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2014 年 2 月 15 日（土） 

 

平成 25 年度 越谷市市民活動支援センター 

市民活動わくわくシンポジウム ～ひろげよう！つなげよう！はばたこう！～ 

 

第一部 基調講演「私の春日部での市民活動と最近の異常気象について」 

講師：平井 信行氏（気象予報士） 

 

椿：皆さん、こんにちは。足元の悪い中、多くの方にお越しいただきまして大変嬉しく思ってお

ります。有意義なお時間をお過しいただけると思いますので、どうぞお楽しみください。お手元

の資料の確認をしたいと思います。お手元に本日のチラシ、次第、パネルディスカッションの資

料 4 部、これはクリアファイルに入っています。そして、アンケート用紙、機関紙がセットにな

っています。資料が足りていない方はお伝え下さい。遅れましたが、本日進行を務めます越谷市

市民活動支援センターの椿と申します。宜しくお願いいたします。これより「市民活動わくわく

シンポジウム～ひろげよう！つなげよう！はばたこう！～」を開催いたします。まず、始めに埼

玉県東部地域振興センター平久江担当部長より開催のご挨拶を申し上げます。 

 

平久江：皆さん、こんにちは。埼玉県東部地域振興センターの平久江と申します。本日は悪天候

の中、このように多くの方に足を運んでいただきまして本当にありがとうございます。このシン

ポジウムですが、昨年に引き続きまして、2 回目の開催という事になるのですが、昨年は越谷市

の単独開催ということで越谷市の方々を対象にしたシンポジウムだったのですが、非常に好評だ

ったということをお伺いしました。もう少しエリアを広げて、交流の場を広げても良いのではな

いかとこちらからご提案をさせていただきまして、今年は県との共催という形にさせていただき

ました。春日部市や草加市周辺の方々にもお声掛けをさせていただいたという所でございます。

本日のシンポジウムは～ひろげよう！つなげよう！はばたこう！～とサブタイトルがついていま

すけれども、人と人との繋がりを広げまして、それを地域づくりの大きな活力として育んでいこ

うというのが今日のテーマであります。一口に地域づくりと申しましても、アプローチの仕方は

様々だと思います。この後、基調講演をいただきます気象予報士の平井様、パネルディスカッシ

ョンでご登壇いただきます越谷おもちゃの病院の野口様をはじめ 5 組のパネリストの皆さまに、

活動内容は本当に様々なのですが、いずれも地域づくり、あるいは地域の活性化ということで精

力的にご活躍されまして、また素晴らしいご成果をあげていらっしゃる方々ばかりです。本日は

貴重なお話を伺う事が出来るチャンスでございまして、主催者としても楽しみにしております。

それから本日最後に交流会ということでお時間を設けさせていただいております。1 時間という

短い時間ではございますが、自由な雰囲気でざっくばらんにご歓談いただき交流を深めていただ
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ければと思います。最後になりますが、このシンポジウムから新たなつながりが生まれて、それ

1 つのムーブメントに発展していくということがあればとご期待申し上げて、非常に簡単ではご

ざいますが開会の挨拶とさせていただきます。皆様、本日はどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

椿：ありがとうございました。それでは第一部の基調講演をお送りいたします。基調講演では、

気象予報士の平井信行さんをお迎えし「私の春日部での市民活動と最近の異常気象について」と

いうテーマでお話いただきます。はじめに平井さんのプロフィールをご紹介させていただきます。

NHK テレビ気象キャスターでいらっしゃいます平井信行さんは春日部親善大使であり NPO 法人

春日部 FM理事、NPO 法人富士山測候所を活用する会理事などでご活動なさっています。執筆活

動や講演、学校出前事業などにおいて精力的にご活躍されています。またマラソンをなさってい

るという噂も私は耳にしています。それではどうぞよろしくお願いします。 

 

平井：お集まりの皆さま、そして関係者の皆様、本日はこの雪の中、多

くの方々にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。平井信

行でございます。私も昨日は大雪当番で、昨日と言いますか今朝まで仕

事していまして、渋谷からなんとか越谷までたどり着けたという状況で

あります。途中事故で高速道路が動かなかったり、私が乗っていたタク

シーが雪の中に突っ込んでボーンと怖い思いをして、何とかたどり着き

ました。その分だけ一生懸命楽しく話をさせていただきますのでよろし

くお願い致します。時間も 50 分程度、短いですからテンポよく話していきたいと思います。簡

単にまず私の自己紹介をさせていただきます。私はですね、NHK のテレビに出始めてもう 19 年

目になります。お陰様です。最初は「おはよう日本」という番組に出はじめて、「おはよう日本」

朝の放送ですね。そこから始めまして、夜の放送、そして「ニュースウォッチ 9」などの放送を

やりまして、今は首都圏の放送をしています。1 日 2 本出ています。月曜から金曜日、18 時前と

19 時前の放送、1 日 2 本やっております。ご覧になっていただいていますでしょうかね。ありが

とうございます。視聴率 100％！ 

それではですね、指し棒の色、皆さん何色かご存知ですか？ 

 

会場：黄色！黒！ 

 

平井：おー素晴らしいですね。6 時前が黄色です。正解です。7 時前は何色かご存知ですか 

 

会場：黒！ 
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平井：素晴らしいですね。黒の玉が付いているんです。オレンジの棒に黒の玉が付いています。

なぜこんな棒の組み合わせになっているか不思議に思いません？オレンジの棒に黒の玉が付いて

いるなんて。本当はオレンジの棒にオレンジの玉が付いていたんですが、7 時前の放送っていう

のはちょっと仕掛けが違うんです。画面を叩けば画面から晴れマーク出てきたり、曇りマーク出

てきたり、マークが飛び出してくるんですね。そこでオレンジの棒で叩いてもあまり反応しない

んです。何色が 1 番相性がいいのかなと試してみたんです。白とか青とか黄色とか、そしたら黒

が 1 番ぴったりだったんですね。と言うことで黒の玉になったんです。画面の後ろに 7 時前の放

送っていうのは赤外線のセンサーが貼ってあって、その赤外線のセンサーの色と反応が一番いい

のが黒だったんですね。こういう裏話がありますのでちょっとご近所の方に教えてあげて。そも

そも私、いつ頃から気象予報士を目指していたかと言いますと中学校 3 年生の時には NHK の気

象キャスターになりたいというふうに思って卒業文集にこのように書いています。「NHK の天気

予報、当時でいう予報官、今でいう気象予報士になりたい」と言うことを夢見てずっと勉強して

きました。何故このような私が中学時代この業界に入りたいと思ったかと言うと、やはり生まれ

育った故郷、ここが大きいかなと思っています。私の生まれ故郷を紹介させていただきます。八

代市、熊本県の。ご存知ですか？熊本県八代市は、九州の山の西側にあるちょうど九州の真ん中、

阿蘇山がある熊本県のちょっと南にある、人口が 15 万人ほどの都市です。この八代という文字

を見て皆さん何かぴんと来ませんか。 

 

会場：八代亜紀 

 

平井：そうです。八代亜紀さんの出身地ですね。八代亜紀さんは芸名で「やしろ」、正式名称は「や

つしろし」といいます。このグラフをご覧ください。横軸が四季、縦軸が雨や雪の量、降水量で

すね。越谷市が青、八代が赤で示しています。6 月、7 月をご覧ください。圧倒的に梅雨の雨は

八代が多くて越谷の 2.8 倍、3 倍くらいですね。ですから私の住んでいる町の川があふれ洪水の

体験などもしまして。そういうこともきっかけで天気の事にどんどん興味関心が沸いてきて、将

来的には災害を少なくするようなそんな立場の人間になりたいと思ってこの業界を志し、お陰様

でその夢が実現したということです。何が言いたいかというと、地域というのは大事だなという

事。生まれ育った場所、それが私たちの原点ではないかなと思いまして、今日のテーマの 1 つで

あります“地域”、大事だなという風に思っています。そして私は今、埼玉県の春日部市に住んでお

ります。春日部に住み始めて、もう同じですね、19 年目になろうとしています。春日部、私の第

2 の故郷になりました。19 年ですから。熊本から出て東京に住み始めて 19 の時ですから、それ

と同じくらい春日部に住んでるんですね。私の両親も一緒に春日部に住んでいます。熊本から呼
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び寄せまして春日部に一緒に住んでいて。ですから私は恐らくもう何もなければ春日部に骨をう

ずめる事になるかと思います。お陰様でご縁がありまして春日部親善大使という役を拝命いたし

まして、春日部のために何とかお役に立ちたいなと思いまして、春日部 FM という NPO 法人を立

ち上げました。これはどういうことかと言うと、春日部の地域の情報を発信していこうじゃない

かと。埼玉県に住んでいますと東京の情報は沢山入ってきますね。ただ地元の情報というのはな

かなか入ってこなくて、私、独立してしばらく自分で 1 人で色々埼玉県内で活動しているうちに

埼玉県の情報ってどうやったら手に入るのか、そういう疑問が沸いてきまして。もちろん埼玉新

聞さんとか地域のコミュニティ紙、色々あるんですけれど、だったら私達で情報を発信できるよ

うになりたいなと思って春日部 FM、最初はそういうラジオの放送局を立ち上げようと。ラジオは

災害にも強いし、地域の活性化にもつながるしと思って立ち上げた次第であります。 

今はだいぶ流れが変わってきました。やはりパソコンですとか、携帯ですとか、そういう色んな

所で地元の情報が入るようになってきて、ちょっと方向転換しようじゃないかと言う風に思いま

して今度はこんなクラブを立上げました。「春日部 FM」、FM は変わらないんですよ。FM の上に

フェルマータと書いてある。フェルマータってご存知ですか？音楽の記号、音楽でフェルマータ

というと伸ばすという意味。可能性を伸ばす、地域の子ども達、皆さんの可能性を伸ばす、そん

なクラブを立ち上げようということで、立ち上がって 3 年経ちます。お陰様で子ども達が集まっ

てここで心技体、色んな勉強をしながら可能性を伸していこうと、そういう取り組みをやってい

ます。もちろん皆さん、春日部市民でなくてもどなたでも入れます。是非と一度お越しになって

見学していただければありがたいなと思っています。このメンバーというのはどういうメンバー

で構成しているのかと言いますと、歌手や大学の先生、スポーツ選手、ラジオのパーソナリティ

ーなど後程ご紹介しますが、そういった人が先生となって、子供から大人まで一緒になって勉強

します。そこが面白いとこかなと。学校ですと子どもだけ、あるいはシニア大学ですと大人だけ

となりますけど、大人と子ども一緒にやっちゃうんです。そうすることによって、縦のつながり、

あるいは年配の方から色々教わったり、逆に子どもから色々教わる事あるかなと思いますが、そ

ういう風なコンセプトでいま活動をやっています。是非ともお声を掛けて下さい。「春日部フェル

マータクラブ」。心技体、可能性を伸ばす倶楽部。心技体、心の教育、技術的な教育、体力、これ

1 番大事なのは、体力必要ですから、この 3 つを伸ばす。そんな教育活動をやっております。私

達のフェルマータクラブで日頃大切にしている事があります。子ども達にいつも教えている事、

あるいは大人でもそうです。挨拶を元気良くやろう、クラブに集まったら「こんにちは」元気良

くやろうじゃないか、とこういうことをやっています。あと、周りに迷惑かけちゃいけませんよ、

目上の人を敬い年下の人を面倒見る、子ども達でも本当に小学校 1 年生から中学生までいますか

ら、上の子は下の子の面倒をみて、下の子は「お兄ちゃんお姉ちゃんすごいな」なんか昔よくあ

ったそういう上と下とのつながりを大事にしたいなと、自然を大事に。そして身の回りの物を大
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事にする。こんなことを常日頃教えるようにしています。講師陣はこんな講師陣が代表的です。

私はレギュラー講師として天気の話をしたり、あるいは先程マラソンが趣味と紹介していただき

ましたがマラソンを教えたりしています。それから、あいざわ元気さん、ラジオのパーソナリテ

ィーですね。元 NACK５のパーソナリティーをやっていたあいざわ元気さん、この方が今、俳優

活動もやっておられまして言葉の大切さ、そういう事を教えています。須田みづきさん音楽、子

ども大好きですね。あと、シンガーソングライターとか、映画のディレクターの人、それから元

アメフトのプレイヤーとか、そうした人からスポーツであったり、歌であったり、あと画家の人

を呼んで絵を描いたり、毎週メニューが違っていろんな勉強をしている、そんな会であります。

例えばこんな感じです。春日部に住んでいる外国から来た人がいまして、この人から英語を教わ

ったり、あるいは、もちろん勉強もちょっとしなければいけない。漢字の練習とか算数の計算と

かそんなこともやります。これは私です。天気のレッスンですね。天気の勉強。これはスポーツ

です。春日部市の指導員の方々と協力していろんなスポーツを体験するというレッスンです。そ

れからこれが道徳のレッスンですね。やはり心の教育は大事かなと思いまして、道徳のレッスン。

そしてこれが音楽、歌も歌いますね。そして、これが最後になりますが、春日部市のこと。やっ

ぱり春日部で生まれ育ったからには、春日部の事をもっと知ってもらおう、地元のことを知るこ

とが一番大事だと。よく郷土を愛するとか言いますけど、地元をやっぱり愛さなければ駄目だと。

埼玉県民の特徴としてよく言われるのが、どこ出身と言われると、なかなか自分の出身言えない

んですよね、埼玉県民って。何かこうマイナス思考を持っている人も中にはいらっしゃいますが、

そうじゃなくて堂々と「埼玉県だよ、春日部市だよ」と言えるような子ども達であって欲しいな

と地元の事を勉強している、そんなレッスンをやっております。はい、以上が私の市民活動の 1

つを紹介させていただきました。 

これから先はですね、今日のもう 1 つのテーマであります“災害・防災”こういった観点から話を

していきたいと思います。最近の異常気象、きょうは大雪で春日部市内、越谷市内も銀世界で、

東京も 27cm の積雪。先週の土曜日に 45 年ぶりに 27cm と放送しましたけれど、それと同じレ

ベルの雪がまた積もってしまいました。その時の天気図を持ってきました、今日の天気図です。

まず、最初に見ていただきたいのは、積雪の記録が今日、観測史上最も多かった地域はどこかと

言いますと、熊谷。これまだ朝の時点で、です。今まだ増えているかもしれませんが朝の時点で

62cm、大人の膝の上くらいですね。秩父 98cm、１ｍ近く積もっています。これはいずれも観測

史上最も多い積雪でした。そして、越谷のデータを調べますと、降水量。降水量というのは雨と

雪を水に融かして深さミリメートルで、深さで表した量でして、越谷 2 月の観測史上最多でした。

これも朝の時点で 98.5mm、恐らく 100mm を超えたんじゃないですかね。ものすごい雪が降っ

て、ものすごい雨が降ったということがこの状況からも分かりますが、それをもたらしたのがこ

の低気圧。南岸低気圧ってご存知ですか？この時期は冬の空気が日本付近にあって、南には春の
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空気があって、ぶつかりあうと南岸で低気圧が発達するんです。そうしますと大雨や大雪になる。

