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平成３０年度 第２回 四街道市みんなで地域づくり推進委員会 議事録 

  

【開催日時】平成３１年１月２１日（月）９時００分～１１時３０分 

【開催場所】四街道市役所本館３階 第２委員会室 

【出席者】（委員）庄嶋委員、中山委員、関委員、田中委員、金子委員、賀川委員 

（事務局）岩林課長、安永係長、齋藤主査補、友藤主事、橋本主事、勝又副代表理事（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） 

【傍聴者】２人 

【会議次第】 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議事 

１．地域づくりコーディネーター業務報告について 

２．みんなで地域づくり事業提案制度（平成３１年度実施）公開プレゼンテーションに 

ついて 

４ 閉会 

 

【会議概要】 

～１．開会～ 

（岩林課長） 

定刻になりましたので、ただ今から第２回四街道市みんなで地域づくり推進委員会を開

催します。 

本日は６名のご出席をいただいており、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項に規定する過半数に達しておりますので、本日の会議は成立とします。 

 それでは庄嶋委員長よりご挨拶いただき、その後、次第に沿って進行をお願いします。 

（庄嶋委員長） 

議事に先立ちまして、会議録における発言者名については、「審議会等の会議の公開に関

する指針の解釈運用基準」の規定により、原則として明記することとなっておりますので、

本委員会においても明記する取扱いとしたいと思いますが、委員の皆様、いかがでしょう

か。 

 

（異議なし） 

 

では、異議なしとします。 
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（庄嶋委員長） 

会議の公開・非公開につきましては、「議題２．みんなで地域づくり事業提案制度（平成

３１年度実施）公開プレゼンテーションについて」の中で審査に係る内容に関しては、四

街道市情報公開条例第８条第１項第５号に該当するため、非公開とさせていただきます。 

また、会議資料につきましては、「審議会等の会議の公開に関する指針の解釈運用基準」

の規定により、議事次第については、配布するものとされておりますが、その他の資料の

配布については本委員会の判断によるものとされております。 

私としては、「議題２．みんなで地域づくり事業提案制度（平成３１年度実施）公開プレ

ゼンテーションについて」に関する資料につきましては、審査に係るもの以外を、配布・

閲覧可としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（庄嶋委員長） 

では、異議なしとします。 

現時点で傍聴人の方がいらっしゃれば入っていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

（事務局） 

２名いらっしゃいます。 

（庄嶋委員長） 

それでは、入室をお願いします。 

 

（傍聴人入室） 

 

～２．委員長挨拶～ 

（庄嶋委員長） 

では、議事に沿ってご挨拶させていただきます。本委員会は年に３回開かれており、そ

のうち２回は年が明けてからの開催になっています。前回の第１回は、平成２９年度に実

施したコラボ四街道事業の報告会を行った後、事業の現地視察にも行きました。実際に補

助金を使った事業の様子を見学でき、現場に行ってよかったなと思っています。今後もそ

ういった機会を設けられたらよいのではないかと思います。 

今年は平成最後の年です。振り返ってみると、「みんなで地域づくり指針」を作ったのが

平成２０年。それから１０年経過していることもあり、「みんなで地域づくり」についても

節目の年かと思います。 

その中で、花形にもなった「コラボ四街道」については、今年度に制度の見直しも行わ

れています。仕組みは常に実情に合わせて変えていくことも大事であると考えます。制度
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の見直しや改正を行いつつ、事業の応援、サポートをよりよいものにしていけたらと思い

ます。 

 

