
平成 25 年度第 2 回四街道市みんなで地域づくり推進委員会 

 

【開催日時等】 

<開催日時> 

平成26年1月9日（木）14時～16時 

<開催場所> 

市役所本館5階第2会議室 

<出席者> 

（委員）庄嶋委員長、江口副委員長、小島委員、渡邉委員、舩津委員、猿橋委員 

（事務局）大野政策推進課長、森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 

<傍聴者> 

1 人 

 

次第 

1 開 会 

2 委員長挨拶 

3 議 事 

(1) 平成 25 年度上半期地域づくりコーディネーター業務報告について 

(2) みんなで地域づくり事業提案制度について 

  ・事業ふりかえりについて 

  ・公開プレゼンテーションについて 

(3) その他 

4 連絡事頄 

 

  

<資 料> 

資料№ 1 平成 25 年度上半期地域づくりコーディネーター業務報告 

資料№ 2 みんなで地域づくり事業提案制度関連資料 

資  料 みんなで地域づくり事業提案制度提案書類等 



（開会） 

事務局（森田室長） 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから平成 25 年度第 2 回みんなで地域づくり

推進委員会を開催させていただきます。 

 本日は 6 名のご出席をいただいておりまして、みんなで地域づくり推進委員会要綱第７

条第 2 頄に規定します過半数に達しておりますので、本日の会議は成立しておりますこと

をご報告させていただきます。 

なお、中村委員、原委員、大沼委員の 3 名の委員の方につきましては、欠席の旨のご連

絡をいただいております。 

 それでは、会議に先立ちまして大野政策推進課長よりご挨拶を申し上げます。 

  

事務局（大野政策推進課長） 

 皆さん新年明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。 

 2 月に予定しておりますコラボ四街道公開プレゼンテーションが控えておりまして、それ

に向けて皆様にお手間をおかけしてしまいますがよろしく願いいたします。 

 また定期的にみんなで地域づくりセンターの事業報告についてもご説明させていただき

ますが、センターも 3 年が経過し、非常に注目される活動ができております。 

 今後このような取り組みが多く出てきますように、センターの活動内容につきましても、

皆様からのいろいろご意見をいただきましてそれを活用してまいりたいと考えております。 

 大変お忙しい中、コラボ四街道の公開プレゼンテーションでございますが、よりよい事

業が採択されますよう皆様に忌憚のないご意見をいただきたいと考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 

事務局（森田室長） 

 会議の公開、非公開につきまして庄嶋委員長からお諮りいただきまして、その後ご挨拶

をいただきまして進行よろしくお願いしたいと思います。 

  

庄嶋委員長 

 会議に先立ちまして会議の公開、非公開について皆さんにお諮りしたいと思います。 

 本委員会は、原則公開ということになっておりまして、議事に支障がある内容の場合だ

け非公開ということが認められております。 

本日の次第、資料を見ます限り、非公開にする場合には当たら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。 

（「はい」という声あり） 

 では、傍聴の方、お入りください。 

 改めまして会議に入っていきたいと思います。 



 委員長挨拶ということで一言挨拶させていただきます。 

 改めまして明けましておめでございます。 

 年が平成 26 年に変わりました。 

 私、前回も言いましたが、半年に 1 回ぐらいのペースでこの会議をやっておりますので、

半年経つといろいろと状況の変化があるなと思っております。 

 尐し古い話にさかのぼりますと、今度市長選挙があるということですが、以前任期付職

員で四街道市に関わっておりまして、その最後の年というのが平成 22 年でありまして、ち

ょうど今の佐渡市長が当選された選挙があった直後に任期が切れたというのが 4 年前とい

うことになります。  

 そのとき市長選挙が行われたわけなのですが、ちょうどわくわく市民フェスタが予定さ

れている日に市長選挙が設定されるということになりまして、急遽中止となったという、

そういう思い出も残っております。 

 どうしてもこういった市民活動とか地域コミュニティの話は、政治の部分と切っても切

り離せないというところはあるかと思いますが、この４年間はまた新しい形のもとにみん

なで地域づくりが進んでおりますから、先ほど課長が言われましたが、非常に私としては

いろんな成果や注目も高まっているのではないかなと思います。 

 ここ数年こういった協働の分野の取り組みに関しては、例えば自治基本条例、市民参加

条例、協働条例とか仕組みづくりが非常に多かったのですが、仕組みだけつくってもなか

なか先に進まないという自治体もたくさん見かけます。 

 そういう中にあって、四街道はみんなで地域づくり指針という仕組みに基づいて始まっ

てはいるのですが、その仕組みを実体化する取り組み、これをセンターが中心となってや

られて、取り組みがこれだけたくさん生まれているというのは本当にすばらしいことだと

思います。 

 その一方で、本日の話になりますが、以前の助成金の仕組みから変わってコラボ四街道

の制度が 1 年目ということですが、仕組みというだけではなく、具体のものとして定着し

ていくことにもまたひとつ課題があると思いますので、そのあたりの審議も進めていきた

いと思います。 

 私からは以上ということで、これから始めさせていただきます。 

 それでは、お手元の次第をご覧ください。 

 本日は議事といたしまして、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が

ありまして、その後、みんなで地域づくり事業提案制度（コラボ四街道）についてという

ことで、最大でも 2 時間ということで進めてまいりたいと思います。 

 ひとつ目の議題につきまして事務局からお願いいたします。 

 

事務局（NPO クラブ 勝又） 

 皆様、明けましておめでとうございます。 



 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、平成 25 年度の上半期地域づくりコーディネーター業務について報告いたしま