先週の大雪の時もこのパターン。今回も全く同じパターンで、まあ今回は若干北を通っています

ので早めに雨に変わってくれた。もしこれがもっと南を通ったら、この間以上の大雪になってい

たかもしれません。実際、山梨県の甲府では１ｍを越えました。これは観測史上最も多かったで

す。この様に地域によってはこの間の大雪を越えたという場所もありました。この後はですね、

何の話をするかと言いますと、越谷というと暑さ、あと去年の秋、9 月の始めですが竜巻の被害

もありました。その 2 つのことを話してお終いにしたいと思います。まずは、去年の夏の猛暑を

振り返っていきましょう。データは気象庁のデータをお借りしております。去年の夏はどんな夏

だったのかと言いますと、全国的に暑い夏だったというふうに言えます。皆さん“平年”という言

葉をご存知ですか。何年の平均だかご存知ですか。 

 

会場：10 年、30 年。 

 

平井：良くご存知ですね、10 年と 30 年が出ました。30 年が正しいんです。なぜ 30 年の平均を

“平年”というかお分かりですか。気象庁ができてから。いや、もっと古いです。100 年以上経っ

ています。30 年というのは 1 つの世代の共通の感覚になっています。世代交代は 30 年サイクル

で起こる、これ世界共通の数字です。30 年平均。だから 30 年の平均を取ればだいたい 1 つの世

代の人が、「あ、平年並みはこんなものか。これより高ければ暑いんだ、これより低ければ寒いん

だ」ということを感じる、だから 30 年の平均をとる、という風に言っています。この 30 年の平

均の差を分布図にしました。これは去年の 6 月から 8 月、6、7、8 の 3 ヶ月間を夏と言います。

夏は 6 月から計算するのですが、その３ヶ月間の気温を平年と比べたら、みんな平年より高かっ

た。オレンジと赤ばかり。北海道から沖縄まで全国的に暑かったということが言えます。中でも

埼玉県はこんなふうにして赤やオレンジが固まっていて、平年よりも 1 度以上高かった、そんな

夏であったということが言えるかと思います。去年の夏の暑さと言うのは、やはり暑さにも周期

があるんですね、暑くなったり涼しくなったり、ひと夏でもずーっと暑いって夏は珍しいですね。

去年の夏、特に 7 月から 8 月にかけての暑さが特に顕著に出ていましたものですから、グラフを

持ってきました。上からですね、上が北日本ですよ。真ん中が東日本、その次が西日本、沖縄奄

美、4 つに分けます。私たち埼玉県は東日本に入ります。こちらから 7 月、8 月、9 月という風

に３ヶ月に分けてあります。平年より高い所をオレンジ色、低い所をブルーにしていまして、高

い所に 2 つ山があるのが分かります。7 月の始め頃と 8 月の半ば頃、つまり去年の夏というのは

2 段階猛暑でした。（スタッフが手差棒をお渡し）やはり指し棒があると良いですね、落ち着く（笑）。

去年の夏は 2 段階猛暑、1 回目は 7 月の頭、ちょうど梅雨が明けた頃にぐっと暑くなって、その

あと 1 回落ち着いたんですけれども、お盆の前からまたぐーっと盛り返してまた暑くなった。こ
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ういう 2 回の山がありました。そんな中どんな現象が起こったか、皆さん記憶にありますか。高

知県四万十市西土佐、最高気温 41 度。国内最高気温を更新しました。それまではどこでしたか。

そう、埼玉県民なら皆さん熊谷って分かりますよね、熊谷の人は本当に残念がっていましたね「抜

かれちゃったー」って。でもまたこれ、いずれ抜き返す時期があるかと思います。時間の問題だ

と思います。どこかまた記録を更新します、熊谷以外でも。41 度、国内最高気温でした。そして、

越谷のデータを見て行きましょう。去年の夏、越谷のアメダス、ある場所分かりますか。ここか

らすぐ行って川の側の市役所の裏側にあります。写真で後程ご覧になってください。まず、猛暑。

猛暑日って何度かお分かりですか。良くご存知ですね。最高気温が 35 度以上。何日あったかと

いうと、20 日、これまでで 5 番目に多い記録でした。真夏日は何度以上ですか。30 度以上、66

回もあったんです、これまでで 7 番目に多い。熱帯夜は何度ですか、最低気温が 25 度以上を熱

帯夜と言います。これが 16 回ありました。こんな暑かった夏だったんですね、越谷で言えば。

そんな中、最高気温が 38 度 8 分というのがあって、これは 8 月 10 日に観測されています。2 段

階猛暑の 2 回目の時に 38 度 8 分。これが越谷の観測史上 5 番目に高い記録でした。去年の夏は

こうやってみるとやはり越谷も暑かったということがお分かりいただけるかと思います。じゃあ、

なぜ暑かったのかというのを、まずアジア地域の周辺の天気から分析してみましょう。色々図が

書いてありますが、分かりやすく言うと、東南アジアの天気が日本の猛暑をもたらしたというこ

とです。更に詳しく言うと、東南アジアで沢山雲ができたために日本付近は暑くなった。じゃあ、

何故雲はできたかと言うと、後程説明しますが、海の水温が高くてここで上昇気流ができました。

つまり熱帯の空気が上昇して、ぐーっと来て、どこに吹き降りたかと言うと日本列島に吹き降り

るんです。つまり、熱帯の空気がはるばる日本列島の上空から吹き降りてきたんです。だから暑

くなって上空から吹き降りてくると下降気流、高気圧が強まる。このために日本列島は暑くなっ

て地上から上空まで、背の高い高気圧に、強力な高気圧に覆われて暑さが厳しかったという結果

だったんですね。日本からちょっと離れたこんな地域の天候も日本に影響を与えている。地球と

いうのは本当に国境はないと言うのがよく分かるかと思います。じゃあ、その雲の様子をご覧な

っていただきましょう。日本がどこにあるかというと、この地球の上の方、ここです。そして東

南アジア見てください、雲が沢山ありますね。ここは台風の巣でもあります。こういったところ

に台風が出来るんですけど、台風が渦を巻いていますね。こういった所で台風も含めて雲が沢山

できると日本付近雲は全くありません。つまり、高気圧が強力なので雲ができない。日照りが続

いて猛暑になる。ここで雲が出来ると日本付近は猛暑になる、こういう関係にある。じゃあ、何

故ここで雲が沢山できたかというと、先程、海水温が高かったという話をしましたね。見てゆき

ましょう。これは去年の 7 月、海の水温を平年と比べて高い所をオレンジ、暖色系、低い所を寒

色系で示していまして、日本は何処にあるかというと、ここです。わかりますか？そして、大事

なのはここなんです。日本の天候に影響を与えるのはここの水温、高いですね。オレンジ。ここ
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でオレンジ色になっていて、この熱と水蒸気が、つまり水温が高いために熱と水蒸気がいっぱい

あるんです。そうしますと雲ができて上昇して日本付近に吹き降りる、そういう図式が成り立つ

訳ですね。皆さん、大丈夫ですか。わかりましたか？ 

 

会場：なぜ、日本に来るんですか？もっと西に行くのではないのですか？ 

 

平井：もちろん、南の方にも行きます。あちこちに吹き出します。その一部が日本にやってきま

す。日本の高気圧を強めると言うことになります。さぁ、見ていきましょう。今度は長い目で見

ていきます。そもそもこの暑さというのは去年始まったという訳ではなくて、段々、日本の夏も

暑くなってきているという話を今からしていきます。やはり、1 つは地球温暖化も影響している

ということが言えます。どういうことかと言うと、これは夏の平均気温 6 月～8 月までの平均気

温を見ていくと、100 年間でおよそ 1 度上昇しています。皆さん、たった 1 度かとおっしゃいま

す。この 1 度というのが非常に大きいです。このグラフをご覧ください。100 年前、1900 年頃

気温というのは年々の変動というのがありますからこのグレーが年々の変動です。それをもっと

滑らかにしたのが、ブルーの変動です。もちろん温暖化だけではなく、太陽活動の変化ですとか、

あるいは火山活動の変化で波打ちながら変化していきます。その中で平均化したのが赤の線。こ

れを見ると 100 年間で１度上昇しています。温暖化というのはこういう長い期間の気温の傾向を

見て温暖化といいます。それが、たまたまここ 10 年の気温が下がっているからといって寒冷化

とは言いません。最低限 100 年レベルの観測年代の記録の中で議論します。そして、見てくださ

い。1 度が以下に大きいか。100 年前、1900 年頃の猛暑はここですよね。1900 年頃の猛暑は今

どうなるのか、横移動していきます。今、冷夏なんです。100 年前程の猛暑は今は冷夏。それだ

け 100 年に 1 度というのは大きいのです。年々温度が上昇しているが故に先程、多治見と熊谷が

40.9 度。これを超えて、高知県西土佐市で 41 度を記録したと。これも破られるのは時間の問題

だというふうに思います。さて、越谷の観測所のポイントの写真をご覧ください。ちょうど市役

所の裏側に越谷の地域気象観測所というのがあります。今、この看板あるのでしょうかね。私、

行った時にはこの看板があったので、これを撮ってきましたけれども。越谷も実は暑い所。最高

気温がかつて 40.4 度と 2007 年 8 月 16 日に観測されています。国内で歴代 9 番目に暑い所が越

谷です。なんで越谷が暑いか疑問に思いませんか。住宅街で環境も良いのに。なんで越谷は暑い

のでしょう。どうしてだと思いますか。それには秘密があります。実は暑さに国境はないんです。

県境もないんです。地球温暖化がそうですね。地球温暖化というのは二酸化炭素などの温室効果

ガスの増加に伴って気温が地球全体上がることを言います。埼玉県が暑いのは地球温暖化に加え

て、都市温暖化が加わってダブルパンチを受けているんです。2 つの温暖化が存在します。特に

どういった所から熱が来るかというと、東京湾周辺の都市部の熱、よく埼玉都民と言いますよね。



9 

私もその 1 人ですけれども、普段は埼玉に住んでいて昼間になるとこっちで活動します。昼間私

達が元気に活動した結果熱が出ます。この熱が実は埼玉県に逆流してやって来ているんです。戻

ってきているんです。ここで活動すると言うことはビルからの熱、車からの熱、アスファルトに

覆われてコンクリートで木が少ない、水が少ない、川には蓋がしてある、そういう環境の中で、

熱がたまり易いんです。ヒートアイランドです。熱の島ヒートアイランド、なんでヒートアイラ

ンドと言うかと言いますと、都市部を中心に気温を測りますと同心円状に島のように書けるんで

す、等温線が。だからヒートアイランドと言うんですね。このヒートアイランドの影響で熱が埼

玉県にぐーっと流れ込んできて、越谷も含めた埼玉県、あるいは群馬県の舘林だとかそういった

所が暑くなるんです。ですから、暑さ対策というのは自分の県だけ頑張っても駄目で、都や周辺

の県、もちろん地球全体、国境を越えて手を取り合って仲良くしながら対策を取らなければなら

ない。暑さにはそうやって仲良く協力することが大事、そうすることで始めて和らいでいくとい

うことになります。越谷は実際どうなっているか調べてみたところ、暑くなっていますね。先程、

猛暑日 35 度以上という話をしましたけれども、猛暑日の観測された回数を 10 年ごとにまとめて

みました。1978 年から 10 年ごとにまとめますとやっぱり多くなっているんですね。10 年事で

すから 10 で割ると 1 年平均、4 回、9 回、10 回、それくらいのレベルで増えている。もっと最

近増えてきていると思いますが、段々増えてきているというのが分かったと思います。越谷も地

球温暖化、都市温暖化の影響を受けて、年々暑くなってきているということでした。以上が猛暑

の話をいたしました。 

最後の話になりますけれど、ここからは越谷で去年の 9 月の 2 日に起こった竜巻の被害の例です

とか、なぜ起こったのか、これを説明しておしまいにしたいと思います。竜巻ご覧になった方い

らっしゃいますか？何人くらい… 

 

会場：挙手 

 

平井：結構多いですね。それは、この間の竜巻ですか？ 

 

会場：はい 

 

平井：そうですか。 

 

会場：大袋で。 

 

平井：ああ大袋ですね、大袋の駅ちょうど通りましたもんね。そうですか。私はライブカメラで
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東京湾に出来ている竜巻の渦巻きを見たことがあります、ライブカメラを通して。ライブカメラ

というのは、実際の生放送のカメラで、竜巻があるからそこ撮ろうっていったら、こんな渦巻い

ている大きな竜巻が東京湾にできていて、それを撮ったんですね。実際に肉眼では見たことはな

いですね。竜巻っていうのは必ず親雲があります、積乱雲の事です、親雲。上空に雲が無くて渦

を巻いているのは竜巻とは言わないんです。よく学校のグランドでクルクル巻いていますね、葉

っぱがクルクル回っていたり、あるいはテントがたまにぴゅーっと飛んでいったりします、あれ

はつむじ風。ですから、あの程度の風ですとせいぜいテントが吹き飛ぶくらい、ちょっとケガ人

が出るくらいですけれども、竜巻は命を失ってしまうくらい人が簡単に吹き飛んで命を失ってし

まう、それくらいのレベルの強風が吹きます。必ず上空に積乱雲と呼ばれる巨大な雲が存在する

んです。この雲の元では竜巻が起こりやすい。積乱雲と言いますと竜巻に限らず夏は越谷でも激

しい雷雨が降りますね、雷が起こります。そうした激しい現象をもたらすものの 1 つであります

けれども、この積乱雲と呼ばれる親雲が必ず存在して、その下でできるのが竜巻です。これが竜

巻の写真です。私の友人が撮った海外での竜巻。必ず親雲があって、親雲からぎゅーっと伸びて

地面に達していますね。これ地面に達していないと竜巻とは言わないんです。地面に達して初め

て竜巻と言います。巨大な積乱雲というのはものすごい上昇気流を持っていますから、何かのき

っかけで渦巻きがあるとこの渦巻きを上昇気流によって引き伸ばすんです、ぐーっと。そうする

とどうなるかというと回転が速くなるんです。今ちょうどオリンピックやっていますね、オリン

ピックで（フィギュアスケート？）最後のフィニッシュの時に大きく手を伸ばして回っていて、

最後だんだん手を小さくするとクルクルクルクルと回転が速くなりますね。あれと同じ原理です、

竜巻というのは。回転が速くなる、小さくなれば回転が速くなる。つまりそれは渦巻きが最初大

きく巻いていたのですけども、上昇気流によって引き伸ばされて小さく回転するために、ものす

ごく回転が速くなって風が強まる、これが竜巻なんです。だから親雲、積乱雲の強い上昇気流が

必要なんです。そのあたりのグランドで巻いているつむじ風は、親雲がないがためにあの程度で

納まっているんです。もしあの上空に積乱雲がやってきて上昇気流が起こったら竜巻が起きるか

もしれません。さあ、この竜巻、越谷の竜巻の被害の分布図を赤で示します。被害の長さがだい

たい 19km、幅が 100mから 200m。竜巻の被害っていうのはこのように幅が狭いんですけれど

も、長―く直線状に起こるというのが竜巻の特徴です、被害が。ですが、ここからちょっと離れ

たら全く影響ないんですね。この竜巻、どこから始まったかと言いますと、ちょうど埼玉スタジ

アムの近くから始まっています。そして大袋、ここ大袋駅です、大袋駅の南側を通って、ここが

4 号線バイパス、こっちが旧 4 号線ですね、春日部へ向かう…。こっちの 4 号線バイパスを横切

って行って、松伏に行って野田に行って、茨城県の南部まで達した。19 km。時速 40 km です。

ですから竜巻がもし見えたとします、皆さん竜巻がどっちに動いているかご覧になってください。

もし自分の方向に向かってきたらどう逃げますか。同じ方向に逃げたら絶対追いつかれます。時
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速 40 km ですから追いつきます。どっちへ逃げますか。直角に避ければいいんです。こう向かっ

