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平成２３年度第３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24年1月30日（月）14:00～16:30 

<開催場所> 

四街道市保健センター三階第二会議室  

<出席者> 

（委員）庄嶋委員長、大橋委員、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（NP

Oクラブ）勝又副代表理事 

<傍聴者> 

0 人 

 

【次第】 

1 開会 

2 委員長挨拶 

3 議事 

 (1) 地域づくりコーディネーター業務委託について  

(2) 平成 23 年度（10 月～12 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 

 (3) 平成 24 年度地域づくり活動助成事業について  

(4) 「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  

 (5) その他 

4 その他 

 

【配布資料】 

資料№1･･･地域づくりコーディネーター業務委託について  

資料№2･･･平成 23 年度（10 月～12 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  

資料№3･･･平成 23 年度（10 月～12 月）みんなで地域づくりセンター事業関連資

料等 

資料№4･･･「みんなで地域づくり」の視点に立った補助金等制度の方向性  

資料№5･･･地域づくり活動徐瑛事業関連資料  
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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３回の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７名のご出席をいただいておりまして、國生委員と原委員はご欠席の連絡

をいただいております。 

過半数に達しておりますので、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、庄

嶋委員長から一言ご挨拶をいただき、会議の進行をよろしくお願いいたします  

【庄嶋委員長】  

はい、では会議の公開非公開ということで、原則公開ということになっています

が、本日の議案につきましては、特に非公開とするものはないかと思いますので、

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】  

傍聴者の方がいらした場合は、中に入っていただきます。  

 

２ 委員長挨拶 

 

【庄嶋委員長】  

私からご挨拶ということですが、早いもので我々の任期も残すところわずかにな

りました。 

今日は議題に基づき議論となりますが、次回は地域づくり活動助成事業の審査と

なっています。  

現在、市の方で補助制度の見直しなどをかけて、今日その議題が挙がってきます

が、センターの業務報告についての審議、新しい仕組みづくりに関しても皆さんか

ら、それぞれの立場でご意見をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

３ 議 事 

 

【庄嶋委員長】  

 では議事に移っていきたいと思います。  

今日は大きく４つの議事がありますが、途中１回休憩を挟んで進めてまいりたい

と思いますので、大体２時間くらいの会議を予定しております。 
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（１）地域づくりコーディネーター業務委託について  

 最初の議事ということで「地域づくりコーディネーター業務委託について」お願

いします。 

【事務局（齋藤副主査）】 

資料№１をご覧ください。  

現在、平成２４年３月３１日までの間で、みんなで地域づくりセンターにつきま

しては NPO クラブに業務を委託しているところですが、来年度以降、改めて地域

づくりコーディネーター業務につきまして企画提案方式により業者を決定していき

たいと考えております。 

現在、その手続きは進めておりまして、１月１０日に受託業者選考委員会を開き

まして、仕様、提案要請する業者につきまして決定し、１月１１日に正式に要請を

行っております。  

なお、本日（１月３０日）の午後５時を企画提案の提出の期限としております。 

現在のところ提案意思のありました業者は１者です。  

また、来月の２月１３日に第２回目の受託業者選考委員会を開催し、プレゼンテ

ーションをしていただきまして、受託者を決定したいと考えております。  

なお資料№１につきましては業者に提出いたしました本業務の概要となります。 

最終ページにつきまして今回受託の要請をしました５者を記載しております。 

資料№１につきましては以上です。 

【庄嶋委員長】  

それでは資料№１の案件について、ご質問等ありましたらお願いいたします。  

【猿橋委員】  

応募が１者出ているそうですけれども、１者だけで終わった場合でも選考は行う

わけですか。  

【事務局（齋藤副主査）】 

この１者にプレゼンを行っていただいて、内容を審査する予定です。 

【庄嶋委員長】  

 確か現行は県の補助金を活用されて運営されていると思いますが、今後どのよう

になっていくのでしょうか。 

【事務局（齋藤副主査）】 

本契約につきましては、来年度以降は一般財源から委託費という形で措置したい

と考えております。  

現在のところ３か年の契約を予定しております。  

【庄嶋委員長】  

現在は、間に入る業者はあるとしても、そこの指導、運営の下に市民のコーディ

ネーターが運営するという形態を取られているわけですけれども、そのあたりの考
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え方としては今後も変わらないと捉えていいでしょうか。  

【事務局（齋藤副主査）】 

例えばある程度コーディネートの業務に精通されている方が入るとか、また前回

同様市民の方だけで構成するのか、そういったところも含めて提案をいただきたい

と考えています。  

【庄嶋委員長】  

分かりました。  

 現行の委託内容を踏まえて、発展した点、進歩した点、変わった点、反省なども

含めて、何かありますでしょうか。 

【事務局（齋藤副主査）】 

例えば業務内容の５番をご覧ください。 

現在のところコーディネーター３名に、１７時以降の夜間スタッフとして２名が

センターに関わっていただいているところですが、今回の仕様にはコーディネータ

ーをサポートできるスタッフに携わってもらえるような仕様にしております。  

呼称としてはサポートスタッフという形でコーディネーター業務を担っていける

ような人材を積極的に活用していく内容が盛り込まれております。  

この点が本業務の根幹になる部分で、前回と大きく変わったところです。  

【庄嶋委員長】  

どうですか、よろしいでしょうか。  

引き続き議事の２番目、みんなで地域づくりセンターの業務報告お願いします。 

【事務局（齋藤副主査）】 

前回９月までのみんなで地域づくりセンターの業務報告をしました。 

１０月から１２月までの３か月分につきまして、受託者の 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）】 

それでは資料№２の業務報告をご覧ください。 

 主なところをピックアップしてお話ししたいと思います。  

１０月に開催しましたものでは、地域づくりサロン「ワンデイシェフの魅力」の

第３回です。 

地域づくりサロンを行って、グループが立ち上がり、そのグループの活動として

進めていますが、さらに関心を持つ人を増やそうということで、１０月１１日に「ワ

ンデイシェフの魅力 第４回勉強会」として長野県上田市のコラボ食堂の見学を行

いました。 

ワンデイシェフの勉強なのでお昼を食べて、シェフの方のお話を伺いに、参加者

４１名で行ってまいりました。  

そこで新たに参加した人が、今「さくらそう」の活動の中心になって活動してい

る人がいます。  
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そういう方との出会いもありました。 

 次のページにいきまして、④防災連続講座です。 

５月から全６回と、プラスで特別講座を実施しました。  

その第５回目の「避難所運営と住民の役割」を、１０月２５日に開催しました。 

毎回そうなのですけれども、やはり要援護者の方を普段から担当していらっしゃ

るので、民生委員の方が半分くらい参加され、この回も参加者４７名でした。  

この回は避難所の運営ということで、講座を受ける中で、避難所というのは何処

か決まっている、市で決めるということではなくて、自治会や自分たちで決めてよ

いのだということ、実際に災害があった場合は、自治会などが中心になって運営す

るというようなことが出され、そういう認識が深められたと思います。  

そのために、一つの避難所にいくつもの自治会があったりすることがあるので、

普段から自治会内、それから他の自治会との交流を深めておくことが必要だという

ことを学ぶことができました。  

 次のステップアップセミナーですが、「市民活動団体のための資金調達成功のコ

ツ」ということで、中央労働金庫の梅村敏幸さんに講座を行っていただきました。 

感想にもありますが、助成金申請の書き方だけでなく、市民活動団体の資金調達、

資金には多様な種類がある、運営のノウハウ等を学ぶことができました。  

 １０月２２日には「市民『みんな』の力で地域を元気に」というテーマで千葉大

学法経学部准教授の関谷昇さんに講演いただき、４０名の参加がありました。 

まずは自分の団体の活動を考え、あるいは継続性について考えてしまいますが、

地域の課題を中心にいろいろな団体が連携をして活動をしていくことが大切だとい

うことが示されました。 

 次の「多様な人や団体が地域づくり参加する企画」として、１１月に開催する「大

きなテーブル」の企画準備ということですが、１１月の報告でお話ししたいと思い

ます。 

１１月の業務報告です。 

１１月は、地域づくりサロン、「農業」をテーマに検討ということで、農業者への

ヒアリングをし、その中で一つは四街道で小麦を作っているので、福祉施設に天然

酵母のパンを作りませんかという提案していて、現在、検討をしています。  

 また農地を借りたいという方がいらして、農業者の方につないだところ、借りら

れることになったということがありました。  

 防災連続講座最終回の第６回ですが、１１月２９日にクロスロード、これはゲー

ム形式で災害時に究極の分かれ道、究極の選択について学ぶということで、４７名

の参加がありました。  

グループに別れてゲームをし、災害時にはいろいろな判断が迫られるということ、

それから人によって考え方が違うというようなことを学び、災害を身近に感じるた

めのゲーム形式の講座でした。 
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これで６回終わりましたが、講座をやっている最中も、自治会で防災の活動を始