～３．議事～ 

本日の議事は、まず「議題１．地域づくりコーディネーター業務報告について」、その後

「議題２．みんなで地域づくり事業提案制度（平成３１年度実施）公開プレゼンテーショ

ンについて」という流れで行いたいと思います。 

コラボ四街道の制度改正についての確認も後ほど行いたいと思います。 

では、「議題１．地域づくりコーディネーター業務報告について」事務局から報告をお願

いします。 

（勝又副代表理事） 

みんなで地域づくりセンターの業務責任者を務める勝又と申します。それでは、地域づ

くりコーディネーター業務報告を始めます。まず、平成２９年度の地域づくりコーディネ

ーター業務報告を行います。資料や内容が多いため、内容を絞って報告したいと思います。 

私たちは「みんなで地域づくり」を合言葉に事業を進めています。現在みんなで地域づ

くりセンターはコーディネーター５名とサポートスタッフ１名で運営しています。 

資料１の「２．主なセンター事業と業務について」の中にある「（１）地域課題への取組

みのプロデュースに関すること」、「（２）地域づくりを担う主体のネットワークに関するこ

と」を、みんなで地域づくりセンターのコーディネーター業務の柱としています。 

２９年度の報告は、１１ページ「全体を通して」をご覧いただきながら、主な成果と課

題についてお話ししたいと思います。 

 

まず、「『地域の高齢化の課題』を解決するための地域のコミュニティづくりをサポート

することについて」を説明します。 

主なものとして、自治会情報交換会というものを年２回開いています。ここ数年、地域

の中でも自治会の高齢化について話が出ています。みんなで地域づくりセンターもメンバ

ーの一員として参加している地域支え合い推進会議でも、地域の高齢化の中での支え合い

について話し合われました。 

自治会情報交換会では、そういった高齢化の課題を解決するためのコミュニティづくり

について考え、地域支え合い推進会議で出た話についても報告を行いました。「自治会がま

るごと地域の面倒を見るのは負担が大きい」という意見もあり、できることから始めると

いうことや、どの程度、どのように課題に取り組むことができるかの掘り下げが必要であ

るというのが現状と課題です。 

みんなで地域づくりセンターでは、自治会情報交換会の開催や、ＮＰＯ等、地域の団体

との連絡・相談受付等の地域づくりのコーディネートを担ってきたという特徴を活かし、

具体的な取り組みを進めながら、地域支え合い推進会議の中で情報共有を行っていきたい
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と考えています。 

 

次に、みんなで地域づくりセンターの活動の中でも大きな柱のひとつとなる「子どもを

めぐる環境」についてです。 

社会的にも貧困や孤立などの問題が指摘されている中で、四街道市で、子どもの育ちに

ついてや、それに関する課題に向けた動きがどのように行われているのか調べるため、「子

ども支援団体交流会」というものを年２回、通算で言うと第５回、第６回にあたるものを

開きました。第５回の中で、南地区と北地区に分かれて地区ごとの支援団体の活動場所を

地図上に記したり、困っている子どもについての情報交換を行いました。 

第５回の後「子どもプロジェクト」を開き、関係機関の方に子どもの状況を伺いました。

第６回では、聞き取った内容について報告を行い、支援を必要としている子どもの状況を

参加者が詳しく把握して、どのような支援が必要なのかということを話し合いました。   

そこでは、場があることでできる支援と、場がなくてもできる支援を具体的に考えていく

必要があるということと、支援団体や関係機関が連携することが必要であるという結論に

至りました。 

次年度についても「子ども見守りサポーター養成講座」を開き、支援の動きを具体的な

活動に繋げていく予定です。 

 

次に１３ページの「相談対応について」をご覧ください。 

相談対応の細かい内容は８ページに書いてあります。相談受付をきっかけに具体的な地

域づくりの取り組みにつながるケースも複数見られたため、今後も同様に進めていきたい

と考えています。 

 

２９年度の報告については以上で終了します。 

次に、平成３０年度の報告についてお話します。 

資料としてお渡ししている報告書の最終ページをご覧ください。 

こちらに「平成３０年度業務スケジュール」というものがあります。この表は先ほどの

地域課題の取り組みのプロデュース、ネットワークに関してどのようなことを行ったかを

月ごとに書いたもので、１２月までの実績も入れたものになっています。 

その前のページが平成３０年度の計画です。今年度の事業はこれに基づいて実施してい

ます。 

では、さらに１ページ遡っていただいたところにある１１月の業務報告をご覧いただき

ながら、進捗等をお話したいと思います。 

 

「１．施設利用状況」についてです。 

施設への来所者数は３,０７３人でした。こちらの内訳に関しては、センターが主催に
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近い形でコーディネートを行っている「ちばユニバーサル農業フェスタ」というイベント

