
 

 

第５回  「ボランティア」 

～ 手をつなぐ市民 ～ 

                                       平成１５年１１月１６日（日） 午後２時～４時 

                                           ○ミニシンポジウム  市民会館３階第４・５会議室 

                                             コーディネーター ： 長谷川 貞夫氏 

                                                 パネリスト       ： 加藤 和夫氏 

                                                                秋山 美左江氏 

                                                                宮田  満（市職員） 

○ポスターセッション 市民会館１階 展示室 

（内容は別ファイルに掲載しています。） 

※一般の方の発言は匿名としています。  

 

≪市長挨拶≫ 

 みなさんこんにちは。きょうこのフォーラムにお集まりい

ただきましたことに、まず感謝を申し上げたいと存じます。 

 きょうのテーマは「ボランティア」でございますが、その

前に少しお時間をいただきまして、福生市のことについ

て御紹介をさせていただきたいと思います。 

  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

     開催の趣旨・福生市の概要については、 

第１回と重複しますので省略いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 きょうのテーマは「ボランティア」ということで、コーディ

ネーターは長谷川貞夫先生にお願いをいたしておりま

す。東京学芸大学の教授でありまして、福生市の教育委

員会の委員もやっていただいております。パネリストの

方々の御紹介は長谷川先生にお願いしたいと思います。 

あとは長谷川先生にすべてをお任せいたしまして進

めていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

≪長谷川≫ 

 御紹介にあずかりました長谷川でございます。１カ月ほ

ど前、三中で「科学する」という題で３０周年の記念講演

をさせていただきましたが、福生で化学関係のことを講

演できたのは最近１０年間で２回、あとは化学以外のこと

で関わることがほとんどでございます。 きょうは専門家

でないということで、皆さんと同じ立場からこのフォーラム

のコーディネートができればと思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 さて、本日はここにお集まりいただいた皆さんにまず感

謝を申し上げたいと思います。外はとてもいい天気で、

多分私もコーディネーターとしてここにいなければ、どこ

かふらりと散歩でもしているのかなと思ったりもします。き

っとその方が身体的にも精神的にも、いろいろな点でい

いのかなと考えたりいたしまして、ですから、きょうはお

そらくほとんど人が集まらないだろうと思ったのですが、

実際にはこれだけ大勢の方に御参加をいただけたとい

うことで、福生市はこれからのまちづくりを真剣に考えて

いる人が大変多いまちなのだなとあらためて感じていま

す。 

今１４時１３分でございますが、時間的には３時４５分ぐ

らいまでにこのディスカスを終わって、その後、１階の展

示室にボランティア団体の活動を紹介したパネルを展示

してありますので、そちらも御覧いただければと思って

おります。 

 きょうはパネリストとして３人の方にお願いをいたしまし

た。１人は加藤和夫さんで、マルフジの社長をなさって

おります。 

 そのお隣りが福生ボランティア連絡協議会の会長等を

務めておられる秋山美左江さんです。 

 それから、今まで市長には行政の職員は一切入れな

いでやろうと強くいわれていたのですが、今回私から強

く要望をいたしました。現在市役所にはいろいろなテー

マごとにプロジェクトチームというのがあるのだそうです。

市役所の仕事はほとんどが縦割りなのですけれども、そ

れを横断的に考えていくプロジェクトチーム、その中の

ボランティアに関するプロジェクトチームのチームリーダ

ーと言ってよろしいのでしょうか。宮田さん、福生市の生

活環境部主幹です。 

 この三人の方のそれぞれの立場から、市民的なところ、

既に実践しているところ、そして市として考えているとこ

ろ、そんな立場ごとのお話をいただきたいと思います。

時間の関係で１０分程度という大変短い時間でお願いを

してございます。 

 はじめに、秋山美左江さんからはボランティアについ

ての取り組みについてお話いただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 



 

≪秋山≫ 

 ただいま御紹介いただきました秋山でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 きょう皆さんのお顔を拝見してみますと、いろいろなと

ころで活動していらっしゃる、まちづくりに真剣に取り組

んでいらっしゃる方がとても多いようなので、心強いと思

っております。 

 私ども福生ボランティア連絡協議会の設立当時からど

んな思いで現在に至っているかをお話ししたいと思いま

す。１０分間ということで、なかなか熱が入ると早口になっ

てしまってわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願

いいたします。 

 昭和６２年に第１回ボランティアスクールが社会福祉協

議会で行われましたときに、今現在一生懸命取り組んで

いる人たちとの出会いがありまして、初めてということで

皆さん本当に熱心に、これからのまちをどうするかという

形で話し合いをしたりしていました。それで何かをつくっ

ていきたいという社会福祉協議会のバックアップがありま

して、５年ほどの準備段階を経て、平成３年に福生ボラン

ティア連絡協議会を立ち上げました。 

 ボランティアと言っても、あの頃ですから、「ボランティ

アごときが」とか、「ボランティアはただで動いているだけ

じゃないか」とか、「暇人じゃなきゃできない」とか、いろ

いろとつまらない言葉をいただきながら、「本当はそうじ

ゃないんだよ」という皆さんと仲間同士が一生懸命、それ

に負けないよう頑張ってきました。 

 ちょうど平成７年ですね。阪神淡路大震災が起こりまし

たときに、メディアがボランティアをすごく紹介していまし

た。そのときにもう本当にボランティアはこれで、皆さん

が違った意味で考えてくれるかなという思いが強くなりま

した。 

 私たちはそのときに、では何ができるかということを思

いまして、寄附だけはすぐ皆さんと募ってお送りしました

けれども、それだけではなく、自分のところに災害が起こ

ったらどうするのか、やはりボランティア自身がしっかりと

研修を受けていかなければいけないのだ、ということで

仲間同士いろいろ考えて、東京都社会福祉協議会の実

践部会に参加しました。 

 そのときにみんなの思いや悩みが同じだということが

分かり、代々木のオリンピックセンターで行なわれたシン

ポジウムの中での分科会で、皆さんの悩みと問題をテー

マにしてやったらどうかということで私どもが受けました。

そのときに皆さんが本当に思っていることが同じで、そ

れは社会福祉協議会との問題とか職員との関係、また民

生委員などいろいろな問題を皆さんが抱えていました。

平成９年にそれが行われたのですが、私どもはそれまで

社会福祉協議会とコミュニケーションをとり、話し合いをし

ながらやっていましたので、そこはクリアしていました。

そのとき一緒にシンポジウムに行ってくれた職員の方が

いらしたのです。だれも職員の方がいらっしゃらない中

で福生が行ってくれたということで、皆さんからとてもい

い仲でいるのではないかと思われて、私たちも本当に恵

まれているのだなという思いがしました。 

 やはりそんな両輪の間柄でいかなければということを

強く思っていましたので、職員の人たちにああしてくれ、

こうしてくれということは余り言ってはいけないのだと思っ

ておりました。私どもも書記の問題、会計の問題、その他

いろいろなことを、議事録をとっていくのは大変だと思い

ますが、自分たちのできることは自分たちでするというボ

ランティアの姿、自分の能力と時間を無償で提供すると

いうことが本来でございますので、人を探せばいいのだ

という思いがとても強くありました。 

 阪神淡路大震災の後３年ほど経った平成１０年に、講

師をお迎えしてお話を聞きまして、では私たちボランティ

アは何ができるのかということを考え、まず体験すれば

いいのだということから始まったのが災害訓練なのです。 

 皆さんのお手元に、きょうは目で見ていただければと

思いまして、カラープリントと、１４年度に学校で実施した

ことをまとめた資料をお渡ししてあると思うのですが、後

ほど御覧いただきまして、こんなふうに活動しているのだ

とか、それだけは見ていただければ幸いだと思っており

ます。 

災害訓練については、最初はリーダー研修です。３月

の出会いから５月にもう第１回のリーダー研修を行いまし

た。４泊５日という日程で、社会福祉協議会も行政もバッ

クアップをしてくださいました。 

 そして、福生ボランティア連絡協議会だけでやってい

たのでは多くの市民が入ってこられないだろうということ

で、大勢の市民の方とやりたい、そしてまた他市の人た

ちとも交流ができたらということで「ボランティア防災会議

ＦＵＳＳＡ」というものを立ち上げまして、現在８回行って

います。他にもいろいろなことをやっております。 

 教育の面からも、学校の子供たちを巻き込みたい、そ

のような思いから「夏体験ボランティア」をやっております。

こうして現在にいたっておりますが、やはりなかなか勇気

がないとできない。そしていろいろな公的機関の協力、



 

