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令和元年度 第 1 回 四街道市みんなで地域づくり推進委員会 会議要旨 

 

【開催日時】令和元年 5 月 31 日（金曜日）午前 9 時 20 分から午後 3 時まで 

【開催場所】四街道市役所 5 階第 1 会議室（議題 1 のみ） 

【出席者】（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、齋藤係長、岸田主任主事、橋本主事、石田主事 

【傍聴者】20 人 

【会議次第】 

1 開会 

2 委員長選出  

3 委員長あいさつ 

4 議事 

1. みんなで地域づくり事業提案制度（平成 30 年度実施）の事業ふりかえり 

2. 現地視察（プレーパークどんぐりの森、やまなし「月見の里」） 

5  閉会 

 

【会議概要】 

～開会～ 

（事務局） 

定刻になりましたので、ただ今から、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。 

 

・事務局による定足数確認・職員紹介 

 

～委員長選出～ 

・委員長に大下委員を選出 

・大下委員が欠席のため委嘱状の交付は出席時に行う予定 

 

～委員長あいさつ～ 

・委員長が欠席のため副委員長よりあいさつ 

 

（中山委員） 

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存じますが、委員の皆様のご意見をお  

伺いします。 
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（異議なし） 

 

異議なしと認めます。本委員会における発言者名を明記する取り扱いとします。 

 

（中山委員） 

会議の公開・非公開につきまして、本日の議事内容におきましては、議題 2.現地視察（プ

レーパークどんぐりの森、やまなし「月見の里」）は現地への移動を行うものになるため、

議題 1.みんなで地域づくり事業提案制度（平成 30 年度実施）の事業ふりかえりについての

み公開とし、自由観覧としたいと思います。 

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。私としましては、資料につ

いては、平成 30 年度のコラボ四街道採択事業一覧と、公開事業報告会のスケジュールを配

布することとしたいと存じますが、委員の皆様の意見をお伺いします。 

 

（異議なし） 

 

異議なしと認めます。傍聴者の入室を許可します。 

 

～議事～ 

議題 1．みんなで地域づくり事業提案制度（平成 30 年度実施）の事業ふりかえり 

・各実施団体より事業報告（欠席の団体は事務局より報告）の後、質疑応答を実施 

 

（事業報告内容省略。以下質疑応答・委員からの意見等） 

 

 1. よつかいどう mamamo 

 （中山委員） 

子育て日本一を掲げている四街道市で母親の力を活かす取り組みは大変すばらしいと思

います。開催されている様々なイベントの中で、母親の学びの場や講座等への参加者が少

ないことがひとつの課題となると思いますが、マルシェ等が盛んになってくると、自然と

学びの場の方にも目が向くのではないかと思います。 

（賀川委員） 

講座の参加者が少ないことが気になります。子どもを預けられたり、子どもと一緒に参

加できる形式の講座にしたら、より参加しやすいものになるのではないかと思いました。 

 



3 

 

2. NPO 法人四街道プレーパークどんぐりの森 

 （関委員） 

二点お伺いしたいことがあります。まず一点目です。今回は拠点整備という形で申請さ

れているのですが、プレーパークどんぐりの森を子どもたちにとってより良い場所にする

ために、今後整備していくことを考えている箇所があれば教えてください。二点目は、ソ

フト面での支援について、今後行いたいことがあれば教えてください。 

（団体） 

 屋根がほしいのですが、建築上の問題で難しいとは思っています。ソフト面で支援をい

ただきたいことについてですが、プレーパークで活動をしている私たちは、保育士などと

違ってまだ一般的に認められている仕事ではなく、それを仕事としていくことがとても難

しいのが現状です。そのため、多くの方からご理解をいただいて、今後仕事としていける

ような支援があると助かります。 

（賀川委員） 

子どもたちにとっても、このような場所があったら嬉しいのではないかと思います。 

イベントや人を集める工夫、拠点のメンテナンスについてはどのように行っていますか。 

（団体） 

 「森まつり」という大きなイベントを開催しています。メンテナンスについても、楽し

みながら遊びの一環として行いたいと思っています。 

（中山委員） 

 人が多く集まってくるようになると安全管理が必要だと思います。例えば、大雨や強風

などの荒天や虫による被害などへの対策は日頃からされているのですか。 

（団体） 

 天候については、雷の日は中止にすることにしており、強風については、木などが落ち

てきたら危険なので、その場で判断して中止にしています。また、焚火の管理も気を付け

ています。スズメバチが出ているときは、看板を立てたり、注意のお知らせをしています。 

 

