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開 会
︵午前十時〇〇分︶

速資料のほうから説明をさせていただきたいと思います︒

まず︑資料１をごらんいただきたいと思います︒本日の内容

につきまして︑概略ご説明をさせていただきます︒大きく四点

部会を始めさせていただきます︒各委員の皆様方︑年度末で大

定刻になりましたので︑東京都港湾審議会第三回海の森検討

はＮＰＯ法人の推移等を見てまいりたいと思います︒また︑海

して︑都民︑企業等の環境分野における意識の高まり︑あるい

ける協働の動向ということで︑モニターアンケート等によりま

に分かれておりまして︑一番目といたしまして︑環境分野にお

変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます︒

の森協働によって期待される効果や︑事業の特性などについて

〇岡崎企画課長 おはようございます︒

本日は︑事業手法分科会として関係する委員の皆様にお集ま

二番目といたしまして︑海の森における協働の基本的な方向

触れさせていただきたいと思っております︒

本日︑
田代委員がご予定があり欠席ということでございます︒

ということで︑協働の目的と五つの原則を掲げております︒時

りいただいてございます︒
お手元に用意しました本日の資料でございますが︑左の山で

間の関係で︑ここで一たん区切らせていただきまして︑皆様方

次に︑三番目といたしまして︑協働活動のイメージというこ

ございます︒まず会議次第︑その後に資料１が第三回海の森︵仮
おりまして︑協働参加の仕組みづくりでございます︒資料３が

とで︑森づくり︑施設づくり︑運営活動への参加といたしまし

からご意見をちょうだいできればと思っております︒

参考資料集でございます︒それから座席表と委員名簿︑それか

て︑それぞれ活動のメニューでお示しをしております︒次に四

称︶検討部会の進め方が一枚︑それから資料２が冊子になって

らカラーで︑佐藤委員にご持参いただきました米国の公園とＮ

タンスと方法などをお示しした後︑具体的な組織体制の例を掲

番目でございますが︑協働組織の検討ということで︑参加のス

それでは︑福嶋部会長︑どうぞよろしくお願いします︒

げておりますので︑それらについてご意見をいただければと思

ＰＯの資料でございます︒
こちらご用意させていただきました︒
〇福嶋部会長 おはようございます︒年度末のお忙しいところを
それでは早速議事を始めたいと思いますけれども︑本日は海

企業︑ＮＰＯ等の環境分野における協働の動向から見てまいり

まずは海の森の協働事業のパートナーでございます都民や

っております︒

の森の事業手法︑それからもう一つは都民︑企業︑ＮＰＯの協

たいと思います︒資料２の一ページをお開きいただきたいと思

お集まりいただきましてありがとうございます︒

働による事業の進め方︑この二つについて議論をいただきたい

中ほどに表がございますが︑都民に対するモニターアンケー

います︒

それでは︑早速進めてまいりますけれども︑きょうは予定と

トといたしまして︑都立公園の諸活動への参加の意欲について

と思っております︒
しては十時から十二時ぐらいまでの間︑二時間ぐらいで検討を

海上公園でのボランティア活動に参加する場合の活動内容をお

聞いてみたところ︑五割を超える方々が参加したいと︒また︑

それでは事務局のほうからよろしくお願いいたします︒

聞きしたところ︑苗木を植えて森づくりを行うということが約

進めてまいりたいと思います︒
〇本間副参事 海上公園構想担当副参事の本間でございます︒早
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七割に達するなど︑都民の緑づくりへの意識の高まりが感じら

となどから︑多くの都民︑企業︑ＮＰＯ等の参加が必要でござ

に再生するプロセスそのものが新たな東京のシンボルとなると︑

いまして︑その参加によりまして︑かつてのごみの島を緑の島

また︑下段にはＮＰＯ法人の認証数の推移を掲げております

こういうふうに予想しております︒そして︑これまでにない新

れるというふうに思っております︒
が︑全体的に大幅な伸びを示しておりまして︑環境保全活動を

たな協働の仕組みを構築していきたいと考えております︒

次に︑四ページをお開きください︒

対象とするＮＰＯ法人に限りましても︑顕著な伸びを示してお
ります︒

きます社会貢献活動への取り組みの姿勢につきましては︑積極

るいはヒアリング調査の出典を掲げておりまして︑各企業にお

企業アンケート結果︑下段のほうにそれぞれアンケート︑あ

協働活動の場を提供するとともに︑さまざまな活動メニューを

事業にチャレンジするということと︑二つ目といたしまして︑

ごみの島を緑の島によみがえらせるという前例のない自然再生

ず協働の目的として二つ掲げてございます︒一つは︑かつての

海の森におきます協働の基本的な方向性でございまして︑ま

的と︑まあまあ積極的を合わせますと五割近くになっておりま

展開いたしまして︑新しい事業スタイルを創造する︑この二つ

次に︑二ページをお開きください︒

す︒また︑取り組む理由といたしまして︑社会の一員として果

五ページをお開きください︒

のことを目標として掲げてございます︒

後の対象分野といたしまして︑福祉と並んで環境を挙げる企業

次に︑協働の原則でございます︒五つ掲げられております︒

たすべき責任であるとの認識が強くなっております︒さらに今
が約三割に達しております︒海の森に対します関心も約四割の

す︒また︑東京都といたしましては︑新たな都民ニーズへの対

場や機会の拡大などがメリットや効果として期待されておりま

のイメージ向上など︑ＮＰＯ等にとっては︑社会貢献や活動の

大や交流の広がりなど︑企業にとりましては︑社会貢献や企業

表にございますとおり︑都民にとっては︐社会参加の機会の拡

海の森協働事業によって期待される効果でございますが︑図

次に︑三ページをお開きください︒

事業となります︒そのため︑海の森を長期にわたってつくり育

ございますとおり︑段階的に整備を行っていくため︑長期的な

二つ目は︑海の森は規模も大きくて︑ここのイメージの表に

文字どおり協働して行っていくと︑
こういうものでございます︒

につきましては︑都民︑企業︑ＮＰＯ等の方々と︑東京都が︑

けでございますが︑それ以外の森づくり活動の展開など︑三点

園の管理者としての責任というのは東京都の事業として行うわ

して︑中ほどの表にありますとおり︑基盤整備であるとか︑公

一つ目といたしまして︑協働の対象についての役割でございま

応や︑ボランティアによる公園緑地管理の推進がメリットとし

て︑守り続けるための協働の仕組みづくりが必要となります︒

企業が関心を寄せております︒

て掲げてあります︒
いまして︑一つ目は広大な計画面積︑約九十ヘクタールである

段階では︑東京都が中心的な役割を担いますが︑徐々に試行や

三つ目といたしまして︑その表にございますとおり︑初期の

六ページをお開きください︒

こと︑二つ目といたしまして︑長期間にわたる取り組みが必要

軌道修正をしながら︑都民︑企業︑ＮＰＯ等の方々の自主性を

次に︑海の森における事業の特性でございますが︑三点ござ

であること︑三つ目といたしまして︑周囲に居住者がいないこ
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四ページにいきますと︑今度は協働の目的︑特に自然再生事

そこの場所の特殊性︑この三つが特徴として示されている︑そ

四つ目は︑海の森づくりはさまざまな主体の参加や交代が繰

業であるということ︑それに挑戦をしていく︒それから二つ目

拡大させていきまして︑
協働の仕組みも進化発展させていくと︑

り返されるような柔軟な体制を継続していきたいと考えており

としては︑事業スタイルの問題︑これは協働という形の事業ス

して︑自然再生そのものがシンボルとなり得るものであると︒

まして︑さらに交代した方々が︑他の協働事業に参加すること

タイルの問題︑このことが示されております︒

こういう考え方でございます︒

も考えられると思っております︒

企業︑団体に偏った運営が行われてはならないと考えておりま

五つ目でございますが︑事業の推進に当たって︑特定の個人︑

れは特に長期間にわたる事業であるので︑そういうようなこと

きたいということ︑それから⑵番では仕組みづくりの問題︑こ

東京都がベースになって︑かつさまざまな人の協働で進めてい

それから︑五ページにいきますと︑役割分担の問題︑これは

して︑したがいまして︑だれでも参加しやすい︑開かれた組織

が非常に重要になってくるという指摘︒

七ページをお開きください︒

とするため︑情報を公開いたしまして︑公平性を確保したルー

性︑環境分野における都民︑企業︑ＮＰＯ等との協働の動向な

東京港の真ん中に生み出されました広大な土地という特殊

ないかという指摘︒それからその下は︑今度は参加するさまざ

を都民の協働のほうに移していく︑そのことが望まれるのでは

要は︑最初は東京都が大部分を占めるけれども︑だんだんそれ

それから六ページにまいりますと︐今度は協働の役割分担︑

どを踏まえまして︑海の森の協働による事業の進め方をどのよ

まな方が行動しながらどんどん発展させていく︑そういうこと

ル設定などが必要になると︑このように考えております︒

うにしていくのか︑協働の動向と基本的な方向性をご説明させ

でどうか︒

それから五番目として︑次のページですが︑あくまでもこれ

ていただきまして︑これらにつきましてご意見をちょうだいで
きればと︑このように思っております︒

こういうふうなことがここで示されておりますけれども︑これ

は開かれた組織をつくって展開していく必要があるであろうと︑

これからご意見をいただくわけでございますが︑この協働の

を含めまして︑補強する議論等をいただければと思いますが︑

○福嶋部会長 はい︑どうもありがとうございました︒
基本的な方向性について︑皆様から補強していくような︑そう

いかがでしょうか︒

かなりスピードを早く説明いただきましたので︑なかなか一

いう議論をぜひいただきたいと思っております︒
それでは一ページからさっと見ていきたいと思いますが︑ま

つ一つを十分にチェックする時間がなかったかと思いますが︒

一つ一つの項目みんないいですけれども︑もしかしたら次の

ろしいかと思っております︒

れども︑今のご説明の基本的な方向については︑私も非常によ

〇岡島委員 後のほうでの議論になるのかなとも思うのですけ

どうぞお願いします︒

ず１のところでは︑アンケート結果で︑さまざまな立場でこの
社会的な貢献も含めて︑ぜひ参加したいというアンケートの結
果が示されております︒
それから三ページのところを見ていきますと︑特に⑷番です
けれども︑事業の特性︑これが三つに要約されておりますが︑
一つは面積の問題︑それから取り組みの期間の問題︑それから
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項目のほうに入るのかもしれないのですけれども︑これはすば

