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会  議  録（要 旨） 

会議の名 称 令和元年度第１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７月５日（金）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・小久保委員・武者委員 

・中野委員・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・今村協働推進員 

●欠席者：花田（礼）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名 

 

会 議 次 第 

 

1. 開会 

2. 委嘱状交付 

3. 市民部次長挨拶 

4. 委員長、副委員長（職務代理）の選出 

5. 議事 

(1) 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 

  (2) 令和元年度市民と行政の協働に関する検討委員会の進め方 

6. その他 

7. 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  

【開会】 

 

1.【委嘱状交付】 

 

2.【市民部次長挨拶】 

 この市民と行政の協働に関する検討委員会を一昨年からはじめて、三年に渡って

協働の課題を整理していくこととしております。市民活動市民協働は行政を運営

していくために大きなテーマとなっており、東村山に必要なものを皆さんと共通

認識しながら課題解決に向けて進めて行くことが大切だと思っております。これ

までも様々な市民団体と一緒に市でも協働の仕組みを活用しながら取り組んでき

たところではありますが、なかなか事例が増えていかない。今後、様々なニーズ

と課題に対してこの取り組みは不可欠だと考えておりますので、皆様の活動の内

容や経験の中から意見をたまわりながらよりよい形に進めて行きたいので、よろ

しくお願いいたします。 
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3.【委員長、副委員長（職務代理）の選出】 

○事務局 

続きまして、２、当検討委員会の委員長および副委員長の選出でございますが、委

員長につきましては、参考資料の設置要綱第 5 条により委員の互選で選出してい

ただくこととなっておりますが、推薦ございますでしょうか。 

○委員 

 前年度同様、委員長は市民部次長の肥沼委員にお引き受けいただいた方がよろし

いのではないでしょうか。 

○委員一同 

 異議なし。 

○事務局 

 それでは委員長については肥沼委員にお引き受けいただきます。肥沼委員、委員

長席へのご移動をお願いします。それでは副委員長についてはいかがでしょうか。 

○委員長 

 副委員長は行政側からではなく、市民側から選出された方が良いと思います。私

としては引き続き亀井委員にお願いしたいと考えますがいかがでしょうか。 

○委員一同 

 異議なし。 

○事務局 

  それでは副委員長については亀井委員にお引き受けいただきます。それでは、 

  亀井委員、副委員長席へご移動をお願いいたします。 

   

【 会議の公開及び傍聴に関する定めについて（確認）】 

 〇事務局 

  議事に移る前に一つ当検討会について事務局より確認させていただきたい事項が

ございます。平成２９年度第１回の検討委員会ですでにお諮りし、同意をいただ

いているところではございますが、委員の改選もありましたので再度、「会議の公

開、及び傍聴に関する定め」について確認させていただきます。まず、本検討委

員会の公開につきましては、「東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針」に

基づき、原則公開としております。そして、附属する会議資料も公開としており

ます。また、議事録につきましては引き続き、出欠席や名簿等は、お名前を記載

させていただいておりますが、会議内の発言については、発言者の名前は表記せ

ず、「委員長」「委員」として公開しております。また、傍聴につきましては当日

追加資料で申し訳ございませんが「市民と行政の協働に関する検討委員会の傍聴

に関する定め」のとおり過去に同意いただいている事項で異議なければ、本日の

会議の公開及び傍聴の許可をしたいと考えますので、よろしくお願いいたします。 

○委員一同 

 異議なし。 

○事務局 

 ありがとうございました。それではこれより委員長に進行をお譲りいたします。 

 〇委員長 

  では、最初に傍聴について確認します。本日傍聴者は来られていますか。 

 〇事務局 

  現在２名の方が来られております。 
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 〇委員長 

  本日の会議内容について、特段の非公開情報はないと思われますので、傍聴者の

入場を許可してよろしいでしょうか。 

○委員 

異議なし 

○委員長 

ありがとうございました。これより傍聴者に入場していただきます。 

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。 

 

