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会  議  録（要 旨） 

会議の名称 令和元年度３回市民と行政の協働に関する検討委員会 

開 催 日 時 令和２年２月１２日（水）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・武者委員・小久保委員・ 

浅沼委員・原田委員・花田（一）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：花田（礼）・中野委員 

 

 

傍 聴 の 可 否 

可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
２人 

 

会 議 次 第 

 

1.開会 

2.報告 

(1) 平成３０年度決定事項の進捗状況について 

(2) 令和元年度第２回検討委員会ふりかえり 

3.協働 

(1) 協働の仕組みづくりに向けての検討 

・仮称）連絡会の設置について 

・仮称）情報交換スペースの設置について 

・運用（案）について 

4.その他 

5.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 

  この検討委員会も市民ネットワークの構築、協働の仕組みづくり、市民と職員の

協働意識の醸成と大きくテーマを区切り、ここで丸２年が終わります。皆さんと

議論を重ねてきた経過を踏まえ、今日は仕組みづくりについて一定のまとめがで

きればと思っております。忌憚のないご意見をいただいて皆さんと肉付けをし、

良い形にしていきたいと考えておりますので本日はよろしくお願いします。 

  

2.【報告】 

(１) 平成３０年度決定事項の進捗状況について 

○委員長 
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 まず報告の一つ目「平成３０年度決定事項の進捗状況」について事務局より説明

をお願いいたします。 

〇事務局 

 （１）平成３０年度決定事項の進捗状況について報告させていただきます。まず、

平成３０年度におきましては、市民ネットワークの構築をテーマに３回の検討委

員会を開催し、そこで出された意見を検討した結果、２ページ目の①と②のとお

りにまとめられました。そこでこの二つの事項について、スモールスタートでは

ございますが、進捗状況をご報告いたします。まず事項の①リスト化につきまし

ては、資料に記載のとおりそれぞれ進捗しているところですが、今後皆様にご協

力または主体的に集めていただき、年度末を目途に集約をしたいと考えておりま

す。続きまして、②地域開催やテーマ別開催を連携・協力して実施する件につき

ましては、昨年度ころころの森とよろず交流会とで共通のテーマを持ち、協働で

開催をいただいたところです。なお、開催内容については資料に記載のとおりと

なっております。 

〇委員長 

 一部、前回も触れていた部分もあったかと思いますが、進捗状況としてご報告い

たしました。よろしければ次の説明も併せてまいりたいと思いますが、よろしい

でしょうか。それでは、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

  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） 

 

（２）令和元年度第２回検討委員会ふりかえりと今後の予定について 

 〇事務局 

  次に、その中で出た意見を大きく分けてまとめた結果、➊➋のように分けさせて 

いただきました。また、その実施案も事務局で提案し今回の検討を行うという意 

見がありましたことからこの報告の後に➊➋について事務局で提案をし、ご意見 

をいただきたいと考えております。 

 ○委員長 

  １１月１１日に皆さんと一緒にこの検討委員会でお話をして、その中で最終的に

出てきたのが２ページの➊➋です。現状では中間支援の窓口としての具体的な場

所や体制が整っていない中で、皆さんと一緒に連絡会や協議会などの情報連携が

できる組織を作りながら、コーディネート機能を少しずつ醸成させていくという

のが１点目です。また、２点目は、平成３０年度に検討した結果の延長ではあり

ますが、リスト化したファイルをいつでも誰でも閲覧できる環境を作って進めら

れるのが理想的ということで、その意見も踏まえて事務局で整理をしております。

これから事務局で整理した内容と協議事項に入ります。 

 

2.【協議】 

（１）協働の仕組みづくりに向けての検討  

 ○事務局 
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それでは、３ページをご覧いただき、➊➋に合わせた提案を協議いただきたいと 

