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平成２３年度第２回千葉市市民参加協働推進会議 議事録 

 

 

１ 日 時 

平成２３年１２月２１日（月） １４：００～１５：４５ 

 

２ 開催場所 

中央コミュニティセンター１０階会議室 

 

３ 出席者 

（委 員）井上委員、大嶋委員、大山委員、鹿野委員、小松委員、福川委員、 

宮崎委員、山本委員 

（事務局）花島総合政策局長、片桐市民自治推進部長、布施市民自治推進課長、 

中村課長補佐、飯髙主査、吉野主任主事 

 

４ 議題 

（１） 協働のあり方 

（２） 平成２３年度の新たな取組み 

（３） 平成２２年度千葉市市民参加・協働実施状況 

（４） 協働事業の振返り 

（５） その他 

 

５ 議事の概要 

（１） 協働のあり方について 

（２） 平成２３年度の新たな取組み 

事務局から、協働のあり方、平成２３年度の新たな取り組みについて説明し、質疑

応答が行われた。 

（３） 平成２２年度千葉市市民参加・協働実施状況について 

「平成２２年度千葉市市民参加・協働実施状況」について審議が行われた。 

（４） 協働の振返り 

「協働の振返り」の今後の取扱いについて事務局から提案し、審議が行われた。 

（５） その他 

次回日程等について報告した。 

 

６ 会議経過 

 

○事務局 

会議に先立ち、以下の点につき謝罪・報告 

・第２回推進会議の開催及び協働事業提案制度の説明が遅れたこと 

・協働事業提案制度のプレゼンテーションの通知が直前になってしまったこと 

・岡本委員からの「推進会議委員の役割に対する意見」の紹介 

（開会） 
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○総合政策局長 

 総合政策局長の花島でございます。本日の議題の「協働のあり方」、先般の委員会でのご

提案の中で、いろいろ意見伺って、議論を深めていただきたいと思っているところですが、

６月議会で議決をいただいた新基本計画の中では協働という言葉よりももう尐し踏み込ん

だ「市民主体のまちづくり」とか「地域力に支えられた新たな公共経営」という概念で構

成をさせていただいております。また、１２月議会の質問においても、市民の主体性だと

か、市民の責務など、かなりの議論がなされておりまして、市民主体のまちづくり、地域

力、地域のことは地域で主体性を持ってやっていくんだというような意識が強くなってき

ているようでございます。その辺りのことを踏まえて、忌憚のないご意見をいただければ

と思います。本日は、どうぞよろしくお願いします。 

 

○事務局 

本日は、８名の委員さんにご出席いただいております。千葉市市民参加及び協働に関す

る条例施行規則の規定による委員１２名の半数に達しておりますので、会議が成立してい

ることをご報告いたします。 

続きまして、本日の会議資料につきまして確認させていただきます。 

（配布資料確認） 

 それでは、ここからの議事の進行は、福川会長さんにお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

○福川会長 

議題が４つ「協働のあり方」と「平成２３年度の新たな取組み」「市民参加・協働実施

状況」「協働事業の振り返り」で、３と４が条例で定められたものでございます。これは、

ルーチンワークということですので、時間は最初の２つになるべく使いながらと思います。 

 それでは、協働のあり方についてご説明お願いいたします。 

 

○事務局 

議題１について、以下の資料により説明。 

資料１「協働のあり方」などに関する意見 

当日配布資料「協働のあり方」 

 

○福川会長 

どうもありがとうございました。 

それでは、皆さまのご意見を伺ってまとめたいと思います。 

 

○鹿野委員 

フロー図のところで、様々な意見から抽出されたということですが、この２点を抽出し

た背景、こういう点がいいという意見があると思うので、教えていただきたい。 
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○事務局 

県のモデル事業として、新たに取り組んだ連携協働による地域課題解決モデル事業、こ

れは中学校区単位を対象とした円卓会議をやりませんかというものですが、市内２か所が

採択されました。もうひとつ、鎌を買い草刈りを行うなどの地域活動に対して各区で行っ

ています地域づくり支援事業もあるなかで、今後、やる気のあるところが起爆剤となって

地域に広がっていくだろうという発想でこれらの意見をピックアップしております。 

 

○福川会長 

事業につながるものを選んだということですね。 

どうぞご自由な意見、ご質問でもよろしいので。 

 

○事務局 

申し訳ありませんが、新規の事業で３つ「協働事業提案制度」「連携・協働による地域

課題解決モデル事業」「区地域づくり支援事業」がどのような考え方で始めたのかを説明さ

せていただくと深まった議論ができると思いますので、議題２も併せて説明させていただ

きたい。 

 

○事務局 

議題２について、以下の資料により説明。 

資料２「協働事業提案制度 募集要項より」 

資料２－２「平成２３年度連携・協働による地域課題解決モデル事業 募集要項」 

資料２－３「みんなで創る中央区づくり」 

 