めたという声も聞かれましたので、今後、６自治会の方に改めて活動を披露しても

らうことにしました。  

 次に、福祉作業所 紹介・販売フェア「大きなテーブル」の第２回を開催しまし

た。 

６月に第１回を開催し、２日間で約３７０名の来場がありましたが、１１月１８、

１９日は連日雨がひどく来場者が前回より尐なく、天候に恵まれなかったという感

想があります。  

第２回目は１回目に比べて地域の団体の参加がありました。 

「生活クラブとんぼ舎さくら」というのは佐倉市の施設ですし、「ワークショップ

まごころ」は下志津病院で療養している方たちがマイバッグを作ったり、雑貨を作

ったりというようなところで、また千葉盲学校も参加しました。  

第１回目はセンターの中だけで開催し、大変賑わった感じはあるのですが、狭か

ったので第２回目は文化センターとの共催で開催し、文化センター展示スペースも

お借りして実施しました。 

 また、障害者支援課と連携、相談担当として千葉障害者キャリアセンターと明朗

塾にご協力いただいて、障害者の作業所などへの就職の相談コーナーを持つことが

できました。  

 その時は相談件数が１件でしたが、今後も続けていければと思います。 

 １２月については地域づくりサロン「ワンデイシェフの魅力」は実際の活動とし

て進んでいて、１月１７日のオープン向けて活動しており、センターとしてはその

サポートを行っています。 

１２月にプレオープン、シェフが練習をする場として開店します。 

 １２月１３日に第５回自治会情報交換会を開きました。  

自治会情報交換会は年４回を予定しており、本年度としては３回目です。  

開催にあたって事前に準備会として、自治会の方にお集まりいただいてテーマを

決めます。 

その後に（１）で書いてあるテーマについて、是非他の団体、自治会の意見を聞

きたいというのが寄せられましてテーマとして挙げました。 

自治会情報交換会が開催される尐し前に、市から「災害時要援護者の避難支援制

度の申請」という書類が配られまして、自治会に説明があったということで、会の

内容は「災害時要援護者避難支援制度の申請で自治会が記入する避難支援者の頄に

ついて」になりました。 

各戸が家に要援護者がいるという申請を出すということ、そこに避難支援者を記

入する頄目があり、自治会で取りまとめてくださいということで、その後意見を寄

せた方は、例えば避難支援者のところに書いた場合、責任が発生するのではないか

と記入するのは躊躇するというようなご意見がありました。  
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 当日、この内容で情報交換会の半分以上の時間、意見交換になりました。  

市からの説明会を受けたときに、自治会の中で戸惑いがあるということが意見と

していろいろ出されました。  

要援護者のこともよく知らないし、避難支援者を自治会として書くのは難しいと

いうことも出されましたが、この話し合いを進めるうちに、自分の自治会では自治

会の活動として助け合いのネットワークを作ってやっているとか、自治会と市が連

携を図ってやっていけばいいというご意見とか、やること自体がすごく有意義なこ

となので、自治会として何とかやっていこうではないかという声が出されました。 

また、やり方についての情報交換などがされました。  

これについては、相川委員に出席していただいて、相川委員の自治会についての

お話をいただいています。  

 １月はセミナーで｢思わず参加したくなる『募集チラシのつくり方』｣ということ

で、１月２７日金曜日の午後１時から午後５時半までで開催しました。 

これは、「そうだったのか NPO の広報」の著者 NHK 徳島放送局の記者で、大変そ

の内容が分かりやすいのでということでお呼びしました。 

定員４０名でしたが、４７名が申し込み当日の参加者は４４名でした。 

そこで講義とグループワーク形式で行われましたが、猿橋委員にも参加いただき

ました。 

 それから福祉作業所 紹介・販売フェア「大きなテーブル」第２回の反省会が１

２月１５日に開かれ、今後も年２回、６月と１１月に開催していこうとなりました。  

参加している団体からご指摘をいただき、今後は特定の作業所を指す「福祉作業

者」ではなく｢福祉施設｣を使った方がよいということで、次回から「福祉施設 紹

介・販売フェア」と名称を変更することが決まりました。 

その後、「さくらそう」の一室を使った常設の｢大きなテーブル｣について説明を行

って、出店団体の希望を取り、現在は２団体が参加することになっています。  

 次は「子ども記者育成講座」です。 

１回目が１月２８日土曜日に終わったところです。  

子どもの応募が１９名、それから大人、保護者によるまち記者７名が参加して、

１回目は NPO 法人企業教育研究会と読売新聞社の方に来ていただいて講座をして

いただきました。  

 それから、１月２６日に「ママのためのミクシィ講座～初級編」です。 

申し込みが７名で、目的は、小さいお子さんのいるお母さんたちのコミュニティづ

くりをしようということで、開催しています。 

講座が終わった後、早速やりとりが始まっているということを聞きました。  

 それから、地域づくり写真展は、県の写真展が今年なくなりましたので、昨年の

ように大々的にはできなかったのですけれども、１１月２９日から２９団体が展示

し、現在もセンターで開催しています。 
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総合公園体育館での掲示についても現在調整しており、日程などが決まりました

ら掲示をする予定です。 

 ２月から３月にかけて「地域づくりリーダー養成講座」を開催します。  

その企画・準備を現在進めています。  

３月１１日に講師、富士市産業支援センターのセンター長に来ていただいて、公

開講演会と個別相談を行い、その前後でワークショップをして、各地域づくりの事

業の提案を膨らませる講座を行います。 

【庄嶋委員長】  

まとめて１０月以降センターの活動報告をしていただきました。  

皆さんの方からご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

【相川委員】 

多岐にわたって活動していますが、こういうものを今期にやろうという企画はど

の段階で、どういうメンバーで立てているのですか。  

【勝又（NPO クラブ）】 

年度の初めに、防災講座、ステップアップセミナーでは広報講座をピックアップ

しようというのは出しています。  

ただ、講師を探したり、人選する中で変わってくる部分があり、またコーディネ

ーターがヒアリングをする中で、例えば子育て支援のお母さんのことや、活動して

いる団体との出会いとかの中で、講座内容を検討しコーディネーター会議で企画を

出したりして準備をしています。 

【相川委員】 

年度当初大枞をたてる。 

それで、四半期くらいに詳細なものを立てていくということでしょうか。 

【勝又（NPO クラブ）】 

はい。 

広報を考えると２か月くらい前には決まっている必要があり、さらにその前とい

うことで、何ヶ月前もから準備を始めているというところです。 

【相川委員】 

いろいろ報告を受けていますが、取り組みを進めていく中で、例えば自治会は、

大きな団体を動かしていくので、動き始めているのか、始めていないのかという非

常に苦労する段階だと思いますが、例えば「さくらそう」のようにうまく流れてい

くのもあるし、どういうところに今関心をもっていますか。 

【勝又（NPO クラブ）】 

いま自治会の話がでましたが、自治会や防災講座というのはそれぞれの地域で、

防災計画を立てるとか、防災訓練をしているところだと思います。 

自治会情報交換会では、それをまとめるということはできないので、この成果を

どのようにもっていったら見えるようになるかというところはあります。  



 9 

 ただ、ヒアリングに行くと、まず個人情報の問題についての意見がでてきます。  

そういうところは公開講座とか情報交換会をやる中で、個人情報よりも命の方が

優先されるのだという認識が広まってきているというのが成果として考えることも

できるのではと思っています。 

【相川委員】 

自治会情報交換会には出席していますが、私はコーディネーターが側面から支え

てくれるという今のやり方非常に満足しています。 

しかし一部で動きが遅いのではないかなと、焦りが出たら困るなと思っています。 

みんなを集めて報告会をする前に６自治会で準備委員会を作って検討しており、

動きがなかなか鈍いですが、我慢しながら側面からうまくサポートしてくれるとい

う今のやり方、非常に歓迎しており、焦らないようにしていただきたいなと思って

います。 

【庄嶋委員長】  

地域づくりサロンの場合、参加している人が、ただ要望を言うだけで終わりでな

くて、そこで出てきたものを自分のところでやってみようとか、地域づくりセンタ

ーのサポートを受けながらみんなで取り組もうとか、そういうものが見つかるよう

な場所になるとよいと思っています。 

いままでサロンの中で出てきた話で、どういう形でその中からアウトプットにな

るものが出てくるのかという関心はありますけれども、今言われた、焦らないとい

うことも結構大事で、機運が高まって自分たちでやるというようなものが、一つ一

つのアウトプットなのかなと思います。  

もっとも、サロンの成果として、活動、取り組みが生まれたというのを、今後は

もっとＰＲしていただくというのが必要なのかなと思います。 

【大沼委員】 

１０月の報告⑦ステップアップセミナー、定員は１８名で実際は何名だったので

すか。 

【勝又（NPO クラブ）】 

参加者は１８名です。  

【大沼委員】 

セミナーも大勢の方が参加しているという感じがしますが、例えば参加者が４７

名とすると、定員はどれくらいに設定するのですか。  

【勝又（NPO クラブ）】 

防災連続講座は最初２０名程度で設定したのですが、１回目から申込者が多かっ

たので、定員を増やしました。 

【大沼委員】 

１２月の報告の子ども記者育成講座の講師はどういう方がされたのでしょうか。 

【勝又（NPO クラブ）】 
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１回目が終わったところなのですけれども、１回目はプロに習う記事の書き方を

教えてもらうということで、読売新聞社の方です。  

直接その方に来ていただくということではなくて、NPO 法人企業教育研究会との

連携企画で、小学生や中学生向けのキャリア授業をするというプログラムで講師を

務めていただきました。 

【事務局（齋藤副主査）】 

１回目が子どものキャリア教育という観点から活動されている NPO 法人にご協

力をいただきました。 

２回目については、記事を書くにあたっての写真の撮り方ということで、こちら

のセンターの取り組みの中で関わりのつくれた元フジテレビのカメラマンの方に講

師をしていただいて、写真の撮り方を小学生に教えていただきます。 

実際に１回目、２回目を受け、３回目２月１９日に「わくわく市民フェスタ」や、

市内商店街など、実際外に出て取材するという流れです。 

それを記事にして市政だよりやみんなで地域づくりセンターのブログ等に掲載し

ていくということで、様々なセンターの取り組みの中で、出会うこととなった方々

にご協力をいただいて今回の講座を運営しているというところです。  

【大沼委員】 

１年ずっと継続していくのですか。  

【事務局（齋藤副主査）】 

講座としては定期的に行っていきたいと考えていますが、今回受けた子たちを継

続的にフォローしていけるように、現在広報担当と記事を市政だよりに載せるとか、

定期的にセンターの情報発信媒体に載せるといったフォローの仕方を検討していま

す。 

【大沼委員】 

できれば子どもたちが自分からこういう情報があるよというのを受けられるよう

な環境であってほしいかなと思います。  

情報特派員ではなく、小さい情報委員みたいな感じで、ずっとやっていただけば

いいかなと思います。  

【事務局（齋藤副主査）】 

今回、センターから子ども記者ということで、記者の腕章と名刺を作り渡しまし

た。 

取材先で名刺を交換する中で取り組みを知っていただくということで、初の試み

ですので、どういった反響があるか、どういった反応があるか、子どもたちの動き

方を見守りながら、次の取り組みにつなげていきたいと考えております。  

【庄嶋委員長】  

なかなかユニークな取り組みのように思ったのですが、こういうプログラムが組

めるということは何処かに先行例とか参考にした例はあるのですか。  
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【事務局（齋藤副主査）】 