考えております。まず、３ページ上段の図につきましては１年目と２年目も検討 

していただきました協働についての形を図にしたものです。そして、議論いただ 

いた今までの意見を受けた形を、それぞれ矢印を下ろした実施（１）としてまと 

めました。まず一つ目の、「現状組織がないので、関係各機関で中間支援の連絡会 

や協議会を発足させコーディネートの機能を持たせてはどうか」という意見を受 

けて、下段の右側の市民活動連絡会（仮称）について協議をいただいております 

が、４ページ上段でその運用までの具体的な内容を提案させていただきました。 

そして次に、今年度の第１回検討委員会の意見を含め、「リスト化したファイルが 

いつでも閲覧、情報交換もできるよう、場所を確保できないか」という意見を受 

けまして、３ページ下段の左側の情報交換スペース（仮称）の設置と、４ページ 

下段のその運用について提案させていただきました。なお、このスペースにつき 

ましては、市役所本庁舎１階フロアの見直しに併せまして、４ページ下段の図の 

とおり、囲いのスペースを確保しております。 

  〇委員長 

平成３０年度に皆さんと一緒に見直したことの進捗と併せまして前回の会議で出

た意見をまとめ、仕組みづくりについての検討ということで説明をいたしました。

会議録については、その内容を皆さんに事前に目を通していただいておりますの

で、概ねこの内容で記録として残すことにしております。ご了承いただければと

思うのですが、皆さんよろしいでしょうか。 

（一同異議なし） 

  〇委員長 

ありがとうございます。それを受けまして、いま３ページ目、４ページ目の説明 

がありました。３ページのイメージは、上の図がネットワークづくりと仕組みに 

ついての中間支援機能で、前回の会議の➊➋のご意見のイメージを図に落とし込 

んで示したものです。イメージが違っていたり、肉付けしていただけたりするご 

意見があればご発言いただけますか。 

〇委員 

  一点目ですが４ページの運用案を見てコーディネーターに任せる体制整備が必要 

だと思います。前回の議論では子育て・環境・福祉等に関して市内ＮＰＯの情報 

に長けている人でマッチングをするということでした。連絡会は必要ですがその 

前に、例えば環境については北川かっぱの会である等をリスト化してオープンに 

することや、「つて」の無い人がこの人にと相談できるシステム等です。また、連 

絡会の外でコーディネーターが分野別で配置することも一案だと思います。企画 

を考える際にスピード感を持って対応するためにも、今の案だと連絡会は年に２ 

回程度とありますので、機動性を持たせる仕組みの模索が必要だと思います。 

二点目ですが、個々の問題を考えるだけではなく、例えば空き家対策などの市の 

問題を行政ではなく我々ＮＰＯや市民目線で考える場、市民協働の視点で考えた 

場合どうかを検討する場の役割を連絡会に担わせてはどうでしょうか。これは議 

論が必要だと思います。そして非常に大事なことは、市民が相談しに来た時にそ 

の振り分けを市民協働課でやるか民民でやるかという判断は非常に難しいのです 

が、その基本方針が必要だと思います。私は、明らかに民民でやるものもあると 

思いますが、公共的な課題に絡むものは、当初は民民でやったとしても公的な支 

援ができないか考えなければならないと思います。その線引きについても、アウ 

トラインは議論しておく必要があると思いました。 
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〇委員長 

   かなり広い視点でお考えなのですね。まずコーディネーターが連絡会でどのよう 

な関わりを持つか、市民活動の方との間に立ってどのようにつなげるか、スピー 

ド感や機動性というお話もありました。すぐに対応すべき課題についていま提案 

しているのが年２回行う連絡会で、これは会議として正式にやるもので、機能と 

してはコーディネーターやそれぞれの皆さんの役割で３６５日やっていくのが理 

想的だと思います。連絡会の役割ということも市民活動と行政課題や地域課題も 

ある中での行政の関わりも、協働しようとしている事柄がどういうことかによっ 

て変わってくると思います。市役所１階フロアのリストの掲示場所や窓口の話に 

も関わってくるのですが、一義的には市民協働課も当初は関わりながらやってい 

くと思いますが、短期的・長期的な部分もあるかもしれません。 

 〇事務局 

  前回まとめた報告の中に記載しております。ファイリングにあたって色分けして 

はどうかと。連絡会の中で、コーディネートできるところは色分けする方法を協 

議いただきたいと思っています。協働は行政が一方的に実施するものではなく、 

団体も主体的に実施する中で醸成されるイメージで考えました。むしろリストの 

活用方法も連絡会の中で一つにつながっていまして、もっと良い活用法や、色分 

けしてコーディネーターがこの人に相談すれば市民協働課に相談するより専門的 

なことが聞ければ良いと思います。何でも市民協働課が窓口ですと範囲が決まっ 

てしまいますし、例えば公園で何をやっているかまでの情報は持っておりません 

ので、リスト化することですぐ相談できる所を洗っていけるイメージは持ってい 

ます。他団体にも呼びかけながら徐々にリストを集めて活用方法について話して 

いければと思います。それがコーディネーター機能を満たしていく唯一の方法だ 

と思います。そこに相談すれば何でもできる所があれば良いのですが、なかなか 

そういう所がありません。その上で会議にどんどん専門家が入っていただけるよ 

うなルールを作ることが当面必要ではないかと思います。相談を受けて当課も振 

り分け先が分からないと、今と変わらない状態になってしまいますので、ルール 

作りからはじめるというのが描いた図です。 

 〇委員長 

  ほかにご意見・ご確認事項があればお願いします。 

 〇委員 

   ➊の表について、今後この三者だけではなく中間支援機能を持った公民館や、他 

  のネットワークがある団体とも連携していくと情報が集約されると思います。そ 

れと、コーディネート機能を持っている方のリストアップも必要かと思いました。 

そして、連絡会的な所、例えば子育てに関しては子育て応援ネットワークのように 

トラック化されている所も結構あるので、それらもリストにしていけば網羅できる 

と思います。単体だけではなく機能を表現できるものがあれば広がると思います。 

 〇委員長 

  ありがとうございました。連絡会的な組織の情報のリスト化のお話がありました。 

  〇事務局 

  体制として、前回議論した時には、中間支援機能を持っている所はよろず交流会 

や社会福祉協議会が関わる地域懇談会でした。協働は組織と組織ですので個人の 

連絡会入りは公募する方法もありますが、まずは組織の協働で考えています。そ 

の上で、中間支援機能を持っている所に呼びかけをすることになると思います。 

行政の窓口は、当課がやるしかないと思いますが組織がしっかりとできてくれば、 
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だんだんと当課の役割が少なくなってくるのではないかと思います。 

