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平成２２年度第１回千葉市市民参加協働推進会議 議事録 

 

１ 日 時 

平成２２年１０月２５日（月） １３：００～１５：００ 

 

２ 開催場所 

議会棟第３委員会室 

 

３ 出席者 

（委 員）秋元委員、伊勢田委員、井上委員、大嶋委員、大山委員、岡本委員、鹿野委員、 

        小松委員、榊委員、福川委員、宮崎委員、山本委員 

（事務局）宮下総合政策局長、片桐市民自治推進部長、丸島市民自治推進課長、 

中村課長補佐、片岡主査、齋藤主任主事、飯髙主任主事 

 

４ 議題 

（１） 会長・副会長の選出 

（２） 平成 21 年度千葉市市民参加・協働実施状況について 

（３） 平成 21 年度協働事業の振返りについて 

（４） その他 

 

５ 議事の概要 

（１） 会長・副会長の選出 

委員の互選により、福川委員が会長、井上委員が副会長に選出された。 

（２） 平成 21 年度千葉市市民参加・協働実施状況について 

事務局から、実施状況（案）について説明し、質疑応答が行われた。 

（３） 平成 21 年度協働事業の振返りについて 

事務局から、振返りの集計結果について説明し、質疑応答が行われた。 

（４） その他 

事務局から、「市民との協働事業及びボランティア活用事業の掘り起こし」と「協

働事業提案制度」について説明した。 

 

６ 会議経過 

○事務局 

 開会、会議の公開について説明 

 

○宮下総合政策局長 

 本日、委員の皆様には、お忙しい中、平成２２年度第１回千葉市市民参加協働推進会議

にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

また、日頃より委員の皆様には、市政各般にわたり、多大なるお力添えを賜っておりま

すこと、厚くお礼を申しあげますとともに、この度は、公募委員の方々を含め、本会議委

員へのご就任を快くお引き受けいただきましたこと、心から感謝申しあげる次第でござい

ます。 
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さて、近年、少子高齢化や価値観の多様化など、社会基調が大きく変化する中で、各自

治体においては、これまでにも増して、時代の潮流を的確に捉えた、きめ細かな施策を展

開することが求められております。 

 特に、行政に対するニーズは一段と専門化・複雑化が進んでおり、市民の様々な意見や

提案を的確に把握し、これを市政に反映していくためには、市民が積極的に市政に参加で

きるための環境を整備することが不可欠であります。 

 また、市民の豊かな知識や社会経験を活かし、市民との協働による行政の実現を図るこ

とは、様々な分野にわたる行政施策を適切かつ効果的に推進するためにも極めて重要であ

ります。 

 本市においては、市民主体のまちづくりを目指し、より一層市民参加と協働の推進を図

るため、本年４月に組織改正を行い、新たに市民自治推進部を設置したところであります。  

本会議は、平成２０年４月に施行した「千葉市市民参加及び協働に関する条例」におい

て、市民参加及び協働の取組みを推進するための実施計画やその実施状況等について調査

審議する機関として位置付けられており、市民参加及び協働を推進する上で、重要な役割

を担っております。 

 委員の皆様には、本市における市民参加・協働の推進に向けた取り組みに対し、忌憚の

ないご意見を賜りますようお願い申しあげまして、私の挨拶といたします。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○各委員 

自己紹介 

 

○事務局 

事務局紹介、配布資料の確認、委嘱状について説明 

 

○事務局 

 本日の会議は、委員１２人皆様ご出席ということで、千葉市市民参加及び協働に関する

条例施行規則第１９条第２項の規定により、会議は成立いたしております。 

 

○宮下総合政策局長 

 これから議事に入りたいと存じます。 

 はじめに、議題１「会長・副会長の選出」についてですが、まず会長の選出について議

題といたします。 

 市民参加及び協働に関する条例施行規則第１８条第１項の規定で、会長及び副会長は委

員の互選によることとしております。 

 委員の皆様、推薦などございますでしょうか。 

 

○山本委員 

やはりここは、見識の高い福川先生がよろしいのではないかと思います。これまでＮＰ

Ｏの関係で福川先生には何度もお会いすることがありまして、会議などでご一緒しても、
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非常に楽しい会議になりますので、是非お願いしたいと思います。 

（拍  手） 

○宮下総合政策局長 

ご異議がないようですので、福川委員にお引き受けいただければと思います。 

 それでは、福川委員が会長に選出されましたので、会長席にお移りいただき、ご挨拶を

いただきたいと存じます。 

 

○福川会長 

 ご指名いただきました福川と申します。 

千葉市では市民参加・協働の条例ができて、この会議も何年か運用されてきているわけ

ですが、私自身の経験からいうと、このような会議は、非常に淡々とやる会議になる恐れ

があります。 

そこで、条例を確かめると、淡々とした仕事とは別に、市民参加・協働のあり方につい

て意見を述べることができると書いてありましたので、せっかく非常に意欲のある方々が

集まりましたので、是非、活発な会議になればと思っております。 

 