コーディネーターと私が NPO 法人企業研究会の取り組みを視察する機会があり

まして、その取り組みを発展させてもっと広い視野で地域に関われるような、子ど

もが参加できるような環境をつくれないかなということで、今回こういう形の講座

を組みました。 

【勝又（NPO クラブ）】 

考えてみれば、夏前から、団体のところに行ったりしており、長い時間をかけて

企画を練っていました。 

【大沼委員】 

こういうセミナーとか講座の講師料や部屋代など、予算があると思いますが、こ

れは年度初めに計画されたということですが、予算は全体的に組むものなので、こ

のような講座が実現できることがいいなと思っています。 

年の初めに企画などを立てるかと思いますが、取り組みを見学に行ったところか

ら講座実現したということがすごくうらやましいです。 

講座ではある程度いくらというのがあって、その中でやっていける範囲でとなり

ます。 

例えば万が一この人呼んだらいっぱいかかるとかいう場合あると思うのですけれ

ども、そこはうまく、予算措置できるということですか。  

【勝又（NPO クラブ）】 

予算の範囲内でということです。  

【事務局（齋藤副主査）】 

補足ですが、今回ミクシィ講座ですが、一般市民の方に講師をやっていただいて

おります。 

２回目も写真の撮り方講座もやりますが、これも一般市民で写真に造詣の深い方

にやっていただきます。 

著名な方をお呼びするのは簡単ですが、市民力をうまく活用して、参加される方

に、尐し足らないものを付け加えることができるような方、それでも講座というの

は成り立つというものをお示しできたのではと思っています。  

今回センターの取り組みの中でこういったケースは増えてきたところなのですけ

れども、コストが安いからお願いするというわけではなくて、うまく市民の持って

いる力を活用して一緒に取り組みを進めていきましょうということをセンターが特

に推進しているところです。  

【大橋委員】 

子ども記者、ミクシィ講座、防災講座、ステップアップセミナーなどいろいろあ

りますが、去年１年間、講座で出られた方たちはどういう方、例えばいつも同じ顔

ぶれの方が出ているとか、毎回いろいろな市民の方が参加されているなど教えてい

ただければと思います。 
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【勝又（NPO クラブ）】 

例えば防災講座は先ほど話したように、関心を持っている民生委員とか自治会の

方、国際交流団体の方は住んでいらっしゃる外国人のためのということで関心を持

ってくださったり、関係機関でも福祉協議会の方に出ていただいたり、講座によっ

て参加者が違っています。  

今回の広報セミナーは、市民活動団体の方、自治会の方も出られましたし、文化

センターから７名、また市の職員の方、他市からも参加され８つのグループに分け

グループワークをするなど、いろいろな方に参加していただいたところです。  

【猿橋委員】  

今の件で受講者として参加したので感想をお伝えさせていただきます。 

金曜日に参加しまして、やはり市民活動団体は常に何かを公募しようとしていて、

私自身も問題意識持っていて、他の方と話してもやはり同じような問題意識を持っ

ている方が多くいました。  

「思わず参加したくなる募集チラシのつくり方」という書き出しも、すごく参加

してみたいな思いました。  

我々、市民活動団体ですがですが、市役所の方も、社協の方も、自治会の方も大

勢いまして、１つグループに色々なジャンルから６人集まりまして、意見を交換し

ながら、自分たちのチラシは元はこうだけどこういうふうに見方を変えるといいこ

とができるよ、というのをお互いに話し合う中でできて、これはすごく良かったと

思いました。  

やはり企画にぴったり合うこと、うまく合う企画ということで４７名参加され、

これはなるほど、という感じはしました。  

【大橋委員】 

いくつかバリエーションをもち、片寄った人ではなく、いろいろな方がいろいろ

な形で参加できるようになってくれば、四街道市民全体も興味を持って盛り上がっ

ていくのではないかと思います。 

片寄ってしまって、いつも同じような人たちが同じような顔ぶれで出てしまうよ

うなものだったら、全体的に盛り上がらないので、せっかくのみんなの地域づくり

センターなので、いろいろな人がいろいろな形で参加できるような講座がいろいろ

と増えてくればいいなと思います。  

【庄嶋委員長】  

他にありますか。 

【猿橋委員】  

関連するのですけれども、地域づくりサロンのテーマの選び方、こういうのをや

ってみたいなということがあれば、市民活動推進室あるいはみんなで地域づくりセ

ンターコーディネーターがかなり自主的にテーマを選んでいるのかもしれませんが、

これは願望、提案、両方兼ねていますが、いろいろな立場によって、みんなでやっ
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てみたいなというテーマがいろいろとあると思います。 

ワンデイシェフというのは一つの例ですけれど、それに興味を持った方が具体的

に「さくらそう」オープンまでに至った、あるいは自治会の方が防災関係について

一緒にやったというようなニュアンスを、場合によっては公募するなど、もう尐し

うまく取り入れていただけたらありがたいなと思います。 

【江口委員】 

１１月の報告３ページ、職場体験の受け入れについて、私の職場にも来ますが、

大体、学校側の要望という形で来てしまって、こうした方がいいのに、ああした方

がいいのにというのがあります。 

センターで受け入れた場合に、中学生も市民だという視点で、市民としてどう育

てていく視点をもったらいったらいいのかという点で、学校に対して逆提案みたい

な形があってもいいのかなと思います。 

そのような点で、何か工夫したことがあったら教えてもらいたいです。 

【勝又（NPO クラブ）】 

今年で２年目ですが、今年はヨッピィに乗ってみようとか、もともとみんなで地

域づくりセンターへ来るというより、市に職場体験したいという意向を持ってくる

ので、政策推進課の方にインタビューさせていただいたり、市の中を案内していた

だいたりということで、市の施策やみんなで地域づくりセンターコーディネーター

のことがよく分かるような内容をメインにしようということで実施したところです。 

おっしゃったような提案というとまだ話し合いはしていません。 

【江口委員】 

中学生がセンターに２日間、体験にきて、センターの事業という非常にエリアの

広い業務の中で、何を焦点化していくのかというのが中学生の中にあると思うので

すけども、そういうのが実際にありますか。  

【勝又（NPO クラブ）】 

センターとしては、市のことを知ってもらうのということ、市民活動団体に行っ

て体験してもらったり、そのことをポスターにしたりということで、センターの役

割を知ってもらおうという意図がありました。 

【江口委員】 

子ども記者の件ですが、２月１９日のわくわく市民フェスタにも来てくれるとい

うことで、フェスタのプランニングの中にも入っていますが、ブログなどで写真や

記事を載せる以外にあるのでしょうか。 

子ども記者たちが自分たちで何か広報媒体を自分たちで主体的に出していくとい

うのではなくて、今あるものの中に取り込んでいくという形でしょうか。 

【勝又（NPO クラブ）】 

まだ１回目なので、３回やる中で講座終了後も育てていこうと、また新聞のよう

な形にしていこうとは思っています。  
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【岩井委員】 

資料№２の２ページ⑧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」ということで、去年１０月２２日に開催されたところですが、参加者

からのアンケートで、講座で役立ったこととして、｢ボランティア活動のあり方、団

体ありきではなく課題ありきで進める。｣とありますが、この課題ありきが重要な課

題となってくるのではないかと私は思います。  

 次年度の地域づくりコーディネーター業務の資料をもらいましたが、地域づくり

センターのコーディネーターが問われていることは、市の政策課題、市内の地域課

題等とありますが、現在の四街道市においての地域課題というのは、一番に挙げら

れているのは何かありますか。  

【事務局（宇田室長）】 

例えば地域課題については総合計画の中にまずは基本構想があって、それは将来

都市像をどうしようかということが書いてあります。  

現状がこうだから、地域課題がこうだから、それを解決するために具体的な政策

を、今後１０年間どういう政策を展開して、どの分野でどのようにしていこうかい

うのが総合計画に位置づけられてはいますが、その課題という中のいの一番の課題

の中に、子どもが地域で伸びやかに育っていく環境づくりを進めていくということ

が課題の一つにはなっています。 

そういったことも受けて、現在の市長が「子育て日本一のまちづくり」というこ

とを政策テーマに掲げているということもあります。 

これも一つ大きな課題になっています。  

 いろいろな課題が散見されるのですけれども、地域づくりサロンの中で課題を解

決していくということを、市側は受託している NPO クラブ側に伝えてありますの

で、地域づくりサロンの、例えば「ワンデイシェフの魅力」というのは、課題解決

のためにコミュニティビジネスの手法で取り組みを進めて継続性を保っていくと、

新しい仲間もそれで増えていくという課題解決の方法もあります。 

 １０月の報告２ページ目の③に「農業」についての検討というのが地域づくりサ

ロンで行われているところなのですが、これについては農業人口というのがどんど

ん減っているなかで、農地も荒れているという現状があって、それを市民の活動力、

市民力でどのように現在の農業を盛り立てていくことができるか、あるいは流通を

盛り立てていくことというのが課題になっています。 

そこの農産物を回していく地域資源の中に商店も合わせて絡んでいただくことに

より、地域の活性化を図っていくという課題もあるので、今後もそういったものを

地域づくりサロンの中で出てくるというようなことでお願いはしております。  

そのように地域づくりサロンでどういったことを行っているかということが、課

題というのは何なのか、四街道の課題は何、という一通りの答えにはなっている。  

ですから先ほど地域づくりサロンでやるテーマを公募してもいいのではという意
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見もありましたが、課題というのを大切にしていきたいと考えておりますので、ま

