
 平成２８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２８年７月１４日（木）９時～１２時０５分 

会場：四街道市保健センター３階 視聴覚室   

 

出席委員：６名（庄嶋委員[委員長]、中村委員[副委員長]、中山委員、田中委員、伊佐委

員、金子委員） 

欠席委員：０名 

事務局 ：藤森経営企画部長、岩林シティセールス推進課長、 

みんなで地域づくり推進グループ黒岩リーダー、 

みんなで地域づくり推進グループ齋藤主査補、 

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勝又副代表理事 

 

 

事務局（岩林シティセールス推進課長）： 定刻になりましたので、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。本日は現状で５名のご出席ですが、

金子委員もこの後、いらっしゃいますので、６名になろうかと思います。「四街道市みんな

で地域づくり推進委員会」第７条第２項に規定いたします過半数に達しておりますので、

本日の委員会は成立いたします。 

 それでは早速ですが、お手元の議事題に従いまして委嘱状を交付いたします。それでは

藤森経営企画部長より交付いたしますので、お願いいたします。 

 

○事務局 藤森経営企画部長より各委員へ委嘱状交付及び挨拶 

 

事務局（藤森部長）：本日は大変お忙しい中、平成２８年度第一回目の「みんなで地域づく

り推進委員会」にご出席を頂きまして誠にありがとうございます。委員の皆様に置かれま

しては本委員会の委員の就任を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

す。また公募委員として応募いただきました、金子委員、それから伊佐委員、誠にありが

とうございました。 

 さて本市に置きましては、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、市民協働、みんなで地域づくりの推進を図ってまいりました。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為、広く意見を交換する場として平成２

２年７月に設置をさせていただいたところです。また同年９月には「みんなで地域づくり

センター」を開設して、地域づくりを担う四街道市のコーディネート機能の強化を図って

まいりました。更には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、魅力ある地域づくりを実践する事を目的とした補助金を交付するみんなで地



域づくり事業提案制度「コラボ四街道」、これにつきましては４年目を迎えまして現在順調

にその運用が図られているところでございます。委員の皆様に置かれましては、みんなで

地域づくりの一層の推進に向けご尽力賜りますと共に、それぞれの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、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（岩林課長）：続きまして委員の皆様をご紹介いたします。順番にお名前をお呼びい

たしますので、その場でご起立いただきまして一言ご挨拶いただければと思っています。

最初に有識者委員として、市民社会パートナーズ代表、庄嶋孝広委員です。 

 

庄嶋委員：皆様おはようございます。私は、地域づくりに関わるコンサルタントを仕事に

しておりまして、それと同時に住まいは東京の大田区ですけれども、その大田区の方で非

常勤の専門職という形で地域コミュニティの支援の仕事を担当しています。皆様に一つお

詫びしないといけないのは、本来１０日前の７月４日にこの会議、開催の予定だったんで

すけれども、私が仕事の都合で急な用事が入りまして、１０日遅れの今日になりましたこ

と、大変申し訳ございませんでした。その時の仕事というのがテレビの方で町内会の問題

を取り上げる番組でコメントをする、ということでそちらに出演しました。最近はそうい

う地縁型のコミュニティの役割がまた見直されてきているというところがありますので、

町内会とＮＰＯ等との繋がりをつけていくところも仕事でやっております。私自身もＰＴ

Ａとか町会とかＮＰＯ、様々な活動を地元でやっております。よろしくお願いいたします。 

 

事務局（岩林課長）：続きまして、株式会社高千穂ネットワーク代表取締役、中村正明委員

です。 

 

中村委員：皆さんおはようございます。東京情報大学が、四街道市と連携協定を結ばせて

いただいておりますけども、大学の客員研究員ということでまちづくりとか地域づくり、

あるいは福祉、産業というところをテーマに活動しておりまして、その他のいくつかの大

学でもやはり地域づくり、まちづくりをテーマに活動しています。四街道市とは商業や地

域の人財育成などいろいろと関わらせていただいておりますので、こういった機会をいた

だきまして、私も何かお役に立てればなと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

事務局（岩林課長）：次に地域づくりを担う主体の構成員といたしまして、公益財団法人四

街道市地域振興財団、中山敏栄委員です。 

 

中山委員：皆さんおはようございます。私も地域振興財団に勤めて４年目を迎えて施設を



指定管理している立場からいろいろな情報も入ってきますし、四街道市としてこんな施設

があるともっといいな、などいろいろなことを考えたりしておりますが、こういう機会を

いただきましたので何かしら地域に貢献できるように、地域の活性化に貢献できるように

頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

岩林課長：続きまして地域包括支援センター、田中悦子委員です。 

 

田中委員：私は社会福祉協議会に勤務しておりまして、その中にあります四街道市地域包

括支援センターの社会福祉士として平成１８年度から相談業務を行って参りました。もと

もと社会福祉協議会で平成１２年の介護保険改正の頃、在宅介護支援センターの委託とい

うものがあって、そこから高齢者の相談専門をやって参りました。その中で今年度、生活

支援コーディネーターの第一層コーディネーターとして四街道市から任命されてはおりま

すが、地域づくりということに関しましては本当にまだ新米でございます。皆様と一緒に

いろいろなところで繋がりながら今後お互いに良い地域づくりに関してお仕事できればな

と思っております。よろしくお願いいたします。 

 

事務局（岩林課長）：次に公募による市民委員といたしまして、伊佐勉委員です。 

 

伊佐委員：皆さんおはようございます。私は四街道市視覚障害者協会の理事兼事務局を担

当しています。私、視覚障害者で全盲ではないですが、かなり視力は低いです。ですので、

皆様にもご迷惑をおかけする事もあるかと思いますけれども、よろしくお願いします。そ

れ以外にも腰部脊柱管狭窄症とか変形性頸椎症とかいろいろ体に不具合を持っていますけ

れども、障害のある者という立場でこうした地域づくりに関わってみたいという気持ちが

ありまして、今回応募させていただきました。地域づくりに関してはみんなで地域づくり

指針を策定するにあたっての会議にも少し関わらせていただきました。その時に庄嶋委員

にもお世話になりました。ありがとうございました。田中委員に関しましても、去年うち

の母が９月に亡くなったのですが、初代のケアマネジャーだった方で、以前から存じ上げ

ている方なので、そういう方が隣にいると非常に心強いなと思っています。今日まだお見

えになっていませんけれども、金子委員も知り合いでして、第二木曜日に視覚障害者が集

まる川柳クラブの句会の部長もやっているのですが、金子委員とは違う川柳会で一緒でし

て、その方が同じ市民公募委員というのも力強いなと思っております。長くなりましたが

よろしくお願いいたします。 

 

事務局（岩林課長）：まだご到着されおりせんが、金子篤正委員も公募委員として務めてい

ただいております。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、事務局側の職員をご

紹介させていただきます。経理企画部長の藤森、シティセールス推進課課長の岩林、みん



なで地域づくり推進グループリーダーの黒岩、同グループ主査補の齋藤です。よろしくお

願いします。 

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。よろし

くお願いいたします。 

 

勝又副代表理事：よろしくお願いいたします。 

 

事務局（岩林課長）：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１項におきまして、委員長が議長となる旨が定められておりますが、現時点で

は委員長が選出しておりません。委員長を選出するまでの間、藤森部長が仮議長として会

議を進めることといたします。ご了承ください。それでは藤森部長の進行により、委員長

候補選出をいたします。委員長は要綱第６条第２項の規定におきまして、委員の皆さまの

互選によって定めることになっております。 

 

事務局（藤森部長）：それでは早速ですけれどもしばらくの間、仮議長を務めさせていただ

きますのでご協力よろしくお願いいたします。今、課長からありましたように委員長の選

出につきましては委員の皆様の互選という形になっております。いかがでしょうか、立候

補或いは推薦等ございましたら、お声をお願いしたいと思いますが。 

 

（庄嶋委員はどうでしょうか） 

 

事務局（藤森部長）：今、庄嶋委員にお願いしてはどうか、とありましたけれども、他にご

意見ございますか。 

 

