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のまちづくりができるのではないかということに
なってきたわけです。
そのような形でいろいろやっていくことによっ
て、みなさんと切磋琢磨していけば、どんどんいい
まちができていくでしょうし、そういう形でまちづ
くりを進めていければ、市民の人たちも自分たちが
思ったまちに住めるわけですから、それが一番幸せ
なのではないか。こういうことが、地方分権一括法
という法律が施行されてから２年経った現在の状
態でございます。
このことは、実はいろいろな意味を持っておりま
して、一つ目は、そのまちでこういう形のまちにし
たいという思いが市民の方々から出てくることに
よって、そのまちがつくられていくということであ
りますから、市民の方々が市政、行政というものに
一緒になってかかわってくれないと何もできない
ということになるわけです。それを「協働」という
言い方をいたしますが、そういうことをしてまちを
つくっていきましょうという問題が一つです。
二つ目の問題は、市民の人たちの行政に対すると
らえ方が大分変わってまいりました。
わかりやすいケースは保育所だと思いますが、お
子さんがいる共働きのご家庭の場合、その子は保育
をしていかなければならない。今まではその子を保
育所に入れるという措置を市がやるという形でや
ってまいりました。
ところが、今はどこの保育園を選んでもいいこと
になっております。お母さん、お父さんたちが、あ
の保育園はいい保育園だと思えば、その保育園を選
んでいい。その保育園に自分の子どもを入れるとい
うのは、今までは市の方から言われて入れていたの
ですが、私立、公立がありますけれども、自分が選
んで、自分とその保育園との契約で入れていくとい

写真
市長 １
《市長挨拶》
皆さん、こんばんは。ようこそお出かけいただき
まして、大変ありがとうございます。
「いっしょに話そう、まちづくりフォーラム」は
昨年から開催させていただいておりますが、本日は
今年の第１回目でございます。
はじめに、きょうの日程をお話させていただきま
すが、まず私の方から、福生市の現在おかれている
状況、それから「まちづくりフォーラム」を始めた
いきさつ等について、少しお時間をいただいて、お
話をさせていただこうと思います。
その後は、コーディネーターの方にお任せをして
会を進めていただきます。その時間をできるだけ多
くとっていきたいと思いますし、また、皆さんの方
からいろいろお話をいただいて、一緒にいろいろな
形で問題を考えていきたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願いしたいと思います。
そして、私たちがなぜこの「まちづくりフォーラ
ム」を始めたかということでございますが、御存じ
のように、地方分権一括法というものが２０００年
に始まりまして、２年と少しが経過しました。
これによってどういうことが市町村、自治体にも
たらされたのかということでございますけれども、
今までは国や都が一定の形で法律や、仕事をつくっ
て、全国の市町村が同じことをやっていくというや
り方で市町村行政というものは進んでまいりまし
た。
ところが、これからはそうではなくて、それぞれ
のまちというものは、それぞれのまちに住んでいる
人たちが、自分たちがいいと思うまちをつくってい
けばいいのだと。そういう形でみんなが考えていけ
ば、そこに「新しいまち」ができて、それぞれが独
立した、自主的なすばらしい、新しさを持った独自
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う形なのです。昔は「措置」という言い方をしてお
りましたけれども、今は契約関係で子どもを保育し
てもらうというやり方に変わりました。
どこを選んでもいいということによって、いい保
育園をつくろうという競争が生まれてくるであろ
う、それから自分が選ぶということによって、自分
で最終的に責任を持っていくということ、こういう
やり方に変わってきました。その基本的なところは、
自分で選択をして自分で責任を持っていくという
ことです。このような形に行政の仕事の仕方も変わ
ってきております。
こうなってくると、逆にいろいろな心配がまた出
てくるのです。市民の人たちが本当にいろいろな情
報を持っていて、それでそういうものを選んで、責
任を持ってやっていくというやり方をとっていた
だける方はよろしいですが、そうでなくて、何も知
らない人がもしいたとして、その人がそういうサー
ビスを全く受けられない、あるいは中途半端になっ
てしまうということでは困るわけでございまして、
そのあたりで行政というもの、あるいは市の仕事と
いうもの、それからいろいろなサービスというもの
について、市民の皆さんにできるだけよく知ってい
ただいて、その中で自分に必要なものを選んでいく
というやり方、これを市民の皆さんが自分の問題と
して持ってもらわないといけないという形になっ
てまいりました。
このようなことはこれから進んでいくだろうと
いうふうに思います。今まではどちらかと言えば、
人任せ、あるいは行政任せみたいな形で、何かをや
ってくれるだろうみたいなやり方でよかったので
しょうけれども、これからはそうではなくて、自分
で情報をとって、自分で選んで、自分で責任を持つ
ということ。そのかわりサービスというものは一定
の形で準備がされていますよと、こういうことにな
っていくわけであります。
そういう意味で、さまざまな仕組み、やり方みた
いなものが変わってきたものですから、できるだけ
市民の皆さんに、お互いにいろいろなことを話し合
いができるような環境をつくっていく、あるいはい
ろいろな情報を持ってもらう。こういうことをして
いきたいというのが、この「いっしょに話そう、ま
ちづくりフォーラム」を始めたの基本的な理由であ
ります。
ただ、こういうものは、この１回でどうにかなる
という問題ではなくて、これからずっといろいろな
形で続けていかなくてはいけないと思いますし、そ
れぞれの皆さんがこれから輪を広げていっていた
だくことが非常に大事であろうかな、こんなふうに
も思うところでございますけれども、そんなことを
前提とさせていただきまして、福生市のことについ
てのお話をさせていただきたいと思います。
スクリーンに福生市のデータが出てまいります。
お手元に、これと同じ資料をお配りしておりますが、
これを見ながらお話をさせていただきます。
現在、福生市の人口は 62,237 人で、都内２６市
の中で下から２番目の小さな市でございます。羽村
市が一番少ないのですね。
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高齢者比率が２２位ということは意外に高くな
いということでありまして、そういう意味では、若
い市であるということが言えると思います。
面積については１０．２４平方キロあることにな
っております。このうち横田基地が３．３１７平方
キロでございますので、横田基地を除いた面積は約
６．９平方キロと考えてよろしいかと思います。羽
村市と昭島市との間が４キロ程で、それから多摩川
と横田基地の間が２キロ程だと思えばよろしいか
もしれません。そこに約６万２千の人が住んでいま
すから、資料には人口密度は１７位と書いてありま
すけれども、横田基地を除きますと、人口密度は２
６市の中で８位ということになります。大変高い人
口密度であります。
次に福生市の財政の状況が出てまいりました。こ
れは後で一人当たりで見た方がわかりやすいかと
思います。歳入予算については、市税が３７．２％
となっております。要するに、市民の方々から税金
としていただいている割合でありまして、それ以外
は外からいろいろともらってくるお金ということ
で、もちろん市債という市の借金を起こしますから、
そういうものは市の財源なのですが、それにいたし
ましても、市税としていただけるのはこの程度であ
ります。歳出予算を見ていただきますと、民生費が
３２．２％ですから、およそ７０億円になっており
ます。民生費というのは、保育園、あるいは生活保
護、そのほか老人福祉などを扱っているわけです。
土木費の割合は１８．１％で、大分少なくなってま
いりました。教育費については１５％程度です。こ
のような構成比になっているということでござい
ます。
次のページですが、こちらの数字で見ていただい
た方がわかりやすいかと思います。市民一人当たり
の税額というのが出ております。これは約１３万８
千円です。２６市ありますが、その中で２４位とい
うことです。これはゼロ歳から最高齢者の方まで１
人として計算をした場合に、このくらいのお金をい
ただいているということです。
歳出の方について言いますと、約３６万５千円で
ありまして、これは２６市の中で４位になります。
したがって、福生市の場合には、市民一人当たりか
ら税として負担していただいている額は非常に少
なくて、返されている額は非常に高いという、そう
いうことがこれでおわかりいただけます。およそ２．
６倍ぐらいになります。
それから下の方にいきますと、自己財源比率は４
５．１％で、あとの５５％は外からもらってくるお
金で仕事がされているという、そういう意味です。
市税徴収率は９２．３％で１６位でございます。
国保税の徴収率が７０．８％で２２位ですが、最
近これは制度を変えて、市の職員に頑張ってもらっ
て上がってまいりました。ただ、後ほど悪い方の話
にもこれはつながってくるのですけれども、今、国
民健康保険税は、本来は１７億円程度入ってこない
といけないのですが、実際にはそのうち４億５千万
円ぐらいは入ってまいりません。これは滞納繰越と
いう、以前からお払いをいただけない方もいらっし

