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第７期第４回河内長野市市民公益活動支援・協働促進懇談会 会議録 

 

日  時：平成２９年３月３１日（金） １０：００～１２：１０ 

会  場：市役所３階 ３０２会議室  

出席委員：久、湯川、上石、佐川、玉﨑、永田、西村、波多江、宮下 

事 務 局：緒方、古谷、山田、武部、芝 

 

 

１．開会 

 

２．案件 

①協働事業提案制度について 

②平成２８年度の協働の取り組みについて（報告） 

③その他 

 

３．閉会 

 

①協働事業提案制度について 

※資料１に基づき事務局説明 

 

久 会 長：何かご質問ありませんか？ 

色々な市役所でお仕事をさせていただいておりますと、河内長野市でももっ

と積極的に市民や事業者と一緒にできることがあるのではと思います。具体

的に言うと、生駒市に環境モデル都市推進課がありますが、そこが近畿大学

の学生と来年度以降の出前講座を一緒に組み立て始めています。今までも小

学校へ行って小学生向けに環境学習を行う出前講座のプログラムを作ってい

たのですが、なかなかお声が掛からないと言うことで、若い人たちの発想が

欲しいとの呼びかけがあり、この１月から学生と市役所が一緒にプログラム

について検討をしています。ちなみにそれができあがってくると、来年度以

降は、大学生が小学校に教えに行くことになります。河内長野市でも出前講

座を市民と一緒に企画をしようと積極的に呼びかけてもいいのではないかと

思います。また生駒市では昨年あたりから、生駒市の魅力アップを市民と一

緒にやろうという事で、広報やＰＲビデオを市民に作っていただくような形

でオープンにしているので、広報も地方創生で色々頑張ってくださっていま

すけど、河内長野市も色々と市民グループと一緒に行うことも可能だと思い

ます。そのように考えると、色々なことをもっと市民グループにお任せでき

るのではないかと思います。河内長野市はまだまだ市役所で企画準備をしよ

うという体制が強いように思います。宝塚市ではここと同じ様な委員会で協

働のまちづくり促進委員会がありますが、ここは積極的に市民委員側が一緒

にやろうと言ってくださっていますので、色々なシンポジウム等をスタート
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ラインから一緒に企画運営するよう変わってきました。この前も総合計画を

つくりなおしましたが、政策推進課の係長と一緒に市民委員が総合計画のお

披露目のシンポジウムを最初から企画してくださいました。裏話をさせて頂

くと、最初政策推進課の係長が一人で担当しており、苦戦されていたので、

私と何人かの市民の方々が、一人で悩むのであれば一緒にやろうよと言い、

それから実行委員会のようなものをつくって一緒に企画し、面白い内容にな

りました。ついては、実行委員会に切り替えましたので、当日の受付や設営

を市民の方々が一緒にやってくださいましたし、さらには企画に加わってく

ださった方が、３０代４０代の子育てママさんの層が多かったので、参加者

も非常に若返りましたし、いい成果が出ました。係長に後から「どうでした

か？」と聞いたら「良かったです。これからは、シンポジウム等を企画する

時は、一緒にさせてもらった方がいいですね」とおっしゃっていました。色々

やってみると、今までとは違う展開が起こってくるので、河内長野市でも事

例を増やしていただいて、それを共有するのが重要であると思います。 

 

湯川副会長：協働したいパートナーとしてＮＰＯ法人とかも出てきていると思いますが、

この段階なら一緒にできそうだという団体さんが見えているのか、今のとこ

ろ河内長野市には無いのかというところの見極めが大事かなと思っており、

市設定テーマを出したがそもそもパートナーがいなければ、次に繋がらない

のではと思うところがあり、そういう団体さんが見えているのであれば、こ

ちらからお声かけをして、根回しじゃないですけど考えを伝え、こちらから

協働を促していくことが必要なのかなと思います。平成２６、２７、２８年

度と協働事業の件数が増えてきており、その中でうまくいっている事業や、

その一年だけで終ってしまった事業とか、色々な結果が出ていると思います

が、これをきっかけにその団体さんであったり、その事業がどのように変化

していったのかを検証する必要があると思います。うまくいかなかった事業

に関してはきちんとヒアリングして、制度の改善に繋げていかないといけな

いと思っており、事業を実施して終わりではなく、その後のフォローが必要

かなと感じました。 

 

