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開会行事 
＜事前説明＞ 

皆さん、こんにちは。本日は当センターにお越しいただきまして、ありがとうございま

す。開会までに時間がありますので、少しだけご説明をさせていただきます。 

本日の基調講演に櫻井先生をお迎えしております。櫻井先生の基調講演の間は、写真撮影は構

いませんが、パネルディスカッションの時には撮影、録音等はご遠慮ください。また、そういう

空気の中、誠に申し訳ないですが、当センターの事業記録としまして写真撮影等を行わせていた

だきます。そして、ホームページにも掲載いたしますが、皆様のお顔が正面から写らないように

後方から撮らせていただきます。どうぞご了承ください。 

 それでは、あともう少しでお時間になりますので、お待ちください。よろしくお願いします。 

 

＜開会のことば＞ 

皆様、改めましてこんにちは。申し遅れましたが、私は市民活動支援センターの椿と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。（会場から拍手）ありがとうございます。本日は有意

義な時間をお過ごしいただけることと思います。どうぞ楽しんでください。 

 お手元の封筒の中には、次第、自治基本条例のパンフレット 3 部、あとは皆さんのレジュメ等

が入っております。アンケート用紙は後ほどご提出ください。また、付箋と小さな鉛筆もござい

ます。この付箋と小さな鉛筆は第 2 部のパネルディスカッションの時にお使いください。 

 それでは、これより“市民活動わくわくシンポジウム～知るチカラ・広げるチカラ・行動する

チカラ～”を開催いたします。始めに当センター所長の鈴木より開会のご挨拶を申し上げます。 

 

 

皆さん、こんにちは。当センターの所長をしております鈴木でございま

す。本日はお忙しい中、また 2 月の半ばにしましては大変寒い中、お越し

いただきまして大変ありがとうございます。 

私ども市民活動支援センターは、平成 24 年 6 月に市民活動の場を提供

するとともに様々な事業を行うために設置されまして、以来、多くの皆様

にご利用をいただいております。 

 さて、越谷市は平成 21 年 6 月に自治基本条例を制定しまして、その後、9 月からこの条例が

施行されました。越谷市はこれまでも、市民参加と自治のまちづくりを推進してきましたが、こ

の考え方を整理しまして、自治のまちづくりを更に推進するために基本的な原則を定めたこの条

例ができました。条例が制定されましてから約 5 年。更に先ほど申し上げましたが、その条例の

基本原則であります市民参加と協働の考え方を実現する場として、この施設ができたわけでござ

司会者 

司会者 

越谷市市民活動支援センター所長 鈴木 宏孝 開会の挨拶 
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います。設置されてから 3 年という時期にあたり、改めて市民参加と協働について考える機会を

設けるために、このシンポジウムを開催させていただきました。 

 本日は基調講演として、文教大学の櫻井先生からお話しいただきますが、櫻井先生につきまし

ては、先ほど申し上げました平成 21 年 6 月、条例を制定するにあたりまして、実質的には 2 年

ほどかかっていたかと思いますが、1 年間、条例案について、白紙の状態から市民参加の審議会

を会長としてまとめられた方でございます。先生もこの 5 年間を振り返って、自治基本条例には

様々な思いがあると伺っております。本日はそれらについてお話しいただけることと思います。

また、第 2 部のパネルディスカッションにつきましては、当センターができてから実際に、私ど

ものセンターなどで活動されている市民活動団体、そして新たに活動を支援する制度を立ち上げ

られました民間企業として地元の銀行の方などのお話を伺うことになっています。 

 本日のシンポジウムがこれからの市民活動の一層の活性化、さらに“自治のまちこしがや”の

実現に大きく寄与していくことを願いまして、簡単でございますが挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

第１部 基調講演 
ありがとうございました。それでは、第 1 部の基調講演をお送りいたします。文教大学

人間科学部教授の櫻井慶一先生をお迎えし、『市民活動と自治基本条例』というテーマでお話いた

だきます。先生、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

はじめに 

皆さん、こんにちは。少し緊張しております。今、ご紹介いただきまし

たように、改めて 5 年間を振り返ってということですが、今日のシンポジ

ウムには、わくわくとついていますが、テーマがどう考えてもわくわくと

いうような感じではないなと思って、さて…と思っています。ただ、今日

は当時のことも少し踏まえながら、これからどうしたらという辺りをお話

させていただこうかなと思って参りました。 

 今日は後でパネルディスカッションがありますが、そこに文教大学の学生が参加させてもらっ

ています。偶然にも私は顧問をしている関係もありまして、非常に嬉しく思っています。学生が

発表いたしますので、併せてお話を聞いていただけたらと思います。 

 皆さんのお手元にある表裏になっている資料が基調講演の資料です。時間はたった 45 分です

が、大体この話の順で進めていきます。14 時 25 分には終わりとなりますので、よろしくお願い

します。 

司会者 司会者 司会者 

                        講師 文教大学人間科学部 教授 櫻井 慶一氏 テーマ『市民活動と自治基本条例』 
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 さっそくですが、流れの柱はお手元にある資料の通りですが、実際はスライド画面をご覧くだ

さい。与えられたテーマは“市民活動と自治基本条例”ということで、お話させていただきます。

本当は今日の話は、前の方にいらっしゃる S さんが、詳しく色々と立ち上げから関わっていらっ

しゃいましたのでよろしいかと思われますが、ご縁がありまして私が策定の時の審議会の会長を

引き受けさせていただいたということです。そこで、色々と思い出しながらになりますので、今

日は当時の課長さんもおられますし、違うよという声が聞こえそうですが、すみません、勘弁し

てください。 

 今日の主な内容ですが、そこにもありますように 4 つあります。一つ目は市民活動と自治の概

念、二つ目は改めて、当時の自治基本条例と越谷市のその特徴について、三つ目は今日の柱で一

番大事だと私は思っておりますが、実際に市民活動に基本条例を活かすという視点。そして、こ

この支援センターのあり方も含めての話になりますが、具体的な私たちの今後の課題。この 4 つ

の柱でこれから少しお話しをさせていただきます。 

 

1.市民活動と自治の概念 

 まず、“市民活動と自治の概念”ということで、

実は当時、最初にどうやっていくか、というとこ

ろで枠組みを決めなくてはいけなかったのですが、

市民についてはどう考えるかということも大きな

議論の 1 つでした。今日の話で言いますと、この

市民ということと自治とは何かということが、当

時はより大きな検討テーマでした。しかし、割と

始めに決めている時に市民とはというところで、

策定の審議会の中では全く議論というよりも当然のものとして、住民だけではない、ここで働い

ている人や学校に来ている人、それから会社等々も含めていろいろな形で市内で活動している団

体や個人を市民と考えようとなりました。当時の策定の審議会は 30 人で作られたわけですが、

そのうち 26 人が公募の委員さんでした。これも非常に画期的でした。その後に色んなところで

作られていますが、そこまで公募で「俺やるよ」「私やるよ」という人たちだけで作られていた審

議会は、たぶん越谷市でも他にないと思います。そういうところで皆さんの思いは一緒だったの

かなと思います。 

 それから、今日のテーマで市民活動とはということですが、これはすごく議論があると思いま

す。市民による自主的な創造的な活動の全てをいうと私は考えていますが、もう少し厳密に定義

をしている人もいるようです。要するにその中で市民活動といった場合は、市民の、という of で

すね、市民の、市民による、市民のための諸活動。リンカーンさんの言葉ではないですが、同じ

ような意味で使えるのかなと思います。市民の、というのは、市民が本来、自分たちの権利とし
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て持っているという of ですね。それから、市民による、というのは、2 つの方法、by という言

葉で表される、非常に具体的なものを指すもの。それから仲間たち、そういう人たちと一緒にや

るという with です。そして、幅広く市民のためになるものであればよい。簡単には、市民による、

市民のための諸活動と考えられると思います。その上に、これはやっぱり自分たちのまちをどう

良くしていくかということですから、そこでの主体的な大事にされなくてはいけないものという

のは、これは市民自身の権利だということです。自分たちの意見がきっちり市に対しても通って

いく、それが当たり前の市だろうということですが、そういう意味での of。権利という考え方、

これは大事だと思います。ただ、活動場所を市内だけに限定している人もいるようですが、場合

によると市外であっても市民が出て行って、越谷市の仕事をいっぱいしています。越谷市という

か越谷の活動として広くできるので、それゆえ市内だけでなくて市外も含めていいかと思います。 

 それから、同じ言葉でよく使われ市民がついている言葉で、市民運動というのがあります。ま

た、この頃はあまり使わないですが、たまに聞く言葉に地球市民というのがあります。この辺に

なってくると、市民活動というものと市民運動には、私も正直、ちょっと距離があるかなと思い

ます。ただ、地球市民という考え方は、この地球のみんなで作っていくもの、みんなのためのも

のだという意味では、ここでいう市民という概念と隔たりはないのかなとも思っています。これ

が市民活動と考えた時に、市民とはという考え方の片割れの方です。 

 次に、当時も、あるいは今ももしかすると大きな問題になっているかと思いますが、自治をど

う考えるか、これが当時も大きな問題でした。S さんは当時、よく自治力という言葉をお使いに

なりました。 

続きまして、自治の概念ということで、自治とは何かというと、自分で自分のことを処置する

こと、社会生活を自主的に営むことだと広辞苑には出てきます。自分で自分のことを処置する。

自分で何か納められると、自分で何でもできると考えるのが普通の理解のようです。ただ、例え

ば障がいがある人の場合もそうですが、何もかも私たちは全部自分のことを自分でできているわ

けではないです。それゆえ、お互いに協力し合って、そして進めていくという、自分のことは自

分で決めたいということですね。それが私は“自治”だと考えています。何でもかんでも自分で

できる人は世の中にはいないですから、そういうことだと思っています。 

 そして、自治の主流は、住民の自治と団体自治。団体自治とは、越谷市という行政です。行政

が責任において行うことが、団体自治というものになって、この場合は国や県から独立して、と

いう意味です。独自にというんでしょうか。もちろん協力しながらですが、越谷市には越谷のと

いう、議員さんも含めた人たちが決めていくというやり方です。しかし、もっと大事なのは、そ

こに住んでいる人。この場合は少し狭いですが、そこの住民の人たちが、自分たちの市のことは

自分たちが決める。それがもっと大事な自治だと思います。ここで、あるいは今日やっている意

味は、この住民自治というものを更に深めていく、そういうことに他ならないと思います。 

 では、どんなことが自分たちであるのかということですが、今日は NPO の方もたくさんいらっ
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しゃいますが、参考までに今、NPO 活動は 20 の分野が法律で規定されています。現在、ここが

