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は じ め に 

 

 

近年、社会情勢の変化やライフスタイルの変化により価値観が多様化していく中で、

それぞれ地域での課題や市民ニーズも多様化・複雑化してきており、これら市民ニー

ズに対して、行政だけでは十分に対応しきれない状況となっています。そのため、従

来の「行政主導」から「市民と行政が対等な立場で、相互の特性を認め、地域の問題

の解決や共通する目標の実現に向かって協力・協調するまちづくり」への転換ととも

に、行政と町会・自治会、市民活動団体、大学、企業がそれぞれ相互に連携をとりあ

い、さまざまな立場から参画・協働していける環境づくりが必要となっています。 

そこで、今回のフォーラムは、“ みんなで築く新しい公共 ～ 広げよう協働・育て

よう地域力 ～ ”をテーマに、従来のように行政が提供するサービスを待ち受けるの

ではなく、市民生活の向上を目的に、住民自らの手によって公共的な活動を行う「新

しい公共」について討論し、来場者とともに「協働によるまちづくり」について考え

ました。 

ここに、当日の様子を「げんきフォーラム記録集」としてまとめましたので、ひと

りでも多くの方にご高覧いただき、新しい時代にふさわしい創意にみちた協働のまち

の実現に向けた一助になれば幸いです。 

 最後に、貴重なご意見を発表していただきましたパネリストの前野様、小田島様、

富永様、伊藤様、フォーラムを進行していただきましたコーディネーター役の安藤様、

そして会場にお越しいただきました多くの市民の皆様に心から感謝申しあげます。 

 

 平成１７年４月 

 

八王子市 総合政策部 広聴広報室  
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平成１６年度「げんきフォーラム」 

みんなで築く新しい公共 

～ 広げよう協働・育てよう地域力 ～ 

 

 司  会  大変長らくお待たせいたしました。本日は、多くの皆様にご参加をいただ

きまして、誠にありがとうございます。ただいまから、八王子市主催のげん

きフォーラムを開催いたします。私は、本日の司会を務めさせていただきま

す広聴広報室主幹の志村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今年で５年目を迎える当フォーラムでございますが、今回から名称を「ふ

れあいフォーラム」から「げんきフォーラム」と一新いたしまして、皆様と

ともに、元気な八王子のまちづくりについて考えていきたいと思っておりま

す。 

 本日は、「みんなで築く新しい公共～広げよう協働・育てよう地域力～」を

テーマといたしまして、５名のパネリストの方々によりますパネルディスカ

ッションを通して、会場の皆様とともに、協働による魅力あるまちづくりに

ついて考えてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは最初に、主催者よりごあいさつを申しあげます。大変申しわけご

ざいませんが、本日は黒須市長欠席のため、田中正美八王子市助役よりごあ

いさつを申しあげます。よろしくお願いいたします。 

 

助  役  皆さん、おはようございます。雨の中を、またお寒い中を、げんきフォー

ラムにお越しいただきまして、ありがとうございます。 

 本日は、町会自治会の関

係者の皆さん、またＮＰＯ

など、市民活動をされてい

る皆さん、それからボラン

ティアとして活動している

皆さん、このように大変多

くの皆さんにご出席をいた

だきまして、誠にありがと

うございます。 

 今、司会者のほうからちょっと触れられましたが、本来なら、ここに黒須

隆一市長がおるわけでございますけれども、あいにく扁桃腺炎を患いまして、

今日は欠席をさせていただきました。黒須市長は、元気と健康というのがま

さに代名詞だったわけでございますけれども、不覚をとってしまったという

のが本人の弁でございまして、皆さんにくれぐれもよろしくとのことでござ

いました。 
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 市長が欠席ということになりますと、中にはがっかりしている方もいらっ

しゃるだろうと思いますけれども、本日、コーディネーターあるいはパネリ

ストの皆さんは、大変すばらしい方ばかりでございますので、ぜひそれに免

じてお許しをいただいて、会場の熱気でこのフォーラムを盛りあげていただ

くことを切にお願いをする次第でございます。 

 さて、平成１２年に地方分権一括法が施行されました。また、今現在進め

られております三位一体改革も道半ばでございますけれども、地方の時代と

いうものは、確実に、その足音は近づいてまいっております。既に３年がた

ちますけれども、市民の皆さんと協働で策定をいたしました「八王子ゆめお

りプラン」、これにおきましても、６つの都市像を掲げました。その第１の都

市像が、「新しい時代にふさわしい創意にみちた協働のまち」でございます。

本日は、協働をテーマに、地域力というものを高めていこうということで、

このフォーラムを開催いたしました。新しい時代に向けて、八王子のまちづ

くりにとって、このフォーラムが実りあるものになりますことを期待申しあ

げまして、開催に当たってのごあいさつといたします。どうぞよろしくお願

いいたします。（拍手） 

 

 司  会  ありがとうございました。 

 それでは、コーディネーター及びパネリストの皆様が入場いたしますので、

拍手でお迎えください。（拍手） 

 それでは、コーディネーター及びパネリストの皆様を紹介させていただき

ます。 

 最初に、本日のげんきフォーラムのコーディネーターをお願いしておりま

す安藤雄太様でございます。（拍手）安藤様は、現在、東京ボランティア・市

民活動センターの副所長として、地域福祉活動にご尽力されておられるほか、

行政関係の各プロジェクトへの参加や、ルーテル学院大学非常勤講師と、教

鞭もとっておられます。 

 続きまして、パネリストの皆様を紹介させていただきます。舞台中央寄り

から、前野修様でございます。（拍手）前野様は、八王子市町会自治会連合会

事務局長の職や、市民センターの管理運営など、地域のコミュニティ活動を

精力的に推進していらっしゃいます。また、市民企画事業補助金審査委員会

副委員長も務めておられます。 

 続きまして、小田島康子様でございます。（拍手）小田島様は、ＮＰＯ法人

長寿社会を考える会理事長として、介護や食事サービス事業などを通じて、

高齢者への在宅支援活動を推進しておられます。 

 続きまして、富永一夫様でございます。（拍手）富永様は、今回、パネリス

トの市民公募にご応募いただきました。現在、多摩ニュータウンで、地域の
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ボランティア活動や、住民の暮らしをさまざまな面から支援する事業を展開

しておられます。 

 次に、伊藤恵様でございます。（拍手）伊藤様は、市内の大学に在学中であ

り、八王子学生委員会のメンバーとして、学生の立場でさまざまな活動に参

加されておられるほか、本市市民企画事業補助金審査委員会委員もお願いし

てございます。 

 最後に、田中正美八王子市助役でございます。（拍手） 

 それから、ご紹介がおくれましたが、本日の手話通訳の方々を紹介いたし

ます。どうぞ前のほうにお願いいたします。 

 須山様でございます。（拍手） 

 若林様でございます。（拍手） 

 原田様でございます。（拍手） 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、本日の様子は、広く市民の皆様に情報公開する予定でございますの

で、ご了解をいただきたいと思っております。 

 それでは、これからパネルディスカッションに入ってまいります。コーデ

ィネーターの安藤様、よろしくお願いいたします。 

 

安  藤 

 

 おはようございます。 

 今日はお休みということと、天候的に雨で寒いときにもかかわらず、大勢

の方においでいただきましたことを厚く御礼申しあげます。 

 今日は「みんなで築く新しい公共」をテーマに、皆さん方と一緒に考えよ

うということでお集まりいただきました。公共って、一体何なのだという、

実はここの概念も、まだ定かではございませんが、公共、自助、公助とか、

いろんなことを言われております。こういう今の流れの中でいきますと、新

しいまちづくりといいましょうか、新しい概念の中で、私たちは生活をつく

っていかなければならないということも、皆さん方も、おそらく感じている

ところが多分にあるのではないかと思います。 

 私たちは従来、戦後、特にそうですが、自分たちのまちをつくりながら、

そこで生活しながらも、どうも自分たちのまちを見てみる、振り返ってみる

ということが、なかなかなかった部分もあるのではないか。むしろ経済的に

非常に追い込まれながら、そこで生活していかなければならないということ

で必死になって生活してきたという部分が、やはりこの日本の今日の経済を

つくってくる中、また社会をつくってくる中で、そういったことで必死にな

ってきたという部分も、場合によっては大きいのではないか。でも、そんな

ことの中で、ふと振り返ってみたら、どうも違うな、もうちょっと違うまち

があってもいいのではないか、違う生き方があってもいいのではないかとい
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うことに、私たちは気づき始めてきたのではないかと思っております。 

 そういう意味からいきますと、従来私たちは、どちらかというと、大きい

力を持っている自治体、いわゆる市役所に、何でも自分たちの生活をゆだね

て生活してきた。これをやってくれ、あれをやってくれということで、ある

意味では、自分たちの生活を豊かにするため行政にたくさんいろんなものを

求めてきた。行政も、そういう市民の要望に、いろんな形でこたえなくちゃ

いけないということで、ほんとにきめ細かいサービスまでも進めてきたとい

う部分もあったと思います。 

 ところが、どうもそうじゃないよね、ちょっと違うのじゃない、これを気

づき始めてきたのは、私自身から見ると、ちょうど１０年前、１０年前とい

うのは何が起きたかというと、ご記憶に新しいと思いますし、ついこの間も、

１０年前のということで報道されておりました、いわゆる阪神・淡路の大震

災のときでございます。私もそこに出かけておりまして、どうも違うなとい

うのを感じ始めたものでございます。 

 あのときは、まさかあ

んなに大きな災害が起

きるとは全然思ってい

なかった、そういう時期

に、ある意味では行政に

頼るべきところも多分

にあったのですが、どう

も行政には頼れないと

いうのをたくさん見た

わけです。そのかわり何

が起きたかというと、そこに大勢のボランティアの人たち、市民の人たちが

駆けつけながら、また住民の人たちが手を取り合いながら、お互いに助け合

いながら、自分たちのまちをつくっていくというプロセスを、私たちはまざ

まざと見せつけられた。 

 このとき以降、いわゆる市民の力というのが大きくクローズアップされ、

行政・政府においても、やはり、どうも市民の力、ボランティアの力という

ものを見直さなければいけない。こういったこともあって、いわゆる特定非

営利活動促進法というものが誕生してくる。市民の力を、きちんと政策の中

に環境づくりをしていこうという動きが出てきて、今日に至っている。 

 そうしますと、私たちは、住民の力、市民の力というものと行政の力とい

うものを、どういうふうにつないでいかなければいけないか。行政の力にも

限界がある。市民の力にも当然限界がある。これを、どう力を合わせていく

のかというのが、今日的な大きな課題になってきたのではないか。 
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 この部分について、今日は、それぞれの現場にいる、また地域の中で活動

されている方々を中心としながら、自分たちはどういうふうに思ってきたの

か、どんな活動をしてきたのか、そんなことのご報告をいただきながら、こ

れからの新しい公共、それから、「広げよう協働・育てよう地域力」という今

日のテーマに結びつけていけたらと思っている次第でございます。これから

の進め方について、若干ご説明をさせていただき、皆さん方にも、ぜひご参

加いただきながらのフォーラムにしていきたいと思っております。 

 今日、５人の皆様がいらっしゃいます。先ほどご紹介いただきましたよう

に、５人の方々それぞれの現場からのご発題をいただきたいと思います。特

に今日は、市長さん、風邪のぐあいで体調がよろしくないということで、田

中助役さんにおいでいただいておりますが、田中助役さんのほうも、行政と

してという部分で切り込んでいただきたいと思っております。 

 それぞれの現場からのお話を、短時間でそれぞれご報告していただいた後、

そういう活動をしていく中で、今、何が問題なのかという、現場からの問題

を少し提起していただくというところに移っていきたいと。 

 これを受けながら、皆さん方にも、それぞれ、いろんな活動をされてきた

り、日ごろいろいろと自分たちの身の回りのことをお考えいただいた部分が

あるかと思いますが、そんなことを、ぜひご質問・ご意見ということで、ご

発題いただきたいと思っております。 

 また、そんなことを受けながら、じゃあ、一緒に協働という、手をつない

でいくということを考えていくときに、どんなふうにすればやっていけるの

かということについても、また私のほうからも問題提起をしながらお答えい

ただくということをしながら、これも、ぜひフロアの皆さん方にもご発言い

ただくということで、パネリストとフロアの皆さん方と一緒に少し問題を考

えてみたいと思っております。 

 おそらく、今日の主催者である八王子市ということで、最後に助役さんの

ほうから、全体を受けながら、市としてはこんなことを考えたいとかという

お声があるかもしれませんが、そんなことも期待しながら、最後のコメント

をしていただきながら、まとめに入りたいと思っております。 

 そんなことで時間の流れとしては考えていきたいと思っておりますので、

ぜひ皆さん方のほうからも、積極的なご発題をいただけると大変うれしいと

思っている次第でございます。 

 それでは、早速、パネリストのほうからのご発題をいただきたいと思って

おります。 

 最初は、八王子の自治会というお立場から、前野さんにご発題していただ

きたいと思います。やはり自主的な１つの組織、私たちの身の回りの組織と

いうこと、また私たちの生活そのものにも直結している自治会というものを、
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非常に大事な核にしていかなければならないだろうと思っております。そう

いう部分を含めて、今日は前野さんから、日ごろお考えになっている部分、

取り組んでいる状況ということで、ご発題いただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

 前  野 

 

 おはようございます。今、ご紹介いただきまし

た前野でございます。 

実は私自身、単位町会の自治会長をやっており

まして、いわゆる新興住宅ですから、都内、神奈

川、埼玉、山梨、そういった地域からすべて集ま

ってきているという住宅でございます。したがっ

て、全部横一線でスタートしているわけですけれ

ども、ここの中に現在では２，０００所帯からあ

りますので、八王子市内でもトップということ

で、ちょっと大変なまちになっております。 

 ただ、私自身は途中からその中に仲間入りをさせていただいて、やはりそ

こに住む以上は、だれかが何らかの役割を分担しなければならないだろうと。

そうしていかなければ生活というのは成り立たないであろうというのが私の

基本的な考え方で、やはりいつかはやらなければならないのだということで

参加をしてまいりました。 

 特に、私自身は戦中の生まれでございますので、よく言うのですが、その

ときの言葉がいまだに私は残っております。先ほどコーディネーターの方か

らも話が出ましたけれども、やはり隣近所。いわゆる戦争中に、「向こう三軒

両隣」ということがよく言われました。これは、その当時は、そのいろんな

使われ方について確かに問題があったかもしれませんけれども、やはり「向

こう三軒両隣」、それがお互いにつながって１つのまちをつくりあげているの

だと。そういう助け合いがなければ生活は成り立っていかないのであるとい

うことを基本に、自治会は地域の助け合いの組織であるという位置づけをし

て、私どもは取り組んできたつもりでございます。 

 そういった中で、自分たちの考えを主張すると同時に、相手の話も聞いて

いく。いわゆる自己主張だけではなくて、相手の立場も考える。自分が主張

していることに対して、相手はどう対応してくるか、それに対して相手の立

場上はどうなのだろうかということも、あえて考えていく必要があるだろう

ということで、相手の立場も理解するように、私なりに努めてきたつもりで

ございます。 

 それからもう一つは、先ほど個人の生活というのは社会生活の中で成り立

たないと申しあげたのですが、自治会においても同じことが言えるのではな
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いか。やはり単独の町会で解決できる問題もあるでしょうけれども、周りの