ずは課題があるものの中から地域づくりサロンをこちら側が提示して、それに向け

た活動を行うことで解決に向かう、でもその課題、課題ごとのいろいろな委員の活

動が個別ばらばらであってはいけないので、お互いが影響しあって一プラス一が二

以上の成果に結びつくような、そういう地域づくりサロンのもっていきかたにすべ

きだというところでは常日頃からお願いしているところです。  

【庄嶋委員長】  

 センターができて２年足らずでこういう形になってきて、先ほどの地域づくりサ

ロンもまず形にしてみようということで、いくつかのテーマで進んできました。 

先ほどのようにテーマの公募も今後あるのではないかというのも、やってきた実

績の上に出てくることかと思いますので、年度が変わって委託業者が決まってくる

なかで、そういった新しい展開をやっていくのも大事かなと思います。  

 また、課題についての捉え方という意味では、先ほど事務局から説明があったよ

うに、基本的に行政としての動き方という意味では、総合計画があります。行政と

いうのはそれに従って動くわけですけれども、個別具体的なところ、具体的な取り

組み方は一様ではないというのがあります。この後話すような助成金の仕組みなど

も、課題だと思っていることについて、実際に我々はこうやって解決を図ろうとい

うものを拾い上げていく仕組みですが、みんなで地域づくりにおいては、その解決

に携わる人が、その課題と一緒に現れる、そういう展開をしていくというのが根本

のところにあると思います。  

 ちょうど１時間経ったところですので、休憩を５分くらい取りたいと思います。  

 

（休憩） 

 

【庄嶋委員長】  

時間になりましたので再開いたします。  

 議事の３番目、「平成２４年度地域づくり活動助成事業について」、事務局からお

願いいたします。  

【事務局（齋藤副主査）】 

資料№５をご覧ください。  

次年度、平成２４年度の地域づくり活動助成事業の募集要綱になります。  

１月１日の市政だより、ホームページで募集を開始しまして、明日１月３１日募

集締め切りとなっております。 

審査につきましては、来月２月２１日にプレゼンテーションを行って決定してい

きたいと考えております。  

内容につきましては、ベースとしては昨年度と同様となっております。 

次ページをご覧ください。  
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助成金の額につきましては昨年度同様、新規事業において、単独事業は助成対象

経費の１０分の９、上限３０万円、複数の団体で行う事業につきましては、１０分

の８の、５０万円の上限、継続的に行うイベントなどについては、対象経費の１０

分の５、上限５０万円の助成となっております。 

現在のところ、正式な提案として挙がってきたのは１件ですが、提案意思につき

ましては、約５団体が提出する予定です。 

今日、追加で添付いたしました資料をご覧ください。  

次回２月２１日に審査を行うに当たっての、選考の方針についての資料を添付し

ております。 

地域づくり活動助成事業（Ａ～Ｃ事業）選考方針です。 

去年ベースのままお出ししたところで、例えば、プレゼンテーションの方法、１

の（２）②、説明時間５分、質疑８分としております。  

昨年度皆様方に審査をしていただいたことも踏まえて、こちらについても検討で

きればと考えております。  

また、大頄目２番、選考基準につきましても、５つの区分で１０点配点としてい

るところですが、昨年度委員からご指摘いただいたとおり、１０点は得点が付けづ

らいといったご意見もあります。 

こちらについても配点等について検討していければと考えております。  

【庄嶋委員長】  

今年度実施している平成２３年度分の助成事業については、昨年度私たちが審査

をして選考しております。 

私たちは１回この審査を経験しているわけです。  

昨年度は初めてということもあって、事務局から示された選考方針に従って、そ

のまま審査をしましたが、一回経験したことで、手直しや、やりづらかった点など

は手直しすることができます。  

資料№５、募集要綱は公開されて、応募している団体はこれを基に申請しますの

で変えられないですが、選考方針はまだ手直しがききますので、もご意見をいただ

きたいと思います。  

 １年ぶりの話になるので、内容を忘れてしまった点、不明な点があると思うので、

そういう頄目も含めて、不明な点があれば今日明らかにしておきたいと思います。 

【江口委員】 

例えば去年審査して、改善点を示した上で助成を認めたという経緯がありました。 

団体で、委員会の意見に基づいて変更した点や、取り組みの成果については既に

事務局は把握をしているのでしょうか。 

【事務局（齋藤副主査）】 

昨年度の審査後、４月１日以降に本申請が始まりますが、付帯意見を踏まえた計

画を提出してもらっています。 
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事業はその計画に基づいて実施しています。 

【相川委員】 

実施後の評価を委員会ではやっていないのですが、また同じようなジャンルの提

案が提出されてくることもあります。 

そういう時にはどういうスタンスで臨まなくてはいけないかというのを自分なり

に持っておきたいのですけれども、評価というのは事務局ではどうやっていますか。 

【事務局（齋藤副主査）】 

本来であれば、審査した委員会において、事業終了後や３月終了した時点で評価

していくべきであると考えています。  

地域づくり推進委員会ができまして、まだ１回目の助成事業の年度がまだ終わっ

ていないところで、今後そういった評価も、委員会でしていくべきではないかと考

えております。  

ただ次年度の審査については今まで出された提案を踏まえた上で見ていただきた

いと考えております。  

【江口委員】 

例えば時期的に既に終わっている事業もあります。  

継続的に１年を通してやっている事業もあるし、クリスマスイルミネーションみ

たいに、その時点で終わっているものもあります。  

タイムリーに評価していかなくてはいけないという気がしますので、是非考えて

いただきたいと思います。  

我々も参加してみて、クリスマスイルミネーションは見に行きましたが、他の事

業は見ていなく、現実にどうだったのかなというのがあります。 

【事務局（齋藤副主査）】 

過去１０年間については、事業の評価は行っていない現状があります。 

【大橋委員】 

評価の仕方なのですが、市民にアンケートを出してどうだったかというのをやっ

てもらうのか、その辺を整理しないと評価がしにくいのではないかと思います。  

【事務局（齋藤副主査）】 

本来、本委員会で評価の指標であったり、指針であったりというのを示していく

べきであると考えております。  

【庄嶋委員長】  

四街道の場合ですと、終わった後の評価、途中経過の評価があまりなされていな

いのが現実です。他の自治体のこういった助成金の仕組みと比べても評価の部分が

なされていないので、その辺も含めて今度見直しにあたって、課題として挙がって

くるかもしれません。 

大橋委員が言われたような、例えばアンケート等によって、事業がうまくいった

か、いかなかったかを団体として自己評価する方法が準備されているかを、委員か
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ら団体への質問等に入れていく必要があると思います。何もないと、いいのか悪い

のか、何も評価に資する材料すらないことになりますので、そういう材料だけは整

えてくださいと要求することはできると思います。  

私もいろいろな自治体の助成金の審査員をやっていますが、審査の時点では事業

を何故やるか、どのようにやるか、やったことによる効果が本当にありそうか、と

いうことを評価しますが、実施後の評価は、やると約束したことができたかを評価

します。予定していた年間のスケジュール通りに大体実施されているか、実施する

といって全然やっていないようでは駄目だし、実施した結果、期待していた効果が

出ているか、というところです。そういったところを事後の評価としてはやってい

くのかなと思っています。  

その辺、実施後の評価の話は、後で出てくるかもしれませんので、課題があるの

は確かだと思います。  

 ところで、基本的なところで、次年度は総額いくらの予算があるのですか。  

【事務局（齋藤副主査）】 

現在、予算としては１６０万円の予定です。 

【庄嶋委員長】  

昨年はもう尐し多かったですね。 

【事務局（齋藤副主査）】 

市制３０周年記念事業枞がありました。 

【庄嶋委員長】  

３０周年枞を除いたとしても、総額が１７３万円になっていました。 

各事業上限額が決まっているので、何個までしか採択されないというのはあり、

年によって違ってきますけれども、申請する数が尐なければそれだけハードルは低

くなりますが、だからといって絶対採択されるわけでもありません。ちゃんと内容

は審査するということです。  

 スケジュールとしては、平成２４年度までは現行の仕組みでいって、翌年度から

変えていくというスケジュールですから、現行の仕組みでいく最後の審査になると

いうことですか。  

 大体どんなことやるか思い出してこられましたでしょうか。  

 それを踏まえて募集要綱の内容は前回とおりとなっていますが、選考方針も一応

前回のとおり書かれているのですが、詳細なところでは手直しがききますので、選

考方針で皆さんが審査をするに当たって、やり方などでご意見があればお願いしま

す。 

 私は、昨年終わって直ぐに言ったことですが、１０点満点評価は結構やりづらい

です。５点と６点の差はどうつける、７点と８点の違いはどうするかなど、余計に

考えることが増えるので、５段階の方がわかりやすいと思います。  

 大事なのは基準点という考え方です。（３）②に書いてありますが、基準点は、今
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は５点となっていますが、もし１点から５点とするなら３点が基準点。  

この意味はどういうことかというと、選考基準というところに出ている、例えば

公益性という点で、地域課題を適切に捉えているか、地域課題に解決の必要性、緊

急性はあるか、というのが一応満たされているということであれば、基準点３をつ

けるということになるわけです。  

それが非常に優れていれば４点や５点が付く。とりあえず基準としてはクリアし

ているということになれば３点、クリアしていなければ２点とか１点になるという

考え方です。 

この基準点というのは、とても大事なので、何点評価にするかは別にしても、こ

れは理解していただきたいなと思います。  

 それを１点から５点にするか、私が関わっている中で船橋市は０点から４点、０

点は、要は全然駄目な提案は１点すら付けたくない場合に０点を付ける。その場合

最高点は４点なのですけれども、基準点は２ということです。いずれにしても５段

階の評価です。  

【岩井委員】 

私もそう思いますので、この場で決めた方がいいです。  

【庄嶋委員長】  

皆さんどうですか。  

 ０点から４点か、１点から５点か。 

【江口委員】 

私は、提案自体は評価すべきだと思います。  

やはり１点は付けてあげるべきだと思います。  

【庄嶋委員長】  

それでは１点から５点ということでいいですか。  

【委員】 

はい。 

【庄嶋委員長】  

１点から５点の５段階、基準点は３点とするという定め方でいきたいと思います。 

【相川委員】 

もう一点、プレゼンテーションが５分というのは、前回ベルが鳴ってもまだ話し

ていました。 

もう尐し時間を伸ばした方がいいのではないかと思います。 

【庄嶋委員長】  

これは毎年、何件くらい挙がってくるのかと時間との関係で決めているところが

あります。 

今回プレゼンを含めての総時間は、大体何時間くらいを予定していますか。 

【事務局（齋藤副主査）】 
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案件数によって時間を設定しようと思っておりますが、現在のところは午後１時

