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 平成２３年度第２回四街道市みんなで地域づくり推進委員会 会議録 

 

【開催日時等】 

<開催日時> 

平成23年10月14日（金）14:00～16:20 

<開催場所> 

四街道市役所こども保育課2階会議室 

<出席者> 

（委員）庄嶋委員長、大橋委員、國生委員、原委員、大沼委員、江口委員、猿橋委員、岩

井委員 

（事務局）大野政策推進課長、宇田市民活動推進室長、齋藤副主査  

（みんなで地域づくりセンター）NPO法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ（NPOクラ

ブ）勝又副代表理事、毛見コーディネーター  

<傍聴者> 

0 人 

 

【次第】 

1 開会 

2 委員長挨拶 

3 議事 

 (1)平成 23 年度上半期みんなで地域づくりセンターコーディネーター業務報告  

 (2)「みんなで地域づくり」の視点に立った補助金等制度のあり方について  

4 その他 

 

【配布資料】 

資料№1･･･平成 23 年度（6 月～9 月）みんなで地域づくりコーディネーター業務報告 

資料№2･･･平成 23 年度（6 月～9 月）みんなで地域づくりセンター事業関連資料  

資料№3･･･「みんなで地域づくり」の視点に立った補助金等制度のあり方について  

資料№4･･･地域づくり活動助成事業制度及び市民提案制度についての考察
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【会議経過】 

１ 開 会 

 

【事務局（宇田室長）】 

定刻になりましたので、ただ今から平成２３年度第２回目の四街道市みんなで地域づく

り推進委員会を開催いたします。  

本日は６名のご出席をいただいています。  

原委員、大橋委員が若干遅れるというご連絡がありました。  

みんなで地域づくり推進委員会要綱第７条第２項に規定する過半数に達しております

ので、本日の会議が成立しておりますことをご報告いたします。  

それでは、会議の公開、非公開につきましてお諮りいただきまして、その後、委員長か

らご挨拶をいただき、以後の進行は委員長にお願いいたしたいと思います。  

なお、現在のところ傍聴を希望されている方はいらっしゃいません。  

では、委員長よろしくお願いいたします。  

【庄嶋委員長】  

皆さんこんにちは。  

本日は、第２回みんなで地域づくり推進委員会ということになります。  

それでは事務局からお話がありましたように、議事に入る前に、公開、非公開というこ

とで、今日特に議事の内容として非公開にしなければいけないようなものはないと思いま

すので、公開ということでよろしいでしょうか。  

【委員】 

はい。 

【庄嶋委員長】  

では途中から傍聴者の方が来られたら、入室をお願いいたします。  

 

２ 委員長挨拶 

 

【庄嶋委員長】  

それでは、議事に入る前に挨拶をさせていただきますが、みんなで地域づくりセンター

が開設されましてちょうど１年経ったということで、約１年間既に活動がなされてきまし

た。 

この委員会では、センターの動きについて、報告をしていただいて、改善点などについ

て、いろいろとアドバイスなどをしていくということですが、１年間非常に活発に活動さ

れて来られたので、私もセンターの検討にあたっては、四街道市役所の職員として関わっ

たので、非常にうれしく思っております。  

今日はセンターの業務報告のほかにもう一つ、委員会の役割の一つとして、みんなで地

域づくりに関する施策や事業の展開に関して、その進捗の状況などをこちらで見守るとい

うこと、また、新たな制度化を図ったり、制度の見直しをするという時には、市民を代表

いたしまして皆さんにいろいろご意見をいただくということになっておりますので、今日
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はそういった案件も入っているということになると思いますので、活発な議論を期待して

おります。 

 

３ 議 事 

 

【庄嶋委員長】  

それでは議事に移ってまいりたいと思います。  

次第をご覧ください。  

 みんなで地域づくりセンターのコーディネーターの業務報告につきまして、ご報告をお

願いしたいと思います。 

【事務局（齋藤副主査）】 

今回第２回目のみんなで地域づくり推進委員会ですけれども、２３年度上半期のセンタ

ーの業務内容についての報告ということで開催いたしました。 

第１回目の会議が東日本大震災の影響で６月にずれ込んだということで、４月、５月分

についての報告も第１回目で行いました。 

今回第２回目につきましては、６月以降９月までの業務報告につきましてご報告させて

いただきます。  

これ以降、受託業者のＮＰＯクラブの勝又さんよりご報告させていただきます。  

【勝又（NPO クラブ）】 

それではご報告いたします。  

資料１、平成２３年度６月みんなで地域づくりセンターコーディネーター業務報告と資

料２のセンターニュース、チラシ、広報誌の掲載部分などの綴りがございますので、それ

をご覧ください。  

また、２３年度の業務計画ということで、全体計画（業務スケジュール）として１年間

の計画が記載されておりますので併せてご覧ください。  

 業務計画についてですが、上段に事業名が書いてあります。  

みんなで地域づくりセンターの業務を行うに当たって、いくつか柱がありまして、それ

のまず一つが地域課題への取り組みのプロデュースということで、この資料の中では、主

に地域づくりサロン、今年度既に行っております防災連続講座などがあります。  

また情報の収集、提供として、団体、機関のヒヤリング、センターニュース、ブログ、

メルマガなどの発行、市民活動情報サイトなどがあります。  

地域づくりをする団体や個人から相談ということで相談対応があります。  

みんなで地域づくりセンター事業を進めるに当たっての講座、懇親会の開催ということ

で市民活動団体のステップアップセミナーというのを計画しております。  

４月の市民活動団体の会計講座＆相談会から全体の計画を始めております。  

活動支援ミニ講座というのは、市民活動団体が活動を進める上で、特にパソコンの使い

方などＩＴについて個別に教えてほしいという時に開催しているものです。  

 多様な人や団体が地域づくりに参加する企画とありますが、地域課題への取り組みのプ

ロデュースの延長になりますが、センター事業や地域づくりにいろいろな人が関わって、
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参加していただきたいと思いまして、この考え方に基づいて、後からあります「大きなテ

ーブル」や｢小学生ボランティア体験｣、「地域づくり写真展」などを行っていきます。  

 では資料１の平成２３年度６月の報告についてお話いたします。  

 １ページ目、地域づくりサロンとして「自治会の情報交換会」を６月１４日に開きまし

た。 

参加者は主に自治会の会長などが２０名参加しまして、議題としては、「１ 東日本大

震災時の自治会の対応や活動について」、「２ 情報交換したことを持ち寄って話し合おう」

ということで、自由に意見交換を行っております。  

 ２ページ、福祉作業所紹介・販売フェア「大きなテーブル」を開催いたしました。  

これは前回の委員会でもお話しいたしましたが、資料２のチラシにその時の様子が掲載

されています。 

２日間にわたって行ったのですが、約３７０名の方に参加いただきました。  

福祉作業所などが７団体、賛助団体として四街道市内の福祉作業所ではないけれども、

その活動を応援して出品などをしてくれる団体ということで４団体、合わせて１１団体で、

センター内において、作業所で作っているものなどを並べ、普段目に触れることの尐ない

作業所の商品や活動を紹介するという場になりました。  

後ほどお話ししますが、大変参加者も多く出店団体にも好評であったため、第２回目を

１１月に計画しております。  

 次に３ページ、防災連続講座「安心して暮らせるまちづくり」ということで、３月１１

日の震災を受けて、今年度は安心して暮らせるまちづくりということで防災連続講座を６

回組んでおります。  

そこに併せて特別講座として、被災地陸前高田市のオートキャンプ場を避難所として開

設していた蒲生さんに来ていただいて、実際の災害の様子とか避難所のお話を伺いました。

参加者は６４名でした。 

 次に７ページに７月の報告がございます。  

地域づくりサロン｢子育て支援交流会｣を７月２０日に行いまして、９団体１４名の方に

参加いただきました。  

その前に子育て支援団体の方から、いくつか相談とか情報をいただいて、情報交換が必

要ではないかということで初めて開催しました。 

参加者にまず自己紹介と団体の紹介からしていただいて、いろいろな課題について意見

を出していただきました。 

このサロンについては、２回目はまだ開いておりませんが、参加された団体同士、ある

いは参加された団体とセンターが個々に現在もつながりがついています。  

 また防災連続講座の２回目を開催しました。 

｢行政の防災への取り組み｣ということで、担当の自治防災課の方においでいただいて、

四街道市での防災の取り組みについてお話しいただきました。 

参加者は６７名でした。 

１回目もそうだったのですが半数が民生委員の方ということで、例えば、地域で災害が

起きた時の要援護者の問題など関心をお持ちの方が多かったです。 
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自治会の方も参加いただいております。 