町会との連携、これも非常に大事であるということです。 

 そういった中で、私が今日特に強調したいことは、町会自治会というのは、

八王子市役所、それから八王子警察署、消防署、保健所、これらのものをす

べて窓口として扱っていかなければならない。これが非常に大変なことです。

したがって、これを基本に考えていかなければならない、権限を持たない自

治体であるというふうに私自身は考えております。 

 以上です。 

 

 安  藤  ありがとうございました。いろんな地域にはいろんな人がいらっしゃる。

いろんな考え方がある。でも、そういう人たちがお互いに助け合っていくと

いうことが地域の力だよと言いながらも、ましてや、ある意味では、最後に、

小さな自治体だと。そうですね。我々が生活していて、自分たち１人の人間

が生活していて、右手はどこどこの部署、左手はどこどこのポジションとい

うふうに縦割りにはならないですね。そういうならないものが、１つの地域

の中でいろんなものを担わなければいけないという、ここが、私たちの生活

を支えていく、ある意味での基盤になっている。そういう意味では、非常に

大事な役割を担っていらっしゃる。 

だけどいろいろ問題がありそうだなというのは、これから聞きたいと思い

ますが、どういう活動をしているのかということだけ先にいきたいと思いま

すが、次は、お隣の長寿社会を考える会の小田島さんのほうからご報告いた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 小 田 島 

 

皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

私のところは「長寿社会を考える会」と申します。１９８７年、昭和６２

年に、この会を立ちあげました。以来、高齢者の在宅支援の分野で、ずっと

活動してまいりました団体です。 

最初、在宅介護ということで、「まごころサービス」というのを平成元年に

立ちあげました。これは、当時、行政がまだ措置ということをやっておりま

して、民間で在宅高齢者のところへ出かけていってお手伝いをするというと

ころは、障害者のところではヒューマンケアさんがあったのですが、八王子

で高齢者の問題で始めましたのは、多分私たちだったと思います。 

この活動を通じてやっておりますうちに、訪ねますヘルパーが、みんな口々

に言いますことに、高齢者の、特にひとり暮らしの方の食事が非常に偏って

いるという感想を持ち帰りました。そこで、平成６年になるのですが、食事

サービス事業を立ちあげました。これは、待っていた方が非常に多かったと、

当時、非常に印象に残っております。現在も、もちろん続けております。 
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食事サービスを始めまして、次に気づきましたのが、なかなか外へお出に

ならない高齢者、配達をしたときに、「お話しするのは、今日、あなたが初め

て」という声を聞くことになりまして、小さいのですけれども、ミニデイサ

ービス「生き生きサロン」という名前で、小さなデイサービスを行うように

なりました。 

それから、先ほど安藤さんのほうからお話がありましたように、こうした

私たちのようなボランティアの団体に法人格を持たせてあげようというのが

震災を機に生まれまして、法案が通りましたので、これは絶対に私たちもと

りましょうということで、特定非営利活動法人と申しますが、いわゆるＮＰ

Ｏ法人格をとりました。 

それから、その翌年に介護保険が始まりまして、これも利用者さんをたく

さん抱えておりましたので、私たちが介護保険に参入しないと私たちの手を

離れることになりますので、高齢者の方は、なれた人が全然変わってしまう

ということに大変抵抗がありますので、まごころさんがやってくれないと困

りますということがありましたので、こちらのほうも参入いたしました。 

そんなように、最初は介護保険も訪問介護サービスだけだったのですが、

現在はケアマネージャーを擁する居宅介護支援事業というのも始めておりま

して、現在に至っております。 

これまで、ずっと高齢者の在宅支援のほうをやってまいりまして、ここで、

見直しということで大きく変わろうとしております。そこで生まれてくる課

題というのもあるかに思いますので、それを後ほどお話しさせていただきた

いと思います。ありがとうございました。 

 

 安  藤  ありがとうございました。小田島さんのところは、先ほど１９８７年とい

うことで、組織を立ちあげました。当時は、福祉の世界は措置です。措置と

いうのは、行政の権限で、ああします、こうしますというやり方をやるので

す。それに漏れる方たちがいっぱいいらっしゃったのですね、その行政サー

ビスに合わないという人たちが。そういう行政サービスに合わないすき間を

フォローしながらつくってきたというのが、このまごころサービスだと私も

伺っております。 

 そういう意味では、市民のニーズに密着しながら、市民が支えていくとい

う、まさに草の根的な役割を、当初、何もないところから始めなさった。都

内でも、わりあい早い時期から始められたところですね。そういう活動が脈々

とつながって、けれども、今、地域の活動を進めていく上で、介護保険のい

ろんな制度が変わっていく中に、いろんな課題があるのですよということで、

次の段階で問題提起していただけるかと思います。 

 次に移りたいと思います。次は、長池ネイチャーセンターというところで、
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いわゆる環境の問題に取り組んでいらっしゃいますが、いろんなお立場から

この問題をお考えいただき、活動を進めていらっしゃる富永さんのほうから

お話しいただきたいと思います。それでは富永さん、よろしくお願いします。

 

 富  永 

 

 富永と申します。よろしくお願いいたします。八王

子市の中でも多摩ニュータウンという、これがほんと

に八王子市なのだろうかと思うようなところから、ま

た市内の中心部に参りました。よろしくお願いいたし

ます。 

 私は、横浜のほうから１９年前に多摩ニュータウン

に越してきたのですけれども、最初は、家内と子ども

２人と母親と、５人暮らしだったわけですが、南大沢

というところに住んでいるときに、同居していた母を

亡くしました。その母は、とてもきれいなまちなのだ

けれども、人間関係が希薄で、自分みたいな年寄りにはなかなか友だちがで

きないし、寂しいまちなのだなと言いながら亡くなっていきました。そんな

中で転居することになって、隣の京王堀之内駅の近くへ越していったわけで

す。それが９４年でしたので、今のところで１１年暮らしております。 

 多摩ニュータウンというところは、ぼこぼこビルができて、くじを引いた

ら、当たって入っちゃうところなのです。今、私が住んでいるところも１１

０所帯の団地なのですが、何で一緒に住んでいるのかよくわからないと。と

にかく、くじに当たったから隣近所になっちゃっただけです。 

そうすると、意外と、最初にできないことが、あいさつでした。これは大

変だなと思っているときに、だれもやりたくない団地管理組合の理事なんて

いうのに、くじで当たってしまう。えらいこっちゃ、どうするのだと思って

いて、でもあまり長くやりたくないものですから、１年交代ということにし

てもらいました。 

ところが、地域の問題というのは、１年交代なんかでは到底済まない、１

０年、２０年、５０年、１００年、確かに町会自治会の方々は大変な思いを

されてこられたのだなということに初めて気がつく。なら自分たちも何かし

なきゃいけないと思って、継続的にやれるようにと思って、団地の中にコミ

ュニティ委員会というのをつくってもらって、たった３人で始めました。 

最初にやったのが、今から１０年前、９５年に、「平成狸合戦ぽんぽこ」と

いうアニメの上映会を、８月末の日曜日に子どもたちのために上映いたしま

した。そうしたら非常に受けがよくて、みんな出てきて仲よくしてくれる。

そういうふうにして、何かをやればあいさつをするのですけれども、普段、

団地の中で、階段ですれ違っても、あいさつしてくれない。あいさつのでき
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ない大人たちが、教育と称して、子どもの頭をつかんで「あいさつしなさい」

と強いる人たちのまちとかと言っていましたけれども、せめてあいさつぐら

いしてほしいと思って、アニメの上映会をやりました。 

ところが、このアニメがややこしいというか、楽しかったのですけれども、

まるで環境破壊して、自分たちがタヌキを追い出しちゃったようなところに

きちゃって、えらいこっちゃなと思って、じゃあ、みんなでもう一回何とか

しよう、仲よくしようと思ったことがきっかけであります。 

それと、大きな後押しになったのが、９５年ですので、阪神・淡路の大震

災ですので、少々力が入った。周りも力が入った。 

お父さんたちは、えらい馬力がありました。ちょうど子育て真っ最中であ

りますので、自分の子どもたちにふるさと感覚を与えたいと思って、どんど

んがんばったら、ＮＰＯ法なんていうのが通っちゃって、できちゃって、そ

のことに一生懸命になって、思い入れて、会社をやめて、収入がない、大変

だなあ、ＮＰＯをつくったのはいいけれども、Non-Payment Organization、

金のない団体と言っていましたけれども、そうしましたら、八王子さんから

手を差し伸べていただいて、今の「八王子市長池公園自然館」という体験学

習施設を受託させていただいたのが４年前でありますから、八王子さんの大

英断だったと思って感謝をしております。 

そのことによって、地域でどんどん人の見える関係がつながれてきた、そ

のことを、今、実感している日々であります。この後、もう少し詳しく説明

していきたいと思います。 

 

 安  藤  ありがとうございます。富永さんは、サラリーマンでいながらそういう活

動に入っていったという、ここがなかなか……、サラリーマンをやっている

と、そんな地域の活動なんかという、これは先ほど前野さんも、自治会にい

ながら、そういう新しい住民、サラリーマンの人たちはなかなかかかわって

くれないという言い方をしましたけれども、まさにそういう中から地域に入

っていく。また、そういうサラリーマンが培ってきた力、知恵、そういうも

のが地域の中にどう生かされているか、この辺なんかも非常に大事なテーマ

だと思いますので、また後でお伺いしたいと思います。 

 さて次は、八王子はまさに大学のまちでございます。ひとえに大学といっ

ても、そこに住む学生さんたちにもいろんな方がいらっしゃいます。そうい

った中で学生さんたちも、八王子をどういうふうにとらえていくのか、自分

たちが将来どうするのかということも含めながら、実は学んできているとい

うところでございます。学生さんのお立場から、共立女子大の伊藤さんのほ

うからご発題いただければと思います。よろしくお願いします。 
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 伊  藤  伊藤と申します。私は共立女子大学１年で、昨年の４月より、八王子学生

委員会の会員として活動しております。 

 八王子学生委員会は、学生が生き生きと地域で活動できるまちを目指して

活動している団体です。八王子市の学園都市づくりや地域社会の発展に貢献

しております。 

主に学生の活動の場と交流の場の提供として、昨年は、八王子いちょう祭

りの学生広場の企画運営に携わりました。ほかにも、横浜の学生との交流や、

学生情報の調査・提供などをいたしました。また、八王子市や市民との地域

活動の交流として、学生代表の市民委員を派遣したり、私は市民企画事業補

助金審査委員の委員でもありまして、市事業への協力や、市民活動団体との

連携の活動をするメンバーです。そのような活動を、現在、しております。

 

 安  藤 ありがとうございます。ちょっとあがっていると言っていましたけれども。

でも活動そのものは、本当にいろんなことを学区内でもやりながら、学区を

越えて、いろんな周辺の学生さんたちと手を組みながら、またこの八王子市

というところにもいろんな形でアプローチされているのですね。その辺から

の問題を、また後で聞かせていただければというふうに思います。 

次は、今まではみんな活動しているというお立場からずっとご報告いただ

きましたが、実際に新しい公共をつくっていこうといったときに、行政は絶

対に抜きにできない。と同時に、行政としてやらねばならないこともたくさ

んあるかと思いますが、ここは少し田中助役さんのほうから、八王子市とし

てこういう協働活動をしていく、市民と一緒にやっていくというのは、どん

なスタンスでやっているのか、その辺のところを含めてご発題いただければ

と思います。 

 

 助  役 どうぞよろしくお願いいたします。 

ご承知のとおり、八王子市は、市制を施行して８８年がたちました。長い

歴史に培われて、行政と市民の皆さんとの協働という基盤は、地縁型の団体

を中心として、私は既にできあがってきたと認識しております。 

ただその中で、行政として、まさに協働という意識をもって取り組んだの

が、市長が最初の１期目の２年目になった年でございまして、平成１３年７

月に、先ほど私の話で触れましたけれども、八王子市のまちづくりの憲法と

言われる基本構想・基本計画を策定するに当たって「ゆめおり市民会議」と

いうものをつくりまして、約１年半をかけて、市民の皆さんに、その素案を

つくっていただきました。これをベースにして、今の「八王子ゆめおりプラ

ン」がございます。 

それから、引き続いて翌年には、やはり環境基本条例、環境基本計画をつ
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くるということで、これも「環境市民会議」というものをつくりまして、こ

れには２８１名の市民の皆さんにご参加をいただいて、計画がつくられたと

いうことでございます。これが大変大きな成果を得たということで、行政組

織として、１５年８月に、「市民活動推進部」、またその中に「協働推進課」

という窓口をつくったということでございます。 

さらにその年には、協働というものをさらに進めていくということで、「市

民活動支援センター」というものも設置してきたというのが、これまでの行

政の取り組みでございますけれども、その後、例えば公共施設の管理という

ことで「公園アドプト制度」、「アドプト」というのは里親というふうに解釈

されるわけですけれども、このアドプト制度を導入して、今現在、数的には、

公園の１８５カ所、１１６団体、登録者は９,０１７名ということで、大変多

くの皆さんに公園の管理をお願いしてございます。 

それから「市民企画事業補助金制度」、市民の皆さんが自主的に、または自

立的に取り組む活動に対して支援をする制度も実施しているところでござい

ます。 

また、昨年１０月にごみの有料化を実施しましたけれども、これにつきま

しても、私は、市民の皆さんとの協働のもとで、ごみの有料化の事業をなし

得たと思っているところでございます。大変課題は多いのですけれども、こ

れも皆さんのご理解、また協働のお気持ちがあったからこそ、この事業とい

うものはなし得たと評価をしているところでございます。 

私どものほうでは、今後の市政運営におきまして、計画の段階から市民の

皆さんにご参加いただこうということで、今現在、１つの例を挙げますと、

「市民参加条例」という条例がございますけれども、そうしたものを整備し

ていくためのスタートを切ったところでございますので、そのときには、ま

た皆さんにご参加をいただきたいと思っているところでございます。 

以上でございます。 

 

 安  藤 ありがとうございました。市としては、かなり早い時期から、いろんな施

策の中で、市民と一緒に考えていく場を整備してきたということでございま

す。その上に立って、じゃあ、今後どう一緒になってやっていくのか。ご意

見をいただいたり、そうしたいろんな計画をつくったりすることについては、

かなり条例等々で整備されたけれども、今度、実際に事業を展開していくと

きに、多分いろんな課題も出てくるのかなと。これもまた後でご報告いただ

きたいと思います。 

さて、それぞれの皆さん方のお立場から、自分のところはこんなことをや

っているというご報告をいただきましたけれども、これからは、実際にやっ

ていての問題点、しかも、一緒に協働をしていく、市民と一緒にやっていく、
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行政と一緒にやっていく、いろんな立場があるかと思いますが、その一緒に

