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会  議  録（要 旨） 

会議の名称 令和２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２年１２月２１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・浅沼委員・小林委員・ 

武者委員・原田委員 

（事務局）小島市民協働課長・菊地市民協働課主査・ 

渡辺市民協働課主事・塩野市民協働課主事 

●欠席者：花田（一）委員・花田（礼）委員・小久保委員 

 

 

傍 聴 の 可 否 

可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
１人 

 

会 議 次 第 

 

1.開会 

2.報告 

(1) 委員長および副委員長の選出 

(2) 令和２年度第１回検討委員会報告 

3.協議 

（1）令和２年度「市民と市職員の協働に関する意識改革」 

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】 

 〇事務局 

  ただいまより、令和２年度第２回市民と行政の協働に関する検討委員会を始めさ

せていただきます。本日の欠席者は３名となっておりますが、委員の過半数が出

席いただいておりますことから、開催要件を満たしておりますので会議が成立し

ていることをご報告いたします。 

  

2.【報告】 

(１) 委員長および副委員長の選出 

〇事務局 

 それでは、次第に沿って進めさせていただきます。配布資料の２ページ目をご覧

ください。まず、次第１．委員長及び副委員長の選出についてですが、令和２年

度第１回市民と行政の協働に関する検討委員会は、新型コロナウイルスの感染状
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況を鑑みまして書面協議とさせていただき、委員長、副委員長については、皆様

からいただきました推薦状により互選いただく形とさせていただきました。その

結果、記載のとおり委員長を肥沼委員、副委員長を亀井委員となり、すでに委員

長席、副委員長席に着座いただいております。それでは委員長、副委員長、就任

にあたり一言お願いいたします。 

〇委員長 

 あらためまして今晩は。皆さんから第一回検討委員会の書面協議で推薦をいただ

きました。この検討委員会の方も実質３年、足掛けだと４年になるんですが、平

成２９年度からスケジュールの確認をさせていただいて、いよいよ今年度が最後

のまとめの年ということでしたが、こういった状況でなかなか事務局の方にお骨

折りを頂いているところです。いずれにしても、残り数か月ですけれども、その

中で１回２回の中で皆さんと考え方を共有してまとめさせていただければと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副委員長 

 ３年続けて副委員長ということで大役を受けまして、なかなかうまい具合にまと

まった形で発言もできなくて大変申し訳ないんですけれども、あと数ヶ月がんば

ってやり遂げます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 

 ありがとうございました。それでは、これより議事に入りたいと思いますので進

行を委員長にお譲りいたします。 

 

（２）令和２年度第１回検討委員会報告 

 〇委員長 

  それでは次第に沿って進めさせていただきたいと思います。次第の２第１回市民

と行政の協働に関する検討委員会報告について、事務局より説明をお願いします。 

 ○事務局 

 それでは、第１回市民と行政の協働に関する検討委員会報告について説明させて

いただきます。引き続き資料の２ページをご覧ください。第１回民と行政の協働

に関する検討委員会つきましては、新型コロナウイルスの感染状況を受けまして、

書面協議とさせていただきました。協議内容につきましては、 

 

平成 30年度「市民ネットワークの構築」の実施した上での課題に対する【対応策】

令和元年度「協働の仕組みづくり」の実施内容に対する【運用案】 

令和２年度「市民と市職員の意識改革」に対する【実施案】 

 

について提示しそれぞれについて意見をいただきました。また、それぞれいただい

た意見を今後の展開としてまとめさせていただきました。まず、２ページ中段（１）

「市民ネットワークの構築」をご覧ください。 

平成 30年度検討の「市民ネットワークの構築」につきましては、 

① 市民活動団体等の組織や活動内容を紹介する情報をリスト化し、いつでもだれ

でも情報を得ることができるようにする。 

② 地域内では、どのような市民活動団体等があり、どのような活動を行っている

かを知ることができるよう、地域交流の場をつくる。 

と言った検討結果となり、実施内容としては、 

① 市民活動団体リストの作成 
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② 地域別交流会やテーマ別講習会の開催 

として令和元年度に実施をいたしました。しかしながら、実施した結果３ページ上

段のようなそれぞれの項目について課題も見えてきました。その課題に対する対応

を令和元年度に決定した実施内容にも連携した形で考え、【対応策】として第１回

検討委員会の協議事項とさせていただきました。この対応策に対する意見につきま

しては、３ページ下段の ＊ のところに記載させていただきました。この意見を踏

まえた上で、今後の展開を考慮に入れまとめさせていただいたものが４ページ頭に

〇【今後の展開とまとめ】となっております。 

①の市民活動団体リストの作成と地域別交流会、テーマ別講習会の連携に対する

【今後の展開】といたしましては、 

・よろず交流会と市民協働課で協力し、リスト（名刺代わりのような）をリニュー 

アルする。 

・完成したリストにてよろずパーティー（地域別交流会）やよろず交流会（テーマ

別交流会）の開催時に声掛けをし、記入や告知の時間を設け登録をお願いする。 

②の市民活動団体リストの作成と情報交換スペースの連携に対する【今後の展開】

といたしましては、 

・作成したリストをいつでも閲覧できる場所として情報交換スペースを活用する。 

・情報交換スペースに催しのチラシや広報誌などを置き情報発信していく。 

③ の情報交換スペースと（仮称）市民活動連絡会の連携に対する【今後の展開】 

といたしましては、 

・情報交換スペースの活用については、よろず交流会と市民協働課で協議し、（仮

称）市民活動連絡会で調整を図る。 

そして対応策全体のまとめとしまして、課題が出てきた場合には、（仮称）市民活

動連絡会で引き続き協議することとしてまとめさせていただきました。次に５ペー

ジをご覧ください。 

（２）令和元年度に検討いただきました「協働の仕組みづくり」の検討の結果 

①現在、中間支援（コーディネート）機能を有している関係間（行政は市民協働課、

市民団体はよろず交流会、ボランティアは社会福祉協議会）において、協働に関す

る情報や課題等を共有する。 

②市民協働に関する情報を収集、発信できる拠点を確保する。と言った検討結果 

となり、実施内容としては、 

① （仮称)市民活動連絡会を設置する 

② 市役所本庁舎１階ロビーの一角に、情報交換スペースを設置する。 

となり、情報交換スペースにつきましては、令和２年度にすでに設置済みでござい

ます。また、検討の中では、実施する上で、特に運用面で５ページ中段のような課

題があることも確認され、そのそれぞれ設置の連絡会、情報交換スペースの運用に

ついて【運用案】を第１回検討委員会の協議事項とさせていただき、意見をいただ

きました。この【運用案に対する意見】につきましては、６ページ中段の ＊ とし

て記載させていただきました。この意見を踏まえた上で、まとめさせていただいた

ものが６ページ下段〇【今後の展開とまとめ】となっております。この中には先ほ

どの今後の展開とダブル部分がありますがご了承ください。まず、 

① （仮称)市民活動連絡会を設置に対する【今後の展開】といたしましては、 

・（仮称）市民活動連絡会の委員構成に対する意見として、「より広範囲の委員構 

成」や「市民と行政」に絞ったものなど様々なため、当初は市民協働課・よろ 

ず交流会・社協ボランティアセンターとして設置し、（委員構成や開催回数な
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ど） 

