
市 連 協 会 議 議 事 要 旨 

日 時  平成２７年１２月２５日（金）１４時００分～１５時４０分 

場 所  千葉市役所 ８階 正庁 

 

出席者 

〔市連協〕各地区連協会長（代理出席者含む） 計３９名 

〔市連協事務局〕市民自治推進課長他     計４名 

〔各区連協事務局〕各区地域づくり支援室長他 計６名 

 

 

１ 開  会   

 

２ 会長挨拶   

 

３ 議  題 

 

（１） 市連協会議の議題について 

 

市連協事務局 

今回の議題１と２については、前回の市連協のあり方検討委員会の中で出た「ルール

付けできていなかった事項」について、そこで出された意見を踏まえ、事務局で原案

をお示しするものである。 

まず議題１であるが、市連協会議の議題は、これまで各所管課から議題を求めるとと

もに、各地区連協会長からも個別にご提案いただいていた。 

しかし、前回の市連協のあり方検討委員会の中で、やはり区連協からテーマを選定し

てもらった方が良いのではないかとの意見があった。 

そこで、配付資料にあるとおり、テーマは各区連協の事情に応じて、理事会や三役会

等にて決定してもらい、市連協会議が開催される１か月前をめどに、決定したテーマ

を市連協事務局に伝えていただき、その後、いただいたテーマについて所管課と協議

し、調整したうえで会議の議題としたい。 

どうしても会議の時間制限もあるので、もし議題があるということであれば、各区１

つまでとし、緊急性等を勘案したうえで、かつ所管課が出席できるものを議題とする。 

この形で、今後の市連協会議の議題の構成は、所管課が取り上げるものと区連協から

提案してもらうものの両面で構成されるものとしたい。 

 

市連協会長 

これについて、特に意見もないようなので、事務局提案の原案どおりとさせてもらう。 



（２） 市連協要望について 

 

市連協事務局 

今年度から、区連協要望の中で国・県に要望するものを市連協要望としているが、複

数区もしくは特定区から要望が出た場合、誰が実際に要望活動するのかを明確に決め

ていなかった。 

今回の指定廃棄物の件は、４区から要望が出され、うち美浜区からも出ていたことも

あり、市連協会長が要望活動していたが、必ずしも、市連協会長が全ての要望事項に

詳しいわけではない。 

そこで配布資料にあるとおり、要望の案件に応じて、都度協議し、市連協会長もしく

は要望を提出した区連協会長が要望活動するということとしたい。 

 

市連協会長 

基本的には案件ごとで決めていくということで良いだろう。 

 

地区連協会長 

要望書には市連協会長名と要望する区連協会長名を併記してはどうか。 

 

市連協事務局 

その都度決定していただくことで構わないと思う。 

 

地区連協会長 

あくまでも市連協要望なので、名前については市連協会長で良いと思う。 

ただし、市連協会長が必ずしも要望事項に詳しいわけではないので、そういった場合

は、要望を出した会長が要望活動すれば良いと思う。 

 

市連協会長 

市連協要望ということであれば、名前は市連協会長で良いのではないかと思うが、案

件に応じて、その都度、併記するということも検討したい。 

 

地区連協会長 

どの地域の要望なのかが明記されないと、受け取り側が理解しにくいので、併記され

た方がいいと思う。 

 

地区連協会長 

今後のために提案したいことがある。大変重要な要望事項は、臨時で会議を開いて総

意を得ていただきたい。 

 



市連協事務局 

それでは、市連協要望は市連協会長名と該当区の区連協会長名を何かしらの形で掲載

するといった方向にしたい。 

 

市連協会長 

基本的には市連協会長名とし、場合によっては区連協会長名も併記する。それは都度、

案件ごとで改めて決めていくこととする。 

 

 

（３）「焼却ごみ１／３削減」目標達成と今後の取組みについて（廃棄物対策課） 

 

廃棄物対策課 

（配布資料の説明） 

 

地区連協会長 

ごみの減量について、平成２７年度はどういった傾向か。 

また、平成２７年度ごみ減量の主な施策に、剪定枝の再資源化の促進と食品ロス削減

の推進とあるが、プラスチック製容器包装のリサイクルについてはどうなったのか。 

 