4.【議事】 

(１) 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 

○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」

について説明を求めます。 

○事務局 

 １ページめくった３ページと【別紙】６ページ及び参考資料を御覧下さい。 

当検討委員会は、参考資料「中間支援組織検討委員会設置に向けての考え方」基

に６ページ目の【別紙】スケジュールに沿って３年間にわたり検討を行っておりま

す。今回の会議については【別紙】の網掛け部分となっております。 

  そして、平成３０年度につきましては、「市民ネットワークの構築」について３回

の検討を行いました。 

第１回では、「市民ネットワークの構築」について現状把握と課題抽出を行い、課

題として 

・現在もそれぞれのネットワークを構築されている社会福祉協議会やよろず交流 

会を活用していく事。 

・また自治会や商工会・企業などをどう取り入れていくか 

ということで、ここで出てきた課題の解決策を次回検討することで第１回目の検討

会を終えました。 

第２回では、前回出された課題に対しての解決策について検討いただきました。 

  ・新しい異分野の団体の取り込みや情報共有を図るためにはリスト化が必要では

ないか 

  ・現在もそれぞれのネットワークを構築されている社会福祉協議会やよろず交流

会などに協力いただき交流の場を設ける。 

という解決策が出され、次回はこの解決策についてより実現に向けた具体化策に 

ついて検討することとし検討会を終えました。 

第３回では、これらの経過を受け、具体化策について検討し、概ね２つの事項にま

とめさせていただきました。 

なお、第３回のご意見の中には、市民ネットワークの構築について、いち早く実践

につなげていくためスモールスタートでもいいので実施につなげたほうがいいの

ではないか？いう意見もいただきましたので実施（案）の具体的な中身をこれから

ご提示いたしますので検討いただければと考えております。   

それではまとめさせていただいた❶黒丸一につきましては、異分野の団体の取り込

みや情報共有を図るため、現在、行政との協働事業を実施している団体や新たに交

流・協働を希望する活動団体（自治会や商工会・企業などを含む）のリストを作成



4 

 

