
平成 27年度 第 2回 四街道市みんなで地域づくり推進委員会 会議録 

 

日 時：平成 28年 1月 13日（水）14時～16時 

場 所：四街道市保健センター3階 視聴覚室  

出席委員：7名（名簿順） 

（庄嶋委員長、渡邉委員、江口委員、猿橋委員、原委員、中村委員、髙橋委員） 

欠席委員：2名 

（小島委員、大沼委員） 

出席事務局職員：3名 

（岩林シティセールス推進課長、黒岩主査補、齋藤副主査） 

 

・事務局より開会の言葉 

・事務局 岩林課長より挨拶 

・事務局 黒岩氏より挨拶 

・会議記録に関する発言者記名と録音の確認 

・傍聴人入室 2名 

 

（庄嶋委員長） 

皆さんこんにちは。今年初めてということで、明けましておめでとうございます。みん

なで地域づくり推進委員会は年 3回開催されておりまして、第 1回が 7月、2回目・3回目

が年明けて、この第 2 回・第 3 回がコラボ四街道の審査になり、ここからが非常に大事な

ところということでよろしくお願いします。 

近況として、先週ですが、私は以前、四街道市の任期付き職員を平成 19 年度から 21 年

度にかけて 3 年間やっておりました。その時に近隣の自治体との情報交換をもっと進めて

いこうということで、当時の千葉県はNPO立県ということを掲げていて、非常に市民活動

支援に力を入れていた時代で、勉強会などを県が主宰する形で市町村職員を集めて行って

いました。より近隣の自治体で集まろうということで、総武線沿線等の自治体の市民活動

担当者交流会を始めました。久しぶりに先週再会しまして、近隣で出席されたのは四街道

市のほかに成田市、八街市、富里市、酒々井町、それから印旛郡ではないですが山武市、

県庁からも職員の方々がいらっしゃって交流会を開催しました。途中からは新年会なので

飲み会になるのですが、その前にきちっと情報交換をしまして、先程課長からもお話にあ

りましたちばコラボ大賞を受賞したことなどの近況の報告があり、非常に四街道市は近隣

の自治体から見ても非常に取り組みが活発であり、特にみんなで地域づくりセンターのコ

ーディネートで非常に様々な取り組みが生まれているという事を、近隣の自治体の方々も

非常に意識をされ、ますます今年も磨きをかけて頑張って頂きたいなと思っております。 

 



（庄嶋委員長） 

本日は 2 つ大きくテーマがありまして、ひとつが地域づくりコーディネーター業務報告

で、後半にコラボ四街道の公開プレゼンテーションについて確認事項を話し合いたいと思

います。 

 

（資料『四街道市地域づくりコーディネーター業務委託事業報告』参照） 

 

（江口委員） 

地区社協でもサロンをやっておりまして、今年から鷹の台でも始まっています。それと

地域づくりサロンとどう違ってくるのか教えてください。 

 

（NPOクラブ 勝又） 

 名称が重なっているかもしれませんが、社協では各地域で高齢者の方の交流という意図

で開かれています。センターで行われている地域づくりサロンは、市民の方に集まって頂

いて意見交換・情報交換をしようという「話し合いの場」です。 

 

（事務局 齋藤） 

地域にある課題をヒアリングで抽出して、その中で出てきたものをテーマ設定して、場

合によっては先進事例を紹介したり、皆で勉強会をしたりといった場というのを「サロン」

と呼んでいます。 

 

（江口委員） 

コミュニティカフェと銘打ってあるので、旭ヶ丘でやっているのも同じ様なネーミング

なのでどうなっているのかなと思っていた。わかりました。施設の利用状況の中で 6 月の

数がものすごく圧倒多いですね。どういう事情があったのかということがひとつと、それ

からサマースクール件で、よつてらと八木原小と四和小とは異質だと思いますが、その辺

の折り合いをどうつけるのかというこの二点伺います。 

 

（NPOクラブ 勝又） 

6月の人数が多くなっているのは「大きなテーブル」を開いて 600～700人が来場されま

して、センターの主催事業に参加した人数も入っております。それから「よつわっ子スク

ール」とか「八木原小自学塾」などはそれぞれ学校中心・地域中心にされていますので、

成り立ちは別なんですけれども、それらにもよつてらのメンバーがサポートに参加してい

るということで、地域コーディネーターの方との情報交換会などを設けて、そういう学生

の方の参加や募集についてもよつてらが協力をしています。 

 