などについても︑ここはまだ時間軸が示されておりませんけれ

そしてまた︑今度はあんまり面倒くさくなると︑だれもが嫌

ども︑ある程度の時間軸を示しながら︑ここまでに何をやって

クリエーション協会とか︑さまざまな団体︑二百五十団体集ま

になって入ってこないということもありますので︑そこのとこ

らしいけれども︑これをどうやってやっていくのかということ

って︑自然体験の指導者のレベル統一のようなものを図ったり

ろ︑公平性を加味しながらどうするかというところで︑実際に

何をするという大きな図のようなものが会議の最初に示されて

した経験をずっと考えますと︑透明性︑公平性︑ここに書いて

これが運営されていって︑
試行錯誤しながらこれをやっていく︑

が非常に難しいのではないかと思います︒私自身︑つい最近は

あるとおりですけれども︑それを徹底しようとすると︑際限な

そのときのコーディネーター部分のところをかなり慎重に事前

いて︑そこでルールを決めて︑このようにみんなでディスカッ

く時間がかかるということが一つあろうかと思います︒ですの

に練っておく必要があろうかと思います︒そこができると︑皆

千葉の三番瀬︑二年間かかって︑二十四のセクションのところ

で︑きょう︑ここの最初のところでは︑協働事業をまとめてい

さんが気軽に参加できて︑なおかつ公平性も保てて運営できる

ションしていくのだというようなことが非常に大事かなと思っ

くコーディネーター部門のところを先にしっかり構築するとい

のではないか︑そのように思いました︒基本的には︑この七ペ

から出てきた方の意見集約を図ったり︑それから自然体験のほ

う部分が大事だと思います︒ここにもありますように︑まず具

ージまでの文章で書かれてある部分については︑私はいいと思

ております︒

体的なルールですね︑決めていくためのルールを先に決めない

っております︒以上です︒

うの世界では︑ボーイスカウトとか︑野鳥の会とか︑全国のレ

と︑ディスカッションのさなかにいろんなスタンスの方がいら

議論していきましょうというような議論のルールづくりのため

とから始まって︑いろいろなことを取り決めて︑このルールで

ですから︑一人で長々としゃべってはいけないとか︑簡単なこ

いかないということにもなりますので︑ご指摘のとおりかと思

れを正確にしていかないと︑何年時間をかけてもうまく進んで

めていくという方向性になっておろうかと思いますし︑またそ

今︑ご指摘いただいた時間軸の問題︑これは今後︑もっと詰

○福嶋部会長 ありがとうございます︒

に︑これは同じお役人さんとか同じ学校の先生とか︑そういう

います︒ありがとうございました︒

っしゃると︑ディスカッションのスタートができないのです︒

レベルの方だったら言葉はふだん通じているのですけれども︑

その会議を運営するのとルールづくりが一緒になってしまって

﹁せーの﹂
でいかないと︑
ルールづくりで会議をつくった後も︑

ルの統一のようなことをやって︑
そこからいろんな方が入って︑

全然違ったイメージをしていたりするので︑言葉の整理とルー

で︑市民団体がそこでずうっとかかわり続けるとすると︑今度

職員の方は定期的に異動されたり交代されたりしますね︒それ

うに考えておくかということがすごく重要で︑都庁の場合は︑

すか︑時間が長いので︑ずうっと面倒を見続ける主体をどのよ

○惠委員 私も岡島委員さんに賛成です︒ディレクターといいま

ほかにございますでしょうか︒どうぞ︒

収拾がなかなかつきにくくなるということがあるので︑
事前に︑

は武士のような市民団体が定着したりして︑それもまたよくわ

いろいろな方が入ってきますと︑同じきれいな海と言っても︑

ここにありますような︑五ページの事業プログラムのイメージ

‑5‑

そうすると︑こういう仕組みを︑要するに組織は人なり︑事業

かっていて︑
公平性を保てる方であればラッキーなわけですね︒

を考える部分でもありますので︑一緒にやりたいと思っており

て︑やっぱり一つ大きな︑皆様と共有できる部分︑これは中身

それから︑イメージの共有の部分についても同様なことでし

○福嶋部会長 ありがとうございました︒どうぞ︒

も人なりという部分で進めなくてはいけないことについて︑少

ことも︑もし入れられると︑イメージがある程度はっきりして

○山田委員 六ページの図が二つありますが︑その上のほうの図

ますけれども︑最終的にはそれが出てくるような形で︑具体的

いれば︑だれがディレクターになろうと︑何となく先にはこう

で︑これは考え方はこのとおりだと思いますが︑今︑前の二人

し皆さんの覚悟が要るということと︑四ページに基本的な方向

いう姿になるという︑ゴールについて私たちは何をすればいい

の委員がお話しになられたこととちょっと重なると思いますけ

にはある程度のあらあらのメニューになるような形でつくって

かが常にバックしやすいかなと思いましたので︑ここに書くの

れども︑協働参加者のほうの組織︑こちらにできるだけ早く自

性について協働の目的が掲げられていて︑二つ︑事業について

がよいのか︑要するに協働によってイメージを共有するという

主性を拡大していただくようにするべきではないかなと思いま

いきたいと思っております︒

ふうに書くのであれば︑ここにも書けるかなという印象を持ち

す︒それは︑東京都のほうは職員も変わりますし︑それから協

書かれているのですか︑新たな自然再生イメージの共有という

ました︒

指摘が二つあったかと思いますけれども︑特に事務局側が︑ぜ

○福嶋部会長 ありがとうございました︒作業を進める上でのご

うなことをできるだけ早くやる必要がある︒そのためには︑そ

には︑やはりそちらのほうの組織がある程度しっかりと動くよ

のほうができるだけ早く主体性をもって動くように︒そのため

働事業そのものの本質からいきましても︑都民︑企業︑ＮＰＯ

ひ継続性のある組織をつくっていただきたいというのと︑それ

の組織と東京都との間での役割分担みたいな原則︑しかも原則

基本的にはこちらのご提案でいけると思います︒

からやはり︑みんなが共有できるイメージをぜひつくっていき

と言っても柔軟性を持たなければまずいと思いますけれども︑

六ページ上のほうの図の斜線の部分がもっと早くに地面に

○福嶋部会長 ありがとうございました︒

ことが必要だと思います︒

ンティアの方々の自主的な活動にできるだけ多く委ねるという

それをできるだけ早くに決めて︑その原則を守りながら︑ボラ

たい︑このご指摘かと思います︒
どうぞ事務局の方︒
○髙松臨海開発部長 今︑各委員さんに共通しているお話であり
ます時間軸の問題︑それから当然この事業については非常に長
い時間かけてやることに意義がある部分が相当多くあるので︑
これは後のほうのご提案がこの文章の中に出てまいりますけれ

ドバイザリー会議みたいな形で︑ある程度長期にわたってずう

ターというふうに先生おっしゃいましたけれども︑これは︑ア

とで︑私どももずっと公園緑地についての協働の仕組みという

なりますけれども︑きょうは協働参加の仕組みづくりというこ

○佐藤委員 今までの皆さんの意見にまた補足するような形に

つくという話ですね︒ありがとうございます︒どうぞ︒

っと面倒を見ていただくような部分をつくろうかなというのは︑

のをどうやってつくっていくのかということを調査してきたも

ども︑ある意味でずうっとこれを伝えていくような︑ディレク

後半の提案でもぜひしていただきたいと思っております︒
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業スタイルの創造のために︑新しい仕組みが必要だと︒それよ