内容は３月１１日の震災を受けて市レベルで被害想定や防災計画の見直しが行われて

いるということで、四街道市でも現在はその段階ですというお話でした。  

やはり行政の取り組み、「公助」についてですが、震災が起きた場合には、最初の段階

では「自助」「共助」が必要であるというお話がありまして、沢山の質問、意見が出されま

した。 

 それから第３回目を７月２６日に行いまして、その時は「災害時要援護者と地域住民の

役割」ということで、参加者は５７名でした。 

要援護者については名簿をどうするのかということが絶えず出されるのですけれども、

回を重ねていくなかで、やはり地域での助け合いが必要だとか、民生委員と自治会の連携

が必要だという意見が出されています。  

 次にステップアップセミナーということで、「ＮＰＯ・市民活動講座」を７月２１日に開

催いたしました。  

これはセンターで行いまして、参加者は団体の方が８名、それからコーディネーターも

研修ということで３名、合わせて１１名が参加しております。  

その内容のポイントについて資料２の６ページにありますが、センターニュースに要点、

を記載しております。 

 ７月は今後の活動の準備ということで、「大きなテーブル」の２回目に向けての打ち合わ

せを行いましたし、「小学生ボランティア体験」の準備を行いまして、７月１日から募集の

受付をいたしました。  

 １３ページ、みんなで地域づくりセンターの８月の業務報告です。  

８月は秋に向けての講座や企画の準備などを行いまして、「自治会の情報交換会」を毎

回開く前に自治会の有志の方、何人かにお集まりをいただいて準備会を開いています。  

 １４ページ、「夏休み小学生ボランティア体験」を行いました。  

８月２日から２２日にわたって、ボランティアの受け入れ団体としては今回５団体にお

願いしまして、各１０名ずつ受け入れということで行ったのですけども、延べ１００人近

くと大変多くの申し込みがあり、団体の方にお願いして参加人数を増やすなど対応し、７

５名の参加がありました。 

資料２の５ページ、みんなで地域づくりニュースの表紙に、それぞれのボランティアの

体験の様子を掲載しております。  

 資料１の２１ページに戻っていただきまして、第４回の「自治会情報交換会」を行いま

した。 

このときには準備会のときに、ご意見、話し合いたいことが出ていましたので、事前の

出欠とともに事前のアンケートをお出しいただきました。  

役員の任期とか管理世帯数、役員数、自治会の団体活動に配分する補助金から団体活動

に出すお金、それから自治会費などの徴収額、それから自治会館の有無などについてアン

ケートを行いまして、１４区自治会から提出いただきました。  

当日は３７名の方に参加いただいて、役員の任期が１年というところが多く、活動がな

かなか続かないという課題について、どうしたらいいのかということや、区、自治会を有
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効に使って自治会の活動を豊かに進めるにはどうしたらいいかということを４グループに

分けて話し合い、情報を共有するという形をとらせていただきました。  

 ２２ページ後半のところでは、防災連続講座「安心して暮らせるまちづくり」の第４回

で、災害図上訓練・防災マップの作成を行いました。  

参加者を５グループ、およそ中学校区ごとに分けて、住宅地図を貼り合わせた地図を使

って、避難する場合にどういう経路を通るか、危険なところはどういうところか、災害が

起きた時の資源になるようなところについて、確認をしながら課題をまとめるということ

でまとめ、現在、センターに５グループの報告が貼ってあります。  

グループは近辺の住人の方ですので話が盛り上がっておりました。 

参加者からは具体的な枠づくり、図上訓練のことが分かった、話し合うことができたと

いうことと、５地域では入らない地域がありましたが、そこの方たちは後からセンターに

来て資料をコピーして、自分の地域で持って帰って話し合いますというところが３地域ほ

どありました。  

 また、発表のなかで、地域で自分たちの地域の防災について半年かけてこれから話し合

いプロジェクトを立ち上げる、という発表もされていました。  

 次に、ステップアップセミナー「市民活動団体のための会計講座＆相談会」です。 

昨年から行っておりまして、今年度も４月に１回目を開催し、今後も尐人数ですが、じ

っくり、会計が全く初心者の方でもわかるようにしようということで、今年度はあと９月

と１月の２回は開催する予定です。  

１回目の参加者は７団体９名でした。 

その中にはこれからワンデイシェフの活動をする「日替わりシェフの店 さくらそう」

のメンバーの方も参加され、このメンバーの方たちは今までもこの会計講座に参加したり、

会計相談を受けたりしています。  

それから自治会の方、これから法人の立ち上げを検討している団体の方などの参加があ

りました。 

 ２３ページでは、今後の準備です。  

みんなで地域づくりセミナー「市民『みんな』の力で、地域を元気に」を、１０月２２

日に開催いたします。  

資料の２の２３ページにありますが、市民参加あるいは市民協働で、市民の方が沢山参

加して地域づくりをやっていこうということで、それは四街道市では「みんなで地域づく

り」としておりますが、このことについて考え方とか地域での事例を交えてお話をしてい

ただこうということで計画しています。  

チラシの中でも記載しましたが、自治会の活動なども活発に行われていたり、ＮＰＯ・

市民活動団体の活動も活発に行われていますけれども、その中で団体のメンバーの固定化

や、今後どういうふうに進めていくのかという課題も出されているということで、そうい

うことに対して地域でいろいろな新しい形の参加や団体同士の連携などもしながら、活発

な動きを作っていくにはどうしたらいいかということで、参加された方とも意見交換をし

たいと思います。 

是非、皆さんにも参加いただければと思います。  
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 ２３ページ戻っていただいて、今後の準備としては、福祉作業所の紹介・販売フェアで

す。 

は資料２の１６ページにポスターがございます。  

後ほどセンターのコーディネーターが来ておりますのでお話しいただきます。  

 資料１では２７ページから相談受付内容と問い合わせの内容がありますので、ご覧いた

だければと思います。 

最近の相談で感じたところでは、講座などを開催していることも影響あるのかもしれま

せんが、ＮＰＯの法人の立ち上げの相談や会計処理についての相談についても来るように

なってきたということ、市の補助金を使った活動として行うイベントの団体の方が、いろ

いろな事業をする上で団体との連携を図りたい、キャンドルを作る団体はありませんかな

どということで、継続してご相談をいただいているということがあります。  

 それでは、今後の準備も含めて「大きなテーブル」と「ワンデイシェフ」も開店に向け

てチラシ等を出していて、その活動をサポートしていますのでコーディネーターの毛見さ

んからお願いしたいと思います。  

【毛見コーディネーター】  

「大きなテーブル」についてですが、１回目６月に開催しまして、その後皆さんと反省

会や、１回目にいらした方のアンケートから、もう１回是非こういうイベントを開いてほ

しいということで、第２回の｢大きなテーブル｣の開催が決まりました。  

この前の回がみんなで地域づくりセンターの中の大きなテーブルだけだったので、車椅

子でいらした方などがゆっくり入れないで外で待機をして順番に入っていただくというこ

とがありましたので、今回は施設管理公社に協力をいただきまして、文化センターの展示

ホールとみんなで地域づくりセンターの２カ所を使って開催することに決まりました。  

 また出向いて相談するほどではないのだけれど、いろいろな施設の方のお話を聞く場と

して、福祉作業所等への相談会、いわゆる進路相談も併せて設けます。 

 チラシに掲載した団体以外では、現在予定として佐倉市のどんぼ舎が参加をしてくださ

います。 

４団体が新しく参加してくだることになりました。 

今月２０日に全体会として話し合いの場を設けて、１１月１８日、１９日に向けて準備

をしているところです。 

「大きなテーブル」に関しては以上です。  

 １４ページの地域づくりサロン「ワンデイシェフの魅力」の第４回の勉強会が、ついこ

の前１１日に行われました。  

今現在、第３回の勉強会をしまして、「さくらそう」の会員として登録をしてくださってい

る方が１８名ほどおります。  

実際に日替わりシェフの店を運用するにはもう尐し人数がいた方が皆さんの負担にな

らないということで、今回４回目の地域づくりサロンとして「ワンデイシェフの魅力」を

企画して、尐し遠いですが、長野県の上田でコミュニティ食堂をしていますコラボ食堂の

方に行ってまいりました。  

チラシでは定員が２０名となっておりますけれども、これは新規の方２０名ということ
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で、それ以外に今まで会員になっていらっしゃる方とセンターのスタッフ合わせて、実際

