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令和元年度 第 2 回 四街道市みんなで地域づくり推進委員会 会議要旨 

 

【開催日時】令和 2 年 1 月 10 日(金)午後 3 時から午後 6 時 30 分まで 

【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)大下委員長、中山委員、関委員、田中委員、金子委員 

(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、 

勝又副代表理事 

【傍聴者】0 人 

【会議次第】 

1 開会 

2 委嘱状交付 

3 委員長挨拶 

4 議事 

  (1)地域づくりコーディネーター業務の進捗確認について 

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

て 

5  閉会 

 

 

1 開会 

事務局(岩林課長)：ただいまより、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

たいと思います。本日は 5 名出席で、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 項に規定しております過半数に達しておりますので本日の会議は成立いたします。 

 

2 委嘱状公布 

事務局：(委嘱状交付、委員紹介、事務局職員紹介) 

 

3 委員長挨拶 

大下委員長：(挨拶) 

 

大下委員長：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、委員の皆様のご

意見をお伺いします。 

 

委員全員：(異議なし) 
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会議の公開・非公開につきましては、一部公開とし、議題(2)みんなで地域づくり事業提案

制度(令和 2 年度実施)公開プレゼンテーションについて 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(令和 2 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。 

 

委員全員：(異議なし) 

 

大下委員長：傍聴希望の方がいるか確認をします。事務局、いかがですか。 

事務局(石田主事)：傍聴人の方はいらっしゃいません。 

 

4 議事 

(1)地域づくりコーディネーター業務の進捗確認について 

 

大下委員長：それでは本日の議事に入りたいと思います。 

それではまず(1)地域づくりコーディネーター業務の進捗確認について、事務局からご説明

をお願いします。今年度の分と昨年度の分ということなので、年度ごとにご説明をいただ

き、その後質問、ご意見をいただいて、それから今年度の内容に入りたいと思います。ま

ずは昨年度の分についてご報告をお願いします。 

 

事務局(勝又副代表理事)：(資料 1-1 に基づき説明) 

 

大下委員長：平成 30 年度のご報告をいただきました。ご質問、ご意見ありましたら伺いた

いと思います。いかがですか。 

金子委員：4 ページの日替わりシェフの店さくらそうの報告についてです。これは、今年度

のコラボ四街道事業で採択された団体であるハニー＆アップルが日替わりシェフの店さく

らそうで実施しているこども食堂の事業とは異なるのですか。 

事務局(齋藤係長)：これは、立ち上がった時から続いている日替わりシェフの店さくらそう

の運営について、必要に応じたサポートをしているという件についての内容です。 

関委員：2 点質問があります。8 ページ目のコラボ塾についてです。今期のみんなで地域づ

くり事業提案制度の提案数が 7 団体ということで、昨年に比べて少ないという印象を受け
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ました。その 7 団体はすべてこのコラボ塾を経て申請をしているのかというのが 1 点目の

