
 

会  議  録（要 旨） 

会議の名 称 平成３０年度第３回市民と行政の協働に関する検討委員会 
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（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・今村推進員・高橋推進員 
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会 議 次 第 

 

1. 開会 

2. 委員長挨拶 

3. 前回の会議録の確認 

4. 議事 

(1) 平成３０年度第２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のまとめ 

 (3) 平成３１年度の検討委員会について 

5. その他 

6. 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 

  本年もよろしくお願いします。今回はこれまでにいただいた意見をとりまとめる 

ことを中心に進めて合意形成をしていきたいと考えております。よろしくお願い 

いたします。 

 

3.【前回の会議録の確認】 

 ○委員長 

  次第２「平成３０年度第２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。 

○事務局 

  資料 1「平成３０年度第２回会議録（要旨）」を御覧ください。前回の会議録に 



ついては、事前に配付をさせていただいており、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。委員の皆さま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、修正点等が 

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.【議事】 

 （１）平成３０年度第２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のまとめ 

○委員長 

 ありがとうございました。それでは次第３．議事（１）「平成 30 年度第 2回検 

討委員会のふりかえりと検討課題」及び（２）「市民ネットワーク構築のまとめ」 

について併せて事務局よりお願いします 

  ○事務局 

資料 2「市民と行政の協働に関する検討委員会の検討経過概要」を御覧下さい。 

平成 30年度第 1 回の検討委員会で、市民と行政の協働を推進するための「市民ネ

ットワークの構築」に向けて課題・問題を洗い出し、必要な仕組み・機能につい

て意見が出されましたが、概ね３点の意見に集約されました。確認いたしますが、 

① 異分野の活動団体同士が情報共有するために、「社会福祉協議会の地域懇談会」

や「よろず交流会」をどのように活用するか。 

② 地域課題を把握している「自治会」をどのように市民ネットワークに取り込むか。 

③ 様々な地域活動をしている「商工会」や「企業」をどのように市民ネットワーク

に取り込むか。 

この意見と小平あすぴあでの視察を踏まえ、具体的な方策を第 2 回の検討委員会

で検討し、概ね 2 点のすぐできるものを意見としていただきました。 

① 異分野の市民活動団体同士が情報共有し、ネットワークの拡大を図るため、情報

の一元化が必要であり、交流・協働を希望する活動団体のファイルを作成する。 

② 社会福祉協議会の地域懇談会、自治会活性化委員会、よろず交流会がもつ既存の

ネットワークを広げ、地域交流が進む場を考える。 

ということでまとめさせていただきました。 

第 3回はこのまとめを踏まえ、具体的にどのように解決していくかを各団体の意

見や個人の意見を発言していただき、合意形成を図られればと考えております。 

  ○委員長 

   ありがとうございました。２点のすぐできるものとしての意見については、皆様 

   の中で参加・協力できるということも含めていただければ、事務局で今年度の会

議の集約ができるのではないかと考えております。よろしくお願いします。 

  ○委員 

  資料２の検討経過概要の第２回の意見のまとめ①に記載がある「交流・協働を 

希望する活動団体」についてですが、相手が希望するとかしないとかではなく、 

目的を達成するために異分野の団体を巻き込んでいく視点からファイルを作成 

