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平成26年度第１回四街道市みんなで地域づくり推進委員会会議録  

 

日時：平成26年７月９日（水）14時～16時40分  

会場：四街道市役所保健センター３階第２会議室  

出席者：庄嶋委員、小島委員、渡邉委員、猿橋委員、大沼委員、原委員、髙

橋委員  

事務局：大野経営企画部長、阿部政策推進課長、森田市民活動推進室長、齋

藤副主査、勝又（ちば市民活動・市民事業サポートクラブ副理事）  

傍聴者：０人  

次第：  

 １．開会  

 ２．委嘱状交付  

 ３．経営企画部長あいさつ  

 ４．委員長及び副委員長選出  

 ５．委員長あいさつ  

 ６．議事  

   （１）平成25年度地域づくりコーディネーター業務報告について  

   （２）平成26年度地域づくりコーディネーター業務計画について  

   （３）みんなで地域づくり事業提案制度（平成 25年度実施）事業ふり

かえりについて  

 ７．その他  

 ８．閉会  

 

＜会議録＞  

 

事務局（阿部課長）  

 それでは、定刻を少し過ぎましたが、ただいまから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おりまして、四街道市みんなで地域づ

くり推進委員会要綱第７条第２項に規定しており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。  

 なお、本日はいらっしゃっておりません江口委員、中村委員につきまして

はご欠席の連絡をいただいております。  

また、大沼委員につきましては、若干遅くなるということで、ご出席はい

ただけるという予定でございます。  

 申しおくれましたが、私、政策推進課長の阿部でございます。  
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よろしくお願いいたします。  

 それでは、早速でございますが、お手元の次第に沿いまして委嘱状の交付

をさせていただきます。  

 本来であれば市長より交付させていただくところですが、公務がございま

して大変申しわけございませんが、大野経営企画部長より交付させていただ

くことになりますので、よろしくお願いいたします。  

 委員の皆様におかれましては、大野部長が前に参りましたら、その場でご

起立いただきますようお願いいたします。  

なお、お一人目の方のみ全文を読み上げさせていただきまして、お二人目

以降の方につきましては、大変失礼ですが、お名前のみ読み上げさせていた

だくということでご了承いただきたいと思います。  

 それでは、よろしくお願いいたします。  

 

～委嘱状交付～  

 

事務局（阿部課長）  

 続きまして、大野経営企画部長よりご挨拶を申し上げます。  

 

事務局（大野部長）  

 経営企画部長の大野でございます。  

 本日はお忙しい中、平成26年度第１回みんなで地域づくり推進委員会にご

出席いただきまして、誠にありがとうございます。  

委員の皆様におかれましては、本委員会の委員就任につきまして快くお引

き受けいただきまして、誠にありがとうございました。  

また、公募委員として積極的に応募いただきました髙橋様、誠にありがと

うございました。  

 さて、本市では、平成20年９月に四街道市みんなで地域づくり指針を策定

しまして、みんなで地域づくりの推進を図っているところでございます。  

本委員会につきましては、みんなで地域づくりの積極的な推進を図るため、

広く意見を交換する場として、平成22年の７月に設置したところでございま

す。  

また、同年の９月にはみんなで地域づくりセンターを開設し、地域づくり

を担う主体同士のコーディネート機能の強化を図っております。  

さらに、市民団体が自主的に、または市と協力して地域づくりや地域課題

の解決を図り、魅力のある地域づくりを実践することを目的といたしました

みんなで地域づくり事業提案制度、コラボ四街道につきましては２カ年目を
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迎え、現在順調にその運用が図られているところでございます。  

委員の皆様におかれましては、みんなで地域づくりの一層の推進に向け、

ご尽力を賜りますとともに、それぞれのお立場から忌憚のないご意見をいた

だきますようお願い申し上げまして、簡単ですが、ご挨拶とさせていただき

ます。  

どうぞよろしくお願いいたします。  

 

事務局（阿部課長）  

 続きまして、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。  

 順番にお名前をお呼びさせていただきます。  

その場でご起立いただきまして、一言ご挨拶をいただければと思います。 

よろしくお願いいたします。  

 まず、有識者委員といたしまして、市民社会パートナーズ代表、庄嶋孝広

委員でございます。  

 

庄嶋委員  

 庄嶋孝広と申します。  

今お話のありました市民社会パートナーズという地域づくりのコンサル

タントをしておりまして、地方自治体のいわゆる協働政策などの支援をして

おります。  

最近では、地域に関わる人材の確保という点に難を抱えている地域が多い

ということで、主に地域コミュニティづくりの部分の仕事に関わることが増

えております。  

四街道市との関わりは、この会議の根拠になっていますみんなで地域づく

り指針を策定するときに、四街道市の任期付職員という身分で当時は関わっ

ておりましたが、その後はこちらの委員会に関わらせていただいて、これで

３期目ということになります。  

よろしくお願いいたします。  

 

事務局（阿部課長）  

 次に、ＮＰＯ法人山武ＩＴ推進協会理事、小島妃佐子委員でございます。 

  

小島委員  

 小島でございます。  

よろしくお願いいたします。  

 私は、山武市で地域おこしの仕事をしております。  
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主に地域メディアのプロデュースをしていまして、メディア全般、動画、

静止画、ＳＮＳなどを使いまして、現在はＳＮＳの管理者をしているのです

が、特に今山武だけではなくて、他の地域を担当することも多くて、今沖縄

の離島のＳＮＳのネットワークづくりを支援をさせていただいています。ど

うぞよろしくお願いいたします。  

 

事務局（阿部課長）  

 次に、田園調布学園大学講師、渡邉瑞恵委員でございます。  

 

渡邉委員  

 渡邉瑞恵です。  

よろしくお願いいたします。  

私は、今年の３月まで四街道市にあります愛国学園大学で講師をしており

ました。  

その後退職しまして、４月からいろいろな大学で非常勤講師をしておりま

す。  

主に福祉関係の分野を扱っているということで、地域福祉にも関連がある

ということで、こちらにお世話になることになりました。  

また２年間よろしくお願いいたします。  

 

事務局（阿部課長）  

 続きまして、地域づくりを担う主体の構成員として、猿橋芳生委員でござ

います。  

 

猿橋委員  

 猿橋芳生でございます。  

私は、10年前に会社を定年になりまして、それまで四街道に住んでおりま

したが、まさにベッドタウンでありました。  

私のモットーとしましては、ベッドタウンからホームタウンへということ

で、四街道市の中で私はこの場所をホームタウンにしたいと思っています。 

そのために豊かなまちづくりに微力でも尽くすことができたらいいとい

うことで、そういう活動に参加しております。  

現在は、ＮＰＯ法人ネットワーク大地の事務局をしております。  

あるいは、ともに築く未来の会といういろいろな市民活動を行っている団

体がありますが、その中で共通点を見出して、みんなで協働して市民活動を

していこうという活動をしておりますが、その事務局もしております。  
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今後ともよろしくお願いします。  

 

事務局（阿部課長）  

 同じく地域づくりを担う主体の構成員ということで、原公栄委員でござい

ます。  

 

原委員  

 原と申します。  

よろしくお願いいたします。  

 私も最初からかなり長いことこちらに携わらせていただいております。  

現在は四街道市にあります総合型地域スポーツクラブ四街道ＳＳＣで事

務局をさせていただいております。  

主にスポーツの畑は何とかわかるのですけれども、福祉や地域おこしとか、

そういったことについてはまだまだわからないことだらけですので、皆さん

のお力をお借りしながら、いろいろ勉強させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。  

 

事務局（阿部課長）  

 次に、公募による委員として、髙橋昭英委員でございます。  

 

髙橋委員  

 髙橋でございます。  

よろしくお願いします。  

 私もかれこれ40年、四街道町の時代から、先ほど猿橋さんがおっしゃった

ベットタウンで、昼は何も知らないと、何が起きているのかわからないとい

う人生だったのですけれども、会社をめでたく卒業できまして、今度は 24

時間、このままいくと化石になってしまうので、仲間入りさせていただきた

いということで、みずから手を挙げまして、四街道に少しでもお役に立てる

意見、あるいは意見交換できればと思って参加させていただきますので、よ

ろしくお願いします。  

 

事務局（阿部課長）  

 ありがとうございました。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。  

 続きまして、事務局の職員を紹介させていただきます。  

 先ほどご挨拶させていただきました経営企画部長の大野でございます。  
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事務局（大野部長）  

 大野でございます。よろしくお願いします。  

 

事務局（阿部課長）  

 改めまして、私、政策推進課長の阿部でございます。よろしくお願いいた

します  

 続きまして、市民活動推進室長の森田でございます。  

 

事務局（森田室長）  

 森田です。よろしくお願いいたします。  

 

事務局（阿部課長）  

 同室副主査の齋藤でございます。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 齋藤です。よろしくお願いします。  

 

事務局（阿部課長）  

 続きまして地域づくりコーディネーター業務の受託者でございます特定

非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブの副代表理事、勝又

恵里子さんです。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 勝又です。よろしくお願いいたします。  

 

事務局（阿部課長）  

 こちらの団体につきましては、皆様ご存じのとおり、みんなで地域づくり

センターの運営に携わっていただいております。  

 以上でございます。  

 続きまして、本委員会につきましては、みんなで地域づくり推進委員会要

綱第７条第１項によりまして、委員長が議長となる旨が定められております。 

現時点では委員長が選出されておりませんので、委員長を選出するまでの

間、大野経営企画部長が仮議長として会議を進めさせていただきたいと存じ

ますので、ご了承をお願いいたします。  

 それでは、大野部長の進行によりまして委員長の選出をさせていただきま

す。  
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 委員長は、要綱第２条第２項の規定によりまして、委員の皆様の互選によ

って定めることになっております。  

 大野部長、お願いいたします。  

 

大野仮議長  

 それでは、委員長の互選に当たりまして、仮議長を務めさせていただきま

すので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。  

 委員長の選出は、委員の皆様の互選ということになっておりますが、いか

がでしょうか、立候補あるいは推薦等ございましたら、お願いしたいと思い

ます。  

 

小島委員、猿橋委員  

 庄嶋先生がいいのではないですか。  

 

大野仮議長  

 今、小島委員と猿橋委員のほうから庄嶋委員はどうかというご意見がござ

いましたが、他にご意見はございますか。  

 

（「よろしいと思います」という声あり）  

 

 それでは、庄嶋委員に委員長をお願いするということでよろしいでしょう

か。  

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、委員長が決定いたしましたので、ここで仮議長の役目を解かせ

ていただきます。  

どうもご協力ありがとうございました。  

 

事務局（阿部課長）  

 庄嶋委員におかれましては委員長席への移動をお願いいたします。  

 それでは、今後の進行につきましては庄嶋委員長にお願いいたします。  

 

庄嶋委員長  

 では、ご指名をいただきまして皆さんの互選ということで委員長を務めさ

せていただきます庄嶋です。  

どうぞよろしくお願いいたします。  
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 委員会の形が整うまでもう少しありまして、副委員長につきましては同じ

く要綱第６条第２項の規定により、互選で決めるとなっております。  

前期は、本日ご欠席の江口委員が務めておられましたけれども、今期ぜひ

したいと、あるいはして欲しいという方はいらっしゃいますでしょうか。   

皆さん、いかがでしょうか。  

 

小島委員  

 猿橋委員でいかがでしょうか。  

 

庄嶋委員長  

 猿橋委員のお名前が挙がりました。  

 

猿橋委員  

 では、立候補させていただきます。  

 

庄嶋委員長  

 では、猿橋委員に副委員長を務めていただくということで、よろしくお願

いいたします。  

 では、お席の移動をお願いいたします。  

  

事務局（阿部課長）  

 それでは、委員長と副委員長が選出されましたので、次第に沿いまして委

員長からご挨拶をお願いいたします。  

 

庄嶋委員長  

 では、改めましてよろしくお願いいたします。  

 先ほども申し上げましたけれども、３期目というこの委員会なのですが、

第１期のときから委員長を務めさせていただいております。  

なぜかというのを自分なりに考えますと、私は四街道に在住というわけで

はございませんで、東京の大田区というところに住んでおりまして、先ほど

言ったような仕事をしておりますので、やはり第三者的に、中立的な立場か

ら四街道の市民活動、協働、みんなで地域づくり、といったところを応援し

ていけるということで依頼されているのかと思っておりますので、今期もそ

ういった立場で務めてまいりたいと思います。  

よろしくお願いいたします。  
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事務局（阿部課長）  

 ありがとうございました。  

 なお、大野部長でございますが、この後別の公務のため、大変恐縮でござ

いますが、退席させていただきます。どうぞご了承ください。  

 

事務局（大野部長）  

 では、よろしくお願いいたします。  

 