 〇委員長 

  事務局から話がありましたとおり、連絡会について議論し、醸成して最終的にど 

のような形にするかは皆さんの意見をふまえながら肉付けしていくことになりま 

す。いま既存で社会福祉協議会もボランティアセンターなどの団体も持ってらっ 

しゃるので、それも含めて何かあればお願いします。 

  〇委員 

  社会福祉協議会の中にボランティアセンターがあり、ボランティア領域の中間支 

援機能組織です。その中にボランティアグループ懇談会も組織され、今は１００ 

団体ほどあり、そこに市民代表の方が委員長をやっていただき、連携してやって 

いく所です。社会福祉協議会では職員以外はコーディネーターとして中間支援機 

能を行っています。よろず交流会は子育てや人権など様々な領域の方が参加され 

ていますので当団体の懇談会と同じで、運営委員の一人一人がコーディネーター 

として機能できるのではないかと、お話を聞いて思いました。我々の地域懇談会 

は中間支援機能組織ではなく、社会課題を解決する方法を住民主体で考える場な 

のです。ボランティアセンターや社会福祉協議会の組織が中間支援機能になって 

います。そこを会議や交流会や懇談会とは別にした方が良いと思いました。 

  〇委員長 

   もうすでにカテゴリーは一つのテーマで、ネットワークとして団体が集まってと 

いうことでありましたが、そこと一緒になったり参加したり、逆に解体してとい 

うことではないとは思いますが、もしその連絡会というのがお互いに情報共有す 

るような機能ができるとすれば（仮称）連絡会を活用・連携していただいて、お 

互いの情報を共有するということかと思います。 

  〇委員 

  主力団体として４ページに記載されております自治会活性化委員会に相談などル 

ールを決めるということで、平成３０年度ならびに３１年度で市民協働課が窓口 

になりまして市内の自治会から相談があり、一緒に対応した実績が数件あります。 

委員会と市民協働課でルールが一定になっていないので、次年度以降に委員会と 

してこのように記載されておりますので調整をしていただいて、一つの自治会の 

コーディネーターとして何かできるのではないかと発言させていただきます。 

 〇事務局 

  運用を考えるにあたり、今回の検討委員会のテーマが市民と行政の協働に関する 

ことなので、こういった相談があった場合どうするかは大枠で括ると協働になる 

と思います。市民団体同士で行政が入らないような相談を受けた時どうするかは 

ルールとして検討したほうが良いと思いまして例として記載しました。例えば自 

治会が連携したいという相談があればどのような連携方法が良いかを相談に応じ 

るノウハウは自治会活性化委員会でもあると思いますので、まずそこに相談して 

みるのが良いと思いましてここに記載いたしました。 

  〇委員長 

  行政がどこまで関わるかもあると思いますが、自治会だから市民団体だから、関 

わる・関わらないではなく、やろうとしている事業の中身が関わる必要があるか 

どうかではないかと思いました。社会福祉協議会や自治会活性化委員会やよろず 

交流会もそうですが、各団体や自治会同士で連携できるような機能があるのでそ 

れは保ちながら、それとは別に行政が連絡会として関わる案件があれば積極的に 

この連絡会で共有していきましょうということではないかと思います。 
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 〇委員 