から午後４時、５時ぐらいまでを予定しております。 

【庄嶋委員長】  

最高４時間くらいです。この間も結構消耗しましたので、それ以上は大変です。 

プレゼン時間は、仮に長くしたほうがいいということは決めておくとして、実際

に何件挙がってきてという時点で決めてはどうですか。  

【事務局（齋藤副主査）】 

午後５時以降も仮押さえしております。 

【庄嶋委員長】  

最大４時間を超したくない、というのはあります。 

あと同じ話で違った観点になるかもしれませんが、要はプレゼン時間は５分でも

私はいいと思うのです。 

ただ何を話すかの趣旨が団体に伝わっていなくて、よくある傾向は、我々のやっ

ていることはいいことだと、それをやる必要があるのだと、必要性の部分ばかり時

間をかけて、どうやるのかの部分は全然聞けないで終わってしまって、評価のしよ

うがないということがあります。  

もちろん、基本的には書類に書いてあることをもとに審査するわけですが、プレ

ゼンはそれをより分かりやすく伝えるためのものですので、５分であれ１０分であ

れ、どのようにやるのかというＨｏｗの部分まではプレゼンしてくださいというの

はお願いしたいところです。  

それから、前回は事前質問をしていました。事前質問を我々の方から送って、そ

れに対する回答までもらった上でのプレゼンだったのではないかと思います。 

そこら辺はどうするかというのがあります。事前に送るということであれば、一

手間かけることになります。  

【事務局（齋藤副主査）】 

ご出席いただけない委員もいらっしゃるということで、その方々の書類審査はど

うしましょうか。 

【庄嶋委員長】  

 プレゼンに出席できない委員がいることも考えると、事前に質問をしておく方が

よいと思います。 

ただ、プレゼンの中で答えてくださいというパターンもあるのですが、それだと

質問に答えるだけでプレゼンが終わってしまうというケースもあるので、去年は事

前に質問への回答をもらいました。 

 その辺どうでしょうか、ご意見をいただきたいと思います。  

 考える基準としては、内容を我々はしっかりと見て評価したいということであれ

ば、事前に質問をして、答えられるものは事前に答えて回答してもらった上で、当

日やりとりをする方がいいのかなと思います。一手間増えますけれども、事前質問
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をするということでよいでしょうか。 

日程設定もその関係で１回１往復するやりとりが出てきます。  

 あと去年の私自身の反省ですけれども、プレゼンやった後に審査会を開いて、そ

の場で採否を決めましたが、コメントについてもその場で決めました。コメントま

でその場で決めたことが結構時間をかけてしまった部分があるので、私から提案が

あります。 

 審査表の中でそれぞれの審査頄目について５点から１点の評価を付けますが、コ

メント欄があるはずなので、基準点に満たない点数を付けた場合は、何で駄目なの

かという理由をそこに必ず書いていただきたいと思います。 

いい点を付けた場合でも何故いいのかを書いていただけるといいのかもしれませ

んが、とりあえずは駄目な点ははっきりしていただけると助かります。それを私の

方で審査会としてのコメントをまとめるというように、最低限の負担で行きたいな

と思うのです。  

皆さんのコメントに書いてある内容をもとに文案調整させていただいた上で、一

度ご確認する時間を入れて、それで審査会としてのコメントを確定するということ

でいきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。  

【委員】 

はい。 

【猿橋委員】  

今のお話とてもいいのですけれども、プレゼン審査の当日、委員として参加でき

なければ意見は反映できないのですか。  

【庄嶋委員長】  

その点はどうしましょうか。 

確かに基本的には書類を見て、書いてあることを見て判断するのが原則だと思う

ので、場合によっては当日出られなくても、その時点で点数を付けて出していただ

くというのは可能です。 

逆に言うと、出席できる委員もまず書類を見た時点である程度点数を付けておい

て、あとでプレゼンを聞いた上で修正するというのが、最終的にはいいと思うので

す。 

それはどちらでも可能なのですか。  

【事務局（齋藤副主査）】 

あくまでも委員会のご意見ということなので、委員に委ねています。  

【庄嶋委員長】  

それでは欠席の場合も審査に加わるのでよいと思いますが、猿橋委員はどのよう

に考えていますか。  

【猿橋委員】  

審査に加わった方がいいと思います。 
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ただ、その時には先ほどの５段階に決まったわけですから、基準の説明や、必ず

コメントを付ける等、ご本人が承知した上で出してもらうということは必要です。 

【庄嶋委員長】  

当日参加できないだけで、最終的には、我々が事前質問したことへの回答までを

見た上で点数を付けることができるタイミングのはずなので、そういう意味ではプ

レゼンは聞けないけれど、点数とコメントを付けていただくということで、ご欠席

の場合の対応はよろしいですか。  

【委員】 

はい。 

【庄嶋委員長】  

それでは、そのようにさせていただきます。  

 今のご指摘のことにも関連するのですけれども、他の自治体の審査会でも伝える

のですが、プレゼンというのは見た目の印象があるのですが、あくまで事業の内容

というのは書類に書いてもらって、そこで判断するべきだと思います。  

その日の、その人の印象というのは確かにどうしても左右される部分は否めませ

んけれども、あまりそこで評価が変わってしまうことは差し控えてもらった方がい

いのかなということと、個人的にその人のことを知っているから心配ないという判

断では、やはりおかしいわけですので、個人的に知っている事情などを挟まないで、

公平に評価をすることが大事だと思います。 

 先ほどの説明時間を５分にするかどうかについては、最終的に挙がってきた件数

を見て、無理のないところで、例えば７分にするとかが考えられます。  

一方、審査員がたくさんいるので、むしろ、質疑の時間を長くする必要があるの

ではないかと思います。 

【事務局（宇田室長）】 

質疑、に関しては、委員の皆さんは端的になさるのですけれども、お答えする側

が長い場合があるので、答える時間の制限をお考えいただければと思います。 

【庄嶋委員長】  

回答し始めてから１分くらいで音を鳴らすなどあります。 

あるいは質問を事前にその時点で何人かまとめて取って、その質問に対して３分

以内で答えてもらうというのもあります。 

【事務局（宇田室長）】 

当日の質疑、あるいは答えを誘導するというのは、委員長のお役目と考えてよろ

しいですか。  

【庄嶋委員長】  

去年はそうでしたし、私が委員長をする前からそうでしたので、それで結構です。 

一つ思い出したのですが、去年、私は前列に座っていました。そのため、後ろに

座っていた委員さんが手を挙げているのが見えなかったので、私を後列の方にして
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いただけると全体が見えやすいです。  

 ２４年度地域づくり活動助成事業については、以上ということにします。  

これまでの議題と関連してくる部分がありますが、４番目に「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、事務局からお願いします。  

【事務局（齋藤副主査）】 

資料№４です。 

前回ご説明しましたが、皆様からお話しいただいた内容、また現状の地域づくり

活動助成事業の抱えている課題等を踏まえまして、今後「みんなで地域づくり」の

視点に立った助成金、補助金関係の方向性を固めていきたいと考えております。  

配付した資料をご覧ください。 

大きくみんなで地域づくりを推進していく中で見えてきた柱を３つ据えて、補助

金等の制度を作っていきたいと考えております。  

１つ目として図の真ん中をご覧ください。 

大きくは、現在と同じような形で市民活動を支援していけるような仕組みを考え

ております。  

ただし、現在地域づくり活動助成事業の申請団体についてのサポートは当課で行

っております。  

環境に関わる部分、産業振興に関わる部分、福祉に関わる部分などありますが、

市政だよりの協力であったり、会場の問題であったり、すべて市民活動推進室で対

応しております。  

こういった地域づくりを推進していく上で、庁内の連携というのも大事になって

きますので、協議の場に担当課も入り、地域づくり団体の取り組みをサポートして

いく、そういった形でこの新しい地域づくり活動助成事業の拡大版ということで、

図のような枞組みを考えていければと考えております。  

一つ、先ほど追加で資料をお渡ししましたが、イメージとして、１２月に行われ

たクリスマスイルミネーションがあります。  

こちらは任意の団体、イルミネーション実行委員会の方が立ち上げた事業ですが、

この事業を行うに当たっては市内の幼稚園、保育園、小中高、他市民団体約３０数

団体が事業に協力しまして、１２月２３日から２５日まで３日間開催されました。 

この取り組みに当たっては、３０数団体の他に市関係各課が協力しているところ

ですが、連携して協力する仕組みがまだ市にはありませんので、そういった協力に

ついてもしっかりと制度としてサポートしていけるようなものにしていければとい

うところです。  

資料№４の左側の図をご覧ください。  

コミュニティビジネスを推進するような仕組みということで、追加で添付しまし

た日替わりシェフの店「さくらそう」の資料をご覧ください。  

継続した取り組みにしていくために、「さくらそう」のようなビジネスの手法を取
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り入れて地域課題の解決を図っていく取り組みについても市としてはサポートして

