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小平市あすぴあ視察
平成30年10月7日（日）

東村山市市民協働課

市民と行政の協働に関する検討委員会

１.小平元気村おがわ東前の道路
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2.小平元気村おがわ東看板 3.小平元気村おがわ東入口

4.小平元気村おがわ東1階交流スペース
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5.小平元気村おがわ東2階あすぴあ入口

6.あすぴあ事務所内の様子
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7.あすぴあのチラシ等展示コーナー

8.市民活動団体情報コーナー
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9.小平市側の方々

10.意見交換の様子
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視 察 記 録 

名 称 小平市市民活動支援センターあすぴあ視察 

開 催 日 時 平成３０年１０月７日（日）午後１時３０分～３時３０分 

開 催 場 所 小平市市民活動支援センターあすぴあ 

参 加 者 （委 員）肥沼委員（委員長）・亀井委員（副委員長）・鈴木委員・ 

中谷委員・原田委員 

（事務局）小島市民協働課長・菊地市民協働課主査 

次 第 1. 開会 

2. 東村山市市民と行政の協働に関する検討委員会委員長挨拶 

3. 小平市地域振興部市民協働・男女参画推進課長補佐挨拶 

4. 東村山市の現状（説明） 

5. 小平市におけるこれまでの協働の取組と今後について説明 

6. 特定非営利法人小平市市民活動ネットワークの歩みについて説明 

7. 小平市市民活動支援センターあすぴあの取組について説明 

8. 意見交換 

9. 閉会 

１、【開会】 

 

２、【肥沼委員長挨拶】 

 

３、【小平市内田課長補佐挨拶】 

 

４、【東村山市の現状】 

平成 22 年 4 月東村山市の市民協働課ができた。 

平成 25 年 3 月子育て分野の 3 団体と団塊世代の懇団塊で「協働を進める会」を結成。 

平成 25 年 7 月「協働を進める会」をもとに第 1 回よろず交流会を開催。 

平成 27 年 4 月中間支援機能検討準備委員会が発足。 

平成 27 年 10 月中間支援機能検討準備委員会の考え方がまとめられた。 

平成 29 年 1 月市民と行政の協働に関する検討委員会設置要綱策定 

平成 30 年 1 月市民と行政の協働に関する検討委員会開催 

※検討項目とされた三点について、市民と行政の協働を推進するために現在ある仕組み、機能の

課題と問題を洗い出し、その他必要な仕組、機能について検討することとした。 

 

５、【小平市におけるこれまでの協働の取組みと今後】 

①市民の自主的な中間支援組織として市民活動センターを平成 22 年年 4 月にオープン。 

・市民主体の運営を行っていくことが大きな特徴。 

・主な事業は学習会や市民活動交流サロン、NPO フェスタ、市民活動支援事業の実施、「あす

ぴあ通信」や市民活動データ集「むすぶ」の発行、その他情報の発信・提供、市民活動相談。 

②協働研修 

・市職員を対象に毎年開催。 

・「協働推進のためのハンドブック」を活用することで、協働に対する職員の意識改革、指針

を学び、職員一人一人が協働の知見を知り、業務に取り入れて頂く。 

③地域推進事業 

・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する

中で、地域の課題について情報共有し、その解決に向けて地域一体となるような取組を、モ

デル地区（学園西町地域）で進めている 

・様々な団体が顔と顔の見える関係を築いて地域課題を討議し、地域の憩いの場作りとして、
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「交友サロンこげら」をオープンしている。 

④今後の小平市の取組 

・今までは協働の主な基盤作りというところで市民活動団体支援をしてきた。 

・今後は築き上げてきた基盤を踏まえ、指針を見直すとともに総括し、次のステップは市民活

動支援センターを中心とした市民が市民活動を支える仕組みづくりを進めていく。 

 