  市役所の中の情報交換スペースにおける役割を行政の方に求めるのは酷な気がし 

ます。市役所の方は異動しますので情報の持続が難しいからです。それなら先ほ 

ど社会福祉協議会には中間支援機能があるとのことなので、それなら市役所にあ 

ってなおかつ継続して仕事をされている方々で情報共有が得られる状況が良いと 

思います。要は、当市に転入した方が協働をやりたければまず市役所に行きます 

が、市役所もどういう判断でどこに振るかの知識の蓄積が無く難しいと思います 

し、よろず交流会は特定の場所を持っていない集合体なので事務局の機能もない 

ことから、社会福祉協議会がしたほうが良いと思いました。この内容は行政が情 

報開示の問題などを含んでいれば十分検討しないと危険とは思いますが、いかに 

利用しやすいか、情報の継続・蓄積ができるかというところです。 

 〇委員長 

情報の継続、また同じ情報がどこでも得られるということが今おっしゃっていた 

ことで、それを機能させるためには行政だけに頼るのではなく、何かしら継続で 

きる形を考えなければならないと認識をいたしました。 

 〇委員 

  あすぴあのようなＮＰＯを作ることを前提としていないのであれば情報の共有と 

蓄積を、負担になりますが社会福祉協議会が担うのが良いかと思いました。 

  〇委員長 

  前回の意見から、情報交換スペースのこともまとめの中の➋で出してもらってい 

ますので、この件について説明をお願いします。 

  〇事務局 

  行政職員は異動がありますが、全員異動しても最初に市役所に来た時に情報交換 

スペースがあって、見て分からないので聞いてみたいとなった時に社会福祉協議 

会やよろず交流会に相談できることが重要だと思います。まず何を相談して良い 

か分からない状態で社会福祉協議会に振るのは難しいですし市民活動に関わるこ 

とは受けたいと思います。もちろん市民協働課が全部理解できてコーディネート 

できれば一番良いかもしれませんがそれは中間支援になりませんので、あくまで 

市民活動の醸成をしていく、中間支援機能の向上を図っていく場所として設置さ 

せていただければと思っております。 

  〇委員長 

  資料の具体的な表示についてですが、仮称「情報交換スペース」と言っている所 

が下の図の網掛の「打ち合わせスペース」と書いてある所のことですね。図とし 

ては市民課や保険年金課などのロビーを囲んだ窓口が少しずつ２月・３月で配置 

換えをする予定の中で、いまは市民協働課が左側の会計課や金融機関派出所と書 

いてある隣の所にいますが１階の中で移動します。その前あたりに、情報交換ス 

ペースをロビー内に確保していきます。そこでいつでもリストを見ることができ 

る環境を作っていくのが具体案です。ただ、委員が言うように運用を誰がどのよ 

うな役割を担うかも大切です。市役所が全ての相談を受けてリストの更新なども 

全てやるということではないのも、委員の発言とおりだと思います。 

  〇委員 

  情報の更新には大変ですが、リストの更新がないと機能しないので、登録すると 

得だとか登録したいとならないと、お願いするだけでは活用されないと思います。 

 〇委員 

  一つサイトを作って情報を集約して、市役所や社会福祉協議会やよろず交流会の 
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方も閲覧できるようにして、検索機能と市民団体の紹介ページを作って、開催場 

所や防災などのタグを作って調べられる機能を持てれば、ある程度自由がきいて 

良いと思います。そして何かメリットがあるかというと、サイトに紹介ページが 

あれば、よろず交流会のように知らない団体がたくさんあるので、そこに行けば 

ある程度情報が収集できるとか、天王森公園でやっているイベントがあるという 

ので調べられる仕組みができれば良いと思います。 

 〇委員 

  サイトはあったほうが良いと思いますが、検索すれば何でも答えてくれるパンド 

ラの箱ではなく、あくまで閲覧ツールであって、内容に対してフェイス・トゥ・ 

フェイスでコミュニケーションが取れるような情報交換スペースが社会福祉協議 

会にあれば良いと思います。そうなるとサイトの内容更新やフォローアップした 

り、説明できる人がコーディネーターとしていれば良いと思います。それはなか 

なか理解するのが大変ですので、誰がやるかは工夫のしどころでだと思います。 

 〇委員 

  情報の更新・収集に関してはネットでやるのが一番早いと思います。メールがつ 

ながれば、仕事をしている・していない等に関係なく情報が取れるので。メーリ 

ングリストになっていれば登録すると、例えばよろず交流会の助成金の使用につ 

いての情報提供や、こんなイベントがあるということをやり取りしていることが 

メーリングリスト上でできる程度でも良いと思いますが、サイトがリストアップ 

まではいかなくともそのくらいはやったほうが良いと思います。結局事務局が楽 

になるというのは非常に感じています。ただ、個別に連絡しなければいけない人 

もいますが全体の中では少ないのでやったほうが良いと思います。 

 〇事務局 

  最低限ここに書いてある例として、メーリングリストの活用はしたいと思うので 

すが、情報の収集能力の差がありましてホームページを作れば皆に届くわけでも 

なく、ホームページすら見ない方も多くいます。そこに載せれば行政がやってい 

るという事にはならないという会議での意見もありましたので、両方で幅を持た 

せたいと思います。その運用も考えて、連絡会に全て任せるわけではなく、情報 

交換スペースも有効活用しながら広がりを持たせたいと考えました。メーリング 

リストだけは活用したい、最低限そこだけは書いていただきたいと思っておりま 

す。それが団体のリストを作る意味ではないかと思っております。こちらの方の 

発信もそこに載せることができることにしたいと考えております。 

 〇委員 

  団体同士の顔が見えるシステムを作らないとリストを作って団体名が分かっても 

話ができないです。我々はボランティアグループ懇談会を通じて約３０～４０団 

体で月１回顔を合わせていますが、ＮＰＯ団体は約１２０団体ありますが顔合わ 

せをしていないので、よろず交流会もそういう仕組みを作って月１回集まって話 

ができると非常に良い相談の場になると思います。その中で協力してくれた団体 

をリストアップしていき、興味があれば招待をするとよろず交流会の幅も広がる 

と思います。基本的にこのシステムは行政と市民との協働をどうするかというシ 

ステムだと思います。市民は基本的に行政に相談しますので話を振るのは市民協 

働課がやらざるを得ないと思います。社会福祉協議会に来れば内容によって行政 

のほうが良いという判断もできると思います。よろず交流会は団体だとするとそ 

ういう話がなかなか出てこないと思います。だとすると、市民協働課がある程度 

コーディネーターの役目を果たす形に持っていかないと難しいかと思います。 



8 

 