てきたら、向こうかこっち、直角に逃げる。これが大事です。で、頑丈な建物の中に入るのが一

番の避難方法です。この竜巻の規模というのが推定されていまして、ここに書いてありますね

『F2』。この意味を説明しましょう。『F2』の Fというのは『フジタ』の頭文字、略です。藤田さ

んという人は竜巻の研究の世界的な大家、アメリカに行って竜巻の研究をされた大家なのですが、

その藤田さんが竜巻の被害の現場を何回も観に行って、被害の状況から逆に風速を推定する方法

をあみ出したんです。これが『F スケール』と言いまして、世界的な竜巻の基準になっています

今。日本人ってすごいですね。この藤田さんの被害の推定ランクで『F2』というのは F0 から F5

まであるのですが、0、1、2、下から 3 番目のレベルの強さだったと推定されました。被害の状

況からこのようにランクを決めていって、この『F2』というのは、風速が 50m から 60mに相当

するというふうに言われております。竜巻というのは局地的にしか吹かないので、風速計に引っ

かからないんですね。風速の観測ポイントが越谷にあったとしても、全く風が吹かないんです。

その上を通ったとしたら風が吹きますけれど、殆ど通らない、観測網の網の目をくぐり抜けて行

く訳ですから。被害の状況から風速を推定するということです。実際に被害のあった場所に私も

行って参りました。大袋の駅からずっと東の方へ走りながらカメラを持って、パシパシ撮らせて

いただきました。その被害の状況をご覧になっていただきましょう。これをご覧になっておしま

いにしたいと思います。まずこれはですね、テニスコートの鉄筋コンクリートの柱が根元から折

れていますね、これもそうです。鉄筋コンクリートが簡単に折れてしまうほどの風の強さでした。

それから家、ちょうど修理中だったんですけれども、この 3 件までは被害を受けていて、こっち

から向こうは全く被害を受けていない。竜巻というのはこういう特徴がありまして、ほんとちょ

っとずれれば、被害から免れるという。もう 1 つ竜巻の特徴、現地に行って感じたことはですね、

前が空き地であったり、道路であったり、開けた場所であったりすると、渦巻きが直接ぶつかっ

てそこの場所の被害が一番大きいんです。で、この家の裏側に行くとだんだん被害が小さくなり

ます。だから前が開けた場所の家というのは当然被害を強く受けますね。竜巻の被害を強く受け

やすいと言うことが言えます。後もう 1 つ、下と上どっちが被害が大きいかというと、上が大き

いんです。1 階よりも 2 階が大きい。じゃあ、逆に考えれば、もし建物の中に避難するならば、2

階よりも 1 階に避難すればいい訳です。ただこうやって、窓ガラスも何もかも突き破ります、竜

巻の風というのは。じゃあ、どうすればいいかというと、この窓から離れた場所にできるだけ隠

れる、押し入れの中とか、あるいはトイレの中とか、風呂の浴槽の中に蓋をして毛布かぶって隠

れるというのが、今、日本で出来る最善の方法かなと思います。アメリカみたいに地下にシェル

ターがある訳ではありませんので、今の避難の仕方としてはそれがベターかなと思います。これ

が看板です。看板がこのように違った方向にねじれていますね。風が渦巻いているものですから、

これは向こうの方向に、これは斜めの方向に倒れている様子が分かります。そして越谷の学校の
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給食センターがあるんですが、その窓ガラスがこんな風にして全部割れていましたね。ビニール

で覆われている所がそうですね。そしてこれは金網ですけど、金網がこの根元から折れています。

ふつう金網ってこういう網目状の物って風を通す訳ですけれども、これも根元から折れるくらい

の風圧がかかったということです。あと、やっぱり農業の被害も出ていましたね。稲がちょうど

収穫の前の時期で倒れていました。これずっと見ますと、竜巻の通った道ここだけずーっと稲が

倒れて、向こう側に壊れた家がいっぱいあるんです。以上が竜巻の写真。では竜巻って一体全体

どんな気象条件の時に起こるのか、これを見て行きたいと思いますが、9 月に最も多いんです。

なぜ 9 月に最も多いかと言いますと、台風に伴って発生することが多いんですね。台風と言いま

しても、台風が近くにある時ではない、台風が遠くに離れている時に起こるんです。竜巻ってい

うのは。台風の中心から東側 4、500kmが最も竜巻が起こりやすい場所なんです。ですから台風

というのは何も上陸しなくても被害が出るんです。遠くに、紀伊半島ぐらいの範囲でも被害が起

こる。あの時 9 月 2 日、台風がどこにあったかというと沖縄に台風はあった。こんな遠くに離れ

ていても、北に前線があって台風の東側っていうのは南風が吹きますね。この南風が流れ込んで、

不安定な大気の状態がこの時起こっています。その時の雲の様子を見てみましょう。前線に沿う

ように雲が日本列島にかかっていますが、その南に台風があります。関東だけ見ますと、多くの

所が晴れていますね。この晴れているのが竜巻を引き起こした原因の 1 つではないかと見られて

います。ここに小さな雲があります。これが竜巻の親雲である積乱雲なんです。その時の雨雲を

保存しておきましたのでご覧ください。前線に伴う雨雲はこれです。これとは別にここだけにな

んだか局地的に発達した雨雲があります。これが竜巻を引き起こした雲です。じゃ、何でこんな

ところにポツンと発達した雨雲ができたのか、これが越谷にやって来たのかと言いますと、風の

分布を見るとそのあたりがよく分かります。ちょうど私が棒で指したところの北と南の風の向き

をご覧ください。どうなっていますか。この棒で指した所より南、南風が吹いていますね。北側

は北風が吹いています。ちょうど風がぶつかり合っていたんです。こういった所は大気の状態が

非常に不安定なんですね。ただでさえ台風が沖縄にあって湿った空気が日本付近に流れ込んでい

るところに、こうした局地的な風のぶつかり合いというのが、発達した積乱雲を作りだしたと言

うことが言えます。もう 1 つ、この北風と南風を境にして、気温の差も出てきている。ご覧くだ

さい。南風が吹いたところは、オレンジよりももっと濃い赤、30 度以上、ここから北は 30 度以

下。越谷はここです、観測ポイント。越谷は当日 33 度 4 分、それからちょっと北に離れた久喜

市は 27 度 5 分、さいたま市 26 度、たったこれだけの範囲で、7 度くらいの温度差があるんです

ね。これは大きいですね。この温度差が、つまり違った空気のぶつかり合いが、いわば局地的な

前線が出来て行く、これが竜巻の元となる親雲を作りだしていた、ということが言えます。じゃ

あ、そもそもこの竜巻というのはどこで起きるのかと言いますと、日本列島どこでも起こるんで

す。ご覧ください、北海道から沖縄まで竜巻の起こった地点を赤で示していますが、どこでも起
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こります。おもに海岸沿いで沢山起こっているのが解りますね。なぜ海岸沿いでいっぱい起こる

かというと、海っていうのは摩擦が無いので渦を巻きやすいんです。遮る物がないので渦を巻き

やすい。ですけれども、例外が 1 つだけあります。関東を見てください。内陸まで竜巻が発生し

ています。関東は平原地帯なんです。だから渦を巻きやすい場所、しかも暑い所、熱を持った平

原地帯ですからフライパンの上のような場所です、ここで竜巻が起こりやすいんですね。ですか

ら埼玉県というのは実は竜巻が起こりやすい、そんな地理的な条件にある訳です。さあ、最初に

もお伝えしました竜巻がいつ起こりやすいのかというと、棒グラフで示してみました。1 月から

12 月の中で最も多いのが 9 月。台風に伴って起こりやすい。台風が遠くに離れてある時は、なん

かモクモクした雲が出た時は「竜巻が起こるかもね」と思って下さい。そして最も起こりやすい

時間帯。これで最後にしましょうね。これはいつか。圧倒的に午後です。つまり、日が昇って最

も気温が高くなる午後、これ上が 0 時で下が 4 時で、ここ午後 1 時から 2 時、ちょうど今の時間

帯です。今日は起こりません。大丈夫、今の段階では起こりません。ご安心ください。午後とい

うと最も気温が高くなって、夏でいう夕立が起こり始める頃、この頃に竜巻が起こり易いという

ことが言えます。はい。駆け足でお伝えしました。私の春日部での活動、そして今日の雪、記録

的だったこと、更に夏の暑さ、まだまだ今後もあるよ、そして竜巻は埼玉県は起こり易い地域で

あるということをお伝えしました。いかがでしたでしょうか。時間が参りました。ちょうど 1 時

50 分、55 分になろうとしていますが話をおしまいにしたいと思います。最後までご清聴いただ

きましてありがとうございました。 

 

椿：ありがとうございました。平井さんのお話を伺って、1 人ひとりの気持ちが重なれば、少し

ずつ大きな力を持つことが出来る様な気がして参りました。どうもありがとうございます。今一

度、平井さんに大きな拍手をお願いします。それでは少しの間休憩を取り会場を整えます。おト

イレに行かれる方は後ろの方にございますのでどうぞご利用ください。14 時より、第 2 部のパネ

ルディスカッションを開催いたします。 
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■第 1 部 基調講演の様子 
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椿：時間になりましたので、第 2 部パネルディスカッションを始めます。よろしくお願いいたし

ます。先程、ご講演をいただきました平井信行さんにもご同席いただき、コーディネーターに越

谷おもちゃの病院 野口和幸さん、パネリストに 5 団体、越谷レイクタウンふるさとプロジェク

ト 三澤善道さん、大場中央自治会自主防犯パトロール隊 佐々木輝夫さん、NPO 法人 松原団

地見守りネットワーク 布施郡二さん、獨協大学高松ゼミ 学生 5 名、イオンモール㈱イオンレ

イクタウン活性化プロジェクト 金岡正浩さんをパネリストにお迎えし開催いたします。それで

は、ここからの進行はコーディネーター野口さんにお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

野口：皆さん、こんにちは！座らせていただきます。よろしくお願いいた

します。ここから、バトンタッチをさせていただきます。平井さんにも基

調講演の後、パネルディスカッションに参加していただきます。本日、コ

ーディネーターを務めさせていただきます“越谷おもちゃの病院”で代表

をさせていただいております野口和幸と申します。よろしくお願いいたし

ます。本日、本当に天気の悪い中、大勢の皆様にお越しいただきまして、

私もどんな格好をしていこうかなぁと思いまして、雪ですから、紺で来よ

うかと思ったのですが、コーディネーターということですから、皆さんの前であまり砕けた格好

もいけないと思いますし、どうしようかなと思って、普段の私をご存じの方は『あぁ～』と思わ

れるかも知れないのですが、保育関係の仕事をしておりますので、あんまり凜とした格好をした

ことがないんですよ。一応ネクタイだけさせていただきました。このネクタイ、今日のためにで

すね、あまり持ってないものですから探しに探してですね、探してきました。勝負ネクタイです。

バッチリ決めて、『さぁ行こう』としましたら、中 3 になる子供がですね、『何、このネクタイ！』

って言うんですよ。どうです？皆さん。（会場とのやり取り及び平井氏）いいですよね！平井さん！

強引に合意に取り付けてしまったのですが、こんな私が今日、コーディネーターを務めさせてい

ただきますので、気軽に楽しくパネラーの方達と会場にご参加いただいている皆さんと和気藹々
あいあい

と進めて参りますので重ねてよろしくお願いたします。さっそく参ります。「市民活動わくわくシ

ンポジウム」本日のパネルディスカッションのテーマですけれども、チラシにもあります『みん

なでつながる未来への一歩』です。本日は埼玉県東部地域振興センターと越谷市市民活動支援セ

ンターの共催ということです。会場の皆さん、今日雪が凄かったですけれども、皆さんどちらか

らいらっしゃっていますかね。「越谷だよ」という方、「近くから来たよ」という方？（参加者へ

向けて）どちらから？ 

 

会場：草加です。 

 



16 

野口：近隣から来られて。『本日の参加者の中で、一番遠くから来ているのではないか？』という

方。どなたかいらっしゃいますか？いらっしゃらないですか？皆さん。草加、越谷？（参加者へ

向けて）どうですか？どちらから？ 

 

会場：茨城です。 

 

野口：茨城！？茨城のどちらからですか？ 

 

会場：つくばみらい市から。 

 

野口：筑波から。ありがとうございます。拍手をお願いします。茨城より遠くから来た方いらっ

しゃいますか？いらっしゃらない。では、私から彼にですね、【遠来賞】ということで、プレゼン

トを。バレンタインもらった？お名前は？ 

 

相手：K です。 

 

野口：K さんにもう一度拍手を。前置きは長くなってしまいましたが、パネリストの皆さんはど

ちらからご参加でしょう？大場中央自治会の佐々木さん、あと平井さんは春日部ですよね。 

 

平井：春日部です。 

 

野口：三澤さんはお住まいはどちらですか？ 

 

三澤：神明町です。桜で有名な所です。 

 

野口：金岡さんは？ 

 

金岡：私は茨城県つくば市です。 

 

野口：あららら（会場・笑）筑波からありがとうございます。ゼミの方、伊勢さんはどちらから？ 

 

伊勢：僕は、東京の江戸川区からです。 
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野口：遠くから来ていらっしゃるんですね。 

 

学生（男）：僕も（伊勢君と）同じです。（女）：越谷です。（女）：千葉の我孫子です。 

 

野口：ありがとうございます。布施さんは草加ですよね？ 

 

布施：松原団地です。 

 

野口：松原団地ですからね。あ、そうか！という感じです（会場・笑）皆さん、遠くから来てい

ただきました。ありがとうございます。それでは、今日のチラシの大見出しには“地域に根をはろ

う”と、大きな木の根っこも載っておりますけれども、皆さんの中でもう既に地域の活動に参加さ

れているんだという方、市民活動しているよ、地域の人とボランティア活動しているよ、という

方はどのくらいいらっしゃいますか？（会場：挙手）半分くらいですかね。逆に特に活動はして

いないんだけれども、今日、話を聞いてみようかな、とお越しいただいた方はどのくらいいらっ

しゃるのでしょう？（会場：挙手）元気に挙げていただいたそちらの男性の方。まだ特に活動は

なさってなくて？ 

 

男性：はい 

 

野口：一歩踏み出せない心配とか不安みたいなことが何かあるんですか？ 

 

男性：やはり、職場が終わりまして、まだ 2 年くらいなので地域の方と交流ができないというか、

本人としても気持ち的に今一歩踏み出せないのです。性格もあるものですから。それを直さない

となかなか参加できないかなと思って今日参加させていただいています。 

 

野口：なるほど。では、今日一歩踏み出したんですね。はい、ありがとうございます。あと、ま

だ参加したことないんだけれども、という方がいらっしゃいましたよね。どなたか…下向かれち

ゃいましたね。（会場・笑）分かりました。ありがとうございます。会社をリタイヤされたとか、

時間が出来た、後は自分に何ができるのかな、どんな活動があるのかなと、今日ご参加下さった

方もいらっしゃるようですし、既にご参加いただいている方も皆さんパネリストの方のお話を聞

いて、これから何か新しいものが作れるかなと期待してご参加していただいているかと思います。

その所も踏まえながら、是非ディスカッションをご参加いただいている皆さんと一緒に進めてい

けたらなと思っております。では、パネラーの皆さんにそれぞれ活動の報告をしていただこうと
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思っております。それでは、三澤さんからお願いしたいと思います。三澤さん、よろしくお願い

します。 

 

