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平成２８年度 第1回 和光市協働推進懇話会 会議録

委 員：

◎会長 ○副会長

事務局：市民環境部・本間、市民活動推進課・長坂、中川、柳田

傍聴者：８名

任期は委嘱された日（本日）から平成２９年３月３１日までとする。

■報告会について

平成２７年度に実施した協働事業提案制度に基づく事業について、和光市協働事業提案制度実施要綱

第１３条に基づき、報告会を開催した。

□発表時間：３０分程度（発表１０分、質疑応答２０分）

□発表方法：任意形式

□発表内容

■みんなで子どもたちを守ります！

～下新倉小学校学区のフィールドワークと安全マップづくり～ 質疑応答

日 時： 平成２８年８月３１日（水） １４時００分～１６時３０分

場 所： 和光市役所５階 ５０２会議室

学識経験者
◎粉川 一郎（武蔵大学社会学部メディア社会学科 教授）

○庄嶋 孝広（市民社会パートナーズ 代表）

市民団体を代表する者 森田 圭子（ＮＰＯ法人わこう子育てネットワーク）

公共的団体を代表する者
萩原 尚（和光市自治会連合会）

野川 希代子（和光市社会福祉協議会）

和光市協働推進庁内調整委員会 梅津 俊之（和光市政策課）【欠席】

和光市協働推進ワーキング 中岡 貴裕（和光市生涯学習課）

１ 委嘱式

２ 平成２７年度実施 協働提案事業報告会について

事 業 名 団 体 名 担 当 課

みんなで子どもたちを守ります！

～下新倉小学校学区のフィールドワークと

安全マップづくり～

ＮＰＯ法人

こども・みらい・わこう
教育委員会事務局 学校教育課

越後山パークライフプロジェクト
越後山・緑

まちづくり推進連絡協議会
建設部 都市整備課

一市民一スポーツを目指して

～和光運動場有効利用計画～
和光市体育協会

教育委員会事務局

スポーツ青少年課
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【庄嶋委員】「子どもを守る家」や「青少年を守る店」は、どのような基準で行われ、どのような協力