支援がなかったらできない。でもやはり自己責任というも

のをきちんと持ってやらないとできないのだと、本気で

やらないとできないということをここで痛感しております。 

 事故なく今までこられましたことは本当に感謝しており

ます。そのような活動をしている中で、他市の方から見ま

したら、福生が一番ボランティア連絡協議会としては輝

いているのではないかということから、いろいろな市から

皆さんのお話を聞かせてくださいというような本当にうれ

しいお話が入ってきたりしています。もっとしっかりと勉

強したり研修していかなければと奮起した次第です。 

 １５年度は多摩市の方たちがバスで来てくださいました。

やはり大きな市なのですね。だからまとめにくい。皆さん

が１年に１回集まるだけなのだよというようなお話とか、そ

ういったところがどうしてもお金がかかってしまうのだと思

うのですね。社会福祉協議会で自主的にボランティアが

動けるようにするにはどうしたらいいかという相談を受け

たり、やはり事務局が手厚くいろいろなことをしています

と育たない、また、動けなくなってしまうのではないでしょ

うか。 

人探しというか、私もあちこちに行ったりしていますが、

本当にそれが大事なことだと思うのです。皆さんは自分

の持っている能力を出していくきっかけがないとなかな

かわかりませんので。きょうまちづくりフォーラムでボラン

ティアというテーマで取り組んでくださったこと、そういう

ことが今までの念願だったのです。行政の窓口ができた

ということで、私たちに今まで以上に情報が入ってきたり、

また、ニーズがどんなことがあるのかということがこれか

らはよく把握できると思うのです。 

 学校教育などにも、私たちは総合学習が導入される少

し前から入らせていただきました。もう１枚の資料に１４年

度の活動内容をすこし連ねさせてもらいました。校長会

に出させていただいたり、教育委員会とお話をしながら、

いろいろな方がいますから私たちをどうか活用してくだ

さいと伝えました。今ここには四小と一中が入っていませ

んが、四小には今月は３回ほど行きます。地域の人たち

を学校へという形で、学校の先生方も一生懸命取り組ん

でいます。私たちもそれにあわせて、ボランティアとして

このような活動、総合学習の一環として福祉体験や昔体

験などで入らせていただいて、地域の大勢の人が入っ

ていくように努めておりますが、学校に入るからには自

分もしっかり研修しなければと、お互いに研修の場を設

けたりしてやっております。 

福祉まつりもそうなのですが、これは「ほほえみフェス

ティバル」が前身なのです。それは本当に手づくりだっ

たのです。今思い起こしますと、「ふれあいフェスティバ

ル」が野球場で行なわれて１万人くらい参加する。本当

にすごいなと思いながら、私どもはさくら会館の公園で、

「ほほえみフェスティバル」ということで一生懸命やって

いましたが、人がいない、とても少なかったのです。地域

にポスターが貼ってあるのを見ましても、「ふれあいフェ

スティバル」の大きなポスターと、「ほほえみフェスティバ

ル」の手づくりの小さなポスター、これを見ただけでもず

いぶんと差があるのだと思いました。そこで、前市長さん

でしたでしょうか、何とかなりませんかという御相談をしま

したところ、市民がこれだけのお祭りをするのなら、でき

る限りバックアップするから、自分たちが思ったとおりに

やってくれよというようなお言葉をいただきました。しかし

ながら頼ってはいけないのだなという思いから、いろい

ろなグループ、いろいろな活動をしていらっしゃる男性

の方たちにもお願いしまして、それでポスターの問題に

ついてはクリアできました。というのも、ボランティアの方

の中にポスターの専門の人がいまして無料でやってくだ

さる。そのようなことで、いろいろな人たちに呼びかけな

がら、また新しいボランティアさんにもいろいろなお声か

けをしながらやっております。 

 現在、福祉まつりでは、１年に１回、６０の団体、グルー

プ、サークル、いろいろな人たちが自分たちの責任にお

いて、協力し合いながらやってくださっている。本当にう

れしく思っています。 

 子どもたちがこのフェスティバルに来て集うことによっ

て、地域福祉のきっかけになればという思いでした。ま

ず１回ここへ来ていただいて、皆さんの活動を見てもら

いたいという思いが強かったものですから、老人会の皆

さん方、町会の皆さん方、ロータリーさんとか、そういった

大きな団体の人たちも一緒になって今は動いてくださっ

ています。それから、３年ぐらい前から町会の皆さんがや

っていらっしゃるソーラン踊りなども、今は毎年入ってく

ださっています。 

 私たちが自分たちの思いで活動してこられたのも、や

はり社会福祉協議会の大きな温かいバックアップがあっ

たからこそと思っています。また、行政がこれから窓口を

つくって、皆さんのニーズ、そういったものを得てやって

くださるということなので、私は本当にうれしく思っており

ます。 

 やっとここまできたのだなという感じです。６万の人口

でこれだけの面積、本当にひとつにまとめるのは、皆さ

んが一緒になれば早いのではないかと思います。 

 社会福祉協議会に私は籍を置いておりますが、ここで

地域福祉活動計画が作られました。あとは発信して、み

んなで力あわせてやっていければ絶対いいものができ

るのではないかと思っております。そのバックアップをぜ

ひ行政の皆さん方にお願いしたい。活動しているボラン

ティアの皆さんを無視して何か組織をつくっていってし

まうと、やはりそれはつまらない。輝く街、輝く皆さんが、

本当にＡＣＣの精神で動いている人たちがつぶれてしま

うかなとちょっと心配がございます。 

 先ほどの市長さんのお話ですと、本当にもうみんなで、

協働という形でやっていきたいと言ってくださっているの



 

で、私たちも応援して、一生懸命、もっともっと皆さんで

やっていきたいなと思っております。よろしくお願いしま

す。（拍手） 

 

≪長谷川≫ 

 ありがとうございました。１２年以上にわたる活動実績を

短い時間でお話いただきたいといったこと自体が大変無

理だったということは十分承知しております。それにもか

かわらず、一般的活動、町会活動、福祉、防災、教育な

ど非常に多岐にわたってまとめてきてくださっている様

子がよくおわかりになったと思います。 

 ところで、きょうお集まりの皆さんは既に御承知かもし

れませんが、宮田さんから、まずはボランティアを定義

づけるというか、プロジェクトチームの中でのボランティ

アの考え方というところにもう１度立ち戻りたいと思います。

宮田さんよろしくお願いします。 

 

≪宮田≫ 

 こんにちは。お手元に２通りの資料をお配りさせていた

だいております。スライドが８コマございまして、少し字が

小さいかもしれませんので、壁面に映させていただいて、

話題提供させていただきたいと思います。 

 先ほど長谷川先生から御紹介いただきましたが、正確

にいいますと市のコミュニティプロジェクトチームというも

のがございます。３年前にできまして、その後検討を進

めていく中で、１回目の報告書が今年の７月に出されま

して、この１１月に２回目のプロジェクト案を作成した段階

なのですね。コミュニティプロジェクトチームの中でこうい

った市民活動とか町会のこと、さまざまなことを検討して

いるわけなのです。それも横断的に職員が集まってやっ

ていると、そんなことをさせていただいております。 

 私は４月から生活環境部の方へ異動になりまして、そ

の間、まずプロジェクトの成果を生かして、これから市の

職員が市民の皆さんと協働していく上で必要なガイドラ

イン、それをつくったところなのです。そのガイドラインを、

これはあくまでも庁内の職員対象のガイドラインでして、

それをこの１１月初めから研修という形で全職員を対象

に説明をさせていただいております。１０名ずつぐらいの

少人数で説明しているのですが、現在１５０人ほどの研

修が終了した、そんな段階でございます。 

 今後はこれを公募などによりまして、市民会議のような

形で市民の方に参加していただいて、よりいいものに深

めるということを計画しておりますのでよろしくお願いしま

す。 

 きょうのミニシンポジウムのテーマは「ボランティア ～

手をつなぐ市民～」でございますが、生活環境部の中で

そういったことをさせていただいている、そのかかわりの

中から市民活動とかボランティア活動、そして協働の三

つにつきまして、現在市の方で進めていること、そういっ

たことを１０分という時間の範囲ですけれども、御紹介さ

せていただきたいと思います。 

 今、福生市では自立的、主体的に活動していらっしゃ

るボランティアの方々をはじめ、さまざまな市民の方々、

市民活動団体、こういった方々と協働を推進したい、そう

いったことで行政の基本的な考え方や取り組みはどうあ

るべきなのか、このようなことにつきまして全庁的な共通

認識を図るために、職員一人ひとりが市民活動との協働

の意義を理解して、市と市民活動との協働を一層推進す

るための基盤整備に取り組んでいるというのが現状でご

ざいます。 

 現在、御承知のとおり地方自治を巡る環境はかつてな

かったほどの早いテンポで変貌をとげているわけでござ

います。端的に言いますと、人々の価値観の多様化が

進んでいるということが一番大きいわけですけれども、し

たがいまして、公共サービスに対する市民の方のニーズ

も非常に多様化していると、従来のようなわけにはいか

なくなっている、そんなことが社会環境としてはございま

す。 

 このような状況の中で、今注目されていますのが新た

な公共サービスの担い手としての市民活動、こういった

ことが注目されているわけでして、その辺がプロジェクト

チームの中では検討課題になっております。 

 市民活動をされている方々と市との協働によりまして、

市民活動の活動状況を広げることは結果的に市民が自

主的、自立的に活動する機会の増大につながるわけで

ございますので、こういったことを進めることによって福

生市が目指す「やすらぎ いきいき 輝く街 福生」これ

が実現されるのではないか、そんなふうに考えておりま

す。 

 先ほどから申し上げております市民活動でございます

けれども、福生市では市民活動を、ここに今出ているよう

に「一定の公益的な目的を有する市民の社会参加活動」

このように定義をさせていただきました。公益的ということ

がひとつのキーポイントでございます。 

 こういった活動をされている方々の特徴としては、１番

から４番までが画面左側に出ておりますけれども、そうい

った活動をしていることに対する期待として右側にまた１

番から４番まで挙げさせていただいております。１番に

ついてみますと、常に公平性、中立性を求められている

行政ですけれども、行政とか企業にはその性質上対応

できない分野とかがあります。そういったところは先駆的

な、また冒険的な活動をされている市民活動に参加され

る方々、そういった方によって担われることによりましてよ

り成果が上がるのではないか、また適切なサービスが提

供できるのではないか、そういう期待があるわけです。

以下１、２、３、４と期待を挙げさせていただきました。 

 そして既に成果を上げている、他市から輝いていると

いうふうに評価されていますボランティアの活動でござ



 