よく分からないのですが、NPO 法人データベースの調べでは、越谷市では 72 団体登録されてい

ます。ただ、もう少しあるのかもしれませんし、頻繁に出入りがありますので、あまり意味がな

いですが、もっとたくさん越谷に本拠をおいた NPO もあるのかなと思っています。NPO の活動

とは、基本的には 20 分野に入ります。宗教活動や政治活動を除いたもの。営利活動も NPO 活動

には入れないですが、外から見ていると NPO と営利の区別がつかない場合もあります。その具体

的な展開が分かりにくいかと思いますが、いずれにしてもこういったようなものがあります。福

祉だけではないということですね。そして、今はどんどん広がって、人権や平和擁護、男女共同

参画、また学生さんも教育の問題に取り組んでいます。経済活動もその 1 つです。それぞれがし

っかり続いています。 

 次に、こちらは図式的に整理しただけですが、市民活動と NPO と行政の諸活動との関係ですが、

この中に NPO 活動だけでなく、ボランティア活動や地域コミュニティ、自治会活動、こういった

ものも含め、そしてそれが行政の諸活動の更に上になるわけですが、様々な活動があります。も

ちろん繋がっているわけですが、それよりも更にもう少し範囲、考え方が広いものというのが、

ここら辺まではどちらかというと住民活動といった方がしっくりくるわけですよね。 

 それより、さっきも言いましたように、もう少し広い範囲で捉えた概念が市民活動なのかな、

と思います。この場合も市内と市外にある、最初のところでお話した通りです。 

 

2.自治基本条例と越谷市のその特徴 

 次に大きな 2 番目の柱にいきます。まず、自治の基本条例です。これを作っていく時に、一般

的に自治基本条例とは、暮らしやすい自治。市民が、そのまちを決めていくという考え方に基づ

いた自治。そういうのが通る、そういったまちづくりをしようと市民と市がお互いに情報の共有

をベースに、協力していくためのルールや具体的な仕組みを定めたものです。参加と協働という

時のベースは、市民活動は情報の共有というところから出発していくと思っています。同じ与え

られている条件の中でどう考えていくか、ということが本当は一番大事にされることだと思いま

す。その上で、その具体的な協力をしながら進めていくルールがまず大事なまちづくり条例、ま

ちづくりという視点だと思います。そして、最近は少し減っていますが、多くの市町村でまちづ

くり条例としていた流れがあります。自治基本条例のことですね、これは当然そういう考え方を

反映しています。もう 1 つは、少子高齢化の時代にあって、簡単に述べますと、行政施策への市

民参加や協働ということで行政と一緒に行いながらという考え方です。 

 つまり、まちづくりには、ある意味では 2 つの考えがあります。後者は行政目線の考え方だと

思います。そうではなく、もう少し市民が主体になっている前者の考え方。これが今、改めて大

事だと思います。確かに、少子高齢化時代、孤独死とか無縁死という話がたくさんありますので、

それを含めてどうやって私たちがまちを作るかという、市民が主体になるということが、自治基
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本条例を作っていく、あるいは活かしていく時のベースだと私は思っております。 

 次に、13～14 年の歴史ですが、自治基本条例は北海道のニセコ町で作ったものが最初になり

ます。それからその後、少しずつ出来てきて、特に越谷市でも作った平成 21 年度、平成 20 年度

辺りからかなりの数になってきました。全国 30 以上です。ただ、この前、新聞に出ていました

が、平成 25 年度以降くらいから、ブレーキがかかってきたというか、数が少なくなってきてい

るという傾向がございます。自治という言葉も含めて、それを好まない行政なり議員さんが、こ

の 2～3 年、ブレーキをかけているのかなと思います。私の友人が岐阜県でこの条例作りの先頭

に立っていたのですが、正直、もう本当に最後の最後まで通らない、1 年、2 年近くかけたので

すが、ある政党の人が反対していて出来ないんですね。そして行政の方の要請から、私の友だち

がそのトップと会って今どきの時代にという話から始めて、やっと認めてもらい、ついこの間、4

月から施行になるんでしょうかね、通ったということがありました。最近は、何も問題がないと

思うことでも、議員さんは自分の権限または権能というべきか分からないですが、奪われるとい

う意識もあるようです。 

 しかしながら、今、全国で 1,742 市町村ありますが、まだ、平成 25 年 4 月 1 日の段階で 289

市町村、16.6％しか制定されていません。都道府県別では、数％しかできていないところと、ゼ

ロというところはなかったと思いますが、施行率は一般に東高西低といわれています。西の方で

割と高かったのは滋賀県が高かったと思いますが、あとはみんな低いですね。どうしてかってい

うのは、ちょっと私にも分かりません。 

 さてということですが、越谷市です。先ほども、センター長の鈴木さんからもお話がありまし

たが、市民の有志で勉強を始められました。今日もいらっしゃっています S さんや T さんという

大変活発で有能な女性がおられるってご存知だと思いますが、彼女やその辺を中心として勉強会

が始まりました。N さんとおっしゃる、今は引越しされたみたいですが、会社を経営されている

方とか、思い出す方も多いかと思いますが、とか、とか、とか、とかですね。色んな方が一生懸

命勉強している、この時代が一番楽しかったという方もおられるようです。この下地があって初

めてスタートができました。平成 19 年の 5～6 年前から、今日いらっしゃっているＴ部長さんや

心ある人は話の折々で動き出していたのではないでしょうか。本当にそういう意味では、やった

のは 1 年半とか 2 年弱かも知れませんけれども、下地があったのだろうと思いました。ものすご

くたくさんの市町村の条例を研究して、分厚い冊子にしていました。非常に資料的な価値のある

冊子を作っておられました。それから後は平成 20 年に入って、いろいろスタートしたわけです

が、どことは言えませんけど、近隣の市を見ていても、行政がすべて作ったものをただポイポイ

って判子を押していくだけで、あっという間にできてしまうのが多いです。ところが越谷市は、

私は初めての時にびっくりしました。本当に白紙でした。白紙でどうするんだと思ったくらいで

す。でも、辛抱強く待ってくださって 1 つ 1 つ決めていきました。これの全体を統括し推進する、

そういう審議会を作りました。その下に作業部会を 3 つくらい作り、そこで積み上げていき、統
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括委員会にかけ、そして最終的には全体会で決めていくというのを繰り返していきました。この

89 回と 40 回の計 129 回、ほとんど夜とか土日が多かったんです。私、今よりも 5～6 歳若かっ

たです。耐えられましたが、死ぬかと思いました。ちょっと大げさに言いますとね。全部出られ

たわけではないですが、ほとんど自分の時間がなくなるみたいな会議というか色んなことがあり

ました。そして、8 月に骨子案ができ、そして素案にいって 3 月に最終答申しました。そこから、

先ほどのお話のように 6 月承認で 9 月施行され、全 29 条となりました。今、思い出しますと、

当時、この 3 月というのは微妙でしたが、越谷の総合振興計画のスタートに合わせる形で、何と

なくここが尻尾というか、ここまでにできればなという思いがありました。これが大きな流れで

すが、今もう 1 回やれと言われても絶対できないし、二度と考えたくない。思い出しながら、そ

う思いました。 

 なるべく簡単にしようと言ったんですが、やはりそれでも 29 条になりました。最小限だった

と思いますが、やっぱりそのぐらいにはなりました。 

 そして、越谷の自治基本条例の特徴ですが、はじめから大きな柱を 2 つ持っていたと思います。 

 1 つは“市民参加”。市民参加と協働という、普通の自治基本条例の基本になる考え方、これを

盛り込んでいく。そしてもう 1 つは、当然ながら“自治のまちづくり”です。形容詞として自治

というと分かりにくいですが、もう少し具体的なまちをイメージできるものにしたい。この 2 つ

が、当時の大きな流れだったと思います。しかし、ここに至るまで随分と時間がかかりました。

単なる理念の表明ではなく、単なる憲章にしない、お飾りにしない、具体的な手続きや仕組み、

進め方を明確化しようと早い時期から一致していました。しかし、2 つの柱を両立させるのは、

なかなか具体的なものが見えなくて苦労しました。 

 この辺は全部、皆さんのお手元にある資料の中の自治基本条例の子ども版パンフレットがとっ

ても分かりやすくできていて、大人向けに配った方がよいのかなというくらいです。実を言うと、

私は、ここを書く時に参考にさせていただき、そうだった、と思い出しながら資料を作りました。

本当によくできていますよね。そして、自治基本条例でなくても自治基本条例を持っていなくて

もどこの市でも同じですが、市民主権、それから人間尊重、この 2 つはあるかなと思います。問

題の特徴は、“あるべきまちづくり”です。これを豊かな地域環境の創造ということで 4 つの分野

にしました。これがとっても重要なポイントで、ここが見えた段階で自治基本条例づくりは、比

較的スムーズに出来たかなと思います。 

 特徴ですが、条例 5 条、6 条、7 条に、まず自治の進め方をきっちりしようと定められていま

す。地方自治についての参加と協働、そして情報共有。私は個人的には市政に関する情報を共有

して、そして市民が当事者として市政の様々な側面に参画する。まちづくりに関わっていく、こ

れが参画。そして協働は、市民と市、団体と市民が対等な関係で様々な分野の活動に取り組む。

これが協働の原則と言われているものだと思います。 
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3.市民活動に自治基本条例を活かす －現状と課題－ 