を得られるものなのか。

【 団 体 】通学路上で子どもが何かあった時にすぐ飛び込めるように、普段からいる家庭を中心に、

学校ごとにお願いにあがり「子どもを守る家」という黄色いプレートを掲げてもらってい

る。子どもたちには「その看板があるおうちにはいつでも飛び込んでいいんだよ」と学校

で話をしている。

「青少年を守る店」は、青少年推進委員会でお店の方に協力を要請して、子ども自体を保

護するという意味や、非行から守るという意味合いもあって、プレートを掲げてもらって

いる。そういう箇所を、フィールドワークで回った時に一緒にチェックしていって、ここ

にお店がありますよ、ということが分かるようにマップに記載した。

【庄嶋委員】「子どもを守る家」というのは、通常の「子どもＳＯＳの家」とは違う理由で設けられて

いるのか？

【 団 体 】他の地域の「子ども１１０番の家」と同様のものである。

【庄嶋委員】マップをもらった方にその知識があれば良いが、私は市外の者であることもあり「子ども

を守る家」や「青少年を守る店」って何だろうと思ったのと、マップに表示があってもこ

こに飛び込めるというのがわからないと飛び込めないので、プレゼンの時にこれ何だろう

なと思った次第である。

【 団 体 】「子どもを守る家」は、母親たちと子どもたちが一緒に「ここにあるよ」というように確

認をするという作業を、必ず学年の始まる前に行うようになっている。

【森田委員】フィールドワークに沢山の方が参加されたが、参加者はどのように募集したのか。また、

参加者はどのようなモチベーションで参加されたのか。参加者がその後のマップを落とし

込む作業など、そこまで参加されたのか。

【 団 体 】最初の質問だが、当団体で運営している組織に「防犯ネット」という会がある。市内小中

学校の代表者が、月に一度集まって話し合いをしている会であり、会議においてフィール

ドワークの案内をしたのと、地域の方にもぜひ参加してほしい旨を説明した。下新倉小学

校は、白子小学校・新倉小学校の地域から子どもたちが通うことになるが、両方の地域か

ら必ず何名かの保護者に参加してもらえるように配慮して募集した。

二番目の質問は、その後のフォローになると思うが、ご意見を頂きながら何回かマップを

書き直していく感じで、連絡先を頂いた参加者に情報を流して「こんな感じに今なってい

ますがどうでしょうか」とご意見を聞きながら、取り入れるものは取り入れて、また作り

直ししてという作業を3回ほど繰り返した。

【粉川会長】まず、マップのあり方として、紙ベースとＷＥＢベース（情報等も含め）のどちらの形で

最終的に市民に見ていただくことをメインにしているのか。力の入れ具合、比率をどれぐ

らい検討されているのか。

【 団 体 】本来、新設小学校の保護者・子どもたち・地域の方に対しては、基本、紙ベースである。

しかし、小学校ができると状況がかなり変わるので、紙ベースでも後から何か付け足した

り書き足したりできるような形で選んだ。今後、どんどん状況が変わるので、そういった

写真のことも、その度にまた活動するというコストのことも考えて、今後はデータやメー

ルなどを使って、皆さんに見ていただけるようにと考えてる。
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各学区の活用の仕方については、自由にダウンロードができ、その校区については閲覧で

