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会 議 次 第 

 

1. 開会 

2. 委嘱状交付 

3. 市民部長挨拶 

4. 委員紹介 

5. 委員長、副委員長（職務代理）の選出 

6. 会議の公開及び傍聴に関する定めについて 

7. 議事 

(1) 経過と今後の進め方について 

  (2) 市内で活動している団体等の現状について 

8. その他 

9. 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.【委嘱状交付】 

 

3.【市民部長挨拶】 

○市民部長 

  本日はお忙しい中、市民と行政の協働に関する検討委員会にお集まりいただき 

  まして、まことにありがとうございます。この検討委員会を開催するにあたり 

  委嘱状を交付させていただきましたけれども、今日、市民と行政の協働を推進 

するために様々な課題・問題がございます。市民協働課ができて八年間経過し 

ましたが、なかなか解決できていない。過去におきましては、協働の学習会等 



で市民のみなさまのご意見をいただいておりましたがなかなか形になっていな 

いということもあり、この検討委員会を立ち上げました。委員のみなさまから 

忌憚のないご意見をいただきながら、東村山市の行政にとってどういう協働の 

あり方、どういう形が良いかということを検討していただければと考えており 

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

4.【委員・事務局自己紹介】 

 

5.【委員長、副委員長（職務代理）の選出】 

○事務局 

委員の互選により委員長選出をお願いいたしますが、ご意見等ございますか。 

○委員 

 今期は最初ということもあり、委員長は市民部次長の肥沼委員にお引き受けい 

 ただいた方がよろしいのではないでしょうか。 

○委員一同 

 異議なし。 

○事務局 

 それでは委員長については肥沼委員にお引き受けいただきます。それでは肥沼 

 委員、委員長席へのご移動をお願いいたします。 

 それでは副委員長についてはいかがいたしましょうか。 

○委員長 

 副委員長につきましては、東村山市のボランティアグループの方達と関わって 

 きた経験をお持ちであり、自治会活性化委員会でも副委員長を担っていただい 

 ている亀井委員にお願いしたいと考えますがいかがでしょうか。 

○委員一同 

 異議なし。 

○事務局 

  それでは副委員長については亀井委員にお引き受けいただきます。それでは、 

  亀井委員、副委員長席へご移動をお願いいたします。 

   

6.【 会議の公開及び傍聴に関する定めについて】 

 〇事務局 

  続きまして、会議の公開及び傍聴に関する定めについてですが、こちらについ 

て以下、四点についてお諮り致します。 

  

① 本会議については、市政への市民参加を推進するという考え方から公開としてい

くことでよろしいでしょうか。 

② 次に、本会議で使用する会議資料も市政の透明性・公平性を向上させるという考

え方から公開としていくことでよろしいでしょうか。 

③ 次に、会議を公開とした場合は、審議経過等を明確にするという考え方から会議

録を公開することとなりますが、発言者の表記については、委員の率直な発言と

意見交換に支障が生じるなど公正かつ円滑な運営が損なわれるおそれがあると

いう考え方から名前は表記せず、ただ「委員長」「委員」という表記とするとい

うことでよろしいでしょうか。 

④ 最後に、配付資料「市民と行政の協働に関する検討委員会の傍聴に関する定め」



（案）のとおりとすることでよろしいでしょうか。 

○委員一同 

 異議なし。 

○事務局 

 ありがとうございました。それではこれより委員長に進行をお譲りいたします。 

 〇委員長 

  はじめに補足をしたいのですが、市の附属機関の会議においては冒頭に「会議 

の公開及び傍聴に関する定め」に基づいて、公開や傍聴について定めることに 

なっております。この検討委員会については市の附属機関ではありませんので 

該当しませんが、会議の内容や議題の趣旨、今後の検討経過を考えますと市の 

附属機関の考え方に沿っていきたいと考えているため、このように会議の公開 

及び傍聴に関する定めを決めさせていただきました。ご理解ご協力をよろしく 

お願いします。 

では、最初に傍聴について確認します。本日傍聴者は来られていますか。 

 〇事務局 

  おりません。 

 〇委員長 

  それでは次第に沿って進めさせていただきたいと思います。 

 