し、相談や交流の基礎資料として活用していくということでまとめさせていただい

たものがリスト（案）として【スライド資料１】（当日配布の資料）となっており

ます。また、活用については、以後ご意見をうかがいながら継続して見直し等を行

っていきたいと考えておりますが、冊子等ですと更新頻度の問題もございますので

、【スライド資料２】のようなリストを想定しております。そして申し出があれば

随時、抜き差しできるものを考えております。さらに、登録していた団体等には必

要事項としてメールアドレスを記載いただき、メーリングリストを作成し一年に一

度は情報の確認を促すことを考えております。 

○委員長 

 昨年度の検討をふりかえりながら事務局でリスト（案）と、その冊子を例示され

ましたが、確認事項やご意見等ありましたらお願いします。 

○委員 

 今年度から参加で申し訳ありません。このリストは誰に見てもらうためでしょう

か。活動団体だけなのか、市民の方も自由に見られるものなのでしょうか。 

○事務局 

 活動団体の交流のために使っていただきたいですし、市民が活動団体に入りたい

といった時にでも見られるような形をとりたいと考えております。 

○委員長 

 多数の団体同士がありますが、つなぎが充分にとれていないため、ネットワーク

といいますか、両者が相互に常に見られるようにして、新しい課題の取り組みが

あった場合も一緒に取組めるようになることを期待しているものです。 

○委員 

 三点あります。一点目は項目に「こういう問題があって、こういう改善をしたい

から、こういうことをやりたい」ということがあると良いと思います。二点目は

団体の売りはとても流動的なので、リストを一回出したら終わりではなく、方針

が変わったら柔軟に対応できるシステムが良いと思います。三点目は主な活動内

容で一つだけ丸をつけるようにというのではなく、複数丸をつけるようにした方

が良いと思います。 

○事務局 

 リストについては一年に一回は更新の確認について投げかけをしたいと考えてお

ります。ジャンルについては団体によっては例えば福祉を中心にというところも

あると思いますが、複数の要望があれば柔軟に対応したい。 

○委員 

 メインのジャンルは◎で、サブのジャンルは○にする等、色々あると思います。 

○事務局 

 現在協働している団体は必ずしもメインのジャンルで実施しているとは限らない

ので、多岐にわたることもあると思います。複数枚も含めて考えたいと思います。 

○委員長 

 平成２６年に活動団体の紹介冊子をつくりましたが、毎年新しい情報を更新する

のは困難で課題でした。このリストは更新する分だけ抜き差しできるものをイメ

ージしており事務局の支援も必要ですが、活動団体の方々が主体的に更新してい

ただけるようにして、最新のものにしていければと思います。 

○委員 

 インデックスは団体の希望に沿って作成するのが良いと思います。「協働希望」は、

初めて見る人はわかるかなという気がします。リストをつくるのは団体にとって
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負担ですので、もともと団体にあるパンフレットを挟めるようにすることも検討

してはどうでしょうか。リストと併用でも良いと思います。 

○事務局 

 柔軟に考えたいと思います。小平にあるような設置場所が今はありませんが、最

大限に配慮したいと思います。 

○委員長 

 情報量は少なくても良いけれども、できるところからのスタートということです

ので、表記の仕方やパンフレットの追加方法も含めて検討し、これまでの経過も

踏まえて準備ができ次第ということで確認をしたいと思います。 

○委員 

 検討委員会のまとめの中で、自治会・商工会・企業を含むリストを作成し設置す

るとのことですが、行政も含めてこのリストを見た時に協働をお願いするために

欲しい内容になっているかどうか。市民活動団体を中心に作られているのですが、

各関係委員の視点から見ていかがでしょうか。 

○委員 

 自治会加入率を促進するために様々な情報が必要になるので、例えば読み聞かせ

や音楽を聞かせてくれる団体の情報があれば一緒にやりたいなと思います。 

○委員 

 どういう視点でインデックスをつくっているのかが見えてこない。例えば行政の

分野として高齢・子育て等がありますが、そこと協働をやっているものをそこに

ファイルしていく。行政と協働していないのであれば別にインデックスをつくっ

ていき、そこでは環境は環境でインデックスをつくっていけばよいので、どう考

えているのか。 

○事務局 

 裏面はあくまでも団体が行政と協働していくうえで重要かなと考えております。

どういうジャンルで協働を希望するかを見せていただきたいと思っております。 

○委員 

 実績が欲しいです。例えば商工会青年部だったら「どんこい祭」をやっています

と。イベントは、どこが主体か見えにくいので、そこと関わりたい時の連絡先が

分かると良いと思います。それと団体の理念的なものがあると、マッチングしや

すくなって色々なことができるかなというイメージです。 

○委員 

 青年会議所はインデックス全てに当てはまります。明るい豊かな社会の実現とい

う理念でやっています。インデックスよりも、こういう団体があるという認識を

していくことが重要だと考えております。「数」がカギになるかと思います。 

○委員 

インデックスで中間支援機能を持っている団体というのがありますが、それは良い

と思います。よろず交流会や自治会活性化委員会さんや文化協会さんや体育協会さ

んや社会福祉協議会も中間支援機能をもっている。中間支援機能についての内容も

つくるとよいのではないでしょうか。 

○事務局 

 あらためて色々な形が必要だとわかりました。ベースをそろえたいとは思います

が、企業に合ったものだったり中間支援にあったものだったり整理が必要だと思

いますので、皆様の意見をいただきながら進めたいと思います。 

○委員長 
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 地域の課題問題は手を差し伸べて欲しい側の意見、活動実績、数の多さ、インデ

