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平成２９年度第１回 四街道市みんなで地域づくり推進委員会 議事録 

  

日時：平成２９年７月１３日（木）１４時３０分～１７時０５分 

会場：四街道市保健センター第２会議室    

出席委員：６名（庄嶋委員長、中村委員、中山委員、田中委員、金子委員、伊佐委員） 

欠席委員：０名 

  

１ 開会 

・事務局・岩林課長よりあいさつ 

・事務局職員（岩林課長、齋藤グループリーダー(ＧＬ)、友藤主事、橋本主事） 

及び地域づくりコーディネーター業務の受託者紹介 

(「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」牧野昌子代表理事、勝又恵里

子副代表理事） 

  

２ 委員長あいさつ 

庄嶋委員長：あいさつの前に、事務的なところを先に述べたいと思います。 

  

・会議録の作成・公開にあたっての発言者明記 

＞異議なし。 

・傍聴人の確認 

＞本日は不在。 

  

庄嶋委員長：それでは、改めまして皆さん、こんにちは。今年度第１回のみんなで地域づくり推

進委員会を始めたいと思います。このメンバーになってからは２年目ですね。また１年、このメ

ンバーでやっていくことになります。会議の回数もそれほど多くはないですが、良いコラボ四街

道事業の審査などができるよう進めていきたいと思います。 

私は本日、コラボ四街道事業のための支援事業である「コラボ塾」でお話しする機会があった

ので、 実は午前中からおりました。コラボ四街道事業に提案できる体制を整えていただこうと

いうことで、みんなで地域づくりセンターの事業として行っています。その第１回というわけで、

お話をさせていただきました。それにあたりまして、四街道のみんなで地域づくりというものの

始まりの頃はどうだったかなというのを、昔の資料を見返して振り返ってみました。ちょうど１

０年前に任期付職員として関わらせていただいたのがきっかけです。その頃から様々な自主的な

活動が活発に行われていて、それがまた更にみんなで地域づくりとなって、みんなで地域づくり

センターが出来て、支援していったということで、本当に様々な活動がその後生まれてきたなと

思います。もう少し大きな自治体であれば、個別に対応するような施設があって、それぞれ別々

に支援する、というようなところがあるでしょうが、四街道の場合はみんなで地域づくりセンタ



2 

 

ーがそれを横に繋いで行っています。今日も多くの方々がコラボ塾にお越しいただいていました

ので、今年度のコラボ四街道事業が募集される時にたくさんの事業が提案されることを期待して

おります。 

  

３ 議事  

（１） 平成２８年度地域づくりコーディネーター業務報告について 

・資料の確認 

「平成２９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」 

「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報告」 

「広報誌『みんなで』」「コラボ塾の広告」 

「コラボ四街道事業振り返りシート等一式」「コメントシート」 

  

事務局・齋藤ＧＬ：今日はちょうどコラボ塾が開催され、そこで庄嶋委員長からもお話をしてい

ただきましたが、四街道市は平成２０年に「みんなで地域づくり指針」を策定して、それに基づ

いて、みんなで地域づくりセンターを設置して地域づくり、市民協働の推進を進めて参りました。

またその推進エンジン役として、みんなで地域づくりセンターの運営を行いまして８年目を迎え

ております。本業務につきましては、３年間業務委託という形でお願いしておりまして、平成２

８年度はその２年目、今年度がその最終年になります。過去７年間を振り返りまして、各取り組

みを進めてきたところですが、特に昨年度については、より地域の課題に密着した取り組みを進

めて参りました。具体的には、みんなで地域づくりセンターがこれまで行ってきた自治会情報交

換会などを通して、地域の高齢化の課題に多様な主体が関われるような環境づくりを進めて参り

ました。 

また、最近では子どもを巡る環境につきましても、交流会という形で意見交換・議論する場

を設けまして、先日も第５回目の子ども支援団体交流会を行ったところです。一方で、コラボ塾

のように、団体活動の後方支援も昨年度から引き続き行っております。詳しい内容につきまして

は、この後、ＮＰＯクラブの勝又さんから、ご説明させていただきます。皆さんからご意見をい

ただけたらと思います。では、お願いします。 

  

勝又副代表理事：それでは、平成２８年度のコーディネーター業務の報告をいたします。 

【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報告」参照。以下、

特記事項を箇条書き】 

・１２ページの「３．全体を通して」を中心に報告。 

・今年度は「地域の高齢化の課題」と、「子どもをめぐる環境」を中心に活動。 

 

・「地域の高齢化の課題」は、これまで自治会情報交換会の中で、自治会自体の高齢化、地域の

高齢化などが指摘されてきた。 
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・昨年５月に拡大自治会情報交換会を開いた。自治会だけでなく、市民の方、民生委員の方など

にも参加していただいた。事例等の発表、交流や情報交換等を行った。 

・１月の第１５回自治会情報交換会を拡大自治会情報交換会として開き、ＩＩＨＯＥ代表の川北

秀人氏を呼び、地域で考える高齢化の時代として、５年先、１０年先に向けて今始めるべき事、

という内容の講義を受けた。 

・その後、短時間だが情報交換を行い、後日、地域で高齢化の活動を進めたいという自治会の方

からの話や、新しい自治会館が建った後、旧自治会館をサロンなどに活用してほしい等の相談も

寄せられた。 

・「四街道市地域支え合い推進会議」へみんなで地域づくりセンターも参画した。これは平成２

７年度の介護保険制度改正に関連する動きとして、「生活支援体制づくり研究会」が平成２７年

３月に始まり、５月、７月に開催され、１０月から「四街道市地域支え合い推進会議」（協議体）

として移行したもの。みんなで地域づくりセンターからもそのメンバーとしてコーディネーター

が参加した。 

・高齢者支援課、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員、高齢者支援のＮＰＯ等の

方々と連携して、地域の高齢化の課題に取り組む。みんなで地域づくりセンターはこれまで、地

域づくりのコーディネートを担ってきた特徴を活かし、協力して課題を進めていきたい。 

 

・「子どもをめぐる環境の課題について」は、２月に第４回子ども支援団体交流会を開いた。「子

どもを取り巻く状況と支援～地域に育つ子どもの環境を知り、必要な支援を考えよう～」という

テーマで開催。 

・昨年度は家庭支援課の方に来ていただき、ひとり親家庭の概況などをお話していただいた。 

・参加した子ども支援団体同士の情報交換を行った。民生委員、主任児童委員などの方にも参加

していただき、地域で活動している団体同士がお互いの活動を知る事で、支援の届きにくい子ど

もへの支援を考えるきっかけになる、というような声があった。 

・一方で、子どもの支援は早急に必要であるが、直接は子どもの声が届きにくく、何かしたいが

何をして良いのかわからない、という声も出た。それを受けて、今年度はまた交流会を開き、更

に地域の状況を把握するという活動を進めたい。 

 

・「四街道の魅力発信や地域の活性化について」は、これまでの地域づくりサロンから誕生した

団体の活動や市の地域活性化事業などをサポートして、地域づくりを進めた。 

・それぞれの団体が地域で必要な事業を行って、四街道市の魅力を発信し、地域を活性化する役

割を果たしている。みんなで地域づくりセンターは、その団体が自立した運営ができるようにサ

ポートを行い、団体と連携して地域づくりを進めた。 

・新しく出来た「ｉｃｏｂａ四街道一丁目」についても、団体のサポートを通して連携を図った。

みんなで地域づくりセンターの事業から誕生した団体と「ｉｃｏｂａ四街道一丁目」が連携して

イベントを行っていることも魅力のひとつとなっている。 
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・「多様な市民が地域づくりに参加する企画について」。６月に福祉施設紹介・販売フェア「大

きなテーブル」を例年通り開いた。障害者施設の製品の販路拡大や市民との交流が目的。 

・「ちばユニバーサル農業フェスタ」では、みんなで地域づくりセンターは協力団体として四街

道市の団体のコーディネートなどを行って協力をした。 

・農業分野における中間的就労導入相談等の活動を行い、四街道市からユニバーサル農業につい

て発信する場となった。 

・その他、「夏休み小学生ボランティア体験」では１５４人の参加があった。また、地域づくり

体験プログラム「コラボラ」も実施。 

 

・「情報の収集・把握、共有及び提供について」。年間を通してフェイスブック、ホームページ

等で情報を発信。課題としてはホームページの更新が一部滞ることがあるので、今後は適宜更新

できるようにしていきたい。 

・広報誌「みんなで」をリニューアルし、みんなで地域づくりセンターの事業を伝え、一層地域

づくりに役立つ記事にしたいということで、編集スタッフとして市民の方も関わって作っている。 

 

・「相談対応について」は、相談件数が年間７６件で、過去３年の中では一番多い。最近多いの

は、地域の課題や活性化について。この相談について、市民の方にも知っていただこうというこ

とで、フェイスブック等にも掲載した。 

・「地域づくりの主体となる団体の運営力・提案力を高めるための講座開催など」ということで

「ＮＰＯのための組織マネジメント勉強会」では、講師に来ていただいたＩＩＨＯＥの川北秀人

氏の書かれたテキストの読み合わせと意見交換を行い、それぞれが自分の団体の運営に役立てる

場になった。 

・「コラボ塾」について、昨年は１限から５限に加え、スタートアップ講座やプレゼン練習会を

行った。コラボ四街道事業への申請サポートも行っている。コラボ四街道事業の採択が決まった

後の団体についても、コーディネーターが担当を決めて、サポートをしている。 

 

・「その他、地域づくりコーディネートのために必要な事項について」。視察、研修の受け入れ

を県内外の４市から受け入れた。 

・地域づくりを担う人材育成を目的としたインターンシップの受け入れには８人が参加。そのう

ちの３人は継続した参加があった。 

・他機関と連携して地域づくりを進めることについて。「四街道市地域支え合い推進会議」で、

高齢者支援課、地域包括支援センターを始め、いろいろな団体と連携している。他の事業につい

ても、そのように進めていきたい。 
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庄嶋委員長：ありがとうございました。では、まず事業報告について、皆さんから質問や意見を