○宮下総合政策局長 

 これからの議事進行につきましては、福川会長にお願いします。 

 

○福川会長 

 次は副会長を選出したいと思います。どなたかご推薦ありますでしょうか。 

 特にないようでしたら、井上委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。井

上委員は、ご自身の団体でも活躍され、また成果もあげています。また、前回も副会長を

務めていただいたということで、今回も是非お願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

（拍  手） 

○福川会長 

異議なしだと思いますので、井上委員にお引き受けいただければと思います。 

 それでは、副会長席にお移りいただき、ご挨拶をお願いします。 

 

○井上副会長 

ご推薦いただきまして、ありがとうございます。この会議のテーマはとても難しいので

すが、自由に意見をぶつけてもらい、少しでも難しいテーマに風穴をあけるような、その

ような会議になればいいのではないかと思います。活発なご意見をよろしくお願いします。 

 

○福川会長 

どうもありがとうございました。 

 それでは、本題に入ります。 

 まず、議題２「平成 21 年度千葉市市民参加・協働実施状況」について、事務局から説明

をお願いします。 
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○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料１「平成２１年度千葉市市民参加・協働実施状況（案）」 

・資料１（参考１）「市民参加・協働実施状況 区分別取組項目数の推移」 

 

○福川会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 

○岡本委員 

 新たに公募委員になったということで、１週間前に予習の会議があり、本日いただいた

資料とほぼ同じ資料をいただきました。その資料を見ていて、私の不勉強でもあるのです

が、これだけの内容が行われていることにびっくりしました。 

 その中で、幾つか疑問や感じたことがあるのですが、１点は、例えば協働の取組みが１

５４項目掲載されていますが、市役所の部局別に並んでいます。市民の立場からいうと、

大事な項目から並べたほうがわかりやすいというか、当然なのではないかと思います。今

の整理では、大小取り混ぜ、非常に大事なものからそうではないものまで並んでいますが、

私が４０年いました民間会社の感覚ではあり得ません。今なすべきこと、大事なこと、そ

こから順番にやっていく。その中で何回か行ったけれど、不要となったものは止めていく

ということをやらないと、どんどん取組みが増えて、事の重要性が非常に曖昧になってし

まうのではないかと思います。 

 もう１点は、協働の取組みの１５４項目が、それぞれどこの発意で出てきたものなのか、

行政サイドで行われてきたテーマなのか、市民サイドから要求・要望があって取り上げた

テーマなのか、非常にわかりにくいと思います。 

また、特にそれと絡めて、協働の取組みの事業協力と支援・補助の件数が非常に多くな

っています。この１週間くらいの間に公募委員を引き受けたということで、友人に聞いて

みたのですが、１０人中１０人が知りませんでした。１０人の内訳は、半数がほぼ私と同

じくらいの年齢で、リタイアして１、２年、半数がもう１、２年でリタイアするという年

配者ですが、協働ということについて、全く知らないようでした。これは、個々人にも責

任があると思いますが、これだけの件数があるのだから、市民にもう少しわかりやくする

ことが必要だと思います。つまり、このことを知ってしている人はとても有効に使ってい

ると思いますが、知らない人は税金を払っていても、税金が有効に使われていないという

ことにもなりかねないので、ＰＲというかもっと工夫して周知していくことが必要ではな

いかと思います。 

最後に、実施状況の中に市の事業費として金額が掲載されていますが、これは人件費や

固定費を含んだものであるのか、あるいは単なる年々の経費なのかよくわかりません。そ

れがわからないと、取り組んだ項目に対して数量的にどのように把握したらいいのかわか

らないと思います。 
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○福川会長 

疑問を一つずつ晴らしていきましょうか。 

 まず１番目の項目の並べ方ですけれども、事務局から説明願います。 

 

○事務局 

大変貴重なご意見をいただきありがとうございます。非常に答えにくい内容ですが、記

載順については、確かに現在は優先順位ではなく、行政の組織順に並べてあります。これ

は、よく縦割り行政といわれますが、市役所全体の中でどれが一番最重要課題で、どれが

一番最後なのかという位置づけはなかなか決めにくい状況があります。各所管課にすれば、

自分たちの行っている取組みが一番重要だと思っていますので、それをどのように位置づ

けしていくのか、非常に難しい現状がございまして、役所が一番苦手な部分だと思います。

もちろんご指摘いただいた点はよくわかりますし、我々も市役所全体で事業を進めるに当

たっては、当然優先順位がなければいけないと思っていますが、ご指摘いただいた点は難

しい状況です。 

 

○岡本委員 

 難しいというのは、重々わかるのですが、特に市長が新しい若い方になられたのですか

ら、最終的には市長がリーダーシップをとるところまで踏み込まないと、直らないのでは

ないかと思います。私も勤め人でしたから、十分わかった上で申し上げているのですが、

是非工夫していただきたいと思います。 

 

