰的なものになる。

このことからまず言えるのは，委員と事務局との緊密な連携が制度マネジメ

ントの要諦の一つになってくるということである。また委員には，物事を議論

し合意を閣る力，そしてその合意をきちんと理解し共有する力が必要とされる

という意味で，相応、の自覚と主体性が求められる。委員の入れ替わりがあるこ

とも考慮すると，場合によっては研修プログラムが必要になることもあると思

われる 8)。

しかもこうしたことは翻って 行政(河川管理者)の側にも次のような課題

を提起する。琵琶湖河川レンジャー制度のようなパートナーシップ型組織の運

営委員会では，行政は例えば審議会のように「事務局案jの中に自らの思いを

こっそり忍ばせておくといった手法は通用しない。そうではなく，委員会とい

う公の場で主体的に議論へ参加する姿勢が求められるが，一般的に行政はこう

した議論は不慣れである場合が多いという問題がある。流域ガパナンスを担う

組織の運営というものを考える上で表面化してくるであろう論点である。

5. 行政(河川管理者)仮~における課題

琵琶湖河川レンジャー制度の発足当初，琵寵湖河111事務所において時折見ら

れたのが，不用意に河川レンジャーに近づこうとして下請け化との誤解を周閤

に生んで、しまったというケース そして下請け化との批判を恐れて逆に河川レ

ンジャーと距離を保ちすぎてしまい河川管理者として制度の活用がうまくでき

ていなかったというケースである。現在こういったことが全く起こっていない

と雷うつもりはないが，その多くは実績を積み重ねノウハウの蓄積と信頼関係

の醸成を行っていく中で解決の方向性を見出していけるものである。以上のこ

とは，パートナーシップ全般でも言えることである。

また，琵琶淑河川レンジャー制度を単に「住民連携担当部署が所管する啓発

的事業Jという認識のもとに置くようなことがあれば問題である O 一般的に琵

琶湖河出レンジャー制度のような施策の潜在的な価値は，そうした縦説り的発

想、からは正当に評価することはできない。そうではなく，行政内のあらゆる部
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署の事業・施策に対し，パートナーシップという政策公準を浸透・定着させる

という非常に責任の重い， しかし同時にクリエイテイヴでもある課題を提起し

ているのである。ここで，親子向け防災プログラムの事例を三度とりあげてみ

たい。治水行政のうち防災に関わる部分というのは，河川管理者をはじめとす

る行政，そして(近年弱体化が問題になっているが)水防団・消防団を中心と

した地縁的組織というごく一部の主体が担うものだというのが，これまでの通

念であった。琵官湖河川レンジャー制度は，そこに新たな担い手が加わるとい

う可能性，そしてそれによって行政の防災施策の質も向上するという可能性が

あることを示したのである。もしその活動が「住民連携損当部署が所管する啓

発的事業Jとしての枠内にとどまり，防災担当部署との具体的連携が閤られな

かったならば，こうしたプロジ、ェクト展開は決して実現していなかったであろ

つ。

しかしより根本的なのは 現在琵琶湖河川レンジャー制度が実は f試行」と

いう設置づけになっているという点である。周知のように現在淀川水系河川整

備計酪は未だ成立をみていないことなども背景にはあるのだが，このことは，

河川管理者で、ある琵琶湖河川事務所の組織ミッションの中に琵琶湖河川レンジ

ャー制度が正式に位霞づけられていないということを意味する。これは，今後

の制度の継続性や実施の担保を重視する立場からは問題となろう。河川法の理

念や流域委員会の提言を待つまでもなく住民参加や信頼構築は不可逆の社会的

要請であり，それは河川管理者とて基本的には向じことである。したがって河

川管理者が「流域における参加やパートナーシップが重要であることJIその

実現のため河川lレンジャー制度の運営に河川管理者として参画することJIそ

ういった取り組みを通じてパートナーシップの全組織的な推進を図ることJと

いった点をミッションとしてきちんと明文化し掲げることが一つの方策とし

て考えられると思われる。

VI. おわりに

日本の河川政策においてパートナーシップやコーデイネーターといった政策

的発想、が現在占めている位置は，とりわけ河川管理者の側ではお世辞にも大き

いとは言えない。やや筆者の独断が入るかもしれないが，一般的に.8額の事

業費が投入される河川改修なと守各種ハード整備型事業，厳格な法運用が求めら

水利科学 No.307 2009 



宮氷 河川づくりにおけるパートナーシップとコーデイネーター 15 

れる各種許認可，それに壊・水門の操作など高度な技術が必要な河川管理施設

の管理などに比べ，琵琶湖河川レンジャー制度のような施策はどうしても軽く

見られてしまいがちになるのではないだろうか。しかも，改正河川法や流域委

員会提言等に「従っているJといった受身的意識が河川管理者の心のどこかに

あるとすれば，事はさらに重大である。

現行の河川管理に関する組織制度のままであるかどうかは別として，今後の

河川管理者は，単に法執行や行政を堅実に担うというだけでなく，例えば流域

の実情を加味しつつ河川づくりの主体育成やパートナーシップの推進も統合的

に展開していくなど，流域ガパナンスシステムの一翼を担う中核機関へと変わ

っていけるかどうかが関われるであろう。そしてそのことは，実は翻って法執

行や行政のプロフェッショナルとして，河川管理者が住民から尊敬や信頼を勝

ち取ることにつながるのではないだろうか。
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研究「持続可能な発展の重層的環境ガパナンスJの研究成果に基づくものであ

る。

注

1) 理念上はさておき，規定上では「河川整備計画の案jの作成，しかも「必要がある

と認めるとき」という文脈に限定されている。

2) I参加」という制度における住民という主体は，行政の側から見れば結局は「行政

外部からのインプットJI意見を何われる客体jとしての位置づけにとどまり，よ

り高次の能動性を発揮できる余地は限られている。

3) 課題設定や分析視角は異なるが，同様に本制度を題材としている業績として佐々

木・仲間 (2009)を挙げておく。なお「琵琶湖河川レンジャー制度」というのは実

は正式な名称ではないのだが，この点に関しては後に詳述する。

4) 当初は，水防やごみ投棄に関するパトロールを行う者というイメージであったよう

である。第13回淀川部会(平成14年3月14日)や第9回委員会(王子成14年3月30
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日印)の議事録を参照のこと。なお議事録lは土 i淀定川水系流域委員会のホ-ムペ一ジ

(句htt叩p:llwww.y刊odoωr屯討E伐r‘or‘宮g/)で閲覧することができる。

5) 2003年 7月に設立された。施設の概要等は，大野 (2007) に少し紹介がある。なお

これ以降は「ウォーターステーション琵琶」と略する。

6) 環境分野やまちづくり分野におけるコーデイネーターとはそもそも何で，実際どの

ようなことをしているのかについては，例えば永橋 (2004)や富永 (2008) に兵体

的な記述がある。

7) 問題の構造や論点は大きく異なるが，これはかつて福祉分野において繰り広げられ

た f有償ボランティア論争」にも通じる部分がある。同論争-については，例えば小

野 (2005)の第 2章に理論習も含め手際のよい論点皇室理がある O

8) 以上のような課題は，これまでは一般的に NPO法人や公益法人といった非営利組

織の理事会が主に直面していたものだった(ヒューズ他 2001. イングラム 1999)0

しかし琵琶湖河川レンジャー制度のようなパートナーシップ型組織の運営委員会

でも今後は大きな課題となってくることであろう。
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