
 

市 連 協 会 議 議 事 要 旨 

日 時  平成２９年１０月５日（木）１０時００分～１２時００分 

場 所  千葉市役所 ８階 正庁 

 

 

出席者 

〔市連協〕各地区町内自治会連絡協議会会長（代理出席者含む） 計４５人 

〔事務局〕市民自治推進課長他         計５人 

〔各区連協事務局〕各区地域づくり支援室長   計６人 

 

１ 開  会   

 

２ 会長挨拶   

 

３ 議題 

 

（１）町内自治会の加入促進について（中央区連協提案） 

 

（提案理由） 

地区連協会長 

町内の戸建ては、１００％近い加入率であり、集合住宅の内、マンションも高率で加

入頂いている。 

一方、ワンルームマンションは、近隣町会も含め、多数建築されているが、建築途上

で業者あてに再三町内自治会への加入のお願いをするものの誠意のない返事のまま

となっている。当町会には、ここ１～２年に３棟（１０～１５室）が建築されたが、

全て未加入である。 

町内の防犯街灯、リサイクル活動、町内清掃、防犯、防災、見守り活動、イベント等々、

直接間接の費用は町会費負担であり、未加入者を加入者がカバーする不公平が発生し

ている。特に管理人の１００％無いアパートのゴミのカラス、強風害は近隣町内の即

負担となっている。 

そこで、建築申請段階で町内自治会との話し合いを条件にするなど、条例改正も含め

実効性のある対策を求め、今回本議題を提案した。 

話し合いに応じない業者もあることから、自治会加入の法規制はないが、建築申請段

階で法規制を設けてほしい。本来であれば建築部門に回答してもらいたいところだが、

本件については、９月２５日に議題が決定したこともあり、建築部門での検討時間が



 

少ないため、自治会加入促進の担当部局として、市民局から他市の自治会加入促進の

方策等の情報があればお示しいただきたい。 

 

市民自治推進課 

町内自治会加入促進を促す方策として条例によって規定を設けることは先進自治体

では行われているところであるが、条例で規定の内容の対象に基づいて大きく３つに

分類される。 

一つ目は、広く一般の市民の方を対象として、市民の役割として「自らが居住する地

域の町内自治会に加入するように努めるものとする」などの規定を設けるパターン。 

二つ目は、事業者を対象にし、「事務所・事業所が所在する地域の町内自治会の活動

に積極的に参加及び協力をすることを求めること」などの規定を設けるパターン。 

三つ目としては、対象を住宅建築関連事業者に的を絞り、加入促進のために必要な措

置を求める規定を設けるパターン。この中では、求める内容について、宅地建物取引

業法において義務付けられている重要事項説明の際に町内自治会に関する情報を併

せて提供することや、建築主に町内自治会との協議の場を求めるものなどがある。 

一般の市民の方や事業所を対象とした加入促進に関する努力義務を定めることにつ

いては、今後市民局において検討していくべき内容であるが、実効性を確保するとい

う観点からすると、本日ご提案いただいたように、住宅関連事業者に対する規定を条

例化するということは一つの有効な手段だと考える。現在マンション向けには中高層

条例（千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例）があるので、

こちらを改正し、加入促進のために必要な措置を求める規定を設けるということを建

築部局で検討することはできるが、ワンルームマンションについては、現在指導要綱

で規制を行っているため、条例化を求めるのは厳しい状況であると認識している。 

 

（主な質疑） 

地区連協会長 

日本版 CCRC（Continuing Care Retirement Community: 継続的なケア付きの高齢者た

ちの共同体）の高層住宅は８００世帯ほど入居があるが、自治会加入を一切しないと

いう状況である。自治会側としては、地域コミュニティの促進のためや、災害に備え、

加入してもらいたいと考えている。行政としては、そのような住宅に立ち入り、自治

会に加入するよう指導はしているのか。 

 

市民自治推進課 

マンションの管理組合に対しては、みなし自治会としての制度（一定の要件を備えた

マンション管理組合を町内自治会と同様に取り扱う制度）を設け、結成の働きかけを

行っているところであるが、個別に町内自治会との協議の場を設けるということを義



 

務づけ、強制する仕組みについては法制化する必要があるため、行政の立ち入りまで

には至っていない。行政としては、加入の任意性を保つ必要もあるため、町内自治会

への加入のための立ち入りについては限界があり、今後対応については検討を要する。 

 

地区連協会長 

町内自治会として、ワンルームマンションが建築される情報を得ると業者とコンタク

トをとり、自治会への加入やごみ集積場の確保や駐車場の設置・確保について契約書

を交わすようにしている。なるべく早急に業者と交渉するべきである。建築審査部門

での規制だけでは弱い。 

 