（異議ありません。） 

 

事務局（藤森部長）：それではないようですので、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。 

 

（お願いします。） 

 

事務局（藤森部長）：それでは、委員長は庄嶋委員にお願いしたいと思います。ここで委員

長が決定しましたので仮の議長の席は降ろさせていただきます。ありがとうございました。 

 

事務局（岩林課長）：それでは庄嶋委員には委員長席にご移動いただきたいと思います。以



降の進行につきましては、庄嶋委員長にお願いいたします。 

 

○金子委員がここで到着。藤森部長より委嘱状交付。 

 

庄嶋委員長：金子委員がいらっしゃったので、自己紹介をお願いします。 

 

金子委員：最初から遅れてすいません。その上で中座させていただくことにもなります。

私は前々からみんなで地域づくりセンターで関係をさせていただきまして、興味を持って

いたんですけど、今回チャンスがあって応募させていただきました。いただいたコラボ四

街道の資料を読ませてもらいましたが、その中でできれば委員に現場を見てほしいという

声を読みましたので、チャンスがあったら実際にやっているところを見させていただきた

いと思いました。そういうチャンスを作っていただけたらありがたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

庄嶋委員長：では、議事の方としまして副委員長の選出が同じく要綱の第６条第２項の規

定で、委員の互選で決めるとなっておりますので、どなたかご推薦等ありましたらお願い

したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

田中委員：東京情報大学でお仕事されていて、そうした地域づくりの分野でご活躍されて

いる中村委員にお願いできればと思います。 

 

庄嶋委員長：中村委員の名前が挙がりましたが、他にいかがでしょうか。よろしいですか。

では、中村委員に副委員長をよろしくお願いします。 

 

事務局（岩林課長）：では中村委員は副委員長席の方へ。委員長、副委員長が選出されまし

たので、次第に従いまして委員長からご挨拶お願いしたいと思います。 

 

庄嶋委員長：改めまして今回委員長を務めさせていただくことになりました。実は今日の

委員名簿のところにもありますが、平成１９年から２１年度の３年間にかけまして四街道

市の方に任期付職員ということで関わっていた時期もあります。その頃ちょうど、みんな

で地域づくりと呼ばれているこの政策を形にしていこうということで、それまでにも既に

いろいろな取り組みがあったのですが、それを整理して進めるための根拠を作っていこう

ということで指針を作ったというのが職員として関わっていた時のタイミングとなります。

その職員を終えまして平成２２年度以降、ちょうどこの会議が立ち上がってから３期に渡

ってこちらの委員並びに委員長を務めさせていただいていたということもありまして、今

回も第４期ということで引き続き委員長を務めさせていただくことになりました。ただ今



回、委員構成も今までと変わったというところもありますし、私自身もだいぶ長く関わら

せていただいているので、そろそろ人が変わっていくタイミングでもいいのかなと個人的

には思っております。是非今期の委員の皆さんに状況を知って慣れていただいて今後に向

けて更に進めていただけたらなと思っております。私自身が今までの委員で唯一残留組と

いう形になりますが、新しい皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

○藤森部長、別の公務のため退席。 

 

庄嶋委員長：議事に入る前に少し事務的なことの確認と言いますか、会議録の事に関しま

してですが、会議録の作成というのが行われます。例えば金子委員が途中で帰られますけ

れども、この後の議事についてはそれを読んでいただければわかるという丁寧な会議録が

作られます。これにつきましては四街道市には「審議会等の会議の公開に関する指針」が

あり、そちらの規定で会議録を作って、その中で発言者も明記するとなっていますので、

皆さんに確認したいと思いますが、異議なしということでよろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

庄嶋委員長：では、公開といたします。それから、傍聴の方がいる場合につきまして傍聴

を認めるということになっておりますが本日につきましてはいかがでしょうか。 

 

（おりません） 

 

庄嶋委員長：ありがとうございます。本日はいらっしゃらないですが、過去には傍聴人が

来られている会議もありますので、いらっしゃる場合は入室していただくということにな

っております。ただし、傍聴に関してコラボ四街道など、ものによって個人情報がある場

合もあり、そういう場合には非公開にすることができるますので、随時対応していきたい

と思います。 

それでは、本日の議事に入って参りたいと思います。次第をご覧ください。平成２７年

度の地域づくりコーディネーター業務報告について、事務局からご説明ください。 

 

事務局（齋藤主査補）：皆様に事前にお配りしました「平成２７年度地域づくりコーディネ

ーター業務報告書」とチラシも適宜ご覧いただきながらの進行となります。前段としまし

て、みんなで地域づくりセンターについてご説明をいたします。平成２２年９月に「四街

道市みんなで地域づくり指針」に基づきまして、四街道市みんなで地域づくりセンターを

オープンしました。現在５名のコーディネーターが、ＮＰＯクラブの指導の下でコーディ



ネーター業務を行っております。コーディネーター業務の内容につきましてはこの後ご紹

介させていただきますが、地域づくりに関するコーディネート、コラボ四街道のサポート、

相談・情報発信等、みんなで地域づくりの推進に関わる部分につきまして業務を担ってい

ただいております。本委員会においては特にみんなで地域づくりセンターの業務を通しま

して皆様からご意見をいただきながら、その推進を図っていきたいと考えております。こ

のコーディネーター業務の報告につきましてはＮＰＯクラブの勝又副代表理事からご報告

させていただきながら、皆様と意見交換させていただければと思います。 

 

○金子委員、退席。 

 

勝又副代表理事：それでは、平成２７年度四街道市地域づくりコーディネーター業務委託

事業のご報告をいたします。 

※以下、資料『平成 27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報告』参照。

備考についてのみ箇条書き※ 

・施設利用状況は一覧表にまとめてあります。来所者数につきまして、６月は「大きなテ

ーブル」、それから１１月は「ユニバーサル農業フェスタ」等がありまして人数が多くなっ

ていますが、トータルでは６，８４６名のセンターへの来所がございました。 

・センターの業務は資料の２．（１）～（６）にそれぞれ書かれています。 

・資料１ページ、（１）（２）の今年度のテーマは「地域の高齢化の課題」。 

・資料２ページ、地域包括ケアづくりに向けた「生活支援体制づくり研究会」参加につい

て、田中委員も生活支援コーディネーターをされていて、この中でのメンバーとして入っ

ております。 

・３ページ、四街道の魅力発信や地域活性化について。みんなで地域づくりセンターの事

業の中から誕生したグループ等を支援して進めております。マップ活用交流会、よつグル

メ研究会等です。 

・５ページ、「大きなテーブル」第８回報告。第１回目はセンターから呼びかけて参加。回

を重ねていく中で参加団体の自発性が少しずつ出てきたところです。 

・７ページ、「ちばユニバーサル農業フェスタ２０１５」の開催につきましては、前年度以

上の来場者で賑わい、定着してきたと思われます。販売ブース等で福祉作業所の販売や農

産物の販売等がありましたが、県内高校のクッキング部等も２つ店舗を出しました。 

これからの課題について今年度継続して行ってきた活動を今後も継続していきたいと思

います。特に先程お話しました生活支援体制づくり研究会等にも参加させていただいてい

ますので、関係機関とも連携して進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した。では議事の２７年度の地域づくりコーディネータ

ー業務の報告がありました。この時点でまず１回、質問やアドバイスも含めて何かあれば



皆さんから伺っていきたいと思います。今年度から委員数が以前に比べてコンパクトにな

っていますので、順番に当てていきますのでご自身の気になるところ、関心事でも構いま

せんので、何かご質問なりアドバイスなりいただけたらと思います。最初に何かある方か

らいかがでしょうか。 

 