における数字も入っているものになっています。 

 

 「２．主なセンター事業と業務」についてです。 

「地域の高齢化の課題を解決するための地域のコミュニティづくりをサポートすること

について」ご報告します。 

先ほどお話しました、高齢化の課題や地域の困りごとを解決するという目的で開催され

ている自治会情報交換会は、年２回開いており、次回は１月２６日に行われます。今回は

「地域の困りごとを解決しよう！」というテーマで、「西中らくらく会」、「やすらぎ広場」

「みんなの学食 りんごとはちみつ」の事例等、四街道市内にある居場所づくりの活動を

自治会情報交換会の中で報告し、自治会の方に意見交換を行っていただく場になります。 

 

「『子どもをめぐる環境』の課題について」です。 

今年度は、平成２９年度から継続し、子ども見守りサポーター養成講座を５月から始め

て、計３回行いました。横浜市にある図書館でカフェを開いている「ぴっかりカフェ」の

事例紹介、君津市にある児童養護施設の見学とお話、松戸市のこども食堂の方からのお話

をいただき、どういった困難を抱えた子どもがいるのか、またそういった子どもに対する

支援の姿勢を学び、そういった子どもたちには「指導」ではなく「支援」が必要であると

いう気づきがありました。 

この講座を受けた方を中心に、子どもサポートプロジェクトというものを１１月から始

め、１月現在まで続いています。居場所づくりなど場があることでできる支援と、子ども

や親に情報を発信する等の場がなくてもできる支援を進めているところです。居場所につ

いては場所のめどがつき、３月にプレオープンを行う見込みです。 

 

「みんなでおしゃべりできる『居場所』をつくろう！」についてです。 

これは６月から行っており、数年前に行った「コミュニティカフェをつくろう！」より

もより具体的に居場所づくりを考えていく講座です。１回目は市外の事例紹介、２、３回

目は参加した方のワークショップなどを行いました。３回の講座を通し、「みんなの学食 

りんごとはちみつ」という中高生の居場所が発足しました。「日替わりシェフの店『さくら

そう』」で１１月にプレオープンしています。 

また、このほかに、カフェで子どもの自習の場所をつくったり、自宅を開放し、近くの

自治会の人等が使える居場所をつくろうという動きも出ました。 

次ページをご覧ください。 

 

「市民の地域づくりへの参加を促し、多様な人や団体が地域づくりに参加する企画をコ

ーディネートすることについて」です。 
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みんなで地域づくりセンターがオープンして早い頃から、６月には「大きなテーブル」

を開催しています。福祉施設の紹介と商品の販売を行うフェアで、福祉施設の人も地域づ

くりに関わり合いを持ち、更にそこに市民が来て、市民同士も交流できる場になっていま

す。それと同じ趣旨で「ちばユニバーサル農業フェスタ」も開催のコーディネートを行っ

ています。これは、千葉市で行われていた事業ですが、大きなテーブルを開催している四

街道市で行ってはどうかということで四街道市に移り、今年度で６回目になりました。 

 

「地域づくりの情報の収集、把握、共有及び提供に関すること」についてです。 

情報誌「みんなで」については、編集会議で検討を重ねながら記事を作成して、現在第

１８号まで出ています。年間４号、毎回４,０００部発行し、自治会回覧や、公共施設、一

部市内の店舗等での配架を行っています。 

フェイスブックやホームページ、ホームページ内ブログについては、連携させて運用し

ています。 

１１月にはセンターの事業概要の冊子ができました。これは、みんなで地域づくりセン

ターがオープンしてからどういった事業を行い、現在どういったことを意図して活動して

いるのかという事業全体を伝えたいということで企画されました。話し合いを重ね、担当

課からの協力も得てつくられたものです。「みんなで」の方は地域づくりに関心を持ってい

ただくという意図で作成されていますが、概要の方は、例えば、インターンシップに参加

した学生や他市から視察にいらっしゃった方など、地域づくりやセンターのことに既に関

心を持っている方に配るという意図のもと作成されました。いろいろな団体のサポートを

行い、「日替わりシェフの店『さくらそう』」等のさまざまな団体を生み出してきたことや、

そこから広がりができていったこと等、センターが行ってきたことについて記載してあり、

「みんなで」とはまた異なるものになっています。１，０００部発行したため、これから

活用していきたいと思います。 

 