庄嶋委員長  

 それでは、再開させていただきます。  

 まず、この会議は会議録という形でまとめおります。  

その会議録の発言者名ということにつきましては、四街道市の審議会等の

会議の公開に関する指針の解釈運用基準に、原則として発言者名を明記する

形で会議録をつくるというようなことになっておりまして、過去第１期、第

２期もそのことに従いまして作成してきております。  

この件について特にご異議がなければ、今期もそのような基準でさせてい

ただこうと思いますが、よろしいでしょうか。  

 

（「異議なし」という声あり）  

 

 では、そのような形で、会議録に関しましては発言者名を明記してやって

いきたいと思います。  

よろしくお願いいたします。  

 続きまして、傍聴についてですが、会議は公開が原則となっています。  

本日、傍聴の希望の方はいかがですか。  

 

（「いらっしゃいません」という声あり）  

 

 前期もいらっしゃる場合といらっしゃらない場合とありましたけれども、

いらっしゃる場合は入っていただくことになります。  

 いらっしゃる場合に関しても、もし公開にそぐわない内容を検討する場合

は、非公開にできるという規定が審議会等の会議の公開に関する指針にある

のですけれども、特にない場合は公開をするということで、本日は傍聴者の

方がいらっしゃらないということですので、ご了解いただければと思います。 

 では、ここから内容に入ってまいりたいと思います。  

 では、事務局から資料の確認はございますか。  
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事務局（齋藤副主査）  

 資料の確認をさせていただきます。  

 ２回にわたって皆様に資料を送らせていただきましたが、本日は、次第、

委員名簿などをお配りしました。  

また、事前に送付いたしました資料は、資料１、地域づくりコーディネー

ター業務の報告書、資料２、地域づくりコーディネーター業務の計画書、資

料３、みんなで地域づくり事業提案制度のスケジュール案です。  

また、コラボ四街道の事業ふりかえりにつきまして、さらに前段で資料を

送らせていただいております。  

資料番号は振ってございませんが、昨年度の事業一覧、また昨年度採択さ

れた際の委員会からの審査結果、また各事業実施団体の事業ふりかえりシー

ト及び報告書一式となっております。  

不足等ございますようでしたら、お声かけしていただければと思います。 

 

庄嶋委員長  

 資料の確認がありましたが、不足しているものはございませんでしょうか。 

 

（「なし」という声あり）  

 

 新しく期が変わり、公募の髙橋委員が新しく入られたりしたこともありま

すが、会議の全体的な概要の説明は必要ではないですか。  

 

事務局（森田室長）  

 髙橋委員には事前にお越しいただきまして、事務局から概要は説明させて

いただいております。  

 

庄嶋委員長  

 なるほど、よろしいですか。  

 

髙橋委員  

 承知しております。  

 

庄嶋委員長  

 では、本日の議事に入ってまいりたいと思います。  

 まず議事の１番目で、平成25年度地域づくりコーディネーター業務報告に
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ついて、よろしくお願いいたします。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 それでは、平成25年度四街道市地域づくりコーディネーター業務委託事業

の報告をいたします。  

 資料１をご覧ください。  

まず、施設の利用状況ですが、年間の来所者数が 6,002人、打ち合わせス

ペース利用団体が318団体、打ち合わせスペース利用人数が2,169名、新着

情報が486件、相談件数が57件となっております。  

下に注が書いてありますが、オープン日数は通常のオープン日数が 241日

で、休館日でも講座、企画事業などがあり合計246日です。  

それから、来所者数については、みんなで地域づくりセンターの場所以外

を会場とした主催事業の参加者数も含んでおります。  

 次に、主なセンター事業と業務です。  

まず（１）地域課題への取り組みのプロデュースに関すること、（２）地

域づくりを担う主体のネットワークに関することです。  

ここでは、地域づくりサロン「マップ活用交流会」を行いました。  

これは平成24年度から実施しているものですが、趣旨としては歴史、自然、

文化、健康、福祉、子供など、四街道市内で発行されている多分野のマップ

を作成し活動している団体が参加して情報収集し、まちの魅力発信を目指す

ということで、毎月第４金曜日に会議を開催し、企画した案として、主なと

ころではお宝マップ見本市、６月25日から30日に市民ギャラリーを使いま

して展示、それから参加者の四街道の魅力発信コースのアンケートなどを行

いました。  

それから、モニターツアーを実施しております。  

それは見本市でのアンケートの参加の希望の高かったコースについて、実

際にモニターをしていただきながら歩くということで、２コース実施してお

ります。  

 次に、地域づくりサロン「マップ活用交流会」の成果と今後の取り組みと

いうことでは、その地域づくりサロンをもとにして、四街道マップ活用交流

会という団体が立ち上がりまして、平成26年度のコラボ四街道事業として事

業を実施することになりました。  

今年度は四街道マップ活用交流会の事業をサポートして、四街道の魅力発

信や地域の活性化をテーマとして、みんなで地域づくりをセンターとして進

めていきたいと思います。  

 次に、地域づくりサロンのうち「自治会情報交換会」についてです。  
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これは年間で２回開催しました。  

それぞれテーマとしては、第１回目が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、第２回目が「自治会が今できること～高

齢者支援団体に学ぶ～」ということで開催いたしました。  

この２回の自治会情報交換会の成果と今後の課題としましては、自治会の

持つ課題が出されたということで、それは地域の高齢化のことがどこでも出

されているのですけれども、その対応などについて課題解決を進めるために

自治会の枠を超えて話し合いなどが必要になってきているということがわ

かってきました。  

また、第２回目では、実際に活動しているこまりごとお手伝いの会、ＮＰ

Ｏ法人ネットワーク大地などに事例報告をいただきまして、自治会の活動だ

けでは対応が困難なので、自治会と市民活動団体の連携あるいは、社会福祉

協議会、ボランティアセンター、地域包括支援センターなど関係機関などと

の連携、協力しながら、問題の解決や情報交換できる場が求められていると

いうことがわかってまいりました。  

 それから、今年度につながることとしまして、公共交通の空白地域での課

題解決について話し合いの場を持ったらどうかということで、政策推進課か

ら投げかけをいただきまして、アンケートをとって、それをもとにして自治

会情報交換会での話し合いを行っていくということになりました。  

 それから、日替わりシェフの店「さくらそう」は、地域づくりサロンから

誕生して、現在は自立した運営を行っております。  

センターとしては、地域の学校などとの連携を図る中で、四街道北高校の

クッキング部による「高校生レストラン」が実現しまして、12月と３月に開

催しております。  

また、他市の自治体、団体などから見学や事例紹介などの依頼がありまし

て、コーディネーターが対応しております。  

「さくらそう」が他地域へも波及したり、それから多世代の交流も生まれ

たりということで、今後も地産地消やコミュニティの拠点となるようにコー

ディネートを行っていきたいと思います。  

 次に、よつグルメ研究会についてですが、これも地域づくりサロンから立

ち上がった団体です。  

今年度は、よつグルメ研究会で商品の開発などを進めている例えば「鹿放

パン」「スープカレー」などが、いつでも食べられるところがあったらよい

という声が聞こえてきました。  

まだ具体的ではないのですが、よつグルメ研究会でそういう場所としてカ

フェを考えていこうということで、船橋市のちばＭＤエコネットさんがコミ
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ュニティカフェひなたぼっこというカフェを開いていますので、その方に来

ていただいて話を伺ったりしました。  

次ページ、今後の取り組みとしましては、よつグルメ研究会でそういう事

業を進めていきますので、センターとしては必要なサポートをして地域づく

りを進めていきたいと思います。  

 次に、多様な人や団体が地域づくりに参加する企画について、これは第５

回になりますが、福祉施設紹介・販売フェア「大きなテーブル」を開催いた

しました。  

６月21、22日、四街道市内と近隣の福祉施設が一堂に会して、それぞれ

の取り組みや施設でつくっている商品を紹介、販売し、市民の皆さんと交流

するフェアを開催して、障害がある人たちの就労や自立につながる体制づく

りを応援しよう、まず、そのために知っていただこうという趣旨で行ってお

ります。  

出品団体としましては、福祉団体が10団体、それに協賛する団体が５団体、

合計15団体、２日間で来場者がおよそ580名でした。  

ここでは、出品団体のアンケートをとりましたが、他施設とのつながりを

持ちたい、施設をアピールしたい、自主製品を販売したいというような趣旨

で参加しているということなど、これからも参加したいという声が聞かれま

した。  

これまで６月と秋に年２回開催していましたが、平成25年度につきまして

は秋にちばユニバーサル農業フェスタというのを開催することが決まって

おり、趣旨が重なる上、広く県内の団体との交流を深める場にもなるという

ことで、この「大きなテーブル」の出品団体もこちらに参加していこうとい

うことになりました。  

 次に５ページです。  

今、申し上げましたちばユニバーサル農業フェスタ 2013in四街道を10月

に開催いたしました。  

これはちばユニバーサル農業フェスタ実行委員会が、これまで２年にわた

って開催してきたものですけれども、千葉県の中で遊休地が広がる中で、新

規就農者、福祉施設、若い世代など、さまざまな人が農業を通じて出会い、

交流し、働き合う、新しい農業の形「ユニバーサル農業」の考え方を広めて、

出会いの場を提供し、農業生産県である千葉県から農業の持つ可能性や農の

価値を社会に発信するという趣旨で行っております。  

四街道で開催するということによって、市内外の出展者との交流やネット

ワークを図る、それから地域の農業の活性化や市内外からの来場者に対して、

四街道の魅力を広く発信しようということで実施いたしました。  
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 ８月には、ちばユニバーサル農業フェスタ出展説明会＆交流会というのを

開きまして、県内の新しい農業の形を進めている団体の事例報告を行いまし

て、その後交流を深めました。  

実際のフェスタは10月26日土曜日に開催いたしましが、台風27号の接近

で、開催が危ぶまれたのですけれども、何とか開催することができましたが、

申し込み52団体中、来られない団体やキャンセルがあり、31団体で屋内で

縮小開催ということで、来場者は800名でした。  

四街道市に関する出展ということでは、31団体中14団体ぐらいは四街道

市の団体が参加しました。  

 成果と今後の取り組みとしまして、天候の悪さの割に非常に来場者が途切

れずに出展者、参加者の交流が生まれたということが実行委員会の中でも評

価されまして、平成26年度もぜひ四街道をメイン会場に開催しようというこ

とになっております。  

 次に、夏休み小学生ボランティア体験です。  

これは、小学生が社会に役立つボランティアを体験するとともに、子ども

を通じて保護者にも地域の活動を知っていただくということで、夏休みに市

民活動団体が行うボランティア活動に小学生に参加してもらうという趣旨

で行っております。  

昨年の参加者は、表にありますように、合計 103名でした。  

参加した小学生からは、具体的にボランティアの意義を知ることができた

というような声が聞かれていますし、受け入れた団体からは、団体への理解

が進んだという感想をいただいております。  

 次に、７ページです。  

四街道こども記者クラブのサポートです。  

こども記者クラブは、センターのこども記者育成講座が終了した後に、講

座の運営サポートに関わったスタッフが中心となって生まれました。  

子どもの目線で地域を捉えて、地域の身近な情報をホームページなどを活

用して発信しています。  

今後も子どもがつくるメディアを通した地域づくりをセンターとしてサ

ポートしていきたいと思います。  

 次に、「あさひ寺子屋」です。  

旭公民館自主事業への企画、運営への協力です。  

寺子屋事業は、子どもたちの夏休みの体験の場づくりや学習支援、公民館

で地域の子どもと大人の触れ合う機会をつくり、公民館を拠点とした地域づ

くりを進めるという趣旨で行われています。  

主催は、旭公民館で、センターは、大学生、高校生のスタッフのコーディ
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ネートや企画、運営の協力を行っています。  