協議を行っていく。 

② 情報交換スペースの設置に対する【今後の展開】といたしましては、 

・情報交換スペースの活用については、よろず交流会と市民協働課で協議し、（仮 

称）市民活動連絡会で調整を図る。 

そして運用全体のまとめとして、設置後の運用については、今回の意見を参考に引

き続き（仮称）市民活動連絡会で調整、決定を行うこととしてまとめさせていただ

きました。 

 

最後に今年度の検討テーマでもあります「市民と市職員の協働に関する意識改革」

につきましては、７ページ中段のような【実施案】を第１回検討委員会で協議事項

とさせていただき、その実施案についての意見を下段の＊とおりそれぞれいただき

ました。この実施案に対する意見を参考に８ページの中段と下段、〇網掛け部分に

それぞれの項目について意見をまとめさせていただきました。また、この【実施案】

につきましては、今回の協議事項でもありますので、後程説明させていただきます。 

第 1回の検討委員会報告については、以上となります。 

 ○委員長 

  第一回の会議の振り返りを中心に説明をしていただいたと認識しています。特に

今説明のあった（１）の「市民ネットワークの構築」、（２）の「協働の仕組み作

り」というのは平成 30年度、令和元年度にそれぞれ検討を済ませて実施にも一部

移ったことで課題が出たことと、その対応策についてまとめていただき、これに

対する意見を委員の皆さんから書面でいただきました。それを事務局でまとめて

いただいたのが、後段の方の【今後の展開のまとめ】であり、「市民ネットワーク

の構築」と「協働の仕組み作り」それぞれでまとめていただいたと思います。事

務局でまとめていただいた内容については、ここで細かい議論をすると今までお

話ししたことが戻ってしまいますので、事務局としてはここで立ち上げていこう

としている「（仮称）連絡会」の中で運用を定めていきたいと。皆さんの意見も取

り込みながら今後の参考にさせていただくということであったかと思います。

（３）の「令和２年度の市民と市職員の協働に関する意識改革」というテーマに

ついては、本来はここで議論していくことですが、方向性として【実施案】を７

ページ目の真ん中に示していただいたものに対して皆さんから意見をいただいた

ということでした。これについては概ね事務局で示していただいた方向性につい

て、特に反対ではなかったかと思いますので、この部分は第１回の確認をしてい

ただいたうえで、次に進みたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 ○委員 

  （２）「協働の仕組み作り」で、最後の【今後の展開とまとめ】というところです。

個々の事業のコーディネートやマッチングがすごく必要だという議論が欠かせな

いと思うんですが、その言葉が【今後の展開とまとめ】の中に入っていない。こ

の原案を作られた方の意識としては今後「（仮称）市民活動連絡会」の中で考えて

いく一要素と認識されていると思いますが、今の「展開」のところだけ読んでし

まうと、今までの抽象的な議論がまた続くだけなのではないかなと。私としては、

個々の事業でサポートしていく姿勢は一言書いてほしかった。今後協議をしてい

くのであれば問題ないと思いますが、そのへんが抜けてしまうのが心配です。 

 〇事務局 

  今までも確かに抽象的な話で、実施する事項を決められてこなかったと思います。
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最初の考え方でも示されているように中間支援組織の検討をしてほしいとご提言

をいただいて、実際は協働する支援組織がいないので、どうやってコーディネー

ターを見つけて組織し、醸成していくかが重要だと思うんです。今考えられる機

関としては中間支援機能を有している市民協働課や、よろず交流会さんや社協さ

んとの中で協力しあって中間支援機能を向上していければと考えています。実施

していく中で課題があれば「連絡会」で整理していき、やっていく上でマッチン

グしなかったらこの議論も「連絡会」の構成も変わると思いますが、三者で「連

絡会」をしていくことでまとめていきたいと考えています。 

 〇委員 

  なるほど。今後、走りながら一緒に考えていきましょうということですね。 

 〇事務局 

  そうですね。今ある中間支援機能よりは向上させていきたいと。コーディネータ

ーがそのリストを通して見つかることがあれば、そのコーディネーターだけで会

議を持てるような実施方法もできると思います。ただ、コーディネーターも今見

つかってないですし、いきなり中間支援組織をやれといってもそこはできないと

思いますので、ちゃんと行政と連携しながら組織化できるのかどうか、組織が必

要なのかどうかも含めて今後検討できればなと思います。 

 〇委員 

  向かっている方向は一緒だと理解しました。 

 〇委員 

  よろず交流会が大きく扱われていますが、よろず交流会そのものが色々な団体が

交流しているだけなんです。それをどう実施するか検討しているところが、よろ

ず交流会運営委員会なんです。この運営委員会も市民協働を検討するかで集まっ

ているわけではないんです。運営委員会の皆さんに意見を諮らなければいけない

ので、ここではまだお返事ができない。 

 ○事務局 

  よろず交流会さんの中のコンセンサスが取れずに参加できなかったら、そこはう

ちと社協さんでやるしかないです。うちがリストを作り、情報スペースも活用を

うちで検討しなければならないと思います。ただ、情報スペースを設置したので、

そこを市民協働でやるか、一緒にできる範囲でやるか。少なくとも今、市民協働

課と協働している団体はよろず交流会さんしかいませんので、だからよろず交流

会運営委員会にも入らせてもらっています。ですので、市民協働課との協力は少

し考えていただかなければならないのかなと。うちは少なくとも運営では協力し

ているので、そこは少し関係性も含めて整理していきたいなと。 

 〇委員 

  社協さんもこういう流れになって、どう思ってらっしゃるでしょうか。 

 〇委員 

  社会福祉協議会はボランティアセンターが中間支援組織です。一時は「市民活動・

ボランティアセンター」という名称に変更しようという時期もありましたが、Ｎ

ＰＯ支援は行政の方でしていく方針だったので、社協は福祉領域に特化してボラ

ンティアでやっていくことになっています。社協としては福祉分野、ただ福祉分

野と言っても様々な市民活動が入って、その中間支援はやっていますので、市民

活動団体としては、市でそういった交流スペースを作りながら、協議会を作るの

であれば社協も情報交換や情報共有も含めて入っていけると考えています。 

 〇事務局 
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  中間支援組織があってもその三者で連絡会はしていることを、小平市のあすぴあ