６、【特定非営利法人小平市市民活動ネットワークの歩み】 

平成 12 年小平市が内閣府「市民活動モデル調査」参加。「市民活動支援センター」が必要と結論。 

平成 13 年小平東小学校が廃校。跡地活用は市民参加で方針を決めることが決定され、地域懇談

会、ワークショップ、意見集約手続き等を経て、公募を含む 10 名の委員で構成する「小

平市旧小川東小学校施設有効活用基本計画原案検討懇談会」ができた。 

平成 14 年「市民活動団体情報連絡会」発足 

・旧小川東小学校の「施設有効活用基本計画」が発表され、市民活動支援センターの運

営はできるだけ市民参加でやっていくべきという概要が出た。 

・担える市民活動団体がなかったため、連絡会の構成市民活動団体がある意味で責任を

取る形で、担い手となるべく後の NPO 法人市民活動ネットワークを作った。 

・最初は準備室の形で市民活動団体連合会ができ、そこで講演会や市民活動交流サロン

や NPO フェスタを、場所を借りながらネットワーク構築を進めた。 

平成 16 年「小平元気村おがわ東」オープン 

平成 22 年「市民活動支援センター」がオープン 

・準備室ではなく正式にオープンし、「市民活動ネットワーク」が 3 年間の指定管理。 

・今は平成 30 年 4 月から平成 34 年 3 月まで 5 年間の指定管理期間。 

 

7、【小平市市民活動支援センターあすぴあの取組】 

○事業としては大きく五点。 

一点目：情報発信として「あすぴあ通信」の発行（年 6 回隔月 4 千部作成）。「市民活動団体

データ集『むすぶ』」の発行（現在 245 団体登録で毎年無料配布）。ホームページの

運営と、Facebook の更新。メールマガジンの配信（毎月）。センターにチラシ掲示

や団体紹介の展示コーナーを設置。市民活動関連図書の貸出し。 

二点目：セミナー開催と講師派遣。年 4 回のパワーアップ講座、年 4 回の交流サロンの開催。 

三点目：普及啓発の「NPO フェスタ」。約 60 団体の展示や実演販売等で団体を市民に紹介。 

四点目：相談事業。電話や窓口で会計や NPO 法人の定款、解散に関することも受けている。 

五点目：施設の提供、備品貸出し（登録団体向け）。交流コーナーは登録なしでも利用可能。 

 ○部会としては三つ。 

イベント部会：講座や交流サロンを担当 

広 報 部 会 ：あすぴあ通信の編集担当 

フェスタ部会：NPO フェスタを担当 

 ○特記事項二つ 

   ・毎年事業報告概要版の作成。会議室や交流スペースの利用人数、講座の実施状況、通信の発 

行状況等を一目で年間を通してわかるようにし、ホームページでも公開している。 

   ・「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」。市民活動団体と地域の、 

自治会、商店会、大学とどういう連携ができるのか実態調査。皆さんどこかと繋がりたいと 

思っているということがよくわかり、「どこで情報を取ったらいいのかわからない」という 

声が多く、「連携・協力的な活動へのきっかけとして希望すること」という中に「中間支援 

組織に相談したい」とあり、あすぴあへの期待は大きいと分析している。 

 

８、【意見交換】 

●・・・市民ネットワークの構築について 

▲・・・協働の仕組みについて 

■・・・市職員の意識改革について 

 

○事務局 

最初に今回欠席の検討委員会の委員からの質問についてお答えを頂けたらと思います。 
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① 小平市様に市民ネットワークの構築について三点ありました。 