 その次に一番大事だと思いますが、じゃあ、どうしたらいいんだろう、

ということで、その後のことも含めて、現状と課題は“市民活動に自治基

本条例を活かす”ということです。 

 当時、越谷市の自治基本条例を作る時に私が感心したのは、行政側で全

部作らない。白紙でと言いましたが、その白紙も進めていく時に、NPO

団体さんが市民参加という視点で全体を仕切っている。そういうことも市

民参加の形だと感心しました。自治基本条例を作っていく時にいくつか議論がありました。その

一つ目が、自治の基本理念をどうするかということ、二つ目はどうやって越谷らしさを盛り込む

か、これがやっぱり非常に難しかったです。それをまちづくりという視点に結び付けられた時に、

初めて、少し越谷らしさが出るかなと私の中では思いました。そして三つ目が、他の市町村を見

ても必ずしも自治基本条例の中にその後の実効性が担保されていない。ちょっと難しい言葉です

が、作っただけ、棚の上に飾っておくだけ、神棚に上げておくだけでは、意味がないですから、

それが活きる場面をどう具体化するかということが大事だと思います。その実効性を担保するた

めに、最初から条例上に推進会議というのを設置しました。これをちゃんと見ていけよ、何年か

かってもいいからちゃんとしたものにして欲しい、こういうことで作られたのはとても大事で当

時、その議論もいろいろとありました。 

 あと、具体的には住民投票の問題や子どもの権利、また障がいがある方のことを別にするかな

ど、個別には各条文で議論がありました。作業部会で 1 つ 1 つ詰めてきていただいて、全体の合

意になっていきました。まず、市政について、ふれあいミーティングや市民懇談会、こういうも

のが頻繁に行われて冊子になりました。市政の参加の敷居がというか、壁が少し低くなったのか

なと思います。まだ十分ではないかもしれないですね。しかし、普通に考えるとなかなか難しい。 

 それから、審議会の公募委員の年齢制限を 18 歳以上に改正しました。これによって公募委員

が 18 歳以上で構成されています。公募委員がいる審議会は、多少増えましたが、全体としては

それほど多くありません。議会関係がありますので、全部できない審議会もあります。今、国の

法律も 18 歳に改正されるようです。でも、すでに私たちのところでは 5 年以上も前から、基本

的に色んな意見を 18 歳以上の人に広げた。これはすごく特出して良かったです。 

 それから、意見の公募手続き。いわゆるパブリックコメントということで、重要な案件や計画

は市民の意見を聞くということです。ただ、こういうことを言ったら、関係者の方に怒られそう

で、また余計なことを櫻井が言ったと後で言われそうですが、この間、某審議会で意見公募を締

め切りました。どのくらいありましたかと言ったら、1 人、2 人、ほんの少しでしたね。1 ヵ月間

ホームページ等で意見公募しても全然来ない。そこで、何故なんだろうと正直思います。難しい

のか、あるいは、自画自賛していることになりますが、わざわざ言わなくても素晴らしい計画が

出来たから、言う必要がないということなのか、いろいろな考え方が成り立ちます。また、形式
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的になってないかどうか、もしかして言ったって駄目だと思われてないか、この辺はすごく気に

なります。というのは、この参加に関してです。参加とは、大きく 3 つの柱①市政②審議会③意

見公募手続きで作られています。意見公募についてはもう少し頑張らないと駄目だなと思ってい

ます。次に、現状と課題で“協働”の部分です。 

 この辺は皆さんにも関係がありますが、地域コミュニティ組織と市民活動団体の役割で、コミ

ュニティ推進協議会(以下、コミ協という)、コミュニティ組織、これは越谷らしい部分の 1 つで

もあるし、文化活動もしていますから、とっても意味が大きいと思います。しかし、地域コミュ

ニティ組織と自治会も含めてですが、市民活動団体との連携、協力がどうなのだろうと思います。

それぞれがそれぞれで勝手にやっていることがないかどうかが課題かもしれません。 

 ただ、この支援センターの設置は、市は素早く動いてくれました。こんな素晴らしい場所に、

自治基本条例が制定されて具体的に見える形で変わったのは、これだけと言ったら怒られますよ

ね。でも、支援センターは、見える形で皆さんが使える。しかも登録すればロッカーも使えるし、

こんな暖かい部屋ですよね。私は住む家がなくなったら、ここへ来ようかなと思っているくらい

本当に暖かくて、明るくて、気持ちが良いですよね。だからこそ、もっと使われなきゃいけない。

知らない市民はいないと思いますが、もしかするとまだ知らない人、それから来たことがない、

またはあるのは知っていても入ったことがない人が多いかも知れません。正直、私も向こう側か

ら来る道は知っていましたが、この間、今日の打ち合わせで来た際、直接そこのエスカレーター

を上ってきて 2 階から入るというのは、センター長の鈴木さんに教えていただいて、この方が早

いと思いました。そんな程度ですから、無理もないのかも知れません。 

 今年、協働フェスタも行かせてもらいましたが、様々なことを協働という意味でやる必要があ

るのかなと思っています。当時も問題になりましたが、自治会や地域コミュニティ組織、専門家、

あるいは普通の NPO 団体との協働、あるいは今風に言うとコラボレーションというのでしょうか。

言うのは簡単ですが、深い内容、色んな問題ごとにきっちり組織化できているかというと、まだ

そんなに進んでないのかなと思います。この間、中央市民会館のところで、自治のまちの「越谷

市自治基本条例」PR パネルが展示されていました。あまり目立つところではない気もしましたが、

でもしっかり出ていましたし、良い形で出ていました。写真も撮らせてもらったのですが、こう

いうふうに目に触れるような形で PR していることは、いいなぁと思いました。市役所に垂れ幕

が出ていますが、色んな時にこういう機会を作ったら出してもらいたいと思いました。 

 次に協働の問題ですが、審議会当時、平成 27 年度末で自治会加入率を 75％目標にしていたの

ですが、市の資料で読みますと、むしろ段々下がってきています。自治会の数は多いですが、加

入している世帯は 9 万 7 千、ちょっと増えきているようにも見えますが、割合としては低下して

きているのが現状です。私はこれを聞いて、ちょっと残念だなと思いましたが、自治基本条例に

詳しい友人に聞いたところ、彼いわく、自治基本条例ができたからといって、自治会加入率が上

がっている所はないと言いました。ですから、特に今でも思い出しますが、当初、議論の際、自
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治会活動に熱心だった人には、自治基本条例とは自治会活動を盛んにするためのものだとお考え

になる方が多かったです。それはある意味、当たってはいるのですが、例えば、直接的には条例

ができたから嫌でも入れ、とはならないわけで、結果的には下がってきてしまったということで

す。こういうのが実態ですが、越谷だけの問題でもない、良いとか悪いとかではなく、全国的に

問題だと思います。それから、コミ協もいくらか増えていますが、自治会と同じで人口そのもの

が増えていますので、そういう意味では 402 事業というのはあまり変わっていないのかなと思い

ます。この間の協働フェスタでは、コミ協の参加などもあり、頑張っておられるなと思いました。

そういうふうにみんながそれぞれ活動しています。ある意味、地べたを這ってと言ったら怒られ

るかもしれませんが、地域に繋がっている自治会やコミ協の活動は、若い人も含めてあまりよく

活動内容が知られていないのかなと少し残念に思いました。 

 それから、市民活動に自治基本条例を活かすという点では、協働のボランティアの数が全国団

体ですとだいたい人口の比で 7％いるわけです。色んなボランティアがいます。そこで、越谷は

どうなのだろうということの結論は分からなかったです。福祉活動関連ですと、登録団体数 47

団体、登録ボランティア 1,310 人、活動者数 2,387 人ですが、越谷ももし全国並みにいるならば、

越谷の人口が 33 万人ですから、2 万 3 千人がボランティアをやってなきゃいけないんですね。

いくらなんでもそこまではいないかなと思いますが、先ほども言いましたように、NPO 活動は

20 分野ありますから、だから結構広く活動されているのではないかなと思います。ただ、正式に

行政で募集しているスポーツボランティアや災害ボランティア、学生さんにやってもらいたいよ

うなところがたくさんありますが、そういうところが残念ながら、募集しているにもかかわらず、

正直活発ではなく、このままでは少し心細いなと思っております。もっとボランティア活動も盛

んになっていいのだろうなと思います。この支援センターが、上手にその辺も利用されて良いの

かなとも思います。社会福祉協議会（以下、社協という）も頑張っていますよね。私も名前だけ

ですが、社協の理事を任されていますが、どうしたらいいんでしょうという部分があります。色

んな人が色んな形で重層的に関わらないと、特に学生も含めてやっていただく必要があるなと思

いました。ここの支援センターも頑張っていますね。中央図書室の利用者も入っていますが、登

録団体も着実に増えています。これは良いペースだろうと思いますが、場合によると数年は増え

るのは一般的です。頭打ちにならないように、何か仕掛けをしないと駄目な時期にもうそろそろ

来るかなと思います。 

 時々、私は言っちゃいけないことを言っているかもしれませんが、気にしないでくださいね、

そういうキャラクターだと思ってください。学校でもそんなもんですから、他の先生からひんし

ゅくを買う時もありますけどね。 

 それでは、話を戻しまして、学習事業の参加者は 4 千人です。 

 

4.私たちの今後の課題  
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 次に、私たちはまちづくりを具体的にする越谷市の総合振興計画（以下、総合振という）では、