（事務局 齋藤） 

生い立ちが公民館主催と地域コーディネーター主催のものが存在していた中で、一時期

両者で学生スタッフのやりくりが難しいなどの状況があったため、チームよつてらがその

窓口になってそこからスタッフを派遣するなどの効率化を図る動きになりました。昨年後

半くらいからの動きでして、当時、チームよつてら自体は公民館のみとの関わりでしたが、

今ではその地域コーディネーターが主催している事業にも派遣という形で関わっています。 

 

（江口委員） 

 運営自体は関わらないということですか。 

 

（事務局 齋藤） 

企画部分でも学生の知恵を活用するということで、「チームよつてら」が企画会議の中に

入っているという状況ですが、あくまでも主催は地域ということです。 

 

（江口委員） 

なんで訊いたかというと、参加率が圧倒的に違うんですよ。その要因は何なのか。それ

はやっぱり地域サポートっていうところと、それから学生主体でぽんと入ってきたという

ものの違いかなと思っています。 

 

（事務局 齋藤） 

地域主催のものについては、期間が長いのと会場が学校である点と違い、公民館主催の

事業はあくまで手上げ方式で、参加したい児童が夏休みの宿題を持って行くといった形を

とっている点で参加人数にはかなり差が出ています。 

  

（江口委員） 

よつてらの中身の問題というか、遊び的なものを学習の中でやっていくなど内容によっ

て違ってきますし、四街道市の課題解決にとって何がこういう場所で大事なのか、その辺

りのところも検討してみる必要があると思っています。 

 

（事務局 齋藤） 

公民館ごとにそれぞれ特色ある内容で実施していまして、例えば旭公民館は夏休みの宿

題をする時間、体験学習をする時間、千代田ですと一日宿題をしっかりやりましょう、と

いった形で地域ごと特色を分けております。その良し悪しは別の議論ということで、学区

をまたいで自分が行きたいところに参加しているという子も出てきております。 

 

 



（猿橋委員） 

事業報告を伺って、業務がうまく進行されて着実に浸透しているんじゃないかという印

象を受けました。個別の質問ですが、この活動を通じて市民活動に関わる団体が結構ある

ような感じを受けましたが、コミュニティカフェからコラボ塾へ、あるいは組織マネジメ

ントの勉強会に 4 団体、というようなお話の中で、それは同じ団体か別の団体か、あるい

はどのような 4団体なのか伺います。 

 

（NPOクラブ 勝又） 

「コミュニティカフェ」をつくろう！は、団体というよりもむしろこれからそういう場

をつくりたいという方で、もしそれが発展してくと団体が組織されたりといった形になり

ます。参加者の方は、高齢者とか子どもの居場所を作りたいという方です。組織マネジメ

ント勉強会は、今活動している団体の方の組織運営を高めていこうと始めたもので、参加

しているのは「ままのて」、「にこにこ文庫」、それから他市ですが、千葉市御成台でプレー

パークをやっている団体で、年齢的にも若い女性で、それぞれ近い世代同士で自分の団体

の悩みと突き合わせながら意見交換をしたり、最後には自分で気づいた事を書きとめるな

どしておりまして、そういういった団体が参加しております。 

 

（猿橋委員） 

感想ですが、みんなで地域づくりセンターの業務が軌道に乗っているというので、それ

と連動するような形で、市民活動推進室が「みんなで地域づくり推進グループ」という名

前になり、この委員会は「みんなで地域づくり推進委員会」ということで、特に組織の名

前を変えたということは、何か今までの活動と意味合いを変えるとか、そのような背景が

あるのでしょうか。 

 

（事務局 齋藤） 

人員体制は変わっておりませんが、協働部門と市民参加部門お 2 人体制でやっておりま

す。 

シティセールス推進課になったというところで、地域づくりの取り組みが四街道市のひ

とつのセールスポイント、市民の方が活躍できる街であるという点を総合計画、まち・ひ

と・しごとの戦略などでも明記されており、より重要な事業といった点で名称も変わり、

課も変わり進めていこうといったところです。 

 

（事務局 岩林課長） 

今グループが 2つあります。1つはみんなで地域づくり推進グループ、あと魅力発信グル

ープです。簡単に言うと市の中の方々の力というものをいかに吸収させるかというところ

と、あとは四街道のウリを今度は対外的に魅力として発信していくグループの 2 つです。



前はそれぞれ違う課の中の 1 機能に過ぎなかったんですけれども、組織として独立したこ

とによって、四街道の魅力というものを皆さんとご一緒に作り上げていって、そういった

良い側面、事業、活動というものを活かして、対外的にもうまくアピールして行こう、連

携を強めていこうという意味での組織の改編です。 

 