きる状態にもっていけるようにしたい。

【粉川会長】ＧＩＳを使ったということは、おそらく製作過程においての本来の組み合わせだったと思

うが、「ＡｒｃＧＩＳ」のシステムを採用したのはどのような理由か。

【 団 体 】たまたま「ＡｒｃＧＩＳ」のＮＰＯ法人用のプログラムがあり、それを利用した。

【粉川会長】ＧＩＳのシステムは色々なシステムがあったりする中で、どういう基準で選定されたのか

が気になった。「ＡｒｃＧＩＳ」では、今後のＵＲＬの広報も大事なことの一つだと思う

が、それはどのような形で進めていく予定か。

【 団 体 】月2回、市内全域から来る各校の保護者の会議の場において、その都度ＵＲＬのお話をし

て進めていきたい。

【粉川会長】行政との協働事業ですが、行政の広報支援はどうなっているのか。ＷＥＢの更新は。

【 団 体 】教育委員会の同意を得て、防犯委員の保護者がマップを持ち帰り、各校の保護者に配布し

てもらえると思う。

各学校でホームページがあるので、そこにもリンクを張りたいと考えている。

【粉川会長】必ずしも学校のことに興味がなかったり、そういう場に行かなかったりする方も多いと思

うが、そういう方々が利用しやすい形であるといいなと思う。

【森田委員】これをみんなに配布したということはとても素晴らしいと思うが、庄嶋委員のお話にもあ

ったとおり、これをもらっただけでは使い方がよく分からない。一緒にやっていれば、気

を付けるところがある、大丈夫かなという対象物などが分かるが、周知も兼ねて使い方の

説明会をするとか、地域の住んでいる親子の「ここに気を付けよう」等の指針や、狙って

いるところが伝わる研修会のようなものが他にも色々あると良い。一番良いのはフィール

ドワークであり、それを学校に通っている子どもたちや親への研修でやるプロジェクトが

あるといいなと思う。防犯ネットとか各校が参加されていて、教育委員会も一緒に関わっ

ての協働の中で、リンクを張るだけではなく、学校の新学期の説明会の時に少し時間をも

らって、せっかくこういうＷＥＢではなく紙があるので、フィールドワークをやるという

考えはあるか。

【 団 体 】私立の学校に通学する子どもたちや保護者、防犯ネット会議で保護者の皆様にも話をして

いるが、何度も何度も話をしないと、どんどん古くなっていくものなので、その都度これ

からも努力していかないといけないと思う。

【野川委員】新設する下新倉小学校の保護者や児童には、来ていただけるように声がけをされているが、

このマップの持つ意味や意図をきちんと伝えることが大事だと思った。どんな区域をやっ

てほしいかというのもある中で、もらっておしまいではなく、これを一つの実態として、

フィールドワークを大人と一緒に歩いてみてくださいね、ということを伝えるような広報

の文章を付けてほしい。

【庄嶋委員】森田委員の質問と関係してくるが、今回新しく学校ができ、ＰＴＡも新設されるという中

で、今回この事業に参加された皆さんが、下新倉小学校のＰＴＡ活動などにそのままつな

がっていって、保護者のコミュニティづくりなど、そういったところに貢献される方々と

いうのは出てきているか。

【 団 体 】その辺のことは我々も期待していたところで、やはりこれから始動していってから実際に

マップを作る方たちの中から、そういう人たちの核になってもらえたらという期待も込め
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てこの活動を行ったが、実際にＰＴＡの主体に、そのメンバーの方たちが入ってるかは確

認がとれていないが、今後もこれで良いか悪いかということではなく、校区の子どもたち

の安全活動、安心して暮らせる地域づくりを実現するために、一緒に関わってもらえれば

と思う。また、そういうための工夫を入れた活動であったと認識している。

【粉川会長】事業報告書のアウトカム指標に、まさに今話していた「通学路の安全対策等に関して保護

者・地域住民が連携した主体的な活動が継続すること」を評価指標に掲げているので、把

握してないというのはまずいと思うので、ぜひ継続的にチェックしてほしい。

■越後山パークライフプロジェクト 質疑応答

【萩原委員】気になることが２つある。一つ目は、新しい公園のために樹木が少ない＝死角が少ない、

人が集まって休むような場所が少ないのが気になる。もう一つは、座るベンチというのが

なかったように見る。実は公園にあるベンチというのは単に休憩する場所ではなく、近く

の方々が集まってコミュニケーションをとる場所だと私は思っているが、それを沢山つく

ってほしい。というのは、市へのお願いになるが、公園をつくったら必ずベンチをつくっ

て、若いひとでもお年寄りでもお子さまでも座って話ができるような街にしてほしい。

【 団 体 】おっしゃるとおり、大きな木が一本もない。我々としてもお子さま、大人の方、高齢の方

も来て木陰などで色々おしゃべりしていただき、座っていただくというのを希望している。

しかし、市の指導もあり、小さい木は何本か植えてあるが、大きい木陰になるような木は

残念ながら植えられなかった。ベンチについては、あづま屋が２つあり、そこに腰掛ける

こともできる。

それと、非常に芝生が広いので驚かれたと思うが、芝生の下は調整池があり、木も植えら

れないし、遊具も設置することができない。広い芝生の公園だが、調整池があるため、真

ん中に物を置くことはできないが、周りにもう少し木は欲しいなと思うが、市の基準と合

わないという状況である。

また、この公園では芝生があるから、若いママたちがシートを持って大勢集まって、車座

になって子どもを交えて遊んでいるが、それが社交訓練になっている。公園の使われ方と

しては普段から有効に使っているのではないかなと考えている。

【庄嶋委員】事業成果指標の中で「公園活動グループの結成」とあり、5団体を目標にして、4団体と

いうことで概ね目標どおりである。コミュニティづくりの発想というのは、小さなコミュ

ニティが沢山あることが大切であり、身近なコミュニティを育成し、連携させていくこと

が望ましい。

そういう意味でこのプロジェクトを進めていった中で、活動グループの方々は、どのよう

に会合に参加されて、どのように話を進めているのか。

【 団 体 】2か月に1回のペースで、団体の会議を開催している。その時にこんなイベントやろう、

あんなイベントやろうという話が出てくるが、その中でこういう事業をやるのであれば、

一から自分たちでつくるよりかは、子どもたちもいるし、小さいグループに協力を得なが

ら作り上げていこうということで、市内のＮＰＯ法人を紹介してもらったり、フリーマー

ケットも他のところでやられている方に協力してもらうとか、色々なところのつながりを
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非常に大事にして、それに半分乗っかって、半分自分たちでやってみたり、そういうこと

