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会  議  録（要 旨） 

会議の名称 令和元年度２回市民と行政の協働に関する検討委員会 

開 催 日 時 令和元年１１月１８日（月）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）・熊谷委員・ 

鈴木委員・清水委員・中谷委員・武者委員・花田（礼） 

委員・浅沼委員・原田委員 

（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 

●欠席者：小久保委員・中野委員・花田（一）委員 

 

 

傍 聴 の 可 否 

可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
０人 

 

会 議 次 第 

 

1. 開会 

2. 議事 

(1) 令和元年度第１回検討委員会会議録について 

(2) 令和元年度第１回検討委員会ふりかえりと今後の予定 

(3) 協働の仕組みづくりに向けての検討 

3. その他 

4. 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】 

 〇委員長 

  令和元年度においては協働の仕組みづくりについて、協議していければと思って

おります。なかなか一度の会議の中で何か形が見えたり、何か成果があったりと

いうことではないのですが、着実に前に進めていくようにご協力をいただき、忌

憚のないご意見をいただきながら進めさせていただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

2.【議事】 

(１) 令和元年度第１回検討委員会会議録について 

○委員長 

 まず議事の一つ目「平成３０年度市民と行政の協働に関する検討委員会まとめ」

について事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 



2 

 

  それでは前回会議録の確認につきましてご説明させていただきます。配布資料１ 

の令和元年度第１回検討委員会会議録をご覧ください。前回会議録につきましては 

事前に配布させていただきましたので、修正等がなければ、委員の皆様のご了解を 

得られたものとして考え、近日中にこの内容で、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。 

（一同異議なし） 

 〇委員長 

今説明がございました内容で修正等がなければ、この内容で公開をさせていただき 

ますがよろしいでしょうか。それでは皆さん確認をいただいたということで進め 

させていただければと思います。次に、次第に沿って進めさせていただきます。 

 

（２）令和元年度第１回検討委員会ふりかえりと今後の予定について 

 ○委員長 

  それでは次の「令和元年度第１回検討委員会ふりかえりと今後の予定について」

事務局より説明をお願いいたします。 

 ○事務局 

それでは令和元年度第１回検討委員会のふりかえりと今後の予定について確認と 

報告をさせていただきます。会議資料２ページ（２）を御覧ください。令和元年 

度第１回検討委員会におきましては平成３０年度市民ネットワークの構築につい 

て３回の検討委員会を行い、そこで出された意見を➊➋のようにまとめさせてい 

ただきました。まず➊の実施案の市民活動団体のリスト作成についてですが、２ 

ページ中段の今後の予定のところでお示ししましたように、①～④にわけて順次 

依頼し進めてまいりたいと考えております。また、前回、リスト案についてご意 

見をいただいたところでございますが、その後、意見の調整等を図りましたとこ 

ろ「行政や他の市民団体、企業に共通のキーワードを持たせたほうがより協働が 

進むのではないか」「その中で行政との関係を考えるとＳＤＧｓの１７の目標な

どを共通の目標として取り入れたらどうか」という意見をいただきまして、当市

の総合計画でも、それぞれの計画の目標として取り入れていくものでございます

ので、共通のキーワードとしてふさわしいと考え、前回案に加えさせていただき

ました。またこのレイアウトについては今後調整をさせていただくこともありま

すが、基本構成はこの内容でスタートしたいと考えております。 

そしてリストをどのように活用するのかについても、第１回検討委員会でいただ 

いたところですが、その意見を踏まえ、２ページ下段の今後の活用欄に設置場所、 

更新頻度、協働に関する相談、情報発信などについてまとめさせていただきまし 

た。 

続きまして３ページをご覧ください。上段➋実施案「地域開催やテーマ別の開催」 

についてまとめさせていただきました。実施案につきましてはすでに実施済では 

ありますが、下記のような今後の予定と今後の活用のとおりに行ってまいりたい 

と考えております。以上、第１回の検討委員会のふりかえりと今後の予定、活動 

についてのご報告です。 

  〇委員長 

ありがとうございます。平成３０年度については市民ネットワークの構築という 

ことで、大きく二つのテーマでご意見をいただきながら事務局のほうで今回考え 

させていただき、これも一部前回の会議の中でも確認をさせていただいたところ 

でありますが、その中で少し変更したのがこのシートです。特に団体の皆さんか 
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らいただくリストに使うシートについては、ＳＤＧｓの考え方を示して市民の皆 

さんの持続可能な取り組みを意識しながら進められるようにこのキーワード（目 

標やゴール）を一つの共通の目標・目印ということで取り入れさせていただきま 

した。こちらは、今後の予定の中でリスト作成を進めていこうということでござ 

いました。また❷の地域開催についても、前回事例紹介がありましたが、そこを 

一つの事例として今後も継続的に可能な範囲で少しずつスタートしていくという 

説明であったと思います。前回のふりかえりについても今年度の協働の仕組みづ 

くりの中でご意見をいただければと思います。ふりかえりの部分なので前回と説 

明が重複するかと思いますので次に進みます。それでは、今年度の大きなテーマ

である協働の仕組みづくりに向けた検討について、事務局よりご説明をお願いい

たします。 

 

