
 

会  議  録（要 旨） 

会議の名称 平成３０年度第１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５月１０日（木）午後７時００分～９時００分 

開 催 場 所 東村山市役所北庁舎１階第２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）・熊谷委員・ 

鈴木委員・清水委員・中谷委員・小久保委員・武者委員 

・安井委員・千葉委員 

（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 

●欠席者：重倉委員・原田委員・花田委員 
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会 議 次 第 

 

1. 開会 

2. 委嘱状交付 

3. 委員長挨拶 

4. 委員紹介 

5. 今回の検討委員会について説明（事務局） 

6. 公共施設再生計画出張講座（資産マネジメント課） 

7. 議事 

(1) 前回の会議録の確認 

  (2) 市民ネットワーク構築に向けての意見交換 

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.【委員紹介】 

 ○武者委員より就任あいさつ 

 

4.【委員長挨拶】 

○肥沼委員長 

  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 

  お礼申し上げます。市民と行政の協働というのは市としても長年の課題であり、 

経過も踏まえて昨年度からこの検討委員会が開催されたということで、前回の 



会議で小平市のあすぴあを視察するということになっていましたが、この後事 

務局からも説明がありますが、まずは東村山市にとっての協働を皆さんと共有 

させて頂きながらテーマの一つである市民ネットワークが単なるネットワーク 

ではなく、協働に資するネットワークというものを皆さんと共有しながら進め 

ていきたいと考えているのでよろしくお願いいたします。 

 

5.【今回の検討委員会について事務局より説明】 

  ・前回の会議の場で今回は小平市のあすぴあを訪問し、小平市とあすぴあが進め

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するこ

ととしていましたが、先方とも調整した結果、視察は難しく、先方の希望とし

ては土曜日の昼間でないと難しいというお答えでした。このことから、あらた

めて日程を調整させていただきまして、事前にご承諾いただいたとおり今回は

内容を変更して検討委員会を進めさせていただきたいと思います。 

   ・このことにより本日の検討委員会では、平成２９年度第１回会議の中で委員か

らも意見がありました「市民ネットワークの構築」の考え方について検討委員

会としての共通認識を図るため市民と行政の課題からどのようなネットワーク

が必要かを議論することになっており、現在行政が抱えて困っていることの一

例として公共施設の更新問題をテーマとした資産マネジメント課の取り組みで

ある「公共施設再生計画出張講座」を、「市民ネットワークの構築」に向けた意

見交換を進めていくうえでの手法の参考として有用と考えていることから、紹

介させていただきます。 

・なお、検討委員会では設置要綱の中に必要に応じて関係者を呼ぶことができると 

なっていることから、資産マネジメント課の職員にお越しいただきました。 

    