7.【議事】 

(１) 経過と今後の進め方について 

○委員長 

 まず議事の一つ目「経過と今後の進め方」について説明を求めます。 

○事務局 

 ・私たちを取り巻く環境は高度情報化・国際化・地球規模の環境問題・経済不 

況や雇用不安・少子高齢化社会の到来等により大きく変化し、行政と企業に 

よる画一的なサービスの提供では多様化する市民ニーズに応えることが困難 

になってきました。 

・その中で、市民による市民活動が地域の課題を解決しているという実態が見 

 受けられるようになってきました。 

・市民による市民活動が重要となってきた理由を３つ程紹介します。 

① 公益的サービスの拡大や質的向上が期待できる。 

② 事業の一部を市民活動団体に委託する事による雇用の促進。 

③ 行政や企業では手の届かない地域に密着したきめ細かさが期待できる。 

・市民活動は自分達の課題を自分達の手で解決するという自助・共助を担うも 

のとして重要です。 

・平成 12年４月の「地方分権一括法」施行により、国と地方とが対等・協力の 

 関係となり行政は自己決定・自己責任のもとで地域の実情にあったまちづくり 

 を求められてきました。 

・平成 15年９月の地方自治法の改正により「指定管理者制度」が導入されるな 

 どＮＰＯ等と行政とが協力し合う動きも顕著になってきました。 

・このような流れの中で平成 13年度に、当市における協働の基本理念として「 

 市民活動の協働に関する基本的な考え方」をまとめました。 

・平成 16年２月には「市民活動の協働に関する進め方（協働マニュアル）」を発 

 行し、これらに基づいて協働事業が進められてきたが、これらには具体的な仕 



組みについてはあまり定められておらず、各協働事業は各所管課が独自に進め 

てきたのが現状と言えました。 

・平成 22年度を「協働元年」と位置づけ、協働に向けての取り組みを強化する 

 こととしました。そして具体的な実務の流れをまとめたものとして、「協働を 

進めるためのマニュアル～職員用実務編～」を作成しました。 

・平成 25年 12月に東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例が制定され、「  

協働」はその三本柱の一つに位置付けられました。同時期に市民協働課といく 

つかの市民活動団体で市民団体同士の顔が見える場を提供し、横の繋がりを広 

げることを目的に「よろず交流会」がはじまりました。 

   ・平成 27年 10月によろず交流会を運営する運営委員会の一部と市民協働課で「 

   協働を軸としたまちづくりの推進のために」中間支援機能検討準備委員会がつ 

   くられ、約 1年間の討議がされた結果、中間支援のあり方を検討する中間支援 

   組織検討委員会が必要とのことから「中間支援組織検討委員会設置に向けての 

考え方」が示されました。内容としては市民と行政が協力し合うための恒常的  

な仕組みとしての中間支援機能が必要であり、官民協働の「中間支援組織討委 

員会」を設置し、三点の項目（市民ネットワークの構築・協働の仕組みづくり・ 

市民と市職員の協働に関する意識改革）を検討されることが望ましいとのこと 

でした。 

・このことについて庁内で討議をした結果、平成 29 年１月に「市民と行政の協働

に関する検討委員会設置要綱」を策定し、本日の開催に至りました。 

・この要綱の第２条にある「中間支援組織検討委員会設置に向けた考え方」の三  

本柱である「市民ネットワークの構築」「協働の仕組みづくり」「市民と市職員の

協働意識の醸成」を協議及び検討することになりました。 

・この市民と行政の協働に関する検討委員会の今後の進め方について説明します。 

  事務局としてはこの３項目を同時進行で検討していくことは困難であると考え 

ており、優先順位として当面は一点目の市民ネットワークの構築に絞って検討

を進めて行き、ある程度の目途が立った時点で他の項目についても検討をはじ

めていきたいと考えています。  

 ○委員長 

  それでは、事務局の説明について何かご質問等はございますか。 

 〇委員 

  資料１の市民意識調査結果報告書の説明の中で重要度と満足度の乖離がありまし 

  たが、市としてはこれをどのようにとらえているのでしょうか。 

  それと中間支援組織をつくることを前提としている会議体という理解でよいでし 

ょうか。 

 〇事務局 

  乖離している原因については様々考え方があると思いますが、それをこの会議体 

で検討していきたいと考えております。中間支援組織もそれをつくることを前提と

するのではなく、中間支援機能として必要な仕組みについて検討していくことだと