「地域づくりを担う主体からの相談に関することについて」です。 

センターが相談を行っているという認識を広めるのにも良いのではないかということで、 

フェイスブックに相談の事例を年３回上げています。フェイスブックの投稿の中でも反響

が大きい記事になっています。 

 

「コーディネーター業務遂行のための各種講習会の実施に関すること」についてです。 

みんなで地域づくりセンターでは、さまざまな学びあいの場をつくっています。ひとつ

はコラボ塾。これはコラボ四街道の申請や地域づくりの活動を始めようとしている方を対

象に行っています。１月２５日にプレプレゼンがあり、８団体が参加予定です。本番と同

じようにプレゼンを行い、参加者で気づいた点をあげることでブラッシュアップする会に

なっています。 
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次に、ソシオ・マネジメント勉強会についてです。団体の運営を「ソシオ・マネジメン

ト ＶＯＬ．１」を読みながら意見交換してノウハウを蓄積するというもので、今年度で

４年目になります。今年は、１２月にグラフィックレコーディング、１月には会計講座の

開催等を行っています。 

報告は以上です。 

（庄嶋委員長） 

ありがとうございました。では、ご説明いただいた点について、みなさまからご質問、

ご提案、ご意見等あればお願いします。 

（金子委員） 

さまざまな活動に対して、高く評価しています。「子ども見守りサポーター」について質

問があります。こちらは去年から発足しているものですか。 

（勝又副代表理事） 

昨年５月から７月に、子ども見守りサポーター養成講座というものを行いました。 

（金子委員） 

子ども見守りサポーターの役割を聞きたいです。サポーターといっても、子どもたちは

どこにいるのかわからないと思います。民生委員のように、子どもたちがどこにサポータ

ーがいるのかわかるような形になっているのでしょうか。 

（勝又副代表理事） 

子ども見守りサポーター養成講座を開催しましたが、明確な資格などがあったり、その

組織として活動していくというのとは少し異なります。講座で子どもの支援について理解

を深めていただいた方の中から１０名程度、今進めている子どもサポートプロジェクトに

関わっていただき、居場所づくりや情報発信のための活動を行っています。子ども見守り

サポーターには、今後こうした活動の報告をし、地域で潜在的に子どもを支える存在にな

っていただくという意図のもので、組織的なものではありません。 

（金子委員） 

見守りの主な対象となる子どもについても伺いたいです。 

（勝又副代表理事） 

昨年、主任児童委員の方や、青少年相談員の方や生活支援課の方等にさまざまな調査を

した中で、実際に引きこもりや孤食、孤立、ネグレクトなどの問題を抱えた子どもたちが

いることが浮き彫りになりました。しかし、なかなかそういった子どもたちには手が届か

ないため、居場所づくり活動をしながら、そこで出会った子どもへの支援をしていくこと

や、公的な支援や居場所にたどり着くような情報を出していきたいと考えています。 

また、それぞれの関係機関のお話を聞いたところ、横のつながりがあまりないとのこと

だったため、情報交換する場を設けることで、四街道市全体として子どもの見守りをして

いくことを目指しています。 
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（金子委員） 

趣旨はよくわかりました。サポーターの居場所についてですが、拠点がないと難しいの

ではないかと思います。どこかに常駐している場所があるのでしょうか。 

（勝又副代表理事） 

そういった形ではありません。参加してくださった方もそれぞれ他の子ども支援を行っ

ている方が多いのですが、子どもサポーター養成講座を受けて、見守りの仕方、支援の仕

方を学んでいただいたという形です。 

（金子委員） 

いろいろな制度をつくるのはよいと思いますが、既存の支援制度があるため、新しいも

のをつくってあまり多くなると逆に中心となるものがわかりづらくなるのではないかと思

いました。 

（勝又副代表理事） 

もともと趣旨として、制度をつくるというより、既存の組織が連携を深め、お互いにつ

ながるということを目的として考えていたものでした。名称が「子ども見守りサポーター」

だとそういった組織があると捉えられるかもしれないですが、支援の仕方を学んだ人のこ