ゃるということもありますが、この数字でいいます
と、７割程度しか入ってこないという状況がわかり
ます。
したがいまして、あとの３割は一般会計から埋め
ていくという形で措置をするものでして、、この額
が５億円から６億円近くなってまいりました。そう
しなければ、一般会計の方でさきほどの教育費とか
福祉の方に回せるわけですけれども、今、国民健康
保険の仕事のためにそのお金を使わざるを得ない
というような状況が出てまいっております。この点
については、基本的にいえば、やはり税とか、国民
健康保険税、こういったものはやはり義務として負
担していただいて、その上で権利としてさまざまな
サービスを受けていくというのを、基本的な考え方
として持たなくてはいけないのかなというような
思いがいたしております。
次のページ、公共施設の整備状況（その１）です
が、最初の方でこの辺の話が出てまいりましたが、
道路もそうです。下水道とかというところは、全く
問題ありません。
世帯当たり市営住宅比率は０．９％になっており
ます。要するにこれは、福生市は公営住宅が非常に
多いまちでありまして、市営住宅も２６市の中で２
位の高さで持っております。持ち家比率というもの
が非常に低くて、貸家、あるいは公営住宅等が多い
というまちであります。
次のページですが、この辺はどちらかというと、
いい方のところで言っております。市民一人当たり
で比較をしていきますと、都内２６市中の順位とい
うものはこんなところに来ておりまして、このほか
にも数字のとり方はいろいろあると思いますけれ
ども、都市基盤整備、あるいは生活基盤と言われて
いる各種の施設整備といったようなものについて
は、大変高いレベルで整備がされてきているまちだ
ということが言えると思います。
次のページの教育・文化については、前段の方は、
かなり大きい額を教育関係に使っているというこ
とでありますし、下の方について言えば、やはりま
だ、不登校の子どもたちが大勢いるという意味では、
これからいろいろ考えていかなくてはならない課
題があるというようなことが言えるだろうと思い
ます。
次に、福祉、保健、医療ですが、市民一人当たり
の民生費については７位でして、それから市民一人
当たりの扶助費、扶助費というのは生活保護の扶助
費だとか、あるいは児童のための扶助だとか、そう
いうお金でありますけれども、そういうものが非常
に高いまちであります。
それから生活保護の保護率というのは４位とな
っておりますけれども、例えば、あきる野市とか羽
村市とか青梅市に比べると、２倍ぐらいの率になり
ます。それだけ、ある意味では住みよいとも言える
でしょうし、自立をしてこういうものを受けていた
だけると非常にいいことなのですが、そうでないと、
いろいろな問題もまたあるとも言えるかもしれま
せん。
以上、福生市のことについて、ちょっと御紹介を
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いたしました。要するに、福生市にはすばらしい部
分、例えば駅が五つもあって利便性が非常に高いま
ちであり、都市基盤、生活基盤が非常に整備されて
いて、非常に住みよいまちということが言えると思
いますけれども、もう一方では、市民の皆さんの生
活の実態からいえば、さまざまな課題がある。です
から、生活の質みたいなことについてこれからどう
していくかという問題を、いろいろ考えていかなけ
ればいけないのかなと考えるわけでございます。
それはそれとしまして、このようなデータについ
ては、市の方でもお出しをしていきますので、いろ
いろ見ていただければと思います。きょうは、この
後は完全に自由に、気楽にお話しをいただくという
ことになっておりまして、市の方の職員も大勢いま
すけれども、特段のコメントをいたしませんで、皆
さんの方でお話しをいただくという形にさせてい
ただきます。
このフォーラムについては記録集をつくらせて
いただきます。それから、この話の中で出ました、
こういう課題について、やはりみんなで考えていか
なくてはいけない、今後やはり施策としてやってい
かなくてはいけないという、そういう問題について
は、できるだけそういう方向でやっていきたいとい
うことと、もう一つは、やはりこういった話をもう
少し展開をして、みんなでいろいろ考え合っていく
という、そういうこともしていきたい。それではこ
れから早速に話を始めていただくことにいたしま
す。
きょう、実はコーディネーターとしてお願いいた
しました、一番向こうが田村誠一郎さん。田村さん
自身は「嘉泉」でお仕事をされているわけですけれ
ども、市の仕事についても、市全体を通していろい
ろなことを考えてくださっております。きょうは地
域づくりということでコーディネーターをお願い
いたしました。
それから次が、村山利夫さんでございまして、カ
ジマビジョンにいらっしゃいます。外国の方でむし
ろ有名な方でございまして、ドキュメンタリー映画
みたいなものを御本人がつくっている。あるいは外
国で各種の記録映画会の審査員なんかもされてお
られる、そんな経歴をお持ちの方でございます。き
ょうお願いしたのは、仕事をされていて外国に行く
という機会が非常に多いのですが、そうした中でも、
地域あるいは町会の活動などに大変熱心に取り組
んでおられますので、そういう意味からコーディネ
ーター役をお引き受けいただきました。
それから、そのお隣が小林勲生さんでございます。
いろいろなボランティアをされています。最近は、
仕事をしている間というのは、地域とあまりつなが
りがなくて、その後いろいろな活動を始めてくださ
る方が非常に多いわけですが、そういう人の代表み
たいな感覚で、また、町会の役員もやっておられま
すので、その辺の話を、話題提供者としていろいろ
お話をいただきたいと思います。
それから、そのお隣が北澤充さんでございます。
青少年というものを地域の中でどのように育成し
ていくのかといったような問題というのは、地域づ

質問等ありましたら、皆さんで積極的に討論してい
きたいと思うわけでございます。
それから、何と申しましても、大人が支えている
この社会だとは思うのですが、明日の日本というも
のは子どもたちにかかっているわけでございまし
て、その子どもたちにどんなふうに育ってもらうか
ということは、私たちの共通の問題であります。そ
ういう意味で、子どもたちと、親にかわってと言っ
てもいいかもわかりませんが、本当に同じレベルで、
《村山》
同じ視点で遊んだり活動したりされている北澤さ
御紹介いただきました村山でございます。熊川に
んが、きょうおいででございますので、そういう子
住まわせていただいておりまして、ほとんどずっと
どもたちとのつき合い方、子どもたちとどんなふう
福生で御厄介になっている者でございます。
に活動を展開しておられるのか、その辺のところを
きょうは、皆さん、お忙しいところをお集まりい
紹介していただきながら、討論を進めていきたいと
ただきまして、本当にありがとうございます。
いうことでございます。
どういう話の展開になるのか、私も想像がつかな
最後はまとめということになりますが、きょうは
いところがあるのですが、一応、お手元にお配りし
会場にお入りいただいて、皆さんお気づきかと思い
ました「これからの地域活動」というＡ４縦の資料
ますが、写真がたくさん張ってございます。これは、
がございますが、ほぼこれに沿ってお話を進めさせ
やはり文字だけで、または言葉だけでお話ししても、
ていただこうと思っております。そのポイントだけ
を最初に、御理解いただくためにお話しいたします。 活動の実態というものはなかなかわかりにくいも
のですから、きょう御出席いただいている方々に、
まず最初に、私たちのまち福生における地域活動
その象徴的な活動の写真を御用意いただいて、こう
全体というものを、把握してみたいなと思っており
やって張っていただきました。おいでになったとき
まして、最初はその話題でございます。
にごらんになった方もいらっしゃるかと思います
次に、この地域活動というのは大変数が多いので
が、スッと着席された方もいらっしゃると思います
すが、これらについて一つ一つ皆さんでお話し合い
をしていただくと、何時間あっても足りませんので、 ので、きょうお帰りになるときに、忘れずに一つ一
つ写真をごらんになっていただいて、その活動の実
きょうは目標は９時ぐらいまでに終了ということ
態というものを把握していただければ、その趣旨を
でございますので、その範囲の中で、どこかに絞ら
御理解いただけることになるかと思います。
ないといけないわけでございます。
私たちは前に座っておりますけれども、基本的に
それで、絞り方としては、三つに絞ってお話を皆
は、これは車座という意味でして、全く胸襟を開い
さんでしていただければいかがかなというふうに
て、膝を交えてお話しするというような趣旨でござ
思っておりまして、その第一は、やはり町会活動と
いますから、どうぞ御遠慮なく、御質問等がござい
いうものを皆さんで把握してみたいと。そして皆さ
ましたらば、手を挙げてお話しをしていただければ
というふうに思っております。
では、早速でございますが、最初の話題に入って
まいりたいと思います。
そこで、私たちのまち福生における地域活動全体
をつかみましょうということで、実はきょう、打ち
合わせで、こちらにいらっしゃいます田村誠一郎さ
んのお宅に、私、お邪魔してまいりました。そうし
ましたら、御当主の田村半十郎さんがお出になって
こられて、私たちの打ち合わせを聞いておられて、
昔の話をしてくださったのです。私、これはいい話
だと思いましたので、インタビューしてまいりまし
たので、それを皆さんに、そのポイントをちょっと
お話ししたいと思います。
んの抱えておられる悩みとか、町会活動のよさ、こ
時代はぐっとさかのぼって、明治２０年、１８８
ういったようなものについて、皆さんでディスカッ
７年なのですけれども、これは福生にとってどうい
ションしていただこうということでございます。
う年だったかといいますと、福生村の村おこしとい
二つ目は、ボランティア活動。このボランティア
うものをするために何が一番大事だろうかといっ
活動も非常に多岐にわたって展開されているよう
て、地域の有力者が皆さんで考えられたそうです。
でございますが、きょうは小林さんという、ボラン
それで、やはり何といっても、いい先生を呼ばなけ
ティア活動では活発に活動されておられる方が、話
ればいけないということで、学校の先生を探したそ
題提供者として来ていただいていますので、いろい
うです。
ろと御協力をされているようですけれども、防災を
次に探したものというのは、いいお医者さんを連
一つの例にとって、ボランティアをどんなふうに展
れてこないといけないと。つまり健康で生活できな
開しておられるかをお話しをしていただき、また御
くりの中で一個の大きな課題だろうというふうに
思っておりますが、そういう活動をずっとやってき
てくださっておりまして、非常に熱心な活動家とい
うことで、そんな意味からお話をいただけるのでは
ないか思っております。
これからは村山さんと田村さんにお任せをいた
します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
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いといけないということで、日本じゅう探し回って、
いい先生を見つけようということだったそうです。
３番目は、これは時代をあらわしていると思うの
ですが、いい神主さんを連れてこようというので、
この三つに奔走されたそうでございます。
その結果として、明治２１年、翌年でございます
が、島根県御出身の井上令照さんとおっしゃる先生
が、福生第一小学校の先生として迎えられたそうで
ございます。
２番目のいいお医者さんでございますが、山田正
哉さんとおっしゃる愛知県御出身の方だそうです
が、たしか私たちの第一小学校の校医もやっていた
だいたりしたと思うのですけれども、そういう先生
が着任されたのですね。先生といってもお医者さん
でございます。
そして神主さんは、宮本豊恭さんという方で、こ
の方は長野県の上田出身の方だそうでございます。
高尾山で修験道の道にいそしんでおられた方なの
だそうですが、その方が神明社の神主さんとして迎
えられたのだそうです。
時代を映しているなと思うのですが、そんなこと
で、今から１３０年近く前は、村おこしにそういう
ことを考えて、人を迎えられたということだそうで
す。
さて、お手元に、では今度の「まちづくりフォー
ラム」で、福生の地域活動というものがどんなふう
になっているのかということで、資料をお配りして
いるのですが、この資料はお配りされていないので
すね。「市民活動団体データ」というものなのです
けれども、お手元に行っていないと思いますが、簡
単に御説明します。
私、この表を見てびっくりしてしまったのです。
つまり、福生市を舞台にして市民活動をしている団
体の数、皆さん、幾つぐらいあると思いますか。何
と２００あります。正確に言いますと１９６という
データが出ております。その活動の中身は、保健医
療関係とか、福祉とか、それから社会教育関係とか、
まちづくりそのものを推進している活動とか、文化
芸術、スポーツ、それから環境の保全、災害救助、
地域の安全、交通安全とかですね。それから人権の
擁護、平和の推進、国際協力、男女共同参画社会の
形成、子どもたちの健全育成を図る活動、その他も
ろもろ、多岐にわたっているわけであります。
先ほどお話ししましたように、これらについてみ
んなで話をしようとすると、時間がかかりますので、
どの一つもとても大事だとは思うのですけれども、
やはり優先順位をつけて、きょうは三つのお話につ
いて皆さんで御討論いただこうということでござ
います。
そこで、三つの活動なのですけれども、まず最初
に、町会活動について、皆さんでぜひお話し合いを
していただきたいと思います。
ただ、いきなりマイクを向けましても、話が進ま
ないかと思いますので、たまたま市役所の社会教育
主事の方が、これは皆さんのお手元にお届けしてあ
ると思いますけれども、福生市の生い立ちと町会の
現状といったようなものを簡単にまとめた資料が
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ございます。これはお手元にあると思います。これ
を、ちょっと長目に見えるかもしれませんが、共通
の基盤に立つという意味で、田村誠一郎さんに読ん
でいただきますので、ぜひ皆さんに御理解いただき
たいと思います。
自己紹介も含めて、お願いします。
《田村》
田村でございます。先ほど市長さんの方から紹介
していただきましたけれども、私、田村酒造で酒造
りと商売の営業をしておりまして、専務という形で
やっております田村誠一郎と申します。よろしくお
願いいたします。
このテーマに沿ってやらせていただく前に、皆さ
ん、何らかの形で町会活動に参加されていると思い
ますけれども、町会によっては非常に組織率が悪い
ですとか、活動が思うように立ち上がらないですと
か、いろいろな問題を抱えながら、町会長を初め皆
さん、役員さん方はやっておられるわけでございま
す。そういった意味で、先ほど村山さんの方から紹
介していただいた配布資料ですが、福生市全体の町
会をお調べになった、そして文章にしましたものが
ございますので、それをちょっと読ませていただき
たいと思います。
『福生市の町会の現状。１９６０年以降、高度成
長期の東京では、日本各地から中学を卒業したばか
りの少年少女を「金の卵」として工場労働者として
迎えた。福生でも、日野自動車羽村工場の関連会社
への就職のため、この時期には日本各地から数多く
の人が流入し、人口が急増した。
町会・自治会そのものは地域住民によって構成さ
れている。この１００年くらい前からの福生の歴史
の中で、地形や区画の大きな変更を伴う変化は、１
９４０年代の横田基地の造成と、１９７０年代に田
んぼが宅地に変化した南田園と、畑が工場と住宅地
に変った武蔵野台が代表的ではないか。
横田基地は雑木林が基地という特殊な変化形態
をとったが、他の２件の特に南田園は区画整理とと
もに福生団地が造成され、短期間に急激な世帯数と
人口が増加し、町会・自治会が生れる要件が発生し
た。
戦前のことはいざ知らず、戦後、特にこの３０年
ぐらい前からのことを考えてみると、上記のように
人口が飛躍的に増加したことと新たな住民の流入
により、今までの伝統的な価値観だけではない、多
様な価値観を持つ住民による現代的な課題を解決
できる町会、あるいは自治会といった自治組織に変
わらざるを得なかったはずだが、うまく対応できた
町会と、昔からの住民による世襲的な運営が続いて
いた町会では、当然、差が出ていると考えられる。
また、福生の中でも、比較的早い時代に区画整理さ
れた駅前周辺や銀座通り周辺（本町、志茂町会）と、
戦前からの集落として農地が残り、区画整理が遅れ
た永田、長沢、熊川の南町会などとは、同一次元で
の比較検討は難しい。
そのため、この小さな福生の中でも、昔ながらの
風情を残した地区と、日常生活環境では周辺にほと