いますけれども、この職員向けのガイドラインの中では

「営利を目的としないで公益の増進に寄与することを目

的として市民が主体的に取り組む活動」と、こういうような

定義をさせていただきました。ボランティアについては

いろいろ考え方もあると思いますけれども、職員のガイド

ラインではこのようになっております。 

 市としましては、ボランティア活動をもっと広範な市民

活動という形で包含して位置づけております。つまりＮＰ

Ｏ法人さんも入る、ボランティアさんも入る、その他公益

的な活動をしていれば市民活動である、こういったところ

を包含してとらえております。 

 このようなボランティア活動というものを既にたくさんの

市が実施しておりますけれども、この図は出雲市で市民

の方々に説明するときに用いている図をそのまま引用し

ましたけれども、活動分野としてこういったものを挙げて

おります。 

まず国際交流、国際協力というのが一番上にあります

が、内容としましては留学生の方、在日外国人の方にい

ろいろな意味で支援をする、こういう活動をしている団体

に対しましては市民活動として重要視して、市の方もい

ろいろ支援をする、このような位置づけになるわけです。

その他につきましてたくさんの活動分野がございます。

日頃、市民の方はこのどれかに該当するような市民活動

をされていると思うのですね。また職員も消防団活動と

か交通安全その他、それぞれが地域でこういった市民

活動をしているというのが実際であるかと思います。 

 出雲市のほかに九州の宮崎市が、九州一のボランティ

ア都市を目指すことで非常に活発な活動をしております。

この図は出雲市同様、宮崎市が市民の方に活動分野を

示すときに使っている図なのです。医療、保健、健康づ

くり、以下たくさんの分野があります。ほとんど出雲市と

違わないわけでございます。 

 こういった活動を福生市も目指したいわけでございま

すけれども、まず市と市民活動との協働について説明さ

せていただきますと、市と市民それぞれが非営利、公益

活動の場で個別に活動するよりも、高い成果を上げるた

めにお互いの特性を認識し、尊重しあいながら、対等な

立場のもとに両者が心をあわせ、力をあわせ、助け合っ

て仕事をする。これが協働である。こういうことを定義づ

けまして、これから施策に反映させていきたい、そんなこ

とを進めているわけでございます。 

 右側のイメージ図でございますけれども、市役所など

の自治体というのは生産者的な市民の方もいますし、生

活者、消費者市民もいます。こういった方々と協働の場と

いう概念におきまして、その中で心をあわせ、力をあわ

せ、助け合う、こういった行動をしていきたい、こういった

ことを推進していくべきであろうということで、これから具

体的な施策をつくるところでございます。 

 このような協働を進めるにあたりまして、原則が必要で

あろうということで、福生市も原則を用意させていただい

ておりますけれども、既に横浜市が非常に先進的でござ

いまして、これは横浜市が設けました原則をそのまま福

生市の職員に説明で使わせていただいているのですが、

１から６までございます。 

 まず対等の原則、市民活動と行政は対等に立つべき

だと。そして尊重の原則、市民活動はあくまでも自主的

に行われることを尊重していくべきであろう。３番目、自

立化の原則、市民活動が自立化する方向で協働を進め

る。支援に当たっても芽出し当たりまでで行政は手を引

くべきだろうと、それ以降は自立の方向で進んでいただ

きたい。相互理解の原則、これは市民活動と行政がそれ

ぞれ長所、短所、そういった立場を理解しあって行動し

ていく必要があろうということでございます。５番目に目

的共有の原則を設けました。ある協働をやるに当たりま

しては、それぞれの団体が使命として持っている目的が

ございます。それと市の目的があわないと協働はできな

いだろうと、具体的な協働に際しましてはこの辺が市の

職員の立場としては基本になっていくと考えております。

そして最後に公開の原則でございます。すべて公開の

もとで協働がなされるべきだと、例えばＮＰＯ法人さんに

ある仕事を委託したとします。同じようなＮＰＯ法人さん

がほかにもいたとすると、なぜ一つを選んだのだと、そう

いったところがはっきりと説明責任上公開されなければ

いけないだろうと、また協働した結果は成果として市民

の方に公開される必要がある、そういったところを踏まえ

て行政としては進んでいきたいと、これが行政の考えて

いる６つの協働の原則でございます。 

 市民活動にはよりたくさんの市民の方々に参加してい

ただきたいわけでございますけれども、実際日々フルタ

イムで働いている方が圧倒的に多いと思いますので、な

かなか参加が困難だろうと思います。しかし、御家族の

中に活動している方がいたり、また近所の方がいれば声

援を送るとか、さまざまなカンパ、そういった支援の方法

があると思いますね。そういった形も一つの市民参加と

いうことになりますので、より広範な形で市民全体に参加

していただきたい、これは市民だけではなくて当然職員

も参加していくものでございます。 

 先ほど秋山さんから、福生は周辺で一番輝いていると

いう評価を受けているというようなお話をいただきました。

これからは行政としましてもそういった輝きが失われない

ように、むしろより一層輝くように、職員一同協働して進

めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 非常に短い時間で生意気なことを申し上げました。よ

ろしくお願いいたします。（拍手） 

 

≪長谷川≫ 

 ありがとうございました。今、ボランティアの概観、他市



 

の取り組み、あるいは他市ではボランティアというのはど

ういうふうなジャンルに分けていたのかというようなお話

しがありました。加藤さんは会社社長ということは先ほど

申し上げましたが、実は商工会の福生市商工業活性化

プラン実行委員会というのがございまして、そこの委員

長をしている、私自身もきょうはボランティアですけれど

も、加藤さんのこの活動もひとつのボランティアかなとい

うことを含めて、簡単に市民の立場からお話いただきた

いと思います。 

 

≪加藤≫ 

 皆さんこんにちは。マルフジの加藤和夫と申します。 

 この地元でマルフジというスーパーを中心に、１００年

近く、幾つかの事業をやらさせてもらっております。私の

祖父が昔町長をやったようです。それから私の父は商工

会の初代の青年部長とか、消防の部長とか、またライオ

ンズクラブのスタートとか、そういうことをやって若くして

亡くなりました。私は福生生れではありませんで、２５歳

で福生の方にもらわれてきまして、ちょうど２５年経ちまし

た。今回私にこういうお話がありまして、ボランティアとい

うこの言葉自体が非常によくわからなくて、今の話をよく

聞いてみて、こういうことなのだなということでわかったの

です。私がこのボランティアのパネラーをやるというのは

どうなのでしょうかと長谷川先生に聞いたのですが、事

業やいろいろな組織でやってきたこと、または今回の商

工業活性化プラン実行委員の話等々をちょっと話したら

どうだということでしたので、皆さんの参考になるかどうか

わかりませんけれども、短い時間ですが、二つちょっと

お話をさせてもらいたいと思います。 

 一つは、さきほど商工業活性化プラン実行委員会の委

員長をやっているということがありましたけれども、福生

の商工会員というのは大体１４００社ぐらい入っておりま

す。それから商工会と並んで青梅法人会という組織もあ

ります。これが福生では６００から７００社入っております。 

 ここでは会員という言葉を使いますが、きょうはほとんど

市民という言葉を使っているのですが、立場を変えてみ

ていくと、その人もやはりその会で市民として活性化、福

生をよくするために、または我々がよくなるためにどうし

たらいいのだということを常に考えてやっているのでは

ないかなと思っております。そこには役員の方が、ボラン

ティアと言っていいのかどうかわかりませんが、主体的に

やっているわけですけれども、かなり時間をかけて、当

然自分のためではありますけれども、イコールそれがま

ちのためということではないかと思います。ここにも書い

てありますような社会性、創造性ですか、このような内容

の話し合いをかなり真剣にやっております。 

 この商工業活性化プラン実行委員会は、１２名の委員

が週に２回、市民も参加して月に２回、３時間から４時間

かけて話し合い、終わってから一杯やりながらまた話を

するということで、もう４０数回やっておりまして、福生をわ

くわくさせようということで話をしております。 

 こういう既存の組織といいますか、企業がつくった組織

かもしれませんけれども、地域で生きるためでもいろい

ろなことをそういうところでも考えているということで、こう

いう部分もできればもっと整理して、市と協力してやって

いけばもっといいまちになるのではないかなということを

感じました。 

 それともう一つ、私はスポーツが大好きで、スポーツを

やっていたから今の自分があるというぐらいに思ってい

ます。野球という組織なのですけれども、私は福生に来

て息子が少年野球、それから福生のリトルシニア等々に

入って、そういう中でいろいろボランティアでやられてい

る少年野球のメンバーの皆さん等々とお付き合いもあり

ます。 

私は息子が小学校５年のときにＰＴＡの会長をやらせ

ていただいたのですが、ちょうど１２年前ですか、福生の

少年野球の１５周年だったと思います。その記念の運動

会がありました。三小かどこかでやったと思うのですが、

４５０人集まったのです。福生で野球をやっている子が４

５０人集まって、そこで運動会を１日やったわけです。私

は福生四小のＰＴＡ会長だったのですが、児童が４２０人

しかいないのです。ですから一つの学校ぐらいを、その

組織というと語弊がありますが、野球の団体の人たちが

みている。 

 そのとき私はショックといいますか、驚いたといいます

か、野球人口が多いのだなということとともに、土・日の

ほとんどを無償といいますか、時間をかけて、家族との

時間を割いて、そういうことをやる人たちがいるのだなと

いうことに驚きました。今もそういう人たちと付き合いなが

ら、子どもたちが野球を通じて健全な青年になってほし

いなという思いでやっております。 

 実は本日、福生のリトルシニア、６２名いるのですが、

そのうちの１５名が卒団するということで卒団式というのを

やる予定だったのですが、このフォーラムがありましたの

で１週間延ばしていただいております。その卒団式とい

うのは、子どもが６２名全員来ます。父兄も来ますから１０

０数十名になるのですが、卒団する１５名が壇上に出て、

レギュラーになって活躍した子もいれば、そうでない子も

いるのですけれども、２年半にやったことの自分の反省

などの作文を読んで、お母さんが涙して、毎年そういう場

面があるのです。そういう姿を見ていると、いい高校生に

なってほしいなというふうに思います。こういう活動もや

はりだれかがどこかでやっていかないといけないのかな

と感じて、特に私はそういうつもりでやってきたのではな

いですが、そういうことをやっている人たちもたくさんい

ますということをきょうはお伝えできればと思いお話させ

ていただきました。 

 以上です。（拍手） 



 