考えております。結果として中間支援組織もあり得ると考えております。 

 〇委員長 

 他の自治体に中間支援組織があることは承知していますが、東村山市に合った形 

 は何かを検討していきたい。 

○委員 

 先に郵送された資料４の内容が本日配付された資料４と一部文言が変っている箇  



 所所があります。「３検討委員会の進め方②方向性」で、その箇所を読み上げると 

 「具体的には東村山市内ＮＰＯ法人等一覧表（平成２９年１１月３０日現在）の 

 掲載団体を分野毎に仕訳したものを構成委員の所属する各団体がイベントや事業 

 等を通して繋がりを持ち、最終的には全体として一つの人的なネットワークを形 

 成していくことを目指していく。行政と社会福祉協議会はそれらを出来る限り支 

援していく」です。それが無いのは何故でしょうか。 

○事務局 

 配付した時には確かに記載しておりましたが、イベントや事業等を実施する前に、 

 人的ネットワークを構成することを優先することから、変更いたしました。 

○委員 

 人的ネットワークの構成は名簿を作ったらできるということではないのではない 

 でしょうか。イベントや事業等を通して顔を合せていく中で少しずつできていく  

 のではないでしょうか。 

○委員 

 同意見です。わたしの団体も今までイベントや事業をやってきた中で繋がりがで 

 きてきました。やはりそういうことでないとネットワークはできないと思います。 

 それと今回は自治会関係者の方も構成されていることから、そことの繋がりもで 

きます。それが成功事例になるのではないか。そういう一つ一つの繋がりを積み 

上げていかなければならないと考えます。 

○委員長 

 今まで市民協働課で市民活動団体や自治会でそれぞれの一覧表があり、一方では 

 ボランティアセンターさんで「ボランティアグループ一覧」があり、東京都では 

 ＮＰＯ法人一覧がありました。ただ、それらを一目で確認できるものが今までは

無かったために、ある地域の中でどの団体がどのような活動をしているのかも不

明でしたので、マッチングができきれていませんでした。この会議では現状とし

てこれらをまとめたものを見ながらマッチングするにはどうしたらよいかを議論

し、いただいた意見で自治会との連携事例として取り組むということを会議とし

て、また市としてバックアップして進める中で、今後取り組む課題が見えてくる

のではないでしょうか。今あるメニューの中で活かせるものやモデルがあれば是

非、この会議でフィードバックしていただきたいと考えています。 

 〇委員 

  全生園について。広大な敷地の緑の整理をしていた方々が年々出来なくなってき 

  ています。それを自分達が代わって整理しようとしたら全生園から「どこの人か 

わからない方からの申し出は安全の観点から許可はできない」と言われたことが 

あります。ボランティア清掃は市の企画政策課が間に入って市の信用を担保にし 

て名簿を提出して出来るようになっています。他の市民活動も市の後援名義申請 

を承認してもらうことでチラシ等の配布等が出来ているというのが現状です。 

 〇委員 

  市民活動団体でどこも悩んでいるのが動員力不足です。潜在的参加者へ輪を広げ  

  ていく時に行政とどう手を組んでいけるかというのが課題だと考えています。指 

  定管理等の手法ではなく、共催であったり実行委員会形式だったりといった中で 

相互の役割分担を模索していくことだと思います。そして、市職員の協働意識も 

大切です。ただ、個々の事業に行政が入っていくと市職員が少ない現状では困難 

だとも思いますが、初動時期においては行政の存在は大切です。 

 ○委員長 



  協働を推進していく中で相互の役割が変っていくこともあり得るということだと 

  思います。 

 〇委員 

  団体の目的が明確なところは、ある程度のつながりが出来ると思いますが、団体 

  のあり方が様々なので限られた人達の集まりだけになりますと、ネットワークの

構築は不十分になってしまいます。せっかくやるなら、個人も含めて浮遊してい

る人達とのアクセスができやすいものを考えないともったいないと思います。 

 〇委員 

ＮＰＯ法人と法人格を持たない非営利団体、そしてボランティア団体とでは扱い 

として差がある。これを解消することもしないと名簿をつくっても意味がないの 

ではないでしょうか。そして自治会の関わりは欠かせない。それぞれの団体分野 

のネットワーク同士をつなげていく仕組みづくりをしなければ達成できないと考

えます。 

 〇委員長 

  名簿の話が出てきているので、資料５（東村山市内ＮＰＯ法人等一覧表）の説明 

  をした方がよいと思います。事務局より説明を求めます。 

   