（髙橋委員） 

2点あって、まず 1点、ちばコラボ大賞をよつてらが取りましたが残り 2つの受賞団体は

どういう団体だったのか。もう 1 点、資金調達をうまくコーディネートすることが大事で

す。見えないものを財産としてサポートして行こうという動きが今あるのだから、このス

ポンサーの獲得をどうしたらいいか。正直にうまくプレゼンできるようにして、だけども

困っているのだからそれをサポートしようという財源を探すというテクニックを教える講

座が重要ではないかと思っています。 

 

（事務局 齋藤） 

木更津と浦安の団体で、木更津についてはブルーベリー農園をブランド化していこう、

といった市民と行政との連携が評価されました。もうひとつが浦安で森林保全、水源の保

全等をしながら森づくりを行う連携事業です。 

 

（事務局 岩林課長） 

2011 年の地震で瓦礫が散乱したので、それを有効活用しているという点も評価されてま

した。 

  

（中村委員） 

いろいろな団体が昨年プレゼンテーションして活躍していることがわかりましたが半分

位しか報告には載ってきていませんが、残りは今どうなっているのかとかはおわかりにな

りますか。 

 

（事務局 齋藤） 

あくまでみんなで地域づくりセンターの報告ですので、センターの事業との関わりの中

で、利用者、団体との取り組みを記載しております。 

当然自立して自主的に事業を行っている団体は、逆に報告上はでてこない場合もありま

すが、例えばコラボ四街道で 3 年間採択され実施した事業については概ね継続されている

のは確認しています。 

 

（中村委員） 

コラボ四街道の中間報告ですが 11団体で全ての団体ですか。 



（事務局 齋藤） 

昨年 18 団体採択されまして、今回センターが主催して行った報告会には 11 団体参加さ

れたというとことです。 

 

（庄嶋委員長） 

私から 2点ありまして、地域づくりサロンですが、これまでいろいろなテーマでやって、

ここからいろいろな活動が生まれてきて、私はまさにコーディネート業務を重視している

このセンターの醍醐味だなと思っております。そうやっていろいろなテーマでやってきた

中で、ノウハウというかサロンのやり方など、例えば回数は何回くらいだとか、組立て方

などがノウハウとなってまとまっていないか教えて頂きたいです。もう 1 つがコラボラで

す。私も今住んでいる大田区で非常勤特別職として関わっていたこともあって、今年から

生涯学習で取り組んでいる方を地域活動に繋ぐための取組みと、組織改正で一緒になった

関係で始めたところです。例えばコラボラに参加されている方というのが、それまでの前

歴、地域には特に縁がなくて、きっかけ探しで来られているとか、例えば市民大学の協力

も得られているということで、何かしら生涯学習を優先されている方が多いとかの傾向が

あれば教えてください。 

  

（NPOクラブ 勝又） 

コラボラについては、市民大学の方に協力頂いて市民大学でチラシを配り、そこからの

参加が今のところ中心です。より体験プログラムを出して頂ける団体の方とも一緒に企画

をしたり、もっといい事業に出来ないかといった点が課題になっています。今年、人材募

集情報のチラシを作成して募集を行っています。地域づくりサロンのノウハウですが、単

発での講座とか講演会を開くのではなくて、何か目的を持って継続していく中で地域づく

りに繋げていこうという方向を持ってやってきたというのは確認をしています。 

  

（事務局 黒岩） 

センターを立ち上げた時の一番の目的がコーディネート業務でしたがそれをどのように

進めていくか不安な点がありましたが、地域づくりサロンの形態が確立されてこのように

たくさんの実績を上げられてきている点で他の自治体の同じようなセンターの参考になっ

ていくと思いますし、説明をする中で、段々自分たちのノウハウをまた再確認されると思

っています。 

 

（庄嶋委員長） 

それでは 1 点目の議題はこれでよろしいでしょうか。では 2 つ目の議題の方に移ってい

きたいと思います。コラボ四街道に関して事務局お願いします。 

 