●一点目：「あすぴあ」の対象として、自治会はどのような位置付けでしょうか。自治会の

活性化のための一つの拠点として、どのように活用していく意向なのか。 

▲二点目：指定管理者としての運営に当たり、常勤者三名ということが事業報告書にあるが、

それ以外にも多くのボランティアが必要と思われるが、有償ボランティアはいるで

しょうか。また常勤者はどのような人で、職種はどのようなものか。 

▲三点目：市と指定管理者との具体的な役割分担、特に市はどのような役割を担っているの

か、また、協働の仕組みとで、ホームページの運営や「あすぴあ通信」の発行、

「市民活動データ集」の発行にはどのくらいのコスト、特に人員がかかっている

か、これらについて市が役割分担している部分はあるかどうか。 

② 小平市民活動団体様への質問。市民活動ネットワークの構築について二点ありました。 

▲四点目：「あすぴあ」は、ある市民活動団体の活動を他の団体の活動に結び付けていく機能

や、活動を活性化していくための助言機能は持っているか。 

▲五点目：「なんでも相談室」の相談はどの様なものが多いのか。市民ネットワークの構築に

繋がるような相談例としては、どのようなものがあるのか、平成 29 年度の相談件

数が減少している理由はどのようなものがあるか。 

③ そして協働の仕組みで二点ございました。 

▲六点目：市民協働を実践する際、問題の解決策を見出す際には協働を行っていくチャンネ

ルは「あすぴあ」だけではないと思いますが、他のチャンネル活用をしているか。 

▲七点目：地区懇談会、社会福祉協議会、特にこちらとの連携実態はどの様な状況で、具体

的なテーマに基づき議論した結果、問題解決に繋がった例があれば紹介下さい。 

○内田補佐より回答 

 ① 市民ネットワークの構築について（小平市宛） 

●一点目：自治会の位置付けですが、これからの地域課題を解決していくには自治会等の地

縁型コミュニティと NPO 等のテーマ型コミュ二ティが相互に知り合い、連携協

力しあうことが欠かせません。この両者を結び付けていきたいと考えています。 

▲二点目：指定管理者の運営、常勤者 3 名と、ということですが、指定管理者「市民活動ネ

ットワーク」の理事は市民活動の専門家です。市民活動支援センターの常勤者は、

指定管理先の市民活動ネットワーク雇用の職員と位置付けられています。 

▲三点目：市と指定管理者との具体的な役割ですが、定期的に意見交換等を行っており、単

に事業委託という形ではなく、相互協力をしながら事業を行っています。市の主

な役割としては、広報や施設の確保、および関係機関との調整が挙げられます。

ホームページの運営等のコストと市の役割分担ですが、市民活動支援センターの

運営は指定管理で、協定の金額をお支払して、その中で運営していただいていま

す。29 年度の指定管理料は千四百五十万くらいで今年度は、千七百万くらい。 

② 市民ネットワークの構築について（小平市市民活動ネットワーク宛） 

  ▲四点目：市民活動団体を結び付ける機能や助言機能をもっているかですが、市民活動支援

センターは、交流サロンや NPO フェスタなどを開催し、団体相互の情報交換の

場を設定しており、団体にとってタイムリーな話題についてパワーアップ講座を

開催することで活動の活性化に努めており、「なんでも相談室」で活動の助言等

を行っています。 

▲五点目：「なんでも相談室」の相談、市民ネットワークの構築に繋がる相談例、相談件数

の減少理由ですが、相談事例は NPO の設立や会計活動計画、予算書の作成や広

報誌の作り方や運営活動、イベント企画の立て方や市民活動団体に関する問合せ

が多いです。相談件数の減少はわかりません。一昨年は百件超えでしたが昨年は

半分になっています。 

④ 協働の仕組みについて。 

▲六点目：市民活動を実践する際、協働で活用するチャンネル、ということですが、正直

他が所管している課まで把握しておりません。ただ、協働を推進していく 16 課

で構成された協働推進庁内検討会議を構築しており、そこで検討しています。 

●七点目：市民活動団体の中間組織と位置付けられる市民活動支援センターもそうなので

すが、それ以外にも AKVS 会議(あすぴあ、公民館、ボランティアセンター、社

会福祉協議会)で適宜役割分担しながらお互いの情報を共有し、連携して事業を
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行っています。福祉センターのほうも公民館を含めた形で中間支援組織です。 