いただければと思います。せっかくですので全員に発言を回します。 

  

伊佐委員：「千葉あそび」は、他の場面でも耳にした記憶があるのですが、私はいまひとつ把握

していません。これは千葉市・市原市・四街道市連携の、行政主導の事業と考えたらよいでしょ

うか。 

私の聞いている範囲では、例えば千葉市・市原市との連携の一環として、確か来年の４月に

千葉駅のビルの中に保育所が出来て、そこに千葉市・市原市・四街道市在住の方が子どもを預け

られる動きがあると聞いています。その連携の中で「千葉あそび」というのもあると思うのです

が、みんなで地域づくりセンターがどの辺りまで把握されているかをお聞きしたいです。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：千葉市と市原市の連携の中で「千葉あそび」という情報誌を発行しています。

その中で地域の魅力を伝えるひとつのコンテンツとして、具体的には「四街道マップ活用交流会」

が提供するまち巡りについて掲載させていただいて、参加者を募り、入ってきたお金を四街道マ

ップ活用交流会の活動資金に充てています。そういった、より地域に密着した形で地域の魅力を

伝えるものが「千葉あそび」という情報誌の中に盛り込まれています。 

  

事務局・岩林課長：私は少し知っているのでご説明します。元々は千葉市が主導して作っている

冊子で、年間４回情報誌として発刊されています。千葉市の観光プロモーション課が主体になっ

て編集をしていて、千葉市の体験型のイベントや催しなど、楽しいものを紹介する機関紙として

発行されていました。そこに新たに、市原市と四街道市の３市連携という話があり、「千葉あそ

び」を一緒に使いませんか、ということになって、今は市原市や四街道市の体験型プロモーショ

ンなども一緒に紹介してくださっています。そのひとつとして紹介される四街道市の案件は、毎

回変わってくるのですが、今回は「四街道マップ活用交流会」に関係したものを紹介したという

ことです。これからずっと継続的に続くかどうかはわかりませんが、当面は３市でやっていくと

いうことになっています。 

千葉駅の保育園の話も、３市連携の一環として出てきています。今のところ、どこまで市原

市と四街道がそこに関係してくるのかということは、まだ不確定なところがあります。「千葉あ

そび」に関してはそのようなところです。 

  

伊佐委員：元々千葉市主導だったのですね。 

  

事務局・岩林課長：そうですね。 

  

伊佐委員：その「千葉あそび」という機関紙は、四街道の中で、置いてある場所はあるのですか。 
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事務局・岩林課長：まだ四街道の中で配布する程はいただいていないと思います。 

  

伊佐委員：「四街道マップ活用交流会」の方は持っていらっしゃるのですか。 

  

勝又副代表理事：一部ありましたが、もう配布し尽くしてしまったかもしれません。 

  

事務局・岩林課長：今のところ、庁舎とみんなで地域づくりセンターにいくつか置いてあるくら

いです。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：今は、産業振興課が窓口的な機能を担っているので、少し多めにあるかもし

れないです。 

  

伊佐委員：では、四街道市でいえば産業振興課が主管ということですか。 

  

事務局・岩林課長：市としてはそうです。 

  

伊佐委員：今まで、例えば四街道の市政だよりにも、「千葉あそび」という言葉自体があまり出

てきた事が無かったので、それで改めて聞いてみました。ありがとうございました。 

  

金子委員：大変わかりやすい説明で、大体理解出来ました。ありがとうございました。 

 特に大きな質問はありませんが、最初に出た地域の高齢化の課題というところで、１点ありま

す。拡大自治会情報交換会についてです。自治会、民生委員、みんなで地域づくりセンター、そ

ういった関係者が全部集まってやるものは拡大自治会情報交換会が一番大きいと思うのですが、

こういった全体的な情報交換会というのは、このみんなで地域づくりセンターでやっているもの

だけでしょうか。他に市役所として何かしているのでしょうか。 

それと、委員としてお話をよく伺う「ｉｃｏｂａ四街道一丁目」というのは、実はよくわか

っていなかったので、ご説明いただければありがたいです。 

あと最後の部分に、研修を受け入れているところで、愛知県の安城市からもいらっしゃって

いるとありました。みんなで地域づくりセンターというものが、先進的な地域づくり戦略として

割と先を行っているものなのではないかと思ったので、そこを教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：まず自治会に関してですが、市役所では、今年だと４月末位に、全自治会の

自治会長が集まる、「区長・自治会長会議」がありました。そういったものは年に１回用意され

ているのですが、どうしても、行政からのお知らせ、仕組みの説明をする会になっているという

現状がありました。それはそれでもちろん必要な事ですが、各自治会長が抱えている悩みという
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のは、なかなか共有されていませんでした。そこで、みんなで地域づくりセンターで自治会情報

交換会を１５回開催し、膝を突き合わせて抱えている課題について共有する場としてきました。

その中で、自治会だけで解決できない問題に自治会以外の主体が関わることで、もっと広い視点

で、解決に至らないまでも共有できる部分があるのではないか、ということで、民生委員、ＮＰ

Ｏ、地域包括支援センターなど、いろいろな方々が関わりあえるような拡大自治会情報交換会と

いうのも、少しずつ始めております。 

義務的な会議ではないのですが、最近では参加者も全自治会長のうち半分、４０人位の方に

参加いただいて、毎回顔を合わせていただく方も増えてきております。そういった場が用意され、

行政の担当者が参加するなどしておりますので、続けていく事で次の展開が見えてくるのではな

いかと思います。 

  

勝又副代表理事：みんなで地域づくりセンターが始まった頃に、自治会長がみんなで地域づくり

センターにいらっしゃって、何か困っていることを情報交換する場があったらいいのではないか

という意見を出されたところから始まりました。最初はみんなで地域づくりセンターの「みんな

のテーブル」で、本当に少ない人数でやっていました。今はお話にあったように、自治会が地縁

団体の中心でありながら、自治会だけではなく、民生委員の方や、ＮＰＯの方、あるいは一般の

市民の方にも参加していただいて開催し、そういう時に、拡大自治会情報交換会と表現しており

ます。 

  

金子委員：先程仰っていた通り、自治会というのは一方通行ですよね。特に民生委員の方と、自

治会の方や会長とは、なかなか話せる場が無いですよね。皆さん悩んでおられて、こういう所で

お互いにざっくばらんに話せるというのは、続けていっていただきたいと願います。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：この後中村委員に捕捉をお願いする事になってしまうかもしれませんが、「ｉ

ｃｏｂａ四街道一丁目」は、産業振興課で担当している、いわゆる地方創生事業です。 

  

金子委員：「ｉｃｏｂａ」は何かの略ですか。 

  

事務局・岩林課長：印旛に行こう、や、憩いの場、など、そういう語呂を組み合わせた感じです。 

  

金子委員：四街道だけではなく、他にもあるのですか。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：東京から来る際の印旛の玄関口を四街道とし、四街道を中心に、印旛の魅力

をアンテナショップのような役割を果たしながら伝えていこうといった趣旨で、昨年１０月にオ

ープンしました。今では、各市民活動団体との連携というのも生まれてきて、印旛の地域の魅力

を伝える物品の販売などはもちろん、コーディネート役も担ったりしています。印旛管内の担当



8 

 

職員とも定期的な交流等も図って、情報交換がされています。先週辺り会議があって、中村委員

が出ておられると思うので、ぜひ補足をお願い出来ますか。 

  

中村委員：補足させていただきます。「ｉｃｏｂａ四街道一丁目」の地方創生という事業はポイ

ントがいくつかあります。まずひとつは、アンテナショップという中でも、四街道市だけの物を

扱っているわけではなくて、交易できるということがあります。７市２町、と言い、千葉は入っ

ていないのですが、佐倉や酒々井や成田など、千葉県の印旛地区の北総エリアを対象にアンテナ

ショップをやっているという特徴があります。北総エリアをできるだけ元気にしていこうという

方向性がありながらも、なかなか連携が難しいという現状がある中で、そこにチャレンジをして

いるところです。どのような連携をしているのかというと、７市２町の自治体が連携を図って新

しい印旛地区の魅力を発見して磨きをかけ、この立地を活かした形の、着地型旅行という体験交

流型の旅行を、海外の方も含めてできるようなプログラムを作っていこうというネットワークが

出来ているところです。私もその７市２町の交流会をコーディネートさせていただいています。

それを四街道市がイニシアチブをとって行っているというのは、全国的には珍しいと思います。

皆が同じ土俵というよりは、四街道市が、地方創生の事業をしないかと他市に呼びかけて、巻き

込んでいっている形です。例えば成田や佐倉など、これらの地域には観光地がたくさんあります。

その中で、なぜ印旛の玄関口が四街道なのかという声もありますが、まちづくりや地方創生とい

う事業の観点では、印旛の玄関口にあたるのが四街道ということで、電車で東京から来る人など

にとっての入口に位置づけられると思います。今は、非常にいい形の緩やかなネットワークが出

来ています。従来持っている成田の観光の強みなど、それぞれの主張がありながらも、新しい土

俵を作ろうとしているので、面白い地域連携のモデルになるのではないかというところが魅力の

ひとつと言えます。 

アンテナショップは単に一市町村のものではなく、このネットワークをベースにしているの

で、７市２町で連携して商品を並べ、ここでプロモーションを行うことで、期間ごとの販売やイ

ベントを行うような連携をしようとしています。そうすることで地域の連携というのは更に促進

されていって、それぞれお互いのファンになっていったり交流が生まれたりするという仲になり

ます。そういった意味では、事業としても、「ｉｃｏｂａ四街道一丁目」がある事で、新たな交

流促進が生まれます。ここのそばに「まちのコンシェルジュ」という、観光案内所の、市民版の

ようなものがあるのですが、そういう所も合わせて作っています。 

コンシェルジュ機能というのは、今まで四街道にはありませんでした。観光協会が無いとい

うこともあります。そういった意味で、市民目線の観光案内ができる、おもてなしができる仕組

みを作ろうとしているのも新たな取り組みです。また、その建物の上が、今いろいろと話題にな

っている民泊になっていて、マンションの一部を使って実験的に行っています。印旛の玄関口だ

ったら宿泊施設のニーズはあるのではないか、ということで、今はテストで泊まっていただいた

方にアンケートを取ったりしています。海外の方がここに泊まって東京に行くことや、この近辺
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の歴史、文化、自然に触れられるといったようなプログラムのニーズはないか、ということを探