それで、私はもともとカメラマンなものですから、
今、会社では撮影はしていないのですけれども、た
またま町会活動をいたしまして撮影しました映像
がありますので、ここでちょっと皆さんに見ていた
だこうと思っております。
それで、町会の１年間の活動というものを整理し
てみますと、非常に大変な活動があるのですが、き
ょうはその中から、運動会と夏まつりと、それから
「長寿を祝う会」ということで、町会の中では割と
大きな役割を果たしている三つの活動をメインで
見ていただこうと思います。

んど緑がない地区が生じている。
また、町会としての取り組みにも差が出ているよ
うで、単純に町会への加入率を見てみますと、３
０％台から１００％を超えている町会もあるよう
に、大きな差が出ている。これらの差は、恐らく新
参者は町会加入を快しとしないという風潮が残り、
それでも維持していける町会と、事実上そんなこと
は言っていられないことから必然的に新住民を受
け入れた町会の、歴史の差があるのではないか。
また、町会・自治会の役割を盲目的に必然として
考える地域指向型から、１億総中流時代の到来とと
もに成立した生活の個別化が、日常生活圏の人間関
係より、会社や趣味などの機能指向型へと時代の流
れが勢いを増している。
このような歴史的、社会的な要因によって、市内
の町会の中には、今日的課題への対応力が弱く、前
年踏襲型の運営に終始している町会や自治会と、町
会・自治会内の周辺の生活環境や伝統行事の維持だ
けではなく、教育・文化領域への新たな対応を模索
している自治会も見受けられる。』
これが伊藤さんが調べられて文章にされた、まさ
にこのようなことが、今、町会の中でもあると思う
のです。町会のことでは、新たに外から入ってきた
人は、非常にその町会を毛嫌いしている方もいらっ
しゃったり、あるいは本当に一生懸命やっておられ
る方もいらっしゃるということで、非常にその温度
差がある。ただし、その町会というものは、福生の
まちの中で非常に大切な位置づけにあることも事
実であります。そういった意味で、ぜひとも皆さん
の忌憚のない御意見を伺いながら、町会のいいとこ
ろ、悪いところ、そういうところの御意見を伺えれ
ばと思っております。よろしくお願いいたします。

― ビデオ放映 ―
これは鍋二町会の運動会です。運動会というと、
みんな一つのパターンを皆さんは思われるかもし
れませんが、やはり町会の運動会となると、おじい
ちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんから子
どもまでが一つになって一日を過ごすという、そう
いう機会というのは、ありそうでないのですね。や
はり参加している人々の表情を見てみますと、大事
なコミュニケーションをされているのかなと。それ
は親子だけではなくて、お隣のおじいちゃん、おば
あちゃんも一緒になって参加しているというふう
なシーンが多く見られております。
それから、こういう行事を具体化するためには、
大変な裏方の御努力があるわけでして、そういうふ
うな姿を子どもさんたちが、なかなか教えられるわ
けではないのですが、体験していくものなのだろう
というふうに思います。
これは夏まつりです。夏まつりも町会最大の行事
として、これを本当に安全にスムーズに進めるため
には、大変な周到な準備が必要になります。しかし、
その努力が、こうやって楽しんでいる子どもさんた
ちを見ていますと、私たちも小さいころを思い出す
と、何かといえば、やはりお祭りを思い出すわけで
すね。そういう、子どもたちにいいイメージといい
ましょうか、貴重な思い出をつくっているのだなと
いうことを、表情を見て感じて、その意味の深さみ
たいなものを感じるわけです。
日本の特徴というのは、海外から見れば、こうい
う伝統的な行事というものを守りつつ最先端の技
術を開いていくというところが、海外の人たちにと
っては、大変すばらしい進み方だというふうに映っ
ているわけですが、いろいろ核家族とか、受験競争
だとか、いろいろあって、なかなか大変な環境では
ありますが、こういう喜んでいるお子さんたちの表
情を見ていますと、こういうものがいかに大事か、
こういうものを実際に毎年きちんと進めていくと
いうのが町会活動の重要な役割なのだなというこ
とを感じます。
それからこれは、敬老の日というものがあります
が、その日にちなんで「長寿を祝う会」というもの
を毎年行っています。まさに日本は高齢化社会を迎
えておりますけれども、鍋二の中央会館に７０歳以
上の方々をお招きして、手づくりの料理もあります
し、それから町内会で活動をされているいろいろな