地区連協会長 

中央区連協として議題を提案したが、この問題はどの自治会でも抱えている問題のた

め、共有したい。特にワンルームマンション業者においては、ごみステーションなど

の問題で地域においてトラブルとなることが多く、対応に苦慮している。この問題に

有効な手段をとるには、やはり建築審査段階においての、条例化の他はない、として

提案した。今後区連協要望として市に対し要望することを検討したい。現状の対応と

しては、ワンルームマンション建築指導要綱の改正（建築予定地が所属する町内自治

会からの説明を求められた場合は速やかに応じることを規定した改正）を活用したい。 

 

 

 

４ 報告事項 

（１）災害時における指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について 

（危機管理課） 

危機管理課 

（配布資料の説明） 

 

（主な質疑） 

地区連協会長 

避難所運営委員会への説明はされるのか。 

 

危機管理課 

災害の種別によって指定緊急避難所への避難不可となる場所を含む避難所運営委員

会には、必要に応じて説明を実施する。 

避難所運営委員会全体についての周知については、可能な限り周知できるよう、検討

したい。 



 

地区連協会長 

高潮や津波の避難所の可否についての判断根拠は、どのくらいの高さ（規模）を想定

してのものなのか。 

 

危機管理課 

津波については、ハザードマップで想定している、高さ 2.9ｍを想定している。 

津波 2.9ｍとは千葉県において東京湾の入口に 10ｍの津波がきたという想定のもと、

シミュレーションを行い、千葉市の海岸に押し寄せる津波の高さの想定である。 

千葉市内には津波はほぼ浸水しないという検証結果に基づき、市内のすべての避難所

及び津波避難ビルを津波の指定緊急避難場所として指定している。 

高潮については、国土交通省において大規模な高潮の想定をしており、現状で考えら

れる最大級の高潮（シナリオ C）に基づき、３階建て以上の建物がある場所を高潮の

指定緊急避難場所に指定している。 

 

地区連協会長 

東京湾直下型地震が起きた場合の津波の想定はどうか。 

 

危機管理課 

東京湾直下で地震が発生した場合の津波については、本市及び国においても想定して

いない。東日本大震災のような津波が起こるのは、海溝型地震が発生した場合である

が、東京湾においてはそのような場所が存在しないため、いわゆる首都直下型地震が

おきた場合でも多少の海面変動はあれど、大規模な津波は発生しないという見解であ

る。 

 

地区連協会長 

災害の種別が多く、わかりにくいのではないか。内水氾濫は洪水に含まれるのではな

いか。（別紙１の）洪水と内水氾濫についての説明記載について、再検討願いたい。

重複した印象をうける。 

 

 

危機管理課 

法律上の指定でこのような種別分類となっている。洪水とは大規模な河川が溢れる状

態であり、内水氾濫とは、河川ではなく、用水路等の氾濫であり、分別されている。 

 

地区連協会長 

水路が洪水にならなくとも、低地が浸水しているケースがあり、危険である。また、



 

水位が護岸壁を超えなくとも、放出された水が水路を通って内陸側に水がたまってし

まうケースもある。現実としてこのように、多くの種別が必要とされる地域もあると

いうことを理解してもらいたい。 

 

 

 

（２）支え合いのまち千葉 推進計画（第 4 期地域福祉計画）の説明会の周知について                           

（地域福祉課） 

 

地域福祉課 

（配布資料の説明） 

次期「支え合いのまち千葉 推進計画（第４期千葉市地域福祉計画）」の市民の皆様へ

の周知とご理解をいただくため、配布資料のとおり各区会場において説明会を行う。

日頃から地域福祉活動をされている方はもちろんのこと、ぜひ多くの方にご興味をも

っていただきたい。なお、該当区の会場で日程の都合が合わない場合は、他区の会場

でも参加することは可能である。 

 

 

 

（３）学校の適正配置について（教育委員会事務局 企画課） 

 

教育委員会事務局教育総務部企画課 

（配布資料の説明） 

 

（主な質疑） 

地区連協会長 

参考資料の、学校別児童数を確認すると、地区の小学校の児童数は将来的に減少する

と認識していたが、資料上では平成３５年度の児童数が増加している。この資料の児

童数の根拠はどうなっているのか、また学校区外の学校に通う児童は反映されている

のか。 

教育委員会事務局教育総務部企画課 

推計値（人数）については、現在の各学区内の住民登録に基づく、年齢別の人口によ

って推計している。そのため、増加傾向にある推計というのは、現在学校に入学して

いない未就学児の人口が学区内に既存の児童数以上におり、将来的にその一定割合が

入学するという見込みで推計している。 

また、手続きを経て、実際には学区外の学校に通う児童数についても、入学率（人口



 