▲小島課長 

市民活動ネットワーク発足のときに市民活動団体をまとめて、指定管理を受けるに、市民活

動団体を NPO 法人化されたと。相当な準備がいると思いますが、その時の苦労について。 

▲伊藤理事長 

私どもは、市民活動支援センターはどんな機能を持ったらいいかを検討をする委員会の委員

でした。その中の 10 人くらいで責任取らなきゃということでNPO法人を立ち上げました。

NPO 法人でないと指定管理は無理なので、8 月末に検討委員会の答申を出し、9 月に作ろう

と。設立総会が 11 月。ものすごいスピードでやりました。 

▲小島課長 

それは市民の力でやったのですか？ 

▲伊藤理事長 

発足のときに責任を持ったメンバーが一人当たり 3 団体に所属しており、団体との関わりが 

強いメンバーでした。私たちが中心になりますから、NPO の会員になってくださいと声を 

かけて、今会員団体は 86 ですが、当時約 40 の団体個人が会費年間千円でなってくださり 

11 月に総会、同時に東京都に勉強に行き申請書を出し、7 月に認可。とにかく頑張った。 

▲小島課長 

たまたまこの会場があったからということではなくて、市民側の情勢が、意識が高かったと 

いうことも関係しているのでしょうか。 

▲伊藤理事長 

検討会参加メンバーがこういう施設がほしいと思っていますし、作るのなら市民の使い勝手 

がいいように作りたいと。熱意と勢いがあったということですね。 

▲小島課長 

多くの市が市民活動ボランティアセンターを通して社会福祉協議会が受けているようです

が、あすぴあと率直に意見交換したいと思ったのは、市民団体が NPO 法人を作り、そこが

指定管理を受けている。行政主導ではないのでそこら辺はぜひ聞きたいと思っていました。 

▲伊藤理事長 

市の仕掛けに乗ったのです。もちろん当時、協働の指定管理者制度というのができたぐらい 

の時代だったので市の組織、施設というのは指定管理になるとわかっておりましたので、こ 

れは委託ではなくて指定管理を受けようということで作りました。 

●中谷委員 

最初の検討委員会の中心メンバーはどういったジャンルの市民活動団体ですか？ 

●伊藤理事長 

私は図書館関係で、あとは子ども劇場、IT、環境、福祉などが枠なく参加していました。 

●亀井副委員長 

東村山のボランティアセンターは、あすぴあと似たところがあるようですが、小平市のボラ 

ンティアセンターとの協働はどういうふうに住み分けているのでしょうか。同じような活動 

をしているような気もしている。 

●伊藤理事長 

わりと福祉系の団体は向こうに登録していて、こちらはそこをひっくるめた間口が広い。同 

じ団体が登録していることもあるが、同じ感覚はない。NPO 市民活動ネットワークも社協 

の登録団体ですし、社協は NPO フェスタに参加していて、相互に協力しています。 

▲肥沼委員長 

自治体内部で中間支援というとボランティアセンターを想起しますが、対象や内容によって 

住み分けはありますが、メリットやデメリットは小平市やあすぴあさんで何かありますか？  

▲小島課長 

多くの市は無視できないのでは。既存がありますので。 

▲内田課長補佐 

土壌として市民活動が昔から盛んだったというのがあると思います。市民活動自体が支援セ 

ンターやボランティアセンターと連携してお互い良いところを取り合い、結びつきながら事

業を進めているのがメリットと思います。例えばボランティアセンターの情報をそのまま紹

介せず、みんなが作り込んだ形で提供するとか、そういう形でできればいいと思っています。 

▲田原センター長 
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子ども食堂に関心があるという相談がありました。社協、ボランティアセンターで地域の居  

