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平成 29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 30年 1月 23日(火)午前 9時 00分～午前 11時 30分 
会場   四街道市保健センター第 2会議室 

 
出席委員:5名（庄嶋委員長、中山委員、田中委員、金子委員、伊佐委員） 
欠席委員:1名（中村委員） 
事務局：岩林課長、齋藤グループリーダー、友藤主事、橋本主事、勝又恵里子副代表理事

（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） 
 
○開 会 
事務局（岩林課長）:定刻になりましたので、第 2回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 3名と、後から 2名ご出席ということで、金子委員と伊佐委員が遅れ
ていますが、いらっしゃれば「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
項に規定します過半数になり、会議成立の予定となっています。 
 
・委員長挨拶 
庄嶋委員長:皆さんおはようございます。挨拶の前に事務的なことを確認させていただいて
から進めていきたいと思います。 
 会議録を作成するのですが、四街道市では「審議会等の会議の公開に関する指針」で、
発言については発言者名を記載して会議録を作成することとなっていますので、今回も同
様にすることを確認したいと思います。よろしいでしょうか。 
＞異議なし。 
庄嶋委員長:会議そのものの公開・非公開につきまして、基本的には公開ですが、コラボ四
街道の審査に関する部分については非公開となります。会議資料についても、解釈運用基
準によって、基本的には配布するということで行いたいと思います。ただし、コラボ四街
道に関する資料については個人情報などの観点から、実際のプレゼンテーションでは事業
一覧のみ配布していますので、傍聴の方がいらっしゃる場合には、その一覧のみをお見せ
することにしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
・傍聴人の確認、及び傍聴人への資料配布について 
＞現在 0名。公開のため、途中入室可。 
 
庄嶋委員長:今日は足元が非常に悪い中でお集まりいただき、ありがとうございます。まだ
ご到着できていない方がいらっしゃるというのもその影響ですが、追い追い過半数に達す
ると考えています。私も今日は少し早めの 6 時半くらいに出てきたので、家のマンション
の前の雪かきをする時間がなくてそのまま来てしまいました。四街道に来ましたところ、
職員の皆さんが総出で朝から雪かきをされていましたし、小学生たちもしていて、それぞ
れの事業所の前やお宅の前を雪かきする方々が見られ、こういう時にみんなが表に出て力
を発揮するというところが目に見えるなあと、改めて感じた次第です。 
 
＞金子委員到着。 
 
庄嶋委員長:これで委員数も 4名となり、過半数になりました。 
私の近況としては、今年に入ってから千葉県内に来ることが多いです。茂原、袖ケ浦、

我孫子、今日は四街道、来週は習志野と千葉県自治研修センター、あと流山ですね。千葉
県内あちこち出没していますが、最近の話題はほぼ地域コミュニティです。袖ケ浦で昨年 9
月に「袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり条例」が成立しました。いわゆる地域コミ
ュニティの活性化と地域コミュニティと行政の協働を進めるための条例なのですが、それ
を作る過程を 1 年間支援させていただきました。袖ケ浦は四街道に負けず劣らず魅力的な
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地域活動をされている方々がたくさんいらっしゃって、そういう方々によって地域が支え
られているなと感じている次第であります。県内には力を入れて取り組まれている自治体
がありますので、切磋琢磨しながら今後頑張っていただければと思います。 
それでは議事に入っていきたいと思います。 

 
○配布資料の確認 
・『資料 NO.1』はみんなで地域づくりセンター業務委託事業報告等。 
みんなで地域づくりセンター関連のパンフレットやチラシ、広報誌なども添付。 