質問です。また、初回は多かった参加者が、回を重ねるごとに減っていっているようです

が、それはなぜなのかというのが 2 点目の質問です。 

事務局(勝又副代表理事)：第 1 回は公開講座として開催し、コラボ四街道に関係なく多くの

方に聞いていただくことを目的に開催しているので、参加者が多くなっているのですが、

コラボ塾の性質として、回を進めるごとに、だんだんコラボ四街道に提案をする団体に絞

られてくるということがあります。それと、今年の提案数が少なくなったことについて、

みんなで地域づくりセンターでも原因について考えており、コーディネーターが、これま

でコラボ四街道に提案をしている団体以外に会えていないからではないかというような見

方をしています。今後もこの件に関して、地域づくりサロンで課題を見つけていくことを

考えています。 

事務局(齋藤係長)：コラボ四街道の提案団体について補足です。先程の報告は昨年度のもの

なので、提案団体は 7 団体ではなく 14 団体でした。提案団体が 7 団体なのは今年度です。

少し興味があって来た方が今年の提案は厳しいと感じ、提案にまでは至らないということ

や、自力で提案できる方々については参加をされていないということなどもあります。ま

た、今年度の話になりますが、今年度のコラボ四街道の事業提案数が減った件については

ポジティブな要素もあり、2 年度目の提案をできる状態にありながらも、自走できる算段が

付いたので今年は提案しないという団体がありました。詳しくは分析していかなければな

らないのですが、そういう要素もあって今年度の提案が減っているというのはあると思い

ます。  

関委員：1 年間補助金を使った活動をして、うまくいったら 2、3 年目は自走できるという

のが本来あるべき姿なので、それは素晴らしいと思います。一方で、事業にチャレンジし

ようとする最初のステップを踏み始めた方がコラボ塾に参加した際に、ハードルが高い、

難しいと感じたとしたら、そのフォローを行うことによって、持続可能な形になっていく

のではないかと思います。せっかく何かしようと思った人たちをきちんとサポートすると

いうのが重要ではないかというのが個人的な意見です。 

2 点目ですが、コラボ四街道の補助金が大変多い中で、補助金がなくなった後いかに団体が

自己資本等で事業を続けていくのかというのが大きな課題ではないかと思っています。地

域づくりコーディネーター業務の中で、ファンドレイジングをして持続可能な活動にして

いくことを目的にした講座等を実施したら、需要もあると思います。昨年度に同様の提案

をさせていただいて、ご報告を伺いする限り、少なくとも平成 30 年度の報告には取り組み

の言及がなかったので、実施できない理由等があれば、お話をお伺いしたいです。 

事務局(勝又副代表理事)：コラボ四街道に事業提案する団体や、事業提案をしていなくても

いろいろな活動をしている団体で、資金調達についての基本的な考え方が分からない団体

が多いというのは感じています。まだ実施しておらず、報告には挙がっていないのですが、

今年度の 2 月 22 日に市民活動団体の資金調達講座を開催します。 
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関委員：私の前職の話で恐縮ですが、日本財団では、いわゆる NPO が自分たちでファンド

レイジングをして活動を継続させる支援を行っていて、よく職員が講師として講座に行っ

たりもしています。そういった面で連携しあいながら、場合によっては、ちば市民活動市

民事業サポートクラブや、日本財団から講師を呼ぶ等の協力ができたらよいと思います。

私も講師として協力できます。 

事務局(勝又副代表理事)：ありがとうございます。今回はファンドレイジング・ラボの徳永

洋子さんに来ていただきます。 

関委員：日本ファンドレイジング協会というところでは、いわゆる公認ファシリテーター

やファンドレーザーの認定などいろいろ制度があるので、そういったものも活用していた

だければと思います。 

事務局(勝又副代表理事)：ありがとうございます。 

大下委員長：質問です。コラボ塾の最後の回まで残った 7 団体はすべてコラボ四街道の公

開プレゼンテーションに参加したのですか。コラボ塾でプレゼンの練習はしたものの、本

番の公開プレゼンテーションには参加していないという団体もあるのですか。 

事務局(勝又副代表理事)：プレ・プレゼンまで残った団体は、コラボ四街道公開プレゼンテ

ーションに参加しています。 

大下委員長：最後まで残った団体は当日も参加したのですね。コラボ塾では、事業が採択

されるかどうか微妙なところや、より深めるべき部分などを、傾向と対策のような形で話

しているのでしょうか。 

事務局(勝又副代表理事)：講座の中に意見交換の時間を設けているというのと、講座以外に

も、みんなで地域づくりセンターで相談を受け付けてアドバイスをしたり、申請に関わる

ことは市役所に相談をしていただく等のサポートをしているので、コラボ塾に参加した団

体はそれぞれレベルアップしていると思います。 

大下委員長：一番大きいのは事業目的の明確化だと思います。今まで自分が見てきた例だ

と、やりたいことがあるものの、事業を絞り込めずあらゆるものに手を出した結果、事業

が出来なくなるというケースが最も多く見られました。ある程度事業を絞って突き詰めて

いくと持続可能な形での道が開けてくることが少なくないのではないかと思います。ここ

で受けたアドバイスによって 100％採択されるとは言えないと思うのですが、あくまで一般

的な観点から、コラボ塾の中で団体にアドバイスすることはできるのでしょうか。これは

みんなで地域づくりセンターで行われているものですが、市役所の職員は現地にいるので

すか。 

事務局(齋藤係長)：職員はいます。 

大下委員長：いるけれども、立場上どうしたら審査が通りやすくなるかといったアドバイ

スはできないですよね。 

事務局(齋藤係長)：審査は委員会の方でしているという意味では、事務局的な立ち位置と市

民活動を支援するという立ち位置になるので、過去の経験を踏まえたアドバイスをするこ
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とはあります。 

大下委員長：採択を保証するものではないですが、一般的な考えではこうした方がよいの

ではないかというのを伝えるということですね。おそらく一番多いのは、事業が明確にな

っていなかったり、課題は分かっているものの、その課題に対してそれが適切な対処の方

法なのかというところに疑念があるというケースや、やりたいことを膨らませた結果、事

業内容があいまいになってしまうというケースですね。そこをうまくご指導いただくと、

提案事業がさらに魅力的なものに変わっていくと思います。金銭面もとても大事なのです

が、気持ちが離れていくことが継続を阻害する一番の要因になってしまうので、それをコ

ラボ塾の中でも配慮していただくとよりよいものになっていくと思います。いずれにして

も、多くの事業をみんなで地域づくりセンターでされていて、日常的に地域づくりに対し

て多大なるご支援をいただいていると思います。様々なことをとても頑張られていますね。 

事務局(勝又副代表理事)：コーディネーターそれぞれが頑張っています。 

大下委員長：多岐に渡って様々なことをされていて、みんなで地域づくりセンターの活動

について初めて聞いた時は驚きました。 

それでは次に、今年度の 11 月までの報告についてお願いしたいと思います。 

 