やっていく、新しい地域づくりをやっていくといったとき、視点を変えたと

きに、何が一体問題なのかというところについて少し踏み込んでご発言いた

だければと思います。 

先ほど前野さんは、自治会というのは、まさに小さな小さなコミュニティ、

自治体なのだという言い方をいたしました。むろん、その中にはさまざまな

課題があるかと思います。そういうことを含めて、具体的にどういう問題が

あるのか、どうすればいいのか、その辺のところを含めてご発題いただける

といいと思いますが、よろしくお願いします。 

 

 前  野 すべてがうまくいっているわけではございませんので、いろいろ問題を抱

えていることも事実でございます。やはり戦後の問題として共通する問題で

あろうかと思いますけれども、高度成長の影響でしょうか、物事について、

何事も金で済ませようというような感覚が住民の中にあるということも事実

でございます。出るのは嫌だよというような形ですね。したがって、自己主

張はするけれども、一方では権利を主張するけれども、義務を果たさない。

当然、隣近所ですから、皆さんで順番に役割分担をしていこうと言うのです

が、どうもそこのところがスムーズにいかないという問題は、やはり現在も

残っております。 

もう一つは、私たちが住んでいる、特に八王子はそうだと思うのですが、

新興住宅地が非常に多い。それで、いわゆる高齢化社会という中において、

定年を迎えた方がかなり増加しているという実態がございます。私自身は現

役のときに町会自治会にかかわったものですから、ある程度、周りに知り合

いができていましたので、定年を迎えても、それほど苦労はしなかったので

すが、実を言うと、定年を迎えた方が、なかなか地元になじめない。という

のは、何十年と仕事人間で過ごしてこられていますから、それぞれ、企業に

おいては社長をやられた方もいらっしゃる、重役をやられた方もいらっしゃ

る。そうすると、そういったプライド、長年の経験を生かすという形じゃな

くて、むしろ、どうやって地域に溶け込めばいいのかということがなかなか

つかめないでいるというのが実態ではないかと思います。 

したがって、ある人たち何人かに、今までも我々自治会の中でも聞いてい

るのですが、定年になった方に、どうしていますかと聞きますと、いや、実

はもとの同僚と会っていますと。やはり長年一緒に仕事をしてきていますか

ら、お互いに気心が知れているわけです。そっちの人たちと話をするほうが、

しやすい。 

先ほど富永さんが、お母さんをこちらへ迎えられたという話をされました。

私も母親をここに連れてきたときに、さんざん言われました。年をとってか
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ら新しいところへ飛び込んでいくのは、なかなか難しいということを言われ

ました。やはり同じことではないのか。 

そうすると、どうやってそういった人たちにきっかけを与えるかというの

も、我々は今後考えていかなければならないというのが、１つ頭の痛い問題

であろうかと思います。これについては、いろいろなボランティア、ＮＰＯ

というような形でやっていらっしゃる方もいらっしゃいますのであれです

が、いわゆる自治会の場合は、すべての窓口がありますので、それらをこな

さなければならないというと、やっぱり頭が痛くなってしまう。今までのよ

うな自分がやってきたことについてはかかわりを持ってもいいのだけれど

も、それ以外のことはわからないというのがあるわけです。 

その１つの例として大きく出ているのが、町会自治会長の１年交代が、八

王子では非常に多いのです。３分の２以上は１年交代なのです。そうすると、

先ほど言いました小さな役所というような形で考えますと、１年では何もわ

かりません。したがって、これはマイナス効果になりまして、役員のなり手

がないという問題が出てきます。 

特に役員になりたくないと断る方はどういう方かといいますと、過去にお

いて経験のある方のほうが多いのです。以前やった方が、あの煩わしさは、

もう結構だということなのです。これは、我々としても１つ考えていかなけ

ればならないと思っております。 

後で、また発言の場があろうかと思いますので、そこら辺は、また後ほど

もう少し詳しく説明したいと思います。 

 

 安  藤 ありがとうございます。自治会は、本当は大事な機能を持っていて、地域

にいるすべての人たちの生活の基盤を見ていく組織なのに、なかなか役員が

……、これは、どういうふうに役員の後継者をつくっていくのか、やり手を

つくっていくのかというところも、組織を運営していく上では大事なところ

なのです。そういう人を養成していく地域力をどうつくるかということにな

るだろうと思います。 

「新住民」、「旧住民」とよく言います。ここの諍
いさか

いなんかを含めながら、

どうつくっていくのかということも大事なところなのですが、この部分で経

験されてきた富永さん、先ほど、サラリーマンで引っ越してきてわずかな年

なのだけどと言いながら、でも実際には、地域のいろんな問題に対して入っ

てきたのですね。それこそネイチャーセンターというものを、行政を含めな

がら一緒にやってきた。 

こういうことをやってくる中で、地域との関係がどうなのかということと、

それからもう一つは、こういったものを全体的に目配りするのが多分行政だ

ろうと思うのですが、行政との関係はどうだったのか。もう少し活動上の問
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題を含めて提起をしていただけますか。 

 

 富  永 まず、多摩ニュータウンというところに突然引っ越してきた人たちの最大

の問題点というのは、ローンを組んだ親たちにあると思っていまして、そこ

に定住するという観念がほとんどないのです。夏休みになると、体験学習施

設ですから、自然館というのは盛りあがるでしょうと、八王子市役所の方が

来ると、皆さん言ってくださるのですけれども、夏休みは人口が半減するの

です。一番すごいのは、夏休みになった途端に、奥様と子どもはふるさとに

帰らせていただきますと、40日間戻ってこないという家庭もあったりするぐ

らいです。 

子どもたちは迷惑だと思うのですけれども、全く定住意識がない、風の人

というか、通りすがりにたまたま住んじゃったみたいな気分なのに、子ども

たちは、そこで生まれて、そこで育って、感覚的に、土着意識としては多摩

ニュータウンがふるさとになり始めるわけですね。ところが親たちに、あん

たのふるさとは私のふるさとだというふうに、テーマパークのように連れて

行かれる。この部分で、全く親子のギャップが生まれるという感じです。 

先ほども、金を出せばという話がありましたけれども、団地に住んでいて、

３カ月に１回ぐらいだから、業者に頼むよりも、みんなで草取りをやろうと

提案しましたら、お金を払うから出なくてもいいというルールをつくってく

れないかと言われて、愕然としました。びっくりしたなと思いましたが、こ

ういう人もいるのだというのが、その原点。 

ですから、何が問題かというと、まず自分が税金を払っているから、行政

が何かやってくれるのじゃないの、だれかが何かやってくれるのじゃないの、

自分は言うだけ言ったら、後は何とかなるのじゃないの、お金を出したら何

とかなるのじゃないのというような、自立意識がない、そこで自分の暮らし

は自分で守るということを自覚できない人たちが大量に住んでいるまちとい

うのは、本当に困ったなと。 

阪神・淡路の大震災、１１０番にかけようにも、１１９番にかけようにも、

相手も全部被災者みたいなことになると、どうにもならんぞというのが最大

の問題点。ところが今度は、自分たちはサラリーマンですので、月曜日から

金曜日まで、えらい働いていると。行政は土日やっていないものですから、

八王子市役所にものを言いたくなったら、自分と同じように、みんな休んで

いるわけですね。口をきくという相手がいないわけです、お互いに休んでい

るわけですから。ですから、サラリーマンばかりのまちというのは、行政と

ほとんど無関係ですね。行政支援ということを考えることができないのです。

口をきいたこともないし、コンタクトしたことがないわけですから。 

そんな中で、ＮＰＯみたいなものをつくって、地域住民と地域住民も仲よ
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くしていただくためのつなぎ役というか、コーディネーターのような役割を

だれかがやらなきゃいけないのだなということを思い始めたということと、

地域の人たちの、自立した、いい要望が出てきても、それが行政につながっ

ていかないし、声として届かないわけですから、それを行政にだれかがつな

いでいかなきゃいけないのだなということ。 

それが完全にボランティアだけだと、なかなか無責任にしかならないよう

な部分、心根はいいのですけれども、なかなか継続できないので、やっぱり

ＮＰＯみたいな形にして、きちっと法人格を持って、５０年、１００年とい

う歴史の中に、時間軸で継続して責任を持たないと、八王子市さん、迷惑す

るだろうなと、サラリーマンの組織人として、そう思う部分がある。そうい

ったことが問題だな、でも解決するためには、そういうふうにするのかなと

思いながらやってきたというのが、私の問題意識と、今につながっているこ

とであります。 

 

 安  藤 ありがとうございました。自分たちのことは自分たちで、まず守っていく、

つくっていくという、この仕組みをどうやってつくれるかという、ここがと

ても大事なところですね。だけど、自分１人、市民１人ではどうしようもな

いから、そうすると、そのつなぎ役はどうしても必要なのだと、このところ

ですね。 

じゃあ、だれがやるのかということが問題になってきますが、この点につ

きましても後で皆さんと考えたいと思いますが、そういう同じような活動を

展開してきた小田島さんのところも、先ほど、まさに何もないところからつ

くってきた。地域の人たちとつながりながら、高齢者を含めて、支え合いの

仕組みをつくってきた。だけど、今度はそういう市民と行政とをつないでい

くときに、活動していく上でさまざまな問題があると先ほど言いかけており

ましたけれども、そんなことを含めて、何が問題なのかということを、小田

島さん、すみません。 

 

 小 田 島 介護保険が始まりましてちょうど４年たちまして、今、まさに見直しがさ

れております。ここでわかってきたことは、私たちが現場で感じていること

なのですけれども、完全にケアをきちんとこなしていただけることは、来て

くださること、家をきれいにしてくれること、これが果たして利用者の本当

のベストなのだろうかということなのです。 

現場でこういうことがあります。介護保険で伺いました。介護保険では、

これとこれとこれをしてきなさいということですので、ヘルパーはそれで出

かけていくわけですが、出かけていったヘルパーをつかまえて、「もうそれは

いいの、私とお話ししましょう、あなたを１週間待っていたのよ」というこ
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とで、伺ったヘルパーは、「いや、この仕事をさせ

てもらわないと、私は報告書が書けないし、お金

をいただけないのです」と言うのですが、ここに、

まさしく利用者が何を求めているかということが

あらわれていると思います。つまり、精神的な支

えですね。家をきれいにして、それが本当に高齢

者の自立だろうかということ、確かに介護は必要

です。ですけれども、今、高齢者が一番求めてい

ることといいますのは、精神的な自立だと思いま

す。 

そこをどうやってやっていくかということ、それから、先ほど、私たちは

食事サービスもやっています、これもやっていますと言いましたけれども、

これらはすべて、高齢者にとっては単品なのです。これがすべてつながって

いかないと、本当の在宅支援にはならないということなのです。そこで、今、

私たちはこのことを課題として感じております。 

福祉ですから、今、いろんなものが介護保険でいただけます。今、何が欲

しいかというと、物か、それとも見えるものかといったら、今、高齢者に必

要なものは、そういう物もさることながら、自分が生きている豊かさを求め

ているのだと思います。そこのところを私たちがやるには、やはり限界があ

ります。そこで協働ということにつながっていくと思いますが、ヘルパーで

なくてもできることはたくさんあります。まちで会ったら声をかけてあげる。

これだけで高齢者は１日元気に過ごせると、確かにそうおっしゃっています。

ですから、そういうことを各自治体みんなでやっていこうという気持ちが、

これからの高齢者の問題には必要だと思います。 

これから、国から自治体に、大部分の福祉の問題がおろされようとしてお

ります。先ほど発言もありましたように、私たち一人ひとりの市民が、この

問題について、みんなでやっていこうねという姿勢が、実は一番大切なんじ

ゃないかと思います。 

以上です。 

 

 安  藤 ありがとうございました。小田島さんは、今、いろんなサービスを提供し

ているけれども、サービスは高齢者にとってそれぞれ単品なのだという、こ

れは、ある意味で前野さんが言ってくれたことと共通してくるのは、自治会

はトータルなのだ、生活そのものを支える基礎的な自治体なのだとおしゃっ

ていますが、まさにサービスをどう総合化していくのかという、これが、先

ほどから少し出ているように、どうつないでいくのかという、この部分が多

分必要になってくるのだと思います。このつなぐための仕組みづくりをどう
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していくかということが、多分これからの課題になるかと思います。 

伊藤さんは、先ほど、学内で、また地域にあるいろんな大学を含めながら、

ネットワークをつくりながら、いろいろとやってきましたというご報告をい

ただきました。まさに大学も、今、地域の中で単品なのだよね、地域の中で

ばらばらに置かれていて。けれども、みんなは八王子に住んでいるから何と

かしたいなといって、少し横のつながりをつくってきた。でも、そこにおけ

る問題があると思うのだけれども、そこに触れていただけますか。 

 

伊  藤 まず、学生というのは、大学で４年間という時間の制限があります。その

ような環境の中で、１つ１つの活動、１回限りなら活動できますが、継続的

な活動をするのは、短い時間で、また引き継いでいかなければいけないので、

難しいということがあります。 

また、先ほどおっしゃっていましたが、八王子市内には２１もの大学等が

あるのですが、その大学が、利用する駅もばらばらですし、山などの上とか

にありますので、八王子の中心部である八王子駅周辺に学生が集まることが

難しいという現状があります。このため、八王子学生委員会が、多くの学生

が集まる委員会となっていないという問題点があります。学生が集まらない

ということで、活動が限られてしまってくるという悪循環を呼ぶようなこと

があります。そのようなことで、学生が本来持っている力はたくさんあると

は思いますが、地域社会において発揮しにくい環境になっていると思います。

以上です。 

 

 安  藤 ありがとうございました。学生さんたちも、何とか横につながりたい。そ

ういう中で、いろいろと地域で抱えている課題、学生自身が抱えている課題、

そういったものをぜひ考えていきたいということで学生委員会をつくってみ

たものの、なかなか集まれないよと。孤立化されているというのが１つあり

ますね。 

八王子にとって、ものすごい財産なのですね。大学がこれだけあるなんて、

八王子は知的財産がいっぱい詰まっているところなのです。そういう意味で

は、学生さんたち、そこで働く教職員たちが、どう八王子に貢献するかとい

うことは非常に求められているのですけれども、そこがなかなか、まだつな

がっていないということなのですね。 

さて、そうしますと、それをどうやって変えていくのか、それぞれ孤軍奮

闘しているのですが、行政として、どういうふうにしていくのか。協働して

いく、つながっていくという流れの中で、どうしていくのか。もしかしたら、

行政そのものの仕組みなり、やり方を少し変えないと、従来の縦割りのまま

では、どうもうまくいかないかもしれないなというところは何となく見えて
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きたのですけれども、ここはどうでしょうか。田中助役、行政のお立場で、