3.四街道こどもまちづくりプロジェクト実行委員会 

（関委員） 

 今年と去年のプレゼンを拝見しました。ホームページなどもしっかり作られており、と

ても素晴らしい活動だと思います。今年が最終年度だと思うので、今年の活動への期待を

込めて、千葉市若葉区とのコミュニティの形成がより深く進むととても良いのではないか

というのと、それにより、より多くの協賛金を得ることができると良いのではないかと思

います。 

（中山委員） 

子どもにとって体験することや働くことの意味を認識させ、子どもの自立心を育成する

大切な事業だと思い、感心しています。近隣の小中学校をはじめ、幼稚園や PTA などとも
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連携しながら活動していけたら良いと思います。 

 

4.5.蔵の図書館（地域づくり部門・拠点づくり部門） 

（関委員） 

 昨年度の報告会の後に委員のメンバーで蔵の図書館を訪問して、とても素敵なスペース

だと実感していましたし、このようなものが四街道にあるのが素晴らしいと思いました。

二点ほどお伺いしたいです。一点目は、資料にサポーター会費として一口 2,000 円という

ことを記載されていることについて、サポーター会員は何人程度いるのかということにつ

いてです。二点目についてです。今年度は補助金を申請されないということで、スタッフ

の方が責任を持って活動しているということが伺えて、とても大切なことだと実感してい

ます。素晴らしい居場所であり、いつまでも残ってほしいと思いますので、今後の活動の

方向性について教えていただきたいです。 

（団体） 

蔵の図書館を利用することは誰でもできるのですが、貸し出しをするときにサポーター

会員というのを登録してもらっています。年間費 2,000 円をいただいた上で、蔵のチケッ

トという大体 1,000 円分のものが貰える引換券を渡したり、蔵の図書館のフォトブックを

渡したりして、お金をいただくというよりは、事業を応援していただくという意味で行っ

ています。年間費なので毎年どの程度入会される方がいるのかの予想はできないのですが、

現在は入会されている方が 20 人程度おり、今までコラボ四街道の補助金をいただいて場を

整えてきたことで、今後はそれほど場の維持に費用がかからないため、サポーター会費で

継続して活動していきたいと考えています。 

（賀川委員） 

 図書館と築 130 年の蔵という両方の価値を出せる場所として良いと思います。学校で課

される読書感想文などの宿題と絡める等、図書館と蔵の長所が両立したイベントをより増

やすことができると良いのではないかと思います。また、築約 130 年という点についてで

すが、災害対策はどのようになっているのですか。 

（団体） 

 築 130 年ということで多くの震災を乗り越えてきた蔵です。今回の整備で建築士の方に

見ていただきましたが、特に問題はないだろうと言われています。梁もしっかりしている

ので、近々崩れることはないと思います。ただ、木造なので火事には気をつけていて、消

火器を常備しています。 

（中山委員） 

 私は視察に行った際に素晴らしい空間だと思って感動しました。ただ、そこに至るまで

の道のりがわかりづらいというという難点があります。大通りから脇道へ逸れていく道は

地元の方でもわかりづらい印象を受けます。 

蔵の図書館があり、おやこカフェツリーハウスや Y・Y・NOWSON など多くの団体が集
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中して様々なことに取り組んでいるので、今後もさらに連携を深めて、団体同士でパンフ

レットを共有するなどして、周知に努めてほしいと思います。四街道にとって、ほかの地

域にも見られない空間だと思いますので大事にしていってください。 

 