《村山》
どうも、長文をお読みいただきまして、ありがと
うございました。
町会の機能というものを改めて考えてみますと、
四つぐらいのポイントになるのかなというふうに
思うのですが、その一つは、やはり町会は、行政、
つまり市民に代行して住みよいまちづくりを進め
る機関の活動を、一市民レベルにまで周知徹底する
機能というものが町会にはあると思います。
それから、隣組がベースになっていると思うので
すけれども、やはりお隣さんとして基本的なおつき
合いをしていくという、本当の基本的なベースがそ
こにあるのではないか。
それから３番目としては、防災を始めとする、い
わゆるお互いに助け合うというふうな、そんな意味
合いがあると思います。
４番目としては、これもその一環だとは思います
が、青少年の育成。やはり親が子どもに何かをしつ
けるというだけではなくて、隣のおじいちゃん、お
ばあちゃんが隣のお孫さんをしつけるという場面
だってあるわけでありまして、やはりこの町会とい
うものが活発に活動されていますと、そういう機能
というものが発揮できるのではないかなというふ
うに思います。
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場合、５０％そこそこではないかと思うのですが、
そういった面を市の方でぜひ、転入がありましたら、
この住所でいくとどこの町会だということで、町会
に入ってもらうようなことをしていただければ、少
しでも多くの方が町会活動に参加できるのではな
いかと思います。
それと、この資料を見させていただきまして、先
ほども説明がありましたけれども、やはり持ち家率
が少ない関係もあろうかと思います。アパートとか
貸家ですね、そういうものが多いせいで加入率が上
がらないのだと思うのですが、加入率をもう少し、
― ビデオ終了 ―
少なくとも７０％ぐらいに上げれば、もっと活動が
これはほんの一部でございまして、町会の活動は、 活発になるのではないかと思います。
以上です。とりとめのない話で、申しわけないで
一つのイベントをやるのに何回も何回も集まって、
す。
準備を重ねて、皆さんに喜んでいただくというふう
なことでございます。
《村山》
これで町会活動というものを、まあ全部を理解し
ありがとうございました。
ていただいたということにはならないと思います
ちなみに鍋二では、その加入率を上げるために特
が、共通の舞台がつくれたかなというふうに思いま
別のチームをつくって、御近所にお誘いをしていく
すので、きょうお集まりの皆さんの中には、町会で
というようなこともやっているわけで、最近、徐々
活動された御経験をお持ちの方もたくさんいらっ
に加入率が上がっているというところはあると思
しゃるのではないかと思いますので、良い点、悪い
点、中には町会活動なんて要らないのではないのと、 います。
今、町会で役をされている方がいらっしゃいまし
俺は全然必要としていないよというふうな方もい
たら、ちょっと手を挙げていただけますでしょうか。
るという話を聞いたことがあるのですが、一体、町
会活動というのは今後、本当にどうなのでしょうか、 では、せっかくですので、恐れ入りますが、お名前
と、それから町会のいいところ、悪いところ、大い
必要なのでしょうか。その辺の疑問を投げかけて、
におっしゃってください。
皆さんに御討議いただきたいと思います。
町会のこういうところがいいのではないかとい
《Ｂさん》
うふうな御意見がございましたら、最初に皆さんに
本八第二町会の会計をやっておりますＢと申し
おっしゃっていただきたいと、こう思うのですが、
ます。
いかがでございますか。せっかくおいでいただいて
きょう、こうやって地域活動ということで、私自
いますので、なるべく皆さん、たくさんの方に御発
身も今、先ほどＡさんからの話もありましたように、
言いただきたいなと思いまして、全然、緊張してい
我々の地区におきましても、やはり町会の加入率が
ただく必要はありませんので、自由におしゃべりし
非常に悪いのですね。
てください。
もう一つは、町会の役員のなり手がないと。こう
すみません、何かサクラみたいに皆さん思われる
いう言い方をしますと、ちょっと語弊があるのです
かもわかりませんが、私、鍋二にお世話になってお
りますから、鍋二の前会長さんが見えていますので、 よ。やりたい人たちもいるのですけれども、なかな
か組織立って活動できないと。というのは、いつの
町会はすばらしいと思ったこととか、または、ここ
間にかその役員にならされてしまっているとか、こ
が大変苦労したというふうなことがございました
れはこの人にぜひ次の役員をやってもらいたいな
ら、ちょっと口火を切っていただけますか。
と思っていると、その人が何かの理由をつけて、そ
ういう活動になかなか入ってこない。
《Ａさん》
一つは、私どもの地区、共通するところがあるか
Ａと申します。よろしくお願いいたします。
もしれませんけれども、子ども会に入るために町会
去年の３月まで４年間、町会長をやらせていただ
に加入するというような状況もあるのです。その一
いたわけなのですけれども、その前から１３年ぐら
つには、子ども会そのものが町会の一つの下部団体
いですか、理事とか、そういうものからなっていっ
というやり方もしておりますので、それが一つの原
たわけですけれども、私も熊川へ来たのは今から３
因かもしれませんけれども、子どもはやはり子ども
０年ぐらい前になります。そんなことで、それから
会に入れないと、近所の子どもとつき合っていけま
１０年ちょっとたってから町会に顔を出すように
せんものですから、そういうようなところもある。
なったのですけれども、町会に出なかったとしまし
そうすると、子どもが小学校を卒業すると、中学校
たら、本当の隣近所ぐらいのおつき合いしかなかっ
のころから子ども会をやめると。中学校になるとＰ
たのですが、そのおかげでいろいろな
ＴＡだから、子ども会は直接関係がないというよう
方とお話しできましたり、会えたりいたしまして、
な状況のところもあるのですね。
すごい財産になったと思っております。
それからもう一つは、割と長年、町会に入っても
ただ、惜しむらくは、町会の加入率が鍋二町会の
団体がございます、踊りの会とか、そういった方々
の発表の場にもなっております。こんな形で「長寿
を祝う会」というものが行われております。
ここで一番人気があるのが、フラダンスショーで
ございます。若い人たちも一緒になって踊るんです
が、きょうは時間の関係がありますので、本当はこ
の後にフラダンスが出てくるのですが、そこはちょ
っと割愛させていただきます。一番大騒ぎになった
のが、そのときなのですね。
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らっている方が、例えば高齢になって自分で動けな
くなったからやめたいと。それに関しまして、私ど
もも、何としてもそれを引きとめているのですよ。
だから、そういうふうなのが、もしそういうことを
心配しているのなら、なおさらのこと町会に残って
くださいよという呼びかけをしているわけですね。
中には、これから本当にうちの地区で少し頑張っ
てほしいなと思う人がやめていくわけですね。その
ことの中に、いろいろ理由をつけられますけれども、
中には、回覧を回すだけの町会なんて、そんな組織
なら要らないよと、町会なんかなくしてしまえとい
うふうになる。言ってみれば、我々、私も去年から
始めたばかりですけれども、実際にその中で活動し
ている者が、やはりいろいろ日常の業務に追われ過
ぎていると。それがために、何かやりたいけれども、
具体的にできない。先ほど例を挙げてビデオなんか
を見せてもらいましたけれども、ああいった行事を
するためには、役員の人は大変だと思うんですね。
それをなかなか率先してやってもらえない。
中には協力する人もいるのですけれども、なかな
か話が先に進んでいかない。私ども町会にいる者が
もっと活発に動けばいいのですけれども、残念なが
ら、それぞれ仕事を持ちながらの活動ですから、本
当に土曜・日曜しかないと。そうなってくると、い
や、やりたいのだけれどもなと思うけれども、今年
はできない。来年やりましょうと言っていることが、
来年、来年と延びていって、実を言うと、うちの地
区では、まだ運動会が開けないと。実はいろいろな
団体から、運動会をやりましょうということが出て
くるのだけれども、具体化していけないと。今、や
っとやっていますのが、子ども会を中心とした運動
会が開かれております。
といいますと、これはやはり私も含めてですけれ
ども、役を仰せつかった者がもうちょっと本当は頑
張らなければならないなと。頑張るにしても、時間
的な余裕がないためにそうなってしまう。だんだん
だんだんしぼんでいくために、結果的には町会の加
入率も落ちてくるし、また、出る人もいるのではな
いかと。
今日はそういうところを少し反省しながら、この
フォーラムに参加させてもらっておりますけれど
も、私としては、町会は是非必要だと。そういった
隣組ともありますし、さきの阪神・淡路大震災です
ね。あのときなんか、やはり地域活動がなかったら、
地域の横のつながりがなかったら、本当に大変なこ
とですよと。そういうことで声かけしましたら、幾
らか町会加入がふえましたのですけれども、またや
はりそういうことが少しずつおさまってくると、さ
っき言ったような理由をつけられてやめる人も出
てくると。
一つには、うちの本八第二地区というのは、マン
ションなんかが多いということがあって、加入率が
悪いのも一つはその理由かなと思っております。マ
ンション等に関しましては、建ってから、住民が入
ってからは、なかなか加入を勧めても入ってもらえ
ないものですから、建設の段階ぐらいから業者の人
とも話しながら、ぜひ町会には入ってもらうように
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入居のときには勧めてくださいというふうなこと
で、あるマンションにつきましては、マンション丸
ごと一つの地区として加入してもらったところも
あるのですけれども、こんなこともやりながら、町
会はぜひ必要だということで、これからもやってい
こうと思っています。
今日は皆さん方から、いろいろなアドバイス、ま
たいいアイデアがあったらお伺いしたいなと思っ
て参った次第です。よろしくお願いいたします。
《村山》
ありがとうございました。
先ほどごらんいただいた「長寿を祝う会」という
ものがありますが、呼ばれた方々はもちろん７０歳
以上ですから、皆さん、御老人という言い方はいけ
ない、長寿の方です。ところが、僕が感じたのは、
お一人お一人、本当はそれぞれ得意なわざとか、そ
ういうものをお持ちの方々ばかりのはずですね。と
ころが、せっかくお祝いする会なのに、その方の特
徴を御紹介することがありませんでした。
それで、もし何人かでも、この方はかつてはこう
いうことをなさった方ですと。今、御相談すれば、
その貴重なお話をしてくださる方かもしれません。
または、すばらしい技術を持っている方かもしれま
せん。そういうものを皆さんの前で披露していただ
けるような機会というものもつくっていただくと、
子どもたちの見る目が変わってくるのではないか
なと。
活性化の一つの要素としては、やはり子どもをど
う巻き込んでいくか、子どもを通じてお母さんを巻
き込み、お母さんを通じて旦那を巻き込むというふ
うな連鎖反応をいろいろねらうと、一つの活性化の
ポイントになるのではないかな、なんていうふうに
思っています。
実際、本当に通勤に１時間半とか２時間とか、サ
ラリーマンをやっておりますと、町会活動を全うす
るのもなかなか容易ではありません。しかし、大変
だったけれども、それを埋めるに余りある、すばら
しい人的財産を私はいただいたなというふうに思
っているところなのです。
ほかにもいらっしゃいましたので、お願いいたし
ます。
《Ｃさん》
加美平団地の事務局のＣと申します。
２年目なのですけれども、今、お話がありました
子どもさんがキーワードになっているという部分
で、実は悩んでいるのですけれども、加美平団地は
かなり歴史のある自治会というふうに自分も伺っ
てきています。
ところが、やはりここ１〜２年、少子化というこ
とで子どもさんがいなくなっている関係で、先ほど
もちょっとお話がありましたけれども、子どもさん
が大きくなった関係で親御さんが自治会の活動の
役員をやめる、ないしは出てこないのですよね。子
どもさんがいたときには、先ほどもお話がありまし
たけれども、子ども会があって運動会をやり、また