（事務局 齋藤） 

先日皆さまにご自宅に資料を送らせて頂きました。来年度 28年度事業を提案された団体

の一覧になります。来年度につきましては、17団体が提案募集されました。去年 21団体の

提案がありましたが、今年度については 3 年間の補助を受けた団体が来年度の提案からは

抜けております。この表の継続事業欄に③とか②とか書かれているものについて採択回数

が確認できます。来年度につきましても 17団体の要望額を新年度の予算として要望として

おります。スケジュールにつきましては、プレゼンの形態はこの数年同じ形でやっており

ますが、午前・午後の二部に分けて開催します。2団体まとめてプレゼンして頂き、その 2

団体に対して質問を投げかけて頂くというスタイルです。1団体 6分、質問時間 10分で実

施します。午前中 7団体、午後 10団体で長時間になりますがよろしくお願いしたいと思い

ます。昨年と同様文化センター3階の 301号室で行います。日程は、正式に通知しますが 2

月 17日の予定です。別紙 3をご覧ください。昨年度と同様に事前に提案書をご覧頂きまし

て、疑問点また質問点がございましたらご記入頂き、1 月 20 日までに事務局にメールもし

くは郵送で送付ください。限られた時間でのプレゼントなりますので全ての質問に対して

団体もお答えできない可能性もあるので、こういった形で事前に質問を投げかけて、それ

に対して事前に回答して頂き、委員間で共有して頂く、といった形で行います。別紙 4 を

ご覧ください。選考方針につきまして裏面の 5 項目につきまして 5 点満点で行い、各評価

の視点に対して最低限満たしていると判断される場合は 3 点を付けてそこから加点、減点

をしていく形でお願いします。合格点は平均 15点以上を越えたものを委員会としては選考

するものとします。また提案団体との関係者・構成員であったり近い関係の方については、

採点から除くものとしたいと思います。 

 

（庄嶋委員長） 

提案団体と関係している方がいらっしゃいましたら事務局にお伝えください。当日の質

問も関係者の場合はなしということでお願いします。今日ご欠席の方については後日確認

したいと思います。また選考方針については、現在は案の段階で、毎年これはここで話し

合ってから決めます。議論次第で方針案の内容について変えるところがある場合は最後伺

いたいと思いますのでよろしくお願いします。昨年度は配点を全部 5 点でいいのかという

ところにかなり時間をかけて議論しましたが、問題も生じてないとすればそのままでいき

たいと思います。では、こちらの提案書類について事前にもう読み込まれた方もいると思

いますので何かご意見がある方お願いします。 

 

（髙橋委員） 

「よちゅよちゅキャラバン」、「四街道子ども育成連合会」。これは市側で相当意図を持っ

ていると思われます。廃棄物対策課の担当課にも電話してみました。この課題は本当に市

民一人ひとりが本気で考えなくては駄目です。担当課が危機意識を持っているから、何か



アイデアないかということなんでしょう。これの提案は中途半端だと思う。子ども達を使

って市政だよりなどで報告して終わり、では 9万人を超える市民に本当に伝わるんですか、

本気なんですかと思う。その 17の中でこの 2チームの採点は非常に重要です。むしろ、こ

の委員会でやる仕事じゃない。むしろ全市を挙げてやらなくてはいけない仕事です。事務

局を旗印にして巻き込まないとにっちもさっちもいかない。ただ子ども達が行ってきまし

た、市政だより載せました、ホームページに書きましたでは全然通用しませんよという課

題です。 

 

（猿橋委員） 

私もこの 2 つについては、正直よくわからなかった。この 2 つは同じようなことをする

全く違う団体ということですか。 

 

（事務局 齋藤） 

行政側からの行政課題解決に向けたアイデアを市民に向けて投げかけて提案を募集する

ものでして今回については興味をもってもらえる団体にお声掛けをしながら、その気運を

高めながら、一緒にやっていきましょう、といったものとなっています。その中で 2 つの

団体が住み分けをしたといったところです。当然、この事業で全てを解決するという訳で

はなくて、一つのきっかけにして頂こうといったところだったと思います。 

 

（髙橋委員） 

両方ともバスを使いましょう、街の中を歩きましょう、課題を考えてみましょう、提案

を市民に投げかけましょう、とそこでストップしている。 

アイデア提案というのはどういうものですか。 

 

（事務局 齋藤） 

行政が抱えている課題を、例えば、着地型の観光旅行商品を今回の視察を通して提案し

てください、ですとか、自分たちの街について、最終処分場の現状を見る中で考えてくだ

さい、といったものを投げかけました。これをホームページに公開して、これに反応して

くださった方と連携を取りながらやっていきましょうといったものです。 

 