三澤：皆さん、こんにちは。越谷レイクタウンふるさとプロジェクトの三

澤でございます。お手元に資料があるかと思いますが、同じものをスライ

ドで映しますので、スライドの方を観ていただければと思います。実は私、

副代表ということで、最初、代表から資料を作ってくれと言われて、『い

いですよ。パワーポイントですね』とパワーポイントで作ってしばらくし

たら『ところで発表はどなたが？』と聞いたら、『三澤さん、お任せしま

す』と言われましてね。最初、資料だけのつもりでいたんですけれども、

お話をすることになりました。越谷レイクタウンふるさとプロジェクトという団体なのですが、

名称でお分かりだと思いますが、レイクタウンという名前が付いておりますが、新しい街が出来

るにあたって UR 都市機構が市民と行政と地域の方も含めて、民間の方を入れて懇談会というの

を作ったんですね。どういう街づくりをしようかと意見を参考にして作っていこうとなったので

すが、私はそこで市民として公募で実は申し込んでおりました。その懇談会が約 4 年、前期 2 年、

後期 2 年ぐらいありまして、それが終わりました。終わったところで、せっかく集まった仲間で

すから、この後、何かできないかということで越谷レイクタウンふるさとプロジェクトという団

体を作った訳です。（スクリーンを見て）今、こちらに映っているのが、工事の現場に行った時の

写真です。ちょうど、今のビオトープゾーンの南の辺りから、奥の方に焼却炉の煙突などが見え

ますが、工事が始まって最初の頃の様子です。我々の団体ですが、今もお話ししましたけれど最

初にありました懇談会、そちらから発足した団体になります。昨年 12 月に NPOに申請をしまし

た。今までの実績を基により活動を強化したいということであります。団体の目的、ここ（資料

の掲載）では、堅い表現になっていますが、結局は越谷を住みよい安全なまちにしたい、その為

に大相模の調節池、いわゆるレイクタウンの所ですね、周辺において水場をおいた新しいまちづ

くりですので、何か新しい物の創造的な物ができる中、そこの原風景を大事にして環境に配慮し

て自然環境の保全やなおかつ、大人だけではなくて子どもを対象にして青少年の健全育成、要す

るに新しい方も若い人も大人も新しいまちを作っていきましょうと。地域コミュニティの形成に

何らかの形で貢献が出来ないかと始めた団体であります。本日ご参加いただいている方も団体に

所属されているかもしれませんが、同じ目標を持って取り組んでいる団体で連絡協議会という団

体がありますが、連絡協議会と少し違っているんですね。それぞれの団体に属している主だった

方、それぞれの団体の構成要員の方が集まってまちを創っていこうと。若干、連絡協議会とは違

うのかなと我々は思っております。そういう団体であります。主な活動についてこの後、スライ

ドでお見せしますが、大体 4 つ活動をしております。まず始めに大相模の調節池のその周辺での
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活動、これは植物調査とか外来種の駆除、ビオトープ、作る際に我々も大分意見を述べましたの

で、話したきりで何もしないじゃないかという訳にはいきませんので、ビオトープの保護活動、

保全活動をしております。2 番目にイオンレイクタウン mori での活動。これは、本日もイオンの

方にお見えになっていただいていますが、イオンの方の協力を得て、そこで色々な活動をしてお

ります。子ども祭りとの名称で小さな生き物との触れ合い、具体的には蛍の鑑賞会、カブトムシ、

クワガタ、そして時季が秋になれば栗拾いをしたり、昔の遊びを子供達と一緒にやりましょうと

いうようなもの。それから 3 階の所に少しスペースがあるんですね、そこで色々なイベントを年

間 7 回ぐらい。例えばですね、水カンリンバという手作りの楽器があるんですけれども、それか

らくるくるレインボー、くるくる回すと綺麗なものを作ったり、節分の前に鬼のお面を作りまし

ょうとかクリスマス前に松ぼっくりにビーズを付けたりしてミニクリスマスツリーを作ろうなど、

そういうイベントをしています。3 番目は水辺のまちづくり館というのが、調節池の横にあるの

ですがそこでの活動であります。現在の管理者である新都市ライフさんと協力をして行っている

のですが、ヨシキリメールという情報の提供。どういう生き物がいるのかをまとめた調査結果で

すとか、環境のついての情報を提供しています。それからビオトープの維持管理。ビオトープで

のセルフガイドと呼んでいるのですが、資料を作成しています。4 番目。その他、越谷市内で地

域の小学校で出前授業をしたり、協働フェスタに参加したり、こういう取組に参加させていただ

いたりしています。具体的にいくつかお見せいたします。（スクリーンを見て）最初の調節池での

活動ですね。これは清掃活動での場面であります。清掃活動はブタクサなどを駆除しています。

ビオトープの説明の看板ができています。人数が少なくても（草が）このようにいっぱいになっ

てしまいます。これは今日も参加していただいていますけれども、獨協大学の高松ゼミの学生さ

んで何人か清掃活動に協力していただいています。これは越谷南高校の美術部を中心とした子達

が清掃活動に来てくれています。次に大相模調節地レイクタウンはやはり特色のあるところであ

りますので、国際的に色々な方が視察に来られています。これは韓国の NGO の方が来たときの

交流の様子です。それからその方々にビオトープを案内してこういう活動をしています、そうい

う写真であります。2 番目に先ほどお話したレイクタウン mori での活動。これは節分を前に鬼の

お面を作っているところ。主に小学生を対象にしたものであります。これはクリスマス前に松ぼ

っくりでクリスマスツリーを作るところ。これは子ども祭りの案内。こういう案内やポスターを

約 1 ヶ月前に掲示しています。色々な事をやらせていただいておりまして、毎回だいたい満員に

達しております。皆様の中ではお孫さん（の世代）になりますかね。興味がありましたら、整理

券を配布しておりますので間に合うように来ていただければと思います。リピーターの方がいら

っしゃいますので、楽しみにされていると思います。これは 3 番目ですね、水辺のまちづくり館。

分かりにくいんですけれども、ヨシキリメールを作成しております。夏休み科学教室。こちらは

去年、今年と独立行政法人国立青少年教育振興機構から助成金の支援を受けて取り組んでいる夏
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休みの科学教室の様子です。その他、協働フェスティバル。ちょうど市長さんに説明していると

ころです。それから水辺のまちづくり館で川の再生キャンペーンの時に小さな子ども達と触れ合

おうという様子です。最後になりますが、簡単に課題とまとめをお話いたします。ビオトープに

看板を設置したんですが、放っておけば草が生えたり水質が悪化したりしますので、それをどう

いうふうに維持、管理していくかが大きな課題となります。それから、先ほどもお話いたしまし

たが、やはりこの団体の活動を強化し続けていく為には、NPOに申請しようということになりま

したので、NPOに申請をしました。それから、この後にも色々お話があるかと思うのですが、メ

ンバーが固定化しないように新しい血を入れて、どんどん活動し続けていこう。それから、どう

しても市民の団体ですので我々だけの力では不足であります。色々な方に支援をいただいており

ます。また、支援金、助成金をいかにして獲得していこうかということも課題であります。その

後、具体的に活動の内容の強化、今お話ししたものが実際にはこの後 NPOとして引き継いでいき

たいと思います。NPO としては地域づくりということなのですが、一番は人と人、人と社会、人

と自然とのつながりと言いますか、全体的なものを意識して実際に活動して参りたいと思います。

NPO としましては 7 つの事業を引き続いて実施していくつもりであります。もし、何かの機会が

あればご一緒に参加していただければと思います。どうもありがとうございました。 

 

野口：また個別の詳しい質問ですとか、色々お話したいという時間はまた別に設けますので、続

きまして大場中央自治会自主防犯パトロール隊の隊長を務められている佐々木輝夫さん、よろし

くお願いたします。 

 

佐々木：皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました佐々木でござい

ます。大場中央自治会自主防犯パトロール隊です。青色回転灯を車の上

に乗せて地域内のパトロールを行っております。5 部ほど資料がござい

ましてちょうど第 2 部の真ん中が私どもの資料であります。私ひとりの

顔写真だと恥ずかしいので、仲間を載せたいなと思いまして小さい写真

になってしましました。それともう 1 つが大場中央自治会自主防犯パト

ロール隊の資料がお手元にありますでしょうか。これに大体の事が書い

てございます。しかし、これをそのまま読んじゃいますと、持ち時間 10 分と言われたのですが、

5 分で終わってしまうので、もう少し中身を詰めて発表するものを作って参りました。それでは

活動内容についてお話させていただきます。日本人はこれまで水と安全はタダだと思っていたよ

うだと名言がございます。これも言われて久しいところでございます。我が国は少し前まではも

っとも安全な国だと言われていました。しかし、最近は都市化、国際化の進展や道路整備などが

ありまして広域移動性が高まり生活圏が拡大して他人に無関心。地域連帯化の欠如と一方的な権
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利意識の増大ですね。従って旧来からの地域社会のまとまりと安全に赤信号が灯り始めたと思い

ます。そんな中で社会を震撼させるような重大事件も発生していることもご承知の通りだと思い

ます。この市内と申しますのは春日部市内のことでございますけれども、市内の犯罪情勢につい

ては全刑法犯の認知件数は減少傾向にあります。それでも一歩間違えれば大事件に発展すると言

われています。例えば空き巣や忍び込みの侵入と事件が発生していることも事実でございます。

私たちが生活していく上で最も大切なことは安全であります。地域社会では防犯団体や交通団体

など地域の安全を守り地域社会をより良くしていくための組織が沢山ありますが、この自主防犯

活動の重要性を認識しつつ自分たちの地域は自分達で守るという強い信念の下に積極的に取り組

んでいるところであります。なぜ防犯活動が必要なのかは地域の安全を脅かす犯罪を減らす為。

そして、もう 1 つが防犯意識を高めお互いに連携して犯罪者に犯罪の機会を与えないということ

が大事だとあります。安全で安心なまちづくりを進める事が必要であるからであります。それで

は、安全、安心なまちづくりの効果は？と言われますと、犯罪の発生を抑えられる、子どもや高

齢者、女性などの弱者の安全を守ることができる。青少年の健全育成を図ることができる。地域

の清掃、環境美化活動などで地域が美しくなる。地域を想う気持ちが強くなる。また、人との交

流が活発になりコミュニティが活性化するなどが挙げられますが、犯罪のみならず交通安全、防

災、環境、福祉などあらゆる分野において地域の力が発揮され、より安全で安心な環境を築くこ

とができると思います。しかしながら、中にはせっかくメンバーを募って活動を始めたのに結成

当時の盛り上がりが、参加人数も少なくなり、いつの間にか自然消滅してしまったと。そのよう

な事例もございます。また、仲間割れをしてせっかく作った活動団体が仕切り直しをするという

ことも聞いております。そこで活動が低調になる原因として自主防犯活動を結成したことで、満

足してしまう。実際の活動に結びつかない。また一部の人だけが一生懸命になっている。リーダ

ーがいない。関係機関、団体からの情報が不足しているなどが考えられます。従いまして、活動

を長続きさせる為にはできる事から、できる人から少しずつ活動の輪を広げていくことが成功の

秘訣かと思います。無理のない計画で地域の人達でしっかりとした取り決めを行い、そして日常

生活の一部として気楽にやって下さい。これが大事です。短期間でパトロールの効果は実感でき

ないもので、気長に続けることが大切です。やがては知らず知らずの内に地域安全の輪が広がり、

ひいては犯罪を寄せ付けない環境が作り出されていくのだと思います。また、せっかくの活動に

おいて事故にあったり怪我をしては意味がありませんので、危険を回避し、安全に続ける事が大

切です。そして、関係機関、団体とも連携を取ることが大切です。まとめとして、ゴミ出しの守

れない地域、落書きや放置自転車の多い地域は生活上のルールが守られていない地域、住民同士

の連携が弱く、隙の多い地域と見られ犯罪者のターゲットとなっていると言われています。犯罪

を未然に防止し安全な地域とする為には、各個の防犯対策は勿論のこと、青パトによる光、それ

から目、スピーカーから流れる音、パトロールのチャイム、こういったものに加えて防犯パトロ
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ール隊の外からの見回りの目、そして最も大事、効果的なのが地域住民が協力して地域の沢山の

目を光らせる。その事によってまちをキレイにしていく。皆さんもご承知の通り、高齢化社会に

おける様々な問題が提起されていますが、どの地域でもこうした問題を抱えているのが現状です。

特に高齢者の独居世帯については、関係機関の対応のみではなくご近所同士の連携を図るのが必

要不可欠となります。先程、お話しました通り地域の力が発揮され、より安全で安心な環境を築

くことが出来ると思います。地域の事は地域で守る。地域住民が笑顔で挨拶を交わせる。犯罪を

起こさせにくい地域環境作りの為、地域に根ざした活動を次世代に繋げることが今後の課題であ

ります。以上です。ご清聴ありがとうございました。 

 

野口：ありがとうございました。かつて犯罪がすごく多かった NY で市長が地下鉄の落書きをな

くしたら、すごく治安が良くなったと。今、佐々木さんのお話を伺うと、住民ルールが守られて

いない地域は犯罪に弱い地域なのだと、結びつきを強くしていけば良いんだと。とても本当は簡

単なことなのかもしれないですね。ありがとうございました。続きまして NPO 法人松原団地見守

りネットワーク理事長でいらっしゃいます布施郡二さん、よろしくお願いたします。 

 

布施：地域の人が地域でつくる地域ぐるみの支え合い。私たち見守りネッ

トワークの理念です。平成 23 年 4 月に設立しました。10 月に松原団地

内の空き店舗を活用して、新しい事務所を開設したばかりです。私たちの

活動が本日のテーマであります皆様の市民活動に少しでもお役に立てれ

ばと事例報告をさせていただきます。皆様のお手元にある資料の中で、地

域づくり地域でつくる支え合いという資料が入っていますけれども、それ

に基づいて説明させていただきます。今からちょうど 50 年、52 年にな

りますか、当時は 6000 世帯、東洋一のマンモス団地などと言われた松原団地です。この会場に

はまだ生まれていなかった、そんな方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども。昭和 37、

8 年、その当時は 2DKの新住宅は私たちサラリーマンには憧れの的でした。私も高い競争率の抽

選に運よく当たりまして、新婚所帯で入居、引っ越しをして参りました。そして、今建て替えの

真っ最中なんです。団地は東武線松原団地駅から A、B、C、D 棟 4 ブロックに分かれていますけ

れども、A 地区は殆ど工事は完了しました。14 階建ての新しい住まいになりました。名前もコン

フォール松原。その隣りの B、C 地区が工事の真っ最中です。急ピッチで進められていまして、

納期が今年中に予定していたのですが、伸びて来年 6 月までには、入居ができるかなとそのよう

な事が言われています。建て替え工事の真っ最中ですが、新しい募集はありません。昨年 3 月の

自治会の調査では B、C地区は特に 50％以上が空き家の状態です。先程申し上げました工事が完

了してモデル入居が始まる予定ですが、少し工事が遅れている状況です。高齢化率がその為に市
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の平均が 20.78%に対しまして松原団地が 42.92%。高齢化率はまだまだ伸びるのではないかと。