6.【公共施設再生計画出張講座】 

 ○資産マネジメント課より「施設再生ケーススタディブック」について説明を行い

ます。（配布資料・１）→講演 

 ○委員長 

  市の困りごととしての課題を一つ「市民ネットワークの構築」のための意見交換

を進めていく手法の参考として紹介させていただきました。今の講座の内容につ

いて何か質問があれば伺いたいと思います。 

 ○委員 

  施設再生を進めて行くためには協働が必要だと思います。当事者だけではなく利

用者との意見交換を重ねていくことが大切なことだと考えます。 

 ○資産マネジメント課 

  ・資料の８ページにもありますがお子さんからお年寄りまで、そして公共施設を

利用する方と利用されない方も含めて当事者と考え、税金の使い道を議論する

ことから、こういった方達の意見を聞いて行かないとうまくいかないと考えて

います。 

・資料の２ページのコラム欄にもありますが、総論賛成各論反対にならないため 

に、ビジョンと課題を共有して市民の皆さんと丁寧に対話を積み重ねていくこと

が公共施設の再生に向けたキーワードと考えています。 

 ○委員 

  この資料（ケーススタディブック）の活用予定を教えていただきたい。ホームペ

ージ等から入手可能ですか。 



それと１３町で地域懇談会がありますが、そこでもこの出張講座を依頼したいので

すが可能でしょうか。 

 ○資産マネジメント課 

  資料の「ケーススタディブック」はホームページからの入手が可能です。他には 

  図書館や本庁舎情報コーナーでも冊子を配布しております。活用予定については

資料の２９ページにありますが、出張講座を５名以上であればどこでもどなたで

も実施することとしております。 

 ○委員 

  小中学校に注目が集まりやすいと思いますが、資料９ページを見ると萩山町の一

部や恩多町の一部等が配置状況の中で空白になっており、そこは自治会や社会福

祉協議会とマッチングできればよいのではないかと思います。 

 ○資産マネジメント課 

  ・公共施設再生は建物（ハコ）に注目がいきやすいが重要なのは市民の方が豊か 

   に暮らしていくために、どの地域にどの様なサービスが必要なのかに着目する 

ことだと考えています。従ってサービスが行き届いていないところにどうやっ   

てサービスを供給するかという視点も必要と考えております。 

  ・公共サービスの提供者は行政が担ってきましたが、環境の変化や価値観の多様 

   化に伴い、行政が担うべきものと、民間事業者が担った方が効率的により良い 

   サービスが提供できるもの、あるいは市民の方が自ら担った方がきめ細やかな 

ことができるものといったサービスの種類によっては様々な提供の仕方がある 

と考えています。これらのことから、どのようなサービスが良いかに着目した 

検討が計画を考えるうえで必要だと考えております。 

  

7.【議事】 

(１)前回の会議録の確認 

○委員長 

 まず議事の一つ目「前回の会議録の確認」について事務局より説明を求めます。 

○事務局 

 ・資料２の平成 29年度第１回会議録（要旨）を御覧ください。 

・前回会議録は事前に配付をさせていただいたとおりでございますが、修正等の 

ご指摘はいただいていないため、委員の皆さん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たいと考えております。 

 ○委員 

  全員了承 

  