するのであれば理解できるが、希望する活動団体となるとどのようなファイル 

の運用を想定しているのか伺いたい。 

  ○事務局 

   平成２９年度の最初の会議でお配りした東村山市内ＮＰＯ法人等１８０団体一 



   覧表がありますが、まとめるにあたって交流を希望しない市民団体もあるので、 

意思を確認してからリストに載せていきたい。 

  ○委員 

   それに付随して協働をこう考えていますと理解してもらったうえで意思確認を 

するべきで、そのへんの仕組みづくりを考えていければと思います。 

  ○事務局 

   協働事業についてホームページで公開していますが、具体的な事例を詳細に紹

介しているわけではないので、そういった事例を紹介しながら協働への理解を

進めてリスト化していきたいと考えております。 

  〇委員長 

   市民団体が地域との交わりが必要だと実感をもっていただけるもう一つの場と 

   して地域懇談会で協働の大切さを知っていただくのもあると思います。併せて、

どこまでの分野をリスト化するか。ＮＰＯだけでなく、自治会や商工会等も含

めるとかなり困難なまとめになると思います。ただ、先々の目標を共有するな

らば、各団体が自分達のネットワークを作るだけではなく、地域課題や行政課

題の解決に向けた協働に結び付けるとなると、その課題を把握するのがネット

ワーク構築のきっかけになるのではないかと考えております。この会議の中で

は目標を共有しながらどう団体の方々に伝えて行って一つでも多くネットワー

クの中に参加していただくかというのが課題ではないでしょうか。 

  〇委員 

   希望する市民活動団体というよりは、全活動団体が一つのリストに入ってくる

ことが目標になるとは思いますが、まずは小さいところからはじめていく、つ

まりそういう意識がある方々がきちっとそのリストの中に団体名やプロフィー

ルが示されることが大切で、そこから次のステップとしてその方々の仲間を増

やしていくことで、「希望する」というところがとれてきて東村山市で活動して

いる全ての市民活動団体がリストの中に入ってくるということをしていかない

と、最初から百％を求めてスタートをきるというのは難しいのではないかと思

います。先日報告があった小平あすぴあを見てきた中で事務局としては、まず

はスモールでスタートをしてはどうかと提案されたのではないかと理解してい

ます。また、これを誰がつくるかというのも大事な点だと思います。例えば事

務局がアンケート用紙を配って回収してリストができたうえで、皆さんでどの

ように次のステップに進めるかも議論した方が良いのではないでしょうか。 

  〇委員 

リストをつくるのは見える化という点で良いと思うのですが、リストだけがあっ

てもコーディネーターがいないと有機的な活動に結び付かないのではないか。 

  〇委員 

ボランティアグループ一覧も、まずは必要としている方が自分達で作ろうと思う

ことが一番大事です。ただ紙を配ってリストをつくっても活用はされないと思い

ますし、市でも既に冊子をつくられていますが、多分それも活用されていないの

は、作る人がちゃんと必要性を求めてつながろうと思わないと意味がないと思い

ますし、それをどう伝えていくかも大切だと思います。 

  〇委員 

   今の段階では中間支援組織が無いので、市民協働課が団体との顔をつないでい

って紹介ができるような形に持って行っていただくのと、リストをどう活かす

かということも併せて考えていった方がよいと思います。 



   ○事務局 

    イメージとしまして社協はボランティアグループ、よろず交流会はＮＰＯ等の 

市民団体といった、それぞれが持つ得意分野で活かしていただいて、ご協力を 

いただきながら事務局がまとめますが、意見交換をさせていただき、企業もど 

こまで入れるかという議論もありますので、顔を見合わせながらやっていかな 

いと、市民協働課だけでやってしまうと、活用されないリストができてしまい 

ますので皆さんと活用できるリストを作り上げていきたいと考えております。 

   ○委員 

    相互につながりあって行くことを目的にリスト作成の話が出ているが、最終的 

に市内の活動団体がお互いに見えることによって信頼関係を醸成していくこと 

が大切。市民協働を掲げる市側から見ても、市民活動団体をどう信頼したらよ 

いかと考えるように、市民活動団体側も市からどう信頼していただけるのかと。 