廃棄物対策課 

今年度の焼却ごみ量だが、家庭系については前年度実績比で１，１００トンほど増加、

事業系については１５０トンほど増加している。 

プラスチック製容器包装の再資源化の推進については、国に容器包装の法律改正につ

いて進捗状況を確認したが、なかなか進捗できていないとのことであったので、この

まま法律が改正されなければ、はっきりと言えないが、収集運搬のコストを全て市が

負担することになってしまうので、法律が改正され、収集運搬の効率性が図られなけ

れば、これまで議会でも説明しているように、実施は難しいと判断している。 

 

地区連協会長 

ごみの減量は何月時点で増えているのか。 

 

廃棄物対策課 

今年度１１月末時点である。 

 

地区連協会長 

焼却ごみに剪定枝はどれくらいあるのか。 

 

 



廃棄物対策課 

平成２１年の調査を基にすると、家庭から出る剪定枝は１１，０００トンほどあると

推測している 

先ほどの計画では、そのうち５０パーセントにあたる５，５００トンの削減を計画し

ている。 

 

地区連協会長 

生ごみはどのくらいか。 

 

廃棄物対策課 

生ごみは組成分析調査を基に推測すると、約１００，０００トンと推定される。 

生ごみは資源化する施設がなかなかないので、食品ロスを減らす等、いかに排出しな

いように工夫するかを考えていかなければならない。 

今年度から継続的に、特に生ごみの排出抑制から強化していこうと考えている。 

 

地区連協会長 

剪定枝と生ごみのどちらに重点を置くのか。 

 

廃棄物対策課 

資源化については剪定枝を、排出抑制については生ごみをターゲットに強化していき

たい。 

草木の排出抑制は難しいが、生ごみであれば期待できる部分がある。それぞれ分けて

強化していきたい。 

 

地区連協会長 

神戸市よりも千葉市のコストが高いと聞いたが、何か理由があるか。 

 

廃棄物対策課 

ごみ処理費用の計算において、市町村ごとにその基準が異なっているため、単純にご

み処理費用を単価割してしまうと、千葉市の単価が上がるケースがある。 

仮に千葉市の単価が高いとなると、新港清掃工場での発電施設に対する費用がその理

由ではないかと推測される。 

 

地区連協会長 

次回のごみ問題検討委員会で、今出された意見も集約しながら市と議論したいと考え

ているが、その中で次期ごみ処理基本計画について説明してもらいながら、例えば、

生ごみの排出抑制についてのより具体的な対応策等を検討したいと考えている。 

次回のごみ問題検討委員会の中で出た意見をまとめて、また、皆様にも他に必要な意



見がないかを求めながら、市に要望を出していこうと思う。 

 

地区連協会長 

市の清掃工場について、２工場体制になって以降の代替施設とは何を指すのか。 

２つの工場のうちどちらかが使用できなくなったとなると、１工場で間に合うのか、

それとも北谷津を残しておいて、そこを代替施設とするのか。 

 

廃棄物対策課 

北谷津は２９年度に廃止される。残る新港、北の清掃工場については、例えば、新港

が先に廃止されるとなれば、それが廃止される数年前に代替施設を建設し始め、それ

が稼働できるようになったら、北と新たな工場である代替施設との２工場体制になる、

そういった意味である。 

 

 

（４）地域包括ケアシステムの構築について（地域包括ケア推進課） 

 

地域包括ケア推進課 

（配布資料の説明） 

 

地区連協会長 

この話は既に数回聞いていることだが、地域住民は何をやればいいのか良く分からな

い。 

 

地域包括ケア推進課 

基本的には、これまで皆様が取組んできていたことこそが地域包括ケアシステムの大

事な柱と考えている。 

実際に、生活支援コーディネーターと一緒に地域を回ると、まだまだできていない活

動もあると教えてもらっているので、例えば、他の地域で良い取組みを継続している

とするならば、その取組みをどのように継続しているのかを紹介するということを通

じ、地域にバラバラに散らばっている取組みの状況を把握しながら、それを地図上に

落とし、濃淡を把握したうえでノウハウ等を伝達できればと思っている。 

 