を視察に行った時に確認したので、そこは参考にしたい。少なくとも中間支援に

関わっている組織で、よろず交流会さんも一翼を担っていただいてると思ってお

りますので、意見をいただいていきたい。 

 〇委員 

  実態としてずっと市民協働課さんと協力して市民協働の形で運営してきているの

で、意味があると思いますが、構成メンバーが市全体の市民協働の中間支援をど

う考えているかというと、そういう経過ではないので討議を別にしないと関わり

方の方向性がきちっと出てこないという実情をお話ししたいということです。 

 〇事務局 

  中間支援組織とはやはり横断的な組織で、今のよろず交流会さんのように一カ所

の中間支援に固まっている組織ってないと思うんです。今、その横断的な組織が

市にあるかというとうちも協働しているのはよろず交流会さんしかいないので、

連絡会に入っていただき、ご意見をいただいて運営していくのが、一つの案では

あります。 

 〇委員 

  商工会青年部長さんに運営委員に入っていただいていますが、別に商工会青年部

として入ってきていただいているわけでもなさそうなので。あと青年会議所の方

たちが今後どのような形で関われるかという道筋も気になるんです。やはり、一

翼を担ってほしいなという気持ちはすごくあるので。 

 〇事務局 

  よろず交流会さんの中の話しになってしまうとちょっと。それこそ運営委員会と

切り分けないといけないなと。 

 〇委員長 

  まず今までの話しの流れとして、先ほど事務局からお話しされましたけれども、

基本的に検討委員会では市民活動団体の皆さんもそうですし、行政や関係団体も

そうですし、地域の事業者さん、商工会とか青年会もそうですし、地縁団体、実

際に活動されてる方たちがより集まって色々協議をしてきた中で、今言ったよう

に、そもそも今まで中間支援の機能を持って活動してきたのを洗い出していくと

例えば社協さんのボランティアセンターや、よろず交流会さんの地域交流会だと

か、各団体さんの横の連携がとれてないとか、行政は市民協働ということで行政

の課題と市民との連携ということを考えている中で、それぞれ別々に持っていた

中間支援を、連絡会として情報共有しましょうということがまとめだったと認識

しています。なのでこの三者が連携することで、協働が一歩進むだろうと、進む

かどうかはわからないですね。これからですね。 

  もしかして委員の話はよろず交流会の中の組織運営として色々な方が関わって、

その中をどうしようという話しと両方あるかなと思いましたが、まずは、連絡会

は今までやってきた実績を含めたその機能を持ったものが情報共有し合ってそれ

ぞれが一歩前に進めていきましょうという会だと思っています。 

 〇事務局 

  言葉の語弊だったと思いますが、情報交換スペースも活用を一緒に、市民協働課

との協働で考えていただきたいと。そこで市の市民協働についてのご意見をいた

だくとまた機会が違うお話しになってしまうと思いますので。中間支援組織を作

って運用してほしいと言っているわけではなくて、市民協働課が検討して決めた

ことを協力してほしいということで書かせていただいたところです。 
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 〇委員 

  了解です。 

 〇委員長 

  よろしいでしょうか。この２年間色々まとめて考えた方向性がこの中に集約され

てますので、最終的に３年間のまとめとして事務局で整理をしますが、ここに書

いてあることがベースになって今いただいた意見なども少し含みながら最終的な

まとめというのを今年度末までにということですので、今説明をいただいた内容

が報告ということと、この２年間の確認としていただければと思います。 

 〇事務局 

  一応、行政の報告としての位置づけもこういった形で報告させていただいて、あ

とはよろず交流会の中のコンセンサスもあると思いますので、そこは「できる」

「できない」の話しも含めて、市民協働課も含めて運営委員会に入ってますので、

そこは話しをさせていただければと思っています。 

 〇委員長 

  繰り返しですが、連絡会で実情にあった形で運用や手法、課題解決のですが、そ

のあたりが結びついていければと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いい

たします。また、連絡会には入ってませんが、企業の方もせっかくこういう場が

ありますので、なにか必要があれば事務局の市民協働課までお声かけいただけれ

ばありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはこの三者の連

絡会で進めていくということでよろしくお願いします。 

  

2.【協議】 

 （１）令和２年度「市民と市職員の協働に関する意識改革」  

 〇委員長 

  次に協議事項として３番です。事務局より説明をお願いします。 

 ○事務局 

  それでは、８ページをご覧ください。協議事項、（１）「市民と市職員の協働に関

する意識改革」について説明させていただきます。 

まず、今年度のテーマでもあります「市民と市職員の協働に関する意識改革」につ

きましては、第１回目の検討委員会にて【実施案】として「協働講座のさらなる充

実を図る」「情報交換スペースの協働プロディースを図る」と２つの案を提案させ

ていただき協議いただきました。提案した２つの【実施案】につきましては➀とし

て「協働講座のさらなる充実を図る。」そこで使用する協働マニュアルの改訂も含

みます。これは、平成 27 年度より今の形態で実施しております協働講座のさらな

る充実を図っていくことにより協働意識を向上させる狙いがあります。現在の講座

内容としては、講師の「協働に関する講話」後、市民と市職員がグループワークに

より一緒に仮想の協働事業を考え発表する内容で、これから行政を担っていく係長

に協働意識を植え付け今後どのような事業についてもまずは市民協働の目線で考

えていただくきっかけなる大変重要な講座であると認識しております。そして【今

後の実施例】として挙げさせていただいたものは、まず、 

・講座内容についてなかなか仮想事業が現実の事業実施には結びつかないので、 

テーマを絞った（例えば自分の職場で考えるやテーマを公園などに絞って考える

など）内容に変えていく。 

・また、テキストとして使用しているものは、平成２３年度発行の職員向け協働  

マニュアルであり、これを現状にあったものにリニューアルしていく。 
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・そしてこれは、コロナ禍でもありますので来庁しなくともリモートやライブ中 