（３）協働の仕組みづくりに向けての検討 

 〇事務局 

それでは資料３ページの中段から下段にかけてご覧ください。前回はそちらの表 

にあります「協働のかたち」について東村山市の現状を確認いただきました。こ 

こでは１年目、平成３０年度は市内の市民活動団体を「リスト化」することでネ 

ットワークを広げていき、「地域開催」をしていくことで団体同士のつながりを強 

めていくことをまとめさせていただきました。そして２年目、令和元年度第１回 

検討委員会では東村山市の現状を共有し、中間支援機能を担う組織がないことや 

コーディネートする仕組みのないことなどを確認いただきました。しかしながら、 

現状全くないということではなく一部中間支援機能を担っていただいている団体 

もありますので、この現状を踏まえ、今回は東村山市にはどのような協働の仕組 

みが必要かご検討をお願いしたいと考えております。 

  〇委員長 

今年度検討の「協働のかたち」のイメージ図の部分について左側が一年目の平成 

３０年度中に協議した市民ネットワークだと思います。真ん中にある協働事業の 

実施というところをいかに広げていくか、市民活動をされている皆さんと一緒に 

いかに行政の課題や地域の課題に取り組んでいけるか、協働事業として幅を広げ 

ていくための中間支援機能が今後東村山市の中で十分に機能していく方法だと思 

います。東村山市でも既に一部の団体の活動が中間支援機能を担っているのでは 

ないか、また小平市のように連絡会があり、機能をきちんと役割分担した中で連 

携していくことで、東村山市としても中間支援を進められるのではないかという 

ご意見も前回の会議でいただきました。改めてこの点についても、ご意見をいた 

だきながら進めさせていただきたいと思います。 

〇委員 

必要なのは協働事業をやるのに、こことここを結び付けてこういう事業をやるの 

はどうかというサジェスチョン（提案）ができるコーディネーターがいることだ 

と思います。環境も福祉も子育ても人権関係も繋がりを持っている人が集まって 

連絡会や協議会ができないかと思っています。そこで、今後このシートができて 

本当にやる気がある人の相談に乗れる体制を作り、どこかのＮＰＯと結び付け、 

あるいは行政的な課題とマッチングできる。行政の担当と話をする道筋を付けて 

いくことをやっても良い。当然市民協働課も入った連絡会を作って個別の相談に 

乗っていくものを何か作ってみてはどうかと思います。我々ＮＰＯや任意団体の 

人はボランティアでやるしかないと思う。市民協働課の方はその中で繋ぎ役を担 
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当する。それが一番現実的ではないか。ここにいる方々がＮＰＯを立ち上げるの 

