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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 次第 

 

 

令和 2 年 12 月 21 日（月）午後 7 時～午後 9 時 

於：市民センター２階 第１会議室 

 

 

１．委員長及び副委員長（職務代理）の選出（結果） 

 

 

 

２．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報告 

 

 

 

３．協議事項 

 

（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 
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１．委員長及び副委員長（職務代理）の選出（結果） 

第１回市民と行政の協働に関する検討委員会において、本検討委員会の委員長及び副委員長（職務代

理）の推薦をいただきました。 

市民と行政の協働に関する検討委員会設置要綱に基づき互選した結果以下のとおり 

「委員長 肥沼委員」、「副委員長 亀井委員」となりました。 

〇委員 13 名  回答 13 名 

委員長  肥沼委員 12 名 無記名 1 名 

副委員長 亀井委員 10 名 熊谷委員 2 名 無記名 1 名 

 

 

２．第１回市民と行政の協働に関する検討委員会報告 

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感染拡大の状況を受

け書面協議として開催し、平成 30 年度「市民ネットワークの構築」の課題に対する【対応策】、令和

元年度「協働の仕組みづくり」に対する【運用案】、令和 2 年度「市民と市職員の協働に関する意識改

革」に対する【実施案】について（＊以下のとおり）意見をいただいき、その意見を【今後の展開】

（〇）としてまとめた。 

また、令和 2 年度「市民と市職員の協働に関する意識改革」に対する【実施案】の意見については、

第 2 回検討委員会の協議事項としたい。 

 

（１）「市民ネットワークの構築」（平成 30 年度） 

当市は市民活動団体等とともに、これまで数多くの協働事業を実施しています。今後もこうした活動

を継続し、更に広げていくために、市民や市民活動団体同士が連携、協力できる環境としての市民ネ

ットワークを構築することで、個々の市民活動団体のみでは成し遂げることができなかった取り組み

に挑戦するなど、新たな協働事業としての展開につながる可能性が広がることを期待するものです。 

 

【検討結果】 

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。 

これらの取り組みの中で、現時点で実施可能な内容を、スモールスタートとしてなるべく早期に実

施する。 

 

【実施内容】 

① 市民活動団体リストの作成 

② 地域別交流会、テーマ別講習会の開催 

今後、これらの取り組みを継続していくためにも、以下の課題が確認できました。 
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【課題】 

① 市民活動団体リスト 

市報掲載や市民団体への呼びかけ等を行っているが登録が進まない。 

② 地域交流の場づくり 

交流会開催には至ったが、参加団体を市民ネットワークにどう取り込んでいくか。 

 

【課題への対応】（第１回検討委員会協議事項） 

「市民ネットワークの構築」に関する取り組みを実施した上での課題 

・ 確認できた課題を整理し、これまでの検討委員会（令和元年度含む）やそれぞれの活動などを通

じていただいた意見等を参考に、以下のとおり連携した取り組みとして対応策を整理しました。 

 

【対応策】 

① 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 

 ・地域別交流会、テーマ別講習会の開催時に市民活動団体リストに登録するための登録 

  カードを配布し、市民活動団体リストの登録者を増やしていく。（地域団体・市民団体 

の掘り起こし） 

② 市民活動団体リストの作成と情報交換スペースの連携 

 ・情報交換スペースの使い方や設置する市民活動団体リストの内容を市民団体（よろず交流会）

と協働でプロデュース（連携・協力）していく。 

③ 情報交換スペースと（仮称）市民活動連絡会の連携 

 ・情報交換スペースに設置した市民活動団体リストを通してコーディネーターの発掘につな

げ、（仮称）市民活動連絡会への参加を促す。 

  

＊【対応策に対する意見】 

①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意見 

・交流会や講習会のチラシにＱＲコードを掲載していつでも情報を取り出し、登録を促す。 

  ・将来的にネット上でも展開することが望ましい。 

  ・交流会や講習会の開催時に自団体のリストを配布し名刺代わりとして交流するとともに、未登録 

団体へは記入タイムを設け、声かけをしながら登録を促す。 

・告知スペース機能も持った情報発信基地として注目を集めればリスト登録意欲につながる。 

  ②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意見 

・リスト登録をするメリットを提示する。（例：情報交換スペースを使用できる・リストの活用（閲 

覧）ができる・協働についての相談ができる等） 

  ・市民協働に関する最近の成功事例を情報交換スペースや交流会・講習会で情報発信する。 

③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意見 

・交流会や講習会が開催された結果、中間支援の課題があった場合には情報交換スペースや、（仮

称）市民活動連絡会へつなげる。 
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〇【今後の展開とまとめ】 