ックスや団体の自己ＰＲが話の中で出て来たと思います。一定程度基本情報は定

形的に残しながら更新しやすいものをまずはクイックスタートでもはじめてみて

改善できるところは改善していくことはあると思います。その辺を事務局には整

理していただいて、この後もどのように進めて行くかという仕組み的なところも

ありますので、ファイルの内容についても事務局の方から整理して頂き、情報共

有していただいて準備を進めて行きながらこの先の話も併せて聞かせて頂ければ

と思います。 

○事務局 

 ご意見を伺えましたので、リストも見直しながらスタートできればと思います。 

○委員 

リストの陳列方法によって書き方が違ってきます。背表紙にインデックスが書いて

あるだけで手に取るのかと。ビジュアル的な視点も必要です。事務局から場所がな

いと発言されたことも併せて心配です。このことも今後意見交換したい。 

○委員長 

 次の用意してある資料に係るところだと思います。事務局からお願いします。 

○事務局 

 ファイルを置く場所は決めかねている状況です。【スライド資料３】のように小平

はスペースもあるのですが、とりあえず平成２９年度第１回でお出しした１８０ 

 の団体と自治会も把握しているところはお声をかけていきたいと考えておりま

す。企業等はどうするかという問題は残ってしまいますけれども、数を多くして

なるべくコンパクトにまとめたいと考えております。 

○委員長 

 小平市では支援センターがあり、中間支援としてコーディネートする市民団体の

方がいらっしゃる。他市の事例として紹介されましたが、これと同じことを当市

でできるかといったらそうではありません。今後庁内で配置変更等を検討してい

く中で限られたスペースでどのようなツールがあると皆さんが手に取れ、情報が

得られるものになるのか皆さんの中から意見があればと思います。 

○委員 

 少なくとも最終形としてこうなったらいいよねという理想は共有しておきたい。 

 できることだけで話し合うとせっかくの会が小さくなってしまう。 

○委員 

 理想の部分の話をしたい。今は市民と行政の協働がキーワードになっているが、

地域課題の解決を考えた場合に民間同士で協働していくこともあり、その中にお

いて企業はとても乗りやすいと思います。将来的には市と連携しなくても民民同

士でできるということも目指した方が良いと思います。小平も民民のことをたく

さん扱っているからあそこまで膨れ上がっていったのではないかと思います。 

○事務局 

 今後の仕組みづくりの検討でもあるところですが、市民と行政の協働に関しては 

 中間支援がない等の課題がありますが、民民同士でのネットワークを広げていく

という意味ではリスト化は第一歩ではないかと思います。民民同士で解決してい

く道もあると思います。 

○委員 

 将来的という事であれば、議事録にも書いてあったのですが、ホームページを作

成という形にして、情報を精査すればどの団体がどこにいるか等、データベース



7 

 

