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会  議  録（要 旨） 

会議の名称 平成３０年度第２回市民と行政の協働に関する検討委員会 

開 催 日 時 平成３０年１１月２０日（火）午後７時００分～９時００分 

開 催 場 所 東村山市役所市民センター２階第１会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委 員）肥沼委員（委員長）・亀井委員（副委員長）・鈴木委員・ 

清水委員・小久保委員・武者委員・安井委員・原田委員 

・花田委員 

（事務局）小島市民協働課長・岡市民協働課長補佐・ 

菊地市民協働課主査・塩野主事・高橋推進員 

●欠席者：重倉委員・千葉委員・熊谷委員・中谷委員 

 

 

傍 聴 の 可 否 

可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
１人 

 

会 議 次 第 

 

1. 開会 

2. 委員長挨拶 

3. 前回の会議録の確認 

4. 小平あすぴあ視察について（事務局） 

5. 議事 

(1) 平成３０年度第１回検討委員会のふりかえりと検討課題 

  (2) 市民ネットワーク構築に向けての意見交換 

6. その他 

7. 閉会 

問い合わせ先 

市民部市民協働課計画調整担当 

担当者名 菊地 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２５６４） 

会  議  経  過  

1.【開会】 

 

2.【委員長挨拶】 

○委員長 

  前回は５月の開催でしたが、今回までの間に先進市である小平市を訪問して、 

  施設の見学や取り組み状況について意見交換をしてまいりましたので、それを 

  報告させていただき、皆様のご意見を踏まえながら今年度中に集約をしていき 

たいと考えておりますので、ご協力をよろしくお願いします。 

 

3.【前回の会議録の確認】 

 ○委員長 

  次第２「平成３０年度第 1 回検討委員会会議録の確認」について事務局より説明

を求めます。 



2 

 

○事務局 

  資料 1「平成 30 年度第１回会議録（要旨）」を御覧ください。前回会議録につき 

ましては事前に配付をさせていただきました。 

修正等のご連絡をいただいた点は特にございませんでしたので、ここで委員の

皆様のご了解が得られましたら近日中にホームページ等で公開してまいりたい

と考えております。何か修正点等ございましたらこの場でもお知らせ願います。 

  ○委員 

   全員了承 

 

4.【小平あすぴあ視察について】 

  ○委員長 

   次第３「小平あすぴあ視察」について事務局より説明を求めます。 

  ○事務局 

  それでは、「小平あすぴあ視察」について事務局より説明させていただきます。 

資料 2 の「小平あすぴあ視察」と正面のスクリーンを御覧ください。平成 29 年 

度第 1 回の検討委員会で委員の方から、他市の事例を参考に、その構築の経過 

と成果および課題について視察をしたらどうかとの意見をいただいたことから、 

１０月７日（日）に小平市民活動支援センターあすぴあを訪問し、そこで小平市 

と「市民活動支援センターあすぴあ」および「ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワ 

ーク」の方々と意見交換を実施いたしましたので、ご報告いたします。 

スクリーンに写真を写しながら解説させていただきます。 

１番目の写真は、西武萩山駅の近くににある仮称まるやま保育園前の通りです。

この通りから入っていきます。 

２番目は小平元気村おがわ東の看板に複合施設の機能が一覧となっており、小平

あすぴあはその一部であることがわかります。 

３番目は小平元気村おがわ東の入り口から見た外観です。 

４番目は、小平元気村おがわ東 1 階交流スペースとなっております。 

５番目は 2 階にある小平あすぴあの入口付近の様子です。 

６番目は中の様子です。事務スペースや交流スペース等様々な機能があります。 

７番目は小平あすぴあのチラシ等の展示コーナーです。 

８番目は小平の各市民活動団体のプロフィール等の情報を簿冊化して閲覧する

ことができる情報コーナーとなっております。 

９番目は小平市側の方々で、左から小平市職員２名、小平あすぴあセンター長、

ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワークの理事長と理事です。 

10 番目は小平市と東村山市による意見交換の様子となっております。 

続きまして、お手元の資料「視察記録」を御覧下さい。名称、開催日時、開催   

場所、参加者、当日の次第、そして東村山市の現状と委員より事前にいただい 

ていた質問について小平市よりの回答を記載しております。その後に意見交換 

の中で発言された内容をまとめておりますが、意見交換における発言者名の前 

に三種類の記号を表示しております。これは当検討委員会の三つの課題に係る 

と思われるものとして、●は一年目の課題である「市民ネットワークの構築」、

例えば「自治会等の地縁型コミュティとＮＰＯ等のテーマ型コミュニティの連

携」等、▲は二年目の課題である「協働の仕組み」、例えば「１０人くらいで 

ＮＰＯ法人を立ち上げた」等、■は三年目の課題である「市職員の意識改革」、
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例えば、「「市職員向けのハンドブックの作成」等について記号を種別表示し 