で色々なイベントを行っていった。

【中岡委員】ＥＭ会（提案団体の略称）が関わらない、自主的なグループが立ち上がっているか。

【 団 体 】自治会活動で朝のラジオ体操や、夜の防犯パトロールなどは、自治会の少人数の団体が活

動を終えて新たに行ったところである。大きいところでは、他の団体が「越後山ゴロリフ

ェス」という音楽のイベントを公園で開いて、その辺は自然と生まれたものである。

【中岡委員】今年度も事業は継続していくのか。

【 団 体 】区画整理事業をするにあたって、街づくりを主としてそれを大事にやってきたので、今年

度は協働事業という形はとっていないが、ものづくりマルシェや夏祭りを開催したり、そ

のような活動については、団体を中心に地域の自治会と協力して継続してやっていこうと

考えている。また、公園の脇に今後集会施設を建設予定になっており、建物と公園と一体

的な活用をしながら、幅広いことが公園の中だけで完結するような取り組みも今後は視野

に入れながら、継続してできる支援づくりをこれから検討していく。

【森田委員】活動の収支が大幅に上がった感じがあるが、どんな取り組みでこうなったのかということ

と、取り組みが活発で素晴らしいが、こういうことを一度やると、運営している人が疲れ

る・くたびれたなど、燃え尽き症候群というような感じになる方がいるので、継続性に関

わっていくことが大事である。

【 団 体 】これからの課題になっていくとは思うが、今回の中で良かったなと思うところは、地域が

ら農家が多いこともあり、色々な道具が沢山ある。道具類にかかるお金は今回費用計上し

ていないが、それは草刈りなどの時に、鎌などの色々な備品類を参加者が持ってきたこと

と、区画整理事業をやっている中で色々な企業が事業に関係しており、そういった企業か

らの協力が非常に今回大きかったと捉えている。今後こういった活動を続けていくにあた

り、どこまでできるかとか費用面の克服が必要になってくると思うので、今後継続できる

仕組みづくりというのも地域の方と地元の企業と連携しながらできる形を作り上げてい

きたい、というのが今後の課題である。

【森田委員】会員の疲れや消耗具合みたいなところは。

【 団 体 】大変だが、とにかく自分たちもこういうことはなかなか経験できないので、面白がってと

いうよりは、良い勉強になっているなと楽しみながらやっていた。普通は一つの自治会で

やっていくが、緑自治会と越後山自治会でやっており、交流を図りながら楽しんでやって

いた。

【庄嶋委員】非常に積極的に色々な事業をやられたが、協働事業ということでは、行政側の感想を聞け

ると協働事業らしくなるので、感想等をお願いする。

【都市整備課】行政側としても、このような協働事業を行ったことにより、地域の活性化、公園のＰＲと

同時に、防犯などの面について地域の方の目が行き届く、関心を持たれるようになったと

いうことで、意義のある大きい活動であったと感じている。

■一市民一スポーツを目指して～和光市運動場有効利用計画～ 質疑応答

【粉川会長】決算書を見ると、参加者の実態がよく分からない。人数が読み取りきれない。
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【 団 体 】全参加者の人数は199人だが、延べ533人というのは、有料の教室の参加者が延べ533

