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平成２４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２４年５月２１日（月） １４：００～１６：３０ 

 

２ 開催場所 

議会棟第３委員会室 

 

３ 出席者 

（委 員）伊勢田委員、井上委員、大嶋委員、大山委員、鹿野委員、小松委員、 

榊委員、福川委員、山本委員 

（事務局）金親市民局長、大曽根市民自治推進部長、布施市民自治推進課長、 

中村課長補佐、平野主査、金主査、金山主任主事、島村主事 

 

４ 議題 

（１） 平成２４年度千葉市市民参加・協働実施計画について 

（２） 平成２４年度の取組事業について 

（３） その他 

 

５ 議事の概要 

（１） 平成２４年度千葉市市民参加・協働実施計画について 

事務局から、「平成２４年度千葉市市民参加・協働実施計画（案）」について説明し、

質疑応答が行われた。 

（２） 平成２４年度の取組事業について 

事務局から、「平成２４年度の取組事業」について説明し、審議が行われた。 

（３） その他 

事務局から、「千葉市市民参加及び協働に関する条例施行規則（改正案）」及び「委

員改選」について説明した。 

 

６ 会議経過 

○事務局 

 それでは定刻となりましたので、会議を始めさせていただきます。 

 議題が始まる前に私から２つ程お話をさせていただきます。 

 まず１点目でございますが、本日の会議は先月開催案内を送らせていただきました。資

料につきましては、事前にご郵送ということでご説明をしておりましたが、前回に引き続

きまして、事前送付することができず、申し訳ございませんでした。本日の会議の中で、

できるだけ細かく説明させていただきますが、ご不明な点等がございましたら、また日を

改めてご連絡をいただいても結構ですので、本日はよろしくお願いいたします。 

それから、２点目でございますが、４月１日付けの人事異動によりまして事務局の職員

の異動がございましたので、この場でご紹介をさせていただきたいと思います。 

 （事務局職員紹介） 
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 それでは、ここで市民局長の金親より一言ご挨拶させていただきたいと思います。 

 

○市民局長 

 金親でございます。この４月の人事異動で市民局長に就任いたしました。 

皆様ご存じのとおり、昨年までは、この会議は総合政策局において、花島局長を筆頭に

皆様にご意見を伺っていたところでございますが、この４月に組織改正がございまして、

その中で市民の皆様あるいは行政と一番接するのは市民局であろうということで、以前も

この会議につきましては、市民局で所管をしていたんですが、一時だけ総合政策局に仮住

まいをしていた状況でしたが、また市民局に戻りまして皆様と一緒にお話しさせていただ

くことになりました。ぜひまた、皆様のいろいろな意見を伺えればと思っております。 

私ごとではございますが、この３月までは２年程、総務局の情報統括部の部長をしてお

りました。言わば市のＩＴ行政につきまして担当しておりました。お恥ずかしい限りでは

ございますが、この会議で議論されております市民の参加と協働については程遠い部署に

おりまして、自分自身これから勉強をしていかなければいけないと思っています。昨年ま

での皆様の議事録を拝見しましたが、まさに市の職員としましても意識改革をしていかな

ければいけないんだということで、今年度は責任者にあたらせていただきますので、今後

ご指導いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の議題は、お手元の次第にございます通り３点ございますので、ぜひ、闊達な忌憚

のないご意見をいただけますよう、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

○事務局 

 それでは、ただいまより平成２４年度第１回市民参加協働推進会議を開催させていただ

きます。 

なお、千葉市情報公開条例の規定によりまして、本会議は公開とさせていただきます。 

本日は、秋元委員さんと宮崎委員さんにおかれましては所用により欠席というご連絡を

いただいております。岡本委員さんからは欠席とのご連絡をいただいておりませんので、

後ほどいらっしゃるかと思いますが、現時点で委員１２名中９名の委員さんがご出席され

ておりますので、半数以上の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

施行規則の規定により、会議は成立していることをご報告させていただきます。 

 それでは、本日の会議資料の確認をさせていただきたいと思います。 

（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 

それでは、本日は３つの議題があります。 

１番目は、この会議でやらなければならないことです。 

それでは、議題１の「平成２４年度千葉市市民参加・協働実施計画について」を事務局

からご説明していただきます。よろしくお願いします。 
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○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料１「平成２４年度千葉市市民参加・協働実施計画（案）」 