伊佐委員：３点ほど確認いたします。まず１点目は大きなテーブルですけど、私も障害者

という立場で障害者関係の知り合いも多いものですから、なるべく２日間あるうち１日は

顔を出そうかと思っていますが、第１回から見てきますとだいぶ参加団体も増えまして、

今現在文化センターの展示ホールではかなり手狭だと印象を受けてまして、今後会場をど

ちらか変更するご予定があるかどうか、というのが１点目です。それから２点目は、ご説

明の中にドラマチック四街道が出てきましたが、市政だよりの１２月号あたりで急に、ド

ラマチック四街道ということが出てきた印象があります。私の知り合いに訊いてもあまり

知られていません。ドラマチック四街道は、行政が中心進めているかと思いますが、趣旨

を改めて確認させていただければと思います。それから３点目、相談件数が平成２７年度

減少したという事ですが、私の個人的な話になりますが、音楽活動もやっていまして、た

だ私は楽器が弾けないものですから、音楽活動をするときのギターやピアノなどの伴奏を

してくれる方に関してみんなで地域づくりセンターに相談したら、いろいろ関係団体に訊

いてくれたんですけれども、なかなかいらっしゃらなくて最終的にご自身のお友達を紹介

していただきました。その方が今、私のイベントの時のピアノ伴奏をしてくれてとてもあ

りがたいのですけれども、そういうのは相談件数に含まれるのか確認させてください。 

 

勝又副代表理事：大きなテーブルにつきましては現在の場所でと考えています。例えば展

示ホールの前のスペースなども検討しましたが、あそこはやはりいろいろな方が休憩され

る場所ということで、共催していただいています地域振興財団にお借りしています展示ホ

ールの中で工夫していきたいと思います。また、秋のちばユニバーサル農業フェスタに大

きなテーブルとして出店していますので、そちらは文化センターの内外を使って開催しま

すので、そのあたりを総合的に考えております。 

 

伊佐委員：例えば大ホールの前の「ホワイエ」があるかと思いますが、そこを利用できる

可能性はありますか。 

 

勝又副代表理事：ちばユニバーサル農業フェスタの場合にはお借りしていますが、そこを

借りるということは大ホールもお借りするというかなり大がかりなことになります。 

 

伊佐委員：分けて借りるというのが難しいのですね。わかりました。 

 



勝又副代表理事：それからドラマチック四街道につきましては事務局からお話しいただけ

ればと思いますが、センターは昨年のドラマチック四街道のリサーチプロジェクトに、市

内の魅力を発見するという中でコーディネーターが参加してサポートをいたしました。 

 

事務局（齋藤主査補）：ドラマチック四街道の取り組みについては市の事業ですが、プロモ

ーション的な側面も少しありまして、四街道市は大きな産業ですとか、観光資源があるわ

けではない中で、四街道市というまちをどう見せていこうかといったところで、地域の取

り組み、地域の日常の姿というのを外に発信していくことで、より多くの方に共感しても

らったり、「いいね」と思ってもらえるというようなものを、映像ですとか、先ほどありま

したリサーチプロジェクトの中で、まちについて人に訊いたりしたものを冊子にまとめた

り、写真集という形でまとめたりしました。こういった形でベースは地域の活動、地域の

日々の暮らしに焦点を当てて、より多くの方に知ってもらう為の取り組み、いろいろな媒

体を使って発信していこうといった取り組みでございます。 

 

伊佐委員：市外にアピールする為の事業と考えて良いんですかね。 

 

事務局（齋藤主査補）：外に発信する以上、当然市の外の方にも届くところですが、四街道

市に住んでいる方の中にも、四街道市の事を良く知っているか、というとそうでない方も

まだたくさんいらっしゃると思うので、我々の第一の目標としては、まずまちの方にまち

の事を知ってもらいたい。その中でより多くの人に、という意味で多くのメディアを使っ

て外に発信していきますので、内外問わずさらに多くの方に知っていただけたらと思って

います。 

 

伊佐委員：ありがとうございました。 

 

勝又副代表理事：相談件数につきましては、先程の伊佐委員のご相談について私も記憶し

ておりますし、件数に入っております。センターとしても相談について知らせようという

ことで、今年からの試みですが、フェイスブックに「こういう相談がありました」という

のを２回出していまして、いろいろな方に見ていただいています。今年度につきましては、

昨年度６月まで１５件だったのに対して、２２件ということで昨年よりは多くなっていま

すので、引き続き発信を心掛けたいと思っています。 

 

伊佐委員：どうもありがとうございました。 

 

庄嶋委員長：では、田中委員どうぞ。 

 



田中委員：いろいろと知らない事がたくさんわかり、聞いていまして興味深かったです。

私の方でどうしても気になるのは地域づくりの高齢者の課題というところで、本当に目指

すところは私がやっているものと全く一緒だなと思っています。私が生活支援コーディネ

ーターになったのはつい最近の事で、皆さんの方が先に活動されていたというところがあ

るので、是非今後、いろいろな形で一緒に繋がって、四街道市全体としてこういう風に地

域の高齢化の問題を解決できるよ、というように、高齢者支援課であったり、シティセー

ルス推進課であったりが縦割りではなく、繋がっていかなければならないなと思いました。

皆さんやはり悩まれているところは、私が聴いている課題と一緒なんですよね。それが別々

に対応しているというのは何とももったいない事だろうとすごく感じたのでその辺が一緒

にできればなと思って聴いていました。そして相談のＰＲに関して、私も気になっていま

して、私自身もみんなで地域づくりセンターの相談機能の部分がいまいちわかっていなか

ったところがあり、今後「こういう相談機能も持っているんだ」という事を、もっと私た

ちの高齢者の支援の活動の中からも広げていくことができる良い相談機能だなと感じてい

ます。今、認知症の方が通えるサロンを作りたい、という相談が包括支援センターにたく

さんきています。その辺を地域包括ケア対策部分での活動であったり、社会福祉協議会の

地域福祉の活動であったりと一緒に対応しているところもありますが、さらにみんなで地

域づくりセンターの方と一緒に対応するという事ができるんだなということがすごく繋が

って嬉しく思っています。 

 

勝又副代表理事：これまでも自治会の情報交換会ですとか高齢化の課題の時に高齢者支援

課にご報告したり、課長に来ていただいたりという機会がありましたが、昨年度から生活

支援体制づくり研究会に参加するようになり、そこの場でいろいろと相談できると思いま

す。センターは高齢化や福祉についての専門性を持っているという事ではなく、全然関係

のない違う分野の団体の情報とかもありますので、そういうところがいろいろな形で繋げ

られたらと思っていますのでよろしくお願いします。 

 

庄嶋委員長：次、中山委員お願いします。 

 