人である。

【粉川会長】参加者数の書き方というのはこういう見方で、実人数ということか。

【 団 体 】そうです。

【粉川会長】こういう書き方でいいのかなと。今後もこのような形で報告書を出すというのであれば構

わないが、パッと見た時に一般の人は、市から170万円出していて参加者数 200人で

一人 8,500 円使ってるのと見られかねないが、でも実際は延べであっても 550人位参

加している。そのあたり、どういった方針で、実人数で出すようにしているのか？

【 団 体 】個人が、その教室によっては2回、あるいは5回やりましょう、といった場合があるの

で、基本的には有料で１回につき100円をいただきまますと。もし分かりづらければ次

回の決算でわかりやすく説明できるように努力したい。

【スポーツ青少年課】参加者数の書き方だが、実参加者数で出すようにお願いをした。他の事業でもそれでお願

いしているので。

【粉川会長】わかりました。

【 団 体 】今回は8月に終わったが、かけっこ教室等も非常に成果があり、子どもの話だと一生懸命

やって運動会の時に選手に選ばれたとか、そのような非常に素晴らしい成果を報告で頂い

たりしている。50人の募集をかけて63名が参加してくれ、ほとんど5人休むか休まな

いかで、暑い中8日間終えることができた。

日中、高齢者や夏休みの子どもたちしか運動場を使用することができない。指導者の方も

各加盟団体の中からお願いをするが、皆さんお仕事をされている方なので、休みをとった

り、休みの日に合わせたりして事業を進めてきた。

グランドゴルフも高齢者の平均年齢が75,76歳、最高齢者で88歳の方が暑い盛りの中、

元気に3回の教室に参加いただき、皆さんとても前向きな姿勢であった。各地区で何団体

かやっている人たちも教室に参加され、ぜひ一緒にやっていきたいので連絡網を作りたい

という申し出もあり、こちらで作って配布した。そういう形では非常に連携がとれたのか

なと思う。

テニス教室なども非常に多く、抽選に漏れてしまった子どもは、体育協会の加盟団体であ

るソフトテニス協会において新たに秋口に教室を設け、そちらの方に来ていただいたとい

う話もある。

今回はやらなかったが、今年から武術、少林寺、合気道さんたちも、ぜひ教室を開きたい

という申し出もあるので、今年は更に1教室増やしてやっている。

アンケートをとった中では、「運動場があることすら知らなかった」「体育祭も知らなかっ

たし、どのような方法で使用していいかも分からなかった」という声があった。土日は加

盟団体が押さえたり、大会があるので、土日の使用はなかなかできないが、平日ならとい

うことで、夏休みの子どもを対象にしかできなかったが、暑い中一生懸命参加していただ

いた。そのような面ではスポーツ人口も少しは増えてきたかなと思う。

【庄嶋委員】今回は協働事業だったが、終了後も事業を継続していく予定はあるのか？

【スポーツ青少年課】市として、今後も団体を支援し、継続してやっていけるようにと考えている。

【森田委員】行政提案だが、子どもたちを対象とした種目に関してはどのように決めたのか？

【 団 体 】まず時期の問題があったと思うが、子どもたち対象となると、夏休みしかなく、休み中に
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何ができるかということで、各加盟団体の方に声かけをして、サッカーあるいは野球とい

う形をとった。かけっこに関しては、たまたまミウラスポーツというプロジェクトがあり、

そちらに話をしたところ、社長さんとも話をした中では「和光市に何か還元したいと思っ

ていたところなのでぜひ協力させてください」と非常に気持ちよく積極的に協力を頂いた。

【 事務局 】和光市協働推進懇話会設置要綱第5 条に、「懇話会に会長及び副会長を置き、会長は委員

の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する」とある。推薦等があったら

お願いしたい。

【庄嶋委員】協働の分野に関しての幅広い知識を持ち、埼玉県の協働に関する取組などにも関わってこ

られた、粉川委員に会長をお願いしてはどうか。

【 一 同 】異議なし。

【粉川会長】よろしくお願いします。副会長の指名については、会長が指名権を持っている。副会長は、

コミュニティ分野などに理解が深い、庄嶋委員にお願いをしたい。

【庄嶋委員】よろしくお願いします。

■決まったこと

①粉川委員を会長とする。

②庄嶋委員を副会長とする。

■事務局より流れを説明

「協働提案事業 評価要領」に基づき評価を行なう。

協働事業中間報告書・協働事業実績報告書及び本日の事業報告会を基に、各委員は協働事業評価

シートに評価を記入する。

【粉川会長】時間の問題もあるため、懇話会は意見交換の場とし、評価シートは各々が後日記入、提出

してはどうか。

【 一 同 】異議なし。

【森田委員】フィールドワークに関しては、和光市内外の専門機関の力や市民の力を集めて、関わった

人たちの意識も高まって、良かったと思う。せっかくこのようなマップができたので、研

３ 会長選出及び副会長指名について

4 事業評価について

事業名：みんなで子どもたちを守ります！

～下新倉小学校学区のフィールドワークと安全マップづくり～

団体名：ＮＰＯ法人 こども・みらい・わこう

担当課：教育委員会事務局 学校教育課
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修の機会をぜひ持っていただきたい。それが今後につながると思う。