どんなふうな課題があるのか、どんなふうにすればいいのか、ちょっと話し

いただければと思います。 

 

 助  役 今、いろいろパネリストの皆さんのお話を聞いて、それぞれにご苦労、ま

た葛藤しているということがかいま見えました。やはりこれまでのような、

行政はサービスを提供する、また市民の皆さんはそのサービスを受けるとい

う考え方で、これからも進んでいったのでは、私は、地域力というもの、ま

た地域で問題を解決するという能力はそがれてしまうだろうと思います。 

そういうことからしますと、やはり何といっても大事なことは、行政が市

民の皆さんを信頼し、また、十分ではないかもしれませんけれども、市民の

皆さんも行政を信頼していただく、こういう関係をつくっていくということ

が大事だろうと思っています。 

もちろん地域の帰属意識の低下というものが、これだけ広い土地ですから、

地域によっては、そういうところがございますので、この地域に対する帰属

意識というものが高まることによって、相当地域の活力というものが出てく

るだろうと思います。そこで、先ほどから出ているサービスの総合化という

中で、行政はどういう役割を果たしていくかということになりますが、１つ、

先ほど申しあげたように、そうしたセクションをつくったこともそうですし、

また、私どものほうが積極的に、各地域に職員みずからが出向いていくとい

うことが、まず基本だと思っています。 

現在、八王子市の場合、自主防災組織の結成率が３５％ですけれども、中

越地震が起こった後、私自身も未結成の町会を歩きました。そのときに、町

会長さんあるいは自治会長さんから私に投げかけられたお話で特に印象深か

ったのは、最近、町会自治会への加入率が低いということで、これが極めて

大きな課題だと。そうした地域の町会に皆さんが加入されていませんと、家

族の状況もわからないということで、いざ、実際に何かあったときに支援が

できないということも出てくるということで、そんな悩みも聞かされました。

そういった意味からしますと、やはり地域のきずなというものを強めてい

くために、私のほうでは、先ほどの行政組織も十分活用しながら、また信頼

関係が保てるような、そうしたあり方といいましょうか、また職員の意識改

革が必要だと思っているところでございます。 

 

 安  藤 ありがとうございます。地域の連帯と、逆に行政そのものも、職員自身も

変わっていかないとだめなのだよねという、そういう改革をどうできるかと

いうところにつながるかと思います。 

さて、今まで活動されている方々、それから田中助役さんをはじめとする
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行政の立場からのご発題を今まで聞いておりましたけれども、いやいや、そ

うは言ってもと、多分言いたくてしようがない方が会場にはたくさんいらっ

しゃるかと思いますが、先にご質問なり、ご意見なりをとろうかと思います

が、いかがでしょうか。今までの話を聞いていて、いやいや、実は私はこう

考える、いや、私もそう思うというのでもいいのですが、いかがでしょうか。

ほかにございませんか。一人ひとり聞いていると時間がなくなるので、ま

とめて、もうお一方ぐらいと思っていますが。よろしいですか。それでは、

もう１回質問の時間をとりますので、そのときに手を挙げていただきたいと

思います。 

先に、マイクをこちらのほうに回していただけますか。 

すみません、差し支えなければ、お名前をお話しいただければと思います。

 

 鈴  木 多摩ニュータウンから参りました鈴木と申します。 

本日は、きっとうちの団地と共通の問題点が出るのじゃないかという期待

をしながら来ましたけれども、まさにそのとおりで、うちの団地も２５０世

帯ありますが、未加入者が多くて、１つのことをやるにしても大変な思いを

してまいりました。私は、前回までやっていた会長さんが１０年やった後、

今年度、引き受けたものですから、大変な思いをして、今、運営をしており

ますけれども、この１年、皆さんの協力がなければできなかったと思います。

それで、いろんなことをやりましたけれども、その中で１つ、こんなこと

をしました。初めてやったのですけれども、隣の団地と共同で避難訓練とい

う話が出たものですから……、階段委員というのがありまして、それが定例

会として３０名ほどで役員会をやっているのですけれども、その中の１人か

ら、名簿をつくって消防隊をつくったって、避難訓練をしなきゃ、動かなき

ゃ、何もならないじゃないかという発言があって、それで管理者に相談しま

したところ、隣の団地と一緒にやったらどうだということで、消防署に相談

に行きまして、１２月に入ってやったのですけれども、その結果から、うち

の団地からは十四、五名しか参加しなかったのですけれども、トータルでは

４０名ほどで、消防車からもはしご車が２台来てくださって、署員も８名ほ

ど来てくださって、団地の人も皆さん実際に動いて、活動してくれたのです。

それが終わってから、私は１つ考えたのですけれども、実際に事故が起き

た場合にどうしたらいいか。ほんとに高齢者が多いのです。子育てが終わっ

て、お子さんたちはみんな独立していて、残っているのはおじいちゃん、お

ばあちゃんが非常に多いものですから、災害が実際に起こったときに、この

態勢でできるだろうかと、背筋が寒くなる思いです。 

避難訓練をやったって、若い人たちしか出てきません。高齢者は出てきま

せんし、上層階のところに住んでいる高齢者を助け出すにはどうしたらいい
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か。こっちは役員ですから、どこにだれが住んでいるというのはわかるので

すけれども、１人で行っても、とても老夫婦を助け出すなんていうことは不

可能ではないか。 

そこで考えたのは、近くにある高校です。松が谷高校というのがあります

が、ちょうどそのころアンケート調査がありましたので、平日で日中の場合

に非常事態が起きたときには、ぜひ応援をくださらないだろうかと、私は時々

野球部の練習を見に行くものですから、とてもいい子たちがいっぱいいるの

で、体も立派だし、その子たちに応援してもらったほうが住民も安心するの

ではないかと思いまして、そんなお願いをしたことがございます。 

以上です。ありがとうございました。 

 

 安  藤 ありがとうございます。地域の中で、いざという

ときにどうするのか。どうも顔が見える関係を、日

ごろ、どうつくっておくのかという、ここが、趣旨

かと思います。どういろんな人たちとつないでいく

のか、隣の団地ともやったよ、高校ともつないで、

いろんなところと、どうつないでいくかということ

が、実は大事な部分ではないかと思います。 

今、ご意見というよりも、こういうことをやった

よということでございまして、質問ではありません

ので、そんなことを踏まえながら、実際に、これか

らどういうふうにすれば協働していくのか、どんなふうな協働があったらい

いのかという、この辺のところもご発題いただければと。 

特に行政と皆さん方、これも１つ、もう一つは、活動されている皆さん方

といわゆる皆さん方、市民の方がどうつながるかということ、それから、八

王子は古いまちですので、いろいろな企業の方々も大勢いらっしゃるのです

ね。そうすると、企業も一市民、「企業市民」という言葉があるのですが、そ

の市民として、企業がどういうふうに、こういった部分で、いろんな地域の

中で活動していく人たち、サービスを提供するときに、どういうふうに企業

とつながっていくのか。 

要は、今までは、行政は行政、企業は企業、市民活動は市民活動と、ばら

ばらだったのが、どうも今の話を聞いていると、それぞれがそれぞれに、ど

ういうふうにつながっていくかという、ここをやっていかないと、ほんとの

協働にならないし、それが公共になっていかないのかなと思いますので、じ

ゃあ、どうすればいいか。この辺のところをそれぞれのお立場からご発言い

ただきたいと思います。 

これは、やっぱり前野さんからいきましょうか。 
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 前  野 今、会場の方から出ました、これは非常に大事なことだと思うのです。実

は、私が所属している自治会もそうなのですけれども、２,０００所帯はある

のですけれども、実際に、昼間は、皆さん現役で勤めに出ていらっしゃる。

残されたのは、奥さん、お年寄りと子どもですね。この問題で、実は、今、

発言された方と同じように、うちの場合も、実際に昼間に地震が起きたらど

うなるのだろうか、ということが問題になりました。特に最近は、奥さん方

も仕事を持たれる方が非常に増えていますから、残るのは、お年寄りと子ど

も。ましてやうちの住宅の中は、完全な住宅街なものですから、企業がない

のです。あるのは小学校・中学校なのです。 

それで、最初に中学校に協力をお願いに行きました。そうしたら、学校で

非常に快く受けてくれまして、学校ぐるみで中学生が防災訓練に参加をして

くれた。それで、うちの場合は自主防でポンプなんかも持っていますので、

やりましたら、最初のうちはふざけっこみたいなこともあったようですが、

やはり取り組んでいく中で、真剣味が出てくる。そのうち、中学生だけでい

いのだろうかということで、二、三年前から小学生にも協力を求めまして、

いわゆる炊き出しのおにぎりなんかだったらつくれるのじゃないかというこ

とで、今、小学生にも参加してもらっています。これは非常に大事なことだ

と思います。 

もう一つは、八王子市の町会自治会の中には、小さいところもある。例え

ば、少ないところですと、１０軒、２０軒のところがあるのです。それで、

ここら辺のところをどうするかというと、これは今の防災面からいきますと、

例えば恩方地区、これは十幾つの小さい自治会ですが、これが全部合同で、

毎年、恩方地区の防災訓練というのをやっているのです。単独じゃなくて合

同でやる。これが大きな成果になっています。単独ではできなくても、近隣

の町会と合同で物事を進める、これがあるわけです。 

それから、例えば、そこまで至っていないまでも、やはり今と同じように、

その小さい町会が単独で物事をやるというのはなかなか難しい。かといって

町会費もそんなにたくさんもらえるわけじゃありませんから、やはりやりに

くい。したがって、その近隣で５つ、６つが集まって、例えば夏祭りを合同

でやる。それから交通問題にしても、防犯にしても、単独ではなかなかでき

ないので、その５つ、６つの町会が集まって、合同でやる。こういうことが

進められてきています。私、冒頭でも申しあげたと思うのですが、単独でで

きないことも、近隣の町会と合同で手を組めばできることなのです。 

今、１つ難問がありますのは、老人会の組織があるのですが、これは、昔

は５０人以上でないと補助金対象にならなかった。最近、やっと３０人以上

になったようなのですが、ところが２０所帯、３０所帯ではできないのです
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ね。周りは、全部老人会ができちゃっている。自分のところだけ、世帯数が

少ないからできないというのです。だから、それでは隣の町会さんに相談し

なさいよということで、今、相談してもらっています。 

単独でできない場合どうするかということもあわせて考えていかないと、

この問題は解決しないだろう。それが、最初私が申しあげた「向こう三軒両

隣」であり、近隣と仲よくするということにつながるのではないかなと思っ

ております。 

 

 安  藤 ありがとうございます。 

こういう活動を含めて、今の前野さんの自治会もそうですけれども、「おら

がところだけで」という発想だと、どうも物事がうまくいかない。隣の自治

会も含め、いろんなところも含めて、周辺のところと、どう手をつなぐのか、

いわゆるネットワークをどうつくるのかという、ここがないと、今言ったよ

うな災害もそうなのでしょうけれども、いろんなことを進めていくときに、

横と手をつないでいく、考え方は多少違うけれども、手をつなぎながらつく

っていくという、ここがポイントのようですね。ありがとうございました。

小田島さん、先ほどもいろんな実践の例から、高齢者をじかに見ながらや

っているときに、こういった仕組みというのは、先ほど言ったようにサービ

スを提供すればいいというだけじゃなくて、そこにいる人たちは、どうも違

うことを考えている。話し合いとか、そこを考えていらっしゃる。そっちの

ニーズが大きいと。このニーズにどうこたえていくのか。そのときに、小田

島さんのところでは、どういうふうにやっていこうとするのか。幾つかの手

をつながないとだめかというふうに思うのですが、この辺のところも含めて

お話しいただければと思います。 

 

 小 田 島 私たちの組織は、ほんとに小さな組織ですから、できることがほんとに限

られています。でも、経験だけはあります。これは先ほども言いましたよう

に、ヘルパーでなくてもできることはたくさんあると思いますので、現に食

事サービスを届けるところは、本当に孤立している高齢者で、民生委員さん

も絶対に近づけられないというところが、食事ということを介して門を開い

てくれたという例があるのです。そんな小さなことからなのですけれども、

やはり民生委員さんと連携をとる。 

それから、前野さんのところはほんとに大きな組織なのですが、そんな大

きな組織でなくても、地域の自治会と連携していって、例えば、今、１つ問

題になっております高齢者の低栄養というのがあるのですね。こういうよう

なことを皆さんに呼びかけていただくだけで、介護保険を使わなくて済む高

齢者が、実はたくさんできると思います。ですから、そういう自治会の方々
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が、お隣に１人呼びかけていただけるだけで、大分違うのじゃないでしょう

かと思います。 

私たちがケアに行っている、ある方のところで、賞味期限の切れた、丸々

のまんまのハムなどを、捨てることがあったのですが、そのおひとり暮らし

のお宅の方は、病院へ行って、低栄養という診断を下されました。つまり、

物があっても食べることができないということなのです。 

前野さんは、しきりと「向こう三軒両隣」という言葉を使いましたけれど

も、私たちが子どものことを思っていただければ、ほんとによくわかると思

うのですが、あの世界をもう一度取り戻そうという運動が起こるだけで、介

護保険が必要な高齢者はぐっと減ると思います。 

具体的にどうするかというのはこれからの問題だと思うのですが、意識と

しては、市民みんなでという、これがやっぱり必要なんじゃないかと思って

おります。 

 

 安  藤 ありがとうございました。小田島さんのところは、まさにそういう食事を

通しながら、地域の問題、高齢者の生活の問題、命の問題というのをとらえ

ていただいているようでございます。もともと食事のサービスは、隣の人、

隣の高齢者におかずを１品、おすそ分けで持って行った、ここからが始まり

でございます。そうしますと、そういったような仕組みを地域の中でどうつ

くっていくのか。声をかけるというのも、まさにそうです。 

そういったことが地域の中で広がっていくということが、もしかすると安

心して生活できる、この地域に住んでいてよかったなということにつながっ

ていくのだろうと思いますが、いずれにしても、そういう横のつながりをど

うやってつくるか、声をかけ合う仕組みをどうつくるかというところが１つ

の課題かなと思います。 

さて、富永さんからは、まさに地域の問題を含め、行政との関係というこ

とで先ほど問題提起をしていただきました。じゃあ、実際に地域の人たちと

つながっていくといったときに、どういうつながり方をすればいいのか。大

勢の人たちも、おそらく富永さんがやっているような活動に対して関心を持

っている部分もたくさんあるかと思うのです。そういう人たちを含めて、ど

うつながりをつくっていくのかという、その辺のところも含めて、最後に、

どういうふうに協働すればいいのか、企業とどうつながればいいか、そんな

ところも含めて、ぜひお願いしたいと思います。 

 

 富  永 最初に、自分がその地域を見たときに、とにかく人間、自分も含めてわが

ままにできていますから、好きなことじゃないとやりゃしないと思いまして、

人から押しつけられてやることというのは、自分が例えばソフトボールをや
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りたいと思っていても、だれかに、やったほうがいいと言われてやらされる