（２）市民ネットワーク構築に向けての意見交換 

 〇事務局 

 ・先ほどの講座での取りまとめの手法をそのままこの検討委員会で進めて行こう

というわけではありませんが、市民ネットワーク構築の意見交換をしていくた

めの参考になったのではないでしょうか。 

・前回の意見でもありましたが、市民と行政の困りごととしての課題を今後出し合

うことによって異なる分野の団体が組み合わさり、行政と協働していくと課題解

決につながると考えており、そのためにはどういう市民ネットワークが必要なの

かという議論ができればと考えております。 

・もう一つ、これも前回に意見がありましたが、完璧なものをつくるとなるときり



がないことから、足りないものもあるということも前提にして、徐々に大事な所

を補完していくという視点で市民ネットワークの構築を議論していこうと考え

ております。 

・その上で東村山市の市民ネットワークの現状として市民協働課と社会福祉協議会

の市民ネットワークについて簡単にまとめたものを資料にあらわしました。資料

３を御覧ください。市民協働課では、ＮＰＯ法人等と一緒によろず交流会を運営

しており、東村山市社会福祉協議会では地域懇談会やボランティアグループ、介

護予防大作戦を運営しています。 

・資料４および５を御覧ください。東村山市には平成２８年度末の調査で５０の協

働事業を把握しております。市民協働課ではそれを今後も掘り起こして増やして

いくことが市民と行政の協働を推進することの基本だと考えております。 

・これらの東村山市の市民ネットワークの現状を共通認識したうえで、市民ネット

ワークの現在不足している必要な機能について議論を進めていきたいと思いま

す。 

・資料６を御覧ください。今年度の検討委員会は開催を３回予定させていただき、

それぞれ表のような予定でお願いしたいと思います。 

確認ですか、第１回目の今回は行政の課題である困りごとを一つ、紹介させてい

ただき、市民側からの困りごとを含めた市民ネットワークの必要性と課題抽出に

ついて意見交換を進めていきたいと考えております。 

第２回目は第１回目の課題と解決策の検討を基に他市の市民ネットワークの事

例を参考にするため、その構築の経過と成果および課題について視察をしたいと

考えています。 

第３回目には、市民ネットワークの課題解決について検討をしていきたいと考え

ていますがよろしいでしょうか。 

 ○委員長 

  どのようにネットワークを組むことで地域課題の解決へ近づけるのだろうかとい

う視点から、地域や市民団体での事例をいただきながら、市民と行政が協働を進

めるためのネットワークについて皆さんと共有して議論を進めたいと思います。 

 ○委員 

  市民と行政のネットワークの構築に向けての議論と同様、市民同士のネットワー

クの構築も大切だと考えるがいかがでしょうか。 

 ○事務局 

  最初はテーマにあるとおり市民と行政の協働に関するネットワークの議論になる

が、その中で市民同士のネットワークが活性化して行政と協働するにはどうして

も必要という意見があれば考えていくことになると考えています。 

 ○委員 

  資料５の中にある現在協働している団体の課題についてこの検討委員会で議論し

たらいかがでしょうか。 

 ○事務局 

  課題抽出をした中で議論がされるのならばよいのではないでしょうか。 

 ○委員 

  協働事業の一つに「北山わんぱく夏祭り」があり、市の協力がなければあり得な

い事業です。信頼関係を育て上げるには市と市民団体が話し合いの積み上げが大

切だと考えます。それと自治会の存在が大切。そことの意思疎通には楽しさが伝

わらないといけないと思います。 



 ○委員長 

  市の役割と市民団体の自己実現とのすり合わせが大切だと思います。例えば河川

をきれいにするというのは市の役割だと考えるが、手が行き届かないところを市

民の力を借りているのが協働の一つの例ではないか。これは自治会について話が

出ましたが。 

 ○委員 

  私の自治会は市民団体の行事案内の協力までなら、しています。あと当自治会の

前に公園ができ、３・４年前から自治会有志がみどりと公園課と一緒に草刈りを

するようになり、今は自治会が主催になってやっています。 

 ○委員長 

  まさに今の事例も公園管理の役割は本来、行政であるところを、手が届かないた

め自治会の方に実施していただいているということだと思います。 

 ○委員 

  ・先ほど信頼関係というキーワードが出てきましたが、協働事業リストに載って

いる団体が既に行政と信頼関係が出来ており、それ以外の人の、市民活動をし

たいが行政や自治会とのコネクションもない人達と地域団体や行政の中間で安

心を保証する評価機関があればそれが中間支援組織になるので、それをつくる

目的でこの検討委員会が出来ているのではないでしょうか。 

・ある意味そこは、よろず交流会がその役目を果たしているのではないでしょう 

 か。そこで、よろず交流会の目的と活動内容を教えていただきたいのですが？ 

 ○委員 

 私は会の代表をしています。 

当会は、普段個々に活動していますが、相互に関わりが少ないと思われる団体同士

が「出会える場」を提供しています。困った時には相互に相談ができ、ステップア

ップするためのコラボ活動につながればと願って開催しています。 

 ○事務局 

  市民協働課も事務局ではなく一組織として参加しています。 

 ○委員 

  タイトルがよろず交流会の中に隠されているのですか？ 

 ○事務局 

  そのように考えてネットワークの現状として資料３を出しております。これが中

間支援としての機能を満たしていくのか地域ごとに自治会とのつながりが必要な

のかをこの場で意見が出ることを期待しております。 

 ○委員 

  まちジャムというイベントを立ち上げたが目的は音楽だけではなく、これをきっ

かけに会議を行って人間関係が出来上がっていくことも目的として議論をして人

間関係をつくる場ができることがカギだと思っております。 

 ○委員 

  ・社会福祉協議会で地域懇談会を実施しており、目的は地域課題の解決だが、本

来の目的は仲間作り、顔見知りをつくることです。これを一緒に考えることに

よって信頼関係が構築され、課題解決に向けた新しい形態が出来上がっていき

ます。 

・まちジャムの手法は地域懇談会と同じで一緒に汗を流すことによって信頼関係

が生まれて、次につながっていきます。地域再生もそこがカギだと思います。 