 

○福川会長 

 どうもありがとうございました。 

ご意見・ご質問等ありますでしょうか。 

 

○鹿野委員 

 ２点質問があります。 

１点目は、どうして太字になっているか。 

２点目は、パブコメと意見交換の違い、意見交換会を開く特別な理由があったら教えて

ほしい。 

 

○事務局 

 まず、太字の項目については、平成２４年度新規に実施する取り組みでございます。 

 ２点目ですが、パブコメと意見交換会との違いということですが、まずパブコメは、庁

内において一定のルールを設けておりまして、各所管課が条例や計画等をつくる際に一定

の要件に該当するものに関しては、市民の皆様のご意見をつのるものでございます。 

 意見交換会については、ひとつの市民参加の取り組みの一手法と考えていただいて、各

所管課で市民の皆様の意見を伺うことが望ましいと判断した場合に、意見交換会という一

つの手法をとるものでございます。 

 

○鹿野委員 

 所管課がご判断されて意見交換会を開くということですか。 

 

○事務局 

 はい、そうです。 

 

○大嶋委員 

 パブコメですが、例えば私が提案をしたとしても、個人には回答が返ってこない。帰っ

てこない理由については分からないが、出す方の市民からすれば、きわめて意欲が削がれ

る。行政側は数が多いから大変だろうが、簡単にこういう理由であなたの提案は実現でき

ませんよとかこういうことに生かすことができましたとか何らかの回答がないと何をやっ

てるんだかというふうに感じます。 

 

○事務局 

 その点につきましては、パブリックコメント手続きの中で、直接意見をいただいた市民

の方に例えばお手紙を書くとかいうことまではできておりませんが、いただいたご意見に

ついては、そのご意見の内容とその意見に対する市の考え方ということで、パブリックコ
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メントの意見をいただく期間が終わったあとに各所管課で公表させていただいております。

逆に個別の条例や計画でパブリックコメントをしたけれども市の考え方を公表していない

ということがあれば問題ですが、その対応はいたしております。 

 

○大嶋委員 

 それはどこで公表しているんですか。 

 

○事務局 

 まずは千葉市ＨＰの各所管課のページ、千葉市ＨＰの中にパブリックコメント手続きの

ページがございまして、そちらで例えばパブリックコメント手続き中の計画について並ん

でいたりだとかあるいはパブリックコメントの募集は終わりましたので市の考え方につい

てはこうですといところをお示ししています。 

 

○鹿野委員 

 東京ガスとしても何度か意見を提出させていただいておりますが、今おっしゃってくだ

さったように、提言した政策に係わるＨＰを拝見するとそこに回答が書かれておりまして、

ただそこには東京ガスという提言者の名前は書かれていないんですが、出した意見は分か

ります。これに関してはこうなんだなということで、そこで判断するというとこで、フィ

ードバックはしていただいているんだなという認識でございます。 

 

○福川会長 

 個別には回答していないんですね。 

 

○事務局 

 いただいたご意見に対して、お一人お一人にご回答するような手続きが取れればいいん

ですが、現実問題として、ものによっては大量のご意見をいただいているものもございま

して、これで今言いましたＨＰへの掲載であったりとか区役所とか図書館などのパブコメ

を公表している施設があるんですが、そこの施設で逆にアンサーという形で、お名前等は

全部消して、こういったご意見に対して市の考え方という形でＨＰ、紙ベースで公表させ

ていただいている。ですから、事業所管課の事務室と市政情報室それから区役所、図書館

で公表という形をとらせていただいております。ご理解いただければと思います。よろし

くお願いします。 

 