中山委員：先程の説明を受けて２点だけ、私の考えているところで感想をお伝えします。

１点目は地域づくりサロン「コミュニティカフェをつくろう！」ですね。これは各地域の

高齢者の為の集まる居場所づくりということが狙いかと思いますが、常々自分が勤めてい

る文化センターのレストランの機能があまり果たされていないし、知らない人が多い。レ

ストランとカフェをコラボするような形にすると良いのではと思います。文化センターに

せっかく演劇とかを観にに来た時に「ちょっとお茶でも飲んでいこうか」といったときに

はもう閉まっている、というようなことが多いです。もう少しコミュニティの場の性質を

持ったものにはできないものかなと常々思っています。もいろいろ探ってもみましたが、



手が出せないところであるということでした。だから業者とうまくコラボしながら、時間

帯もありますけれども、お昼のレストランとその後に、そういう仕組みでもう少しアピー

ルできれば、文化センターそのものが地域のコミュニティとして役割を果たすことができ

るのではないかなと思います。新たにいろいろなものを作ったりすると、お金もかかり大

変な思いをすると思うので、地域周辺やまた他から来た時でもいろいろな事で話し合えて、

コミュニティの活性化に繋がればいいなと思います。それから２点目は、小学校・中学校

の職場体験についてです。私も教育現場に関わってきまして、四街道という所は小学校が

１２、中学校が５、そして千葉盲学校、特別支援学校もある。それも非常に近い距離にあ

る。そして市内に４つの高校があって、正に教育の街・人づくりの街という意味ではもう

最適の環境にあり、素晴らしい所だと思います。今までの話を聴いていますと本当にそれ

ぞれ小さい所で皆さんが頑張っている。それがうまく発信されないので「四街道で何か知

っていることありますか」と言うとあまりないですよね。ゴールデンウイークや夏休みに

子どもが例えば千葉市からとか佐倉市からとか来るようなものがあるかというと、そうい

うのがない。ですけども教育環境、という素晴らしいものがあると思いますので、是非こ

の小学校の体験学習、中学校の職場体験もそうですけども高校生のインターンシップ等も

ひっくるめて、商工会議所等の連携も含めて教育委員会等にもっと力を入れてやってほし

い事業だなと思っています。一番の問題点は、ではどのように関わることができるのか。「学

校との連携する」の「連携する」という言葉はいいですよ。学校行事にしても職場体験を

行う中学校は５つあります。その５つとも全部１１月です。そうすると受け入れる側も大

変です。うちの職場は手広いですから、いろいろな所で受け入れていますが、日にちが重

なったり、４週も５週も中学生の面倒を見なきゃいけない。さすがに職員も「もうやめて

くれ」みたいな感じのところもあるので、校長会など、もう少し分散化させてくれ、と言

うんですけどもなかなか変わらない。だからそういう事を考えると、うちの職場以外の商

工会等も１１月にいっぱい来られても困っちゃうところもあるんだろうなと思いますので、

その辺りもっとうまく連携を図りながら、そして教育委員会でもう少し音頭を取ってもら

って進めてもらえると違った形になるのかなと思います。そして四街道の風土として小学

校・中学校・高等学校、そういう人たちの力をもっと活用するような事を考えていく。そ

してその子どもたちにも自信を与えられる「よく頑張ったね」と地域の人から褒められる

と、子どもってものすごく大きく成長します。学校の先生から褒められるよりも、地域の

人から褒められることの方が大きく成長します。そういう場面をもっともっと多くしてほ

しいなと思っています。こういうところはもっと力を入れて、四街道はそういう資源的な

ものはないけれど、人が資源であるということでそういう人づくりという観点から、地味

な取り組みにはなりますけれども大事なことだと思います。 

 

庄嶋委員長：今の点で何かお答えすることはありますか。 

 



事務局（齋藤主査補）：文化センターのレストランについては管財課所管ですが、そういう

話もいろいろとあります。職場体験については、学校側も体験する職場を結構苦慮してい

る様で、市役所も受けている部署は少ないです。 

 

中山委員：市役所がもっと引き受けてほしい。 

 

事務局（齋藤主査補）：実際集中してセンターでも対応が難しいということもあったりしま

す。もっと力入れてやれたら、プログラム含めて充実したものができるというのもありま

す。校長会や教頭会といった場で、そういった提案ができるとまた可能性もあるかと思い

ます。今年のお話になりますが、インターンシップをセンターで受け入れまして、今６名、

大学生等が夏休み期間に地域づくりに関わる形で参加します。市内の方が１名、あとは東

京、神名川からボランティア活動や地域づくりに関わります。昨日ヒアリングもありまし

たが、小学校、中学校、高校、大学と、幅広くセンターで受け入れも行っているので、今

後もＰＲしていくことでセンターの力にもなりますし、充実を図って行けたらと思います。 

 

庄嶋委員長：ありがとうございました。では、中村副委員長。 

 

中村副委員長：私の場合はいろいろな地域のこういった活動に関わっている中ではいつも、

コーディネート機能というのが非常に問われていて、その地域ごと、自治体ごとに違うの

ですけれども、お話を全体的に伺う中では、非常にきめ細かくサポートされているなとい

うのを改めて感じました。その中でも特に昨年度も取り組んでいらっしゃると他機関との

連携、中山委員も仰っていたけれどもそういう意味ではすごく連携の仕方が難しいとは思

います。ただ地方創生の観光事業を中に入って見ていると、横断的な繋ぎ役にセンターの

方がなっていたという状況があり、非常に必要だなと思います。だから、そういった意味

ではそのプロジェクトごとでは、もう限られた資源、お金、期間、人もそうなんですけど

も、センターの機能がある事で、その相乗効果の生み出せる繋ぎ役みたいなところが非常

に期待できると改めて思いました。また、その中でどう繋ぐかというのは、学校の難しさ

のお話を伺いましたけれども、やはり期待できることがあると思います。だから今年度も

更に力入れていってほしいです。あとは四街道市は先進的な取り組みでもあると思います。

そういう意味では小・中・高・大学を含めたインターンシップみたいな機能はモデルケー

スにもなると思いますし、様々な可能性を感じました。 

 

勝又副代表理事：ありがとうございます。今までやってきて市の関係機関との連携が昨年

特に強まってきたということと、いろいろな場面で進めている事業、例えばよつグルメ研

究会や大学との連携がたくさん出てきていますので、これからも大事にしていきます。 

 



庄嶋委員長：ありがとうございます。最後に私からの感想ですが、中村副委員長から仰っ

ていただいたのと似ていますが、先程の報告の中で他機関、他の地域づくりを担う主体と

の連携があったところがすごく印象的です。もともとこちらのセンターは他のもう少し大

きい自治体であれば、本当はそれぞれが別々のセンターを持ってそれぞれで担当してもい

いような事を、ひとまとめにやられているというところもあって素晴らしいなといつも思

っています。とは言え、やはり個別のテーマに関してはそこだけでは抱えきれないところ

もありますので、それ以外の専門機関、専門機関のコーディネーター職の方同士、先程の

一つの事例として地域包括ケアの話で田中委員の生活支援コーディネーターの話もありま

すけど、地域包括ケアを進めていく介護予防とか生活支援とかの部分となりますと、そこ

に地域の団体がもっと関わりを持つようにという方向性になってきているわけですが、そ

の団体の情報とかそこに対するネットワークを持っているのはみんなで地域づくりセンタ

ーであったりするので、コーディネーター職同士が繋がり、ネットワークを築いていくと

いう段階に入ってきているのだろうなとすごく強く感じたところであります。ですので、

センターがそれだけ他からも声を掛けられたりするという、頼られる存在に成長してきて

いて、実態は私もずっと見させていただいているので、本当にこれだけの事をやられて素

晴らしいなと思います。委員の皆さんが変わってきますと新たな感想で、意外と自分の近

くの知り合いの人に、まだ知られてないとかそんな声も出てきますので、その辺りを更に

広く知られていくと良いなとに思っております。 

それでは、次の議題が今年度の業務計画になります。続けて説明をお願いします。 

 

勝又副代表理事：平成２８年度のコーディネーター業務計画についてお話をいたします。

※以下、資料『平成２８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計画』参

照。備考についてのみ箇条書き※ 

・テーマとして「地域の高齢化の課題」と、子どもの貧困について社会でも言われている

中で、「子どもをめぐる環境」ということも課題にしています。今年度は家庭支援課にヒア

リングに行って、その後１０月に子ども関係の団体と一緒に情報交換会を進めようと思っ

ています。 

・四街道市の子どもの貧困について、活動している団体が把握している状況を情報交換し

て、その中で何が必要なことかを話し合う場にしたいと思います。 

・夏休み小学生ボランティア体験の受け入れ団体が、今年は２団体増えまして１０団体で

す。７月５日申込みの際に電話が１時間くらい鳴り止まず、電話が繋がらないというご指

摘もいただきました。次年度は締め切りを設定して、抽選ということも考えたい。現在キ

ャンセル待ち含めて１６０人位の申し込みがあり、昨年の１．５倍という状況です。 

・ちばユニバーサル農業フェスタは昨年６０団体位が出店しましたが、今年も１２月４日

に開催予定です。文化センターの駐車場が工事中で使えませんので、屋内が中心になりま

すが農業について情報交換したり発信する場にしたいと思っております。 



・広報誌「ｍｉｎｎａｄｅ」は企画内容をリニューアルするということで、８月末発行に

向けて検討しています。そこではコーディネーターだけではなくて、編集担当スタッフ２

名が加わって、リニューアル第１回目は高齢化の課題ということで、取材を進めていきた

いと思います。田中委員のところにもお話を伺いに行かせていただいています。 

・インターンシップの受け入れも、業務計画にこれまでも挙げて、昨年度も広報をしまし

たが、タイミングが少し遅く申し込みがありませんでした。今年は大学生が検討をする時

期の少し前に広報できたということと、「ＡＣＴｉＶＯ（アクティボ）」というサイトを利

用して、そこからの申し込みが多く、広報や地域づくりについて、夏休み中継続して関わ

りたいという人が３名と、小学生ボランティア体験１日への参加が３名となっています。

センター側でも受け入れが初めてなのでどのように進めていけばインターンシップに来た

方にもセンターにとっても有効な場になるかについて検討しながら進めております。 

・年間業務については、これから予定が入ってきますが、それぞれの事業についてコーデ

ィネーターがメインとサブとして関わり、そこを中心に進めています。月２回のコーディ

ネーター会議で共有・話し合いを進めています。 

 