地区連協会長 

それは分かるが、実際にほとんどのところは機能していない。したくてもできない状

態である。そういったところをもう少し分析してもらいたい。 

例えば、見守りは５，６年ほど前から補助金も受けて実施しているが、実際にできて

いるところは数えるくらいしかない。そういった町内自治会の実態を踏まえてもらい

たい。 



それともう一つ、医療、介護の部分はうまく機能できているのか。 

 

地域包括ケア推進課 

医療、介護の部分、その多くは公助の部分と考えている。 

これらの部分は、今年度に、課で地域の在宅医療の状況等について医療関係者にアン

ケート調査したが、なかなか厳しい状況であることを認識している。 

現在、様々な職能団体とコンタクトを取って、どのように医療と介護の連携を通じて、

在宅医療を推進していくか協議を進めていて、また、在宅医療に取組む医師の増強研

修も実施している。 

そのあたり、公助の責任を持って進めていきたい。 

 

地区連協会長 

もっと進めてもらいたい。 

 

地域包括ケア推進課 

それを推進する目的で当課が新設された。 

これまで、市役所の中でも、医療と介護で部が分かれていて、なかなか連携がうまく

いかないという実感の中で、その枠を取り払い、まずは医療と介護の連携に力を入れ

て取組めるよう当課が設置されている。 

そのあたり、皆様にもご相談しながらしっかりと取組んでいきたい。 

 

地区連協会長 

それと生活支援コーディネーターの件であるが、あんしんケアセンターや社協地区部

会との役割分担がどうもはっきりしない。何のために来ているのか良く分からない。 

そこをはっきりしておかないと、極端な話、浮く存在になってしまうだろう。 

 

地域包括ケア推進課 

まずは、今年度は地域で取組まれている内容を地図上に落としていくという作業を始

めている。そのために地域に出かけて行って、いろいろな会合やイベント等を調査し

ていくところから取組んでいく。 

浮いた存在にならないよう、当課も支援していくし、地域の皆様にも仲間と思ってい

ただければと考えている。 

 

地区連協会長 

そうは思っていないが、今の状態であれば自然にそうなってしまうだろう。 

 

地域包括ケア推進課 

そこは当課が支援すべきところだろう考えている。 



地区連協会長 

この内容を見ていると、やはり民生委員との関わりが深くなって来ると思う。民生委

員にはどのようにアプローチしているのか。各地区の民生委員にもこの制度をよく説

明してもらいたい。そういった提案をしたい。 

 

地域包括ケア推進課 

今のところ、民生委員児童委員協議会やあんしんケアセンターが主催する地域ケア会

議等の場で、生活支援コーディネーターの紹介を終えたところである。 

また、個別に民生委員のところに順次挨拶に回っている状況である。 

これからも緊密に連携を取っていきたい。 

 

地区連協会長 

この制度は、市からお願いされることではなく、我々から発信していくべきものだろ

う。 

実際、私の町内自治会自体が包括センターのようなものである。理想としては、各地

区に生活支援コーディネーターが配置できれば良い。 

また、先ほど話があったことに関連するが、地区では民生委員が縦割りになっている。

３０年近く民生委員やっていたが、それを感じている。 

町内自治会長と民生委員は密接な関係を持って、お互いに情報交換しなければならな

いのに、どういうわけか縦割りになっている。これではうまく連携できない。 

国の辞令があることもあってか、どうも民生委員はすこし高い目線で町内自治会を見

ている気がする。そういったところを打破していかなければならないだろう。 

 

地域包括ケア推進課 

地域での縦割りの話や関係性、そういった点について不勉強な部分が多々ある。我々

もそういったところを一緒に学び、生活支援コーディネーターのみならず、市も地域

に入っていきながら勉強していきたい。 

課としてもお声掛けいただければ、ぜひ地域に出かけて、意見交換させていただけれ

ばと思っている。 

 