そうした時に、活動の成果のプロセスが予め見えていると信頼の醸成がはやく 

できる。そういうことを将来的にやるためにリストを作るのだと理解しました。   

   ○委員 

   私達はボランティアグループ一覧を基に、お互い顔の見える関係を作らないと 

   つながらないと考えてボランティア交流会やボランティア祭を開催している。 

それにはリストが無いとはじまらない。リストを基に関係づくりを進め、次は 

行政や民間団体と一つの場で話し合いをすることになるのではないか。 

   ○委員 

 ボランティア懇談会もよろず交流会も自治会も横のつながりを持っているが、 

 それぞれがバラバラで、どこにも入っていない方も含めて、それらをつなげて

いく場をつくる目的のリストであれば素晴らしいと思います。 

   ○委員 

 リストがデータベースなのか紙ベースなのかわかりませんが、例えば各団体で 

 様々な目的があって活動しているわけですが、地域や社会にどんな問題がある 

かというところからどんな事業を展開していこうかと考えた時に、防災の視点 

で協力団体を探しづらい。知っている団体でもどういう目的で活動されている 

のか、私たちの目的に対してどのようなお力添えがいただけるのかが不明で、

リストにわかりやすい目次があるとよいと思います。地域・ジャンル等様々な

項目で検索ができればすごく応援しやすい。全体でコーディネーターとして皆

さんで交流会といっても限界があると思います。絆で団体同士がつながってい

くのも、例えば社協と２年やってきましたが、絆が深まったなと感じるのは実

際にやってみてお互い顔が見えて信頼関係が築けたと思います。まずはアクシ

ョンを起こすという所に向けて根回しのハードルを下げて欲しいと思います。 

   ○委員 

 リストを作らないと何もはじまらないので、まずはリストを作りましょう。 

   ○委員 

    イメージは出来たと思いますが、それを具体的に有機的にお互い顔の見える関 

係になるために、どんな事項が必要かというところに移っていかないといけな 

いのではないでしょうか。 

   ○委員 

 ネットワークについては一定程度のリストでも形にして、仕組みづくりに向け

て活かして行くためのきっかけにするために必要なのではないかなと考えて

おります。 



   ○委員 

 協働の視点から見た場合、産業まつり等の活動事例があるとわかりやすいの

で、それらをこの場でフィードバックできるとさらによいのではないか。 

   ○委員長 

 「希望する活動団体」については、スモールスタートとして出来るところから 

という視点があり、コーディネーターの必要性についてもマッチングは出来る 

範囲で進められればと思います。もう一点、地域交流の意見がありましたが、 

そこも含めて収集すべき必要なデータ内容を、皆さんからご協力やご支援をい 

ただきながら、作り上げていけるかのご意見があればいただきたい。 

   ○委員 

 地域懇談会も自治会活性化委員会もよろず交流会も同じことを目的にやって 

いますよねということは前から意見が出ていました。それ以外を拡げていく 

というより、まずは今申し上げた三者がもっと連携する形で考えていった方が 

よいのではないかと思います。 

  ○委員 

 将来的にコーディネーターの活用を想定しますと、各団体の得意分野情報はマ 

ッチングのために欠かせないと思います。あと連携の考え方で欠かせないの 

は、新しい人も会議体に入ることと、アウトプットのために具体的なテーマで 

その関係者が問題解決に向けて役割分担を協議する場を目指す。それを 1～２ 

回経験すればリスト化、中間支援、体制が見えてくると思います。 

   ○委員 

 よろず交流会はずっと市民センターで開催してきたが、５月はころころの森で 

 開催します。その後もう一回地域を選んで開催します。地域を選ぶと同時にテ

ーマも選ぶことになりますが、いずれにしても地域開催を考えております。 

  ○事務局 

 未確定ですが、リストを作成時にはこの場で皆さんのご承諾を得てから進めて

行きたいと考えております。それと委員より信頼関係と協働について意見があ

りましたが、市では５３の協働事業がありますので、少なくともそれだけはリ

スト化につなげ、そのうえで協働事業をどことどこで実施し、協定書を結んで

いるか等を色分けする必要性から、まずは紙ベースでと考えており、相談も受

けられるようになることも目標としては持っております。 

   ○委員 