≪長谷川≫ 

 ありがとうございました。最初に言われた自分のための

ことが社会のため、なかなかインパクトのあるお言葉あり

がとうございました。 

 さて、このあとの進行ですが、先ほどプロジェクトチー

ムの宮田さんから出雲市の市民活動の御紹介の図が丸

くなっていたので、今思いつきなのですが、手をつなぐ

市民としては丸い方がいいかなと。それで、それぞれの

得意分野をお持ちの方がきょうはフロアーの方におられ

るそうなので、おおむね１０人ぐらいの方をこちらでまず

指名させていただきます。もしかしたら私の思っている

得意分野と違うかもしれないですから、その点ははみ出

していただいて結構なのです。できれば、お一人２～３

分でお話を終えていただかなければいけないということ

をお願いしたいと思います。皆さんよろしいですか。指さ

れては嫌だという人はその場で言っていただければと思

いますが。 

 初めに、地域まちづくりというところとスポーツ・レクリェ

ーションというところをまとめまして、現在、町会長協議会

の会長をやられておりますが、かつて体育協会で副会

長さんをやられたＡさんがおられると思いますが、よろし

くお願いします。 

 

≪Ａさん≫ 

 ただいま紹介いただきました、富士見台町会の会長を

やっておりますＡです。 

 町会の方で考えていることが幾つかあるのですけれど

も、大体町会の役員を受けても、それほどボランティアと

いうような気持ちを持ってというような人は見かけられな

い。私自身もボランティアというふうには思わなかったの

ですけれども、役を受けたところから何とかやっていかな

ければいけないのだろうというぐらいの責任でやってき

ているという状況です。 

 ただ、町会の中には、広い意味でのボランティア活動

をしている団体がたくさんあります。ボランティア団体の

集大成が町会ではないかなというふうに思っているので

すけれども、その中でその人たちとどのように手を組ん

でやっていけばいいのかが今一番問題になっているこ

ろなのです。 

 それぞれの団体、社会教育団体であったり、スポーツ

団体であったり、それぞれが自立した団体ですから、こ

ちらから干渉がましいようなことは持ち込めない。では一

緒にやっていくかというと、どうも今の状況ではそれぞれ

が独立して活動している。だから大きな波になっていか

ないという状況であります。 

 この辺がきちっと手を組んでやっていけるようになれば、

今町会地域が３４に分かれていますけれども、その一つ

ひとつの地域が活性化されたり、よくなっていったりする

のではないか、そうしたことが出来上がっていくことで福

生市全体がよくなっていくのだろうと思っているのですけ

れども、その辺をどういうふうにこれから持ち込んでいく

かというのが今の町会の悩みです。その辺のところも教

えていただければ、こういう形で手を結べればこれから

よくなっていくのかな、何とかなるのかなと思います。 

 きょうの資料の中にありますけれども、町会の加入率が

５０．１％だということです。今年の私たちのテーマは加

入率を上げようというところにあります。お互いに理解が

できていけば、町会加入率も上がるのではないかという

ような期待をしておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

≪長谷川≫ 

 ありがとうございます。後ほどパネリストからお伺いした

いと思いますが、とりあえず一回りしたいと思っておりま

す。 

 保健医師というところからのボランティアという概念につ

いて、きょうはＢさんがいらしているので、一言いただけ

ればと思います。 

 

≪Ｂさん≫ 

 福生市の場合、院内活動か救急救命活動などで医師

会がどのように対応をしているかということですが、個人

は別にしまして、災害時には我々が対応すると、こういう

コンセンサスはありますが、一般の活動の中ではとくにこ

れといったことはございません。 

 

≪長谷川≫ 

 ありがとうございました。後でパネラーからこういう活動

をしてほしいというのが出るかもしれませんが、よろしく

お願いいたします。 

 続きまして、実は昨日、都市景観をテーマにしたフォ

ーラムがございまして、そこへ子どもたちを連れてきてい

ただいた方がおりまして、一方では商工業活性化プラン

実行委員の一人でもあるＣさん、おられますか。よろしく

お願いします。 

 

≪Ｃさん≫ 

 こんにちは。Ｃと申します。 

 ボランティアと一言で言っても、定義が非常に広くある

と思うのですね。私は福生青年会議所というところに所

属しておりまして、その中では広い意味ではまちづくりを

主体といたしまして、明るいまちづくりというものを念頭に

おきまして活動を行っております。 

 そのような青年会議所の活動などもひとつのボランティ

アであろうと思いますし、また、私は七夕まつり実行委員

会のイベント部会というところにも所属しておりまして、今

年は非常に多くの小・中学生にボランティアとして協力を

お願いしまして一つのまつりをつくりあげたということが



 

あります。ですからボランティアというものは決して社会

福祉ですとか、災害ですとか、そのようなことにとどまら

ず、もっと広い意味を持っているのではないかと常々思

っております。 

 少々苦言になってしまうかもしれませんけれども、先ほ

ど３年前から行政の方でプロジェクトチームを立ち上げ

たとお聞きしましたが、通常３年もすれば子どもはオギャ

ーと生まれて、はいはいして、立って歩いて、しゃべって、

自分の意思を主張するまでに成長します。３年も経って

いるのに、いろいろなボランティアを一本にまとめるとい

うことがなぜもっと早くできないのか。僕は非常に短気な

ところがございまして、そのように思っているのですが、

その辺について、ではいつまでにどういった形で広い意

味でのボランティアを一つにまとめていくような組織か何

かができるのかお伺いしたいと思っております。 

 先ほど行政は縦割りだと先生がおっしゃいましたけれ

ども、例えば社会福祉協議会などの組織を接点としなが

ら活動しているボランティア団体であればその中では横

のつながりができると思いますが、それ以外の団体とは

つながっていかない。それから、青年会議所なんかは本

当に我々だけで活動をしています。いいことをやってい

るのですけれどもその中だけで終わってしまう。他にも

たくさんボランティア活動をされている方がいるのでしょ

うが、それぞれが個々で活動しているということは、とも

すると自己満足だけの世界になってしまうこともあります

から、ぜひともいろいろなボランティアを横に広くつなげ

るということを、もっと早くしていただきたい。もっと行動を

スピーディにしていただけるといいのかなと、そのように

思っています。 

 

≪長谷川≫ 

 ありがとうございました。決して行政だけではありませ

んで、私たちのような大学という組織も、教官自体も学科

によって縦割りですし、事務の人と必ずしもうまく連携で

きないとか、いろいろ各所で抱えている問題としての一

つの提言でございました。それも今度宮田さんの方から

提案が出るということで、それを期待したいと思います。 

 続きまして、情報関係を通してＤさんいかがでしょうか。

情報関係でなくても結構です。町会長も経験なさってい

る方です。 

 

≪Ｄさん≫ 

 Ｄといいます。よろしくお願いいたします。 

 以前、情報をテーマにしたフォーラムでコーディネータ

ーをやらせていただきました。また、今年の３月までは町

会長もやらせていただきまして、Ａさんにはいろいろお

世話になりました。 

話の前に、秋山さんを初めボランティア協議会の皆さ

ま方の御活躍に対しましてあらためて敬意を表したいと

思います。 

 ボランティアというのは、うまくいっているところほど個

性の強い方々がお集まりだと思うのですね。きょうお集ま

りの皆さま方も何らかの形でボランティアにかかわってい

る方が、このフォーラムに興味をお持ちになってご参加

いただいているものと理解しているのですけれども、そこ

にまた行政が何か一つにまとめようというのは非常に難

しいテーマだと思うのですね。 

 それはなぜか言いますと、行政が入ってくると私たちを

メチャメチャにされてしまうのではないかというボランティ

ア側の気持ちも裏にはあるのではないかと思うからです。

私は勝手なことを申し上げる人間ですので何でも言って

しまいますけれども、行政の方は行政の方でやはり事業

計画ができつつあるのだから何かしなければいけない。

おそらく宮田さんも非常に勉強されて、これだけのテー

マをまとめられておると思うのですけれども、私の考えか

ら言いますと、行政の方でこのような企画をつくりました、

それではこれでやりましょうと言って果たしてボランティ

アの方々が納得できるかどうか、これは別問題だと思う

のです。ですからせっかく大変な時間と労力をかけてつ

くるのですから、ボランティアの方々や市民の方々がこ

の行政の考えに対してもっとどんどんものを言った方が

いいのではないかと思うのです。 

 今の行政のやり方は一方的に押しつける形ではもうだ

めで、市民がどんどん行政の方に入っていかなければ

だめなのです。それは行政の方も十分わかっていると思

うのですが、きょうこの場では時間がなさすぎると思いま

すので、そういう機会をどんどんつくっていただいて、皆

さんどんどん意見を言いましょう。それが私の言いたいと

ころです。 

 

≪長谷川≫ 

 ありがとうございます。このフォーラムは、まさにどんど

んみんなでものを言おうということで３年前から始めてお

ります。ただし行政に対しての要望ではなく提言をして

いくような形でなければいけないということで、私たちが

コーディネーターを引き受けたという経緯がございます。 

きょうはせっかくの機会ですので、ぜひ、さらに御意見

いただければと思っております。 

 続きまして、文化伝承で確か吹奏楽などをやっておら

れるＥさんがおられているということですが。 

 

≪Ｅさん≫ 

 こんにちは。Ｅでございます。今、御紹介いただきまし

たように、福生吹奏楽団という市民楽団なのですが、そ

ちらの方の事務局をやっております。 

 ボランティアについてということなのですけれども、福

生吹奏楽団は、御存知かもしれませんが、ライオンズク

ラブさんという大きなボランティア団体の皆さんがお金を



 