6 つのまちの目標を作っています。基本的には自治基本条例が先にできていましたし、自治基本

条例と総合振は相互に重要なものだと思うので、自治基本条例の 4 つでまとめることもできます。

自治基本条例の 4 つの目標とは、まず一番目に、人間関係、まちづくり。みんなで主体的に助け

合い関わっていく。学び合いながらいきいきと生活する。豊かな人間関係を作りたい。何と言っ

ても一番大事なのは人間関係だと思います。要するに何が目標かと言ったら、豊かな人との関わ

り、一緒に生きていく共生のまちづくり。これが大きな将来的な方向性の目標だと思います。豊

かな関わりが保障される。それには世代を超えたという意味がもちろんあるわけです。 

 二番目に“自然”です。自然環境を保全していく。保全だけではなくて、快適に暮らせるため

に創出しなければいけない。私、数日前、うちの大学のすぐそばにいちご農園があって、そこに

いちごを買いに行きました。冷凍して売っていました。とても美味しいいちごが安くていいな、

と思いました。周りは田んぼでした。越谷はまだ、ちょっと離れると田んぼがあります。人間は

自然の一部。そういう人間生活や環境との共生ができるまちを作りたい。これが二番目の目標。 

 続いて三番目です。“歴史、文化”は学習や総合振の目標も含んだものですが、スポーツやレク

リエーション、芸術活動、文化活動で学ぶということも含めて、生活と心の充実を求めたい、安

らぎのあるまちづくり。越谷は昔の日光街道からの歴史がありますよね。街並みが残っています。

とても上手に活かして、落ち着いたまちが出来るんだろうと思います。 

 そして、最後に四番目です。産業との調和が図られると、働きやすい、働き続けたいという気

持ちになります。私がちょっと嬉しく思うのは、地方から来ている学生が、卒業して地方に戻ら

ずに、越谷で働き続けたい、越谷に住み続けたいと言って、越谷にずっといてくれるんです。そ

こから通える範囲で仕事を見つけてくれるんですね。そういう意味では、市民にとって文教大学

を是非大事にしていただきたい。ちょっと宣伝させてもらいました。学長に言われていますので。

仕事を通じて、みんなが自己実現したいと願っている。理想ですよね。そして、地域で暮らし続

けられるまちを作りたい。 

 

おわりに 

 最後になります。今日のテーマですが、“知る、広げる、行動する”では、具体的に何が出来る

のだろうということです。まず、楽しみながら、色んなことについて知っていく、そして、絆を

大きくしていこう。さらに、夢を形に出来るように、みんなで一緒に進んでいこう。福祉の場合

は、地域福祉という場合がありますし、ないものがあったら作り出そうよというのをソーシャル

アクションというのですが、市民活動支援センターの標語は、福祉のソーシャルアクションのい

わば視点と重なっているんだなと思ったので、あえて図式化してみました。 

 これからも、この市民活動支援センターを通じ、是非色んなことにチャレンジしていただきた

いなと思います。時間ですので、これで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 
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    ありがとうございました。ご質問のある方もいらっしゃるかと思いますが、時間の都合

がございます。誠に申し訳ありませんが、後ほどの交流会でお願いいたします。 

 それでは少しの間、休憩を取りまして、14 時 35 分から第 2 部のパネルディスカッションを行

いたいと思います。それまでに会場を整えますので、少々お待ちください。 

 

第 2 部 パネルディスカッション 
 

 

 

越谷ミズの会 伊藤 節子氏 

文教大学教師の卵サークル WE 三浦 裕司氏 

大賀 早紀氏 

武蔵野銀行越谷支店 支店長 大友 謙氏 

越谷市自治基本条例推進会議委員 横家 豪氏 

 

株式会社地域総合計画研究所 

主任研究員 細田 祥子氏 

 

それでは時間になりましたので、第 2 部のパネルディスカッションにうつります。

コーディネーターに株式会社地域総合計画研究所の主任研究員、細田祥子さん。パネリスト

に越谷ミズの会の伊藤節子さん、文教大学教師の卵サークル WE の三浦裕司さん、大賀早紀

さん、武蔵野銀行越谷支店、支店長の大友謙さん、越谷市自治基本条例推進会議委員の横家

豪さんをお迎えし、開催いたします。それでは、ここからの進行は細田さんに交代いたしま

す。細田さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

   皆さん、こんにちは。コーディネーターを仰せつかっておりま

す、地域総合計画研究所から参りました細田祥子と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。（開場から拍手）ありがとうございます。

今日は私、コーディネーターということで、皆さんのお話をなるべく

引き出せるように進行できればなと思っております。 

ここで簡単に自己紹介をさせていただきます。地域総合計画研究所

は、主に都市計画やまちづくりの分野でいろいろな自治体、市町村、都道府県、国土交通省

などからお仕事をいただき、調査や計画策定のお手伝いをする会社です。私自身はもう 11

司会者 

パネリスト 

コーディネーター 

司会者 

細田 

テーマ『みんなのチカラでまちづくり』 
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年ほど働いております。私は、ライフワークとしているところが三つありまして、一つ目は、

先ほど自治基本条例のお話がありましたが、参加や協働を通して計画策定のお手伝いをする

お仕事を中心に行っています。それから中には、意見の対立があるような公共事業もござい

ます。二つ目がその柱で、合意形成のプロセスを作るというお仕事もさせていただいていま

す。例えば、主に都道府県で大きな公共事業を行う時に地元の住民の方の意見がなかなか合

わないとか、行政と市民の意見が合わないといった場合にお手伝いをさせていただいていま

す。そして、三つ目はプライベートとなりますが、まちの観光やアートに関する市の事業に

住み手として、ボランティアで関わらせていただいています。私自身は、仕事をしてきた 11

年間に出産や育児も経験しまして、子どもが 1 人おります。子どもができ、町会や保護者会、

PTA に入ることで地元とのつながりが増え、顔の見える関係になってきています。しかし、

自分でいざ活動してみようと思うまでは、なかなかいかないところがあります。ですので、

今日はこのパネリストの皆さんから、そのバイタリティを是非いただきたいと思い、今日は

やって参りました。 

今回の“知るチカラ・広げるチカラ・行動するチカラ”というテーマは、私から提案をさ

せていただいたものなのですが、まちづくりに限らず、すごく大切なチカラなのではないか

と思っています。4 組の皆様の活動を知るところから始め、交流会の場を使い仲間を広げて

いただき、今日をきっかけに何かアクションが生まれたら嬉しいなと思っております。 

 それでは、早速パネルディスカッションに入っていきますが、皆さんのテーブルに置いて

ある封筒の中に付箋紙が配られています。これから各パネリストの方からお話を伺いますが、

お聞きになりながらご質問したいことやご意見があれば、付箋紙にその都度書いていただき

ます。そして、各パネリストの方のお話が終わった段階で、スタッフの皆さんがその紙を回

収してくださいます。パネルディスカッションの最後に、私から各パネリストの方に「こん

なご質問が会場から出ていますよ」とご紹介いたします。時間の都合で全てのご質問に答え

ていただけない場合もあるかと思いますが、それはご了承いただければと思います。それか

ら先ほどもありましたが、櫻井先生のお話に対するご質問は、後ほどの交流会で個別にお話

を伺ってくださるということなので、よろしくお願いいたします。長くなりましたが、パネ

リストの皆さんのお話を伺っていきたいと思います。最初は、越谷ミズの会の伊藤節子さん

で、現役のプロのメイクアップアーティストの方です。伊藤さん、お願いいたします。 

 

【越谷ミズの会 伊藤 節子氏】 

それでは、高齢者施設でのセラピーメイクボランティアの実践についてご報告いたします。

越谷ミズの会の紹介は、お手元のパンフレットにありますのでご覧ください。10 分以内でお

話をできるように何度も練習をしたのですが、どうしても長くなってしまうので割愛すると
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ころが多くなります。ご了承ください。 

越谷ミズの会は、男女共同参画の視点を持った活動をする女性の団

体です。会員の中で「これをやりたい」と手が挙がりましたら、その

人が中心となり事業を進めています。いろいろな事業が 5 個くらいあ

るのですが、それぞれ中心になる人がいて皆さんが行動をしている。

そういう寄せ集まりの団体だと思っていただければ結構です。 

 セラピーメイクの歩みについては、このパンフレットをご覧いただきたいと思います。9

年ほど前から活動を始め、高齢者施設でセラピーメイクを行っているのですが、高齢になる

と何かが変わってきます。私どもも始めた当時から 10 年近くが経ちますが、みんな年をと

るといろいろなことが起きてきます。段々、足が弱ったり、目が見えなくなったりして「大

変！大変！」と言っています。いろいろなことがあった結果、自信が無くなり消極的になる、

また、人に会うのがおっくうになるということが一番の問題です。高齢が原因で消極的にな

る人に自信をつけてもらう方法は、体力をつけること、健康を回復すること、機能を回復す

ることが有効ですが、まずは病は気からと考えて気力をつける活動を促すのが良いだろうと

いうことです。私はまだ健康で元気があると思っていただければ一番良い。これに貢献する

のがセラピーメイクの考え方です。そのために健康に見える化粧をします。きれいに見える

化粧ではなく、健康に見える化粧です。血色が良くなり、元気そうで若々しく見えます。外

見が元気そうに見えると嬉しくなります。心も元気になって積極性が出ます。実際、メイク

をした後に高齢者が活動的になることに驚かされます。高齢者施設の入居者は、朝昼夜の食

事の他に入浴やリハビリを行いますが、そこでの問題点は一斉に行うことが多く、個人的な

希望をそれぞれに叶えることが少ない点です。また、外出が少ないため刺激が少なくなりが

ちですが、ボランティアが入ることで生活に変化が生まれます。 

ここで行うセラピーメイクのメニューは 4 つあります。ハンドケアと顔のスキンケア。そ

れから、簡単なマッサージを行い皮膚を清潔にします。そして、メイクアップをした後にお

話をします。「希望するケアは何もないけれど、お話がしたい」という方にはお話をいたしま

す。どのメニューも女性、男性を問わず受けられます。男性はハンドマッサージが多くなり

ますが、だいたいは女性が受けるというのが主です。 

使用する道具はいろいろですが、ポイントはきれいになることよりも清潔であることを優

先する点です。粘膜に近い箇所で使用する物は個人別になります。ぬれタオルで顔を拭った

らすぐに落ちる化粧で、普通のメイクアップとは違います。 

施術後の高齢者の様子は、はにかんだり、「若くなったわ」と嬉しそうです。また、「似合

うわね」と自分で言いながら鏡を見ている方、ボランティアの手をずっと握っている方、あ

るいは「こんなに優しくしてもらったのは初めて」と涙する方、歌ったり、踊り出す方もい
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らっしゃいます。中には、「口紅の色をもっと濃く」とか「派手すぎるからもっと薄く」と変