ております。このような意見交換が行われ、今後の当検討委員会において参考 

になったと思われますので報告いたします。それを概要にまとめさせていただ 

きました。さらに、今後、本検討委員会の検討に役立ちそうなキーワードにつ 

いて、例えば「市民主体の有志が団体を立ち上げ、現在運営を行っていること 

が大きな特徴」や「自治会、協議会、学校、ＰＴＡ、社会福祉協議会等地域に 

関する様々な団体が綿密に連携」は網掛けをし、見やすいように記載させてい 

ただきましたので、こちらも確認していただきたいと考えております。 

○委員長 

ありがとうございました。補足ですが、この視察は検討委員会ということで開 

催したわけではありませんが検討委員会の委員さんに声掛けをさせていただい 

で参加をお願いしたということですので、記録はまとめていますが公開予定は 

なく、ただ本日の報告資料の基礎としました。それでは事務局の説明に対し何 

かご意見等はございましたらお願いします。 

   ○委員 

   当日参加された委員の感想を伺いたい。 

  ○委員 

   小平市のネットワークが出来る前はこの検討委員会のような会議体があり、   

そのメンバーが市民主体でやろうと覚悟を決めてＮＰＯ法人をつくったことが 

すごいと思ったことと、あすぴあ・公民館・ボランティアセンター・社会福祉 

協議会で構成されたＡＫＶＳ会議があり、中間支援組織として話し合いの場を 

持っており、私自身は一つの市に一つの中間支援組織だけでは難しいと考えて 

いるのでとてもいいなと感じました。 

  ○委員 

   小平市のＮＰＯ法人は組織をつくっていくためのノウハウを持っている人たち 

が集まってうまく運営されていると感じました。東村山市では、はたしてそれ 

だけの人たちが集まってくれるかが課題ではないかと感じました。 

  ○委員 

   小平市立小川東小学校の廃校がきっかけとなって跡地の活用を市民参加方式で 

   決めて行こうとしたところから場所やＮＰＯ法人化につながっていったと思い 

   ますが、土壌として昔から小平市は市民活動が盛んだったと説明を受けました。 

東村山も同様だと思いますが、元々の１０人くらいの方々が最終的なところで 

責任をとらなきゃいけないよねという話をされて、その後かなり勉強をされ、 

東京都にも行って短期間でＮＰＯ法人を立ち上げてここまでできているところ 

に非常に熱意を感じたというのが率直な印象でした。 

  ○委員長 

   私からも。ＮＰＯ法人を立ち上げた熱意等はその通りだと思います。それと、 

   まだまだ一部でしか知られていないということもあります。様々な地域でも周 

知していく必要があるのではないか。話の中で市役所にブースを置いて来庁者 

に聞いたときに、あすぴあを知らない方がほとんどだったということを聞いて、 

   まだ課題があるのだと感じました。こういったことを東村山市にあてはめた時 

   にどういったことがあるのか、皆さんの意見を聞いていきたいと思いました。 

  ○事務局 

   きっかけは最初に場所があったということはありますが、小平市もよく住民の 
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意見を受け入れて動いたなと感じました。事務局としても参考になりました。 

   ○委員長 

   参加された委員の感想を聞いていただきましたが、全てそのままを東村山市で 

   やろうということではありませんが、部分ごとに参考にして東村山市にあった 

形を見出していければと思います。以前の検討委員会の資料で市内ＮＰＯ一覧 

がありましたが、例えばこれを整備して何時でも誰でも手に取れるようにする 

といったような、私達も議論してきたことと同じところがあったので、これを 

参考にするといったところはあるかと思います。 

  ○委員 

   質問です。ＡＫＶＳ会議の役割分担としての住み分けと、どういうやりとりが 

   あるのか一例がわかれば知りたいということと、資料記載の「小平の市民活動 

団体と地域諸団体との連携・協力実態調査報告書」ですが、これはどこの主体 

で実施されているのかということと、内容を教えてください。 

  ○事務局 

ＡＫＶＳ会議についてですが、情報を共有すると共に「あすぴあ」だけではで 

きない事業を一緒に行っております。それから、ボランティアセンターとの連 

携は公民館含めた形で中間支援組織、例えば講座等も同じような講座を各自で 

行うのではなく、例えば公民館で実施したものを次は市民活動支援センターで 

はもう少し内容を変えて実施してみようといった連携を取りながら事業を進め 

ているということでした。それと「小平の市民活動団体と地域諸団体との連携 

・協力実態調査報告書」についてですが、あすぴあが主体で、今後の市民活動 

発展の可能性を探ることを目的に、市民活動団体宛に連携・協力についてアン 

ケートを行い、それを基に自治会等に取材を実施した報告内容となっているそ 

うです。この報告書を手にした市民活動団体から新しい協力の芽が育っていく 

ことが期待されています。 

  ○委員 

   あすぴあと小平の社会福祉協議会の住み分けについて、お話がありましたら教 

   えてください。 

  ○事務局 

   社会福祉協議会には福祉系の団体の登録が多く、あすぴあは間口が広いという 

   ことがありますが、連携してお互いに良いところを取り合いながら事業を進め 

ており、例えばあすぴあに相談があった時もボランティアセンターで対応して 

いたことを思い出してそちらを紹介して解決したということもあったそうです。 

それと、公民館は成年教育的な科目が多く、ボランティアセンター・社会福祉 

協議会は福祉系の講座が多い。あすぴあでは広い分野をカバーしているので、 

対象科目が分散しているというお話がありました。 

   