 リストを置く場所はどこになりますか。それと紙ベースよりもインターネット 

 じゃないと検索が出来ず、拡がりは厳しいのではないでしょうか。 

   ○委員長 

 管理運営を担う母体をつくらないとまわしていけないと思います。それと、今 

すぐに情報を活用できる範囲内ということで紙ベースという話が出ているの 

ですが、その先にはコーディネーターや、機運が高まって担い手の団体があり 

ますが、まずは活用がそこにつながるための事務局提案だと思います。 

  ○委員 

 以前、市民協働課で市民活動団体の冊子をつくったが、その後に載せたい団体 

はそこに載れないので、紙ベースであればあるで、どうゆうものにするのか、 

どこに配置するのかも考えておくことは大切だと思います。 

   ○委員 

 仮にスモールスタートなら一団体一枚の紙をバインダー閉じして絶えず更新 



されるのが現実的と考えます。インターネットでデータ検索ができると良い 

ですが、市がデータ化して市民の方々が自由に操作できる環境を市のネットワ 

ークで行えるようにするとなると、まずセキュリティの問題がハードルとなり 

ますが、もっと手前でどんな情報が必要かという議論をはじめてはいかがでし 

ょうか。 

   ○委員 

    データのデジタル化は良し悪しがある。災害ネットワークを構築する時に約 

百件の一覧表を１人で全部打ち込んだが、そのさい団体を活動分野と地域別 

に検索しないといけなかった。紙だと大変でしたのでデータ化したのです。 

やる気がある方だったら２００件くらいなら作れますよ。 

   ○委員 

 作った後皆さんが更新をして共有する仕組みのところが難しいのです。 

   ○委員 

 たしかにそうですね。 

   ○委員 

    もしデータ化をするのであれば担い手となる団体さんができて、その中で活用 

    するというのであれば、例えば団体がなにをやっているかまでは記録しない 

で、地域や分野を掲載できるようにしておいて後は紙ベースで入れてもらう。 

○委員 

 ちなみに、リストはどこに配置予定でしょうか。誰もいないところに置くのか、 

 市民の交流する場に置くのか、市民協働課に置いてコーディネートするところ 

 で考えているのか。 

○事務局 

    閲覧できる場所でと考えております。それとリストは視察した小平あすぴあ 

をヒントにしておりますが、とらわれすぎずに、良いとこ取りではないです 

が、他市を参考に中身の充実化を図り活用へつなげたいと考えております。 

○委員 

 一覧表を市民協働課のホームページに載せることは可能でしょうか。目次を載 

 せるのは担い手団体で、データベースの作成は市民で、募集をかけるのは市民 

協働課。具体的な内容は紙ベースでしかお知らせできないのであれば、お互い 

の負担が少ない中でスタート切れるという折衷案みたいなものでいけるのか 

聞いてみたい。皆さんが使いやすいもので、情報が手に取りやすく将来的には 

もっと進んだ形が良いですが、手前では折衷案で考えていければと思います。  

○委員長 

    リストの目次は何らかの形で必要。窓口に来て簿冊の最初にそれを見ることが 

    でき、定義が色分けされ、プロフィールも関連付けされていれば活用しやすい 

と思います。ネット上でできるかは技術的な話も出てきますし、事務局とも検 

討させていだきます。市役所の事務室の中も市民の方が容易にカウンター内に 

入ることは難しいのですが、市民協働課は端に位置されていて打合せスペース 

を設置しながら運用していますので、そこに少しずつ置き始めるのが現実的か 

もしれません。その先に市役所フロアの配置変更もありますので、置く場所を 

外に拡げて行きたいですが、今はリストを事務室内に置いて市民の方が来られ 

た時にご案内して見て頂けるような関係を作っていきたいと考えております。 

○委員 

 事務所内で見ていただくと言いましても、ＱＲコードを出すとかせめてした 



 方がいいのかなと思います。 

○委員 

    すいません。自治会活性化委員会について教えてください。 

○事務局 

 平成２６年度に設立され、自治会マニュアルを作成したときの方達を中心に、

１８人の自治会関係者による委員によって自治会を活性化するにはどうすれ

ばよいかを話し合って具体的な取り組みを実施しております。 

○委員 

    自治会活性化委員会の中で、自治会で取り組んでいる問題は各自治会によって