のどのくらいの割合が入学しているか）を算出し、考慮しているが、あくまでも現在

の傾向を当てはめての推計であるため、実際の入学児童数とは多少乖離することも考

えられる。２９年度については実数だが、３０年以降についてはあくまでも推計値で

あることをご理解いただいた上で資料をご覧いただきたい。 

 

地区連協会長 

学校の統合が進み、第一小・第二小が無くなり第三小だけがあるなど、番号が飛んで

いる学校名がある。これらを見直すような学校名の合理的な決め方はどうなっている

のか。 

 

教育委員会事務局教育総務部企画課 

教育委員会には、新設校や統合して新しい学校ができた場合の校名を検討する「校名

検討委員会」が存在するが、既存校の学校名を変更するといった発想はこれまであま

り持っていなかったため、検討してまいりたい。 

 

地区連協会長 

第２次の学校適正配置実施方針の検討委員会は学校関係者が多く含まれたメンバー

で審議されていたが、第３次学校適正配置実施方針の検討では、教育全般について審

議する千葉市学校教育審議会において審議されており、委員の構成も民間企業が入っ

ているが、学校教員や小中学校の校長がメンバーになく、実際に多く関わる地区連や

現場の声が反映されにくいように感じるがいかがか。 

学校教育審議会には地区連会長もメンバーにいるが、進め方の入口が地域全体という

よりも、学校や保護者を中心としており、地域主体を推進する千葉市の方針との整合

性について疑問がある。 

 

教育委員会事務局教育総務部企画課 

第２次実施方針策定の際は、実施方針策定のための学識者や町内自治会関係者等から

なる検討会を設置し、協議を行い策定した。今回については、ご指摘のとおり学校教

育全般について話し合う学校教育審議会において審議しているが、学校適正配置につ

いても審議することを想定し、専門の学識経験者や地域の代表者も構成員に含めてい

る。今後も慎重に検討を進めていきたい。 

また、校長等の現場教員の意見については、庁内の検討組織として、検討会や策定委

員会を設けており、その会議のメンバーに校長会代表も含めるなど現場の教員の意見

も踏まえながら検討しているところである。なお、第３次実施方針については、今年

度中の策定を目指している。 

学校適正配置は、保護者の意見も地域住民の意見も大切であり、最終的には地元代表



 

協議会を設置し、地域全体で合意を得て取組みを進めることを考えている。これまで

適正化配置を実施できたのは、地区連会長をはじめ、地域の代表者の方々のご尽力に

よるものであり、地域の方々のご意見をこれまでどおり大切にしていく。 

 

地区連協会長 

参考資料リストの色分けについては、どのように理解すれば良いか。統合をする対象

ということか。 

 

教育委員会事務局教育総務部企画課 

教育委員会では、１２学級から２４学級を適正規模としている。参考資料では、適正

規模の学校については色付けがされていない。一方、濃い色がついているものについ

ては、２５学級以上の大規模校である。薄い色が付いているものについては、１２学

級未満の学校であり、薄い色に比べ濃く色が入っている学校については、６学級以下

の学校（１学年に１学級しかない学校）である。あくまでも学級数によって機械的に

区別した表である。適正配置の対象については、地域特性や子どもたちの状況を勘案

して優先度をつけ、進めてまいりたい。 

 

地区連協会長 

学校や保護者に話をもっていけば上手くいくと思われている感があるが、学校・保護

者と地域住民がそれぞれに良くわかること、理解が難しいところがあるため、お互い

に意見を補い合いながら、学校・保護者と地域の合意形成を図ることが近道であるこ

とを念頭においてもらいたい。 

 

教育委員会事務局教育総務部企画課 

おっしゃる通りであり、保護者、地域住民の方それぞれのご意見を大切にしたい。実

施方針はあくまでも考え方や取り組みの枠組みを示すものであり、実際に適正配置を

具体的に決定するのは、地元代表協議会による合意の結果となる。 

 

地区連協会長 

適正配置の結果、解体されることとなった学校の解体工事の際には、地元住民に多大

なる迷惑をかけることとなった事例もあり、跡地の活用についても地区連に多くの作

業を強いることとなる。地元に少なからぬ影響を及ぼすため、学校の解体、跡地の利

用については慎重に検討してもらいたい。 

 

 

 



 

（４）公民館への指定管理者制度の導入について（生涯学習振興課） 

 