○福川会長 

 ただ、この実施状況は参加や協働の状況を示しているものであって、事業そのものにつ

いて示しているものではありません。事業の優先度について議論する時には、そのような

並べ方もあると思いますが、参加や協働の重要度で並べたほうがいいのでしょうか。 

 

○岡本委員 

 この実施状況は公開されるわけですから、一般の市民が見た時に、私が申し上げた観点

で位置づけされていないと、戸惑ってしまうような気がします。 

 

○福川会長 

私は、他の自治体でも参加・協働に関連する委員会の委員を務めていますが、実施状況

といってもＡ３版の紙で２枚程度です。千葉市は都市が大きいのか、他の自治体に比べる

と参加や協働の件数も多い。 

次は誰が発意したか分かりづらいという点について、事務局から説明願います。 

 

○事務局 

かなり以前から行っている取組みについては、市側、市民側のどちらの発意で始めたの

か、わからなくなっている取組みもあるかと思いますが、市がリーダーシップをとって行

ってきたものがほとんどだと思います。ただ、今回取りまとめた内容には、そのような項
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目は掲載していませんし、現時点ではそこまで細かく把握していません。必要があれば、

調査して掲載することは可能だと思います。 

 

○福川会長 

 どこの発意で始まったものなのか、把握したほうがいいではないでしょうか。 

 最後に事業費の件について、事務局から説明願います。 

 

○事務局 

 実施状況の協働の取組みに掲載されている事業費は、単純に事業にかかった経費だけで、

人件費や事業の実施に至るまでの経費は加算されていません。 

 

○福川会長 

他にご質問などありますか。 

 

○宮崎委員 

 先ほどの１番目の問題に関連しますが、市にとって重要な事業をベースに組み立ててい

けばいいのか、それとも単に並列的に並べればいいのか、どちらで整理するかによって、

評価の方法は全く変わってくると思います。例えば、基本計画など市の重要政策について

参加・協働を推進するのか、あるいはどのような政策についても参加・協働を推進するの

か、そのスタンスによって評価は全く異なります。 

 条例では、公共の課題の解決に取組む市民参加・協働と規定されています。これは、単

に参加や協働の取組みを並列的に並べるだけでいいのか。評価もそうですが、実施計画や

実施状況も全く違ったものになってくるのではないかと思います。 

 

○井上副会長 

 先ほどの２番目の、どこの発意で事業を始めたのかという質問ですが、前回の会議でも

同じ質問が出ました。実は、全て市側から発意したものであるということがわかったので

すが、後ほど事務局から説明があるかと思いますが、議題３の協働事業の振返り集計結果

をみると、市側も疑問を持っているし、市民側も疑問を持ち始めています。これは、今ま

で市が行ってきた形でいいのか検証する必要がある、また、そのような時期に来ていると

いうことではないのでしょうか。本来の意味での市民協働のあり方を議論し、５年、１０

年先を見据えたプラン作りが必要ではないかと思います。 

 

○大嶋委員 

 今の議論の延長ですが、協働ということについて、支援・補助、あるいは委託の内容な

ど、全てを承知しているわけではありませんので、個々に意見は申し上げられないのです

が、例えば、私が体験した中で、６９ページの５番に自主防災組織育成という項目があり

ます。支援・補助とありますが、これは、町内自治会で組織した自主防災組織に対して防

災器具の購入費を補助しますという内容です。このような取組みが、協働なのか疑問に思

います。他の取組みについてはわからないので、コメントはできませんが、恐らく同じよ
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うな感覚だと思います。例えば、自主防災組織育成を協働とするのであれば、単に資金援

助を行うだけでなく、地域性のある防災について、地域として何を行うのか、行政と地域

住民が一緒になって考え、その結果として、必要な機材の一部を援助する。このように取

り組むことが本当の協働ではないのでしょうか。 

 今、時代の趨勢は協働や参加となっています。実施状況に掲載された協働の取組みは、

単に市が行っている仕事を当てはめたものに過ぎないのではないでしょうか。現在、千葉

市では財政が逼迫しているので、協働して市民を参加させることによって、行政コストの

コストダウンが図れるのではないか、いわゆる安上がり行政を進めことができるのではな

いかという考えが根本にあるのではないかと思います。 

 

○榊委員 

 実施状況を見たなかで、市民と行政の協働の前に、市の部局同士が一緒に行っているこ

とが一つも掲載されていないのはどうかと思います。私も行政にいましたので、よくわか

るのですが、行政は縦割りですから、市民との協働の前に、まず行政同士が協働するとい

う姿勢が必要であると思います。この仕事とこの仕事は一緒に行ったほうがいいのではな

いか、一緒に行えば、もっと経費を削減できるのではないか、そのようなものがあるよう

な気がします。来年の報告では、是非、市の部局間の協働があるということを聞きたいと

思います。 

 