継など開催方法を工夫していく。 

と言うような実施案を提案させていただきました。そして②は「情報交換スペース

の協働プロディースを図る」につきましては、市役所一階ロビーの一角に設置をい

たしました情報交換スペースを活用し、市民団体情報の閲覧や来庁する市民、職員

の市民活動への理解を深めることを狙いとしております。【今後の実施例】として

挙げさせていただいたものは、 

  ・スペース名称の発案や壁面のコーディネートなどを行い市民活動への理解、意

識向上につなげる。 

と２つの提案とさせていただきました。そしてこれらの実施案に対する意見といた

しまして７ページ下段のような意見をいただきました。この意見についてまとめさ

せていただいたものが、それぞれ８ページ中段、下段の〇の網掛け【意見のまとめ】

となっております。①につきましては 

  ・協働講座で使用する協働マニュアルの改訂を実施する。 

・「既存事業の紹介」や「リモートでの実施」など新たな開催方法を取り入れ、市

民協働課で引き続き実施する。 

③ につきましては、 

・情報交換スペースについては、よろず交流会と活用方法を協議し、（仮称）市民 

活動連絡会で調整を図る。 

・情報交換スペースで得た情報や地域課題を見える化（市内団体マップ、地域別交

流会など）を図る。 

とまとめさせていただきました。説明は以上です。 

 〇委員長 

  第１回が書面協議となりましたが、事務局でまとめた実施案について皆さんから

ご意見をいただいてこれについても概ね二つの案に対して反対意見や別の実施方

法もありませんでした。今回の中で実施に向けた方策といったものについてご意

見を頂きたいと思います。実際のこの会としてのまとめの方につなげていきたい

と思いますので、ぜひ、補足を含め皆さんの方から意見があればお願いします。 

 〇委員 

① の方の協働講座の方の話しなんですけれども、私はできるだけ市内で出てきた 

実例を基に、実例を振り返りながら次どうしようかという講座がいいのかなと思

っています。実例としては、環境系では私が今までやってきた北山公園の外来生

物対策で最後は市と協定まで結んで自主的に市と役割分担しながらやってきた例

がありますが、実は私、みどりの基本計画や環境基本計画の策定にも関わってま

して、今、両方の基本計画の最終ラウンドまで来ているのですが、その中で謳わ

れてる話しを２つだけ紹介したいと思います。どちらの基本計画も大きなページ

を割いて市民協働事業を推進していかないとこの市は成り立たないというトーン

で書かれようとしています。緑の基本計画の方ですごく大きな話が今出てきてい

まして、公園緑地の維持管理に指定管理者制度を導入しようという話が出てきて

います。都立公園では西武狭山丘陵パートナーズというところが東京都の指定管

理者になってめざましく素晴らしい実績を作っており、市民の声をよく聞いてコ

ーディネートして、公園の環境づくりや維持管理にも市民ボランティアに入って

いくやり方なんです。東村山市でも全部の公園ではないのですが、いくつか公園

をピックアップして、指定管理者を入れて、指定管理者が中間支援的な仕事をや

ろうとしています。かなりな確率でそういう方向性になると思います。そういう
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ことを考えると、公園の再生というのがメインテーマになると思うんですけれど

も、その公園の再生に市民をはじめ色々な団体が参加して意見を出し方向性を決

めて再生をしていく、あるいは維持管理に参加していくというようなシステムが

できようとしているんです。それが本格化すると、ではここでやっている、いわ

ゆるデータとか「どこにどういう団体がいて連絡先はどこだ」というのはかなり

活かされると思いつつ、もう少し連携して、どうせなら公園づくりに市民や市民

団体に手をあげてもらって一緒に検討していくシステムづくりができないかなと

すごく思いました。それが来年度からできるかどうか分かりませんが、予算取り

ができればすぐに始まってしまう話しだと思うので、そこで出てきた事例を一緒

にみんなで考えながら、しかもそれがいいテキストになるのも狙ってみてもいい

のではないかと思いました。もしかしたら中間支援的な組織なので、こういう連

絡会に入ってもらった方がいいかもしれないです。それが一つ目。 

 〇事務局 

  公園のジャンルについてはお話しをうかがっています。行政もそこに入らせてい

ただいて、一緒に検討しているところで、本当に協働という手段を使って地域課

題の解決ができたということであればぜひこの講座で最初に取り入れて紹介させ

ていただきたい。地域課題の解決になる一つの手段として協働はあると思うので、

どこの課でどんな協働事業をやって、協働は目的ではなく手法だと思うので、地

域課題の解決につながる協働事業があればぜひ紹介したいと思っています。 

 〇委員 

  そうですね。庁舎内の横の連携をとって、なるべく一緒にできるところはやって

いこうという内容だといいなと思っているんです。 

 〇事務局 

  ここにも書かせていただいた通り、55 くらい協働事業やってまして、その中で地

域課題の解決につながる良い事業もありますので、それを、協働講座を通して紹

介していきながら自分の課にも取り入れていくと。地域課題解決の一つの手法だ

と思いますので、それを協働でやっていく手法も選べるようにしていきたい。 

 〇委員 

  もう一つの事例が「みどりの基本計画」「環境基本計画」両方に書いていただいて

るのですが、生物多様性の保全を強力に伝えていくための一つの方策なんですが、

市内の生き物調査を、市民を巻き込んで実施しようかという案があります。来年

度すぐにはなかなか準備も色々あるのできないかもしれませんが、今、生物多様

性が大事な北山公園とか、八国山とか、それと狭山公園とか。この辺りはもうど

ういう動植物がいるかは全部把握してますが、他はほとんど何も手をつけていな

い状況です。そこで、代表的な例えば蜩の声を聞いたかとか、赤とんぼ系を見た

かをボランティアを募って「みんなで一緒にやろうよ」をやりはじめようとして

います。そうすることによって生物多様性の保全という市民の意識が高まること

も狙ってるのですが、そこで調査区域に民有地とかも入ってくるので、公園の指

定管理者だけではできないだろうという議論をしていて、そうすると私みたいな

「北川かっぱの会」とか、そういったところが母体になって何団体か集まって「み

んなで一緒に市民協働でやりましょう」路線にならざるをえないと思います。そ

うすると今まで検討してきたリストも活用するし、マッチングも結構出てくると

思っていて、それを２～３年のうちにやることになると思いますが、それを今度

できる連絡会や協働講座を活用してなおかつフィードバックして、それこそいい

テキストになるようにして広げていくとすごくいいのではないかと。 
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 〇事務局 