場所という冊子を作っていて、そういえば載っていたと思ってお知らせしたら、その方は社

協に行ったということがありました。連携で相互に情報を持ち合うということができます。 

▲小倉理事 

公民館は趣味や成年教育的な科目が多く、ボランティアセンター、社協は福祉系の講座が多 

いが、市民活動支援センター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ま

す。例えば、NPO 法人の作り方や会計制度関係等は、公民館も社協もおやりにならない。 

●鈴木委員 

先ほどの AKVS 会議というのは、市のほうが呼びかけている形でしょうか。 

●内田課長補佐 

そうです。もともと公民館とボランティアセンターとあすぴあさんので、同じ中間支援組織

だから、お互いの連携、情報交換が必要というところから自然とできたということです。 

●鈴木委員 

その自然発生的に始まったっていうのは、そのときはどういうふうに？ 

●伊藤理事長 

センター長が公民館の担当者とよく話をしていて、やっぱり情報交換が必要という 話にな

り、最初は飲み会とか下準備もない感じでした。社協やボラセンにも声をかけて、顔と顔を

合わせた関係を作ったようです。今は市民協働が事務局となり、正式な会になりました。 

●鈴木委員 

中間支援組織が一個ということは、現実的にはあり得ないと思うので、そういうことができ 

ていくといいなと思って伺ったのですけれども、ありがとうございました。 

▲原田委員 

小平市の協働に関する指針の改正についてです。どういう形で誰がどうやって検証されて作 

られ、今回の改正はどういう形で、誰の管理で、市の職員の方達がやられているのですか。 

▲内田課長補佐 

当時の指針は計画のような感じで作ったもので、今回の改正で「協働の指針」という形にな

って、扱いが市の内部規範形になりました。主に市の職員が作っているのですが、ただ協働

の担当部署だけでなく、庁内検討会議がありましたので、一緒に協議しながら指針を作って

いるところです。ただ、協働って市民参加もありますから、あすぴあさんと協力して市民活

動団体と意見交換会を開いて、今指針について回答をまとめているところです。 

▲原田委員 

インターネット環境とありますが、これってどういう無線しょうか。有線で使われる時も無 

料で、会議室を使う方は随時使っていいと？ 

▲田原センター長 

会議室は有線の環境になっておりますし、交流スペースには事務用に使っている無線が入っ 

ております。ここ会議室まで及ぶときもあります。登録団体になりますけれども。割とここ 

の特徴はパソコン関係の団体の利用も多いです。他ではそういうサービスがないので。 

▲小島課長 

職員向けのハンドブックに載っている協働事業が 80 近くあるようですけど、例えば公園を 

管理してもらいたいとか、逆に行政側からこの公園を管理してもらいたいとかあったとき 

に、庁内検討委員会で、中間支援して調整しているという形になるのですか？ 

▲内田課長補佐 

公園については、正直公園課のほうで所管している形になるので、それを繋ぐというのはな 

いです。例えば連携できそうな団体はないか等の照会があればそれに沿うような団体を紹介 

したりしております。 

▲肥沼委員長 

小平市の協働をまとめた公共的サービスを、活動団体の活動目標とか、公共サービスの繋が 

りはお互いの認識が非常に微妙なところがある。そこがうまくあすぴあとか、団体との調整 

窓口で、うまく考慮されて協働課と連携を取って、苦労はされていると思うのですけれども。 

▲内田課長補佐 

市民団体さんが一歩前に行って、行政が付いて行けないというところがあります。ただ、 行

政はどうしても行政の課題を最優先になるので、どう枠の中に結び付けていくのかが課題だ

と思います。次回の指針では、市民活動支援センターとして、市の課題と向き合えるところ



 6 / 6 

 