そのような懸念がされているところであります。改めて地域福祉の充実、そんな言葉が込められ

ている地域となりました。松原団地自治会、社会福祉協議会、民生児童委員協議会、そして地域

包括支援センターが一緒になって、それぞれの情報交換ができる場所ができないかという想いか

ら設立されたのが、松原団地見守りネットワークです。私は定年退職をしましてから、民生委員

をやったり、シルバー人材センターの会員になりました。初めて地域との交流が出来たのですが、

益々地域との関わることの大切さを実感しました。地域ぐるみで高齢者を支え合う、私たち見守

りネットワーク結成の原点です。私たちの目指す目的は“地域でつくる支え合い”。手助けが必要な

人を住民全体で見守るということです。それは自治会役員や民生委員という一定の人だけではな

く、高齢化社会に気を配り誰もが声を掛け合いながら、困った時は助け合うという昔は普通に地

域に根ざしていた向こう三軒両隣の再構築を願います。松原団地では既に高齢者の為に活動して

いるボランティアがあります。また、団塊の世代が退職を迎えて時間や体力がある担い手も存在

致します。社会で活躍してきた能力をこれから地域で役に立つそのように願う人も多いはず。今

までの職業上の知識や経験を活かす事ができます。同じような事が子育ての一段落した主婦の皆

さんにも言われます。特に高齢者が必要とする家事の手伝いが出来ます。元気な高齢者も立派な

担い手で高齢者同士の支え合いが気兼ねの無い関係を作り上げ、さらに自分が支え合う側になり

ますと今まで以上に充実感を得た活動をして、自らの介護予防にも繋がると言われています。私

たちの事業は大きく分けて 3 事業あります。その 1 つは孤独死対策事業です。全国的に孤独死や

孤立死が社会問題となっている中で、松原団地にも孤独死が発生しています。救える命なら救い

たい、そんな強い想いから、より一層市民の見守り活動を見守り体制を取れるようにと希望者を

募り定期的な安否活動を行っております。週 1 回ですが、「お元気ですか？」と電話をお掛けしま

す。日頃、話し相手の少ない方は喜んで話に華が咲きます。そして月 1 回、チケット 500 円です

けれども、いただきに訪問する事業です。さらに一昨年、H24 年 4 月からになりますけれども草

加市の委託を受けまして月 2 回発行されている草加市広報を全団地内の配布担当をしています。

住民の平和をキャッチする見守り活動を行います。ポストに広報紙を入れながら郵便物やチラシ

の溜り具合、そんなことをチェックします。少し溜まっているなと異常を発見した場合は、市や

包括支援センターに連絡を取りまして安否確認をいたします。市が発行する広報誌ですから、皆

さんお待ちかねで「ご苦労さん」と喜んで受け取ってくださいます。挨拶ができるご近所付き合

い、見守り活動の一番の基本です。第 2 は支え合いボランティア活動です。手助けを必要とする

人に対して、有料でサービスを提供するシステムです。希望する利用者は 1 時間 500 円で家事援

助や買い物代行などの生活支援が受けられるシステムです。そして、私はまだまだ大丈夫！少し

ぐらいのお手伝いならできるという方に活動会員として登録していただいき、450 円を時給、50

円を事務経費として事務所に支払います。第 3 として、ふれあいの場支援事業です。独り暮らし
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の高齢者は自宅に籠りがちです。閉じこもりは能力を不活させ精神疾患を誘発させます。事務所

内に設置されたふれあい喫茶の運営で地域住民に憩いをもたらします。コーヒー1 杯 100 円。お

かわり自由。気軽にお茶を飲み人と会話をし情報交換しながら、地域でいきいきと暮らせるシス

テム作りに取り組んでおります。私は様々なボランティアを通じて、また 1 つ学ぶことができま

した。ボランティアというと人に物を与えたり、何かを提供する。それだけではないんですね。

仕事を通して、むしろ人から元気をいただいている、そのことを知ることができました。先程も

お話しましたが、市の広報紙を配布しながら、知らない間に 1 万歩も歩いていた。そんなような

話もあります。離れて暮らすお子さん達は（親が）ネットワークに行っている、それだけでも安

心してくれているそんな喜びの報告があります。さらに、ふれあい喫茶でお茶を運ぶようになり、

こぼさないようにゆっくりと歩いていたら足が悪いのが治ってしまったわ、とそんな嬉しい会話

を聞かれるようになりました。地域の人が地域でつくる地域ぐるみの支え合い、そんなことを私

たちの合言葉にしてこれからも頑張っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

野口：ありがとうございました。『ご苦労さん』という言葉がすごくやりがいだと。暖かいですね。

向こう三軒両隣を目指すと本当に簡単なことかもしれませんけれども、じゃあ、どうなのかと言

いますと、世知辛い世の中、なかなか出来ていないと思います。布施さん、失礼ですけれどもお

いくつでいらっしゃいますか。 

 

布施：78 です。 

 

野口：78！78 歳で学ぶことがある。私、本当に良い事を教えていただきました。それでは続き

まして、イオンモール㈱イオンレイクタウン活性化プロジェクト金岡正浩さん、よろしくお願い

いたします。 

 

金岡：どうもいつもありがとうございます。イオンレイクタウンで活性

化プロジェクトをしております金岡と申します。今日はパネルディスカ

ッションのテーマがみんなでつながる未来への一歩ということでしたの

で、最近イオンとしまして、どうやったら地域の方々に貢献できるかと

いうことで色々と考えて参りまして、是非、皆さんのお知恵をいただき

ながら更に頑張っていきたいという思いで今日の発表をさせていただき

たいなと思います。まずは、まちづくりという言葉なのですが、実は私

どもの会社の表紙にレイクタウンが使われているんです。会社案内ですね。1 ページ目のこれな

んですけど、2013 年度の会社説明会、株主様ですとか一般にお渡ししているパンフレットの 1
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ページ目にイオンレイクタウンを使わせていただいています。その中で一番言いたいのは、是非

とも地域のまちづくりに私どもが貢献したい、というのが基本にあります。そういうことを 1 ペ

ージ目で伝えているんですね。正にこの敷地面積ですとか、地域での交流ですとか、本当にレイ

クタウンはイオングループを代表する店舗になっておりまして、そういう意味では本当に地域の

方々に感謝している限りです。ちょっと堅い話なんですけれども、（次のページにいって）全体図

がまだ分かってらっしゃらない方もおられるので簡単に説明しますと、実は敷地面積が 33 万平

米あります。テナントの数が 710 店舗。駐車場は 10,500 台で、いずれもイオングループ№１の

大きさです。年間の来場者は、１年間に何人ぐらい来ていただいていると思いますか？いかがで

すか？例えば？ 

 

会場：1 億人。 

 

金岡：そこまではなかなかいかないですけれども、実はその半分ですね。5,200 万人のお客様が

来ていただいている。この数は東京ディズニーランドの約倍のお客様に来ていただいているとい

うことですね。来ていただいている地域も東京都とか、茨城、群馬とかからも広域に来ていただ

いている。そういうショッピングセンターなんです。端から端まで行くと 1.4 ㎞。普通に歩くと

20 分かかります。ですから、集合時間に遅れてくる人がいっぱいいるんですね。駅に戻るのに

20 分かかる。端から端まで行くのに。ウォーキングをしながら買い物をしていただけるというメ

リットも逆にあるんじゃないかと思うような長細い大きなショッピングセンターとなっています。

ちょっと堅い表現になっていて申し訳ないんですけど、ショッピングモールの役割というのを簡

単に分けてみたら 6 つあるんではないかと私共考えております。従来の物を売る、販売するとい

うのはほんの一部になってしまっていると思います。逆にそれだけではもう地域に貢献できない

と思っています。1 つ目はまずは販売機能。商品を通じてお客様に満足してもらうという機能が

あります。2 つ目は、エンターテイメント性をいかに出していくか。それはレジャーであったり、

スポーツであったり、文化であったり。例えば、イオンレイクタウンは年間に約 2,000 件ぐらい

のイベントをやっています。その中には例えば、池を使って噴水ショーをしたり、防災協定とい

うのを地元と結ばせていただいているんですけれども、毎年防災フェアというのを駐車場を使っ

てやっています。その時は、地元の自衛隊の方々にも協力いただいたり、警察の方々にも協力い

ただいて、例えば装甲車とかに来ていただいて、地域の防災の講演をしていただいたり、一緒に

触れ合う機会を持ったりということで、一緒になって家族で楽しめる、しかも勉強になる。例え

ば、毎週金曜日でしたら、クラシックコンサートをやっているんですね。6 時から 6 時半ですね。

そういうような形で地元のお客様と一緒に利用していきたいという思いを大事にしています。3

つ目は、社会的機能として先ほどの防災協定ですとか、今でしたら、ホールを確定申告の会場と
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して開放して使っていただいているということもやっております。４つ目は、実はイオンレイク

タウンは、全体の従業員が 9,000 人います。3 つ合わせて 9,000 人の従業員が働いておりますの

で、その分働いていただくということで地域に税金として還元できるという機能があるのではな

いかと思います。５つ目は、やはり地域の活性化ということで、ショッピングモールだけではな

く、地域全体で活性化するということに貢献するんだと。その為には、地産地消。地元の商品を

大事に大きく取り扱っていきたい、地元のテナントさんとも協力していきたい。また、環境設備

についても力を入れていきたい。最後の 6 つ目なんですけれども、社会貢献と環境保全なのです

が、イオンレイクタウンはエコストアと言われておりまして、環境に優しいショッピングセンタ

ーとして世界的な評価、賞をいただいているんですね。そういう意味でこれからのショッピング

センターは環境に優しくないと存在価値が無くなっていくという風に思っています。ですから、

物ばかり売るのではなくて、文化とか環境とか、そういう教育とかにも貢献していける可能性が

いっぱいあるのではないかと。ふるさとプロジェクトの発表にもありましたが、同じ事務所、隣

同士でカーテン 1 枚開けるとふるさとプロジェクトがあるという感じになっております。本当に

一緒に楽しく活動していただいておりまして、私が着任したのは去年の 3 月だったのですが、こ

ういうショッピングモールはなかなか無いなと思いました。地元の地域貢献活動と私共の事務所

が隣同士、こういう環境があるのは本当に良いショッピングセンターだなと思いました。手前味

噌になりましたが、地元の方々から色んなご支援をいただいているんだなと思いました。で、こ

れはちょっとアピールもあるのですが、越谷市の行政の施策として、越谷ツーリズムというのが

推進的な政策的な市政の柱になっていて、色んな地域から越谷に来ていただこう、越谷のブラン

ドをどんどん上げていこうというのが大きな流れとなっておりまして、その中で私共のレイクタ

ウンとしましても、是非、行政と協力をして進めていきたいと思っています。具体的な話はこれ

からしていく訳なのですが、簡単に言うと、越谷というと日本の人はみんな知っている、また海

外からも来ていただける、そういう大きなツーリズムの中でやっていけるのではないか。それに

対応できる環境、交通網ですとか、ショッピングセンターですとか、あと例えば、スカイツリ―

が近いですよね。しかもディズニーランドに電車で 40 分くらいで行けます。全てパッケージと

して、海外から来ていただけるお客さんにも楽しんでいただきたい、そういう意味でこれからイ

ンバウンド対応も色々としていきたい。レイクタウンのコンセプトは世界で一番心地よいショッ

ピングセンターを目指そうとなっています。大変広いショッピングセンターですので休憩のベン

チが大変多いと気づいてもらっていると思います。すごく気を使って休憩場所は増やしています。

トイレの場所、それから喫茶店も 80m おきに配置する工夫もしています。これは、エコの取り

組みの 1 つの例なのですが、ソーラーパネルとか省エネの設備とかを使って、年間で 9,000ｔの

CO2を削減しています。普通のショッピングセンターよりも少ない CO2の発生量で運営できるよ

うな形になっています。毎年、このエコを見に視察団が来ます。だいたい 8 ヵ国で 40 件くらい。
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そういう方々への説明といった取り組みもしています。特に中国はこれから色々な環境の問題を

解決しなければなりませんので、一番多いのは中国からの視察団です。環境に対する設備とか、

ごみの分別の仕方とか、そういったことを学ばれていかれます。これはエコ関連施設、サービス

のチラシなのですが mori の 3 階のアクトルームに常備で置いていて、ちょっとしたエコ教室を

できるようになっています。地域と一緒になってエコ教育をするような設備が常設的にあるんで

すね。そこには地球儀があって、地球の環境も一緒に勉強してもらえる設備が整っておりますの

で、是非一度見ていただきたいと思います。これは先ほど申し上げましたが、日本で初の国際シ

ョッピングセンター協会でサステナブルデザインアワードというものを受賞しました。越谷レイ

クタウンというものが世界的に発信する 1 つの例でもあったんです。これからもっともっと地域

と一緒になって、越谷から色々なものを発信していきたい。地域のまちづくりに貢献していきた

いなと思っておりますので、是非、ご指導・ご支援をお願いしたいと思います。どうもありがと

うございます。 

 

野口：ありがとうございました。企業側からの社会貢献という形、非常に興味深くお話を伺いま

した。ショッピングモールは物を売るだけではないところ。社会貢献も大事なんだ。日本一のシ

ョッピングセンターでそういった取り組みを行っているということが分かりました。平日にも

色々な行事をされているということで、20 日と 30 日ばかり私、伺っておりませんでしたが、ど

んどん行きたいと思いました。それではですね、獨協大学高松ゼミの皆さん、発表は伊勢さん宜

しくお願い致します。 

 

伊勢：獨協大学大学院の伊勢と申します。本日は、学生からの活動報告と

いうことで高松ゼミを代表して私から10分間という時間なのでざっくり

とした説明になってしまうかもしれないのですが、やらせていただきます。

まず、高松ゼミについて説明したいと思います。獨協大学は草加市に位置

していて、皆さんよくご存知ではないかと思います。皆さんと何処かで擦

れ違ったりしているのではないかと思うのですが。高松ゼミは、経済学部

の中のゼミです。ゼミは 2 年生から始まりまして、2 年生から 4 年生が

所属し、各学年が 20 人ずついます。4 年生は就職活動とか卒業研究で活動にはそんなに参加しな

いので、実際には 2、3 年生が中心に 40 人くらいで活動をしています。ゼミの活動のテーマは、

防災と地域活性化ということで、防災では経済的な視点からの防災ですね、いわゆる理系ですと

災害のシステムとかメカニズムを研究すると思うのですが、私たちは自助努力、共助努力、公助

とか、そういうことで災害をどう防ぐのか、そういう視点で防災に取り組んでいます。あと、地

域活性化ですね。埼玉県内を中心にフィールドワークを展開しています。獨協大学の中でも課外
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活動をメインとする数少ないゼミで人気のゼミになっています。どんな活動をしているのか紹介