  ジャンルごとにコーディネーターがいると思います。例えば公園だったら企業も

今「中間支援やります」とパンフレットに書いてあるところもあるので。だから

リスト化して見えることでコーディネーターのリストだけ色を変えておくとか見

える化すれば、このジャンルはこの人に相談すれば中間支援、わざわざ横串の組

織を作らなくても、そこはコーディネートしてくれるところもあるかもしれませ

ん。とりあえずリスト化して見える化してないとそこも分からない状態なので。 

 〇委員 

  そうですね。特に公園の再生となると環境だけでなく福祉の人も巻き込みたいし、

もちろん子育て関係者も巻き込みたいし、あとは色々な切り口があると思うので

すが、そういった意味で実例を通じてやっていけるといいと思います。 

 〇事務局 

  なかなかどこのジャンルだけ強いというのはないと思います。福祉系の人でも環

境に関心がないとやはり入ってこないでしょうし、ある程度活動内容もまとめら

れているものがあればつながりもできてくるでしょうけど、闇雲に声をかけても

そういった中間支援組織があればいいんですが、現状においてはないので。 

 〇委員 

  いずれにせよ試行錯誤しながらになると思いますが、そういう動きがあることも

ふまえて連絡会で考えていければと思います。 

 〇事務局 

  協働講座でもそういった所は紹介できればと思います。市職員にも紹介できます

し、市民団体、いつもよろず交流会さんに協力いただいてますが、そこにも既存

で課題解決している協働事業を紹介できれば少し意識の向上につながるのではな

いかと。既存の成功例ではないですが、紹介するのは非常にいいと思います。 

 〇委員 

  既存の進行しているところもほしい。 

 〇事務局 

  行政と協働して課題解決につながっている事案があればぜひ紹介していきたい。 

 〇委員 

  そのほうが協働講座も楽しいと思います。架空の話はどうも。 

 〇事務局 

  先生の講座内容も「協働ってこんなもんだよ」というところで完結してるのです

が、成功事例ももう少し見せたほうがいいのかなと思いまして、ここにも既存の

事業の紹介と書きました。確かにそう思いますね。今、課題解決につながってる

実際の事業を見せていくっていうのは必要なことだと思います。 

 〇委員 

  今の話しは②の話しにもつながっていて、情報交換スペースの見せ方や、なるべ

く今やってる成功事例をのせて「じゃあ一緒にやろうよ」という感じにしたい。 

 〇委員 

  今、動いてるところを見せたいです。 

 〇委員 

  そうですね。来年度早々からということはないと思うんですけど、少し遅れてか 

らか、１年遅れになってしまうと思いますが、そんな感じです。 

  〇委員 

  大賛成で、いままでもよろず交流会や他の会でも実際の事例を基にその課題を出
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して、それを話し合うということを何度かしたことがあります。具体的な話しな

ので、規模はあまり関係なくて、むしろ小さいものの方が実際に使えるものがあ

りますので、そういう考え方をするんだということを市の職員さんが「市民はそ

ういうふう考えるんだ」「横断的に考えるんだ」ということを一緒に体験してもら

うとすごくいいと思いますし、市民の意識改革の他に、「市職員の」と書いてるの

は、協働の考え方そのものを知ってもらうこともそうですし、市の職員同士の連

携を積極的にしてもらいたいというのが市民活動してきた側からは本当に思って

いて、それも一つの事例に取り組むことによって多様な課が関わらざるをえない

という「自分のところじゃないから関係ない」ではなく、関わり方がそれぞれあ

ることを知っていただきたい。それと「リモートの実施などの新たな開催方法」

があるのですが、それについては土日開催や夜間とか、協働講座そのものも市職

員が入っているから難しいのは重々承知なのですが、市民団体は平日の日中に組

まれても同じメンバーしか出れないんです。それはもうはっきりしていて。やは

りここを本気でやっていくなら現在活躍している人たちが実際に参加できる形を

とらないと、ずっと抽象的になってしまう。実際、本当に動かしている人たちは、

実際は元気な世代というか、働いている世代がすごく多いので、「多様な開催方

法」はリモートだけではなく日時も含めた場所もすごく考えていかないと本気で

の取り組みに活かす、取り込むのが難しいと感じています。 

 〇事務局 

  そういうことも含めて開催の内容は連絡会で調整していきたいと思っています。

そういった意見を聞く、市民協働課でやっている事業に関しても意見を聞く場は、

検討会はこういう一つの形を整える場だと思ってますので、こういったことでリ

ニューアルしていきたい。 

 〇副委員長 

  「市民活動連絡会」ですけど、ニーズが来るのを待ってる状況でコーディネート

するんですか。それともニーズを発掘していくということはしないのかなと。 

 〇事務局 

  後者だと思います。コーディネーターの発掘もそうですし、リストを通して発掘

して調整していくこともそうだと思います。直接のコーディネート機能というの

は今やってると思います。社協さんはもちろんボランティア団体と行政だったり

市民同士だったりというコーディネートをしてますでしょうし、出会いの場をよ

ろず交流会さんは提供してくれてますし、うちは行政とつなぐことも多分にして

ます。行政からの要望も市民団体の方に直接伝えることも最近増えているので、

そういった中間支援機能は今やっています。ただコーディネーターとしては今、

組織もないですし、コーディネーターがどれだけいるかもわからない状況です。 

 〇副委員長 

  コーディネートはやはりニーズを探し出さないとなかなかコーディネートできな

いのではないか。例えば我々災害ボランティアセンターを考えた時に、当然ボラ

ンティアいっぱい来ます。でも、ニーズがなければボランティアは動かないんで

す。要はコーディネート「する」ことが目的であればやはりニーズがなければい

けないし、そのニーズに合わせてどうコーディネートしていくかではないですか。

そのあたりも考えないと、多分このままやっていってできたけれども、ニーズが

ないから誰も来ませんでしたというのが長い間続いたら勿体ないですよ。 

 〇委員 

  情報交換コーナーで何を展示していくかといった時に、今動いているものを中心
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に出して、リストも完成化されたものではなくて今活発に動いている団体紹介か