庄嶋委員長：ありがとうございます。一つ前の議題の報告のところで既にいろいろアドバ

イスをいただいていますが、改めて事業計画の今年度ポイントになるところで何かござい

ましたらお願いします。 

 

中山委員：夏休み小学生ボランティア体験はとても素晴らしい企画です。私も良いなと思

っているんです。これの周知を図る意味と、それから小学校にはこれは学校を通して周知

されたのですか。 

 

勝又副代表理事：はい。全児童約５，０００部配布していただいています。表面が子ども

向け、裏面が保護者向けという形にして、また市政だよりにも掲載しております。 

 

中山委員：相当定着していますね。 

 

勝又副代表理事：センターが様々なコラボ四街道事業や地域活性化の事業について、コー

ディネーターが関わって必要なサポートをしていこうということで、今年は夏休みこども

まちづくりプロジェクト実行委員会が進める「こどものまち」を８月２５日に開催しまし

て、これもコーディネーターが２名関わって必要なサポートをして進めています。吉岡の

地域を中心に行われるということです。 

 

中山委員：素晴らしい事業だと思うのは、今は学校の中でもコミュニケーションが取れな

い、引きこもり、そういう事が非常に社会問題になる程増えてきています。小学校の時か



らいろいろな大人と関わったり、このような体験活動というのがすごく大事なことだと思

う。是非これは頑張ってやってほしい事業です。小学校はそういう体験ができますよね。

中学校は部活とかいろいろあって忙しいけれども、全員が部活をやっているわけではない

ので中学生のボランティア体験とか、そういうところに広まってくると、非常に良くなっ

てくるのではと思います。とりあえず小学校でやってもらえば、いっぱい集まって、また

楽しみにしてる子ども達もいるかもしれませんので、是非継続してやっていただければと

思います。 

 

庄嶋委員長：ボランティア体験の関連ですけれども、小学校に案内は提示されていて、約

１６０人の申し込みがあるそうで素晴らしいなと思うんですが、大田区のケースで考えま

すと、私も非常勤で関わっている部署が地域づくりの担当をしているので、この時期にな

ると小中学生が「ボランティアやりたいんですけど」と来る子もいます。ただ、大田区の

場合はこういった体制を区では整えておらず、社会福祉協議会で開催しています。小学生

対象はないのですが、中学生であれば、夏休みの中学生のボランティア体験に回す、とい

う事をやっています。そういう意味で、役所の他の部署などに、例えば小中学生のボラン

ティア体験などの問い合わせがあって、それがどこかを経由してセンターに紹介されてく

るというケースはありますでしょうか。 

 

事務局（齋藤主査補）：一切ないですね。 

 

庄嶋委員長：それは直接ということでもう知られているという事なのか、どこかで話が止

まっている可能性もあるという事ですか。 

 

事務局（齋藤主査補）：社会福祉協議会で高校生を対象にボランティア体験を開催していま

す。育委員会からの小学生対象のボランティア受け入れというような話は、この事業が始

まってから一回もないので、止まっているにしても遅すぎるので、もしかしたら本当にな

いのかもしれません。 

 

庄嶋委員長：センターで受け入れている、というのは同じ役所の中では知られているもの

ですか。 

 

伊佐委員：今回、市政だより 7月１日号に載っていましたね。 

 

勝又副代表理事：昨年は市政だよりに掲載していない状態で約１００件応募があり、その

前の年と同じだけ参加があったので、小学校にチラシを配るという事は大きいと思ってい

ます。この事業を始める年にボランティアセンターに相談に行った時に、中高生は実施し



ているけれど、小学校はやっていないという事でした。 

 

庄嶋委員長：わかりました。もともと住み分け的にそこから始まっているのですね。あり

がとうございます。 

 

伊佐委員：小学生ボランティア体験の関係ですが、私も関わっているのが２件あって、「朗

読者の会やまびこ」というグループがありまして、前から小学生ボランティアの受け入れ

をしています。今までは４人とか５人集めるのも大変だったのですけれど、７月７日にみ

んなで地域づくりセンターに行ったら、今回は定員１０名のところ１８名集まったという

事で、すごいなと思っています。それこそ抽選にしないといけないという話も伺いました。

そう考えると、市政だよりに載せたのが大きかったという印象があります。それともう１

件、高齢者の事についてこれから取り掛かっていきたい、という事ですが、もちろん田中

委員のご協力を得るとして、もしできれば当事者の声も拾ってほしい。私も２件ほど介護

関係で関わっていて、一つは介護のつどい「虹の会」というのがありまして、毎月第４火

曜日１０時～１２時に福祉センターの３階会議室でやっています。サロン的に集まったり、

ワンポイント講座で食事のことや高齢者の制度のことをやっている。もう一件は奇数月の

第２土曜日同じく１０時～１２時福祉センター３階の視聴覚室にて、「男の介護を語ろう

会」というのをやっている。男性介護者が今は増えていて、３分の１は男性介護者ではな

いかという印象があるのですが、忌憚のない意見がそこでは話されています。どちらも事

務局が地域包括支援センターなので、そこを通した方がこういう話はいいかなと思います。

そういう当事者の集まりがありますので、そういう声も拾っていただければと思います。 

 

田中委員：私もつい先日、認知症の方の支援で訪問した時には、不登校だったが中学校を

卒業してやっと高校に行くことができた子が、一晩中認知症のおじいちゃんが騒いでいて

どうしようもないので、家族のために起きて看ていました。テストが終わって泥の様に眠

っているといったような環境です。その中で高校に行っていて、中学校の下の子もいる。

そうした子どもの貧困というところでは、高齢者の家に行くと必ず子どもの貧困があると

いうようなところもあり、連携取っていくという部分でヒアリングの際は関係機関の中で

は、社協でやっているくらしサポートセンター「みらい」と連携して家庭支援をしていま

す。すごい事例が入ってきている。食べられない子達もいっぱいいる。サロンの話に繋が

ると、食事もできるサロンがあればいいなと思っています。 

 

伊佐委員：１１日の月曜日、中核地域生活支援センター大会があり、その大会の発表で市

川にてこども食堂をやっている方の発表がありました。市川と浦安で展開していて、大変

興味深い話で、主旨としては、食事の提供だけでなく、学習支援を絡めるとかそうした形

で展開していました。世間的には６人に１人の子どもが貧困と言われていて、子どもが貧



困という事は大人が貧困だから。こども食堂の事とかも、これから四街道でも考えている

組織もあるようなので、そんな取材もしていただければなと思います。 

 

庄嶋委員長：いろいろと出ましたが、現実的にホットになっている話題ということもあり、

それは四街道ではどうなのかということも含めて、今後もテーマになってくるかと思いま

す。 

 今回は初日ということもあり、少し時間が長めになるかと思います。このあと、コラボ

四街道のふりかえりもありますので、一回休憩を入れさせていただきます。 

 

○休憩 

 

庄嶋委員長：みんなで地域づくり事業を実施している、通称「コラボ四街道」の平成２７

年度実施分のふりかえりということで、大体毎年度第１回目の会議で前年度分のふりかえ

りを行っています。それでは、事務局、よろしくお願いいたします。 

 