を書きましたが、防災と地域活性化。防災イベントの開催、東日本大震災を受けて会津物産展を

開催したりもしました。学園祭で皆さんに災害について知ってもらおうと展示をしたりしていま

す。地域活性化ですと、ふるさと支援隊ですとか、熱海市と山形などでも活性化の活動をしてい

ます。防災と地域活性化とは違うのですが、地域貢献活動としてアクトグリーンエコウィーク、

これは先ほどのイオンレイクタウンさんの所でやられている活動で浮島作りのお手伝いをさせて

いただいたり、あと寺子屋ですね、これは草加市の小学生に勉強を教える取り組みをしています。

今まで夏休みに 2 週間程教える感じだったのですが、好評で今では毎月 1 回行っています。あと

は、越谷夢づくり学校。これは小さい子の職業体験で、お手伝いをさせていただきました。また

5 月に行われるそうでまた手伝ってほしいという依頼がありました。あとは、越谷レイクタウン

の清掃活動とか草加市の調査の手伝いなども行っています。時間の関係もありますので、２つだ

け活動の紹介をさせていただきます。まず、防災イベントのかえるキャラバンというものを簡単

に紹介させていただきます。かえるキャラバンというものは、元々は神戸で始まった防災イベン

トで、小さい子でもゲーム感覚で防災の知識や技術が学べるというイベントです。地域の方々が

主体となって、このイベントを開催することがこのイベントの魅力でして、その結果、地域に独

自性が生まれる、災害も地域によって色々あると思いますが、津波が多い地域だったら津波に備

えなければならないということがあると思うのですが、地域の人達が主体的に行うので独自性が

生まれてきます。私たちは越谷レイクタウンで開催しているのですが、イベントの流れを紹介し

たいと思います。まずはいらなくなったおもちゃを子ども達に持ってきてもらうというところか

ら始まります。いらなくなったおもちゃはかえるポイントと交換できます。今度はその交換した

ポイントで他の子が持って来たおもちゃで欲しいおもちゃがあればそれと交換するという形にな

っています。いらないおもちゃを持ってきていない子はどうするのか、あるいは、欲しいおもち

ゃがるあるけれどポイントが足りない場合は、そこで防災の体験をしてもらう。防災の体験をす

るとポイントが貰えると。消火器で的当てとかゲーム感覚で楽しく学べるイベントになっていま

す。結構子ども達は夢中になってやっていますね。最後にオークションというものに参加しても

らうのですが、人気のおもちゃとかは一番ポイントを貯めた人が貰えるようになっています。こ

れも最後盛り上がります。高松ゼミが越谷レイクタウンと見田方遺跡公園で開催して、去年でち

ょうど５周年になりました。かえるキャラバンで５周年ということはなかなかない無いらしく運

営側からは凄いと言われたのですが、企画運営は学生主体で行っておりまして、チラシを作って

配布するのも学生がやったり、企業からの協賛なども学生が行っています。イオンは先ほど企業

の中でも凄いということが分かったのですが、イオンレイクタウンさんからも協賛をいただいて

おりまして、５年続けられているのかなと。イオンレイクタウンさんをはじめ、地元の企業や NPO

と連携したり、越谷市の教育委員会などからも後援を受けておりまして、まさに地元が一体とな
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ってイベントを盛り上げていると言えるのではないかと思います。５周年でどういう影響があっ

たかというと、近隣の南越谷 4 丁目、5 丁目からこの防災イベントを開催したいという要望があ

りまして、去年の 11 月に南越谷で第 1 回のかえるキャラバンを開催することができました。こ

ちらも今年もやりたいといった声もあるので、こちらも継続してやっていけるのかなと思ってい

ます。次は地域活性化の点なのですが、ふるさと支援隊がどんなものかと言いますと埼玉県の農

業ビジネス支援課の事業なのですが、高齢化や過疎化が進む埼玉県の中山間地域で活力を与える

という事業になっています。平成 25 年度は 10 大学 13 団体が活動しています。高松ゼミは 23

年度よりふるさと支援隊として活動を始めています。23 年度から最初の 2 年間は飯能市吾野地区

という所で活動し、25 年度から小川町の腰中地区という所で活動しました。これがマップで、大

体の位置がこんな感じになっています。飯能市吾野地区では、清掃活動を手伝ったり、お祭りの

手伝いとか、あとは地元の方との交流ですね。そんな中で地域の魅力を見つけて、地元の方に企

画提案をしたりしました。２年目は、お祭りの手伝いや農作業なんかもしました。時間がないの

で、次の小川町の腰中地区についてなのですが、小川町は今年度、去年の 4 月から始まりまして、

まだ 1 年目ということなので、地元の方との交流をメインに行ってきたのですが、清掃活動やお

祭りの手伝いなどをメインで行いました。今後どういう形で展開していくかは、小川町は細川紙

(ほそかわし)というユネスコの文化遺産候補になったものがあるので、そういった物を活用した

り、商品開発をしたり、交流人口を増やしていきたいと思っています。分かりにくい説明だった

かもしれないですが、時間が来てしまいましたので、以上で報告を終わりにさせていただきます。 

 

野口：ありがとうございました。大変分かりやすい説明でしたよ。子ども達に防災の意識を与え

ていく、年齢に応じてですから、そこはゲーム感覚でやってみよう。なるほどなぁということが

伝わりました。皆さんの活動を一通りお伺いしまして、大変参考になりました。続きまして、誰

かのために、できることを、できるだけ行う活動というのは何かというのがサブテーマになって

いる訳なのですが、今日ご参加いただいている皆さんに質問を投げさせていただきまして、パネ

ラーの皆さんの活動について掘り下げながらディスカッションしていきたいと思います。まず、

パネラーの皆さんにどんどんクロストークをしていただいて結構なのですが、まず質問させてい

ただきたいと思います。始めに佐々木さんにお尋ねいたします。今の活動をされていらっしゃる

中で、高齢のメンバーが多いという事を伺いまして、問題があるようなのですが、その辺はいか

がでしょうか。 

 

佐々木：そうですね。私は先程お配りになっている資料に結成の経緯など書いてありますので、

ご覧になっていただければと思うのですが、自治会として自主防犯を結成したのは、平成 15 年

でございます。実際に活動したのが、平成 16 年４月からになります。その時が大体平均年齢が
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65 歳くらいでした。それから、数えますと７年。皆さんすでに 70 歳を超えている方がほとんど

ですね。中には、もう 88 歳米寿を迎えた方も２人ほどいらっしゃいます。その方は組織の中で

も、出られる時に出てくださいということで、『俺もボケないように出られるときに出るよ』とい

うことですね、毎日いそいそと出てこられる方もいますが、なんといってもこれからの高齢化の

中で次を担う人がなかなかいない。私ども自治会の中でやっていますので、総会の時ですとか、

自治会の会報を出す時にも色々呼びかけはするのですが、やはりボランティアの方には人が集ま

らないというところがこれからの課題です。 

 

野口：なるほど、わかりました。ありがとうございます。立ち上げ当初から年齢が高かったとい

うこともおありかと思います。先ほど、布施さんの団体の中にもご高齢の方が多いけれども、そ

れぞれ役割があって、例えば主婦の方でしたら、ご飯を作って差し上げるとか年齢や自分の役割

によってできることが色々あるんだよという風におっしゃっていましたけれども、その辺のとこ

ろ、布施さんの団体の中では、やはり活動されていらっしゃる方の年齢層はどうなのでしょうか。

やはり年齢層は高い方ばっかりなのでしょうか。 

 

布施：そうですね。私たちの事務所の中で平均年齢は 70 歳なんです。もっともっと若い人にも

声掛けをしてやっていきたいとは思ってはいるんですけれども、実際にふれあい喫茶のようなと

ころがありましてもなかなか一歩踏み出して参加することが難しい。そのような方が大勢いらっ

しゃいます。私達もどうやってそういった人達にどうやってこっちの方に目を向けてもらうか。

引っ張り効果、今一番のテーマになっています。 

 

野口：なるほど。わかりました。ありがとうございます。三澤さんのところはですね、青少年育

成の取り組みの活動をされていらっしゃるということで、子どもさんだとか若い保護者の方が参

加するということが多いのでしょうか。 

 

三澤：イベントには若い保護者の方と小学生を中心とした参加が多いです。実は我々の団体にお

きましても、次代を担う人の参加というのもとても重要なテーマでありまして、そういう時に、

獨協大学さん、文教大学さん、昨年は越ヶ谷高校と越谷北高校の生徒さんに科学教室のお手伝い

を頼んだりして、そういう人達が将来的に自分で提案してイベントを仕掛けていただけるような

形に持っていければ、子どもへの育成が繋がっていくのかなと思います。会社で一生懸命やられ

ているバリバリの方は出られるときに出ていただければと思います。 

 

野口：ありがとうございます。人は年齢を重ねて、円熟味を増して、味も出てくるんでしょうけ
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れども、活動する団体というのは年を取ってしまう訳にはいかないですよね。新しい血をどんど

ん入れて、団体さんは時間を重ねて、歴史を重ねていかれることは素晴らしい事だとは思うので

すが、若返っていかなければいけない。そういうこともあるようです。伊勢さん、団体の活動を

ゼミで学んでいかれて、活動団体を継続していくことの難しさだったり、問題点だったりとかは

いかがでしょうか？ 

 

伊勢：大学ですと４年間ですので、ゼミであれば 2、3 年が中心になってしまうので、例えば何

か授業をやっていても、入れ替わってしまうので、それを引き継ぐというのはすごく大変です。

僕はホームページやブログや SNS など試みたのですが、今度はそれを引き継ぐ人がいなくて、未

だに僕がやっているという状況です。引き継ぐ人もそうですが、教える時間もなくて大変です。

先程の地域活性化で実際に中山間地域などに行くと高齢者の方が殆どなのですが、そこでも若い

人がいないと言われます。どこもそういう問題というのを抱えているのかなと活動していて思い

ます。 

 

野口：ありがとうございます。学生さんですと在学期間がありますよね。でも若い方達がそうや

って頑張っていらっしゃる。平井さんどうですか？そういう若い方達、学生さんが頑張って団体

さんとクロスして活動していらっしゃるというのを聞いていただいて、いかがでしょうか。 

 

平井：今、感じたのは若い人の発想というのは、私も 50 歳になりますけれども歳を重ねると、

変わってきちゃうんですよね。どうしても固定観念に縛られてしまうのですけれども、今さっき

獨協大学さんの話を聞いていて、本当に面白いなと思ったのが新しい発想で地域に新しい風を呼

び起こそうとしている。これが若い人の力だと思うんですね。私達に無いものですから、そうい

った力を借りつつ、私達のベテランと申しますか、経験と力を融合させながら、こういう活動を

更に発展させていければいいかなと思います。 

 

野口：ありがとうございます。金岡さんのところでは、ふるさとプロジェクトの三澤さんのとこ

ろがご参加いただいていたり、それからふるさとプロジェクトの三澤さんのところには高松ゼミ

の皆さんがご参加されていたり、こういうクロスというのは素晴らしいことですよね。 

 

金岡：いろんな意味のプラットホームになれたらなと思っていまして、色んな関わり合いをして

いただける場所の提供でもあるし、交流の場にもしていければと常々思っております。 

 

野口：今日、私が向けていきたいところのテーマの１つが、１つの団体にこだわるのではなくて、
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複数のところにリンクしていくと年齢の問題だったり構成人員の問題であったりが解決できると

ころもあると思います。お話を伺っていくと、何となく見えてきました。続きまして次の世代、

子どもと地域のコミュニティというところにポイントを向けてお話をしていきたいと思うのです

が、これからお話するところは会場の皆さんにも質問を投げかけてみます。よく、可愛い子には

旅をさせよと昔から言います。私も子どもにはどんどんボランティアをやって欲しいし、表に出

て欲しいと思います。ところがですね、パネラーの皆さんのお話の中にもありました通り、なか

なか隣の家族構成が分からなかったり、お仕事は何されているのか分からなかったり、そのよう

な状況でまちの人達がどうかと言ったら、益々コミュニティはなかなかない。そういう中で子ど

も達が大きくなっていってボランティアをやりなさいと言われて、果たして素直に『はい』と出

れるのかどうか。何となくその辺がつっかかるような気がしてならないのですが、会場の皆さん

に質問です。先日 1 月 8 日、ある男性がインターネット投稿したのですが、路上で泣いている女

の子に声を掛けるべきか否かということで、大論争になりました。ご存知の方もいらっしゃるか

もしれません。印刷を持ってきたのですが、インターネットの文章を抜粋して読みますね。1 月 8

日（木）男性は夜 8 時頃、小学校 1、2 年生の女の子が住宅まちを泣きながら、1 人で歩いてい

るのを目撃しました。迷子と思って声を掛けようとしたのですが、不審者だと思われてはいけな

いと危惧し思いとどまり、代わりに 110 番通報をしたそうです。応答した担当者からは、最寄の

交番まで連れてきてくれと言うことを言われたんですが、知らない泣いている女の子を無理やり

車に乗せて交番に連れて行く。それは無理だと。また、交番までのこの子を連れて行って誤認逮

捕になっても嫌だから、それは断り、早く警官が来てくれないかと願いながらその場を立ち去っ

たという内容なんです。これに対して色んな方が夜道に 1 人で泣いている女の子にうっかり声を

掛けたら、不審者扱いされちゃう、通報されちゃうよと女の子に話しかけずに警察に通報したの

は正解なんじゃないか。中には女の子が泣いていたら、声をかけるのが当たり前だろということ

で、大激論になりました。これは日本の社会の在り方というところまで進んでいるようなお話な

のですが、皆さんはいかがでしょうか。私だったら、警察の指示に従って、助けて交番まで連れ

て行くよという方、手を挙げてください。（会場：挙手）今、そう言われても警察官が来るまで、

待ってようかなと思う方。（会場：挙手）すごく忙しい。この後、予定がある。早く警察官来てく

れ、と行ってしまった男性。自分もそうするかもしれないなと思う方どうですか。（会場：挙手）

私もそうじゃないかなと思います。助けてというのが一般論じゃないかなというふうに思うので

すが、実はこんなこともあるようでした。よく町の広報なんかで不審者の声掛け事案というのが

ありますよね。男性が思ったのは過去にこんなことがあったそうです。女児の頭を撫でて、勉強

しているかと声を掛けたおじいちゃんが不審者ということで通報されたということが広報に載っ

ていました。おじいちゃんが女児に夜遅いから早く帰れよと声掛けたら不審者だと女児がお家に

帰って警察に通報されてしまったと。次は、路上でおしっこをしていた。排尿していた女の子に
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通行人の人が『あ～、見ちゃった』と声を掛けたと。駄目だよというのをオブラードに包んで『見

ちゃった』と言いがちなのですが、これも不審者情報。男性が女子学生に道を聞くということで、

不審者情報。道路で遊んでいる子どもに『ここは危ないぞ』と注意したら、不審者扱い。こうい

うことがあって、男性は泣いている女の子に声を掛けて車に乗せようとして、例えば押し問答に

なっているところを通りがかりの人が携帯で写真を撮って、今、子どもを車に乗せようとしてい

る人がいるということで拡散されてはたまらないということで断ったと。これは何が正解で何が

間違っているのかというのは難しいのですけれども、とどのつまり、これはコミュニティの欠如

の最たるものではないかなと感じました。布施さん、男性のとった行動は一言でどうですかね。 

 

布施：非常に難しいですね。かつて 10 年くらい前ですかね、大阪の方で声をかけて校門から連

れ去られたという事件がありましてね。それから子どもには声を掛けちゃいけないと。また、子

どもは声を掛けられても対応しちゃいけないという世の中の成りというのがありましてね。今、

私たちも見守り活動をやりながら、どこからどこまでやっていいのかというのが分からないです

が、出来るだけ私達はこうやって、自分の名札をつけるようにしています。これで『こういう者

なんだけれども、どうしたの？』というふうにして声を掛けるというのが今、私達のできる１つ

の活動です。 

 

野口：若い世代のゼミの皆さん、ソーシャルネットワークなど使っていらっしゃいますけれども、

今の話を聞いてどうですか？自分だったらどうでしょう？ 

 

ゼミ女性：やはり、こういう時代ですと女性、男性という大きなくくりがあると思うんですね。

女性が小さい女の子に声を掛けているというのは、傍から見たら助けと捉えられると思うんです

ね。女性であれば、子どもの性別関係なくお母さんを想像させて安心できる。しかし、一方男性

ですと例え良心で声をかけていても、傍から見ると何か悪い事しようとしているのではないかと

不審者に思われてしまう。男性、女性というくくりの違いで、同じことをしても違いがでてしま

うというのがまた難しい問題ではないかと思います。 

 