ら入っても全然いいと思います。何やってるかわからないところについて調査す

ることは少し横に置いて、今元気なところをどんどんあそこの場所で出していく

ことで次が出てくると思います。 

 〇事務局 

  今、ニーズの把握もできてないですし、正直に言って他のところにコーディネー

トなんて言って結び付けていることもないのです。直接市民協働課に来て、市民

協働課が団体に振るといった連絡調整するところも、聞くところもないのです。 

 〇委員 

  ニーズが出てくるかどうかも、「あれ、なんかあんなふうにしてやってるわ」とい

うふうに見せないと、「じゃあこれ持って行ってみようか」という気にならないと

思います。今元気で、上手くいきそうなところを紹介するのが良いと思います。 

 〇委員長 

  気軽に立ち寄れたりとか、気軽に情報が得られたりとか。 

 〇事務局 

  副委員長がおっしゃるようなニーズの把握は今、市民協働課の窓口に来ることは 

ありますけど、直接的に委員のお話しを聞ける機会がないのです。正直に申しまし 

て。行政側からの話しは結構増えています。だから市民団体に振るという作業は今、 

市民協働課でもやってます。行政から「これ市民協働の形でやりたい」と、先ほど 

のお話しではありませんが、それでそのプロジェクトに入れていただいたりして、 

こういったニーズがあって、こういった市民団体はどうですか、と言われることは 

もちろんあります。ただ、本当に紹介するだけで団体の活動内容は分からないので、 

そこがそう思われるということしかうちは把握していないのです。本当は団体側か 

ら把握している団体があって、中間支援を担うような団体があって全体を把握し 

ていればいいのですけど。「じゃあこれのことなら今はよろずの委員さんに聞こ 

う」とか、「子どものことだったらこの人に聞こう」など、こちらが勝手に振って 

いるだけなので、具体的に見える化もなってないですし、そういったところはリス 

トで補っていきたいと考えています。 

 〇委員長 

  それと連絡会で、情報共有できる場があれば、逆にいうと今こういうニーズがで

てきました、こういう課題があってどこか紹介したけどといった時に、少し広が

っていくかもしれないですね。そこは連絡会として期待できると思います。かと

いって毎日毎日顔を合わせてなにか打ち合わせをしているわけではないと思いま

すが、何かあった時に相談したり共有したりできるだろうと思います。 

 〇事務局 

  相談の把握もできてないです。市民側からは特にどういったニーズがあるのか。 

 〇委員 

  そこにいったら何とかなりそうかなって市民が思ってないんです。だからそんな

ことが可能だとか、困っているという展示が必要なんです。 

 〇事務局 

  機能がアップしていけば本当に中間支援組織が必要なのかも出てくると思いま

す。今ある機能で十分満たしていれば、組織化できればあったほうがいいと思い

ますが、コーディネーターを集めただけの中間支援組織では地域課題の解決につ

ながらず、意味がないと思います。コーディネートする実績もないと。行政がい

きなり信用してそこに預けるということもないと思います。 
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 〇委員長 

  キーパーソンを発掘したり、コーディネーターを育てたりということになって組

織立てできれば、最終的な組織ではなくても、今はそれぞれ持っている団体が情

報共有していきましょうと。それと気軽にコーナーに寄れて、あそこに行けば何

か情報が得られるとか、何かニーズを拾い上げられる場作りというか。 

 〇委員 

  ニーズの拾い上げなんですけど、昨日「まちゼミ」というのをやっていて、そこ

で僕ＳＮＳの話しをしたのです。子ども向けに話していたのですが、そうしたら

ニーズが結構高齢者の方が多くて、実際今コロナ禍で、ＳＮＳの危険性がいっぱ

いあるけど、それを相談できる窓口がないという話しを聞いたので、それは他で

考えていかなければならないと思ったのです。もしかしたら情報スペースで月１

回でも、なんでもいいから相談窓口を作った方が、もしかしたら寄れるのかなと、

今少しイメージしました。そうしたらたぶんそこで立ち寄れる環境が作れれば、

協働の話しとかもできるのかなと。ただ色々な人が来るかもしれないので、少し

心配はありますが、そういうのがあってもいいと思いました。 

 〇委員 

  そういう企画をそこでやるっていうことが盛り込んでくると、興味がある人が一

人でも二人でも来れば認識されると思います。そういう窓口があればそっちに行

くのかなと思います。だけど、それが本当にニーズとしてあがって、本当に解決

するところまで行くものって沢山あるわけではないと思います。それと行政に私

のところにたまたま来るいくつかの、相談の中に行政に行ったけどらちがあかな

かったというのが結構含まれていて、大体の人がそうです。必ず行政に行ってま

す。例えば「この家を使ってもらいたい」ことってありますよね。保育園の待機

児童というのがたくさんいるから「保育園とかに貸してあげたらどうかしら」と

いうのがあったのです。でも、行政に「そこは応えられません」終わっているか

ら、私のところに連絡が来て、待機児童の対策はどうなってるかとか、保育園運

営というのはどうなってるかとか、小規模とか色々今施策があるので、「そういう

ふうになってます」みたいなことを言うと、「耐震が・・・だから難しいかな」と

か。でも、ある程度お話しすればある程度は納得されるので結果は同じなのです。

でも、ちょっとそういう窓口の対応なのか、が結構あります。協働の方にそれが

行けば、そういう対応ではないのではないかというのが実際あるのです。 

 〇事務局 

  中間支援組織自体は中立でいいと思うのです。だからそういう意見があって、行

政側がまたそこに入っても行政の立場と同じです。市民協働課が入ったからでき

るようになるなんてことはないです。そこはやはり多くの市もそうですけど、中

間支援組織は中立で独立していたほうが絶対そこはいいんです。 

 〇委員 

  私たちが事業として協働課さんに問い合わせたこともありましたが、上手くいっ

たことがなくて。相談窓口としてそこが成り立つのかというのがあります。どう

したら成り立つのかが分からない。全部行政が引き受ける必要はないと思ってい

ますが、でもなにかやりたいと思っている人たちがいるので、どう吸い上げたら。 

 〇事務局 

  吸い上げても、協働ってパートナーがいないと協働にならないので、中間支援も

そうですけど、一緒にやってくれる団体がないと協働にならないと思います。行

政として「良い」か「悪い」かを決めてるだけになってしまいます。 
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 〇委員 

  例えば「今日はＳＮＳについて知ってる人がいます」をやるだけでも、話しを聞

いてもらうだけでほっとする人がいるのでそういう場にしてもいいのかなと。 

 〇事務局 

  本当に課題解決にそこがつながればいいのですが、それが協働という方法で課題

解決につながればいいのですが、その一端を担う情報スペースになればいいなと

は思っています。 

 〇委員 

  どうしたら機能するでしょうか。 

 〇委員 

  今、シビックテックという言葉があって、市民の人たちが、自分が持ってるノウ

ハウを行政の、例えばデジタル化に「力を貸しましょう」とやってくれる。新し

い市民協働の形として、東京都がコロナ対策でページをアップした時に実は東京

都は一銭もお金を出さないで「どうぞこれやってください」といったら、東京に

住んでいる技術のある方々が自分たちでそういうページをすっと立ち上げてとい

う形なのです。今までは行政側がなにかやらなければ動かなかったというのがあ

るのですが、こちらはどちらかというとオープン。「こういうことやってくれる人

いませんか？」を出していければ、もしかしたらそういう力を持っていて行政の

ためになにかしようと思っている方がやってくれるとか、集まってやってくれる

とか、そういうことを求めていきたいなと思っています。このあと協働のマニュ

アルの話しをしようと思ったのですけど、これも言ってることはすごくいいこと

を言ってるのですが、平成 23年に作ったものなので、総合計画とか行革とかとい

うのも今年で全部改定して、先ほどあったみどりの基本計画とか環境基本計画も

全部今年改定なんです。テーマとしてはこの四月から始まる第五次総合計画もや

はり協働というのがすごく重要だといっています。内容的には「地域につながる

コミュニティづくり」の一つにそういうものも入れたのです。ただ、多様な主体

との連携や協力がすごく重要だと書いてあって、その中に今言った、これまでも

協働によるまちづくりを積極的に進めてきたけれど、要は行政側からオープンデ

ータといってデータを出してあげる。出してあげるとそれを見た人がさきほど言

ったみたいなことで「こんなことができる」とか「こんなところで困ってる」と

か「ああいうことができる」ということがこれから積極的に環境づくりも含めて

やっていく必要があるということが、今まではあまりそういうことを言ってこな

かったのですが、今回の総合計画の中ではそういう内容が組み込まれてきたとい

うところがあります。 

 〇委員 

  私の友達が防水屋さんなのですが、噴水の水が溜まらなくなって壊れた時に「言

ってくれれば直すのにな」って。結局そういう人ならいっぱいいるわけです。だ

けどそういうシステムになってないから、東村山市のことだったら専門だからみ

んなに声かけたらすぐに治るのにと。でも、どんなふうにどう壊れてるか公開さ

れてないからわからないということが実際にありました。 

 〇委員 

  そういう考え方が出てきていて、じゃあ今日の明日私たちもそういうことができ

るかというと段階を踏まないと。まさに意識改革があってとか、セーブとは言わ

ないけれどもなんらかの形でルールを決めていくとか、オープンデータといって

も個人に関わる情報は出せませんし、どういったものを出していけばいいかとい
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うこともこれから考えていくところですので、簡単にできる話しではないのです