夏休みの８月２日、４日、５日、それから冬休み、春休みに開催しており

ます。  

 成果と今後の取り組みということでは、昨年から始まった寺子屋が長期休

暇の学習や体験の場として地域に定着してきているということで、学生が参

加することで主体的な取り組みとなり、豊富なプログラムができています。  

一方で学生は卒業などで取り組みから離れることがあり定着が難しいの

ですが、その中でも中心になって継続している方もいらっしゃるので、学生

たちの主体的な参加が継続できるような仕組みづくりを公民館と連携して

サポートしていくことが大事だと思われます。  

 次に、地域づくり体験プログラム「コラボラ」です。  

これは地域で活動している団体が、市民に活動を知らせるために体験プロ

グラムを作成して参加者を募り、体験から人材確保につなげるということで、

15団体が参加しました。  

15団体の体験プログラムを一覧にしたものを作成し、それを市民の方に配

布いたしました。  

結果としては、体験参加者の申し込みは36名、体験者延べ数は68名、そ

して体験が終わってからも団体に継続して参加した方が 18名ということで、

市民大学、それから千葉県の生涯大学京葉学園などとも連携したということ

がありまして、継続して活動に参加する人が得られました。  

 それから（３）地域づくりの情報の収集、把握、共有及び提供に関するこ

とについては、センターでは、メールマガジン、フェイスブック、センター

のホームページなどを使って情報発信をしております。  

ホームページは平成25年４月に開設いたしました。  

また、資料でお配りしましたが、市内の地域づくりの活動を知らせるため

に、センターニュースをリニューアルしまして、「minnade」という８ペー

ジ仕立ての冊子を創刊いたしました。  

平成25年度は創刊号と２号を出しております。  

 それから（４）地域づくりを担う主体からの相談に関することで、年間の

相談件数は57件でした。  

その中で、地域の課題、活性化という内容で分類したものが一番多かった

のですが、地域づくりに関する相談やコラボ四街道の事業の提案や申請の相

談などが多くありました。  

 （５）地域づくりコーディネーター業務遂行のための各種講習会の実施に

関することについては、市民活動団体を対象に講座を開きました。  

５月にミーティング・ファシリテーション講座「会議が変われば、組織が
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変わる  市民の会議術７つのヒント」を開催しました。  

参加人数が24名で、感想として、実践をしながらポイントを確認していく

方法で、わかりやすかった、ヒントがたくさんあったなどの声をいただきま

して、その後実際に団体の中で取り入れて会議をやったというような声を幾

つか聞くことができました。  

 次に、コラボ塾です。  

コラボ四街道の提案に向けて、みんなで地域づくりを学び、考え、実践す

るということで、みんなで地域づくり（市民協働）を進めるために、協働と

は、なぜ協働を進めるのか、協働の効果などについて、地域づくりに取り組

む方、団体、市役所職員などがともに学び、実践につなげるという趣旨で行

いました。  

全７回で行いまして、みんなで地域づくりについての講演に始まり、他市

の協働事例を聞いたり、また四街道市における課題についての意見交換会な

どを経て、５限目からは実践編として実際にコラボ四街道の「アイデアのた

ね」を掘り起こしたり、提案事業を企画しよう、 “プレ ”プレゼンをしよう、

などのメニューで行いました。  

 また、センターで相談なども受け付けまして、成果と今後の取り組みとし

て、この受講者の中からコラボ四街道への５件の提案につながりました。  

今後も団体の事業実施をサポートして、団体を育てていくことが必要だと

思っております。  

また、次年度もコラボ塾を実施して、新たな人が参加して、コラボ四街道

への提案につなげることを目指していきたいと思います。  

 次に講座で行ったもので、「ママのための起業講座」を開催いたしました。

子育ても仕事も諦めない「ママのための起業講座」です。これは若いママた

ち、若い世代の方が地域づくりの活動や事業を始めてもらいたいということ

で３回開催しまして、この中から「ままのて」というグループが立ち上がり

ました。この団体もコラボ四街道への事業提案をしています。  

 次に12ページ（６）地域づくりコーディネーターの職務の遂行に必要な技

能の習得と研さんに関することとして、職場内研修としては一番核になるの

がコーディネーター会議で、月２回、各２時間30分、業務に関する情報共有

や企画検討、研修、意見交換などを行っております。  

そのほか、業務に即して実地研修を行っております。  

また、外部研修としましては、実際に研修に参加したものを挙げておりま

すが、県内で開催される講座についてコーディネーター業務に役立てるとい

う趣旨で参加をしております。  

 13ページ（７）その他です。市町村などの視察・研修受け入れということ
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で、資料記載の団体などから視察を受けております。  

 14ページ、小学校、中学校の職場体験です。小学校２校で７名、中学校３

校で19名がセンターで職場体験をしております。  

 最後は、域学連携です。  

地域と学校が連携して地域づくりを行うということで、研修、インターン

シップの受け入れを行っております。また、ちばユニバーサル農業フェスタ

において、千葉大の大学生が運営に参加しております。  

また、地域の近隣の高校生とも連携して実施するという計画でしたが、実

際には台風で実現することはできませんでした。  

その他、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、運営に参加しております。  

 事業報告は以上です。  

 

庄嶋委員長  

 ありがとうございます。  

 では、まずご報告いただいた平成25年度の内容についてです。  

これまでも途中の経過報告は伺っていたのですけれども、１年度分まとま

ってご報告をいただきました。  

 皆さんから、確認したいこと、ご質問などありましたら、よろしくお願い

いたします。  

 

髙橋委員  

 初めに最初のページ、施設の利用状況は延べ数ですか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 はい、そうです。  

 

髙橋委員   

 相談件数も２度あるいは３度お邪魔しているという方もいるということ

でしょうか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 はい、そのとおりです。  

 

髙橋委員  

 ２点目、これは重要な案件で、私も非常に気になっているのですけれども、
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２ページ目、これは報告ではなくて計画のほうにまたがる話だと思うのです

けれども、自治会情報交換会を２回行っています。  

四街道には79の自治会があると私は聞いています。  

３ページに政策推進課から、もっとちょっと吸い上げてくれという話もあ

った、こういう話ですね、私もそう思います。  

これ重要だと思います。  

市というのは、国や県もそうだけれども、全部縦割りなのです。  

横串が刺さっていない。  

だから、このような受託団体があって、みんなで地域づくりセンターがあ

ると私は思うので、79も自治会あって、中学校区ごとにまとめると５つある

のです。  

私も自治会長をしたこともありますが不慣れで、大体みんな初めてで、一

年生なのです。  

一年たったら、終わるので周りがどうなったかわからない。  

 だから、私の提案としては、これは報告ではなくて次にも関わるだろうけ

れども、５地区でやるべきだと思います。  

旭中、千代田中、四街道北中、四中、西中とあるのだから、それぐらいの

場を設けて、要するに議員から上がってこない話がたくさんあるのです。そ

れをセンターでやるべきだと思います。  

２回なんて言わないで、私から提案としては５回やるべきだと、５地区あ

るのだからと私は思います。  

枠を超えてというのは、文字どおりこのとおりです。  

連携、協力が必要なのだという声が上がっているのだから、当然です。  

後継者がいないって困っているのだから、このとおりなのです。  

 

庄嶋委員長  

 この件は恐らくそのとおりです。  

 

髙橋委員  

 だから、空白の交通機関がないなんていうのをまとめてくれるという話で

しょう、要はこの政策推進課からの話としては。  

だから、この話は重要なことだと思います。  

おざなりにしてはいけない案件です。  

 それから、気がついたところだと、すばらしく皆さん活動して、１年間の

成果としては大変だろうと思うのですが、あさひ寺子屋の件、これはどこの

学生が参加しているのですか。  
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四街道市の学生さんですか、あるいは高校生、どうやって集めているので

すか、手を挙げているのですか。  

これはうまく回れば、毎年変わるのだから当たり前です。  

社会人になれば、こんなことしている場合ではないのだから、大学生から

見ても高校生から見ても新鮮なので、自分は 10年前、15年前たどってきた

ことを後輩たちに教えるわけなのだから、体験するのだから、これはシステ

ムができ上がってしまえば、センターはもう手を引く仕事です。  

システムが固まって回り出したら手を引ける話です。  

毎年毎年サポートしたら、幾らセンターの人間が何人いてもできないです。 

毎年毎年、新人なのだから、このシステム化ができるかどうか、これから

の課題です。  

あとは旭会館という立派な公民館があるのだから、そこを使えばいい話で

す。  

 それから、９ページ目は皆さんがまずちゃんとしっかりコーディネートの

勉強してください、ということなのだけれども、これは四街道に関しては、

この受託のサポートクラブでは何名がかかわっているのですか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 センターのコーディネーターは５名です。  

 

髙橋委員  

 ５名ですか。  

専任とはいかなくても、千葉市とのローテ―ションがあって、いろいろや

っていただいたのですか。  

 

事務局（森田室長）  

 みんなで地域づくりセンターのコーディネーター業務についてNＰＯク

ラブに委託していますが、専任のセンターのスタッフが５名です。  

 

髙橋委員  

 では、専任に近いのですね。  

 

事務局（森田室長）  

 そうです、専任です。  

 

髙橋委員  



- 20 - 

 

 わかりました。  

専任が、では出入りしている方はもっと多いのだ。  

応援とか、だって四街道５人だけで回るのではなくて、おたくのところは

市内、千葉市のほうで持っている方がたくさん何十人といるのでしょう。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 いえ、そんなにはいないのです。  

 

髙橋委員。  

 いないの。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 私は業務担当として来ていて、代表の牧野がコーディネーター会議に来た

り、コラボ塾のコーディネーターをしたり、会計担当が会計相談に関わった

りということで応援に来ています。  

 

髙橋委員  

 そうなの。  

いや、私のイメージは、若者とか、ノウハウを持っている人から知恵を借

りないと、四街道も回らないのではないかと思って聞いたのです。  

だから、専任の形で５名いらっしゃるということですね。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 はい。  

 

髙橋委員  

 わかりました。  

 

庄嶋委員長  

 今幾つかにわたって質問が出てきて、答えたものと、そうではないものが

あるのですけれども、何か今お話を聞いて答えることはありますか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 すごく参考になります。  

現在、自治会は全部で80を超えています。  

自治会情報交換会を２回行っているのですけれども、全自治体を対象に行
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っています。  

お知らせをして、電話などかけて、半分弱の自治会が出てきたということ

です。  

 

髙橋委員  

 わかりました。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 先ほど言いましたように、確かに新しい会長の方は本当に自己紹介のとこ

ろで、悩みがいろいろ出てきて、情報交換する中で、やはり課題解決には１

個の自治会だけでは解決ができないので、おっしゃったように、地域で話し

合ったほうがいいとか機関と連携したほうがいいとかということは出てき

ています。  

 それから、あさひ寺子屋につきましても先ほどおっしゃったとおりで、こ

れから大学生が中心になって、チーム寺子屋という形をつくろうとしている

ので、その辺から形をつくるということがセンターのサポートのところで、

毎回サポートとするというよりも、これからはそこをつくるということに注

力したいというところです。  

学生は千葉大、四街道市内の高校生とか、それからセンターに研修に来た

大学生に声をかけています。  

それから、大学生や高校生が友人を呼んでくる、ということが行われてい

るようです。  

 

猿橋委員  

 今の自治会情報交換会、いろいろお話ありまして、私もかなり興味持って

いるのと自治会の知り合いも多くて、こんなことしたというような話も聞く

のですが、やはり自治会によって課題の捉え方に差があるということに興味

があります。  

 質問なのですけれども、課題設定はどのようになさっているのですか。  

皆さんそれぞれ、他の自治会ではどうなっているのだろう、というような

ことで、自主的にお考えになっているのか、あるいはセンターで、大体この

ようなことが共通課題としてあるだろうから、そういうものをいわば投げか

けみたいな形でテーマを設定しておるのか、その辺はいかがなのですか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 主には後者ですけれども、今おっしゃったように、センターから投げかけ
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しますが、それをするに当たって自治会情報交換会の前にアンケートをとっ

たり、自治会情報交換会に参加された方にアンケートをとって、どういうこ

とが課題か、話し合うためにどういうテーマにしたらいいかということはセ

ンターで考えております。  

 

猿橋委員  

 では、そのアンケートの中には、こういうことを取り上げて欲しいという

ものを次回のテーマにするとか、それ以降のテーマにするようなこともあり

得るわけですね。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 はい。  

 

猿橋委員  

 わかりました。  

 

庄嶋委員長  

 ほかの方いかがでしょうか。よろしいですか。  

 関連で私から。  

自治会情報交換会はセンターができたときからずっと続けてこられてい

て、それまで自治会同士の横の情報交換というのがない中で、センターがで

きて、こういった場を設けてきたということで非常に大きな功績だと思って

おります。  

私は四街道の人間ではないので、興味あるところとしては、先ほど髙橋委

員のお話にも出てきたのですけれども、一年で交代すると、その都度一年生

みたいになるということなのですが、実際に自治会の会長とか役員の交代の

システムは、例えば割と長期で変わらないで同じ方がするところ、輪番で変

わっていくところと、この２つの割合とか、そういう基礎情報というのです

か、そういうものは把握されていますか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 以前調べたことがあるのですが、大体半分は一年で交代だと思います。  

今年になってからの情報交換会のグループで、やはりそのことが出て、手

を挙げていただいたら、半分強が一年交代でした。  

活動が続いているところは長期だったり二年だったり、あと自治会長が毎

年変わるところとは別に、何か課題解決をしていくグループ、プロジェクト
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的なものがあるというところがあります。  

 