事務局（齋藤主査補）：今回、庄嶋委員長以外の委員の皆さんにつきましては、この事業採

択に関わった委員ではございません。どういった経緯でこの事業が採択されて、そもそも

このコラボ四街道事業の制度につきましてご説明いたします。このコラボ四街道につきま

しては、前年度に申請を募集しまして、その年度内にプレゼンテーションを経て採否を決

め、次年度の事業を実施しております。みんなで地域づくり事業提案制度審査結果を参考

で付けておりますが、事業内容につきましては、深いところまでご理解いただくのは難し

いかと思いますが、客観的な視点で書類をご覧いただいて、団体がふりかえりましたシー

トに基づきまして、皆様方のご意見を頂戴して団体にお返ししたいと思います。このふり

かえりの主旨は、この団体の活動がより継続して発展して地域に根付いていく為の、エー

ルまたはアドバイス、これをこの委員会として行っていければと思っております。去年、

１８団体が事業採択されております。一事業ずつ事業の概要を説明させていただきまして、

ふりかえりについてポイントとなるところについて触れさせていただきながら、皆様方の

ご意見を頂戴できればと思います。何団体かまとめてご報告させていただいて、その固ま

りごとにご意見等頂戴できればと思います。事前にコメントシートというのを付けさせて

いただいていますが、今日の議論を踏まえまして、こちらに気になった点を記載ください。 

※以下資料 コラボ四街道の各事業の『事業ふりかえりシート』、『みんなで地域づくり

事業提案制度（コラボ四街道）事業一覧（平成２７年度実施）』参照。備考についてのみ

箇条書きにて記述※ 

 

１．「四街道ともに築く未来の会」 

・既に１０回行われている事業で、フェスタ開催前にこの活動が１０年を迎えたという事



で、地域課題に連動した形で市民活動フォーラムを夏に開催しております。 

２．「鷹の台を元気にする会」 

・コラボ四街道の制度を利用して３年目の事業です。今年、自立して活動しておりますが、

他からの補助金を確保でき、その活動を継続する事が決まったところです。 

３．「栗山みどりの保全事業実行委員会」 

・この事業につきましても３年目の事業となります。 

  

庄嶋委員長：今日、口頭で話した事も、委員会としての意見の中に反映される部分もあり

ますが、時間が限られているので一つひとつ丁寧に議論する時間はないかと思うので、疑

問点やそういうものを解消するような事に今日の時間を当てまして、基本はこのコメント

シートにそれぞれの委員が思ったところを書いていただく、という事でいきたいかなと思

います。という事で今の３事業ありましたけれども、何か確認をしたい事がありましたら、

皆さんからお願いしたいと思います。 

 

伊佐委員：２点程ありまして、この３つの団体がコラボ四街道の３年目の事業で、他にも

幾つかあると思いますが、実際３年補助金が出て、それぞれの事業をやってきて、その後

というのは難しいんだろうなという気がします。ともに築く未来の会は私も関わっている

ので、内情を知っていますが、わくわく市民活動フェスタを年１回開催するにあたっての、

コラボ四街道への応募というの大きな目的があったところですが、２月１４日で開催した

栗山小学校での回が第１０回目でした。第１回目はわろうべの里で、それ以降は各小学校

持ち回りでやってきました。小学校は１２ありますので残り３個ありますが、残念ながら

資金面の都合がつかなくて、来年の２月はフェスタやらないと聞いています。だから、こ

れからその資金面が厳しいと思います。ともに築く未来の会だけではないですが、例えば

今後３年間で、補助金が打ち切りになって、次年以降難しい場合に、また新たな団体とし

てコラボ四街道に応募してくる可能性もあるのではと思います。今後、新しい団体が、例

えばともに築く未来の会のような団体が応募してきた時に、類似した団体という事でそれ

は駄目ですよとするのか、それを確認したいという事が１点目。もう１点が、鷹の台を元

気にする会ですが、こちらは次年度から補助金の目途がついたという事が書いてあったと

思います。差し支えなければ、どういう所から補助金が付く見込みがついたのか教えてく

ださい。 

 

事務局（齋藤主査補）：実際に応募がでてこないと類似かどうかの判断はできないと思って

おります。３年の補助を過ぎた後の団体のフォローをどうしていくかという市民活動支援

をしていく立場においては考えていかなければいけないというのは認識しております。で

すので、その類似なのかどうなのかという点については提出があってからという事になっ

てしまいますが、この活動をどう続けていくか、地域で活かしていくかという検討はし始



めているところです。２つ段階があって、来年出てきた時にどう判断するか、今具体的に

やっている。補助金ではない形でどうサポートしていくのか、場合によっては補助金とい

う形であるのかも知れませんが、その検討はでし始めているといったところです。 

 

伊佐委員：ともに築く未来の会の内部事情の事を言いますと、１０年以上続けてやってき

ていて、後継者がそれぞれの団体にないのです。明日の午後ですが集まる予定があります。

場合によってはこれからの存続をどうするかという事も踏まえた上で、なにか情報があり

ましたらまたお伝えしますが今そういう状況のようです。 

 

事務局（齋藤主査補）：明日、私たちも参加の予定です。鷹の台を元気にする会については

コープ関係のようです。 

 

伊佐委員：わかりました。ありがとうございました。 

 

庄嶋委員長：他に、いかがでしょうか。 

 

中山委員：ともに築く未来の会の取り組みは、非常に子ども達を巻き込んでのもので、地

域の踊りや発表などがされており、非常にいい企画だと思います。学校を回ることで閉鎖

的になってしまっているという感じもあります。例えば栗山小でやると栗山小の生徒しか

来ない。では他の所から来るかと言うとそうではない。という事は市内に１２校あるので

十年に一回位しか回ってこないと知らない人が多過ぎる。だから市民の中でわくわくフェ

スタが全体的に馴染みが薄い。十年やっていてもそんなに認知されているとは思いません。

場所をある程度固定して、この時期に、こういうフェスタが開催されますよ、という事で

各小学校からも来場者が来る、そういうものになっていった方が、もっと認知されるので

はないかなと思いますが、果たしてそういう場所があるかどうかとなってきます。ですか

ら、例えば四街道小とか中央小とか大きい学校でやるとかすれば凄い人数になるとは思う

んです。小さい学校で開催した場合に、果たしてどれだけ来るのだろうかと。駐車場もな

いし非常に狭い、大混乱してしまう中で、どうやって開催するのだろうかという事にもな

るとは思います。今後の課題と言えば課題になるとは思いますが、せっかく良い活動であ

りながらも、学校を回る事によって逆に閉鎖的になってしまう。子どもも市民、というそ

ういう目線はいいですが、その目線そのものが子どもから見た時に本当に子どもの目線な

のか。逆にやっている事自体が大人の目線ではないか、という事もあるので、ちょっと難

しいのかなと私は思います。もっとみんなが集まりやすいような所で、市民全部にこうい

う事をやりますよと呼び掛けた方がよいと思います。ちばユニバーサル農業フェスタのよ

うに、千人は集まってくるのではないかなと思います。 

 



庄嶋委員長：他に何か、ご確認されたい事はありますか。 

 

中山委員：栗山みどりの保全事業実行委員会のかわら版も凄く良いなと思ってます。毎月

発行するんですよね。四街道全部には発行されてますか。私は見た事がないです。 

 

事務局（齋藤主査補）：市のホームページには貼ってありますが、部数は大量には発行して

いないかも知れないです。 

 

中山委員：せっかくのこういう事をやっていますよというチラシだから、文化センターと

か公民館などの施設に、もっと貼り出してもらうだけでも認知が高まるかと思います。地

元の人達だけに回すよりも、もっと市民全体的に回した方が「じゃあ行ってみようかな」

のようなこともありますよね。地元にいたら散歩がてらすぐに行くかも知れないですけど、

私はめいわに住んでいますが、かわら版を見ればじゃあ今度１回行ってみようかな、とい

う気にはなりますよね。かわら版を毎月発行するって凄いなと思っています。知る人ぞ知

るというところに留まっているのかなと。ちょっと残念だと思っています。 

 

