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毎年、稲城市職員と市民がともに学ぶ行政協働企画講座  を真摯に受け止める。そういう関係1生を対話の中から作 り

を、2月 2日 に開催 しました。今年のテーマは「対話によ  出していくことが、地域にとって大切なことだとお話いた

るまちづ くり」。福岡県福津市津屋崎にある「津屋崎ブラ  だきました。

ンチ」代表の山口 覚さんを請師にお迎え しました。

津屋崎ブランチで取り組んでいるまち

づくりの軸の 1つである「対話」に焦点

を当て、その大切さや心構え、「対話の

場づくり」を通じて地域にどんな影響が

広がつているのか、学校と地域が連携し

て取り組んだ事例をあげながら、お話い

ただきました。そして、ただ請演を聞いて終わ りではな く、

対話を体験することも織 り交ぜた講座で した。

中学 校 で対 話 の場 づ く り

中学校での例では「大人になる前にしておきたいこと」

というテーマを設定 し、中学生たちが本音を話せる場づ く

りを行つたそうです。すると、子どもたちから「大人は危

険な経験をさせて くれない。大人の役目は、危ない直前で

止めに入ること、どこまで安全なのかの距離感を経験させ

ることではないか」「自分たちは思春期で性のことにとて

も興味がある。でも大人はちゃんと目を見て話をして くれ

ない」と、大人もびつくりするような意見が沢山あつたと

言います。

子どもが安心 して本音で話せる場をつくり、大人はそれ

対話 を体感 してみて

相手を否定せず、話をしつかりと聴 く。一般論でなく、

自分の感じたことを話す。自分だけが正しいとは限らない

と思うこと。こういつた「対話の心構え」をもとに、対話

を体験する時間も作りました。

やってみると「決まつた筋書き通りに進み、決まつた落

としどころになる普段の会議とは違い、感じたことを話し

合う会議は新鮮だつた」といつた感想や、「対話の心構え

がとても役に立った。本音を話す場をどんどん作つていき

たい」といつた前向きな感想もいただきました。

◇

津屋崎ブランチの会議室は「未来会議室」と名付けられ

ていて、「未来を語る」「断定しない」「人を褒める」の 3

ケ条を掲げているそうです。これらは、山口さんがたくさ

んの会議を経験してきたなかで、「成果の出ない会議」の

要素を裏返して、「楽しく未来を変えていく会議」に大切

なこととして発明したもの。それぞれの現場に取り入れて、

未来を変えていつてほしいと、エーリレを送ってくださいま

した。

※津屋崎ブランチ webサイ ト http://1000gen.co m/

山口 覚さん
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ノく卜□―ルでコミュニケーション

平成 16年、稲城市の刑法犯認知件数は 12アフ件と最悪

の状況でした。東長沼地区も犯罪が多く、この状況を改善

するため自主的に行動を起こそうと、先代の奈良部自治会

長の旗振りで始まつたのが地域安全パ トローリレです。

主に毎月第 2日曜日の夕方に行つており、自治会役員

や自治会女性部会、多摩稲城防犯協会、自主防災組織、民

生委員、常春会 (みどリクラブ)な どから毎回 40人ほど

が参加しています。空き巣狙いなどが多く発生する夕方に

自治会館に集まり、防犯チラシを配布したリゴミ拾いをし

■・ 1臓11■

自治会を核とした人のつながり次世代の人づくり

東長沼地区では定期的な地域安全パ トロールや中学校と連携した防災訓1練の実施など、地域を

挙げて安全・安心なまちづくりを進めています。「住みやすいまちの基本となるのは安全・安心」

と考える東長沼自治会の取り組みを中心に、地域の皆さんの活動をど
｀
紹介します。

自
東長溜自主防災組織本部

ながら、自分の住む地域を中心にパ トローリレします。

「パ トロール自体はそれほど大変なことではないけれど、

それを十数年も続けるのは大変なこと」と自治会役員の方

は言いますが、地域の皆さんが定期的に顔を合わせて、世

間話や地域のことを話しながら楽しそうにコミュニケー

ションを深めているのが、長く続く秘訣だと見受けられま