違うと思いますが、大雑把には把握されていて、自治会の立場から地域交流の

場を設けるのは何か期待感を持っているというのはあるのでしょうか。 

 ○委員 

  地区懇談会もよろず交流会も自治会活性化委員会も人・物・金といった色々な 

課題を特に若い世代を勧誘するうえで、色々な人と関わることで具体的な事例 

も色々わかった。インターネットよりも足を使って得たものが多かった。市民 

協働課で作った市民活動団体の冊子の問題点は更新されないことだけなので、 

また行政だけでやることには疑問符があります。やはり小平市のようにどこか 

母体が出てくるといいと思います。 

○委員 

    今のところのキーワードは若い人をどう取り込むかというのがかなり大きな 

課題だと思います。加入率が下がっているのもそういうところからですよね。 

○委員 

  まちジャムさんのところは比較的若いですよね。 

○委員 

    公民館も団体登録を多く持っていて中間支援的に一般の人達をまとめている。 

とりあえず三つだけと考えているのか、もっと広く考えているのかを伺いたい 

のと、いっぱいあるところと連絡を取り合える形をとれれば、まちジャムの会 

議へ自治会やよろず交流会が入って、各々の課題等を出せれば、市民課題みた 

いなことは見えてくる可能性はあるのかなと思いますがいかがでしょうか。 

○事務局 

  スタートを切る団体としては三つかなと考えております。まずは地域テーマを 

考えながらリストに登録できる団体を増やしていきたいと考えております。ま 

ずはやってみて、地域でテーマを見つけて、団体に投げかけて協力して地域で 

やっていくのは必要かと思います。 

○委員 

    最低その三つはあるわけで、この委員会の委員さんで個人的にお付き合いが 

ある方はいるけれども、団体として連携していない。その場がまさに地域交流 

で、それが進む場の具体的なイメージがあったらいいなと思うのですが。 

○委員 

  地域懇談会はまさに地域住民の方に参加していただいて地域の課題解決を皆 

  で考えて皆で取り組む場です。例えば萩山の地域懇談会では自治会活性化委員 

や市民協働課も来て自治会の活性化について話し合いをしたことがあります。 

活用していただく場合はいつでも活用していただきたい。ただ、継続について 

は一回で終わってしまうのでそこは何か仕組みができるといいなと思います。 

○委員長 



    協働という視点でこの会議は検討しているわけですが、地域の活動団体の皆様 

    の交流を通じて地域課題の解決に結び付けるような運動につながっていくと 

    いうのが一番期待されるところでありまして、それが今までなかったとかいう 

    ことではないのですけれども、そういう視点を持って是非地域の中で取り組み 

    をしていくということが、必要になってくるのではないでしょうか。 

○委員 

  まずは先行事例を二つか三つ作るに尽きますね。そこは意思統一するところで 

はないでしょうか。あと不安なのはテーマが抽象的だとまとまりがつかないの 

ではないかと。例えば空き家対策に絞ってこの関係だったらこの人この団体で 

と集まって、具体的に自治会とどう手を組むかとかしないと、議論が拡散して 

難しくなるのかなと。そこはきちんと誘導することが肝かなと思います。   

○事務局 

  テーマを絞るというのはとても重要なことだと思います。よろず交流会も地域 

開催を目指しておりますが、テーマが決定的にこれだよと決められるわけでは 

ないので、地域開催ができればそこで協力してやっていくしかないかなと、今 

は思っております。地域によってテーマが違うでしょうし、事務局でもまだ 

つかんでいない現状です。 

○委員 

    検討委員会の中の設置要綱の中の第２条に所掌事項があります。この検討委員 

会は市民と行政の協働を推進するためですよね。既存の三つがどう行政と協働 

できるかを検討するのですよね。ずっとこの議論をしていますが、(１)の構築 

と書いてあるところで混乱したのですが、構築するならば、その後の文がどう 

続くのかと思っていまして、多分これは市民ネットワークとは情報をファイル 

して加工してそれを活用してもらうことで構築につながるのかなと、今私は整 

理して考えているのですが、そうすると(２)は協働の仕組みづくりというのは 

市民と行政の協働の仕組みづくりということでよろしいのですか。 

○事務局 