永 田 委 員：具体的な話になりますが、地域で防災訓練を実施すると、参加する方はほと

んどが地域の住民です。私たちの千代田という街には中型店が何店かありま

すが、そこで働く人たちはあまり興味がないように思います。いざ災害が起

こった時に店舗に数十人の方が集まると思いますが、その人達に対してその

店舗の責任者はどんな手を打つのか、そこが決まってないように思います。

ですから、これは全市的に捉えなければいけない問題だと思うのですが、そ

ういう商業施設に集まって来る人たちを、いざという時、どういう手順や方

法で避難させるのかという具体論を示してあげる必要があるのではないかと

思います。１１小学校区にまちづくり協議会が出来ておりますが、商業施設

が集積しているところとそうでないところがあります。ですから分別をして、
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対象になるようなまちづくり協議会でこういう防災訓練を実施する時に、商

業施設の責任者に対して、参加してくださいと呼びかける必要があるのでは

ないかなと思います。 

もう一つは、今外環沿いに４箇所商業施設を募集しているところがあります

が、新しく商業施設ができるところについては、出店の条件として、防災訓

練には参加しなさいというような内容が含まれた市からの指導要綱のような

ものを最初からつくっておけばいいのではと思います。商業施設によっては、

年何回か避難訓練をされているところもあるようです。例えばノバティ長野

では、消防署の指導のもとに年２回ぐらいやっていると思いますが、地域の

方と一緒にやろうということはないと思います。そういう方法で人が集まる

商業施設の責任者にも声掛けをして取り組む必要があると思います。商業施

設は店長がコロコロ代わりますので、店長が代わる際にもそのことを申し送

っていただいて、そして責任を明確にしてもらう事が大事かなと思います。 

 

久 会 長：今日のテーマに引き寄せて言えば、危機管理課がどのような仕掛けをつくっ

ていけばいいかという事を考えていただく必要があるということでしょうか。

今お話に出てきたのは、地域の団体とは協力関係が出来ているが、事業者と

の協働の体制をどのように充実させていこうかということかと思います。具

体的に言うと東大阪市で数年前に私も関わらせていただいて、商業団体への

補助金の中で、地域の団体と商業団体が何かをテーマに組んでもらえれば１

００万円差しあげますという補助金制度を設けましたが、１件の申請も出ま

せんでした。なぜかというと、商業団体が地域団体と組めないのです。地域

団体が商業団体と組むことはできるのですが、商業団体が地域団体と組むと

いうことが非常にハードルが高いのです。私たちはそれを逆に仕掛けました。

商店街は商店街で頑張っていますが、もっと地域と手を組んでもらわないと

消費者と商業者との関係が生まれないのではないかということで、積極的に

地域団体と組んで下さいと仕掛けをしたのですが、結局ハードルが高かった

のか、手があがりませんでした。地域団体にお金を差し上げると手があがる

と思うのですが、逆に商業団体にお金を差し上げることで、どうやって地域

と一緒に防災訓練ができるかということも考えられると思います。 

今年度の市設定テーマについてはこれでいこうということでしょうか。 

 

事 務 局：内容につきましては各課の方と調整しまして決定次第、募集をかけたいと思

っています。   

 

久 会 長：各委員が活動されている団体で手をあげたいと思った時に、このテーマの①

～⑤までの中で、こうすれば一緒にできるというような意見があればお願い

します。提案型の協働事業というのは、パートナーとしてふさわしい人たち

をもっと広く募集しようという意味合いです。すでにふさわしいパートナー

が見えている場合はここには載らないので、そのあたりのすみ分けをそれぞ
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れの担当課にお願いしたいです。ここへあがってくるのは二つのタイプがあ