した。

犯罪を寄せ付 けない工夫

きれいなまち、地域活動が盛んなまちは犯罪者が嫌がり、

地域に対する住民の関心が薄いまちは犯罪が起きやすいと

言われます。

このことから、東長沼では自治会の会合や地域の行事、

毎月 1回行う地域安全パ トローリレなどに関係団体の役員

はお揃いのベス トやジャンノヽ一を着用して参加したり、地

区内に 70か所ほどある掲示板に常に新しい情報を掲示す

るよう努め、住民が地域を見守つていることをアピーリレし

て犯罪者を寄せ付けない配慮をしています。さらに、稲城

駅前と亀山下公園の花壇の手入れを年 2回行い、犯罪を

起こさせないきれいなまちづくりを進めています。

平成 29年の稲城市内の刑法犯認知件数は 528件 (前

年比 2.90/0減)と、ピークの平成 16年と比べて約 3分のお揃いのベス トを着てパ トロール
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きれいなまちづくリヘ、公園花壇の手入れ

三中の防災訓練でのアルフア米を使つた炊き出し。東長沼

では、お湯を注いでからの蒸らし時間を長くしていますが、

これは高齢者や事L幼児など誰もが食べやすくなるようにと

の配慮からです

1に減 りました。市民挙げての地道な取 り組みの成果です

が、東長沼では、最悪の犯罪発生状況をきつかけとして地

域住民の結束がよリー層強まつたようです。

現在は、このような取 り組みと住民の結束を、役員だけ

でな く若い世代や新 しく住民になった人など、より広 く地

域へ浸透させるため、Facebookや Tvvitterな どインター

ネッ トも活用 して情報発信を行つています。

地 域 防災 の 人材 を育成

3.11の東 日本大震災以降、実際に帰宅困難や電力・生

活物資の欠乏を経験 したことから、特に小さい子どもを持

つ子育て世代の防災意識が高まつています。

東長沼では、小学校等を借 りて自主防災組織の主催で地

域防災副|1練を開催 していましたが、参加するのは大半が役

員という状況で した。そこで、「副|1練 に来てもらうのでは

な く、人が集まるところへ、こちらが出ていこう」と考え、

自治会の運動会や塞の神など多 くの住民が集まる会場で初

期消火訓練や防災ゲームなどを行い、若い世代にも体験 し

てもらうことを心掛けています。

稲城市は昼間の成人人口が少ないため、災害が発生 した

場合、中学生は避難所の設営・運営や配慮が必要な人の支

援などの担い手として期待されます。そこで、第一中学校

や第三中学校の防災訓練に積極的に協力 し、災害時に活動

―中の防災訓練では、大丸 。百村の両自治会も参加して協

力しました。中学生からは「実際に炊き出しや放水などを

体験できて良かつた」「もつと色々なことを体験してみた

い」との声が聞かれました

できる知識や対応力を身につけた次世代の人づ くりにも努

めています。

9月 1日 の防災の日に各校で行われる集団下校訓練に参

加するほか、今年度は一中と三中で土曜日の半日を使つて

実施された全校防災訓練に、自治会・女性部会 。自主防災

組織が参加 し、炊き出 し等の指導や消防本部職員の補助、

防災器材の提供などを行いました。

「災害時の避難所生活が長期間になると避難所を運営す

る側も疲れてしまうので、交替で避難所を運営できる人材

の育成が必要です」 (サ ‖島幹雄 自治会長 )。 このため、自治

会費の 3分の 1、 年間 150万円ほどを防災訓練の実施費

用や防災備蓄品の購入に充てています。

安全 。安心 が 住 み や す い まちの 基 本

「すべての人にとって住みやすいまちの基本は安全 。安

心であ り、その上に福祉や文化の充実が図られるのだと思

います。地域の安全・安心をつ くる中核 となるのは地縁団

体である自治会組織であり、次世代にもつながるように活

動 していく役害」があると考えています」 (サ ‖島会長 )。

安全も安心も、人と人のつなが りや、顔の見える関係か

ら生まれるもの。安全 。安心なまちづ くりと地域の活性化

は、実はイコーリレなのかも知れません。

(文責 種田匡延 )