○事務局 

 検討させていただきます。ただ、榊委員はよくご存じだと思いますが、行政の内部で協

働して一緒に事業を行っているということは、あまり多くないと思います。一方で、先ほ

ど大嶋委員からご指摘がありましたように、以前のように経費が潤沢ではありません。そ

れぞれの部署がそれぞれの視点で、事業を実施できる時代ではなくなってきていますので、

そのような意味では、部署同士で話し合いながら、事業を実施するケースも出てきていま

す。来年の報告書にはこのようなケースについて掲載していく方向で検討したいと思いま

す。 

 

○福川会長 

他にいかがでしょうか。 

 

○伊勢田委員 

 現在、市が行う仕事は、議員さんや様々な団体からの要望に基づくものが多いのではな

いかと思いますが、行政が住民の要望をどのような形で吸い上げるのか、大きな転換期を

迎えているのではないかと思います。 

市では中学校単位でコミュニティ懇談会という団体が組織されています。私の地域では、

幼稚園から大学まで、また自主防災会や社会体育振興会、国立病院、県立がんセンターな

ど３７団体がこの懇談会に入っています。将来的には、この懇談会を軸にして、いろいろ

な地域の問題を市に持ち上げていきたいと考えています。 

町内自治会を代表して昨年度、市長と意見交換を２回行いましたが、市長からもコミュ
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ニティ懇談会を軸として地域の問題を吸い上げ、市政に反映させていきたいとの回答をい

ただいています。 

 

○福川会長 

市では各課で実施する事業が分かれていますが、地域住民にしたら一つです。そこをど

うするかという話も当然あるわけです。 

他にも、建設的なご意見がありましたら。 

 

○小松委員 

 前回の会議でも申し上げたのですが、千葉市は協働の件数が非常に多い。しかし、内容

を見ると、本当に協働なのか疑問があるものもあります。ただ、市として協働を周知し、

広めていくという段階においては、その機会が少しでも多い方がいいのではないか、その

ような意味で価値があるということになったのではないかと思います。 

 これから千葉市は次のステップに移るのではないかと思います。そのような意味で岡本

委員や大嶋委員のご指摘はとても重要なことだと思います。振返り集計結果には示唆に富

んだコメントがたくさん記載されています。 

 次にどのように変えていくのかを考えていく中で、民間企業では当然、重要性の原則に

基づき整理するわけですが、一気に変えることが難しいとするならば、ポイントは二つあ

ると思います。一つは、振返りも行っていますので、成果や評価をこの実施状況の中に表

すことが大事なことだと思います。成果や評価はデリケートなので、どの程度の内容で表

わしたらいいのか、難しいとは思いますが。 

もう一つは、並べ方として、例えば高齢者福祉というまとまりで参加や協働の取組みを

整理してもらえると、見やすいのではないかと思います。高齢者福祉という範囲でも少し

広すぎるかもしれませんが、他の自治体と比較することもできますし、必要性についても

議論することができます。全ての取組みを重要性の原則に従って並べることは難しいと思

いますが、分野ごとの固まりをつくることによって、いろいろな点が見えてくると思いま

すので、並び順を変えるだけでもいいのではないかという気がしました。 

また、市民が知らないのではないかというご意見がありました。これはとても大事な点

ですが、一方で情報発信にどれだけお金をかけられるのかということもあり、難しいとこ

ろです。ただ、知らないということは機会の損失になっているわけですから、必要として

いる人にどのように発信するのか、もう一歩突っ込んで議論すべきではないかと思います。 

 最後になりますが、本当の協働とは何かということは、これから２年間のこの会議で絞

りこんでいくことになると思います。千葉市の現行の協働の定義は、市民及び市が共通の

目的を達成するため、それぞれ果たすべき役割及び責任を自覚し、相互に主体性を持ち、

自主性を尊重しながら協力し、または補完することとなっています。この定義に照らし合

わせると、定義に当てはまらない取組みもたくさんあるのではないかと思います。ただ、

これは次のステップで議論することになるのではないでしょうか。今回のステップではど

こまでを協働として捉えるべきなのか、つまり協働の本質について議論していく場になる

のではないかと思います。一気に変えるということはなかなか難しいと思います。 
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○福川会長 

非常に全般にわたって明快にお答えいただきました。小松委員のご意見は、次の議題で

ある協働事業の振返りと関係があるようなので、振返りについて事務局から説明していた

だきましょう。 

議題３「平成 21 年度協働事業の振返り」について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料２「平成２１年度協働事業の振返り集計結果」 

・資料２（参考１）「協働事業の振返りについて」 

・資料２（参考２）「平成２１年度 協働事業の振返り調査票」 

・資料２（参考３）「平成２１年度 協働事業振返り調査票記載要領」 

・資料２（参考４）「協働事業の振返りの事務の流れ（平成２１年度実施分）」 

 

○福川会長 

ご意見、ご質問がありましたら、よろしくお願いします。 

 

○井上副会長 

 評価は○・×の２段階になっていますが、市民側の○・×以外の回答が行政に比べて多

くなっています。このことについて分析はされているのでしょうか。例えば、５段階にす

るなど、評価をもう少し細分化すれば、結果が違ってきたのではないかと思います。 

 