○井上副会長 

 意見とか提案ということではなくて、あくまで個人的な願望、雑談のようなものですが、

聞いていただければと思うんですが、例えばＰ３４の１３番廃棄物適正化推進委員これが

収集業務課で行っているものです。１６番の廃棄物等不適正処理監視委員、これが産業廃

棄物指導課が行っていますが、これみなさんお分かりになりますか。庁内に２つの委員会

があるんですよ。要するに課が違うんです。上の１３番は一般廃棄物です。そして、１６

番は不法投棄ですね。これで実は現場の方は大混乱を起こしているんです。一般の方にし
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てみれば、一般も不法投棄もないんです。ただの捨ててあるゴミなんです。ですから、こ

こら辺をいつも思うんです。なぜうまく統合されてやられないんだろうかって。委員に実

はなり手がほとんど尐ないんです。くじで当たって、仕方なしにやってるよということで、

実は機能していないんじゃないかな。機能しているところもあると思うんですけどね。ゴ

ミステーションに関して言えば、例えば一般商店が食べ残し等を捨てるのは、産廃の分な

ので本当はゴミステーションに捨てたらダメなんですね。それが平気で捨てられてしまう。

それで結構トラブルになってるんです。ですから推進委員の方のレベルアップ、スキルア

ップに応じて、ちょうど３分の１削減の推進会議が千葉市で開かれていて、ゴミを減らさ

ないといけないわけですから、その強化をぜひまたがった状態で産廃とか一般とかじゃな

くて、市民は市役所なんですよ、区役所なんですよ。できるだけ協働できる部分はしてい

ただきたい。それこそ上の生ごみ資源化アドバイザーの派遣。これもそうなんですけど、

生ごみの区別なんかは市民はそんなに一生懸命やってくれない。ですから、この辺の方っ

て熱意がある方が多いので、そういう吸い上げをしていただいて、ぜひ行政さんがうまく

コーディネートしていただいて、ゴミ減量に結びつけるなり、ゴミ減量自体が地域づくり

につながっていきますので、そういう展開をしていただければいいなと思っております。

あくまで願望です。 

 

○事務局 

 環境サイドにも話を伝えまして、うまく連携が取れるような形を取りたいと思っており

ます。よろしくお願いします。 

 

○福川会長 

 これは定例のことですので、これは承認ということにしたいと思います。 

 

○福川会長 

 それでは２つ目の平成２４年度の取り組みについて事務局からお願いします。 

 

○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料２  「各区における取組について」 

・資料２－２「各区地域づくり活動支援事業 平成２３年度補助事業一覧」 

 

○福川会長 

 この区の取り組みは我々の実施計画には入ってこないのか。 

 

○事務局 

 区づくり事業につきましては、あくまで活動支援事業としては計画に載ってくるわけで

すが、各団体さんの方から提案された事業については載っておりません。これは計画を作

った後に審査するものですので、申し訳ありません、入っておりません。 

 



 

 ―６― 

○福川会長 

 若葉区は助成金ないんだ。 

 

○事務局 

 はい、若葉区は今現在はないんですが、今年度に福祉系の補助制度だと思いますが、始

めてみたいという話は聞いております。 

 

○鹿野委員 

 若葉区の取り組みは非常に素晴らしいと思うんですが、これは若葉区さんがこれをやり

たいと考えられて自発的に始められたんですか。 

 

○事務局 

 区につきましては、区の自主事業ということで、大きいところで言うと、区民祭りとい

う事業は各区どこでもやっているんですが、それ以外は、区長さんや区の職員等が頭を絞

って考えたことでございまして、若葉区は逆に言うと、活動支援事業が各区始まったとこ

ろなんですが、その時はそれをやらずに、東京情報大学との調査研究に入りたいというこ

とで同じくらいの金額でこのウェブサイトの立ち上げをいたしました。したがって、順次

この体制を整えてから補助的なことは入ってくるんだろうということでございます。 

 

○鹿野委員 

 区役所の方が主導されて、市民の方がそれに賛同して行っているのか、それとも市民の

方が主体になられているんでしょうか。 

 

○事務局 

 区役所です。 

 