5.【議事】 

 （１）平成３０年度第１回検討委員会のふりかえりと検討課題について 

（２）市民ネットワーク構築に向けての意見交換 

○委員長 

 ありがとうございました。それでは次第４．議事（１）「平成 30年度第 1回検 

討委員会のふりかえりと検討課題」および（２）「市民ネットワークの構築に 

向けての意見交換」について事務局よりお願いします 
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  ○事務局 

資料 3を御覧ください。４．の市民ネットワークについての課題が前回の意見 

交換によって、三点あげられました。一点目は社会福祉協議会（地区懇談会） 

やよろず交流会の活用について、二点目は自治会の取り込みについて、三点目 

は商工会や企業の取り込みについてでした。この課題の解決策について、前回 

の検討委員会の最後に委員の皆様に市民ネットワーク構築の課題と課題の解決

に向けた意見を、今回の検討委員会に向けてまとめていただきますようお願い 

をしたところです。そして今回はこの資料をもとに各団体の意見や個人の意見 

を発言していただければと考えております。 

  ○委員長 

   事前に委員さんからご意見をいただいておりますが、一人ずつご発言をお願い 

   できればと思いますがよろしいでしょうか。 

  ○委員 

  市民ネットワークについては不明な点がありますが、これに自治会をどのよう 

な方法で取り込むか。市民協働課では自治会活性化委員会を長年開催してきて 

おりますので、この委員会を「市民ネットワーク」の自治会対象のサテライト 

組織として活かして行くことはいかがでしょうか。要は市内３００程ある自治 

会組織の窓口とするということ。現状、自治会活性化委員会は市内の自治会へ 

向けて活動しつつ有りますので、これを大いに活用していただけると自治会活 

性化委員会としても活躍の幅か拡がると考えられます。自治会活性化委員会委 

員の皆様は既に地域で幅広い活躍をされておられ、自治会活性化への意欲・強 

い想いも持っておりますので、「市民ネットワーク」と「自治会活性化委員会」 

をどの様な仕組みで関連付けるか話し合いが必要ですが、既存の組織を丸ごと 

活かす事が出来るメリットが有ります。 

  ○委員 

   ひとことで言えば具体的なテーマに基づいた話合いが必要だと思います。この 

委員会の今までの議論は抽象論が多いと感じています。どんな市民ネットワー 

クを構築していくにも個々の協議会や地区懇談会、交流会などで特定のテーマ 

に基づく具体的、かつ地域ごとに話合いを行っていくことが不可欠であると考 

えます。例えば子どもの貧困、空き家対策については、市役所内の担当課と、 

社会福祉協議会や市民活動団体、市民で協議する場を設け、定期的に意見交換 

を行っていくことが重要と考えます。また、地区ごとにテーマ性のあるよろず 

交流会を開催するというのはいかがでしょうか。高齢者の見守り、防犯、外国 

人、地域文化の継承等地域ごとの協議会で毎回テーマを決めて話し合っていき、 

地域でのイベントについてでは商工会や企業にも呼びかけを行うきっかけの場 

としていくことができればと思います。この場には自治会の関係者やテーマに 

関係する市民活動団体に声がけしていくことでネットワーク化のきっかけとし 

ていくことも重要と思われます。できれば、テーマについて全体をリードする 

ことができるようなコーディネーターが加わるとベターだと思います。現状の 

地区懇談会を活用していく方法もあると思います。市内全地区で一斉スタート 

することが困難ならば試行的に１～２地区からはじめる方法もあると思います。 

それと、話し合うテーマについて多様な広報手段を用いて周知していく必要が 

あり、地域の問題解決を行おうとしている姿勢が伝わるようなものがベターだ 

と思います。「期待できる」と思ってもらえるような本気度を示していくことが 
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重要と思われます。 