出してつくってくださった楽団なのですけれども、高校

生から５０代の社会人まで５０名近くの団員がおります。 

 そういう形でつくっていただいた楽団なのですが、み

んな楽器が好きで、演奏したくて集まってきているメンバ

ーですけれども、ただ自分たちの技術の向上とか、音楽

を楽しむだけでは設立した意味がない。やはり音楽は聴

いてくださる方がいなければ成り立たないのではないか

なと思います。そういう意味では多くの方に聞いていた

だけるような、そしてただ聴いていただくだけではなくて、

いろいろ共感をもって活動できるような団体になりたいと

思っています。 

 音楽ということでいろいろなことを考えていくのですけ

れども、小学校に行って演奏させていただいたりとか、

いろいろな施設に行ったりとか、いろいろな市のイベント

にも出させていただいておりますけれども、その中で音

楽を通していろいろな方たちと、音楽を超えたというか、

共感できるいろいろな喜びとか、逆に学ぶ面もたくさん

あるのではないかなと思います。そういうことをやってい

くことによって、極端に言ってしまいますと、音楽というコ

ミュニケーションからまちづくりなんていうところまでつな

がっていくのではないかなと思っています。 

 今年私たちは４月に横田のミドルスクールに訪問演奏

させていただきました。ちょうどイラクの戦争の問題があ

った時期で、基地の中でもあるしとか、演奏会を基地の

軍人の方と一緒にやるということはどうなのだろうかとか、

いろいろな意見も出たのですけれども、やはり音楽でコ

ミュニケーションしましょう、極端に言ってしまうと武器の

代りに楽器で交流できませんか、というスタイルで今私た

ちは考えていますし、そういうふうにお話をするとやはり

アメリカの音楽をやっている皆さんも当然そうでしょうと、

私たちには音楽があります、交流と言ったらまず音楽で

す、というふうに答えてくださる関係がつくれたということ

が今私の中ではとてもうれしいことなのです。 

実は今月２９日に横田交流クラブさんが主催で演奏会

をするのですが、その演奏会を企画するに当たっても、

横田交流クラブさんも一種のボランティア的な団体さん

ではないかなと思いますが、そのときに基地の中の人た

ちと交流をしたいという考えがわいたときに、じゃどこに

行ってお話しましょうというときに、横田交流クラブさんと

いう存在がありました。 

本当にいろいろな形の市民活動グループがたくさん

あると思うのですが、実は私は社会福祉施設に努めてお

りまして、日ごろボランティアさんというふうに目にするの

は、施設に来て利用者の人の介護のお手伝い、手助け

をしてくださる方とか、そういう方を目にすることが多いの

ですが、自分自身のことを考えますと、子どもの小さいう

ちは小学校のＰＴＡとかボーイスカウトとか、子どもが育

ってしまったら今度は何ができるかなというときに、たま

たま声をかけていただいた福生の七夕祭りのイベント部

会に私も入っておりまして、その中でボランティアという

形で活動をするのですが、その中で自分がいろいろ得

るもの、何か自分が役に立てることがあるというのはとて

もうれしいことです。 

話が戻ってしまいますけれども、吹奏楽団の事務をや

っていまして、やはりいろいろなところに活動しようと思う

と、いろいろな団体の人とお会いしてお話をしなければ

ならない。そのお話がうまく伝わるためにはうまくコーデ

ィネートしてくださる方も当然必要になってきますし、そう

いう意味では福生市ってそれほど大きなまちではなくて、

とても皆さんの顔を覚えやすいぐらいの人口ではないか

なと思います。そういう中でこういういろいろな団体の皆

さんと何かそういうつながりを持てるような組織とかがあ

ったらすてきではないかなと思っています。 

 

≪長谷川≫ 

 ありがとうございました。続いてこの順番でいきますと

環境なのですが、防災活動と環境の関係を非常に広く

やっておられます、皆さん御存知のＦさん、いかがでしょ

うか。 

 

≪Ｆさん≫ 

 びっくりました。Ｆです。 

私は災害ボランティアということでやっているのですが、

福生に普段いるときは秋山さんたちと福生ボランティア

連絡協議会というものに御協力させていただいておりま

す。 

 そういった形でボランティアとはなんぞや、ボランティ

ア、いかにあるべきかというものを常に話し合っているわ

けですけれども、欧米のボランティア、とりわけ僕らが理

想とするのはヨーロッパ型のボランティア活動なのです

けれども、ボランティアは確かに私たちは手弁当を持っ

てまいります。あるいは交通費は自分で賄っております。

その他かなり大きな予算が必要な場合でも多くは自分た

ちでやっております。 

 しかしながら、これは欧米の考え方ですけれども、ボラ

ンティアが活動に必要な公共的な経費、これに関しては

社会負担が原則だというのが欧米の考え方です。したが

って、欧米でボランティア団体と申しますと、それはボラ

ンティア活動者に資金を配るのがボランティア団体という

形で、さまざまな種類の、例えばそこにございます企業

からの寄附を、さまざまな企業から寄附を集める。ある種

の商店、同種の商店ですね。例えばレストランならレスト

ラン協会みたいなところから集めたお金を持っている団

体というような形の団体が数々ありまして、それらがおの

おのの理にかなったボランティア活動をする人に関して

どんどん資金を出していく、あるいは極端なことをいえば

スコップがいるのか、じゃスコップはここにあるからそれ

を持っていけだとかというふうにして、ボランティアにか



 

かる公共的な経費をできるだけ軽くしていく、それがあ

のようにヨーロッパのボランティア活動が潤沢に大きな力

を得てきたわけです。 

 それに比べまして日本のボランティア活動というのは

一切合切すべてが自分の経費にかかってまいります。

本当にこれははっきり申し上げないとピンとこないと思う

ので、あえて申し上げますと、私は決して自慢するので

はないですが、阪神淡路大震災に私が投入しました金

額が５００万円を超えております。個人資金です。全くど

なたからも受け取ったものではない。こんなことを続けて

いる限り日本のボランティアは必ず消滅する、つぶれて

しまう、これが私の今の考え方です。私自身もちはしま

せん。 

 福生市の方でも非常に熱心にボランティアを市の活動

の中に組み込んでいきたいということを考えていらっしゃ

るのはよくわかりますが、ボランティアというのは本来自

立しているのです。自分の意思で立っております。それ

だけに行政が今までのやり方で上からものをおっしゃっ

た場合には、恐らくそれに背を向けるボランティアが大

量に出てしまうということになります。逆に背を向けない

で、言葉は非常に悪いかもしれませんけれども、役所の

方にすり寄っていくボランティアの方だけが目立ってしま

って、本当にボランティア活動を心からやっている方が

しぼんでいってしまうというような結果は決して招いては

いけないと思います。それだけは重々気を使いながら進

めていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

≪長谷川≫ 

 本当にいい提言であったかと思います。確かに日本の

中ではちょっとボランティアという言葉だけが一人歩きし

ていて、定義も今さらというような感じがあるのですね。

ただ日本の社会機構そのものが欧米と相当違うというこ

ともあって、個人負担が非常に多いということは事実であ

ろうかと思います。今の提言はきっとプロジェクトチーム

に強くひびいたと思います。ありがとうございました。 

 さて、続いて幾つかあるのですが、私自身が教育・化

学の専門なのでこれは後回しにさせていただきまして、

国際交流、交際協力ということでＧさんお願いできませ

んか。 

 

≪Ｇさん≫ 

 今の課題はちょっとこの会と違うので、また別途機会を

いただければ、十分に時間をいただいてお話します。２

時５分前ごろに長谷川先生からお勧めいただきましたの

で、唐突でまとまる話にならないと思いますが、その点

はひとつ御了承ください。 

 ボランティア、ボランティアというふうにとらえられており

ますが、このボランティアという言葉は御案内のとおり英

語でございまして、英語の利便性は網を張るというか、

例えば主婦の方々がバーゲンに行ったときにひとつの

目的とした商品を選ばないで、両手で抱えてたくさん持

ってきて、それから自分の好きなものを選ぶというふうな

ことからしますと、ボランティアだけではないのですが、

非常に英語は大ざっぱだと思っております。 

 それで今までに網羅されなかったことを重点的にお話

しますと、私どもボランティアというのはそんなに難しいこ

とではなく、助け合い活動というか、私ども戦時中を経て

きましたので、よく隣組の組織で助け合ったり助けられた

りという、確か古い方は御承知と思いますが、歌がありま

したね。私はそういう気持ちで行なえばよろしいのでは

ないかと、常々そのような考えを基軸にしてボランティア

活動をさせていただいている一人でございます。 

 それからただいまのお話のように、人それぞれ個人差

がありまして、ボランティアの考え方はさまざまですが、

私はこのような思いを寄せて今日まできておりますと、そ

の一部をお話させてもらいます。 

 まず、ボランティアをやる際の心構えですが、基本的

ですが、やっているとかやったとかということを外に出さ

ずに、胸に秘めて、要するに自分がやってもらいたいこ

とをまず他の方々に提供すると、これが基本的な考えで

なろうかと思います。それらを大別いたしますと、ボラン

ティアというのは二つに大別されるのではなかろうかと思

います。例えば各団体等々の組織の中で行うボランティ

アと、個人的に機をみて行う助け合いというか、ボランテ

ィアと二つあるのではなかろうかと、こういうふうに思って

おります。 

 前者の組織の中のボランティアですが、私は既に昨年

の確か７月６日、まちづくりフォーラムの第３回目「輝くシ

ニア」というところで提言しておりますので、時間の制約

等々があり、これは削除しますが、もし興味のある方は

確かページ４０のＣと書いてあるのが私の話です。それ

を読んでいただければ少しおわかりになるかなというこ

とで、組織下のボランティア活動は削除いたします。 

 それでは、さて、個人的にＧ、お前は何をやっている

のかということですが、私は牛二町会に昭和３５年に居を

構え今日まできておるわけですが、私どもの近所で福生

市の事業ということでさまざまな工事をやっていただきま

した。例えば下水工事とか、道路工事とか、私どもの住ま

いの隣接地にある３００坪ほどの牛二公園だとか、そこで

何をやったかというと、特に私の主婦が主体になって作

業員の方々に午前と午後、お茶入れをさせてもらいまし

た。一番長くいたときは牛二公園の建設ですが、４カ月

ほど毎日１０人ほど来ましたので、予算も大分かかりまし

て、そういうときは私ども役所と違いまして補正予算をつ

くれませんから、自分たちの経費、年に６回ほど家内と

旅行することを半分ぐらいにするとか、そういうふうにして

まいりました。 



 