○大嶋委員 

今のご質問ですが、一部私が関与してるんですよ。ちょっと補足的に言いますと、私は、

若葉区の地域福祉計画推進協議会という組織の委員をやっておりまして、若葉区では、町

内自治会を主体的に「支え合い・助け合い・見守り事業」をどこの地域でも実施されるよ

うな社会を目指していこうということで、私たち推進協議会は昨年の後半からそれぞれの

自治会に役所の職員と私達の二人が行って、お宅ではこういう活動についていかがですか

という質問をして、何ができない隘路なのかということを把握して、実はＡ町内会さんは

こういうふうに解決していますよという事を教えたりして、そういう活動を昨年１８団体

に対して行いました。今年もまもなく６月からですが、同じようにやります。その時に今

課長さんがご説明したように、ウェブサイトを完成させる予定ですので、それを引っ提げ

て、さらに目で見て迫力のある映像で説得にあたろうと思っています。支えあい・助け合

い・見守りというのは、自治会だけのものではありませんけれども、やはり地域のほとん

どを掌握している組織として大きな組織ですので、当面は、町内自治会を中心とするとい

うのが私達の考えです。 



 

 ―７― 

今度、質問ですが、活動を進めていていつも思うんですが、この市民参加・協働実施計

画（案）を全部読んでないので、もしかしたら勘違いかもしれませんが、２３年度で言い

ますと、本庁の高齢福祉課で支えあい活動に対し、最大限１５万円の補助をしますよとあ

りましたが、いま若葉区でこうやって支えあい活動を進めていることはお話しした通りで

すが、自治会にしてみれば二本立てで話が来るんですよ。若葉区に限らずでしょうけど、

わたくしどもがお願いできないかなと思うのは、同じ事業をするのに、どうして区を通し

てやってくれないのかなということ。資料を配ることは区でやってますよ。だけど、どこ

を採用するかというのは区には権限ないですよ。本庁の高齢福祉課ですかね。この辺がど

うも役所の文化といえば文化ですが、縦割り行政の最たるもので、みんな呆れてますよ。

それをどうして直せないのかを幹部の皆様にご説明いただければありがたいなと思います

がいかがですか。 

 

○事務局 

縦割りということですが、昨年度高齢福祉課で支えあいの補助が始まったわけですが、

保健福祉センターの事務、保健福祉事務につきましては、厚生労働省からの流れで、高齢

福祉課から高齢障害課へ下りて、そこで資料等が配られるという形でございます。活動支

援事業というのを行っていますが、地域振興課地域づくり支援室で行っておりまして、区

同士の連携がなかなか取れていないという部分がございます。あとは、企画するのは本庁

でございますが、なかなか各区の状況を詰めづらいというところがございまして、情報発

信の時期であったり、パンフレットなどがいろいろ出てきまして、支障をきたしておりま

して申し訳ございませんが、できるだけ改善できるものは改善していきたいと思っており

ます。 

 

○大嶋委員 

 本庁の担当課が千葉市全体を画一的に見るからおかしくなるのであって、効果的な施策

は実行できない。何のために区役所があるんですか。区役所に権限を与えて、財源は本庁

で持って当然ですよ。今の組織ですとね。例えば若葉区の区長に２００万の範囲であなた

の裁量で申請を受けてくれというようなことはできると思うんですよ。ただ、市民局の立

場がどうかは分からないけどね。 

 

○福川会長 

 課題は分かりました。大山さんはいかがですか。 

 