にすればおさまるのでは。インデックスにしてもタグ付等で検索しやすい。セキ

ュリティの課題はあると思いますが、求めている企業もあると思いますので、グ

ループ化等の利便性も考えると、目指していければよいのではと思いました。 

○委員 

 紙ベースのファイルを置く場所には小さくてよいのでテーブルと椅子がほしい。 

○事務局 

 閲覧場所の意見が出てきていますので、リストを活かせる場所がどのようなもの

か整理していきたいと思います。 

○委員長 

市役所のホームページは、皆さんが自由に更新はできないので、別の形で立ち上げ

ていくこととしております。ただ、将来どういった形でやっていくかというところ

で、今、東村山市の協働が中間支援について不足としている課題として市民ネット

ワークの構築、協働の仕組みづくり、市民と行政の協働意識の醸成といったものを

解決していくためのご意見をいただくことで最終的な進むべき道をイメージして

いきながら、すぐにスタートできるものをやってみるという話なのだと思います。

おそらく今年来年で皆さんとの話し合いの中で共有をさせていただき、その中で今

できることを今、事務局の方からお話しいただいているというふうにご理解いただ

きたいと。ただ、先程のテーブルの話や閲覧する場所のところは十分配慮してやっ

ていくということでよいかと思います。 

○事務局 

 前回の委員からインデックスについて「地域や社会にどんな問題があるかという

ところからどんな事業を展開していこうかと考えた時に、防災の視点で協力団体

を探しづらい。知っている団体でもどういう目的で活動されているのか、私たち

の目的に対してどのようなお力添えがいただけるのかが不明で、リストにわかり

やすいインデックスがあると良いと思います。地域・ジャンル等様々な項目で検

索が出来ればすごく応援しやすい。」という意見いただいたことを踏まえてリスト

案を作成したところでございます。今後ともご意見をよろしくお願いいたします。 

○委員長 

 今後庁内で配置変更等を検討していくことについても情報提供しながら、それか

ら今出された意見を整理し、リストについても事務局に随時報告をいただきなが

ら皆さんと良い意見交換が出来ればと思います。 

○委員長 

 それでは２つめのまとめについて事務局からお願いいたします。 

○事務局 

  ４ページにお進みください 

❷黒丸二のまとめについてもご説明させていただきます。協働の原点でもあります

地域課題の抽出や解決に至るまでの過程では、「市民ネットワークの構築・拡大」

が必要との視点から、現在も地域課題を検討・解決を行っている社会福祉協議会や

地縁組織である自治会や活性化を検討している自治会活性化委員会、市民団体との

交流を図っているよろず交流会などが連携・協力し地域交流の場づくりをはかり市

民ネットワークの構築に繋げる。とまとめさせていただきました。 

その実施（案）として地域開催や共同開催の実現を書かせていただきましたが、こ

の案については、実はすでによろず交流会さんにころころの森さんと実践していた

だいたところでございます。申し訳ありませんが実施をされたよろず交流会さん、

感想や成果、課題などについて報告いただきたいてもよろしいでしょうか？ 
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なお、このときの様子は、【スライド資料４】でございます。 