  ○委員 

   先ほど事務局のあすぴあ報告であった小平市の市民活動団体データ集のような 

   ものが仮に当市であった場合、地区ごとにこういう人達がいるということがわ 

   かるとよいと思います。最初の会議の資料でも東村山市内ＮＰＯ法人等一覧が 

ありましたが、社会福祉協議会でもボランティアグループ一覧というのがあり 

ます。こういう一覧は地区懇等でも活用できるのではないでしょうか。 

  ○委員 

  「市民ネットワーク構築」の要素のひとつに「情報の共有」があるのではない 

でしょうか。よろず交流会で集まった団体のＰＲ内容をうかがっているとここ 

に来なかったら知り得なかった情報などに触れられます。情報が集まっていて、

そこを見て、そこに行けば情報が得られるといったものがあれば情報を得たい 

人も出したい人も、そこに参加します。広い市民ネットワークを考えた時は、 

インターネット上のものになるのかなと。「情報を共有」し、「相互のやりとり」

ができ、さらに本当なら「顔を合わせる」ことができれば物理的に情報が集まる

仕組みが作れるのではないでしょうか。話は少し変わりますが、市民活動はネッ

トワーク化のなかでＳＮＳの活用無しではあり得ないのではないかと感じていま

す。ホームページやブログも見に来てもらえなければ、共有にはなりません。「東

村山市子育て総合支援センターころころの森」では、LINE@というサービスを利用

するようになって手応えを感じています。LINEの公式アカウントは高価ですが、

LINE＠は無料で使えるサービスもあって登録すると自分の LINE 画面にころころ

の森からの発信が届きます。最近の悪天候による閉館やプログラムの中止などの

発信には大変効果があります。「今月のプログラム」などの最新情報を送信した

り、「新しい記事が出ました」と URLを表示することでホームページへの誘導を行

ったりしています。ほとんどの人は見ているだけですが、その口コミ力は絶大で

す。そういったものを活用することも「情報の共有」に効果があるのではないか

と思います。 

  〇委員 

   三つの仮称中間支援体型図一覧を見て下さい。最初は各種講話です。防犯は警察

署に、福祉関係（保険）は社協に、消防署は防災課に依頼をしました。主体自治

会周辺の自治会へは市民協働課の協力を得て声かけをしました。協力団体は社協

（福祉協力員）でした。希望する講話内容をヒアリングし、会員と公共団体との

質疑応答を経て依頼文を出しました。課題は継続して依頼できるかと、広報手法

および各機関との手続きができるのか。できないならば主体自治会を中間支援組

織として自治会活性化委員会がサポートできたらというのが意見です。２番目が

「自治会が補助する催事など」。先日、文化村緑地公苑で焼き芋会を開催しまし

た。これは、自治会会員が公園整備をすることによってそこを憩いの場にしたい

と考えたからです。問題はそこが東京都の所管で、市には東京都と折衝していた

だきました。後は自治会会長が市に施設の貸し出し手続きをしました。協力会員

の中で他の協力団体や個人の協力者を探しました。当日は約百名が集まりました

が、これは協力団体が協力団体とつながり、個人ともつながっていたからだと思

います。この中間支援はＮＰＯがいいと思っています。一番最後が恩多町内で進

めている、「仮称）挨拶運動のすすめ方」。対象は地域懇談会の運営委員会で、社

協と付随するような形。前回は学校のＰＴＡや行政機関の教育部や福祉協力員の
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方が参加しました。今後、委員会には自治会会員がいるので、その方にお願いを