 私どもの考えは国は一つ、民族は一家族ということで、

先ほどお話したように、まず自分がやってもらってうれし

いこと、それを率先して他のものにやって差し上げると、

こういうふうな気持ちが必要かと思います。そのほかに私

は幸いと申しますか、若干ですが語学ができますので、

近所に外人がいて、住居についての不具合不都合、そ

れから医者に行く、それから薬を買ってくる、そういうとき

のお手伝いもしております。ですから住居については不

動屋さんとの話し合いの中に入り、それから薬局で薬を

買ってくると説明がわかりませんから、これを英語で通訳

してあげています。それから病院とか医院に行くときに、

外来語のわからないような方に接する場合は私なり何な

りが付き添いして、そういうふうなお手伝いもしておりま

す。 

 それから例えば電車に乗るときですが、私ども席が空

いていますとシルバーシートに座ります。それはなぜか

というと、私ども座った後に、若くても不健康な方、年寄り

の方がいらっしゃると席を譲ります。これは御承知のとお

り、今は若い人がシルバーシートに座っていても席を譲

るということはなかなかしません。したがって、私どもは

即座に席を立ちますと、隣にいた若い人が嫌な顔をする

ので、まず一駅ほど我慢しています。それでも行動を取

らなければ私は席を譲ると、そういう手法をしています。

それから逆に私どもに席を譲ってくださる方、そういう方

には礼を尽くしております。 

私はやはりボランティアをなさる中心たる方々は、個

人的に市の行政が何を必要としているか、どういう考え

でいるかということを即座に知り得るために議会を傍聴な

さって、より知識を高めることもひとつの選択肢ではなか

ろうかと、こう思います。 

 

≪長谷川≫ 

 ありがとうございます。ボランティアする心構えについ

て、いわば御教授をいただいたという気もいたします。あ

りがとうございました。 

 続きまして、大変申しわけございません。自発的なこと

になって申しわけないのですけれども、福祉という項目

からＨさん、いかがでしょうか。 

 

≪Ｈさん≫ 

 私がボランティアに入れていただきましたのは、入れ

ていただいたというよりも、秋山さんと御一緒にボランテ

ィアスクールから出た方たちを皆さんに呼びかけて、そ

れでボランティアを立ち上げたという立場におります。 

昔から、悪くいえばおせっかいなのですよね。黙って

見ていれらない。人が困っていると黙って見ていられな

い。よせばいいのに手を出したり口を出したりして嫌がら

れたりと、苦い体験をしておりますけれども、それがそも

そもボランティアにつながったのではないかと私は思っ

ています。 

 先ほどお話しがありましたけれども、戦争中のことです

ね。私もいやというほど戦争体験をさせていただきまして、

確かに昔の隣組ということを考えますと、今この殺伐とし

た世の中にああいう精神が少しでもあったら、皆さんが

持っていらしたら、もう少し和やかにいくのではないか、

丸くいくのではないか、というような考えも持っております。 

 そういう意味もありまして、できないながらも、もう私は

体力も余りありませんので、配食は近くでできますので、

本当にぽつぽつとやらせていただいています。伺って

みると私よりも四つも五つも年下の人のところにお弁当

をお届けしたりしていますけれども、そういう方が杖をつ

いてよく歩いてお散歩していらっしゃるのですね。私は

まだ自転車に乗ってそういう方のところにお弁当を届け

ていられるのだという、そういう幸せをしみじみ感じるの

がそういうときです。 

 それからまた、うちの中にばかり閉じこもっていらっしゃ

る方が「お弁当ですよ、お待たせしました」と言いますと、

「あっ、ありがとうございます」と、本当にうれしい顔で受

けてくださる。その笑顔にとても救われて、もう２０年近く

配食をさせていただいていますけれども、もうそろそろ

今度は私が配食をしてしもらいたい年になってきました。

よろしくお願いいたします。 

 

≪長谷川≫ 

 どうもありがとうございました。突然で、しかも中身をき

ちんと説明せずに指名しまいました。 

 もうお一方、二方なのですが、Ｉさんはどちらでしょうか。

児童民生委員という立場から、こんなこと、あんなことを

提言いただければ。 

 

≪Ｉさん≫ 

 私は民生児童委員なのですけれども、ボランティアで

もあって、またボランティアではない部分とありまして、あ

っちに行ったりこっちに行ったり、自分の中で戸惑って

いるところもあります。でもお金をもらってないという意味

ではボランティアなのかなというふうに思ったりもします。 

 きょうはとても興味を持ってまいりました。世の中の動向

として、市の制度が措置制度から申請制度に大きく変わ

っています。同じく私たちの仕事もそうなのですけれども、

皆さん申請を出さなければ、本当に知らないと損をして

しまう世の中になってしまいました。ですからなるべく私

も地域にいて、知っている限りはこうなのよというように手

を差し伸べています。 

今、市の方で市民活動センターを立ち上げていくとい

う、さっきプロジェクトチームが３年前からというのをお伺

いしまして、ちょっとびっくりしたり、そんな中で今、秋山

さんからちらっとさきほど民生委員さんというふうなお話

が出ましたけれども、私もつらつら思いますと、本当に長



 

い間福生ボランティア連絡協議会さんと一緒にこつこつ

と、本当にこつこつとです。長いものを重ねてきたような

気がしています。 

 ここで市民の方に、出ていらっしゃる方は、私はいつも

思うのですけれども、同じような方が出ていらっしゃいま

す。あっちへ行ってもこっちへ行っても出ていらっしゃい

ます。さっき野澤市長さんがおっしゃったように、出てい

らっしゃる方からまずというふうなお話もございました。そ

れもなるほどというふうに思いました。 

 ですから、やはり地域に、私たち市民というのは地域に

いるわけですので、その辺も含めてきめ細かい福祉、私

自身は少なくともなるべくきめ細かいものをというふうに

思っておりますが、そういう意味で、今まで培ってきた、

先ほど申し上げました個々に一歩一歩来た、ほんのわ

ずかずつ重ねてきたものもぜひ大事にしてほしいと思っ

ています。 

 ですから市の方で立ち上がって、どんなものをこれか

ら発表して、実は先にそれを伺いたいと思いました。実

をいうと知ってはおりますが、多分ある程度しか知らない

と思います。そんな中で私たちも考えなければなりませ

んし、それからあくまでも民生委員、児童委員も市民で

す。そういう意味で、今度出てきた内容で考えなければ

ならないこともきっとあると思いますし、それから、またも

う１回重ねて申し上げますが、やはりこつこつ重ねてきた

ものは忘れないでいただきたくて、それに今度立ち上げ

ていく気持ちとか、宮崎でしたかね。いろいろな市のい

い部分、それから横浜市が市長さんがとても新しい若い

方ですよね。すごい大きな市で、政令指定都市ですよ

ね。ですからそういう、きのうだかおとといかもちょっとテ

レビでやっていたので、思わずふっとテレビに目がいき

ました。 

 ですからやはりいろいろなところの動向を見ていると、

わからないではないのですけれども、やはり先ほどから

申し上げましたように、今まで培ってきた皆さんを大事に

しながら、できたら側面から市の方が応援していただけ

れば、私としてはうれしいかなと思っています。 

 民生児童委員のあて職といたしまして、私は社会福祉

協議会の副会長になっております。ついなんか、何とな

く社協の応援もしてしまいます。そういう意味で、そこで

育っていったものもやはり大事にしてほしいかなというふ

うに思っています。なるべく市民の、こちらからニーズに

合ったものを私たちが手を差し伸べていくのではなくて、

逆に住民の方のニーズを把握して、やはり市の方へ、行

政の方へお知らせしていくのがこれからの私たちの仕事

かなというふうに思っています。 

 なんか急だったのでちょっととりとめもないのですけれ

ども、よろしくお願いいたします。 

 

 

≪長谷川≫ 

 ありがとうございます。本当に急にお願いをしてしまい

ました。 

 生涯学習審議会の委員というのを確か１０年ほど前に

私はやらせていただいたのですが、そのときに行政とい

う言葉は答申に書きませんでした。あくまでも市と市民と。

多分そのことは、当時助役さんであったかと思う方が今

市長をやっておられるので、そのスタンスは十分にある

のだということだと思います。 

 さてもう一方、教育という一面から、Ｊさんが見えている

はずですが。よろしくお願いいたします。 

≪Ｊさん≫ 

 Ｊと申します。いつもお世話になりましてありがとうござ

います。 

 実は私は福生市民ではありません。でも次の福生市民

を育てているという責任を思えば、やはりこのフォーラム

に参加したいと思ってきょうはやってきました。それで学

校教育の立場から若干、ボランティアということで本校で

取り組んでいることを具体的に話させていただきながら

話を進めたいと思います。 

 先ほど市長さんの福生市の説明の中で、福生のよい点、

そして課題となる点を上げていらっしゃいました。その中

で不登校の子供たちが福生市は多いということを上げら

れました。まさにそのとおりです。東京都でもかなり多い

方です。その原因というのはいろいろあります。複合的

なものもあります。学校も手をこまねいているばかりでな

く、やはり努力は重ねているところなのです。だけれども

なかなか改善していかないというところの困難さがありま

す。 

 本校においても目指す学校像、児童像、子どもの像が、

自立に向かう子どもを育てようというのが目指す児童の

姿です。そして目指す学校は、登校したい、させたい学

校を目指そうというのが、職員一緒にやっているところな

のです。ところがやはりなかなかそううまくはいかない。

教育行政の方々も予算をたくさんくださっていろいろな

事業をしてくださって、教育にはいろいろな力を入れて



 