い事業スタイルということで︑新しいと出ています︒新しい事

のですが︑四ページにも目的が二つありまして︑その中で新し

ね︒ありがとうございます︒

かと思いますので︑確かに新しい協働のスタイルの重要性です

た例ですし︑ましてや今回の場合︑非常に大きな組織になろう

いくことが︑海の森だけではなくて︑大げさに言いますと日本

中間支援的な何らかの組織というのをここでがっちりと考えて

ッショナルな︑
ある程度専門性を持ったインターミディアリー︑

かなというのが実感としてあります︒そこにやはり︑プロフェ

に︑やはりアマチュアのやり方ではなかなか難しいのではない

人とか︑そういうリソースも集めていかなければいけないとき

はなくて︑これからはいろんな行財政の厳しい中で︑お金とか

なコーディネーターもしくは⁝⁝︑コーディネートするだけで

す︒そこの部分を担うような︑しかも公的なセンスを持つよう

協働の仕組みが今までできてこなかったのではないかと思いま

ますか︑ポカンと抜け穴ができてしまって︑結果としてうまい

てくれるのではないかというような︑そこに何か空洞化といい

でも︑だれかがきっと担ってくれるのではないか︑行政がやっ

行政側の姿勢というのが随分ありますし︑それから市民のほう

そこの中で何らかの組織化をしてくれるといいなというような

の日本での手法を見ておりますと︑何らか協議会をつくって︑

というお話もディレクターというお話もありましたが︑今まで

な組織体がこれから必要だろうと思います︒コーディネーター

ども︑今までにないような︑日本であまり事例のなかったよう

で︑きょうも最後には協働組織の検討というのがありますけれ

加意欲ということで︑参加したいというのが五割以上︑一方︑

の一番キーポイントになっていると思うのですが︑それで︑参

ですが︑一ページの︑協働というのが今回のこのプロジェクト

それからもう一つは︑これはもう少し先の話になると思うの

方を考えていく必要があるのではないかというのが一点目です︒

れによってモチベーションも高まるというか︑何かそういう両

を担う人たちがもっと主体性や自主性をもってやれるよう︑そ

権限委譲というかどうかは別ですが︑ある部分についてはそこ

ういう部分は︑思い切って任せるみたいな︑そういういわゆる

部分とか範囲というのを限定する必要はあると思いますが︑そ

しては公平性︑公開性を担保しながら︑一方で︑もちろんある

ていくという感じも起きてくると思います︒ですから︑全体と

というか︑主体性を発揮できる度合いみたいなものが薄くなっ

とは︑それぞれの参加する主体にとって︑いわば参加の度合い

一方で難しさがあると思います︒要するに公平であるというこ

なことで︑そこを否定するつもりは全くないのですが︑ただ︑

のときに公平性︑公開性というのは基本原則としては必ず必要

っていくのか︑それをどういう人たちで運営していくのか︑そ

必要なことだとは思います︒全体のプランをどういうふうにや

仕組みの基本原則で︑公平性と公開性ということですが︑当然

○安生委員 二点申し上げたいと思いますが︑最初に七ページの

ほかにございますでしょうか︒

全国の今︑公園緑地︑運営管理︑いろんな壁にぶつかっていま

現在参加しているというのは〇・八％ということで︑やっぱり

りまた︑今度︑新しい何らかの組織体が必要だろうということ

すけれども︑それを突破する契機にもなるのではないかという

ここに大きなギャップがあるわけです︒ですから︑参加したい

どうしたらいいかということを︑これは︑少し先の話かもしれ

五割の人がほんとに実際に参加してくれるようにするためには

ふうに思っております︒
○福嶋部会長 ありがとうございます︒
確かに日本の場合には︑こういうのはあまりこれまでなかっ

‑7‑

ませんけれども考えていく必要があるのではないかと︒

けれども︑個人でどこにいけばいいのかという︑そういうＰＲ

いうこと︑要するに充実感とか達成感とか︑そういう感じのこ

金ではない何かを求めていると思うのです︒それが何なのかと

けれども︑やはりボランティアの活動に参加する人たちも︑お

としてはいいのではないかというご指摘︑ご意見で︑それから

今︑ご意見いただいて︑基本的には七ページまでの案で考え

いかがでしょうか︒吉田委員︑よろしいでしょうか︒

これから具体的に詰めていければいいと思っていますが︒

がもしかしたら足りなかったのかもしれない︒これに関しては

とだと思うのですが︑そういう人たちに︑積極的に参加してい

あと︑今︑お出しいただきました幾つかの点をキーワードで申

ボランティアというと︑もちろんお金が目的ではありません

ただくためには︑やっぱりこのプロジェクトがそういう人たち

かんだろう︑それから再生というイメージをなるべく早く共有

し上げますと︑一つは︑まず時間軸をはっきりする必要がある

おもしろさとかというのもございましょうし︑その辺が︑も

できるような形を考える必要がある︒それからあとは︑新しい

にどういう魅力を提供できるのかというところを︑少し先の課

ちろんプロジェクトの中身を一つ一つかなり細分化していった

協働のスタイル︑これを模索して︑なるべくわかりやすくして

のではないか︒それからやはり︑作業が時間的に非常に長くか

上で︑どういう魅力を提供できるのかということを考える必要

いく必要があるだろう︒それから公開性と具体的な専門性とい

題としては考えていく必要があるのではないかというように思

があるのだろうとは思いますけれども︑大きな意味では︑参加

いますか︑主体性と言ったほうがいいでしょうか︑任せるとこ

かるのであるから︑継続性というものを十分検討しなければい

してもいいという人と参加しているというののギャップを解消

ろは任せながら︑専門性を持たせた形で動かしたほうがいいの

っております︒

していく︑その辺の工夫を考えていく必要があるのではないか

ではないか︒それから五〇何％と〇・八％の差をどうするか︑

て入れ込みながら︑
少し整理をしたらいかがかなと思いますが︑

その辺のところを︑最初のセクションの部分にキーワードとし

と︑そんなふうに思います︒
○福嶋部会長 ありがとうございます︒
最初にご指摘のあった公開性と︑それからある程度主体性を

が出てしまうと︑そこに引っ張られてしまうという︑また今度

開をすると薄くなるということと同時に︑ある程度力の強い人

の説明をお願いいたします︒では本間副参事︑よろしくお願い

それでは︑前半を終わりまして︑次に︑今度は八ページから

はい︑ありがとうございます︒

よろしいでしょうか︑事務局のほうは︒

難しい問題もありそうですが︑それが両立するような形で︑今

します︒

という︑大変これは難しい議論のような気もするんですね︒公

後の検討ですね︑それでうまく整理していければいいと思って

いというのと参加しているという︑
このギャップをどうするか︒

それからもう一点は︑ご指摘のあった一ページの︑参加した

その後︑協働を支える組織体制︑先ほど岡島委員のほうから︑

せていただきまして︑
活動のイメージを持っていただきまして︑

まず︑想定をされます協働活動の場面につきまして説明をさ

○本間副参事 それでは︑後半の部分でございます︒

これもとても重要な問題だと思いますが︑まあ︑一つは︑気持

後ほど出てくるのかなというようなお話も承ったわけでござい

います︒

ちがあってもチャンスがなかったということもあるのでしょう
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して︑そういうようなことで掲げてあるところでございます︒
九ページをお開きください︒

ますが︑一応組織体制について例示をさせていただきまして︑
それで︑ご検討していただく︑そういった仮のイメージといい

こちらは︑ハード面ではなく︑ソフトというようなことで考

ド活動︑普及宣伝活動︑それから先ほどもちょっと佐藤委員の

えておりますが︑公園の利用促進︑環境学習の実施︑公園ガイ

ますか︑そうしたものを用意してございます︒
それでは説明をさせていただきます︒八ページをお開きくだ
さい︒

形で五つに分けてございます︒その横に概要としてそれぞれ掲

づくり︑育樹︑植樹︑育成・管理︑森の活用管理というような

場でございますので︑大規模なコンサートであるとか︑そうい

あれば︑イベントを企画して運営をしていただく︒非常に広い

活動メニュー例といたしまして︑例えば各公園の利用促進で

ほうからお話がありました協働活動の財源の確保というような

げてありまして︑さらに活動のメニュー例を右のほうに掲げさ

ったものをあそこで開いていくというようなこともできるかと

海の森におきます協働活動のイメージということでござい

てあります︒例えば苗づくり︑育樹であれば︑苗づくりボラン

思っておりますし︑五番目の財源確保のところで言えば︑募金

ことでございまして︑いわばソフトの運営活動にご参加をいた

ティアの企画・運営参加というようなことで︑そういった苗づ

活動をして︑寄附金であるとか︑そういったもので資金を得て

まして︑一つといたしまして︑森づくりへの参加ということで

くりのプロセスの研究︑どんぐり拾いであるとかそういったも

いくというようなことにもご参加いただければと考えておりま

だくということでございます︒

のを活動のメニューとして考えております︒以下︑こういった

す︒

ございます︒中ほどに表を掲げてございますが︑土づくり︑苗

ことを一応活動のメニューという形で表記させていただいてお

ただくことも考えられるのかなあというふうに思っております︒

ベンチ︑柵などの敷設については︑協働活動の中でつくってい

その中の一部といたしまして︑
例えば散策路の整備であるとか︑

にかかわる部分は当然のことながら東京都のほうで行いますが︑

しては︑基盤整備であるとか沿道整備であるとか︑公園の骨格

いますが︑先ほどもちょっと触れましたが︑東京都といたしま

それから二番目といたしまして︑施設づくりへの参加でござ

みたいなものをお持ちであるというようなことをヒアリング等

企業であれば︑特に企業の方は︑社員のボランティア休暇制度

れば︑
登録をしていただいて︑
それで参加を継続していただく︒

ランティアとして参加していただく︒それが継続的になってく

示ししてあります︒都民であれば︑趣味や特技を生かして︑ボ

して︑それの参加のスタンスや参加の方法について考え方をお

業︑ＮＰＯ等にパートナーとして分けさせていただいておりま

協働組織の検討ということでございまして︑最初に都民︑企

次に︑十ページをお開きいただきたいと思います︒

例えばベンチなんかの場合は︑建設局のほうで今︑思い出ベン

で聞かせていただいておりますので︑そういったものを活用し

ります︒

チというようなことで︑日比谷公園をはじめ何カ所かで行って

企業やＮＰＯに関しましては︑継続的にご参加いただく場合

て参加していただく︒

ような事業でございますが︑例えばそういうことでもいいのか

は︑やはり東京都のほうと協定を結びまして︑活動内容やある

おりまして︑それはご寄附をいただいてベンチをつくるという
なあというふうに思っておりまして︑活動メニューといたしま
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いは活動の期間などを定めていくのかというふうに思っており

お示しをさせていただいております︒この連絡会につきまして

先ほどもご指摘がございましたが︑事務局機能であるとか︑コ

は︑
協働事業の進展とともに自主性を高めて運営できるように︑

ＮＰＯ等につきましては︑その団体の持つ専門性︑柔軟性

ーディネート機能を持った組織へ発展していくことが大切では

ます︒
等々を生かしてご参加をいただくというようなことを考えてお

ないか︒このように考えております︒

それから三つ目でございますが︑協働体制をチェックしアド

ります︒
東京都といたしましては︑
場を提供させていただいて︑
いわば極力黒子としてスムーズに皆様方の協働活動が運営でき

バイスする機能といたしまして︑専門家による評価やアドバイ

スが必要であると考えておりまして︑ここではそれをアドバイ

るような立場でいたいというふうに思っております︒
十一ページをお開きください︒

ザー会議というようなこととしてございます︒先ほど部長のほ

うからお話ししたのは︑この件でございます︒

協働組織の機能ということで︑三点例示を挙げさせていただ
いております︒

いないというようなことをお話しさせていただいたかと思いま

し上げましたが︑この海の森の特徴といたしまして︑居住者が

住民等の方々によって構成をされておりまして︑前半部分で申

いうことでございます︒ただし︑これらの例は︑いずれも地域

尼崎二十一世紀森づくり協議会︑やしろの森公園運営協議会と

例を掲げさせていただいております︒茅ヶ崎里山公園協議会︑

干事例をお出ししておりまして︑そこに三カ所の協議会の組織

だろうということでございます︒協議会方式につきまして︑若

先ほどの原則のところでお示ししたのと同じ発想でございまし

が大きくかかわっていくことになると考えております︒これは

の運営というのは︑やはり初期の段階でございますので︑都側

ンティアの方々に参加をしていただく︒この場合の実行委員会

えばでございますが︑植樹祭を企画いたしまして︑そこにボラ

うな実行委員会形式になるかというふうに思っております︒例

でございますが︑初期の段階といたしましては︑ここにあるよ

めの仕組みの例ということで︑二例掲げてありますうちの一例

今︑申し上げたことを踏まえまして︑協働事業を推進するた

それから十三ページをお開きください︒

すが︑そういう意味で︑必ずしもこの三例が海の森の協働事業

て︑最初はそういうことになるのかなと︑で︑こうした植樹祭

一つ目は︑東京都と協働参加者の間を調整する協議会が必要

に合うというわけではないのかなと思っております︒したがい

のほかに︑例えばどんぐりを拾って植えつけたり︑草花の種子

ページに出てまいりますが︑実行グループというようなほうに

まして︑こうした事例も念頭に置きながら︑参加していただき

十二ページをお開きください︒

発展をしていくと︑こういうふうに想定をしてございます︒

をまいたりといった単発のイベントを繰り返しながら︑徐々に

二つ目といたしまして︑協働活動の進展に伴いまして︑複数

申しわけございません︑十四ページをお開きください︒

ます都民︑企業︑ＮＰＯ等の方々と運営管理について協議する

の実行グループができることを想定しておりますが︑その実行

初期の段階から︑今︑申し上げましたとおり︑発展期の段階

ボランティアの方々に継続をして活動を行っていただく︑次の

グループ同士の間の連絡調整や意見合意の形成を図る場が必要

へと移行しましたら︑先ほどちょっと申し上げましたが︑実行

場が必要になってくるのかなと思っております︒

になってくるだろう︒それをグループ連絡会というような形で
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東京都との間で協議調整する場ということで︑
表の上のほうに︑