 〇委員長 

  事務局からは、連絡会のコーディネーターも含めた運営側の中間支援組織機能を 

代理する中心メンバーの運営の話と、そこを利用する一般の団体の関わりをどう 

取りまとめ、つなぐかというお話だったと思います。連絡会の基本方針の将来像 

はインターネットの話などが出ていますが、スタート時点でそれが整えられるの 

か、誰がどのような役割を持ってやっていくか、立ち上げて参加をして一般の人 

も使えるような連絡会が情報共有として機能できるものと、見方を整理していけ 

ると良いと思いました。市民の方々がファイルを見て確認ができるサイトを見て、 

自分たちと連携できるような所を探し出せることもそうですが、もう一つは連絡 

会がそこをどう関わりながら運営していけるかが、今スタートできることだと思 

いました。その役割の中で市民協働課の役割があったと思います。 

  〇委員 

  実際には具体的にどう動くのかが見えづらいと思いました。いま私たちの商工会 

のメンバーで防災イベントをやろうという話が立ち上がっていて、ＨＵＧ（ハグ） 

という避難所運営ゲームをやりながら交流を深めるのですが、具体的には中央公 

園で１００のテントを建てて防災イベントをできないかと動いています。そうな 

った場合、情報交換スペースに行って防災関係のリストを見た時にピックアップ 

できた団体のデータはコピーできるのでしょうか。 

  〇委員長 

  できないです。 

 〇委員 

  それができないとなると、すべて書き留めないといけないのかなと思いました。 

 〇事務局 

  決めていませんでした。リストの形と仕組みを考え、運用方法や法的制限も確認 

したいと思っています。３回の会議で決めるのはなかなかできないと思います。 

 〇委員 

  例えば市民協働課の打ち合わせスペースでどのようなボランティア団体があるか 

や、例えば自治会で防災のことをやっている所があるという情報をいただいて、 

個別で行く形になりますよね。そして中央公園を使いたいとなると、みどりと公 

園課に相談に行ってくださいと教えていただく流れになると思います。その上で 

協働を考える場合、どう進めるのでしょうか。 

 〇事務局 

  中央公園を使うというと、前例で申請した所やそういう活動をされている方は結 

構いらっしゃるので、情報交換してどうすれば良いか聞くと知っている方がいて、 

すぐ教えてもらえて申請がスムーズになったりします。情報があればそれができ 

ると思いますが、相談する所が分からないというと今の状態と同じだと思います 

ので、横のつながりが持てるようなスペースがあれば良いと思います。 

 〇委員 

  それがウェブサイトでは分からないんです。顔を合わせていろいろな話をしてい 

く中でそういうことが分かってくるのです。自治会活性化委員会でも約１７名の 

メンバーがいていろいろ話をしている中で中央公園を使ってやっているという人 

の話を聞けば方法が分かるわけです。いろいろな団体と面と向かって話ができる 

システムを作らないと、その辺の情報は入ってこないです。 

 〇委員 

  自治会活性化委員会を分かっていないのですが、月１回されているのですか。 
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 〇委員 