は一緒に協働をし、経験を積んだ団体はまた地域の中で活動という様な形でできればよい。 

▲肥沼委員長 

小平市は東西に大きな市。エリアが広いので、支援センターがここにあり、市民の方のニー 

ズもあるということが具体的にご紹介頂けるようなことがあれば。場所的には、どこに活動

場所があるとご理解頂いているということがあれば。 

▲伊藤理事長 

先週 1 週間市役所にブースを設けて、知っていますかと聞いてみたら、出入りする方の半分 

は知らない。予想通りでした。きっとまだ発掘されていない団体がある。そこら辺は、ハー 

ドだけではなく、サービスというところをプラスアルファした手法をつくりあげたい。 

▲亀井副委員長 

市民活動ネットワークが指定管理者になってらっしゃいますが、競合相手はいますか？ 

▲内田課長補佐 

指定管理者の申込みは、市民活動ネットワークのみでした。社協も考えていたようですが、

正直、市民活動ネットワークしかいないと思っています。公募することで市民活動ネットワ

ークもいい研鑽を積み、開かれた形で切磋琢磨できる形になればと思っています。 

▲亀井副委員長 

一番、そういう部分でとなると、社協だと思うのですけど。 

▲伊藤理事長 

社協は、今地域包括支援センターをやっていらして、かなりお忙しくてそちらのほうに人員 

を割かれている状態ではないか。市民活動ネットワークも永遠に指定管理をしたいと思って 

いない。様々な大御所の団体ができて、競争ができるといい。難しいですけどね。 

▲亀井副委員長 

後継の問題は、十年ぐらい経つと年代別に皆さんそれぞれ高齢になって、次の世代の人たち 

が入ってさらにパワーアップする仕組み作りは考えているのでしょうか。 

▲伊藤理事長 

理事が 15 名定員となりまして、それぞれ都合があってお辞めになるかもしれませんが、そ 

ういう時になるべく若い方に入って理事が新陳代謝していくのが理想。世代交代をしていき 

たい。ただ、今後を考えると何とかしなきゃいけないと考えています。 

▲亀井副委員長 

新しいメンバーはここに載っている団体さんからピックアップしてというやり方ですか？ 

▲伊藤理事長 

そうですね。実際に活動している方でないと、なかなかできないでしょうから。 

○事務局 

時間の関係もございますので、このあたりで意見交換は終わらせていただきたいと思いま 

す。この視察で頂いた貴重なご意見等は、東村山市の検討委員会の中で共有し、活用させて 

頂きたいと思います。ありがとうございました  

 

 



小平あすぴあ視察報告（概要） 

１、 開催日時および場所 

平成３０年１０月７日（日）午後１時３０分～３時３０分  

小平市民活動支援センターあすぴあ会議室 

 

２、 参加者 

（委 員）：肥沼委員（委員長）・亀井委員（副委員長）・鈴木委員・中谷委員・原田委員 

（事務局）：小島市民協働課長・菊地市民協働課主査 

 

３、 概要 

平成 22年 4月に市民活動支援センター「あすぴあ」は、市民活動団体主体の自主的な運営を行っ

ている中間支援組織としてオープンしており、この施設の視察を通して、小平市で進めて来た市民

協働についてこれまでのあり方や成果・課題について小平市職員や施設を運営する市民活動団

体の方からの意見を当検討委員会の検討の参考にするために実施。 

 内容は概ね以下の今回のテーマごとに分けさせていただいた。 

一年目●・・・市民ネットワークの構築について 

二年目▲・・・協働の仕組みについて 

三年目■・・・市職員の意識改革について 

 

● 市民ネットワークの構築について 

・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する

中で地域の課題を情報共有し、その解決に向けて地域一体となるような取組を進めている。 

・これからの地域課題を解決していくには自治会等の地縁型コミュニティとNPO等のテーマ

型コミュ二ティが相互に知り合い、連携協力しあうことが欠かせない。 

・AKVS会議（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、同じ中間支

援組織として情報交換をしている。 

▲ 協働の仕組みについて 

・旧小川東小学校の「施設有効活用基本計画」が発表され、市民活動支援センターの運営は市

民参加でという概要が出たが、担える市民活動団体がなかったため、提言者の市民活動団体

が責任を取る形で、担い手となるべく後のNPO法人市民活動ネットワークを作った。 

・情報発信として「あすぴあ通信」、市民活動団体データ集『むすぶ』」の発行、ホームページ

とメールマガジンの運営と、Facebookの更新。センターの中のチラシを掲示や、団体紹介の

展示コーナーの設置。市民活動に関連する図書の閲覧貸出しをしている。 

・団体支援としてセミナー開催と講師派遣事業をしている。 

・普及啓発事業「NPOフェスタ」（市民活動の見本市）の開催。 

・相談事業として電話や窓口で会計やNPO法人の定款に関することや解散に関すること等。 

・事業報告概要版および諸団体との連携・協力実態調査報告書の作成 

・今後は市民活動支援センターを中心とした市民が市民活動を支える仕組みづくりを進める。 

■ 市職員の意識改革について 

・市民活動団体から協働事業の提案を公募し、市民と行政の協働推進を図っている。 

・職員向けのハンドブックを作成し、市職員向けの協働講座を実施している。 

・協働をすすめる１６課で構成する庁内検討委員会がある。      