事務局(勝又副代表理事)：(資料 1-2 に基づき説明) 

 

大下委員長：それではご質問・ご意見を受け付けたいと思います。コラボ塾は去年より少

ないですね。 

事務局(勝又副代表理事)：そうですね。今年度の参加は 7 団体でした。 

金子委員：ソシオ・マネジメント講座というのがどういったものか教えていただきたいで

す。 

事務局(勝又副代表理事)：簡単に言えば団体の組織運営を学ぶもので、「ソシオ・マネジメ

ント 社会に挑む 5 つの原則、組織を育てる 12 のチカラ」という本に基づいて行っている

勉強会です。毎月 1 回で計 10 回、基本的なところから学んでいきます。講座を受けるだけ

でなく、自らテキストを読んで自分の団体について話しながら意見交換をしたり、知識を

持ち帰って活用し、団体の会議の仕方が変わったというような声も聞いています。 

金子委員：団体を運営されている方が参加されるのですか。 

事務局(勝又副代表理事)：そうです。 

中山委員：子どもの環境についての意見です。非常に殺伐とした虐待の事件があったり、

貧困の子どもたちがいる状況で、孤食や、満足に食事を取れない家庭もあります。今はそ

ういった理解も非常に進んで、対策も様々な取り組みによって進んできていると感じます。

その中でできた「ここにおいでよマップ」も、ぜひ活用してほしいと思います。 

もう 1 点意見です。昨年の台風で、四街道は停電したり屋根が吹き飛んだりという被害が

多かった中、公民館や文化センターが避難所になりました。一般的には小学校、中学校が
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避難所になるのですが、休みだった等の理由で開放できず、たまたま空いていた公民館等

が避難所になったということでした。急に避難所になったので、対応がなかなか難しかっ

たようです。停電になった時は、携帯電話の充電に人が押しかけてしまったということも

ありました。公民館や文化センターが避難所になった際、人が押しかけてきた一番の理由

はその場所での宿泊や避難ではなく、携帯電話の充電だったということで、携帯電話がな

いと生活できない世の中になってきているのだと感じました。そういったニーズに合わせ

た避難所の在り方がこれからは問われてくるのだろうと思います。 

また、質問です。最近、中高生がボランティアに参加することがキャリア教育の一環にな

るということで、教育が方向転換をしてきています。四街道北中学校と旭中学校の 2 校は、

中学生の職場体験を実施して、他の学校では、長期休みに地域に出てボランティアをする

ようにという声を掛けていました。ぜひ中高生向けのボランティア冊子等を夏休み小学生

ボランティア体験のように配布していただきたいです。中学校、高校にも呼びかければ、

参加者は多く集まってくるのではないかと思います。高校生のボランティア活動について、

どんな意見をもっているかお聞かせいただければと思います。 

事務局(勝又副代表理事)：ありがとうございます。実は小学生ボランティア体験を始める時

に、社会福祉協議会やボランティアセンターにお話を伺ったら、同様の取り組みを中学校、

高校向けに実施しているということだったので、小学生を対象にしていました。しかし、

必要性があるということであれば実施を検討していきたいと思います。 

金子委員：学校でもボランティアを推奨していますので、みんなで地域づくりセンターで

やらなくてもよいと思います。 

中山委員：みんなで地域づくりセンターの仕事なのかは分かりませんが、中学校、高校に

配布できるような形のものができたらよいなと思っています。 

金子委員：これは、地域づくりというよりは、学校教育に関わる内容だと思います。 

中山委員：そうですね。ただ、社会福祉協議会やボランティアセンターでそういういった

発信をしてもらえると助かるかなと思います。スペースがあれば市政だより等にも掲載し

てもよいのではないかと思います。 

田中委員：私も質問というより意見になりますが、先ほどのコラボ塾の話題の時に、これ

から活動を始めようとしているメンバーに会えていないのではないかというような発言が

あったではないですか。私も生活支援に係る事業を地域包括ケア体制の中でやっていると

ころで、私の周りでも、やりたい思いはあるものの、活動するには助成金が必要であると

いう声が多いというのをまずお伝えしたいです。コラボ塾のような講座に耐えられるのは、

どちらかというと若い層なのではないかと思うのですが、私が地域づくりをしている中で

いつも一緒に動いているのは 70 代、80 代の方々で、コラボ塾は難しいと思います。 

現在、高齢者を主な対象にしつつ、大人も子どもも参加できるというコンセプトで、さま

ざまな場所でオレンジカフェや居場所がつくられています。その中で、同じようなことを

している組織同士で一緒にできることがもっとあるはずだと思います。例えば、今子ども
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の居場所ができている中で、そこで子どもたちに高齢者の居場所にも来てほしいというの