更を希望する方もいらっしゃいます。その様子を見ていた施設の職員の方が驚かれて、「あの

方は認知症なのですが、派手すぎると言いましたよね」と後で言ってくださったこともあり

ます。 

 ボランティア育成のスケジュールは、こちらのパンフレットに書かれているように 5 回の

講義と実技を行います。ハンドケアとセラピーメイク、それから一番大事なのは傾聴です。

私たちの取り組みは、メイクを手段とした高齢者の心を元気にする活動だと思っております。

また、ボランティアは越谷市のしらこばと基金を活用し、育成することができました。みん

な頑張って修了証を取得し、ボランティアに行くという流れになります。 

高齢者施設でボランティアをするとご褒美があります。一つは、ボランティア自身が元気

になることです。高齢者の人たちはきれいなものを見るのが大好きなので、明るくきれいな

服装をして行きます。着たことのないような色の洋服や昔の洋服などを着ますから、私たち

自身も元気になってくるのです。また、目の前で喜んでもらえるので、役に立っていること

を実感できます。私たちが帰る時に皆さんから「ありがとうございました」と言われるので

すが、私たちが施設を出る時には、私たち自身が「元気にさせてもらってありがとうござい

ました」と言って、退席するのが実際です。 

 この活動の本当に目指すところは、少し弱った、自分で動けない、自分でできないという

高齢者に対して、お互いさまでお手伝いをするという大きな考え方にあります。これまで 9

年間活動をしてきて実践の結果が出てきました。これからはシステムを作ることがとても大

事であり、それが課題だと思っております。しかし、自分たちのグループだけでシステムを

作るというのは、とても無理だと思いますので、そろそろ行政に働きかけを行いたいと考え

ているところです。そして、市民の方たちと一緒に行っていきたいと思っております。その

ためにはエビデンス（証拠）の構築が大事であり、研究機関である大学と協力し、解決して

いきたいと考えております。また、システムづくりやそれを担う活動を行政にお任せしてし

まうのではなく、自分達が主体として活動できるかがこれからの課題です。私たちはそれを

成し遂げたいと考えております。私たちは今、

自分が動けるからやろうと思っていて、病気に

なったり、けがをしたり、認知症になったりし

て動けなくなった時は「よろしくね」と、本当

に悪いなとは思わないで手を挙げる。自分が動

ける間は動いていこう。当たり前のこととして

やっていきたいと考えております。ありがとう

ございました。 
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伊藤さん、ありがとうございました。皆さん、ご質問があれば付箋紙にご記入くださ

い。伊藤さんは現役のプロのメイクアップアーティストでいらっしゃいます。お仕事をされ

ながら、専門的な技術をアレンジし、ボランティアとして地域で活かしていらっしゃいます。

非常に女性として憧れてしまいます。後ほど詳しくお話を伺いたいと思います。 

 では続いて、文教大学教師の卵サークル WE から今日はお二人に来ていただいています。

三浦裕司さんと大賀早紀さんです。どうぞよろしくお願いします。 

 

【文教大学教師の卵サークル WE 三浦 裕司氏、大賀 早紀氏】 

こんにちは。文教大学教師の卵サーク

ル WE は、教師を志す大学生が集まって活動を

しています。ところで現在、何人のメンバーが

活動していると思いますか？ 

「20 名ですか？」 

実は 50 名で活動をしています。毎週、

主に三つの活動をしています。一つ目は、模擬

授業。二つ目は、教育書を読むこと。三つ目は、

教師の勉強会に参加することです。模擬授業では、学生同士で意見を言い合いながら授業力

を高めています。また、埼玉県で採用されている先生方に授業の良いところや悪いところを

ご指摘いただいています。では、早速、模擬授業をしたいと思います。口という漢字に二画

足すと別の漢字になります。例えば何でしょうか？ 

「田んぼの田」 

正解。田んぼの田。他にもあります。できるだけノートに書きます。レジュメの空い

ているところにたくさん書いてみてください。1 年生だったら 1 つ。3 年生だったら 3 つ。

このように子どもたちにあおっていきます。では、聞いていきます。例えば？ 

「白」 

白、正解です。なるほど。 

「ええと、只」 

只。よく考えてくださいました。実は全部で 50 個以上あると言われています。是非、

考えてみてください。そして、活動の二つ目は教育書を読むことです。学生同士で意見を共

有し、教育観や教師にとって必要な知識を得ています。三つ目は、教師の勉強会に参加する

ことです。学生だけでは知ることのできない現場のことを先生方から学び、対応力を身につ

けます。そして、これらの学びを活かして、学習支援ボランティアをしています。市民活動

支援センターでも今まで 20 回開催し、通算 200 名の参加をいただいています。この学習支

細田 

大賀 

会場 

大賀 

会場 

大賀 

会場 

大賀 

会場 

大賀 
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援ボランティアについて、担当から解説します。 

初めまして、こんにちは。文教大学 4 年

の三浦と申します。私からは学習支援ボランテ

ィアのことについて話をしたいと思います。こ

の写真は、チャレラン（チャレンジ・ランキン

グ）大会の様子です。また、皆さんのお手元に

ある“ななサポ”という市民活動支援センター

から出されている新聞にも活動の様子が紹介さ

れているので、そちらもご覧ください。通常は月 1 回、文教大学に子どもたちを呼んで活動

をしているのですが、一度大きいイベントをやろうということになり、50 名から 100 名を

集めて行うイベントを企画しました。会場は、文教大学では広さやアクセスに限界があると

いうことで、この市民活動支援センターを借りて開催しました。結果的に地域の方々とこの

支援センターをつなぐ役割を果たすことができたのではないかと思います。また、やって良

かったなと思いました。実際には、保護者と地域の子どもたちを合わせて 120名くらいの方々

が来てくださいました。 

 次に、毎週行っている学習会の説明をしたいと思います。お手元にある A4 版の“楽しい

学習会”という紙をご覧ください。この活動の目的は以下の三つです。活動目的①地域の子

ども達に学習支援を行い、勉強の楽しさを知ってもらう。活動目的②地域の子ども達に伝統

文化に親しむ機会を提供する。活動目的③子どもとの関わりや学習支援を通じ、教員を目指

す学生の資質向上を図る。私たちは普段、大学で学んでいますが、現場で経験を積めるのは

教育実習の 1 ヶ月間くらいしかありません。そのため、こういった機会を毎月設けることで、

私たち自身のスキルアップを図っています。参加者からは「楽しかったです」「楽しく勉強で

きました」「勉強が分かって良かったです」という感想をいただきました。私たちにとっては

それが励みとなり、これからもっと頑張っていこうという原動力にもなっています。 

また、これらの学習会を継続して行うことができるのは、越谷しらこばと基金といった制

度や教育委員会の後援、そして、市民活動支援センターのご協力の上で成り立っております。

そうした地域とのつながりを今後も大切にして参りたいと思います。 

 そして最後に、これからの展望をお話しします。私たちの学んでいることをもっとより多

くの人に知って欲しいということで、4 月 11 日に文教大学で“よりよい教師になるための講

座”を開催する予定です。現在、111 名の方から申し込みをいただいています。埼玉県の荒

れた中学校を立て直した長谷川博之先生という講師を招き、学びます。また、学習支援ボラ

ンティアでは、小・中学生 150 名の参加を目標に夏休み学習支援ボランティアを市民活動支

援センターで開催したいと思っております。これからもダイナミックな活動をして参ります。

三浦 



18 

そして、越谷に貢献できるように頑張って参ります。ご静聴、ありがとうございました。 

   大賀さん、三浦さん、ありがとうございました。非常に元気でまぶしいですね。私も

子どもがおり共働き世帯ですので、このような活動は非常に良いなと思いました。私のまち

にも欲しいですし、文教大学教師の卵サークル WE の皆さんにとっても非常に良い機会にな

っているというお話でした。例えば、学童保育との連携などもできるのかなと思いました。

そうしたお話を後ほど詳しく伺いたいと思います。 

 それでは、実際に活動をされている 2 組の団体の方からお話を伺いましたが、今度は少し

毛色が違います。その活動を支援する側。また、経済的な金銭面で支援するというところに

注目したいと思います。武蔵野銀行越谷支店の支店長でいらっしゃいます、大友謙さんです。

よろしくお願いいたします。 

 

【武蔵野銀行越谷支店 支店長 大友 謙氏】 

 皆さん、こんにちは。武蔵野銀行の大友でございます。どうぞよろ

しくお願いします。 

 初めに、武蔵野銀行はどのような銀行なのかをイメージしていただ

こうと思います。まず、埼玉県の地方銀行として、昭和 27 年の 3 月に

設立されました。この 3 月で 63 年になります。店舗数は 95 店舗、う

ち県外が 2 店舗となっております。従業員数は 2,322 名。ほぼ全員が

埼玉県の出身者でございます。預金残高は約 3兆 9千億円、貸出残高は約 3兆 1千億円です。

地方銀行は全国で 64 行ございますが、そのうちの 30 番目ということで、だいたい中間的な

位置付けになります。そして、当行は創業以来、地域共存、顧客尊重を永遠のテーゼ（方針）

としまして、地域経済・社会への貢献を果たし続けるということを経営理念としております。 

 現在の地域活性化への取組み態勢ということですが、平成 25 年 4 月に地域サポート部を

設置し、地域価値創造の立案・実施を伴う専門部署であります地域価値創造室を新設いたし

ました。従来から地域活動を行っているのですが、より専門的に徹底して、地域の活性化に

取り組まなければならないという現在の頭取の発案を基に立ち上がりました。そして、その

6 ヶ月後の 10 月に県内の金融機関としては、初めて埼玉県と包括的連携協定を締結いたしま

した。この連携項目は 16 項目ございます。こちらは、先ほど櫻井先生から NPO の 20 分野

というお話がございましたが、そちらと重複する部分が出てくると思います。 

 次に、取組み事例をご覧ください。最近の事例を抜粋しております。 

まず、一つ目は共助社会づくりです。銀行内で希望者を募り、武蔵野ボランティアクラブ

を 3 年前に立ち上げました。平成 26 年 12 月現在、400 名が登録しておりまして、私もその

1 人でございます。どんな活動をしているのかと言いますと、特に被災地の復興支援、県内

細田 
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各地での環境保全活動、清掃美化活動あるいは物資の寄付活動を行っております。また、各