 ○委員 

  ５月２５日（土）にころころの森さんとよろず交流会の共同開催ということで講

座を実施しました。よろず交流会では子育てについて関心が高いということで、 

 一昨年から子どもに関する学習企画を実施していました。担当者では地域開催と

いうこともあって中間支援機能をもったよろず交流会ところころの森も実際は地

域と多くの事業をしていますので、双方がそういう面をもった団体同士というこ

とで話をさせてもらってコラボ企画という形で実現しました。両団体の声掛けが

あったことから、多世代多分野から４９名の参加がありました。講師の方からは

地域と子育てをつなげる講話をしていただきました。ころころの森だけでは呼び

かけられない人達、よろず交流会だけでは呼びかけられない人達が集まったこと

で多様なグループワークもできたのではないかと思っております。地域のつなが

りをつくるためには一団体だけではなく、大きなつながりが必要だと思いました。

ころころの森では職員研修という目的もあったそうです。交流だけでもよかった

のですが、今後どうやって協働に発展していくのかという視点では地域の課題解

決のためという事業や活動が自然に起こっていくことはなかなかないので、継続

的な活動をしていきながら顔見知りが増えていけば例えばころころの森の方から

よろず交流会のメンバーがこういう活動をしているということや自治会の活動等

を知り合うことが増えていけば、ある程度自然発生的にあるかもしれませんが、

実際はコーディネート機能があり、その活動自体をどこが評価するのか、どこに

知らせていけばいいのかということを考えると中間支援機能をどのように持たせ

ていくのかは課題だと思いました。 

○事務局 

 ありがとうございました。このような内容で市民交流の場づくりをしていただき、

「市民ネットワークの構築」を行っていただいたわけですが、４ページ中段にあ

るとおりこれをどう協働につなげていき、また行政に繋げるためにどうコーディ

ネートしていけるかについても今年度検討いただきたいと考えております。 

○委員長 

 ありがとうございました。これも昨年度皆さんからのご意見で課題であった地域

開催を実施したということでございました。 

○事務局 

 こういった試みも実施していくうちに衰退していかないように、そこをコーディ

ネート機能等で、よろず交流会さんは中間支援的な機能があるので実現できたわ

けですけど、社協さんの地域懇談会もそうですが、連携できるところにはどう連

携できるかという仕組みをうまく作れればと思います。その試みの一つがリスト

化でもあります。これも今年度の仕組みづくりにつながれば良いと思います。 

○委員長 

 この地域開催について何か確認したいことがあればご意見をいただきたいのです

が、よろしいでしょうか。よろず交流会さんありがとうございました。それでは

次に行く前に前回ご意見をいただいた行政との協働事業を実施している団体のイ

ンターネットでの公開について事務局よりあるそうなのでお願いします。 

○事務局 

  前回ご意見いただきました「行政との協働事業を実施している団体のインターネ

ット公開」について「深すぎてすぐに探せない」とのことでしたので【スライド

資料５】のように改善させていただきました。報告にはなってしまいますが、ま
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た、その他お気づきの点ございましたらご意見をいただければと思います。 

 ○委員長 

  ここがインターネットとつながっていればもっとわかりやすかったのでしょうけ

ど、トップページのカテゴリーのところにすぐに協働事業情報への入り口を設け

たということでございます。 

 ○委員 

  こちらは東村山市の協働事業ということで配布資料にも５３事業があると記載さ

れておりますが、主にどういうような内容でどういう手順で集計されたか概略で

良いので教えてください。 

 ○事務局 

  手順としては毎年度はじまりに、協働事業を実施している市の所管と協働パート

ナーである市民団体双方にＰＤＣＡサイクルによる協働事業ふりかえりシート作

成の協力をいただいております。内容としましては「事業の経緯と目的」「協働で

行う理由」「協働により得られた効果」「検討課題」そして、事業実施のプロセス

として東村山市の「市民活動の協働に関する基本的な考え方」にある協働の５原

則に基づく事業実施のプロセスをそれぞれ４段階の自己評価した結果を記入して

いただいております。 

 ○委員 

  この評価はどなたがどのような形で評価をされたのでしょうか。 

 ○事務局 

  これは自己評価となっております。 

 ○委員 

  第三者は入っていないですか。 

 ○事務局 

  事業評価を目的としていないので、自己評価のみです。 

 ○委員長 

  次の更新はいつでしょうか。 

 ○事務局 

  来月中の予定です。 

 ○委員長 

  更新されましたらご覧いただきたいと思います。では、よろしいでしょうか。 

 

（２）令和元年度市民と行政の協働に関する検討委員会の進め方 

 ○委員長 

  それでは次の「令和元年度市民と行政の協働に関する検討委員会の進め方」につ 

  いて事務局より説明を求めます。 

 ○事務局 

  それでは、５ページ及び【別紙】６ページをご覧ください。 

令和元年度につきましては、「協働の仕組みづくり」について【別紙】スケジュー

ルのとおり３回の検討を行ってまいりたいと考えております。 

５ページになります。 

内容・日程については、中段記載の表のとおり予定しておりますが、よろしいでし

ょうか。 

それでは、昨年度「市民ネットワーク」についての結果や課題、現在の「協働の仕

組み・かたち」の現状を【スライド資料６】にまとめてみましたのでまず御覧くだ
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さい 