それを通して活性化ができた。そういう部分で、運
動会以外にも催し物をやればみんなが集まってき
た、そういう部分があったのですけれども、そこの
ところが、子どもさんが大きくなって学年が上がり、
なおかつ転居という部分でいなくなっていくと同
時に、子ども会が消滅し、かといって、運動会はや
りたいけれども、親だけでやったのではという部分、
その部分が悩みとして、解決できない部分として、
今あります。
それから、それと同じ原因だと思うのですけれど
も、やはり祭りという部分ですけれども、非常に地
域活性化ではいいと思うのですけれども、こちらも、
やはり子どもさんがあまりいないということで、親
がどうしても祭りだからやりたいのだと言っても、
なかなかやる内容が、子供会だけではどうしても、
一方では盛り上がりますけれども、子どもさんが集
まってこないという部分で、うちの場合はいつも市
のお祭りからは日にちをずらして、８月の下旬にや
っています。ほかの町会、お隣さんですけれども、
そちらの応援をいただいて、それで盆踊りのやぐら
とか、それから出店をやっております。そういう部
分では、地域の活性化という部分では、ある程度い
いかなと思うのですけれども、そのために、自分た
ちの自治会に住んでいる、町会に加入している皆さ
ん方が自主的にお祭りを企画するということがな
かなかできない部分で苦労しています。
そういう部分と、あと、やはり加入率が低いとい
う部分では、なかなか大変なもので、これもやはり
役員が、これは自分も含めてになると思いますけれ
ども、長年経験されていた方が会長さん、副会長さ
んをするという部分で、なかなか新しいことをやろ
うとしてもやり切れない。役員が１年交代という部
分があって、覚えると次はかわるよと。役員をやる
のなら自治会に入らないよ、こういうお話もあって、
なかなか当の役員も出てきてもらえないという部
分で悩んでいます。
そんなことなのですけれども、一つだけ、これは
誇れるというか、いいお話だと思うのですけれども、
二中の吹奏楽部が、非常に吹奏楽では、市の方でも
あれしていますけれども、全国的に名前をとどろか
せてきているのですけれども、生徒さん方が頑張っ
てきている。これも３０年近くの歴史があるのです
けれども、先日、やはり自治会にマルフジがあるの
ですけれども、その裏でコンサートをしていただき
ました。毎年４００名前後の方が来てくれています。
それで二中吹奏楽部の指揮をとっている先生も二
中の卒業生ということで、その当時から地域交流と
いうことでやられてきた。そういうことも含めて、
地域の子どもさん方、青少年をどういうふうにやっ
ていくか、その辺がテーマになってくると思うので
すけれども、そういう活性化になるようなことが歴
史がある中ではできるのだなという、そういうもの
を考えていますので、やっていきたいというふうに
思っています。
どうも貴重な時間をありがとうございました。
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《村山》
どうもありがとうございました。
前の方におっしゃいました悩みを伺いますと、す
ぐに解決策が、肝心なお子さんがいらっしゃらなけ
ればというところはありますが、最後におっしゃっ
た御意見は、非常にヒントになるお話ではないかと
思いますね。つまり、福生の中でも、何もみんなが
同じ日に同じ祭りをしなければならないという別
に規則があるわけではありませんので、むしろ地域
性を生かして、その特徴、特色というものをみんな
で見出して、それを生かしていく方法というのがあ
るのだなということが、今のお話でわかりました。
活性化でお悩みの皆さん、今のお話は大変参考に
なるのではないかなというふうに思います。どうも
ありがとうございました。
時間があるのですが、もう一つ、せっかくですの
で、今ごらんいただいたビデオ、三つのテーマにな
っていましたけれども、２１世紀は環境の時代と言
われておりまして、また鍋二なのですけれども、鍋
二のＤさんが見えていますので、Ｄさんはお若くて
この町会活動の責任者になられて、活発に活動され
ているのですけれども、ちょっと一言、御意見をい
ただけますでしょうか。
《Ｄさん》
こんばんは。熊川駅の近くの鍋二町会で美化委員
会の委員長をやっておりますＤと申します。よろし
くお願いいたします。
皆さん御存知だと思うのですけれども、美化委員
会というのは３年前までは各家庭の消毒の作業を
やっていたのですけれども、３年ぐらい前に消毒が
なくなりまして、それ以降どうしたらいいかという
ことで委員会の中で話し合いまして、結局、町会の
ごみ拾いを始めたわけです。
話を聞きますと、ほかの町会ですと、その委員会
自体がなくなってしまう、活動がなくなってしまう
みたいなところもあったらしいのですけれども、と
りあえず鍋二町会に関しましては、そういった形で
活動を続けていこうということで、ごみ拾いを始め
たのですけれども、何しろ歴史がないものですから、
毎回毎回、人を集めるというのですか、来ていただ
く、参加していただく、自分たちのまちを自分たち
できれいにしていこうという趣旨といいますか、活
動の内容というものをなかなか理解していただけ
なくて、集まっていただくということが一番の苦労、
悩みの種です。
集まっていただくために回覧をつくって、活動を
しますよ、活動をしましたといった報告をしたりと
か、あるいは、今までは美化委員会だけ単独で別な
日にやっていたのですけれども、リサイクルの廃品
回収も同じ日にやれば、リサイクルで出てきた人た
ちも、その後にごみ拾いをやれば一緒に手伝っても
らえるのではないかという、そういうちょっと甘い
考えがありまして、同じ日にしてやってみたのです
けれども、実際は、もちろんたくさんの方が手伝っ
ていただいているのですけれども、リサイクルが終
わった後に半分以上が帰られてしまうのですよね。

歴史がないということで、なかなか認知されていな
いところがあるのですけれども、直接一人ひとりに
お声をかけてお願いすれば一番いいのですけれど
も、なかなかそうもいかないので、ただ、喜びとし
ましては、そうやって特にお願いしなくても、積極
的に自主的に出ていただいて活動していただいた
りとか、作業の後にたくさんの成果としてごみが集
まったとか、そういったときには大変な喜びを感じ
ます。
以上です。ありがとうございます。
《村山》
どうもありがとうございました。
鍋二を福生で一番美しい町会にしようという、そ
ういう目標で皆さん頑張っておられるのですが、い
ろいろ知恵と工夫を働かせて、呼びかけのチラシな
どもカラー化したりして、大変魅力的な活動をして
おられます。まだＤさんはお若いわけですので、将
来が楽しみなのでございます。
お時間のこともありますので、町会についてこん
な短い時間で切り上げてしまうという
のは、まことに心苦しいのですけれども、次のテー
マに移らせていただきたいと思います。
町会の活動はたくさんあると申し上げましたが、
そのうちの一つには、市が実施いたします総合防災
訓練というものに参加するというのも一つの活動
でございました。
次はボランティア活動の話題に移りますが、私、
小林さんから、ボランティア、特に防災ボランティ
アということで活躍されているというお話を伺っ
たときに、それは市がやるべきではないかな、なん
ていうふうに浅はかにも感じてしまったのです。
ところが、いろいろお話を伺ってみますと、市が
実施する総合防災訓練というのは、市民全体が対象
ですので、余り時間をかけて深く何かをやっていく
ということは難しいわけですね。それで、どちらか
といえば、例えば骨折したというときに初期処置を
するとか、それから火が出たというときに初期消火
訓練をするとか、または家に閉じ込められてしまっ
た人を救出するために、エンジンつきののこぎりで
材木を切るとか、せいぜい深くやるとしても、その
程度であるということがわかりました。
ところが、小林さんの活動はもっともっと深い活
動なのですね。つまり、人間はどこまで生きられる
か、どれだけつましい食糧で生きられるかとかとい
うことなのですね。そういう深さで市が市民全体を
対象にしてやるということは、これはなかなか大変
なことです。それで初めて私は、この小林さんが展
開されておられます防災ボランティアの意味がわ
かったような気がいたします。
そこで、お待たせいたしました。小林さんを御紹
介いたします。小林さん、最初に自己紹介をやって
いただけますか。よろしくお願いいたします。
《小林》
ただいま御紹介いただきました、本町第二町会の
小林です。どうぞよろしくお願いします。
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自己紹介ということなのですけれども、今、町会
長をやらせてもらっています。先ほど市長からお話
しいただきましたけれども、定年になってからボラ
ンティアをやっておりますけれども、会社勤め、会
社人間ということで、全然町内のことを家内に任せ
っ放しでいたのですね。
いざ定年になったときに、では、自分はどうする
のだと。家にいると「ぬれ落ち葉」だとか、邪魔だ
と。今まで昼食はつくらないで済んだのが、今度は
つくらなくてはいけないではないかというクレー
ムもいろいろじかにいただいて、これは厳しい話だ
なということもありまして、もう少し自分のことを
考えなければいけないかなと。
では、実際に、最終的にはどうなのかと。人は頼
れないと。自分しかないのだと。自分しかないのだ
ったら、自分なりにできることをまず動けるうちに
やっておこうではないかというところから、ボラン
ティアに関する考え方が芽生えてきたのです。
それで、町会の方から、あいつ暇だから、では町
会の役員に誘ったらどうかという話が内々に決ま
っていたらしくて、やってくれないかという話があ
りまして、私も、では、動けるうちはいいだろうと
いうことで、軽い気持ちで受けてしまったのです。
それは町会のしきたりを全然知らないものですか
ら、軽く受けてしまったのです。
次に、何か、下が今、年齢的につながらないので
役をやってくれないか、なんていううちに、まあそ
れもできればいいかなと、勉強かなということでや
っているうちに、副になってしまったのですね。副
になったら、町会長をやらない限りはやめてはだめ
だということで、とうとう町会長になってしまって、
今、あたふたしているということなのです。
それから、先ほどのボランティアの話につながり
ますけれども、町会の考え方も一種のボランティア
といいますけれども、実際にはお金をいただいてや
るわけですから、完全なボランティアとは違います
ので、もう少し完全なボランティアということで、
社会福祉協議会の方に行きまして、そのときに、
「シ
ニアのための介護教室」というのがありまして、で
は、そういうのに行ってみようということがきっか
けで研修を受けました。
そのときにお集まりいただいた方々が、みんな御
年配の方なのですね。私より上の方ばかりそろって
いまして、最後のときに、卒業式に、これだけせっ
かく集まったのだから、何か継続したらどうかと。
月に１回ぐらい会うのもいいではないかというこ
とで、では、やってみようかということで、私が呼
びかけをする形になってしまいました。一番若そう
だからお前がやれということで呼びかけをやって、
往復はがきを出して集めて、１２名ぐらいの賛同者
が集まりまして、第１回の会合をやって始まったの
が「悠楽会」。私のボランティアの会は「悠楽会」
というのですけれども、そういう会をつくりました。
そのテーマというか、趣旨は、寝たきりをゼロに
しようではないかと。皆さん、顔を見ると、失礼で
すけれども、もう先が短い方ですので、これはもう、
うちに閉じこもっていたら寝たきりになってしま