って、一つはパートナーが見つかっていないから公募したいというタイプで、

もう一つはパートナーの候補はいるが、より広く公募し、よりいいパートナ

ーがいればその方と組むことを考えたいというタイプです。見えているか見

えていないかでいえば、二つのタイプがあると思います。 

他いかがでしょうか。 

テーマ②の寺ケ池公園ですけど、その他の公園利用促進を図ると書いてあり

ますが、他市では子育て層の方々が公園活用ガイドブックを作りたいと手を

あげてくださる場合がありますけど、そういう事でもいいのでしょうか。 

 

事 務 局：現在、（公財）河内長野市公園緑化協会で、公園の利活用の基本計画を策定し

た後に、利活用促進委員会にて、公園の利活用の促進を図っています。例え

ば、寺ケ池公園等を利用しまして、あいっくと協働でママさん向けの子供の

遊び方についてイベントを開催したりとかそういう事も行っていまして、今

後につきましては、久会長がおっしゃって頂いたガイドブックですとか広報

啓発を踏まえて色々な公園活用促進に繋がるよう事業を協働でしていきたい

ということです。 

 

久 会 長：ちなみに河内長野市では、ＮＰＯ法人ノーベルさんとあいっくさんが子連れ

おかんの防災ガイドブックを作られましたよね。面白い協働なので、私も色々

なところでＰＲさせていただいていますが、全庁的にあのガイドブックをこ

んな方法で作ったなどの情報共有はできていますか？    

 

事 務 局：当時ガイドブックができた時は、全庁的に周知しましたが、その時限りにな

っています。自治協働課としても参考になる事例として、今一度周知また共

有したいと思います。 

 

久 会 長：企画はノーベルさんを中心に子育て層の人たちにしてもらい、一方でお金は

南海さんからいただいていましたでしょうか。 

 

事 務 局：そこは役割分担をしました。ワークショップ費用は南海さんで、冊子とか作

る費用は市でという形で行いました。 

 

久 会 長：そういう意味ではまさしく様々な方々の協働でできあがっています。こうい

うこともできるという事を職員さんが知るという事が重要だと思います。テ

ーマ④についても、防災のグループと一緒にやってもいいのではと思います。

河内長野市には専門家のグループはないのですか？そろそろ団塊の世代が退

職し始めており、その中に専門性の高い人達がたくさんいます。他市ではそ

ういう人たちがグループを組むという動きがありますので、お聞きしていま

す。 
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事 務 局：河内長野市では自主防災組織を設立する動きをしており、その該当者さんで

連携会議を開催しています。そこで地域リーダーを養成の講座等を行い、ど

ちらかというと市主導でノウハウを高めていこうとしています。 

 

久 会 長：そういうことをきっかけに市民グループが、顔を見せてくださってもいいか

なと思います。 

他いかがでしょうか？ 

事務局側から聞きたいな、議論して欲しいなということはありますか？  

 

事 務 局：協働事業の検討を各課にお願いする時にやってもらえる団体さんが無いので

できませんと言われます。先ほどパートナーが見つかっていないから公募を

かけるとか、候補はあるが広く募集をかけるというタイプがあるというお話

をいただきました。そのような中で協働で実施する方が効果的であるとどう

すれば感じてもらえるのかということが一つと、もし候補となるパートナー

が見えていない場合、どういう動きをすればいいのか、もしそういう事例と

か方向性があれば教えていただきたいです。 

 

永 田 委 員：市民大学のくろまろ塾があるのですが、ここには１４００人の受講生がいま

す。このメンバーはほとんど現役を引退した人が中心になっており、その中

にも高度な技術や専門性の高い知識を持った人がいると思います。実際、講

義には参加されているけれども、その後のフォローはほとんどされてないの

で、そういう人材を発掘する為に、何か手を打って暇な時間を有効に活用し

て、自分の専門的な知識や技術を活かした、そういった何かのボランティア

に参画してみたいなというような思いを持っている方にボールを投げてみる

といいと思います。一度やってみて、何人か手をあげてくれれば、どんどん

増えてくると思います。あの１４００人の受講生をそのままにしておくのは

勿体ないと思います。市が予算を組んでくろまろ塾を運営しているのですか

ら、その後のフォローをうまいことやってほしいです。この前、くろまろ塾

では、事務局を運営するスタッフのボランティアを募集したのですが、参加

しないという方が多数いました。その方々は、ライセンスや特殊技能などを

お持ちであり、塾を運営する為だけの事務局のスタッフのボランティアはで

きないと考えてらっしゃると私は思いました。ですから繰り返しますけど、

くろまろ塾生をうまく活用して、人材を確保するということ一つの方法かと

思います。   

 