とを指し、組織にはなっていません。これからいろいろなところで活動しながら、情報交

換していくといったようにしていけたらと思います。 

（賀川委員） 

フェイスブックへの注目が集まっており、ホームページやメールマガジンの発信も行っ

ているとのことでしたが、更にインスタグラムやラインアットなど他の玄関口をつくるこ

とができれば、活動の幅が広がるのではないかと思いました。 

（勝又副代表理事） 

今のところ情報発信の主なものはホームページ及びその中にあるブログ、フェイスブッ

ク、メールマガジンで行っています。 

それぞれ役割が異なっており、例えばイベントの告知や当日の様子はフェイスブック、

報告はブログで行い、それをホームページにアップし、フェイスブックのリンクを貼ると

いった形をとっています。 

現在インスタグラムやツイッターのアカウントも持ってはいるのですが、まだなかなか

活用できていない状態です。 

（関委員） 

みんなで地域づくりセンターが存在する意義や取り組まれていることの有効性が、コラ

ボ四街道事業の潤沢さにも出てきているのではないかと感じています。そこで、２点質問

があります。１点目として、相談件数が６７件だったということで、その中で、今まで関

係性のない新規の相談はどれくらいの割合か伺いたいです。 

（勝又副代表理事） 

はっきり数字では出していないですが、感覚としては、最近だとウエルシアや高齢者支
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援施設からの相談等があり、ＮＰＯや市民活動団体以外の相談も増えてきていると感じま

す。 

（関委員） 

既存の相談が悪くて新規がよいというわけでないですが、コラボ塾の課題にもメンバー

が固定されているとあるように、どれくらい新たなつながりになるような相談が増えてき

ているのかという変化だけでも把握しておくと事業の広がりが見えると思います。単純な

相談件数が増えたのとは別に、新たな相談が増えたのも価値になるかと思います。どのよ

うな取り組みで新たな相談が増えたのかも含めて、データを取ってはどうかと思いました。 

２つ目の質問は、ソシオ・マネジメント勉強会とコラボ塾についてです。参加者がほぼ

固定ということは、既存の方が毎年受けられているというイメージでしょうか。 

（勝又副代表理事） 

そうですね。ソシオ・マネジメント勉強会は、既存の団体と新規の団体の両方が参加し

ています。人数は１０人前後くらいで、密に学びあう場になっています。 

（関委員） 

例えばコラボ塾についてですが、資料を見る限りだと書類の書き方やプレゼンの練習な

ど、コラボ四街道の事業提案に係る内容が多い気がします。 

せっかく団体が集まれる場なので、近しい団体との交流や情報交換など、コラボ四街道

についてだけでなく、本来の団体同士のコラボレーションを生み出す場としての側面を増

やして、様々な団体の集う場を有益に使ってもよいかと思います。 

また、ソシオ・マネジメント勉強会については、テキストの著者の川北さんは全国的な

取り組みをされて様々な事例を知っている方で、私もよく存じ上げています。この勉強会

はとても有意義なものだと思っています。 

今回コラボ四街道の提案を見る中で、補助金がなくなると活動ができなくなってしまう

のはもったいないので、いかに自分たちでファンドレイジング（資金調達）をしてくかと

いうのは大切な視点だと考えています。自組織の組織づくりを強力にするには、外部の資

金調達は有益なツールなので、そういったものをこのようなマネジメント講座で取り組ん

でみる等、毎年、その年に求められている課題等に取り組んでいくとよりよいものになる

かと思います。また、参加団体が少なくもったいないので、補助金を取った団体は、強制

的とまでは言わずとも、こういった場に参加するとより自組織が強くなるということを伝

える等の働きかけをすると良い循環が生まれるのではないかと思います。 

（勝又副代表理事） 

今お話しいただいたことに共通しているのが、新しい人や新しい団体がどう参加するの

かということで、それはみんなで地域づくりセンターでも課題としているので、相談件数

の新規の数は見ていきたいと思います。 

今年、「みんなでおしゃべりできる居場所をつくろう！」という居場所づくりに関する意

見交換会を開いたところ、今まで来ていない人が来てくださったので、そのような新たな



10 

 