んなことをやっているのだと。いろいろな市に行き
ますと、実際になかったりあったりと、さまざまで
す。今、我々がやっているのは、各団体さんの質の
向上、個々の質の向上を図りながら、研修会を開い
たり勉強会を開いたり、お互いに刺激を与えつつや
っていこうと。ボランティアさんの幅も非常に広い
ですので、質ということについても重点を置きたい
と。それからグループ間の情報交換、これも非常に
大事なことですね。これも後ほどの話に関係してき
ます。
それから社協事業への共催。大きなイベントにつ
いては、福祉まつりとか福祉バザーとかありますけ
れども、こういうもの。最近はデイサービスを一緒
にお手伝いさせていただくとか、いろいろあります。
それから学校教育関係。最近は総合学習という話
も特にふえてきまして、学校からいろいろな依頼が
来ます。それに対して、連絡協議会の役員たちでそ
のお話を聞きながら、調整したり、プランニングし
― ＯＨＰ放映 ―
たり、我々の団体の中のコーディネートをしている
と。
ただいま自己紹介のところ、概略終わりましたの
それから、人数的に物すごく最近ふえてきました。
ですけれども、ボランティア連絡協議会のところに
入りたいと思いますが、ボランティア団体「悠楽会」 例えば小学校の車いすが足りないというと、座る人
が１５０人ぐらい。となると、ボランティアが二十
をつくりまして、社会福祉協議会の方へ登録しまし
何人必要ということになりますので、とても一つの
た。そうしたら早速、既存の福生ボランティア連絡
グループでは対応できませんので、対応できるよう
協議会というものがありまして、そこの会長さんか
にグループ間でやれる方を動員していただくなど
ら、うちのところへ入らないかという声がかかって
のことをやっています。
きた。私は何だかわからないのだけれども、まあそ
それから各福祉施設などでイベント、お祭り等が
ういうのがあるのだったらいいのではないか、なん
ございますので、そういうときにもグループ間調整
ていうことで、すぐ入ってしまいまして、それがき
して、出られる方に応援していただくなど、各団体
っかけで、だんだんやっているうちに、何やら副会
でできないような大きな話になったときには、連絡
長ということになってしまったわけですけれども、
あと、この辺は時間の関係で省略したいと思います。 協議会がそのコーディネートをしていくというこ
となどなど、たくさんございます。
ボランティア連絡協議会のところに行きまして、
それから、ボランティア防災会議福生、これがき
今、福生ボランティア連絡協議会に参加している団
ょうの本題になるわけですけれども、その中身につ
体が３１団体ございます。そこの方々が６５９名ほ
いてですけれども、これは後ほどのＯＨＰにより、
どおられます。ことしから役員１７名と。去年度ま
動機等について御説明したいと思います。一般市民
でが１５名で運営していたのですが、ことしから少
による実行委員会を構成して、ボランティア防災会
しふやして、できるだけその交代準備もしていこう
議福生というものをやりました。
ではないかということでやっております。私はその
それから、この組織の実際の行動は、都市災害に
中の副で、今、副会長は二人おりまして、副でやっ
よる行政機能の麻痺状態に対する自活力の育成、啓
ています。
蒙、それから非常時に役立つ人材の発掘、それから
それから構成団体は、別紙「構成団体名簿」参照
ということですので、ちょっと変えたいと思います。 育成、連帯機構の啓発とか、備えの提案ということ
をやっていこうという、今現在、足がかりをやっと
これが３１団体ですね。全部読みあげると、またこ
構築したということです。
れも時間の関係で難しいのですけれども、それぞれ
それで、こういういろいろな人との出会いからい
の団体の発足したのがこちらに書いてあります。私
ろいろなことが出てきまして、また、先ほどの３１
の発足したのは平成８年で、１２名で、出たり入っ
団体の人をうまく一つにまとめていくためには、だ
たりということで、出は、やはり高齢者がいますの
れもが共通のテーマ、ということは、生きることで
で、残念ながら寿命が来られた方がおりまして、へ
すね。生きること。一番それに直接関係するのは、
こんだり、また新しく入ったりということで、大体
この辺を行き来しております。ここが代表者ですね。 阪神・淡路大震災のような都市型の災害が来たとき
には、どうしようもなくなるわけですね。先日、市
それぞれのグループは、それぞれ独自の活動をし
の総務部の方からのデータで、たしかシュミレーシ
ております。きょうも中にボランティアの方がお見
ョンすると、７％ぐらいから発火すると。そうでし
えになっていますので、もし時間がありましたら、
たね。何かそんな話もありまして、そうすると消防
自分のところの自己紹介、内容紹介をしていただけ
車の関係、それから消防団でも今は５分団、それか
るとありがたいかなと思います。
ら車がもう実際には通れないだろう、そういうこと
今、ここが終わりまして、連絡協議会の運営はど
うから、何とかこっちに出てきていただいて、寝た
きりゼロになっていけばしめたものかなというこ
とで、何か楽しいことを考えようかとかいうことで
スタートしました。
今、これがかなりいろいろな方に受け入れられま
して、今の活動のメインが「デジタルサロン」とい
います。サロンは、お茶を飲みながら楽しく、パソ
コンを通して輪をつくっていこうかなと。「パソコ
ン教室」というと固くなりますので、サロンという
名前をつけまして、お茶も飲み放題ということで、
飲みながらパソコン談義をやって、初心者は手取り
足取りということで、今やっております。それが好
評をいただきまして、だんだんふえてきております。
それから、これからお話しします防災の件ですけ
れども、これも具体的にちょっとＯＨＰを使いなが
らお話ししていきたいと思います。
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も当然考えられます。そのときに効果を上げられる
ような体制を一般市民で考えていこうというのが、
この会の趣旨でございます。
それでは、これが防災に関するもので、今回、泥
縄式にまとめましたけれども、まずここからいきた
いと思います。「阪神大震災に学ぶ」と。我々が阪
神大震災があったとき、ボランティアとしてどうし
たかというと、具体的に行動をとれなかった。でき
たのは募金集めだけだったわけです。では、実際に
自分たちがそういう災害の被害の当事者だったら
どうするかということは、やはり心配になりました。
そのときに、たまたまやはり社会福祉協議会の方
で考えていただいた講演会がありまして、「災害時
のボランティア活動」というのがありました。これ
が１９９８年３月でした。そのときの先生は大震災
のときに、自分でワンボックスの車で３カ月も現地
に行って災害ボランティアを実施したすごい方な
のです。その方の講演を聞きながら、自分に当ては
めていこうと。そのときに、自分の命は自分で守る、
６歳の子どもにしかできないボランティアがある
のですよという話なのです。
では、何とか自分たちもできそうなボランティア
がありそうだなということで、では生きるために、
都市が全部だめになったときに自分たちで生きる
ためには、一番簡単に着手できるのは何でしょうか
という質問が、聞いている人から出まして、それは
アウトドア体験をしてみたらどうですかという話
がもとで、皆さん、アウトドアというのはキャンプ
ぐらいを考えていまして、ではやってみようかなん
ていったら、今度は１泊２日なんていったら、そん
なものではないと。では２泊３日、そんなものでは
だめだと。もっとやらなくてはだめだということで、
最初にボランティア連絡協議会の役員を中心にし
て研修会を開きました。
その役員が、今度は、ある程度感覚をつかんだと
ころで、次のステップに行きましょうということで、
次のステップが都市災害復興を目指す自主市民の
活動ということで、「ボランティア防災会議福生」
という名前で実行委員会をつくりまして、広く一般
の方に参加していただいてやろうということで、具
体的にやっていったわけです。
後ろにあるパネルが、これは何回か重ねて、２０
０１年の社協主催の「夏ボラ体験」というところに
防災会議も参加しまして、受け入れ窓口ということ
で参加して、そこにやった人間がいるようなのです
けれども、参考にしていただきたいと思います。時
間の関係で、また後ほど質問に答える形でお話しし
ていきたいと思います。
これらの経験、参加したり経験したことによって、
感想としては、これができたのも、長い間のおつき
合いがあって得られたということを非常に感じま
した。
最初に、自主的な市民活動ということで、事業予
算がありませんので、事業予算を自分たちで稼ぐと、
お願いするということで、広告をとりながら歩くわ
けですね。見ず知らずの人が行ったのでは、絶対に
お金を出してもらえないですね。それにもかかわら
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ず出していただけるということは、行ってくれた人
とそのお金を出してくれた人との関係というもの
が物すごい密ではないかと、そういうことを物すご
く感じました。それから、そういう出してくれる方
が、あなた方の自主的なものに協力しますよと言っ
てくれた、そういう方たち、ものすごくすごいなと
私は感じました。
それから今現在、複雑に分業化している社会です
ので、さあ、自分がその場になったときに、食べる
ことすらできないのですよね。そういうときに、で
はどうするかということで、ここに集まった人それ
ぞれの特徴、個性を生かして、黙っていてもその人
が、自分が周りの人よりも少しでもできれば、その
人が主体になってやっていくという、それぞれの長
所が生かされる場がそこにあるというのがわかり
ました。
それから、このときには、我々がプランニングし
たものを各行政機関に、こういうふうに計画したの
で、ぜひ協力してくださいということで、市とか消
防署、警察等々にお願いに行きましたら、快く対応
してくれた。これもすごいなというふうに私は思い
ます。それぞれの機関が、いわゆる支援してくれて
いるわけですね。
そういうことの積み重ねが、今日の訓練をやらせ
ていただけるもとになっているのですけれども、全
体の、このときには５泊６日なのですけれども、５
泊６日の全体を通して見ると、そのテント村から福
生市の災害があると消防車が出ていく、救急車が出
ていくということで、本当にこれは避難所だなとい
うこともわかるし、その中で、こちらでは食事なん
かをやってくれる人、それからそれぞれで、まきを
つくる人、いろいろな方がいます。そういう中で自
分が生かされているというのは、ものすごく全体を
通した中でわかったというのが、私の最初の感想で
すね。
これから次の方が、この辺を重点的にお話しして
くれると思いますので、この辺はちょっと省略して
おきます。
それから波及効果。これをやって、最初、寄附し
てくれた方には報告書をつくってお出ししました。
後ほど、一部持ってきましたので、皆さんに回覧し
て見ていただきたいと思いますけれども、それを配
布したのがもとで、いろいろなところからその影響
が出まして、特に消防署の方々は、たまたま第３回
全国まちづくり防災なんとかというテーマであり
まして、その中の大賞をいただきました。こういう
ことも波及効果で出てきまして、今、逆に福生とい
うまちが、日本全国の中で福生のこの団体は元気が
あるという評価をいただいています。ぜひ皆さんに
その辺を御理解いただければ幸いだなと思います。
それから教育関係の方もたくさん来られており
ますので、この辺に答申というものがいろいろ出て
います。そういう内容が全部、この訓練の中に含ま
れているのです。縦割りで見ていくと、なかなか入
りにくいように思うのですけれども、こういうふう
に訓練を通すと、全部横でつながっていきます。そ
ういうことも理解していただけたらなというふう

に思います。
それから、ことしもまた社協の一環で「夏ボラ体
験」の中に参加してやりますので、ぜひ都合がつき
ましたら、一緒にやっていただきたいと思います。
以上で、雑駁ですけれども、概略を御説明して、
あと個々の御質問にお答えしたいと思います。

が加入しているボランティアの連絡会というもの
があるということも、まことに申しわけないのです
が、知らなかった。ぜひそういうものに加入したい
と思っていますし、自分でも、そのふれあいの場を、
私も８２歳になりますけれども、最後の仕事として、
何とかして実らせたいと、こう思っております。

《村山》
大変貴重なお話をありがとうございました。大変
恥ずかしいことに、そういう活動をしてくださって
いる方が市内にいらっしゃるということも存じま
せんで、社会勉強が足りないなと反省しております。
せっかく詳しくいろいろとお話しいただきまし
たので、もし御質問がございましたらば、この機会
にと思います。いかがでしょうか。
先ほどお話ししましたように、ボランティアは非
常に多岐にわたっているわけですが、この防災ボラ
ンティア一つ取り上げても、これだけ専門的な知識
と、それから組織を動員して体験をしておられて、
いざというときには、ここで体験されていた方が市
民の皆さんの命を救う核になっていくのだろうと
いうことが理解できたと思います。
もし御質問がなければ、またこれは今後も小林さ
んの方に、何かございましたらば、ぜひコンタクト
していただくとしまして、きょう、おれは別のボラ
ンティアをやっているぞという方がもしいらっし
ゃいましたらば、ちょっと手を挙げていただいて、
せっかくの機会でございますので。では、恐れ入り
ますが、マイクをお願いいたします。