いきたいと考えております。  

現在の地域づくり活動助成事業の枞ではなく、より大きなお金が動くコミュニテ

ィビジネスにつきましても、別枞でサポートしていけるような仕組みということで、

２本目の柱として記載しております。 

図の右をご覧ください。 

ボランティア活動の促進ということで前回ご説明しましたが、例えば公共施設、

道路や公園につきまして市民有志のボランティアが中心となって管理していくアダ

プト制度も地域づくりに資する活動ということでサポートしていければということ

で、３本目の柱として掲げております。 

市民団体だけではなく、また市だけではなく、うまく横の連携を図りながら継続

する仕組みとして続けていければと考えております。  

なお、参考資料としてイメージをつかんでいただければということで、実施概要、

実施要綱を添付しておりますが、方向性を定めてから、細かい内容を詰めて、逐一

委員会に報告していきたいと考えております。  

【庄嶋委員長】  

ありがとうございます。 

スケジュール的なところと委員会の絡みというのを説明してください。 

【事務局（宇田室長）】 

委員長が前の議題の時におっしゃっていただきましたが、２４年度の事業に関し

ては、現行制度の下で行っていく。  

２５年度から新たな制度を導入できるような大まかなスケジュールを考えていま

す。 

ですから現在の補助金の要綱を廃止して新たな３つの制度が合わさったシステム

の補助要綱を、できるだけ年度の第１四半期を目途に策定を考えています。  

早いうちに新たな仕組みを策定しないことには、啓発して来年度からこういう事

業に取り組みたいという市民活動団体が準備をしていただく時間がありませんので、

第１四半期で広報を行いまして、第２、第３四半期で事業を計画できるように準備

をしていただく。  

それで第３四半期の後半から第４四半期の中で提案を受け付けて、委員会で審査

していく。 

コミュニティビジネスの推進を審査していくに当たっては、かなりの事業費のメ

ニューにしないことには、現状のメニューですと地域課題を解決するのは金額的に

尐ないのではないかなと思います。  

地域課題を解決する手法は、かなり専門性を帯びてくることもあるので、審査す

る委員も、人数を多くする、あるいは専門性を持った委員を増やすなども併せて考

えさせていただいております。 
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 今の段階ですと、以上のようなスケジュールで考えています。 

【庄嶋委員長】  

分かりました。  

第２回委員会の時は、様々な自治体の例の説明があって、今回はある程度系統的

にまとめられた案が提示されているということで、案の細かいところまで直ぐに理

解することは大変かもしれないですが、疑問点、質問、ご意見あると思いますので、

今説明があったことや資料に関して皆さんから何かあればお願いしたいと思います。 

 まず、私からですが、これまでの地域づくり活動助成事業の仕組み、これは基本

的に１年間で終わるような仕組みでした。翌年も続けて出てくるような例もあった

りしましたけれども、基本は１年で終わるような仕組みです。  

今度、新しく作る仕組みの場合は、いずれにしても育て上げるということは大事

になると思うのですけれども、最近、いろいろな自治体のこういう仕組みを見てい

て、思うことがあります。それは、それまで何の取り組みもしていないのだけれど

も、お金が出るからとりあえず補助金を基に事業を始める、ということで申請して

くるものがあるということです。そのため、思った通りの成果が出ないとか、ニー

ズそのものをつかみ切れていないとかいうのがあるのです。  

そういう意味では、補助金があるから事業を立ち上げるのではなく、まずは自力

で実施してみて、その中からニーズなどを把握して、それが申請の根拠になって、

実際に自分たちでこういうことを取り組んでやり始めてみたら、こんなニーズがこ

れだけあることが分かったから、より発展した形にするために、助成金なりの仕組

みを使っていきたい、というものだと思うのです。 

また、将来の出口論というのも、別にまたあるのですけれども、そういう全体的

な大枞はどういうような捉え方になっているのかなというのを伺いたいです。 

【事務局（齋藤副主査）】 

今回、市関係各課、市民活動推進室を含めて協議の場を持てればと考えられると

ころです。 

協議の段階で整わないもの、実現の可能性が低いもの、いろいろ出てくると思い

ますので、しっかりと見守っていく、ともに取り組んでいくという意識を付けてい

けるような仕組みにしたいというのがあります。  

ですので、本当に立ち上げ時に全く取り組みをしていない団体も出てくる可能性

もあると思いますが、市役所内でそういった意識を持ってやっていけるような、や

っていかなければいけないというところを考えています。  

【事務局（宇田室長）】 

委員長がおっしゃったのは、市民団体がまず初年度に調査をしてニーズを把握し

て、次年度で効果的な事業を取り組めるように提案を深めていけるという数年型の

補助もあるというのを前提におっしゃっているのですか。  

【庄嶋委員長】  
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初年度、調査というわけではなく、まず自分たちで実施してみて、自分たちで形

にして基盤を作ったところで初めて補助金を使ってこそ効果が出てくると思うので

す。自分たちで何も実施しないうちから、いきなり提案してくる場合もあったりす

るものですから、自分たちで何年間か取り組んできた事業を対象にするという案は

ありますか。 

【事務局（宇田室長）】 

今、事務局が言ったように市としても漫然と仕事をしているわけではなく、いろ

いろ市民からご意見や要望を常に受け止めながら通常業務をやっている中で、自分

たちの仕事に対する地域課題というのは何なのかというのは分かっているはずなの

です。 

ですから市民の方々も地域課題を、図の左の事業のところで申し上げると、地域

課題をよくよく分かっていて、それを解決すべくこういう事業をやりたいというよ

うなものは、やはり担当課の常日頃の業務に対する考え方も反映できていないと、

市としてもこれは問題解決のいい手法だと判断できないと思います。 

関係各課との緊密な連携、なおかつその団体が今までどういったことをやってき

ている中で、この事業を提案するに至っているか、そこら辺を求めていかないと、

ばらまきになってしまう懸念もありますし、あるいは使ってはもらったものの、全

く効果が上がらなかったではないかという懸念もありますので、やはり制度の仕組

みの中にはきちんと位置づけていかなくてはいけないと思いますので、制度を作っ

ていく中でアドバイスいただければありがたいなと思います。  

【庄嶋委員長】  

分かりました。  

【相川委員】 

私の理解でいうと、地域の活性化が必要です、ということでこの制度が始まって

います。 

お聞きしていると、小さな政府で今までやってきた一部を、民間活力を利用した

いというようなニュアンスに聞こえるのです。  

地域活性化と小さな政府、民間活力を利用するというのをどう考えているのか。 

本来ならば、今までこの事業を市で効率的にやっていました。 

だけど税収などが行き詰まりました、安く民間でやっていただけませんかという

ように聞こえたら、何か本末転倒のような気がするのですけれども、その辺の整理

はどうですか。  

【事務局（宇田室長）】 

問題の発想はそこではありません。 

例えば行政が今やっていることが効率良くないので、地域の方々に担っていただ

くことにより、若干、会社が取るべき営利的な経費が無くなるので、これだけの安

いものになってきてということがあると思うのです。  
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ただ、それだけで済むものだったらば、例えばシルバー人材センターにお願いす

るのかもしれませんし、もう尐し競争を高めてさらに廉価な業者にお願いすれば解

決できると思うのですけれども、要は地域の方々が公共的なことを担うことによっ

て、また一つ地域社会で地域の方が参加することによって、他の人間関係が生まれ

てきて、また次の新たな公共的な事業を実施することに結びついていく可能性が考

えられますので、次の段階に事業を受けた団体が、次の全く新しい公益的な事業に

発展するというようなことを期待している方が正解かもしれないです。  

【相川委員】 

私がここに参加しているのは、要するにみんなでこの四街道市に住んでいて、み

んなで楽しくやろうよと、元気にやろうよということの具体案を協働でやっていく

というような姿勢とは若干違います。  

それが市政の一部のこういう活動をみんなでやるように市政は持っていきたいと

いう。 

何か自由な動きから、市の方針の一部に組み込まれるようなニュアンスを受ける

のです。 

【事務局（宇田室長）】 

それはそれであってもいいと思うのです。  

ただ、本来行政が担うべきこというのは、もともと地域住民が担っていたところ

が大きいです。  

川普請とか、道普請とか、税金を納めるから市が肩代わりに効率よくやってくれ

となって、公共事業で河川、道路というのは、専ら事業を実施することになってい

る訳なのですけれども、本来、もっといろいろな地域、地域で地域課題というのが

あって、本当は行政でやってもらいたいのだけれども、今行政の本来仕事になって

いないから、それでは民が民を支えるようなことを民で実施するということを提案

したい、といったときに、この事業の補助金が使えます、というところのボリュー

ムを大きく広げていきたいということを申し上げたい。  

買い物支援とか、高齢者を中心としたデマンド交通システムを地域で実施してい

くビジネスを始めたいとかといったようなことに関しては、この補助金というのが

有効に使えていけるのではないかと思っています。  

 本来ある行政業務を皆さんに行ってもらうためのメニューですというわけではな

いけれど、蓋を開けて見たら、皆さんが担えるべき本来行政がやっている業務も結

構あると思うので、それを提案していただく分にも構わないとは思います。  

それで皆さんがワイワイやることで、また違う課題を見つけてそれに取り組むと

いう相乗効果というのも出てくると思うのです。 

それを期待したいということです。  

【庄嶋委員長】  

我々が今度審査する事業が、まさに助成事業で、自由な発想でやっているものに
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対して助成金を出して、もっと伸び伸びさらにやってくださいという感じのものな