○大山委員 

 私も前回ですね、この市民自治推進課があってですね、それを推進するのは市の仕事で

しょうけど、区役所をもっと充実してもらわなければいけないという話をしておったんで

すけど、区の取り組みが市民参加・実施計画とかけ離れているというか、連携していない。 

全日本で叫ばれている人員削減や千葉市は財政難でもあるわけですから、そういう無駄を

どんどんなくしていって、ぜひ本庁の皆さんが区役所の方に出てきていただいて、一緒に

なってやっていただきたいなと思います。 
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○井上副会長 

 うちも補助金をもらっていたんですが、三年前から補助金やめちゃいました。大変なん

です申請が。で、終わったら報告書。ちょっとのことで書類を出さなくちゃいけない。そ

の作業はほとんどボランティアに近い。ですから、たくさんのお金いただいたんですけど、

自分達の身の丈でやろう、会場費出して五千円でいいですよ。そういう活動に変えちゃっ

たんです。それはちょっと余談ですけど、言いたいのは確かにこの事業は魅力ある事業が

いっぱいあるんですけど、私は役所の役割としては、事業をやる段階で成長していけるよ

うなサポートをしてあげるのが本来の役目じゃないかなと思ってます。中間支援の団体や

ＮＰＯはあるんですけど、ぜひ行政さんサイドでそういうシステムというか組織といいま

すか、県では昔ＮＰＯ課っていうのがあったんですが、あまり機能していない、勝手にや

りなさいよって言ってできる団体って尐ないんですよ。それで、補助金が切れた段階で終

わりになっちゃう。その間にほんとは力をつけなきゃいけないんですけど、一つでも二つ

でも残っていけるようなサポートをしてあげてほしいなと思います。 

 

○福川会長 

 それでは、まだ途中ですから。協働事業提案制度どうぞ。 

 

○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料２－３「協働事業提案制度について」 

 

○福川会長 

 これについて何か質問ありますか。 

 

○榊委員 

 協働事業提案制度については非常に楽しみにしているんですけど、すでに先行している

団体があるんですが、そういう団体がいま壁にぶつかっている、あるいは提案が全く実現

しなかったという例がどんどん出てきている。その時の理由に、先程からお話に出ている

行政の縦割りの壁があります。事業担当課っていうのががっちり行政のほうで決まってい

ると、それに当てはまらないものは取り入れられないということが起きてくるんです。で、

住民の方というのは、当然、行政の縦割りとは関係なく、それを超えた発想をしますので、

提案の中にも事業担当課に絞りきれないものがたくさん出てくるわけです。そうなります

と、これはうちではない、これは受け入れにくいといったことが起きてくる。また、実際

の話し合いの場においても、担当じゃないので分からないとか、その点についてはうちで

はお答えできないということが非常に多くなって、住民の一緒にやっていくという気力が

だんだんとなくなっていくというようなことがあって、この協働事業提案制度を先行した

自治体でうまくいっていないというのをよく聞くんですね。先程も副会長さん、大嶋委員

の話を聞いていても、行政の縦割りの壁といのは大きな課題だなと感じます。確かに意識

は変わってきてるんですけど、やっぱり組織とか制度とか目に見える形で変わらないと、

職員の方のモチベーションが下がるんじゃないかなと思うんです。私は行政にいましたけ
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ど、行政の一職員としても行政の縦割りの壁っていうのをよく感じることがあって、そこ

でうまくいかなかったり、諦めてしまう事が多いんです。そこで、今日はぜひ局長さんが

いらっしゃるんですけど、これは、一職員ではどうしようもないことですので、やはり組

織全体のことがトップマネージャーの方でないといじれない部分が相当あるんじゃないか

と思います。小さな市町村だったりすると、市長さんや村長さんの一声でということも可

能ですけど、千葉市のような大きな市ですとなかなかそういう風にもいかないとは思うん

ですけど、やっぱりそれをしない限り、いくら協働の事例を増やしても、それが本当に協

働の形になっていくかどうかというのはまさにこれから問われてくるんじゃないかなと思

います。本当の協働を育てていくためには、役所 

自身のいまの在り方を根本的に改めないと壁があるとつくづく思っております。ぜひ、大

胆な改革をしていただきたいなと思います。 

 

○市民局長 

確かに榊委員さんがおっしゃったように、縦割りの課題というのは長く言われている課

題でございまして、役所の側といたしましてもいやという程身にしみて感じております。 

市長からも仕事をする上では、常に市民の目線に立って業務を行うようにと散々言われて

おりますし、われわれ管理職員も言われておりますし、それについては一般職員にもきち

んと伝えなさいと何度も何度も言われております。そういうことで自分自身の認識としま

しては、以前よりは職員の考え方はじわじわと脱却しなければいけないんだろうなという

思いにはなってきていると思います。そうは言いましても法律や条例など様々な役所独特

の文化や仕組みの中では、それが出しきれないというのは事実です。しかし、そこは職員

のマインドとしてしっかりと植え付けていくことで、市民の皆様の気合いに応えられるよ

うな仕事がやがては出来ていくんだろうという風に考えております。ということで、なか

なか即効性のある答えはこれについてはないんですけど、職員の考え方や意識を変えてい

くことが大事だと考えております。的確な答えにはなりませんが、よろしくお願いします。 

 