っています。 

  

金子委員：印旛に行こうとなったら、ＪＲもそれで宣伝ができるかもしれないですね。行ったこ

とが無くて申し訳ないのですが、場所は近い所にあるのですか。 

  

中村委員：駅前の公園の近くです。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：「四街道１区児童公園」です。 

  

事務局・岩林課長：駅の方からその公園に行くと見えます。 

  

金子委員：看板は出ていますか。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：結構大きく出ています。 

  

金子委員：わかりました。是非一度行ってみます。 

  

中村委員：ひとつだけ補足させていただくと、実はその活動に、みんなで地域づくりセンターが

裏で動いて、非常に親身にサポートをされています。そのおかげで、先程出てきたような、地域

の市民活動団体の人達の発表の場や、出会いや交流の場になっています。それは「ｉｃｏｂａ四

街道一丁目」だけではなかなか出来ないことなのですが、みんなで地域づくりセンターのサポー

トで、すごくいい流れが醸成されてきているというのが現状です。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：視察の件に関してです。今まで視察いただいた時は、協働の計画を作る、セ

ンターを作る、などの直接的な視察が多かったのですが、安城市は、行革の推進計画を作る一環

でいらっしゃいました。公的機関が予算を使ってサービスを提供するというものはこれから縮小

していく可能性があります。その中で、こういった市民協働や地域づくりなどが、予算を削減す

ることだけではなく、それに見合った効果を地域活動が還元していく可能性について、行革の視

点で、お話を聞きに来られました。なので、こういう見方もあるのだということを、ご説明させ

ていただきました。だいぶ落ち着いてはきたのですが、こういった形での視察もありました。 

 今日、庄嶋委員長の講演でも、「四街道方式」というお話がありました。他の市町村のセンタ

ー運営とはまた一味違った形で、地域に対して待ちの姿勢ではなく、一緒に関わりながら物事を

繋げて、新しいものを生み出していくところが、お声を掛けていただく要因のひとつかな、と思

っています。 
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金子委員：誇っていいということですかね。 

  

庄嶋委員長：そうですね。こういったセンターというのは、市民活動センターだったり、サポー

トセンターだったり、名前はいろいろあって、大体の自治体が持っています。四街道のみんなで

地域づくりセンターの特徴は、お客様が来るのを待っているというより、地域の中で今課題にな

っていることなどの情報をキャッチしたら、みんなで地域づくりセンターの方が呼びかけてサロ

ンを開いたり、情報交換会をやったり、常にそれに関わる人を集めて、その中で学んだりしなが

らいろいろ生み出すというプロデュース機能があるところです。取り組みを生み出すという機能

を、積極的にやっていけるセンターというのは今までありませんでした。そこで、四街道がそう

いう方式で行う施設としてみんなで地域づくりセンターを位置づけて設けてから、１０年近く続

いています。最近では、富里市が四街道方式のセンターを作ってオープンされていたり、袖ケ浦

市もこれからそういったセンターを作っていく上で、四街道方式が一番必要とされているものだ

と言っていたりしています。そういう意味で、四街道が作り上げてきたものが徐々に他市の参考

として広まりつつあります。 

  

金子委員：頑張っていただきたいです。ありがとうございます。 

  

庄嶋委員長：他にいかがでしょうか。 

  

田中委員：質問ではないのですがよろしいでしょうか。私は、拡大自治会情報交換会や地域づく

りといったところでは、様々な場面でみんなで地域づくりセンターと一緒に活動させていただき、

とても力になっていただいています。地域づくりという点で共通の課題がある中で、一歩ずつで

はありますが 、いろいろなことが繋がって、とてもありがたいと思っています。今年度もいろ

いろなことを一緒に考えられたらと思います。またよろしくお願いします。 

  

中山委員：ふたつあります。自治会の高齢化の問題です。私はめいわに住んでいるのですが、め

いわ地区は世帯も多く、住宅もまだまだ造られています。しかし、自治会の役員が１年で総入れ

替えになってしまうという非常に大きい問題があります。それと共に、７０歳を過ぎて高齢化し

ている家庭が、役員ができないということで、自治会から抜けていってしまう問題もあります。

役員が出来ないという理由で抜けていくと、どこにごみを出すかや、ごみの清掃当番など、いろ

いろな問題が出てきます。なので、新興住宅地、また、古くからある地域も、それなりに深刻な

問題がいろいろあるのではないかなと思います。自治会の中でそういった深刻な問題はなかなか

話し合う時間がありません。自治会情報交換会のような大きな場でどれだけのことが話し合われ

ているのかはわからないのですが、そういう場でもたぶん問題になっているのではないのかとは

思います。ひとつずつ解決していくべき問題が多いなと思います。四街道は災害が少ないですが、

九州の方ではいまだに災害が多く、大雨で土砂崩れがあった時などには、自治会の助け合いが大
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きな力を発揮します。隣は何人住んでいて、どうなっているか把握出来ているというのが役に立

ちます。ところが、自分の近所を見た時にそういった繋がりもほとんど無く、本当に何かあった

時に対処できるのかどうかという不安があります。そういう問題は非常に大きいのではないかと

思います。 

 それからもうひとつあります。自分が特に関わっているのは、子どもをめぐる環境、特に子ど

もの支援をどうするかということです。四街道では、自分も関わっている寺子屋もそうですが、

いろいろな所で学習支援が行われるようになってきています。困っている、例えば経済的に塾に

も行かせられないような子ども達の家庭に、こういうものがありますよという声が届いているの

かどうかを非常に疑問に思っています。例えば、母子家庭にしても父子家庭にしても、親が一人

だと仕事が忙しく、子どもに関わっている暇がないため、寺子屋や体験活動などをいろいろな所

でやっていても、その情報が果たして親に届いているのかどうかとても疑問です。私の所にも回

覧板が回ってきますが、あまりにも多いので、親は、回覧板などが回ってきても、さっと見ただ

けですぐ次の家に持っていってしまうのではないかと思います。そういう家庭にこそ、そういう

活動をしている所があれば、訪問している民生委員の方などにぜひお勧めしていただいて、子ど

も達がいろいろな所に自分から進んで参加できるような雰囲気が欲しいと感じています。 

 この前、子どもの貧困問題について学ぶ機会があったのですが、本当に深刻ですよね。家庭も

そうですし、子ども自身の問題もあって、特に中学校になってくると進学の問題があります。経

済的に難しいとなると、子どもにプレッシャーがかかりますし、大変な負担になると思っていま

す。学習支援だけでなくいろいろなことをやりたいと思ってもお金がないということが大きな壁

になってしまいます。お稽古事にしてもそうで、何かやりたいなと思っていても、子どもなりに、

うちでは無理だな、と自分で抱えてしまうのではないかと思っています。とにかく、無料のいろ

いろな活動を四街道市内ではやっているので、家庭にも届いてほしいと本当に思います。 

  

庄嶋委員長：はい、ありがとうございます。 

  

中村委員：四街道方式という言葉がありました。きめ細かな幅広いサポートをされていて素晴ら

しいなといつも思っているのですが、先程の報告の中の情報発信のところでの問題です。機関紙

についてなのですが、守備範囲が広く、結構深いサポートをしていらっしゃるので、掲載会議の

際に少し悩んでいるということでした。また、ウェブの問題などもあって、まさにここは重要だ

と思っているので、素晴らしい活動をしているだけに、情報発信を効率良くできると良いなと思

っています。少し伺いたいのですが、今は、限られた紙面の中でどうやって記事のテーマなどを

選ばれているのですか。 

  

勝又副代表理事：昨年まではテーマを決めて、例えばコラボ四街道事業で地域を変える、という

テーマならば、コラボ四街道事業を掲載、としていたのですが、リニューアルしてからはみんな

で地域づくりセンターでやっている事業や地域の課題などを中心にして、みんなで地域づくりセ
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ンターでどのように取り組んでいるのかを伝えようとしています。この紙面の中でどれだけ絞っ

て伝えたらいいのかで悩みますが、あまり字で埋め尽くしてしまったら読まれなくなるので、読

んでもらえる範囲で、このセンターでサポートしている地域づくりについて伝えて、次に繋がる

ようにしたいです。例えばｖｏｌ．１２でしたら、コラボ四街道事業を活用した方の記事を載せ

ながら、みんなで地域づくりセンターではどうサポートしたかが書いてあります。今は主な事業

でこういう事をやっている、というようなワンテーマに絞る形になっています。 

 あとは、それぞれ少しずつ役割が違いますが、ホームページ、ブログ、フェイスブック等で重

ねて発信しています。ホームページにはみんなで地域づくりセンターのイベントを中心にイベン

トカレンダーを載せていて、いろいろな方がその活動に参加できるようにしようという工夫も加

えています。 

  

中山委員：それはこちらに書かれているように、読者のアンケートなどを聞きながらテーマを考

えていこう、ということですか。 

 

勝又副代表理事：はい。内容の反響についてもそれで考え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。最後に私から、質問ではなく、感想を述べたいと思います。