・『資料 NO.2』以降はコラボ四街道関係の資料。『資料 NO.2』がコラボ四街道のガイドブッ
ク。 

・『資料 NO.3』は差し替えあり。コラボ四街道の選考方針（案）、採点表。その他、タイム
スケジュール、質問書、今年度提案事業に関する書類一式等。 

 
庄嶋委員長:ありがとうございます。資料が非常に多いですので、その都度どの資料を使っ
ているのか確認しながら進めて行けたらと思います。 
それでは今日の議事に入ります。 
(1) 平成 29年度上半期地域づくりコーディネーター業務報告 
(2) みんなで地域づくり事業提案制度（平成 30年度実施）について 
(3) その他 

(2)はコラボ四街道平成 30 年度実施分についてです。次回の第 3 回みんなで地域づくり推
進委員会は、公開プレゼンテーションを兼ねた形で行っていくことになりますので、その
前段の確認が今日の大事なポイントになるかと思います。 
順番に従いまして、まずは上半期地域づくりコーディネーター業務報告についてお願い

いたします。 
 

事務局（齋藤）:この後勝又さんよりご報告いただきますが、今年度でセンターのコーディ
ネーター業務は 3 年契約の最終年度を迎えています。先日、次年度以降の 3 年間の契約に
係る選定委員会を行いまして、引き続き NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
（以下:NPO クラブ）との選定が進み、この後契約の手続きに入っていく状況とご報告させ
ていただきます。30年度から 32年度までで進めてい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（勝又副代表理事）:今、事務局からお話しいただきました通り、次期 3年も NPOク
ラブでさせていただくことになりました。来年度で設立 10年を超えることになるのですが、
新鮮な気持ちで課題を解決できるようにコーディネートを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。 
 みんなで地域づくりセンターの業務につきまして、上半期ということですが、もう 1 月
ですので、12月までと、今後について話したいと思います。 
【以下『資料 NO.1』参照。特記事項のみ記述。】 
・地域課題への取り組みのプロデュースに関すること、地域づくりを担う主体のネット
ーワークに関することについて。今年度の大きな課題は、地域の高齢化の課題にどのよ
うに取り組むかと、四街道市の子どもをとりまく状況と支援について考えていく必要が
あるという二点。 

・高齢化の課題は、近年、自治会情報交換会の中で、地域が高齢化しているので、それに
ついて情報交換していきたいという話が出ている。 

・5月 31日の自治会情報交換会は、80以上ある自治会の半数以上が新会長を決めているた
め、新会長が運営について情報交換するというのが大きな目的。センターも加わってい
る地域支え合い推進会議からの報告で、地域でのケアを進める上での自治会の役割等に
ついても知っていただくこととなった。 

・以上を受けて 11 月 26 日の自治会情報交換会が開かれ、地区別に開いていくこととなっ



3 

 

た。 
・自治会情報交換会は、地域支え合い推進会議でヒアリング等を進めた北中学校地区の自
治会の方に集まっていただいて開催した。地域の課題を考えるのに、民生委員の方、児
童団体の方など市民の方に参加していただいた。北中地区自治会全体で地域の課題をど
うしていったらいいのか話し合う場にしたかったが、結果的に、グループに分かれて現
状を話し合う場となった。今後も地域ごとに開いて、地域の課題解決が進んでいる自治
会の情報を紹介しながら情報交換をしていく。 

・子どもをとりまく状況と支援については、7月 5日にこども支援団体交流会を開き、市内
の様々な活動をしている市民団体の方と民生児童委員の方が集まった。北の地区と南の
地区の二つのグループに分かれ、それぞれの状況について情報交換した。 

・四街道市での子どもの状況をヒアリング等で調べていく「子どもプロジェクト」を立ち
上げ、市民 2 名とセンターのコーディネーターが、一緒に関係機関や支援団体のヒアリ
ングを行った。 

・今年の 2月 23日に第 6回こども支援団体交流会を行い、ヒアリングの中から見えてきた
四街道市の子どもの状況や、みそら小学校の「おはなしの部屋」や、神奈川県田奈高校
の「ぴっかりカフェ」などの報告をした。参考にして、今後の支援方法について考えた
い。 