は厳しいのが前提であれば事前にさっと来てやるというのも有りではないか。 

〇委員長 

新たに中間支援をするＮＰＯや事務局を立ち上げるよりは、今それぞれ持ってい

る情報やネットワーク、人の繋がりなどで共有したらどうかというお話と思いま

す。キーワードとしてはコーディネーター役ということになりますが、どういっ

た方がどのくらいの割合（人数、規模）でということかと思いますが、もちろん

その中にも行政が関わりながら協議していくということだったと思います。 

〇委員 

そもそもこの中間支援機能を持つ前に行政の課題と地域の課題があまりよく見え 

ていない。東村山で民間事業者提案制度というものがあり、取り組んでみないかと 

いう話もありました。できれば行政課題や地域課題を可視化できれば、それを解決 

するアイデアや繋がりは持っているのです。そのほうが商工会や企業としてはやる 

方法が見えてくる。加えて多くの市民団体がいるので、もっと組んでやれば様々 

なことができやすいと思います。 

〇委員長 

これはたぶん事業者や民間提案という話だけではなく、おそらく今市民活動団体の

皆さんもどちらのほうにシフトしていくか、どこに向かっていくかということにお

いても必要な情報であると考えられます。ただ、具体的にどのように表に出してい

くかは非常に難しいところがあるかもしれないと思いました。 

 〇事務局 

今は受け皿もない状況なので、行政課題がどのようなものか市民協働課でも把握 

していないものもあります。意見をぶつけられる所や組織もなければそういった 

議論もないのでそこをどうしようかと考えていました。行政側からの悩みや相談 

があればそれを具体的に解決できるように、市民団体でも、それはあると思って 

います。その受け皿もそうですが、組織が必要なのか機能充実だけで良いのかと 

いうことも含めてご議論いただくと良いのではないかと思います。 

〇委員 

市民活動団体だけだと自分たちの活動で精一杯で難しいのが現状だと思います。 

商工会や企業や個人など多様なコーディネートがないと進まないのではないか。 

この会議体のメンバーで連絡会をつくり、多様な関わりを持った方が来たほう 

が、より複合的な形で事業が成立すると思います。そこに行政も入れば行政課題 

と合致することもあると思います。それが中間支援機能の充実にどう落とし込み 

をしていくかは皆さんと意見交換をしたいが、その幅があると思います。 

〇委員 

多くの団体が協力しないと成り立たたない課題が多くある。単独グループに市が 

お手伝いをするより、多くの団体が協働した所に市も参加するほうが、リアル感 

がありますので、先ほどの連絡会にはとても賛成です。そして民間企業の社会貢 

献が進行していることから、民間企業が課題解決に向けての力になるわけです 

が、今はパイプがないので繋がっていける協議体がほしいと思っています。実際 

市民団体でボランティアをやるにも、いま働き盛りの人たちには余裕がないの 

で、実働力は民間企業の社会貢献がずっと持っているのです。構造はそういう視 

点をもったほうが良いのではないでしょうか。 
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〇委員 

ボランティアのコーディネートも難しくなっています。複雑な問題を持つ方が増 

えて、登録ボランティアだけではマッチングは難しく社会福祉協議会の中での連 

携や地域の様々なネットワーク等を活用しても難しいので、様々な所へ目を向け 

てどんな方々が関われるかを模索しているところです。今、総合相談事業の充実 

に取り組んでいまして、解決できなくても、それをどこに繋ぐかを組織の中で検 

討し始めています。困りごとの蓄積、検討する場、検討も様々な立場での視点が 

必要だと感じています。今日の議題について、どんな困り事があるかをこの検討 

会の方々が問題共有をすることから始めることが必要だと感じています。 

〇委員 

中間支援組織が注目を浴びたのは災害時でして、特に東日本大震災で様々な団体 

が被災地に入った時に情報が一本化されず、非常に困ったのです。このような時 

に様々な情報を提供したり団体を束ねたりする機能が必要なのですが、その地域 

の幅広いネットワークを作り、そこにコーディネートをする者が複数いると中間 

支援組織になると思います。現在も百以上の災害ボランティアセンターがあって 

様々な団体が被災地に入っていますが、とても目的がはっきりしているからこそ 

やりやすいのですが、東村山市として中間支援組織を何の為に作るのかという目 

的をしっかり持っていないと、ぶれてしまうのではないかと思っています。 

〇委員 

東村山市は民間提案制度を今年から始めました。内容はテーマフリー型と言いま 

して、市から指定をせずに民間事業者または団体の気付きでこんなことができる 

という提案をいただきます。もう一つ、サウンディングがあります。市はこんな 

ことを考えていてこんなことをやりたいけれども、市場性はあるのか事業として 

成立するかを事前に民間事業者の方々と対話形式でお話をしています。民間提案 

制度も対話でかなり時間をお互いに割いて話し合いをしている状況なのです。 

まず段階として対話をする場がないというのが一つ元々の課題であったと感じ 

ました。そういう中ではコーディネーターが集まるのも良いと思いますし、そう 

いう場で様々な方々が私の困り事はこうですと言うと、行政側もこういうことが 

ありましたというような対話を通じて、実際に何をしなければならないのかが見 

えてくると思います。対話の場を作り上げていくことが重要と感じています。 

〇事務局 

場の設定についてですが、今は行政と市民の協働を考える会議でやっていますが、

おそらくそういう相談も出てくると思います。その時は、例えば市民団体同士であ

ればよろず交流会にお願いするなど、もし連絡会等を作ったとしましたら役割を決

めておきたいと思います。先ほど委員の意見で目的意識を持つことがありました

が、しっかりと協働があって役割を決めないと、行政以外の市民団体同士で協力し

たいという時に、小平あすぴあのような機関があれば良いのですが、そういう時に

相談に乗って役割を一つ担っていただくよろず交流会や、ボランティアでしたら社

会福祉協議会の皆様のご協力がないとそういった連絡会は成り立っていかないの

ではないかと思っているところでございます。 

〇委員 

今回、東村山市で取り組んでいる民間提案制度も含めて、基本的な考え方で対等 

を強く打ち出しています。行政側が上で、行政が仕事をするではなく、得意な人 

が得意なものをできるのが良いと考えていて、民間事業者や行政がやったほうが 

良い場合もあるし、市民団体がやったほうが良いこともあるので、その辺は市民 
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との協働の中でも考え方としてはあると思っています。 

〇委員 

二つあります。一つは協議会として充実感を得るためにボランティアをしたい人 

ではなく、ある程度自分で考えてこれをやりたいと言う人にコーディネートして 

いく体制が大前提ではないかと私は思っています。こういうことを実現したいと 

夢を持っている人に対して、われわれがサジェストしていくべきだと思ったのが 

一つです。それから二つ目は行政課題の見える化ですが、市民の目線から見て、 

ここが足りない、またはこうしたいことをわれわれ組織はサポートしていくべき 

だと思います。結果として行政課題に合っても、最初から行政課題がこれだから 

何か協力してほしいというのは少し違うのではないか。これは私の意見です。 

〇委員長 

非常に有効なキーワードがいくつか出てきました。市が取り組んでいる民間提案 

制度やサウンディングの話の中で、課題の掲げ方があらかじめ地域や行政から示 

すものなのか、活動や市民の生活を通じて産み出し築いていくものなのか、双方 

なのか。それから、コーディネートすることであると、相談の受け皿や人を紹介 

するのが活動として必要になってくると思います。事務局の振り返りの話の中で、 

ファイルリストを誰もが自由に閲覧できる場所と申しておりましたが、今は行政 

のフロア改革が行われている中で自由に閲覧ができ、相談ができる場所を何とか 

作り出したいところであります。具体的にいつという話ではないのですが、いま 

事務局も関係部署と協議をしながら進めています。そういう場所があり、その窓 

口で問い合わせができて相談したとしても全てが市民協働課で解決できるわけで 

はないのですが、得意分野の皆さんやよろず交流会や社会福祉協議会といった既 

存の団体と結び付けていくことをイメージできると思っています。もう一つ、３ 

ページ目のイメージ図の下の部分ですが、東村山市の現状でいくつかキーワード 

が出ております。中間支援機能をいかに目的に沿って充実させるか、受託可能な 

組織は先ほど単体で立ち上げるのは難しいと言っていましたが、それ以外でも別 

の形がある場合も含めて事務局でキーワードを挙げております。その他、皆さん 

から気が付いたこと等があればご発言をお願いします。 

○委員 

委員から先ほど行政課題は脇役でというお話があったのですが、市民にとって市

役所、公というのは本当に困った時の最後の保険なのです。困らないうちは市役

所に足を向けないし、気にもしないです。市民活動は何をやっているかというと、

そこに行く手前のことで、市民が相互で元気になってあまり市役所に行かなくと

も済むようにするのが市民活動ではないかと思っています。命に関わる重い部分

はボランティアや市民には取り扱えないので、それはしっかり予算を付けて人を

雇って公的な所が保障するべきところで、私たちがやるのはそこではなく、元気

で過ごすようにすること、命に関わる重い問題に発展しないようにするというの

が役割かと思います。しかしその段階の困り事についても結構市の窓口には相談

に来ていると思うのです。市役所というのは実は困り事を結構わかっているので

はないかと思うので、行政の大きな仕組みの課題については結構ですが、窓口で

聞いた市民の課題についてはどんどん情報提供してほしいと思っています。 

〇委員長 

確かに、市民の方々が活動できる領域と、行政だけではないのですが本当に確実 

に手を差し伸べて命を落とさないようにしっかりフォローしなければならない役 

割とは、やはりそこは線引きがあるのだと思います。そこを隙間がないように、 
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交わらせていくというのがまさに必要なことで、そこは途切れたり溝があったり 