午前中の「コラボ塾」でもお話させていただいた事なのですが、みんなで地域づくりセンターの

事業もそうですが、地域づくりのトレンドが、地域コミュニティベースのものというか、地縁を

ベースにしながら、そこに様々な専門性を持っている団体を繋いでいくという方向に動いていま

す。地縁の中で課題になっていることを、ボランティアや専門機関も含めたいろいろな方達に積

極的に伝えていくということは、非常に大事なことだと思います。 

この中で私が興味があったのは地域の高齢化の課題というところです。先程中山委員が仰い

ましたが、役員がすぐ変わってしまうという今の四街道市の自治会の姿が、課題としてあります。

別の市町村となると、また状況が違っていて、うちの大田区などは何年も役員は変わらないのが

一般的です。それぞれメリットとデメリットと両方あるのですが、前提が違えば考える対策も違

ってきます。ですから、四街道の場合、１年で総入れ替えになることに課題があると感じられる

とすると、それぞれ既に努力や工夫を始めていらっしゃる自治会もあると思いますが、今後の自

治会のあり方としてはこういうのが良いのではないか、というのを話し合う中から作り出して、

実際に取り組んでみる自治会がいくつか生まれてくるといいかなと思います。自治会はやる仕事

が先に決まっていて、それを誰かに割り振って義務的にやる部分がある一方で、やる気のある人

が、新しい事や、自由な発想や、チーム作りなどを行うというボランティアの楽しさの部分もあ

るので、そういった面を取り戻す必要があると思います。両者を織り交ぜながら、今後の自治会

のあり方を考えて実践してみるのがいいのではないかと思いました。 

時間も限られているので、議事の１を終了して、次の議事にいきます。お願いします。 
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（２） 平成２９年度地域づくりコーディネーター業務計画について 

【資料「平成２９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。以下、

特記事項を箇条書き】 

・今期は３年の期間のうちの３年目。３年通した形の計画を立てているので、大体は昨年の３か

年の方向に沿って、昨年と継続して行うものが多い。 

・地域課題の取り組みのプロデュースや地域づくりのネットワークでは、引き続き大きなテーマ

として「地域の高齢化の課題」「子どもをめぐる環境」を取り上げた。 

 

・「高齢化の課題」は、拡大自治会情報交換会を５月に開き、高齢者支援課、地域包括支援セン

ターから、今進めている「四街道市地域支え合い推進会議」について自治会長の方々に話した。

欠席の自治会にも情報を送り、理解を図っている。 

・「四街道市地域支え合い推進会議」でも各自治会長に連絡をしているので、ヒアリングをしや

すくなった。連携しながら、みんなで地域づくりセンターとしてはどういう事をやっていったら

いいのかを考えて進めていきたい。 

・「子どもをめぐる環境」は、先程中山委員からもあったように、なかなか深刻な問題がある様

子。まだ十分に把握が出来ていないので、関係機関等にヒアリングして、課題を把握していくこ

とが大きな目的。 

・先日第５回の子ども支援団体交流会を開き、そこには生活支援課の方にも来ていただいた。生

活や個々の状況等、今まで支援していた方のこともお話していただいた。 

・参加した方や関心を持っている方で「子どもプロジェクト」としてみんなで地域づくりセンタ

ーのコーディネーターと一緒にヒアリング等をして、結果を子ども支援団体交流会に伝える。課

題解決に向け、少人数で継続して活動をしていく。 

・みんなで地域づくりセンターのコーディネーターと市役所職員とも話をし、深刻なところは、

支援出来ないこともあると思った。みんなで地域づくりセンターとして、また地域として、何が

できるのかということを考えていく。また、子ども支援団体交流会に参加している団体が繋がる

ことで何かできないことがないかを考えている。 

・本日午前中のように、今年度も「コラボ塾」を開く。「夏休み小学生ボランティア体験」も７

月～８月から行う。昨年は申し込みが電話のみだったため、先着順だと申し込めない方がいると

いうので、今年は締め切りを定めて抽選にした。 

・「コラボラ」については、成果も含めてもう一度見直しをしている。 

・「大きなテーブル」は６月に実施。定着してきており、参加している福祉施設等では、もっと

工夫してやりたいというような声も出ている。 

・「ちばユニバーサル農業フェスタ」は１２月１６日に行う。ここで就農の相談なども受けたい

ということで、四街道市の農業委員会にも相談している。 

・広報のことは、先程ご意見をいただいたが、引き続き情報をきちんと発信していけるように工

夫していきたい。 
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・地域づくりを担う相談について、昨年、例えば「自宅の山林を活用してほしい」という相談や、

「パン屋が移転してしまった地域で何とか買い物ができるようにならないか」というような地域

に密着した相談も出てきている。相談を受け付けていることを広報し、必要な相談に答えていき

たいと思っている。 

・講習会については「ソシオ・マネジメント勉強会」を実施。これは現在少人数だが、継続した

いという方がいるので、３年目で新しいメンバーを含めて実施していく。 

・「コラボ塾」は先程述べた通り。 

・「小・中学校の職場体験」の受け入れをする。 

・インターンシップについては、できるだけ日数を継続して、センター事業や地域づくりを理解

しながら参加してもらうため、人数は絞って行いたいと考えている。 

・その他、他機関、他の地域づくりを担う主体との連携及び交流を図る。 

  

庄嶋委員長：こちらについて、ご質問やアドバイスがある方はいらっしゃいますか。いかがでし

ょうか。 

  

伊佐委員：３点程あります。まず、今年の６月に開催した大きなテーブルについてです。 前回

の会議でも申し上げたかと思うのですが、私が見に行ったときに、そこに出店している団体の人

から、参加団体が増えているので、文化センターの展示ホールだと手狭というか、工夫がしづら

い、という声を聞きました。今年は終わってしまいましたので、来年度の３０年度になってしま

うかと思うのですが、またやるとしたら会場をご一考願えればな、ということが１点目です。 

 ２点目が子どもの分野の件で、確か平成３０年度を目標にと聞いていたのですが、健康こども

部の方で四街道版「子ども・子育て支援会議（仮称）」の設置に向けての準備を進めているそう

です。みんなで地域づくりセンターでのこうした子ども支援団体交流会もこの前第５回目をされ

たようですし、団体の意見を吸い上げる機会を持っていると思うのですが、もし、健康こども部

で「子ども・子育て支援会議（仮称）」というものが設置されるということであれば、そのメン

バーの中に入れたらいいのかなという印象を持っています。 

３点目、高齢者関係の話です。私はまだ６１歳なのですが、年金者組合の会員です。そこの

会員はほとんどが６５歳以上の年金生活者の方で、私は障害年金支給を受けているため入れたの

ですが、そういった我々にあるのは移動手段の問題です。例えば高齢ドライバーの事故があった

場合に、免許証の返納や通院や買い物など、どうしても必要だけれど、自動車に代わる手段がな

かなか無い、という話が出てくるのです。そこが地域課題の大きなテーマの一つだと思うので、

田中委員のやってらっしゃる「四街道市地域支え合い推進会議」でも出てくるテーマかと思うの

ですが、みんなで地域づくりセンターでも一つの課題として考えていただければと思います。以

上です。 

  

庄嶋委員長：他に何か発言のある方はいらっしゃいますか。 
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金子委員：先程もお話がありましたように、みんなで地域づくりセンターに行政が関わるような

いろいろな情報が収集されていて、適当な対応ができるということですよね。行政でなかなか出

来ないところをみんなで地域づくりセンターで行うという形を続けていただければ、素晴らしい

ことだと思います。 

子どもに関しては私も多少関わっているところもあるのですが、子どもの問題というのは大

きな問題もあるので、みんなで地域づくりセンターだけで解決しようとは決して思わなくていい

でしょう。家庭や学校など、子どもには固有のいろいろな問題がありますから 大変だろうと思

います。いずれにしても、こういう交流会があるということは素晴らしいと感じました。ありが

とうございました。 

  

中山委員：私は要望で、子どもの環境に関わることです。これまで出た会議では、情報を集める

にあたって、その家庭の親からしか話を聞いていなくて、肝心要の子どもからは話をきいていな

いという状態でした。そういう機会がないし、時間帯の設定が非常に難しいので、もっともな話

ではあります。実際これは学校関係と上手く連携するしかないのかもしれないのですが、やはり

子どもの生の声で、勉強で困っていること、例えば、お金が無くてできないとか、親が家にいな

いと難しいとか、機会がないとか、そういった声を直接聞けるような機会を何かしら工夫して設

けていただきたいと思います。小学校の時には、親が少し教えれば、すぐに解決して勉強の面白

みというのがついていくのですが、なかなかそういう機会に恵まれないと、後で勉強嫌いに繋が

りかねないですから。 

  

金子委員：気持ちはわかりますが、それは難しいと思います。あくまでも義務教育の子どもです

から、保護者を通さず、子どもに直接声を聞くのは、かえって逆効果かもしれないのではないか

と思います。私は栗山小学校のサマースクールをやっていますが、これは保護者やボランティア

の方など、地域の人達が中心にやっていて学校は関係ないため、直接我々が子どもたちの深いと

ころまで解決する、というのは少し難しいと思います。なので、私はみんなで地域づくりセンタ

ーにそこまで期待するのはどうかと感じます。 

  

中山委員：みんなで地域づくりセンター自体にそこまでやって欲しいと言っているのではなくて、

いろいろな団体の中で何かしら、直接子どもから聞くようなものがあってもいいのかなと考えま

した。 

  

金子委員：各団体が聞いていると思うのですよね。団体の方が一番把握されていると思います。 

  

中山委員：民生委員の方から聞くと、やはりいつも親から話を聞いていて、なかなか子ども本人

には会えないみたいです。民生委員の立場上いろいろなことがあったと思うので、非常に難しい
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問題だと受けました。それは学校を通すなどして、いろいろな人たちとの関わりの中で把握に努

めていくしかないのだと思います。 

  

庄嶋委員長：他に何かありますか。 

  