す。 

 1 ページ目、特に施設利用状況の表の数字が違っており本日差し替え分を配らせていただ

いております。 

 現在 1 月ですので 9 月からですとさらに 10 月、11 月、12 月とありますので、ここでの

ご報告は上期報告に加えて現状の問題点とか課題も含めてお話をしたいと思います。 

 施設利用状況についてはご覧のとおりです。 

 平成 24 年度の上期までと比べまして、来所者数などが多くなっている。 

 打ち合わせスペースも 24 年度が 127 と多くなっていると言えます。 

 半期だけを見ますと、相談が 24 年度は 38 とありましたので、相談が数の上では尐なく

なっています。 

 12 月までを見ますとその差はかなり縮まってきますので、年間通してこれからもきちん

と相談対応していきたいと思います。 

 では、2 番目の主なセンター事業と業務をご説明します。 

 まず、1 番の地域課題への取り組みのプロデュースに関すること、それから地域づくりを

担う主体のネットワークに関することとしまして、地域づくりサロンという意見交換、情

報交換の場を設け、そこからさまざまな地域づくりの活動をしているというものです。 

 地域づくりサロン「マップ活用交流会」は、25 年度の半期もより多く実施いたしました。 

 目的としましては、四街道市内で発行されている他分野のマップの情報収集整理して、

街の魅力の発信を目指すということで、主なところでは四街道の魅力発信 13コースの選定、

モニターツアーの実施、コースのウェブ掲載というもので、それぞれ今までマップをつく

ってきた団体の方に集まっていただき進めてきました。 

 具体的な取り組みとしましては、駅のアートの窓の展示が６月から７月にかけて、それ

からお宝マップ見本市ということで 6 月 25 日から 30 日まで市民ギャラリーを使って、資

料の写真にありますように、部屋の真ん中に四街道の地図を写した白いブルーシートに見

所を紹介していく展示も含めて行いました。 

 アンケートなどもとりまして、そのアンケートをもとにモニターツアーを 11 月 15 日と

12 月 20 日に行っています。 

 それぞれ一般の方が 11 月 15 日は 14 名、12 月 20 日は 17 名参加がありまして、説明を

つけて見ることができる取り組みをぜひやってほしいという意見をいただいています。 

 ただ、平日開催をしましたので、企画をするときにはいろんな家族を含んで参加できる

ように 4 月開催にしてほしいとか、コース名を上手繰川コースや山梨古村地区などという

名称にしたのですけれども、もっとツアーのテーマを決めてアピールしてほしいというよ

うな意見も出ていてこれからの課題となっています。 



 このマップ活用交流会は地域づくりサロンとして開催しましたが、ここに出ている団体

がひとつのグループになりまして、同じマップ活用交流会という名称なのですが、コラボ

四街道に提案をしています。 

 センターとしましては、平成 26 年度も引き続いて地域の魅力発信の活動に取り組んでい

く中でマップ活用交流会もあわせてサポートしていこうと思います。 

 次に地域づくりサロン「自治会情報交換会」です。 

 これは、本年度 1 回目を７月 13 日に行いました。 

 年度の初めですので、新任の自治会長を交えて自治会活動の課題とその対策ということ

で行っています。 

 そこで参加者アンケートなどをとりますと、自治会運営の課題としては役員の後継者難、

それから役員が１年交代であるということ、加入率の低下、自治会の高齢化により活動の

担い手がいない、高齢者の把握ができず高齢者対応ができないというような課題が記載さ

れています。 

 また他の自治会、社協、NPO などと連携することについてもこれから進めたい、興味が

ある、取り組んでいるというような自治会が回答者数 20 のうち 16 ありました。 

 これが本年度第 1 回なのですが、12 月に自治会情報交換会第 2 回目を開きました。 

 1 回目のところでも出ていますし、それから今までも必ず課題として出る高齢化について

どのように考えたらよいかということで、自治会だけでは解決できないので、高齢者支援

団体に学ぶということで、困りごとお手伝いの会の方、ネットワーク大地さん、それから

行政書士会の方で成年後見のお話などをしてくださるということで、その 3 団体を招いて

お話をいただいて、その後グループトークをしました。 

 そこでも高齢化に対しては、地域のさまざまな主体と話し合いの場を持つ必要があると

現在センターでは考えています。 

 昨日、コーディネーター会議後、政策推進課市民活動推進室も含めて担当 5 名で話し合

いを持ったのですけれども、自治会情報交換会をセンターがオープンしてから 10 回行って

きましたが、一定の成果はあると思っています。 

 80 自治会中 33 自治会程参加して、顔を合わせていろんな悩みも含めて意見交換ができる

ということがあるのですが、一方では堂々巡りになってしまって、高齢化のことや防災の

ことでも魅力がないなどとなってしまうので、これからはその自治会情報交換会は一旦停

止をして、あるいは発展的解消を考えております。 

 高齢化についてどのように考えたらよいのかということを踏まえて自治会情報交換会と

いう形ではなく、高齢者支援の担当課、包括支援センター、社協、そういう取り組みをし

ている NPO などのヒアリングをしてそこから何か本当にこれを解決したほうがいいとか、

あるいは自治会でもこういうことを解決したいというようなことがありましたら、できれ

ば小さい地域で集まって、あまりかたくならずに、例えばここの地域の買い物支援はどう



したらいいのかというようなことで話し合いを進めたりしていけないだろうかということ

を考えております。 

 ただ高齢化ということはすごく大きな問題なのと、実はセンターはそのことについてま

だ具体的な取り組みというのは直接的にはしていないので、これからヒアリングをしなが

ら、課題が実際にどこにあるのか、それからどういう方法があるのかというのをじっくり

来年度に向けてやっていって、できれば公的な話し合いを持っていこうと考えております。 

 次に、日替わりシェフの店「さくらそう」ですが、これが地域づくりサロン「ワンディ

シェフの魅力」から立ち上がりまして、十分自立をして活動しています。 

 例えばセンターに他市の方が視察などにいらした際に、さくらそうでお昼をいただくと

いうことができることだけでもすごくいいなと思っているのですけれども、最近では佐倉

市、白井福祉センター、我孫子市の市民グループからの事例紹介の依頼などをいただき、

白井市で講座を持ったり、こちらに来ていただいたりということで、主に担当のコーディ

ネーターが対応しました。 

 実際に白井市の福祉センターの講座を受けた有志の方がセンターとつながったりしてい

ます。 

 また、これまでこういうことを進めながら地域の例えば栄養士、学校のクッキング部と

もヒアリングなどを進めまして、四街道北高校のクッキング部がシェフとして、12 月 20

日にさくらそうでデビューしました。 

 部員が 30 人ぐらいいるとのことで 3 月に 2 回予定されているとのことです。 

 さくらそうができて、このように高校生が活躍するとか世代の交流が広がるとか、それ

から四街道の産物を使ってということが必然にできてきていると思います。 

 次によつグルメ研究会は、これも地域づくりサロンからグループとして立ち上がって活

動していまして、今年度は 11 月 9 日の産業まつりをひとつの目標にしてそこまでにつくり

出せるものをつくろうということで、鹿放パンとか四街道産の野菜を使ったスープカレー、

クッキーなどの試作準備を進めて出展をし、好評でした。 

 今日もセンターに集まって作業をするということです 

 これから商店に声をかけようということで、よつグルメ研究会について、また協力につ

いてのアンケートを配布するということです。 

 また 2 月によつグルメ研究会が中心になってカフェをつくろうという地域づくりサロン

をやります。 

 よつグルメ研究会がつくったものを食べられる場所、同じカフェとして地域の人が交流

できる場にしていこうということで、2 月 26 日の地域づくりサロンをよつグルメ研究会と

一緒に行いスタートさせていきたいと思います。 

 講師は、NPO 法人ちば MD エコネット山本さんで、船橋で障害者の方の作業所、就労の

場でもあるコミュニティカフェひなたぼっこを運営しており、先日コーディネーターと私

とでお昼、それからスイーツを食べながら話を聞いてきました。 



 障害者の働く場でもあるし、そこでいろんな教室を開いたり、ボックスショップ開催し

たり、バザーをやったりということでいろんな仕掛けをつくりながら地域の方との交流の

場になっているということでした。 

 次の農業のテーマについてということで大変大きなテーマですけれども、今年度は後ほ