野口：私もあるんです。越谷の駅前で。３歳の男の子が泣きながら歩いているんです。私は声を

掛けました。『どうしたの』って。昼間で明るかったですからね。で、男の子はわんわん泣きなが

ら歩いているんですよ。私を無視して歩いているんです。これ行かせてしまってはいけないし、

通り過ぎる人々に本当に冷たい視線を浴びせられました。そうしましたら、しばらく歩いていっ

たら、たまたまその子を知っているお母さんがいて『あれ、どうしたの？』と言うので、私は『泣

いて困っているみたいなので、ついて来たんですけれども』と。そうしたら、100ｍくらい前に
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実はお母さんがいて、何か叱ったのでしょうね、何か叱って心配しながら見ながら歩いていたの

でしょうね。私はそれを一生懸命ついて行ったということがあるんですけれども…。こういう問

題がある。今、布施さんからもヒントを貰いましたけれども、コミュニティがしっかり取れてい

れば、例えばサザエさんの世界を想像してもらいますと、あれは昔の漫画ですけれども。ご近所

同士のコミュニケーションがしっかり出来ていて、あそこのお家の子だよというのが皆が分かっ

ていて、ワカメちゃん、タラちゃんが泣いているところを三河屋さんのサブちゃんが『どうした

の？』って声を掛けても、別に『あの人は不審者だ！』ってならないですよね。そういうところ

をこれからできるようになっていかないといけないのかなというふうに思っております。例えば、

春日部でフェルマータの活動を子どもとお年寄りが一緒に１つのくくりで参加する教室を開く、

そういう所もコミュニティを作るということに繋がっていきますかね？ 

 

平井：おっしゃる通りだと思います。今は泣いている子をどうするかという話になりましたけれ

ども、悪いことをしている子にどう言うのかと同じことだと思うんですよね。人間関係ができて

いれば、『何やっているんだ！コラ！』ってげんこつまではしないで、暴力や体罰などがあります

から出来ませんけれども、一言声を掛けて叱る。叱ることができる環境は良い環境だと思ってい

ます。実際、私こんな体験をしたことがありまして、私の知っている近所の子ども達がある施設

の中に入り込んで遊んでいたんですね。ある大人の方がそれを見ていて、声は掛けなかったんで

す。どうしたかというと、警察を呼んだんです。そうしましたら、パトカーがバァーと来て大騒

動になりまして。学校に通報するだの、補導するだのとそういうレベルの話になりまして。私は

そこがおかしいところではないかなと思います。そうではなくて、一言『何やっているんだ！お

前達！』って一言、声を掛ける。そういう関係を作ることが大事で、そういった意味でも私春日

部フェルマータクラブでは大人から子供まで一緒になって、お互いに学び合う、そういう環境と

いうのは大事なのかなと思います。 

 

野口：ありがとうございました。難しく考えることはないみたいですね。昔はそれが出来ていた。

今は何となくできなくなってしまった。もう１つエピソードがあります。平成 24 年に内閣府が

治安に関する特別世論調査というのを行いました。過去 10 年間に日本の治安はどうなったと思

いますかという調査したところ、『日本の治安は悪くなったと思う、又はどちらかと言えば悪くな

ったと思う』、そう回答した方が８割を占めたそうです。皆さんはこの 10 年何となく治安が悪く

なったと感じますか？体感治安と言うそうなんですけれども、そうなってきたと。一方、刑法犯

の認知件数、実際どんな事件が起きて、どんな方が逮捕されてというのを 10 年間で調べてみま

すと、確実に減少しているんです。みんなが治安が悪いなと思っているのに。実際、佐々木さん

のような方達が、パトロールをしていただいて、事件は少なくなってきている。この辺のギャッ
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プは何なんでしょうか。非常に難しい疑問なんですけれども。佐々木さんいかがでしょうか。 

 

佐々木：体感治安という言葉は初めて聞いたのですが、確かに刑法犯は埼玉県でも減少している

と全国でも相当優秀な方が入っていると聞いていますけれども、各市で見ても刑法犯は減少して

います。一番大きな問題となってくるのが、治安が悪いというのは弱い者、お年寄りの方が一生

懸命貯めたお金、年金を色々な方法でお金を取っていってしまう詐欺ですね。色んな詐欺が横行

しています。こういう問題からして治安は良くないなと思われる方も多いのではないかなと思い

ます。 

 

野口：そうですね。マスコミでもオレオレ詐欺だとか報道されていますし、ただあれをどうやっ

て防いでいくのかといったら、銀行員の方が『詐欺ではないですか？』等を言ってくれて助かっ

たとかがあって、それを業務だから『振り込んでくれ、おろしてくれ』と言われたら、ただやる

だけというのではなくなってきている、そういう所からも犯罪が減ってきているのかもしれない

ですね。金岡さん、レイクタウンでは、すごく広い敷地の中でディズニーランドの何倍もの人が

訪れているということですが、防犯での特徴はありますか？ 

 

金岡：やはり安全にお買い物していただくというのが一番大切だと思いますので、いろんな意味

で防犯に手を打っております。例えば、安全用のカメラですね、ショッピングセンターで 800 台

くらいあります。モニタリングされていて、何かあった時に対応ができるようにしています。ま

た、警備員が定期的に巡回をしています。特に、迷子の子がいれば、声を掛けるようにしていま

す。ただ、立ったままではなくて目線を合わせるようにしています。上から声を掛けられると怖

がってしまうので、しゃがんで『どうしたの？』と声をかけています。サービスカウンターの人

はみんな PHS を持っているので、サービスカウンターに連れて行くのではなくて、サービスカウ

ンターの人に来てもらう。女性の方に来てもらって、安全に店内放送が出来るというようにして

います。 

 

野口：ありがとうございました。なるほど。お子さんの目線に合わせるというのは、なかなかい

いアドバイスかもしれませんね。私も保育の仕事をしていますけれども、子どもと話すときはし

ゃがむんですよね。そういうことですね。ありがとうございます。町の中でも、防犯カメラが沢

山増えてきたり、そういったところでも犯罪の件数というのが減りつつあるのかなと思っており

ます。さて、最後のエピソードになりますけれども、先日、先程平井さんからもお話いただきま

した竜巻がありました。その際にボランティアの方が沢山来てくださって大変助かったと。越谷

市民として本当に頭が下がる思いをしたんですが、東北の方達がいっぱい来てくださって、『今度
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は俺たちの番だ』『恩返しをする番だ』と言ってボランティアをして下さっていました。私、個人

的には“絆”とか乱発するのはあまり好きではなく、誤解を招いてしまうかもしれませんが、商売

でも絆、絆と言っていれば、何か良いことをしているみたいになっていてあまり好きではなかっ

たのですが、あの時ほど“絆”ってあるんだなと感じたことは無かったです。学生の方々に質問で

す。遠くまで出向いて恩返しをする、ボランティアをするということを若い方々はどう思います

か。 

 

学生：自分から行ってボランティアをするということはなかなかなくゼミに入って。自分で選ぶ

ので強制ではないですが、ゼミという場を得て。何よりも（ゼミは）入ってみないと分からない

ので、市民団体に若い人がいるのであれば同じ理由だと思うのですが、入ってみて楽しいと思え

ることが重要なので、入ってみて試してみるということが大切かなと思います。 

 

野口：ありがとうございます。ボランティアっていうのは、布施さんも先ほどおっしゃっていま

したけれども、ありがとうという言葉が糧になるという部分。見返りを求めるんではなくて察し

てあげることで繋がってくる。それが絆になってくるのかなと非常に感じたエピソードなんです

けれども。最後に会場の皆さんに質問をします。クロスして活動されていらっしゃる方、いらっ

しゃいますか。（会場：挙手）結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。一番近い方で、

どんな活動をされていますか。 

 

会場：私は埼玉政経セミナーとおひさま発電プロジェクトをやっております。 

 

野口：その２つの活動はリンクされている部分はあるのでしょうか。 

 

会場：そうですね、内容自体はリンクする部分は少ないのですが、対地域と見た時に自分達は何

を外に伝えたいのか。という事を考えると同じ部分はあって、そこを中心的にやっています。 

 

野口：はい。ありがとうございます。何名か複数の団体にリンクされているという方がいらっし

ゃいました。本日色んなテーマが出てきましたけれども、それぞれにリンクして活動をしていく

と、違った視点や違った意見などが見えてくるということが出来たら良いのかなと感じました。

それでは最後に一言ずつパネラーの皆さんに《活動をしていて本当に良かったな》というエピソ

ードを、これから活動をされたいという方もいらっしゃいますので、是非こういう活動をしてい

て良かったなという事を三澤さんからお願いします。 
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三澤：私も退職を前に、この後どういう生活をしようかと、女性は比較的地域に出やすいんです

けれども、男性はなかなか会社人間だったりすると出にくいので、最初は色んなボランティアに

参加するようになりました。一番は色々な人と出会えて、こういう世界もあるんだなと世界が広

がりました。また、できることをできる範囲でやらせていただいて、ありがとうと言っていただ

けると何よりもの喜びだなと感じます。 

 

佐々木：私は逆に勤めた事は無くて自分で仕事をしておりまして、サラリーマンの経験、組織の

経験がほとんどないんですね。ですから、自分がリーダーとして防犯活動をしている時に難しい

のが、これから私共の後にやってくれるいわゆるサラリーマンの方、この方達との気持ちの分か

り合いや付き合い方、これからこういう事を勉強していくことを肝に銘じながら、後継者を育て

ていこうと思っています。青パトは広範囲でありますが、週３回やっております。これは私の車

なので、他の近所の人は運転しないんですね。人の車は運転しづらいようですので、月 12 回な

んですね。年間にしますと、約 100 日やっています。それから、この経費については、税金から

は一切でないそうです。私の所は自治会の方の理解がありまして、年間ガソリン代５万円を援助

してくれます。今回、私の車が古くなりましてね、ガソリン１ℓ７㎞ぐらいしか走らないので、

ハイブリッドに変えたんです。そうしたら、去年の 12/28 でお役所関係がお休みになり、それか

らの手続きだったものですから、青パトの申請が切り替えに時間が掛り 1/15 になってしまいま

した。その時に数名の方が佐々木さんどうしたんですか。体でも悪いんですかと電話をいただき

ました。こんなところにも心配してくれる人がいるんだなと非常にありがたいなと思いました。

これも長く活動している結果かなと思っています。励まされながら、これからも頑張ります。 

 

野口：布施さん、お願いします。 

 

布施：私は、埼玉都民と言われるぐらい、定年まで新橋に勤めていました。定年退職して、さて

何をやろうかと地元の事は何も分からないんですよね。都民なんですよ。それが、シルバー人材

センターにいって、市の中央公民館の施設の管理をやるようになって、職員が帰ってからの 17

時から 21 時までの会場の受け渡しなどをやっておりました。それから民生委員活動なども少し

手伝うようになりまして、地域に帰ったのかなと、その頃が一番地域活動を出来る時期だったと

思います。今、見守り活動で一緒になって、私は喫茶店のマスターだよと言って張り切っている

んですけれどもね。先日、80 歳を超えたおじいさんの人と話が合って、その人も貿易関係の仕事

をしていて英語が得意なんです。じゃあ、これから２人で獨協大学のセミナーに行って英会話の

勉強をして、６年後の東京オリンピックの時にガイドをやろうかと。やろうと思ったら、まだま

だ出来るんだと、そんなようなことで、これからも自分自身の為に一番に働いていきたいなと思
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っております。ありがとうございました。 

 

野口：ありがとうございます。聞けば聞くほど頭が下がります。金岡さん、お願いします。 

 

金岡：はい。貢献という意味でボランティアなど出来てない部分もあるんですが、自分の経験を

活かしてしていきたいというのがあって、一つは海外勤務をしたことがありまして、香港や上海

にいましたので、英語と中国語を活かしていきたいなと思っています。日本人っていうのは、な

かなか話そうとしない。間違っていたら、恥ずかしいという思いがあって難しい言い方をしてし

まうんですよ。実際、香港で使っている英語が中学校 2 年生レベルの英語を使っています。それ

で、ゆっくりクリアにしゃべると、あとは専門用語を加えてあげると 80％はいけます。日本人の

英語力というのは決して低くはないんですよ。そういう壁があって、しゃべりにくいっていうの

がありますよね。休みの日に編成しまして、つまり英語と中国語と日本語で単語集というのを自

分で作っていまして、できたらそういうのものが交流などで使えるようになればなと思っていま

す。というのは、海外からお客さんがいらっしゃってもなかなか対応ができないのが現実で、本

当はもっと簡単に伝える事ができる。日本人は難しく英語を使い過ぎている。点数を取りに行く

勉強をしているので、伝えるのはコミュニケーションのツールなので、効果的に伝えるという方

法がいくつもあるんですね。そういうのをノウハウとして出来たら、それを色々なところで使っ

ていただければ何かお役に立てるのではないかなと思っています。ちょっとずつ作っている所な

んです。 

 

野口：素晴らしいですね。ありがとうございます。それでは、高松ゼミから代表して、後ろに座

っている女性の方、活動されてきて良かったなど感じられたことを一言よろしくお願いします。 

 

女性：はい。大学生なので時間とお金にも限りがあるので、その中でゼミに費やしている時間で

一番よかったなと思うのが、寺子屋っていう小学生に勉強を教えたりなどの活動をしているので

すが、私は去年初めてやったんですけれども最初は小さい子の対応が分からなくてどうしようと

思っていたのですが、小学生はすごく純粋で自分達が面倒を見に行っているのに、気持ちをリフ

レッシュさせてくれたりとか年代の違う人との交流には、色々発見があって新しい経験が多いな

と思います。 

 

野口：はい。ありがとうございます。その小学生はきっと忘れないでしょうね。ありがとうござ

いました。いかがでしょうか、皆さん。素晴らしいパネラーの方達の活動を後世に引き継いでい

かないといけないとすごく思いました。次の世代へアプローチが必要なんだなと会場にお越しの
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みなさんも是非そういう所を意識して、手を携えて活動をしていければと思います。また、先程、

前段でまだ活動をしていないけれども、これから自分には何ができるかなとおっしゃっていた方、

その他の方もいらっしゃるかと思いますが、何となく今日は勇気が出たのではないかなと思って

おります。もし、そうであれば私もすごく嬉しいなと思います。時間も少し過ぎましたので、ま

とめます。“誰かのためにできることをできるだけの活動”それは、数ある団体の中からまず興味の

あるところを力まずにノックをしてみる。と、誰かの為に何かが出来る、何ができるの？という

と、パネラーの皆さんの情熱的な活動のお話を伺うと、とどのつまり自分に返ってくるものなん

じゃないかなというふうに感じました。本日のディスカッションからまとめさせていただきます

と、住んでいる地域でわくわく！いきいき！楽しく暮らしていく為には、安心して暮らす為には、

もう既に守ってくれている人がいるのだと。自分も守っていく、参加する、そこにはシニアの方

達に頼っていれば良い訳ではなくて、どのように参加して繋がっていくかという意識を求めてい

くということなのではないかと思いました。知らない人が不審者だという町ではなくて、どんど

ん繋がっていく。繋がりを越谷から！県東部地域！埼玉県！全国に広げていけたら、と思います。

今日、知らない人同士で参加していただけたかと思いますけれども、この後、懇親会があります

からどんどん忌憚のないお話をしていただければと思います。今日はつたないコーディネーター

でしたけれども、ご清聴していただけまして、ありがとうございました。パネラーの皆さんにも

大きな拍手をお願いします。 
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■第 2 部 パネルディスカッションの様子 
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■第 3 部 交流会 
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平成 25 年度 越谷市市民活動支援センター 