  そこが原点です。 

○委員 

  そうすると既存の三つのネットワークがある中でよろず交流会はずっと市民 

協働課が関わっていて、この二つが今後どう協働していくか突っ込んだ話に 

なっていくわけですが、もっと大きなところでは市民と行政の仕組みづくりを 

検討していくのですが、ここで２年が経ちますよね。ですから、(２)のところ 

へどうつなげるのか深める必要があると設置要綱を見ながら悩んでいました。 

○委員 

    テーマは大切で、例えば介護予防大作戦がありますよね。これは全市的に実施 

していますが、これは一つのテーマに色々な団体が各地域で関わっています。 

これが協働だと思います。最初は社協が高齢者対策をどうするかという時に、 

体力作り、市老連、教育委員さん達が一つのものを作り上げてきているのです。 

これと同じように一つのテーマがあれば自然とそこに関わる、または関わって 

欲しい団体を探し出せると思います。それがないとリストが集まっても宝の持 

ち腐れになる。まずはテーマをどう設定するのかと聞いていて思いました。 

○委員長 

  今回も、様々な意見がありましたが、今年度の市民ネットワークの構築に関す 

る内容としてのこの会の合意としては小さい形でもこの二つに絞って早急に 



スタートさせて、その先に協働の仕組みがこれに絡んで、作っただけではなく 

活かしていくことが、キーワードとして大事になっていくと思います。今日 

いただいた意見等を踏まえて、これまでの三回と小平あすぴあの視察を含めた 

まとめをさせていただき、来年度以降につなげるため、皆さんと共有していく 

まとめとして事務局の方で整理をしていただきます。まとめを今日ここで具体 

的にお示しは出来ないですが、クイックスタートを来年度取り組んでいく中 

で、いくつか出ておりました、リストのプロフィールの内容や、地域での交流 

会に参加した中でのテーマ設定についても、是非ここにいる皆さんとお知恵を 

拝借しながら、また、事務局の方からお声掛けをさせていただき、皆様のご協 

力をいただきながら、その中で役割分担ですとかを進められればと思いますの 

で、よろしくお願いいたします。それでは次第３．議事（３）「平成３１年度 

の検討委員会について」事務局よりお願いします。 

   ○事務局 

   資料はございませんが、検討委員会の 2年目は「協働の仕組み」について検討 

をすることになっております。ただ、1年目の「市民ネットワークの構築」に 

ついては役割分担をしながら具体的に実行していくなかで新たな課題も出て 

くることも予想できます。従いまして、平成 31年度は「協働の仕組み」と併 

行して「市民ネットワークの構築」の足りない点は再確認をしながら進めてま 

いりたいと考えております。 

   ○委員長 

    それでは皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

  ○委員 

    特になし。 

  ○委員長 

    本日のネットワークの話の中でも協働の仕組みに関するものが含まれており 

ました。もちろん、ネットワークはネットワークで今年度のまとめをさせて 

いただきますが、今年度については皆さんとの合意事項ということで来年度の 

ネットワークをスタートし、その運用をしながら協働の仕組みをこの検討委員 

会の中でご意見をいただきながらご協力いただきながら進めてまいりたいと 

いう趣旨でございます。まとめにつきましては事務局よりメール等でお知らせ 

しながら調整していくことになると思いますけれども、そのことにつきまして 

もご協力をお願いいたします。 

6.【その他】 

   ○委員長 

それでは次第４．「その他」について事務局よりお願いします。 

○事務局 

     次回の日程については未定ですが、平成 31年度につきましても検討委員会の 

開催は 3回を予定しております。なお、皆様におかれましては本日をもって任 

期が終了いたします。新たな任期は 4 月 1日からを予定しておりますが、改め 

てまた継続のお願いの連絡をさせて頂きますので、その時はまた是非よろしく 

お願いいたします。  

7.【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３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。 



 