してその人たちが挨拶をするとか、例えば萩山町では旗を掲示しているのでそれ

を恩多町にも掲示するとか、畑を借りてのぼりを掲示するとか、市民部が担当な

のでＪＡやＪＣが旗を掲示することによって、地域の方が購買することに。中間

支援組織は恒久的に社協が旗振りをするよりもＮＰＯが望ましいと思います。 

  〇委員 

今お配りしたのは、「ＷＥ ＬＯＶＥ 東村山プラン」と言いまして、地域福祉活

動計画、地域懇談会を通して地域の課題を把握しながら、あるいは地域住民と一

緒に課題解決をどうしたら良いのかということで４つのプロジェクトを考えて

います。先ほどから話が出ているように、協働する取組を実施する際には、地域

課題の解決に向けて一緒に取組むということがネットワークの構築につながる

といいますか、ネットワークを作ることが目的ではなく、課題解決をするために

は何が必要かといったところからネットワークが必要だということです。ですか

ら、その具体的なところを社会福祉協議会が事務局となったら、そこの地域課題

がたくさん出てしまった。そうすると、すべて取り組めなくなってしまう。です

から、今までの課題を含めて大きく４つの重点アクションを作って地域懇談会を

通して地域に投げかけて一緒に考えていこうとしています。こういう地域だった

ら、あなただったら何に取組みますかっていうことを具体的に一緒にワークショ

ップしながら進めていくというのが、地域課題の解決につながっていき、それが

ネットワークにつながっていくと思います。現在の介護予防大作戦は、１３町ご

とにイベントありきになってしまう面もありますけれども、この春から地域推進

会の会議をしてイベントを実施していますけれど、いくつかの自治会の方がそれ

ぞれ単独で、例えば保健推進委員会とか福祉協力委員会とかと様々やっているの

ですけれども、それぞれの団体が集まってこれだよね、これしかないよね、とい

うような町がありました。ですから、町の方はおそらくネットワークを構築する

必要性とか解決策よりも、そういった一緒に汗を流すことによって築いているの

だと思います。ですから、やはり何を目的としているかというのがないと、ネッ

トワークの構築、そこを目的にしてしまったら本末転倒だなと考えています。 

  〇委員 

少し補足をします。活動計画のパンフレットの中に「あいさつ＋ひと言運動」と

いうのがありますが、地域懇談会を各町で開いて、何年もかかってその地域の課

題を把握させていただいています。萩山町は最初に始めて、ほかの町での対応も

順次始めているところで、地域のつながりを同じ運動を通して意識的に作る活動

をしているのですが、実は地域懇談会で課題を話し合うことで課題は出てきます

けれども、そのために例えば、「あいさつ運動」と「町なか護美（ごみ）プロジ

ェクト」を同時に進めるというのはとても無理があります。地域懇談会で出た課

題の中で、恩多町の中でも丁目ごとに課題があります。これは社協と地域包括支

援センターと一緒に仕事をしているのですが、恩多町二丁目は新青梅街道に面し

ていますが、買い物がとても難しく、グリーンバスも外れています。懇談会の意

見で始まった「恩多町二丁目のお買い物を考える会」というのをスタートしてお

りまして、あの地区の綿半というスーパーの奥の恩多マンション、その後ろが戸

建住宅になっているのですが、非常に高齢化が進んでいて、買い物がとても難し

い。交通網もグリーンバスの小型化を走らせることを検討したほうがいいのか、

もしくは小さい車でお買い物の車に来てもらうのがいいのか、実際に業者さんに
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あたったりしながら検討しています。タクシー会社も関わって情報交換していま

す。一例として挙げさせていただきました。 

  〇委員 

前回の報告を見せていただいて、冒頭の説明が事務局からあり、ネットワークの

課題というところですが、この 3つの課題の中に共通するものとして、①情報共

有、②地域課題を把握する、③商工会や企業との取組ということですね。ここが

共通する部分かなととらえておりまして、小平のあすぴあの視察に参加したので

すが、多数の情報があそこに集まってきていて、そこに行くとそれを見ることが

できる、そういう環境が整えられているということはすごく重要かなと思ってい

ます。事務局からの資料に、東村山市内のＮＰＯ法人一等覧がありますが、それ

を見ると、情報量としてまだ私たちはすごく少ないのではないかという印象を持

っています。先ほど委員がおっしゃっていたきっかけという意味で、これも今後

情報を集めてくるという作業が必要ではないかなと。そして、市内でも皆さんど

んな活動をしているのか、企業がどんなことで支援してくれるのかといったとこ

ろで何かのフォローアップとか、わかるのですが、実際のところ、全部まとまっ

てくる仕組みたいなものがまだできてないようなところがあり、若干市民ネット

ワーク課題というところから逸れますが、その前の段階のきっかけとして、情報

収集というところをみんなでやっていく必要があるかなと思っています。 

  〇委員 

小平市さんの市民活動団体冊子を拝見しまして、保健医療福祉関係がありますけ

れども、私は福祉に携わっているものですから、福祉系の団体だけでも目的が違

ったりですね、当然価値観が違ったりするわけです。3年計画の中で、先ほど委

員も言っていましたが、協働とかネットワークが必要だという話があったと思う

んですけれども、一つのテーマというものを決めていかないと、話が必要ない部

分に行って先に進まないのではないかなと率直に思いました。あと高齢者に限っ

ては、先ほど社会福祉協議会の例にもあった通り、課題は社協さんを通じなくて

も、所管に上がってきた中で、地域ごとに全く違う課題があったり、自治会が地

域課題をそれぞれが検討をしてまとめていたり、非常に難しいなというのが率直

な感想であります。東村山の団体データが百いくつあるというのですが、事務局

が考えて調査をやったのかなと思うんですが、ご案内していいかわからない団体

が他にも数多くあるかなと思うので、丁寧に進めて行かなければならないと思い

ます。 

   ○委員長 

ありがとうございました。いろいろな角度、それぞれのお立場でのご意見をいた

だきました。一点目として具体的なテーマに沿って進めていく必要があるという

ことで皆さんが一つの方向を見るということがすごく大事なのかなと思います

し、地域の中で具体的にお話を聞いていくという一つのキーワードになったと感

じました。社協については、地域の課題を解決するのが一番ですし、市民協働と

いうことになると、いわゆる行政や市民・地域の方々が役割を分担しながら、行

政や地域の課題を皆さんと一緒に解決していくことがないと、協働ということで

はないかなと。二点目に、情報を集めるというのも良いですが、すべてを大風呂

敷にまとめることは難しいでしょうし、団体を紹介するけれども、団体によって

は望まないところもあるかもしれませんので、丁寧に少しずつ団体さんの理解を

いただきながらデータを集めて、それを皆さんがいつでも見られるのと併せて、
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地域の中に行って具体的なテーマをもって議論をしていく必要があるというお