の参加者は４１名でした。 

当日入会の申し込みをしてくださった方が４名おりまして、その他ほとんどの方がもう

尐し勉強してからという形になっております。  

今月第４木曜日２７日に、この方々と今までの会員の方合わせまして、また勉強会をし

ます。 

１２月にできれば開業という形で今準備を進めているところです。  

【庄嶋委員長】  

はい、ありがとうございます。  

年間のスケジュールというのは前回お配りしていただいていたかと思いますが、今日は、

ひとつは上半期のセンターの事業等を皆さんで共有して議論するということですが、先ほ

ど説明がありましたように、第１回の開催が東日本大震災の関係で尐しずれたということ

で、６月以降の事業について報告をいただきました。  

それでは今報告のあったセンターの事業について、皆さんからのご質問とか、何かあり

ましたら出していただければと思います。  

【猿橋委員】  

みんなで地域づくりセンターの皆さん積極的に活動いただいて、当初の枠組みが具体的

にどうなるかと思っていましたけれども、すごく着実にやっていただいて、これが発足の

意味だったということをつくづく感じる次第です。  

地域づくりサロンについてお聞きしたいのですが、大震災がございまして防災関係、自

治会関係かなりタイムリーに行われており、なかなかこういうことはみんなで地域づくり

センターがないとあまり活発でなかったかなと感じています。  

これからの裾野が広がっていくというようなことで、かなり期待もしておりますし、そ

う意味で地域づくりサロンというのがすごく機能を果たしているなと感じます。 

あとワンデイシェフなどの他に子育て関係のサロンで、１回目をやってみて、ニーズだ

とかあるいは目的が何かまだ固まっていないかと思うのですが、そのようなものが具体的

に子育て支援等の団体がどのような形で地域づくりサロンと連携をとって、何かを進めて

いこうかというようなことについて、何か具体的な考え方とか出ていたら教えていただき

たいなと思います。 

【勝又（NPO クラブ）】 

先ほどお話ししましたように、１回目に課題を出し合って、全体をどうしようかという

段階ではなく、これからまたテーマに沿ってやっていこうということです。  

その中で逆に参加された団体の方からセンターに対して、ミーティングスペースをこう

いうふうに使えないですかというようなご相談がありまして、それは小さいお子さんがい

るお母さんが自主的な勉強をする場所として使うのに託児をしながら使えないかというよ

うなことがありました。 

これは情報交換をした成果だと思うのですけれども、センターの事務局側としては相談

をしまして、ミーティングスペースは一応打ち合わせのために使用するという考えでやっ

ております。 
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講座や集まりに使えるかどうかというのは、尐し何回か議論したのですけれども、でき

るだけ使える方向で考えていこうと思っております。 

センター自体いろいろな形で使える場にしていこうということで、それにあたって不都

合なことがあれば、予め考えておいたり、あるいは現在は申し込みが重なって場所が足り

ないということはないですが、そのような場合は、新たな決まりを作らなければいけない

と思っております。  

今のところはどんどんいろいろな場面で使っていただこうということで、小さなお子さ

んのいるお母さんの自主勉強会の場として使っていただくこということがありました。  

行ったこと自体はまだ打ち合わせの段階だったようなのですけれども、そういうふうに

センターの場としても子育てに役立つというは歓迎することだなと思っています。  

 こういった活動やボランティア体験などをする中で、子どもや次世代の人、若い人にど

んどん関わってもらいたいということで、今後の企画としてまだ固まってはいないのです

が、「子ども記者育成講座」を考えております。 

子どもも目線でいろいろな四街道の活動を見てもらって発信していくものです。  

また小さいお子さんを育てているお母さんたちの孤立という問題もありますので、そう

いう人たちのつながりを作るようなきっかけとして、例えばブログ講座などを開催してい

けないか検討をしています。  

【江口委員】 

子育て支援団体の交流会に参加した一人としてなのですが、あの時にすごく斬新だった

なと思うのは、いわゆるまじゃりんこみたいな地域団体と、それとは違う団体が一つのテ

ーブルに顔を合わせたというのがすごく大きかったと思います。 

それはどういうことかというと、ボーイスカウトなど、一緒に場を共有する機会がなか

った団体がいくつか顔を合わせたと、そういう意味ではいいケースにはなったかなという

ふうには思いました。  

ですからこれから子育てのグループが手をつないでいくきっかけ作りにはなったかな

と思います。  

【庄嶋委員長】  

このあと子育てサロンの関係が出ていますけれども、関連になるかどうかわからないで

すが、例えば先ほど同じ地域づくりサロンで、自治会の関係ですと準備会というのが先に

できて、言ってみれば参加している有志の方で自主運営っぽくなっているのかなという感

じがします。 

そういう意味で、地域づくりサロン、例えば子育て関係なども、参加している方たちの

自主性を生かしながら、センターがうまく側面から支援するというスタンスが必要だと思

います。 

【勝又（NPO クラブ）】 

もともと何団体かの方にお話しした時に、そういう場を設けたいということで２、３団

体くらいの方とコーディネーターが話をして実現したことでもありますし、「大きなテーブ

ル」でも最初はこちらから投げかけしたのですが、今後は、参加する作業所の方に集まっ

ていただいて企画していただければと期待しているところです。 
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【庄嶋委員長】  

やはり場を設けて、センターは場を創出して、そこに皆が集まって自主性を育むという

のがとてもいいやり方かなと思います。今やられている方法はとてもいいと思いますね。  

他にいかがでしょうか。 

【大橋委員】 

子育てとは尐し違いますが、今までやられてセンターの事業など、いろいろ話を聞いて

いて、内容がすごくいいこと場合、特に防災などは、今回震災があって商店主の方たちも

すごく不安になっていて、そういう人たちもどこかでそういう勉強会を開いてもらいたい

とか、駅前も含めて高齢の商店主が増えてきていて、今回の震災では精神的なダメージも

大きくて、どのように対応していったらいいかということも考えてはいるのですけれども、

セミナーが行われている時間帯が、普段仕事をしており、参加したいと思っている人も、

時間的なものを考えるとなかなか厳しいものがあるので、商店主の人たちも四街道の市民

でもありますので、そういう人たちも参加できるような形がうまく取れればいいのではな

いかと思います。 

【勝又（NPO クラブ）】 

ありがとうございました。  

防災講座を開く時に、本当に民生委員、自治会の方だけではなくても参加いただいてい

るのですが、国際交流関係の方、福祉関係の方、社会福祉協議会、高齢者施設など、いろ

いろなところが連携する必要があるというのは思っているのですけれども、時間帯として

はどういう時間帯が一番よろしいのですか。  

【大橋委員】 

すごく難しいのは、実は商工会はいろいろと会議をやる時に、大体夜開催することにな

るのです。 

ところが夜だと今度は夜に営業している飲み屋や飲食店は参加できないので、なかなか

両方が出られないという形です。 

商工会自体も難しい問題なので、何かその辺うまくできるような方法がないかなと思う

のですけれども、非常に難しいです。 

ただやはり今回の３月の震災で相当皆不安になっていて、防災に関する知識を得たいの

だけれども、得る場所とかがないということで、今度また震災が起きたらどうしようとい

う、常々思っている方が多いです。 

私もどうしたらいいのかなかなか見つからないのですけれども、防災関連の取り組みに

時間帯的なものなどで参加できない場合もありますが、商店主の人たちもそういう意義が

あるというのを知ってもらって、うまく参加してもらえればなという気はしています。 

私、たまたまワンデイシェフの方と交流があるので、ワンデイシェフすごく素晴らしい

なと思って、お手伝いしたりしていますが、なかなか時間を作るのが難しいので、何とか

子育ての人たちや商店の人たちもおりますので、そういう場で聞けば、本当にいい地域づ

くりになるのではないかなと、そういう気がしています。  

【庄嶋委員長】  

開催した内容の結果のとりまとめはどのようにしているのでしょうか。 
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【勝又（NPO クラブ）】 

今、レジュメとアンケートなどまとめており、さらにセンターニュースに載せていきま

す。 

また全部の回が終わった段階ではまとめの特集号の発行を考えております。 

【庄嶋委員長】  

対面でみんなが参加するというのは、時間帯が限られてしまうので、関係の人が参加し

て、出た方が出なかった方に資料等を使って様子を伝えるという形で、尐しずつ広がる形

をとるしかないのかなと思います。 

そういう意味では、関係される方が出られるような体制を整えるというのが、まず必要

ですね。 

【大橋委員】 

私が委員会に参加させていただいて、全部の人には話はできないのですけれど、いろい

ろと話をして、ワンデイシェフのことなども話をすると、結構取り組みを行っているのだ

ということで、興味を持たれたり、ということはあります。 

商工会も年に何回かは商工会だよりといって、商工会の会員に配ったりするので、それ

を一緒に同封できるかどうか分からないのですけれども、何か一緒に入れてもらったりす

ると、もしかしたら、取り組みについてもわかるし、すごく興味があれば、そういったも

のを作ってでも、参加するという人も来てくれるのではないかと思います。  

【勝又（NPO クラブ）】 

１０月２５日に次回の防災講座がありますが、避難所の運営ということで、これもいろ

いろなところに関わるので、この間、社会福祉協議会や「ふきのとう」にお話に行って、

ご報告をして、参加していただけるということでした。  

【庄嶋委員長】  

他にありますか。 

時間の目安としてあと１５分くらいこの話を続けようと思っているのですけれども、他

に質問や感想でも構いません、ありましたらお願いいたします。  

【江口委員】 

夏休みの小学生ボランティア体験ですが、これを体験した後、子どもたちがどう動けば

いいのか、体験した後の感想や学校に持ち帰って、２学期が始まってからなど、子どもた

ちと話し合いはされましたか。  

【勝又（NPO クラブ）】 

もともとはボランティア活動を知ってもらおうということで始まりましたので、それぞ

れ感想の中でも今度からこういうボランティアをしたいということが出ていますが、事後

にまた集まってというようなことはしていないです。  

【江口委員】 

子どもたちは、自治体によっては子ども議会というのをやりますし、実際に子ども一人

一人が議員になって、子ども向けに行政がどう受け止めるかは、それは行政によって若干

違うのですけども、そういうものに発展させていく、あるいはそこまでいかないまでも、

学校に帰って何らかの、やりたいなと思うような動機づけを、この取り組みの中で作って
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いくということが子どもたちの力を育てていくことになるのかなという気がします。 