庄嶋委員長  

 何でそういうことを伺うかといえば、その自治会情報交換会で、例えば昨

年度などは、市民活動団体の方も来てノウハウや、こんなことをしていると

いうことを知らせたわけですが、期待されるところとしては自治会の抱えて

いる課題について、市民活動団体と組むことによって、具体的に解決の取り

組みが生まれてくるというのが次の段階かなと思っています。  

そんなときに、過去、調査されたとかというものがあるようでしたら、次

回の会議のとき、もしくは次回の会議までの間にそういった資料を我々にも

基礎情報としていただけるといいかと思っています。  

例えば半分は一年交代、半分はちょっと長くするというように、先ほど言

われたように５つの中学校区がある中で、傾向が何か違っている部分がある

のかとか、そういう地域の特性を現す部分で、何となく印象で思っているよ

りも具体的なデータとしていただけると、その後のことを理解していくのに

役立つと思いますので、その辺をお願いできたらと思います。  

 

原委員  

 行政への質問ですが、中学校区ごとに自治会の横のつながりや集まりがな

いようなお話があるのですが、あるところはあるのです。  

たしか千代田中学区は自治会だけではなくてＰＴＡとか全部まとまって

行っているという地域もあり、旭中もあったような気がします。  

たぶん中学校区で、ある程度の集まりはあるみたいなので、もしよかった

らそこからの情報も吸い上げて、自治会情報交換会に生かせるといいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。  

 

庄嶋委員長  

 そうですね。  

 

原委員  

 もう一つ、質問ではないのですけれども、公共交通空白地域の課題解決と

いうお話があったのですけれども、これは具体的に大体どこら辺の話とかと

いうのは、まだこれから出てくる形になるのでしょうか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 今年６月27日に自治会情報交換会を実施しまして、そのときに各自治会の
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方に、どういう課題があるのかということでアンケートをとっています。  

それをもとにして、交通をテーマに話したのですけれども、ある程度は出

てきていますけれども、具体的にまだどこを中心にということは出てきてい

ないです。  

 

原委員  

 一応その課題としてお伝えしたいのですが、吉岡の総合体育館に行く交通

機関で、バスが朝の８時くらいにあって、帰りは５時にしかないということ

で、もう少し何本か間に入れていただくといいなと思います。  

いい施設なのですけれども、ちょっと市の中心から離れているので、交通

手段がないとなかなか行けないという話が、総合型地域スポーツクラブにも

話がありまして、何とかならないのかということを利用者から言われていま

すので、そこの課題解決に一つ入れておいていただけると助かりますので、

よろしくお願いいたします。  

 

庄嶋委員長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

髙橋委員  

 先ほどの基礎資料だったら事務局で20年分ぐらいすぐ調査できるのでは

ないですか。  

自治会に補助金を出すときに会長の名前で出しているのだから、私の会長

時代のものすぐ出てくるはずです。  

四街道市がやっているとしたら 20年とか30年分出てくるはずだと思いま

す。  

 

庄嶋委員長  

 どういうデータをまとめるかというのは、その基礎データとして生のデー

タがあって、それをどう加工するかで違ってくるので、その辺は基礎データ

として必要と思われるところを出していただければ結構です。  

私が住んでいるのは大田区ですが、自治会の加入率もまだ 75％ぐらいあっ

て、東京の中では非常に高くて、私も町会の中で活動していますけれども、

まだまだ人材の確保がしやすい部分があります。  

 ところが、仕事で関わっている町田市に行くと、自治会加入率が 56％くら

いになっていて、やはり輪番でやる町内会・自治会が多いので、継続的な取

り組みが難しい状況があったりします。  
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 そういう中で、四街道は私が職員だったころの印象でいうと、行政に頼ま

れたことしかしないみたいな地区がある一方で、千代田のように、自分たち

で課題をきっちり見据えて、いろんな取り組みをしているところもあって、

本当に千差万別だったという印象を持っているので、その辺の傾向がつかめ

るものといいますか、そういうのをまとめていただけたらと思います。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 これまでの自治会情報交換会のときに、アンケートなどをとって皆さんに

お知らせしているという部分もありますので、資料としてお渡ししたいと思

います。  

 

庄嶋委員長  

 では、報告の件に関してはよろしいですか。  

次の予定のところにつながってきますので、２番目、平成26年度の業務計

画に移りたいと思います。  

 説明をお願いします。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 平成26年度の地域づくりコーディネーター業務についてです。  

（１）地域課題への取り組みのプロデュースに関すること、（２）地域づ

くりを担う主体のネットワークに関すること、基本としては地域づくりの主

体となる団体へのヒアリングや相談対応などからニーズを把握し、情報交換、

意見交換の場「地域づくりサロン」や地域づくりをテーマとした講座などを

開き、市民、団体、関係機関等のネットワークを図って地域課題への取り組

みにつなげます。  

 今年度見えてきている課題としましては、先ほどのお話にもつながります

が、地域の高齢化の課題、地域交通の課題、子どもをめぐる環境などについ

て、関係機関や活動に取り組んでいる団体にヒアリングを行って課題を把握

し、地域づくりの活動の糸口を探ります。  

まだまだ状況、課題を把握していないところもあります。  

子どもをめぐる環境などでも、いろんな社会的な問題も言われていますけ

れども、四街道での課題について把握して、必要な地域づくりをプロデュー

スしていきたいと思います。  

 もう一つ、四街道魅力発信や地域活性化について、これまでも「四街道マ

ップ活用交流会」、「さくらそう」、「よつグルメ研究会」などの活動があ

りますので、それらの活動をサポートしながら、四街道の魅力発信や地域活
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性化についての取り組みを行っていきたいと思います。  

 また、センターの地域づくりサロンなどから誕生したグループ、これまで

の課題解決のために生み出してきたことについて、サポートしながら、地域

づくりを進めていきます。  

「こども記者クラブ」や「さくらそう」、「あさひ寺子屋」、それから「ま

まのて」などです。  

 多様な人や団体が地域づくりに参加する企画を実施します。  

福祉施設紹介・販売フェア「大きなテーブル」、これも継続して今年度も行

います。  

 ２ページ、秋は、ちばユニバーサル農業フェスタの開催ということで、こ

れは計画としては既に11月22日に実施するということが決まっております。 

共催として、みんなで地域づくりセンターとちばユニバーサル農業フェス

タ実行委員会、四街道市地域振興財団が関わり進めていきます。  

 次に、地域づくり体験プログラム「コラボラ」、市民活動団体の活動と体

験プログラムの紹介の場を設けて、地域づくりに参加するきっかけとするも

のです。  

これも準備が始まっていまして、今月７月 24日に団体向けの説明会を開い

ていきます。  

 次に、夏休み小学生ボランティア体験も継続して行います。  

７月１日号の市政だよりに掲載し、申し込みの受け付けを始めました。  

９団体がボランティア体験の受け入れをしまして、現在のところ締め切っ

た内容もあるのですけれども、105名が申し込みをしております。  

 （３）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、これ

も昨年度に引き続き行っていきます。  

ホームページは昨年立ち上げて、まだまだいろんなところをつけ加えなが

らということですけれども、その中で市民活動団体の情報もアップしており

ます。  

団体の方に情報シートを書いていただいて、そのほか団体のホームページ

などのリンクも掲載をして紹介しております。  

今50団体ほどが掲載されています。  

 （４）地域づくりを担う主体からの相談に関すること、これは大切なこと

だと思っていますので、引き続き相談受け付けをしていきたいと思います。 

昨年度事業報告で申し上げましたが、コラボ四街道の相談ということから、

こういう事業を考えているというような相談とかも出てきていますので、そ

このところは丁寧に対応していきたいと思っております。  

また、中には税務や労務、団体のリスク管理などの専門的な事項が出るこ
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とがありますが、そういうところは私どものＮＰＯクラブ専門家相談ネット

ワークというところに税理士や社会保険労務士などがいますので、そこと連

携して回答していきます。  

 （５）地域づくりコーディネーター業務遂行のための各種講習会の実施に

関することということでは、最初は市民活動基礎講座、ステップアップ講座

ということで、特にみんなで地域づくり事業提案制度「コラボ四街道」の採

択事業を開始した団体の中には、まだ団体ができて活動を始めたばかりとい

うところもありますので、そういうところを講座などでもサポートしていこ

うということで、６月13日に「魅力を伝えるチラシ講座」という広報講座を

開催したところです。  

 ３ページ、コラボ塾です。  

昨年度に引き続き、「コラボ四街道」への提案など、みんなで地域づくり

の事業につなげるための講座を開催します。  

７月４日から始めまして、今年度も４回開催し、センターでいろいろな相

談を受けながら、地域づくりの活動、「コラボ四街道」への提案などにつな

げていきたいと思います。  

 それから、市民大学「地域づくり実践編」の企画、運営協力です。  

これは昨年度の終わりごろに社会教育課からご提案いただきまして、市民

大学の「地域づくり実践編」ということで全５回の企画、運営を行うという

ことで予定をしています。  

そこには実際に地域づくりについて関心がある方が参加されると思いま

す。  

 （６）地域づくりコーディネーターの職務に必要な技能の習得や研修に関

することで、これも昨年同様職場内での研修、それから職場外での研修を行

っていきます。  

 その他として、ミーティングスペースの活用を進めていきます。  

昨年の印象としては、数字の上からもそうなのですけれども、センターの

ミーティングスペースを使って打ち合わせをするという団体が多くなって

きているように思われます。  

それから、視察、職場体験の受け入れ、学校との連携なども進めていきま

す。  

 （８）としまして、本事業の受託期間３年間の最終年に当たりますので、

事業の成果と今後の課題についてまとめていきたいと思います。  

  

庄嶋委員長  

 ありがとうございます。  
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 では、皆さんからご質問とかご提案はいかがですか。  

  

髙橋委員  

 たくさんあるのだけれども、まず地域高齢化について、介護が必要な方と

いうのは、介護のプロがいて、それはもう国として回り出しているので、私

はそんなに心配はしていないのです。  

そうではなくて、むしろ私のよう中途半端な、まだ介護まではいかない、

だけれども、会社やめてしまいましたと、このまま家にいると化石にされて

しまいますと、こういう人たちをそれぞれ経験とか知恵とか、痛い目に遭っ

たとか、こういう人たちが若い子たちや、孫たちをどう文化として伝えるか

と、伝えることが一つもないということはないはずなので、だからこれを一

つの僕は大きなテーマとしています。  

２番目、足の件です。  

地域の足の件、まだ足りませんと、これは金出すか出さないのかというこ

とです。  

子どもの件はみんな一生懸命なので、これはわかります。  

私はそういう最初の３大テーマのうちの、この高齢化というのに非常に興

味があります。  

 

庄嶋委員長  

 高齢化の問題について、課題というのは具体的にはどのようなものでしょ

うか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 今おっしゃったように、非常に漠然としております。  

自治会情報交換会などでも高齢化が心配だということが出てきていて、一

つは見守りが必要ではあるが、なかなか自治会の中でそれは難しいというこ

とで、自治会情報交換会の中で関心が持たれたのは、市民活動団体でこまり

ごとお手伝いの会とかネットワーク大地さんとか、それから ipadを使ってヨ

ーカドーの買い物のシステムを使い、サポートするというような団体「ふる

ーつばすけっと」に関心が集まりましたので、もし自治会でそういう困りご

との会などをしたいというところがあったらサポートするとかということ

が一つですし、さっきおっしゃったように元気な方については、市民大学の

地域づくり実践編に参加するとか、コラボ塾に参加していただくとか、そう

いうのでなくてもみんなで地域づくりセンターにいらして、いろいろ情報を

収集して活動につなげていただければと思っています。  
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 どう解決していくのかというのは、その自治会情報交換会を行いながら、

それについて課題であるとか、ここを解決したいというようなところが見え

てきたときに、センターとして一緒にサポートしていければと思っています。 

 

髙橋委員  

 わかりました。  

 

庄嶋委員長  

 ほかにいかがですか。  

 

髙橋委員  

 市民大学、これは５回やりたいということですが、地域づくり実践編とい

う難しいテーマだけれども、誰が、どういう人たちを集めてやるのですか。 

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 ５月の市政だよりについてお知らせが出ています。  

主催は社会教育課で、市民大学から地域づくりをする方を見出していくと

いうことが必要なのだということで、最初の 10回を行った後に２コースに分

かれるのですが、その中でぜひ実践をする人を育てる場として提案してくだ

さいということで相談がありましたので、センターとして協力したというこ

とです。  

 

庄嶋委員長  

 私も昔、市民大学講座で講師をやったことがあるのですけれども、その本

体カリキュラムとは別に実践編みたいなのが設けられて、学んだことを地域

で生かすことにつなげていくということでこれができていると捉えてよい

でしょうか。  

実施する上でカリキュラムなどを考えるときに、センターのほうに協力依

頼があったということでよろしいですか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 そうです。  

 