グループ同士がグループ連絡会というのを組織いたしまして︑

そういう説明がございました︒

であるということから︑
おのずと違った形の展開になろうかと︑

摘ありましたように︑今回の場合は︑人の住んでいないところ

それから二つ目︑今度は十二ページでございますが︑実行グ

協議会という楕円形でくくってあると思いますが︑そういった
場を設けてグループ連絡会と東京都のほうでいろいろ調整︑協

うかということ︒この場合は実行グループ︑これはそれぞれの

ループとグループ連絡会と︑そういう形をつくって進めたらど

その協議会に対しまして︑アドバイス等を行っていただきま

ＮＰＯの集団がそこのグループに入るのではなくて︑おそらく

議をするという形でございます︒
すアドバイザー会議というものがあるかと︑このように考えて

一人一人の個人︑あるいはＮＰＯも入るかもしれませんが︑こ

れがそれぞれのグループに自分が希望するものに入っていくと︑

おります︒
以上︑大変雑駁な説明ではございますが︑協働の組織体制に

そういう形であろうかというふうに私はイメージしております︒

から具体的な進め方を議論する︑そういう三つの例がここに示

それから三番目に︑アドバイザー会議︑これは第三者の立場

つきまして︑委員の皆様のご意見をいただきたいと思っており
ます︒よろしくお願いをいたします︒
○福嶋部会長 どうもありがとうございました︒

ね︒一つは森づくりの︑参加するプロセスの問題︒それから森

八ページがまず協働活動のイメージ︑そのためのメニューです

いまして︑
具体的にこの協働をどう進めていくか︑
その部分で︑

ではないかと︑そういう形の例示がそこに示されております︒

きたときには︑発展的に十四ページのような形に移っていくの

組み︑最初のほうの仕組みと︑それからだんだん事業が進んで

それから十三ページになりますと︑今度は推進するための仕

されております︒

づくり以外の今度はそれを取り巻く施設の問題︑それから運営

いずれにしましても︑息の長い仕事でございますし︑細かく詰

この八ページからがいよいよ本番という感じの内容でござ

活動︑この三つで︑この協働活動のイメージを整理している︑

部分もあろうかと思います︒でも︑今︑可能な限り検討できる

めていきたいのですけれども︑なかなかすぐには詰められない

それから十ページ︑ここの部分は︑参加のスタンス︑組織に

ことは検討しておくということで進めていくことの重要性は当

これが九ページまでです︒
どういうふうに参加していくか︑それからどういうふうな方法

それでは︑大変内容が豊富でございますけれども︑どういう

然あるわけでございます︒

それに参加をしていくというスタンスになろうかと思います︒

ものであるべきか︑そのことを︑特に協働の仕組みを支える組

で参加していくか︑
この前提としては︑
東京都が場を提供して︑
それから十一ページ︑今度は組織を機能として見た場合︑具

織体制に関してご意見をいただいて︑この検討部会としてある

それでは︑またご意見をいただきたいと思いますが︑惠委員︑

体的にどういうふうな形で動かしていくか︒三つの例が示され
は︑ある空間に対して︑その周囲に生活している人がそれを守

若干資料を用意してくださっているというお話ですが︑やって

程度の方向性を出していきたいと思っております︒

るため︑あるいは再生するためにどういうふうにかかわってい

いただけますか︒佐藤委員のほうが最初ですか︒どちらでも結

ておりまして︑一つは協議会方式︑この協議会方式の場合の例

くか︑そういうふうな例から示されておりますけれども︑ご指
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に基づきまして︑埼玉県の荒川の中流域を流れている荒川旧流

○惠委員 こちらは公園の例ではないのですが︑自然再生推進法

問題に人々の意見を反映するということを入れたために︑私た

年は治水︑三十九年は利水が加わって︑最近平成九年に環境の

その背景としましては︑河川法の場合ですので︑明治二十九

かというようなことも協議の対象になっています︒

路ですね︒こういうふうにかつては蛇行して暴れていた流路の

ち市民は︑河川整備計画をつくるときにも公聴会などに住民意

構ですよ︒じゃ︑惠委員のほうからお願いいたします︒

再生にかかわる協議会ということが例としてあります︒そちら

見として言う言い方を︑道が開かれたので︑積極的に市民が自

然再生にかかわる部分においてもみんなで参加しようというこ

をご紹介したいと思います︒
これは荒川が︑七十七年前にこのように︑こっちが上流なん

たまる︒ちょっと洪水も起きにくくなっているので︑ほとんど

す︒したがいまして︑ここの場所が現在は︑雨が降ったら水が

階ですが︑一応計画策定と管理団体︑ここに市民が参画する︒

して行政︑これは国︑県ですね︒そして︑専門家たちという段

そのときの協働の形は︑市民団体︑ＮＰＯと流域の住民︑そ

とになったわけです︒

自然再生をしたいと思っていても︑実質的にはどこから水を持

事業実施においては︑予算の獲得と工事を︑国︑行政が行うと

ですが︑この太郎衛門橋から下流に直線化された箇所がありま

ってくるかですとか︑そういう問題がある場所です︒
共有ですが︑最初に生態系の健全性をかつての流路に再生しま

然再生協議会ですが︑立ち上げるための準備会だけで実質的に

これは二〇〇三年の二月に立ち上がった太郎衛門地区の自

いう大枠を認識しているわけです︒

しょうということと︑この再生に関して︑ＮＰＯとの連携とい

は半年ぐらいかかりました︒第一回目を立ち上げから先月︑二

そういうところに自然的な要素を復元したいと︑その目的の

う取り組み方を再生しよう︑つくろうということです︒

にミドリシジミというチョウが生息しているわけです︒ところ

っちゅう新しい林がずうっと河川沿いにあったのですが︑そこ

に同じ樹齢の実生の木が育ち上がるという︑やわらかい︑しょ

林自体が全部流されてしまって︑また何年かしたらそこに一斉

ープを管理しておりますが︑ここには︑かつて荒川があまりに

と下流に入間川と荒川が合流する地点に三ツ又沼というビオト

られたときに︑参加する背景として︑ここの荒川のもうちょっ

に対して五十人応募がありました︒こういう協議会を呼びかけ

協議会メンバーは五十人です︒公募しましたら︑三十人公募

月七日までの間に自然のどういう部分をどのように再生するか

が︑川がつけかえられて氾濫しなくなったおかげで︑ここの地

も暴れていたので︑幅広に堤防をとっていて︑その堤防の内側

その目的で取り組んでおりますが︑ちょっと具体例に入りま

域への攪乱が消滅しまして︑木がどんどん育ってしまって︑そ

が民有地が多いわけです︒その民有地を国土交通省が買い取り

という大方針を決定する協議会というのが︑現地調査と協議会

の育ち過ぎたところではミドリシジミが生息しにくいというこ

して公有地化してくださいまして︑その管理に関しては今まで

すが︑再生の目的を掲げた場合に︑ここにハンノキ林というか

とが起きたりして︑あえてこの生態系の健全性というのを回復

観察会をやったり︑いろいろ︑いいね︑いいねと言ってきた人々

を含めて実施されました︒

するに当たり︑ここの土地柄に起きていたかつての自然的な大

が︑自分たちで協議会をつくって管理方針を決めなさいという

つて洪水が起きるたんびに暴れることによって︑そのハンノキ

きなエネルギーをどう回復するか︑あるいはそれをどう考える
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グループと︑徹底的に対立するわけです︒そこで︑このグルー

が流れてきて生えるので︑むだだからそれはやめなさいという

懸命抜いても洪水のような大水が一度起きれば︑また上から種

きの時点から根こそぎ抜くべきだと主張するグループと︑一生

決めています︒実質的には︑セイタカアワダチソウは全部芽吹

するかとか︑そういう方針は協議会で決めなさいということで

いつ刈り取るかですとか︑ブルーギルに対してどうやって除去

は国でやってくださるのですが︑このセイタカアワダチソウを

ことで︑例えばこのように木道を設置するとか︑そういう部分

遊んでもらって︑ほんとの水の怖さや楽しさを知ってもらいた

子供たちが絶滅の危機に瀕しているので︑その子たちに自由に

クで言っている絶滅危惧種ミズガキという︑水辺で元気に遊ぶ

それからこの川で次の子供たち︑私たちは荒川流域ネットワー

が三等分になって︑この川で自然を再生したいと言う人たち︑

たらふるさとの川になるのかという議論の過程で︑大きく意見

した︒その百人を︑何回も何回も会議をして︑この川で何をし

備事業をしたいので︑市民会議を募集したら百人応募がありま

市︑川越市を流れているところですが︑ここでふるさとの川整

もう一方の例は︑高麗川という埼玉県の︑その中流で︑坂戸

ふるさとの川を再生したいという人々が現地で︑ここのワン

プは必死に抜くゾーンをここで担当してください︒このグルー

募者によって︑一年間に二回だけ開かれて︑大体の方針を決め

ドはこんなふうに工事して︑こんな斜面になってくると少し浅

いというので︑人が入り込むゾーン︑入り込むにしてはもっと

ます︒それを受けた保全管理のための調整会議というのを毎月

瀬ができるので︑例えばブルーギルに追われたメダカの赤ちゃ

プは放っておいて観察するというゾーンを担当してくださいと

開きます︒この調整会議で各グループは来月の何日と何日に入

んが︑ブルーギルの幅よりも浅いところをつくっておけば︑そ

大人で釣りをしたり︑ボート︑釣りとボートは競合してしまっ

って︑環境教育をしたいと︒だからその日は長靴をはいて︑湿

こを通過して奥に逃げ込めるから︑ちょっと掘り方を工夫して

いうように仕分けをしまして︑さらに︑実質にはサポーターク

地に下りたいと︒じゃ︑あそこの何とかのタコノアシのところ

とか︑そういう現場での工事への意見を言いながら︑再生のや

て共立しないのですが︑まあ︑とにかく水辺を使いたいという

には入らないでねとか︑あるいは子供たちは︑何とかの芽は摘

り方を検討しています︒そこでは︑初めは坂戸市と荒川上流︑

ラブという形で︑
荒川の市民環境サポーター事務局というのを︑

ませないでねとか︑いろいろなことを方針を持ったグループが

現在河川事務所と名称が変わりましたが︑この工事事務所によ

グループ︑この三つのゾーンに上流︑中流︑下流を分けて︑ち

言い合いました︒
さらにごみ拾いなどもします︒
そうしますと︑

って公的に立ち上げられてスタートしたのですが︑できれば︑

固有名詞で言うと埼玉県生態系保護協会が受け持ちまして︑こ

このごみをいわゆる公有地化したわけですが︑全部国土交通省

工事が終了した後は︑事務局を市民でやってくださいというふ

ょうど人々も三十人ぐらいずつ分かれたので︑それぞれで意見

がごみ処分するのは大変なので︑当番で川島町︑それから上尾

うに言って︑最初募集した市民会議が報告書を出した平成十四

れに対して三ツ又のビオトープの全体を将来どういうふうにし

市︑川越が一カ月ごとに︑出たごみをそっち側に近くに寄せて

年度の後︑高麗川ふるさとの会というのができて︑そこに新た

を出し合っています︒

おいてくだされば︑処理場までトラックで運んであげますとい

な参加者もまぜて︑前にやっていた人とかいろいろあって出た

ていきたいかという推進会議が︑学識者及び行政︑及び市民公

う︑そういう協議もあわせて行っています︒
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り入ったりして︑運営事務局を今︑つくっています︒理想とし
ては︑成長するふるさとの会を目指そうということでつくられ