  大体月１回です。 

 〇委員 

  それなら、今度開催されるから行ってみたらと紹介されて、行きますという話に 

なりますね。勝手に参加できるのですか。 

  〇委員 

  自治会活性化委員会は傍聴ができると思います。 

 〇事務局 

  自治会の登録があれば、中央公園を使っている自治会もあるので、イベントの所 

を見て中央公園でやっている情報を探して、その自治会に聞けば申請のノウハウ 

や他の団体との連携などが分かると思います。そういったものもよろず交流会に 

参加されれば多少は広がりが出るかと思います。 

 〇委員 

  そのデータがまとまっていれば良いですね。 

 〇事務局 

  そこがリスト化する意味だと思います。 

 〇委員 

  交流によってデータが蓄積され、横のつながりが見えてくるということですね。 

例えば全くつながりがない方がそこに行ったときにその情報の使い方をどうする 

かで、それなら〇〇さんが知っていることを教えてくれる人がいれば一番良いわけ 

ですね。それは今後交流会をやっていきながらコーディネーターがどういった形で 

あれば良いかということを考えるのが今の状況かなと思っています。 

 〇委員長 

  極論ですが、この情報コーナーに連絡会のメンバーが必ず一人いて、対応するの 

がベストですね。役割分担の中で、月曜はよろず交流会ができるのであれば可能 

といった運用方法はこれからの議論です。そうすると連絡会が、将来的な形もそ 

うですが、今いる力でどこまでできるかも一つです。そのため、ウェブを連絡会 

で立ち上げて運用や情報発信がそれぞれの分担の中でできればそれも一つです。 

いま事務局で３月に情報交換スペースをロビーの中に確保していますので、市民 

活動団体やよろず交流会、自治会や一般の方も含めて連絡会のメンバーもどこま 

で活用できるかも、使い方の一つのキーワードと思いました。それによって問い 

合わせへの対応を連絡会がいなければ市民協働課が対応できるかもしれません。 

 〇事務局 

  今考えれられる例はここに挙げたことなのですが、協働の意味合いとして自立し 

たパートナーと役割分担をしていくというイメージで書いております。これが非 

常に大事と思っております。それが協働する意味だと思います。あすぴあを見て 

も分かるように、行政がやっているだけでは一方的なものになってしまいます。 

小平市でも連絡会のようなことは年に３回ぐらいやっていることを視察で聞いた 

ので、中間支援機能の向上には連絡会が必要ではないかと、組織があればそこを 

入れていくことで良いと思うのですが、何らかの形で行政と連絡を取りながらや 

ることは必要だと思っております。 

  〇委員 

  ボランティア懇談会や自治会活性化委員会の開催は月１回のペースですが、よろ 

ず交流会は間隔が空いています。まだ決まっていませんが、各公民館や各ふれあ 

いセンターに行ってはどうかと提案をしています。現実の顔と顔が見える団体の 
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交流がベースだと思います。そのためにウェブの力を使うべきです。瞬時にいく 

つも検索できることはとても大事で、リストアップされたものが利用でき、めぼ 

しい所と顔の見える関係になれば、ベースの豊かな交流とウェブの組み合わせが 

そこで初めて大きく市民協働ができ、公共的課題に手を付けられると思います。 

  〇事務局 

  そのように地域開催を続けて輪が広がればと思います。 

 〇委員長 

  団体同士の顔が見える関係も、全員が集まれるわけではないのですが、そのきっ 

かけなのかなと思いました。 

 〇委員 

  防災は大事なテーマで自治会を引き入れることは非常に重要だと思いますが、参 

加率を上げることも大きな課題になると思います。例えば、電気・ガス・水道が 

使えなくなった時に、火を起こす体験や、エコクッキングや、本当にやる気にな 

るとそういう所まで考えます。その時にリストを見ただけで誰に頼れば良いか分 

かりにくいと思います。あと一つコーディネーターの役割を考えることも大事だ 

と思います。一コーディネーターだけでは対応しきれないかもしれませんし、連 

絡会で「私は環境だから環境のことしかやりません」ではなく、防災のこともや 

れるようなコーディネーター間の横の連携をバックボーンとして整えたほうが良 

いと思いました。商工会のように地域のために一肌脱ごうという人がたくさんい 

るような所に応えることは市民が元気になる源だと思います。そういった視点で、 

連絡会やコーディネーターのあり方を考えることが重要だと思いました。 

  〇委員 

  毎年３月に中央公園で防災フェスタをやっています。そういう所と協働で話が進 

むのであれば乗りやすいと思います。そして、八国山でも２年に１回やっていま 

すので、社会福祉協議会に予約を取っていただければ団体も分かります。 

  〇委員 

  そういった情報をどう得るかですね。 

 〇委員 

  中央公園でふれあいパークをやっていて、そのサポートに入っています。それは 

新しいお母さんたちが始めたことですが、公園の予約方法がわからないというの 

で、やり取りをしたところです。もともと続いている活動でも人が代わると引き 

継げず、やったことがある方なら誰でも知っていることですが、彼女は一日かか 

ってしまいました。とても元気な人なので勉強になりましたという感じでしたが、 

萎えてしまう人もいます。ちょうど今日の話なので気の毒だと思ったところです。 

 〇事務局 

  人を集めると行政に聞かなくても済んでしまうことは多いのです。行政の申請な 

のですがほかの人がノウハウを持っていることがあります。 

  〇委員 

  メーリングリストを作ると一斉送信ができるということですが、例えば私が防災   

イベントを立ち上げたいと思っているのですが協力できる人はいませんかと手を 

挙げてもらうことは可能なのでしょうか？ 

 〇事務局 

  相互間の利用やルール作りがうまくできれば可能だと思います。集めたけど何も 

しないとなると全く意味がありませんし、ここでは行政の行事で思いつくことを 

書いているだけで、ほかの団体にもご了承いただいてもおりません。 
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  〇委員 