○福川会長 

ありがとうございました。議題１と議題２を併せて全貌がみえました。 

いかがでしょうか 

 

○宮崎委員 

協働のあり方ですが、資料を見せていただいて最終的には市民主体のまちづくりに持っ

ていくというわかりやすいものですが、これは普及啓発や好事例の発掘という中で協働事

業提案制度などのいくつかの事業を挙げて、これによって協働のあり方を検証し、進めて

いこうということだと思うのですが、今まで協働のあり方といっても捉えにくい点もあり、

市民参加・協働推進の条例の中で、実施計画を立てるということもありますので、この辺

の関係というのは、実施計画における市民参加・協働というのをどう評価していくのかが

重要なことで、それは、当然のこととして、協働というものを有効に進めるために３つの

事業をピックアップして行うと解釈すればよいのか。 

 

○福川会長 

条例の想定範囲を超えたということですか。その辺の整理を事務局お願いします。 
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○事務局 

まず一つ、条例に規定された事項といたしまして、毎年実施計画を立てて、今までもご

審議いただいた部分で、参加とか協働という部分で庁内のプランニングをまとめたものを

ご報告させていただいたところでございます。これはこれとして、意義があることでござ

います。 

ただ、今ご報告させていただいている部分につきましては、全庁的というよりも、私ど

もがモデル的に提案している事業がありますので、これを１つのベースとしながら市民団

体も含めて、市役所内においても情報発信しながら協働できる部分があるのか、あるいは、

参加を促せるのか、また、お金以外に市民の方々とできることはないかと事業協力を促し

ていきたいと思っておりますので、両輪的に考えているところでございます。 

 

○宮崎委員 

市民主体のまちづくりという大きな目標があるということはいいと思いますが、市には

基本計画という重要な計画があり、これによってまちづくりを全体的に進めていくと思う

のですが、基本計画をやるには、どうやって市民を巻き込んでいくか、参加させるかが非

常に重要であり、どのように市民の声を生かしていくかが長期の計画を進める上で、重要

であると思う。こうしたことを行うのは非常に難しく、そういう訓練を行うために協働事

業提案制度などを通じて尐しずつ学習しながら協働のあり方や市民参加のあり方をより深

めていくための事業なのか。そこら辺がよくわからない。 

 

○総合政策局長 

基本計画の話がでましたが、計画の中では、しっかりとまちづくりを支える力というこ

とで、市民の力、そのお力添えをいただきながら施策展開して行くんだということで整理

しております。これから景気がよくなって、バブルの頃のように税収がどんどん上がると

いうことはまずはありません。反対に扶助費、いわゆる福祉の方で、例えば生活保護費や

国民健康保険費などがものすごい勢いで伸びています。するといくら我々が行政改革を進

めても、どうしても財は限られています。こうした中で、限られた財をいかに効率よく市

民サービスにつなげていくかということになると、地域でできることは地域でやっていた

だくということが、市民サービスにつながっていくと考え「地域力に支えられた新たな公

共経営」という言葉の基に今回の基本計画を作らせていただいています。そういう方向で

基本計画の中で明確に位置付けているのが１点。 

それと、この３つの事業も実践事例を重ねることによって我々も地域の方々もお互いに

考えながら、地域の課題やまちづくりをどうやって進めていくか、その時に地域の方々が

どういうふうに主体的に参加していくのかということを皆で学習しながら矢印の方にぶつ

けていこうと考えています。 

 「連携・協働による地域課題解決モデル事業」として２か所で展開する中で、いろいろ

なものや課題が見えてくるので、皆さんと一緒になって考え、尐しずつでも主体的なまち

づくりを進めていきたいと思います。こうした円卓会議というのは、全区に広がることは

難しいと思うが、色々な意見を聞きながら、またこの会議での意見等も参考にしながら、

千葉市が千葉市の特性に合った市民主体のまちづくりの仕組み作りを今後進めていこうと



 

 ―５― 

考えております。相当時間がかかることですが、色々な機会をとらえて進めていきたいと

思っております。 

 

○福川会長 

こういう議論とか新たな事業は、市の基本計画に書いてある方針の実現のためであるこ

とは明らかであるということですね。ただ、多分条例で想定していた範囲は超えつつある

のではないですか。 

 

○総合政策局長 

言いにくいことですが、市民参加及び協働の推進に関する条例があってこの推進会議が

あるわけですが、わが国全体の方向性としては、それを超えているようです。参加・協働

という言葉は２０年ぐらい前には既にあって、私ども１０年前の作った基本計画の中に「参

加と協働」と明確に書かれています。その後時代が進み、協働という言葉が馴染むかどう

かというところも皆様方に意見をうかがいながら、この条例のあり方、推進会議のあり方

などを発展的に見直ししていく必要があると個人的には考えます。 

 