した︒

その前に︑今回の会議で︑十四ページ最後のページにありま

さん興味を持ち始めて︑やっぱり長い時間︑みんなが興味を持

言うとホームドクターのような︑そういう仕組みについても皆

地域の環境を責任を持って長期的に見ていく︑いわゆる家庭で

考える素材ができてきたので︑これはちょっと別な形ですが︑

いう意味で市民が環境についてどうしたらいいかということを

か︒そういうことがある程度背景の中にできてきました︒そう

あるいはこれはできないと市民にちゃんと説明つきで拒否する

市民の意見を聞きながら︑
どういう具体的な裏づけができるか︑

感した人たちが︑
わりと積極的に参加してきた︒
行政のほうも︑

ーニングと現場の見方というのを︑いろいろな体験を通じて実

に考えるかということを少しディスカッションする︑頭のトレ

ありましたので︑意見を出して自分たちが未来をどういうふう

ロックに分かれて身近な環境のあり方を検討するという背景が

いうふうにするかというのを上流︑中流︑本流と︑いろいろブ

こういう背景は︑河川整備計画の中で流域の河川環境をどう

ほど前に︑
︵文章のほうでは十五年から二十年前と書きました

という印象をお持ちだと思うのですけれど︑アメリカは三十年

今回ご紹介するのはアメリカの例なのですが︑非常に遠い国

ちんと明示されているのが非常にすばらしいと思っております︒

いねという話もよくしているのですけれども︑そこの部分がき

きないという話があるのです︒何とかそこを協働で乗り切りた

られないと︑なかなかそちらの財務関係のほうの部署を説得で

だという話はあるのですが︑どうもそこに︑財政の予算はつけ

現場の担当者も中間的な連絡会︑もしくはそういう組織が必要

政のほうと︑それからこちらも相談を受ける点ですけれども︑

とが非常にすばらしいと思っております︒なかなか自治体︑行

中間支援的な組織ですが︑ここの部分がきちんと明示されたこ

ループ連絡会︑
これは私どもで言いますインターミディアリー︑

会というところまではあったのですけれども︑そこにプラスグ

能︑コーディネート機能という部分ですけれども︑今まで協議

いうふうに思っております︒今までグループ連絡会︑事務局機

す発展期における組織体制の例ですが︑私︑非常に画期的だと

ち続ける方向について考えなければいけないということが合意

が︶ニューヨークではもう既に三十年ほど前に︑非常に行財政

ています︒

されつつあるところです︒以上です︒

へということで︑公園緑地関係者の方々も市民の方々もいろい

が厳しくなりまして︑ドカンと予算が削減されて︑小さい政府

かなり具体的な話なので︑随分参考になる内容も含まれてい

ろと悩みまして︑市民︑行政︑企業︑どうやって協働して公園

○福嶋部会長 どうもありがとうございました︒
たように思います︒特にすみ分けの問題ですね︒人間を中心と

運営管理をしていこうかというような議論が盛んになったので

すね︒そういう意味では︑ほんとに今の日本の状況と全く同じ

したすみ分けの問題も現実の問題としてありそうな感じですね︒
○惠委員 生き物の一部として︒

であると思います︒その中で︑市民の台頭︑ＮＰＯが地域ニー

しています︒

市民︑ＮＰＯをつなぐ中間支援型ＮＰＯというのが非常に活躍

ズの担い手になってきた︒そして︑今︑何十年もかけて行政︑

○福嶋部会長 そうですね︒ありがとうございました︒
それじゃ︑佐藤委員のほうから︒
○佐藤委員 私のほうからは︑協働の仕組みということで参考に
なる事例を少しご紹介させていただこうと思って準備してきま
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力的な充実した達成感のあるボランティア参加というお話があ

りましたが︑そういう魅力的なイベントやキャンペーンを開き

それで︑アメリカでなぜあれほどボランティアが盛んなのか︑
ＮＰＯが盛んなのか︑国が違うからかというような議論もある

まして︑人を呼ぶような仕組みづくりですね︒

が︑戦略的に構想戦略を打って︑公園緑地について一般市民の

れはなかなか行政のほうも弱いところではないかと思うのです

それから︑マスコミを利用した啓発活動というところで︑こ

のですが︑やはりこのような中間支援型の組織というのがきち
んと確立されたからこそ︑公園運営が活性化してきたのだなと
いうことを実感しております︒
ここで︑よくＮＰＯに関する誤解がありますが︑ＮＰＯとい

ーと呼ばれるＮＰＯですね︒十四ページでいいますとグループ

して︑戦略的なＮＰＯ︑それが中間支援型インターメディアリ

ジで言います実行グループ的なＮＰＯですね︒もう一つありま

的な部分ですね︑そういう戦術部分が専門のＮＰＯ︑十四ペー

境教育の専門︑もしくは自然保護の専門といったようなスキル

て︑公園行政︑またアメリカの場合は議員に働きかけをしまし

ペーンを通しまして︑グループ間のネットワークをいたしまし

は︑会議の場の設定やグループのサポートや︑いろんなキャン

すと︑ネイバーフッド・パークス・カウンシルというこの団体

ますね︑緑の四角が公園だとしまして︑黄色がグループとしま

少し図解しますと︑この団体は︑個々の公園グループがあり

関心をひくというようなことをしています︒

連絡会を含めた協議会︑アドバイザー会議︑このあたりの組織

て︑公園のグループという︑実際現場でやっている実行グルー

うのもいろいろありまして︑一つは戦術型のＮＰＯ︑例えば環

になるかと思いますが︑そういう二種類あるということを申し

プの方々と政策決定者をつなぎまして︑公園計画に市民のニー

ていく︒それから公園の予算がないと叫ぶだけではなくて︑働

ズというのを実行に反映していく︑かけ声だけではなくてやっ

上げたいと思います︒
幾つかサンフランシスコの事例になりますけれども︑三つほ
ど︑中間支援型のＮＰＯをご紹介していきたいと思います︒

めの公園協議会という団体があります︒この団体の一番大きな

クスという団体がありまして︑こちらはゴールデンゲートパー

二つ目はフレンズ・オブ・レクリエーション・アンド・パー

きかけることによって︑世論を巻き込んでお金を獲得していく

仕事としては︑セクター間の連絡調整やネットワークの運営で

クという周囲十キロほどの大きな公園を運営管理している団体

こちらはサンフランシスコですが︑大きな緑地があり︑二百

す︒ネットワークやセクターの協働というのは非常に言われる

です︒行政と協働しています︒ここは非常にお金を集めたり人

ということをしています︒これが一つの中間支援の形だと思い

のですが︑その間はだれがつなぐのというところで︑そのまさ

を集めたりするのが得意な団体です︒集まったお金で︑公園の

三十以上の公園緑地がございます︒一つ目ですが︑市民のエン

につなぎ役をしているＮＰＯですね︒
それと︑
また住民ニーズ︑

中の施設の改修やボランティアのマネジメント︑教育のプログ

ます︒

市民ニーズを反映した公園緑地計画というのを行政市民の意見

ラムをつくったり︑はたまた公園グループへの助成を出してい

パワーメントを図るということで︑サンフランシスコ市民のた

をまとめて集約しながらつくっている︒また︑企業というセク

るというような団体です︒

これは公園の中の施設ですが︑こういう改修工事の予算とい

ターを公園緑地の運営管理に参加してもらうような︑そういう
つなぐ機能ですね︒それから︑先ほど安生委員のほうから︑魅
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うのも︑寄附金を集めてくる︑行政の予算よりも多く集めてき

資源を投入するということにたけているＮＰＯですね︒

ってきた方々ですね︒魅力的な非常にきれいなダイレクトメー

の方が説明をして︑みんなで⁝⁝︑皆さんボランティアで集ま

れて︑皆さんで道具を持って︑これはＦＲＰ︑この団体の職員

まあ︑朝集まって︑コーヒーとベーグルというパンがふるまわ

ンティアで管理しています︒ちょっと私も参加してきまして︑

業者さんを入れられないのですね︒ここの部分を毎月一回ボラ

とに山の中にいるように荒れていまして︑予算がないもので︑

ネジメントするプロなんですね︒これは公園の中ですが︑ほん

そういう個々のボランティアの方々︑集まってきた人たちをマ

日本でも緑のボランティアが盛んになってくると思いますが︑

ていく︒また︑今︑ボランティアということがこれから非常に︑

ている実行グループの方々と一緒に考えながらキットをつくっ

それから環境教育のプログラムを公園の中で環境教育をし

ランティアでできないところは業者さんがやっていったりもす

ランティアさんが来て管理をすると︒これが育ってくると︑ボ

いうような話がいったり︑それからその後︑メンテナンスもボ

にオーナーさんにはお葉書が行って︑今︑こんな状態ですねと

なというふうに思っています︒きちんと植えた後︑何カ月ごと

けれども︑海の森でも何らかそういうオーナー制度ができるか

本一本がオーナー制度になっていまして︑ここでは街路樹です

んボランティアで街路樹を植えているのですが︑この街路樹一

十年間に三万五千本を植樹しています︒こういった形で︑皆さ

植樹のシステムを市民がつくりまして︑今︑ＮＰＯとして︑二

にやめたんです︒
それで︑
街路樹を何とか欲しいということで︑

けれども︑サンフランシスコは街路樹を植えるのを二十五年前

大きくなってくると思いますのでご紹介したいと思ったのです

フォレストという︑海の森もこれから植樹ということが非常に

それと︑補足ですが︑もう一つフレンド・オブ・アーバン・

ルなどが送られてきたりするそうです︒これが私ですが︑参加

るんですが︑そのあたりもパートナーシップでやっていくシス

てしまうのです︒億単位のお金です︒

してきました︒

みになっていまして︑こういうシステムが非常に上手にできて

ぱいビジターセンターで飲めるというのをもらえるという仕組

て︑終わると︑これは実はビール券なんですね︒ビールがいっ

皆さん何で無償でこんなによく働くのかというぐらい働きまし

る︑でもすごく楽しくて︑おしゃれなイメージというのが︑緑

と思うのですが︑ほんとにそうやってお金と人をとにかく集め

願いしますと︑やっぱりアメリカのＮＰＯはしっかりしている

はボランティアが来て手入れをしましたと︑最後に寄附金をお

これは︑オーナーさんへのチェック表ですけれども︑きょう

テムができております︒

います︒
この団体は︑
公園のいろんな施設改修のキャンペーン︑

のボランティアにあります︒

短時間ですごい作業をするんですね︒ボランティアの力って︑

もしくはボランティアの募集︑運用︑またガイデーションなど

これは︑植樹したところですね︒

サンフランシスコの公園局に行ってお話も聞いてきまして︑公

もしていまして︑寄附金をたくさん集めています︒環境局のソ
そして教育の機会というのは公園に集めて︑市民と公園のつな

園局のほうは︑地域によっても違うのですけれども︑サンフラ

それから︑行政は何をしているのかということですけれども︑

ぎ役になって市民が公園にかかわるきっかけをつくる︒この矢

ンシスコの場合は︑基本的な緑地管理︑清掃施設整備などを行

フトプログラムを作成するというようなことで︑
資金と人の力︑

印がないと非常に公園が寂しくなるのですが︑そこにいろんな
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思います︒そして小さいところから信頼関係をつくっていくと