①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【今後の展開】 

・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。 

・リストの内容や周知方法（ホームページやＱＲコード等）については、（仮称）市民活動連絡

会にて調整を図る。 

・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市民活動団体リストの作成と情報交換スペースの連携【今後の展開】 

・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。 

・情報交換スペースでは催しのチラシや広報誌などを置き情報発信していく。 

③情報交換スペースと（仮称）市民活動連絡会の連携【今後の展開】 

・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。 

【まとめ】 

・今後の課題解決の方策については、各年度決定の実施内容と連携して行っていく必要がある

ことから（仮称）市民活動連絡会で引き続き協議する。 
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（２）「協働の仕組みづくり」（令和元年度） 

協働事業を推進するうえで、近隣市では市民活動と行政課題をつなぐ調整機能を持った中間支援組

織が位置づけられている例があります。当市では、中間支援組織を有していないものの、市民協働

課、社会福祉協議会ボランティアセンター、よろず交流会のそれぞれの活動が、結果として中間支

援のための機能を担ってきました。現在、中間支援を担う組織や団体がない当市の状況において、

市民ネットワークの構築に向けた取り組みを行っていくうえでは、中間支援の機能を有している関

係者間において情報と課題が共有できる環境を整え、市民活動団体への中間支援ができる当市にお

ける協働の仕組みづくりを構築していく必要があります。 

 

【検討結果】 

① 中間支援（コーディネート）機能を有している関係間において、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。 

 

【実施内容】 

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。 

今後、これらの取り組みを実施するうえで、以下の課題が確認できた。 

 

【課題】 

① あらゆる市民団体の中間支援（コーディネート）を行うためにも、キーパーソンの発掘や育成

が必要となる。 

② 情報交換スペースは、市民活動団体等が取り組んだ活動の情報を収集、発信していくことが必

要。 

 

【運用案】（第１回検討委員会協議事項） 

  令和元年度検討の「協働の仕組みづくり」意見集約事項に関する取り組みついて、実施する上での

運用案を提示して欲しいとの意見を受け、これまでの検討委員会での活動事例等も参考にしたもの

を以下のようにお示しいたします。 

① （仮称）市民活動連絡会の設置 

目的⇒「中間支援機能の向上」「中間支援組織の醸成」 

【活動内容】 

・連絡会の開催（年２回程度／各機関の意見交換・情報共有） 

 ・コーディネーターの育成、中間支援機能（組織）の醸成 

 ・協働に関する相談案件の整理（ルールづくり） 

② 情報交換スペースの設置 

 目的⇒市民協働に関する情報を収集、発信できる拠点 

  「市民活動団体リストの閲覧、活用」「市民活動に関する相談」 

  【運営内容】 

 ・開庁時（8：30～17：00）は常時開設 … 市民活動団体リスト閲覧は随時 
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 ・市民団体（よろず交流会）との協働によりプロデュース（連携・協力） 

  （市民活動団体リストの内容・情報交換スペースの名称、活用方法） 

 ・実施した上での運用についてはよろず交流会と協働プロデュース（連携・協力）で行う 

（調整は連絡会） 

 【活用事例】（案） 

・市民活動団体リストの閲覧は随時、相談は予約や期間などルールを決める。 

 ・相談内容によって連絡会で取り扱う案件か市民協働課が判断する。 

 ・更新頻度は、メーリングリストを活用し、年に一度程度差し替える。 

 ・メーリングリスト登録者には、「協働講座」「自治会フォーラム」「よろず交流会パーティー」

などの情報をメルマガ等で配信する。 

 

＊【運用案に対する意見】 

①（仮称）市民活動連絡会の設置に対する意見 

 ・（仮称）市民活動連絡会の構成としては市民協働課・よろず交流会・社協ボランティアセンター 

  （ボランティア懇談会含む）で形成することが望ましい。 

 ・個々の地域課題を解決したいと考えている者と、行政や他の市民活動団体とをマッチングさせ、  

その解決策を検討、実施することができるようアドバイスすることのできるコーディネーターを、 

  （仮称）市民活動連絡会との連携先として必要に応じてコーディネーター会議を設置しておく。 

 ・（仮称）市民活動連絡会における中間支援は「市民と行政」にしぼる。 

 ・（仮称）市民活動連絡会の開催は当初は毎月 1 回、状況に合わせて年 4 回は開催したい。 

 ・（仮称）市民活動連絡会の開催は頻回の必要はないが、中間支援機能を担う人材の選出は必要。 

②情報交換スペースの設置に対する意見 

・情報は紙ベースに限らずパソコンを設置し、動画で活動の様子を見ることができると良い。 

（市ホームページから各団体へのリンクや東村山市公式 YouTube の活用） 

  ・パーテーションの外側に掲示板を設置する等によって一般市民に向けた発信をしたい。 

  ・市内の課題問題を集めて見える化して、解決方法や仕組みを考えるきっかけにつなげる。 

 