・まちの魅力発信や地域活性化をサポートするプロジェクトについて。今年度は、11月 12
日に「みんなでつつみこむあたたか地域づくりプロジェクト」で、映画「みんなの学校」
の上映会を行った。このプロジェクトは市の長寿社会づくりソフト事業で、みんなで地
域づくりセンターとしても、サポートしている。これらのサポートを通して、地域の活
性化や地域づくりをみんなで地域づくりセンターとしても進めていくつもりである。 

・「大きなテーブル」と「ちばユニバーサル農業フェスタ」について。6月 17～18日に大き
なテーブルを実施。来場者数が増え、定着した。参加している障害者支援団体からも、
大きなテーブルを継続して行う中で製品づくりの技術向上が見られたという話をいただ
いている。これからの大きなテーブルは、障害者支援団体が自主的に運営できるように
というテーマで、準備等についても、これまでのようにみんなで地域づくりセンターを
通してではなく、出店団体自身に運営を行う力をつけていってもらいたいと考えている。
秋には主旨が共通するちばユニバーサル農業フェスタの中で出店をした。 

・ちばユニバーサル農業フェスタは今年度 12 月 16 日に開催。年末が近かったため、昨年
より出店団体等は減ったが来場者は多かった。今年の特徴としては、市内の高校 3 校が
出店したことが挙げられる。四街道高校、千葉敬愛高校、四街道北高校がそれぞれ出店
し、四街道高校はボランティア部、家庭料理研究部、野球部の皆さんが、場内の呼び込
みや運営に関わってくださった。また、中央小学校の 6 年生 4 クラスが総合学習で学ん
だ地域づくりの展示とそれに基づく発表をした。見ごたえや聞きごたえがあったという
声が多かった。市外の団体も参加したほか、地域に根付いた高校生や小学生、その保護
者の方が参加する機会となった。四街道高校写真部に今年の場内の様子を写真に撮って
もらっていたので、2月～3月に写真展を開く予定。 

・各種講習会として、柱になっているのは「コラボ塾」。7月 13日のオープン講座では、庄
嶋委員長に改めて「みんなで地域づくり」という理念についてお話しいただいた。その
後、事業計画の作り方などを学び、1 月 26 日に本番直前のプレ・プレゼンを開くため、
今はそれに向けて各団体の方が準備をしている。 

・「ソシオ・マネジメント勉強会」は、多くとも一桁の参加だが、シートを使って自分の団
体の運営について振り返ったり、それを活動に生かしたりと、講義を聞くだけではなく、
自分の団体の活動について考える時間となっている。 

・広報誌『みんなで』は現在 14号が発刊。15号は編集中。内容については編集担当が創意
工夫をしている。その他フェイスブックやホームページなどで情報発信をしている。 

・相談事業では相談受付をしていることを知ってもらおうということで、フェイスブック
にて 3 か月に一度、どういった相談があったのかを掲載し、多くの反響があった。例え
ば、障害者生活介護事業をしている NPO法人から、「地域で活躍するボランティアの場を
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探してほしい」という相談があった。手始めに「日替わりシェフの店 さくらそう」の
掃除をしてもらおうと紹介して載せたところ、他の団体からも「自分のところでもそう
いったボランティアを必要としている」という声が挙がった。 

 
庄嶋委員長:ありがとうございました。今、報告があったことについて皆さんからご意見・
ご質問をいただこうと思います。人数が少ないので一人ずつ、一言でもいただけたらと思
います。 
 
金子委員:自治会情報交換会について。北中学校地区で行われたということですが、中学校
区だけでやるのは初めてでしたか。 
＞そうです。 
金子委員:私も北中学校区自治会に属しています。特につくし座が割と先進的な自治会で、
恐らく中心になって活動していると思います。こういった学区ごとの情報交換会は大変効
果的ではないかと私も感じますので、大変かもしれませんが、来年度以降は全体情報交換
会のみならず、中学・高校区の先進的な自治会の運営の実態を報告してもらってもいいか
と思います。 
 大きなテーブルとちばユニバーサル農業フェスタは私も見に行きまして、高校生が参加
していることに対して頼もしく感じました。地域の学校を巻き込むというのは大変効果的
だと思うので、来年度以降も続けていただければと思います。 
 