《村山》
どうも貴重な御意見、ありがとうございました。
何か小林さんのお話と、Ｅさんとおっしゃいました
か、何かがっちりとかみ合ったという感じがして、
大変うれしゅうございます。また多分、小林さんの
貴重な御経験がいろいろと波及効果をあらわすの
ではないかと思われますので、ぜひ御連絡をとり合
っていただければと思います。
ほかに、こういうボランティアを私はやっていま
すという方、お願いいたします。

《Ｅさん》
熊川住宅に住んでいますＥと申します。一番南の
端っこです。町内会のことでもちょっと言いたかっ
たのですけれども。
《村山》
どうぞ、あわせて。
《Ｅさん》
どういうことをやっていますかというと、２０年
近く、福生へ越してきたのが昭和５６年ですから、
２０年になりますが、ずっと高齢者の関係の団体に
籍を置いていまして、役員をしていましたので、介
護保険のことを始めとし、高齢者の福祉のための仕
事を随分やってきました。
ただいまのところ、それをベースにしまして、高
齢者と子どものふれあいの場を、たまり場をつくろ
うということで準備をしまして、ＮＰＯ法人の申請
をしているのですが、３月に東京都に受理されまし
たので、７月には恐らく認可になると思います。そ
れについて、場所とかそういうものは、町内会の会
館を使いたいのです。ああいうところというのは全
然使われていませんから。
それから、今、小林さんからおっしゃられたいろ
いろな話が、非常に私が今までやってきたこと、こ
れからやろうとしていることと共通している部分
がたくさんあります。正直言いまして、３１の団体
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《Ｆさん》
長沢に住んでおりますＦと申します。
実はきょう、先ほどヨーロッパから帰ってきたば
かりでございますけれども、青少年育成と、それか
ら家庭崩壊ですね。それから家庭内暴力、そういう
ものをどうして、いかにして防ごうかというような
ことの会議がございまして、たまたまきょう、どう
いうお話かなと思いまして、私の発言は控えさせて
いただこうと思っていましたら、今の小林さん、そ
れから村山さんの町内会のお話で、私、実は自慢し
て話してきたのです。世界じゅうから、６５カ国ぐ
らいから来ました会議ですから、日本の町内会はす
ばらしいよと。そういう町内会で今度、今すぐとい
うわけにいきませんけれども、日本の町内会はこう
いうことをしているのだよと。だからぜひ、プライ
バシーに入るようなことはいけないけれども、日本
の町内会というのはお互いが見合って、どんな生活
をしているか、みんな知っていますね。
私は、たまたま二十何年前に町会の副会長をしま
して、よそ者でございますから、皆さんから見ると、
名前のとおり、Ｆというのはよそ者でございますか
ら、会長はちょっとね、会長だけは、そのころの風
潮としては、会長というのはちょっと控えさせてい
ただこうということで、それを皆さんに話したので
す。そういう村に住んでいるのだけれども、そうい
う町内会というのはすばらしいよと。組長さんがい
らっしゃいますね。そういう組長さんが、ただ募金
とか、それからさっきの回覧板を回すだけではなく
て、一応はお隣は何をして、お隣って５〜６軒から
１０軒ですけれども、そういうような町内会という
ものがあるんだよと。
そうしたら、すばらしいではないかと。そういう
ところから、今の青少年育成とか、今おっしゃった
ような、それからもう一つは、ちょっと今はお触れ
になりませんでしたけれども、外国で一ついいのは、
子どもたちが人工呼吸とか蘇生法を随分と受けて、
今は先生方はいらっしゃるのでしょうかね。学校で
保健でやっていますかしら。ヨーロッパでもアメリ
カでも、非常にその人工呼吸とか蘇生術というのは、

子供でもやっていますね。それだけは、私の経験不
足かもしれないけれども、それだけはちょっと知ら
ないから、調べるけれども、そういうものも組み入
れてやるといいですね、という話があったのですよ。
先ほどおっしゃった町内会というものは、家庭内
暴力とか、それから何といいますか、子どもの扶養
といいますか、そういうものを全部、町内会が知っ
ているわけですよ。そういう、何といいますか、お
隣同士、先ほど申し上げたように、プライバシーに
かかわるようなことがあるかもしれませんけれど
も、非常にいい組織ですよということを話したら、
ぜひその町内会というものを教えてくれというわ
けですよ。
私もたまたま、今、東京都のある団体の青少年育
成とか、それからアメリカとか世界じゅうから青少
年交換の仕事をしていますものですから、そういう
ようなことで、ぜひ日本の町内会を紹介しろという
ことで、今、いいお話を伺いましたものですから、
ぜひそうしたいと思っております。

現実的にこんなものでやっていこうというので、昨
年はボランティアの人たちが集まって何人かで平
塚まで見学に行く。見学してきて、そこでその様子
を見て、やはり福生でも少しでもということで、今
回また七夕、来月の初めの金曜日ですか、４日の日
かな、そのぐらいに行ってみようかと思っておりま
すけれども、そうやって
ボランティアとまちづくりというのは、これからも
つながっていくのではないのかなと。
皆さんがそういういろいろなところで出会いを
求めながら次のステップにつながっていくことが、
これからの求められる、市長が話しているまちづく
りの、やはり前身になっていくようなものではない
のかなと。いろいろなところでいろいろな人がやっ
ているとは思いますけれども、やはり今回のそうい
うものは、代表的なものに見えるのではないのかな
と。よそから来た人に福生を売り込むにはそういう
ものしかないのだというふうな、ちょっとスケール
が大きいかもしれない。
それと、ボランティア防災会議福生というのは、
現在、平塚と、それから今、持ち上げようとしてい
るのが、相模湖でもってそういう会をつくってみよ
うということ。それと日の出町でもそんなふうにし
て、現在、勉強に来ております。その福生というも
のだけが変われば、どこでもその名前は使えるとい
うようなことで名前を、ネーミングをつけておりま
すけれども、こういうことがいろいろなところにつ
ながっていけばな、発揮してくれればなと思いなが
ら、一言だけお話しさせていただきました。

《村山》
どうもありがとうございました。時差もおありか
と思いますが、大変貴重なお話、私もちょっと感じ
ていまして、「交番」という言葉は世界でも共通語
になりましたね。それから「駅伝」という言葉も世
界の共通語になりました。私は、ここにお集まりの
皆さんが、今後その地域活動を町内会を通じてやっ
ていくと、「町会」とか、または「隣組」なんてい
う言葉が、もしかしたら国際語になっていくかもし
れないな、なんていうふうに思っているところでご
《村山》
ざいます。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この間のワールドサッカー、まだ決勝戦が残って
ほかにボランティア……はい、お願いいたします。
いますけれども、皆さんが感じられたことというの
は、ああいう一つの目的に向かって、最近、日本の
《Ｇさん》
国民があんなに一つになるということはなかった
Ｇと申します。
のではないのかなと。そうすると、やはり何か魅力
まちづくりということで、きょうはボランティア
さえ持てば、みんなが力を合わせて大きな力になっ
ということに関連いたしまして、私もボランティア
ていくというふうなことが可能なのだなというこ
の関係で、先ほど出ました福生ボランティア連絡協
とを体感、実感された方がたくさんいらっしゃるの
議会の中の一部で「おじいさん会」という会をつく
ではないかなと思うのです。
っているメンバーの一人ですけれども、この「おじ
ですので、いろいろ困難はあると思いますけれど
いさん会」というのは、青少年問題協議会の中で経
も、何とか知恵を出して、この地域活動というもの
験した人たちの仲のいいグループでつくっている
の本当の意味というものを理解していただいて、活
会で、現在１８名おられますけれども、その中で、
性化していければなと。要らないよと言う人がだん
青少協が終わって、何かやるものはないだろうかと
だん少なくなるように、ぜひしていただければなと
いう話から「おじいさん会」というものを設立いた
いうふうに思っています。
しまして、それでボランティア連絡協議会に入った
ほかに、ボランティアで活動されておられる方、
と。
その中で、今回の「ボランティア防災会議福生」 いらっしゃいますか。
この二つ目のテーマも、残り時間のことを考えま
というものをつくり上げていったのですけれども、
すと、この辺で切り上げないといけなくなりました。
そのまちづくりが一昨年あたりから、市の七夕まつ
いろいろと御発言をくださいました方々、本当にあ
り、市民まつりという七夕まつりに、このボランテ
りがとうございました。それから、まだまだ十分活
ィア連絡協議会が福生市の七夕飾りを、竹飾り１０
動の実態を御紹介する時間がなかったと思うので
本をお願いされたのですね。これはやはりボランテ
すけれども、小林さんのお話は大変貴重でございま
ィアの中でできるまちづくり。これが駅前におりて
して、意義が非常に深かったのではないかなという
寂しかったら恥ずかしいよねというような、そんな
発想なのですね、その竹飾りをつくろうというのは。 ふうに感じます。