どお話ししますちばユニバーサル農業フェスタの開催に向けて地域の担当者、産業振興課

農政グループなどにお声かけをしました。 

 次に、多様な人や団体が地域づくりに参加する企画として、第 5 回目となりますが、福

祉施設紹介・販売フェア「大きなテーブル」を 6 月に行いました。 

 四街道市地域振興財団との共催となります。 

 地域振興財団さんには、会場の提供を行うなどの協力をいただき一緒に進めてきていた

ものです。 

 出品団体は 15 団体で、福祉施設だけではなく協賛団体なども出品しています。 

 来場者は、およそ 540 名、売り上げは 2 日間で 28 万円といなっています。 

 出品団体のアンケートでは、参加目的として他の施設とのつながりを持ちたい、施設を

アピールしたい、それから自主製品の販売などがあり、これからも参加したいというとこ

ろが多かったです。 

 例年は春と秋に開催していますが、秋は「大きなテーブル」をさらに大きくした形で、

ちばユニバーサル農業フェスタの中で行っていこうということにしました。 

 「大きなテーブル」については、5 回継続して行ってきたのですけれども、次年度を考え

るときに同じことをしていてもアピールにならないのではないかということがあります。 

 当初考えたのは、こういう場をつくりながら福祉施設の紹介、販売につなげるというと

ころですが、もっと事業所にプラスにならないと本当の意味で紹介、販売、ひいては工賃

の向上とかにつながらないのではないかということがあります。 

 ただ事業所が何をアピールしたいのかというのが十分つかめていないことがありますの

で、アンケートなどを見ながら事業所が何をアピールをしたいのかをもっとはっきりさせ、

例えば、事業所の一押しのものを紙チラシで紹介をするとか、そういうことも含めて尐し

大きなことについては見直しをしていこうというように担当と話し合っております。 

 次は、ちばユニバーサル農業フェスタ 2013 in 四街道です。 

 これにつきましては、すでに終了していますが、チラシをお配りしています。 

 ちばユニバーサル農業フェスタというのは実行委員会で行っておりまして、今年度で 3

回目です。 

 これまで幕張で行っていたのですが、実行委員会の事務局が NPO 法人地域創造ネットワ

ークちばに置いてあるということもありまして、ぜひ、四街道で行おうということで今年

度初めて四街道で行いました。 

 ちばユニバーサル農業フェスタというのは、なじみのない言葉なのですが、これまでず

っと農業に携わってきた人だけではなくて、新しく就農した人とか福祉施設で製品をつく



っている人とか、それから若い人で農業に取り組んでいる人とか、農産加工している人と

かいろんな人が農業にかかわって、遊休農地などが増えている中で農業を盛り立てていこ

うということで、それに参加する人であれば、誰でも出ていいですよというフェスタです。 

 当初の計画として 10 月 26 日 53 団体ぐらいの規模で準備していたのですが、台風 27 号

が接近と重なり各団体に改めて出展について確認をしまして、大変悪天候の中でしたが、

最終的には 31 団体が出展し、来場者 800 名ということでした。 

 集計したアンケートなどでは悪天候の割には充実していたという声をいただいています。 

 四街道市に限って言いますと、地元の団体の参加バロメーターとうことがあります。 

 例えば先ほど言いましたよつグルメ研究会ですとか、「さくらそう」とか「ままのて」

などありますけれども、新しい団体にもスタートの場になったりということで活用されて

いましたし、地域の小学校の金管バンドとか高校の写真部が撮影協力をしてくれるとか、

高校のダンス部、それから先ほど出ました四街道北高のクッキング部が参加するというこ

とで、晴れていて実施できれば 50 数団体の出展で、四街道のいろいろな小学校、高校が活

躍できる場になる予定でした。 

 天候が残念だったのですけれども、四街道市内の団体だけではなく、県内の例えば松戸

から来たり木更津から来たりということで、そういう市外の団体も含めて交流できるとい

うことが意味のあることだと思います。 

 実行委員会では、次年度もメーン会場を四街道で予定しており、そのほかに千葉市と佐

倉市とで開催予定となっております。 

 4 ページのちばユニバーサル農業フェスタ出展説明会＆交流会については、10 月のフェ

スタの前に行ったものです。 

 65 名集まりまして、新しい農業の取り組みをしている 4 団体の事例報告がありまして、

その後交流がありました。 

 その中で、例えば地元の農業者のものをレストランで使うとか、それから福祉作業所の

あられをちばユニバーサル農業フェスタで知り合った農家のモチ米を使うとか、あるいは

福祉作業所の農業を交流者にサポートしてもらうとか、交流をする中で事業の連携ができ

ているということが目的ですので、次年度また四街道行う中でそういうことも目指してい

きたいと思います。 

 次に夏休み小学生ボランティア体験については、昨年とほぼ同じような形で実施してい

ます。 

 大変申し込み、参加も多い企画で小学生がボランティアに親しむという企画をしていま

す。 

 5 ページ四街道こども記者クラブサポートについてはクラブが独立した活動としてやっ

ておりますが、センターのコーディネーターもサポートしております。 

 それから、域学連携についてです。 



 地域と学校が連携して地域づくりを行うという点では、インターンシップの受け入れ、

それからこども記者クラブ、あさひ寺子屋のスタッフとして大学生、高校生が企画運営に

参加、また先ほどのちばユニバーサル農業フェスタでは、運営、企画の協力として関わっ

てくださったプロシードジャパンから千葉大学の大学生がスタッフとして参加しています。 

 また、晴天であれば、高校生などの活躍の場にもなる予定でした。 

 次に、あさひ寺子屋です。 

 旭公民館の自主事業の企画、運営、協力ということで、公民館の地域での活動として夏

休み、冬休み、春休みなどに体験の場づくり、学習支援を行うということで、昨年から行

っております。 

 夏休みが 8 月 2 日、4 日、5 日、延べで参加者が 116 名、スタッフが 16 名でした。 

 冬が 12 月 25 日、26 日で、参加した小学生が 121 名、千葉大、愛国学園、敬愛などの高

校生、大学生のスタッフが 19 名参加し、定着した活動になっています。 

 次年度はさらに広がった活動になる可能性があるとのことで、地域振興財団さんとも相

談して、運営について話し合いをしていく必要があると思っています。 

 それからこの委員会でも、小学校でも同様に活動を行っているので、そういうところと

の連携も望むというご意見もいただきまして、担当がヒアリングをしています。 

 小学校の状況によって行われているところと、全くできていないところ、それから大規

模な場所がなくできないなど、状況がさまざまでその状況に応じて、寺子屋事業も検討し

ていく必要があると考えます。 

 次に、5 ページの地域づくり体験プログラム「コラボラ」です。 

 市民活動団体が新メンバーを集めるために団体の活動を紹介しようということで、今年

は 15 団体の体験のプログラムを掲載をしたチラシをつくりました。 

 これまでと違う点が、市民大学の交流会の方が協力してくださって、交流会と連携をし

て市民大学の受講生に配布をして、さらに後ろからプッシュをしてくださり、参加につい

てお声かけをしてくださったということがあります。 

 最終的に終わっていないとですが延べ 80 名近い体験があって、活動の継続も今のところ

で 13 名ぐらいあるということで、昨年のやり方よりも市民大学と連携をした今年度のやり

方のひとつの成果がでたと考えています。 

 また、県の生涯大学校の京葉学園のコーディネーターの方も四街道にいらっしゃるので、

そちらとも連携をして、チラシを 600 部ぐらい配布したのですが、そちらのほうに申し込

みはありませんでした。ただ、次年度に向けては生涯大学校に市民活動団体のチラシのフ

ァイルを置かせてもらうという連携をしているということです。 

 地域づくりの情報の収集、把握、共有及び提供に関することとして、今年の特徴的なこ

ととしましては、フェイスブックを活用してセンターの事業について発信したということ

です。 



 それから、昨年の終わりから準備をしまして、センターのホームページを 4 月に開設し

ました。 

 9 月から団体の情報も掲載しています。 

 課題としては、団体の情報がまだ十分掲載できていないので、その充実を図ったり、タ

イムリーに更新することを気をつけていないと滞ってしまうということがあります。 

 みんなでカレンダープロジェクトということで四街道に関わる方々を毎日 1 日 1 人掲載

しています。 

 センターニュースのリニューアルということで、今年度ずっと検討していまして、1 月