テーマを設定して新しい方に来ていただくのも大事かと思いました。 

コラボ塾での団体同士の情報交換については、ある程度できていると思います。団体同

士で発表を聞いて意見交換する中で、新たな連携も生まれています。 

コラボ塾も、本来はコラボ四街道のことだけを学ぶ場ではなかったのですが、コラボ四

街道に係る内容中心になってきているので、それを今後考える必要があると考えています。 

ファンドレイジングについてですが、私も今年の計画の中で資金調達の講座を予定しま

したが、結局実施できませんでした。以前に１回クラウドファンディングについて講座を

行う等しましたが、ファンドレイジングや新たな起業等についてもテーマとして取り扱っ

ていければよいなと思います。 

（田中委員） 

何度も報告の中に出てきた地域支え合い推進会議については、今年、私としてもみんな

で地域づくりセンターと一緒に考える機会があってとてもよかったなと考えています。 

居場所・相談・支援ができる地域づくりを地域の皆さんに働きかけていって居場所づく

りや支え合いをしていくのは、自治会のみではできないことだと思います。資金調達に関

しては、自治会と地域が連携することで解決できることもあると思います。コラボ塾等の

講座を通じてつながりを持てたらよいのではないかと思います。私の方で行っているワー

クショップでも、関係性を広げられたらよいと思います。 

新規の相談団体として上がっていたウエルシアについては、みんなで地域づくりセンタ

ーとつながったことで、私の方に話が来て、一緒に何かできないかということになりまし

た。結果として、今度行われるウエルシアのマルシェに包括支援センターや社会福祉協議

会が協力することになり、地域の中に入るきっかけをつくっていただくことができました。

連携が今まで以上に密になっている気がします。 

「子ども見守りサポーター養成講座」については、地域包括支援センターと高齢者支援

課が主催で行っている「認知症サポーター養成講座」に通ずるところがあると思いました。

認知症サポーターもどこかに事務所があるというわけではなく、さりげない見守りを地域

に増やしていくというようなことを目的としています。認知症サポーターは、さりげなく

認知症の方を見守る地域づくりということで、何をするか具体的には決めてはいませんで

した。国の方では、そういった方々が地域で活動できる場所があると良いというふうに考

え方が変わってきているので、両者を分けることなく、一緒にお互いを支えあえるような

仕組みができたらよいと思います。 

（勝又副代表理事） 

私も、コラボ四街道事業等と支え合いの活動とうまくつながりができればと考えていま

す。コラボ四街道制度が居場所づくりの事業にも活用されているという話を支え合いの活

動の中でも伝えられればと思います。 

子どもの支援においては、普通の大人が側にいることが大切であるというお話を聞きま

した。一般の人が、普段行っている活動の中でも普通の大人として子どもに接していくこ
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とが支援になるという側面もあるので、今後の活動もそのようなことを目指していきたい