髙橋委員  

 わかりました。  

 もう一つ、センターニュース、年に３回、これは「minnade」という表記



- 30 - 

 

の何かすばらしいのがあるけれども、そのことですか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 はい。  

 

庄嶋委員長  

 そうです、これです。  

 

髙橋委員  

 それが今年３回出したいということですね。  

 

庄嶋委員長  

 これは、私も毎回楽しみにしていて、こういった見栄えのいいものはなか

なか他にないですね。  

中身もすばらしいです。  

 

髙橋委員  

 すばらしいです。  

 

庄嶋委員長  

 すばらしいですね。  

 もう一議題あるので、もしあるようでしたら早目に質問とかしていただき

たいと思います。  

 現在の事業期間が３年目、最後の年というこ となのですけれども、     

私の感想ですが、いろんな自治体のこういう類似のセンターも見ている中で

は、本当にこれだけ多岐にわたって、おおよそ必要と考えられる地域づくり

のテーマとか各年代層、子どものことから学生から、シニアの方とか、それ

から女性のこととか起業のこととか、こんなにたくさん行っているのはなか

なか見ないですね。一つのセンターでワンストップでしているのは、相当す

ごいと改めて思っているところであります。  

だからこそ逆に、本当に今の人員の体制の中で無理なくやれているのか、

ちょっと無理しているところがあるのかとか、その辺がむしろ心配になるぐ

らいで、改めて確認なのですけれども、先ほどお話に出たコーディネーター

５人の方がいて、その体制と、ローテーションの仕組みがどうなっているか、

教えていただけますか。  
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事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 体制としては、私たちの団体がコーディネーター業務の委託を受けていま

して、実際のセンターのコーディネーターとしては現在５名います。  

昨年まで１名がサポートスタッフでしたが今年は５名です。  

その各人が週３日から3.5日ぐらいシフトに入っています。  

１名あたり火、水、木、金のうちに３日程度で、土曜日は２週間に一回ぐ

らい入りながらやっています。  

 それぞれの事業を実施していく中で担当ができていまして、例えば食、農

については毛見コーディネーターがいまして、「さくらそう」、「よつグル

メ研究会」などに関わっています。  

担当である程度専門性ができてきて、情報発信、情報紙の製作、ホームペ

ージ、自治会については、また別の担当とか、ボランティアのところは別の

担当とか、複数でなるべく担当していまして、テーマによる担当制をとって

いるということと、情報共有のために、コーディネーター会議を月２回開催

し、全員がシフトを合わせて行うということですが、かなり大事にしており

ます。  

 結構みんな忙しく動いています。  

外に関心あることとかつながることだったらヒアリングに行って、それが

また次のことにつながるということで、業務責任の私から、これをやりなさ

いというようなことで決めているというよりも、みんなで話し合う中で、あ

るいは各担当が必要とすることをやっていくということで、忙しく動いてい

ます。  

  

庄嶋委員長  

 全員が顔合わせるのが月２回の会議で、報告を自ら行うというパターンな

のですね。  

このローテーションの仕組みは、全体的にもうまくいっている印象は持っ

ているのですけれども、その辺問題はありませんか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 コーディネーター会議では、思ったことを言い合えるようになってきてい

ると思います。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 全員が同じ場で集うことには限りがあるので、ソーシャルネットワークを

活用するなどして、業務時間外になってしまうのですけれども、細かい情報
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共有とかアイデアの部分ですとか、自宅にいながら行っていたりしています。 

 

庄嶋委員長  

 そうですね、ほかの自治体を見ていて、やっぱりコーディネーターという

人がシフトとかお金の関係で、担当の日が別々で顔を合わせる機会がなかな

かない、顔を合わせる機会がないと相談することもできないという状況で孤

独になっていて、孤独になっていくと一人の力が一人の力でしか発揮できな

いのですけれども、四街道でいいと思うのは、担当の専門がちょっと違う人

同士がそれぞれいて、お互いに刺激し合いながら行っているのが、こんなに

たくさん事業ができている要因ではないかということで、ぜひそのチームワ

ークというものをますます維持していっていただけたらと思います。  

 

猿橋委員  

 すばらしい活動をなさっていますが、ここでやられているのはメインに何

かの課題をあらかじめ設定して、それでプログラムをつくってそれを推進し

ていくということで成果を上げていらっしゃると思うのですが、市民活動団

体から見て自分たちの活動だけで終わらないようなところで協働してみた

いというようなときに、各市民活動団体の対するコーディネートをやっても

らうようなことについて可能なのでしょうか。  

かなりスタッフが足りないとかというようなところで、活動に支障を来し

ているというようなところに対して、いろいろ講座など開催していただいて

いるわけですけれども、その方たちだけではないわけですが、市民活動に参

加したいという人たちと、もう片方のスタッフとしてぜひ来てほしいという

ようなところの仲立ちみたいな業務というものはセンター業務になります

でしょうか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 団体同士の協働をコーディネートするというのは、センターの役割だと思

います。  

また、団体のスタッフが足りないというところは、その中身をサポートす

るということはセンターのコーディネーターとしてはできないのですけれ

ども、外側からその団体ができるようサポートするということで、最後にお

っしゃったスタッフが足りない団体が、市民で活動するメンバーを探したい

というのは、コラボラの説明会を７月24日に行うのですけれども、出ていた

だかなくても参加できないことはないのですけれども、そこに出席いただい

て、その団体がどういう団体で、どういうスタッフを求めていて、体験など
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運営ができますという周知が図れるのかなと思います。  

あるいは、それ以外でもこういう人が欲しいのだけれどもというお声を出

していただければと思います。  

 

猿橋委員  

 わかりました。  

 

庄嶋委員長  

 他にいかがでしょう。  

 

大沼委員  

 私の勉強不足で申しわけないのですけれども、３年間の最終年ということ

なのですが、その後どうなっていくのでしょうか。  

 

事務局（森田室長）  

 現在、市がお願いしている契約期間が今年度まででございますので、平成

27年度以降の運営体制をどうするかということについては、今検討している

ところですが、みんなで地域づくりセンターについては引き続き継続してい

きたいと考えております。  

ただ、運営については予算もございますので、確定している段階ではない

というところです。  

 

庄嶋委員長  

 よろしいですか。  

 

大沼委員  

 はい。  

 

庄嶋委員長  

 他にいかがでしょう。  

 

小島委員  

 センターの役割として、例えばコーディネーター自体を育てるということ

をされるのでしょうか。  

例えばもしも契約が切られたら、その次はどうするのかとなるではないで

すか。  
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そうすると、その契約期間の間に例えば市民の方をコーディネーターにで

きるように育てるということも一つの仕事なのかと思うのですけれども、い

かがでしょうか。  

難しいと思うのですけれども。  

 

庄嶋委員長  

 現在やっているのは、そういう方針と捉えてよいでしょうか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 センターに限らず、地域づくりをコーディネートする人材を育てていくと

いう意味だと思います。  

 

庄嶋委員長  

 センターのコーディネーター職という意味なのか、それとも広い意味のコ

ーディネーターという意味なのか、どちらの意味でしょうか。  

 

小島委員  

 今コーディネーターとして仕事をされている方々と同じように、例えば地

域の人たちの中にそういう人たちを育てるという部分です。  

例えば団体と団体をつなぐということができるようなブリッジができる

ように人を育てるだとか、例えば、さきほどの自治会の話でも自治会の中で

出てきたものを、いわゆる市民団体につなげられる人を自治会の中で育てて

いって、市民団体の中でアプローチができるスタッフたちをつなげていく、

つくっていくというような、今そこのセンターの業務としてやっていらっし

ゃることが、もうちょっと市民の中におりていけるといいと思うのですけれ

ども、そういうコーディネーターを育てる業務というのはセンターの業務の

中にあるのかどうなのかということです。  

 

庄嶋委員長  

 その辺はいかがですか。  

 

事務局（ＮＰＯクラブ  勝又）  

 今まで考えてきたことの中では、そこまでまだ達していなくて、センター

のコーディネーター業務をどう運営するかということを考えてきたのです

けれども、今おっしゃったことはすごく大事なことだと思いますので、今後

考えていくことになるかと思います。  
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庄嶋委員長  

 その課題でいうと、私が今、大田区の非常勤特別職という形で関わってい

るのですが、その立場で行っている講座が、まさに地域のつなぎ役養成講座

というものでありまして、それは小島委員がおっしゃったような感じです。 

どこかのセンターのコーディネーター職といっても、それはもう人数も限

られているので、そうそうその人たちだけということではなくて、地域で活

動している当事者の中にそういうつなぎ役的な人を増やしていく。例えば、

自治会長をしている人に、ＮＰＯのことも理解して、ＮＰＯの動きとかをよ

く知ってもらって、そちらにも顔がきくようになると、うちの自治会にはこ

んな問題が今あるので、おたくのＮＰＯの力を貸してくれないか、というよ

うなことを仲立ちできる人、そういう人が増えていくといいというので行っ

ています。  

その講座が大体年間三十数人ぐらいの人が受けてくれているのですけれ

ども、それを受けてくれている人自体が、例えば自治会とか青少年育成関係

の活動、民生委員だったり、ＰＴＡだったりＮＰＯで活動している人だった

り、そこに来ている人自体が日頃あまり会わない組み合わせになっています。 

 区内のいろんな進んでいる取り組みを掘り起こしていって、そういったと

ころに見学に行ったり調査に行ったりするのですけれども、そういう中で自

分たちが今まで行って行なっていた活動は、本当に全体の中の一部だったの

だと、違う活動を知って、もしこことここが一緒に行なっていけたら、今ま

で悩んでいたことがちょっとクリアになるとかということを発見してもら

って、地域にまた帰ってもらうという、そういう講座を行なっていて、一定

程度の成果を上げてきているのですけれども、このタイプの講座は私の知る

限りほかでは一切行なっていないので、そういう意味では今後取り組まれる

としたら、少し参考になるかと思います。  

 今日はちょうど同じフロアで保護司さんたちが社会を明るくする運動を

行なっていますが、民生委員とか保護司とかの充足率も基礎データとして教

えていただけると、別の部署の案件になりますが助かります。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 こういった昨年度の報告に基づき、その延長でまた新たに見つけられた課

題を計画という形で掲げられておりますので、そういった計画に沿って今年

度もセンターの運営をますます頑張っていただければと思います。  

 では、３つ目の議題に移りたいと思います。  

 コラボ四街道という仕組みが導入されまして、以前にも助成金の仕組みが

あったのですけれども、それをリニューアルする形で行われております。  
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正式にはみんなで地域づくり事業提案制度といいますが、以前は、実施し

た後の事業のふりかえり的なことはしていなかったのですけれども、今回新

しい仕組みになったということでふりかえりをしてはということになって

います。  

まず事務局から説明お願いします。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 委員長からございましたとおり、コラボ四街道の制度が始まりまして本年

度が２年目に入っておりますが、１年目の事業が終了しまして、ふりかえり

の趣旨としましては、制度の目的でもあります継続ある、魅力ある地域づく

りが地域で行われていくために、このふりかえりを各事業に生かしていきた

いところでございます。  

 事業を終了しました団体には、事業ふりかえりシートに基づきまして自己

評価をしていただいております。  

自身の活動が当初予定していたものとどうだったのか、成果としてどうで

あったかが記入されております。  

また、関係しました担当課に、関わった範囲内でコメントをもらっており

ます。  

１回目のふりかえりということで、その方法や進め方などにつきまして、

今回行なっていく中で、皆様からいろいろご意見をいただけたらと思います。 

 先日送付しております事業ふりかえりシートにお目通しいただいている

かと思いますが、私から簡単に説明をさせていただいて、ご意見を伺えたら

と思います。  

 

庄嶋委員長  

 時間が限られているので、５件ごとに１回質問や意見を伺いたいと思いま

す。  

本日の時間の中で委員会としてのコメントをまとめる時間はないと思い

ますので、気がついた点などをみんなで共有しておき、今日はまとめまでは

せずに、全てでなくても結構ですから、コメントをつけたい部分について書

面で出していただいて、それを取りまとめて、最後に事務局と委員長で対応

するという形で、委員会としての意見を取りまとめるという方法が現実的か

と思いますけれども、よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 



- 37 - 

 

 今日は説明を聞いて気がついたところとか質問とか、みんなで共有してお

きたいところを出していただくというところで進めてまいりたいと思いま

す。  

 

原委員  

 確認ですが、事業に対して参加はしていないので、この書類だけの判断で

いいということですか。  

 