久 会 長：私も色々なところでお手伝いしていますが、単純なことのお手伝いは嫌だと

いう方は他市にもおられます。その方々は、市役所に専門的なことで何かを

手伝わせて欲しいとおっしゃいますが、そうなると市役所は、かなり大変な

思いをしないといけなくなります。なぜかというと、本来はその専門性の高
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い方々は、先ほど私がお話した通り、自分たちでグループを作ってもらって、

自立をしてもらえればパートナーとして市役所も組みやすいのですが、自分

たちの力を使って欲しいと思われるのです。実際パートナーになった時に、

あれもやれ、これもやれと、かなり要求が高くなり、市役所の人も、そこま

で言われてもできませんと言う話になってしまいがちです。ですからまず、

市役所がボールを投げかけてしまうと市役所側がしんどい思いをされるよう

になってくるので、そうではなくて、まず自分たちでグループを作ってもら

えるようなお手伝いをするって事が重要かなと思います。グループ化を促し

ていくことが必要で、おそらくその方々が一番苦手なのは、専門性は高いけ

れども仲間を募ってグループにしていくということのスキル・ノウハウに欠

点を持ってらっしゃるのではないかと思います。そういう意味では、るーぷ

らざも交えて、グループ立ち上げの支援をやっていただけるとありがたいと

思います。数年経ってそのグループがしっかりしてくれれば、パートナーと

してうまく機能するのではと思います。 

情報提供させていただければ、２年前から尼崎市で定例化しつつあるのです

が、みんなのサマーセミナーというのが開催されるようになりました。これ

は愛知県でスタートしました。尼崎市の場合は８月の第一土曜日、日曜日の

まるまる２日間使ってみんなのサマーセミナーを開催するようになったので

すが、企画段階から全て協働で行っており、昨年度は１５０講座、参加者は

３０００人でした。今年度は３００講座、参加者は３５００人となりました。

この講座は全て市民が講師になって、受講生も市民であるというようにして

います。実行委員会は、そのプログラミングをして、教室を割り当てること

だけをやりまして、何かを教えたいという人たちを募集します。昨年度１回

目を開催したのですが、私も横から応援しており、最初１００講座集まった

らいいなと言っていましたが、早速１５０講座と目標を達成し、今年度は３

００講座と倍になりました。なぜそんな話を持ち出しているかと言うと、先

ほどくろまろ塾の話が出ましたが、何かを教えたいという方はいっぱいいる

訳です。その教えたいという方々にその講座をやりましょうと呼びかけたら

講座が色々生まれるということなのです。そこで受講生と講師の関係性が生

まれ、８月以降、色々な形でお呼びがかかったり、どこかで講座が継続的に

開かれたりというようなことになってきますので、そこを河内長野市でも仕

掛けをしてもらったらいいのではないかと思います。尼崎市は有志の方が３

年前に、愛知県にバスを借り切って行き、そこのメンバーが中心に立ち上げ

ました。ちなみにその中で私立百合学院のある先生が愛知から帰りのバスの

中で「うち使ってもらっていいよ」とおっしゃって下さいました。本当にで

きるのかなとみんなで言っていたのですが、校長先生と理事長に掛け合って

くださって、百合学院でできることになりました。今年度は、尼崎市立高校

に拠点を移して開催しようということになっています。  

また、尼崎市には自然について子供たちに学ばせようというグループさんが

おられまして、ヤギを飼っていらっしゃるのですが、ヤギを会場連れてきて
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います。ヤギは雑草を食べてくれるため、環境づくりにも良いということを