【庄嶋委員】ほとんど森田委員の意見と同じだが、色々な団体、専門性を持った企業も含めて、こども・

みらい・わこうという団体とつながっている。紙媒体だけでなくＷＥＢが作られるという

のも素晴らしいなと感じた。団体がネットワークの中心になって、力をいかんなく発揮し

ていたかなと思う。

今後の課題について「マップを活用してほしい」という話が出ていたが、私の住んでいる

大田区のある小学校の校門のところで、小学生が不審者に殴られるという事件があった。

その後、ＰＴＡが意識を持って、その学校周辺の安全マップを作ったという事例がある。

ＰＴＡだけではなく、地域の町会の方々と一緒に協力して、気になる場所などを、普段の

活動の中で見守ってもらうことに活用した。これを一つのきっかけとして、地域とのつな

がりや協力関係を築いていただくといいなと思う。

【萩原委員】マップの下新倉小学校の上側の部分は開発がされない場所なのか。現在、農地になってい

るが、その上はないのか。そのルートが全く記載されてなくて住居も現在ないのは分かっ

てはいるが、今後も開発行為がされない場所なのかどうかが気になった。

もう一点、このところ雨が多く降っているが、特に下新倉小学校、このマップで言うと右

側の部分に道路が縦に走っているが、その道路が大雨になると川以上の感じで、マップで

言うと下から上に向かって水が流れる。今後、災害時はどうしたらよいか。小学生の低学

年だと、流れる川を渡っていく様で本当に大変なことになってしまうのではないか。今後

検討したほうが良いと思う。

【野川委員】作成の段階で市民が参加していたり、改正についても、具体的にここがこういう風になり

ましたとか、成果物の指示が素晴らしくて、こういうことが自分たちの活動の中からでき

てきたというのは、関わった人たちも達成感があるのではないかと思う。

こうした活動をしたい時に、この辺りは自治会や育成会の活動が活発な地域と思われるの

で、こういう方々へのフィードバックであったり、今後地域が理解していない色々な情報

が更新されている時に、そういう方々の協力だったりが今後見込めるのか、そのあたりが

気になる。

【粉川会長】団体から何かあれば。

【 団 体 】地域の自治会、育成会と活動をしてきた。防犯ネットという団体を運営しているが、そち

らが自治会とのつながりがある。防犯メールという通信から、地域の自治会にお願いをし、

フィールドワークに参加していただき、怪しい場所も地域の方ならご存知なので、色々な

アドバイスももらいながら、今後はＷＥＢ上で情報を更新をしていこうと思う。

マップも書き込める素材となっているので、使っている中で気づいたことを子どもたちに

は書き込んでいってもらいたいと思う。

【中岡委員】4月から下新倉小学校の図書館に配属になり、まさにここに通っている。実際フィールド

ワークで挙げたテーマが本当に生きているなと実感している。ただのマップだと見て分か

りづらいが、生の体験が生きていて、良いマップができたなと思う。帰りにあえて別の道

から来たり帰ったりと参考にさせていただいている。

【粉川会長】委員の意見をお伺いしている限りでは、事業全般、今回行われた1年間の事業に関しては

非常に高い評価が出ていると思う。事業スケジュール等も特に大きな遅れもなく成果も出
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ている。また、協働に関しても単なる市民と行政との協働だけではなく、地域住民をきち