の明確化︑これも今回の資料でしっかりされているところだと

いうことですね︒それからポイントとしては︑目的︑役割分担

ＮＰＯと一緒にやることによってクッションになってくれると

りが不平不満を言われて︑
毎日苦情の受け皿になっていたのが︑

意識が高まる︒それと責任の分散ですね︒今まで︑行政ばっか

れるよと︒それから市民とつながっているＮＰＯということで

まして︑人材・資金が確保できるよと︑それから専門性が得ら

と出ていますけれども︑公園局の方も同じようなお話をしてい

ということです︒メリットとしては︑この会の資料にもきちん

政が行っています︒それが中間支援型のＮＰＯと協働している

れていく仕組みというのがつくれれば︑非常に画期的なことだ

コーディネーター機能を持つ中間支援の団体というのが支えら

んのピープルルートをつくりながら︑何らかの形でこのような

のお金ではなくて︑たくさんのマネールート︑それからたくさ

うのです︒そういう社会的責任を担うと︒ただ︑行政からだけ

務委託を請け負っていく部分もかなりあるのではないかなと思

これによってさらに公園の利用が活性化していく︒そして︑業

それからソフトプログラムの企画を実施していくということで︑

っと支援していくことで︑
安定継続性につなぐということです︒

をしていくということと︑それから小さな市民活動をもっとも

なってからよく相談を受けてしまうのですけれども︑調整仲介

ももこういう相談はすごく受けていまして︑どうしようもなく

長くなりましたが︑中間支援ということでの協働の仕組みと

いうことで︑
これも十三ページに初期における組織体制の例で︑
ありましたが︑サンフランシスコの行政の方も同じようなこと

いう事例紹介をさせていただきました︒ありがとうございまし

というふうに思います︒

を言っておりました︒小さいプログラムから始まって︑協働の

た︒

小さな植樹祭などのプログラムから協働を始めるということが

信頼関係をつくっていくのだと︒そしてきちっと契約をしてい

ＮＰＯというのは︑公園サービスの質を高め︑公的機関である

まとめですけれども︑サンフランシスコの中間支援型の公園

らの日本での例︑
それからただいまの佐藤委員からの外国の例︑

と違う部分もあろうかと思いますけれども︑先ほど︑惠委員か

外国での具体的な例が今︑ご紹介ありましたけれども︑日本

○福嶋部会長 どうもありがとうございます︒

行政とともに︑公園利用の調整を推進し︑公園利用の活性化を

大変参考になる内容でございますし︑今後検討していくときに

くというようなお話を伺いました︒

図るということで︑同じ目的を役割分担していこうということ

いろんな形で役に立つお話であったかと思います︒

それでは︑ただいまのお二方のご紹介も含めまして︑この八

が明確になっています︒ニューヨークなどの協会︑セントラル
パークなどではハードの運営管理もＮＰＯがやっていますが︑

ページ以降の内容について少しご意見をいただきたいと思いま

どなたからでも結構ですが︑どうぞ︒

す︒

サンフランシスコの場合は︑役割分担をしているようです︒
日本では︑どんな役割があるかなということをまとめてみま
した︒中間支援ＮＰＯとしては︑資源調達︑資金︑人材の受け

活動のイメージですけれども︑これは︑時間の問題もあるので

○岡島委員 ３のところと４のところですね︒３のほうで︑協働

それからネットワークをどうつくっていくかという連携の

しょうけれども︑もっとたくさん豊富にないと︑ほんとうの端

皿ですね︒これは非常に大きくなってくると思います︒
部分︑調整仲介をしていく︑軋轢やニーズの調整ですね︒私ど
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けはやっていただこうというスタンスがちょっと見えてくるの

はある程度つくるけれども︑その中の素人でもできるところだ

せようというイメージにしか見えないのです︒ですので︑骨格

っこのちょろちょろっとしたところだけをボランティアにやら

でどんぐりを植えてくれるだけで森が八十何ヘクタールできな

ら︑そうしたら植栽をどうするのか︑基本計画がボランティア

しまうとか︑いろいろなことも考えられると思います︒ですか

のではないかと思います︒例えば公園管理︑一括して預かって

動のイメージが︑もっと大きな協働というのがたくさんできる

ＰＯをどうやろうと︑意見を聞こうというのが︑四ページで言

ですけれども︑例えば四ページの２のところに︑新しい事業ス

例えば︑ＮＰＯとか︑ボランティアとか市民が一緒になると

っていらっしゃる新たな形の公共事業をやりたいという意欲だ

いわけですから︑
基本的に何ヘクタールはこういうふうにして︑

いうのは︑先ほどもアメリカの事例でしたか︑骨格のところの

と思いますが︑それがこの３になってくるととたんに以前のよ

タイルの創造というようなことを考えますと︑このイメージだ

計画あたりから少し参加して︑そしてその後︑先ほどの中間Ｎ

うなイメージになって︑メーンはやるけれども︑端っこのアマ

そこは植木屋さんにきちっと植えてもらって︑ここの部分とこ

ＰＯのような場合のところで︑やはり予算と人材をどうするの

チュアがちょろちょろやれるところはやらせてみようというよ

けでいくと︑今までどおりみたいな感じになるのです︒ですか

かというような課題が出てくると思いますけれども︑基本的な

うな︑まあ︑言葉は悪いですが︑そうは皆さん言っているわけ

この部分はどんぐりでやるとか︑この部分は何とかするという

ところで︑どういうものをつくるかというところにも市民の声

ではないですけれども︑出てくるのはそういうことになりかね

ら︑この辺のところをもう少しディスカッションする余裕が必

を入れてほしい︒といいますのは︑土づくり︑苗づくり︑植樹︑

ないので︑その辺のところを︑この３の部分は具体的なイメー

ような︑そこの部分のディスカッションが︑やはりそこからＮ

育成とありますけれども︑もっといろんなものはないのだろう

ジとしてもっと楽しくいろんなことがあると思うのですけれど

要ではないかと思います︒

かと︒例えば大井では野鳥公園があるとか︑こっちにはいろん

それから︑もう一つのところ︑４のほうですけれども︑今︑

も︑そんなことも少し盛り込めないだろうかという気がしまし

のをつくりたいのか︑それとも︑ホールみたいなのをつくりた

佐藤さんがアメリカの事例で中間のことをおっしゃっていただ

なものがある︒これは森をつくるということだけに絞ったこと

いのか︑そんなものも入ってないと︑イメージとしてはなかな

きましたけれども︑やはり今までで言うとこういう協議会など

た︒

かわかりにくい︒その辺のところ︑海の活用はどうするのかと

の事務局ですね︑この辺のところで︑かなり人手と手間と時間

なのか︑森の中に何かつくるのか︒例えば野鳥公園のようなも

か︑そういうところの森づくりへの参加と施設づくり︑この中

とお金がかかるのですね︒三番瀬のことで恐縮ですけれども︑

庁がやるべき積算とかいろいろな作業︑そういう作業をこの準

にもうちょっとバラエティに富んだものがないだろうかなとい
それから運営への参加というのも︑一つずつの運営の参加も

備会でやることになってきたわけです︒土木部でやる作業を︑

三番瀬をやってきて︑一番の私どもが誤算だったのは︑本来県

ありますけれども︑全体のですね︒これは後のほうに出てくる

通常業務でやる作業を市民が決めるといったもので︑その積算

う感じがいたしました︒

ことだと思いますけれども︑手づくり︑アマチュア的な協働活
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になったのですけど︑それはすごくお金と時間と人がかかるわ

生方は︑土曜も日曜もなく働かされてしまったというような形

作業なども土木部から聞きながらやって︑ですから︑委員の先

全部きちっと都がやりましょうと︒あとのお手伝いをちょっと

しませんと︑なかなか動かない︑結局はハードのかたい部分は

けていくということをぜひしていただきたいと思います︒そう

そして︑今まではこういったものは外郭団体がやっているこ

やってくださいということで︑四ページにおける新しい形の公

すので︑都庁はそんなことはないと思いますけれども︑今︑日

とが多いわけですね︒それとの照合はどうするのか︑全く新し

けですね︒ですから︑協議会をつくったり︑中間協議会を運営

本中の自治体で︑
ＮＰＯ︑
ＮＧＯと協働と言っている裏腹には︑

いものをつくりたいと言っているのだから︑おそらく外郭団体

共事業を目指してという題目からはまた外れていく可能性があ

予算のカットということがありまして︑ＮＰＯ︑ＮＧＯを使え

だけではないだろう︑いろんなことを考えていらっしゃるのだ

していこうという場合などの予算措置とか︑そういうことをき

ば安くできるというところだけに絞ってきている傾向があるわ

ろうと思いますけれども︑そんな点についてもやはり︑今回の

りますので︑ぜひそのようなところをご検討いただきたいと思

けですね︒そういうことなどもよくよく考えて︑ぜひ公園の運

協議会では時間が非常になくて難しいかもしれませんけれども︑

ちんと考えておきませんと︑結局︑善意の方の努力だけに頼っ

営管理に対しては︑きちんとした予算と措置をとってもらわな

何らかの形でそういう議論をする場をつくっていただきたいと

います︒

いと︑これはとてもできない︒考えてみてもそうですね︒都庁

思っております︒以上です︒

てくるようになってしまって長続きしないということがありま

が今までよその公園で払っていた管理費といろんな運営費とい

のをきちんと用意しないと︑なかなか難しいのではないか︑そ

ター部門のところの人材と予算に対して︑基盤的な資金という

いう方向はいいとしても︑それにしても︑やはりコーディネー

多く予算がかからないように︑民間の人にやっていただこうと

いいし︑三分の二でも︑きちんとやっておかないと︑なるべく

含めて︑どういうふうな形で︑今︑ご指摘のあったことに関し

それから実際に今︑組織図ができておりますけれども︑それも

な位置づけといいますか︑ＮＰＯあるいはボランティアの人︑

特にハードの面︑ソフトの面も含めて︑どういうふうな予算的

なことになろうかと思いますが︑
現段階では︑
事務局としては︑

今︑ご指摘のあった最後の財源の問題というのは非常に重要

○福嶋部会長 ありがとうございます︒

してその中間組織の︑ある意味ではやはりプロですよね︒有給

て︑行政とその参加者との財政的な問題ですね︒その辺のとこ

うのがかかっているわけですから︑その分の︑例えば半分でも

できちんとやらないととてもできない︒そういうようなもの︑

○本間副参事 まず︑八ページのメニュー例について︑あるいは

ろを︑概略で結構です︑これからまだ詰めていくことだと思い

運営組織の前のところぐらいになりますか︑その辺の覚悟とい

活動の中身について︑もう少しというお話︑ご指摘を踏まえま

それから公園の中でいろいろ遊ぶときに︑有料プログラムをど

うか︑覚悟というと変ですけれども︑都としてのお金のかけ方

して︑ちょっと考えさせていただきたいと思いますし︑また先

ますので︒

ですね︑ある程度きちっとかけるんだと︑いいものをつくると

生方のご意見をちょうだいできればと思っております︒

れだけ入れるのかとか︑そういったような組織を︑この４番の

いうことを︑特に協議会のほうのソフトの部分にもきちんとか
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いうような形で東京都が担ってきたわけでございます︒