だからボランティアの場を確保するだけではなくて、その後、子どもたちがどう動いて

いくのかというも見通しながら、強制ではなくてプログラムみたいなものを考えていくと

もっと育つのかなと思っています。  

【勝又（NPO クラブ）】 

このボランティア体験は今年初めてでしたので、来年はまたいろいろ考えてしていけれ

ばと思います。  

【庄嶋委員長】  

他にいかがでしょうか。 

関連するのですが、今回初めて子どもの夏休みボランティアをやって、１回目で７０数

人というのは、非常に集まったという印象持っています。他の町でも夏休みに小学生のボ

ランティア体験というのをやっていますが、初回からこれだけ集まったというのはあまり

記憶にないですね。 

このような周知をする時に、小学校と協力されたなどあると思うのですが、そのことも

含めたうえで、今センターでいろいろ事業をやるうえで、先ほどの「大きなテーブル」だ

と福祉関係というテーマになりますし、その他自治会の方だと地域防災の方が出てきたり

ということで、役所内のいろいろな部署がセンターとどのように関わっているのかという

あたりをお聞きしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

【勝又（NPO クラブ）】 

センターの運営というのは、コーディネーター、受託団体だけではなく、市の担当課の

方と一緒に行っており、月２回のコーディネーター会議で、それぞれの企画や広報などに

ついて、担当課の職員にも出席していただいてお話をしています。  

例えば「小学生ボランティア体験」であれば、小学校に１人１枚ずつチラシを入れると

いうことで、前から準備をして市に段取りをしていただいて、広報するといった形で進め

ております。 

他、市政だよりに載せたり、他課との関係があること、例えば、防災講座でしたら民生

委員の関係の課へ、市の方と一緒に担当のコーディネーターが行き説明をしております。 

【事務局（宇田室長）】 

行政サイドが事業を企てようとすると、個別の組織の視点のみに終始しやすくなります。 

やはり市民に立脚した生活レベルでの視点で物事を見ると、行政のあらゆる機関との連

携が図られないと、一つの企画が有効に打てなくなる、という意味で、みんなで地域づく

りセンターにおいては、市民に立脚した視点でイベントを打つので、やはり関連する組織

が他課に及ぶのですね。 

そういったことが特徴としてできるということです。  

これがやはり市民に受けているのではないかと思います。  

チラシも分かりやすく作るスキルがあるので、子どもにも子どもなりに理解できるチラ

シで、おもて面は子ども向けで、興味のある人は親に裏を見せて申し込んでというような、

工夫もあり、それが功を奏したのかなと思っています。  

【庄嶋委員長】  
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実際に役所の側から事業をやる時に、市の課からセンターに協力を求めるというのは結

構あるのですか。  

【事務局（宇田室長）】 

逆は今のところあまりないですね。  

むしろ今センター側から仕掛けていって、いろいろな課がそういう風なことに気がつき

始めている、といった段階です。  

【庄嶋委員長】  

他にどうでしょうか、センターの話題で何かありますでしょうか。 

【大橋委員】 

２０１１年の問い合わせ内容で、７月１４日に四街道２丁目の住宅を訪ねたいとありま

すが、これは何ですか。 

【勝又（NPO クラブ）】 

簡単にしか書いていないのですが、場所が分からないので、訪ねたいのでということで

住宅地図を示してお知らせしたということです。  

【大橋委員】 

 わかりました。  

【庄嶋委員長】  

 最後に私から、感想ですけれども、例えば防災講座をやられていて、その半数の方とい

うのが民生委員の方が来られているということで、単に何か地域づくりを学びましょうと

いっても、そういうこと自体に関心を持っていない人は、引っかかってこないのか普通だ

と思うのですよね。  

やはり自分が地域の中で果たしている役割に絡むテーマというのが設定されることで、

こうやって相当集まってこられる。  

その場がまた皆さんにとっては、恐らく普通は情報交換するなどというのは、あまりな

いと思うのですけれども、そういう場にもなっているし、そういうのを創出、まさにプロ

デュースされているのは、本当にこのセンターを開設する前にセンターはどうあるべきか

検討した時のものを、着実に実行していただいていていると思います。他の町の市民活動

センター的なものを見ますと、こういう動き方をできているところというのは、多分ほと

んどないと思うので、そういう意味ではますます「四街道はすごい」ということを私もい

ろいろなところでしゃべりたいと思っていますけれども、ひとつ頑張ってください。  

 それではこの話題について、センターについてはよろしいでしょうか。  

この後、今日はもうちょっと大きめの話題があります。  

ご存じのとおり、昨年皆さんにも関わっていただいたとおり、地域づくり活動助成事業

というのがあります。この審査を昨年度われわれでやりましたけれども、それにも絡みま

して、そういった補助金等の仕組みの見直しを市の方でかけていくということになってい

ます。 

その関連のことで、この後情報提供が最初になされますので、ちょっと頭を休めて、３

時５分くらいまで休憩を取りたいと思います。  
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（休憩） 

 

【庄嶋委員長】  

一応今日は、２時間くらいで２時から４時までが理想なのですが、この後説明があると

思うのですけれども、補助金等の見直しについて情報提供が結構あるようです。  

今回目指すところは、補助金等の見直しについて結論を出すことではありません。まず

は今から説明のあることを、今日は十分に理解をするというか、どういう情報なのかとい

うことを、わからないところをどんどん質問し合って、他市の事例とかいろいろ出てきま

すので、できるだけどういうものなのかということを知ろう、理解しようということを、

今日の目標にしたいと思います。  

引き続き次回に、今日情報提供された内容を踏まえて四街道市ではどういう制度がいい

のかという話になると思いますので、一応４時が目安ですが、若干過ぎた場合はご了承願

いたいと思います。  

それではお願いいたします。  

【事務局（齋藤副主査）】 

この後、資料３と４を使わせていただきますのでお手許にご用意ください。  

 現在市では、みんなで地域づくりの推進を図るために様々な施策を行っているところな

のですけれども、財政的な観点で先ほどもありました地域づくり助成事業が用意されてい

ます。 

資料３の１２ページ以降をご覧いただきたいのですけれども、４番「みんなで地域づく

り」を進めるための施策ということで記載がございます。  

 ここで（１）市民活動を活発にする施策、こういったものが列記されているわけですけ

れども、この中で（１）であれば、③地域づくりの補助・助成の見直しを行っていこうと、

こういったことが謳われています。  

また、（２）の施策で③市民活動と市政が協力して地域づくりを行っていこうというも

のを提案する制度、協働事業提案制度を整備していこう、こういったことが地域づくり指

針でも謳われております。  

指針の中でこういった見直しを行っていこうという背景の他に、現在地域づくり活動助

成事業においては、市民活動団体が主体的となって自立した事業を展開しているところで

すが、地域づくり活動助成事業終了後も継続的に事業を行っていくために、特に資金面に

おいて多様な資金の確保が今後重要な課題となってきております。  

また市民活動団体の活動の認知であったり、団体の基盤強化であったり、活動の拡大な

ど、自立した活動を行ってくために制度の見直しが求められているとこであります。  

また先ほども示したとおり、みんなで地域づくり指針において市と市民活動団体が協力

して行う事業を提案する制度の整備、また昨年度の会議でも若干ご説明させていただきま

したが、資料３の一番後ろのページをご覧いただきたいのですけれども、市長の公約を具

体的な事業に落とした３６のアクションというものが示されております。  

こちらは市民団体が主体的に実施する事業の拡大を財政的な担保を取って制度化して

いこうという制度です。 
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こういったことで地域づくり活動助成事業を含めた市民参加、みんなで地域づくりの推