○秋元委員 

 以前の会議の時に、事務局からは５段階評価で案が出てきたと記憶しております。その

時に、中途半端な評価をするのは日本人だけだということを申しあげまして、イエスかノ

ーか２段階でいいのではないかといった記憶があります。果たしてそれがよかったかどう

か、最初見たときは○と×で分かりやすくていいのではないかと思いましたが、今回の結

果を踏まえて、せめて３段階評価ぐらいにしたほうがよかったのではないかと思いました。

今後、検討する機会があればいいのですが、一方で、この市側、市民側から出された報告

を事業が終わった後に双方が持ち寄って、話し合うということが一番重要だと思います。 

 

○福川会長 

調査票の１０番の項目ですね。 

 

○事務局 

 調査票の作成に当たって、市側、市民側の双方が集まって作成したということはあまり

なかったと思います。細かく全てを確認したわけではないのですが、それが１０番の項目

の結果に顕著にあらわれているのではないかと思います。このことから、秋元委員のご指

摘のとおり、次回の振返りは、むしろそのような点にターゲットを置いた調査票としたほ

うがいいのではないかと思っています。 
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○福川会長 

他にいかがですか。 

 

○大嶋委員 

 前段の話に少し触れさせていただきますが、現状はこのレベルで進めて、徐々に本来の

協働のあり方に持っていこうという小松委員の意見に、私も全く同感でありまして、現状

を全く否定するつもりはありません。ただ、本質的な意味合いで、協働としてはふさわし

くない項目も実施状況には示されているのではないかということを言いたかったのです。 

 また、振返りの件ですが、事務局から説明があったとおり、委託を受けたり、補助金を

受けている団体が否定的な回答をするわけがない。９０％以上が評価を○としたのは当然

であって、むしろ×の評価が多ければ危険であると思います。むしろ、これも事務局から

説明がありましたが、例えば、協働に対して市側の関心が低いとか、事前に協働の位置づ

けについて説明がなかったなど、少数意見の中に問題点が隠されていると思います。意見

を出したところは取組みがうまくいっていなくて、残りは全てうまくいっていると理解す

ることは大きな間違いだと思います。そして、このようなことを改善していかないと、仮

に１０年後を見たときに、千葉市は自治体間の競争の中で勝ち組に入ることは非常に難し

くなってくるのではないかと思います。 

 

○福川会長 

他にいかがですか。 

 

○鹿野委員 

 今の大嶋委員の意見に賛同させていただきます。私も少数でも自由意見の言葉に実は真

実があるのではないかと思っています。意見交換の機会が少ない、情報交換を行いたくて

も相手がなかなか本音を言わないということは、企業が実施する時もお客様との間でよく

あることです。 

 振返りとは少しずれてしまいますが、実施状況を見たときに、ワークショップ形式の取

組みが少ないということが気になります。振返りで情報交換が少ないということと共通す

るような気がしますが、本当に市民の意見を引き出したいのであれば、ワークショップ等

の対話形式の取組みを増やしていけばいいのではないかと思います。 

 また、市民と行政の間では意識や知識のギャップがありますので、ワークショップや意

見交換を行う場合、事前にどのようなフォローしているのか気になります。対等な意見交

換などを行う場合には、対話の形式を工夫してみるということも必要ではないかと思いま

す。 

 

○福川会長 

 協働で行う事業の中には、市側も市民側も時間に追われて、十分なフォローを行う余裕

がないものもあるのではないかと思います。 

 他にご意見などありますか。 
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○岡本委員 

 この振返りというか、評価というのは、条例に方法が規定されているのでしょうか。皆

さんのご意見を伺いながら、改めて感じたのですが、この振返りは内輪で評価しています。

先ほど説明があったように、テーマを発案しているのがほとんど市側で、一方は市から委

託を受けてきた人、その人たちが評価しているということですから、やはり評価する者を

変えるべきではないでしょうか。また、評価の項目の中に、もうこのテーマは必要ない、

もう止めようという項目がありません。そのような項目も必要だと思います。 

 

○福川会長 

なかなか衝撃的なご意見がでましたけれども、この振返りの調査を行うというのは、市

の方から発議されたのですか、それともこの会議の方からですか。 

 

○井上副会長 

 以前にも市で似たような形でされていたようです。 

 

○事務局 

 振返りは行政サイドだけでは行っていました。それを前回のこの会議の中で、団体の方

からも意見を聞いたらどうかということで、市側と団体側双方に対して行いました。これ

はあくまで市側と団体側の当事者が行っていますので、自己評価です。外部の方が見て評

価するということも、また別の視点で必要かと思いますが、今回は自己評価ということで

す。 

 