が、そもそも今回の総合計画今後 10年間、短期でいうと５年間ではそういうこと

が求められるというところが意識として出てきてますので、だいぶ変わってくる

かなとは思っています。先ほどでていた、今活動している方々がどういうことを

やっているかということを情報として出すというのもすごく重要な話しだと思い

ますし、前も少し話したと思うのですが、スモールスタートでやるというのがす

ごくいいと思いますので、そのことも市民協働課とよくお話しをされて今度の連

絡会でそういうお話しで具体的にこういうことができるといいねが詰まってくる

といいなと期待してるところです。さきほど言いたかったのは、協働マニュアル

も少し時代にあった形で、言っていることはすごく重要なことをみんな言ってい

て、「協働には十分なコミュニケーションが必要だ」とか「情報は市民のものであ

り市民のために活用してこそ価値がある」と言ってるのです。このマニュアルの

中で。なので、それをどう実践していくかという話しで、言ってたことをやって

いただけるとすごくいいかなと思います。 

 〇委員長 

  マニュアルの話しが出ましたけれども。 

 〇事務局 

  実践をどうしていくのかというところですね。第四次総合計画にあてはめてマニ

ュアルは作ってありますが、もう第五次なのでさすがにそこは改訂して現代のも

のに合わせていく必要があると思います。 

 〇委員長 

  そういう意味では今後の方向としても協働マニュアルの改訂が必要。これは市の

総合計画の方向性に合わせて行政側で整理していくことになると思いますが、そ

のあたりについては連絡会の中でも色々ご意見をいただければと思います。 

 〇事務局 

  これ自体はホームページで誰でもダウンロードできて見れます。市の協働とはこ

うですというマニュアルは公開情報ではありますが、委員が言われたように新し

いことを取り入れていくとことになってます。企業との連携ではないですけど。 

 〇委員長 

  まさに今講座はこれを基にしてやってるんだよね。今に合う形での。 

 〇事務局 

  そうです。他市のものを見ますと事例集が載ってるものや、委員が紹介した活動

もあり、市民の意見もいただきながらまとめているところもあります。 

 〇委員 

  そういう意味では今回コロナがあって、講座も市の行事もみんなコロナで集まっ

ていただくスタイルはなかなか難しくてできなくて。協働の形もみんなで集まる

という形が当分違う形で考えていく必要があるかなと。転機になってきてると思

います。リモートがワードとして出てますが、そういったことも取り入れて講座

の形も変えていく必要もあるとすごく感じています。 

 〇委員長 

  そういう意味では市民活動の方法も、すべてリモートというわけにはいかないで

しょうけど、規模的人数的なものが変わっていくこともあると思います。 

 〇事務局 

  見直す内容も、情報交換スペースも、正直に申しますと感染リスクもあって色々

ネットで配信することも含めて実施方法を検討していければと思います。 
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 〇委員長 

  他はよろしいでしょうか。今２つの方向というか、協働講座の関係、マニュアル

の話しもでましたが、あと情報交換スペースの活用方法。よろしいですか。 

 〇事務局 

  みなさんのご意見を参考にまた、まとめさせていただければなと。この三年間の

検討内容を含めまして、一回報告の形でまとめさせていただければと思っていま

す。実施内容はある程度こういった内容で実施すると中間支援の機能も向上する

のではないかというお答えはこの検討会の中でやっていただいたと思います。

「できる」「できない」はこの後のお話しになろうかと思いますが、方向としては

この内容でいけるのかと思っています。 

 〇委員長 

  いずれにしてもこれまで三年間の中で皆さんと一緒にお話しをしてきたところ、

今日の段階でもう十二分にまとめてもらっていますが、今、事務局も言ったよう

に、今からガラッと変わるものではないですが、スモールスタートということで

着実にスタートし始めたものもありますし、これを積み重ねながら連絡会の中で

中間支援機能の情報連携や共有をして進めていくことがまずは今年度の一歩かと

思いますし、それと併せて、ここで三年間のまとめの作業が最終的に入ってきま

すので、そのあたりの方向といいますか、今後はなにか事務局からありますか。 

 〇事務局 

  コロナの感染状況もありますので３回目をどういう形でとろうかなと今思案中な

のですが、三年間をまとめた通しでの報告、検討結果で実施内容のほうはこうで

すというような、今後の展開をこうしていくというところは三年分まとめさせて

いただいて、報告させていただければと。その報告書について３回目、今断定し

ていつやりたいというのは難しいですけど、１月ないし２月にはやりたいと。う

ちもこの検討会が終わったらまとめさせていただいて、報告をさせていただけれ

ばと思っています。コロナで日程もだいぶ狂ってしまって申し訳ないですけど。 

 〇委員長 

  今までのまとめや、今年の部分も時間をかけて検討したいところもあったのです

が、事務局からお話しがあった通りで、逆にいうと事務局に頑張っていただいて

まとめていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。なかなか今日

の段階でこういう形のまとめというところまではお示しできませんが、次回まで

の間に事務局からまたお示しいただきながら、次が最後になるのですか。 

 〇事務局 

  そうですね。検討としては最後。三年のまとめをさせていただければなと。 

 〇委員 

  先ほどのオープンデータのお話し、補足をさせていただきたいです。データとし

ては出していて、毎年「市民の意識調査」をやっています。そのホームページに

のっていまして、2,000名の方に対して無作為抽出で調査をやっています。毎年ホ

ームページにのせています。その中で行財政の分野で「行政と市民による協働の

まちづくりの推進」というテーマについて毎年設問があって、それに対して満足

度と重要度を聞いてます。この間５年間見てもだいたい60％、今年でいくと66.4％

が重要だと、「行政と市民による協働のまちづくりの推進」というのが重要だと答

えています。一方で市民の皆さんはすごく重要だと考えていますが、では具体的

に「市の課題解決のために参加したい活動はありあますか」と聞くと、「特に参加

したくない」という回答がわりと多かったりします。一番多いのが「調査票によ
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るアンケートに回答する」というのが最も多くて、その次が「地域のボランティ