○福川会長 

条例に粛々と従うのであれば、今日の議題も３だけでいいのですが、大切ではあるけれ

ど、こうした作業だけでは、本当の意味での協働や市民参加は進まないだろうと感じられ

て、より積極的な対応が行われつつあることはプラスに評価していいと思います。 

 

○宮崎委員 

私もそれでいいと思います。事業は協働や参加を意識しながら進めていくわけですが、

それを評価するときにどういう尺度で行っていくかが難しいことで、こうした３つの事業

を行って、新たな手法とか評価がでてくると思います。それによって現在行われている既

存事業を検証し、いらない事業はやめてしまうだとか、そういうことにつながっていけば

いいと思いますが、こっちは先に進んでしまって、後の古い事業はそのまま流していって

しまう状態であればいつまでたっても新たな事業はどんどん出てくるけど、既存の事業は、

既存の事業でどんどん進めていくのは違うと思います。この辺も踏まえてやっていると思

いますが、ただこの表を見たときにいきなり市民主体のまちづくりとなっているので、今

までやってきた既存の事業の位置づけがよくわからない。 

 

○井上副会長 

この円卓会議のスタイルはすごくいいんですが、非常に難しいので、よっぽど明確な目

標を決めないと空中分解してしまう危険がある。 

宮崎委員が言われた既存の形、例えば県でも環境系でエコマインドという修了生が 600

人ほどいるんですが、ほとんど動いてないんです。千葉市もエコリーダーというものがあ

り、始めて１０年ぐらいですから結構な人数がいるんですね。そういうものがバラバラに

動いてしまっている。それらをどう発掘するか。いままでいろいろ各課で地域活動も含め

て仕込みをされているんですね。そういうものも是非、折角１０数年かけて作ってきた組
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織だと思いますし、いま一部の自治会は死んでしまっているんですね。その原因は何かと

いうと、要するにやりたくないからで、これでは何も進む訳はない。活性化している自治

会というのはやりたいという人が一杯いる。この前の協働事業提案制度でも、稲毛のスカ

イタウン自治会などはやりたい人がしっかりいるので、個人の負担も多分軽いと思います。

そういうものがどんどん出来てこないと本当の意味でのまちづくりになっていかない。 

その中で新しい円卓会議は悪くはないんです。でも今までやったことを置き去りにして、

また新たに構築ということになると、最近浦安市にお伺いしたんですが、まだ下水道が復

旧してなく、かなり時間がかかるということで、広域下水道とか上水道がいいんですかね、

まちづくりを変えるチャンスじゃないですかと言ったのですが、浦安市の市民大学では、

千葉大の元総長さんが２年前から講座をスタートして、３００人ぐらいの在籍者が色々な

観点からまちづくりを勉強しているんです。１講座が１０～１２回で５，０００円なので、

１回あたり５００円ということで、こうした方法も、今までの蓄積も含め、元気な市民が

一杯いますので、そうした人たちの力も加味しながら、目標をカチッとしてモデル事業を

やれば、かなり注目される気がします。意見みたいになりましたが、そう感じます。 

 

○福川会長 

円卓会議は、どのくらいの規模ですか 

 

○事務局 

松が丘中学校区と幸町第２中学校区のいわゆる地区連で活動している町内自治会や社

協の地区部会、青尐年、ＰＴＡ、学校など２０～３０名の方が参加しており、その下に作

業部会みたいなものを作りまして、そこで細かいものを作って、円卓会議の方で合議をし

ながら進めていきたいということで、これまで３回くらいしか行っていませんが、地域に

絡む各種団体を入れ込むという形で現在進んでおります。 

 

○福川会長 

これまでも似たようなものがある。地域福祉計画とかあるから、こういうものと重なっ

てしまうという懸念がある。 

 

○大嶋委員 

協働事業提案制度のお話を伺った時に、今の一般的な市民の認識からして提案してくる

のは、多分ＮＰＯとか、ごく限られた団体ではないのかと予測していたんですが、全部で

１４件、それは行政側としては、どうなんですか、まあこんなものだろうと、最初から考

えておったのか、それとも尐なかったと思うのか、どういう評価でしょうか。 

 