田中委員:私も 5 月、11 月ともに自治会情報交換会を一緒にやらせていただいたのですが、
自治会長さん達の交流や、これからの地域づくりへの情報交換はすごく有効な時間ではな
いかと思っています。それと同時に、地域支え合い推進会議の中でも自治会長という枠だ
けではなく、そこに住んでいるみんなで地域をつくる意見交換会やフォーラムも行って、
一緒にやっていけたらいいなという思いがあります。 
情報発信の仕方についてです。社会福祉協議会も地域支えあい推進会議もみんなで地域

づくりセンターも「地域づくり」をしているのですが、どこが何を発信してどうまとめて
いるのかを伝えるのが難しいと感じました。私もその関係でお叱りを結構受けておりまし
て、せっかくいい事をやっているので、それをみんなで共有できたらもっといいのだろう
なと思いました。 
 話がずれるかもしれないですが、市主催の介護予防教室がこの 3 月で全て運営支援を止
めるという話があって、約 400 人の方々の行き場がなくなる事態になっています。地域支
えあい推進会議の中でも、その介護予防教室をいろいろな形でサポートしています。私も
マッチングをするのに苦労しているので、フェイスブックでのボランティア募集など、ぜ
ひ一緒にできればと思っています。 
 
中山委員:私は子どもをとりまく状況とその支援について、7 月にこども支援団体交流会に
参加しました。本当に支援が必要な子どもに支援が届いているのか、という視点から話が
ありました。個人情報などのいろいろな問題があって、どんな支援がいいのか大変考えさ
せられました。また非常に難しいと思うのが、声が届いているものの参加できないという
方についてです。保護者の方の多忙さによるものかと感じています。食についてもいろい
ろな支援が行われているのですが、そういうところに参加する子ども達は、意外とまだ恵
まれているのだろうと思います。本当に支援が必要な子は参加できない状況にある。そう
いうところをどうやって支援していくのか、という難しさを考えさせられました。継続し
てこれらの状況・情報を集めるということも大事ですが、どういう風に支援していくかも
考えていかなければと思います。食の問題にしても、やってあげたいという団体さんはた
くさんありますが、本当に必要な子へとなると、なかなか難しいものがあるなと思います。
今後大きな課題ではなかろうかと思いますので、ぜひ頑張って続けていってほしいなと思
っています。 
 ちばユニバーサル農業フェスタについて。今年度は 12月と遅い時期になり心配されてい
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ましたが、天候に恵まれ、この時期は、学生さんにとってはテストも終わって参加しやす
い時期で、若い方が参加してくださりました。全然違った活気が見られて非常に良かった
なと思います。そしてまた、小学校の総合的学習の時間でやっていることが地域の方や親
御さんにも理解してもらえたのではないかと思います。会場に近い場所にある中央小学校
以外でも、もし発表したいというところがあれば、もっとたくさんの小学校に広がってほ
しいと思います。というのは、学校によって総合的学習の取り組みが違うんですよね。そ
れぞれの良さがあるので、そういうところで交流することによって、子ども達の勉強に繋
がっていくだろうと思います。問題は、いつも開催時期が違うというところにあるかなと
思います。 
 