と、モチベーションがぐっと下がるわけですけれども、自分がやりたいなと

思っているときに、応援してあげるからと言う人が出てくると、「そう？ じ

ゃあ、やってみようか」というふうにモチベーションがぐっとあがるのだろ

うというふうに、我が身を振り返りながら思ったということがきっかけです。

さっきから出ているように、地域というのは、最小のコミュニティという

のは小学校区単位だと思います。小学校というのは使い勝手がいいですね。

グラウンドはあって、体育館はあって、震災が起きたときには絶対に給食施

設のある小学校に逃げるほうがいいですね。中学校・高校で給食施設がない

と、後で材料が来ても煮炊きができませんから、気をつけたほうがいいと思

うぐらい、地域に、その活動拠点というのは存在しているのです。 

ところが、一番見つからないのが活動してくれる人なのです。だから、自

立して、寄りかからないで、じゃあ、スポーツ大会だけであれば僕がやって

あげるよという人を見つけられるかどうか。これは自分が発見する努力をし

なければいけなかったということです。 

それで、地域のお父さんたちが、ああだったらいいな、こうだったらいい

なというときに、中に、自分が小さな責任感を持って、「ソフトボール大会を

僕がやってもいい」というＡさんがいました。「じゃあ、僕がグラウンドや何

かを学校に頼んでとってあげたら、やってくれる？」と言ったら、「うん、い

いよ」というふうに言ったことが１つのきっかけだったりしたわけです。で

すから、小さなその人の発意みたいなものを、地域の中でだれかが支えると

いうことをやって、その人が苦手としていることを、得意とする人がかわっ

てやってあげられるかということがきっかけだったように思うのです。 

で、Ａさんという人が、そうやってソフトボール大会をやり始めてくれた

りする。そうしたら、いろんな自分の得意技を集めてくれる人たちが出てき

たと。人が集まり始めれば、得意技が集まってくる。先ほどありましたけれ

ども、２５０所帯のうち十数人の人が出てきた。これはすごいことだと僕は

思うのです。だから、その人たちに聞いてみたら、また何かやってみたい、

ほかのことだったらやってみたいと思う人が出るかもしれない。 

突然話がぴょんと飛ぶのですけれども、今、「自然館」という体験学習施設

をやらせていただいています。お手元に、頼みまして、この新聞の切り抜き

を入れていただいたと思うのですけれども、「みんなでつくる地域生き物図

鑑」というのが、でかでかと広報されました。東京新聞１月２６日に載った

わけです。 

これは、私も１円もお金を払っていないし、行政も１円もお金を出してい

ない。ここに紹介されている木原先生という法政大学の助教授でありますけ

れども、地元民でありまして、南大沢に住んでいると。僕は得意技が、ホー
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ムページをつくって、「みんなでつくる地域生き物図鑑」みたいなのをやりた

いのだとネイチャーセンターのところへ持ってきて、大学の先生というのは

シャイにできていまして、ものがはっきり言えない人が多いのですけれども、

一生懸命相方になっている間に、そういう話をし始める。じゃあ、やってみ

たらいいじゃないですかと。「でも、金がないのですよ」と言ったのです。そ

うしたら、「いや、僕のところは大学だから、コンピューターだ何だかんだは

全部大学のものを利用すればいいので、富永さんに金の面倒をかける必要は

ない」と。それでほっとしたりして……。 

それで、ゆっくりやりました。２年、３年、ゆっくりやって、僕の考えて

きたことは、小さく産んで大きく育てるということだけです。無理をしない

と思ってやってきました。でもそれができるのは、この辺に協働ということ

が見えてくると思うのですが、八王子市さんが直接管理運営されていたら、

なかなかこんなことはできなかったかもしれない。行政ルールでしか動けな

い立場の人にはできなかったかもしれない。けれども、僕らＮＰＯがいまし

て、地域で顔の見える関係が木原先生とあるわけですから、「木原さん、そう

やっていったら、おもしろそうですね」とおだてていると、やってくれる。

そういうふうに、ちょっと協力をする。そうすると、うれしそうに木原先生

が、「これをやると、僕は学術の世界でも有名になれるかもしれない」と言う

のです。これで有名になって、早く教授になれと言っているのですけれども。

それで僕はいいと思うのです。みんなが喜びを持てるようにやっていく。

そうしたら、こんなことができるようになった。だから、できること、でき

ること、できることを足し算する関係、発見して、足し算をする関係を、丁

寧に、丁寧にやればいい。それが住民同士だろうと、住民と企業だろうと。

今度は企業も出てきて、このまちにエイビットという私と大の仲よしの会

社がありまして、ＩＴ系のインターネットライブカメラを自然館に２台も提

供してくれました。大変なお金がかかるわけですけれども、提供してくれて、

そんなにみんなが喜んで集まるような施設であれば、自分たちのライブカメ

ラを投入すれば、商品が売れるようになるかもという思いですね。でも無償

提供してくれて、八王子市民ですから、企業市民ですからということで、企

業も応援してくれました。 

そうすると、盛りあがるわけですね。盛りあがると、マスコミがこうやっ

て報道してくれて、協力してくれる。そうすると、これに協力している人た

ちは喜んじゃって、ある種、究極に褒められちゃったわけです。ですから、

舞いあがらんばかりに、もう早々と、１７年度事業の事業計画が全部出てき

ちゃったと。この喜びを結集するような動きこそが、協働のプラスとプラス

の関係にならなければいけないのかなと思っているのです。 
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 安  藤 ありがとうございました。どうも、そういう活動をする人を、どう発見す

るか、そのポイントの１つは、どう好きなことができるかというところが多

分ポイントになると思います。問題を持って、「これ、楽しいな」と。楽しい

から、多分活動が長続きする。「これをやらなくちゃいけないのです」となる

と、「うーん」と重くなってしまうので、そうじゃなくて、どう楽しいことが

できるか、楽しい人が、この指とまれということで集まってきて、そこでや

っていくということも、地域の人をつないでいく１つの方法としては、とて

も大事ですね。 

さすがに富永さんは企業に勤めていただけあって、企業が喜ぶことをどう

やってやるか。そうすると、すぐに何か出てくるぞと。これはあまり頼って

はいけないのですが、でもお互いに喜べるという仕組みは、地域の力をつく

っていくときには、とても大事なことなのだろうと思います。 

そういう意味では、人をつなぐといったときに、まさにそういうプラスと

プラスをどう考えるか、むろんマイナスの部分もあるのですが、マイナスの

部分を見ながら、プラスとプラスをどうつないでいくのかという、ここのと

ころをどうやろうかということは非常に大事なことだろうと思います。 

それでプラスとプラスなのですけれども、伊藤さんの場合には学生と学生。

学生が特に、関心があるぞ、楽しいぞというようになっていくにはどうした

らいいか。どうやって人と人をつなぐのか、大学と大学をつなぐのか、地域

の人たちとつなぐのか、どんなところだったらできるのか。つなぐため、協

働していくためにはどうしたらいいかというところを含めて、よろしいです

か。 

 

 伊  藤 まず、問題が起こったときに、学生がどう対応できるかという問題のとき

に、小学校・中学校・高校というのは学校単位でいろいろな活動をすること

ができると思いますが、大学は、学校単位で物事を

しようとしたときに、難しいものがあると思います。

大学にどんな活動をしている団体があるのか、市

民の方は把握していないと思います。実際に災害に

対するボランティアの活動などをしている大学サー

クルは、いろんな大学に結構あるのです。でも、そ

れを市民の方と直接つなぐことは難しいと思いま

す。 

そのような間に立って、かけ橋となる存在が必要

になってくると思います。そういう市民の方と学生

とをつなぐかけ橋のような団体に、八王子学生委員会はなろうとしています。

その横と手をつなぐ間の団体が、もちろん市民と市民の間にも、市民と学生
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の間にも必要になっていくのではないかと思います。 

 

 安  藤 ありがとうございました。どうも学生さんたちも、いろんな活動をされて

いる人たちがいる。災害が起きたときに、どういうふうにしてつないでいく

か、いろんな人とどうつながっていくか。これは、今回の中越のときも、非

常に大きく問われたのです。多くの学生たちが、この中越に来ていただきま

した。私も、すぐに入ってボランティアセンターを立ちあげてきたのですが、

その前の年の宮城北部地震なんかでも、東北の、あの周辺の大学からも相当

学生さんたちが来てくれました。 

そういう意味では、そういう部分も含めて、どうやってつないでいけるの

かといったときに、伊藤さんのところは、学生委員会の中間支援センター、

コーディネートをする中間支援センターみたいなことがやれるといいという

ことを目指しているようでございますが、まさにそういう中間支援センター、

Intermediaryという言い方をするのですが、まさにそういう人と人をつない

でいくセンター機能というのが非常に重要だということが、実はいろんなと

ころで言われるようになってきました。まさに行政と市民、市民と市民、市

民と企業、ここをどうつなぐか。これは非常に大事な機能と思います。 

さて、こうしていろんなものをつないでいくときに、行政の立場として、

どういうようなことを協働していく、つないでいく、一緒にやっていくとい

ったとき、どういうことが一番大事なのか、行政として何ができるか。先ほ

ど、いろんな支援センターをつくりましたよとか、いろんな条例をつくりま

したよ、また職員にもその意識を持たせますよと、いろいろとございました。

でも、そういったことをしながら、なおかつ行政として、こういうことだっ

たら市民と一緒にいろんなことをやっていける、やるにはどうしたらいいか

という、この辺のところを、問題的に提起していただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

 助  役 まず、皆さんのお話を聞いて、私自身も、今後の行政運営で、まちづくり

手法を協働という考え方に改革をしていかなければならないなということを

強く感じました。そのためには、行政が持っている情報というものを皆さん

に提供して、行政と市民の皆さん、それぞれの団体がありますけれども、そ

ういう関係において情報を共有し合うということが大事な１つの要素だと思

っています。 

それから、小田島さんからは、市民の皆さん、一緒にやっていきましょう

というお話がありました。こうしたことは、１団体で呼びかけても、それは

やはり限界があるだろうと思いますから、そこは、市民の皆さんへの意識の

醸成ということを、私どものほうが役割として担わなければいけないという
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ことがあります。 

それから富山さんからは、先ほどのお話の中で、コーディネーター役をＮ

ＰＯがやっているのだというようなお話がありましたけれども、コーディネ

ーター役というのは幾つあってもいいだろうと思っています。例えば、今、

公共施設の整備ということで、恩方のほうに小田野中央公園というのがござ

います。これは、今まであった公園を改修するということで、計画から、手

づくり公園ということですから、地域の皆さんにご参加をいただいて公園を

つくっていこうということですけれども、これも、いわゆる参加団体という

ことでは、小田野連合町会あるいは恩方地区連合会、恩方住民協議会という

大変大きな、多くの組織の皆さんが参加されていますし、市民活動団体では、

「ゆうやけの里地域福祉フォーラム」という皆さんが参加をされています。

これは１６年度から始まった事業ですけれども、これが最終的にどんな成果

をもたらすのかということは、私も大変関心を寄せるところですけれども、

やはりこれも、こうしたことになったというのは、私どものほうがコーディ

ネーター役をしたから、こういうふうな参加団体が集まって、実際の手づく

り公園事業が始まったと思っていますので、行政としては、今後はコーディ

ネーター役としても、十分力を発揮していきたいと思っているところでござ

います。 

 

 安  藤 ありがとうございました。情報はみんなで共有しよう、プライバシー的な

情報は別としても、いろんな政策上の情報というのは積極的に共有化して、

市民と一緒に考えていく場というのが必要なのだ。そのためにも、その部分

を含めてのコーディネートという機能は、とても大事なのだと。でも、コー

ディネーターは幾つあってもいいよ、行政もその１つだよと、こういうとこ

ろでございますが、まさに考え方が違う、いろんな考え方があったときに、

その考え方１本にまとめる必要性がある場合もあるかもしれないけれども、

その考え方は違うね、そうだよね、違うよねと言って共有化する、違い性を

認めていくという、この部分も、コーディネーター役としてものすごく大事

なところだろうと思います。そういう意味では、コーディネーター役という

のは大事だよというご発題でございました。 

さて、時間が大分押しております。せっかくの機会ですので、さらに、会

場のほうからも、全体を通して、一緒に協働していくというときに、私はこ

んなふうにして考えたいとか、私としては、こういう意見があるのですとい

う、いろんな立場があるかと思いますが、この辺のところを少しお伺いした

いと思います。お手をお挙げいただければと思いますが、いかがですか、全

体を聞いておりまして。 

手前の方。ほかにいらっしゃいますか。 
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お一人、２人、一番奥のところに４人、よろしいですか。先ほどご質問を

いただいた方はよろしいですか。 

じゃあ、今、言った４人の方ですね。そこの前の方と、そこの２人、女性

の方と、ちょっと後ろの方という４人。どうぞそちらから。 

 

 杦
すぎ

  野
の

 北野台に在住しております杦野と申します。現在パネリストの前野様の後

を継ぎまして、北野台自治会の会長を務めております。 

今日、パネリストの皆さんのお話を聞きまして、大変参考になりました。

私どもの住みます北野台に比較してみますと、お話しいただいた内容につき

ましては、我々は、ほぼクリアしている、レベルにあると考えています。 

今日新しく耳にしました学生委員会さん、これは、非常に認識不足でして、

今日初めて知ったという状況です。今後、私どもの自治会のほうも、この委

員会さんと連絡をとりながら、住民のために何かできればと進めていきたい

と思います。 

といいますのは、私どもの地域には片柳学園というのがありまして、ここ

とは日ごろ密接な連携をとっています。学生さんが自治会についての調査を

したいということに協力しまして、終わりました結果につきましては報告を

いただいて、参考にさせていただくとか、やっておりますので、できました

ら、伊藤さんのほうでよろしくお願いします。 

それからもう一つ、先ほど自治会活動に参加しないというのがあったので

すけれども、参加していただくには２つぐらいのポイントがあると思うので

す。１つは、いわゆる負担感が先に来るのですけれども、自治会の活動は、

住民のために役に立っている、何らかの還元があるのだということを、住民

の目に見える形、これをつくりあげる必要があると。 

幸い私どもの自治会は加入率が９７.５％ぐらいで、ほとんど参加いただい

ております。ボランティア関係も、いわゆる前野さんが言われる「向こう三

軒両隣」の関係がありまして、みずから参加してやる方と、あの人がいいよ

という推薦をいただいて、ほとんど充足しております。 

１つは、先ほど企業の話が出ましたけれども、私も、自治会に前野さんに

誘われまして入ったとき、まだ現役だったのです。そのときに、自治会活動

をしておりまして、より感じたことがありまして、早速会社のほうで実行し

たことがあります。 

というのは、会社では、定年前に２回ぐらい講習会を行います。１つは各

社員の老後の設計、もう一つは、会社人間から地域社会人間に転換をしてく

ださいと。今から自分の趣味を持つ、同時に、自分の住んでいる地域でどう

いうことをやっているか、そういうことに、将来自分が還元できないかとい

うことを考えてくださいと。そこで、自分の持っている特技だとか、趣味だ
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とか、そういうものを生かして貢献できるように。特に男性は、家におりま