・市民の役割とかやれることをどう考えるかが大事であり、よろず交流会は「自



分たちで何かできるよね」と。何か困ったらよろず交流会に行って相談となれ

ばもう中間支援機能組織として成り立っており、それがネットワークの構築に

なっていると思います。 

・つながりというのは、持ちたい人もいれば持ちたくない人もいる。そこに集ま

ってくる方がつながって拡がっていけばいいと思います。 

 ○委員 

  あとは自治会の壁が高いと思います。 

 ○委員 

  自治会に来てほしいではなく、構成メンバーに入れればよいと思います。 

ただ、よろず交流会としてはまだまだ未熟だと感じています。 

 ○委員 

  昔からある自治会と新しい自治会のつながりも課題があります。 

 ○委員 

  私が自治会長の時に、市民協働課へ相談したらよろず交流会を紹介してもらいま

した。良かったと思うのは、自治会が草刈りだけでは面白くないと言ったら久米

川でやっているお祭り「水鉄砲」のお話をいただいたり、現在はバザーや焼き芋

をやったりしています。 

 ○委員 

  そういうのをコーディネーションするのがどこかだと思います。 

 ○委員 

  例えば市民協働ネットワークに登録するとか、まちジャム実行委員会に登録する

とか、全部シャッフルしてそういうシステムがあるとよいと思います。 

 ○委員長 

  自治会や市民団体は好きな事をやって自己実現につなげているが、そことは違っ

た形で例えば商工会青年部はどんこい祭り等を実施して地域の中で様々な活動を

しているがそういう視点から見ていかがでしょうか？ 

 ○委員 

  商工会青年部の地域活動はそんなにないのかなと思ってしまいます。メンバーも

知らないと思いますし、会社員や学生やフリーターも誰でも入れますから、私自

身も地域活動を知りませんでした。知ることが出来れば若い人が参加するように

なるので良よいことだと思います。 

 ○委員 

  ある企業の社長が地域活動には積極的に参加したいと言っていたのを聞いたこと

があります。東村山はイベントが多くあり、地域活動が活発だからもっと宣伝を

することと、日程等の調整システムがあると良いと思います。市民ネットワーク

の中に商工会青年部を組み込む形で考えられないですか？ 

 ○委員 

  そんな力はありません。 

 ○委員 

  市民ネットワークの中に入ると力が出てくるのではないですか？というのは、補

助金や助成金に頼らない力を持つことが必要ではないでしょうか。 

 ○委員長 

  キーワードとして信頼関係に基づく事前協議がとても大切であり、次に活動団体

の目的、趣旨だけではなく違う分野の方々との情報共有のために出会いやきっか

けも大切です。 



また、社協の地域懇談会があり、よろず交流会がある中で足りないものが何かをこ

れからも意見を伺っていきたいというのがまとめになるのかと思います。 

 ○委員 

  協働は目的ではなくて手法であり、よろず交流会も助成金情報を提供すること等

ができており、市民活動の実績がある団体は、なんらか中間支援機能を持ってい

ます。そういう中間支援を担う可能性がある人をどのようにしたらよいのでしょ

うか？ 

 ○委員 

  この検討委員会の最終的な目的は地域再生で、手法の一つが市民ネットワークや

協働になるのではないでしょうか。 

 ○委員 

  ネットワークに構成される様々な団体の中で行政もそのうちの一つです。従って

市民と行政の協働というよりは行政もネットワークの中に入ってどういうふうに

つくれるかという議論になるとよいのではないでしょうか。 

 ○委員 

  そのとおりだと思う。目的が違う団体同士が必ずしも一緒にやるかといえばそう

ではなく、行政も同様だと考えています。 

 ○委員長 

  行政が行き届かないところを地域や団体等みんなで解決しましょうとなったとき

にこのネットワークが活用されて、解決するというのがネットワークであり、今

あるものの中でも情報の中でつながるものもあれば、まだ足りないものもあると

思います。 

 ○委員 

  今まで出た意見の中から幅は広くても可能性を抽出した方がよいと考えていま

す。先ほど出た意見の「中間支援を担う可能性」がある人、今は意識がないけれ

どもそこにもっていくというのは重要な話だと思っています。 

 ○委員 

  自治会は自分たちの暮らしやすい地域をつくるというのが目的で、その意識つく

りは協働と同じだと思います。 

自治会活性化委員会も行政と自治会の中間に立って協働を進め、ボランティア団

体やＮＰＯと折り合いをどうするかがポイントではないでしょうか。 

 ○委員長 

  今日頂いた意見をまとめて課題抽出し、次につなげていきたいと考えております。 

 

8．【その他】 

 ○事務局 

  ・次回予定では、西武萩山駅の近くにある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

おける経過と成果、課題について視察をしたいと考えておりますが、日程につ

いてはあすぴあの担当者と土曜日の昼間で調整中です。そこで、参加者数によ

って開催要件を満たすかもあるため、視察か検討委員会かは未定ですが、いず

れにしても第２回は１０月頃までを目途に考えております。 

  ・ここで市民委員の方々にお願いがあります。次回までの間に今回出た市民ネッ

トワーク構築の課題と課題の解決に向けた意見と出し切れなかった課題を、事

務局作成のひな形を送付いたしますので、それにまとめて記載いただき、返信



いただいた意見を第２回の検討委員会の議題とさせていただきたいと考えてお

ります。 

・最後に資料７を御覧ください。視察予定の小平市あすぴあのチラシです。参考

までに配付いたしました。 

 ○委員 

  この検討委員会ではネットワークの構築については３回ということになっている

が、６回になる可能性もあるという理解でよいでしょうか。 

 ○委員長 

  そういう可能性もあります。 

 ○委員 

  視察ということだが、ここで活動している団体のお話も聞けるのですか？ 

 ○事務局 

  活動団体の方と行政の双方からお話を聞きたいと考えています。 

  

9.【閉会】 

 〇委員長 

  ありがとうございました。それではこれで平成３０年度第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。 

 