6.四街道・科学未来からくり倶楽部 

（関委員） 

 プログラミングは今後もますます需要が高まっていくと思います。四街道・科学未来か

らくり倶楽部の活動の需要も高まり、必要な事業になっていくのではないかと思います。

先ほどのお話の中で指導者が不足しているということで、中学生の方たちが指導している

とありました。プログラミングを学びたい子どもたちがこれから更に増えていく中で、例

えば、先ほどのこどもまちづくりプロジェクト実行委員会のように、東京情報大学の学生

を起用して、連携しながら活動を進めていけると、学生にとっても社会貢献ができ、より

事業が広がるのではないかと思うのですが、それについての見解を教えてください。 

（団体） 

東京情報大学の教授とお話はしているのですが、一番の問題が、子どもたちと学生の都

合の良い時間が合わないことです。プログラミングの専門職の方にも声をかけて協力はし

てもらえているのですが、働いているので、なかなか子どもたちの都合の良い時間に参加

できないということもあり、講師を集めることが一番の課題です。内容的には高度なプロ

グラムではなく、小さな子どもでもすぐに覚えられるもののため、技術的な面はあまり心

配していませんが、中高生あたりが学校の帰りに立ち寄ってもらえるような関係づくりが

良いのではないかと考えているため、可能であれば学生あるいは卒業生が成人してまた参

加してくれることを期待しています。また、学校の授業とは異なった趣旨で、遊べる内容

を中心にしたいと思っています。今年度 3 年目なので、前述した観点を踏まえつつ、少し

ずつ自立していきたいです。 

（賀川委員） 

 学校でプログラミングがまだ始まっていない段階での申し込みも多いので、今後始まっ

た時に参加者が増えると思うのですが、参加者が多くなった時にどのようにする予定です

か。 

（団体） 

 今、旭公民館を中心に活動しているのですが、子どもたちの移動できる範囲が限られて

いるので、こちらが出前教室をしなくてはならないという風に考えています。特に千代田

地区、大日小学校の方から参加したいとの声があるので、施設を探して、こちらから出か

けていくことを考えています。一回の受け入れ人数は 15 人程度になってしまうので、参加

希望人数が多くなってしまった場合には実施回数で補うことを考えています。また、課題

となる指導員の確保というのも併せて考えていきたいと思っています。 
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7.おやこカフェツリーハウス 

（中山委員） 

 ツリーハウスが市民の皆さんに親しまれてきつつも、認知度はまだあまり高くないので

はないかと感じます。アートも大事ですが、子どもたちが自然を体験できる場がより整備

されていると良いのではないかと感じています。付近に Y・Y・NOWSON などもあるので、

そういった団体と連携して、ツリーハウスがより認知されるように工夫していただきたい

です。 

 

8.よつかいどう和棉ばたけ 

（中山委員） 

 和棉を広げるということで、様々なことを地道に行う取組は素晴らしいと思っています。

小学校と連携しているところもあるようですが、小学校に和棉を植えてもらう取組はされ

ているのですか。 

（団体） 

 平成 29 年度に和良比小学校で行ったのですが、学校の方針があるので、継続して実施す

るのは難しそうです。ほかには、八木原小学校で毎年開催されているカイコ教室の中で行

う綿繰りなどで協力させていただいています。 

（中山委員） 

 小学校だと田んぼ作りを一生懸命行っているところもあります。和棉も学校で栽培でき

れば、棉が育つところを実際に子どもたちが見ることで、大人になった時に和棉の素晴ら

しさをより理解することができ、それが事業の継続にもつながっていくのではないかと感

じています。ゆくゆくは全小学校で栽培してほしいと思っています。 

（団体） 

 私もそのように思っています。保育園には種を 15 ヶ所に配りましたが、その後のフォロ

ーをしていないため、栽培を継続していただくことが少し難しいと感じています。 

（中山委員） 

その後のフォローをしないと草刈り機で刈ってしまうこともあるため、和棉があること

がわかる看板を立てるなど工夫していただけたら良いと思います。 

（団体） 

今年はコープみらいえの花壇に植えるお話があります。また、福祉センターの周辺に和

棉を植えたいというお話なども伺っています。 

（中山委員） 

そのように皆さんの見える場所にあると認識が違ってきますね。通行人の方も綿花がど

のようなものかわかりやすいと思います。 
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9.やまなし「月見の里」づくりの会 