○事務局 

提案に至ったかどうかは別として、説明会に３６団体来たことは、正直に言うと驚きま

した。もっと尐ないかと思いましたが、説明会に来たということは、意識があると思って

おります。ただ、期間の問題とかがあって、提案まで至らなかったのが取りこぼしだと思

っております。 
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○大嶋委員 

はい、お話は分かりました。私はこの広い千葉市で、初年度といえ、大変期待外れだと

考えております。それはどういうことかと言いますと、一般市民がこの参加とか協働につ

いて、皆さんが考えるほど、私たち委員が考えるほど、現実は認識を持ってない。だから

まず、そこのベースを育てていく、育成していくという部分に力を入れないと、今後効果

がでてこないだろうと思います。 

そのためには中学校区単位に組織をつくって、そこからわが街のまちづくりはこうする

のだというようなものを上にあげてきて、提案制度に乗っかるというような下からの力を

育成していかないといけない。モデル地区をどういう風に指名したかわかりませんが、恐

らく下から上がってきた話ではないと思いますが、広く全市的に一斉に地域性関係なくわ

が街のまちづくりをやってもらいたい訳だから、そういうようなところを全市的に作るこ

とを奨励していく一方、この協働事業提案制度と両建てでやられたら、非常にスピードア

ップするのではと思います。先ほど局長さんの話のように協働という言葉が１０年も２０

年も経っていると聞いたが、私どもは３年ぐらいである。まして一般の市民は、協働とは

何だ、というような認識があるわけで、これから５年１０年後に同じような議論をしない

ように、進め方について考えていった方がよろしいかと思います。 

 

○小松委員 

私もまったく同感です。協働という言葉ができて新しいし、かつ知らない人が多いので、

いまだ議論されていて、迷ってしまうんですね。定義はいらないと言う人もいるんですが、

定義がないと迷った時によりどころがなくなってしまう。「市民及び市が共通の目的を達成

するため、それぞれの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、又は補完すること。」千葉市にはこうした立派な定義がある。だけど

この案件はここに抵触するから協働ではないとか、そういうことではなく、臨機応変に、

やりながら気づかせて、「あ、そうか、役割分担、上手くやれてなかったね」とか、「最後

まで意見交換しないで終わってしまったね」、「ただの委託と同じじゃない」とか、そうい

うことが分ってきて、それでいいと思うんですよ。そのよりどころのために定義は必要で、

ではその定義が何かというと、色々なところの事例をみると色々なことが書いてあって、

共通項をくくると、参加協働とは「地域の公共課題解決のために、各主体が目的を共有し、

互いの特性・専門性・違いを認め、尊重し、対等な関係で、役割分担を明確にし、結果相

乗効果を発揮するような、協力・連携による活動」なんです。よく言われているいい協力

関係だとか、いい連携と何が違うかというと、あえて協働と位置付けるときには、やはり

お互いに共通の地域課題がそこにあって、それを行政も市民の団体も何とかしたいと目的

が一致して、例えば行政が一方的に仕様を作って、はい、やってくださいと、これは単な

る委託ですよね。そうではなく、採択された団体と市と一緒になって仕様書を作っていく

という、まさにこれが協働だと思います。それで、お互いの専門性だとか特異を認め合っ

て、役割分担で対等な関係で進めていくと、そういう協力関係、連携関係が協働ですよと

思っています。だから協働と位置付けた時は、こういうところを意識してやっていくこと

が大事で、そうすることで、お互いにレベルアップしていくと思います。 
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市民の人は、実際に「協働って何」ってわかんないし、だから実際に経験して、共感し