地区連協会長 

災害時の避難支援体制において、行政から名簿が配布されているが、非常に厳しい管

理が求められている。 

実際、地域で活動するにあたっては、個人情報保護法はあまり有効じゃない。一部、

コミュニティを壊すような作用もある。個人情報保護法の目的は、やはり困った人を

皆で助けることだろう。個人情報犯罪防止は二の次ではないか。その点を一つ勘案し

てもらいたい。 

また、生活支援コーディネーターの身分は準公務員なのか、民間業者なのか。 



地域包括ケア推進課 

現在選出した生活支援コーディネーターについては、基本的には地域の基盤づくりを

担っているので、個人情報を取り扱わないと考えているが、民生委員やあんしんケア

センターとも連携していく中で、職務上知りえた秘密は口外しないよう同意書をもら

っている。 

個人情報の保護については、地域で繋がりを持つうえで、あまり良くない結果を招い

ていることは認識している。これは国とも、個人情報がものごとができなくなってし

まう理由になってはならず、そのひとの命、財産を守るために使われるものでなくて

はならないという前提に議論が行われている。 

当然、災害時は命優先の状況であり、個人情報の壁もなくなるが、平常時から顔が見

える関係性がないと、いざというとき難しいという議論になってくるので、市として

も、国との意見交換のなかで強く話をしていきたいと思っている。 

なお、身分については、準公務員ではないが、市が委託した正式なコーディネーター

と理解してもらいたい。 

 

地区連協会長 

あんしんケアセンターとは別に生活支援コーディネーターを置くのはどうなのか。あ

んしんケアセンターであれば、既に地域の情報も蓄積されていて、町内自治会とも情

報共有している。 

どうしてあんしんケアセンターの中に生活支援コーディネーターを位置づけないの

か。あんしんケアセンターはもっと人が欲しいとも言っている。あんしんケアセンタ

ーを充実させていくということが必要なのではないか。 

また、町内自治会の活動を充実させて欲しいとあるが、町内自治会がないところはど

うするのか。 

 

地域包括ケア推進課 

当初、あんしんケアセンター運営法人からも手を上げてもらえるよう働きかけたが、

物理的な要因として、事務所に人が入らないといったことや、総合相談等で手一杯の

状況で、新しい事業に手が回らないといったこともあり、あんしんケアセンターには

生活支援コーディネーターを配置できていない。 

また、生活支援コーディネーターや認知症初期集中支援チームなどは、あんしんケア

センターに上乗せするのでなく、あんしんケアセンターとの協力関係のなかで一緒に

助け合っていける人材を地域に増やしていこうという考えもあって、今回別とさせて

もらった。 

今後実際に、あんしんケアセンターの数だけ生活支援コーディネーターを配置すると

なった際は、あんしんケアセンターとも協議し、その数だけ配置していくということ

も検討していきたい。 

なお、町内自治会が存在しない地域があることを把握はしているが、そういったとこ



ろは、例えば、社協地区部会や地域の活動団体等に働きかけながら、協力関係の中で

制度を構築していきたいと考えている。 

 

市連協会長 

これまでの意見を踏まえて、進めて行って欲しい。 

 

４ その他 

 

（１） 避難所の機能強化に向けた太陽光発電設備＋大型蓄電池の設置について 

（環境保全課） 

 

環境保全課 

（配布資料の説明） 

 

地区連協会長 

これは今後増やしていくということか。 

 

環境保全課 

この事業は、今後３年間、限られた予算で国から補助金を受けて行うものであり、配

布資料にある１８か所以外に設置することできない状況である。 

これから進めていくというよりは、こういった事業を進めているのでご承知いただき

たいということが今回の報告である。 

 

地区連協会長 

平常時の電気はどうなるのか。 

 

環境保全課 

平常時は学校で使用する電力に使われる。 

 

地区連協会長 

学校が夏休み時はどうなるのか。 

 

環境保全課 

夏休みであっても、平常時同様、学校で使用する電力に使われる。 

 

 

 

 



（２） 平成２７年度町内自治会の集い（平成２８年１月２２日開催）について 

 

市連協事務局 

（配布資料の説明） 

 

５ 閉会 