事務局（黒岩リーダー）：前段のフェスタの件ですけが、私は最初に始めたときの担当だっ

たんですけど、最初は文化センターでやろうかという話がありました。文化センターを貸

し切るとなるとお金が少々かかるということ、そのお金を有効に活用したいという点、ま

た毎年同じ所でやるというのもそれは一定の効果があると思いますが、ＮＰＯの活動を知

りたいとなると、相当意識の高い人しか来ないだろうという事で、地域にむしろ出向いて

行って、限られた地域かも知れないけれど、地域ごとにＮＰＯの活動を理解していただけ

ればというところで、小学校の体育館を利用して回って行こう、となった経緯はございま

す。 

 

庄嶋委員長：実際こういう市民活動を知ってもらおうというイベントは四街道の場合、と

もに築く未来の会のような団体同士のネットワークがある時できて、そこがこういった活

動を実施していこうという事で始まった部分があるので、今のような形を自主的にとられ

たというところがありますね。他の自治体ですと逆に行政が、事業の中でこういう市民活

動のフェスタみたいなものを位置付けて、公共施設を毎年使って開催するスタイルでやっ

ているところもあって、成り立ちによってそのスタイルがいろいろあります。ともに築く

未来の会の事業が現在ではこういった形で３年間補助金を活用されて、今年度は資金等の

課題があってできるかどうかという話になっているというところもあります。そういう意

味で、四街道市としてこういった市民活動を広めるイベントをどう捉えるのか、どう考え

ていくのかという事自体が課題としてあると思います。来年度のこの事業を考えていく時

に、二点考えないといけない事があると思ったのは、市で３年過ぎた事業をどう捉えるの



か、逆に言うと、この審査する我々の側も３年経って、やはり資金的に大変で終わってし

まうということになると、それでいいのかという事があるので、そういった事業を本来ど

のように支援するべきなのかというところについては、少し議論をしなければなりません。

今日は時間がないので例えば次回、審査に実際に臨むよりも前の段階の時にやれたらなと

思います。もうひとつは、栗山みどりの保全事業についてですが、コラボ型ということで

両方がそれぞれふりかえりシートを出されていますが、認識にすれ違いがあるかなという

ところで、団体の側としては専門性もあるしやる気もあるが、やはり資金的な部分で十分

ではないという声があります。市としてはボランタリーな市民の力がこうやって出て、こ

れだけの成果が上がっているからいいという事ですが、特にこのコラボ型と言われる両者

が対等に関わるような事業の場合、どうあるべきかみたいな課題があります。これまであ

まりそういうところを整理せず、いきなり出てきた事業について採択・不採択という事し

か議論していないので、今回どうあるべきか、というのを第２回目の会議のときに議論で

きたらと思います。 

 

事務局（齋藤主査補）： 

※以下資料 コラボ四街道の各事業の『事業ふりかえりシート』、『みんなで地域づくり

事業提案制度（コラボ四街道）事業一覧（平成２７年度実施）』参照。備考についてのみ

箇条書きにて記述※ 

 

４．「にこにこ文庫さとの子会」 

・３年目の事業。もねの里のご自宅を地域に開放。 

５．「よつグルメ研究会」 

・同じく３年目。後述の「Ｙ・Ｙ・ＮＯＷＳＯＮ」と東京情報大学とのコラボも。 

６．「ままのて」 

・２年目。参加する方もお客さんもママさんが多いのが特色。 

  

庄嶋委員長：ありがとうございました。では、今の３つについて何か確認されたい事など

ありましたらお願いいたします。 

 

伊佐委員：２点あります。よつグルメ研究会で開発したものとして、例えばクッキーや鹿

放パンを開発したとありましたが、どちらかで販売しているかどうか、資料からは読み取

れなかったんです。例えば、日替わりシェフの店さくらそうには置いてあるとか、確認が

１点。もう１点、ままのてが１８団体で一番興味を持ったんです。印象としては専業主婦

の人が中心かと思いますが働いているママも入っているのかどうか確認させてください。 

 

事務局（齋藤主査補）：パンなどについては、常設で売っている場所がないというのが現状



です。フェスタ、お祭りなどのイベントベースで販売するといったスタイルです。 

 

伊佐委員：私、大きなテーブルの時に居たのですが、それ以外でお見掛けするチャンスが

なかったので、常設しているのかという事を確認したかったんです。 

 

事務局（齋藤主査補）：印西市でのイベントがありましがその際も出店されています。市外

のイベントなどで行政内部でも連携を図りながら、できるだけ多くの場面で販売機会を増

やしていていこうとありますが常設となると厳しいといったところですね。 

 

伊佐委員：わかりました。ありがとうございます。 

 

事務局（齋藤主査補）：ままのてについてですが階層がありまして、マルシェなどに出店す

る準会員と言われている方は、作家活動をされてるといった状況ではあります。ママをし

ながら作家活動をして、イベントの際に出店するといった形をとっています。スタッフの

中には作家もいらっしゃいますが、専業主婦の方も多くいらっしゃいます。 

 

伊佐委員：どうもありがとうございました。 

 

庄嶋委員長：他にいかがでしょうか。 

 

中山委員：よつグルメ研究会について、全く同感です。いろいろなものを開発して、例え

ば情報大の学生と一緒に開発しましたというような事であっても、新聞等で話題にはなる

けども、では常時どこに行ったら買えるのといった時にそれがないと、それで終わってし

まいますよね。鹿放パンもそうですし、いろいろなものが開発されてはいるんですけど常

時食べられる場所がない。買い求めてせっかく四街道へ来たのに売っている場所がないと

いったら、やはりそれも問題なんだろうなと思います。よつどきクッキーは情報大学で売

っているんですか。 

 

事務局（齋藤主査補）売っておりません。イベントなどの企画時での販売です。 

 

中山委員：それが非常に残念ですよね。シティセールスのはずなのに、それが日常的にな

いのでシティセールスになり得ない。毎年いろいろなものを開発しても定着しない。とい

う事なんだろうなと思うので、せっかくよつどきクッキーなどを学生さんと一緒に作って

いても、やはりアピールして活性化を図りたいですね。四街道にはこんなに美味しいもの

があるよみたいなね。それが残念に思います。 

 



庄嶋委員長：ありがとうございます。他にいかがでしょうか。次ですけど、残り時間から

考えると、３件ずつですと時間がないのでまとめてお願いします。 

 

事務局（齋藤主査補）： 

※以下資料 コラボ四街道の各事業の『事業ふりかえりシート』、『みんなで地域づくり

事業提案制度（コラボ四街道）事業一覧（平成２７年度実施）』参照。備考についてのみ

箇条書きにて記述※ 

 

７．「四街道マップ活用交流会」 

・２年目の事業。 

８．「Ｙ・Ｙ・ＮＯＷＳＯＮ」 

・２年目の事業。ふりかえりシートの一番後ろがカントリーハイクのマップ。 

９．「四街道・科学未来からくり倶楽部」 

・２年目の事業。 

１０．「休耕地等村おこし同好会」 

・２年目の事業 

１１．「千代田地区市民有志会・千代田花壇愛好会」 

・２年目の事業。 

１２．「ＮＰＯ法人希望」 

・新規事業。障がい者しごと受注協議会の設置を図っていく事業。 

 

庄嶋委員長：はい、ありがとうございます。では、６件まとめてでしたが、何かございま

すでしょうか。 

 