庄嶋委員長：ありがとうございます。これで一回りということで、私も気がついたことを
述べたいと思います。スケジュール表を拝見すると多岐にわたる事業をされていて、一時
期だけではなく、年間を通じていろいろな取り組みを計画的にされているところがありま
す。いつも素晴らしいなと感じています。先程、自治会情報交換会の話を聞いたり、送っ
ていただいた『みんなで』の「自治会の可能性を考えよう」という特集を見ました。情報
交換会の中で北中の学区で行った時の感想などを見ていると、自治会としては、地域が丸
ごと面倒を見ていくのは厳しいという正直なお話があるようでした。地域のコミュニティ
の核となる団体ということで、どうしてもいろいろなものが自治会に振られてくることが
ある。それを全部まともに受け止めていたら動けなくなる。その中でどういう仕事の内容
を自治会として取捨選択していくのか、そういったところを少し長い目で見ながら考えて
いくことが大事なのかなと思います。 
もともと四街道市は、中学校区の単位での自治会同士の緩やかな繋がりが意識されてい

ます。一つの自治会だけではこなし切れないことも、いくつかの自治会がまとまった単位
でやることで、一つひとつの自治会のできることを増やして、まとまってやっていけると
ころがあるのではないかと思います。それを考えることも必要だと思いますし、『みんなで』
で特集されているように、役に就いた人だけが年間を通して大変な思いをするのではなく、
やる気のある人をボランティアとして募るのが良いと思います。特技を持っている方が特
技を活かしたり、やる気を活かしたりして活躍できるで取り組みであったり、地域内のボ
ランティア団体で、若いお母さんたちが参加しているような団体と連携して、地域全体で
人材を確保していくなど、自治会がその地域内のいろいろな団体の力を活かしていくプラ
ットホームのようなところになっていくことも必要だろうと思います。非常に大事である
情報交換を行う一方で、中・長期的に未来のコミュニティの姿を意識しながら、取り組み
を進めていける機会があるといいのかな、という風に思いました。 
皆さん再三言及されていますが、ちばユニバーサル農業フェスタに市内の高校や小学生

が参加されていることはとても大事なことだと思います。地域づくりにおいて四街道は以
前から「四街道こども記者クラブ」や、いろいろなことで子どもたちの参加や高校との連
携といったところが進めてこられていますが、どこのまちでも地域に関わる方が高齢化し
ていることが大きな問題です。学校などを通じて子どもたちが地域づくりに参加すること
が実現されているというのはますます進めていただきたいなと思います。 
今出たことについて、もし何か追加で情報提供等ありましたらお願いします。 
 

事務局（勝又副代表理事）:参考にさせていただきます。ちばユニバーサル農業フェスタは
開催時期・開催費用の位置付けなど、いろいろ考えながらやってきていています。主催し
ているのがユニバーサル農業フェスタ実行委員会で、みんなで地域づくりセンターは協力
という位置付けでしたが、今年度、地域のイベントという面が更に強くなってきているこ
とを感じたので、みんなで地域づくりセンターとして、そのことを意識してコーディネー
トしていきたいと思います。 
 それから子どもの支援についても先程ご意見をいただきましたが、講演会などいろいろ
聴いたりしている中で、子どもの貧困というのはとにかく見えにくいというお話がありま
した。支援を始めることによって見えてくることもあるので、次年度はできれば他県から
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先進的なことをしている方をお呼びして、支援というのはどういうことなのかなど、支援
者の育成に力を入れていきたいと思っています。 
自治会情報交換会については、今年お話を伺った淑徳大学の山下先生の話の中でもあり

ましたが、自治会は深刻なことは包括支援センターや関係機関に繋ぎますが、小さなこと
は自治会同士で早くに発見することができるということでした。自治会の役割は、そうい
う近所の一番身近なところを大切にしていくことが大事であるというのが見えてきました
ので、続けていきたいと思います。以上です。 