庄嶋委員長  

 そうですね、基本的にそうです。  

 

原委員  

 わかりました。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 それでは、ご説明いたします。  

 ダンボールコンポストの会です。  

お手元のコラボ四街道のまとめに、事業の概要から成果が簡単にまとめて

ございますので、こちらをご覧ください。  

 概要としては、ダンボールコンポストを使いまして生ごみの堆肥化を普及

させることを目的に、市民を対象に講習会を開くといったことが主な事業内

容となっております。  

講習会につきましては、３回行いまして、29名の参加がありました。  

また、先進地である小田原市にも視察に行き、その知識等を団体で共有し、

市民の方へ還元しております。  

 まとめの裏面をご覧いただきますと、実際に参加された方の中で可燃ごみ

の減量に役立ったという声も多数あって、例えば２カ月で 10キロから18キ

ロの生ごみの削減があったと記載があります。  

 ふりかえりシートに戻っていただきまして、事業全体のふりかえりについ

ては、自己評価といたしましては、達成できたとの評価をしております。  

こちらの団体につきましては、産業まつりなどへの参加もされており、幅

広い周知に努めておられました。  

 ２ページ目をご覧いただきますと、団体の事業全体の総括として、生ごみ

の堆肥化に興味を持っている方に、その手法をお伝えすることができたと自

己評価をされております。  

また、担当課であります廃棄物対策課からは、市政だよりへの掲載、自治
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会回覧の形で広報への協力ができたと評価されております。  

課題としましては、今後実施団体と担当課が密に連絡をとって、より効果

的なＰＲができるよう団体に求めるといった意見がでております。  

 続きまして、ともに築く未来の会です。  

まとめをご覧ください。  

こちらにつきましては、社会体験、市民活動に触れる機会といたしまして

わくわく市民フェスタの開催、また開催地区の地域の課題に連動させた市民

活動につきまして、協働のあり方について学び合う場としてフォーラムを開

催するといった二本立てで事業を行っております。  

昨年度につきましては大日小学校を会場にフェスタやフォーラムを開催

しております。  

 事業の成果といたしましては、まず数字としましては、フォーラム150人、

フェスタに850人の参加がありました。  

また、その中で特に子どもたちに対して主体性や協調性の育みですとか社

会体験や市民活動を学び合う場として成果が上がったと、評価がございます。 

また、市民活動団体間のつながりを通した市民活動の活性化に寄与できた

のではないかとの事業成果の評価がございます。  

 ふりかえりシートにお戻りください。  

団体の目標の達成につきましても「１」達成できたと評価をされておりま

す。  

事業内容につきましては、８回目を迎え、既に７回各５中学校地区を回り、

これまでも事業を開催してきております。  

昨年度からその地区に根差した地域課題によってフォーラムを開催して

いるということで、今年度につきましても事業採択されておりますが、みそ

ら小学校でフォーラム、フェスタを開催されると伺っております。  

 担当課のふりかえりについてご覧ください。  

担当課につきましては、市政だよりを介した情報の掲載、自治会回覧等に

協力をしております。  

また、評価としましては、当該団体が培ってきた地域と団体との関係性、

連携が十分に事業に生かされていると評価しております。  

また、フォーラムのテーマとフェスタのテーマでもあります「子どもも市

民」のスローガンに基づきまして、子どもたちが地域や社会に関わるきっか

けをつくる事業として大変評価しているとのコメントがございます。  

その他、フォーラム等で行ったアンケート等が添付されておりますので、

ご覧いただければと思います。  

 続きまして、サクラソウフェスタです。  
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こちらもまとめをご覧ください。  

サクラソウフェスタ、趣旨といたしましては、特に若い世代を中心とした

方々がこういったイベントに主体的にかかわり、音楽とダンスを中心とした

イベントを行う内容となっております。  

昨年度４月21日に開催され、当日は雨のため縮小開催ということでしたが、

約1,000人の方が来場されました。  

報告書が上がっておりますので、ご覧いただければと思います。  

 ふりかえりシートをご覧ください。  

団体の自己評価につきまして、当初の目的が達成されたとのことで評価さ

れております。  

実施体制につきましては、やや改善の余地があるということで、自己評価

がございます。  

ボランティアスタッフが集まらないということで、各スタッフにかかる負

担が多いのと、私も相談で伺いましたが、多くの方の参加がなかなか得られ

なかったということで、次年度に生かしていきたいということで、次年度は、

より多くの方に理解いただき、スタッフの充実を図っていきたいと伺ってい

ます。  

 ４番、総括の中でもスタッフの確保という点が課題として挙げられており

ます。  

担当課のふりかえりにつきましても、若い世代が関わるといったコンセプ

トのもと、四街道市にはそういったイベント等が少ないということから鑑み

ましても、このイベントが持つ意義についてはあると考えております。  

また、担当課の一つであります産業振興課につきましては、補助金に頼ら

ない継続的な開催について今後検討していくようにといったコメントが挙

がっております。  

 次は、栗山みどりの保全事業実行委員会です。  

こちらの事業につきましては、コラボ四街道の制度でいきますとコラボ型

の事業になります。  

事業の企画から終了まで、担当課と事業実施団体が一体となって行ってい

く事業となっております。  

ですので、ふりかえりシートにつきましても、団体、担当課それぞれが自

己評価をしております。  

 コラボ四街道のまとめをご覧ください。  

事業概要といたしましては、栗山地区の森を自然保護団体が中心となって

整備していく、そういった場をつくっていくといった事業になっております。 

植生調査から始まりまして、その報告書を作成し、それに基づき整備作業
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を実施し、開園といった形で昨年度事業が行われております。  

開園は今年１月15日に行われまして、地元メディア等の取材などもござい

ました。  

報告書につきましては、後ろに添付しております。  

 ふりかえりシートをご覧ください。  

団体のふりかえりにつきまして、目的に達成度合いといたしましては、達

成できたと評価をされております。  

実施体制につきましてやや改善の余地があるということで評価をされて

おります。  

初めての事業ということで、どの程度の規模で行っていくかということが

想定しえなかったこと、そういったところで今後改善の余地があるとの評価

がございます。  

 事業全体の総括といたしましては、自然保護事業につきまして市民団体が

行政と一緒になって進めた事例として、県内でもない手法ではなかったかと

いうことで、自己評価がされております。  

 担当課としてもふりかえりシートを記載しております。  

担当課としましても、当初の目的につきまして事業の成果として達成度

「１」、達成できたと評価をしております。  

 続きまして、よつグルメ研究会です。  

こちらにつきましても、先ほどと同様、コラボ型ということで、担当課と

連携を図りながら、ともに事業を進めてきた事業になります。  

コラボ四街道のまとめをご覧ください。  

事業の概要としては、四街道市の地場産品を活用して、四街道市に新しい

ご当地グルメをつくろうといった事業になります。  

具体的には、四街道市の小麦、そば粉を活用した鹿放パン、しあわせクッ

キーといった商品の開発を行い、各イベントでの販売、ＰＲを行っておりま

す。  

先ほどのセンターの事業報告でもありましたとおり、これをステップに、

より広く、より多くの場面で皆様にご試食いただけるよう、場づくりをして

いこうといった次の展開もございます。  

 ２ページ目、事業の目的と成果の達成度合いとしては、達成できた「１」

と評価されております。  

その他事業の内容につきましても、おおむね妥当であると自己評価がござ

います。  

 団体の総括としては、緩やかな活動をしていく中で、その中でもいろいろ

なイベントからお声もかけていただき、出展させていただいたということで、
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引き続きこの取り組みを発展させていきたいといった総括のコメントがご

ざいます。  

 担当課のふりかえりシートをご覧ください。  

まず、政策推進課につきましても、目的、成果、事業の詳細についておお

むね妥当であると評価しておりますが、こちらも実施体制につきましては、

なかなか多くの主体がかかわれる体制がつくれていないといったところで、

体制づくりについて課題として挙げております。  

また、取り組み内容から鑑みましても、事業者ですとか専門家等もご意見

がいただけるような仕組みも検討してください、といったコメントも出てお

ります。  

 もう一つの担当課であります産業振興課のふりかえりシートをご覧んく

ださい。  

事業詳細についてのふりかえり、役割分担をご覧ください。  

特に広報面で産業振興課に担ってもらいたいとありましたが、団体でみず

から確保できたということで、特に細かいお話はなかったと伺っております。 

また、実施体制につきましても、今後継続的かつ安定的に事業を進めてい

くための体制づくりについて検討してくださいといったコメントもついて

おります。  

 以上、ふりかえりの説明となります。  

 

庄嶋委員長  

 ありがとうございました。  

 まずは、半分の５件についての説明でした。  

説明といっても、基本は書いてあることを読むしかないのですが、こちら

をかいつまんで説明していただいたということなのですけれども、お読みに

なったり、説明を聞いていて不明な点等、確認したいことなどありましたら

お願いします。  

 

髙橋委員  

 まずひとつ、この委員会は監査を兼ねているはずです。  

私は、事実上、監査委員会と決算委員会を兼ねていると思います。  

市議会の中で問題になるようなこともないところ、我々が責任を負うと私

は位置づけているのです。  

私はそういう意味で委員会に参加している。  

その中で、平成25年２月27日に庄嶋委員長から佐渡市長に対して報告し

ている審査結果の別紙２の評価及び採否について、私が問題にしたいのはこ
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の評価のあり方は間違いです。  

 なぜならば、ニーズというのがあります。  

５項目のうち４項目と１項目は全然違います。  

いいですか、ニーズというのは市民がこうあってほしいと、これはぜひや

ってほしいというのがニーズ、以下企画力から連携、実行力、設定、これは

事業者、私がこういうふうにします、自分でこういうアイデアを持っていく

のです。  

ニーズ以外の４項目は、これは少しスキルや技術が上がってくると、うま

く説明ができるのです。  

だから、ニーズとそれ以外のところは点数のつけ方が全然違う。  

 コラボ四街道ガイドブック2014の中の13ページに点数のつけ方が書いて

ありますが、ニーズというのは税金を納めた市民です。  

納税者がニーズを求めている、これが一番最重要、だから今点数は５点か

ら１点としていますが、企画力から成果設定までは５点満点でいいです。  

ニーズはその倍、10点ぐらいつけてあげてもおかしくない。  

だから平気点上がってくる。  

逆に言うと、ちょっと厳しくなるかもしれないということもあるかもしれ

ないけれども、全体がぐっと評価が上がってくるはずだ。  

そういう評価をしないと、一般会社だとニーズというのはディマンドなの

です、それ以外はサプライです。  

 

庄嶋委員長  

 わかりました。  

その話は今日の議題からは外れますのでやめましょう。  

 

髙橋委員  

 これは重要なことなのです。  

 

庄嶋委員長  

 来年度の審査をする前のときに、審査については考えましょう。  

 

髙橋委員  

 もう終わってしまったから、来年の話なので、来年の話を今持ち出してい

るので、では棚上げにします。  

 

庄嶋委員長  
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 そうですね。  

 

髙橋委員  

 いまのは全体の話で、これから個別の話に入ります。  

個別の話の５つがあったので、お話します。  

  

庄嶋委員長  

 今日は質問を中心にしてください。  

もちろん評価を言っていただくことも結構ですが、基本はコメントで書いて

いただくということです。  

 

髙橋委員  

 今言えということだから言っているのです。  

 

庄嶋委員長  

 では、簡潔にお願いします。  

 

髙橋委員  

 まずダンボールコンポストの会、これはさらに提携すべきだと思う。  

積極的な連携、これを期待します。  

これ使うところはどこなのといったら草花の栽培団体、一番有効に使える

はずです。  

一般家庭でやりましょうというのもあるけれども、やったものができた成

果物を誰が使うか、評価してくれるか、喜んで使う、それは草花栽培の団体、

これとの連携がうまくできるかどうかです。  

だから、この団体は補助金をもっと上げてもいい、もっと頑張れ。  

 次、ともに築く未来の会、これはゆゆしき、僕は非常にすっきりいかない。  

よく読むと、何で四街道のことではないではないかと、大日、鹿渡のフェ

スタ事業といえば、ああそうかと思う。  

たったそれだけではないかということです。  

「子どもも市民」、当たり前ではないか、何言っているのだということ。 

 それから、細かいこと言ってしまうけれども、７ページ目、収支報告書に

ついて、監査だから言います。  

登壇者謝礼、２万7,664円、これどうしてなの。  

登壇者に１円、２円を渡しているの、本当に。  

これは変なこと言うとからくりがあるのかどうか、そうではないというの
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だったら、もうちょっと謝礼等とか、何か項目を小さいものをつくってあげ