○福川会長 

 事業そのものが意味のある事業かどうかという事業仕分け的な話と、その事業が相互の

十分なコミュニケーションの中で行われたかどうかという話は、関連していますが、余り

一緒にすると議論が難しくなる面もあるので、注意して考えなければいけないと思います。

ただ、協働の形態の評価を見ると、マンネリ化していると見えるものもあるので、そのよ

うに感じて皆さんがご発言されているのではないかと思います。 

 

○大山委員 

 私は千葉に住んで３０年になりますが、千葉市が今どのような状況にあるかということ

を、皆さん、あるいは行政の方々はよくご存じのはずです。現在、千葉市は赤字会社です。

住民がこうしたい、ああしたいとうことを、はいはいと聞いていられない状況です。した

がって、補助金の削減を、市長はじめ、いろいろな部署でやっているわけです。この協働

作業というのは、そのような観点でプライオリティーをつけて、何が今の千葉市に重要な

のかということを、取捨選択することが必要だと思います。 

 そこで事業費という項目が実施状況にあります。その中には、５０万円だとか、１６０

万円だとか、千葉市の自治会に１億１，０００万円も使っているということが載っていま

すが、このような金額はどのような編成で出てきたのかということを、是非我々にも教え

ていただいて、なぜ必要なのかというところまで踏み込んだ形で議論すべきではないかと
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思います。ここをこうすれば、１億円が５，０００万円になるとか、本当にできるのかど

うかということも含めた協働作業ですね。私も自治会をやっていますが、その自治会の方々

が、補助金をカットされたらどうしようと。もらい得という感じになっているのではない

でしょうか。協働事業を評価している割合が９０％になっていますが、補助金が減らされ

ないように、そのような評価をしている人たちもたくさんいるわけです。 

 千葉市は船橋市や松戸市とは違って、財政危機宣言のまちです。先ほど大嶋委員から意

見がありました防災は絶対に必要ですが、協働で市民の方がこうしたい、ああしたいとい

ってきても、まず千葉市の現状を理解してもらう必要があると思います。 

 

○事務局 

 我々は参加と協働を進めるという担当課ですので、それぞれの事業が、参加や協働の視

点から見てどうかということは、もちろん言えますが、例えば防災の事業は、我々のサイ

ドから見れば、市民と一緒に行っていることは、協働や参加の取組みです。一方、防災の

担当課から見れば、それだけではなく、防災をするための取組みという視点もあるわけで

すから、我々の視点だけで、事業の中身を評価するということは、なかなか難しい面があ

ります。 

 

○宮下総合政策局長 

 補助金の関係につきましては、今年度財政課が審査委員を選んで、仕分けを行いました。

これは、行革の観点から、財源が厳しい中で事業補助として行うべきか否かという原点に

返って行ったということであります。したがって、そのような担当する課で実務を行って

いるというところです。 

 また、事業の軽重、軽い、重いという話がありました。市では現在、１０年を計画期間

とする新基本計画をつくっているところです。当然、この中では、ワークショップ、ある

いはタウンミーティング、シンポジウム等々を行っておりますが、この計画の中に織り込

むものが千葉市にとっては大きな事業、重要懸案事項であるという捉え方ができます。 

 そして、新基本計画を受けて、平成２４年度から３年間を計画期間する実施計画の策定

も来年度予定しています。この新基本計画と実施計画に記載されているものが、市にとっ

ては重要施策であるという捉え方ができますので、今後の整理の方法として、計画上の位

置づけがされているかどうかというところでの比較ができると思います。 

 最後に、分野ごとに整理した方がいいのではないかという話がありましたが、この件に

つきましても、現在、新基本計画や実施計画の検討にあたり分野ごとの整理を行っていま

すので、それに基づいた形で、参加や協働の取組みについても整理したいと思っておりま

す。 

 委員さんからお話いただいた件については、次回以降、検討させていただければと思い

ます。 

 

○福川会長 

新基本計画や実施計画を利用するのですね。 
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○宮下総合政策局長 

 千葉市における大きな事業というのは、例えば、新港横戸町線をつくるという事業があ

ります。ただ、そこでは緑化のためのワークショップを行ったり、いろいろな参加や協働

の取組みが入っているわけです。ですから、事業全体を見た上で、そこに付随する枝葉に

なっているこの参加と協働の部分をどう位置づけるかは非常に難しいところがありますが、

一つの拠り所として、そのような計画があるということです。 

 

○大山委員 

 私は協働作業が財政再建のためになるのであれば、非常にいいものではないかと思って

います。ボランティア活動や花の委員会など、予算が全くなくても一生懸命やっていると

ころはあります。財政再建に我々が協力できるという意味での協働作業はたくさん出てき

て欲しい。私も小学校でセーフティウオッチャーをやっていますが、このような取組みを

どんどん広げていただいて、千葉市の財政再建に何かしらの形で協力していくことの協働

作業、これを是非進めて欲しい。市民の協力が得られる協働作業は予算がなくてもいいの

ではないか、このような協働作業の件数が増えていくことが理想の姿ではないかと思いま

す。 

 