て理解していくということが必要で、そのためには、今回千葉市で始めた提案制度が重要

だし、それだけだと敷居が高くて応募しにくいということがあった場合には、大嶋委員が

言われた地区ごとに、そういう場があって、協働を造成していくということがあって、そ

の両輪でいったら本当に広がっていくんだと思います。後は９０万市民が、全員でなくて

も、「協働で本当によかったな」と思った団体とか、人が広がっていくと思う。まずその両

輪でやっていくことが凄くいいと思います。 

また、できればつけ足して欲しい矢印ですが、市民主体のまちづくりは最後でいいと思

いますが、その間に協働を行うことにより市の職員も意識が上がったり、高まったり、も

しくは、市は予算もないし限られた人員しかいないが、ある団体と知り合ってそこのネッ

トワークを使ったらできそうだとか、その政策立案能力に引き出しが１つ増えると思いま

す。市の職員の意識が上がったり、レベルアップしたりするとその職員が協働に係わった

りするわけだから、市の職員が育つことにより、その職員が協働に加わって、また市民主

体に一歩近づくということがあるので、市の職員の意識とかレベルアップという矢印があ

って、もうひとつ、この協働のプロセスのなかで、団体もレベルアップしていくと思いま

す。 

市民の個人個人は、何か人のためにやりたいと思っても機会がないとなかなか参加でき

ない。ボランティアも含めて参加の場と機会があれば、結構参加する市民が増えてくると

思います。特に東日本大震災を機にそういう意識が高まっています。ではその場と機会を

つくるのは誰かと言うと、それを行政が用意したら市民参加で、できる範囲でどんどんや

ればいいと思います。その他にどういった人たちが場と機会を作るかというとＮＰＯの

方々であったり、市民公益活動団体であったり、ボランティアグループの人達が参加の場

と機会を作ってくれるんです。ですからこういう団体がレベルアップすることで、参加の

場と機会が増えてきて、参加してよかったと思うとまた次も参加しようとなってくる。参

加の回数が増えてくる、もしくはあの団体がいいから、そこのメンバーになろうとメンバ

ーになって活動する。もしくは仲間同士で団体を作って活動を始める。そういう風に市民

一人ひとりの参加回数が増えたり、どこかの団体に所属して本格的に活動したり、仲間同

士で活動を始めたり、それが市民がまちづくりで育成されたりすることだと思います。そ

れで、市民主体のまちづくりに近づいていくと思います。だから市民主体になるためには

市民自身も意識を向上しなければならないし、レベルアップしなければならないし、それ

でも限界があって、そういう人たちを束ねてくれる団体が育成されていく。そういったこ

とがこの矢印の中に入ってきて、市民主体というのが達成されたらいいと思います。 

ということで、定義は必要で、千葉市は定義があるので、この定義でいいと思います。 

千葉市の定義の最後は、「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

すので、単純な協力関係、補完関係でなく、共通の目的を持っていて、認めて、それぞれ

が責任を認めて、主体性を持って自主性を尊重しながらやっていくことで、単純な協力と

違うのは、協働事業のときにはお互いに意識しながらやることによって、もっとレベルア

ップしていく、そのために協働するのだと思います。 

 

○福川会長 
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両輪というのは。 

 

○小松委員 

提案制度と各地区に造成の場を仕掛けていくという両輪です。 

 

○宮崎委員 

今言われたことは我々が一番問題にしなければいけないこと。提案制度、モデル事業な

ど、レベルの高い意識の人はできるが、例えば地域の防犯や防災を考えなければならない

時、どこに相談すればいいのかわからない。ホームページを見てもどういう風に市民協働

や参加をしていいか、どこに行けば相談や教えていただけるかわからない。市民にとって

は、協働や参加の定義はどうでもいいことで、やることに対してどれだけ情報をもらえる

のか、どれだけ補助をもらえるのか、何をやれば認めてくれるのかであり、それが協働で

あるのか、市民参加であるのかは、行政で区分すればいい。市民にとっては協働と参加の

中間のものでもいいわけで、何か地域で作っていこうとか、参加する仕組みを作ろうとし

た時に、相談する場所が必要で、その時には広い知識を持って横断的に対応できる、例え

ば防犯の相談をした時には、警察のことも分かる、他の事例も知っているなど高度な知識

を持った人を担当者とした窓口があるといいと思う。 

 

○山本委員 

小松委員のおっしゃっていたことは、もっともだと思いました。私たちは今、コミュニ

ティ・カフェを地域で開いて９年目になります。団体で力のあるところしか協働には繋が

らないのではとの意見がありましたが、確かにＮＰＯというのは、すごく課題意識がある

人たちの集まりなので、それに対する探求心や生活に密着して困っているのでやらざるを

得ない中で行っている人たちが多いと思います。市の制度や県の制度を知らないと損をし

てしまうと言うと言い過ぎかも知れませんが、そういうことでやっていくわけです。 

その団体の知恵を外に広めようとする意識を持つことが大事であり、その視点を持つこ

とが、協働の考え方だと思います。それは、自分の団体で何か好きなことだけをやってい

くということではなく、行政との係わりが必要であれば、そこで得たものを近くの必要と

している人に広げていこうとすることが大切です。今回もそうですが、団体が県との協働

事業を行う中で、そういう視点を持っていくことの重要さをその団体の人たちが分かって

きて、その団体に係わるボランティアの人たちに自然と伝わる。その団体に係わる人たち

というのが地域の人たちであり、そこから徐々に人のつながりができてくるということが

実感としてあります。ただし、それは、２～３年でできるというものではなく、５年ぐら

いかかるので、市の計画が３年だとすると、その次の第２段階に行くのかもしれないと感

じました。 

今回協働事業提案制度ができたところで、大事なことは、協働事業を行う団体側が、市

と対等だとか、協働で進めているのだということを、係わる人たちに伝えていくことだと

思います。もう一つ感じたことは、各地区で補助金としてやっている事業も行政との関わ

りを持てることなので、補助金をもらって事業完結というのではなく、どこの段階でも協

働ということを意識付けていくことが、次のつながりになっていくと思います。 
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ＮＰＯと自治会は、なかなか接点が生まれにくいです。私たちの場合は、お店を構えて

いることもあって、自治会や商店会に入っていますが、結構ＮＰＯの団体は、単独で動い

ているところもあります。今回各地区での連携協働のモデル事業で、地域課題を解決する

というところで、ぜひ地域で活動するＮＰＯと自治会関係のところを結びつけることを意

識的に行われるといいと思いました。 

 私たちも防災訓練などに、なかなか参加できませんでしたが、今年初めて参加すること

になって、団体で活動している障害のある人のことが、地域の人たちにどんどん知られて

いきました。これから福祉的なまちづくりを進める時に、施設やデイサービスなど障害者

や高齢者もそうですが、自分の住んでいるところから尐し離れた別のところに事業所があ

ることがほとんどです。そこで何か起きた時にはその周りで顔つなぎができていると違う

ということが、今回の震災も含めて感じられますので、そこは、ぜひ行政が入らないとな

かなかできないので、強制的にでも地域とのつながりができるとありがたいと思います。 

 