15 日ごろに発行予定で、カラーで多くの方に手にとってもらえるような内容にできたらと

考えています。 

 それから、相談対応、ミーティングスペースの提供についてもご覧ください。 

 ミーティングスペースの活用については、昨年より多くなっています。 

 それから、地域づくりに対する講座講習会としては 5 月にミーティングファシリテーシ

ョン講座を行いました。 

 センターのスタッフとしてもぜひ活かそうということで、センターのコーディネーター

会議でもホワイトボードに決まったことを記入するなど活用しています。 

 次に、コラボ塾です。 

 コラボ四街道提案に向けてみんなで地域づくりを学び、考え、実践するということで、

一回目は川北秀人さんの「本気で協働を進めるために」の講演、その後 2 時限目以降は、

四街道市の現状について各担当課お越しいただきお話をしていただいて、他市の事例につ

いて報告をしていたき、その後参加者がグループワークを行うという形式で行いました。 

 2 限目が高齢者の支援、3 限目が子どもたちへの支援、4 限目が里山保全、農地保全とい

うテーマに分けて行いました。 

 それから、実践編としましては、9 月にコラボ四街道の「アイデアのたね」を掘り起こそ

う、それから 6 限目が 10 月に提案事業を企画しよう！、7 限目は“プレ”プレゼンをしよう

ということで、ここに参加する中で事業について考え、企画、提案つくってプレゼンテー

ションをしようということを継続して行いました。 

 最終的には、コラボ四街道への申請で、講座を受けた中から 5 事業提案につながってい

ます。 

 それから、みんなで地域づくり事業提案制度「コラボ四街道」サポートについてですが、

今年度行われている事業について採択団体の皆さんにヒアリングをしてブログでの情報発

信等を行いました。 

 また、ちばのＷＡ地域づくり基金の事業指定助成プログラムについて相談会をセンター

で行いまして、四街道の 3 団体と他の市から２団体ということで、このちばのＷＡ地域づ

くり基金の事業指定のプログラムについての相談ですが、その相談をする中で、事業をど



のように企画したらいいか、助成金をどのように獲得したらいのかというようなことを考

える場だったと思います。 

 次に、「子育ても仕事もあきらめないママのための起業講座」を 5 月から 7 月にかけて

行いました。 

 まだ途中ですが、参加した人の中から「ままのて」というグループができて、これから

子育て中だけれども、将来的に仕事につなげていきたい、交流をしながら学んでいくとい

う場ができています。 

 この団体もコラボ四街道に提案をしています。 

 それから、9 ページ活動支援ミニ講座としてフェイスブックの使い方などをサポートして

います。 

 それから(7)で、地域づくりコーディネーター、サポートスタッフの研修ですが、職場内

研修と外部研修ということで 10 月以降、宇都宮市さんから視察がありました。 

 これから印西市と南アルプス市から視察に来ることになっています。 

 それから、1 月 15 日に千葉県と富里市の共催で支援組織ネットワーク会議があります。 

 富里市が平成 27 年にセンターをつくるということで、センターに求められる役割という

テーマで、講師の講演の後、四街道市の事例ということで政策推進課から事例発表を行い

ます。 

  

庄嶋委員長 

 ありがとうございました。 

 上半期の報告と、その後の部分も含めての報告でした。 

 皆さん、もう何回かこの状況を見られて全体像はだんだんわかってきたかとは思います

が、今ご報告のあった内容についてより詳しく聞きたいところやアドバイス的なこと、も

っとこういうふうにしたらいいといったところをご意見いただければと思います。 

 感想なりご意見なり一言ずつぐらい、ついでに質問を含めて回していきたいと思います。 

  

猿橋委員 

 上期のご報告ということでいろいろ活躍の場があって本当にお疲れさまです。 

 やはり何回かお聞きしていると、その都度新しくいろいろやっているようなところもあ

って、すごく活性化されているというのがいいかなと思っています。 

 特にこの中でちばユニバーサル農業フェスタでいうと、四街道市だけにかかわらず、も

うちょっと外へ出ていくといいと思います。 

 それで、これがもうちょっと発展するといいのかなと思います。 

 ワークとバザー的なものだけでおさまる可能性もあると思います。 



 もうちょっと広がっていくと四街道市というのは、いわゆるこの農業というか、まちと

むらの間みたいなところがあって、その活性化、遊休地の活用を含めていろいろ考えてい

く場が多くなると思うのです。 

 それを広げるに当たってちばユニバーサル農業フェスタ実行委員会というのができてい

るようですけれども、その中でみんなで地域づくりセンターというのがどのような役割を

なさっているのかを参考までに聞かせていただけたらと思います。 

  

 

事務局（NPO クラブ 勝又） 

 ちばユニバーサル農業フェスタ実行委員会の中にみんなで地域づくりセンターも入って

いまして、実行委員会は幕張や佐倉も含めての実行委員会になるのですけれども、特にメ

ーン会場である四街道の地域に密着したこと、あるいは現場での対応を担うというところ

がありましたセンターの思いとしてもセンターが加わることでメーン会場としてというだ

けではなくて、やはり四街道の魅力を発信しようという思いもあってやっていました。 

 四街道の団体の人には地元なのでたくさん出られるということがありましたし、そうい

う中で他市の刺激も受けて活性化の動きにつながればという思いもあります。 

 

渡邉委員 

 2 点教えてください。 

 1 点目が 1 ページ目の施設利用者状況の人数のところで、6 月の来場者数が非常に増えて

いるのは、何か理由があるのでしょうか。 

  

事務局（NPO クラブ 勝又） 

 来場者数は、講座への参加とかセンター事業の参加も入れています。 

 6 月の場合は「大きなテーブル」がありましたので、その数字が入っています。 

 

渡邉委員 

 もう 1 点は「大きなテーブル」に関してですが、3 ページのアンケート結果の下から 3

行目あたりに販売フェア名をもう尐しわかりやすい名前にしたほうがいいのではないかと

いうような内容が指摘されているのですけれども、この「大きなテーブル」というタイト

ルを大きく変えるのは難しいと思うのですが、副題をつけたり、何かそういった名称の検

討とかもされていますでしょうか。例えば、ちばユニバーサル農業フェスタは、「ちば」

と「農業」というキーワードが出ているのでわかりやすいですよね。 

  

事務局（NPO クラブ 勝又） 



 この団体の方が言っていたのは「新鮮野菜」とか書いてあるのぼりのほうが尐し直接わ

かりやすいというようなことをおっしゃっていましたので、のぼりとか名称含めて検討し

たいと思います。 

 今のところは「大きなテーブル」というのを変えようとは決めているわけではありませ

ん。 

 ただ先ほど言いましたように、もう尐しこれを実際にアピールにつながる場にしていき

たいなというお話しはしております。 

  

小島委員 

 いつもこの報告を見ると、本当に多岐にわたって活動されているなと思って感心してい

るのですけれども、今年は特に高校生シェフの話がすごくいいなと思って、たしか三重県

だったか、高校生レストランというのがありますよね。 

 すごくいいなと思っていて、私も地域で何かできないかなと思って考えていたのですけ

れども、「ああ、四街道はやったな」と思って、ちょっと先にやられてしまった感があっ

たのですけれども、高校生というのは、今結構高校自体も生徒が減って統廃合の危機にあ

るところもたくさんあって、やっぱりその地域でこのように高校生に的を絞って光を当て

るというのはすごいなと思っていて、本当にいい活動なので、できれば続けていただきた

いなと思います。 

 あと、ちばユニバーサル農業フェスタも当日は行けなかったのですけれども、準備の段

階でお伺いしたのですが、台風なのに 800 人来られたというのはすごいなと思って、前日

もひどい天気だったのですけれども、みんな一生懸命準備されていたし、人をやっぱり寄

せる努力をすごくされているなと思っています。 

 フェイスブックでずっといつも情報が流れてくるのを確認しながらいるのですけれども、

なるだけ私もその活動をされている現場に行こうと思っているのですけれども、なかなか

全部は行き切れなくて、今年はもうちょっと現場に行きたいなと思っているのですけれど

も、その行く何か手だてがあるとうれしいなと思います。 

 例えばこういうのがありますから、委員の方いかがですかというのがあるとうれしいな

と思います。 

 私もこども記者クラブにはなるべく行くようにしているのですけれども、他の活動もぜ

ひ行ってみたいなと思っているのでよろしくお願いします。 

  