14

ことで、子どもたちと一緒にやっています。
それで、全員のお手元にあるかどうかわからない
のですけれども、カラープリントした写真が写って
いるものがあると思うのですが、それに写っている
のは、ホタルまつりというところで近所の仲間たち
と出店させてもらって、２枚目になりますけれども、
キャンプということで子どもたちと、また、もちつ
きということで年末にやっています。
それぞれの活動の紹介といいますか、特に夏のキ
ャンプなんかでは、現在、子どもリーダーというこ
とで、５・６年生以上を対象に、中学生も高校生も
いいよということで募集をさせてもらいまして、子
どもたちの方で企画を、そのキャンプの中で何をや
るか、どういった形で進めるかというのを話し合わ
せてやってみようという形をとっております。それ
も、子どもたち自身がみずから考えて行動できるよ
うになってもらおうというようなことで始めまし
た。
それというのも、僕が子どものときは何も考えず
に生きてきたなという反省からなのですけれども、
写真にあるようにテント立てから、夕食の買い物か
《北澤》
ら、食材切り、そして調理、そして最終的にはテン
こんばんは。今、福生の青少年育成地区委員長会
トをたたんでしまうまでというようなところまで、
議というところの、副会長をやらせていただいてい
子どもたちを中心にやっております。キャンプでは、
ます。地区でいうと、町会が福栄町会で、福栄地区
福栄地区内に公園があるものですから、そこでやら
の地区委員長という形で、青少年の育成といいます
せてもらって、大体子どもの参加が５０人から６０
か、子どもたちと一緒に遊んでいるというような状
人程度参加しております。
況です。きょうはたまたま、会長さんが御都合が悪
一応、青少年育成地区委員長会というものは、会
いということで、じゃあ北澤、お前が現場でいろい
員を持たない組織なのですね。自分の地区の児童数
ろ子どもと一緒に遊んでいるのだったら、ちょっと
の分だけ市の方から助成金という形でいただいて
話をしてくれというようなことで、きょうはこの席
おるのですけれども、そのほかは僕たち自身で資金
に立たせていただいております。
をつくったものとか、あと地域の資源回収の方から
僕は８年前に福生に越してきたばかりの、本当の
の資金を使わせていただいていますので、キャンプ
新参者です。町会の役といいますか、いきなり回っ
は費用なしということで子どもの方の参加を呼び
てきたのが、５年前に町会の副会長がいきなり、な
かけて、また、会員を持たない組織なので、参加し
ぜかやってきまして、というのは、当時の町会長が
たいという子は、いとこを連れてきてもいいよとか、
うちの隣だったものですから、近いところから攻め
地区以外の子が一緒に参加したければ、友達と一緒
ていったのかなと（笑い）、後々思うとそうなので
すけれども、その誘われたときにころっといく形で、 に参加してもらっていいよというような形でやっ
ておりますので、大分多くの参加をしていただいて
まあやってもいいかなという形で参加したのが最
おります。
初で、それから１期２年だけ務めた後、青少協とい
それと、１枚目の写真にあるのですけれども、町
いますか、育成委員長会の方を、たまたま近所の友
会の夏まつりの方も、うちの町会は青年部というも
人から引き継ぐような形で始めさせてもらったの
のがないので、どうしても若い男手というものがな
がきっかけで、ことしは４年目になります。
最初、当初その福栄地区の方は、地区委員長さん、 かなか集めづらい状況にはあるのです。でもそこで、
趣味が高じてですが、ソフトボールのチームという
僕の前々任者になる方なんかは、町会の方の役と兼
ものをたまたま僕ら、近所の友人とやっておりまし
任していましたので、青少協という形での活動とい
て、今ここにも、その面々もいらっしゃるのですが、
うものはありませんでした。なので、僕らの方で引
そのソフトボールのメンバー、やはり男手というの
き受けたときに、まず、子どもたちの思い出に残る
は大切ですので、お祭り等にはいろいろと御協力い
ような行事を一つでもやろうということで、たまた
ただいて、子どもみこし、大人みこし、模擬店とい
ま同世代という、子どもが同じぐらいの年齢のお父
うような形で町会の方のお手伝いをさせてもらっ
さん、お母さん方で、たまたま町会の夏まつりやほ
て、夏まつりの方も一緒に楽しんでいるということ
かのことで知り合った仲間がいたものですから、で
です。
は一緒に始めようというようなことで始まりまし
あと、１枚目の写真のハロウィンパーティーとい
て、ホタルまつりへ出店して資金を稼いだり、一番
うものがあるのですけれども、これは開催した当時
最初の年は七夕も出したのですけれども、七夕も出
の中学会の支部長さんのアイデアで、せっかく基地
して資金を稼いで、子どものための夏のキャンプと
に近いところに住んでいるのであれば、アメリカの
か、冬というか、年末のもちつき大会というような
さて、そこで今度は三つ目に入らせていただきま
す。
町会活動でも子どもさんをどうするかというこ
とで、今、本当は少子化ですから、親と子の交流と
いうものはたくさんあるはずなのですが、恥ずかし
ながら、私の例をとれば、子どもに教えることがで
きない。親が体験不足。昔だったらば、自分でなく
ても、隣のおじさんが、またはその隣のおじいちゃ
んがいろいろと教えてくれたのではないのかな、そ
んな中で我々は育ってきたのではないかなと。とこ
ろが、そういう環境がなくなってくると、何か別の
形で子どもに、伝統とか、新しい技術とか、そうい
うようなものを学んでも
らう体制が必要なのだろうなというふうに感じて
いるのは、私だけではないと思うのです。
いよいよ北澤さんに、少ない子どもを対象にどん
な活動をされているのか、その実態をお話ししてい
ただきましょう。北澤さん、自己紹介も含めてお願
いいたします。
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文化にも少し触れてみましょうと。では仮装パーテ
ィーを、仮装して練り歩くパーティーをまねしてや
ってみましょうということで、地区の中から「お菓
子ハウス」というような形で何軒か募集して、そこ
にお菓子、少しは会の方からお菓子を持っていって、
これを配ってくださいということで渡すのですけ
れども、ほとんどそれぞれのおうちでも用意してく
れていたみたいなのですが、「お菓子ハウス」とい
うところを、子どもたちにその「お菓子ハウス」の
場所はここだよという地図を渡して、それで班ごと
に回るというような形で、みんなで仮装して楽しみ
ました。子どもたちが自分たちで仮装して楽しむと
いうよりは、仮装させる大人の方が夢中になってい
たのではないかなというところがあるのですけれ
ども、そういうような形で楽しくやっています。
以上のように、どちらかというと、青少年の育成
というよりは、子どもたちと一緒に遊んでいるとい
うようなところが強くて、偉そうなことは言えない
のですけれども、そのほかに、ちょっと僕、少年野
球のコーチの方もやっていまして、福生第三小学校
の「ペガサス」というチームなのですけれども、そ
こでも、チームのモットーは「友愛の精神と健全な
体」、そのようなのをモットーに子どもたちと一緒
に頑張っております。
やはり子どもからしてみれば、大人が一緒に夢中
になってやってくれるという姿が、やはり物事に興
味を持って、それに夢中になれるきっかけになるの
かなという気がして、何とか、野球に関してもそう
ですし、そのほかのキャンプや、そのほかのことに
ついてもそうなのですけれども、どうやって好きに
なってもらおうかなというようなことで頑張って
いるというつもりではあります。
最近の兆候といいますか、なかなか難しい面とい
たしましては、僕の場合、運よくソフトボールのメ
ンバーというか、仲間というのがいるので、男手は
ある程度、出るのですけれども、やはりその子ども
会、中学会、町会の方の三役を除いた委員さんなん
かは、特に女性が中心になっているといったところ
で、もっともっと男の方が出ていただいて、男の視
点でいろいろと意見を取り交わしたりできるよう
になるといいのかなというふうに思っています。
それと、子どもの方からいいますと、中学に上が
ると途端に地域の活動等に来なくなってしまうと
いうような問題点もございまして、今、学校の方も
週休２日ということで、いかに地域が受け皿になる
かと、地域の方としてどういうふうに対応するかと
いうようなことも、教育現場からも言われているよ
うなのですけれども、その辺、本当はこういった話
し合いの中にも、教育現場の人も来てもらって、そ
の辺が密に話ができると本当はいいのかなと。なか
なか来い来いと言っても来ませんし、学校側で行け
行けと言っても出てこないというような状況はあ
るようです。そういったことで、中学生になってか
ら、中学生をいかに呼ぶか、いかに中学生が魅力を
感じるようなことがやってあげられるか、または出
てこられるような雰囲気をつくるかというところ
が、今の一番の課題かなというふうに感じておりま
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す。
《村山》
どうもありがとうございました。
そろそろまとめに入りたいのですけれども、特に
この青少年の活動についてこれだけは言いたいと
おっしゃる方がもしいらっしゃいましたら、ちょっ
とお手を挙げていただければと思うのですが。
今のお話を伺っていますと、本来、親がやらなけ
ればいけないことを、北澤さんのような方がかわっ
て交流をしていただいているということは、大変あ
りがたいと思いますし、反省もするところなのです
けれども、どなたかいらっしゃいましたらば、一言
お願いいたします。
非常に重要な問題だとは思うのですけれども、ま
た別の機会もあるかと思いますので、ぜひ皆さん、
きょうのテーマについて、またはそれ以外のことに
つきましても関心を持っていただくことをお願い
したいと思います。
田村さんに、きょうの全体の締めをしていただこ
うかと思いますので、田村さん、お願いいたします。
《田村》
きょう２時間ほど時間をちょうだいしまして、皆
さんからたくさんの御意見をいただいて私が感じ
たところは、やはり地域活動というテーマでやって
おりますけれども、やはり教育問題の話にいってみ
たり、あるいは老人介護の問題にいってみたりとい
うことで、これ一つ一つでも全部、一つのテーマで
２時間、３時間ができるようなことにやはりいって
しまうのですね。これは、すべてがまさにリンクし
ていて、大変重要な問題がリンクされているのだな
ということを改めて感じました。
それからまた、２１世紀は日本はどうしても少
子・高齢化を抱えながら、これから突き進んでいか
なければいけない中で、やはり行政に頼ってその少
子・高齢化、あるいはそれに派生的に発生します老
人介護の問題ですとか、地域で支え合いながら子ど
もたちを育てていこうとか、そういう問題を行政だ
けの力に頼ることは、これは非常に難しい問題だな
と私はつくづく思うわけでございます。そういった
意味で、私もぜひとも、皆さんと一緒になって地域
活動に参加させていただいて、そういう問題を少し
でもお役に立てるように努力していけたらなとい
うふうな感じがいたしました。
本当にありがとうございました。
《村山》
田村さん、ありがとうございました。
大変、司会の方がふつつかで、ちょっと時間をオ
ーバーしてしまいました。こういう機会を一市民の
レベルで設けていただいたということは、大変光栄
でありましたし、また、身分不相応にもこういうと
ころに座ってお話をさせていただくというのは、大
変僣越でございました。
ただ、これからも、とにかく地元について強い関
心を持ちながら、あらゆる機会に参画させていただ

きたいなというのが私の感想でございます。
きょう話題提供をしていただきました小林さん、
それから北澤さ皆さん、改めてありがとうございま
した。（拍手）
《市長》
どうもお疲れさまでございました。ありがとうご
ざいました。
さまざまな人がいまして、さまざまなことをやっ
ておられて、いろいろと深めるべき視点が出された
のではないかと思います。
本日は田村さんと村山さんにコーディネーター
役を引き受けていただいて、大変な思いをして進め
ていただいたのではないかと思います。北澤さん、
小林さんにはいろいろなお話をいただきました。御
出席の皆さんのお話もたくさんいただきました。こ
のようなことをもとに、これから先の展開を図って
いければと思います。
それでは最後に、この４人の皆さんに拍手をいた
だきまして、これをもちまして、きょうの会を終わ
りにさせていただきたいと思います。（拍手）
― 終了

―
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