て。  

割り算してしまうと1,976円で、中をずっと調べたら14名渡している。  

1,976円渡しているのか、2,000円渡しているのではないのか。  

だったら、細かい端数はどこかにちゃんと書いておけばいい。  

 それから、実行委員交通費４万2,000円、21名2,000円、2,000円というこ

とは、これ200キロ走ったということだ。  

200キロ、実行委員会のために、本当なのか。  

領収書をつけなくてはいけないということになっているのではない。  

領収書相当をつけるということになっているじゃない。  

これはルール違反ではないのか。  

もっとはっきりさせてください。  

 最後のページ、実行委員会交通費とは、事実上謝礼だろう。  

４万3,261円、何か領収書が出ているの。  

人数何名、どこからどこまでの運賃、電車賃か全然わからない。  

全体の15.8％の費用がかかっている。  

これは論外だ。  

はっきりして説明しろ、書き方が収支報告書になっていない。  

あるいは、何かまずいことやっているのか、どっちかだ。  

 

庄嶋委員長  

 監査と言われたのですけれども、この委員会には監査の役割はありません。 

 

髙橋委員  

 監査機能を果たしているの。  

最終的にこの収支報告書を見たのは誰なのですか。  

 

庄嶋委員長  

 事務局です。  

 

髙橋委員  

 では説明してください。  

 

庄嶋委員長  

 では、今の質問で、さっきの端数のところは少しおかしいのではないかと

いうことなので、その辺を説明してください。  
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ただ、一つ前提として、まず監査をやるというのは我々に与えられている

役割ではないです。  

 

髙橋委員  

 役割ではなくて、おかしいですと質問している。  

 

庄嶋委員長  

 ここに領収書がついていないのは、チェックするのは我々の役割ではない

のでという話をしています。  

 

髙橋委員  

 そのとおりです。  

説明ができるのですかと言っているのです。  

 

庄嶋委員長  

 その辺を前提として整理した上で、事務局お願いします。  

 

事務局（森田室長）  

 今のご質問につきましては事務局で領収書含めまして全部チェックさせ

ていただいております。  

具体的なお話といたしまして、その登壇者謝礼に１円単位が出ているのは

おかしいのではないかというようなお話ですが、個別のものについては確認

してみないとわからないです。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 私もすべての領収書を見ていますが、今すぐに個別のものを答えることが

できないので、もしよろしければ領収書を調べたいと思います。  

 

猿橋委員  

 私は、今の言われ方すごく心外なのです。  

というのは、ここで全部を監査委員なら監査の領収書見てほしいのですけ

れども、例えば謝礼等というのは1,951円なんて払っていません。  

謝礼では2,000円とか、それ以外にお菓子や何か出したりとか飲み物を出

したりとか、そのようなものも含めてそれを入れていると、それを謝礼とし

て表示しているとかというようなことがございます。  
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髙橋委員  

 謝礼に飲み物も入ってしまうのか。  

 

猿橋委員  

 等という文言を入れております。  

 

髙橋委員  

 だから、等が入っていないから言っているのだ。  

 

猿橋委員  

 だから、等を入れればいいだけの話でしょう。  

挙げ足を取るようなやり方ではなくて、我々は市民活動がもっと活発に動

くような形で活動しているんです。  

 

髙橋委員  

 いや、そんなことはわかっている。  

だから言っているのです。  

 

猿橋委員  

 いや、あなたは声を大にしておりますけれども、そういうことはきっちり

していきましょう。  

 

髙橋委員  

 だから、ちょっと聞いてください。  

 

猿橋委員  

 今の部分については、領収書とか報告書が出ておりますので、それをご覧

になって、どのようなものか判断してください。  

今ここで確認していたら、５時になっても終わらないです。  

 

髙橋委員  

 いや、だから全てここで解決しようという提案ではないのです。  

問題点を挙げたのです。  

こんな書き方では第三者から見て納得ができますかと思っているから言

っているのです。  
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事務局（森田室長）   

 項目の分け方ですけれども、報償費として外部講師に対する食糧費等も報

償費で計上するというような取り扱いにしておりますので、項目としては簡

単な言葉になっておりますけれども、項目として入れて良いかどうかという

話については、改めて領収書を事務局で確認します。  

 

髙橋委員  

 では、仕訳のやり方が違うのだ。  

謝礼というのと、ジュースというのは、それは需用費の中に入ってしまう

でしょう。  

だから、要するに会計のやり方がわかっていないのだ、そういう指導の仕

方ができていないの。  

だから、こんなちぐはぐなことになってしまう。  

私の言っていることは正論でしょう。  

 

猿橋委員  

 それは手続に従ってやっていることです。  

 

髙橋委員  

 だから、手続がちゃんとできていないということを言っているのだ。  

 

猿橋委員  

 いや、それは考え方の問題ではないか。  

 

髙橋委員  

 考え方ではないのだ。  

 

猿橋委員  

 そんなことはない。  

 

髙橋委員  

 事務局がきちんとしていないから、こうなってしまうのだ。  

私は第三者だ、第三者の立場で見て、説明ができないでしょうと、謝礼に

どうして１円玉を入れて、どういう計算しているのか。  

そんな難しいことは言っていないです。  
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庄嶋委員長  

 わかりました。  

ちょっとこのレベルの話がたくさん出てくるようでしたら、それは事務局

とやりとりをしてください。  

ここで議論している時間はないので。  

確認は事務局との間で十分していただいて結構ですから、この委員会で評

価の話をするのは初めての試みだというのもあるので、想定している時間の

中で行える範囲でやりましょう。  

 

髙橋委員  

 次へ行きます。  

 

庄嶋委員長  

 大きいところだけお願いできますか。  

 

髙橋委員  

 サクラソウフェスタ、これは私は重要だと思うので、若人のステージを主

体とするということならば、このフェスタは教育担当も入っていない。  

どうしてだろう。  

私は納得できない。  

 

庄嶋委員長  

 既に実施した事業というのは、審査時点で採択という結果を出して行なっ

ているものなのです。  

今のように審査の時点まで遡って、この部署が関わっておくべきだったと

いうのは、今の時点ではもはや言えない部分なのです。  

 

髙橋委員  

 だから、意見として言っているのです。  

来年の話はまた別で、そうではなくて、終わったことについて気が付いた

点を言っているのです。  

 

庄嶋委員長  

 言い方の問題ですが、そういうことなら全部おっしゃってください。  

 

髙橋委員  
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 それから、４番目はいいです。  

 最後、５番目、よつグルメ研究会。  

これは一般会社で前にも話したけれども、100のうち１か２しか当たらな

いのだから、あとはみんな外れてしまう。  

だから、それほど難しい仕事なのだから地道にやらなくてはいけない。  

地産地消という視点から言えば、僕の40年の中で、前にも話したけれども、

一番の農産品は、売上高は、生産物は梨のはずです。  

梨が一番大きい。  

ふなっしーがあるのだからふなっしーに負けるなとは言わないけれども、

ヨッピィ号があるのだからヨッピィピザがあっていいのです。  

小麦粉もつくっています。  

あと四街道は落花生があるのです。  

だから、これ何かさらにこの研究会は一生懸命やらなくては、当たり外れ

があるので、全国版になるには民衆グルメになるには相当エネルギーを使う

研究会なので、さらに頑張ってほしいと思います。  

梨を一つのテーマに食材として味とか香りとか、何かあるのではないかと、

研究をさらに来年度も再来年度もやってほしいと思います。  

 

庄嶋委員長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 では、残りの５件、説明お願いします。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 おひさまおひさんぽ実行委員会をご覧ください。  

まとめのシートをご覧ください。  

旧制度、地域づくり活動助成事業を活用して、皆様に審査していただきま

した「おひさんぽマップ」を活用して、この25年度の事業につきましては、

そのおひさんぽマップを活用して、子育て世代のネットワークづくりという

ことで、四街道の自然を体験しながら、そのマップを使ってお散歩会をする

といったことをメーンで行っております。  

また、子育て世代の悩みですとか、そういったものを共有する場として、

命にかかわるビデオの上映会を通してママコミュニティを深めていった、そ

ういった内容となっております。  

 ふりかえりシートをご覧ください。  

事業のふりかえりにつきましても、達成できていると評価をされておりま

す。  
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年５回のお散歩会を開催し、上映会に関わった人たちのネットワークづく

りもできたと評価をしております。  

 次ページ、その他のふりかえりの中にもございますとおり、この取り組み

に参加した方々より、取り組みの継続についてのご要望があったということ

が記載されております。  

総括のほうでもございますとおり、この取り組みにつきましてもスタッフ

の確保が課題となっております。  

今年度につきましては事業の提案はございませんが、引き続きいろいろな

主体と連携をして事業を実施しているとお話を伺っております。  

 続きまして、にこにこ文庫さとの子会をご覧ください。  

コラボ四街道のまとめをご覧ください。  

代表者の家を開放しまして、子どもたち、またママが集える文庫を開設し、

子育ての相談ですとか他者との交流も図れるような場づくりを行っている

事業でございます。  

昨年６月にオープンしまして、毎週金曜日、日中ずっと開放して、地域の

子どもたちが参加できるような場となっております。  

延べ約1,100人の利用者があったと報告がございます。  

事業成果としましても、子どもたち、親たちの居場所づくりができたと書

かれてございます。  

 ふりかえりシートも、おおむね事業につきましては達成できていると評価

されておりますが、やはり実施体制につきましては、それに関わる特定のス

タッフに負担がかかっているといった反省がございました。  

 担当課が４課にまたがっておりまして、こども保育課、家庭支援課につき

ましては、パンフレット等の周知、案内を行いました。  

また、図書館につきましては、６月の開館にあわせて絵本の読み聞かせに

直接お伺いしたと、また団体貸し出しといった形で約90冊の本をにこにこ文

庫に貸し出しをしたということであります。  

 続きまして、四街道こども記者クラブをご覧ください。  

コラボ四街道のまとめをご覧ください。  

事業の概要としましては、子どもたちが地域に関わって、地域の情報を発

信する取り組み、紙媒体ですとかウェブを通じて情報発信する取り組みでご

ざいます。  

市内の各イベントに子どもたちが取材に行き、記事を書き、発信するとい

った作業を、こちら事業内容にもございますような回数イベント場所へお伺

いして行っております。  

また、秘書広報課と連携して、市政だよりの一部を使いまして、年に４回
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こども記者クラブ通信という形で発行しております。  

 ふりかえりシートをご覧ください。  

事業の目標もおおむね達成できていると評価しております。  

こちらにつきましても、特に若い大学生、社会人が関わっているというこ

とで、スタッフの体制の問題について課題として挙がっております。  

 担当課のふりかえりをご覧ください。  

担当課といたしましては、地域情報の提供、イベント、市民団体間の調整

を行っております。  

また、秘書広報課につきましては、先ほどご案内したとおり、紙面を提供

しまして、こども記者クラブ通信を年４回発行しております。  

こども記者クラブにつきまして、以上でございます。  

 続きまして、鷹の台を元気にする会です。  

こちらにつきましては、鷹の台の集会所を主な拠点としまして、特に鷹の

台地区の住民を対象として、子育て中のママの交流の場ということで、さま

ざまな取り組みを展開していく中でコミュニケーションを図れる場づくり

を行っている事業でございます。  

特に二本立てで、こちらの事業の内容にもございますとおり、「おうち＋」

という形で、子育て中のママの交流の場、年間で全42回、延べ700名程度の

参加がございました。  

２番目に鷹の台塾、吉岡地区の小学生を対象に学習支援、また地域見守り

といった形の取り組みを夏休みに行っております。  

 そのふりかえりシートをご覧ください。  

目的の達成度合いにつきましても、おおむね達成できたとございますが、

子どもたちの居場所づくりについてはスタッフの確保ができず、当初予定し

ていたものができなかったという報告がございます。  

また、役割分担につきましても、一部事業連携が図れない事業があったと

いうことで、役割分担としてはやややりきれなかったといった評価がござい

ます。  

 担当課のふりかえりをご覧ください。  

当初こども保育課、健康増進課との協力関係を想定しておりましたが、お

おむね団体間、自前でやろうとしたものを確保したということで、特にこど

も保育課については関わりがなかったといったふりかえりがございます。  

適宜協力できるものにつきましてご相談くださいといったお話も伺って

おります。  

健康増進課につきましてもアクションがなかったのですけれども、やはり

本年度につきましても健康増進課の職員派遣ですとか、そういった形での継
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続が可能ということで、ふりかえりシートが記載されております。  