江口委員 

 私が知っている人が関わっている「ままのて」ですが、報告では参加数が減っているの

は内容の問題なのか、課題があるのかなと思っています。 



 この点はどのようにお考えになっているのかなということと、起業と一括りで言ってし

まうのですけれども、それぞれに集まっている方々がそれぞれの思いはかなり違うと思う

のです。 

 起業という括りで集まっていらっしゃると思いますのですけれども、方向性としてはそ

れぞれ参加される方がどういう方向を見ているのかをお聞きしたいなと思っています。 

  

事務局（NPO クラブ 勝又） 

 「ままのて」の起業講座の初回の講師について検討をしているときに、どのような講師

だったら参加してもらえるかというときに、ちょうどＮＨＫの「サキドリ！」で AsMama

という子育て支援のグループをやっている甲田さん出演されていました。 

 とてもパワフルな方で、その方に来ていただいて、とにかくまず関心のある人に集まっ

てもらおうということで、それが１回目に 34 名が参加しました。 

 2 回目はワークショップで私にできることって何ということで、3 回目は実際に事業計画

をつくろうという内容でした。 

 だんだんある意味で狭まって本当に何かやりたい人、考えている人ということで、1 回聞

いて、ああ、私はまだそういう起業とか早いと判断されたところもあると思います。 

 そこの講座の中で「ままのて」というグループができて、現在は 15 名ぐらいの方がいら

っしゃると思います。 

 何かお仕事があったら請け負いますよというグループをつくろうというのがひとつと、

もうひとつはそういう起業とかをするための講座を企画していこうというグループがある

ということです。 

 「ままのて」の代表の人の思いは、団体をつくって、ママたちがそこから巣立っていっ

たり、そういう活躍できるようになっていってほしいということです。 

  

江口委員 

 学校で長期休業中に四和っこスクールとかやりながら、地域の方たちや学生が入ってや

っていて、去年からあさひ寺子屋も始まったという中で、この冬あさひ寺子屋をのぞきに

行ったのですけれども、ちょうど書き初めが行われていてずらっと並んで、年配の書道の

達者な方たちに交じって高校生などが講師として入ったのですけれども、子どもたちにし

てみれば、飾られるのはすごく嫌なのですよ。 

 それがあのような場所で指導を受けながらできるという意味では、子どもたちはすごく

助かったという思いがあり、参加者もすごくいい経験だったのかなと思うのです。 

 もうひとつが学習です。 

 自分の好きな学習をやるというようなところで、3、4 年生ぐらいを中心に子どもたちが

十数人ぐらいでやっていましたが、そこがすごく緩やかだったのです。 



 いわゆる塾的とか学校的ではなくて、座っている態度もそうですし、ついている学生も

何も言わない。 

 私、あのような雰囲気が学校とは違って地域のよさだろうなと思うし、それから子ども

たちが学ぶということもあるのだろうけれども、居場所的な感覚であそこを利用している

という印象をすごく受けました。 

 そういった意味では、あの運営の仕方はすごくいいなと思いました。 

 そこで課題なのですが、1 人の大学生が八木原小の取り組みにも行っており、旭公民館に

も参加しているというような話を聞いていて、継続的に、あるいはその特定の場所だけに

限らず、あるいは特定の期間だけに限らず、大学生がそういう場に参加してくれるという

のは、それはすごく意味のあることだと思うし、結構地域に若い人たちが入るということ

もひとつの典型かなと思うのですけれども、継続的にできるかできないかということが課

題かなという気がするのですけれども、その辺についてどのように思っていらっしゃるの

かということと、もうひとつは四街道公民館、千代田公民館、私の場合は、千代田中学校、

八木原小学校があるからいいのですけれども、そういうところでもできないかどうか、そ

の辺はどうなのでしょうか。 

 また地域振興財団の主催ということなのですけれども、その辺どのような連携ができる

のか。 

  

事務局（齋藤） 

 継続という点については、まずひとつシステム化して学校と連携するとか、団体と連携

するなどは大きな方法ではあると思いますが、江口委員のおっしゃられた空気感とか雰囲

気をつくり出しているのは、学生たちのもつ雰囲気ですとかやりがい、居心地のよさとか、

そういうものがあのような場をつくっているのだなというのは、これまで関わってきたっ

て中で感じているところで、この取り組みが大学などの授業、ゼミ単位でやって雰囲気を

出していけるのか、もしかしたら、継続という意味ではできるのかもしれないですが、そ

ういった雰囲気が出せるのかという点があります。 

 ただしそういった課題もあるので、学校との連携も模索していまして、愛国学園、千葉

敬愛高校には先生を通じて生徒に募集をかけています。 

 また、一方で核となるメンバーは、自身のやりがいとか喜びとか、そういった中で何も

ないところから集まっていただいている。 

 現在はこの二段構えであさひ寺子屋を運営していまして、こういったバランスうまく取

りながら続けていけたらいいなとは思っていますが、今後引き続き課題だとは思っていま

す。 

 また、現在千代田公民館でも寺子屋事業を展開しているのですけれども、そこは完全に

学習部分に特化しています。 



 みんなで地域づくりセンターとして関わっているのはあさひ寺子屋で、センターの特徴

を活かした企画、運営ができていると思っていますが、来年から四街道公民館、鹿放ケ丘

ふれあいセンターでも寺子屋事業をやっていきたいとのことで、地域振興財団で、それの

場をどのようにしていくかについてはセンターも含めて検討する場があるかもしれないで

すが、今のところはこういった現状であります。 

  

庄嶋委員長 

 舩津委員、いかがでしょう。 

  

舩津委員 

 よつグルメ研究会とか日替わりシェフと関わることがありまして、前回からそちらのほ

うにも出させていただいているのですけれども、最近感じるのはこういったイベント等々

があることの掲載を、最近はフェイスブックで行っているとのことですが、私そのような

ものを使うことはないですけれども、市政だよりなどで掲載されていても、配布される頃

には当日だったり、過ぎてしまったりというのが多いので、フェイスブックでもいいので

すが、年配の方はそういうのはわかりませんので、ご検討いただけたらと思います。 

 また一人でお家にいる方は足があれば行ってみたいというのが結構あるのです。 

 買い物でも今は JA で個人個人を回るなど取り組み始めたところですけれども、それは農

家の方、JA 組合員の方しか行っていないのです。 

 そういうのを踏まえてみるともう尐し早くから宣伝ではないですけれども、もう尐し人

を集めてもらったらいいのではないか、盛り上がるのではないかなと思います。 

 何事もつくったときというのは、結構スタッフの方々が盛り上がって人も集まってくる

のですけれども、マンネリ化してくるとやっぱり人が減ってきたということありますから、

もう尐し私としては掲載を早目にして皆さんに知らしめてもらえたらいいのではないかな

と思います。 

 

事務局（齋藤） 

 確かに便利で、楽だということでウェブを通じた掲載に偏りがちな部分もあるので、で

きるだけ皆さん情報で届けなければいけないと考えております。 

 今回センターニュースもリニューアルされますので、できるだけ多くの方に情報が届く

ようにしていきたいと思います。 

  

江口委員 

 コーディネーター業務の関係で、秋はさまざまな団体がものすごいイベントをあっちこ

っちでやっていて、かわいそうだなと思っているのです。 



 イベントなどを簡易というのではないのですが情報を収集して、どこで何があるという

か、何時ごろ何がある、といったあらましでいいので、センターでそういうことはできな

いのかなというのを今のお話し伺いながら思いました。 

 それからフェイスブックですけれども、フェイスブックやると、どんどん情報が入って

きていて迷惑メールと同じような感じなのです。 

 フェイスブックをやり始めたことによって迷惑関係の情報がどんどん入ってくるように

なったという話も聞いているのです。 

  

庄嶋委員長 

 その辺について、何か考慮されているものはありますでしょうか。 

 

事務局（齋藤） 

 便利なものは、そういうリスクもあると思うのです。 

 それをうまく使っていくということに尽きると思っています。 

 