んと巻き込んだ形で進んでいるので、どちらかというと今後の期待、今後の課題に関する

指摘が多かったかと思う。総合評価を今後検討していくことになろうかと思う。

【庄嶋委員】気になったのが、自己評価の中で「いいえ」に付いているのが目についた。「事業進捗状

況の報告を行っていましたか？」で、団体と担当課とどちらも「いいえ」がついている。

記述欄の「日々の連絡が不足していた」とか、「定期的な情報交換の機会を設ける必要が

あった」と団体も言っているし、担当課も「事前に話をしておくべきだった」ということ

がある。確か以前に話を伺った時もそのような話を聞いたことがあったが、最後まで状況

が変わらなかったということか。実情を教えてほしい。

【都市整備課】中間報告の後に、一度会合を開き、市と団体とで「今後は報告をしていきましょう」とい

う話を行った。その後、互いに連携をとっていく中で、市ができるのはこういうことです

よ、というようなことをやってはいたが、報告とか相談とかその辺は不足していたかなと

感じている。

【庄嶋委員】この部分は過ぎたことなので振り返りしかできないが、意思疎通の不足がお互いの信頼関

係を崩すということも起きたりするので、協働事業として行っている以上、団体の方だけ

が、やる気になりすぎて、行政の側が、ついていけないという関係になってしまうと、協

働事業自体が悪循環になってしまうので、そのあたりは、実際は注意すべきだったかなと

思う。

【野川委員】公園をとても綺麗に保たれている話があり、また、協働の活発な事業をされているという

ことで、住人が集う場というか、とても意義のある活動であると思う。それだけに気にな

っていることだが、花壇の花を植えたり、その肥料に費用が必要だというところが、今の

協働推進の事業ということで流れているが、その公園自体を維持していくための費用がこ

の事業の経費だとなると、どのように継続していくのかがとても気になる。

【 団 体 】今年度の越後山の管理費としては、予算の中でトイレ掃除とかはやっている。花壇管理は

自主的な活動の中でやっている。

【野川委員】この予算がここの部分の花壇を綺麗にするとか、ここの部分の予算が協働推進という形で

出なくなった時に、誰がどういう風に負担していけるのか、例えば参加費をとる形にする、

例えば自治会の方が負担するとか分からないが、今後どういう形で綺麗な状態にしていけ

るのかということも、協働推進制度がある間に考えてほしい。

【中岡委員】参加者について、多数の若い方がいるなと、来年も参加したい方がかなりいるようなので、

主体的に関わってくれる方が全体的にどの位いるのかなと。地域の方が主体的に関わって

くれると、行政職員としてもうれしく思う。

【粉川会長】確認をしていくと、事業そのものが市民の方の柔軟な取り組みと審査があって、楽しく勉

強しながらやっているとのコメントもあったので、良い広がりをみれたのかと。プロセス

事業名：越後山パークライフプロジェクト

団体名：越後山・緑まちづくり推進連絡協議会

担当課：建設部 都市整備課
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そのものも極端な遅れもなく変更点もあったが、進めてこられたのは良かったと思う。