子供達にも体験してもらおうということでヤギを連れてきていました。 

他いかがでしょうか？ 

グループ同士一緒に育ってもらうための工夫も必要かなと思いますし、意外

なところに意外なグループがあったりしますので、そこが見えてくるという

ことでこういう仕掛けも必要かなと思います。 

私はこんなことができないというプライドの高さが、地域に戻れない原因に

なっています。もう少し胸襟を開いていただくと、色んなチャンスがその方

にもあるはずです。いかがでしょうか？今年はまた新たなチャレンジを色々

やって頂くということで、またその成果が出たかという事も含めて一緒に評

価させていただきたいと思います。 

 

②平成２８年度の協働の取り組みについて（報告） 

※資料２に基づき事務局説明 

 

久 会 長：自治協働課としての総括はいかがでしょうか？ 

 

事 務 局：総合計画の中の指標ということで市民アンケートを指標とさせていただいて

いるのですが、２８年度に関しては下がっています。原因としては、「わから

ない」とか「無回答」が増えており、全体としては連携も進んでいて、また

事業者等も参加いただいており、そういうところでは協働が進んでいると思

いますが、参加されていない方、無関心層に啓発が行えているかといえば、

まだまだだと思います。 

 

久 会 長：大阪市で生涯学習の推進計画を見直したのですが、今までは生涯学習が進ん

でいるか進んでないかといえば、市の教育委員会が主催している講座にどれ

だけの人が参加しているかということでしたが、市以外での生涯学習の講座

は反映されていません。また講座がなくても生涯学習をすでにやってらっし

ゃる市民の方もおられます。そういう方も含めて市民がなんらかの形で生涯

学習を進めていれば、それはそれでよしとするというお話になりました。あ

まりにも今までは市の教育委員会が自らがやっている事業に関わってもらう

ことが、いいというように思っていた時期があるのですが、逆に言うと市が

関わらなくても勝手に生涯学習が進んでいくという状況が理想だとすれば、

そこをどうやって追いかけていくのか考えなければいけないと思います。市

民同士の協働や市民と事業者との協働が進んでいけば、市役所が関わらなく

ても協働がどんどん進んでいきます。そこを来年度以降意識をして進めてい

ただければと思います。今日もご報告いただいてわかったと思いますが、自

治協働課の仕事があまりにも多すぎるように思います。もっとそれぞれの課

が協働の理解を深めれば自治協働課の役割も減るのかなと思います。 

宝塚市ではまちづくり協議会ができて２０年以上立ちますけれど、なかなか
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まだうまくいっていないということがありまして、昨年度は自治組織のあり