○井上副会長 

 行政が行うことはお金がかかりすぎていると思うことがあります。私の団体は２年前か

ら補助金をもらわなくなりましたが、活動自体には何の支障もありません。補助金をもら

うことによって、分厚い申請書や報告書を作成しなければならない。だったら、補助金を

もらうことは止めようということになりました。自前の資金で事業を行っていますが、成

果をあげている事業はいくつもあります。 

 また、先ほど行政の縦割りの話がでましたが、実際それが弊害になっています。これは

自治会や市民活動でも同じことが起こっています。活動が活発な自治会もあれば、単に役

員が名前を連ねているだけの自治会もたくさんあります。ＮＰＯや市民団体も会としてま

とまっていますが、横の連携が全くなかったり、そもそも活動している内容がわからない

ものもあります。行政はそのような自治会などにも情報を落とし込まなければいけないの

で、なかなか難しいと思います。 

一方で、積極的に活動をしたいと思っている市民はたくさんいます。ところが、そこに

はうまく情報が伝わっていない。活動したいと考えている市民に情報がうまく伝われば、

事業にかかる経費も随分下がるのではないでしょうか。情報を何処に落とし込めばいいの

か、考える必要があると思います。 

 

○福川会長 

 振返りには経費に関連する項目はありませんが、今後検討していく必要があると思いま

す。 

 

○事務局 

事務局としても振返りの項目については不十分だと思っています。ただ、今年度につい
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ては、すでに年度当初に説明会を開催し、同じ形で実施するよう所管課に投げてあります。

もちろん時間的に間に合うのであれば、再度仕切り直しで行いたいと思いますので、次回

の会議の時に事務局案を出したいと思います。 

 

○大山委員 

 実施状況の支援・補助のところには市の事業費が載っています。これは実績だと思いま

すが、２２年度の事業計画にも同じような形で予算がついていると思います。その予算は、

事業仕分けが終わった後の予算ですか。 

 

○宮下総合政策局長 

 ２２年度分は当然、２１年度に検討したもので、その時に事業仕分けは行いましたが、

それは大きな事業、先ほど例であげた新港横戸町線という大規模事業に関して事業をやる

かやらないか、中止すべきかといった整理は行いましたが、その中に入っている参加と協

働の部分について事業仕分けを行ったわけではありません。 

 また、補助金については、今年度事業仕分けを行いましたので、廃止するか、縮減する

かは来年度予算に反映されるという整理になっています。 

 

○福川会長 

 細かい仕分けはさすがに行っていないということです。 

 

○大嶋委員 

協働の中の委託についてお聞きしたいのですが、ＮＰＯ関係の皆さんに大変な失礼があ

ったらお許しください。ＮＰＯが受託先、協働先になっている取組みがありますが、これ

はどのような方法で募集したのでしょうか。 

 

○事務局 

 それぞれの事業によって事情があり、異なっていますが、ある程度受託先が決まってい

る、つまり活動している団体が限定されているものが多いと思います。それ以外は、公募

して手を挙げてもらうようなやり方、そのどちらかだと思います。 

 

○大嶋委員 

 協働の実をあげていくためには、セクターを限定しないで、いろいろなセクターを視野

に入れておく必要があると思います。この委託はこのＮＰＯだと決めてかからないで、い

ろいろなセクターを視野に入れて選考していく姿勢が今後、非常に重要になってくるので

はないでしょうか。協働というのは、要するに市民レベルの、市民目線を行政に生かそう

ということが大きな目的ですから、特定のセクターだけで何年間も継続するのではなく、

いろいろなセクターを視野に入れていただきたいと思います。 

 

○事務局 

 資料１の１２ページに委託の事業が１７項目載っていますが、例えば１番と２番の市民
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活動センターの運営、ボランティアカフェの運営については、毎年公募を行っております。

また、１２番の子どもたちの森公園プレーパーク、これはプレーパークをつくるときから

地元の運営団体と一緒になってつくりあげたものなので、その運営については、一緒につ

くりあげた団体に対して委託しています。 

このように、ケース・バイ・ケースで、公募できるものは公募をして、できあがる過程

において一緒になってつくりあげた団体がある場合には、その団体に委託しています。 

 

○福川会長 

ケースごとの判断が重要だということですね。 

 

○宮崎委員 

事業仕分けと市民参加の関係はどうなっているのですか。 

 

○事務局 

 今年度は補助金、昨年度は事業に対して事業仕分けを行いましたが、これは経費的な面

から、果たしてこのまま進めていいのかどうかということで、そこに参加と協働が大きく

かかわったものではありません。事業仕分けは、先ほど局長が申し上げたように、本当に

大きな事業単位、全体の事業を対象にしていますので、その事業の中で部分的に参加と協

働の細かい事業が入っている可能性はありますが、その部分まで含めて全てを仕分けした

わけではないと思っています。また、今年度は補助金に対して仕分けを行っておりますが、

いままでの形で補助金を続けていいのか、千葉市にとって経費的にどうかという視点が大

きいので、参加と協働の視点とは異なる視点になります。 

 