事務局（NPO クラブ 勝又） 

 広報の仕方についてですが、例えばポスターを貼るとかなかなかできていないのですけ

れども、前にいすみ市の方に来ていただいた研修では、結局貼り紙が一番有効だとおっし

ゃっていたので、そういったものを充実していかなければいけないと思いました。 

  

小島委員 

 確かにおっしゃるとおり、秋口というのはとても重なるのです。 

 例えば土日だとしても、3 団体、4 団体重なってどれに行けばよいのかというのが全然わ

からなくて、だから事前にイベントカレンダーみたいに、例えば 10 月のカレンダーをとっ

て、今日はここの団体がこんなことすると、いったように大きなカレンダーを貼って書き

込んでもらってもいいのではないかなと思います。 

 つくるのもすごい大変だと思うのですけれども、行く側でも事前に予定をしておかない

と本当にその週は全然もうだめみたいになってしまうので、イベントカレンダーというの

を団体に事前に書き込んでもらうようにできないかなと思いました。 

  

事務局（齋藤） 

 市町村によっては、本来的には広報担当がイベントカレンダーのようなものをつくって

情報発信したりしているところあると思います。 

 本当センターの仕事なのか、市の一業務ということで多くの情報を発信するのか、やる

からには情報を拾いきらないといけないと思いますのでその辺りの体制づくりをしていく

必要はあると思います。 



  

庄嶋委員長 

 ありがとうございます。 

 ひとつ目の議題ですが、活動が活発になることで出てくる、逆の問題もあるよという話

がさっきも出たのかなと思います。 

 私も感想ですけれども、今日話題になった高校生シェフの話もそうですし、先ほどのマ

マたちの起業というのもそうですけれども、本当にいろんなタイプの人材が参加できるよ

うなコーディネートがなされてきているということで、本当にこれが最初に描いたみんな

で地域づくりという、「みんなで」という部分が非常に具現化されているなというのがあ

ります。 

 またサロンを出発点としながら、いろいろな取り組みが生み出されて、それが数年やっ

てまたひとつずつ見直すものも出てきているというような展開の中で、そういう生まれた

取り組みがまたひとつコラボ四街道のような仕組みを利用して伸びていくとか、そうして

またそれがいろんなものにつながっていくとか、見直していくとか、そんなことが本当に

見られるなと思います。 

 さらに、私から 1 点だけ質問なのですが、例えばマップ活用交流会にも関連しますし、

いろんなことに関連するのですが、ひとつの観点としていわゆる観光まちづくりの取り組

みを以前やっていました。 

 そういう観点で、外から人が来ることを志向した取り組みが四街道の中で行われている

というのを、センターとして何か把握されていたりしていますでしょうか。 

 私は東京に住んでいるものですから、四街道の持っているそういう農業資源とか里山資

源というのは非常にうらやましいところがあって、自分のまちにはないものがやっぱりこ

ういうところで何かつながりを持てていくとすごくいいなというような部分があるのです

けれども、今全国的に見ると農村資源をうまく活用して人を呼んだりすることもあるもの

ですから、そういう志向で今取り組まれているようなものを把握されていますでしょうか。 

  

事務局（齋藤） 

 シティセールスやシティプロモーションとった視点で農業を活用した取り組みといった

点ではみんなで地域づくりセンターが先導的に取り組んではおりませんが、そのような情

報などについては情報発信したり、一緒に取り組んだり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した。 

 最終的にはそのやっている方々の取り組みを表に出すことが一番大事ではあるのですが、

耕作放棄地を活用したりするような取り組みを昔からやられているかと思いますが、例え



ばそういうもののなかからより発展していくものが出てくるともっとおもしろいかなと思

いました。 

 では、ひとつ目の議題は以上とさせていただきたいと思います。 

 では、続きまして、二つ目のみんなで地域づくり事業提案制度についてお願いします。 

 

事務局（齋藤） 

 大きく二つ議題を上げています。 

 ひとつは、前回コラボ四街道の各事業の評価についてご検討いただきましたので、これ

についてもご意見を頂戴できればと思います。 

 もうひとつは来月予定しております公開プレゼンテーションについての確認となります。 

 まず、本日皆様に一式お配りしたものがございます。 

 それが、来月予定されている公開プレゼンテーションの提案段階の資料一式になってい

ます。 

 鑑文で配布したものについては、提案書を確認いただき本番前に事前に質問したい事頄

がありましたら、こちらのほうに記入いただき事務局に提出していただくものとなります。 

 まず、事業の評価、振り返りになります。 

 資料№２をご覧ください。 

 前回コラボ四街道の事業の評価について事務局案として提案させていただき、委員会よ

り、項位づけをするのではなく、前向きに事業に対する意見、感想をどう次につなげてい

くかといった視点で事業を振り返っていこうといったご意見がございましたので、それら

を踏まえまして資料を作成しました。 

 配布しました振り返りシートは、提案した団体、関係した行政機関が事業について振り

返ると行った形の内容となっております。 

 内容としては、前回提案したご提案させたいただいたものと変わりません。 

 資料№２の下段には、コラボ四街道全体の流れを記載しております。 

 色が変わっている部分につきまして旧制度も含めましてなかった部分となっています。 

 事業実施に当たりまして、提案団体は事業実施後事業ふりかえシートを記入していただ

いて、事業報告書とあわせてシートを事務局に提出していただきます。 

 それを事務局のほうで取りまとめさせていただいて、速やかに各委員に送らせていただ

き、振り返っていただき、委員会として１回場を持ちたいと考えております。 

 場合によっては、事前に報告書を受けて気になったところ、質問したい事頄を各委員か

ら頂戴して、それを団体のほうに投げかけ、またご回答いただくといったことも想定され

るかとは思いますが、そういうやりとりで事業の振り返りを行い、それを広く公開して提

案団体、また市民の方にこういった事業が展開されているといったことを広く知っていた

だきたいと考えております。 

 



庄嶋委員長 

 では、まずひとつ目の点です。 

 事業振り返りについてということで、前回示していただいてそれをもとに了承をして、

ちょっと深まったものとなります。 

 この活用の仕方について、ご質問等ありましたらお願いしたいと思います。 

 確認ですけれども、我々の仕事としては、4 月ごろ前年度の実施分の書類が送られてきて、

その書類を見ながらこのシートに記入していくということでしょうか。 

  

事務局（齋藤） 

 今回のコラボ四街道のプレゼンテーション用の提案書類をご覧いただいて採点するよう

な形になるかと思いますが、実際提案されたものと報告されたものを見比べながら、気に

なる点、加えて質問をしたい点などをご記入いただいき、事務局より提案団体にお返しし

て、それに対して答えていただき、それを踏まえて、またこういった場を設け、最終的に

委員会として意見が出せればと思っています。 

  

庄嶋委員長 

 基本は全部書類でもいいということですね。 

 書類に出てくる例えば委員会のコメントや委員会の総括というのは、それは各委員から

出てきたコメントを、事務局を通して調整して、全体としてのコメントとして出すといっ

た考え方でよろしいでしょうか。 

  

事務局（齋藤） 

 はい。 

 

庄嶋委員長 

 皆さんいかがでしょうか。 

 その書類の内容でしかわからないということです。 

 もちろん現場に関心があって見にいこうかというのは別として、基本は書類に書いてあ

るもので判断をするということです。 

  

事務局（齋藤） 

 公開プレゼンテーションのような形で、報告会という形式も考えられますが、今回でも

15 団体の提案があり、日程調整、またそれにかかる労力、負担等を考えると、なかなかそ

の現場に出てもらって委員会に報告するといったことが難しいと考えております。 

  