ただ一方で、協働事業でありがちだが、協働のプロセスにおいては、市民側が走ってなか

なか連絡もつかずみたいな形で、パートナーシップの部分で特に意見交換とか情報交換の

部分に関しては、不十分な点もあったかも知れないことは見受けられたと思う。やはりこ

うした協働事業は、1年間あるいは2年間やった後、そこをどう維持していくのか、その

グランドデザインというか、そこでどうアフターがどういう役割を果たしていくのかの部

分に関して、きちっと作っていかなくてはいけない。そこの部分に関して、やはりこの越

後山パークライフプロジェクトに関しては、今は協働事業のスキームにのるかは別にして、

みんなで行政も一緒に考えていかなくてはいけない状況にあるのかなと思った。

【粉川会長】昨今、暑い時期ということもあり、運動をするのは時期を考えなくてはいけないという状

況もある中で、事業スケジュール等が色々と変更になっているのは妥当な変更であったと

思う。そうした環境や状況の中で柔軟に対応していくのは当然あり得ることなのかと思う。

【野川委員】一市民一スポーツということで、社協の立場から言うと、障がいがある方々にとって、一

市民一スポーツが実現できたら本当に素晴らしいなと思った。

障がいがある方を対象とした教室があったが、実際に障がい者の方々がどういう障がいが

あるかでできることも違ってくるが、その方々が本当に一市民一スポーツをしていくため

には、例えばスポーツのきっかけがあったというだけではなく、どう継続していけるかと

いう方法が大切になってくるかと思う。これは社協の方でも感じていて、今後も継続して

いく取り組みをもう少し聞きたいなと感じた。

【 団 体 】本来ならば、市内の方全員に声をかけて始めたいと思っていた。一緒にやっていきたかっ

たが、市民に対して募集のところに「障がい者の方」という言葉を載せられなかった。そ

れでたまたま市内の団体であるポコ・ア・ポコに声をかけたところ、ぜひ一緒にやりたい

ということで始まったが、身体障がい者の方の出入りができない、例えば車いすでとか、

こちらでできるものを用意しましょうということで、1週間に1度で始まった。土曜日に

来てやっていただいたりもした。

平日は社協の仕事が終わるのが4時過ぎとのことで、私たちも3～4人のところに入って

やらせていただいて、むしろ私たちも学ぶことが多かった。できればロードレースにも参

加できるポジションをつくっていきたいし、今後も続けていきたいと思っている。

【萩原委員】ここに実施した事業概要があるが、女性が参加できるものが全体的に少ない気がした。先

日のオリンピックでも女性が活躍している競技があり、運動場を使ってもできる競技もあ

るだろうと。例えばサッカーとか、女性がもっと活躍できる競技もあると思うので、ぜひ

今後女性の方を集めてイベントができればいいなと思った。

【スポーツ青少年課】女性の種目が少ないとのご意見だったが、受付は市が担当し、参加状況としては男女半々

の参加であったことを報告する。

事業名：一市民一スポーツを目指して～和光市運動場有効利用計画～

団体名：和光市体育協会

担当課：教育委員会事務局 スポーツ青少年課
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【庄嶋委員】今日の報告を聞いて印象的だったのがアンケートの結果で、丁寧におこしてあり、アンケ

ートにおいて沢山の方が事業を評価していて、今後も続けていただきたいと思う。また、

この事業「一市民一スポーツを目指して」は、ターゲットとして考えていくと、今までス

ポーツに親しんでいなかったけれども、これをきっかけにスポーツに親しもうという「き

っかけの層」の方が非常に多いのであろうと思う一方で、継続的にやられている方の参加

はあったのか。行政提案ということで、元々の事業の目的を確認させてほしい。

【スポーツ青少年課】元々は、裾野の拡大ということで、運動未経験者の参加と、以前やっていたけれど今は理

由があってやめてしまった人に、運動するきっかけをつくってもらいたいという目的だっ

た。今回は1年間だけでは難しかったが、体育協会の加盟団体以外の種目についても取り

入れてやったので、その団体にも体育協会に加盟していただけたらと願い、オファーした

ところではある。今回、まずは第一段階として、市内でバラバラに活動していた団体が、

横のつながりをつくた。今後事業を継続していく中で、進めていきたいと考えている。

【庄嶋委員】報告書のコメント欄を見ると、「参加した方々が継続してほしい」という声が団体と担当

課からも出ていて、これこそまさに、今までやったことがない方々が次にステップするた

めのきっかけができたのかなと思った。その舞台として運動場の利用も視野に入れると思

う。事業を実施したことによって、一市民一スポーツという、壮大な目標のその一歩を切

り出したというのはよい試みだなと感じた。

【粉川会長】今回の事業に関しては、蓋を開けてみると、男性だけだと思ったら、女性に広がりがあっ

たり、実際の参加者の満足度とか、これからもやってほしいという意見があったりという

形で、一定の成果が出ているのかと感じた。また、協働の部分に関しても、市が「出しっ

ぱなし」ではなく、実際に受付を一緒にやったりして「一緒に汗をかく」という形の協働

のプロセスというものも、非常に好ましい協働のあり方だった。

■事務局から

（今後の予定について）

□今年度の懇話会は、第２回を１２月、第３回を２月に予定している。

（現在実施中の協働提案事業について）

□「和光市環境マップの作成」《行政提案》

・事業実施中

５ その他