方の調査をしまして、現状と今後について報告書にまとめました。その中で

言わせていただいたのですが、まちづくり協議会は市役所がつくってくださ

いといって設立された組織です。一方で自治会は地域の方が作られた任意団

体です。そこをどのように市役所側からパートナーシップをとるのか整理を

してくださいということを申し上げました。自治会にお願いしているところ

もあるし、地区の福祉委員会にお願いしているところもあるし、更にはまち

づくり協議会をパートナーとしている時もあります。それはそれでいいので

すが、色々なところとパートナーシップをとっている中で、まちづくり協議

会とのパートナーシップをどのように位置付けていくのですかということを

市役所も考えて下さいと申し上げました。その報告書はとても参考になると

思いますのでお話をさせていただきました。 

ついでにここと同じような協働のまちづくり促進委員会が今年度まちづくり

協議会のガイドラインを作る作業をしています。この前最終の委員会が終わ

りまして、6 月中ぐらいには各まちづくり協議会に配布をする予定です。そ

こでまちづくり協議会の方がきちんと運営できているかというチェックシー

トを作りました。チェック項目の一点目は地域の方々の声を反映できており、

一部の役員だけが動いていませんかということです。二点目は参加したいと

いう方々がすっと飛び込めるような形になっていますかということです。逆

に今までは役員が中心に回していましたので、こんなことをやってみたいと

いう人が現れた時に、いやいや、突然言われても困りますというような運営

になっていたのではないかなということで、やりたい人や団体が地域の方に

動きたいというように手をあげたらすっと入れるような体制になっているか

という二点をチェックシートにしました。先ほど私が気になったのが、地域

まちづくり推進会議です。私が申し上げたことがこことリンクしてきます。

例えば若い人たちが参加しやすいようにするにはどうすればいいのかという

声があったということですが、若い人たちも地域のために動きたいと思って

いらっしゃるし、動いていらっしゃる方もおられるはずです。そこがまちづ

くり協議会と連携ができているかということです。上で決めたことを下ろし

ていって、手伝いに若い人たちを求めるから、誰も来なくなります。若い人

たちは若い人たちで、企画力も行動力もあります。そういう方々を協議会の

活動として支援したり、あるいは連携していただいたらいいのですが、そこ

がきちんとできていますかというのが、さっきの話と重なってきます。さら

にここでニーズを知るということで、ニーズを知る方法論を勉強されたわけ

ですが、これを実際に地域で使っていただいたかということです。ここで学

びがあったわけですから、こういうことをまちづくり協議会に持ち帰ってい

ただいて、実践していただくことが大事です。 

さらに明石市にはコミュニティ創造協会といって、まちづくり協議会の運営

を応援している団体がありますが、そこの事務局長がおっしゃったのが会議

のやり方を変えるだけで協議会が変わるということです。いわゆるワークシ
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ョップができるようになれば、各協議会の雰囲気が変わります。ワークショ

ップは、まずみんなで意見を出し合って、それをみんなでまとめていくとい

う作業です。従来のように一部の役員が決めたことを下ろしていくこととは

全く逆方向の会議の運営の仕方ができるわけです。そこが定着していけば、

まちづくり協議会の雰囲気が変わってくると思いますので、そんな大きな工

夫をしなくても変わっていくはずで、そのために地域まちづくり推進会議が

あるはずですけど、次のステップについて自治協働課として何か追いかけて

ますでしょうか？ 

 

事 務 局：各地域には担当職員、地域サポーターが会議に出席していますので、そこで

の取り組みについて情報交換をさせていただいています。協議会の中には、

具体的に住民アンケートをやってみようという声があがり、準備をしている

地域もあります。それより以前にされた地域もありますが、これを受けても

動いていない地域もあります。そこは各地域に差があります。 

 

久 会 長：情報提供ですが、八尾市の山本小学校区まちづくり協議会でおもしろい動き

をしています。夏祭りなどみんなで集まる機会に、シールで意見を聞くボー

ドアンケートを実施しました。会長さんになぜこれをするのですかと聞いた

ところ、世帯にアンケートをすると一人しか答えないので、小学生ら子供達

の意見もあるということで、たくさんの人が集まるイベントがある時に簡単

なボードアンケートでいろんな意見を聞くとのことです。本当に協議会に多

くの意見が欲しいと思っているところは、本当の意味での声を知るというこ

とをやっています。このようなことを各まちづくり協議会でもやっていただ

きたいと思います。今回の地域を知るということも、きちんとデータに基づ

いて自分たちの地域の強み弱みを把握していただくために、仕掛けをされた

と思います。なんとなく地域の課題を課題っぽく考えるのではなく、きちん

としたデータに基づいて行っていただきたいと思います。なぜ色々申し上げ

たかというと、協議会の運営の仕方が変われば色んな方々が活躍していただ

けますし、協議会の雰囲気が変わっていくので、そこを重点的に支援してい

ただければと思います。 

他はいかがでしょうか？ 

先ほどお話されていた研修で事例を紹介いただいた団体さんはどこですか？ 

 

事 務 局：買い物支援や住民同士のお掃除などの生活支援をされている富田林市の不動

ヶ丘さんと、堺市の槇塚台で子育て支援や配食サービスなどをされている団

体さんにお越しいただきました。 

 

久 会 長：なぜお聞きしたかというと、私も湯川副会長もそのあたりの状況は一定理解

していますが、不動ヶ丘も槇塚台も昔から自分たちで色々考えてやるという

土壌がある地域です。そういうことが重要で、事業だけを見るのではなく、
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もともと色々な人たちがアイデアを持ち寄りながら考える体制、雰囲気をつ

くってらっしゃるコミュニティであるということを理解いただければと思い

ます。 

 