〇【今後の展開とまとめ】 

①（仮称）市民活動連絡会の設置【今後の展開】 

・（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、初期は市民協働課・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ど）協議を行っていく。 

②情報交換スペースの設置【今後の展開】 

・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。 

【まとめ】 

 ・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。 
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（３）「市民と市職員の協働に関する意識改革」（令和２年度） 

当市においては、昨年度検討でも示したとおり中間支援組織を有しておらず、中間支援を担う組織や

団体がない状況においては、市民活動に関わる団体や行政がお互い協働に対して意識を向上する取り

組みを行うことが必要となります。 

テーマに基づく検討の方向性を実施案として以下のとおり整理しました。 

 

【実施案】（第１回検討委員会協議事項） 

検討テーマ「市民と市職員の協働に関する意識改革」 

① 協働講座のさらなる充実を図る（協働マニュアルの改訂） 

平成２７年度より実施している市民と行政（係長）の協働講座の内容の充実を図ることによりそれ

ぞれの意識を高めていく。 

【今までの講座内容】 

・講師の講話後、協働マニュアルをもとに市民と行政が仮想の協働事業を考え発表する。 

【今後の実施例】 

・協働講座で取り上げた仮想事業が現実となるようによりテーマを絞った内容としていく。 

・テキストと使っている協働マニュアル（平成 23 年発行）を見直し、現在の協働のあり方や市民

の意識にあわせたものにしていく。 

・協働講座に来場しなくても受講できるようリモートによる講座開催 

② 情報交換スペースの協働プロデュース（連携・協力）を図る。 

市役所本庁舎１階ロビーの一角に設置した情報交換スペースを市民団体（よろず交流会）と協働で

プロデュース（連携・協力）することにより、市民及び市職員の市民団体活動への理解を深める。 

【今後の実施例】 

・情報交換スペースは、市民の目、職員の目にも多く触れることから、よろず交流会と協働し、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。 

 

＊【実施案に対する意見】 

①協働講座のさらなる充実を図る。（協働マニュアルの改訂） 

・市民の自主的・自立的な活動を尊重しつつも、PDCA サイクルを定期的に行い、活動に参加して 

  して市職員が適切に介入したりしていくことで市民との信頼づくりにつながる。 

 ・具体の実例で検討し、双方の意識改革を進めていくことが近道となる。 

 ・市職員と市民がチームを組んで既存事業から 2～3 選んで協働を考える。まずは地域の人の話を 

聞くことからはじまり、最後は様々な主体が連携した関係性をつくる。 

 ・土日または夜間の開催も必要、およびリモートによる協働講座を実施する。 

 ・協働マニュアルの見直しは委員の意見も反映する。 

②情報交換スペースの協働プロデュース（連携・協力）を図る。 

・（仮称）市民活動連絡会にもとづく運営スタッフをつくる。 

  ・当事者が使いたいと思う場に育てるため、よろず交流会メンバーが運営に関わる。 

  ・情報スペースで地域課題の見える化ができればその内容をベースに交流会等でディスカッション 

   を行い、共有する。それも見える化できれば市民・市職員・企業も含めて解決に向けて協力でき 

る。この活動を通じて市民・市職員も興味を持つことができる。  
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３．協議事項 

 

（１）「市民と市職員の協働に関する意識改革」（令和２年度） 

今回の検討では、提示した【実施案】についての意見をまとめ、実施に向けた方策の確認を行いたい。 

【実施案と意見のまとめ】 

検討テーマ「市民と市職員の協働に関する意識改革」 

①協働講座のさらなる充実を図る（協働マニュアルの改訂） 

平成２７年度より実施している市民と行政（係長）の協働講座の内容の充実を図ることにより

それぞれの意識を高めていく。 

【今までの講座内容】 

・講師の講話後、協働マニュアルをもとに市民と行政が仮想の協働事業を考え発表する。 

【今後の実施例】 

・協働講座で取り上げた仮想事業が現実となるようによりテーマを絞った内容としていく。 

・テキストと使っている協働マニュアル（平成 23 年発行）を見直し、現在の協働のあり方や

市民の意識にあわせたものにしていく。 

・協働講座に来場しなくても受講できるようリモートによる講座開催 

〇【意見のまとめ】 

・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。 

②情報交換スペースの協働プロデュース（連携・協力）を図る。 

市役所本庁舎１階ロビーの一角に設置した情報交換スペースを市民団体（よろず交流会）と協

働でプロデュース（連携・協力）することにより、市民及び市職員の市民団体活動への理解を

深める。 

【今後の実施例】 

・情報交換スペースは、市民の目、職員の目にも多く触れることから、よろず交流会と協働し、

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。 

〇【意見のまとめ】 

・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。 

 