（賀川委員） 

人的資源を集めるのが大変ということですが、退職した方や地域住民の方にどのように

声をかけていくのですか。 

（団体） 

 私が関わった事業に、ひまわりサロンというのがあります。これも、地区社協に民生委

員児童委員協議会を見つけていただいたり、自治会とタイアップをしたりして実施してお

り、人的資源を非常に使います。その経験は人を集めるための準備期間だったと考え、経

験を活かして人を集めたいと思っています。 

（中山委員） 

 私は、やまなし「月見の里」に少し伺ったことがあり、また本日も視察でお世話になる

かと思いますが、向かう途中に小川があり、珍しい鳥などもおり、自然観察に適した良い

場所だと思います。まだ整備途中のため、これから整備されて子どもたちや大人たちも少

し立ち寄ってみたいと思える場所になると非常に魅力ある場所になるのではないかと思い

ます。 

 ただ、自立していくためには、何かしら収益を上げるものを考えていかなければならな

いと思います。自然が相手ですので、たけのこの収穫などを予定していても予定どおりに

いくのは難しいこともあると思います。そのため、竹を利用して竹トンボを作ったり、NPO

法人四街道サンデー木工倶楽部「木楽会」の方の協力を得てものづくりをしたり等、人々

に親しまれる催しものを開催できるように整備していくことができれば、見通しもより明

るくなるのではないかと思います。整備の方をお金と人手がかかるということでしたので、

地域の皆さんと協力し合いながら事業を行っていただければと思います。 

（団体） 

 竹細工については、作っていただいたものを旭ケ丘の自治会で販売したという事例もあ

ります。これからもそのような形で事業を進めていきたいと思います。 

（中山委員） 

そのようなことができると、子どもたちにも魅力が広まっていくのではないかと思いま

す。 

 

10.DAINICHI 貯筋クラブ 

（賀川委員） 

 近隣の方の見守りについてです。現在ウォーキングの時間が 9 時から 10 時半となってい

ますが、その時間を子どもたちが通学する時間に合わせたら良いのではないかと思いまし

た。親としても、子どもの通学路を歩いている高齢の方がいらっしゃるととても安心する

と思います。 
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（中山委員） 

最近新聞・テレビ番組等で大人の引きこもりの問題が深刻になってきています。それら

を防ぐためにも、地域の皆さんが集って心身ともに健康づくりに励む機会があるというの

は良いことだと思います。 

自治会等と連携して、子どもたちへの安全安心を考えながら地域に貢献していくなど、

今後も工夫しながら活動していただきたいと思います。 

 

11.四街道あそびっこ基地 

（関委員） 

 貧困の子もそうでない子も関係なく来られる場所の提供ということで、それもとても重

要なことだと思いますが、昨今では子どもの貧困が問題となっているので、そういった子

どもたちも意識した要素を盛り込むとまた雰囲気が変わるのではないかと思います。他団

体と上手く連携しながら、お互いノウハウや場所を共有しながら事業を行っていくとより

魅力的な取り組みになると思います。 

（中山委員） 

 子どもの居場所づくりを定着させることは大変だと思います。親としても安心でき、子

どもにとっても魅力ある学びの場であるために、現在他団体と連携して実施しているプロ

グラミング教室のように、今後も連携先を模索しながら継続していっていただきたいと思

います。 

 

（事務局） 

それでは、以上で議題 1．みんなで地域づくり事業提案制度（平成 30 年度実施）の事業

ふりかえりを終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

2．現地視察（NPO 法人四街道プレーパークどんぐりの森、やまなし「月見の里」づくり

の会）～ 

・ NPO 法人四街道プレーパークどんぐりの森、やまなし「月見の里」づくりの会の 2 団

体について、現地視察を行った。 

 

～閉会～ 