（庄嶋委員） 

対象経費のところで貸切バス代とありますが、去年違う事業ですがバスの経費について

は対象外としたことがありました。なぜこの事業でバスの使用が認められているのかなと

思いましたが、いわゆるツアーを組むという構造としてアイデアを募集したということで

すか。 

 



（事務局 齋藤） 

そのツアーを組むという詳細までは詰めていませんが、今回、対象が子どもというとこ

ろもあるのでバスの中も学びの場であるといったところで、今回は事務局サイドとしては、

フィルターをかけてないといったところです。 

 

（原委員） 

このふたつは目的が同じですがひとつにすることはできませんか。 

 

（事務局 齋藤） 

担当課と団体との話になりますが、団体が違うので一緒にやれるかというところはご相

談だと思います。 

 

（原委員） 

例えば、一一方が採択され、一方が不採択ということはありますか。 

 

（事務局 齋藤） 

可能性としてはあります。 

 

（原委員） 

私もバスは引っ掛かりました。なぜバスの借用が対象経費なのか。 

 

（江口委員） 

この件に関して、同じような疑問を持ちました。もう少し子ども達に考えさせるような

違うアプローチがあるはずだと思います。 

 

（庄嶋委員長） 

着地型と書いてありますが、四街道を観光するわけではないですよね。四街道出て観に

行くのは北茨城ということで、非常に複雑怪奇でよくわからなかった事業です。 

 

（事務局 黒岩） 

今回、廃棄物対策課と産業振興課も一緒に提案をしていて、産業振興課の方は観光まち

づくりを行っています。四街道市では着地型旅行商品というのはまだできていない。また

総合計画の中にもシティセールス分野に着地型旅行商品の検討というのを位置付けありま

す。こういう焼却灰・ごみの現状をきっちり確認するということプラス、それぞれの地域

で着地型旅行商品的なものを提供している団体もあるので、そういったところで学びつつ、

他市の良い所を学んで、もう一度四街道市で着地型旅行商品を検討していけないかという



ところを今回、産業振興課と廃棄物対策課からの提案あったというところです。 

 

（原委員） 

実際に北茨木とか銚子は着地型観光プログラムがあるんですか。 

 

（事務局 黒岩） 

まず、着地型の反対は発地型といいまして、発地型商品は大手旅行代理店などが、有名

観光地、北海道・沖縄・京都などにツアーで送り込む為に整える商品です。一方で観光ま

ちづくりで全国でも現在取り組まれているのが、大きな観光資源が無い中でも、農業体験

や NPOがやっているサービスの体験などを地域側で商品として作って、地域の中で上手く

巡らせていくというのが着地型旅行商品といいます。四街道も皆さんご存知の通り大きな

観光資源が無くても、そういう NPO活動が盛んだったりします。今回は、産業振興課とし

ても、そういう取り組みを実際にやっている所をよく勉強してきて、学んだことを上手く

地域でも活かしてもらいたいというところです。 

 

（原委員） 

対象は子どもですよね。 

 

（事務局 黒岩） 

よちゅよちゅの方が中学生です。もう一方が小学生がターゲットです。ただターゲット

としつつも、リーダーズクラブなど卒業生もいらっしゃるので、その方達と一緒に行って

学んでくるというもので、子ども達だけではなく高校生などの視点も入れながら、ゆくゆ

くは提案を頂きたいというところだと思います。 

 

（庄嶋委員長） 

北茨城に行く理由は、つまり良い着地型の商品があるということですか。 

 

（事務局 黒岩） 

はい、提案書にこういったことをやっていますというのは書いてありますが、第一次的

な目的としては、ごみの最終処分場といったところで、それについて学ぶというのがあり

ます。 

 

（中村委員） 

目的が二つ合わさったのでわからなくなってしまっています。 

 

 



（猿橋委員） 

この事業名がどうしても目に入るじゃないですか。ごみ処理の事業で「観光に行く」と

いうと違和感がある。事業名というのは変える事はできませんか。 

 

（事務局 黒岩） 

団体が付けているものですが、例えばご意見としてお伝えすることができます。プラス

として、やはり遠くまで行ったからにはその場を有効的に使おうというところで、観光ま

ちづくりのところまで含めて一緒に学んでくるというところはあります。 

 

（猿橋委員） 

タイトルだけ見たら凄く深刻な問題。なぜごみ処理で観光に行くんだ、という風に捉え

られかねないです。 

 