すると十分ではないのかなと話を聞いて感じました。 

〇委員 

私たちは商売人ですから商売に繋がる話もありますが、結果的に商売に繋がって 

解決する話を中心にするべきだと思います。社会福祉協議会にはボランティアセ 

ンターがあるにも関わらず困っているとおっしゃっていて驚きました。よろず交 

流会に出てみて、青年団体や自治会、商売中心のボランティアに近い団体等様々 

あるのですが、それも連携が取れていない気がしました。よろず交流会はＮＰＯ 

法人やまちジャムがいて、お馴染みの顔見知りですが昔からあるいわゆる保守本 

流といわれている団体との繋がりがなく、ここが連携できれば全体的に繋がって 

いくと思います。連絡協議会でそれぞれ持っている課題や困り事が話されて蓄積 

されていくような密な協議が定期的に行われるというのが、まさに中間支援機能 

組織そのものになるのではないかとイメージしております。 

〇委員長 

既存団体同士ですと顔を知っている範囲になってしまうのですが、やはりそれを越 

える連携や連絡会、協議体があれば広がっていくのだと思います。 

〇委員 

やはりどうしても、新しい市民活動団体と既存の昔からの団体には溝があるので

す。そこで交わったり、関わったり、こういう人たちがこういう活動をしているの

だというのを昔からの地域社会の中にオーソライズする為のコーディネーターと

いうのはまさに行政だと思うのです。行政に非常に良い登録カードの見本ができて

いますが、第５次総合計画のＳＤＧｓという、皆これになぞらえようという素晴ら

しいテーマがなされているのですが、こういったものを新しくできた団体や今から

立ち上げようとしている市民活動、まさに何かを解決するような気概のある団体が

登録させていただいて、然るべき団体ということでオーソライズされ、地域の中で

認めて繋がっていけるということが非常に重要な気がいたします。 

〇委員長 

行政もきちんと協力をして、先ほどカードの話も出ましたが、そういったものは 

整えまして、行政と皆さんが一緒に相談ができる場があるようにしていきたいと 

思います。特定の団体だけを推すというわけにはいきませんが、活発に活動され 

ている団体の方々やその活動目標について共有できていれば、十分紹介をしたり 

共有をするということも可能ではないかと思いました。 

〇委員 

先ほど市がいろいろな困り事をわかっているというのはもちろんその通りなので 

すが、逆に市民団体の皆さんが、「そんなところまでできるのですか。」「こんな分 

野もやられているのですか。」ということは、そのカードを通じて我々も知ること 

ができ、そういう意味でこのカードやリストに非常に期待をしたいと思います。 

〇事務局 

第５次総合計画にもあるように、１７の目標に該当することを行政でもどのように 

反映できるか考えております。ジャンル毎に分けてリストを参考にし、活かす末は 

考えなければなりません。行政と市民団体の関係をここで考えて協働に繋げる時 

に、とても良いキーワードになると思います。協働の究極の目的は地域課題の解決 

という目的であり、これがぶれてしまうと協働自体が目的になってしまいます。 

どういう組織にして良いのかというのもぶれてしまうと思うので、その地域課題の 

解決の部分は矢印を双方向にしていますが、そこが一番大きな課題だと思います。 
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解決するために中間支援機能をどうすれば良いかも考えていただければと思って 