 最後、四街道こども探検隊実行委員会をご覧ください。  

こちらの事業につきましては、コラボ四街道の制度のアンダー19部門とい

うことで、19歳以下の若い人たちが主体的に行う地域づくり活動につきまし

て募集を行っている制度になります。  

平成25年度につきましては、この１件でございます。  

事業の内容につきましては、夏休みに子どもたちが主体的に１泊のキャン

プを実施するものです。  

実行委員会を全部で６回開いて、子どもたちが主体的に企画内容を考え、

キャンプを実施しております。  

実施日は８月５日、６日の２日間、実行委員会として参加した子どもたち

が10名、参加者は20名ということで、こちらの事業の成果にございますと

おり、実行委員たちが自分で企画を考え、実行し、運営、反省まで行うこと

ができ、異年齢間の交流を図ることができたといった成果の報告がございま

す。  

 ふりかえりシートをご覧ください。  

こちらにつきましても、おおむね達成できたと評価されておりますが、ス

ケジュールの手法につきましては、実行委員会は集まることができましたが、

参加者同士の交流がなかなか図れなかったということで、ここら辺のスケジ

ュールにつきましては改善の余地があるといった評価がされております。  

 事業全体の総括といたしましても、子どもたちがお客さんとしてではなく、

参加者の保護者からも、四街道の子どもたちと一緒に大人たちが関われるよ

うな呼びかけを今後も行っていきたいといった総括がございます。  

事業に対する提案なのですけれども、やはり 19歳以下の若者たちがこうい

った事業を組み立てて行っていくということはなかなか難しいといったこ

とで、できるだけサポート等を尽くしていただければといったご提案もいた

だいているところでございます。  

 

庄嶋委員長  

 では、５件についてご質問、ご意見等ありましたら、お願いいたします。 

  

髙橋委員  

 まず、こども探検隊、これは寺子屋とどういう関係になるの、ほぼ一緒で

はないの。  

要するに夏休みの事業でしょう。  

同じような位置づけだね。  
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この探検隊というのは、大学生、高校生が中心になったのでしょう。  

栗山でやって声は上げられないというのが書いてあったが、だったら総合

公園が一番最適だと僕は思う。  

 

庄嶋委員長  

 寺子屋との関係を答えてください。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 寺子屋は寺子屋として存在していまして、仮に趣旨が合致していたとして

も、主体者が違うのであれば、それはそれで一つの事業として存在意義があ

ると思っております。  

場所の選定につきましても、協力者との関係も含めて決定されていると思

いますので、それはそれとして、総合公園は総合公園としてのメリットもあ

ると思いますが、去年は栗山で行ったということでございます。  

 

髙橋委員  

 わかりました。  

 電気のない中での生活って僕は大切だと思う。  

災害のことを考えたら、まず飯ごうの炊き方を知らないのだから、火のお

こし方をみんな知らないのだから、そのことを体験するという機会は絶好で

す。  

もっと頑張ってほしい。  

 にこにこ文庫さとの子会、これはぴたっと来る。  

これは大変だ。  

子どもたちが集まれば畳も傷む。  

この補修費どうなっているのだということ、そんなことはいいのです。  

週１回、とにかく子どもたちに騒いでもらって、オーナーさんがそういう

思いなのでしょうね。  

だから、これはぴたっとする。  

参考書も図書館から借りている。  

ところが、この鷹の台を元気にする会、ぴんと来ないというか、もうちょ

っと工夫が必要だ。  

 それから、おひさまおさんぽ実行委員会、これはすばらしいと思う。  

この本、これがいい。  

これは、その後にみんなを集めて、なぜ散歩をやらなくてはいけないのと

思う。  
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僕も住んで40年間だから、大体集まって道ができて迷うことはないのだか

ら、なぜみんな人集めをしてやらなくてはいけないの。  

自分たちの都合がついたときに集まったほうがいいのではないのと思う。 

人がみんな集まって、どこか昆虫の先生がいて、昆虫の生態はこうなのだ

という勉強会がその場で行われるというのだったら、また集める意味がある

けれども、ただ散歩して何なのと思う。  

映画までやっているのだ。  

映画が生き物と関係するからというちぐはぐな関係、散歩と映画どう、ち

ょっと僕はぴんとこない。  

 以上です。  

 

庄嶋委員長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

大沼委員  

 先ほど説明の中にもあったのですけれども、収支決算のほうでマイナスだ

ったところは、やはりスタッフが負担されているんですか。  

ほかの全部の団体にもスタッフの皆さんが負担している部分が大きいの

でしょうか。  

それとも、今までの例えば活動の中でストックしていたものから出したと

か。  

おひさんぽのスタッフとかは随分出ているんではないでしょうか。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 減額されているものにつきましては、実際そこまでかからなかったという

ことで、当初概算払いでお支払いしていたものをご返金いただくという形を

とっています。  

当然提案として上げたものに対して補助金はついていますので、それに当

たる部分についての支出が対象の経費になるので、そこまで達していなかっ

たので、要らない分をお返しいただいているということで、事業の中におい

ては負担がそれだけ増えているというわけではないのです。  

 

庄嶋委員長  

 よろしいですか  

 

大沼委員  
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 はい、わかりました。  

 

猿橋委員  

 感想なのですけれども、やはりこのコラボ事業というのはすばらしいと思

いまして、それぞれ各市民団体が自主的に企画して、コラボ四街道に提案し

て、それで説明して承認いただいて、なおかつ実行してここまでやってこれ

たということは、この制度というのはすごくいい制度だというような感想を

持ちました。  

中を見ると、やはりスタッフについて、うまくいったというところはいい

のですけれども、スタッフについて数が集まらなかったとか負担が大きかっ

た、あるいは体制づくりに課題があったとか、これが市民活動団体としての、

するべき機能になってもなかなか実施するとなると結構そのスタッフにつ

いて大変だというところがありました。  

 それから、６番目の四街道こども防災クラブ、これが取り下げになったと

いうことで、ここでは説明なかったわけですけれども、取り下げの理由とか

というようなものについては把握なさっていらっしゃるのですか。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 この補助額ゼロに記載しているとおり、全く一円も使わなかったというこ

とで、進捗は事務局では把握はしていたのですが、直接お会いしてはいない

のですけれども、体調を崩していたということを、実際に人を集めようと思

っていた仲間が集まらなかったといった、これ最終的には２月、３月ごろに

話があったところで、進捗の確認の段階では当初防災服もつくるという提案

もあったところなのですけれども、実際は進んでいなかったということでし

た。  

 

庄嶋委員長  

 今の件なのですけれども、補助金を使う前の時点で体調が悪くなられたと

いうことですか。  

当人たちも使っていないで済んだということですか。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 そうですね、補助金は50万円もちろん戻ってきております。  

 

庄嶋委員長  

 それは不幸中の幸いといいますか。  
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他の自治体であったのが、ある程度までお金を使ってしまった段階で中心

人物が具合が悪くなってしまって、最後の報告書を出させなかったので、お

金を出せませんということになり、その使った分は自分で払うしかないとい

う状況がありました。  

それは審査する側も課題なのですけれども、特定の一人だけが頑張ってい

るというのは、やはり団体としての実態がないということなので、その反省

材料として、我々もその特定の方が倒れた場合、継続できないような事業に

は補助金を出してはだめだという教訓だと思うので、幸いその方がかぶって

いらっしゃらなければいいのですけれども。  

 

髙橋委員  

 要件はそろっていたわけだ。  

 

庄嶋委員長  

 ただ、それを外形的な部分だけでは見抜けなかった。  

 

髙橋委員  

 名義貸しか。  

 

庄嶋委員長  

 名義貸しというか。  

 

髙橋委員  

 だって事実でしょう、その人が倒れたって、団体でいる以上は一人、二人

ではなかったら絶対進むでしょう。  

 

庄嶋委員長  

 言葉の問題で名義貸しというわけではないです。  

 

髙橋委員  

 いや、悪いという言い方なら、それは訂正するけれども、そういう意味で

はないけれども事実上団体として存在しなかったら一人でできるわけがな

い。  

そんなことはわかっているのだ。  

だから、逆に言うと採択したほうが悪かったということだ。  
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庄嶋委員長  

 そういうことです。  

 

髙橋委員  

 だから、そもそも僕はおやっと思うのだ。  

子どもが防災クラブって何だろうと。  

要するにおもちゃなのか。  

消防署は火が出て消すということは命がけでやるのだ。  

そんなことは子どもにできるはずがないではないですか。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 これは一つの視点なので、そういう見方をすればそうですし、それを子ど

も時分から意識していくという視点に当てれば、これは一つ意義があると思

います。  

 

髙橋委員  

 だから、それは消防ではない。  

 

庄嶋委員長  

 いずれにしても、結果としては団体としての実態がないというような事態

に至ったのだろうということなので、それは反省しなければいけないと思い

ますが、その事業そのものがどうだったかというのは別問題ですね。  

 では、他によろしいでしょうか。  

 では、今回初めてこういう形で事業のふりかえりをするということになり

ましたが、こういう方法がいいのかというのがあります。  

この書類を見て、今のように説明を受けて、それでこちらでコメントをす

るということなのですが、幾つかほかの自治体で行なっているパターンとし

ては、例えばこういう通常の定例会議の中でするのではなくて、報告会の日

を１日設けて、きちっと団体に来てもらって、それでやりとりしながら行な

うというケースがあります。  

そしてまた、それを踏まえて実際に評価までするのか、しないのか。  

とにかく報告を聞くということで発表の場にするというだけで終えてい

るケースもあるし、今回みたいに評価を書くというケースもあります。  

それが件数が10件ぐらいあると、この定例会議の中で行なうのは厳しいで

すし、来年度の持ち方を含めて検討をしていきたいと思うところであります。 

いずれにしても、中途半端な形になってしまうおそれがあります。  
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 ただ、今回は今回で行なうしかないので、今の報告を受けまして各委員で

それぞれの事業についてコメントをお願いしたいと思います。  

コメントというのは、採択時にこうすると言っていたけれども、思うほど

できなかったとか、あるいは予定通りできたといったことを自己評価したも

のについて、それが妥当なのかどうなのかを見る第三者評価ということです。 

 ですから、ここでついている点数の１とか３とか、あるいは団体と行政の

二者がそれぞれつけている場合に、少し評価にずれがある場合とか、その辺

をどう捉えるのかといったところを見ていくというのが我々に課せられて

いるここでの評価の意味ということになるので、実際はいろんな意見が出て

くると思いますが、最終的な意見の取りまとめ、委員会としての総括という

ところに関してはそういった視点でまとめさせていただくということで、そ

れ以外に出た個別のご意見についてはあわせて付すという形でよろしいで

しょうか。  

そういう方針ということでよろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

あくまでこの審査をする、あるいは事業の評価、ふりかえりをするという

場合にしても、基本的に我々は市に与えられた役割の中で行なっていますの

で、その内容に従って行ないたいと思います。  

ただ、それぞれ皆さんいろいろな活動等の中でご見識が、それぞれの観点

があると思いますので、その観点からご意見、コメントをいただければと思

います。  

いつまでに提出すればいいでしょうか。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 ７月17日のあたりはいかがでしょうか。  

 

庄嶋委員長  

 はい。よろしいですか。  

全てについて書く必要はないと思います。  

特に意見を言いたいところのものだけで結構だと思いますので、では７月

17日の木曜日締め切りとして提出してください。  

 

（「はい」という声あり）  
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 では、議事は以上となります。  

 ７番のその他は何かございますでしょうか。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 資料３の訂正をお願いいたします。  

 （３）※印、その他関連法令整備のため始期を11月云々のところの法令の

部分を、規程整備のためと訂正願います。  

 今日ご審議いただいたコラボ四街道、また次年度も実施したいと考えてお

ります。  

スケジュールについて記載させていただいております。  

例年のスケジュールから踏まえまして、記載のようなスケジュールででき

ればと考えております。  

おおむね去年の内容を踏襲しております。  

また、皆様に公開プレゼンテーション等でお時間を頂戴することになるか

と思いますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。  

  

庄嶋委員長  

 よろしいですか。  

この会議自体の今年度予定の確認していただければと思います。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 例年でいきますと、センター事業の上期につきまして10月、11月頃にも

う一回開かせていただいております。  

また、そのタイミングでちょうどコラボ四街道の申し込みも開始している

ということで、先ほどの審査基準のお話もあるかと思いますので、制度のお

話も含めて秋ごろ開催できればと思います。  

 

庄嶋委員長  

 では、10月か11月か秋ぐらいに一回程開催して、そして審査を兼ねたも

のをすれば３回で、来年に入って２月くらいでしょうか。  

 

事務局（齋藤副主査）  

 はい。  

 

庄嶋委員長  

 わかりました。  
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この会議は現在のところ大体年３回、そのうち１回はコラボ四街道の審査

を兼ねてということになっていますが、今年度も今のところそういう予定で

すね、わかりました。  

 では、よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 では、本日第１回目の推進委員会を終了とさせていただきます。  

 皆さん、どうもお疲れさまでした。  