（髙橋委員） 

観光というのは一般には目の保養の為にお金を払うんだから。ごみの話を聴きに今日は

分別を習ってきますなんて私だったらいいよと思う。私のアイデアとしては、帰りに地元

産のものをプレゼントしますとか、四街道市としては水揚げされた魚を何トンか買い取り

ますというのだったらいいと思います。発信する場として、ただホームページに書きまし

た、市政だよりに書きました、では駄目だと思います。子ども達なりに真剣に考えて 1 年

間やるんだから。大人達は 10年、20年経てばいなくなります。残された子ども達は埋め立

て地が無くなって、では明日からどこに埋めるんですかと、そこまで考えてみんなで考え

ようよという心意気を子ども達の口から発信する場が絶対必要だと思います。ただし「み

なさんごみの話をしますから集まってください」では子ども達は絶対集まらないので、銚

子の皆さんありがとう、北茨木の皆さんありがとう、その脇でテントを張って、青空発表

会をすればいいと思います。これは市全体でやるべきですよ。 

 

（庄嶋委員長） 

提案として出してきたものを受けたということですので、それを審査するのが我々の立

場ですので、それが良いか悪いかは審査して、駄目なら駄目で、変えるべきところをアド

バイスとして聴いてくれるかも知れません。いずれにしても、この事業をすることで、団

体あるいは四街道市に何が蓄積されるのかなと思いました。そのあたりを明らかにしたい

なとは思っております。 

 

（髙橋委員） 

日替わりシェフの店さくらそう収支事業計画書のついて、損益計算書と貸借対照表を見

られれば一発で納得できますが、中身がよくわからない。売り上げを約 186 万円と見込ん



でいて、それの 75％が 140万で、残り 25％はどこに入るのか。食材購入費は誰が調達して

誰が立て替えて、実際の購入はいつ、誰がやってくるのか、という疑問点が収支計画書か

らは見えません。 

 

（庄嶋委員長） 

さくらそうについてですが、収支計画書をみると事業全体のようにも見えてしまいます。

コラボ四街道事業として今年度やりたい部分と、経常的な事業としてやっている部分が混

在しているような気がします。このような書き方で、そもそも問題ないのかと疑問に思っ

たのですがいかがですか。 

 

（事務局 齋藤） 

さくらそう全体の事業の内容が記載されております。今年度の申請では、15 万円の使徒

は記載のとおりの使徒に使われるとされてはいますが、確かにこれだけですと初見の方が

事業自体が見えないということになっています。 

 

（庄嶋委員長） 

他の自治体でも審査をしている中で、四街道の提案書類に団体自体の会計の資料などが

あっていいと思います。他の自治体はあったりします。そうすると、団体としての年間の

事業全体が出ていて、その中で今回は助成金を使ってこの部分をやっているということが

わかります。それが無いがゆえに、全体を表現したものがこの収支計画書になっていると

すると少し違和感があります。3年経ったらもう次は無い中で、結局今提案している事業が

何を蓄積しているのかという事がわかるようにしたほうがいいです。毎回、出ていくばか

りのお金を計上していたら 3 年後、補助がなくなっても大丈夫なの、という視点が出てき

ます。それらを踏まえて必要な設備を整えようという提案につながり、その設備整備に関

する部分の収支計画書を作成すればいいのではと思ったわけです。 

 

（中村委員） 

この予算が設備投資という考え方から言えば、これだと見えてこないですよね。畳を購

入するという具体的なアイデアが書いてありますが全部網羅されていると、結局、無くな

ったらどうするのという問題がある。 

 

（事務局 岩林課長） 

15万補助するのであれば、その 15万で何をやったのか、どういう効果があったのかとい

う話にこの場合に限定して整理をすればいいですよね。普通の商売する為に使うというよ

りも、要するに市民活動として、今後どのようにそれが活かされていくのか、適切に使っ

ているのか、そこが確認できるような収支計画書になっていればいいという事ですね。 



（江口委員） 

会計の問題で共通して気になるのが、備品について例えば 3 年間後、事業がなくなって

しまった場合に、その備品処理の問題も当然出てきますよね。私が所属している団体では、

市から委託費を頂いていますが備品を書いては駄目となっています。そうすると備品につ

いての考え方について伺いたいと思います。 

 