います。行政の課題もありますが、地域課題を解決するために相談をできる所が今 

はありませんので、中間支援のノウハウを持っている民間や市民団体で地域課題を 

解決していただいても良いですし、行政に行く手前でそれができていれば一番有効 

な方法だと思います。行政まで上がってきてしまうような地域課題は、その交通整 

理も組織でしていくのであればそこまでできればと考えています。 

〇委員 

ＳＤＧｓを出したことはとても良いと思います。この１７の目標で私が一番の肝 

だと思っているのが１７番目のパートナーシップです。一企業だけでは課題解決 

することはできないので、企業がどうパートナーシップを組んで協力をして社会 

課題を解決していくかが大事だと思うのです。一つの団体、ＮＰＯが一つの社会 

課題を解決する為に活動はしているけれども、一団体だけでその社会課題を解決 

することは難しくなってきているのです。その時にパートナーシップを皆でどう 

組めるのかということが大事だと思います。そのために、このＳＤＧｓがここに 

加わっているということは非常に良いことだと思っています。 

〇委員長 

ＳＤＧｓに関しては、企業やわれわれ行政側もここで頻繁に耳にしますし、企業 

なども積極的にこれに取り組んでいるということです。世界規模ですでに取り組み

が始まっていますが、ＳＤＧｓの考えを取り入れて何か新しいことをやるのではな

く、普段やっている活動がＳＤＧｓの目標やテーマに繋がっていますというアナウ

ンスをしています。例えば、子どもがハイキングに行くのにおにぎりを持って行く

けれども自分が食べる大きさで持ってきて残り物を出さないということは当然飢

餓や食品ロス・環境にも繋がっているというように、簡単なところからの導入とい

うようなお話なのです。おそらくこれから普段の生活の中でも、きっとこのＳＤＧ

ｓというキーワードや目標が身近に見えてくると、活動されている団体の皆さんや

企業の方などは、もっと身近になり、目標が共有に繋がるのではないかと思ってい

ます。 

○委員 

この中間支援組織は民間の人たちが繋がる方向性なのですが、課題を解決する為に 

行政と話をするのに、その団体が行政の中を一つ一つ回っていくのか、あるいは行 

政は行政の中で中間組織を作るのか。民間だけ中間組織を作っても行政の中に中間 

組織がないとかなりパワーがいるのですが、その辺をどう考えていますか。 

〇事務局 

行政とのハブは市民協働課だと思っています。当市の現状を考えると、そういった 

組織を作る始動段階では当課が間に入らざるを得ないと思います。率直に申します 

と、行政に上げたほうが良いのかという課題もあると思います。そこは民間同士で 

話し合って解決できる問題もあると思うからです。例えば家の前を直して下さいと 

いうのは管轄が違うと思います。団体がどんな地域課題を持ってくるかは今の段階 

では分かりませんが、他の団体が解決できることもあると思いますので、その交通 

整理も含めて話し合う場も必要なのではないかと思っています。 

〇委員 

例えば、どこかの町内会で空き家があって非常に困っているという時に、その空き 

家を活用して自治会の活性化や高齢者対策などができないか模索をしたいという 

人が出てきたとします。その場合、先ほど言ったコーディネーターの方とまず相談 

し、そしてその場には市民協働課が出てきて、この話はもしかしたら管轄が環境・ 



9 

 

住宅課かもしれないし生活福祉課かもしれないというように最初はなかなか一回 

で繋ぐことができないと思いますが、議論していくとやはりこれは行政でないと対 

応できないというのがはっきりしてきた時に、おそらく市民協働課経由で話をして 

いただくことになるのではないかと思うのです。そういうイメージなのではないか 

と思っています。一回でいきなり陳情を行政に持って行くということにはならない 

と思います。もしかしたらＮＰＯや自治会で解決できるかもしれないという議論に 

なるのではないかと思います。それから、コーディネーターは複数必要だと思って 

います。しかし、コーディネーターだけではやはり問題の解決はできないので、今 

申し上げた行政の関与も、民間企業の関与もあるかもしれません。そういう所に相 

談を繋げるようなシステムを作ったほうが良いと思います。まだイメージが漠然と 

していますが、どういう相談がきてもコアになるのがコーディネーターで、そこが 

どう繋いでいくかという話になると思うのです。協議会という体裁を取っておいて 

何かの時にはとにかく相談に乗ってくれるシステムができると良いと思いました。 

〇委員 

協議会や連絡会であれば定期的に開催されるイメージではないかと思います。そう 

すると、緊急課題の困り事に対するスピード感を持った解決ができ、繋いでいける 

方法としてはどうすれば良いのでしょうか。これが今回の連絡会なり協議会なり中 

間支援のイメージにおいての大事な部分になると思うのですが、それで市民協働課 

に話が一度全て集中するのは少し違うのではないかという気がします。意見という 

よりは私の疑問で、どうすれば良いのだろうという課題の投げかけです。 

〇委員 

私も自分が相談したらと考えてみると、子育てではない分野に取り組もうとした時 

には、直に行くよりどこかを経由したほうが早いと思いました。また、環境のこと 

に取り組もうと思ったら、同じ行政でも、私が普段やり取りしている子育ての窓口 

の方に聞くよりも、環境分野の委員さんに聞いて、あの人の所に行ったほうが良い 

と教えてもらったほうが早いと感じます。そのほううまく繋がると思うわけです。 

行政に繋いだ時に窓口の対応はとても大きく、そこで話が終わってしまうことが非 

常にたくさんあるのです。やはり両方でやっていけるようなこと、土壌を耕すよう 

な形というのがないと、どんなにコーディネーターが頑張ってもシャットアウトと 

いうことではなかなか難しいです。その交通整理はどのくらいまでやるのだろうか 

と思います。それができていかないと、信頼関係ができないと思います。それが 

できてくると、行政もこういうことを今考えているのですがどんな団体があります 

かというように聞いてくれる可能性が出てくるのではないかと思いました。ハブに 

なっている人がどのくらいのネットワークを持っているかということやどういう 

ことを聞くと良いかというのがリスト化されていると、直に協議会を開催しなくて 

も、例えば私が環境のことを相談された場合にリスト登録者の方に電話してみると 

いうようにできれば話がとても早いのではないかと思います。 

〇事務局 

いま委員がおっしゃったように、そこの醸成は大切だと思います。リストを分けた 

段階で協働のノウハウを持った団体も公開している関係もあり、その団体をどう取 

り込んでいくかを考えています。きちんとしたノウハウを持って連絡会をやらない 

と何でもかんでも相談というのは大変ですし、こういった中間支援の組織に行政が 

入るのはいびつな形だと思うのです。始動で入るのはやむを得ないと思うのです 

が、一方で市民団体を醸成していくのもこちらの目的でないといけません。ずっと 

中間支援を市民協働課でというのは少し違うかと思っております。現在協働をして 
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いる５０事業の団体にも何らかの形で協働したいか、これから協働したいかという 