田中委員：私も「四街道市地域支え合い推進会議」との連携の関係です。今までは四街道市第１

層という形で市内全域にかかることをイメージして会議を進めてきましたが、第２層として、絶

えず地域密着の中での現状を把握して、マッチングに進むためのヒアリングの段階にやっと入っ

てきたというのが現状です。その中でも今、旭中学校地区と北中学校地区が動き出したというと

ころです。その中で先程仰られたような地域に密着した相談というのは、交通手段の問題であっ

たり、買い物に行けない買い物難民の問題であったり、どの地域の誰が困っているのかという問

題が見えてくるので、その中でも、第２層として中学校区ごとに考える仕組みを作っていきたい

と思っています。その中で一緒に連携して、地域密着のネットワークの中でどうやったら問題を

解決できるかという流れを作っていくように動ければと思っています。 

あとは、先程庄嶋委員長が仰っていたことと反対になってしまうかもしれないのですが、両

者の中の串刺しが出来ないところをみんなで地域づくりセンターの方で上手く対応するのは、必

要だとは思うのですが、地域づくりの課題と言うと、子どもも障害者も産業振興も住宅も関係し

ているので、私は行政の方が何かしらプロジェクトを行うだとか、そういったみんなで地域づく

りを考える仕組みを整えなければ、それぞれが一生懸命やっても機能しないという印象を持って

います。 

  

庄嶋委員長：いろいろアドバイスが挙がってきたものについて、みんなで地域づくりセンターか

ら何かありましたらお願いします。 

  

牧野代表理事：困難を抱える子どもを巡る環境ということに関してです。四街道市内では子育

て・子ども支援のＮＰＯ団体が大変活発に活動されています。ただ、困難を抱えている子どもは

直接目に触れない、どういう風に困っているのか分からない、という難しいところがあります。

この間、担当課等でヒアリングをしてきましたが、先程のご意見にもあったように、いろいろな

団体が取り組んでいる情報が子どもに届いてないのではないか、その子どもにどうやって直接届

けるのか、というのもみんなで地域づくりセンターとして課題だと思っています。 

 他の市町村にも関わっている中で、「貧困」という困難を抱えている子どもに何が不足してい

るかというと、小学生の場合であれば「体験の不足」と「文化的なものに触れる機会の不足」と

「学力の不足」の３つです。その中でも「学力の不足」というのは、市や業者が学習支援にたく

さん取り組んでいます。今ある子育て・子どもの支援団体に、情報さえ十分届けられれば、体験

や文化の不足を提供しようという流れになって、ＮＰＯとして、また地域として、子ども達を支

えられることができるのではないかと思っています。 
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また、市としても困難を抱える子ども達に対して、生活実態調査のようなことに取り組むと

聞いています。アンケート調査では、一人ずつの情報はなかなか難しいですが、全体として四街

道を地域ごとに分けた時に、子どもたちの育ちの環境の困難さが浮かび上がってきたとしたら、

そこはぜひ共有させていただいて、団体とも一緒にそれを解決していきたいと思っております。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：複数のご意見に対するお話なのですが、特に金子委員が仰った通り、みんな

で地域づくりセンターでできる範囲が恐らくあって、踏み込めない領域というのももちろんあり

ます。そこはある程度認識して、みんなで地域づくりセンターが果たす役割として、状況把握や

地域との繋がりで解決できる方策を考えるとか、そういったところをしっかりと認識してやって

いきたいと思っています。その中で、田中委員が仰ったように、組織を横串刺して繋げていくと

いうのはみんなで地域づくりセンターの一つの大きな機能であると思うので、子育て以外に関し

ても引き続きそういった視点で取り組んでいけたらいいなと思っています。 

  

庄嶋委員長：よろしいですか。では、２番目の議題はここまでにいたしまして、５分位休憩を取

りたいと思います。 

  

○休  憩 

  

庄嶋委員長：３つ目の議題の、昨年度実施のコラボ四街道事業のふりかえりにつきましては、コ

メントシートというのが皆さんに送られたと思います。先程事務局と話をして、このコメントシ

ートは今日の説明を受けて皆さんに書いていただき、１週間程度のうちに提出していただきたい

ということです。では、説明をお願いします。 

  

事務局・橋本主事：皆さまご存知とは思いますが、改めてコラボ四街道事業について説明後、各

事業の報告を始めさせていただきます。コラボ四街道事業は、前年度に市民の方々から様々な提

案を募集し、その年度内にプレゼンテーションを経て採否を決定し、次年度の事業を実施すると

いう形を取っているものです。事業内容については深く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き、団体から提出されたふりかえりシートに基づきま

した皆様のご意見を頂戴して、団体にお伝えしたいと思います。 

 昨年は１２団体が採択されております。一事業ずつ概要を説明させていただき、ポイントとな

る部分に触れながら進行していきたいと思います。何団体かまとめてご報告させていただいたの

ち、ご意見等を頂戴するお時間をいただきたいと思います。以前送付したコメントシートに、今

日の議論を踏まえて気になった点をご記載ください。 

  

１．「千代田地区市民有志会・千代田花壇愛好会」 

【資料『事業ふりかえりシート 千代田地区市民有志会・千代田花壇愛好会』参照。 
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以下、特記箇条書き】 

・今回が最終年度。 

・緑地帯や私有財産の有効活用や、調整池、緑地帯との調和のとれた環境美化を行うことを目的

とした事業。 

・３カ年で予定していた事業を成し遂げることができた。 

・スケジュールや役割分担は予定通り進めることができたが、実施体制の面で特定スタッフの負

担が増したこと、イベント開催の経費を協力者・賛助者に頼ったものになってしまったという課

題がある。 

・季節ごとに行ったイベントは盛況だった。 

・イベントで使用するこいのぼりの破損の問題がある。緑地帯の整備もアジサイ等を植栽し、憩

いの場として充実を図ることができたが、今後の維持管理の面で課題が残った。 

  

  

２．「Ｙ・Ｙ・ＮＯＷＳＯＮ（わいわいのうそん）」 

【資料『事業ふりかえりシート Ｙ・Ｙ・ＮＯＷＳＯＮ』参照。以下、特記箇条書き】 

・資料訂正：８ページの「活動記録」にて「２７年度」と記載されているが、正しくは「２８年

度」。 

・四街道吉岡の里山・谷津田の風景を保全し、伝統文化、行事の伝承をするために農村の生活と

民俗を体験学習する場を提供する事業。 

・予定していた事業はすべて達成。 

・東京情報大学との共催による公開講座で、千葉市のＰＲを行ったり、様々な講座で里山の魅力

と活用を周知することで、里山保全の意識を高めることができた。 

・千葉コラボ大賞受賞という大きな成果をあげることができた。 

・連携団体との協力の効果で集客力が増した。実施体制面でも参加費寄付等で収入は安定し、講

座の内容の充実や来年度以降の運営の基盤ができた。 

・各団体との協力体制や連携が深まり、当初の目的通り賑わいのある場を作ることができた。 

・「Ｙ・Ｙ・ＮＯＷＳＯＮ」の畑、敷地を使用し、「蔵の図書館」「おやこカフェツリーハウス」

が平成２９年度のコラボ四街道事業採択事業として活動を始めることになった。 

  

３．「四街道マップ活用交流会」 

【資料『事業ふりかえりシート 四街道マップ活用交流会』参照。以下、特記箇条書き】 

・市民や市民団体と連携・協働し、四街道の魅力を伝える地図情報の発信基地づくりやＷｅｂサ

イトでの散策コースやイベントの情報提供を行うという事業。 

・「イラスト入り散策コースＭＡＰ」は市民に親しみのあるマップとして、市内外に四街道の魅

力を伝えることに役立った。そのマップを活用した「体験イベント・ツアー」も定着化し、人気

行事となった。 
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・「まちの案内人(ガイド)」は、四街道市文化財ボランティアガイドの会からの協力・連携を得

て円滑に行われ、四街道市の文化資産や商店立地のＰＲに寄与した。 

・「千葉あそび」の着地型体験ツアー事業の企画も実現しつつあり、自立への道も開けそうであ

る。 

・会員だけのボランティア団体でなく、オープン化した柔軟性ある組織として、有料化と持続性

を目指した展開をした。 

・四街道市郷土歴史館設立期成会会員の入会により、「四街道市の遺跡ガイド」企画も可能にな

った。実施体制の面では、みんなで地域づくりセンターの「コラボラ」に参加したことや、マッ

プ散策企画の浸透により新会員も増えた。 

・行政からの経営的なアドバイス・近隣企業・商店経営者等への説明不足・関与不足が不安要素

として挙げられている。継続性を維持する観点からも行政からのアドバイスがほしいとの意見が

あった。 

  

４．「四街道・科学未来からくり倶楽部」 

【資料『事業ふりかえりシート 四街道・科学未来からくり倶楽部』参照。以下、特記箇条書き】 

・子どもたちに昔の遊びの伝承や、科学実験・工作教室で創造性を高めることを目的とした事業。 

・「科学実験・工作教室」では、数多くの支援・協力を得ることができ目標を達成することがで

きた。 

・「未来の科学の夢絵画展」は募集案内の遅れから、応募作品数が昨年度に比べて大きく落ち込

んだ。 

・活動の範囲を市内各校へ拡大し、固定資産的教材を充実させ事業基盤を築いて継続性を見出せ

た。 

・四街道市教育研究会生活科部会実技研修会に協力するという大きな成果も上げられた。 

・課題としてはスタッフ不足や財源確保が挙げられる。 

・参加者の保護者からの要望で今年度は「おやこｄｅプログラミング事業」を新規事業として企

画。 

・今後は近隣企業等の協力を取り組んで活動できる可能性を探り、より発展できる体制づくりへ

の努力を継続していく。 

・団体発足時から目標としてきた理科支援事業は、財源の確保や支援要請等の課題もあり困難で

はあるが、今後も実現に向けて検討を続ける。 

  

事務局・橋本主事：ここまでで何かご意見ご質問等ありましたらお願いします。 

  