○福川会長 

今度の改善点が新しい事業をすすめて行くうえで、こういったことがネックになるんじ

ゃないんですか。どうしますか。 

 

○事務局 

昨年の例でいうと、関係しそうな所を呼びまして、私たちが間に立って、それぞれ意見

調整したうえで、一緒になって団体さんとやりとりをするというような形で取り組みたい

と思っております。 

 

○市民自治推進部長 

今ですね、職員を出すには評価が直接的にかかわってきております。今年からは局長さ

んも市長から直接評価を受けるという制度になっております。ですからある意味、局長意

識も変わってきますので、それが部長に下りてきて、また課長にという風に、時間がかか

るかもしれませんが、そういう風にですね、要は仕事を蹴飛ばしていてはあなたは評価し
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ませんよという制度に千葉市はだんだん切り替わっておりますので、今後変わってくるん

ではないかと思います。もし何かありましたら、局間の壁はあるかもしれませんが、今区

長会というのがありまして、実は私前に２年程、緑区長をやっておりまして、その区長会

を通じまして、３か月に一回、２時間位区長と話す機会があるんですけど、その際にどこ

かの局で悪いところありますかというのを、直接現場にいる区長に聞きます。ここがこう

ですよという意見が出れば、直接市長がそこの局にダイレクトに下ろしていく。そういう

取り組みをしていますので、千葉市においてはだんだんと変わってくるのではないかと思

います。どうしても大きな組織になりますと、縦割りの弊害だけではなくて、メリットと

いうか仕事を配置するというのがありますので、ある程度は必要だと思いますけど、そう

いう形で尐しずつ千葉市は変わっていくというのを申し上げておきます。 

 

○福川会長 

期待しています。 

 

○小松委員 

いま榊委員から出たので、補足というか前から言っていたことなんですけど、縦割りも

そうですし、協働が途中でうまくいかないとかありますけど、やっぱり育てなければいけ

ないんですね。ですから、大変ですけど、育つまでは市民自治推進課の職員が課長や局長

を筆頭にどんどん調整していくということがとても大事だと思います。 

もうひとつは、やった職員とやらない職員とどう差が出るのかというのがありまして、

やはり先程話が出ましたように、評価をしてあげてほしいなと思います。千葉県の市民参

加協働の取り組みはほとんど千葉市だと思いますが、ここにたくさん載っていて、うちの

課は何件やったとかたくさんやったことが大事なのではなくて、いい事例を一生懸命育て

た人を評価してあげてほしい。難しいことかもしれないが、ただ件数をたくさんやった人

を評価するのではなくて、やった中身でをきちんと評価してあげてほしい。 

 

○福川会長 

どうもありがとうございます。 

改善点としては、きちんと市民自治推進課がリーダーシップを取っていくということで

すね。これだけいっぱい事例が出ると、尐しユニークなものを成功させた方がいいような

気がするね。 

それでは、４つ目をお願いします。 

 

○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料２－4「連携・協働による地域課題解決モデル事業について」 

 

○福川会長 

どうもありがとうございます。 
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○大嶋委員 

最初にお聞きしたいんですが、松が丘と幸町第２中学校地区はどうしてモデル地区に選

ばれたんですか。 

 

○事務局 

これはですね、昨年度のちょうど今頃だったかと思いますが、応募をしまして、ホーム

ページへの掲載や地区連の方にご案内しまして応募した団体の中から県で採択された２地

区ということになります。申請自体は３地区位ありました。 

 

○大嶋委員 

そうしますと、採択するかどうかというのは県の仕事ですか。 

 

○事務局 

はい、県の制度です。 

 