ところでリストの振り分けをしています。そこに相談すると協働するにはこういう 

ことが大切だというノウハウがわかるかと思いましてこの様なリストにしました。 

 〇委員長 

何かやりたいではなく、いま子育てをやっているけれども具体的なテーマを持って 

何か進めたい、具体的なイメージを持って進めることで相談に行って連携を求める 

ことで繋がりが初めて出てくるということです。やはり何かをぼんやりやるという 

よりは、自らが具体的な目標や方向性を持っていくとマッチングがされやすいし、 

繋がりやすい、相談も受けやすくなるのではないかと思います。 

それから、庁内の推進体制というのは、三年目の議論で行政の内部や協働をいかに 

進めていくのかという心構えにも繋がるのかもしれませんが、そういったものが、 

バランスよく整って進めることで協働を進めてくという気持ちに繋がっていくの 

ではないかとお話を伺いながら感じたところです。 

 〇事務局 

協働ですので連絡会をやる中で協働の形にふさわしいのか、もちろん究極の目的 

が地域課題の解決なのでそこに本当にその人が繋がっているかという協働の認識 

を持ってもらうことが大切です。協力なのか協賛なのか様々形はあると思います 

が、結局協働に繋がっていなければ中間支援で扱う意味もなくなってしまうので、 

団体同士が交流したいというのをここで支援するのは少し違うと思います。自分 

たちの目標が地域課題と合致していないと協働の意味はないのではと思います。 

交流や、行政も含めてもちろん自治会同士が地域課題の解決をということであれ 

ば活性化委員に相談するであるとか、他の自治会と協力して地域課題を解決した 

いということであれば連絡会などで調整しても良いと思います。例えば、組織で 

協働に繋がらないところや団体同士の交流をどうするかということは少し違うの 

ではないかと思います。交流だけがしたいならよろず交流会に行ってくださいと 

いった振り分け先があると思うのです。ボランティアをしたいのであればボラン 

ティアセンターにお願いするなど、適切に振り分けなければならないと思います。 

何でも協働したいわけではないと思いますので、行政への要望までここで対応し 

ようとは私どもも思っていません。こういうことで地域課題を解決したいのだと 

いうことをここの連絡会で協働に繋がるようなイメージでやっていければ良いと 

思います。協働の目的を忘れてしまうと団体が相談してきたら何でもここでやる 

ということになるので、一線を引いて分けなければならないと思っています。 

〇委員 

ただ、協働かどうかは最初からわからないと思うのです。だから議論していろいろ 

考え抜いて、やはりこれは協働事業でやったほうが良いという結論のケースが多い 

ため、ある程度間口は広げざるを得ないと思います。少しでも地域を良くしたいと 

いう想いを持っている人であればある程度は相談に乗っていかざるを得ないと思 

います。結果的にそれはよろず交流会になってしまうのかもしれませんが、とても 

良いことをやる芽はあるかもしれないのでそれを潰すわけにはいかないので、ある 

程度は話を聞いてあげなければならないと思っております。 

 〇委員 

要は交流しないと知り合えないし、課題の共有や何が課題かを知る場さえもないの 

で、当然スタートは交流だと思うのです。その中で何を協議するか話し合うのです。 

その場に市民協働課がいてくれて話を小耳に挟むというイメージです。中間支援に 

繋がっていく交流のイメージは、行政と切り離されている感じが良いと思います。 
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単なる交流会でしたら確かに自分たちでやれば良いと思います。 

 〇委員 

最初から協働とはなり得なくて、お互いを知ってここはこういう強みを持っている 

とか、いざという時はここと繋がれたら良いなということは、知る・繋がる・交流 

から始まると思いました。もう一点、地域から上がってきた困りごとを自分たちの 

問題として考えられる仕組みもその共同体の中で考えていければ良いと思います。 

やはり自分の町、東村山って良いなと思えるように、今こんな困り事があるけど自 

分たちが何とかしなければというふうに育てていくことが市の行政課題の解決に 

も繋がると思いますし、市民力・福祉力を上げるところにも繋がると思います。ボ 

ランティアセンターでは子どもたちの関わりも非常に強くありまして、アンケート 

を取ると自分の希望する時間なら活動しても良いというご意見がありました。その 

子たちに添った活動を教えるとか、地域にこんなことがあるから一緒にそれを解決 

する仲間になりませんかということで働きをしていくことも、今考えている中間支 

援組織の中の一つのこととして捉えても良いのではないかと思いました。 

 〇委員長 

いま中間支援機能や連絡会の役割も含めてお話をいただいて、現状の課題もあった 

と思います。いずれにしても連絡会なり協議会といった連携ができる所ということ 

は皆さんにも共有をしながら、そういった体制作り、あくまでもこれについては活 

動していく上で協働に繋げていくようなコーディネートや連携を支援していく役 

割を担った連絡会になり得るかということだと思います。たぶん今日はこういう話 

をしているのですが、例えばメンバーやヒントの話、何か相談があった時にどう具 

体的に手続きをしていくかというところに踏み込んでいくと、まだまだ課題は出て 

くると思います。今事務局のほうで持っているイメージや、いま話を聞いて事務的 

に進めた中で、この場で共有したいことなど、何かあれば教えてください。 

 〇事務局 

社会福祉協議会に地域懇談会というのがありまして、地域課題がその中でもかなり 

出ていると聞いていますので、こんな地域課題が出ているということを社会福祉協 

議会からお伝えすることも含めて連絡会の中で調整できればと思います。よろず交 

流会には運営委員の一団体として市民協働課が入っていますので、その交流会の中 

で最初は交流が大事ということもあったので、課題の共有という意味でもよろず交 

流会にも入っていただきたいと考えております。そこでの調整を図りながら、相談 

があった時に対応できるようにしたいと考えております。それぞれ得意なジャンル 

の方が入るのは課題によって重要だと思いますので、ジャンルごとに相談があれば 

相談できる人を醸成していきたいと考えております。要するにコーディネーターの 

醸成をしていきたいというのが、その連絡会の中での課題だと考えています。 

 〇委員長 

今の社会福祉協議会の地域課題の吸い上げや、いま持っていらっしゃる課題と言い 

ますか提起をするにあたっての懸案事項というような、今後こんなことがあると進 

むのではないのかということがあればご発言をお願いします。 

〇委員 

社会福祉協議会の地域懇談会は、基本的には第５次の地域福祉活動計画（住民活動 

計画）が昨年度策定されたので、それをもとに地域に入っております。その中では 

４つの重点プロジェクトがありまして、最初に萩山町であいさつ運動が始まって、 

そこから見守りもプラスしていったのですが、この地域で皆さんだったらどんな活 

動が必要なのか、どんな活動ができるのかということを考えていただいています。 
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それだけではなく、防災について考えたいというのもありますし、災害をテーマ 