進を図っていくための制度の仕組みを検討していこうという背景があります。  

それでは資料４をご覧ください。  

今回見直しに当たって現行の制度を市がどう捉えているかについてまとめた資料です。 

１ページ目、地域づくり活動助成事業の制度について記載したものです。  

ページをめくっていただきますと平成１３年度の制度開始から昨年度まで採択された

事業が掲載してあります。  

こちらの状況の欄に現在も活動が行われているのか、中止しているのか、事業が終わっ

てしまったのかということが簡単ではありますが記載してあります。 

こういったものを受けて、市でこの制度開始されて、提案団体数もおおよそ５件から１

０件の間で落ち着いてきており、また広く地域課題を捉えたという意味では、まだ広域性

や公共性が高い事業が多いとはいえない、また同種の提案が多いといった課題が挙げられ

ておりますが、市民団体の持っている独自性や柔軟性を生かした地域づくり活動が行われ

ており、一定の成果が挙げられていると考えております。  

また行政の施策だけでは解決できない地域課題に対して、解決を図っていく上で市民活

動団体の活動基盤強化は必要不可欠であると考えております。  

ただし市民活動団体においては、運営に当たっての会費や財源の確保が困難であり、活

動を継続していく上でのコストがかかるといった課題もあげられております。  

その課題を解決して市民活動団体を継続した活動に導いていくための地域づくり活動

助成事業の制度の持つ重要性は、依然として高いものと考えております。  

ただ、こちらの制度の問題点としては、単年度事業の補助であるため、事業の継続性が

担保されていないなどや、主に新規事業が助成対象であるといったことで、継続的な事業

についてなかなか申請ができない。  

また、補助率の制限があることなどから、他制度の３６のアクションであったり、協働

事業提案制度、こういったものを含めて今一度この制度について検討していく余地はある

のではないかと考えております。  

資料４の６ページをご覧ください。  

四街道市では市の施策に対して市民が提案を行う市民提案手続きというものも、市民参

加条例で定義されております。  

平成１９年度の市民参加条例が制定されまして、運用を行ってきたところですが、平成

１９年度から平成２１年度までは年間２、３件の提案が出されていたところであります。  

その一覧については６ページから次ページ以降に記載しております。 

また、昨年度９月には、今までは満１８歳以上、３０人以上の署名をもって提案できた

ものを、中学生以上、市民の２０名以上の署名をもって提案できるといった形で、提案の

要件の緩和を行いました。  

しかしながら平成２２年度２回の提案、また本年度１回の提案の募集を行ったところ、

提案件数が０件でありました。  

制度の周知不足や市が行う行政活動に対する提案ということで、市民にとって分かりづ

らい制度、こういったところが問題点として上げられるのではないかと考えております。  
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また、この市民提案手続きについては、市民参加の評価機関であります市民参加評価委

員会の方でも検討を行っていくところでありますので、市民が主体的に市政に参加し、暮

らしやすいまちづくりを行っていくための制度づくりが求められているところであります。 

次に資料３に戻っていただきまして、３ページをご覧ください。  

先ほど地域づくり活動助成事業、市民提案制度、また今後予定されている３６のアクシ

ョンに基づく制度、協働事業提案制度をご説明させていただきましたが、こちらは補助金

というキーワードで地域づくりにアプローチしていく制度となっておりますが、地域づく

りに関しては補助に限らず、どんな関わりができていくのか知っておくことも検討して行

く余地があるかと考えております。  

このページ以降、過去に出された助成事業や提案、今後想定される提案を例にして、こ

のページでいけば右の欄、協働の類型というところをご覧いただきたいのですけれども、

例えば助成事業で行った事業、市側のアプローチとして補助以外の関わり方は他にないの

だろうかということを右側に記載してございます。  

例えば地域づくり活動助成事業の真ん中辺、「ゴミゼロマーチ」という事業が以前提案さ

れ、採択されたところでありますが、こちらについては補助金という形での市の関わり方

がございましたが、他に前回もご説明させていただきましたが、公共施設を市民のボラン

タリーな関わりで管理していくアダプト制度や市が事業協力といった形で広報や物品の貸

出などを行う関わり方、また、その業務自体を委託するといった形の関わり方があるとい

ったことをこの一覧で示しております。 

次ページをご覧ください。  

こちらは先ほどご説明させていただいた市民提案手続の過去の一覧でございます。  

一部事業として取り入れられた事例もありますが、もっと違う形で市と市民が協力して

できる形はないだろうかということで、右側の欄に可能性のある協働の類型ということで

記載させていただいております。  

５ページ目をご覧ください。  

３番、４番についてですけれども、現行制度としては四街道市には用意されておりませ

んが、現在市で行っている事業で想定できる事業として、また他市の事例も踏まえて想定

される事例として記載させていただいております。  

例えば３番の協働事業提案制度の一番上の安全パトロールについてですが、例えば補助

という形で地域づくり活動助成事業のような関わり方や、事業協力といった形での関わり、

委託といった形での関わり方ができるということが想定されています。  

右に役割分担という欄を設けているのですけれども、例えば協働事業提案制度が提案さ

れた時に、市と市民団体がどういう関わり方ができるかということを、想定されるものを

記載しております。 

例えば安全パトロールであれば、市側の関わりとしてはボランティア保険の加入であっ

たり、腕章等の備品の貸出、ホームページ等での啓発といったものが考えられます。  

市民団体においては実際の事業の実施を行って、この協働事業を遂行していくといった

ことが考えられます。  

４番、アダプト制度についてですけれども、これも広い意味でいえば協働、市と市民団
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体が協力して行う事業になります。  

公園の管理であったり、道路の管理、そういった主に今まで市側が担ってきたものを市

民と協力して管理していくことによって、より良い地域づくりを行っていく、こういった

ものが提案制度として出てくる可能性があるというとで記載しております。  

６ページ目をご覧ください。  

四街道市で現在行っている制度がどのような協働の形をとり得るかについてご説明させ

ていただいたところで、どんな手法で地域課題の解決を図っていくかについて各地の事例

がこちらに列記されております。  

この地域課題の解決に至るまでの手法についてここで見ていきたいと思っております。  

まず一つの形として１番目「市民活動支援型」の関わり方を記載しております。  

これは地域づくり活動助成事業がこれに当たるかと思いますが、ここに列記させていた

だいているものは補助率や上限額の違いはあれ、市民団体が提案する事業について、審査

機関の審査を経て補助金を交付する制度となっております。  

県内各市町村でも、これだけの数の市民団体活動支援の補助の制度がございます。  

特徴的なものとして、７ページご覧いただきたいのですけれども、市川市、八千代市で

現在行っております個人市民税の１パーセントに当たる額を市民団体の活動に市費を投じ

て支援する制度もございます。  

８ページご覧ください。 

市民活動団体の事業の支援についてもいくつかに分けることができます。  

こちらに支援の対象の分類ということでいくつか列記させていただいておりますが、現

在、主に地域づくり活動助成事業が焦点を当てて補助しているものが一番上に記載してご

ざいます。 

新しい事業の立ち上げに当たっての事業の支援、ほとんど今回地域づくり活動助成事業

で採択された事業がこれに当たっております。  

その次が継続した事業を支援して、その事業の拡大をねらったものに支援していく可能

性、こういったものも考えられます。 

また３つ目、各団体が連携を図って行う事業に補助をする形もあります。 

また、市川市、八千代市のように市民活動全般にわたって賛同された方が市費を投じて

支援をしていくといった形も可能性としてあります。 

もう一つの類型として９ページ目をご覧ください。  

みんなで地域づくり指針に記載ありますように、協働事業を市と市民が協力してできる

協働の事業を市民が提案してもらう、こういった支援の類型も考えらます。  

下に各市町村で行われている協働提案事業といわれているものの一覧を記載しておりま

すが、協定の締結であったり、委託であったり、負担金の支出といった形で、市と市民団

体が協力して地域づくりを行う活動に、こういったアプローチで市が地域づくりに関わっ

ていく、こういった制度もあります。 

上の方にモデルとして、仮にこういった事業を四街道市で展開した場合は、みんなで地

域づくりセンターであったり、みんなで地域づくり推進委員会が、こういった関わり方が

できるのではないかということで記載させていただいております。  
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あくまで例で記載させていただいております。  