それででき上がったものの管理につきましても︑維持管理費と

のについて︑ハード面についてこれは東京都が全部つくって︑

一般的なお話をさせていただきますが︑従来は公園整備そのも

申しわけございませんが︑まだ構想の段階でございますので︑

それから︑予算の話が出てまいりましたが︑これはまことに

ても︑やはりさまざまな形で委託なり何なりということで業者

ますが︑これは一つの考え方でございますけれども︑それにし

は東京都がしっかり管理していきましょうということだと思い

申し上げたように︑基礎的な部分というか︑ベースになる部分

も事実でございます︒我々はこの中で︑今︑考えているのは︑

ボランティアというものを活用できないかという発想があるの

どうしても基礎的な部分︑基盤的な部分につきましては︑東京

っていただきましょうということはいいことだと思っておりま

たちのものとして︑市民の方々︑都民の方々に入って一緒にや

さんに入っていただいて手入れをしてきた部分を︑いわば自分

都のほうで海の森に関しましてもさせていただきますが︑また

すし︑そういう仕組みづくりをまさにしなければいけないと思

今回につきまして︑先ほど来ちょっと申し上げておりますが︑

貧弱だとおしかりを受けるかもしれませんが︑
植樹等々含めて︑

かと言って︑この仕組みづくりをうまく運営させていくため

っております︒

ようなことでございまして︑そこの部分で︑どういうような仕

の︑
今︑
おっしゃったようなベースになる資金も必要でしょう︒

森づくり等に関しまして︑協働して取り組んでいただくという
組みをつくっていくか︑
あるいは何らかの形でお金になるのか︑

そういう部分をどうするかというのは︑
一つの考え方としては︑

あるのではないかと思っております︒それがうまくできれば︑

あるいはいろいろな︑例えば資機材の提供であるとか︑どうい

それから公園ができ上がってくれば︑これは当然のことなが

まさに初めての︑多分日本ではあんまりやっているところはな

これはたくさんはないにしても︑やはりいろいろな仕かけの中

ら︑先ほど来申し上げましたとおり︑公園の管理の責任という

いと思いますけれども︑初めてのそういう仕組みづくりになる

う形になるかというのは︑文字どおり今後検討をさせていただ

のはやはり東京都にございますので︑そこの部分にかかる経費

のかなあと︒それをどういうふうにうまくやっていくかという

で︑そちらに少し資金をシフトしていくという考え方もきっと

というのは︑当然東京都が出していくという形になろうかと思

ことは課題として残っていると思います︒皆さん先生方のお知

きたいと思っております︒

います︒

恵をかりて︑我々が行政の中でうまく行政のシステムの中に落

○福嶋部会長 ありがとうございます︒

そこら辺を具体的にどうするかということにつきましては︑

○福嶋部会長 どうぞ︒

○岡島委員 それはわかりますけれども︑心配しているのは︑金

としていけるかどうかということを検討していきたいと思って

○髙松臨海開発部長 ちょっと補足させていただきたいと思い

の問題だけに集約した新しい形の公共事業ではなくて︑市民参

ここでのご議論等を踏まえながら︑また考えさせていただきた

ます︒確かに今まで東京都だけではございませんで︑維持管理

加という形の公共事業ということを言っているわけです︒です

おります︒

に関しては︑相当財政的に厳しい状況であるということは事実

から︑私が心配するのは︑いろいろなことを言っても︑金がな

いと思っております︒

でございます︒そういう中で︑一つの手法として︑ＮＰＯなり
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と︑ちょっと隔絶された状況ですね︒ですから︑あそこが変な

なことというのは当然のことですけれども︑あの場所を考える

いですね︒ですから︑そこで市民からの浄財も集めて︑いろん

れたら︑公園行政というのは五億円のものしかやっぱりできな

いとやっぱりできません︒予算が十億円から五億円にカットさ

いうご指摘だったかと思います︒ありがとうございました︒

重なったような︑まとめたようなイメージも必要ではないかと

特に︑それぞれのイメージ以外︑つまりいくつかのイメージが

メージ︑
これをもっとたくさん出すべきではないかということ︑

それから︑岡島委員のご指摘でもう一つあったのは︑活動イ

何らかの管理費というのは︑当然普通の公園以上にかかると思

られるし︑そのようなことで放ってはおけないものですから︑

すが︑水辺と水際のこの問題がすっぽり枠から抜けているわけ

で︑それから外れているのかと思うのですが︑脇役的な問題で

○吉田委員 本日のテーマは︑海の森の協働活動ということなの

ほかにございますか︑どうぞ︒

います︒そういったようなことをきちっと考えておかないと︑

です︒これは先ほど岡島先生からお話があった中にありました

形になったら大変な場所になってしまう︒犯罪もいろいろ考え

予算が少ないからこの程度のものでこうなってしまうという発

けれども︑どうかその骨格の分野で水辺︑水際︑あるいは浅瀬

対策というふうなところに市民の協働活動ができないかなとい

想だと︑おそらくうまくいかないのではないか︒
そういう意味で︑私が言っているのは︑斜めに︑ありました

るわけでしょう︒そういう大変な大きさですからね︑それを常

だと︒好きな人は来ますよ︒だけどそれが八十何ヘクタールあ

集まってくるというのをつくりだすだけでもかなり大変なこと

おそらく今の日本の状況では︑あそこの場所にみんなが楽しく

れども︑資金面も︑ああいう形で最初にきちっとやらないと︑

都の負担も軽くなる︒あの横の点々も︑事業内容もそうですけ

ていただいて︑それに沿ってみんな市民が協働するとだんだん

いと思います︒ですから︑最初は応分のことをきちっと要求し

めてくるかもしれないけれども︑最初からそれはできそうもな

い︑ＮＰＯやＮＧＯがみんないろいろ活動していて︑寄附も集

けです︒ですから︑だんだん都の負担が少なくなるかもしれな

お金もああいうふうに考えてほしいということを言っているわ

立ち入りができる親水公園︑港の施設ではなく︑膝小僧まで水

で︑
東京都が神奈川県より余計なパーセンテージを持っている︑

海の森の周りの水辺︑水際︑これはやはり立ち入り可能な分野

〇・八％︑東京都は自然海岸は現在ゼロ︑ということで︑この

十八キロ︑全体の二・六％︑そして神奈川県が六キロメートル

みに自然海岸はどうかと申しますと︑
千葉県が自然海岸ですね︑

港の施設になっているわけですね︒ということで︑それはちな

かなあと考えてみましたら︑やはりそれは親水公園だったり︑

いう中で︑東京都が何で四十キロも立ち入りのところがあるの

キロ全体の一九％︑そして神奈川県が三十五キロ一五％︑そう

のは千葉県が七十二キロメートル全長の一五％︑東京都は四十

れは岡島先生の専門分野だとは思いますが︑立ち入り可能なも

ちなみに︑一都二県︑東京都︑千葉県︑そして神奈川県︑こ

うことを考えております︒

時呼ぶわけにもいかないだろうし︑なかなか大変なことだと思

に入れるような場所をつくるためにも︑やはり今︑先ほど言い

ね︑銀行ローンのような図が︒あの図のこともやっぱり︑都の

いますので︑その際︑ぜひ応援として︑予算はたくさん使うよ

ましたような︑都民参加の協働活動ができないかなというふう
に考えております︒

うに考えていただきたい︑そういうことでございます︒
○福嶋部会長 ありがとうございました︒
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○福嶋部会長 ありがとうございました︒
確かにここの中では︑特に３の部分では海の部分がまだ入っ

ありがとうございます︒進める戦略を少し練っ

ながらつくっていく必要があると思います︒
○福嶋部会長

今後︑ハードの部分の全体構想が浮かんできた段階では︑か

うか︒この案︑もちろん先ほどご指摘いただいた点は別としま

大分時間もたちましたけれども︑全体を通していかがでしょ

て全体として考える必要があるというご指摘です︒

なりその部分が重点的に議論されるのではないかと思っており

して︑全体の構成としてはいかがでしょうか︒

ておりませんし︑ご指摘のとおりだと思います︒

ますが︑そういうふうなご指摘のあったことを︑チェック方々

経営という発想︑流域のネットワークをやっている私たちとし

○惠委員 全体にかかわると思うので︑今の佐藤委員さんの公園

○本間副参事 その点︑水辺の関係に関しまして︑次回になろう

ては︑さらに広げて︑海の森公園一つだけをターゲットにする

お願いいたします︒
かと思いますが︑第四回のときに再度整理をせていただきまし

のは大変なことではあるのですが︑都市全体がこの海の森を支

えるという︑そういう意味での私たちが掲げた︑流域経営と言

ますけれども︑アメリカの事例にもあったのですが︑公園の中

都立公園のほうでも公園経営というような切り口が出てきてい

つくっていかなければいけないと思いますが︑もう一つ︑今︑

ながら︑今まであったサービスの質をさらに高めるような形を

れる組織体も何らかの形で資金を集めたり︑人材を集めたりし

い︒だけど努力されてくると思いますし︑またこれからつくら

全く同感です︒それで行政のほうもなかなかお金がつけられな

○佐藤委員 岡島委員のほうから︑予算のお話が出まして︑私も

ですから︑それぞれの地域資源が海の森をつくる︑三十年間で

理念といいますか︑東京都でも源流から島まで抱えているわけ

うと︒あるいは木材をここで使おうとか︑そういう大きな経営

るような︑参画できるような︑資源を調達してそこで消費しよ

してだけではなくて︑業態として海の森の成長過程にかかわれ

業の転換をしているという︑そういうところの機能を︑事業と

地域で小規模の中小の事業所なんかが倒産したり︑いろいろ事

いる︒二割しか使ってもらえていないということだとか︑下流

えば今︑森林地域は︑戦後の拡大造林で︑切られなくて困って

ありがとうございます︒ほかにいかがでしょう

て︑お示しをさせていただければと思っております︒
○福嶋部会長

で何らかの事業というのができていく︑今︑非常にその辺規制

生かせる仕組みも一方で持っておかないと︑公園は公園のこと

っていて︑源流から海までをそれぞれの地域で算出される︑例

があると思いますが︑ガーデンショーなり何なりしていくこと

でしょうと言って︑東京都の中でも縦割り的に扱われてしまう

か︒

によって︑そういう経営的なセンスというのも︑公園運営会議

と思いますので︑そうならないように︒

あと︑事務局のほうにお願いしたいのは︑まず一つは活動イ

立てはよろしいでしょうか︒

そうすると︑全体としては︑こういう大きなスケールで組み

ありがとうございます︒

○福嶋部会長 そうならないようにというご指摘でございます︒

の中に入れていかなければいけないのではないかと思います︒
もちろん公的なセンスをきちんと踏まえた運営︑事業活動とい
うことになっていくと思いますけれども︑何らかそういうふう
な︑財源がある一つの道だけですと︑なかなか難しい︒それを
広げていくためのいろいろな戦略づくりというのも︑そういっ
た協議会なりアドバイザリー会議の中で︑公平な視野に基づき
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れから先ほどございました地域資源というスケールでもう一度