と思います。高齢者と子どもがつながって支援し合える場所があるとよいと考えています。

「みんなの学食 りんごとはちみつ」も、子どもだけでなく、大人や、やがては高齢者に

も来ていただいて何気ない話をするような場にもなればと思うので、子どもの活動を進め

る上で考えていきたいと思います。 

（中山委員） 

地域の高齢化の課題や子どもをめぐる環境の課題を解決するためのコミュニティづくり

を行うということについて。例えば子どもの環境だと、教育委員会や、子育て関係の課や

福祉関係の課等が関係すると思いますが、それぞれが課題をどのように捉えているか、現

在の環境はどうなっているか、課題解決にどのように関わっているかやそれによって状況

がどのように変化しているのか等について情報交換を行い、自分たちの所属ではどういっ

た支援が可能かを提示する等の連携をしていかないと、子どもや高齢者に情報が届かない

のではないかと思います。そのため、そういった分析をもっと行った方がよいのではない

かと思います。市役所としても、いろいろな課をまたいで相談できる仕組みが必要ではな

いのかと思います。現在、子どもの見守りや学習支援、みんなの学食等さまざまな取り組

みが始まっていますが、本当に必要な子どもや親や高齢者に届いているかというのがいつ

も疑問で、より良い支援のためには民生委員などの押してくれる力が必要だと思うので、

そのような連携について、今後のお考えをお持ちであれば伺いたいです。 

（勝又副代表理事） 

子どもの活動をする中で、地域で様々な団体や機関が連携することは絶対に必要だと感

じています。別の地域で子ども食堂を始められている方の話を聞くと、地域の中に複数あ

る子ども食堂同士での連携に加え、市とも連携しているそうです。この活動もまだ形にな

り始めたばかりで、関係機関との連携は絶対つくっていきたいと思うのですが、なかなか

難しいところもあるため、今やっていることをまとめて、意見交換する場等をつくってい

ければよいなと思っています。 

（庄嶋委員長） 

「子ども見守りサポーター」についてですが、講座を受けられた方で、今まで子どもの

見守りに関わる活動をされてきた方ではなく、その講座で初めてそういった活動に関わっ

たという方はいらっしゃったのですか。 

（勝又副代表理事） 

何人かいらっしゃいました。その講座から１０人程度は子どもサポートプロジェクトに

入っているのですが、そちらに入っているのは民生委員や支援活動を行っている方が多い

ですが、子ども見守りサポーター養成講座で図書館カフェや児童養護施設に関心を持って

初めて来てくださった方もいます。まだ始まったばかりなので、まずは、日常的に継続し

て活動していくことから始めています。 
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（庄嶋委員長） 

子ども見守りサポーターは、どのように展開していくかについて、いろいろな可能性が

あると思います。展開のひとつとして、子どものことについてボランティアをやってみた

いと思った方が、自分のできることを学べる機会をつくるというのもよいかと思います。

センターで事業を行う大きな意義としては、地域で動く方を増やすことだと思います。今

まで地域の活動を行っていなかった方が、地域で活動を始める最初のきっかけになるよう

な機会をつくっていくのもよいかと思います。 

今までのお話でもいろいろな課題が出たように、地域コミュニティをどのように運営し

ていくのかというところについて、本腰を入れて考えていくタイミングかと思いますが、

少しずつ実践していく気運ができていると感じます。あとは、各関係組織をどうつないで

いくのかというのを考えていく必要があるかと思います。 

他に私が興味を持ったのはみんなで地域づくりセンターの概要冊子についてです。みん

なで地域づくりセンターの機能が視覚化されていて、みんなで地域づくりセンターで行っ

てきたことについて、固有名詞を出すことで具体的にわかるようになっているのも良いな

と思います。 

今回1000部刷られたということでしたが、この内容で何年間ぐらい使用する予定ですか。 

（齋藤主査補） 

具体的な機能の紹介をしているため、数年使っていても活用できる内容かと思います。 

更新のタイミングを見計らいつつ、3年くらいは使えると思います。 

（勝又副代表理事） 

活用方法についても考えながら使っていきたいです。慎重に使い方を考えながら、積極

的に使っていきたいと考えています。 

（庄嶋委員長） 

最近、まつど市民活動サポートセンターのパンフレットを見る機会がありました。スタ

ッフの顔写真と得意分野が載っており、活気を感じました。そういった意味で、スタッフ

紹介のページがあってもよいのではないかと思いました。今後更新していく際に、検討い

ただければと思います。 

それでは、「議題１．平成３１年度地域づくりコーディネーター業務報告について」は、

終了します。 

 

それでは議題「２．みんなで地域づくり事業提案制度（平成３１年度実施）公開プレゼ

ンテーション」についてです。 

はじめに、コラボ四街道制度の改正についてのお話をしていただきます。ここまでは公

開とし、その後審査にかかわる内容に関しては非公開としたいと思います。 

それでは、事務局からよろしくお願します。 
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（橋本主事） 