庄嶋委員長 



 その辺りの労力は考え方の整理の仕方だと思います。 

 団体の方がそれぞれ自己評価したものについて、それが妥当かどうかを第三者として見

るということですね。 

 このシートは前回の委員会でかたまっているので、一度とりあえずこれでやってみて、

問題があれば今後また直すというふうになると思います。 

 使い方は皆さんご理解いただけましたでしょうか。 

 よろしければ、次の議題に移ります。 

 

事務局（齋藤） 

 来月プレゼンテーションが予定されておりますが、選考基準や審査の方法、一通りやっ

たところではありますが、改めて次回に向けて整理したいと考えております。 

 まず、スケジュールの確認です。 

 先ほど封筒で皆様方にお配りした文書に記載ございますが、大変短い時間で申し分けな

いですが、公開プレゼンテーションの当日は短いプレゼン時間の中で多くのことを質問し

て答えをいただくこともなかなかできないということで、提案書類を事前にご覧いただい

て、事前に団体に質問がある場合は別紙 3 事前質問及び回答書に質問をご記入いただいて、

１月 17 日までに事務局に送付ください。 

 事務局で取りまとめしまして、提案団体のほうに送付したいと思います。 

 また、スケジュールに関しましては、別紙 2 をご覧ください。 

 昨年 13 団体、今年 15 団体の提案ということで、およそ去年と同じようなスケジュール

でプレゼン進めたいと考えております。 

 12 時半にプレゼンテーション前に委員会を開催し、13 時から公開プレゼンテーションを

行いまして、終了後当日中に採点、選考を予定しております。 

 およそ 12 時半から 18 時近くまでお時間をいただくことになってしまいますが、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 別紙 4 をご覧ください。 

 選考に当たり、今年度 2 か年目を迎える団体もございますので、同じような形での選考

方法となるかと思いますが、ご確認いただき、また昨年の課題等踏まえて修正、加筆等ご

ざいますようでしたらお願いいたします。 

 別紙 5 についてです。 

 選考考方針に基づきまして、事前に書類をご覧いただきまして、当日の公開プレゼンテ

ーションを踏まえまして、最終的な採点をお願いします。 

 5 段階評価で 1 点から 5 点、また各団体に対するコメントがございましたら、コメント欄

にご記入ください。 

 また、昨年課題としてもありましたが、昨年は当日ご欠席の委員が 2 名いらっしゃいま

した。  



 ご欠席された委員の採点の取り扱いなどにつきましても確認できたらと思います。 

 

庄嶋委員長 

 基本的にことで去年と大きく変わった点というのはありますか。 

 

事務局（齋藤） 

 基本昨年と同様と考えております。 

 

庄嶋委員長 

 基本は去年と一緒ということなので、皆さん尐し去年のことを思い出しながら、どのよ

うに審査したかを考えていただければと思います。 

 基本的には大きく変わっていないということで、大きな不具合を含め、感じたことなど

があれば発言いただいて、今の時点で見直せるものは見直していくということになるかと

思います。 

 

事務局（齋藤） 

 補足ですが、9 ページご覧ください。 

 本事業は基本単年度事業となっておりまして、1 年 1 年事業評価をしていくことになりま

す。 

 ガイドブックにも記載ありますが、事業の発展性ですとか、継続することによる高い効

果が見込まれる事業に対してまた改めて 2 か年、3 か年目につきましても審査をしていくと

いうことになります今 

 別紙 1 の一覧の中で 7 団体 2 回目の申請となっております。 

 参考までに、前制度である地域づくり活動助成事業から通算すると 4 か年目という団体

もあります。 

 ガイドブックにあるとおり今後継続的に地域づくりに資する取り組みにという点の視点

もありますので 2 か年目以降の団体に対しましては、今年のも取り組みを踏まえて提案い

ただいております。 

 

庄嶋委員長 

 継続して申請できる方法がありますので、そこはその発展性の部分を見てほしいという

ことですよね。 

 

事務局（齋藤） 

 はい。 

 



庄嶋委員長 

 わかりました。 

 では説明がありましたけれども、事前質問があれば、1 月 17 日までに出していただけれ

ば、事前のやりとりを 1 回できます。 

 ですから、当日どうしても時間が限られているということなので、確実にこれが聞きた

いということが見つかっている部分があれば、確実にやりとりをしたほうがいいというこ

とで皆さん可能な限りでお願いしたいと思います。 

 それから、当日のタイムスケジュールについて確認しますが、2 団体ごとにプレゼンを行

い、その後にまとめて質疑応答ということで説明時間 5 分、交代時間が 1 分、そして 2 団

体目が説明を 5 分やって、そしてまとめて質疑応答 12 分という形でやるということです。 

 質疑応答は、基本的には手挙げでしたいと思っておりますので、昨年度は、私は後ろに

座っていました。 

 それで、後ろからですと見えますので、挙がったところで指名させていただきます。 

 ただ時間が限られているので、簡潔に聞いていただければと思います。 

 できれば、一人ひとつに、まとめて二つぐらいあってもとりあえずひとつにしていただ

いて、時間が余ったらもうひとつということでお願いできればと思います。 

 この件については、よろしいですか。 

 今回 15 団体ですが、それ以上増えるとこの時間でおさまり切らなくなる可能性がありま

すがこの辺りはよろしいでしょうか。 

 それから、先ほど事務局からもありましたが欠席の委員についてです。 

 当日は出られないのだけれども、基本はこの書類を見て審査をするというのがまず大原

則ですので、書類を確認すれば採点はできるということで、その採点だけ出していただい

たということが昨年はありました。 

 とはいえ、私の考えとしては、基本はやはりプレゼンなどトータルを聞いた上で最終的

なファイナルアンサーがそこに出てくると思うのです。 

 ですから、当日のプレゼンまで聞いていただいて、書類ではちょっと見えなかったとこ

ろが、印象が変わるようなところもあるようなので、そこまで見ていただいての評価がよ

いのかなというふうに思います。 

 それから、ご本人が別に採点をして、当日は欠席というのはよいのですが、当日出ない

と報償もつかないというのが今のルールだと思うので、書類で、採点のみしても報償が支

払われないという部分もあると思うので、基本、現時点で当日出られない、あるいはこの

後実際に採点する前に急に予定が入って出られなくなったということがある方は、採点自

体をしないのではいいのではないかと思うのですが、皆さんいかがですか。 

 

猿橋委員 



 出られなくても、それまでの委員会活動でそれぞれ参加しているわけですけれども、結

果について意見が言えないということになると、では今までの活動何だったのだろうとい

う意味もあるのです。 

 良し悪しというか、悪しの部分が余りないように思うのです。 

 もちろん出てもらうのがベストですけれども、いろいろな事情があると思うので、やは

りそれなりに意見が反映するほうがいいかなと思っているのです。 

 

庄嶋委員長 

 要するに採点を出さなければならないではなくて、出してもいいということでしょうか。 

 

猿橋委員 

 出してもいいということです。 

  

庄嶋委員長 

 その辺は、皆さんどうですか。 

  

舩津委員 

 昨年プレゼンに出られなくて採点を出しました。 

 提案は文書でやっていることから、提案される方々の話を直接聞いたほうがその判断も

しやすいとは思うわけです。 

 昨年は私の場合、質問を出しましたけれども、出した後に十分に自分が理解したことを

書いているわけではないため、それだったら提案してくれた方々に悪いなという気もしま

した。 

  