庄嶋委員長：ここまでの４つが継続の３年目のものですね。 
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伊佐委員：この４団体に限らず全体を通してまず１点よろしいですか。このホチキス留めしてあ

る資料の並び順は、シティセールス推進課の意向とは思いますが、私としては「まとめ」のペー

ジを一番上に持ってきてほしいです。 

 ２点目が「四街道マップ活用交流会」の説明の中で、着地型体験ツアーというのは、旅行代理

店など何かしらと提携しているのかを聞きたいです。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：資料の並びにつきましては、よりわかりやすい形を検討させていただきます。 

 「四街道マップ活用交流会」については、先程述べた「千葉あそび」等、地域の資源を活用し

て地域の中で交流・回遊してもらうということで、代理店でいう発地型と着地型のうちの、着地

型に取り組む形を取っていて、旅行代理店と組む場合もあるかもしれませんが、特に提携してい

るわけではないです。 

  

伊佐委員：私は１年間だけＪＴＢにいたことがあって、旅行代理店もそういうテーマを探してい

ると思うので、ＪＴＢ関係のお店に話を持っていくのはどうだろうかと思いました。 

  

庄嶋委員長：他に何かありますか。 

  

中山委員：「四街道マップ活用交流会」のマップは各小学校には配布されているのでしょうか。

というのは、小学校で、地域を知るために回って歩く、という趣旨の授業があるのですが、今の

子どもたちの様子を見ていると、中央小の地域は遺跡などがたくさんあるけれど、歩く中で、道

の途中途中にあるそういったものは説明されているのだろうか、というのを疑問に思っています。

ぜひ小学校の先生方にはこういうものがあるというのを紹介してほしいです。例えば、これをコ

ピーして子どもに渡すのは差し障りありますか。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：「四街道マップ活用交流会」については、今日ちょうど「コラボ塾」で事例

発表があって、コラボ四街道の補助金制度を利用できる３年間が終わって、自立の道についてど

うフォローを図っていくか、という話になりました。広告等を掲載して、印刷代などの活動資金

に充てていこうとなっていて、マップの有料化も検討しています。今までは駅や市役所中心に置

くことはできましたが、今後補助金が無くなった時に有料化したものをどう公的機関に提供して

いくか、というのは検討の余地があると思います。恐らく今、小学校には配っておらず、非常に

もったいないとは思います。四街道市のホームページにもマップを掲載するということも、団体

とのやりとりの中で、実現できるようにできたらいいなというのはあります。 

  

金子委員：小学校の総合学習の時間にやるとしても１時間単位なので、マップを使うとなると時

間がかかるでしょうね。 
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中山委員：２、３時間はかかりますね。でもせっかくだから、マップを作った方も一緒に参加し

ながら説明してくれると子どもたちも非常に関心がいくだろうなと思います。今後のあり方とし

て、教育委員会等へも広めていったらいいのではないかと思います。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：マップは、駅改札口前、市役所、文化センター等に配置しているのですが、

置いたとたんにあっという間になくなってしまいます。 

  

中山委員：私も見かけたらもらっています。最近は色々な商店街も含められるなど、非常にきめ

細やかになっているので、観光にも使えると思います。ぜひ、この資料は地元の子どもたちに伝

えたいと思います。 

  

金子委員：「Ｙ・Ｙ・ＮＯＷＳＯＮ」はもう終わったのですね。私は、吉岡はあまり詳しくなか

ったから見に行っていたのですが、こういう良い例があったので、ツリーハウスや蔵の図書館も

成功するのではないかと思っています。それから、先程の「四街道マップ活用交流会」は総括の

欄で、協働事業制度のあり方を今後検討すべき、というような非常に貴重な提案をされています。

恐らく、交流会としては「ｉｃｏｂａ四街道一丁目」の運営に関してコメントしたのではないか

と思います。皆協働に慣れていなかった、と言いたかったのではないかと思いました。 

  

庄嶋委員長：また何かあれば総括の時にお願いします。では次の団体の報告をお願いします。 

  

５．「ちょこっとクラブ」 

【資料『事業ふりかえりシート 「ちょこっとクラブ」』参照。以下、特記箇条書き】 

・高齢者を主な対象にし、健康づくりとコミュニケーションを図ることを目的として体操やスポ

ーツを行う事業。 

・今年度は新たにスポーツ吹矢を取り入れたことで会員の増加が図れた。 

・外部講師に事業を依頼することで、指導者不足を補いながら人材育成につながったので、今後

はクラブのスタッフとして活動を共にしていきたい。 

・市民の意見として、アンケートでは参加者から「楽しい」といった声が挙がったり、体力づく

りや体の痛みの改善等に役立つということから好評な意見が目立つ。一方で、プログラムに関し

てエアロビクスは身体的に厳しいという意見もある。 

・会場の確保、事務処理のスキルアップ、財源の確保が課題としてある。新事業であるペタンク

講習会の波及効果による会員の増加を見込んでおり、会費の増収や事務スタッフの育成を図る予

定。自由意見では２、３年目の事業計画において、「なぜ２、３年目も改めて申請する必要があ

るのか」をわかりやすい書式にしてほしいという意見をいただいた。 

  

６．「チームよつてら」 
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【資料『事業ふりかえりシート 「チームよつてら」』参照。以下、特記箇条書き】 

・市内在住・在学の学生を中心に寺子屋を開き、小学生の自主学習の支援や、体験学習の計画運

営を行う事業。 

・公民館で寺子屋を開催し、継続的に子どもの学びの場をつくることができた。２月にはふるさ

とづくり大賞総務大臣賞を受賞した。 

・今年度は市外の団体と連携し、市外からのスタッフの申し込みもあり、他団体との連携が深ま

った。外部学習支援ボランティア団体などの視察を行ったり、学習支援や運営について研修会も

実施した。 

・前年度に比べ外部連携を発展させたことで、市外での活動ができた。課題としては、運営体制

や運営費の確保などが挙げられる。 

  

７．「総合公園植生調査の会」 

【資料『事業ふりかえりシート 総合公園植生調査の会』参照。以下、特記箇条書き】 

・総合公園の植物マップを発行することで、より広く市民の方々に総合公園の植物を知ってもら

い、植物の保護の大切さの認知を図ることを目的とした事業。 

・植物マップを作成し、教育委員会を通じて市内小中学校や自然観察団体、自然愛好家等に配布

するほか、体育館、公民館、四街道駅等に置くことで市民に利用してもらうことができた。 

・植物マップの発行に関して、会員と検討会を行い、データ編集、イラストづくり、写真の検討

等スムーズに行われた。 

・マップについて、市民からは公園を利用する市内外の方々から見やすいと好評を得た。このマ

ップは春と夏に総合公園で行う自然観察会に手軽に使える案内書となっていることからも、利用

者からの反響が予想以上にあり、団体の活動の場でもある総合公園のＰＲにもつながった。 

・自然を対象にした事業は広く一般に親しまれない側面があり、今回のコラボ四街道事業につい

て、どれだけ理解されるのか懸念はあるものの、同種のコラボ四街道事業の追従を望みたいとい

う感想をいただいた。 

  

８．「日替わりシェフの店さくらそう」 

【資料『事業ふりかえりシート 日替わりシェフの店さくらそう』参照。以下、特記箇条書き】 

・四街道産の食材で、地産地消がコンセプトの市民レストランを通じた地域コミュニティづくり

を行う事業。 

・当初予定の設備事業すべてを達成することはできなかったが、保健所から指導され、最重要視

していたスタッフルームの改装は完了し、承認を得ることができた。 

・事業実施の協議や手続きなどは滞りなく行われ、情報媒体の活用により事業の周知も図れた。

来店客は前年度比１３％増加し、顧客満足度の向上が見られた結果と言える。 

・チラシ等の宣伝効果で目標としていた来客数の増加、新規シェフの増加を図ることができ、来

店客の反応も概ね好評だった。 
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事務局・橋本主事：ここまでで何かご意見・ご質問等ありましたらお願いします。 

  

伊佐委員：３点程あります。まず、「ちょこっとクラブ」について。平成２９年度のコラボ四街

道事業に採択され、私も評価した団体です。介護予防という観点からも役に立っているのではな

いかと思います。例えば今、介護保険で新しく介護予防・日常生活支援総合事業というのが始ま

っていて、その中で展開することも可能な気はしますが、どうなのでしょうか。それに付随して

みんなで地域づくりセンターも「四街道市地域支え合い推進会議」に参加しているので、そうい

う合議体を第２第３とつくるときに、「ちょこっとクラブ」は千代田地区ですから、その区域の

時に関わってもらうのもよいのではないでしょうか。 

 ２点目が「チームよつてら」のことです。その時私は委員ではなかったのでプレゼンテーショ

ンを傍聴していたのですが、学生がはつらつとプレゼンしていたのがとても印象的でした。四街

道の教育委員会は「チームよつてら」の活動をどう評価されているのですか。例えば、「チーム

よつてら」を広範囲に展開する時に、生徒募集のチラシ等を配るなどの協力をしてもらっている

のですか。 

 ３点目が「日替わりシェフの店さくらそう」。私も何回か利用しまして、なかなかいいなと思

っています。文化センターの懸案事項の一つとして、一階のレストラン部分で経営してくれる店

を募集してもあまり手が上がらないというのがあって、ここに「日替わりシェフの店さくらそう」

や、あるいは、障害のある人のやっている「こんぺいとう」などが来てくれないだろうかと思っ

ています。私も市外の文化センターのような施設へ行った時に、障害のある人が関わっている、

例えば障害者の方がウエイトレスをやっているようなお店に行ったりするのですが、そういう形

にできないだろうかと思っています。その前段として、「日替わりシェフの店さくらそう」の展

開はどうかと思いました。以上です。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：地域支え合い体制づくりメンバーへの「ちょこっとクラブ」参画については、

立場としては答えづらいとは思いますが、田中委員、どうでしょうか。 

  