くださっています。 

 そこで私は三小チャレンジプランというものを今年度考

えました。そして研究奨励ということで研究費を若干いた

だいて、今取り組んでいます。まさにそれが学校教育ボ

ランティアをお願いしようということが柱になっています。

もう一つはスクールカウンセラー導入ということなのです

けれども。 

その学校教育ボランティア導入ということを考えました

のは、さきほど「手つなぐ市民」と書いてありましたけれど

も、教育においても連携ということは前々から言われて

います。その大切さはみんな知っている。それを具体的

に、より進めるシステムをつくりたいということなのですね。 

 そういうことで「できる人が、できるときに、できることを」

ということをキャッチフレーズにして、学校に来ていただ

くと、そして学校に来ていただいて、本当にちょっとずつ

お力をいただくと、そういうことを取り組もうとして今進め

ています。そして子どもを真ん中にして、お互いに子ど

もを見て、問題を見つけて、手立てを取っていくことによ

ってよりよい教育ができるのではないかと、学校教育に

皆さんのお力をいただきたい、教育ボランティアというこ

とがそういう趣旨なのです。 

 では具体的にどういう分野でお力をいただくかといい

ますと、これはあちこちで話していただいていますけれ

ども、安全面のことです。それと図書室、たくさん蔵書を

いただいています。その整理をして、子どもたちが読み

やすい環境に整える。インターネットをいただきまして、

それを使えるように手伝っていただくこととかです。それ

とパソコン学習、来年度は４０台導入していただきますけ

れども、担任だけでは限界があります。そのところをお手

伝いしていただく。それと環境を整えるというようなところ

です。 

 それと本校では車いすのお子さんが一人入っておりま

すので、やはりその介助の仕事を皆さんに手伝っていた

だく、子どもたちもやるというようなことで今お願いしてい

て、２０名弱の保護者の方々が入れ替わり学校の方に来

ていただいています。そうすると学校を見ていただいて、

いろいろ御意見をいだきます。その御意見もまたありが

たいわけです。そういう御意見をいただいて、すぐ教育

活動に反映させて改善していくという点でも、やはりとて

も学校の教員だけで頑張っている分、プラス、こういう外

部のボランティアの方々が入っていただくところの効果と

いうのは大きいと考えております。 

 そんなことで、ちょっと時間が長くなりましたけれども、

まちづくり、それと子どもを育てていくというのは、まさに

手をつなぐ、人と人とのつながりが具体的になることによ

って始まるのかなということを実感しております。 

 

≪長谷川≫ 

 突然指名してしまいましたが、ありがとうございました。 

 ここで、先ほどから、市の方の取り組みということが出て

おりますので、宮田さん、よろしくお願いします。 

 

≪宮田≫ 

 苦言、また助言をいただきまして本当にありがとうござ

います。その原因は、市の今やっていることが職員を対

象とした基盤整備の段階ということで、まだ市民の方に

見えてないと、そういったことからいただいたものと思う

のですけれども、現在職員に説明しているスライドを使

って簡単にお話させていただきます。 

 なぜ市民は行政と協働しなければいけないのかという

御意見があると思うのです。納税者の市民の皆さんが税

金を払っているのになんで公共サービスまで負担をする

ような世の中になっているのだと、こういった御批判はよ

くいただくのですが、回答としては、こういった回答があ

るよということは庁内研修に参加している職員に伝えて

います。 

 まず、原理的理由と硬く書いていますけれども、市は

意思決定や公共サービスの生産とか給付を果たしていく

際に、その課程に市民の皆さんが影響力を行使し得る

機会の保証を基本的要件として活動しなければいけま

せん。例えば各種委員会に委員として出ていただいて、

行政に参加していただく、そういうこともあるのですけれ

ども、そういうことが弱かったのではないかと、むしろ強

めようということで、実際の政策の形成課程、また実施課

程に協働という形でこれからは市民の方に積極的に参

加していただく、こういった環境になるのですよということ

でまず職員に言っています。 

 具体的には、もはや市民の皆さんの理解と協力と参加

なくしては、市民ニーズの多様性に行政は円滑な対応

はできないということでございます。もうひとつ具体的に

いえば、もう財政的にもこれ以上いろいろな行政要望を

出されてもなかなか対応しにくいと、そういう面のあるの

も事実でございます。 

 また、最近のニーズは本当に市民の方の私的な部分、

個人的な部分を行政サービスとして要求している方もい

るのです。そういったところは市民の方に主体的に解決

していただく、また行政が入らなければいけない部分は

行政と協働して解決していこうかと、こんなことが必要だ

と職員には説明しています。 

 ほかに幾つか質問いただいておりましたけれども、決

して市の方はボランティアの方を一本化するとか、そうい

った施策ではないのですね。６月にやりましたボランティ

アの方のアンケート調査の結果でも、一番多いのが情報

交換を望んでいるのですね。ボランティア団体間、また

市民とボランティア、それから行政、そういった三者の間

の情報交換を一番望んでいるという結果が出ました。こ

れはＮＰＯ法人さんもそうですし、ボランティア活動をさ

れている方のアンケートでも一番多かったのですよ。 



 

 そういうことから、市の方ではそういった情報交換の場、

そのようなものでいいのではないかと考えています。市

からそこに職員も行きませんし、行政的な関与もするつ

もりもないのですね。そのような場を今のところ考えてお

りまして、あくまでも市民活動をされている方々が活動さ

れている方々同士で話し合っていただいて、方向性を

出していただくと、そういった場を提供すればいいので

はないかと、そのような考えでございます。 

 先ほど小宮さんがおっしゃっていた重要なことがあっ

たのですが、困っている方に手を差し伸べる、そうことに

自分の喜びを感じると、そういったことが一番私は個人

的には重要かと思っています。 

 今後市の方で支援としてこんなことを考えているという

ことが、このガイドラインにはあるので、ちょっと参考にご

覧下さい。「協働を進めるための基盤整備と今後の取り

組み」ということで、これも職員に説明していることですが、

あくまでもボランティアということではなくて市民活動をさ

れている方たちと協働を進めるための基盤整備と今後の

取り組みということなのですね。必要なのは先ほど言い

ましたように、市民活動団体とのネットワークをこれから

拡大していこうと、それから場を提供する程度、そういっ

たことが今後の施策としては重要であろうと考えていま

す。 

 ２番目には、「協働に関する理解の促進」これは市民の

方だけではなくてむしろ職員の理解が必要だということ

で、１１月から全職員対象の研修を行っているわけなの

ですね。 

 ３番目には、今度は具体的になるのですが、支援とい

う形ですけれども、あくまでも環境づくりであると、それ以

上の方向にはいかないと、こういったところが市民活動と

行政とのかかわりで出てきております。１番、２番、３番、

４番とありますけれども、１番、４番に関しましては具体的

にはＮＰＯ法人さんが対象のことでございます。２番目に

つきましてはＮＰＯ法人さんを含めて、ボランティア団体

の方も、もちろん市民活動団体すべての方の、先ほど言

いました情報交換、交流ができる場所、それから拠点を

確保する必要があるのではないかということはガイドライ

ンの中では示してあります。 

 そして「人材の確保と充実」ボランティアさんというのは

やはり個人ですから、その個人の方が体が弱くなったり、

さまざまな理由で活動を途中でやめてしまうと、そうする

とそこで終わってしまうわけですけれども、これをより継

続していただくためには、そういった人材を市民の中で

育てていこう、そういった啓発事業、こういった取り組みも

行政としては必要であろうということで３番に挙がってい

ます。これは既に社会福祉協議会さんが、特に福祉関

係の方で従来からやっておりますので、そういったところ

を尊重して、お互いに調整しながら今後こういった取り組

みをしていこうと、こんなところが考えているところでござ

います。以上でよろしいでしょうか。 

 

≪長谷川≫ 

 どうもありがとうございました。どちらかというと、その組

織というよりは、要するに心を使う情報センター的なとこ

ろだというふうな御説明だったかと思いますが、このお話

を伺ってさらにフロアーの方から何かお話があれば、挙

手をいただければと思います。 

 

≪Ｆさん≫ 

 御質問させていただいてよろしいですか。役所の方で

使われる協働という言葉がどうもわからない。この辺がや

はりいつも市民と役所というものの距離になってしまう危

険が非常に高いと思うので、協働というのはどういう語源

で使っておられるのか、ちょっと御説明をお願いしたい。 

 

≪長谷川≫ 

 まとめてやりたいと思います。Ｂさんどうぞ。 

 

≪Ｂさん≫ 

 例えば社協で、今までは福祉に限って言いますと三層

計画というのがありましたね。ここに東京都、自治体、そ

れから社会福祉協議会と、こういうふうな各組織が三層

計画というのを立てて、市民の福祉活動を行ってきたわ

けですが、たまたまそういう延長で、社会福祉協議会の

中には市民活動計画というのがあるわけですね。 

 たまたま前回社会福祉協議会の中で市民活動計画を

つくりました。そのときにできた言葉は、今までボランティ

アセンターが社会福祉協議会の中にあったということで

なくて、それはちょっとまずいのではないかと、もう少し

視点を変えて、このフォーラムのテーマにあります「手を

つなぐ市民」という立場に立って、市民活動センターとい

う形にしたらどうかという意見が、公募なさった方々から

そういう意見がありまして、いろいろ議論した結果、ボラ

ンティア市民活動センターというものをつくるということに

なりました。その上にまた、ボランティアをつくってやった

らどうかと、これはその中にいた山下さんという若い方が

言ってくれたのですが、大変貴重な意見だと思って、私

自身も関心しております。 

 そうしますと、このボランティア市民活動センターをど

のように位置づけていくかということも若干今後の課題と

して問題になるような気がするのですよね。だからその

点をちょっとお聞きしておいて、先ほどから一本化すると

いうことでもないし、基盤をただつくる、情報交換する場

所であるというような言葉がありましたけれども、再度確

認していただいて、ボランティア市民活動センターをど

のように有効につくっていくかということが僕は必要では

ないかと思います。というのは、いろいろな面で、多分福

祉計画とかいろいろなものにも関係するような気がしたも



 

のですから、その点を説明願いたいと思っています。 

 

≪長谷川≫ 

 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。では、

協働については宮田さん。 

 