  メーリングリストについても、双方向のメーリングリストができれば発信もでき 

るのし、呼びかけやすいです。「いつ・どこで・こういう企画を立てているけれど 

協力してくれる団体はありますか？」と送信してしまえば良いですね。 

  〇委員 

  入っている意味が出てきますよね。入りたいということですよね。 

 〇委員 

  入りたいという意味も出てきますね。 

 〇事務局 

  しかしながら、登録している全員が全部の情報を受け取りたいかというとそうで 

はないと思います。 

  〇委員 

  しかしそんなに回数は多くないと思います。 

 〇委員長 

  事務局より仮称市民活動連絡会を立ち上げ、様々な運用を考えながら進める提案 

がありました。もう一つは、２月に情報交換スペースが確保できて、連絡会は、 

おおむね情報共有の場として必要だとお話いただいていると思っております。 

事務局提案でいけば、連絡会を立ち上げながらルール作りやレビューの反映や、 

メーリングリスト、また、社会福祉協議会が持っている情報等について、いつで 

もどこでも同じものが見られるということがありました。そうすると、いつから 

体制を整えていくかイメージできると良いと思っております。将来的には様々な 

メンバーの方々もあるかもしれませんし、中心メンバーやコーディネーターがい 

て顔の見える地域開催や大きなイベントがあるかもしれません。どんなことがで 

きるか、どんな可能性があるか、いつ頃からどんなメンバーで始めるかというこ 

とも皆さんにご意見いただければと思います。スペースは取っておりまして、３ 

月上旬にはフロアの配置換えや市民協働課の窓口も今の場所から移動します。 

 〇事務局 

  スペースとしてしか取っていませんので、名称も含めて中身を肉付けしていきた 

いと考えています。連絡会は、ある程度はこちらでも作っていきたいと思います 

が、イメージとしては次年度にルール作りをしていきたいと思っております。 

  〇委員 

  かなり議論も煮詰まってきていますので、連絡会はこうしたほうが良いのではな 

いかという話、メーリングリストやウェブを使ったものも含めていろいろな意見 

が出ているので骨子案を作って、次回の委員会で図れれば良いと私は思います。 

いきなりフルスペックではできないので、できるところからでどうでしょうか。 

私はこれを活用した事例を一刻も早く一つでも二つでも作ることが重要と思って 

いまして、それを来年度の目標にできれば良いと考えています。来年度は職員も 

テーマになっていて、最初からそれをやろうと決めていますのでそれはそれで必 

要かもしれませんが、連絡会を立ち上げてスペースの活用も含めて一刻も早くや 

るのがもっと重要かと思います。 

  〇委員 

  健康福祉部でも、このスペースに何ができるのかと職員の間で意見が出ています。

実際そこにスペースが空いてしばらく動かないと１階窓口は市民の方が多いの

で、スモールスタートいう言葉もありましたが一度やってみて、健康福祉部でも

高齢者や障害者の問題などの課題に応じた集まりがあって、少しずつ地域の団体
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に力を借りながら協働して課題を一つ一つ解決していくということがありますの

で、まずは動いてみて実績を作ることだと思います。そして、市民の方にも興味

を持ってもらうことが必要ではないかと思っております。 

 〇委員 

  これまで、いきいきプラザでは健康福祉部や子ども家庭部が１階と２階に分かれ 

てバラバラに配置されてきた所管を集約化してきました。本庁舎も環境安全部が 

バラバラに配置されてきた所管を集約化してきました。目的は庁舎を有効化、及 

び市民動線の効率化です。市民の方々がより無駄なく動きやすくなるようにやっ 

てきました。今回は一番多い市民課の来庁者が、正面玄関から入ってまず市民課 

へ行ってから、年金・国民健康保険といった必要な手続きの流れに沿って配置を 

しました。そして、市民協働課については市民相談・交流課との連携をしやすく 

するために隣同士になるようにすることと、市民相談室を有効活用しようという 

ことがございます。さらに、ロビーを整理して市民団体の情報交換用のスペース 

を作りだしたということです。ここまで苦労して作りだしたので、情報交換のス 

ペースを是非有効活用していただきたいと思います。 

 〇委員長 

  いかにこのスペースを速やかに活用し、皆さんのお力をいただきながら有効活   

用していくかになります。市役所にお越しの際は是非このスペースをお使いいた 

だき、逆にこのスペースがあるから市役所に来る回数が増えたというように、団 

体や相談者の方とお会いする機会を作っていただければと思います。 

 〇委員 

  せっかくそのようなお話をいただいたので、ここにいらっしゃる方がメーリング 

リストを作って先ほどの防災の話などで打合せをしたいと伝えていただければ、 

手が空いている方はこのスペースを使うこともできると思いますので、是非その 

ように進めていただけると有り難いと思いました。 

 〇事務局  

  見ていただいた感想やこうしたいというご意見もいただきたいと思います。もち 

ろん規制もありますが総務課とも交渉しますので、是非お願いいたします。市役 

所はいま事務所を狭くして市民の方には使いやすく、無駄なスペースはなくし、 

情報交換スペースを確保できたので良い運用をしたいと思っております。 

 〇委員長 

  今お話しいただいたように、これがそのまま連絡会かどうかは別としても、いつ 

その場所が整いましたという配信もできるように、皆さんの確認を取って今日ご 

欠席の方も速やかに情報共有できるメーリングリストを作れればと思います。こ 

の会の中で、できるところからスタートすることをご確認いただきました。仕組 

みづくりについて議論いただきましたが、皆さんと情報連携をしつつ情報交換ス 

ペースも活用しながら団体の情報も発信できる仕組みをスタートすることで、今 

年度のお話をまとめさせていただきたいと思います。テーマの市民ネットワーク 

の構築と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に基づいた 

平成３０年度の議論も、３１年度にお話しいただいた中で肉付けされた部分もあ 

りました。それが１階フロアの中でも活用されていることもお話に出てきました 

ので、特に今年度だけでまとめることは考えていませんが、来年度以降も情報交 

換スペースの活用をしていただきながらご議論いただきたいと思います。それで 

は、委員の皆さんから特になければ、事務局のほうはこれで良いでしょうか。 

 〇事務局 
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  これでまとめさせていただければと思います。 