話も伺いました。地域の中に入っていく中で具体的に商店会や企業というお話も

ありましたが、地域へのフィードバックが魅力的なものであるとか、協力いただ

けるものがあれば一歩前進になりますし、商店会が自治会会員ということもあり

ますので、重なって活動されている方にも少し声かけができるとさらに一歩前進

となります。小平市が、スピードと意欲を持って活動団体の方々の力を集中して、

新しいＮＰＯで中間支援という話がありましたが、それを東村山だと、そういう

方々を募ろうと思うと、情報を発掘していくことと併せて人の発掘をしていくの

が一つキーワードかなと思いました。そういった意味では、具体的なテーマで話

をする中で、そういった人員を仲間として取り入れるといった中間支援をしてい

ただけるキーマンになる方を見つけて育てていくことも必要かなと感じました。

まとめたわけではありませんが、皆さんの意見を一応かいつまんで説明しまし

た。今、いくつか話に出た「地域懇談会」や「よろず交流会」がありますけど、

その辺との結びつきや課題で、何かまだ発言がありましたらどうぞ。 

   ○委員 

先ほどいいなと思ったのは、外に出て、地域に向き合う機会の形に持って行くと

いうところです。例えば地域に出るきっかけづくりをどうすればいいか。あと大

きい団体なら同様の団体や企業の人が出てきて、地域を活性化することができる

ようにするというのもおもしろのではないかと思います。引き込む原因は色々な

パターンがあって、単にイベントやるから来てくださいというのは絶対つまらな

くなると思います。そういう点では色々な方が関与しないと解決できない。多分

地域懇談会もある程度固定化した部分があるのではないかと思うのです。そこに

全然違った方々が入って議論すると、全然違った発想で解決策が出てくるかもし

れない。となると、地域懇談会で討論されていることだけではなく、よろず交流

会の方々も、関係者や、引きこもりを解決できるようなアイディアを持っている

人たちが参加して協議して、交流していくと良い。そんなイメージです。それと

ＮＰＯをよくわかっている人がアドバイスするとか、ＡさんとＢさんをくっつけ

るように、Ａ団体とＢ団体をくっつけるといった中間支援的なことができる人が

中に入ってくれることが重要だなと。よろず交流会もあまり確定的なことは言え

ませんが、私が知り得る限りではそういう組織作りや、色々な団体の調整とか苦

労されている方が多いので、そういう方が何人か入って一つの解決例ができると

いいなと思います。それが一つできれば、ほかの自治会でも同じようなことがで

きるかもしれない。個人的には、「まちをきれいにする」にはすごく興味があり

ます。私は北川のクリーンアップをしてきたので、そこに引っ張られたと思って

います。そういうところは自治会の方々も今一番悩んでいますし、何軒かこの家

の人は大丈夫かしらというところもある。そうしたところのアイディア醸成の方

向性。２～３つほど選んで、じゃあ来年度やってみてはどうかと思いました。 

   ○委員 

私が活動しているのは萩山町ですが、実は今年、萩山町地域団体交流会というの

を南部地域包括支援センターさんの主催で開催されて、５０名以上の関係者が参

加し、講演と、男子料理クラブが料理を作り、参加者皆で食べながら色々な話を

しました。これが一つのきっかけとして、萩山町地域で色々な活動をしている団

体の顔見知りが出来ました。実は健康増進課の地域マッチングイベント、あれの

いわゆる萩山町版というのを、マッチングイベントをやりたいなということで、
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今話を進めているところです。そういう仕組で、地域で活動しているクラブ活動