まず、スライドにあります協働のかたちの中で今まで検討いただいたネットワーク

の位置づけとしては、この部分（一年目を指す）です。 

そしてその中の、－共同開催を指して－共同開催については、ここの位置に当り、

イメージとしては、どんどんこの線がつながりネットワークの輪が広がるイメージ

ですね。 

次に（協働事業者までを入れたものを指す）（リスト化の矢印も指して）ここまで

をリスト化し、可視化することにより現在同分野で協働している団体や異分野の団

体をより知ることができるものと考えております。 

しかし、このネットワークがいくら大きくなっても協働に結びつかなければこの検

討委員会の意義も薄れてしまいますので、この部分をどうしたららいいのか。今年

度の「仕組みづくり」で検討していきたいと考えています。 

まず、ここの（中間支援機能のところを指して）中間支援に関しては、５ページ中

段にも書かれているように、小平市のような請け負う組織や市民団体は現状ござい

ません。 

なおかつ、地域課題を一緒に解決しようとマッチングをコーディネートする仕組み

もございませんので、一年目の市民ネットワークも活かせるような形でぜひ検討を

お願いしたいと思います。 

 ○委員長 

  それではご意見はありますでしょうか。まず、課題としての意見でも思うとこが

ございましたらお願いいたします。 

 ○委員 

  表の中間支援のところをどこが担うかだと思います。小平市はＮＰＯ法人を元気

のある１０人くらいの方々が一生懸命立ち上げてつくりあげたと。去年の議論の

中では東村山でそこまでできるかという議論があり、きびしいなと。小平方式が

なければ、行政自らが中間支援機能を発揮することの議論はこの委員会では正面

切ってやっていない。１０年くらい前に行政が音頭をとって中間支援を自らやろ

うというのがいくつか出て来ていたと記憶しているのですが、それが理由はよく

わかりませんがうまく転がらなかったというところがあって行政自らがやるとい

うものなかなか難しいのかなというように思っておりますがそこを確認したい。

仮に行政が単体でやるのが非現実的だという議論になった場合に、じゃあその中

間支援機能というものを誰が背負っていくのかと。そのための委員会だったので

はないか。今の段階で考えられるのは、よろず交流会もそうですが、環境分野と

か子育て分野とか防災とかそれぞれ地域で元気に活動されている団体があります

よね。それは一つではないと思いますし、そういう主だった方々が集まって、ど

うしてもこの問題を解決したい、経験者として意見を言いたいといった時に窓口

になるような中間支援機能をつくるしかないかなと思います。中間支援機能を発

揮するにはどうすればいいかを考えると各分野の代表者みたいな方に市役所さん

が入って社協さんも入ってみんなで協議会みたいな会議体をつくってそこが窓口

になってコーディネートするような体制をとっていくのがベターなのかなと思い

ますが、最初の行政がやはり背負いきれないというところを整理した方がよいの

ではないでしょうか。 

 ○委員長 

  小平市のように市民が醸成していかなければいけないというのも来年度の課題の

一つではあると思いますし、去年の議論の中で活動団体の中で、既に中間支援機
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能を発揮しているところもあるというような話もあったかと思いますが、一つ大