にしたいというのもあります。全ての町はまだできてはいないのですが、それぞれ 

地域特性があり、課題もあります。買い物難民で、これからどうしたら良いかとい 

う地域課題がある町は、職員や様々な人が近くの商店に行って交渉するとか、バス 

が出せないか等を地域の人と一緒に話し合っています。社会・地域課題はその地域 

の人と解決をしていくのですが、そこに例えば商工会の青年団関係の人が来ていた 

だくと、もっとこんなことできるという新たな気づきができるのではないか、我々 

が知らない情報を出してくれるだけでも広がりが出てくると思います。そのような 

プロフェッショナルな方が入ってもらえると地域は活気づくと思います。 

 〇委員長 

町ごと、地域ごとに課題やテーマが変わってくるということもありましたが、そう 

いうものが蓄積されてある程度町のカラーができて、それが先ほどあった相談や協

働の次への繋ぎのきっかけになることがあるかもしれません。もう一点、今回１年

目で議論した交流会等々の地域開催も継続してやっていくことによって地域の情

報やカラーや課題なども情報共有していけるのではないかと思いました。 

〇委員 

いかにやる気のある人を見つけ出していくかが重要なポイントだと思っています。 

そういう人を何とか見つけ出して成功事例を一つ二つ作っていくのが非常に大事 

な話で、それが成功すると各自治会も成功事例にのってくれるかもしれませんし、 

本当に新しい視点からのＮＰＯも出てくるかもしれません。まだ言っていなかった 

のですが、市民協働課として当面はやはり関わらざるを得ないと思っています。私 

も将来的には市民側だけで運営できるのがベストだと思っています。でもやはり今 

の段階では市民協働課が入っていただかないと空中分解しかねないし、信頼関係を 

醸成することに援護射撃していただきたいと思いました。 

〇委員長 

市民協働課の役割、行政施策の担当としても、この中間支援機能ひいては協働事業 

を安定的に進めていくということが大きな目標でもありテーマでもありますので、 

そこはきちんとレールに乗って進むようにするための関わりは必要になってくる 

と思います。当然この連絡会や協議会の中でも関わりながら進めていくことだと思 

いますが、いつまでとかどの範囲でというのはその都度判断していくと思います。 

もう一つお話があった中では、成功事例や、進めてみてどういう結果でどれだけの 

割合であったとしても実際に取り組んだ実績が必要だとすると、本当に大きな組織 

や体制を整えるのも大事なのですが、速やかにスタートが切れる体制作りを無理の 

ない範囲で進めていくのも大事かと思いました。皆さんで言い残していることや、 

キーワードとして何かお持ちであれば、もう少しご発言いただければと思います。 

〇委員 

机とテーブルを用意したいという話が前回ありましたが、今回まで出てきた内容で 

言うと、そこにコーディネーターと市民協働課がいると思います。そうしますと、 

そこにどのくらいの頻度で皆さんは出てこられるのかと思うのですが、単発の何回 

かであれば皆さんはボランティアで出られるかもしれませんが、どうであろうと、 

一年間を通して人を配置となると予算化も必要だと思います。ボランティア活動費 

というレベルであったとしても息が続かないと思います。 

〇事務局 

もちろん市民団体同士が相談できるようなスペースにリストを置くというのは市 

民協働課でも考えていますが、ちょっとした相談ができる所というイメージまでし 
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かまだ持っておりません。 