して、飯だ、お茶だとか言っておりますと、非常に大きい問題になりますよ

と、そういう働きかけを会社の教育の中でやっております。そういう意味で、

そういう関係の方がおられましたら、そういうことを導入されたらいかがか

と思います。 

それからもう一つ、市の行政と自治会という関係ですけれども、ある課長

さんが、「住民は神様です」という発言をされたのです。我々は、そこを取り

消してくださいと。民間企業は、消費者は神様ですと言いますけれども、市

の職員はそういうことをやめてくださいと。市の職員と我々住民は、よきパ

ートナーなのですと。住民の持っているニーズが何なのか、市の提供できる

シーズは何なのか、その仲立ちをするのが我々自治会の役員だと認識してお

ります。 

幸い黒須市長になりましてから、非常に市役所もオープンになりまして、

我々との話し合いも非常にスムーズに進んでおります。私どもも、私を含め

まして自治会の役員が、大体月に二、三回、市の方々との話し合いを行いま

すし、八王子警察とか、消防署とか、そういうところとは頻繁な交流があり

ます。そういう意味で、いろんな行政関係と住民を結ぶ、先ほど出ていまし

たようにかけ橋と。それは市にとってもプラスになる、住民にとってもプラ

スになる、そういった仕事ができればと。私どもは、決して行政の下請けで

はないという考え方を強く持っておりますので、お互いに、住みよいまち、

住みよい地域にするために努力をしていきたいと考えております。 

あと、いろんな各町会自治会で問題点があり、いい面も、悪い面もありま

す。前野さんが言われていましたように、連合会というのがありますので、

そういう組織をつくりながら、横の連携をとって、いい面は取り入れていく、

そういった考え方で進めていきたい。 

１点、今日の「新しい公共」というのがありまして、今、問題になってお

ります高齢化の問題。これを、私どもの自治会では、一応テーマから外しま

した。今、取り組んでおりますのは、若い世代対応ということなのです。も

し今後こういったことがあれば、今後八王子市を担っていく子どもたち、こ

ういった人たちを、富永さんも言われましたけれども、２０年、３０年ター

ム（期間）で考えれば、今からそういったことも協働の中に入れていければ

ということを期待いたします。 

 

 安  藤 ありがとうございました。幾つかのご意見をいただきました。伊藤さんの

ところにはプロポーズがございましたので、後で進めていただきたいと。 

真ん中ぐらいのところで、先ほどお手をお挙げいただきました方、マイク、

すみません、そちら側の列で、真ん中ぐらいにあがったところの女性の方で
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ございます。 

 

 市  民 今日は、貴重なお話をありがとうございます。 

先ほど伊藤さんのほうから、学生委員会、なかなか人が集まらないという

お話があったのですけれども、確かに八王子というのは大きなまちで、いろ

んなところに大学が散らばっているので、なかなか人が集まるというのは難

しいのかもしれないのですが、駅前に魅力があれば、多分もっと人が自動的

に集まってきて、あふれて、もっと活性化されるのじゃないかなと思うので

すけれども、今は、丸井の跡地とかも、パチンコやゲームセンターとか、治

安が結構悪くなっているのじゃないのかなと思います。学生のまち八王子と

いうのであれば、専門書がたくさんあるような図書館があるとか、映画館が

あるとか、もう少しみんなが楽しめるようなものをつくっていただけないの

かなという思いがあるので、やっていただけたらと思います。 

 

 安  藤 ありがとうございます。学生たちも集まれる魅力の場所をどうつくるか。

これも、いろんな人たちのご意見があって、つくられるといいのかなと思い

ますが、後ろのほうで、お二人、手を挙げていたかと思います。係の方、そ

のままずっとあがってください。もうお一方、先ほどお手を挙げていただい

た方はどなたでしょうか。いらっしゃいませんか。じゃあ、マイクを渡して

ください。 

 

 吉  岡 今日はどうもありがとうございます。八王子市内でＮＰＯの活動をしてお

ります吉岡と申します。よろしくお願いします。 

行政の田中助役に１つお願いをしたいことという形で、協働に関してお話

をさせていただきたいと思うのです。このフォーラムで、いろんな問題点、

それからキーワード、協働に関しては「つなぐ」ということであるとか、各

団体それぞれが、それぞれの団体の中で喜びを得ていく、プラス志向になっ

ていくような形で、そのつながり、課題を解決していこうという中で、先ほ

ど行政は、これからの協働を考えるということで、情報の共有化ということ

をおっしゃっていただいたのですけれども、この協働という言葉には、市民

活動の団体、今までそれぞれの活動の中で、地域の問題を解決する、あるい

は何か行政のはざまで漏れた方たちを救う、助ける、そういう精神のもとに

生まれてきた活動というところで、１つ政策提言的な活動というものがある

と思うのです。 

その政策提言的な活動というものが、今まで行政が行っていたものの情報

公開をして、下請け的な協働、あるいは下請けでなかったとしても、企画段

階からやってきたことをもう一度考え直しましょうというような行政側から
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の一方的なアプローチではなくて、反対に、地域に根ざした、そういう草の

根的な活動の中で、政策提言を盛り込んだものを受け入れる窓口を、行政に

聞いていただく、あるいはそういう草の根的に行ってきた活動を行政と一緒

に活動していく、そういうことが、協働ということをすれば必ず評価という

ものがついてきますので、そこに説明責任、アカウンタビリティーというも

のが発生してきます。そのアカウンタビリティーを発生させることによって、

行政に対しての評価というものにも私はつながってくると思いますので、一

方的な情報公開、共有化、これもとても大切なことなのですけれども、プラ

スアルファ、そういう政策提言における市民活動、事業活動、そういうもの

を聞いていただく窓口、そして、それを行政と一緒に協働していく方向性を

考えてくださる窓口、そういうものを考えてくださるところをつくっていた

だければと思って発表させていただきました。 

 

 安  藤 ありがとうございました。政策提言というのは非常に重要だ。単に行政が

何とか審議会とか、何とか委員会でこうしますというのではなく、市民の側

から、ボトムアップ、下からつくりあげていく、そういう政策提言をどうつ

くるのか、それをどう行政は受けとめるのか、それが協働の第一条件だよと。

第一条件とは言いませんが、そういうのが条件だよということでございます。

さて、時間がないので、まだご質問という方もたくさんいらっしゃるかと

思いますが、この会場、後が詰まっているようでございまして、大変申しわ

けございません、質問、ご意見のほうは、これで打ち切らせていただいて、

今、いろいろといただいたご意見につきましては、田中助役が全面的に受け

とめてお答えしますと、それに近いことを言っておりますので、最後に田中

助役のほうから、今のご質問も含めてコメントをいただければと思います。

よろしくお願いします。 

 

 助  役 それでは、幾つかご質問がございました。確かに杦

野さんからお話をいただいたように、９７.５％の加入

率というのは大変すごいものだなと思いました。これ

は、全市的な平均の加入率というのは６０％台ですか

ら、大変な自治会ということで、私のほうでも大いに

期待をしたいと思っています。 

それから、最後の方からご質問いただきました点で

すが、もちろん先ほどご紹介したように、政策提言を

受け入れるということでは、私どものほうでは「ゆめ

おりプラン」をつくるときに、７３％の原案をつくっ

ていただいた、それを取り入れるというところでは、私どものほうには、そ
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の姿勢が十分あると思っていますし、それから、市役所というのは、極端な

言い方をしますと、ゆりかごから墓場までの仕事をしていると言われている

ぐらいですが、それぞれの窓口で、もちろん皆さんからの政策提言を受ける

というスタンスでおります。平成１５年の組織改正で、私どもは広聴広報室

というものをつくりました。そこは、まさに広聴というものを頭に出したと

いうことは、市民の皆さんのそうした政策提言も含めて、あるいは建設的な

ご意見、また苦情もあるでしょうけれども、まずそこで受けとめましょうと

いうことで、そういうスタンスでおりますので、ぜひその点はご理解をいた

だきたいと思っています。 

それから、最後のまとめでございます。それぞれパネリストの皆さん、そ

れから会場の皆さんからも、貴重なご意見、またご提言なり、ご示唆もいた

だきました。 

私は、個人事で恐縮ですが、ちょうど中学３年生だったときのことを覚え

ているのですが、それは脳裏に焼きついていますから、実は１９６１年１月

２０日に、第３５代のアメリカ合衆国の大統領、皆さんもご承知のようにジ

ョン・Ｆ・ケネディでございますけれども、その就任の演説の際に、こうい

う一節がありました。「社会に対して何を望むかよりも、自分が社会のために

何ができるかを考えるべきである」。これは、私、中学生の少年の心に、すご

く重く受けとめまして、それ以降、私は、高校・大学では子ども会のシニア

リーダーをやったり、あるいは３０代、４０代、青年活動、あるいはＰＴＡ

活動、町会活動をやってまいりました。 

今、学生委員会の皆さんも、数は少ないのですが、いろんな八王子市のイ

ベントに参加をしていただいて、学生のまちというものの中で大きく羽ばた

こうとしておりますし、それから、今、治安あるいは防災という中で、特に

学校の安全の問題というのは地域にとっても極めて大きな課題でございます

が、現役を退いた方が、毎朝、この寒い中、通学路に立って、学校安全ボラ

ンティアとして活動をしていただいています。大変頭が下がる思いでござい

ますが、いわゆる若い人からご高齢の方までが、今、地域のために何ができ

るかということで取り組んでいただいていますので、行政といたしましては、

いわゆるそういう場をいかに適切に機会も提供し、また、先ほどから言って

いますように、タイミングよくコーディネーター役として入っていくか、こ

のことが極めて肝要だと思っていますので、皆さんともども、十分に、これ

からも話し合いというものを進めながら、協働のまちづくりに取り組んでい

きたいというふうに思っているところでございます。 

以上でございます。 

 

 安  藤 ありがとうございます。 
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今日は、いろいろなお立場の方からの活動報告を聞かせていただき、また

行政のお立場からも、いろいろと、これからのまちづくり、そのための協働

をどうするのかということで、フロアの皆さんを含めてご意見をいただいた

ところでございます。 

いずれにいたしましても、やはり地域でのつながりがいかに大事なのかと

いうことが、今日確認できたかというふうに思います。これは、先ほど防災

というところが出ておりますが、私も阪神以降、いろいろな災害地に行き、

支援活動をつくりあげてくるということをさせていただきました。今回の三

宅島の島民の皆様方が一斉に避難してきたときに、八王子の皆様方によって

支えられたということも、本当に深くお礼申しあげたいと思っておりますが、

これも実は、三宅島に戻るときに、多くの高齢者の人たちが三宅島の中で孤

立しがちな状況に、今、なってきています。そういう意味では、地域でどう

つないでいくのか、外の人も含めて、ボランティアも含めて、それをどう見

守っていくのか、支えていくのかということは、まさに地域でないと、これ

はできないのです。 

そういう意味では、災害だけではなく、日常の活動の中で、どういうふう

に人がつながっていくのか、つないでいくのか、このところが最大のポイン

トでございます。そのためのいわゆるコーディネートをする、行政とつなが

っていく、行政が、その環境を整え、活動しやすいように、どういう条件づ

くりをするのかということも、これからのまちづくりの中の大きな課題でご

ざいます。 

いずれにいたしましても、多くの違う意見をそれぞれ認め合いながら、そ

れをどういうふうに政策の中に提言していくのかということ、これは、まさ

にこれからのまちづくりの、また私たちの生活を豊かにしていく大きなテー

マかと思っております。そういう意味では、どうぞ皆さん方も積極的に、ま

ちの中での課題等々を地域の中で議論していくというようなことを、ぜひ心

がけていただいて、みんなで「八王子市に住んでいてよかったね」、「これか

らは八王子だよ」というようなまちにしていただければと思っております。

時間がない中、詰めた議論をさせていただきましたこと、パネリストには

大変申しわけなく思っておりますが、また会場の皆さん方におきましても、

私の意見もこうなのよというのもたくさんあったかと思いますが、時間の関

係で打ち切らせていただいたことを深くおわびしながら、今日のフォーラム

を、これで終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうござ

いました。（拍手） 

 

 司  会 どうもありがとうございました。 

２時間という限られた時間ではございましたが、協働によるまちづくりに
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ついて、皆様とともに考えてまいりました。いかがでしたでしょうか。パネ

リストの方々、また会場の皆様からのご意見・ご提案を通しまして、お一人

お一人ができる身近な協働についての取り組みの第一歩となれば幸いでござ

います。 

本日のフォーラムのコーディネーターとして大役を果たしていただきまし

た安藤様、そしてパネリストの前野様、小田島様、富永様、伊藤様、そして

田中助役に、盛大な拍手をお願いいたします。（拍手）ありがとうございまし

た。 

それでは、コーディネーター及びパネリストの皆様が退場いたします。改

めて盛大な拍手をお願いいたします。（拍手） 

本日は、大勢の皆様にご参加をいただきまして、心から感謝を申しあげま

す。これをもちまして閉会といたしますけれども、お帰りの際にはお忘れも

ののないよう十分お気をつけてお帰りいただきたいと思います。 

本日はありがとうございました。 
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（1）各パネリストの主張がよくわかってよかった。ただ、問５（今後、取り上げてほしいテーマ）

とも関係するが、他にも重要な視点はあると思う。（50 代・男） 
（2）発表された活動内容を今少し事前に知らせてほしかった。時間的な問題はあるだろうが、テ

ーブルをかこむような形をつくって、個別の質問ができることは今後いかがか。（50 代・女） 
（3）他市との比較で長所・短所を述べてほしかった。（60 代・男） 
（4）まちづくりの活動を知った。（40 代・男） 
（5）コーディネーターがキレイにまとめてくれたので、とてもわかりやすかった。（20 代・男） 
（6）我が団地（松が谷）の問題点が、正に浮き彫りになり、大きな参考になった。（60 代・男） 
（7）初めて参加したが、皆さん同じような問題をかかえていることがわかった。その意味でこう

いう情報交換の場は今後共必要と思う。（60 代・男） 
（8）パネリストの方々の考え、課題を聞いて、いろいろと解決ヒントになる話があり、参考にな

った。（40 代・男） 
（9）具体的な話、苦労話なども聞くことができてよかったと思う。会場の皆さんが静かによく耳

を傾けていたことが今日の成功を語っていた。（70 代・男） 
（10）パネリストが自分の考え、不満を言う場（一部）になっている。自分の考えに固執したパ

ネリストの意見を聞いて、どう前向きなディスカッションになったのか。（50 代） 
（11）八王子が抱える、市民相互間の隔たりという課題を再確認できた。その上で、行政や市民