 〇委員長 

  それでは一旦事務局で整理をさせていただきたいと思います。また、事務局から 

連絡事項等があればお願いします。 

 〇事務局 

  来年度も職員意識の醸成がテーマで、いま３回の会議を予定しております。難し 

いテーマですので私もまだあまり考えてはおりませんが、皆さんのご意見等を聞 

きながらまとめて協議していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  〇委員 

  次回は市民活動連絡会の案も出るのでしょうか。例えば何人ぐらいで誰かという 

ことです。 

 〇事務局 

  次回、連絡会の設置といったこういう所があれば良いということでしたら、その 

ぐらいまでの案は出したいと思っております。 

 〇委員長 

  先ほど他の委員がおっしゃったようなたたき台の中に盛り込みたいと思います。 

 〇委員 

  小平市民活動支援センターは、あすぴあがあるので連絡会は代表職の方が入って 

いるイメージですが、実働的なものが含まれてくる内容の場合、代表職の方だけ 

だとそこが乖離して、設置や運営は事務局が全部行うことになり、回らないので 

はないかと思いました。この仕組みづくりについて、皆さんのご意見も出してい 

ただいたほうが良いと思います。私もこのようにすれば良いという案がすぐ出て 

こないので、動ける体制をどのように作るのかと思います。 

  〇事務局 

  それに関してはよろず交流会の中でご議論いただいて、検討の段階ではないかと 

思います。この会議自体が仕組みはどうするのかというものだと思いますので、 

こういう仕組みでやったほうが良いという提案をさせていただきました。受けた 

いとなると仕組みづくりではなくなってしまうと思います。現在で受けている機 

関がないということも含めて、中間支援機能の向上についてはこのような機関を 

設置してはどうかという提案ですので、その先の運用の話でどこまでできるかと 

いうのはその先の話だと思います。 

  〇委員長 

  連絡会の中でも議論していただくということです。あくまでも連絡会を立ち上げ 

ることが検討会の中で出てきたので、情報共有しながらスタートする中で、連絡 

会としてどのように運営するかということです。メーリングリストも含めて仕組 

みのお話について委員にもイメージがあると思いますので、それをまとめた形を 

たたき台として、連絡会の中で肉付けをして、できるところを確認されるのが良 

いかと思います。もちろん市民協働課も連絡会の一員ということになります。 

 〇委員 

  年３回の検討会を行う来年度は、行政の中の仕組みのほうをやるということで、 

いま考えている仕組みに関しては別途で行うということですか？年３回ではいつ 

までも進まないので、連絡会をやるのであれば早く動かないと来年度は何もでき 

なかったということになりかねないと思います。そこだけは早めに、できれば月 

１回や２回ぐらいで進めて半年くらいやっていかないと終わらないと思います。 

  〇事務局 
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  それも聞いてみないと分からないと思います。実際にどこまでできるかも分かり 

ませんし、また行政だけで進めても協働にならなくなってしまいます。 

 〇委員長 

  少し整理しますと、年３回と言ったのはあくまでこの検討委員会が来年度のテー 

マでお話するのが年３回ということで、仮称の連絡会はスペースの活用や仕組み 

の中で皆さんが月に何回かやるということであればそうでしょうし、果たしてそ 

れが連絡会の規模でできるのかということがあると思います。当面はアイディア 

をまとめさせていただいて、３月初旬頃にスペースを活用しながら、そこに集ま 

った方が議論できるコーナーにしていただくと良いのではないかと思います。 

 〇委員 

  メーリングリストがあれば共有できるのではないでしょうか。 

 〇事務局 

  そのことも考えてみます。細かい話もできるように最小限のメンバーで考えてい 

ますので通りやすいと思います。連絡会を１回ずつ開催しなくても話ができるで 

しょうし、連絡も提案もしやすいと考えています。これだけの人を月１回集める 

と大変ですので、最初の中心メンバーとして設置をお願いしたところです。 

  〇委員 

  この検討委員会で今日は議論しましたが、結局連絡会はどうするのかということ 

は、半分報告になるかもしれませんが、やはり１回ぐらいは議論したほうが良 

いのではないかと思います。本当はそこできちんと議論してからやったほうが良 

いと思いますが、それだと終わらないですね。中間報告として、あとは中心メン 

バーがやるというのが良いかもしれません。 

  〇委員 

  細かいメーリングリストができれば、その都度送っていただきたいです。 

 〇事務局 

  経過の報告はさせていただきます。是非メーリングリストを活用してご意見をい 

ただきたいと思います。 

  〇委員長 

  それでは、メーリングリストは準備することにしたいと思います。 

 

3．【その他】 

〇事務局 

来年度の開催についてはまた日程調整等も含めてご連絡させていただきます。 

 

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。お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 