 〇委員 

市民協働課とやるということですね。 

 〇事務局 

一時的にそこは聞くしかないと思います。私案ですが、例えばリストを色分けして 

おく、相談先のコーディネーターの色だけ変えておくといったようなことがあると 

思います。何でも市民協働課に相談すれば良いとなると中間支援にはならないの 

で、代表の方にそのジャンルについて相談をいただくなど、ある程度役割を決めて 

いけるような連絡会にしていかなければならないと思っております。 

〇委員長 

連絡会や協議会は、その情報のバックヤード的な連携ということだと思います。 

先ほども言ったように、窓口にそのリストがあっていつでも閲覧や相談ができると 

いうように、一時的に市民協働課の窓口に来ていただいてリストに載っている団体 

を紹介、またそれ以外でも先ほど複数のキーワードがありましたが、ここの連絡会 

やこのメンバーの皆さんに紹介をさせていただくということもできると思います。 

それだけでは結びつきができない、または広がった時には、この連絡会の中で共有 

して今後の方向性を出すのですが、週１回や月１回の連絡会ができるのかというと 

おそらくそれは難しいので、事務局で今後の方向性について整理をさせていただく 

中で、年に何回なのか、それがどこまでできるのか考えていただきたいと思います。 

先ほど言ったように新たな組織・ＮＰＯなどを立ち上げてそこに委ねるところまで 

はすぐにはいかないでしょうから、そういったボランティアと言いますか皆さんで 

協力連携して、できる範囲で、そういう頻度も含めてバランスが良いところを整理 

していただければと思います。 

 〇事務局 

ある程度今のご意見をまとめた形で、組織も含めて、案として次回出させていた 

だければと思います。それで合意が得られるようであれば、まずそこでスタート 

してみて、連絡会から振った先がコーディネーターであればコーディネーターに 

連絡会の中に入っていただいて、中間支援機能を満たしていければと思っていま 

す。次回ご提示できればと思っています。 

 〇委員 

自治会のことであれば自治会活性化委員会、ボランティアのことであればボランテ 

ィアセンター、福祉のことであれば社会福祉協議会ということですね。他のジャン 

ルはどうしていくかの問題があると思います。そのためジャンルをある程度絞った 

集まりを作っていかないと難しいと思います。それぞれの代表が年に数回こういう 

場で会って、情報共有しながら、それではこういうふうにしたらどうかという話が 

できるかもしれませんが、今の状況では、ほとんどよろず交流会に振られると思い 

ます。例えば環境は「かっぱの会」、子育てなら「ＨＵＧ」というように。すると、 

それぞれの団体は身動きが取れなくなると思います。その辺も考えて、ジャンル 

別の組織をまとめていくことができないと難しいかなと思いました。そして市民 

協働課が全部抱き込むことになってしまうのではないかと思います。 

 〇事務局 

連絡会にどのくらいの期待が最初あるかもわからないので、協働に繋がるような 

相談がどれほどくるのかも想定していません。相談があっても即、協働に繋げる 

という瞬発力も今の段階ではないと思います。段々そういったことに対応できる 

ように組織も醸成していかなければなりませんし、市民協働課も、そこを目標に 
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しなければならないと思います。なるべく当課が入らなくても解決できるような 

仕組みにしていかないと、その中間支援を行政が担うことはないと思いますので、 

なるべく得意なジャンルをコーディネートしていただける方を醸成していくのも 

今がゼロベースなので、それよりは少し上げた状態でスタートしたいところです。 

〇委員長 

もう一点は、ぜひ配布資料２やシートをこのまま活用して、これを見た団体同士 

が興味を持っていただいたり、これをもっとブラッシュアップしたり、このカード 

やシートがきっかけ作りになることも期待をしつつ、とにかくできる範囲でやって 

みて課題を解決していくということも出てくるかもしれません。いただいたご意見 

を整理してもう一度まとめた方が良いと思いました。今日この場でもう一度お話し 

するようなことがあればご発言をお願いします。 

〇委員 

仕組み作りについて、次回運用の案を事務局で提案ということでした。このリスト 

の運用についても、具体的にこれを使ってどうするか、どうやって更新していくの 

か、様々な団体が支援機能を有するということでリストがありますが実際に相談を 

受けた時にどのようにお答えになるのか、例えば連絡会や協議会を作られた時に、 

それをどうもってきてどんな話し合いをするのか、具体的に何ヶ月に１回やるのか 

というところは、たたき台として事務局に出していただいたものを見ながらであれ 

ば話もできますが、それぞれ頭の中で考えていることは違うと思うので事務局には 

そこは頑張っていただいて次回それを提示していただければと思います。 

〇委員 

青年団体の方に伺いたい。私たち市民活動関係の団体はわりと顔を見る機会があり 

まして、このメンバーの中ですと商工会やＪＣなどの方は顔を合わせる機会が一番 

少ないのです。今日のお話でも、多様な人たちが関わって意志交流していったほう 

が良いという意見がありました。青年団体から見られてどういう形であれば市民活 

動がいる所や福祉分野が立ち上げている所に行きたいと思うのか、または難しいと 

考えていらっしゃるのか聞きたいです。 

 〇委員 

まず、今までの話の中で、よろず交流会に顔を出さなければいけないと思いました。 

参加しやすいとなると、商工会の場合ですと、その業種に当てはまる所、訪問介護 

をやっているリーフメディカルや社会福祉協議会などには必ず顔を出しています 

し、ジャンル毎によってメンバーがどこかに必ず顔を出しています。そして、社会 

福祉協議会の話になるとリーフメディカルさん等に相談します。 

 〇委員 

そこでやっているのですね？ 

 〇委員 

ええ、やっています。青年部自体もＬＩＮＥなどで連絡を取りあって、こういう相 

談があると言えばどんどんそちらに繋げているという状況なので、本当にどんな市 

民団体がいてどういう人がいるかを把握していないだけだと思います。いろいろな 

分野で必ず仕事が繋がる人はいるので、それを把握しなければと思っていますの 

で、そこから始まっていくのではないかと思います。例えば中間支援団体ができた 

として、そこに青年部の代表が入って顔が繋がっていけばどんどんできると思うの 

で、それに関してはこちらが関わっていくだけの話だと思います。 

〇委員 

メンバーが固定化していて、新しいメンバーを作りたいが、新しく知り合う機会が 
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ないので、商工会だけではなく行くメリットがあると感じないと交流の場も先細り 

してしまって、それが中間支援をやっていくときに底を広げる邪魔をしてしまうと 

いけないのでそこを醸成し続けなければいけないと考えると、交流会が活性化して 

いかなければならないと思っています。異業種交流会のような、行くとメリットが 

あると感じるようなものになっていく必要があると思いました。一年前の報告でも 

よろず交流会しかメインの所はない状態で、よろず交流会がそのような形になって 

いけば広がりが出てくると思ったので聞いてみました。ありがとうございました。 

〇委員長 

これまで皆さんからいただいたご意見やキーワードをまとめて、事務局で仕組みに 

関して整理をさせていただきます。その中でリストもそうですし、相談への活用や、 

それをどのような流れで進めていくかを整理して、共有しながらご意見をいただけ 

る場ができればと思います。実際に相談を受けて、皆様に繋げていく仕組みを一緒 

に速やかに進められるようにさせていただければと思います。よろしいでしょう 

か。それでは、一度事務局の方にその他ということでお返しして良いですか。 

  

3．【その他】 

〇事務局 

その他としましては、次回の開催の日程なのですが、もう年末でもありますので来 

年の初頭には実施したいと思っております。２～３月は市民センターの工事があり 

ましてこの場所が使えません。会場を改めて調整した上で日程をご提示し、参加し 

やすい日程でまたお知らせさせていただければと思っています。以上です。 

 

4.【閉会】 

 〇委員長 

  ありがとうございました。それではこれで令和元年第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。お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 