庄嶋委員長 

 皆さん、基本的にどうですか。 

 採点を出しても構わないとすれば、出さなくてもいいということになるので、そういう

意味では出られないというのがわかっている場合には、もうその方の判断に任せるという

ところになるかと思います。 

 気持ちとして採点に反映したい、してほしいというのがある場合は、採点を提出する。 

 今のところ皆さん当日は参加可能でしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 

庄嶋委員長 

 ではとりあえず予定が急に変わらない限りは出られるということですね。 



 皆さんが出席できれば何の問題もないところではありますが、万が一もしご都合が悪く

なった場合は、ご判断ください。 

 採点を出すか出さないかの判断を委員各自でするということにしたいと思います。 

 それから選考基準ということで各評価頄目が５つありまして、それぞれ５点ずつが配点

されているところです。 

 基本的に審査頄目の審査の視点に書かれていることが満たされていると思えば３点はつ

けてくださいという考えです。 

 その基準点よりもさらにすぐれていれば 4 点、5 点をつけ、その基準点を満たしていない

と考えれば 2 点や 1 点がつきますということです。 

 ですから、5 頄目で基準点である 3 点をとれず合計点が 15 点に満たない場合は、選考さ

れないというひとつの基準です。 

 これは去年、話し合ってつくったものです。 

 不都合が特になければ、この基準のままでいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

  

 明確な部分が必要ですから、何点以上というほうがはっきりするということがあります。 

 先ほどの発展性の話についてですが、2 年目以降の視点についてどこの審査頄目で評価す

ればよろしいでしょうか。 

 2 年度目というところは、今回初めてのことなので、書類のどこに反映されるのでしょう

か。 

 

事務局（齋藤） 

 ひとつ考え方として地域の課題やその認識ですとか必要性というものを 1 年目実施した

からこそ実感するものがあって、やはり必要だから 2 年目に目的ですとは必要性の部分で

現れてくるのかなと思います。 

 また、それを踏まえた実行性ですとか、また企画の内容のボリュームなど、いろいろな

場面で出てくるのかなというところです。 

 細かくいけば前年の企画書を見比べるという作業が必要かもしれないですが、団体にお

いては可能な限り、今年度の事業を踏まえた企画の提案をしていただいていると考えてお

ります。 

 また、各担当課への意見照会に対する回答についても去年の提案に対して、しっかり担

当課としての振り返り、それに対する意見として書いていただいておりますので、ぜひそ

ちらも参考にしていただいて、採点の際の参考としていただければと思います。 

  

庄嶋委員長 



 では、1 年やったことでより目的とか必要性とかのリアリティが伝わっているとか、さら

にそれへの適切な改善策が示されているかとか、そういうところにも踏み込むことですね。 

 去年も確認しましたけれども、それぞれ審査頄目とその企画書の中に出てくる頄目は必

ずどこかに対応するようにつくってあるということがあります。 

  

事務局（齋藤） 

 別紙でご用意します。 

  

庄嶋委員長 

 こうやって 10 人が評価するとなったときに、全然違うところの頄目を見て、その評価を

反映させていくとずれが出てきますので、そこは改めていく。 

 この企画書の頄目に書かれているのは、この審査頄目で評価しましょうというところを 1

対 1 で対応させるということになりますので、確認をお願いします。 

 

事務局（齋藤） 

 別紙 1 をご覧ください。 

 「Y･Y･NOWSON」について、拠点づくり部門と地域づくり部門とエントリーしていま

す。 

 事前質問にかかってくることもあるかと思いますが場合によっては、いずれかの部門が

不採択といった可能性もありますし、一方が不採択なら一方も不採択といった判断もある

ので改めて提案について資料をご覧いただけたらと思います。 

 

庄嶋委員長 

 具体的に言うと、それは評価をするときにどうしたらいいのですか。 

 

事務局（齋藤） 

 個別具体的に見ていかなければいけないと思うのですが、今回の提案内容としては拠点

づくり部門が不採択でも地域づくり部門が実施できないという内容にはなっていないです。 

 場合によっては、拠点づくりができないと地域づくり部門の事業ができないという提案

ですと、どちらかが不採択だとどちらも実施できなくなりますが、今回については、個別

に評価していく判断する場合でも問題ないと思います。 

  

庄嶋委員長 

 認められる費目に違いがそもそもあるのですよね。 

  

事務局(齋藤) 



 はい。 

 

庄嶋委員長 

 その場合に、委員会側からして逆にこの事業は、拠点づくりまでやってこそできると思

えば拠点づくりとして認めるし、拠点づくりについては妥当ではないが地域づくり部門で

は認めることもあるということですか。 

 ちょっと具体的に見てみないとわかりませんけれども、こういう点が今回は出てきます。 

 あと確認はいいででしょうか 

 今回の継続事業は、あくまで昨年度取り組んだ事業自体の継続ということですよね。 

  

事務局（齋藤） 

 そうですね。 

  

庄嶋委員長 

 団体が一緒でも、まるで違う事業をやっているということはないでしょうか。 

  

事務局（齋藤） 

 内容は継続事業となります。 

  

庄嶋委員長 

 そこは、提案時点でチェックをしているということですね。 

  

事務局（齋藤） 

 はい。 

  

庄嶋委員長 

 逆に言うと、去年やっていった事業を仕切り直して、違う事業をやりたいと思えば、そ

れは同じ団体の場合でも、新規として提案するということになるのですか。 

  

事務局（齋藤） 

 はい。 

  

庄嶋委員長 

 わかりました。 

皆さんからご質問、確認事頄あればお願いします。 

  



事務局（齋藤） 

 千代田花壇愛好会は 2 年前にクリスマスイルミネーション実行委員会として事業を実施

していますが、今回は地区を千代田地区にかえまして、活動の場づくりを進めていくとい

うことです。 

 

庄嶋委員長 

 技術的レベルの確認は、その都度事務局にしていただくとして、みんなで共有するもの

として確認しておきたいことがあればお願いします。 

  

舩津委員 

 農業の遊休農地の関係で、農業体験についてですが、これに関して農地の貸し借りにな

るのか、地主が参加して実施する形になるのか、その辺りについてはどうなっているので

しょうか。 

  

事務局（齋藤） 

 提案に当たっては法的なことですとかクリアした上でされているという前提です。 

  

舩津委員 

 個人に出すものではなくて、団体に出すという形ですね。 

  

事務局（齋藤） 

 はい。 

 

舩津委員 

 考え方として、を白黒はっきりするというのは簡単なのですけれども、せっかくの試み

をやるに当たって、まさにグレーゾーンをどのように見るかというのはありますが、その

場合は質問でさせていただきます。 

  

事務局（齋藤） 

 その場合は団体にも明確に答えとして書いていただいたほうがいいと思います。 

 

庄嶋委員長 

 関連した質問ですけれども、去年も確認しましたが、他団体との連携の欄が企画書にあ

りますが本当に OK が出ているのか、ただ希望として書かれているだけなのかとか、その

辺りを確認できればと思います。 

  



事務局（齋藤） 

 事務局では提案すべてにヒアリングなどしておりますが、どのレベルまで具体な話をし

ているかは別として、こういった連携をしたい、もちろん提案に記載したいといったとこ

ろも含めて確認はとれているという認識です。 

  

庄嶋委員長 

 わかりました。 

 この議題は終わりとしますが、次回はこの審査ということになり、これから採点をする

作業が発生します。 

 それでは、次に議事「その他」についてお願いします。 

  

事務局（齋藤） 

 今回は特にございません。 

  

庄嶋委員長 

 特にないですね。 

 連絡事頄につきましていかがでしょうか。 

  

事務局（齋藤） 

 来月に第 3 回目の委員会として公開プレゼンテーションがあります。 

 改めて確認ですが、当日は文化センター203 号室で開催いたします。 

 現任期における最終回にもなりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

  

庄嶋委員長 

 はい、わかりました。 

 では、これをもちまして、平成 25 年度第 2 回四街道市みんなで地域づくり推進委員会を

終了といたします。 

 皆さん、お疲れさまでした。 

 

 