種いろいろなイベントが県内で行われておりますが、お子様向けのスポーツ教室や金融教室

などを開催いたしております。この越谷ですと記憶に新しいところですが、竜巻の損害支援

ということで越谷あるいは松伏で活動をしてまいりました。 

二つ目は、青少年の育成でございます。こちらは小学生や中学生の職場体験、また、高校

生や大学生を対象としたインターンシップの実施。それと県内の大学生の就職支援として、

埼玉県や県内の金融機関である埼玉りそな銀行さんや埼玉縣信用金庫さんなどと手を組みま

して、合同企業説明会を開催しております。 

次に三つ目の共同研究への参加・セミナー等の開催ですが、こちらも一例を載せておりま

す。まず、民間企業として初めて政策課題研究会へ参加し、新たな産業創出やビジネスモデ

ルの事業化等に取り組んでおります。また、未来創造・官民連携の PPP、PFI の勉強会を全

市町村で開催いたしました。さらに、就業支援として大学生向けの起業あるいは女性就労応

援セミナーを開催しております。他には県内 7 つの大学と産学連携協定を締結しており、連

携事業として立教大学さんに街歩きマップの製作にご協力いただきました。これまでに行田

や羽生、幸手、大宮の氷川参道などの街歩きマップを発行いたしました。また、経営学部と

の連携事業で越谷市をフィールドとした埼玉県の魅力発信プランを発表と書かれております

が、具体的には、埼玉で食あるいはスポーツをテーマとした企画を行いました。近隣の県の

若い人を集客しようという狙いで立教大学と武蔵野銀行で企画をし、57 チームの方がいろい

ろなプランを立ち上げました。選考の結果 5 チームが残り、優秀賞を取ったのがこの越谷を

舞台とした企画です。具体的にはレイクタウンでの水をテーマとしたマラソンのプランです。

タイムを競わないマラソンで、先日の産業フェスタでもプレゼンテーションをされましたが、

これから具体化していくところでございます。その他には、就業を希望されている障がいの

ある方の職場体験に協力させていただいております。越谷ですと、NPO 法人障害者の職場参

加を進める会という団体さんの企画に協力をさせていただきました。 

 最後の四つ目は、お金の話になります。まず、公益信託武蔵野銀行みどりの基金は、主に

自然環境保全あるいは創出に資する事業に対し、

助成金を拠出するものです。これは平成 4 年に

創設し、延べ 188 団体で 5,800 万円の助成を

しております。また、埼玉県 NPO 基金あるい

は埼玉県グローバル人材育成基金などの 4基金

へ 3,000 万円の寄付をいたしました。越谷では

越谷成年後見支援センターに拠出しております。

またローン関係では、NPO サポートローン、む
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さしの＜まちづくり＞にぎわいローンがございます。パンフレットをお付けしましたので、

ご質問などがございましたらお寄せいただければと思います。 

 銀行は信託銀行と普通銀行、いわゆるメガバンクがございまして、その他に私どもの地方

銀行や信用金庫などがございます。武蔵野銀行は、埼玉県の地方銀行として身近に感じてい

ただき、何かございましたらいつでもお声掛けいただければと思います。 

   大友さん、ありがとうございました。私は、市民活動や NPO の分野において、銀行か

ら様々な融資や支援を受けられるということをあまり知りませんでした。こうした活動をさ

れているということで、皆さんにとって身近に感じていただけたのではないかと思います。

パンフレットも配られておりますので、そちらもご覧ください。また、ご質問がありました

ら付箋紙にご記入の上、スタッフの皆さんにお渡しいただければと思います。環境の分野や

青少年育成、障がい者の就労支援など非常に幅広く、いろいろな活動をされていますので、

市民活動支援センターや市役所の活動などと非常に近しいところがあるかと思います。もう

少し連携が取れる分野があるのかなと思いましたので、今後の展望なども後ほど伺いたいと

思います。 

 さて、続きまして 4 組目。最後になります。市民活動と行政活動が自治基本条例に沿って

取り組まれているのかをチェックする役割を担う、越谷市自治基本条例推進会議の委員であ

る横家豪さんからお話を伺います。よろしくお願いいたします。 

 

【越谷市自治基本条例推進会議委員 横家 豪氏】 

 皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりました、越谷市自治

基本条例推進会議の委員を務めております横家です。越谷市自治基本

条例推進会議という名称は、漢字ばかりで非常に長く、聞いても頭に

入りにくいかと思います。まずは、最初に越谷市自治基本条例推進会

議が取り上げられた映像をご覧ください。また、お手元の“越谷市自

治基本条例推進会議について”という資料と“越谷市自治基本条例の

ポケット版”をお出しください。（※ここから DVD“いきいき越谷”の放映） 

 それでは、“越谷市自治基本条例推進会議について”という資料に沿って、この会議がどう

いった会議なのかを説明させていただきます。 

 “1 定義”とありますが、この会議は越谷市自治基本条例第 28 条の規定に基づき、市長の

附属機関として設置されました。ポケット版自治基本条例の第 28 条をご覧ください。第 7

章 条例の実効性の確保という章の中で、“市長は、この条例の実効性を確保するため、別に

条例で定めるところにより、附属機関として、自治基本条例に関する推進会議を設置します。”

と規定され設置されているのが、この越谷市自治基本条例推進会議です。目的は第 28 条に

細田 
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もある通り、この越谷市自治基本条例の実効性

の確保という抽象的な目標になっています。 

 そして、この自治基本条例推進会議の設置条

例によりますと、所管事項としてこのレジュメ

の①、②、③の三つがございます。まず一つ目

は自治基本条例の適切な運用に関する事項、二

つ目は自治基本条例の普及に関する事項、三つ

目は自治基本条例の見直しに関する事項でござ

います。 

 この会自体の委員構成は、公募により選ばれた市民、コミュニティ組織から推薦された方、

学識経験者からなっております。現在の委員構成は、公募により選ばれた市民の方が 8 名、

コミュニティ組織から推薦された方が 4 名、学識経験者が 3 名という委員構成になっていま

す。私の本職は弁護士でして、学識経験者の枠で参加させていただいております。やはり、

自治基本条例推進会議という会議ですから、他市の会議体と比べ公募により選ばれる市民の

割合が高く、熱心な方が多いという印象を抱いております。 

 最後に、越谷市自治基本条例推進会議の今までの取り組みについて書かせていただきまし

た。現在は第三期でございます。この会議では、自治のまちづくり推進のための仕組みづく

り・環境整備についてといったテーマ決めやその具体的な中身についての検討を行っており

ます。私からの紹介は以上です。 

   横家さん、どうもありがとうございました。私も仕事で自治基本条例にいくつか携わ

らせていただいたことがあり、全国の制定状況や推進体制を調べました。その結果、自治基

本条例を制定している自治体の約 2 割が条例制定後、そのチェック機関を設ける条文を定め

ています。私はこの会議は非常に大事なものであり、これがないと作って終わりになってし

まうと思います。ですので、越谷はとても活発に活動が行われているという印象を受けます。

また、報告書をインターネットで拝見することができるのですが、市の取り組みを評価し具

体的に提言がされているので、非常に分かりやすいです。是非、ご覧いただきたいと思いま

す。現在は、第 3 期の仕組みづくりについて検討中ということで、その辺りのお話も伺って

いきたいなと思います。後ほどよろしくお願いします。皆さん、ご質問があれば付箋紙にご

記入ください。この後のパネルディスカッションで皆さんからいただいたご質問に沿って、

順番にお話を伺っていきます。 

 

【越谷ミズの会 伊藤 節子様へのご質問】 

それでは、越谷ミズの会の伊藤節子様へいただきました質問をご紹介します。どのよ
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うな活動なのかをもう少し知りたいということです。三つありますので、順番にご紹介しま

す。「セラピーメイクはとても専門的な活動だと思いました。このメイクはどのように落とし

ているのでしょうか？」というご質問です。 

7 年ほど活動をしておりますが、初期の頃は「もう来ないでく

ださい」と言われることもありました。理由は、化粧を落とすのがと

ても大変で、施設の職員の人に負担がかかるということでした。そこ

で、医師などに相談をしたところ、「メイクアップから少し離れ、これ

だけは残したいという条件のみを残しなさい」と言われました。医学

的な技術を押さえ、健康的な肌にすること、また、メイクアップで元

気になることに重点を置き、今はぬれタオルやホットタオルを使い、拭ったら簡単に取れる

メイクをしております。 

ありがとうございます。他にもご質問がございます。「ボランティアはどのくらいの時

間、行っているのですか？」 

毎月第 3 火曜日の 10 時半から 1 時間やらせていただいております。場所は憩いの里

です。 

次に「活動資金はどのように捻出されておりますか？」というご質問です。 

活動資金は無く、皆さんの持ち出しで行っています。本当のボランティアで車を使っ

てもガソリン代は出ませんし、交通費も出ない状況です。私たちはボランティアで行ってお

りますが、働く世代の方々が時間を使い、ボランティアを行う余裕がなくなってきているよ

うに見えます。そのため、私は有償ボランティアとしてできたら良いと考えております。 

私からもお伺いしたいのですが、セラピーメイクというのは海外でも取り組まれてい

る活動なのでしょうか。 

海外では経済界からの支援があり、美容サービスとして取り組まれています。アメリ

カでは特にそうです。 

今後、高齢化していく中で、ふさぎがちになってしまう高齢者が増えていくと思われ

ます。この取り組みは、お互いが元気になる効果があるということで、さらに広がっていく

と良いなと思いました。最後に、越谷ミズの会にとっての今後の展望や伊藤さん自身の展望

についてお伺いしたいです。 

私は東京の会社に属しておりますが、住んでいるのは越谷市です。一時は会社に泊ま

り込んで仕事をしていましたが、70 代になった今、そのような働き方はできません。あと何

年、この活動ができるかなと考えております。今のうちに次の担い手を育成し、セラピーメ

イクを伝えていきたいと思っております。そのためには、エビデンスがないと駄目なのです。

私がこれをやり始める時に医師から「エビデンスサイエンス」と言われました。エビデンス
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を得るには、どうしたら良いのだろうかと考えた結果、これには心理学からのアプローチや