○福川会長 

事務所のあるところの防災訓練ですね。ＮＰＯも市民にならなくてはいけないんですね。

ＮＰＯは問題解決型ですから、千葉市という範囲でやっていても、町内自治会のことをや

っているわけではないですからね。 

今の話では、円卓会議はあまり役に立たないということですか。 

 

○山本委員 

いいえ、そういうところと積極的につなげていかないと意味がないということです。 

 

○福川会長 

はっきり言えるのは、これは最終像があるわけではなく、模索しているところで、プロ

セスが描かれていると思う。だから、協働事業提案制度も残るだろうし、うまくいけば円

卓会議も成長するかもしれないし、それぞれが、まだどういう形になっていくかは、実際

に至るまでのプロセスは条例も含めて模索が続くんでしょうね。 

 

○井上副会長 

私の会は県内１２ヵ所でバラバラに動いており、宮崎委員を責めるわけではないが、市

に窓口を作るというのは、一見よさそうですが、そうすると市民主体のまちづくりになっ

ていくのかという感じがいたします。 

私の会で行っているキャップ回収は、最初の年は１５団体にお願いをしましたが、現在

は７０に増えています。実は募集はしていません。口コミで皆さん来られています。自治

会や学校など地域で登録してくだされば回収に行きます、ということでやっていて集める

方法などは一切指示を出していないので、７０か所の集め方があります。山本委員が言わ

れたこともそうですが、私どもも松ケ丘にも組織があって中学校や小学校、商店街が絡ん

でいて、東病院も絡んでいますが、大きなスーパーだけはやっていない。こういう情報も

入ってきて、地域づくりにして欲しい道具です。ワクチンにといっていますが、キャップ

だけの資源で６０トンを超えました。その目的はうちの目的で、ごみ減量をしたいという
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ことですが、小さなＮＰＯでもできますし、もっとすごいのが、実はお会いしたことがな

いということです。募集もしていないので、探してこられたのです。宮崎委員の言われる

ことも分るのですが、窓口を作ればそれだけ業務が繁雑になり、様々な意見が出てくると

思います。それが、市民主体のまちづくりという提案で行くのであれば、連絡窓口は必要

ですが、相談の窓口を作らなくても目的がきちんとしていれば動いていく。例えば目的も

ごみ減量やワクチン普及であったり、学校に予算がないということで、動いているところ

もあれば、色々あります。それぞれの目的が合致していて、やめたくてもやめられない、

自然に動いていって、自然に集まっていくという形になったのが４年目ですか。山本委員

が言われたように２～３年はかかりましたが、誤解もいまだにあります。 

こうしたものは、小さなＮＰＯでもできますので、行政はコーディネーターとして、事

例を一杯持っていて、それを繋いでいくという、宮崎委員が言ったように、それが聞ける

ような場所があればいいと思います。やはり、熱意のある方は、探してこられますので、

目的意識をその地域で、しっかり持たせることができれば、かなりの勢いで進んでいくの

ではと思います。 

地域づくりというのは、住民にすれば、課ではなく市役所や区役所に言えばいいという

感覚なのです。それぐらい複雑に絡み合っていて、市役所の中で色々分れていて、それが

一番混乱する部分で、それをできればどこかのセクションでまとめていただきたいという

のが宮崎委員の本意だと思います。 

 

○大嶋委員 

宮崎委員さんのお話に関連するのですが、本年度４月から区役所の地域振興課が強化さ

れ、その中に地域づくり支援室と防犯防災に関するくらし安心室というセクションができ、

体制は完璧ではありませんが、これからは地域づくり支援室が地域づくりの窓口になって

いくと思います。 

私は若葉区に住んでいますが、区地域福祉計画推進協議会委員として福祉関係に関しま

して、町内自治会がどういう現状にあるのか、役員の方々がどういう考えを持っているの

かということを自治会を訪問して聞き取りを始めております。平成２４年度は、それらを

基に区の地域づくりを始めることとしています。ここで議論しているレベルからみますと、

それぞれの地域の自治会は一番住民と直接的に接している組織ですが、意識がまだまだ昔

とそれ程変わっていない。まず市役所が何をやってくれるのか、という雰囲気がたくさん

ある。そういう現実があるということを前提にして、その中から何かを見出していこうと

いうことで訪問活動をしています。まだ、８ヶ所しか行ってないので、大きな結論的なこ

とは言えませんが、こんな感想を持っています。 

 