（庄嶋委員長） 

私は逆に形に残るもの、基盤を整えるものという意味で、備品はむしろいい使い方だと

思っています。逆に対象経費だからとその時だけ会議費や有償ボランティア費とかで払っ

ていては残る物がないなと思います。逆に備品を買うことによって、継続につなげていっ

たり、体制を整えたり、あるいは何かしっかり学習してノウハウを蓄積しました、といっ

たところが大事ではないかなと思います。 

 

（事務局 齋藤） 

仕組み上は備品のルールはありません。無いのでケースバイケースで対応することにな

ります。また団体の継続の問題についても、何をもって継続しているのか、していないの

かという判断もあるので個別具体的に判断していくことになります。 

 

（江口委員） 

備品の執行については会費から優先的に執行するとか、そういう方法も検討してはどう

でしょうか。 

 

（庄嶋委員長） 

今、ルール上問題は無いですね。他の自治体でもあるのが、パソコンを購入するという

例ですが、助成金を貰っている期間が 2～3年だとして、パソコンの原価焼却が 4年だとし

たら買うのではなくて、リースの計算でやりなさいというようなところもあります。 

 

（髙橋委員） 

DAINICHI 貯筋クラブのような団体が出来るのは喜ばしいことだと個人的には思いま

すが、四街道の中であと 10団体ぐらい位出来るかもしれないという事を覚悟しておかなく

てはいけないという事です。次は千代田地区市民有志会・千代田花壇愛好会です。今日現

場を見てきました。昨年 76 万円使って広場整備をして、また 50 万円の補助申請がでてき

ました。亀崎にはゲートボール場があるのにどうしてももう一か所作りたいと言っている

ので納得できない。ただしチューリップ買ったり、花を植えてあるので、それのいくらか

補助するというならわかる。 

 



（事務局 黒岩） 

髙橋委員がご覧になられたのはゲートボール場ですかね。昨年整備したグラウンドの上

にグリーンダストという材料を敷き詰めるんですが、結構お金がかかるという事を聞いて

います。 

 

（髙橋委員） 

この地図の亀崎地域にはゲートボール場が昔からちゃんとあるんです。これをどうして

共用で使用出来ないのかというのが質問です。 

 

（庄嶋委員長） 

文字や数字だけでは、どれがどこに具体的に使われるかがわからないので、う少し詳し

い資料を出してもらうというのはいいかもしれないですね。 

 

（事務局 齋藤） 

決してゲートボールだけをやる為に、整備をしている訳ではなくてイベントも年中開催

されているといったところです。 

 

（原委員） 

全部に関連しますが、実際、補助金は何に使っているのかというのがわからないんです。

例えば千代田の事業だったら 50 万円頂いて、グリーンダストのいくら掛かるところの 50

万に使いますとか、そういうのがはっきりすると、これだったら他の部分は自分達で賄っ

ているんだから、補助金を出してもいいのではとなると思います。 

 

（事務局 齋藤） 

どうしても対象経費に対して 9 割というルール上、例えば個別の支出に色をつけていく

となってくる作業はかなり難しいものになります。 

 

（原委員） 

備品を買う為に市の補助がほしいという場合と、人件費や会議費など毎年かかるような

ものにも市の補助がほしいという場合とでは考え方が変わると思うんです。毎年使うもの

に対しては、3年経った後もどう継続していくんだろうとなると思います。そうするとそこ

の質問がはっきり出来るようになると思うんです。他の団体も市の補助金で備品など揃え

て、では毎年かかるものに対してはこういう形でやっていって 3 年経っても継続できるん

ですよ、というのをみせて頂きたいと思います。 

 

 



（庄嶋委員長） 

事務局の説明は間違っていなくて、今のルールに則ればこれも問題は無いんですが、結

局この事業全体の中で、どれに使う為に今回申請しているというのがわかると良いですね。

ルールを変えないとしたら、そのあたりが強調されるような書き方にできるといいですね。 

私は書類をもらった時に、何を最初に見るかというと、まず収支計算書をみます。補助金

がいくらか、例えば、50 万がどの品目と対応しているのか、というのを自分なりに考えま

す。目的や事業の内容を見た時にその確認をするんですね。3年後に補助金が無くなっても

継続していく部分というのは、その部分を会費や事業収入で得ていて、例えば毎年払わな

ければいけない費目がある場合は、そこで賄えているかというのを見ていくんですね。そ

こが賄えていなくて、全部補助金でというものについては厳しく言おうかなという見方で

やっています。 

 