（２）市内で活動している団体等の現状について 

 〇事務局 

  ・資料「東村山市内ＮＰＯ法人等一覧表」を基に説明します。 

・市民活動の種類は大きく分けて 2つあり、一つ目は「目的型の市民活動」です。

これは『保健・福祉・医療』『社会教育』など個々の問題解決のために行なう市

民活動やＮＰＯの活動など二つ目は『地縁型の市民活動』で、自治会、町内会の

活動など一定の区域内の地域問題などの課題解決のために行う市民活動であり

『地域』という切り口から先ほどの『目的型』と区別しています。 

・一覧表に掲載してある目的型の市民活動の現状について説明します。まず３番目 

の項目、団体種別について、ここではＮＰＯ法と人非営利団体とボランティア 

団体の三つに分けています。ＮＰＯ法人は法人格を持っている団体であり、東京

都のホームページより引用しています。ボランティア団体は社会福祉協議会の中

にある東村山ボランティアセンターとボランティアグループ懇談会が発行して

いる２０１７東村山ボランティアグループ一覧に掲載してある団体を引用して

います。非営利団体は平成 26 年２月に市民協働課で発行した「東村山市の市民

活動団体」より引用しています。これらに、独自でよろず交流会や庁内への取材

等によって知り得た団体を加えており、総計１８０団体となっています。 

  ・５番目の項目、活動の分野については、「保健・医療・福祉」をはじめとして 

１８分野あります。この中の各団体該当箇所に○印がありますが、ＮＰＯ法人 

については団体が東京都への登録時に自主申告したものです。ボランティア団体

および非営利団体については、それぞれの発行物に活動分野が独自に記載されて

おり、それを基に事務局で東京都のひな形に独自に落とし込みました。独自取材

して知り得た団体については情報提供者よりいただいた情報を参考にしたもの

です。 

  ・事務局としては資料「東村山市内ＮＰＯ法人等一覧表」にある１８０団体を基

礎に各委員による役割分担をした中でこれを精査し、最終的に一覧表を活用し

たネットワークについて検討を進めていきたいと考えています。 

 〇委員長 



  ありがとうございました。自治会や学校関係等は入ってはおりませんが、実は、 

  これ以上のものがあります。これを精査して作り上げるよりは、これをベースに 

  にしてどう連携していけばよいか、またはどうコーディネートできる仕組み作り 

  が考えられるか、につながっていくのではないでしょうか。この一覧表について 

確認事項等ありましたらお願いします。 

 〇委員 

  この資料は会議の外に持ち出して良いのかを確認したい。各任意団体に資料掲載 

  は了承を得ているのかが心配です。 

 〇委員長 

  基本的には会議内にとどまります。団体への確認ですが、独自調査をしたさいに、 

  この会議での資料に掲載することを前提に回答をいただいています。 

 〇委員 

  了解しました。 

 〇委員 

  わたしの「まちジャム実行委員会」の掲載がないので掲載されてネットワークの 

  対象になるにはどうすればよいのか伺いたい。ネットワークをつくるには、現状 

  の把握が大切だと思いますのでいかがでしょうか。 

 〇事務局 

  まちジャム実行委員会につきましては、当課で後援名義を出していることから、 

  本来は掲載されて然るべき団体でした。申し訳ありませんでした。こういう漏れ 

  がないような仕組みづくりも必要だと考えます。 

 〇委員 

  自治会がどのようにこの一覧表を使えるかが見えないので教えてほしい。 

 〇委員長 

  どのような情報があれば一覧表を使いやすいか、連携がしやすいかということだ  

  と思います。 

 〇委員 

  この一覧表の掲載団体を見て、知っている団体と知らない団体があります。お手 

伝いをしたい団体と受けたい団体がわからないので、そういう点がわかるとよい 

と思います。 

 〇委員 

  私はタウンミーティングで要望を発言出来たのですが、発言できない人もいる。 

  まちのことを知らない人も、特に若い人も参加するには、タウンミーティングを 

  含めてハードルが高いのだと思います。ハードルを下げて東村山は何か面白い事 

  をやっているなということからはじめる潜在的な人たちも参加しやすくなるので 

  はないでしょうか。 

 〇委員長 

  潜在的な参加意識をもっている個人または団体が一歩踏み出していただけるため 

  のキーワードかもしれません。今回はネットワークの構築について掘り下げる議

論をする前に、三本柱をこの会議体で議論していくけれども、その中のネットワ

ークの構築について議論をしていく方向性を合意したいということと、一覧表を