田中委員：それは高齢者支援課の管轄というところもあるので、介護予防・日常生活支援総合事

業に「ちょこっとクラブ」が展開できるのかというのは、議論は全く上がってきていない内容に

なると思います。ただ、そういうことも含めて考えていかなくてはいけないのかなと思います。

まずは地域の資源・ニーズを把握する、という段階なので、千代田がそういったことを始めれば

「ちょこっとクラブ」と交流は持てるのではないかと思います。 

  

伊佐委員：連携しているのは健康増進課とスポーツ振興課でしたよね。高齢者支援課と連携の話

もあったのでしょうか。 
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事務局・齋藤ＧＬ：「ちょこっとクラブ」自体が千代田公民館、千代田集会所を拠点にしていて、

約９割の方が自転車もしくは徒歩で行ける距離なので、自治会とテーマ型の団体がコラボして地

域の高齢者の介護予防をするとか、コミュニティづくりの一翼を担っているというのは非常にあ

ります。この前、健康よつかいどう２１プランで庁内検討委員会に参加させていただいた際にも、

地域の声をよく知っているということで、具体的なヒアリング先に「ちょこっとクラブ」が入っ

ていました。健康増進課が所管なのですが、その存在も認識しているかと思うので、高齢者支援

課と事務局との情報共有を充実していきたいと感じております。 

 「チームよつてら」と教育委員会ですが、ベースが公民館での運営になっていて、形式的に公

民館長は社会教育課長も兼ねているので、事業の内容については承知し、主体的に関わっていま

す。なので、教育委員会を通してというよりは、学校への直接の案内や、中山委員が市外を含め

た近隣の高校を回っていただいていることなどによる協力があると思っています。 

  

中山委員：補足ですが、例えば千代田公民館でやりますと、八木原小学校、南小学校、それから

栗山小学校、の三校は全校配布させてもらっています。鹿放ケ丘ふれあいセンターの場合は大日

小学校には全校配布しています。旭公民館の方は４つの小学校に全校配布という形でやっていま

す。回っていない学区としては四街道中学校区があります。和良比小学校、四和小学校、中央小

学校、四街道小学校は私が個人的に回りました。ＰＴＡ会議室に置いてもらったりして周知して

います。どこかでは必ず市内全部から申し込みが来ていますので、認知はされていると思います。

今年は特にちよだ寺子屋が非常に人気があって、４０名定員のところ７０名位応募があり、大変

申し訳ないのですが、抽選させてもらいました。できれば全員受け入れたいのですが、施設その

もの大きさに限度があるというのが今後の大きな課題です。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：次に、「日替わりシェフの店さくらそう」の文化センター使用についてです。

恐らくこちらは、例えば、毎日料理を提供すること、や、お弁当を作ること、などの文化センタ

ーの仕様書というものがあって、それとは別に団体や企業のルールもあるという問題が出てくる

ので、踏み込める領域なのだろうかというところです。そもそもあそこを根本的にどう使ってい

くかという考え方もあると思います。 

  

金子委員：伊佐委員が仰っていた件について、素晴らしいなと思って聞いていました。私も「日

替わりシェフの店さくらそう」のあの場所が、少し集客性が悪いと感じています。 

あの場所は家主との関係ではあると思うのですが、私も文化センターのレストラン部分を使うの

は、少し課題はあると思いますが、良いアイディアだと思います。前はあそこで会議やったあと

お弁当を買いに行っていましたが、今はお店がなくなってしまいましたので。 

  

伊佐委員：文化センターに食事を出しているところがありませんよね。せっかく土曜、日曜日な

どに文化センターに来ても食事ができないのは残念に感じます。 
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金子委員：どこでそういうことを検討しているかわかりませんが、何かそういうことをできない 

でしょうか。 

  

事務局・岩林課長：担当しているのが同じ経営企画部の管財課というところで、一時期募集をか

けていたのですが、まだ応募がない状況です。ビジネスはビジネスですので、採算が合うという

計算がないと手を上げにくいのではないかと思います。 

  

金子委員：例えば文化センター辺りで何か集まりやって打ち上げはどうしようか、となったとき

など、レストランがないと困るのですよね。目から鱗のアイディアだなと思ったので、直接議題

に関係ありませんが、ぜひ考えていただければと思います。 

  

庄嶋委員長：他には……ありませんか。では、最後のグループをお願いします。 

  

９．「ＮＰＯ法人千葉・草原のこころファーム」 

【資料『事業ふりかえりシート ＮＰＯ法人千葉・草原のこころファーム』参照。以下、特記箇

条書き】 

・生牧草の収穫体験、動物へのえさやり体験などを通じて、自然や農業の楽しさ、厳しさ、大切

さを現代社会の子どもたちに伝承していくという事業。 

・参加した子どもたちから好評は得られたが、参加人数は昨年より落ち込んだ。 

・事業は地元事業者や団体との連携で行い、組織としては前進が見られた。 

・雨天時の開催に関して、晴日に匹敵するプログラムの提供、活動の安定性の点において根本的

な解決はなされなかったが、雨天時のことを想定したプログラムを計画した上で臨むようにした。 

・「ＮＰＯ法人千葉自然学校」の協力により安定した運営ができ、課題であったスタッフの確保

も前進が見られた。 

・市民の方からは継続を望む声もあった。 

・全体を通して団体自身、関連団体、子どもたちにとって有益性が高いものであったと言える。

課題として、より安定した運営のために採算性を改善していく必要がある。 

  

１０．「四街道グルメチックフェスティバル実行委員会 Ａｎｉｍｏ・ｗａ」 

【資料『事業ふりかえりシート 四街道グルメチックフェスティバル実行委員会 Ａｎｉｍｏ・

ｗａ』参照。以下、特記箇条書き】 

・飲食店による屋台販売における飲食物の提供と、各店舗から１品を出品してコンテストを行う

という内容のイベントを通じ、飲食店の売り上げの向上や、来場者、出店者同士の交流を目的と

した事業。 

・当初予定していた事業目的を達成。 
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・ポスター、チラシの完成や関係各所への申請が遅れたことで、スケジュール通り進めることが

できなかったことから、必要書類の事前確認を行う等して改善していく必要がある。 

・イベントを通じて、新たに飲食店から３店舗出店希望があった。 

・第１回の５,０００人から、８,０００人強へと増加し、目標である１万人に順調に向かってい

っていると言える。「ドラマチックよさこい道２０１６」や「四街道フリーマーケット」と同時

に開催することで、県外のよさこいチームの応援団や踊り子の方等により多くの方が来場し、四

街道市内・市周辺の飲食店をアピールできる機会となった。また、飲食店同士の交流の場にもな

った。 

  

１１．「ＤＡＩＮＩＣＨＩ貯筋クラブ」 

【資料『事業ふりかえりシート ＤＡＩＮＩＣＨＩ貯筋クラブ』参照。以下、特記箇条書き】 

・高齢者を対象にレクリエーション等を通じて体力づくりをし、元気で長生きするまちづくりと

その活動の拠点づくりを目的とする事業。 

・健康体操、マシンを使用しての筋トレ、ウォーキング、勉強会、施設ボランティア、学校交流

の支援等当初の目的を達成することができた。 

・「ちょこっとクラブ」との連携を進めて、指導者派遣による会の活性化と運用ノウハウを学ぶ

ことができた。総会を兼ねた親睦会は、予想外ではあったものの、団体内外と親睦を深めること

ができた 

・残り２年の間に運用ノウハウを蓄積し、自立を目指していくことを考えている。 

  

１２．「ＮＰＯ法人千葉アレルギーネットワーク」 

【資料『事業ふりかえりシート ＮＰＯ法人千葉アレルギーネットワーク』参照。以下、特記箇

条書き】 

・災害に備え、親子で学べる講座で防災の意識付けをし、また、不測の事態に対処するために、

行政や民間団体との連携づくりをすることを目的とした事業。 

・内容面、広報面ともに計画通りに行うことはできたが、参加者の数は予想を下回った。 

・事業実施にあたっては、関係者や関係機関と適切な時期に打ち合わせ、検討を行うことができ

た。 

・役割分担や実施体制に関しては、予定通り進んだが、今後より多くの方の参画を図っていきた

い。 

・事業継続にあたってスタッフの確保、財源の確保等の課題がある。予定していた以外の協力者、

団体とつながることができたため、今後の発展のためにも、引き続き多様な主体に取り組みを働

きかけていきたい。 

  

事務局・橋本主事：ここまでで何かご意見・ご質問等ありましたらお願いします。 
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庄嶋委員長：最後の４つの団体ですね。後ろの３つが新規となっています。何かありましたら…

…よろしいですか。では、何か言い忘れたことや確認のほかに、ここを評価できる、という良い

ことで共有したいものがあればお願いします。 

  

伊佐委員：決算の資料について、これは決まった書式になっているのでしょうか。私は、目が見

えないので読んでもらうのですが、私がわかりやすいなと思うのは、予算があって、決算があっ

て、差額がある形になっているものなのですが、確か「Ｙ・Ｙ・ＮＯＷＳＯＮ」だけは決算額し

か載っていなかったような気がします。何か書式はあると思うのですが、統一していただけると

ありがたいと思いました。予算と決算で大幅な違いがあった際には備考に理由を書いてほしいと

いうこともあります。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：すみません、確かに「Ｙ・Ｙ・ＮＯＷＳＯＮ」のところには予算と差額の記

載がないですね。補助金の確定処理はしているので、書類が間違っている可能性があります。申

し訳ありません、確認いたします。それと、仰る通り、予算・決算で大幅に増減しているものに

ついては、ふりかえりシートの方に書いていただく等していただいているので、決算書の方では

限られた紙面ではありますが、その理由を報告書への記載を義務付けるなどしてわかりやすいご

報告ができるようにします。 

  

伊佐委員：確かに備考欄のスペースは狭いので、目印となるものを付けて、詳細は違うところで

説明というのが良いのかなと思います。 

  