ア活動等に参加する」、その次が「市と市民が協力して行う活動に参加する」とな

っていて、残念ながら「特に参加したくない」というのが結構な割合であるとい

うことで、この間３年間皆さんと色々お話しをしてきて、さきほどニーズのお話

しが出てましたが、市民の皆さんはすごく重要だと考えているけど、実際にどう

いうふうに参加したらいいか分からないとか、色々あると思いますので、ぜひこ

の活動を通じてそういうものが広がっていくといいなと思っています。 

 〇事務局 

  今、調査していただいている結果を、自治会の調査を１年間やっても同じような、

やはり「期待」はするけど「自治会に参加したいですか」と聞くと同じような意

見が出てくるというのがあるのです。課題解決に参加していただくのはなかなか

難しいなと。このあたりが意識の向上もそうですけど、意識改革ではありません

が、少しでも見えるように情報交換スペースもそうですし、ホームページもそう

ですけど、活用できていければなと思います。 

 〇委員長 

  成人の特性があるところで言ってるお話しは、やはり自分に一定のメリットがあ

るとか、見返りがあることでそこに参加をしていく、参画していくということに

なります。そこが見えないとやはり今言ったように参加に一歩躊躇してしまうと

か、外から見ているとか、ということが往々にしてありがちだと思います。 

 〇事務局 

  発信も重要ですが、自治会は随分成功事例を発表や紹介もしてくれますが、情報

の整理も身近な人と一緒にやらないとなかなか難しいということで今活性化委員

会をしていますが、加入率向上なんて言うと難しい課題ではあるかと思います。 

 〇委員長 

  情報発信ですが、自分が「こんなことできるよ」「あんなことできるよ」というの

があってそれをやることで自分に満足が返ってくるということも一つあるでしょ

うし、普段自治会の中で生活している中でもメリット・デメリットがあって、そ

の中で参加することでよかったと思うこともあるし、やはり色々な情報を出すと

すれば、まとめるわけではありませんが、うまくコンパクトな情報を発信できる

ように、色々な情報を皆さんと共有していくことが必要かと思います。 

 〇委員 

  キーワードは義務感より、「楽しい」という情報発信だと思います。それがやはり

目を向けてもらう一番。口コミなのかネットで広がるのか色々あると思います。 

 〇委員長 

  このコロナ禍ですので時間の方もなるべく圧縮してということですけれども、も

し最後に皆さんの方でなにかございましたら。 

 〇委員 

  この間、東村山市役所と青年会議所でＳＤＧｓの連携協定を結ばせていただきま

した。青年会議所は日本で一番ＳＤＧｓを推進していく団体として全国で活動さ

せていただいているのですが、やはり考え方が昔と少しずつ変わってきていて、

おそらく各地のボランティアの団体の方とかって、すごく地域に貢献していただ

いているのですけど、おそらく行政の方から見ると、これがいつまで続くのだろ

うという不安が絶対にあるんです。持続可能でいなければならないということに、

今委員長からもお話しがありましたけど、やはり社会とか環境とか経済とかの課

題を解決していくのに、ニーズを外からきっちり拾ってきてそれに応えていくと
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いうのが明確になっていないと、目標と現実のギャップがいつまでも埋まらない。

埋まらないで平行にしているという昔の感覚とはもっとミニマムになっているの

で、課題をどんどん解決していかないと一歩一歩進めないというのがすごく目に

見えてあって、そういう意味ではやはりボランティアだとか、寄付とかというの

は、やはりどんどんしんどくなっていく。だんだん若い人も少なくなっていって

それだけをずっとやっていくとなると、やはりご飯が食べられないし、というこ

とになってくると、おそらく循環型の社会にどんどん変わっていって、今までお

そらくボランティアとか寄付というのはおそらく直線型だったと思うのですけ

ど、それをしっかり自分のところでも回していこうよ、だからおそらくデータを

出すと「こんなに困っている人ここにいるんだ」となると、「それを使ってビジネ

スをやって課題系解決していこうか」という人がやはり増えると思うし、青年会

議所はすごく長い歴史があるのですが、今までビジネスを謳ったら絶対にダメな

団体だったのですが、実は２年前からビジネスを通して社会貢献していこうとい

うのが謳われるように世界的になったので、そういう意味では考え方のシフトも

少しずついれていくのもいいのかなと思いました。 

 〇委員 

  ＳＤＧｓの 17番目のゴールが「パートナーシップ」じゃないですか。どうパート

ナーシップが取れるかというのが一番の肝だと思います。 

 〇委員 

  市民と行政の協働を検討する会議なので、企業とかの話しというのが「置いてお

いて」みたいにずっとなってきていて、ただ現実はそんなことなくて、時代的に。

「市民活動してる人」「企業の人」となってなくて、小さく色々なことをやってる

人ってすごくいて、お母さんたちも支援者だけど、小さい手作りのやってる人い

っぱいいるんです。協働の部分についてはもちろん「市民」と「行政」と区切る

しか行政とやってるかぎりないのですが、情報の部分は色々なフレームの人たち

に入ってきてもらうという形をとってどこが協働できるかとやっていかないと、

実際の問題解決に私は結びつかないと思っています。実際元気なところってそう

やってお金が回ってるところもあると思うので、そこをあまりタブー視しない形

で情報交流・情報提供の方は積極的にやっていくべきだと思います。 

 〇委員 

  東村山市は社会福祉系の法人がたくさんありますが、社会福祉法人は必ず社会貢

献しなければいけないので、そことの情報を入れていかなければと思いました。 

 〇委員 

  社協が事務局をやってます。今、27 の社会福祉法人がありますが、新しく子ども

の養護施設の関係ができると、28法人にこれからなります。 

 〇委員 

  みんな小さい商業というか、やってたりするところもあるじゃないですか。そこ

をどう切り分けるかというと、切れないなと思うんです。 

 〇事務局 

  そういった新しい情報をコーナーで紹介できればなと。小さなことから言うと本

当に集会所の管理も法人にやっていただいているのです。小さいところから少し

でも情報を出していければなと。ある意味市民協働の形ではないですけど、企業

や法人が協力してくれて管理をして実施しているというところもあるので。 

 〇委員長 

  皆さんから意見をいただいて、このメンバーで構成していて正解だったなと思い
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ました。また今後とも引き続きよろしくお願いいたします。 

 

3．【その他】 

〇事務局 

次回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 

  本日出された意見、事務局の方でがんばっていただいて、また次回の会議をご案

内させていただくということですので、よろしくお願いします。本日はありがと

うございました。 

 

 