これまでご説明させていただいたうえで、私どもで叩き台を用意して四街道市にとって

一番いい市民活動の支援、補助金の在り方について検討していきたいと思います。  

１０ページ目をご覧ください。  

四街道市で現在行われている事業に様々な形で市民と市が関わって、地域づくりを行っ

ていける可能性があることが見えてきました。  

地域づくり活動助成事業においては、平成１３年から事業を開始して１１年が経過して

おり、当初の目的であった地域づくり活動に資する活動支援については、ある一定の成果

が見えてきました。  

一方で、現行制度では市民活動の立ち上げや、成長期の事業に対する支援が中心となっ

てきていますので、既に活動している市民団体の継続的な活動の支援や、市民団体や市が

協力して地域づくりを行う仕組みについては、まだ整理されておりません。  

以下示す叩き台をもとにみんなで地域づくりの視点に立った新しい補助金等制度につい

て考えていきたいと思っています。  

１番目、制度の枠組み以下をご覧ください。 

市民発の地域づくりを行っていく制度としてＮＰＯ、ボランティア団体、自治会等が、

その持っている専門性や柔軟性を生かして地域における課題を解決する取り組みを提案し

てもらい、提案した団体が主体的に、また自主的に市と協力して事業を実施する仕組みと

して「公募型の提案制度」が望ましいのではないかと考えております。  

また、その提案メニューとして（２）現在、助成事業として行われていますが、市民団

体が単独または複数がかかわって自主的に事業を企画して、実施する事業を支援する「市

民団体の支援型」、また市民団体と市が協力して事業を実施することで、地域課題、行政課

題の解決を図っていく、いわゆる「協働提案型」、こういったものをメニューとして用意す

ることで幅広い提案に対応することができるものと考えております。  

その中でもさらに３つ分けさせていただきました。  

「市民団体の支援型」については、立ち上げの支援をするメニュー、また継続されてい

る事業に対して支援していくメニュー、こういったものが考えられると思われます。  

また「協働提案型」としては、市民団体が自由な発想のもと市と協力している事業に働

きかけを行う「市民団体提案型」、また、市が例えば重要な地域課題をピックアップして、

市民に投げかけて、そのテーマに沿った形で提案を行っていく「市提案型」、「テーマ設定

型」といったものが考えられます。  

３番、こちらは「みんなで地域づくりのヒント」と書かせていただきました。  

例えば提案までに至らない地域づくりにつながっていくような芽をつぶさないために、

こういったものもあってもいいのかなということで載せさせていただいております。  

例えば人材不足であったり、資金不足など提案要件を満たしていない等の理由により提

案に至らない案件についても、随時受け付けを行って、内容を広く公開して、市民、市が

アイデアを持ち寄って、時間をかけてでも事業化につなげていくような、そんなシステム、

制度があってもいいのではないかということで記載させていただいております。  

最後に制度の枠組みとして、その手段を提示したいと思います。  
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現行行われている補助という関わり方であったり、協定、事業協力といった形の関係、

関わり方、委託という関わり方、負担金を支払って、市と市民団体がその責任の割合に応

じて業務を遂行していく、こういった関わり方が考えられます。  

こういった叩き台をもとに、四街道市では、現在、地域づくり活動助成事業というもの

がありますが、より良い地域づくりにつながっていけるような制度の考え方についてご議

論いただけたらと考えております。以上でございます。  

【庄嶋委員長】  

ありがとうございました。  

ということで、いろいろと初めて聞くことも含めて情報提供があったと思いますが、こ

こで出てきた市の叩き台を検討するにも、ここで示されている選択肢の意味が分からない

と検討のしようがないので、他の自治体での事例なども含めて、挙がっている選択肢、可

能性についても、それはどういうことなのか、それとこれとはどう違うのか、そういった

レベルからの話で構いませんので、皆さんからご質問、ご意見を出していただければと思

います。 

【中台委員】 

各自治会、うちの方の部落では区長というのですけれども、そこへ助成金がいくらか入

っているのですが、その使い方を、もう一度見直す必要があるのではないかと思います。 

私の部落では、グランドゴルフを１３人くらいが夢中になってやっています。 

特におばあちゃんたちがやっているのですが、町内自治会から資金をいただいてほっと

しています。 

私の敷地を無償で使ってもらっていますが、自治会から補助金が出るのであれば、うま

く配分してもらえると助かります。  

【庄嶋委員長】  

今回見直そうとしているのは、我々が担当している地域づくり活動助成事業なのですけ

れども、今おっしゃったように自治会に出ている補助金だとかいろいろあると思うのです

ね。 

市としてそれ以外の地縁系の活動に出ている補助金全体を見直したりとか、そういう動

きはあったりするのですか。  

【事務局（宇田室長）】 

今まで地縁団体やあるいは事業の目的を明記した、例えば文化、芸術の補助金ですとか、

私どもですと地域づくり活動事業の補助金、支出の根拠、補助金の出し方とか、それを明

確に補助要綱という形を作成しましたので、していない段階であればそれらを全部含めて

一括検討ということが可能性としてはあったのでしょうけれども、それぞれが目的性を持

ってしまいましたので、それを総合して全体を見直すというようなところは今のところは

ありません。 

【庄嶋委員長】 

今回、ここの俎上にあがっているのは、市民活動支援の文脈で今までやってきた補助金

の部分で、それがみんなで地域づくり指針の上では、そういったものの見直しを図るとい

うことであったり、先ほど出た市と市民活動団体が一緒になって取り組む部分は、他の自
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治体では協働事業提案制度というような形で実体化させているところもあるので、そうい

う可能性も含めて検討をしたいというのが今回入っているのかなと思うのですけども、こ

こで今出ているものについて、いかがでしょうか、皆さん。  

【原委員】 

これを見直しするということは、もとがあって、例えばこの叩き台は前の制度とどこが

違うのですか。 

具体的に教えてください。 

【事務局（齋藤副主査）】 

現行は、資料３の２ページをご覧いただきたいのですれけども、現行は地域づくり活動

助成事業というものがあり、市民活動団体が実際に行っている事業、公益的な事業、地域

づくりに資する事業に対して市側が補助を行っています。 

今回、市民活動支援に限らず、市と市民団体が協力することで地域づくりにつながって

いけるような仕組みづくり、制度づくりをしていく、指針にも記載がございますが、整備

していくことによって地域づくりを推進していく、こういった狙いでこの叩き台を示させ

ていただきました。 

例えば市と市民団体が協力して取り組むための制度をここに盛り込んでいます。  

また、現在、主に地域づくり活動助成事業は新規立ち上げ事業に関して支援しているの

で、継続的に行っている事業をより拡大していくために補助を出していったり、また補助

という形だけでなくて、事業協力といった形をとったり、いろいろなものをメニュー化し

て、より効果的な地域づくりを行っていける制度を検討していきたいということで、この

叩き台にはそのメニューが記載されています。  

【原委員】 

市民団体支援型だけではなくて、提案型も盛り込みたいのと、新規事業だけではなくて

継続的事業に対しても支援なり、補助をしたいということですよね。 

【事務局（齋藤副主査）】 

ここではあくまでそういう可能性があるということで、こうしたいという意思ではなく、

こういう必要性があるからこういう制度を盛り込んだらいいのかなというところで、それ

を検討していただきたいと、そういった意味での叩き台と考えていただければと思います。 

【庄嶋委員長】  

今のところ市側として推進している施策は、みんなで地域づくり指針に基づいて先に進

めていこうということだと思うのですけれども、その文脈に沿うとこういう可能性がある

のではないかというのがこの叩き台ですね。  

それが市民活動側から見て使い勝手のいい仕組みなのかとか、本当にこんなの要るのか、

かえっていろいろな手間が増えて無駄になるのではないかとか、そういう観点もあると思

いますので、その辺は慎重に皆さん側のニーズがあるのかとか、そのニーズというのも単

に団体のニーズというわけではなくてそれが地域の役に立つのかということとか、そうい

ったところを含めていろいろ検討いただきたいと思います。  

【事務局（宇田室長）】 

一例を挙げますと、今の制度の中では団体が新たに事業を立ち上げるための援助という
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目的で地域づくり活動助成事業を交付しています。 

そうするとＡという団体が印旛沼水系の水質浄化の活動をしていたとすると、Ａ団体が

それをもう尐し深めて活動したいという時には、なかなか補助が採択にならない。  

その一方Ｂ団体が水質の浄化でこういった動きをしたいといった場合には、簡単に採択

されやすいというような、そういった問題が出てきてしまいます。 

テーマを設定して水質の浄化といった場合には、Ｂ団体が新たに水質浄化を立ち上げる

メニューも採択できるし、Ａ団体がより現在のやつを深めてもう尐し効果の高い活動をす

るのにも補助が出るというようなことにする方法もあるのではないかということも検討し

ていただきたいのです。 

【庄嶋委員長】  

事務局としてもこれまでの経験で累積している課題があるということですね。  

これまで過去に地域づくり活動助成事業で、委員の皆さんの団体あるいは関係する団体

がもらったという方は、どれくらいいらっしゃるのですか。  

実際に使ってみた経験を踏まえて、何か問題点などがあればお願いします。 

【江口委員】 

いただいた団体自体の継続性はできなかったのですが、違う団体とのネットワークが広

がったというのはあります。  

そういう意味では助成金をいただいた団体自体の継続性は図られなかったのですが、似

たような団体の人たちとのネットワークづくりにはすごく役に立ったというのはあります。 

ただその後それを広がったネットワークを使った新たなものを継続させようというエ

ネルギーがなかったという感じでした。 

【猿橋委員】  

私が所属しているネットワーク大地では、人の絆づくりをすることで、手助けを必要と

する人をサポートすることがメインだったのですけれども、もう尐し視点を広げて考えて、

体が弱い人の畑づくりといったものができないかと、そのために畝を５０センチくらい上

げて椅子に座りながら作業できるものを作ろうということで助成をいただき取り組みまし

た。 

ただ、そのこと自体が全体の目的と違うということで、それ専門にやろうという部分が

独立してしまいました。 

ということで継続的という意味では、フォローできなかったのですけれど、具体的には

ここでも問題となっている継続ということでは、立ち上げる時以降についても何か支援が

あるとやりやすいなということはすごく感じました。 

【庄嶋委員長】  

こういう制度設計で大事なのは、形式、仕組み、補助率がどうとか、何年目までが対象

で、一回もらったらどうだとかという要件も大事なのですけれども、四街道市にある地域

課題を解決していくのに、どれだけ役立つかという観点だと思うのです。こういうことが

実現できる仕組みの「こういうこと」という部分ですよね。  

新しく作る仕組み、見直しによって何が今まで以上にやり易くなるのかというところを

出した上でないと、より細かい部分は些末な議論になってしまいかねないので、そういう
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意味で今の四街道市にとって市民活動にとって、あるいは市の行政にとって、どんなこと