ので、今回は助成金という訳ではなくて提案事業という形で、特に進め方として、

役所が絡んでくるところが前よりは強くなってくるところは確かにあるのかなと思

います。 

その中で自由提案と行政提案が今のところ想定されていて、行政提案の方は明ら

かに行政が動く根拠が必要で、先ほどの総合計画に書いてあって、実際に行政とし

て事業に取り組むことになっているものを、より効果を上げるために市民活動のノ

ウハウを生かしながらやりたいということかと思います。行政の予算で今までやれ

たのは量的にこの範囲だったけれども、皆さんで動けばこれくらいのことができる

というもの、あるいは質的に行政としては全然ノウハウがないものも、皆さんのノ

ウハウを活かせばできるため、行政の側から組める相手を探してやっていこうとい

うのが行政提案なのかなと思います。 

 それに対して、自由提案の場合は、場合によっては、逆に行政の担当職員にとっ

ては負担が増えるのもあるのかなと思います。今まで自分たちだけではこういうふ

うにやっていたのに、提案を受け、提案の内容を聞きながら組み立てることになる

ので、手間がかかります。  

 それに対して良いのか、悪いのかも含めて、多分両面あるような気がするのです

が、そういうのが四街道市にとって、どれくらい必要なのかというところを聞きた

いなということです。この仕組みが良いのか悪いのかという大枞のところについて、

我々が何らか感想を含めて述べるには、そういった市にとっての必要性を伺いたい

ところです。 

 例えば、この仕組みは、コミュニティビジネスが大きく取り上げられているのが

特徴かと思いました。 

コミュニティビジネスということは、基本的にはできるだけボランティアで回し

ていくのではなくて、事業性を持って必要なお金を事業の中からペイしていく部分

を増やしていこうということなので、受益者になる人がある程度払ってもいいよと

いう内容のものなのです。  

他にも福祉的な、要するに自分自身が恩恵を受けるのだからある程度お金を払っ

た方が頼みやすいとか、そういう類のものはコミュニティビジネスにのってきます。

しかし、ここで言えばアダプトみたいに、その辺の道が汚れていたって別に俺は関

係ないと思う人がいてしまうような問題は、どこからか何らかのお金が出てこない

と、直接受益者からお金をもらうということができにくいものかと思います。 

いくつかパターンはあるのだろうなと思うのですが、いずれにせよ、新しい仕組

みが四街道の現状に合っているのかどうなのかを考える必要があると思います。 

 コミュニティビジネスというので、それについては事業費が大きくなるだろうと

いう話なのですけども、これは例えば「さくらそう」が今回のケーススタディにな

っていると思うのですけれども、どういう費目の部分が増えるのか、例えば開業設
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備とか、初期投資のところでお金がかかるだろうということでしょうか。 

【事務局（齋藤副主査）】 

はい。 

【庄嶋委員長】  

コミュニティビジネスは、やはり初期投資にお金がかかるだろうと思うので、もし

そういうところに本当にお金が出るのであれば、それはそれで結構なことです。こ

れまでの地域づくり活動助成事業とは、かなり異なる特徴をもった形になるのかな

という感想です。 

 この話は、今後この委員会で審議することはあるのでしょうか。スケジュールか

らするとあまり時間が無いようですがいかがでしょうか。 

【事務局（宇田室長）】 

今日いろいろなご意見が頂戴できれば、それを加味した仕組みというものに組み

立てていこうと考えていた訳です。  

来年度の第１四半期の早いほうに制度を確立したいというようなこともあります。 

まずければ、いろいろなご批判が頂戴できるのかなと思います。 

あまり無いということは、そんなに悪いことでもないのかなと思いながら、また

個別にご意見を頂戴しながら、制度化に向けて行きたいとは思っていますので、で

きれば基本、このような形で進ませていただきたいと思います。 

【庄嶋委員長】  

その場合、市民自由提案型の仕組みができるとしたら、この部分はわりとこれま

での助成事業の延長にあるような感じに捉えていいのですか。  

この仕組みができたお陰で、より担当課の関わりを増やしていくという、ある意

味ではプラス面も加味されると思うのですけれども、自由な発想や取り組みにプラ

スして、行政の関わりが入ってくるという考え方でいいのでしょうか。  

【事務局（齋藤副主査）】 

採択事業のサポートを当課で行っているという現状があるので、みんなで地域づ

くりという、行政内でもそういった意識を付けていかなくてはいけないというとこ

ろで、担当課に入ってもらう。  

やること自体はなるべく今に近いものになると思うのですけれども、担当課に取

り組みに入ってもらうという仕組みにしていけたらなというのはあります。 

【庄嶋委員長】  

自治体によっては、今回の案のように行政と一緒にやりましょうという仕組みを

作って、同時に現行の助成金、補助金の仕組みをそのまま残しているようなケース

もあったりするので、先ほどの話ですと現行制度はなくなって、これが入れ替わり

に入ってくるということなので、ただ種別としては、自由提案、市民からの提案と

いうのは助成金の仕組みを引き継いでいる部分はあると考えていいのですか。  

 あと出口論というのが大きな意味があり、事業を一緒に行政と市民活動団体が協
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力して作りましたという事業は、いつまでこの形でやるのかということです。  

将来的に市民活動側が事業を引き取って自主的に回していくのか、逆に意義があ

る事業だということが見えてきたので、行政側の事業として委託の形にして、公の

部分としてやっていくのかとか、そういうもともと行政というのは公的な仕組みで、

市民活動というのは身近な人たち同士の共助という部分の違いがあります。 

それを一緒にやるという部分で、結局は地域の助け合いで将来的にはやるのか、

行政側の事業としてみていくのかみたいな話とか、出口のこと、何年くらい協働事

業を続けてやるのかという話のところは、いろいろな検討に耐えるようにしていた

だければなと思います。 

皆さんからはありますでしょうか。 

【大沼委員】  

行政と市民団体との助け合いの制度というイメージですか。 

【庄嶋委員長】  

両方が関わるということです。 

【大沼委員】  

もう一つ、資料№４の図、よく見てみると、変に感じるのです。 

私は逆なのではないかなと、矢印が下から上というのはおかしいですか。  

イメージ的に私たちがみんなで地域づくりの当事者なのですけれども、矢印が、

制度があって、最終的に制度を作っていきたいという意味なのか、それとも市民と

の連携があって、最終的にコミュニティビジネスが促進されたり、市民活動団体を

支援して、ボランティア活動を促進した上で、みんなで地域づくりが成り立つとい

う、多分これは市の方のお考えなのかと思ったりしたのです。  

矢印は逆なのではないかなと思いました。  

【事務局（齋藤副主査）】 

みんなで地域づくりを実現するために必要なものは何かというところで、過去の

助成事業、現在の地域づくりセンターの取り組み、さらに三本柱、こういったもの

を達成することが地域づくりの推進につながっていくのだというところです。 

この三本柱ですけれども、それを達成するためにはどういったことが必要なのか

というところで、矢印が下に伸びて、それではこういう仕組みがあったらいい、と

いうことで、一番下に制度が仮称で付けていますけれども、こういった仕組みがあ

れば、こういった三本柱の解決につながっていくのではないかということで、こう

いった図の作りになっています。 

決して行政の目線で作ったものではなくて、行政もみんなで地域づくりの構成員

になって、これを成し遂げるために必要なものをまず出していこうというところで

す。 

それにはこういう仕組みがあるとこういう事業ができる、といった資料の作りに

なっています。 
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【大沼委員】  

改めて確認できました。 

【庄嶋委員長】  

三本柱がありますが、三本柱の二本目というのは今までやってきたものの延長だ

と思うのですけれども、よく市民活動を見る時にボランティアベースのものと事業

ベースのものといった分け方をしたりします。 

事業型でやっていくのがコミュニティビジネスで、逆にボランティアベースで地

域のことをやっていくものをボランティア活動というのは、理屈上分かるけれども、

結局残った真ん中の柱は、それ以外のものみたいに、そのどっちでもあるような内

容で、その捉え方はどう考えられているのかなと思います。 

逆にいうと、従来やってきたのは真ん中で、右と左をプラスしたみたいな話なの

でしょうか。 

【事務局（齋藤副主査）】 

おっしゃられるとおりです。  

継続的に市民活動を支援していくためにというところと、また片一方で市民が自

発的にボランティアでやられている活動というのも、後方支援という形でサポート

していく人がいたということで、特出ししたというところはあります。  

【相川委員】 

図の真ん中の方向で進み始めたと、それでボランティア活動は行政から外れてい

ろいろなことをやっていましたと、それで地域を活性化しようという話が市政の中

で大勢を占めるようになりましたと、それで助成もしていきましょうということに

なりましたと、そろそろお遊びの時代は終わりですよ、長期ビジョンに則った指導

に基づいて民活で、さっきの道路普請ではありませんけど、そういう方向に持って

いきたいということを考えていると受け取られるとしたら、これはまずいのではな

いかなと思うのです。  

ボランティアの中で、例えば自治会の運営に関して金太郎飴みたいに、例えばつ

くし座みたいに防災も公園の掃除も一生懸命やっているし、お年寄り関係もやって

いると、他のところもちゃんとこういうふうにやりなさいと、それは自治会を否定

するような、今の陳腐化したどうにもならない自治会にした要因のような気がする

のです。 

それぞれの地域でそれぞれやることは違っていいのです。  

例えばガス灯の地域などは、ミーティングをやると我々若い世代ばかりですと、

だからあなた方のような自治会のニーズと違いますと、だから我々は１年交替の役

員人事で十分なのですと、こういう自治会もある。  

そこでは中心の話題は子育てなどが挙がる。 

片一方はロートル化したつくし座みたいな自治会は、老人中心のそれに合った自

治会活動をやる。  
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だからそういう自由な発想でやらない限り、自治会なんかは活性化しないわけで

す。 

効率的なやり方はどうかということはやりますけれど、こういう枞をはめられる

と、私みたいな被害妄想狂は、そういう受け取り方をする可能性がある。  

だからこれは上手にやっていかなくてはいけないと思います。 

【事務局（齋藤副主査）】 

この枞に当てはめようというだけの制度ではなくて、自由にやっていただける自

治会や団体があれば、自由にやっていただいていいと思うのです。  

このような制度使わなくても自発的に自立してやっていける団体は、それでいい

と思っています。 

もっと活動が活発になったり、意識のある人が増えていく、そういったものをサ

ポートしていくための制度であって、このような制度を使わなくてよいという団体

は自由にどんどん活動をしていただいていいと思うのです。  

決してその枞に当てはめようとする制度ではない、サポートするための制度であ

るというのは考えています。  

【江口委員】 

私たち市民活動をやっている人間からすると、この制度は結局、補助金の振り分

け方の一つの方向性というか、あり方としてこういう３つが出てくるというふうに

考える。 

この制度はそういうことなのでしょうか。 

【大沼委員】 

でもこの中で補助金制度ではないというふう書いてあります。 

補助金ではないのですよね。  

【事務局（齋藤副主査）】 

補助金なのか、助成なのか、協力なのか、いろいろ関わり方があります。 

【江口委員】 

要するに市と協働してやるときの助成のあり方として、この３つのあり方があり

ますよということなのですか。 

【事務局（齋藤副主査）】 

この制度しかかないとか、これがあるからよしということではないです。 

【江口委員】 

そうではなくて、こういう方法が考えられるということでいいのですか。  

【事務局（齋藤副主査）】 

はい。 

【江口委員】 

コミュニティビジネスの促進と、市民活動促進など三本柱によって、補助金の額

が変わってくるということでもない訳ですよね。 
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相対的にいうとコミュニティビジネスの補助金の方に比較的補助金の額としては