それから海︑あるいは海辺のことを今後考えていくという︑そ

な形で先生方のご意見をお聞きする場を何とか企画して︑きち

の場で今︑二時間しかございませんので︑また改めていろいろ

○本間副参事 今のお話︑確かに時間も限られておりまして︑こ

では︑事務局︑どうぞ︒

それを見る必要があるだろう︑特に将来に向けてそういうご指

んと整理をさせていただきたいと思っております︒

メージに関する問題ですね︒
それから予算︑
財政に関する問題︒

摘がございましたので︑その辺も含めて︑再度ご検討いただけ

ますので︑お帰りになって︑ご検討いただいて︑こういうこと

○福嶋部会長 もし︑またまとめにも若干時間があろうかと思い

そうしますと︑今︑いただいたご指摘を含めて︑この提示さ

もあるのではないかというご意見がありましたら︑事務局のほ

ればと思います︒
れた内容とまとめまして五回目の検討部会でまたご提示する︑

うへぜひ伝えてください︒

れだけできるかという議論をさせていただきますけれども︑先

○髙松臨海開発部長 今の件につきましても︑実は我々の中でど

そういう方向に進んでよろしいでしょうか︒
ありがとうございます︒
それでは︑今度は事務局にお返ししてよろしいですか︒

でいただけるならば︑積極的にいただいて︑我々も紹介したい

生のほうで︑やりとりをしながら︑個別にもしご意見という形

今の先生のおっしゃったとおりで︑私も賛成で結構です︒コ

と思いますので︑この会議を持つのはなかなか難しいものです

○岡島委員 一言よろしいですか︒すみません︒
メントとして︑１と２は非常にすばらしいですね︒これが具体

から︑その辺少しやってみたらと思います︒

それでは︑取りまとめて今度は第五回の検討会でご提示をお

○福嶋部会長 ぜひご協力よろしくお願いしたいと思います︒

化になってくると︑とたんにみんなが苦しむわけですね︑３の
話になってくると︒ですから︑その辺のところは共通認識とし
て︑題目とか頭で考えて大体こういう形がいいだろうというの

願いしたいと思います︒

ほかにご意見いただけますでしょうか︒

はいいと思います︒
ただしこういうプロットしていくところに︑
新しいことということなので︑ちょっと時間が少し丁寧にでき

○惠委員 話が戻ってしまいますが︑協議会とかの機能ですけれ

よろしいですか︒

いですけれども︑別な場所をつくったりして︑３番︑４番とい

ども︑こういうのを議論したところから始まって︑ずうっと情

るような仕組みを考えておいて︑この審議会でやらなくてもい
うようなことは幅広く意見がもらえるようにしたらいかがかと

報の継承︑管理の機能というのは非常に重要でして︑長い時間

かけていくと途中の議論の資料などが散逸してしまったり︑ど

思います︒以上ですどうも︒
○福嶋部会長 今のご提案も含めて︑ご検討いただければと思い

ロジェクターでご説明があった︒その内容も︑もしいろいろな

それからもう一つ︑先ほど︑惠委員と佐藤委員から実際にプ

と同時に︑どんな裏のマイナスの議論や︑困ったことや︑ちょ

の一ページということで︑いい意味での情報の発信機能を出す

りするので︑この海の森の検討部会の初めからが歴史の始まり

ういう人たちがかかわってきたかという歴史が見えなくなった

ことで取り込める部分がありましたら︑ぜひ入れていただきた

っとつっかかってしまったということがあったかという︑行政

ます︒

いと思います︒
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意地悪ではなくて︑そこをちゃんと書く人々もどこかにいたほ

で︑そういう部分というのは︑行政はやりにくいと思うので︑

引っかかったということが正直に記録されることがとても大事

のですが︑今︑失敗したとは全然言いませんよ︒しかし︑何か

の資料でそういう失敗したところというのは残しにくいと思う

ということがあったりして︑いろんな事情がそれぞれに出てき

の糧を得ているのに︑勝手にごみ拾いを市民でやってくれるな

し︑ある半分の人たちは︑自分たちが拾ってそのごみから生活

てもらって︑それで仲間ができたと思って生きている人もいる

レスの人たちも一緒にやりたいと︑半分の人たちは一緒にやっ

河川などのところで清掃活動をやっているグループが︑ホーム

ます︒そういう突き当たった問題などは︑みんな善意で︑自分

うがいいかなと思います︒
○福嶋部会長 ちょっとイメージできないのですけれども︑その

られてしまうと︑何となくそうでない立場の人たちも大勢いる

たちこそ正しいと思って動いている人たちのマインドでまとめ

○惠委員 まあ︑淡々と記録をとどめておくという︒

けれども︑そこはどうも書き残されていかない︑こういう審議

書く人というのはどういうふうに⁝⁝︒
○福嶋部会長 議事録として残すのではなくて︑議事録の内容は

会とか検討会に入る人たちは︑ある種マインドが偏って︑偏っ

てはいないですね︑わりと固まった人々ですが︑そうではない

もちろん入るけれども︑それ以外の⁝⁝︒
○恵委員 なぜこういういきさつになって︑こういうやりとりで

大勢の人たちも公園という場所を考えるときに配慮の中に一応

○福嶋部会長 わかりました︒ずっと議事録︑速記者の方とって

ここにたどりついたかというのは︑結局︑合意形成のプロセス

曲折を経てきたかというのがわかることが︑次へ前に進むとき

いますよね︒ですから︑残るのはきちっと残りますね︒ただ︑

議論として出したということがどこかに記録されないと︑とい

の貢献に生かせるのではないかと︒特に︑新しい組織論をやる

その部分が外になかなか出てきにくいという部分があろうかと

の書き取りというのは非常に難しくて︑それが全部議事録にな

わけですので︑
海外の経験ももちろんですが︑
場合によっては︑

思いますが︑それはまた︑事務局のほうで全部ベタで見るのは

う意味です︒

行政のかかわりということでどんどん引いていく部分もあった

大変でしょうから︑
重要な部分はまたチェックしていただいて︑

っていくと膨大で読み取りにくい︒その筋道が︑どういう紆余

りしますね︒そのときに︑どういうところはどこまで引いてよ

必要があるときにはすぐ出せるような形にしていただければと

やっぱり︑これからボランティアにしても︑それから企業の

くて︑どこまでちゃんと押さえていてほしいかという︑最後の
と思います︒特に最終的にここは公の空間なので︑自由使用︑

方にしても︑結局︑義務とか権利とか︑それから責任とか︑そ

思います︒

自己責任という形でかかわる人たちがみんなかなり覚悟してか

ういう問題がいろんな形で絡んでこようかと思います︒その部

エッセンスがどう残っていくかというプロセスがすごく重要だ

かわっていかないと︑海の先の話が一義的に非常にセキュリテ

分を仕分けしながら︑ここにもありましたように︑公平で公正

また議論の中でその辺も検討していきたいと思いますけれ

いけない問題が非常に多いと思います︒

な形をどうつくっていくかという︑検討を重ねていかなければ

ィーというか管理がいきにくいということもあったりする︒
もう一つは︑かかわりの背景に︑ちょっと今の議論と違うか
もしれないのですが︑大勢の社会経済的事情からホームレスの
人たちが今の公園などでは一部邪魔者的に言われていますが︑
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ども︒
○佐藤委員 すみません︒またお金の話で恐縮ですが︑行政のほ

ょうか︒

それでは︑最後に次回の予定につきまして事務局のほうから

主義は置いておいて︑これだけの協働にはどれだけのお金がか

だけの仕組みはできないというところで︑とりあえず予算準拠

今︑おっしゃっていたように︑お金が何らかつかないと︑これ

うという議論がしにくい部分があると思いますが︑やはり私も

ないというところで︑なかなかこれにどうお金がかかって︑ど

す︒日程は別途調整いたしまして︑決めさせていただきたいと

それから岡島委員︑佐藤委員は次回第四回はお休みでございま

吉田委員には兼ねていらっしゃいますのでご出席いただきます︒

本日ご出席の委員の皆様では︑福嶋部会長︑惠委員︑山田委員︑

ですが︑
もう一つの分科会のほうの公園計画分科会となります︒

○岡崎企画課長 それでは次回以降ですけれども︑次回は第四回

お願いいたします︒

かるのか︑どういうふうな見積もりを出していけばいいのか︑

思っておりますが︑第四回の公園計画分科会はおおむね六月ご

うは予算準拠主義で︑予算がつけばやれる︑つかなければやれ

例えばボランティアコーディネート︑事務局機能にはどのぐら

ろに︑それから今回の続きの第五回事業手法分科会は七月ごろ

きょういただきましたご指摘で︑内容につきましては︑七月

いの人件費なり管理費なりがつかなければいけないのかという
ほんとに協働ということで︑ではどうやってお金を集めていく

までに皆さんと個別に調整なりさせていただきながら︑いい案

に開催いたしたいと考えております︒

のか︑
行政も企業も市民も知恵を出し合ってお金を集めてくる︑

をお示ししたいと思います︒日程︑場所等につきましては︑文

ような計算も非常に必要になってくると思います︒その上で︑

またはお金にかわるものを集めてくるというような︑そういう

それから︑次回の四回のほうの公園計画分科会ですが︑これ

書で改めてご案内します︒

いくには︑非常に必要になってくると思うので︑そのあたりを

も本日同様︑会議の取り扱いは公開が適当ではないかと会長に

姿勢が︑この新しい組織体をつくっていく︑組織論をつくって
頭を切りかえるといいますか︑私たちも含めて︑考えていかな

お諮りしたいのですが︑いかがでございましょうか︒
いでしょうか︒

○福嶋部会長 ありがとうございます︒次回以降の予定はよろし

ければいけないところだと思っております︒
○福嶋部会長 ありがとうございます︒予算に関してお考えいた
だくのは当然として︑具体的に今後の議論で︑多分もうちょっ

それから進め方に関しては公開とすると︑これはいろんな意

見が︑当然聞いてもらったほうがいいわけですから︑公開でい

とリアリティーが高まってくるのではないかと思っております︒
はい︑ありがとうございます︒

きたいと思います︒

会の資料もいただければと思います︒

ちでまた繰り返してしまうこともありますので︑ぜひ両方の部

資料を添付していただけると︒向こうで言っていることをこっ

はほとんどニュースが入ってこないものですから︑一緒に何か

○岡島委員 すみません︒もう一個の分科会のほうのことを︑私

それでは︑時間もきましたので︑とりあえずきょうの議論は︑
事務局のほうで取りまとめていただいて︑次にまた提議してい
ただければと思います︒
○本間副参事 第五回にまた提示をさせていただきたいと思い
ます︒
○福嶋部会長 ほかに意見ございますでしょうか︒よろしいでし
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○岡崎企画課長 はい︑共有化できるように何らかの工夫をして
資料送付させていただきます︒
○福嶋部会長 そうですね︒ありがとうございます︒ぜひそうし
ていただきたいと思います︒
今度︑公園計画分科会は︑おそらくあの中をどういうふうに
考えるかという議論になろうかと思いますので︑すごく関係し
てきますので︑よろしくお願いします︒
それでは︑事務局から今︑ご説明いただきましたけれども︑
ほかにございませんでしょうか︒よろしいでしょうか︒
それでは︑本日の部会はこれで終了したいと思います︒長時

︵午前十一時五十四分︶

間にわたりまして︑どうもありがとうございました︒

閉会
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