○大嶋委員 

そこで提案なんですが、協働事業提案制度と兼ねてですが、２３年度に決定した２４年

度の事業計画を見ますと、これを見て協働事業が進んでるなという感覚をみなさんは持ち

ますかね。私は否定的な考えなんですが、この円卓会議を各中学校区ごとに提案させても

らって、提案事業として採択を考えればいいのではないかと思います。 

というのは、この２４年度に実施するペースで進んでいったら、１０年やったって千葉

市でこの事業は普及しませんよ。地域を組織するのがまさに円卓会議でしょ。であれば、

各中学校区を中心にこの制度を進めていけばいい。一気には出来ないでしょうが、それが

できれば、１０年後の千葉市はすばらしくなると思う。 

 

○福川会長 

それでは、やっている当事者の伊勢田さんお願いします。 

 

○伊勢田委員 

県の説明会に行ったときかなりの団体が参加していたので、これは狭き門だなというこ

とを感じた。私ども町内会が３６あり、ひとつが、町内自治会連絡協議会で一つの団体に

なっており、そういう団体が３９団体あります。淑徳大学がんセンターなどの団体がメン

バーになっております。それで２３年度は小学校から大学、幼稚園にも協力してもらって

地域のいろんな分野についてアンケートを取り、先程課長から提案していただきました。

どうしてもやらなければいけない問題が、健康相談や人材バンク、コミュニティカフェ、

ジュニアボランテ、まちの交番を２４年度やっていこうということで今取り組んでいます。

円卓会議をやるにあたっては作業部会の会議という事で月に２回集まってます。作業部会

で揉んで、円卓会議にかけます。この円卓会議は３９団体ありますが、会議の出席率は８

０％位の出席率があります。非常に地域住民が自分達の手でやろうという意欲が強いと感

じる。私たちは、千葉市のモデルとなると同時に千葉県のモデルになるようなことをやろ
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うということで、燃えております。来年の１月で事業を閉めますが、そこで終わりではな

く、なんとか法人化してずっとやっていこうということを考えております。行政の方も毎

回出席して、協力していただいております。 

 

○大嶋委員 

これを進めるうえでの課題はなんですか。 

 

○伊勢田委員 

やはり地域の事は地域でやろうという意識だと思います。時間を割いて参加していただ

く。６つの事業のそれぞれヘッドを決めまして、傾聴ボランティアは淑徳大学を窓口に社

会福祉協議会の部会長をあてたり、それぞれ責任をもって委員長をやってもらっている。

地域新聞は地域のホームページとかそういうのに慣れた人に作っていただいたり、いろん

な形でモデルになるような仕事をやろうと燃えてます。以上、報告いたします。 

 

○福川会長 

事業費はどうなってるんですか。 

 

○事務局 

それぞれ２００万円位の活動支援をしています。あとは、研修で１００万円位です。 

あと、先程大嶋委員さんから質問がございましたが、事前の相談でいくつか地区や自治

会さんからご相談がありましたが、県の条件に違うジャンルの団体が５団体以上と円卓を

組みなさいというのがございましたので、自治会だけ、ＰＴＡだけだとだめなので、なか

なか申請までたどり着けないところが何か所かありました。また、県のモデル事業につい

ては、２３年度、２４年度の時限的なモデル制度でございますので、２５年度以降につき

ましてはない制度なので、違った形で考えていかなければいけないと思っております。 

 

○福川会長 

それでは全て説明は終わりましたので、他に何かご意見がある方がいらっしゃいました

らどうぞ。大体いいですか。山本さんどうですか。 

 

○山本委員 

いまお話がありました、県の連携モデル事業ですが、別の事業にかかわる事になりまし

て、千葉市ではないんですが、地域でやる気のある方が自治会を組織されていてうまくい

くパターンと地域にもともと力がないような場合にどのように解決していくのかというと

ころは非常に大事ではないかと思いました。これから協働事業を進めていくにあたって、

いかに地域ごとの特色を出していくかというのが重要ではないかと思う。担当課が見つか

らないというのは、県の協働事業でもよくあることだけど、それは新しい分野だからであ

って、そういった部分を市民自治推進課でカバーしていければいいのではないかと思う。 
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○事務局 