○宮崎委員 

 事業仕分けは一つの事業ですから、そこに参加や協働はどのように関わっているのでし

ょうか。重要施策を行うためには、市民参加が必要であると、そのような観点で条例はつ

くられていると思うのですが。 

 

○福川会長 

 事業仕分けに参加がないのではないかということですね。 

 

○片桐市民自治推進部長 

一般的な考え方で申しますと、市が事業を行うときは、大きく三つの物差しを使います。

１点目は、事業を行う必要性があるのかどうか、必要性です。新基本計画の中で、１０年

後の千葉市はこうあるべきだという将来的なビジョンを掲げますが、そのビジョンに向け

て、今それが必要なのかという議論、これが１点目です。２点目として緊急性。いつの時

点でやらなければいけないのか。これは社会経済情勢からしても無理だろう、あと５年先

でもいいのではないかというような視点、時間の軸です。最後は、事業の目的を達成する

ためのアプローチとして、市が直でやるのか、協働でやるのか、あるいは民に任せるのか

という段階です。 
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我々が事業を検討していくときは、この必要性、緊急性、アプローチの仕方という三つ

ぐらいの物差しで考えていきます。 

 

○宮下総合政策局長 

その中の市民参加の視点ですが、いわゆる個々、個別の事業ごとに、やはり地元の皆様

の意見を聞いて進めたほうが理解が得られるとか、あるいは専門的な分野に限っていいま

すと、その分野で専門家以外の、実際のサービスの提供を受ける方の意見も聞いたほうが

いいとか、それぞれ所管課で市民参加のことを考えて進めています。 

 一方で、議会がありまして、議会では各事業について、すべてチェックが入るわけです。

議会は当然市民の代表ですから、ご自身が地元の投票してくれた方々を背負って質問する

わけです。 

 これら二つのプロセスを踏まえて進めたほうがいいのか、議会だけのチェックによって

進めたほうがいいのかということは、それぞれ所管課で考えております。 

 

○福川会長 

事業が必要かどうかという部分は当然ありますけれども、我々のミッションは、やはり

事業が必要だという前提で、そこで十分な参加や協働が行われているかどうかということ

をチェックすることだと思います。あまり事業の必要性のほうに踏み込んでいると本分が

おろそかになりますので、その辺りは注意して、これから議論をさせていただきたいと思

います。 

 もちろん、事業の必要性について全く議論しないというわけではないと思います。 

 では、最後の議題について事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

以下の資料により説明。 

・議題（４）その他について 

 

○福川会長 

 何かご質問はありますか。 

 

○山本委員 

 船橋市でも補助金を結構カットし、協働事業提案制度ができました。私の団体は応募は

していないのですが、いろいろな団体の話を聞くと、これまで脈々と続いてきたものでは

なく、行政と一緒に行う必要がある新しい事業がこの制度で採択され、成長していくこと

が非常に重要だと思います。 

 

○鹿野委員 

 実施状況をみると、市民参加の取組みと協働の取組みがあって、協働の取組みは振返り

もされていて、また新しい提案もありましたが、一方、市民参加の取組みも、市民の意見

を市政に反映させるという意味では、とても重要なような気がします。協働の取組みは、
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個別の事業であるのに対し、公共の担い手の市民を育成することであるならば、例えばラ

ンチミーティングやタウンミーティングなどの市民との対等な対話を促進する取組みはと

てもいい取組みだと思いますので、参加する機会を増やしていくことも重要ではないかと

思います。 

 

○秋元委員 

 協働事業提案制度について、実施したけれども止めてしまった市があるのは、とても気

になります。なぜ止めたのかを十分検証していただきたいと思います。 

 

○福川会長 

 政令市以外では、行っている自治体も多いわけですが、それらの先行する事例をもう少

し検討してみてください。 

 

○福川会長 

 本日の会議では、この長大な実施状況のリストをもう少し役に立つものに変える方法は

ないかということが一つありました。また、協働のあり方について議論すると、どうして

も事業の必要性ということも出てきてしまいますが、これをどのように考えればいいのか

ということもありました。 

次回の会議は３月ということですので、よろしくお願いいたします。 

では、私の司会はこれで終わらせていただいて、事務局にお返しします。 

 

○事務局 

福川会長さん、議事の進行どうもありがとうございました。 

 また、委員の皆様には、長時間にわたりご審議や活発なご意見をいただき、ありがとう

ございました。 

 本日の会議録は、後日お送りさせていただきますので、内容の確認をしていただければ

と思います。 

次回の会議ですが、日程のほうはこれから詰めさせていただきますが、予定といたしま

しては、例年ですと３月２５日前後、今回は議会の統一選挙が来年の４月１０日にありま

すので、それよりも多少早目になるかもしれませんが、３月下旬ごろを予定しております。

日程が決まりましたら、またご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日はどうもありがとうございました。お疲れさまでございました。 

 