中山委員：これは良い事業だなと思っているのは、「四街道グルメチックフェスティバル」です。

これは面白い、今までにないものだと思います。ただ、四街道のグルメとは何だ、と考えた時に、

大きな課題があります。ですが、人々が集まれる良い機会でもあるし、四街道の特産物等を紹介

するにも皆が気楽に集まってわいわいできるというのは良い催しです。昨年だと「ドラマチック

よさこい道２０１６」や「四街道フリーマーケット」とコラボしてやっていますが、食べるスペ

ースとして、もっとゆったりと落ち着いて食べることができる場所が必要ではないかと思います。

それと、外の行事なので天候に左右されるという課題もあります。やろうとしたらそれなりの資

金は必要になるのでしょうし、そういった課題は多いですが、年に１回ではなく、２回位やって

もいいかなと思います。それと、出品物で賞を取ったものの発表の仕方がよくわからないままだ

ったような気がします。大きな新聞で取り上げるようなものでもないのかもしれませんが、何か

発表の機会などもあった方がいいと思います。話題性が非常にあると思うので応援したいです。 

  

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。 
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金子委員：評価の仕方なのですが、これは自己評価ですよね。評価は難しいとは思うのですが、

けっこう厳しくつけているところもありますね。１２団体のうち、いくつかは途中で消えていく

可能性もあって、そういった状況の中なので、せめて評価２はつけられるように、どうかご指導

いただきたいというか、頑張っていただきたいと思います。３以下でも改善の余地が見られるよ

うに支援していただきたいと思います。 

  

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。 

  

中山委員：「Ｙ・Ｙ・ＮＯＷＳＯＮ」は情報大学とも連携して、特に里山などは、環境系に強い

先生方に協力していただいて、地域連携の中のモデルケースのひとつになっていっています。情

報大学と連携の繋がりができているのは大きいと思います。それぞれの活動でそれぞれの協力機

関があると思うので、そうした連携で横のつながりも持てればそれぞれの課題も見えてきて、地

域づくり活動の課題も解決できるのではないかと思いました。 

  

庄嶋委員長：他にありますか……では、私から。「ちょこっとクラブ」の総括のところですが、

「なぜ２、３年目も改めて申請する必要があるのかをわかりやすい書式にしてほしい」というと

ころを事務局にご説明いただけますか。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：現状、１年目も２年目も同じ書類を作っていただいているところです。恐ら

くこの主旨としては、１年目を踏まえた２年目の提案の仕方があるだろう、というところだと思

います。一方で、秋に提案をお願いしているので、前年度の事業が半年分しか進んでいない段階

で、次年度の提案をしなければいけないというこの仕組み上、総括ができないというジレンマが

あります。欄を作ることは簡単ですが、その時書いたものが一年の総括ではない、というところ

で、非常に難しいところです。せめて進んだところに対しては書きやすい、わかりやすいものに

したいな、というのはあります。 

  

庄嶋委員長：そういう事情があるのですね。「ちょこっとクラブ」は３年間という期限をきちん

と意識しながらやって来られたので、そういう意見もあったのでしょうか。自立に向けて３年間

を使っていくという意識は大事なので、そういった意識をできるようなことを組み込んでいただ

くと良いかなと思います。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：毎年、みんなで地域づくり推進委員会の第２回目はおよそ冬に行っています。

提案がその２か月程前から始まっていて、第２回は出揃った書類をお渡しする回となります。プ

レゼンテーションに向けた共通認識を図る感じなのですが、まさに様式の件については、予算上

の都合もあって皆さんにお伺いを立てる機会がないということで、もし内部で検討させていただ

いて改善点が見つかった場合、委員の皆さんに共有してご意見等いただいて改善させていただく
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可能性もある、といったこともご了承をいただければと思います。メール等で確認できれば良い

のかなと思います。他に何かありますか。 

  

伊佐委員：コラボ四街道事業は基本的には市民と行政とのコラボという意識で、コラボ型だった

りサポート型だったりするのですが、その担当部署については、申請団体が「この課と提携した

い」というケースが多いのか、シティセールス推進課の方で「こういう課と連携できますよ」と

アドバイスしてくださるのか、その仕組みを教えて欲しいです。自分に繋がりがあるからそう見

てしまうのかもしれませんが、高齢者支援課や障害者支援課との連携が少ないという印象があり

ます。高齢者支援課は２８年度、ひとつも担当していなかった気がします。障害者支援課に至っ

ては過去、「障がい者しごと受注協議会」くらいしか無かったと思うので、そういった提携する

部署をどういう風に決めているかを確認したいです。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：様々な形がありまして、提案側から連携したい課についての意見を出される

ことも結構多いです。また、内容に応じてどの課が関係あるかをご案内することももちろんあり

ます。四街道市の場合、行政と連携しないと連携事業ではない、という考え方ではないので、必

ずしも担当課を無理やり見つけて何かしら連携を取り付けようという制度ではないです。場合に

よっては担当課を設けないで、必要に応じて情報提供等で対応をすることもあります。 

  

伊佐委員：もし行政のプッシュが付かない場合、サポート型ということにはならないのですかね。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：補助金の交付をベースにした支援、という形になりますね。 

  

伊佐委員：でもシティセールス推進課とは連携という形ですね。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：全部がそうですね。 

  

  

庄嶋委員長：では、これでこの議題は終わりとします。ありがとうございました。 

それでは、本日予定の議題が終了したので、その他、何かありましたらお願いします。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：先程も申し上げましたが、恐らく、来年度のコラボ四街道事業の提案を受け

付けて、ある程度まとまった時期を見計らって、第２回のみんなで地域づくり推進委員会を開催

します。例年通りでしたら、１２～１月位にご案内させていただけたらと思います。休憩中にお

配したチラシをご覧になられたかと思うのですが、昨年議論になりました「おやこカフェツリー

ハウス」のプロジェクトが動き始めております。金子委員もちょうど今お持ちの市政だよりの７

月１５日号で告知されている、プロジェクトを進めるにあたってのシンポジウムを７月２９日に
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わろうべの里で行うのを皮切りに、翌日から約１０日間かけて、現地で市民参加型のツリーハウ

スを作るプロジェクトが始まります。お近くの方でご興味のある方はぜひ参加者としてご参加を

お願いします。特に「パパ」というキーワードが提案でもあったように、パパを地域に連れ出し

たいという狙いもあるので、パパに限らずですが、ご興味ある方にご案内いただけたらと思いま

す。以上です。 

  

金子委員：今のことに関連することで、私は市政だよりをよく見るのですが、委員としてぜひ言

いたいのが、市政だよりでこのコラボ四街道事業のことを広めてほしいということです。この間

行われたオープンガーデンのことも載っていましたが、そういうイベントのことをぜひ広めてほ

しいです。 

  

事務局・岩林課長：そうですね、イベントの日程などはほぼ市政だよりに載っていると思います。

これがコラボ四街道事業ですよ、というマークも入っているので、ぜひ把握していただければと

思います。日常的な活動も見てみたい、というのも事務局に言っていただければ対応します。 

  

事務局・齋藤ＧＬ：「ちょこっとクラブ」とか「ＤＡＩＮＩＣＨＩ貯筋クラブ」とかもやってい

るので、ご連絡いただければ対応します。 

  

庄嶋委員長：他になければ閉会ということでよろしいですか。 

  

事務局・岩林課長：少しよろしいですか。私も民間から来て１年半位活動を見ていて、全般的に

素晴らしい活動で、継続していくべきとは思います。基金を基にしてやっていくものですので、

将来的に考えるとそういった継続性をどう確保していくかを、そろそろ何らかの形で考えなけれ

ばいけないな、というのを管理職としては思っています。それと、今日の報告書の中で先程庄嶋

委員長も指摘されていた様式のことや、主体がどこにあるのかなども課題です。あくまで今のコ

ラボ四街道事業というのは市民の方がやりたいものに対して「面白いね、いいね」と、お金の補

助をしたり、若干労力をプラスしたりするというものです。途中から、これは本来行政がやるべ

き仕事ではないのか、と思われてくる方もいると思います。こういった「事業を進めたい」とい

う意志の主体がどちらにあるのかの線引きが難しくなってきているのかな、というのがプロジェ

クトによっては見え隠れしてきています。主管であるシティセールス推進課としては、うまくそ

この線引きを考えていかないといけないなと思います。あとは関係するところの各担当部署がど

う関わっていくかというところです。きちんとサポートしてくださる課もあるし、報告書の中に

も詳しく書いてくださる課もありますが、シティセールス推進課のやっていることに対する見え

方の違いというのもあって、正直なところ温度差があります。団体の皆さんは前向きに良い活動

をされていて、それをサポートするのが行政の本分だと思いますので、そこの調和や交流を深め

ていかなければならないと思っています。予算や人員の限界はある程度はありますが、このプロ
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ジェクトが始まって５年目、過渡期に入ってきているので悩ましいです。ただ、課題としてはわ

かってきたので、どうにかしていこうと思っています。遅くまでありがとうございました。 

  

庄嶋委員長：私も今お話を聞いていて思ったのが、コラボ四街道事業のような、どの分野にでも

対応するような仕組みというのは、実験的な意味合いもあるということです。先程の話でもある

ように、今は地域包括ケアシステムの関係で、介護予防・日常生活支援総合事業が始まったりし

ていますが、こういう事業が今四街道で必要なものだ、というのがコラボ四街道事業を使って見

出されて、その後の具体的な政策の作り方に役立っていくといいかなと思っております。最終的

には市の事業として、何かに位置付けて継続させていくというものもあれば、自立してやってい

く、というものもあります。そういう入口としての機能をより意識していかれればと思います。 

 それでは、平成２９年度第１回みんなで地域づくり推進委員会を終了いたします。皆さんお疲

れ様でした。 

＞どうもありがとうございました。 

  

                                 以上。 