活動のあり方を考えるきっかけになった。（20 代・男） 
（12）横のつながりの仕組みづくりに努力されている様子を知ることができ、参考になった。 

（50 代・男） 
（13）個々の人々、大変立派な考えを持っている方々みんなで連携が出来たら、よいまちが出来

ると思った。とても充実した時間を過ごせた。（70 代・女） 
（14）日々の生活、町会活動等に参考になった。（60 代） 
（15）コミュニティ活動を活性化拡大する時、コーディネーターの役割を果すことが求められて

いることを知って、自分の活動に新しい展開がひらけたと思う。（60 代・男） 
（16）大変勉強になった。（80 代・女） 
（17）参考になった。（70 代・男） 
（18）ボランティア活動の中で、健全育成に取り組んで来たが、自分たちでなにかをやるのでは

なく、小さなアイディアを育てる、バックアップする役割（仲立ち）を知りよかった。 
（40 代・男） 

（19）いろいろな立場での連携、活動が紹介され、また問題点など深く討議され、参加してよか

ったと思う。（50 代・男） 
（20）広いジャンルの方々から問題点を出していただき目のさめる思いだった。（70 代・男） 
（21）各パネリストによる話の内容を、それぞれ問題を話し合い、今後につなげていければと思

会場でのアンケート結果（要 旨）

１．パネルディスカッションの内容等についての感想 
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い、参考にしていきたい。（50 代・男） 
（22）各方面それぞれ苦労をしている様子がよくわかった。しかし確実に協働が前に進んでいる

と思った。（60 代・男） 
（23）つながり、ネットワーク、というキーワード並びに相方がＷＩＮ・ＷＩＮになる関係が“つ

ながり”を成功させる方策手段であることが理解出来た。（40 代・女） 
（24）地域力を育てて何をしたいのか、行政の肩がわり？もっと地元住民にこういうメリットが

あるお金で解決しない方がよい社会をつくれるという思いが、もう少し伝わればいい。 
（40 代・男） 

（25）協働意識の必要性を再確認した。（40 代・男） 
（26）かなりよかった。欲をいえば市民活動支援センターからも 1 名パネリストで出てもらいた

かった。（60 代・男） 
（27）希薄になっている地域コミュニティを活性化させるために、それぞれの立場で苦労されて

いる実態を知ることができて、有益であったと思う。（50 代・男） 
（28）事情や提案等がよくわかったが、今後どう取り組んでいくかをつなげていくことが必要。

（50 代・男） 
（29）面白かった。（50 代・男） 
（30）コーディネーターの進め方が上手であった。またパネリストもポイントをしっかりおさえ

た発言をされていたので、フォーラムの目指すものがはっきり見えた。準備をされた事務局

の方々の、裏方の努力に敬意を表す。（50 代・男） 
（31）災害時、高校生、中学生、等の協力を依頼する。（一緒に防災訓練をする）がなかなかよい、

参考にしていきたい。（60 代・男） 
（32）パネリストの皆さんの具体的な話をお聞きして大変参考になった。（60 代・男） 
（33）このフォーラムは参加者も多く成功だったと思う。前野、小田島、富永さんの発言は、実

践的でかつ簡潔で素晴らしかった。伊藤さんも馴れていないとはいえよかった。今後伸びる

だろう。（70 代・男） 
（34）各種団体の活動内容等よく説明され地域の連携の取り組み事例紹介について参考となった。

（50 代・男） 
（35）司会の安藤氏がとてもよくまとめていた。（30 代・男） 
（36）スタッフが多すぎてびっくりした。（20 代・女） 
（37）それぞれの立場から真剣に協働を考え活動しているか、その大切さが語られた、有意義な

フォーラムであった。（50 代・男） 
（38）自治会役員として活動している中でぶつかった問題。その現在・これからの解決に向けて

のお話を伺い、我が自治会だけの問題でなかったのだと理解した。問題の分野ごとに相談出

来る窓口があるとよいと思った。（60 代・女） 
（39）「地域は助け合いの組織である」というパネリストの言葉に、子どもの頃の町会を思い出し

た。少子化と高齢化の問題を考えなければならないことも悩みである。（60 代・女） 
（40）いろいろな立場で活動されている方々のお話を伺って、問題意識を持って生きていくこと

が大切だと思い、特に富永氏の話に感銘を受けた。一般市民の意識向上が特に問題でむずか

しいことと思う。（50 代・女） 
（41）本年のディスカッションとてもよかったと思う。自分も以前、自治会の役員をしていたの
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で、身にしみて聞かせていただいた。（60 代・女） 
（42）地域の活動に携わっているので、今後の活動の参考になる提言をたくさんいただいた。 

（40 代・女） 
（43）市民活動の可能性を感じた。個人の意識を高める必要があると思う。（20 代・男） 
（44）「自治会は権限を持たない自治体である」という言葉が地縁団体の性格をよくあらわしてい

る。全体の人選はよかったと考える。（50 代・男） 
（45）話に出てきた、企業との協働についてもう少し深く論議いただければと思った。（50 代） 
（46）素晴らしかった。（70 代・男） 
（47）初めて来たが大変参考になった。（70 代・男） 
（48）思った以上に問題点が明らかになり、論議の深まりがあったと思う。フロアの発言もまと

を得ていてよかった。（60 代・男） 
（49）全体が広すぎて、内容がぼけてしまったように思う。各テーマに絞った内容でやってもよ

いのではないか。あれも、これも一考でやってしまうには限界があった。（60 代・男） 
（50）いろいろな事例を聞けて参考になった。（60 代・男） 
（51）もう少しディスカッションに時間をかけて、充実をお願いしたい。（40 代・男） 
（52）パネリストの問題点を聞いて、これを解決するには市民、行政、企業市民との横との結び

つきが大切であることと、地域では顔がみえる関係が大切であると感じた。（50 代・男） 
（53）大変聞き応えのある発言をありがとう。（60 代・女） 
（54）年に１回ではなく数回やってほしい。広報をもっと！（60 代・男） 
（55）一部の自治会・町会に参加する人が少ない理由のひとつにその組織が、一部の個人団体な

どの権益団体化していることがあるのではないか。旧い体質で改革や新参者を受け入れない

といった側面も現実にある訳で、ここがネックになっているのでは。（50 代・男） 
（56）コーディネーターが非常によく運営していた。（50 代・男） 
（57）全体的な話で問題点は地域も大学も継続性をいかに持っていくかということと感じた。 

（50 代・男） 
（58）市民からの発展事業が素晴らしく、お話を伺った。そこに行政支援をされたことは勇気が

いったと思うが、今後、小さなグループにも支援が広がるようお願いしたい。（60 代・女） 
（59）自治会活動に、元気をいただいた。市内各所の実態を知り得た。（70 代・男） 
（60）全ての参加者に も身近な内容でよかったと思う。（50 代・男） 
（61）初めての参加で大変よく勉強になった。楽しく生活するには責任と義務が大切。自分ひと

りでは生きていけないことだと思う。（60 代・男） 
（62）地域社会に於ける行政との連帯のむずかしさを感じる。近隣との付合の必要性。人の心が、

人情味がうすれ物事を金で解決、他人まかせの人が多くなって来た。（60 代・男） 
（63）地域住民の、横のつながりの大切さ、特に自治会は助け合いの場であり、相手の立場を理

解し考えることが自治会の発展となること。参考になった。（60 代） 
（64）非常に聞き易く興味ある話（学生、学童まで含めての協働など）があり、参考になった。

また、富永さんによる“無理のない”という言葉は忙しく働く私共には大切かと思われる。 
（50 代・女） 

（65）地域づくりについて自助、共助、公助等更に深めた議論、報告を希望する。ボランティア

についてＮＰＯも含め、非常にあいまいで協働の輪を広げにくくしている。質問、提案が参
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加者から少ないのは、残念だと思う。（70 代・男） 
（66）自分の在住する地区はどうなっているのかも知らない。自分に驚くとともに、大いに反省

した。（50 代・男） 
（67）パネリストの人選について、学園都市だからといって無理に学生（それも２年連続で女性）

入れる必要はないのではないか。（明らかに意識も実行レベルも低すぎる。）（40 代・男） 
（68）それぞれの立場において協働という題材で発言があった。個々に目的をもって計画を遂行

する。しかし横の連携がとれない。（70 代・男） 
（69）個人や地域、行政をどうつないでいくのか。（30 代・男） 
（70）それぞれの立場からの話、聞く立場からはとても参考になった。自分の立場で何か出来る

か考えさせられた。一人の力は弱いが多勢の力は無限で有ることがよくわかった。 
（60 代・女） 

（71）協働の事例について具体的に説明され、参考になった。（70 代・男） 
（72）行政の方向づけ、行政の守備範囲と市民や市民団体が働きやすい協働体制の構築について、

意義があった。（60 代・男） 
（73）新しい公共の概念がつめ切れなかった感じあり。育てよう地域力については具体的提案（パ

ネリストからの）がなかったように思う。要は住民の意識の醸成をどのように進めていくか

という問題と思う。（60 代・男） 
（74）一年で役員が替わってしまうということが、もう 50 年以上は続いているのをどうするか。

私はもう何年（10 年以上前から）も声を出しているのだが、今一つ受け入れられない。 
（60 代・女） 

（75）今日大変こまかく有意義なことを学ばせていただいた。お話の中から参考になることも多

かった。今後の活動に生かすことができる。（60 代・女） 
（76）町会の高齢化、若年層の取り組み、学生委員会を大いに利用（協働）したい。（70 代・男） 
 
 
 
 
（1）各大学と周辺地域のつながりを模索している教員はかなり存在すると考えられる。そうした

試行錯誤をつかみ学生委員会で情報交換することも重要だと思う。（50 代・男） 
（2）年代、経験、十人十色の人たちの居住する地域の中で協働－行政との窓口として公平、協調

と和、若い人、高齢の方とどうかかわり、地域を活性化していくのか、今後も明るく努力し

ていく。（50 代・女） 
（3）下請け的 NPO の考えがありそうで、危険を感じた。（60 代・男） 
（4）財政的にも、自分の意思税が活動につながるような仕組みが必要だと思った。（30 代・男） 
（5）学生をもっと社会で求めてほしい。まずは受け皿をつくらないと、将来の八王子市民が減少

してしまう。顔が見える関係を学生・市民等で活性化していきたい。企業も地域貢献するた

めの横のつながりがほしい。（20 代・男） 
（6）単独ではなく、手をさしのべてつないで行く姿勢が大切であることを実感した。（60 代・男） 
（7）今回のフォーラムでは自治会・NPO・学生・行政といったタテの活動について紹介された

が、問題はこれをどう繋いでいくか、ヨコ系の関係についてもう少し突っ込んで議論をして

２．「協働によるまちづくり」についての提案 
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ほしかった。現在のところ私自身は「協働」のいい方法をもってない。（60 代・男） 
（8）もっと多くの町会関係者の活動話を聞きたい。（40 代・男） 
（9）計画の段階からの市民参加はけっこうだと思う。情熱と志のあるための人材育成に努力する

ことが欠かせないと思う。（70 代・男） 
（10）パネリスト側（活動側）が今の活動について、今のやり方について見直しする姿勢が大事。

みんなが協力してくれないと言っているが、自分たちのやり方を変えないと今のままであろ

う。意見を聞く場の拡大を。（50 代） 
（11）私は昨年市内大学を卒業したが、学生委員会の存在を４年間知らずに学生生活を終えてし

まった。私のいた大学が八王子の中心部とは地理的に離れているせいもあるが、委員会の存

在をもっと広く認知させ、学生による活動をより活発にさせてほしい。（20 代・男） 
（12）既存の町会・自治会において、向こう三軒両隣のような輪ができることがまず、第一と思

う。あいさつ運動なども必要なことだと思う。（50 代・男） 
（13）協働によるまちづくりということで参加した。甲州街道沿いの八王子市内を元気にしてい

きたい。学生の伊藤さんのお話を聞いて、学生の集まりの場所を市内に作りたい。八幡町織

物工業組合に作ることにより学生が市内を通り、まちも活性化するのではと思った。放射線

通りを歩き、まちの中に入る楽しい歩道作りに力を入れる。（70 代・女） 
（14）本日のフォーラムは大変有益だったと思う。（60 代・男） 
（15）近隣の人等との対話を重ねるごとに依って成り立つものと思う。（80 代・女） 
（16）「あいさつの広がるまちづくり」運動の展開。（70 代・男） 
（17）埼玉の名栗にカヌー工房（NPO）がある。学校の空き教室で、親子で作る教室をやって見

たいと思っている。これからどうしたらいいのかわからない。（40 代・男） 
（18）地域差もあると思うが、高齢者だけの家庭が何軒かある。地域に住んでいると、清掃、草

刈り等、ボランティア活動に出なければならない時、年寄りには大変だから不参金を払えば

参加しなくても言いようにしてもらいたいとの意思を聞く。そんなことをしなくてもお年寄

りならではの知識や経験を若い者に伝授するなど、生きがいを持って地域にとけこめるよう

に、機会を使って楽しく生活できるまちづくりを提案していきたい。（50 代・男） 
（19）やりたい人、受けたい人、をつなぐコーディネートを誰がするのか。どこでやってくれる

か。相談窓口はどこか？つながりを強める方向で。（70 代・男） 
（20）すべての諸行事に多くの人たちが仲よく参加すること、参加出来るように努力する。 

（70 代・男） 
（21）まちづくりにおいて地域（自治会、学校、企業、市民）が一体となり行政にまかせること

無く、市民が出来ることは市民で、市（行政）と市民がよきパートナーとなること。 
（50 代・男） 

（22）学生が１１万人八王子で生活している。これらの人をもっと活用していく方法を全体で検

討していく必要がある。学生の中には希望をしている人もいるし、いずれ社会を創っていく

人でもあるから。（60 代・男） 
（23）“政策提言”に関して、行政の窓口またはゆめおりプランのご回答を得たが、提言のみでな

く、協働の実現により“実働”が伴われる。そしてその後“評価”が大切。行政評価につな

がる。ゆめおりプランによる提言は、何％実現されているか。成果は何％か。（40 代・女） 
（24）いろいろな協働がある。あれもこれもでなく、まず公園、自主防災など具体的にみえる
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低限必要なことから全域に広げてほしい。（40 代・男） 
（25）職員の意識改革をなんとか実現してほしい。会場にもたくさんの職員が市民として座られ

ていたので現場（職場）に戻って全職員に繋いでいただきたい。市民のことを信頼してほし

い。（40 代・女） 
（26）行政・地域、企業とのつなぎ方が大切。たてわりのコーディネートではなく横のつながり

のコーディネートを検討すべき。（40 代・男） 
（27）意見を述べるよいチャンスがなかったので後日、市役所に出向いて言いたい。（60 代・男） 
（28）協働によるまちづくりの重要性について、認識されていない市民が多いと思う。その重要

性について認識する「きっかけづくり」を設定することが大切。（50 代・男） 
（29）行政コストを下げるために、市民を「協働」という美名でボランティアをさせて、「安上り」