湯川副会長：槇塚台も会長さんがすごくウェルカムな方なので、市の方も何でも言いやす

いのがいいのかなと思います。 

 

久 会 長：廃油のディーゼルエンジンの件も槇塚台でやっています。NPO法人が廃油を

集めてディーゼルエンジンを動かそうという話になって、そこで槇塚台の方

が廃油を集めて NPO 法人に提供してエンジンを動かす実験をしているが、

こういう協力もできる地域です。 

生駒市も市民自治協議会の立ち上げを始めていますが、一分地域のやまびこ

ネットの方とお話をしたところ、私は関わっていないのですが、ほとんど私

と同じことをおっしゃっていました。その方は協議会があこや貝方式とおっ

しゃっておりました。協議会は石になったらいいだけの話だとおっしゃるの

です。だから組織をつくるのではなく、協議会が核になって、そこにたくさ

んの人が集まってグループが生まれて色んな活動が展開されることで、協議

会の活動も地域の活動も元気になるという話をされていました。そこで、い

わゆるネットワーク方式で動かそうとしているということがわかりました。

さらに今年も雪まつりといって、雪を地域に持ち込んで、子供たちに雪合戦

とかをして遊んでもらうというイベントをされたのですが、そこに７００名

の親子連れが来られたということで、やっぱり楽しい行事をすると勝手に人

が集まってくるので、協議会は楽しくみんなが参加しやすい行事を提供する

ことでたくさんの人に集まってもらって、そこの中から人の繋がりを生み出

していますという話をされていました。同じことを山本小学校区まちづくり

協議会の会長もおっしゃっていました。いわゆる活動の棚卸しをする時に、

いわゆる楽しい行事を残すということがうちの考え方ですとおっしゃってい

ました。どうも協議会でうまくやってらっしゃるところは共通したやり方が

あるということが見えてきましたので、そこを情報提供していただければい

いと思います。 

今日は社協から宮下さんが来られていますが、地域包括ケアシステムの協議

会を立ち上げないという課題がありますけど、そういう時に地区の福祉委員

会とまちづくり協議会がどのように連携していくかというところが、うまく

いくところとそうでないところが出てくると思います。宝塚市で地域とパー

トナーシップを結んでいる全ての部署にヒアリングをさせてもらいました。

どこをパートナーにし、どのようなパートナーシップを結んでいますかと聞

いたところ、本当にたくさんあり、やり方も違うので、このあたりが地域を

混乱させているのではということを調査委員会の報告書にまとめました。こ

の中にも地域で活躍されている方もいらっしゃいますが、市役所側からお願

いをする活動があまりにも多すぎるので、市役所側がこれらを整理する必要
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があると思います。 