的な団体さんが萩山町には５０から６０団体くらいありますし、それに自治会も

新規会員がほしい、町内のボランティア団体さんも若い人を集めたい、しかしな

がらスポーツセンターまで行こうとしても、萩山町は端のほうですからなかなか

行きにくい。あのマッチングイベントみたいなものをその地域ごとで開くと、地

域で活躍している団体さんと交流が出来て地域ネットワーク構築が出来ないか

と考えております。また、新しいメンバーも自分が住んでいる地域ということで

参加が期待出来ます。そういう企画ができないかと考えています。 

   ○委員長 

地域で、それぞれに取組んでいる自治会や、既存の事業や、先ほどの会議体、そ

れをうまくコラボした例がたくさんあると思います。いくつか良いアイディアを

出していただきまたが。 

   ○委員 

社会福祉協議会も実は社会福祉法人ですので、そのあたりの趣旨をお話していき

たいのですが、市内に社会福祉法人は２７団体ございます。もちろん小さい保育

園を経営している社福もあれば、大きな施設を運営している社福もあれば、病院

経営をしている社福もあります。今２７団体ですけども、社会福祉法人も社会貢

献、地域貢献をしていきましょうといって、地域に出て行くことが法律で定めら

れました。以前から地域貢献、社会貢献、地域参加があったのですが、より明確

に定められました。地域で社会福祉法人のネットワークを組織して、社福が単独

でやる場合もありますが、せっかくですから社福のネットワークで連携をして、

地域課題を解決していこうという話が出てきて、今実際には、地域の食べ物で困

っている方がいるのであれば、フードドライブ、食品を集めるような活動を社会

福祉法人としてやっていこうかということを考えています。それは地域と一緒に

考えますので、社会福祉法人もこの市民ネットワークの中に入れていただいたと

いうのは、企業、支援産業も地域貢献、社会貢献をしていこうというのがあると、

どうしたら社会貢献できるのかということが分かってらっしゃらない方が多い

のです。それを伝えていかなくてはいけない。それを伝えるのは誰なのか、とい

うのがまだ定まっていませんので、そこをしっかりと、誰が伝えて、企業と地域、

企業と住民をつなげていくのかと。コーディネーションが必要だと思います。 

   ○委員 

実際に市民団体で立ち会う方々にしてみると、市職員はすごく詳しくて、地域貢

献したい気持ちはあるのですが、とても市職員さんと話して何かを作り出すって

難しいというのが実感です。コーディネーターが、すごく必要な気がします。社

福に限らず、個人と個人でもそうですが、一人中間支援をすごい方はされている

ので、そこがすごく大きいです。よろず交流会は、そういうことを考えてきまし

たが、人が増えていない。一人中間支援をやっている方々が、一生懸命声をかけ

て新しい方が来てくれて、お互い知る機会が増えているが、それを個人個人が一

生懸命やっていかないと、しぼむ方向になっていく。各団体が活性化するという

のも大事なことです。そうなるには中間支援組織のことや各団体が活動しやすく

なり、活性化することを支援することも大事だと思います。お金も予算も場所も

ない民間のよろず交流会が、皆さんすごく忙しいということもある。小平あすぴ

あは場所があったのはものすごく大きいと思います。ゼロからの話とは全然違

う。中間支援を企業や社福が担うのもあるかと思います。 
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   ○委員長 

ネットワークの構築ということがこの年度のテーマの一つですけれども、今の話

でそれの以前にやるべき、情報システムとか、人集めとか地域の課題をあげてい

くとかというのがありましたが、それと併せて今お話をいただいたような、今す

ぐにはできないものでも、環境が整ったりとかバックアップしていきながら、新

たな視点で、企業に声を掛けたりメリットも考えながら進めていくことを、時系

列として難しいですが、いずれにしても今年度分の皆さんの意見を踏まえて情報

集約をしていく作業というか今後の進め方なのですが。 

  ○事務局 

今年度はネットワークについてのお話し合いですので、出された意見を集約して

いきますと、すぐにスタートを切れるようなものもあれば、仕組のほうかなとい

う意見も多数出されましたので、今日のご意見は整理させていただこうと思いま

す。今回ネットワークについて大きく、原田委員のおっしゃったネットワーク化

する前段として情報の整理が必要ではというご意見が出されていたので、こうい

ったところはぜひ事務局としてもぜひ整理をして一つの解決方法でいけるので

はないかと、そこをきっかけにどういうふうに地域に出て行けるか、もちろん市

民協働課だけではできないと思いますので、社協や、よろず交流会というところ

で協力いただきながら、地域に出て、先ほど、具体的なテーマを持ってやって行

けばという地域課題の解決、そこはまだ先の話だと思いますが、何とかそういっ

たところで開催して、人の発掘なんていう話も先ほど今後の話として出ておりま

したので、地域人材の発掘をできるような、２年目の仕組作りになってしまうか

もしれないですが、そういった開催をしていくことによって、ネットワークが広

がるのであれば、そういった結論の方法で取りまとめていきたいなと思っており

ますが、もしご意見があればそういった情報整理の視点と地域の課題の解決をす

る、市民協働の究極の目標でもありますけれども、それは社協さんと一緒だなと

いう共通認識もできましたので、そういった仕組を２年目は考えていきたいとい

うのと、手始めにできるのであれば、そういった組織と連携して何か具体的なテ

ーマを持って地域のネットワークを一つずつ投げていければというのが、事務局

として意見をいただき整理をさせていただいた中での考えでございます。 

   ○委員長 

当初は事務局から、この会の中の確認で、今年１年間の中で、ネットワーク構築

１年目に作る仕組ということで進めてきたのですけれども、今回のお話もそうな

のですけれども、なかなかひとまとめで整理するのは難しいなというのがありま

して、ネットワークを構築する前の段階での取組というのも今整理されたかなと

思いますので、事務局のほうで次回に向けてまとめをしていただきたいながら、

場合によっては、１年目のときはきちっとまとまるものなのか、中間のまとめと

なってそれをベースに２年目も議論させていただくのかということも、事務局の

ほうでまとめを工夫していただきながら、どのような形で次回に向けて取り組む

かというのをいただいて、今日までの整理をさせていただくか、またこれをベー

スに、ここで終わりということではなくて、おそらく次回以降も市民側の意見が

あるということも考えられるかな、と思いましたので、一定そういう整理の仕方

といいますか、説明の仕方をさせていただきながら、クイックスタートじゃない

ですけれども、今すぐに取り組めるものや、また活動いただく皆さんの地区懇談

会の中でという意見も出ましたけれども、その中で半歩一歩取り組めるものがあ
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れば、また情報をいただいて、聞く方もまた工夫して協力してできるような取組