 
庄嶋委員長:はい、ありがとうございます。皆さんの方から言い忘れたことがあったらどう
ぞ。 
 
金子委員:高齢化の問題がございますよね。私も後期高齢者に入りましたのでまさに高齢者
の典型です。自分がなってみてわかったのは、政府は百年計画と言っていますが、高齢者
は、そんなに元気がないわけではないということです。80～85 歳くらいまで元気であれば
活躍できる。高齢者が増えるということは、財政上の問題もあるのでしょうが、活躍でき
る人材があると考えれば、自治会でもこういった場所を有効活用できるのではないかと私
は思っています。高齢化というのは必ずしもマイナス面だけじゃなくて、プラスな面もあ
りますので、子どもたちも自然に一緒についてきてくれるのではないかと思います。高齢
者だからといって弱者と思わない方が良いのではないかという私の個人的な感想でもあり
ますが、みんなで地域づくりセンターだけの問題ではないと思います。高齢者であること
を気にしないで、活躍できる人は活躍してもらっていいのではないかと思います。 
 
事務局（岩林課長）:日々、いろいろな事を多岐に渡ってやっていただいて、我々も非常に
感謝しています。 
庁内の反応について、課題があります。市長は、イベント事やユニバーサル農業フェス

タ等のイベント事は結構見ていて、様子も知っています。ただ、それ以外の、どちらかと
いうと日々の見えないものは、市長含めて庁内でも理解が少し浅いのかなと思います。そ
れは我々の事務局としての反省点でもあるのですが、その見えないところをどう見える化
していくかが課題と感じています。また 3 年間やっていただくので、来年度以降その辺を
できる限り改善していきたいと思っています。先程も情報の問題と仰っていましたが、見
えない部分であるみんなで地域づくりセンターの日々の仕事を含めて、庁内に情報発信を
行っていきたいと思っています。 
 
田中委員:庁内への情報発信というのはすごく大事だと思います。みんなで地域づくりセン
ターが活動している中で、同じく地域づくりをしている組織それぞれが、みんなで地域づ
くりセンターがどういったことをしているのかへの理解があれば良いなと思います。地域
支え合い推進会議も地域の中のヒアリングやフォーラムというのを、自治会単位くらいの
ペースでやり出しています。あまり理解がないままやり始めると、混乱が起きてくると思
うのです。社会福祉協議会でも、「向こう 3軒両隣プロジェクト」というのが始まり、それ
も全部地域づくりのことなのですが、それをどう行っているのかを庁内で理解していない
と、何をやっているのかわからなくなる。市としていろいろなところが繋がりながらも、
それぞれの役割でやっていることを庁内が理解していないのではないかと、すごく心配で
す。淑徳大学の山下先生もそういったことで県下をいろいろ回られています。松戸市では
庁内職員を対象に研修会をするという企画ができたそうなので、四街道も職員対象に、こ
れからの地域づくりを共有するためのものを何かやれたら良いのではないかと思います。 
 
中山委員:私も自治会に参加していますが、自治会というのは地域差があって非常に難しい
です。例えば自治会長にしても、同じ方が長年ずっと十何年もやっているところもあれば、
私のところのように一年ごとに総入れ替えになるところもあります。その中で自治会活動
とは何なのかを考えさせられます。毎年役員が変わっていきますと、役員になるとやらな
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ければならないことというのがわかってきて面白い時もあるのですが、また一年やると次
の人がやることになるので、バタバタしたまま一年が過ぎていってしまいます。そういう
中で伝統的なものが引き継いでいけるかというと難しくて、段々面倒臭くなって楽な方向
に行ってしまうことがあります。ですから、伝統を守っていくことはすごく大変なことで、
会長になることによる労力を惜しみなく使って長年やっていくことで、初めて成り立つも
のなのだろうなと思います。その地域によって自治体のあり方が多種多様になってきてい
るので、こういう交換会があってこういう風にやればよいのではないかという意見が出る
ことで、その場では解決しないにしても、参考になる事柄が情報交換されることによって
考えさせられる内容は非常に濃いかと思います。いろいろな地区の情報を発信してみんな
で考えていく機会というのは非常にいい機会かなと思っていますので、是非継続してやっ
ていただきたいなと思います。 
 