血液の流れが良くなったといった科学的な立証が必要だと思いました。今、私たちの活動は

10 年目に入りました。これまで越谷で活動をしてきましたが、まだ確立されておりません。

誰もが知っているという段階ではないからです。メイクアップと言うと、従来のファンデー

ションを用いた落ちないメイクが一般的ですが、そうではないメイクを広めていきたいと考

えております。 

今後の展望について“エビデンス”と伺いましたが、成果を科学的に証明することが

次世代の育成とさらなる活動の広がりにつながっていくということでしょうか？ 

はい。育成する上で一番大事なことは、地域に根ざしたサービスとして定着させてい

くことです。例えば、自治会の活動で世代交代が必要になった時には次の担い手がいる。そ

ういうことがとても大事だと思います。 

会場の皆さんからもそういったご質問をいただきました。まず、「行政との連携、協力

について何か具体的に考えていらっしゃることがあれば教えてください」というご質問です。

他には「自治会や社会福祉協議会などの公的なサービス、あるいは大学などとどのような連

携を考えていらっしゃるのか、もう少し具体的に聞きたい」というご質問が出ています。 

今のところ越谷市や大学にはアプローチをしていません。それは“忙しかった”とい

うのが正直なところです。今後、文教大学や越谷市に働きかけを行いたいと考えております。 

そうですね。まさに広げるチカラで、今日から広げていただきたいなと思います。あ

りがとうございます。 

 

【文教大学教師の卵サークル WE 三浦裕司様、大賀早紀様へのご質問】 

続いて、文教大学教師の卵サークル WE のお二人にご質問をたくさんいただいており

ます。現在の活動について、もう少し具体的に知りたいということです。まず「地域の子ど

もたちに呼びかけるための広報や PR はどのように行っているのですか？」、他には「子ども

たちが勉強をしたくなるような工夫、また、子どもたちが飽きて騒がないようにするための

工夫について教えてください」ということです。 

地域の子どもたちに呼びかけるための PR として、主に荻島地区

周辺の北越谷小学校と荻島小学校にチラシを配っています。そのチラ

シを配るためには、越谷市の後援をいただかなければならないので、

教育委員会を通して許可をいただいています。他にはこれまで来てい

ただいた方にメールでご案内をしています。また、口コミもあります。 

次に指導の工夫についてお話しさせていただきます。先ほど“口

に二画”という授業をしました。私は主に 4 つのことを工夫しました。まず、一つ目は「口
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に二画を足して、別の漢字を作ります」と指示しました。ここでは、子どもたちに簡明に伝

えるという工夫をしています。 

二つ目です。「例えば？」と質問をして例を聞きました。会場の方が田んぼの田と答えてく

ださいましたが、この質問に答えることで誰でも成功体験をすることができます。また、全

員に回答の例示をして理解を広めます。 

三つ目。子どもたちにできるだけ多くの漢字を書かせることで教師は机の間に入り、子ど

もたち一人ひとりの様子を見ていくことができます。そうすることで、全員の学習活動を保

障します。 

四つ目。実際の教室では 1 年生は 1 個、3 年生は 3 個というように子どもたちに目標を提

示します。また、同時に子どもたちの脳を活性化させ、行動をあおります。 

この授業は向山洋一先生が様々な学校で実践したもので、いわゆる学力の低位といわれる

子どもが一番多く漢字を書いたという実例があります。このように逆転現象も生まれます。

先ほどの授業からの指導法は以上です。 

ありがとうございます。正に私たちにその実践を見せていただいたということですね。

さらに、文教大学教師の卵サークル WE のお二人に会場からいくつかご提案をいただいてお

ります。ご紹介します。「学童保育に入れない子どもたち、いわゆる高学年問題で子どもたち

の居場所がなく困っています。文教大学教師の卵サークル WE さんのような活動を自治会館

や支援センターなどの身近な場所で定期的に行っていただくことはできませんか？」、他には

「今後もう少し拡大できませんか？」というご提案です。 

越谷市は 3 年生までは学童保育がありますが、4 年生からはなくなると伺っています（※1）。

私も共働きで、放課後に女の子 1 人を家に居させるのは少し心配です。鍵っ子にさせるのも

嫌となると、親が働けなくなってしまいます。これは本当に切実ですね。 

他には、「塾に行けない子どもたちを対象とした活動や市民活動団体・地域の町会などとコ

ラボレーションして行えることがあるのではないでしょうか？」、さらに「シニアを対象とし

た生涯学習のような活動もしていただくことはできないでしょうか？」というご提案が会場

からありました。（※1） 学童保育は、平成 27 年 4 月より小学校 1 年生から 6 年生まで利用対象が拡大されました。 

ありがとうございます。まず、学童保育に入れない子どもたちへの支援というご提案

についてお話しします。先ほど、文教大学教師の卵サークル WE のメンバーは 50 名とお話

ししましたが、実際、定期的に活動している学生は 20 名から 30 名くらいです。その中でい

かにできるかということになりますが、前向きに考えていきたいと思います。また、他団体

との連携ということですが、この市民活動支援センターの登録団体である“虹彩の会（にじ

いろのかい）”という発達障がいの子どもを持つ保護者の会の勉強会に参加させていただきま

した。発達障がいがある子どもへの対応で困っていることなどをお聞きし、勉強させていた
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だいています。他の関連団体の方々からもお話を伺いたいと思っていますので、是非お声掛

けください。お願いいたします。 

塾に行けない子どもたちへの支援ということですが、越谷市の

しらこばと基金の助成を受け、毎月一回、勉強会を開いております。

参加費は無料です。また、学童保育に入れない子どもたちを対象とし

た活動のご提案など本当にありがたいと思います。時間の変更や拡大

なども検討してまいります。ありがとうございます。 

他にも質問をいただいておりますので、ご紹介します。「越谷お

もちゃの病院です。子どもたちの居場所や学習支援の場として、越谷子ども食堂の活動を進

めています。文教大学教師の卵サークル WE さんの活動はイベント的な学習支援が中心のよ

うですが、学校の授業の補完になるような学習支援のニーズはありますか？また、そのご予

定はありますか？」というご質問をいただいております。 

学習会では工作イベントやふれあい囲碁、五色百人一首などを取り入れた交流を促す

活動をしています。それとは別に学校の宿題や補習を個別指導する時間をとっております。2

時間の学習会でしたら 1 時間は工作やイベントの時間、もう 1 時間は学習の時間というよう

に配分しております。 

ありがとうございます。要望に対して、提供する側の手が少し足りない状況というお

話がありましたが、さらに会場から「卒業後、教師になられた後や民間の企業にお勤めにな

った後も OB や OG の方の関わりはありますか？」というご質問がありました。いかがでし

ょうか？ 

文教大学教師の卵サークル WE 出身の卒業生の多くは教師になりますが、その後も関

わりがあり私たちに直接指導をしてくださいます。卒業した方が活動を展開するのではなく、

あくまで学生主体の活動を促すという関わり方です。 

なるほど。時間をかけて取り組む課題だと思いますが、実際に教師になられた方が埼

玉県内に広がり、ますます文教大学教師の卵サークル WE さんの活動とその支援が広がって

いくと良いなと思います。ありがとうございます。他にご質問があれば、後ほどの交流会で

伺います。 

今度は団体活動を支援する側、また、チェックする側のお二人からもお話を伺いたいと思

います。 

 

【武蔵野銀行越谷支店 支店長 大友謙様へのご質問】 

では、武蔵野銀行の大友支店長さんにいただきました質問をご紹介します。現在の取

り組みについてで、「どのような団体が融資を受けているのですか？」や「にぎわい補助金と

大賀 
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まちづくり補助金について具体的に教えてください」というご質問をいただきました。お願

いいたします。 

にぎわい補助金とまちづくり補助金については、パンフレット

をご覧ください。例えば、地方公共団体から出されている助成金があ

りますが、これは割と手続きなどに時間がかかります。その一方で、

例えば「商店街などで街灯の LED 化を早く進めたい」「防犯カメラを

つけたい」といった要望に早急に対処したい場合があります。そのよ

うな場合に補助金が出るまでのつなぎ資金として、融資をご活用いた

だくことができます。いわゆるローンになります。 

   本日は“むさしの NPO サポートローン”と“＜まちづくり＞にぎわいローン”という

2 種類のパンフレットをお持ちいただいております。ご覧いただき、詳しいことや利用の申

し込みを考えたいということがあれば、後ほど大友支店長さんにご相談いただければと思い

ます。 

むさしの NPO サポートローンはご融資対象者の条件がいくつかあり、ご融資限度額が

500 万円以内となっています。しかし、500 万円を超える場合にもご相談を個別に受けるこ

とは可能ですので、ご相談いただければと思います。 

続きまして「子ども向けの金融教室とは、どのようなことをやっているのでしょう

か？」というご質問です。自分で勉強をしようと思わないと金融の知識はなかなか得られま

せんので、皆さんにとって非常に関心があるのではないかと思います。その辺りについて教

えていただければと思います。 

例えば、さいたまスーパーアリーナや新都心周辺でいろいろなイベントが行われてい

ます。そうした場所で子ども向けのブースを作り、銀行にお金が集まり融資として使われる

ことによって、経済が回る仕組みを伝えます。また模擬紙幣を使い、お札の数え方を教える

といったことを行っております。 

これは大人の方も参加できるのでしょうか？ 

希望によっては、大人の方も参加できます。 

それから、今後の展望についてです。NPO 活動をやっていらっしゃる方にとって、資

金面の援助は 1 つの大きな課題になっていると思います。それに関連したご質問を多々いた

だいております。まず「NPO 支援についての今後の展望を銀行の立場として伺いたい」、他

には「利用申し込みに関する詳細な情報を知りたい」「申し込みを検討したい」というご意見

もいただいています。それでは、NPO 支援に関する今後の展望についてお願いいたします。 

資金面については、制度化された基金に拠出せざるを得ません。銀行が直接個々のNPO

に拠出するのではなく、基金にできる限り拠出していこうと進めております。ただ、全体を
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考えると金額的に足りるものだとは思っておりません。また、実際どの NPO にいくら拠出さ