ができればなと思いました。 

  ○事務局 

まとめさせていただきまして、ネットワークにつながるような今年度の整理には

したいと思います。今日いただいた解決方法に、糸口といいますか、いくつかキ

ーワードが出てきたので、それをちょっと整理させていただいて、事務局でも、

来年度からすぐスタートできるものと、もちろんかなり熟考しなければいけない

もの、連携をしなければいけないもの、２年目３年目のときのことを考えなけれ

ばいけないもの、いろいろ出ていると思いますので、そこを整理しながら、ネッ

トワークでできることを次回提示できるように整理したいと思いますので、また

それについてはご協力お願いできればと思っております。 

   ○委員 

冊子を作ればネットワークができるという意見のまとめ方はいかがなものか。こ

れを作ればネットワークができたのかっていうことにはならないのでは。 

  ○事務局 

もちろん、それではないと思います。活用が大切なので。 

   ○委員 

こうなればネットワークができたよねっていうイメージがないじゃないですか。

目的としてのネットワーク構築ができましたよねっていうのがどういう状態な

のかというのがバラバラですし、具体的にほしい。難しいのですけど。 

   ○委員長 

例えば、この委員会決定事項として、到達点をこの場で明確にするのか、この検

討委員会自体がこのまとめた中に、そういったものをきちっと持っていくのが必

要ですよね、ということを引き継ぐのか、その辺の委員会としてのまとめ方もあ

るかな。共有していかないとなかなかぶれてしまいますね。 

  ○事務局 

そうですね。前段としての中間支援機能検討準備委員会の中で提案を出されて、

ここが足りないと言われているところを課題としてとらえて解決方法を議論し

ていくと決められたのですよね。 

   ○委員 

何か共有、こうです、というものがないと埒がないと感じている。 

  ○事務局 

そうですね。ネットワークについては、そういったところを逆にまとめさせてい

ただきたいと。今日皆さんから出た意見の中を整理させていただきたいです。 

   ○委員 

何度も言ってごめんなさい。一つは、既にあるところを小平方式みたいに、そこ

が横串になるっていう方法も一つのネットワークの形ではないか。よろず交流会

があり、地域懇談会があり、ボランティア懇談会がありっていう、公民館の団体

もあって、マインドがある。その中間支援団体と言われている団体・事務所が例

えば一堂に会すということがあるだけでも、一つのネットワークと言えるのでは

ないかというのは恐らく違います。そうすると、あるというのは情報を流せば、

相互のところに情報が提供されるということになるのかな、みたいな。あんまり

交流のないところの人たちが、今どういうことを考えているのか、っていうのは

もちろん交流会と同じことになるだろうし、地域懇談会、よろず交流会をすごく
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活用する立場だと思うのですけれども、それを活用してどうなるのかっていう、

私が認知できなくて、ちょっとすみません。 

   ○委員 

個々の懇談会や交流会、意見交換会などで市民協働を推進しようとする場合、一

つのやり方は問題解決に関係しそうな関係者が広く集まる場を設け、地域で解決

しなければならない具体的な課題について解決策を協議していくことで、公共的

な課題を解決するのが大事な視点だと私は思うのです。その公共的な課題、例え

ばごみ対策は、解決するにはどういうシステムを作れば良いかという視点から、

この話合いの場で協議していけばいいのではないでしょうか。ではどういうシス

テムを作ればいいか、北山公園整備計画等意見交換会や都立公園の意見交換会で

も同じですけど、どうやって自治体とＮＰＯと自治会等の方々が、どう役割分担

してやっていくかを検討していくことだと思います。それがまだぼやっとしてい

るのですが、今まで抽象的な議論ばかりだったので、なかなか確たるものが見え

なくて、とりあえず現場に出て、地域で、地域に戻ってどういう話合い、または

協議体の場でどういうメンバーが集まって、どういう話し合い方をして、役割分

担の仕方をやればいいのかというのを一つか二つかやってみて、それを踏まえて

市全体としてどう取組めばいいかというのを決めていくことではないかと思い

ます。ですので、システムを見い出すために、とりあえず地域で一つか二つやっ

てみようかなというのが私の理解です。なので、一つか二つやってみて、ＮＰＯ

がどう入ってきて、その次にうまく転がしていくためには小平方式がいいのか、

独自の東村山方式でないと駄目だとか、やはり会場というかアジトは必要だと

か、そこで整理していくのではないでしょうか。私はそう理解しています。 

   ○委員長 

今の段階でどこまでを良しとするのか、また 3年後、5年後を考えるときに先ほ

どのアジトの話ではないのですけれども、協議体を運営できるようなグループが

あって、そこが中間支援を含むということであればそのネットワークの統括とい

うのはまた変わっていくだろうなと思いました。私たち、これをこれだけという

のは特定しにくいかもしれないかもしれませんが、事務局も言っていた、今でき

るところっていうところを一定整理してもらいながら、目標値といいますか、少

しずつ皆さんと共有できるようにしていきたい。場合によれば、それが次回から

のまとめるものが到達点ではなくて、もう一回来年あたり議論をしていくと少し

形が変わっていくかもしれないので、それありきではなくて、できることをやり、

その評価を繰り返しながら、展開してみるということを含めて、任せていただき

ながら、次回また皆さんのほうから修正していければなと思います。今日の段階

で、また次回があるわけですけれども、事務局の作業になっていくと思いますの

で、整理していただきながら、進めるということで、よろしくお願いします。 

 

6.【その他】 

○事務局 

  次回の日程については、すでに事前に委員の皆様にうかがいいました結果、平成 

３１年１月３０日（水）１９時から北庁舎の第２会議室で開催となりますので、 

よろしくお願いたします。 

  

7.【閉会】 
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 〇委員長 

  ありがとうございました。それではこれで平成３０年度第２回市民と行政の協働 

に関する検討委員会を閉会いたします。 

 