○大山委員 

私も定義だとかは、ここにあるもので充分すぎると思います。私は美浜区に住んでいま

すが、３．１１の被災地域でもあり、今だに下水道などの工事が日中夜行われている。我々

がどこに質問するか、どこに話を持っていけばいいかというと、区役所なのですね。区役

所に下水道部門の人が来て説明をしてくれる。区役所に活動の相談窓口として地域振興課

があるが、そこと我々が直接色々なことを話す機会を設ける必要性を肌で感じています。
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市役所でこのような会議の中で、定義がどうだとか、非常に高尚なことは置いといて、我々

の住んでいるところの復旧を早くして欲しいという要望を受けてくれるのは区役所である。

我々のまちづくりやまちがよくなるという要望を受け答えしてくれるところが区役所であ

る。また我々のところも自治会単位が１つでは難しく４つが固まって要望できる。ですか

ら、必要に応じないと、こうした話ができない、ということだと思います。 

私が一番思っているのは、平成２２年度も、平成２３年度もたくさんの事例があります

が、こうした事例を導入したいというものが何件かあります。その時に、この内容の窓口

はどこなのだということを教えてくれる、いわゆる情報の開示を市役所でもっと行ってい

ただければ、我々も実施しやすいと思う。 

 

○総合政策局長 

先ほど会長が言われました、模索中というところが本音でございまして、たたき台がな

いと議論になりませんので、もがきの絵ということで、ご理解いただき、色々な意見を聞

きながら、大きな目標に向かって色々なことをやっていきたい。 

 

○鹿野委員 

お話を聞いていて、協働の方法としてはバランスよく事業を提案されていると思いまし

た。この各事業というのが３つありますけれども、もっと各々の特徴を書かれるといいと

思います。例えば上から１２３とありますが、１は、既存の団体に要請するようなもので、

２番目は、場を創出してマルチステイクスフォルダの議論の場を創出する。３番目は、先

ほど両輪と言われていた、まだ団体としては、きちっとしていないけれど、思いがある人

は誰でも参加しやすいハードルの低いものと感じました。もしこれらに追加するならば、

山本委員が言われたような団体と団体を繋げる様なものが、もっとあった方がいいと思い

ますし、あるいはベースを育てるというものがあってもいいと思いますし、あるいは、先

ほど小松委員が言われたような市職員のレベルアップなど市側の事業を加えると、市民主

体のまちづくり推進のためには、バランスのいい事業が具体的に推進されて、そしてこの

推進会議で、成果報告され、点検し、高めていくというイメージを持ちました。 

 

○福川会長 

１番目と２番目で両輪になっていると思っていいのでしょうか 

 

○小松委員 

成りかけているという意思は伝わってきます。 

 

○福川会長 

色々なご意見がでましたが、事業や目的に特化した提案型の話と場を作るとの２つが両

輪だという確認と、それを行いながら市民全体も団体も市役所も協働に習熟して行くとい

うプロセスが重要ということを皆さんが言われていた、と同時に事業目的型組織であるＮ

ＰＯも同時にその事務所の所在地では、住民であるという自覚に立って、住民としての役

割を果たすことも重要であると。 
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また、従来から行ってきた点検をどう位置づけるのか、あるいは円卓会議も同じような

事業も何度も試されていることもありまして、過去の総括なしにどんどん積み立てると言

うのはわが国の政策の特徴ですから、そこは注意しながら行っていかないといけないと思

います。 

ということでこの図は、大変役に立ちましたので、また何か、努力していただいて、あ

るいは、皆さんの方で絵を描いていただいて、今後も議論を進めていきたいと思います。 

 

○福川会長 

それでは、最後の議題３、４ですね。 

 

○事務局 

議題３について、以下の資料により説明。 

資料３「平成２２年度「千葉市市民参加・協働実施状況」の概要」 

資料３－２「平成２２年度千葉市市民参加・協働実施状況」（案） 

 

議題４について、以下の資料により説明。 

資料４「平成 22 年度協働事業の振返り集計結果」 

資料４－２「協働事業の振返り集計結果の推移（平成 21 年度⇒平成 22 年度）」 

資料４－３「協働事業の振返り」 

９０％以上のやってよかったという評価を得ている項目が多いことから、振り返りにつき

ましては、今回を持って、一度中断とさせていただき、今後は協働の実施状況を見ながら、

時期を見ての実施とさせていただきたいと考えています。 

 

○大嶋委員 

振り返り調査の項目について、足らない部分があると思います。本来は企画段階から参

加していることが、協働の一つの条件ではないか。今後の振返りの調査項目の中に、「当初

から事業計画に参画されましたか。」というような項目が必要ではないかと思います。その

結果、担当課や団体の意識の醸成につながるのではないかと考えます。 

例えば、どこかで遊水池を公園化したという事業があったと思うが、市が事業提案して

地域住民が何らかの形で集まってきて、そして市と地域住民が協議して何を作ってどうす

るのか、というそういうところから始まるのが、本来の協働のあり方ではないかと思いま

す。 

 