生涯学習振興課 

（配布資料の説明） 

※平成２９年千葉市議会第２回定例会において、公民館に指定管理者制度を導入す

ること、同第３回定例会において指定管理者を公益財団法人千葉市教育振興財団

とすることが決定したため、指定管理者制度の概要について説明を行った。 

 

（主な質疑） 

地区連協会長 

地域における講座企画・運営については、指定管理者制度導入後、どうなるのか。 

講座に関する予算の状況及び窓口はどうなるのか。 

 

生涯学習振興課 

現在、一部の公民館では、講座の企画について、地域の方々や団体に参画して頂いて

いるが、今後も引き続き実施していきたい。 

予算に関しては、現在、公民館の運営は市の予算によって管理運営が行われている。

指定管理者制度導入後は指定管理者である教育振興財団が予算を組み、講座を実施し

ていくが、教育振興財団の公民館管理運営費の原資は、市からの委託料である。また、

指定管理者制度導入後の報償費については、教育振興財団より予算を増額していくと

いう提案がなされている。 

講座の企画については、これまでどおり公民館とご相談頂きたい。 

 

地区連協会長 

指定管理者制度導入の際に有料化をするわけではないということだが、指定管理者制

度を導入することでの経済的なメリットは何か。 

また、公民館については、これまで福祉活動の拠点としての役割をもたせていたが、

指定管理者が運営するとなると、その位置づけはどのようになるのか。 

 

 

生涯学習振興課 

財政的なメリットについては、管理運営費の再配分により効果が生ずる。公民館の運

営に関しては、平成３０年度から３４年度の５年間で、約６６億円の経費が必要とな

ることが見込まれる。指定管理者制度導入後、公民館の管理運営にかかる総額につい

ては大きな変更はないが、総額の中で教育振興財団において人件費に係る経費を管理

運営費に再配分することとしている。現在、公民館には市の正規職員が配置されてい



 

るが、指定管理者制度の導入により比較的柔軟な雇用体系を持つ教育振興財団の職員

を配置することで、人件費が年間１億円程度削減される。その削減された人件費を管

理運営費に再配分し、講師の謝礼を増額し講座数を増やすことによる社会教育施設と

しての機能強化や、施設の修繕費の増額による快適な学習環境の整備、図書購入費の

増額による図書室の蔵書の充実を図っていく。 

福祉活動の拠点に関しては、管理者が教育振興財団となっても、公民館は市の施設で

あるということには変わりはなく、公民館の運営に関しての基本的な施策・方向性に

ついては市の施策に沿って運営していくことになる。 

 

地区連協会長 

人件費は管理運営費全体のうちどのくらいを占め、指定管理者制度導入後に下がるの

か。 

 

生涯学習振興課 

公民館の管理運営に係る経費は、平成３０年度から３４年度までの５年間で約６６億

円、１年あたり約１３億円となることが想定され、そのうち人件費は１年あたり約１

０億３千万円を占めている。指定管理者制度を導入し、教育振興財団が管理運営を行

うことにより、人件費は年間約９億２千万円となり、年間で約１億５百万円が削減さ

れる見込みとなっている。 

 

 

 

（５）地域運営委員会について（市民自治推進課） 

 

市民自治推進課 

（配布資料の説明） 

・地域運営委員会の定義の見直しについて 

地域がそれぞれの実情に応じた地域運営を可能とするため、必須 5団体の一つが、他

の団体を包括する体制となっている場合には、地域運営委員会の機能を有するものと

認め、当該団体を「地域運営委員会」としてみなすこととする。 

・地域運営委員会ステップアップ研修会の開催について 

１２月１２日（火）に、地域運営委員会設立済の地区の方を対象とした「平成２９年

度地域運営委員会ステップアップ研修会」を開催する。関係者あてに改めてお知らせ

する。 

 

 



 

 

（主な意見） 

地区連協会長 

この制度を利用すれば地区連の中に他４団体を包括すれば地域運営委員会として発

足しやすい。 

 

 

 

５ その他 

（１）町内自治会の集い 被表彰者の内申書提出について 

（２）市連協要望について 

 

事務局 

（１）平成３０年１月２６日（金）に町内自治会の集いを開催する予定である。その

場において、地域社会の発展に尽力された方及び団体に対し、その功績を称え、千葉

市から感謝状を贈呈する予定である。ついては、各地区連協から表彰に該当する個

人・団体を期限までに推薦いただきたい。 

（２）平成２９年度市連協要望及び回答内容については配布のとおりである。各区連

協から提出された要望事項のうち、国や県に対する要望については市連協要望として

市に提出している。なお、区連協要望についての回答は各区連協事務局から報告する。 

 

６ 閉  会 

 

 