（江口委員） 

千葉アレルギーネットワークですが、代表者、連絡責任者も四街道市外で、構成員に四

街道市内の人が 0 人となっています。団体は四街道で始めたいということなので、将来的

に考えると動機付けにはなるのかもしれないですが、この時点での評価の対象としてこれ

がふさわしいのかどうなのか確認したいです。 

 

（事務局 黒岩） 

確認したところ、この事業に協力頂ける方の中に、下志津病院の先生達も含まれていて、

実際「日替わりシェフの店さくらそう」でも、アレルギーをお持ちの方達に配慮した食事

を提供していて、佐倉に事務所は構えていますが、四街道でまず事業をやっていきたい、

という意志は確認させて頂いています。今回の事業でも、避難所で実際にアレルギーの方

達にどういうサポートをしていけばいいか、というシミュレーションを事業の中でやる内

容となっており、まずは四街道で活動をする中で、活動が軌道に乗って、もしかしたら他

の所から呼ばれるかも知れない、という意志確認は明確にしています。 

 

（江口委員） 

市外の方が四街道市に何らかの活動拠点をつくりたいという場合を想定して、そういう

ものが評価の対象になるのかどうなのか、これは原則として決めておいた方がいいような

気もします 

 

（事務局 齋藤） 

そもそも提案が出来るかどうかという話は、提案出来るという事で受けています。 

 

 



（髙橋委員） 

全然問題は無い。四街道市民を対象にしているならいいと思います。 

 

（庄嶋委員長） 

これちょっと表現の仕方の問題だったり、あと参加者が何人位の規模のイベントなのか

といった点で、書き方が浅い部分があります。 

 

（髙橋委員） 

休耕地等村おこし同好会について、みんなで地域づくりという視点ではなく、事業をす

るならもっと別の所へアプローチした方がいいのではないかというのがひとつ。うまくい

っているところのノウハウをちゃんと仕入れてきてやりなさいということはアドバイスし

たい。最後に総合公園の植生調査の会について、昨年度、意見を言ったところ、見解違い

ですと代表がおっしゃった。300冊の冊子を作って 54万円使って、今度また補助金をほし

いという話。昨年の 300 冊はどこに行ってしまったのか。今年は、三つ葉ではなくて四つ

葉が生えています、写真を撮ってきました、補助金で本を作り印刷します、21 万円です、

だから 21万円頂戴、という話。こんなふざけた話は無い。 

 

（庄嶋委員長） 

他に何か確認しておきたい事、質問がある方いらっしゃいませんか。 

 

（原委員） 

今日議論した内容は、質問書を書かなくても団体に届くんでしょうか。 

 

（庄嶋委員長） 

この話は結局一人で考えていても見えない視野があるので、この事を事前に質問おかな

くては、と思ったものは書いて出すという事でお願います。それがプレゼン前に、その回

答について知れるということになります。 

 

（猿橋委員） 

千代田 2 丁目子供会育成会というのは、昨年、不採択になりましたが、あらかじめ提案

を頂く際に、どういう理由で不採択になったということを理解されて、新たな提案に繋が

っているということでしょうか。 

 

（事務局 齋藤） 

採点内容についてお答えしました。どこが足りていなかったか、こういった指摘があり

ましたというのをお伝えした上で、出てきた書類という事です。 



（庄嶋委員長） 

昨年の指摘点についてお伝えください。 

 

（事務局 齋藤） 

連携不足の点、限られた地区内でのみの活動という点です。 

 

（庄嶋委員長） 

事前に質問のある方は提出頂いて、やりとりをしたいと思います。それから選考方針で

すが、今日の議論の限りでは、何か内容を変えるというものは出なかったので、選考方針

は示されている通りでよろしいでしょうか。 

 

（全員） 

はい。 

 

（庄嶋委員長） 

では、これに沿ってやっていきたいと思います。 

一点、この選考方針ですと、例えば継続している場合に、現状、今年から始めているプ

ロジェクトは、どういう評価であるかというところが折り込みにくいと思います。ですの

で、そこのところは意見書という形で庁内の意見が付いていますので、その中に現状の評

価が折り込まれていると思います。庁内でどんな見方をしているのか、どんな期待をして

いるのか、そのあたりが理解出来るようになっています。 

 

（全員） 

はい。 

 

（庄嶋委員長） 

何かございますか。では次回が公開プレゼンテーションとなりますので、皆さん、体調

に気をつけてよろしくお願いしたいと思います。それでは本日、第 2 回のみんなで地域づ

くり推進委員会は以上で閉会します。皆さん、お疲れさまでした。 

 

                          

 

 