これから走りながらお知恵をお借りして、地域型あるいは社会課題型みたいなかたちで

整理をしていくことも必要なのかなと感じます。あとは、大嶋委員さんからもありました

とおり、地域におけるリーダーがどのように手を組むかをこれから模索していかなければ

いけないなと思います。 

 

○福川会長 

協働アドバイザーは松が丘と幸町にしかいかないの。 

 

○事務局 

協働アドバイザーは、今年度で終了のものです。地域運営アドバイザーは新規のもので

すので、第３者が入ったほうがうまくいくようなところがあれば入っていただくようにな

ります。 

 

○大嶋委員 

伊勢田さんのようなリーダーがいるところは動きやすい。そういう意味で、人材育成の

システムが必要。社会福祉協議会の地区部会は地区によって非常に温度差がある。 

 

○伊勢田委員 

地区連協の会長が全部一人でやっている現状があるが、役割分担をしっかり行うべき。

得意分野に合わせて部会ごとの責任者をつける。みんなでやる姿勢が大切だと思う。自分

達のことは自分達でやるという意識づけをしている。 

 

○事務局 

地域活動の担い手不足と言われている中で、仕組み作りをしていきたいと考えておりま

す。 

 

○大山委員 

人材の件ですが、仁戸名町と磯辺地区では全く状況が違う。磯辺はいろんなところから

人が集まってきているし、自治会長は１年交代、長くて３０年。自治会長は抽選で選ぶよ

うな状況。こういう人たちにとっては協働事業には関心がない。 

 

○伊勢田委員 

自治会がしっかりしてるところでないと事業はできない。自治会がしっかりしていると、

地区部会もしっかりする。毎月会議をするように進めている。 

 

○大嶋委員 

行政が千葉市を画一的に見るのは難しい。区ごとに実態が違うのだから区長にもっと権

限を移すべきと考える。 
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○福川会長 

それでは推進会議としての見解ですが、縦割りをどう脱するか。人材をどうするか。 

 

○大山委員 

お金を使う事業ばかりで、お金を稼ぐ事業が非常に尐ない。要するに経済産業分野につ

いて非常に尐ないんですよね。計画では、お金を稼ぐ事業は３つしかない。これは、千葉

市の輸出振興や中小企業や観光事業をどうするかといった事業があがってこないのはどう

なんでしょうね。こういった事業を協働でやれないのかと思ってるんだけどなかなか出て

こない。 

 

○市民局長 

産業振興や経済振興は別のレベルのくくりではもう尐し事業がございまして、この計画

は市民参加協働に関連の強い取り組みをまとめたものです。今お話がありました起業の話

ですが、この中でいいますと、経済部では特に個人の方の起業を支援するという事では、

「１０００リーフパートナーシップ」というのがございまして、これが先進的な取り組み

として力を入れておりまして、社長さんを１０００人創ろうという意気込みで取り組んで

いる事業です。 

 

○福川会長 

それでは、議題２は以上という事で、議題３の説明をお願いします。 

 

○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料３「千葉市市民参加及び協働に関する条例施行規則（改正案）」 

 

○福川会長 

はい、資料３の改正ですが、問題ないですね。これは、会としてはオーケーです。 

 

○事務局 

 委員の任期については、平成２４年９月３０日までとなっております。公募委員さんに

つきましては、任期までとなっておりまして、次期の公募の予定ですが、７月１５日の市

政だよりで公募委員さんの周知を行いまして、その後、７月１５日から８月１４日までの

期間を応募期間と考えております。応募期間終了後、一次審査で論文、二次審査で面接の

流れで、９月中旬に決定して、その後、委嘱と考えております。皆様方におかれましては、

引き続きお願いできればと思っております。 

 本日が皆様がお集りになる最後となります。皆様におかれましては、２年間ご審議いた

だきまして、ありがとうございました。この場を借りまして御礼を申し上げます。 

 

○福川会長 

それではこれをもちまして、終了します。 
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○事務局 

閉会のあいさつ 