伊佐委員：科学・未来からくり倶楽部の取り組みもけっこう面白いと思ったんですが、ま

だまだ１２の小学校に行き渡っていないようですね。からくり倶楽部の方も考えていただ

いているとは思いますが、行政の方でかなり後押ししていただいた方がいいかな、という

印象を受けました。それからもう１点、ＮＰＯ法人希望のしごと受注協議会ですが、私も

実はＮＰＯ法人希望の正会員でもあるので、内容を知っているんですけれども、ＮＰＯ法

人希望の事務局長の人が行政経験もあってかなりその辺の事を詳しいというところもあっ

て、こういう協議会づくりが上手くいったのかなという気がします。行政の方でも３月ま

で福祉サービス部長だった方もかなり力を入れてくれていて、受注者協議会のパンフレッ

トにもお言葉も寄せてくれて、かなり行政とタイアップした形で進んでいったという印象

がありますね。１点気になったのが、先程事務局からの説明もありましたけど、公立の施

設が積極的でないという事ですが、差し支えがなければ、どの辺が積極的でなかったかと

いうのはわかりますか。 



事務局（齋藤主査補）：からくり倶楽部の、指導者育成を図る点について代表の方も地域の

中で科学に興味のある方や元教員の方など、実は沢山いらっしゃるじゃないかと話しもさ

れているので、そういった方の掘り起こしの場面で行政の協力ができるのではないか、と

いうのは思っております。また、個別の学校現場においては、去年回った地区については

非常に協力をしてくださったというお話を伺っています。その中で行政が話をさせていた

だく機会などを増やしていきながら、より広く多くの学校へというのはあります。その為

の担い手も必要になってくると思いますので、うまく連携できたらと思っています。先程

の受注協議会については、実はヒアリングをまだしておりませんで、どこの施設かは聴け

ておりません。 

 

事務局（黒岩リーダー）：市政だよりの「よつかどびと」という特集コーナーを毎月１日号

に組んでいまして、次の８月１日号にその受注協議会の大渕さんとワークショップ四街道

の山本さんが載る予定です。この前インタビューをしている中で出ましたが、やはり今な

くなってしまいましたサンワークや福祉作業所が、山本さんや大渕さんがやっている団体

同士のコーディネートや民間との交渉の中心になっていただけばというところだったと思

うんです。その辺りの関係者がメンバーに参加されなかったという事で、本来なら参加さ

れたら、という事は大渕さんがおっしゃっていました。 

 

伊佐委員：そうですか。指定管理者の社会福祉協議会が、という事になるんですか。 

 

事務局（黒岩リーダー）：ただ、今はやはり皆さん５つの団体で努力されて、いまのスタイ

ルができているので、これでやっていく事も一つなのかなと思います。それをやっていく

中でサポートが必要な部分は、障害者支援課が考えながら関係機関を上手く繋いでいくと

いうところが良いのかなと思っています。 

 

伊佐委員：福祉サービス部長だった方が、今度社会福祉協議会の事務局長ですので、そう

いう話もできやすいかも知れませんね。 

 

庄嶋委員長：はい。ありがとうございます。では、よろしいようでしたら、最後の６件、

お願いします。 

 

事務局（齋藤主査補）： 

※以下資料 コラボ四街道の各事業の『事業ふりかえりシート』、『みんなで地域づくり

事業提案制度（コラボ四街道）事業一覧（平成２７年度実施）』参照。備考についてのみ

箇条書きにて記述※ 

 



１３．「ＮＰＯ法人千葉・草原のこころファーム」 

１４．「総合公園の植生調査の会」 

１５．「日替わりシェフの店 さくらそう」 

・コラボ自体は１年目、事業自体は３年前から。 

１６．「ちょこっとクラブ」 

・１年目。 

１７．「チームよつてら」 

・１年目。事業自体は３年前から。 

１８．「ナイトハイクと森キャンプ実行委員会」 

・アンダーナインティーン部門（１９歳以下を中心とした方々が、活動する）で、１００％

の補助をしている事業。３年目。 

 

庄嶋委員長：はい、ありがとうございました。最後のふりかえりについて、何か確認事項

がありましたらお願いします。 

 

伊佐委員：ちょこっとクラブについて、ふりかえりシートにスタッフが高齢という事もあ

って、提出書類が大変だという事が書いてありました。提出書類がどういう書類なのかと

いうのは、私まだ勉強していないですけども、確かに簡素化した方がいいのかなとは思い

ます。その辺りを今後のコラボ四街道を募集する時にどうするかという事。ちょこっとク

ラブに関しては体を動かすという事ですが、ちょこっとクラブにはいわゆる専門家が関わ

っているのかどうか。例えば市の高齢者支援課にＰＴの資格を持っている人もいますので、

そういう人との連携とかアドバイスを得ているかどうか。もう１点がナイトハイクと森キ

ャンプ実行委員会についてで、アンダー１９部門でのエントリーですが、チームよつてら

でも高校生の人も関わっていると思います。ただ、大学生も関わっているとアンダー１９

には該当しないのかなという事ありますが、よつてらもアンダー１９に応募されてきたら、

採択の可能性もあるのかどうか。以上、２点です。 

 

事務局（齋藤主査補）：書類の簡素化についてですが、提出いただいている書類が本日配布

しているものと、補助金を交付・確定するにあたっての市の様式、実績報告書等です。ど

うしても最低限必要な書類というものが発生してしまいまして、できるだけ簡素化したい

ところですが、やはり補助金を出すということが、どんな事業が行われているのか、最低

限書類で確認できて我々が把握するといった作業がある中で、どうしても増えてしまうと

いったところがありますが、工夫については検討できたらと思います。ちょこっとクラブ

については、スポーツ振興課のスポーツ指導員の方、体育指導員の方、千代田地区に住ま

われているといった地域特性を活かして、そういった専門性を持った方に指導員となって

います。アンダー１９部門については１００％補助ではありますが、地域づくり部門にエ



ントリーをすると補助金が５０万円まででるので、そこの天秤もあると思います。当然高

校生が中心となってそういった同種の事業が出てきた際は、土俵に乗ってプレゼンをして

頂いて、採択の決定を受けるといった形になると思います。 

 

伊佐委員：はい、どうもありがとうございました。 

 

庄嶋委員長：はい。ありがとうございます。では、よろしいようでしたら説明は以上とい

う事になりまして、もう一度流れを確認しますと、コメントシートを今の説明・やり取り

を踏まえまして、もう一度ふりかえりシート等を読んでいただいて書いていただくことに

なります。この期日はどうなりますか。 

 

事務局（齋藤主査補）：１週間後、２１日までにメール、もしくは郵送、ご持参、いずれで

も構いませんので頂戴できればと思います。全ての事業にコメントする必要はございませ

んので、特に記載したい事・要望したい事などを中心にお書きいただければと思います。 

 

庄嶋委員長：委員会のコメントについては、皆さんから出して頂いたものの中で、共通す

る点などを事務局で調整していただいて、私の方で確認をして委員会としてのまとめとし

て出した意見と、個々に出して頂いたものは全部、列記する形で載せるという事になりま

す。今年度から委員になられた皆さんは直接審査されたわけではないので、想像がつかな

いものもあるかとは思いますが、配布されている資料の範囲でいろいろと見ていただきま

して、コメントをいただけたらと思います。今日は第一回目ということで、コーディネー

ター業務報告や計画と、昨年度のコラボ四街道の事業の報告、ふりかえり等、結構な分量

になってくるので、１回の会議の議題としては多いのかなというのが少し課題になってい

るところではあります。次年度、もし要綱を変えずに評価をするという事になるならば、

もう少し評価のやり方を検討していただくとか、要綱を変えて評価までは求めないとか、

その辺りの取り扱いについてもやっていけたらなと思います。第１回で委嘱状の交付から

始まって３時間に渡る内容でしたが、本来は２時間位が望ましいと思いますが、その辺り

の運営についても確認できたらと思います。 

それでは、議事は以上という事にさせていただきまして、次第７．その他をお願いしま

す。 

 

事務局（齋藤主査補）：先程も触れましたが、このコラボ四街道の制度については、５年目

に入ったところです。卒業された団体のフォローや制度そのものの考え方について庁内で

も検討を進めているところです。以上です。 

 

庄嶋委員長：はい。では、その他はこれでよろしいでしょうか。では、長くなりましたが、



閉会をしたいと思います。次回の日程調整はまたメール等で事務局から連絡がいきます。

以上で、第１回のみんなで地域づくり推進委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 

以上。 