先ほどの地域福祉の話の続きで、日本で一番進んでいる市の一つである千葉

県柏市の事例になりますが、地域医療連携室というところが中心に動いてお

り、いわゆる在宅医療を進めていこうと頑張っているのですけど、ここの動

き方が見事な協働のシステムを動かしているなと思いましたので情報提供さ

せていただきます。 

ここも退職された元部長とその部下であった地域医療連携室の室長がキーパ

ーソンなのですが、どうやって在宅医療のシステムを構築しようとされてい

るかというと、顔の見える連携会議と柏市は呼んでいますけど、お医者さん

とか歯科医師、薬剤師、保健師さらには介護士等が集まって、年に数回ワー

クショップをされています。一回あたり２００人ほどの専門職の方が集まり

ワークショップを繰り返しする中で、名前のとおり顔の見える関係をつくっ

ていこうじゃないかということでやってらっしゃいます。これ数年繰り返し

ていくと見事にお互いの顔が見えてきたということなのです。更には、ワー

クショップですからグループで話し合っていきますけど、グループのファシ

リテーターも専門職の方々にお願いしてやっています。今ファシリテーター

をできる方が６０名を超しましたとおっしゃっていました。このファシリテ

ーターはワークショップのファシリテーターをするだけではなく、地域の繋

がりづくりの核になってくださっています。このように見事に地域で回せる

形をつくっています。なぜその情報提供をさせていただいているかというと、

ワークショップをやっているだけでこのように連携がとれているからです。

それも参加者に委ねるワークショップをやっているだけです。その結果、自

分たちの中で勝手に人間関係ができあがってきたのです。更にはファシリテ

ートができる、つまり人を繋げることができる人材が見つかってきたのです。

さらにおもしろいのが豊四季台というニュータウンの中に地域医療連携セン

ターがあるのですが、このセンターは実は医師会の建物となっており、医師

会が医師会館を作ろうとした時に元の部長さんが医師会館を建てるのであれ

ば地域医療連携センターにしてくれませんかとお願いをし、医療連携センタ

ーを設けていただきました。更にいえば、一階に地域医療連携室が入ってい

るのですが、二階には医師会の事務局と歯科医師会の事務局、さらにその隣

に薬剤師会の事務局が入っています。同じ建物の中で市と医師会と歯科医師

会と薬剤師会の事務局の職員さんが毎日顔を合わせており、そこで職員同士

の人間関係もできあがっています。このあたりの仕掛けも見事です。仕掛け

づくりをうまくすれば、物事は勝手に動いていくということなので、そこを

考えて頂ければ嬉しいなと思います。 

知恵アイデアがあれば数人でもおもしろい仕掛けができるという典型的な事

例だと思いましたので情報提供させていただきました。 

そこの室長と話をしていると、毎晩誰かと飲みに行っているとおっしゃって

いました。お酒を飲みながら人間関係をつくっているのですね。そういうこ

とを厭わないことが協働のシステムをつくるきっかけになると思います。 
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先ほどの話に戻りますが、子連れおかんの防災ガイドブックは緒方課長が向

こうにいかれて進められたのですか？ 

 

事 務 局：そうですね。アイデアを持ち寄るなかで、行政と民間とはスピード感も違う

ので、そのあたりの悩みを出しながら、当年度は南海さんがお金を出すけど、

次年度は行政が予算化しようというように、最初から決まっていたというわ

けではなく、そういったプロセスの中で事業化を進めてきました。 

 

久 会 長：柏市もそうですが、協働をご理解いただいて楽しみながらやってもらえる職

員さんじゃないとなかなかしんどいんですよ。これを行事として夜１００日

以上飲みにいけと言われたらかなりきついので、楽しみながらやれる職員さ

んじゃないと協働の仕組みづくりは難しいと思います。そのような前向きな

職員さんが増えてほしいなと期待しています。 

 

玉 﨑 委 員：地域サポーターは一生懸命会議とかでも出てくれています。しかし市の方か

ら制約をかけられており、そういうお付き合いはするなとなっているみたい

です。その時、その場で変えていかないといけないと思います。 

 

事 務 局：河内長野市倫理規定の中で補助金を出している団体との会食は禁止となって

います。これに関して、河内長野市は他市と比べても厳しくなっています。

現在庁内で議論を進めておりますので、ご理解をいただければと思います。 

 

久 会 長：些細なことですが、とても重要なことだと思います。 

      他いかがでしょうか？ 

宮下さん、地域包括ケアシステムの中でまち協に期待することがあればおっ

しゃってください。 

 

宮 下 委 員：私もまちづくり協働会の会議にいっているところといっていないところがあ

りますが、今後は色々なところに行って顔繋ぎをさせていただければと思い

ます。 

 

久 会 長：実は保健師さんもとても重要です。八尾市は出張所に保健師さんを派遣して

います。わざわざ保健師さんをそのために募集しました。地域の方と色々や

るという時に保健師さんがキーパーソンになると思います。南花台でまちの

保健室の話がありましたが、まちの保健室は地域に在住している保健師さん

を配置していこうということなので、ここも団体さんにお願いしている部分

があるのですが、兵庫県の川西市は保健師を退職された方がＮＰＯ法人を立

ち上げて、まちの保健室を担ってくださっています。おそらく河内長野市に

も保健師の資格を持っているが仕事をされていない方がいると思うのでそう

いう方とパートナーシップを結んでいただくのも一つと思いますし、栄養士
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さんで仕事をされていない方もおられるはずなので、協働で何かできる体制

をとっていただければと思います。 

 

 