基礎資料とすることで、次回以降掘り下げをしていきたいと考えております。 

○委員 

次回まで何か宿題はありますか。市民側に何を求めたいか教えてほしい。潜在的 

存在の浮遊層の現状を知りたいし、これを取り込めないと意味がないと思います。 



 〇委員 

  行政側にも困りごとがあります。厳しい財政状況・人口減・事業増加・子供施策・ 

  高齢者施策等私たちだけではできないことも含めて、色々なことを考えていかな 

  ければならなりません。一方市民側の皆さんにも困りごとがあると思いますので

その議論を最初にやって、一覧表に記載されていない部分も含めてお互いの見え

る化ができれば、私たちもお話しがしやすい。みなさんはどういうところが困っ

ているから、みなさんがつながるとこういうことができる。またはこういうこと

ができないから全然関係がなかった分野のこの団体と組み合わさると実はこうい

うことができる。だからネットワークが必要だという話ができれば積みあげてい

く事ができるのではないでしょうか。 

○委員 

具体的には、北川かっぱの会さんとみどりと公園課さんが実際に協働事業をして 

きた経過の中で、どういう課題があるのでしょうか。例えば行政にこういうこと 

をやっていただきたいといったことはありますか。 

 〇委員 

  それはかなりの頻度で会って話をしていますが、やりたいことを言っても、予算 

  がということになっています。生物多様性のある北山公園をどう守っていくかと 

  いうこと。それを行政だけではできないから私たち市民団体が手を取り合って、 

  どう仕組みづくりをしていったらいいかなというのが一番の議論です。 

 〇委員 

  様々な出会いの場が必要だと思います。今度高齢介護課さんでマッチングイベン  

  トがありますね。 

 〇委員 

  福祉分野では地域関係は基本です。地域の方に支えていただきながらそこで完結 

  させていきたい。社会福祉協議会とも連携しながら取り組んでいます。社会福祉 

協議会も住民主体で計画を立てています。そういった活動をしていることを知ら 

ない方は圧倒的にいます。本日の一覧表でもちろん足りない団体があって潜在的 

な団体等もあると思いますがそれよりも今日の段階ではまずお互いを知るといい 

  ますか、こういう団体がいるということを共有することが本日の一番重要なこと 

  ではないかと思います。その中で、行政側としてはこういったことが求められて 

  いるというのが当然あります。そして様々な理念をもって設立された団体がいま 

す。その理念が違っていてもこの部分は連携できるのではないかといったところを

一つのたたき台とするためにこの一覧表を共有して、そのうえで次回以降１８ある 

  分野について、みなさん方のお考えや影響性を議論していけば、新しい方向性も 

生れてくるのではないでしょうか。 

 〇委員 

  個人と個人、団体と団体を結びつけるために情報はとても大切です。ただ完璧に 

  つくろうとなるときりがないので、足りないものがあるということを前提にして、 

  徐々に大事なところを補完していくということでよいのではないでしょうか。 

あとは情報だけでは足りないこと、例えばかっぱの会さんはこういう活動をして 

  いるということがわかるには顔合わせが必要で、そのつなぎとなる仕組みという 

  ことがあって、ネットワークは構築されていくのではないでしょうか。 

 〇委員長 

  次回に向けて、事務局で考えていることがあれば説明してください。 

 〇事務局 



  次回は西武多摩湖線の近くににある小平市民活動支援センターあすぴあを訪問し

まして、そこで小平市とあすぴあがすすめてきた市民ネットワークの構築におけ 

るその成果と課題について視察をしたいと考えております。 

  日程等については小平市とあすぴあの担当者と現在調整中でございます。３月中 

  に実施できればと考えております。 

 〇委員長 

  小平市の取り組み内容や課題、みなさまが取り組んできた内容や課題を整理して 

  いただきながら双方の意見交換を通して、検討委員会の議論に繋げて行ければと 

  思います。 

 〇委員 

  皆さん色々な考え方はあると思いますが、次回も活発な意見を出して頂いて意見 

  の共有化を図って良い案が出るようにしたいと思います。 

 

8．【その他】 

  特になし。 

 

9.【閉会】 

 〇委員長 

  ありがとうございました。それではこれで第１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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