れるのかということに関しては基金に一任しております。 

 

【越谷市自治基本条例推進会議委員 横家 豪様へのご質問】 

ありがとうございました。それでは、越谷市自治基本条例推進会議委員の横家さんへ

の質問をご紹介します。現在の取り組みについて伺いながら、ご紹介したいと思います。 

 自治基本条例推進会議は、“条例の適切な運用に関すること”“普及に関すること”“見直し

に関すること”という三つの役割をもった会議だということをお話いただきました。その一

つ目の普及に関することで、「自治基本条例は市民に行き届いていると思いますか？」、また

「この条例の理念を広めていくためには、今後どのようなことが必要だと思いますか？」と

いうご質問です。その辺りからお伺いしていきたいと思います。 

「自治基本条例は市民に行き届いていると思いますか？」とい

うことですが、行き届いていればこのような会議は必要ないですし、

広報もいらないのかなと思います。私は越谷市自治基本条例推進会議

の委員になり、初めて越谷市自治基本条例を読みました。それまで条

例の存在は知っていましたが、中身を知っているわけではありません

でした。また、越谷市自治基本条例推進会議に学識経験者枠で入って

おりますが、条例の制定には関わっておりません。ただ、読んでいてすごいなと思ったのが

第 2 条です。読み上げますと、“この条例は、市政運営の最高規範であり、市の条例、規則等

の解釈・運用ならびに「基本構想」等の諸計画の策定および施策の施行などのすべてにおい

て、その拠り所になります。”と定められています。つまり、越谷市自治基本条例というのは、

まさに市の憲法および最高規範であり、あらゆる市が行うことについての拠り所になるとい

うことです。 

 私は弁護士をしておりますので、日々、人のけんか（争いごと）の代理人をすることがあ

ります。例えば、子どもの頃のけんかで何か悪いことをしている友達がいて「やめろよ」と

話をしたとします。そこで、「何でそういうことを言うんだよ」と言われたら、「お母さんが

言っているから」あるいは「先生が言っているから」などとその理由を言うことがあります。

そういう時の根拠が法律や条例に書かれているということは、明確でとても強いのです。法

律や条例に従って、解釈や運用をしていかなくてはならないのですが、やはり人が言ってい

ることよりも文書に書いてあるということは、非常に説得力をもった話だと思います。 

 そういう意味で申し上げれば、この条例には素晴らしいことが書かれています。しかし、

嫌な言い方をするときれい事でまとめられている。これをストレートに使える部分というの

はなかなか無いのかもしれません。しかし、あくまで市はこの条例にしばられていますから、

細田 

横家 
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この条例を拠り所にし、市と協力して行うべきことを希望していくというように活かしてい

きます。使い道が見えてくれば皆も使うようになるし、知られていくのだと思います。お題

目としてあるだけではなかなか広がらないのが現実としてあります。こうした広報活動で皆

の意識を高めるというのも、とても大事だと思います。 

 

ありがとうございます。この推進会議は現在第 3 期ということで、市民活動支援セン

ターの活用、地域コミュニティ組織と市民活動団体との連携というテーマについて、条例の

運用状況をチェックしていらっしゃるということです。この辺りについては越谷ミズの会さ

んや文教大学教師の卵サークル WE さんにとって、実際感じているところがあると思います。

先ほど、越谷ミズの会の伊藤さんから活動を地域に根付かせていきたいとお話がありました

が、地域と市民活動団体との連携について、横家さんに是非メッセージを届けていただきた

いと思います。今後の展望や実際の課題で思っていらっしゃることはありますか？ 

私たちは実践して、現場でその効果を実感しています。ですから、みんなが喜んでボ

ランティアに行きます。これを私たちだけではなく、まだ知らない人たちにお知らせし、そ

の中から自分たちのこととして活動する人が増えなければ、まちは変わっていかないだろう

と思っています。市民活動支援センターに集まる団体の方はとても多いので、そうした方た

ちにもアピールをしていかなければなりませんし、市と協働することで皆さんに知ってもら

うことも大事だと思っています。また、そうしていきたいと思います。 

団体同士のネットワークを使った広報、PR ということですね？ 

そうですね。また、市との連携のためにはハードルを下げないといけませんから、き

ちんとしたボランティアを育成します。ボランティアが育つシステムができれば、自分が年

を取り活動できなくなった時、次の担い手がいるという安心感を確保することができます。

大事なことだと思います。 

なるほど。次の担い手を育てていくためには、1 つの活動団体としてだけではなく、

地域と密着して行っていかないと難しいのではないかということでしょうか？ 

はい。また、私たちは NPO のような大きな組織ではなく、任意団体で自主的なことと

して行っておりますので、何の保障も無いということです。 

文教大学教師の卵サークル WE さんは、教育委員会に協力をしてもらっているという

お話があったかと思います。先ほども伺ったかもしれませんが、市民活動支援センターの活

用に関してや地域や他団体との連携ということで、今後考えてらっしゃることや、ここが少

しネックで広がらないという悩みがあれば伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

市民活動支援センターができ、団体登録をさせていただいたのが 2 年前です。それま

では文教大学で活動をしていました。会場がとても広く設備が良いので、とても感謝してお
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りますし、これからもダイナミックな活動ができると考えております。また、市民活動支援

センター主催事業の“かふぇとも”という講座でプレゼンターとして参加させていただいた

り、他団体との交流もたくさんあります。僕たちにとってはプラスの面しかないと思います。 

最後に横家さんにお伺いしたいのですが、今、“自治のまちづくり推進のための仕組み

づくり”というテーマでは、どのような議論がされているのでしょうか、また、なぜこれを

今期のテーマに設定したのかということについて、ご紹介いただけますでしょうか。 

越谷市自治基本条例推進会議は今回、第 3 期ということで配布資料に書かせていただ

きました。第 1 期では実効性を確保するための報告と普及に関する事項についての答申、第

2 期では適切な運用に関する事項についての答申が一通り行われました。条例の見直しに関

することはまだ行なわれておりませんが、第 3 期の前半では、第 1 期と第 2 期を通して議論

できていない課題があるか検討を行っております。条例の実効性の確保、あるいは所管事項

に関することなどについて、各委員から様々な意見や希望を募り、越谷市が掲げる自治のま

ちづくり推進のための仕組みづくりや環境整備について話し合っています。こうしたテーマ

で何らかの意見を出していくことは、とても有意義だと思います。 

 また、そうした議論にどのような問題があるのかといえば、上から「こうせよ」と言って

もそれは協働ではないですし、住民自治とはいえないという部分もあります。 

 さらに、市民活動をする中で活動をされている方々がどこにつながっていけば良いのか、

どこを窓口にして市なり市民に訴えかけていけば良いのかが分からない。あるいは、みんな

がそれぞれにやっている活動を交通整理し、市民活動団体相互の横のつながりと縦の連携を

図る役割という意味では、ハコモノとしてこの市民活動支援センターがございます。ここの

活用方法も含め、どのようにしていけば市民活動が盛んになるのかということを具体的に考

えています。第 3 期は、このようにテーマとその内容について揉んでいるという状況です。 

ありがとうございます。まだ、お話を伺いたいところですが時

間に限りがございますので、まとめたいと思います。 

 今、横家さんからお話しいただいたのが、現在進行中の越谷市自治

基本条例推進会議での検討事項ということです。制定から 5 年が経つ

ということで、いよいよ本格的にまちづくりの具体的な議論に入って

きたのかなという状況です。実際、議論されていることもホームペー

ジなどでご覧になれると思いますので、是非皆さんも注目していただきたいと思います。 

 本日は、“知るチカラ・広げるチカラ・行動するチカラ”ということで、4 組の皆さんから

お話しを伺いました。それぞれ、皆さんが活発に活動されていることがお分りいただけたか

と思います。また、お話を伺った 4 組の皆さんだけではなく、会場にいらっしゃる皆さんも

実際に取り組みを日々されているのだと思います。 
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 私も大変元気をいただきました。今日のシンポジウムの成果はすぐには出ないと思います

が、後日「今日がきっかけで新しい仲間ができました」また、「新しく活動をやってみようと

思いました」ということがあれば、私も嬉しいです。このようなことがあれば、この市民活

動支援センターの皆さんに報告していただけると、大変良いかなと思います。 

 つたないコーディネートではございましたが、これで私のマイクをお返ししたいと思いま

す。どうもありがとうございました。パネリストの皆さんにも拍手をお願いいたします。 

 

【閉会行事】 
 ＜閉会のことば＞ 

    貴重なお話の数々、ありがとうございました。パネリストの皆さん、コーディネー

ターの細田さん、そして会場の皆さんも今日は楽しんでいただけたかと思います。それでは、

これをもちまして第 2 部を閉会いたします。そして、この後は多目的スペースにて交流会を

行います。こしがやブランド認定品なども用意しておりますので、是非皆さんご参加くださ

い。また、最後にアンケートのご協力をお願いいたします。アンケートにご協力いただいた

方にはジュースをお渡ししております。よろしければお持ち帰りください。本日は誠にあり

がとうございました。 

 

司会者 
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第 3 部 交流会 
 

第 3 部の交流会では、市民活動に取り組んでいる方や民生委員の方など、まちづくりに関心

のある方々にご参加いただきました。アピールタイムでは、団体の活動内容について紹介が

されました。こしがや認定ブランド品を味わいながら交流が図られ賑わいのある時間となり

ました。 

 

【交流会の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