それでは、資料２－１をご用意ください。今回のコラボ四街道の制度改正における変更

点を挙げているので、簡単にご説明します。 

１．事業形態の見直しについて。昨年度までコラボ型とサポート型にそれぞれ分かれて

いた事業形態を一本化しました。 

２．あらかじめ地域解題等、事業の概要及び提供できる社会資源等を示し、これに基づ

き市民団体に具体的な提案を求めることができるものとする「市アイデア提案」について

は、今年度から実施しないことになりました。 

３．事業評価の見直しについて。以前は「事業の評価を行うものとする」にしていた箇

所を「事業のふりかえりを行うものとする」に変更しました。 

４．補助金の額等の見直しについて。補助金の上限額について、以前は３年度通して上

限額が、拠点づくり部門は５００万円、地域づくり部門は５０万円、アンダー１９部門は

５万円でしたが、今年度より拠点づくり部門は１年度目は５００万円、２年度目は３００

万円、３年度目は２００万円、地域づくり部門は１年度目は５０万円、２年度目は４０万

円、３年度目は３０万円というように徐々に額が下がっていくようになりました。 

最後に、５．補助金交付申請の見直しについて。補助金交付にあたって必要な提出書類

を事業計画書、収支予算書、団体概要書、その他市長が必要と認める書類とし、プレゼン

テーション時の提出書類とは別に出していただいていましたが、今年度より申請時から変

更がない場合は省略できるものとしました。 

（庄嶋委員長） 

改正を行った要綱が資料２－３の四街道市みんなで地域づくり事業提案制度実施要綱と、

２－４四街道市みんなで地域づくり事業補助金交付要綱の２つあり、その中で変更になっ

た点について説明いただきました。それぞれ、告示日をもっての施行ということで、平成

３０年８月２７日付で既に改正されているものとなります。改正された内容について、何

か確認したいこと等あればお願いします。 

（金子委員） 

改正にはいろいろな理由があると思うのですが、③の評価からふりかえりになっている

というのは、どういった意図でしょうか。 

（齋藤主査補） 

行っていること自体は、今までと変わらないのですが、評価を点数化したり、それをも

って次年度の採否に影響するものではなかったため、より実態に適切な言葉を当てはめた

という意図があります。新年度に入ってから評価というのは違和感があったので、適切な

表現にしました。 

（岩林課長） 

ふりかえりとして確認いただくというのが実態的に正しいだろうというのがあります。 
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（金子委員） 

補助金額の見直しについて、年度を重ねるごとにだんだん少なくなっていくというよう

に変わっているようですが、こちらはどういった理由があるのでしょうか。 

 

（橋本主事） 

主な理由としては、団体の補助金が終了した後に自立して活動していくのを促すものと

なっています。 

（庄嶋委員長） 

私から質問なのですが、改正で削除になった「市アイデア提案」について、手続きとい

うのはどのような形で行っていたのでしょうか。 

（齋藤主査補） 

様式があり、過去には庁内照会を行っていました。最近では、当課から課題を認識した

分野の関係課に声をかけたのですが、制度上なかなか手を挙げる担当課がないのが実態で

す。 

（庄嶋委員長） 

現在、こういった仕組みの市民提案・行政提案がなかなか挙がってこないというのはど

この自治体でもあると聞いています。 

（齋藤主査補） 

今回、コラボ型・サポート型の区別をなくしたのも、みんなで地域づくりセンターの機

能の恩恵もあり、ある程度、行政課題、地域課題やそれに関連する担当課の情報を得るこ

とができるようになってきたということがあります。それをコラボ塾や普段の相談対応等

で直接市民側からの提案につなげていくことがしやすくなってきたのが、ポジティブな面

で制度の見直しにつながったかと思います。 

（庄嶋委員長） 

それでは、コラボ四街道の制度改正については以上ということで、傍聴の皆さんはこち

らでご退出いただくことになります。傍聴ありがとうございました。 

 

（傍聴人退出） 

（以下非公開） 

 

～４．閉会～ 

（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ます。 

 

  以上 