を伝えたとしたら、相乗効果が上がることは間違いないと思います。企画を詰めるところ

から一緒にやっていかないと、市全体の地域づくりにならないのではないかと感じていま

す。 

事務局(勝又副代表理事)：みんなで地域づくりセンターの中でも、田中さんにご相談して、

西中地区などの課題とそれに対して何かできるかというのをお話に伺いたいと思っていた

ので、ぜひお願いしたいです。 

田中委員：まさに今、西中地区では認知症になっても誰でも来られる居場所づくりをする

活動が動き出しました。なので、一緒に考えていきたいと思います。 

事務局(勝又副代表理事)：ぜひ伺わせていただきます。 

田中委員：先日、社会福祉法人が地域貢献することが義務付けられました。その中で、施

設の方たちがどのように地域貢献したらよいのかということに悩んでいます。施設が地域

と繋がっていないのです。その中で施設の社会貢献について情報交換会を行いました。40

人程度の方が集まり、5 施設にプレゼンテーションをしていただいたのですが、その中でも

何かしたいというエネルギーを持っている人たちがたくさんいました。先ほどお話した居

場所とエネルギーのある施設をうまく繋いでいくのが私の仕事なので、コーディネートし

ています。その段階から一緒にいろいろなことをやっていけたらと思っています。現在、

高齢者の居場所づくりに特化した助成金は当市にはないので、お金がなくても支援ができ

るように工夫はしていますが、それでも助けを求める声は多くあります。 

金子委員：コラボ四街道を紹介してはいかがでしょうか。 

田中委員：もちろん勧めています。ですが、あのプレゼンテーションに耐えられるような

人はそれほどいません。公金を使うので、簡単に出せるものではないというのはもちろん

分かります。しかし、これだけ地域づくりが様々な場所で盛り上がっているので、小さな

ものから大きなものまでバランスよく支援できる仕組みがあるとよいなと思います。 

大下委員長：議題(2)もまだ控えていますので、そろそろまとめに入りたいと思いますが、

関委員はよろしいですか。 

関委員：今お話をお伺いしていると、様々な分野の提案に対応できるかつそこまでハード

ルの高くない仕組みがあると、より裾野が広がるのではないかと思いました。そういった

ものが求められている一方で、どうすればよいのかというのは答えが出てこないと思いま

す。 

大下委員長：これは今日答えが出る話ではないと思います。地域づくりの新しい輪が広が

っていって、地域づくりに新規に参加する方も増えていると思います。その中で地域づく

り活動をするには進化と深化の両方をきっちりやっていかないといけないというのがあっ

て、その時に一番大事なのが情報発信ですよね。誰が何をどのようにやっているのかを、

紙媒体のものやメールマガジンなど、いろいろなことで情報発信されているのでしょうが、

それが伝わっていない。今の話でいくと社会福祉協議会とみんなで地域づくりセンターは
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同じようなことを別々に行っている状況です。大田区では、小学校の廃校を使って真冬の

運動会というのを開催していました。運動会といっても本当の運動会ではないですが、様々

な人が集まってどのようなことをしているかを遊びながら発表し合い、そこでまたネット

ワークが広がっていくというものです。そういった、団体がどんなことをしているのか、

というところに今後意識を向けていっていただきいたいというのがひとつあります。 

それともうひとつは、地域づくりに関して担当課を決めると、その担当課がすべて事業を

行うという話になってしまうというのがあります。地域づくりというのは、すべての課で

行う必要があると思うのですが、担当課がシティセールス推進課だと、ではシティセール

ス推進課がやってくださいという話にどうしてもなってしまいます。それだと限界がある

ので、できる範囲の中でもし何かするならば、みんなで地域づくりセンターの方から福祉

分野の方々にお声がけして年に 1 回程度集まる場を設け、先ほど申し上げたような真冬の

運動会のように、遊びながら PR 合戦ができるような場を設けることからまず入ってみるな

どしてはいかがでしょうか。それと、これから先もコラボ四街道の提案が来年度以降また

減ってくるようなことがあるとするならば、制度設計の見直しもした方がよいかと思いま

す。企画書を書いてプレゼンテーションを行うというのは難しい人も多いと思います。な

ので、より簡単に何か支援が得られるように書類審査で何とかできるような方法なども考

える時期がくる可能性があるかもしれないですね。 

それでは、引き続き(2)のみんなで地域づくり事業提案制度公開プレゼンテーションについ

ての説明をお願いしたいと思います。 

 

議題 2 みんなで地域づくり事業提案制度、公開プレゼンテーションについて 

(非公開) 

 

5  閉会 

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いたします。 