＞伊佐委員到着。 
 
庄嶋委員長:今、議題 1のコーディネーター業務報告の方をやって、各委員から一通り 2回
ずつくらいコメントしたところです。事前配布資料で気になるところがありましたらご発
言いただけたらと思います。 
今の話の流れで私からの意見ですが、先程の通りイベントなどの目立つもの以外の活動

が伝わりにくいというものがあります。これについて質問なのですが、市政だよりで、み
んなで地域づくり関係のことが特集としてに取り上げられる機会は定期的にあるのですか。 
 
事務局（岩林課長）:特に今のところないですね。一方では作り方として、特集記事みたい
なこともきちんと企画していく必要があるという話が出ています。そういう形になってい
くようでしたら、取り上げられていくこともあるかと思っています。 
 
庄嶋委員長:私も本業の傍ら地元の東京都大田区の非常勤特別職ということで、職員の肩書
きも持っているのですが、私がそこで心掛けていることの一つは、良い活動を目立つよう
にしてあげるということです。広報紙で取り上げるのも一つの方法です。区の広報紙の最
新号で特集を載せたところ、そこで取り上げた方々と連絡を取りたいという反響がすごく
ありました。そういうツールを使って目立つようにしてあげることも一つあると思います。
例えば、団体が個々で何かを調べようとして調査票を配ったとしても、もらった相手が団
体についてよく知らなければ、まず答えません。でも行政が調査をするとなると協力して
くれたりします。市民が全体的なことを知ることができる情報のインフラを作っていくと
いうのは、やはり行政の役割だと思います。そういう意味では、みんなで地域づくりセン
ターでもいいしシティセールス推進課でもいいのですが、四街道市の地域づくりに関わる
基本的な情報を調査して、皆さんが見られるようにするというのは大事かと思います。そ
して、先程中山委員が言われましたように、それを自治会の情報交換会等含めた対面の場
で情報交換する。そうすると、その場で解決にならなくても、情報を知ることでヒントが
出てくる。やってみたいことが出てくる。そうすることで、調査したものをベースにしつ
つ、また良い事例をそこで報告しあう中から学ぶことができます。自分たちでは大したこ
とはないと思っていたことでも、伝えることで、他の人に「すごいことやっていますね」
と褒められたりしたら、ますますやる気になると思います。他の人と交流するというのは
そういう効果があって、それも狙いとしてあるかと思います。また先程田中委員が言われ
たように、あまり情報が整理されないままでやっていると、同じようなことをいろいろ頼
まれて、「逃げてしまおう」となってしまうこともあります。それは、四街道市の自治会に
せよ、それ以外の団体にせよ、まとめて行政から定期的に情報をもらう機会というのが、
きちんと整理されていないことによるのかなとも思います。四街道は 5 つの中学校区で一
つの単位なのですが、大田区だと人口が多いので、18の出張所があります。18の出張所単
位で月に 1 回、地域団体の長の方々を中心に集まってもらって、情報伝達と情報交換をす
る機会を設けています。そこで、警察や、いろいろな行政機関や、各団体からの情報が提
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供されます。まずはその各団体の長の人達が知って、また自分達の団体へ回していく。そ
ういう情報伝達の体系的なものが整うといいかな、と思います。それはシティセールス推
進課だけの話ではないですが、そうしたところは少し課題としてあると感じました。 
 
伊佐委員:もう話に出ているかもしれないですが、四街道こども記者クラブの取り組みにつ
いて。もう何年か前からみんなで地域づくりセンターが絡んでずっと続けられていると思
いますが、こども記者は大体何年生から何年生がいらっしゃるのですか。もう卒業した人
もいると思います。そういった人が卒業した後に何らかの活動に結びついているのかと、
それを把握されているのかを聞きたいです。 
 