きなセンター機能をもった中間支援組織がいいのか、今委員が言われたような分

散型の様なものをネットワーク化していくのがいいのかなと思いました。他に何

か新しいそういった事例とかありますか。 

 ○事務局 

  新しい中間支援の形みたいなもので、新しくＮＰＯが受けた事業で市民との間に

入って公園なら公園といったジャンルだけですが、中間支援をしている事例はポ

ツポツ出て来ているようです。ただ、オール中間支援ではありません。得意分野

ごとです。何か利用できる市の施設や公園では、徐々に中間支援組織を通さずに

直接請け負った指定管理のＮＰＯが中間支援をしているのは聞いております。た

だ、そこが決して協働に向いているかどうかは判断するところがないと難しいと

ころがありますので、勝手にボランティアを募るということですと困ると思いま

す。そこは得意分野で振り分けてお聞きするような一定の多分野が集まる協議会

または連絡会の様な組織が必要なのかなとは思います。 

 ○委員長 

  行政の役割というところで行政側の意識も高めていかなければなりませんし、市

民活動団体側の中間支援を持つような活動というものも期待していきたいなと思

います。どこに何をというのではないのですが、皆さんの意見をいただきながら 

  整理をしていく必要があるのかなと。 

 ○委員 

  議事では今年度の進め方というところですので、内容は今後話をしていくという

ことで良いのでは。内容に入っていってしまいますと、終わらないと思います。 

  事務局の進め方の提案で良いと思います。 

 ○委員 

  ジャンルが色々書いてありますよね。家族がしっかりしていたときは全部それが

単位になってうまくおさまっていたけど、うまく機能しなくなってきた。だから

地域はつながっていって子供や高齢者や障害者を受け入れていく、そういう局面

にきているのではないでしょうか。それで何故市民協働なのかと。これは一人一

人の市民が生きていくという問題に絡んでいるから逆に行政という公共の部分が

加わった運動がたくさんないと、そういうものはつくっていけないというところ

が市民協働の出発で、抱えている一番大切な点なのかな。それがこないだのよろ

ず交流会ところころの森の学習会でよろず交流会がふりかえりの中でこれからも

子育てを一つの軸とした勉強会を続けて行く中で今後のよろず交流会の活動もみ

えてくるのではないかというしめくくりをしたというのを一つ付け加えたいと思

います。中間支援組織はそのような情熱があって成り立つと思います。 

 ○事務局 

  そういった情熱があればということで市民側の醸成が必要なのではないかという

ことで受け止めさせていただきます。今回は今年度の検討課題である仕組みの現

状と把握をしていただいたうえで課題を出させていただきました。これからどん

な仕組みが必要で、どんな問題があるのかはこれからあがってくるのではないか

なと思っております。有効な中間支援も組織なのか機能なのかといったこともあ

るかとは思いますが、協働に多くつながるような仕組みづくりができるといいな

ということで次回の検討につなげたいと思います。現状については今あるような

形で一年目の実施については共同開催を行いながらネットワークを広げ、今、協

働している団体も含めてリスト化を図るということで一年の検討をしていただい
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たところでありますので、二年目の点線からこちらの分を現状把握をしていただ

いたうえでご検討をお願いしたいなと考えております。 

 ○委員 

  仕組みづくりを考えていく時に、今現在は一つのまとまった中間支援機能を持っ

た団体がない現状でそのリスト化したファイルをどこの場所かは未定だが置くと

ころには椅子や机があった方が良いというのは同感です。打ち合わせも出来た方

が良いので。でも、それを活性化していくためには現状、協働課さんにある程度

の力を発揮していただくしかないかなと思います。コーディネートする人がいな

ければそのリストは活用されていないということになります。協働課さんの方で

どのくらいの機能を引き受けていこうかというのをある程度出していただきたい

と思います。今日でなくて次回でもよいです。実際にはやっていただかないとリ

ストが死んじゃうし、場所が死んじゃうので、最初はそこに民間団体の人が常駐

しない限りやはりその機能が市役所の方にもあると思っていただかないと、意味

がなくなっていってしまうと思っています。やってくださいって押し付けている

のではなくて、実際に実務上そうなのではないかなとイメージした時に思います。 

 ○事務局 

  現状はおっしゃる通り大半の中間支援機能のような働きをこちらで投げかけない

とその所管ごとに市民協働担当がいるわけではありませんので、そういった人員

配置にもなっておりませんし、その意識もこちらで高めていかないといけません

し、次回までにこちらでできる範囲も含めてまとめさせていただければなと考え

ております。いずれにいたしましてもスタートはこちらで切るしかないと思って

おります。 

 ○委員 

  それをいただけたら次のステップにいけるかなと思ったのと、紙ベース化の話も

出て、現状はスモールスタートでということで納得はしているのですけれど、全

体の方針として理想はこうしていきたいというのも文言に落とし込んでいく方が 

  やっぱりいいのかなと思います。 

 ○委員長 

  そういう意味では今回は一年目のまとめ、これと同じように二年目のまとめをす

るときには来年度の市民と職員の協働意識醸成に向けての現状と課題をこの会の

中で共有してそのうえでどういうことが現実的および理想的かというまとめにな

ると考えております。それでは、今までのまとめと今年度の進め方について確認

させていただきましたので、また次回以降について日程の方もありますけれども、 

  事務局より説明していただいてもよろしいでしょうか。 

 

5．【その他】 

  ○事務局 

  次回以降の日程は資料にございますが、あらためて日程調整をさせていただきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。特になし。 

 

6.【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１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。 
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