塞の神のときに行う初期消火訓練
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いなぎ市民活動フォーラム 2017報告

“私"から生まれる

地域のつながり
いなぎ市民活動フォーラム 201フ 「食べて つながる～

Part3～ 」が、昨年 12月 2日に開催されました。

このフォーラムは「食べて つながる」をテーマに、食

を通じて様々な人が集い語り合える場づくりに取り組んで

きた 3年間の活動の総括ともなるものです。基調請演は、

「阿佐ヶ谷おたがいさま食堂」を主宰する齊藤志野歩さん

に、「“食"を通じて地域とつながり、まちの多様性を楽し

む」と題してお話いただきました。

齊藤さんは、不動産投資会社に勤務す

る猛烈社員でしたが、お子さんが 3歳

になつたのを機に「不動産業は、まちの

中で最も可能性がある」という考えから、

仲間とワーカーズコレクティブという形

態の会社を設立し、シェアノヽウスの企画

を手掛ける一方で、「子どもと 2人だけでとる食事への閉

塞感」をどうにかできないかという思いから「阿佐ヶ谷お

たがいさま食堂」をスター トさせます。

地元の商店街で買い物をし、レンタリレキッチンを借りて

地域の人と一緒に料理を作 り食べるというこの食堂には、

毎回 30人ほどが集まるそうです。

「仲 間が 10人 いれば、9回は自分で作 らな くても食ベ

られる」、そんな自分ごとから始めた活動。参加する人た

ちの動機もまちまちです。参加者のミッシ∃ンも「時間ま

でにご飯を作 り、みんなが楽 しく食べられるようにするこ

と」だけで、とてもシンプル。にもかかわらず、そこから

確実に地域の繋がりが生まれていて、様々な自治体から注

目されています。

「そんなふうに “私"から立ち上がる公共の場 “まち食 "

が、各地にできるのが理想」と齊藤さんは語つています。

レッチィナいなぎ
食べてつながる稲城の台所

「ノヽ一イ !野菜を切るよ～」「やりたい !やりたい l」 。

「サア !ノ くンケーキを焼くぞ」「ワー !早く早く～」。クッ

チィナいなぎのお姉さんお兄さん (?)が号令をかける

たびに、十数人の子どもから歓声が上がります。

「クッチィナ」とはイタリア語で「台所」の意味。稲

城の子どもを孤食から救い、調理と食事をともにする中

で親子や地域の絆を作つていこうと、稲城青年会議所の

2017年度理事長 。中村燈さんを中心に、同会議所を母

体として昨年スター ト。土 。日曜日のお昼時間などに、

これまで 12回開催しています。

参加しているのは、2歳から小学校高学年の子とその

両親。おじいちゃんおばあちやんや 0歳の赤ちゃんが

参加することもあるそうです。参カロ費は子ども無料、大

学生以上の大人は材料費として数百円となつており、子

供食堂関連のネットワークや各種団体からの現物寄付も

受けながら運営しています。

取材にお邪魔したこの日のメニューは、ノヾレンタイン

シチューとフリレーツホットケーキ。煮たり焼いたりと火

を使う部分はお兄さんお姉さんが担当し、野菜の皮をむ

いたり切る作業はお母さんお父さんに見守られながら子

どもたちが行います。手が空いた時間や食べ終わつた後

には、遊んだり紙芝居を読んでもらつたりして、みんな

で楽しみます。高学年の子が年下の子の世話をしたり、

小さい子が年上の子を慕つて後をくっついていく、なん

て関係がとても自然にできています。

普段仕事を持つているお母さんも、「休みの日も溜まつ

た家事に追われて子供と触れ合う時間がなかなかとれな

いけれど、ここに来ると親や子どもが互いに気を配り合

えるので、自分もリフレッシュできる」そうです。

次回開催日など問い合わせや情報入手は下記から。

webサイ ト 「クッチィナいなぎ」で検索

Eメーリレ cucinaQinagi.info

Support centre News Letter

l              ~~~~~~~~~―

―― ―― ― ―

                                                                                                                                       l

4