を企図しているわけではないとの視点を示してほしい。（50 代・男） 
（30）行政担当としては、助役が話をしていたように、情報の提供と、行政から地域、団体の方

に入る体制をすることが一番のポイントと思う。早速できることから、進めていきたい。 
（50 代・男） 

（31）行政と諸団体との自由な意見交換ができれば前に進んでいくと思う。助役から話があった、

不足している情報の提供はありがたい。（60 代・男） 
（32）行政・市民などの連携、ネットワーク。（50 代・男） 
（33）行政をもっとスリムに、そして地域単位に。（30 代・男） 
（34）自治会などのまちづくりも大切だが、皆が利用する八王子駅等を、もっと治安よく、安全

に利用できるものにしてほしい。行政は、民間に丸投げするのではなく、市民の声をもっと

聞いてほしい。今までは、一部の人たちからしか聞いていないのでは。（20 代・女） 
（35）自分の町会にどう活動していくかをこれからますます考えていきたい。（60 代・女） 
（36）定年になった人々がまちづくりに参加しやすいような呼びかけをしてほしい。大きな力に

なるはず。（50 代・女） 
（37）大学側より出ていた横のつながりは、ぜひ市がまず、コーディネーター役をかって出てほ

しい。（60 代・女） 
（38）協働は奥深いものがあるが、非常に参考になった。（50 代） 
（39）町会、自治会が地域の住民のためになる人材を役員として引上げたいが企業人間が集まら

ない。また市の職員等も地域に多くいるが、一層の協力が必要。地域のためになる人材に育

ててもらいたい。（70 代・男） 
（40）町会、自治会長の任期１年は何もできない。逆にボス的な町会長が町会活動を狭めている

面もある。（60 代・男） 
（41）現状の町会活動で「協働のまちづくり」ということを頭において活動はしていなかったが、

地域の中のいろいろな団体、組織と協働している具体例をもう少し身近なテーマで計論もあ

っていいと思う。（60 代・男） 
（42）更に一般市民に知らせる努力が行政に必要ではないか。（60 代・男） 
（43）学生委員会は、ぜひ小学校に出向いていただける様希望する。（60 代・女） 
（44）駅前の開発を考えてほしい。（70 代・女） 
（45）各町会でもこういうフォーラムをひらけないか。（60 代・男） 
（46）市内（地域）横断的な NPO と地縁的な町会・自治会との温度差、感覚の差異を縮めるこ
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とが大切。富永さんの事例はその成功例のひとつだと思う。（50 代・男） 
（47）小さな組織では出来ないことも大きな組織なら出来る。協働は小さなものから全体へのつ

ながりに答えが出て来る。郷土ナショナリズムを醸成していくことが協働につながるので

は？（50 代・男） 
（48）行政が、市民と協働ということでいろいろ企画され、市民をまき込んだ活動がいくつも出

来たが、それぞれの部署止まりで、立ち上げたらすぐ手を引いてしまうのか現状だと思って

いる。市民が汗を流すことと、そこに行政側も時々いっしょに活動してこそ協働として行政

に生かせるのではないか。その活動と、市民活動支援課とは別々に存在するのが現状で、た

て割りがネックになっていると思う。各部署の中に活動支援部門があればいいのではないか。 
（60 代・女） 

（49）コミュニティの活性化をするには、まず挨拶を勇気持って行う。安全と安心をする（活動）

防犯、防災に地域の皆様と一体となって市も協力していただきたい（今現在も行っていると

思うが）もっと強力なサポートをお願いしたい。（60 代・男） 
（50）長い間子ども育成会、町会関係のことにたずさわって来たが、どの会も何人かの人々が長

く役員をし、次の世代に引き継がず、上部役員だけで運営している様に思われる。 
      （60 代・男） 

（51）地域によって問題が異なる。したがって、行政とのパートナーシップにより片付けるにし

ても、行政対応は地域差があってもよいのではないか。（50 代・男） 
（52）市民に対する課題を中心に話された点はよかったが、行政機関の役割なり期待するところ

をもっと提出されてもよいと感じた。コーディネーターとしての役割、場に機会の提供等。 
（40 代・男） 

（53）町会、自治会組織が災害時連携をするのは容易いが、ＮＰＯや色々な団体については連携

しにくい。（70 代・男） 
（54）（共同ではなく）協働とは何か。地域内だけでなく、行政に対しても個と公のバランスをど

のようにとっていくのか。（個人の権利と義務の問題）（30 代・男） 
（55）今回のようなフォーラムをもっと広くＰＲし、若い世代の参加が必要と思う。（60 代・女） 
（56）協働を確固たるものにするため、市職員が自治会に積極的に参加することを希望する。 

（70 代・男） 
（57）町会、自治会、ＮＰＯ等の結集力を活用する方策を取り入れることが必要。（60 代・男） 
（58）市民センターは、住民が快く活用できているだろうか。明確にしてはと思っている。仲良

しクラブだけで他は入り込めない。（60 代・女） 
 
 
 
 
 
（1）このテーマを継続してほしい。一回で終わるテーマではなく、市の大きな課題だから。 

（50 代・男） 
（2）ＮＰＯについての相談等、広報にもっと取り上げてほしい。（50 代・女） 
（3）高尾を市としてどう取り組むか？（60 代・男） 

３．今後、取り上げてほしいテーマ等 
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（4）子ども向けの対応策。（60 代・男） 
（5）ＮＰＯ活動の具体的事例紹介をしていただきたい。（60 代・男） 
（6）中心市街地の活性化。市民が楽しく集まれる場所、施設（ソフト）を考える。（40 代・男） 
（7）町会は地域の代表なのか。地域の意見をもっと聞き、開かれた組織としないと地域の問題は

解決しない。地域組織のあり方の意見交換を。（50 代） 
（8）介護保険を使わない老人介護の話。（70 代・女） 
（9）同じテーマで続けてほしい。（60 代） 
（10）子ども、若者、おとな、お年寄りのすべての世代で出来る協働を考えたい。（50 代・男） 
（11）子どものいるまちを考えていくこと。心の問題が問われている中で社会における子どもの

場所（学校、地域、家庭）について（50 代・男） 
（12）防災について。（50 代及び 60 代・男） 
（13）「三位一体改革と八王子市民」～どう変わる税負担と社会保障～（50 代・男） 
（14）“みんなで守る地球の環境・地域の環境”（50 代・男） 
（15）次世代を担う子どもに対し、長期的観点から取り組んでほしい。（60 代・男） 
（16）「協働によるまちづくり」は続けてほしい。（30 代・男） 
（17）公共交通について（使えないバス以外を考えてほしい）（20 代・女） 
（18）子育て中の若い親たちは、働いている人が多くいる。その人たちへの協力のひとつとして

中学校給食をお願いしたい。（60 代・女） 
（19）障害者の前に１人の人間としてみつめることについて（50 代・男） 
（20）商業地域、特に駅周辺の活性化を早急に。どうしたら元気な八王子市に出来るか。今後も

フォーラムを多く行ってほしい。（70 代・男） 
（21）活力あるまちづくり（60 代・男） 
（22）八王子の活性化で、うまく行っていないテーマをどう推進するのか？（60 代・男） 
（23）学生委員会の活動がもっと出来るよう学生同士のフォーラムを開催したらどうか。 

（60 代・男） 
（24）まちづくりのコンセプトなど。（40 代・男） 
（25）八王子がもっと人が集まってにぎやかに活気のあるまちになるためにどうしたらよいか。 

（50 代・女） 
（26）駅前の開発が絶対必要だ。駅に降りた時に文化のまちである様、文化センターにしてほし

い。（70 代・女） 
（27）市内で意見が分かれているようなテーマにしてもらえれば。それぞれの立場をこえての議

論ができればよいと思う。例えば南口再開発事業。（50 代・男） 
（28）郷土意識を感じるか。（50 代・男） 
（29）各地区に出来上った市民センターを今後、地域の拠点としてどう活用し、どのように運営

するか。住民協関係者だけでなく市民全体で考えてみたらいいと思う。（60 代・女） 
（30）自治会の活動にしぼって、してほしい。（70 代・男） 
（31）今回と同様なテーマを数回継続して再に内容を充実してもよいと思う。（50 代・男） 
（32）教育、しつけ、道徳、幼児教育は市と地域と関係。（60 代・男） 
（33）八王子のまちが活性化することにより、人と人とのつながりも増してくると思う。町会の

集会場などの土地の確保が必要。（60 代・男） 
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（34）まち（駅周辺、甲州街道沿）の活性化。歴史ある甲州街道は八王子市にとって財産である

と思うので組織的な開発、大胆な発想による開発を望む。（50 代・女） 
（35）あまり目先を変えることにこだわらず、しばらく同じ題で続けてもよいのではないか。 

（40 代・男） 
（36）八王子の魅力とは（30 代・男） 
（37）防犯体制の連携（60 代・男） 
（38）少子化対策支援事業（60 代・男） 
（39）福祉社会時代といわれている。個々に意識をどのくらいもっているのか。当事者主権 

（60 代・女） 
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ｸ ﾘ ｴ ｲ ﾄ ﾎ ｰ ﾙ  

 

 
 
 
 
 
 
 

市長ほか４名のパネリストによる討論を通して、市民の皆さんとともにこれからの

まちづくりについて考える「げんきフォーラム」を開催します。 
今回は、市民の皆さんと行政がそれぞれの立場で、地域の課題や共通する目標の実

現に向かって協働してゆく魅力あるまちづくりについて熱く議論します。また、ご来

場の皆さんとの意見交換も予定していますので、ぜひご参加ください。 
 

【日 時】 ２月２０日（日） 午前 10 時 00 分～正午 

【会 場】 クリエイトホール ５階ホール 

                                   （八王子市東町５-６  ℡ 48-2231） 

 

コーディネーター  安 藤  雄 太 氏 （東京ボランティア・市民活動センター副所長） 

パ ネ リ ス ト 前 野  修   氏 （八王子市町会自治会連合会事務局長） 

小田島 康子 氏 （ＮＰＯ法人長寿社会を考える会理事長） 

富 永  一 夫 氏 （市民公募） 

伊 藤  恵   氏 （大学生） 

黒 須  隆 一  （八王子市長） 

 

 

 

参加費無料・申込不要 

 直接会場へお越しください。 

 

 

 

                             ※ 手話通訳があります。 
 

※１歳から就学前のお子さんをお預かりします。５階受け付けにお申し出ください。 

≪問い合わせ≫ 八王子市 総合政策部 広聴広報室（TEL 20-7411・FAX 20-7322） 

八王子市ホームページアドレス  http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ 

「げんきフォーラム」開催のご案内 
 



 - 48 -

コーディネーター及びパネリストの紹介 

 

 

 

 

 

 

【コーディネーター】 

安藤 雄太 氏 （東京ボランティア・市民活動センター副所長） 

東京生まれ。日本大学法学部在学中にボランティア活動を始める。東京都社会福祉協議会に就職し、移送サービ

ス、食事サービス、介護サービスなどＮＰＯの設立の促進やネットワーク化を図り、現在、東京ボランティア・市

民活動センター副所長として１０数年となる。行政の各プロジェクトメンバーとして参画。ルーテル学院大学非常

勤講師、日本福祉教育・ボランティア学習学会常任理事等を担う。主な著書として、『ボランティアまるごとガイド』

（編著／ミネルヴァ書房）、『社会福祉』（共著／ミネルヴァ書房）他多数。 

 

【パネリスト】 

前野 修 氏 （八王子市町会自治会連合会事務局長） 

昭和６０年から北野台自治会長を通算１７年間務める。北野地区町会連合会長を経て、平成１４年から八王子市

町会自治会連合会事務局長に就任、現在に至る。さらに、北野市民センター住民協議会会長として市民センターの

管理運営に携わり、地域のコミュニティ活動を精力的に推進している。また、市民が企画立案し実施する事業につ

いて、市が公募し補助する市民企画事業補助金制度の審査委員会副委員長を平成１５年度の制度創設時から務めて

いる。 

 

小田島 康子 氏 （特定非営利活動法人長寿社会を考える会理事長） 

１９８７年「八王子の長寿社会を考える会」発足に参加。１９８９年まごころサービス（有償家事援助サービス

部門）発足と同時にコーディネーターとなる。１９９４年食事サービス責任者。１９９９年ＮＰＯ法人取得と同時

に事務局長。２００１年より現職。高齢者、障害者、その他困難を抱えている人に対して、困ったときにお互いに

自主性を尊重し合いながら助け合い、地域社会を豊かで住み良くするために、民間サイドの福祉活動を行い、共に

生きる地域社会に寄与することを目的に活動している。 

 

富永 一夫 氏 （市民公募） 

民間企業に２１年勤務、１９９９年特定非営利活動法人ＮＰＯフュージョン長池設立と同時に理事長。八王子市

多摩ニュータウン地域で「暮らしの支援事業」を展開。２００１年７月から八王子市長池公園自然館館長として体

験学習や生涯学習を支援し、多くの地域住民が顔見知りになって仲良くなるきっかけづくりを心がけている。総務

省関東ＩＴ推進ＮＰＯ連絡協議会副代表幹事、内閣府防災まちづくりワーキンググループ委員等を務めている。 

 

伊藤 恵 氏 （大学生） 

共立女子大学文芸学部１年生。学園都市八王子の魅力づくりを目的として活動している八王子学生委員会の会員

として、平成１６年４月より活動している。八王子いちょう祭りにおける学生広場の企画・運営や、横浜市の学生

との交流など、学生どうしの活動と交流の場の提供や、市主催事業である国際交流フェスティバルや八王子まつり

の清掃ボランティアなどに中心メンバーとして積極的に参加している。 

 

黒須 隆一 （八王子市長） 

 八王子市議会議員３期、東京都議会議員２期、平成１２年より現職（２期目）。政治信条は、「夢と説得力」。 

 都市経営の視点から「八王子元気計画」を掲げて、あらゆる改革に取り組んでいる。中心市街地の活性化を始め、

品格のあるまちづくりに向け邁進中である。 

 

八王子市ホームページアドレス http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ 
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本日は、『げんきフォーラム』にご参加いただきありがとうございま

した。お手数ですが、以下のアンケートにご協力をお願いします。 
アンケート用紙は、お帰りの際に回収箱にお入れください。 

 

１．あなたについてお聞かせください。 

 (1) 性 別   男 ・ 女 

 (2) 年 齢   ① 10 代   ② 20 代   ③ 30 代   ④ 40 代 

⑤ 50 代   ⑥ 60 代   ⑦ 70 代   ⑧ 80 代～ 

２．『げんきフォーラム』を何でお知りになりましたか。 

(1) 市広報   (2) ポスター・チラシ  (3) 知人 

 (4) その他（             ） 

３．パネルディスカッションの内容等について感想をお書きください。

                                

                                

                                

４．「協働によるまちづくり」についてのご提案をお書きください。 

                                

                                

                                

                                

５．今後、取り上げてもらいたいテーマ等をお書きください。 

                                

                                

※ ご協力ありがとうございました。 