事務局（齋藤）:現状でいくと、4年生から 6年生までいます。20名程度いて、当然卒業生
が毎年出ていくのですが、最近は特に、中学生になった子も、部活の合間や、春休みや夏
休みなどに参加をしてくれたりします。中学生の役割として中に入って一緒に活動しなが
ら、ちょっとしたところをサポートするといった関わりをしてくれています。続けてきた
が故の良い動きになってきています。 
 
伊佐委員:ありがとうございます。私も、自分が所属している団体で四街道こども記者クラ
ブの取材を受けたことがあります。四街道市視覚障害者協会の交流会に参加していただい
て、それが印象に残っています。ありがとうございました。 
 
事務局（齋藤）:情報発信という部分で自治会のことと少し絡んでくるのですが、『みんな
で』を 9号からリニューアルして、今 14号まであります。最新号は自治会をテーマにしま
した。たった 2ページですが、細かく 10回～15回くらいミーティングを重ねました。最初
は自治会に興味のない若者にも関心を持ってもらいたいということで、自治会の基本的な
ところを紹介しようという話が出ましたが、今回は、いろいろなネットワークや情報を得
ていく中で、自治会活動ではこういったこともやっています、と紹介するに至りました。
市政だよりと違って限られた発信となりますが、約 3,000 部を自治会回覧で送らせていた
だきました。アンケートを取っているのですが、アンケートの回収率も非常に少ないです。
そのため、庄嶋委員長が仰った地域づくりに関する情報を、みんなで地域づくりセンター
などでいろいろ発信してはいるものの、本当に届いているのか、届いていて実際どう思っ
たのか、というのがこちらに伝わって来ない状態です。アンケート等でご意見ををお聞か
せいただけたら、どんどん活かしていきたいと思っています。年に 3 回から 4 回しか発行
していないので、場合によっては特集と連携する可能性もあるのではないかというところ
で、ぜひ反応を教えていただけたらと思います。 
 
金子委員:私が非常にいいと思ったのは、今回写真で出ていた電電栗山の自治会です。先程
の委員長が仰ったように、こういう風に良いことをやっていると知らせることで、広報と
して出た人は張り切ると思うんですよ。年 4 回のこれが、例えば 10 年経って 40 回くらい
目ぼしい自治会を紹介できれば、出された自治会は頑張ると思います。出た人は写真が載
るとやはり嬉しいと思いますよ。露出するチャンスを作るというのはとても良いことだと
思います。だから単に注釈的なものではなくて、具体的に自治会の例を紹介すると、非常
に役に立ってよろしいのではないかと感じています。ぜひ他の自治会にも声を掛けて出て
もらってはいかがかと思います。 
 
庄嶋委員長:発行回数は限られてしまうので、毎回テーマもいろいろと変えていると思うの
ですが、逆に定期的にこのテーマを毎年やると決めれば幅が広がって蓄積していくかと思
います。そういうこともあって、市政だよりはどうなのですかと聞いてみました。年間を
通して、毎年何月号・何月何日号は何の特集と決まっていて、それを軸に広報も動いて、
団体もそこに載ろうと努力して頑張る。そういうものがあればいいのかもしれないなと思
います。 
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金子委員:広報ではコラボ四街道が結構取り上げられていますよね。コラボ四街道の活動や
実例も写真が出ている。これはいいと思います。 
 
庄嶋委員長:では、議題(1)はこれで終わります。二つ目の議題の方をお願いします。 
 

(2) みんなで地域づくり事業提案制度（平成 30年度実施）について 
 

（非公開） 
 
庄嶋委員長:それでは、議題(2)は以上とします。議題(3)その他は何かありますか。 
＞特にありません。 
庄嶋委員長:では、我々に出された議事については以上ということで、事務局の方にお返し
したいと思います。 
 
事務局（岩林課長）:以上で第 2回みんなで地域づくり推進委員会を終了したいと思います。
長い時間、ありがとうございました。 
＞ありがとうございました。 

以上 