≪宮田≫ 

 協働という耳慣れない言葉で、漢字でも日常使わない

文字ということで、わかりにくいということだと思うのです

が、先ほどのスライドの７コマ目で、これはお手元の資料

の７番目に簡単に定義をさせていただいたのですけれ

ども、市と市民または市民活動をされている団体、それ

ぞれが非営利または公益活動の場で、個別に活動する

よりも高い成果を上げるために、お互いの特性を認識し、

尊重し合いながら、対等な立場のもとに両者が心を合わ

せ、力をあわせ、助け合って仕事をする」こういった意味

なのです。ちょっと長ったらしくてわかりにくいと思うので

すが。あくまでも公益活動ですが非営利活動の場で個

別に、団体の方が活動するよりも行政と協働することによ

ってより高い成果が上がるのではないかと、そういったこ

とを指しています。イメージとしてそんな感じです。あくま

でも基本はこういう姿勢、非営利性です。そういったとこ

ろがポイントであります。 

 ですから、公金で行政は運営させていただいておりま

すから、営利性のものと協働するわけにもいきませんか

ら、あくまで非営利性、公益性をポイントにして協働して

いきたいと、そのように考えております。 

 ここに今スライドを用意しなかったのですが、例えば公

共サービスと市民の方のコスト負担の問題でよく言われ

るのですけれども、行政の側が左にあって、個人の側が

右手にあるとします。どちらに公共サービスが寄ってい

るかと考えていただければいいと思うのですね。ここに４

人おりますけれども、一番長谷川先生に近いところの部

分が私的な部分が強いとすると、そこの９０％ぐらい、ほ

とんど内容が私的な公共サービスだと、そういった場合

はやはり私的な利益を受ける方にある程度負担してもら

って、頑張ってもらいたいということですよね。逆に我々

の行政側が１００％、９０％、当然行政が主体的にやらな

ければいけない。その間のお互いに相半ばするような、

加藤さん、秋山さんのような位置の場合、それは活動団

体と行政が協働して課題を解決できるのではないかなと、

そんなふうにイメージの図としては見ていただきたいと

思うのですね。行政と私的な部分があると思いますので、

そういったことで御理解いただければと思います。 

  

≪長谷川≫ 

 市民活動支援センターについて、そこに何かそういうも

のはありませんか。絵であれば、その絵の中で。 

 

≪宮田≫ 

 ガイドラインで示した活動支援センターの中身というの

は、これはこんな形でわかりやすくしたのです。今後こう

いったものをつくるに当たっては、冒頭申しましたように、

行政が勝手に考えるのではなくて、活動している方々、

また活動に入っていただけるような市民、関心のある方

すべてに入っていただいて、中身、内容は検討してい

かなければいけないのですが、一般的に行政が今考え

ている場の提供はこんなものですよということで表にした

ものなのです。 

 まず、そういった団体間の会議、情報交換とか、印刷し

たりするような作業の場を提供してあげてもいいのでは

ないかということが上段に挙がっています。そこでは印

刷機等を配置するとか、集めた情報をそこへ置いておい

て、いらっしゃった方がそれぞれそれを見ると、そういっ

た利用の仕方、またホームページ等も業者の方にそこ

で立ち上げていただいて、お互いの全国的、また世界

的な情報を見ていただけたらと思います。そういった意

味で交流のネットワークづくりも図られると思います。 

 表の下の人材の育成、市民啓発、そういった活動の場

でそれぞれの団体の方がある一定の方向を出していた

だいて、それぞれの立場で人材を育成していただきた

いと、また市民の方を啓発していただきたい、またそこの

利用者のところへ市民が直接個人で多分来ると思うので

すね。そういった場合はその団体の方が相談に乗って

あげるとかコーディネートする、そのようなごく単純な場

を一応ガイドラインの中ではこんな表でつくらせていた

だいています。 

 以上でございます。 

 

≪長谷川≫ 

 それぞれの御質問の方に不十分であるかと思います

けれども、時間の都合でこの程度にさせていただいて、

秋山さんに一言お願いできたらと思います。 

 

≪秋山≫ 

 今、社会福祉協議会で福生地域福祉活動計画ができ

まして、宮田主幹さんのお話と同じようなものを立ち上げ

ようとしています。本当にあと少しです。今まで皆さんで

討議や会議をしながら、あとはまたいろいろな活動をし

ている方達とやっていければ、すぐできるのではないか

と私はいつも言っているのです。なんか市はきょう初め

て活動支援センターの立ち上げのようなお話で、両段で

いったらなんか変なまちづくりになってしまうのではない

か、市民は何が何だかわからなくなってしまう、私はそれ

が今とても心配なのですね。 

 一番早く情報をつかめるのは確かに市だと思うのです。

だけど社会福祉協議会は福祉のことだけやっていれば

いいよというのはなんかちょっと違う。福祉というのはや



 

はり私は大きな問題だと思います。先ほど皆さんのお話

の中にもありましたが、いろいろな団体の方と話し合いな

がら、この活動支援センターの立ち上げができると思う

のですが、社会福祉協議会にやらせていただけたらす

ぐ私はできるのではないかと思います。情報をきちんと

行政側にとっていただき、社会福祉協議会がそれを受

けて活動に向けていければ、市民にもわかりやすくなる

のではないかという思いで今聞いておりました。 

 まだ行政の方のことがよくわかりませんので、こんな言

い方をしてしまったのですが、ぜひよろしくお願いいた

します。また宮田主幹さんに私たちが活動しているもの

をいろいろとお話を聞いていただき、そして私たちも理

解してこれからやっていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

≪長谷川≫ 

 ありがとうございます。続いて加藤さん。 

 

≪加藤≫ 

 先ほどビジネスを通じてということからお話をさせてもら

いましたけれども、ちょっと一つだけお話させてもらいま

す。 

 昭和５６年に本田宗一郎氏と、それから大分県にある

社会福祉法人「太陽の家」という業者が協力して、別府

市に「ホンダ太陽」という会社をつくりました。４年前に私

はその場所に行ってきました。どういう会社かといいます

と、社員が１８１名いましてホンダの部品を作っておりま

す。身障者の重度の人が９１名です。それから軽度の人

が２７名、健常者が６３名で１８１名です。１万５０００坪の

敷地に工場、それから単身の社宅、カラオケ等々遊ぶ

場所もたくさんありまして、こういう人たちが普通に生活を

しているところです。 

 その太陽の家というのはかなり大きな社会福祉法人ら

しいのですが、その周りの地域も、ほかの企業も仕事を

提供していて、まちぐるみでそういうことをやっているとこ

ろです。 

 私もホンダのディーラーをやっていまして、ホンダのデ

ィーラーを数カ所回ってきましたけれども、トイレは一つ

しかないのです。でも身障者の人が入れるトイレです。

今、お金をたくさんかけて、いろいろなところで身障者用

のトイレをつくっても、使う人は余りいないというこがあっ

たりすると思うのですが、そこの人たちの話では「このぐ

らいの広さでも車いすは回るのですよ」ということですべ

てその広さでつくって、一つのトイレでやっているという

ことです。 

それからパチンコ屋さんも一列全部移動できる椅子な

のですね。そういう形で非常に自立しているというので

すか、それには非常に驚きまして、そこの常務さんも車

いすの方なのですが「世の中には身障者と健常者しか

いませんよ、健常者の人は次は身障者になるのですよ」

ということで脅かされましたけれども、やはりそういうよう

なところもあるのだなということを最後にお伝えしておき

ます。パンフレットを送ってもらってありますので、もし参

考になればということで市の方に渡しておきます。 

 以上です。 

 

≪長谷川≫ 

 ３人のパネラーの方々から、それぞれのお立場からの

お話でありますとか、あるいはフロアーからも提言をたく

さんいただきました。 

 特にボランティアというのは心の問題なのかなと思いま

す。組織的なことについての御提言も多々あったようで

す。時間的な問題でありますとか、あるいは情報のそれ

こそ行き違いであるとか、そういうところがあろうかと思い

ますが、その辺はきょうのこのフォーラムを契機に調整が

次々になされていって、よりよいものができてくると思い

ます。その意味では市民フォーラムをやらせていただい

たことがよかったのかなと思っています。 

実は７月にポスターセッションをやったのですが、そ

の打ち合わせで秋山さんといろいろ話し合う機会があり

ました。その結果、やはりきょうのこういったシンポジウム

形式も必要であるということを強く感じて、市長にお願い

をいたしました。 

 ミニシンポジウムということですから、３人のパネラーと

いうのは多いのです。ただそれぞれの立場が必要であ

ったということです。２時間という時間の中で、私は大体

時間ぴったりに終わるのですが、きょうは５分も過ぎてし

まいました。短くなることはあっても長くなることは滅多に

ありません。それだけ皆さん方の関心が高かったというこ

とでしょう。 

 皆さまの御協力ありがとうございました。３人のパネラー

の方々にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうござ

いました。（拍手） 

 

≪市長≫ 

 大変お疲れさまでした。時間が過ぎておりますので１

分だけいただきます。 

 話を聞いていまして、一人ひとりの方が多様な価値観

を持ってここへ来てくださっているということを感じました。

それぞれの方々がそれぞれの形でいろいろなことをや

っていただいている、そういう意味でいいますと、まさに

そのような市民の方たちができるだけ多くなってくださる

こと、そのことが一番大切なことだと考えております。 

 それから、話の中にもありましたけれども、市の方には

ぜひいろいろな意見を言っていただきたい、そして市の

方はいろいろな情報を皆さんにお伝えして相談をしてい

くということ、そのことを徹底的にやっていかなくてはい

けないのだなという思いを非常に強くしたきょうのフォー



 

ラムでした。 

 それからもう一つ、市がまとめるとか、囲い込むとか、

お金を出して縛るとかというような話もいろいろございま

したけれども、そういう意図は毛頭ございませんで、むし

ろ積極的に市民の皆さんの御意見を聞きながらつくり上

げていきたいという思いでございます。きょうは市の考え

も御提示いたしましたが、皆さんとお互いにいろいろな

議論をすることが、次のステップへ進んでいくということ

になろうかと考えております。 

 そういう意味では、これからもぜひいろいろと参加をし

ていただいて、御意見を出していただいて、この福生と

いうまちを一緒につくっていきたい、こんな思いを強く持

ちました。 

 大変ありがとうございました。長谷川先生、それから加

藤さん、秋山さん、宮田さんに皆さんと一緒に拍手をして

終わりにしたいと思います。 

 大変ありがとうございました。（拍手） 

 

―  終了  ― 