○事務局 

こてはし台の遊水池の件だと思いますが、住んでいる住民の意見を取り入れながら、ま

ちづくりをしていくことが大切であり、例えば、新港横戸町線ではすでに何箇所かで始ま

っております。やはり、ものづくりをしていくには、基本的に、意見募集や円卓会議のよ

うに皆様とテーブルを囲って情報や意見交換をするということが必要となってきますので、

折にふれ、全庁的に発信していきたいと考えております。 
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○福川会長 

事務局はしばらく振り返りを中断したいとのことだが、先ほどの大嶋委員のご提案につ

いてはどうか。 

 

○大嶋委員 

職員もそうだが我々市民も、協働への理解が難しいので、ありとあらゆる手を使って意

識付けをするという意味で申しあげたわけで、何年後かに、振返り項目を見直す時に考え

ていただければ結構です。 

 

○山本委員 

振り返りを中断することと併せてですが、先ほど議論した協働のあり方のペーパーに検

証を必ずしていくとありました。やはり検証して次に何が必要か、不備があったのかどう

か、良かったところはどうなのかを確認することは必要です。今回のようなすごく膨大な

資料の振返りシートが無くなったにしても、区毎に新たに始まった補助金制度に、協働と

いう視点を入れていった方が良いと思います。それぞれの事業が三つ別々の事業評価があ

るのかもしれませんが、千葉市として協働の取り組みを積極的に進めていくのであれば、

やはり今スタートした「各区地域活動支援事業」でも協働の視点が必要だと思いますし、

「連携・協働による地域課題解決モデル事業」も勿論ですが、ひよこを育てるというチャ

ンスととらえるのであれば、そこにも検証という部分で、協働という視点での振り返りを

入れていただきたい。そして、各事業のつながりを意識的につくるのであれば、検証・評

価・次のステップがシステム的にできていることが重要です。 

 

○宮崎委員 

項目３の「協働相手の選定」において、市の方のバツ（×）が１３．９％、団体の方が

２．３％となっていますが、そのずれというのはどのように考えているのか？ 

また、さきほど、振り返りの中断というお話がありましたが、マル（○）のパーセンテ

ージの割合が高いからという理由でしたが、バツ（×）がある以上、追及はしていくべき

ではないでしょうか。これで振り返りをやめてしまうというのは、賛成しかねます。 

 

○事務局 

資料４の４ページのところですが、市がバツ（×）とした理由が列記されております。

公募をしていないからバツ（×）としていて、公募しなかった理由として、“ボランティア

活動のため、公募という形式は当てはまらない。”等であって、事業の趣旨などによって、

公募になじまなかったのかもしれません。 

 

○大嶋委員 

特殊なものによっては、公募できないものもたくさんあるのではないか。 

 

○事務局 

先ほどの山本委員の発言にもありましたが、「区づくり」に関しましては、評価シート
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を作成中でありまして、結果的には、今年やったものは新年度、報告会という形で報告を

いただくことになっております。その中で参加者が増えたりですとか、地域の場が広がっ

たりとか、効果という形で見てもらいたいということは、今のうちからやっておりまして、

あとは、放ったらかしではなく、年に１～２回は活動状況を見に行くよう、区に話をして

いる最中であります。 

振り返りについては、全庁的な照会事務であり、団体側にとっても、かなりの負担とな

っていることから、毎年実施は厳しいのが正直なところです。 

 

○福川会長 

毎年やらなくてもよいのではないか。何年か毎で、９０％以上になっている項目はもう

やらないようにするなど、もう尐しピンポイントで実施したほうがよい。 

 

○小松委員 

中止するのは構わないが、千葉市の協働の定義と一致することから、項目４・５・７・

９・１０は押さえていただきたいと思います。先ほどの大嶋委員の企画段階からの参画と

いう点で、地域課題や目的を共有化しているかという視点でカバーできると思うし、見て

みるととても重要な項目なので、ここだけは是非お願いしたい。 

事務負担等の問題はあると思うが、報告しなくてもよいので、尐なくとも行政側は手元

に持っていてもらいたいと思います。協働を育てていくと意味で、手元にあって常にこの

５ポイントは意識しているということを、団体側に示していく必要がありますので、続け

ていってほしいと思います。 

 

○大嶋委員 

方法論ですが、長くやっているところは、毎年々々やられていたらたまらないでしょう

から、画一的にやらずに、初めて組んだ相手の初年度に実施することとしては。 

 

○福川会長 

だらだら続けても仕方がないので、メリハリをつけた、効果的なチェックの方法を考え

るということでお願いします。 

 

○事務局 

わかりました。 

 

○福川会長 

本日はお疲れ様でした。 

 

○事務局 

次回日程を報告（２４年４月下旪を予定） 

委員任期は２４年９月３０日まで 