市民活動わくわくシンポジウム～ひろげよう！つなげよう！はばたこう！～ 

アンケート回答数 ５３枚 

 

１．性別、年齢について 

 

☑男性（28 名） ☑10 代（3 名） ☑20 代（2 名） ☑30 代（4 名） □40 代（0 名） 

 ☑50 代（4 名） ☑60 代（5 名） ☑70 代（9 名） ☑80 代（1 名） 

 

☑女性（25 名） ☑10 代（1 名） ☑20 代（1 名） ☑30 代（1 名） ☑40 代（3 名） 

 ☑50 代（3 名） ☑60 代（9 名） ☑70 代（7 名） □80 代（0 名） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

２．個人以外の方はご所属をお書きください  （複数回答有り） 

 

団体名 越谷ミズの会 （活動内容）無回答 

団体名 ワーカーズコレクティブふるさと （活動内容）無回答 

団体名 こしがや男女共同参画の会「パティオ」 （活動内容）無回答 

団体名 ＮＰＯ法人 男女共同参画こしがやともろう （活動内容）無回答 

団体名 生態条保護協会越谷支部 （活動内容）無回答 

団体名 埼玉政経セミナー （活動内容）無回答 

団体名 NPO 法人 女性のスペース結 （活動内容）無回答 

団体名 越谷市政モニターOB 会 （活動内容）無回答 

団体名 越谷レイクタウン環境見守り隊 （活動内容）無回答 

団体名 おひさま発電こしがやプロジェクト （活動内容）環境教育 

団体名 獨協大学高松ゼミ （活動内容）地域活性化活動 

団体名 ＮＰＯ法人 とよあしはら （活動内容）水辺の環境保全 

団体名 一歩会 （活動内容）東北の被災者の会 

団体名 南越谷民生委員、児童委員協議会       （活動内容）民生委員としての活動 

団体名 フリーススペースＰＥＡＣＥ 

10代 

11% 20代 

7% 

30代 

14% 

40代 

0% 
50代 

14% 

60代 

18% 

70代 

32% 

80代 

4% 

男性  10代 

4% 

20代 

4% 30代 

4% 

40代 

12% 

50代 

12% 
60代 

36% 

70代 

28% 

女性 
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（活動内容）中学生等の不登校の子ども達に対して心の手助けや保護者の不安の解消、月 1 回のイベント 

団体名 越谷レイクタウンふるさとプロジェクト 

（活動内容）越谷に育った子ども達が越谷をふるさとと思える様なまち、地域、環境・自然づくり 

団体名 ＮＰＯ法人冒険あそび場ネットワーク草加 

（活動内容）子供が「やってみたい事、遊び」を見守る。子どもの遊びたい気持ちを大切にしている 

団体名 NPO 法人 介護サポート悠遊越谷 

（活動内容）高齢者、障害者、子育て中の親等を情報提唱支援、健康維持、支援等 

団体名 越谷時代まつりの会 

（活動内容）越谷市の歴史を全国にアピール 

団体名 独協地域と子ども法律事務所 

（活動内容）地域住民の方の法律相談、生活保護の申請 

団体名 越谷ビデオクラブ 

（活動内容）地域の行事、文化財会員テーマの作品製作放映活動 

団体名 越谷市環境審議委員 

（活動内容）レイクタウン調整池周辺の芝刈、清掃を通じての環境づくり 

団体名 こしがや地域ネットワーク１３ 

（活動内容）地域づくり、男女共同参画の推進、ボランティア活動 

 

３．本日は何でいらっしゃいましたか？ 

 

☑徒歩（17 名） ☑自転車（2 名） ☑車（2 名） ☑公共交通機関（31 名） ☑無回答（1 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．当講座の開催を何で知りましたか？（複数回答可） 

☑当施設のホームページ（4 名）  ☑当施設内ポスター・チラシ（19 名） 

☑図書室ポスター・チラシ（1 名） ☑地区センター（2 名） 

□交流館（0 名）  ☑知人に勧められて（9 名） 

☑市の広報紙（6 名）  ☑無回答（1 名） 

☑その他（15 名）[団体の会議、ゼミ活動の一環、東武よみうり]  

徒歩 

32% 

自転車 

4% 車 

4% 

公共交通機関 

58% 

無回答 

2% 
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５．基調講演はいかがでしたか？ 

☑よかった（51 名） 

  （感想） 

・いつもの天気予報どおり、大変分かりやすく興味深く楽しかったです！このような形で

直接お話が伺える機会があると思っていなかったので幸せでした。 

   ・地域の活動の大切さと自然気象についての知識が広がりました。 

   ・最近の異常気象（特に竜巻）の話が興味深かった。 

   ・わかりやすく聞きやすくとても良かった。 

   ・平井氏の地域活動と専門職気象現象の解説内容。 

   ・地域を大事にしながら、気象の面から安全への心の持ち方と気象への知識を学ぶ事がで

きた。市民レベルで講演された事に大きな興味を感じた。 

   ・越谷の気象情報が細やかにまとめられていてよく分かった。越谷の暑さが都市のヒート

アイランドから来ている説明は初めて聞いて楽しかった。 

   ・分かりやすい説明で十分理解できました。 

   ・春日部ＦＭ クラブの活動を知ることが出来て良かった。 

   ・わかりやすかった。 

   ・テレビで拝見しているだけに親しみを持った。 

   ・地域と気候の繋がりについて、分かりやすく聞けたので良い経験になった。 

   ・豆知識などちょっとした小話を取り入れながらの講演で、とても聞き易かった。 

   ・とてもわかりやすく、時節に合ったお話でした。 

   ・平井さんのされている春日部での活動はすばらしいと思った。越谷でもあると良いと思

うし、参加してみたい。天気の話も越谷のデータが出てきてわかりやすかった。 

   ・平井先生の話はすばらしかった。また聞きたいです。 

   ・とてもわかりやすいお話をいただきました。 

   ・生まれ育った場所が原点の言葉に感銘しました。越谷中心のお話で良く解りました。竜

巻について良く理解できました。 

   ・平井信行氏の基調講演は大変良かったです。もう少し時間があれば「経験上の苦労話＆

エピソードを…」 

   ・普段聞けないようなお話を聞く事が出来て大変勉強になりました。ありがとうございま

した。 

   ・日頃の天気予報等、天候を気にかけていましたが竜巻がおこる現象、本日の様に大雪等

の予報があたり、雨、雪、台風等、大変わかりやすかったです。 

   ・気象について身近な事（昨年の竜巻）からわかり易く話してもらい面白かったです。 

   ・時に合った話題。 

・大変参考になりました。 
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☑ふつう（2 名） 

  （感想） 

・楽しい話で集中できた 

 

□あまりよくなかった（0 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．シンポジウムについて 

①内容はいかがでしたか？ 

☑よかった（43 名） 

  （感想） 

   ・活き活き活動している方は全く無理することなく、大変なことはあるでしょうが、楽し

く活動していると感じました。 

   ・私は去年に上京して来て、まだ越谷市のことについて知らない事だらけだったが、今回

で少しだけ深く越谷について理解することができた。 

   ・どの団体も素晴らしいことであった。後継者の問題はどこも共通する悩みであると思う。

企業との協働は素晴らしいものである。 

   ・各団体の活動内容を知ることができて良かった。単に質問時間を設けるのではなく、参

加者が全体を考える問題をふりかけるという工夫は良かった。 

   ・それぞれのパネリストの方々のご活躍が良く解りました。特に私の町でも高齢者社会に

なりつつありますので布施様のお話が身近に思えます。 

   ・防犯、見守りネットワーク等、地域での連携や地域の人々が出来る事をやる。安否確認

等参考になりました。誰の為に何が出来るか、そして自分も元気になれる事がわかると

思います。 

   ・若者の参加が少ないと言っていましたが、私自身働いている頃は残業残業で帰宅するの

が 9 時 10 時。無理です。むしろ退職した私達暇な老人達ですればいいと思います。若

い人たちは金を稼いで家族を守るのが先にせねばならないから。 

   ・パトロールは越谷市でも行ってくださっていますが、姿を見るだけで安心いたします。

暑い日や寒い日など大変なこともあると思いますが、結果は出ていると感じています

よ！皆さんの活動に感謝しております。NPO 法人松原団地見守りネットワークのふれあ

よかった 

96% 

ふつう 

4% 
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い喫茶で足が良くなったというのは最高ですね。 

   ・イオンの「eco」に対する取り組みを知らなかったので、すばらしいなと感心致しました。

しょっちゅう映画を観に行っているのに…。もっと皆さんに知ってほしいと思いまし

た！！宣伝しましょう！「カエル・キャラバン！」初めて知りました！なるほど！ナイ

スアイデア★大人も行けますか？ 

   ・学生さんが地域と関わり子ども達と交流しているのが良かった。又、イオンさんが世界

に発信しているのには驚きです。 

   ・コーディネーターの進行内容が今回のテーマと合っていない。（子供の躾と関係性は市民

活動の主旨） 

   ・自主防犯パトロール、素晴らしい活動だと思います。イオンの取組みが解り良かった。 

   ・さまざまな視点から意見があり勉強になった。また、今まで以上に地域に関心が持てた。 

   ・実践活動の現場の声を聞くことができた。 

   ・各活動の内容が手短の問題から始められたようで良かった。 

   ・知らない事ばかりで、大変参考になりました。 

   ・各方面での連携、つながりが地域というくくりに作れると良い。 

   ・学生が参加してくれて良かった。 

   ・それぞれ違った活動の話が聞けてよかった。 

   ・今後どうしていきたいか考えることができた。 

   ・それぞれの皆さんの活動が詳しく聞けて良かった。 

   ・色々な活動をされていて、地域に貢献されていて素晴らしいと思う。 

   ・とてもわかりやすかった。 

   ・自分の知らない所で多くの方が色々努力されている事を知った。 

   ・市外からの活動の紹介で視野が広がってよかった。 

   ・色々な話が聞けて良かった。 

   ・越谷で活躍する皆様の顔が見え有意義でした。 

   ・立派なボランティア話を聞かせていただき参考になりました。 

   ・コーディネーターの野口氏のまとまりが良かったと思います。 

   ・様々な分野の方々のお話、取り組みを伺うことが出来ておもしろかったです。 

・色々な活動している方々に団体との繋がりになって広げよう、つなげよう、はばたこう

は、意にかなうと考えます。 

 

☑ふつう（4 名） 

  （感想） 

・今後も継続して多数の市民に PR を 

 

□あまりよくなかった（0 名） 

☑無回答（6 名） 
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６．シンポジウムについて 

②今後希望するテーマ、内容はありますか？ 

 

  （感想） 

・まちおこし ・新しい公共の在り方 

・健康に関するテーマ ・水害、地震等をテーマとしたもの 

・若い方の地域活動 ・どんな年代も関われるテーマ 

・地域のつながりについて ・シンポジウムの意味は？ 

・他市のパネラー参加 ・スポーツによる地域活性の話を聞きたい 

・どんな年代も関われるテーマ ・水害、地震などをテーマとしたもの 

・若い方の地域の活動 ・地域のつながりにについて 

   ・健康に関するテーマ ・スポーツによる地域活性化のお話を聞きたいです。 

   ・老人問題を老人の元気な人達がもっと出来ないないか？ 

   ・是非、第二回目も平井氏を講師として開催してもらいたい。 

   ・平井氏ももう少し時間をかけたいと思っているかと思います。 

   ・近所付き合いや地域に住んでいる人のつながりに焦点をあてて、越谷市について考えた

いと思った。 

   ・団体組織作り苦労話しや、今後の問題点をいかに解決し若い方が自然体で加入、仲間と

して活動できるか集中討論。 

   ・放置自転車が多い地域は狙われやすいという点にパトロールの佐々木さんからご指摘が

ありましたが、私は３、４回交番に盗難車の連絡をしたことがあります。持ち主に戻っ

たこともあります。速やかに連絡できる方法（ネットなど）や連絡済みかどうか確認で

きる方法があれば教えて頂きたいと思います。 

 

７．交流会、その他のご意見をご記入ください。 

 

（感想） 

・初めての方ばかりだったが、少しでも話が出来嬉しかった。 

・何か少しでも他に生かせたらと思います。 

よかった 

81% 

ふつう 

8% 

無回答 

11% 
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   ・パネリストの感想、参加者の感想コーナーがほしかった。 

   ・各人の意見を聞く機会となった。 

   ・色々とお話が聞けて良かった。 

   ・障害者、災害、環境、町づくり。 

   ・第 3 部はグループトーキングで皆さんと交流してはどうですか。 

   ・色々な活動をしている人達に逢うことが出来て楽しかったです。 

さーて、私はどこに入れてもらうかな？ 

・団体の方は参加者を集めたい、活動を始めたいという方がお互い参加できる機会が増え

ると良いです。 

 

８．市民活動に関する講座について興味がありますか？ 

 

  ☑興味がある（36 名）  ☑興味がない（１名）  ☑無回答（16 名） 

 

※どんな活動に興味がありますか。お聞かせください。 

・子ども教育関係   ・自治会活動   ・防犯について   ・防災   ・子育て 

・障害者、災害、環境、町づくり 

   ・ボランティアに参加できる活動を知らせてほしいです。 

   ・活動分野は問わないが、実践活動者の生の声を聞きたい。 

   ・松原団地のふれあい喫茶、何が出来るか考えたいと思います。 

   ・子どもがシニア関連にも活動を広げていく。 

 ・この様な講座には初めての参加なので、これからどの様なものか確認してからです。 

 ・若い方と交流したいと思います。趣味、物作りを地域に広めたい。 

（凧作り、紙飛行機など） 

   ・今、兄の介護をしていますが、他の退職者達は何をして時間を潰しているのだろうとあ

れこれ考えます。 

   ・春日部市でのフェルマータのクラブ活動が素敵だなと思いました。ますます高齢化して

いきますし、子どものあそび場の減少など考えますと、私は越谷市民ですが春日部市の

クラブに参加できるとのことでしたので是非。 

   ・その内どこかのグループに入ります。 

 

 

 

 

 

 

 
興味がある 

65% 

興味が無い 

2% 

無回答 

33% 
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９．越谷市市民活動支援センターについて、ご要望やご意見があればお聞かせください。 

・色々な分野にわたり活動されていると思う。 

・各団体の活動内容を記録する事の要望があれば応えていきたい。 

・皆でビデオの視聴覚の意義を共有できればと考えております。 

・今日、雪の中出てきて大変良かった。明日レイクタウンでクルクルレインボーを子ども

達と作ります。又、水辺の周りの清掃を２回しています。ふるさとに繋がっていたと思

いませんでした。 

・若い人たちの参加が少なかったので残念です。 

・駅に近く利用しやすく助かっています。 

・今後、年に何回も開催してほしいと思います。スタッフの方々ありがとうございました。 

・お疲れ様でした。 

・頑張ってください。 

・何するにも集まる場所が必要なので、この様な場所が出来て本当に良いと思います。 

・私も利用させていただいています。昔は予約とか鍵を借りたり返したり面倒な手続きが

ありましたが今、気軽に来て友達を作り交流できて Good！！ 

・こんなすばらしい場所が意外と知られていないのが残念です。 

「隠れ家的学びの場」になっている感じが致します（友人が存在を知らない） 

・コーディネーターの野口さん、お疲れ様でした。上手に明るく進行して下さり、ありが

とうございました。 

 

 

以上 

 