大きいものが動いていくということなのですか。 

【事務局（齋藤副主査）】 

市民活動団体を軽んじているから額が違うということではないです。 

【江口委員】 

いやそういう意味ではない。  

つまり市民活動団体のやっている取り組みの中身によってこのコミュニティビジネ

スの促進を明確に位置づけるという方向性を目指しているところの方が、つまり三

つ目の一番左側の制度の補助金の額としては大きくなるかなとか、そういうことで

もないのでしょうか。 

【事務局（齋藤副主査）】 

額については予算もありますし、どの程度の割り振りになるのか、また、どうい

った事業を想定していくのか、詰めていく中で出てくると思うのですけれど、補助

金相対的に増えてくるのかなというところはあります。  

【事務局（大野課長）】 

表現の仕方が誤解を招いているようであれば解いていただければと思います。 

あくまで地域づくりについての助成事業でありますが、ただ一つで、皆さんで市

民活動、地域づくり活動が活発になればいいというのが厳然とあります。  

その上で市民活動というのは幅広くあります。 

それを事務局でも多くの助成事業を実施した中で、絞っていった結果、この３つ

があるだろうと、あり得るだろうという形に整理したのがこの形なのです。  

逆に言うと、この経過が事務局では理解していますが、皆様にはそれを全てお示

ししていないので、そういう意味では検討が尐し足らない形で取られてしまうこと

があるかと思っているのですが、前提にあるのはあくまで市民の方々が地域づくり

のために何か動こうといった時に、何か助成してくれるツール、制度があればと、

その時に市として何か手伝いできないかなというのが原点になりますので、その中

で例えば行政提案などがあるのではというところです。  

行政の中でも、以前に比べて職員の数は非常に減っております。  

その一方で地域の問題、社会情勢、市がやっていかなくてはいけない事業という

のも非常に増えてきています。  

その中で市ができるところが目一杯になる前に、市民の皆さんと一緒に考えて一

緒にやっていくということを尐し方向付けしていかなければいけないというところ

で、あくまで地域づくりのためのお手伝いという観点と、これから市として進めて

いくべき方向を、市の職員だけでなく市民の皆さんと一緒にやっていくという方向

性をもってこれを整理していきたいなと考えているところです。  

そう意味では事務局でもまだ補助の制度の概要について、詰め切れていない部分

がありますので、逆に今日皆さんにイメージだけでもお示しして、いろいろご意見
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をいただければと考えておりますので、その辺をお心におとめいただければと思い

ます。 

【江口委員】 

今おっしゃられたことは全くそのとおりでして、例えば行政と市民が一緒やらな

いと、これからは世の中進んでいかないし、市民だって行政に利用されているとい

う人も一部にはいるかもしれないのですれども、そういう発想は僕らの中には全然

無くて、一緒にやっていく上でどういうシステムが一番いいだろうかということで

す。 

その時に税金を払っているので、その中で有効にお金を使えるというためにどう

いうやり方がいいのだろうかところの発想だと思うのです。 

具体的なイメージもこういう図で出されると、視野が狭められてしまい、よく分

からなくなってしまうということがあったものですから、聞いたのです。  

決して否定しているわけではないのです。  

【庄嶋委員長】  

制度案と図で整合していないところがあると思います。 

制度案は市民の自由提案と行政の行政提案という区分がありますが、図にはコミ

ュニティビジネスがかなり出てきている。  

それはどういう捉え方になるのか、その辺のところが不明なままだったので、い

ろいろな議論が出ていると思います。  

ただ、図のコミュニティビジネスと右側のボランティア活動、要はアダプト、こ

の二つは特出し的に名称、名前が付けられるものとしてあって、明らかにそれは異

なるものだと思うのです。  

コミュニティビジネス、事業性を持ってやるものと、アドプトはまさにボランタ

リー・ベースでやっていくというものということなので、事業の成り立ち方自体、

結局お金というのは人を動かすためにあるわけですから、お金がなくても人が動く

というのがボランティアで成り立つわけです。  

真ん中の市民活動団体の支援というのは、漠然としている今までやってきたもの

の延長の発展版というところなのですが、その辺、区切り方の具体的なものとぼや

っといているものが、混じっていたりするので、捉えどころがないような部分もあ

るのかなと思うので、この委員会で何か合意して決めるということではないので、

そのことを踏まえて、表現の仕方等も含めて市で考えていただくのかなと思います。 

でも、根幹はやはり江口委員が言われたように、みんなで地域づくりを目指すの

にこういう仕組みがふさわしいのかどうか、それがいいのかどうかという方向とか、

見込めるのかどうかとか、やはりそういうところにつながっていくと思いますので、

仕組みの紹介のところはそれからぶら下がってより深く見ますけれども、その軸に

なるような部分、ここをしっかり示していただければと思います。 

今とどう違うのか、今よりこの部分が発展するとか、尐なくともまず我々委員に
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伝わることが、さらに市民、一般の方々にも伝わっていくというところがあると思

います。 

【猿橋委員】  

ボランティア活動というのはいろいろな面、何でもボランティア活動だと思うの

ですけれども、ここではアダプト制度の適用とか、促進とかいうようにはっきり言

って、これは市の効率化とか、先ほどの行政の道普請等々と言い方を変えて、それ

をみんなでやることによっていろいろな地域づくりにつながりますということで、

ボランティア活動よりもアダプト制度の改善とか、それをはっきり出したほうがイ

メージしやすいと思うのです。  

一般のそれ以外のボランティア活動で、市民活動団体およびボランティア活動の

支援というようなことで、そういうものはもっと他にも広がってくるかもわからな

いし、コミュニティビジネスの中にも当然ボランティア活動はあると思うのです。  

ボランティア活動の促進ということと、同じレベルに並べるとイメージがわかな

いというか、違和感があるのと、三つの枞以外なものは、もう補助金の対象ではな

いという表現なのかどうか、あるいは補助金はすべてこの中に何らかの形で当ては

まるかどうかというのは、ちょっと分からない。 

例えば先ほど農業関係についても関連している面もありますが、農業団体が、例

えば市民の農園を開放すると、あるいは市民が就農者の代わりに農業を１日農業者

としてやるというようなものがあるとすれば、この中のどれに当てはまるのだろう。 

当てはまらないとすれば補助金の対象ではないということになるのかどうか、と

いうようなところについて、整理ついていないです。 

【事務局（宇田室長）】 

みんなで地域づくり指針の中に、今後進めていく大きな柱というのが示されてい

ます。 

パンフレットでいうと一番裏面にあって、バスの絵が描いてあるイメージ図なの

ですけれども、その中の⑤市民協働プロジェクトの推進・実施という頄目がありま

す。 

市民協働プロジェクトというのは、これから市民と行政と、あるいは市民同士が、

あるいはいろいろな主体同士がからみあって、地域を良くしていこうとする特に重

要なものについて進めていきます、ということが書いてありますが、それが図の一

番左のメニューで解決できる資金源になってくるというようなイメージなのです。 

 事務局が資料№４を説明する時に、補助金のメニューがこの三本柱ということで

はなくて、新たな制度を考えていくための三本柱がこれを元に考えていくというよ

うなことなので、制度の中のメニューとしては、市民協働プロジェクトを実施する

メニュー、あとは図の一番右のアダプト制度を実施するメニュー、その中間として

今実施している新たな活動を支援していくというメニューというような大きな区分

というようなものになっていくのではないかという感じです。  
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【庄嶋委員長】  

今の点についてどうでしょうか。  

経過説明も含めて、どう見せるか、どうもう一回整えるかは、まだ考えられるわ

けですけれども、大体こういうことをしていくということがやりとりの中からみえ

てきたと思います。 

 復習すると、今日我々から出た意見を踏まえていただいて、いろいろな意味でま

だ検討していただくところがあると思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

それでは議題の５番目の頄の「その他」、何かありますか。  

【事務局（齋藤副主査）】 

議事としてはございません。  

【庄嶋委員長】 

それでは最後の「その他」はありますか。 

【事務局（大野課長）】 

これは委員会の業務とは関係ないのですが、皆さんいろいろ地域で活動されてい

るのでご紹介だけさせていただきます。 

来週の日曜日、２月５日「まちづくりシンポジウム」について広報させていただ

いておりますが、暮らしやすいまちにするためには、どのような点に着目してまち

づくりを進めて行くべきかについて、見城美枝子さんをコーディネーターに、宮城

まり子さん、佐渡市長がパネラーとして加わりまして「まちづくりシンポジウム」

が行われます。  

皆さん市民活動とか団体活動とかやられておりますので、いろいろな方にお伝え

いただければと思います。 

当日は定員が２００名で、参加料は無料で、事前申し込みもいりません。  

もし興味がある、お時間があるという方がいらっしゃいましたらどうぞご案内し

て、皆さんもお時間がありましたらご参加いただければと思いまして、ご紹介だけ

させていただきます。  

【事務局（齋藤副主査）】 

先ほど次回は２月２１日ということで、それに至るまで進め方のお話もいただい

ておりますので、それまで資料等を整えましたら、また委員の皆さんに送付させて

いただいて進めていきたいと思います。 

また、提案団体によっては、開始時間、実施の時間変わってくると思いますので、

明日の提案の締め切り後、またご連絡はさせていただきたいと思います。  

よろしくお願いいたします。  

【庄嶋委員長】  

皆さんの方からよろしいでしょうか。  

それでは、第３回みんなで地域づくり推進委員会を終了させていただきます。  