が実現できるような仕組みがほしいのか、基準になるようなものが見いだせたらなと思い

ます。 

ちなみに一例ですけれども、私はいま自分の住まいの東京都大田区役所の仕事に非常勤

で関わっていますが、大田区の場合は、ここでいう市民活動支援型の補助金ですね、こち

らの地域づくり活動助成事業と同種の仕組みしか持っていません。つまり、協働事業提案

というのはありません。 

ただ、大田区の仕組みの場合、重視しているのは、地域における連携、協働をすごく重

視していて、提案をどこかの団体が出すのですけれども、必ず協働団体と組んで出してこ

ないといけないということになっていて、その事業を通して地域の中にこの課題に関わる

人たちを増やすというコンセプトを重視している制度設計になっています。  

今いったようなものですね、「こういうこと」を推進したいというものを見出せれば、

それに基づいて具体的な仕組みが作られていくと思うので、今の四街道市についてそれは

何なのかを見つけていくことが大事です。  

【中台委員】 

市役所の人に聞くのですけれども、先だって台風ありましたよね。  

あの時に大きな木が倒れて、道路を塞いでしまったということで動いたのが、フォレス

トという団体でした。 

あの団体が動いてすごく助かったのですよね。  

団体として活動したのだから、そういうときにはいくらか出た人に報奨金などのような

ものが出てもいいのかなと痛切に感じました。 

市が命令してやっているのではなくて、自分たちですぐやってくれました。 

また、別の件ですが、うちの方は田舎ですから、ほとんど皆さん土地を持っています。

道路があって、境界があります。 

市の人たちが携わらなくてはいけないのだけれども、田舎はみんな地主がそれを刈って

います。 

ところが１軒だけずっと刈らないでいます。 

それで公の道路も全然やらないからボサボサになっている。  

明らかに境界は内にあって市の範疇なのですけれども、それが働き者でなくなってしま

ったから、そこのうちの土地というのはみんなボサボサなのですよ。  

部落でもあそこは変わり者だからタッチしないという。 

このような件については、市の方でちょっと指示してもらいたい。  

そういう時に活動する組織とかあったらいいのかなと思います。 

まだ四街道には、吉岡、南波佐間、栗山、大日など田舎がたくさんあります。  

【事務局（宇田室長）】 

事務局から説明した様々な事業のタイプの中で、アダプト制度というのがあったのです

けれども、それは私有地、道路、河川、公園などを市民の団体の方々が一種ボランタリー

なところで労働奉仕しながら、原材料費は市の方で負担し、一定のルールを協定など作っ

て管理していこうというスタイルがあります。 
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補助制度とは若干異なるのかもしれないのですれども、市の土地に対して地域の方々が

活動していただけるというスタイルも、この補助とをあわせて、直接同じ器の中ではない

にしても、関連するものとして広い意味で同じ地域づくりということで捉えて、考えてい

かなくてはいけないというふうには考えています。 

【中台委員】 

例えば旭地区なら旭地区に、大日地区なら大日地区にそういうＮＰＯを作っておいて、

こういうときには指示して動いてくれと、その代わり動いた場合はささやかでも、草刈り

やった場合の替え刃くらいは買ってもらえるといったことが必要だと思います。  

そうでないと昔と違って動かなくなってきます。 

【庄嶋委員長】  

そういう課題もありますよね。  

【大沼委員】 

市からそれを作ってやるとかではなくて、市民から自然に出てくるという感じで、実際

この間も助成金の時にきれいにする会で、３万円くらい出して軍手を買うという記憶があ

ります。 

その団体の人たちもそうですし、先ほど言った四街道フォレストの里山を守る会の方た

ちも、やはり地道にずっと継続的してやってきた人たちはボランティアで持ち出しでやっ

ている部分がいっぱいあって、そういうのを見直す部分の一つとして、継続して何年も続

けている方たちにも日の目を見るという部分もあっていいのかなと思います。 

新規もそういうふうに声が出てきたということはやはり取り上げなくてはいけない部

分もあると思います。 

【中台委員】 

フォレストは本当に良くやっていますよ。  

素晴らしいと思いますけれどね。  

【事務局（宇田室長）】 

補助の枠とは別に緊急時の対応というのは、特段、別段に定める必要がありそうですね。 

【庄嶋委員長】  

例えば、役所側が何か新規政策やらなくてはいけないのだけれど、ノウハウが今のとこ

ろなく、先んじてやっている団体があったら協力してほしいというケースもあるでしょう

し、そういうことに先に団体の方が気づいて、市がやっているこの部分はこういう形でや

った方がうまくいくから、我々と一緒にやらないかという提案になる場合もあるでしょう。 

今のお話のように里山もそうですし、川辺の土手もそうですけれど、現在、業者にやっ

てもらってもすぐに木や草がぼうぼうになってしまうので、地域に動く人がいれば、市と

の間で協定を結ぶなどして実現できるとかいったことが考えられます。 

【中台委員】 

この間台風になったでしょう。  

毎日３時になると歩いているのですよ。歩いているのだから手も足も大丈夫だから、ゴ

ミなどもいくらでもかたせるのですよ。  

しかし何もしないで行ってしまう人もいる。 
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そのような教育はどうなんだというのがあります。 

【庄嶋委員長】  

そこが昔だと誰かが当たり前にやっていたり、皆で当たり前にやっていたことが、今で

はやらなくなってきたところ、代わりにどういうふうにやるかというのが必要なのですね。  

課題は昔からあって、ただ誰かがやってきたから問題になっていなかった。 

【猿橋委員】  

この前、地域づくり活動助成事業の審議したわけですけれど、提案数が尐ないので、そ

の中でこれはいいと判断できると思うのですが、継続性というふうに考えるといろいろな

種類が多くなりますよね。  

それまで地域づくり活動としての審議の対象に考えると、例えばアダプト制度は、公園

とか川沿いを清掃、草刈りするのも継続してやっているとすれば、そういう提案も地域づ

くり活動助成事業としてこれを審査するということなのか、あるいは補助金として別のと

ころで既にそういうものは制度化されていますよね。  

そうものは別の話だと割り切っているのか。  

その辺の区分けがご説明の中でよく分かりませんでした。  

【事務局（宇田室長）】 

今日の議題は「補助制度の見直し」というものです。 

補助制度を見直す中で、例えば委託であったり、アダプトであったり、事業協力であっ

たり、補助である、ということで地域づくりに関連し、市がいろいろ市民にお願いしてい

ることとかが多いので、それも整理しながら、補助という視点でこの事業を見直すという

のはあるのですけれども、狭いお願いはそれだけの話なのですけれども、我々の中で、み

んなで地域づくりの中にはアダプトもあるし、事業協力もあるので、補助やアダプト制度

も含めて、みんなで地域づくりというのを整理しながら、こういうふうに整理できたから

補助の在り方はこういうふうに整理しましょうねというところで、狭い範囲の補助の在り

方を皆さんに是非整理してもらいたいというところなのです。  

【庄嶋委員長】  

アダプトはすでに制度化されていますか。 

【事務局（宇田室長）】 

制度化されていません。 

【庄嶋委員長】  

昔から話題にはなっていますが、まだ制度化されていないのですね。 

【猿橋委員】  

実質的にはかなり幅広く行われている制度ですよね。  

【事務局（宇田室長）】 

アダプトと銘は打っていなくても、やられている実態としてはあるのです。  

ただそれも整理ができていなくて、ある課はどういう団体とこういう協定を結んでいる、

また他の課は違ってお金の支弁の仕方も若干異なっていたり、ある団体は事業費の半分く

らいは団体持ちでやっていたり、ある団体は全額市が出していたりとか、まちまちなので

そういったところも整理しなくてはいけないなと思います。 
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【庄嶋委員長】 

アダプトとは、公園や道路など公的な財産になっているかもしれないけれど、実際には

地域のもの、地域の人が主に使うものだったり、恩恵を受けるものなので、市が予算をつ

けて業者に頼んでやるというよりも、地域の人が、ボランタリーな部分が出てきますが、

地域の仕事として、自分たちのこととしてやるというのがアダプトですね。  

 そういう類のものはアダプトとして整えたらいいのではないかとことで整理ができたと

して、それ以外の行政にない発想のものとか、行政でやっている取り組みをもっとこうい

うやり方でやったらどうかとか、自分たちも一緒になってやるぞという類の提案がある場

合に、どういうふうに受け取るかというのが制度化されていないということです。 

 よく言うのですけれど、協働事業提案制度が市と市民活動それぞれの得意なところを持

ち合って事業化していこうというやつで、今までの補助金のように基本的に市民活動がや

りますよということに補助金が出るというのとはちょっと違い、一緒にやりましょうとい

うのがあります。  

一緒にやりましょうというのは、今までこういう制度がなくても、各担当課と団体の間

で長年信頼関係を築きながら、事実上役割分担を見出してやっているというのもあるわけ

ですね。 

私は、それを結婚にたとえて｢恋愛型｣と言っているのですね。長年いろいろとトライ・

アンド・エラーを繰り返しながら、よい関係性を見出しながら恋愛結婚するみたいなもの

ですね。 

それに対して協働事業提案制度というのは「お見合い型」ですね。提案する仕組みを整

えて、それで気が合ったら結婚をどうぞという仕組みになります。 

どちらもメリット、デメリットがあるのですね。  

「恋愛型」は苦労した分すごく信頼が深まっていくという部分と、「お見合い型」は制

度を使ってやるのでちょっと変な話、結婚にもお金目的という人がいるかもしれないよう

に、お金目的で提案をして、本当に地域課題の解決というよりは、自分たちの団体のため

に提案をしてきてしまうという、提案自体が目的化してしまう恐れもあるわけで、その辺

のメリット、デメリットも踏まえて検討していく必要があるなと思います。 

 確かにどこかの団体と各部署が、特に担当者の熱意とかでいつの間にか事業ができあが

るというのは、人によっては不透明に見えてしまうというのがあるのですね。あの人とあ

の人が仲良くやって事業しているといったものもあります。  

そういう意味では、こういう制度があって公平に提案できる方がフェアだという考え方

もあったり、常にメリット、デメリットはいろいろあるということなので、確かに多くの

自治体で、特に先進市と今までいわれてきたところが、わりとこの協働事業提案制度を取

り入れてきているのですけれども、四街道はそれをマネする必要はないと思いますし、そ

れ以上に先に行っているもの、地域づくりセンターみたいにやっていることもあるわけで

すから、一番いいのは四街道市に合うものを見出す必要があるのだと思います。  

この辺は次回、より突っ込んだ議論をしたいなと思うので、皆さん自身がこういう事業

を公募型で提案して何かやろうと思っている時に、こんな仕組みだったらよりこれが実現

できるとか、そういうのを想定しながら考えていただくといいのかなと思います。 
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他に今日のうちに聞いておきたいことはありますか。 

【岩井委員】 

資料４の６ページの市民提案の手続きについてですが、平成２１年度までは市民等の署

名人数３０人以上で、年間２、３件の提案が出されたということなのですけれども、２２

年の９月には１０人減って２０人となっていますけれども、これもう尐し緩和するという

ことはできませんかね。 

【事務局（齋藤副主査）】 

市民参加条例は、審査を行う市民参加推進評価委員会で約１年にわたって議論をして、

この数字に落ち着いたところなのですけれども、そもそもここで議論すべきかどうかとい

うところもあるのですけれども、これが１０人減ったから提案が増えるのかというところ

ではない、それ以外にも問題点はあるのだろうところは感じております。 

この提案制度は、市の施策に対して市民がこういう施策をやったらどうという提案をす

る制度なのですね。  

主体は市にあるといった制度的な枠組みがあるので、人数が減ったから増えるかという

と、また違うところにあると思います。  

【岩井委員】 

せっかく提案があっても署名が集まらなかった。  

私たちそうだったのですけれど、これがもし１０名だったらもっと出てくるのではない

かという感じがしたのです。  

【庄嶋委員長】  

過去から１０人がいいのではないかといういろいろな意見があって、一応これは議会で

改正したというところがあったのだと思うのですね。いろいろ検討した結果、２０人とい

うことに落ち着いているということなのでしょうかね。  

数がどうだったというだけでなく、制度ができた物珍しさあったのかもしれないのです

けれど、３０人だった時にも一応これくらいは提案が出てきていたという事実はあって、

他の自治体で同様の市民参加条例に基づく市民提案手続で、未だに提案がゼロという、条

例ができてから１件も出ていないという自治体が結構ある中で、四街道ではこれだけの数

が最初のうちに出ていたのは珍しい、それはそれですごいなと思います。 

そういうのも視野に入れつつ、今回特に議論しようとしているのは、市民も動く、市民

が課題の解決について市にただこうやれというのではなくて、自らも取り組みながら解決

していくための仕組みというところが中心になるのかなと思います。参考情報として四街

道にはすでに、市にやってもらうことを提案する市民提案手続のようなものも、一方では

あるというところですね。  

 他にどうでしょうか。それでは２番目の議題はここまでということにします。 

議事の中の「その他」はありますか。 

【事務局（齋藤副主査】 

特にありません。  

【庄嶋委員長】  

次第４の「その他」についてありますか。 
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【事務局（齋藤副主査）】 

委員会の予定についてですが、本年度あと２回推進委員会予定されております。  

１回は昨年度皆様に行っていただいた地域づくり活動助成事業の審査を２月、３月にか

けて予定しております。 

もう１回は今回議論しました新しい補助金関係の整理についてもう１回、１月から２月

にかけて開催したいと考えております。  

【事務局（大野課長）】 

紹介を申し遅れまして申し訳ございません。  

私４月から政策推進課の課長をやっております大野と申します。  

よろしくお願いいたします。  

本日は長時間にわたりまして皆様から意見等をいただきまして誠にありがとうござい

ます。 

みんなで地域づくりセンターは開設し１年が経過いたしまして、比較的順調に進んでき

ていると思います。  

ただ逆に言いますと尐しずつ課題も見えてきたのかなというところも思っております。 

課題の１つとして尐しずつセンターを使っていただいている市民の方が多くなってき

ているのは認識しておりますが、やはりまだ認知されていないなどというご意見がいろい

ろありまして、市としましても、センターをもう尐し周知をして、いろいろな市民の方が

気軽に使っていただける、それが地域づくりにつながっていくというようなセンターにし

たいと考えておりますので、皆様のご指導をお願いしたいと思っております。  

 それから先ほど議題で皆様にご意見を出していただきました補助制度の見直しですが、

地域づくり助成事業ということで、過去１０年間いろいろな団体に対して助成してきてお

り、いろいろ課題もありますが、これが比較的うまく活用されている団体も多く見受けら

れております。  

ただ地域づくりにつきましては、市民協働の観点とかアダプトとか、いろいろと体系が

ありますので、片一方では無償でやってもらっていて、片一方では委託料を払っていると

いうのでは、やはり公平性に欠けますし、地域づくりということを考えますと、地域の方

が率先して自分の地域のためにいろいろやっていただくという枠組みを作らなくてはいけ

ない。 

そのためにはこういった助成制度というのも当然必要になってくるのではないかなと

考えております。  

これも最終的には市民の方、市民団体の方がより活用しやすい制度、こういったものに

なることを願っておりますので、そのためにはこの委員会で委員の皆様にご意見をいただ

くのが一番重要だと考えております。  

市長のマニフェストにありました３６プランの１％基金創設事業、これにつきましても

検討を進めていくのですが、ただ単に基金を創設するのではなくて、市民の方々がこうい

う制度だったらより利用しやすい、だから市としても財源を措置して行かなくてはいけな

い、というような考え方で整理しなければ、その辺は実現することは難しいと考えており

ますので、これにつきましては本年度あと２回ございますが、皆様にいろいろとご検討、
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ご意見をいただければと思っております。  

今日ご質問がなかった場合でも、後日個別に私どもの方にご質問いただければ、いろい

ろとうちの方で考えて皆様にお答えさせていただきたいと思っておりますので、引き続き

よろしくお願いいたしたいと思います。  

本日はありがとうございました。  

【庄嶋委員長】  

 それでは、本年度第２回目のみんなで地域づくり推進委員会、以上で終わりとさせてい

ただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。  

（以上） 


