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平成２４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２４年１１月２日（金） １０：００～１２：００ 

 

２ 開催場所 

議会棟第４委員会室 

 

３ 出席者 

（委 員）井上委員、遠藤委員、鏡委員、角川委員、鹿野委員、小松委員、 

高尾委員、髙長谷委員、福川委員、牧委員、山本委員、渡邉委員 

（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、石原主任主事、島村主事 

 

４ 議題 

（１） 会長及び副会長の選出について 

（２） 千葉市市民参加・協働実施計画について 

（３） 協働事業提案制度等について 

（４） その他 

 

５ 議事の概要 

（１） 会長及び副会長の選出について 

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） 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」の概要について説明

した。 

（３） 協働事業提案制度等について 

事務局から、「平成２４年度千葉市協働事業提案制度」、「連携・協働による地域課

題解決モデル事業」及び「地域運営アドバイザー派遣制度」について説明し、審議

が行われた。 

（４） その他 

各委員による自己紹介 

 

６ 会議経過 

○事務局 

 それでは定刻となりましたので、平成２４年度第２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、本推進会議は千葉市情報公開条例の規定によりまして、公開とさせていただきま

す。既に傍聴人の方がいらっしゃいますが、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、開会にあたりまして、市民局長の金親よりご挨拶を申し上げます。 
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○市民局長 

 おはようございます。市民局長の金親でございます。委員の皆様は大変お忙しいところ

ご出席いただきまして、また、今回は新しく委員にご就任いただきましてありがとうござ

います。 

 この推進会議でございますが、平成２０年度に施行しました千葉市市民参加及び協働に

関する条例に位置付けられている推進会議でございます。市民の皆様の参加・協働を進め

ていく上では非常に重要な役割を担っている会議でございますので、どうぞよろしくお願

いします。 

 次第にございますとおり、今年度といたしましては第２回目の会議となりますが、委員

さんが新しくなられましてからは初めての会議でございますので、本日の議題といたしま

しては、主に３点ございまして、まずは、会長さんと副会長さんを選任していただき、そ

の後、私どもが取りまとめております、千葉市市民参加・協働実施計画についてご説明を

しまして、その中でも特に協働事業提案制度、地域課題解決モデル事業、地域運営アドバ

イザー派遣制度についてご紹介させていただきますので、これについて皆様からのご意見

をいただければと思います。限られた時間ではございますが、たくさんご意見をいただけ

ますようよろしくお願いします。 

 

○事務局 

 それでは、ただいま市民局長の金親よりお話がございましたとおり、本日は委員改選後

初めての会議でございますので、委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。なお、

会議の後半で委員の皆様から普段の活動について披露していただく場を設けたいと思って

おりますので、この場では簡卖に自己紹介いただければと思います。それでは、大変恐縮

ではございますが、井上委員さんから順番に小松委員さんまで、その後、高尾委員さんか

ら渡邉委員さんという順番でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○各委員 

 自己紹介 

 

○事務局 

 事務局職員紹介、配布資料確認、委嘱状について説明 

 

○事務局 

 それでは、さっそく議事の方に入りたいと思いますが、本日は委員１２名にご出席いた

だいておりまして、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。 

 それから、傍聴人の方にお願い申し上げます。本会議の傍聴にあたりましては、お配り

しています傍聴要領に従いまして、傍聴いただけますようお願いいたします。 

 それでは、会長さんが決まるまでの議事の進行は市民局長の金親が行いますので、よろ

しくお願いします。 
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○市民局長 

 はい、それでは、仮議長としてやらせていただきます。 

はじめに、議題１「会長・副会長の選出」でございますが、最初に会長の選出をしたい

と思います。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。本日は皆様、初めて顔を合わせるという

ことで、大変恐縮ではございますが、事務局の方からご提案をさせていただきたいと思い

ますが、前期会長を務めていただきました福川委員さんに引き続きお願いしたいというこ

とをご提案させていただきたいんですが、いかがでしょうか。 

 

（拍 手） 

 

○事務局 

 ありがとうございます。ご承認いただきましたので、福川委員さんに会長をお引き受け

いただきたいと思います。それでは、福川委員さん会長席の方へお移りください。 

それでは恐れ入りますが、就任のご挨拶を一言お願いします。 

 

○福川会長 

 はい、いろんな市で同じように市民参加の試みが行われておりますけれども、過去続け

てまいりまして、千葉市では格段にこの制度の拡充に努めてまいりました。市によっては、

毎年やっているのをただチェックするだけということにもなりかねないんですが、非常に

活発に制度を充実させているし、委員会でも非常に活発な意見が交わされてまいりました。

そういうわけで、今度の委員会も新しいメンバーで積極的に良い方へ議論が進めばいいと

思っています。今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、これからの議事進行につきましては、会長さんからお願いしたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 

○福川会長 

 はい、それでは始めます。まずですね、副会長選出というのをやらなければいけないん

ですけど、どなたかご推薦はございますか。 

 特にご意見ないようでしたら、私から井上委員にお願いしたいんですけど。 

井上委員は、ＮＰＯ法人を主宰されていまして、前期も副会長を務めていただきまして、

適任ではないかと思います。皆さんと井上さんがよろしければ、お願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

（拍 手） 
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○福川会長 

 はい、それでは、井上さんは席を移っていただいて、ご挨拶をお願いします。 

 

○井上副会長 

 また引き続き、先生の足をひっぱらないようにして、皆さんが意見を活発に交流できる

ようにサポートしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

○福川会長 

 はい、ありがとうございます。それでは、議事を進めてまいります。 

 本日は、委員改選後の初めての会議ということで、皆さんで情報を共有するということ

で、千葉市の取り組みについて説明してもらいます。 

それでは、議題２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。 

 

○事務局 

 説明に入ります前に、本日、局長は所用がございまして退席をさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

○市民局長 

 大変申し訳ございません。本来であれば、皆さんのご意見を伺うところなんですけど、

会議を控えておりますので、ここで退席させていただきます。本日はどうぞよろしくお願

いします。 

 

○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・協働実施計画の概要」 

 

○福川会長 

 どうもありがとうございました。これは、基本的な説明なんですけど、市民参加の取り

組みはこれだけではありません。 

つづいて、議題３の「協働事業提案制度等について」の説明をお願いします。 

議題３の説明後、あわせて質疑応答を行います。 

 

○事務局 

 以下の資料により説明。 

 ・資料２「協働事業提案制度について」 

 ・資料２－１「平成２４年度千葉市協働事業提案制度【募集要項】」 

 ・資料２－２「連携・協働による地域課題解決モデル事業について」 

 ・資料２－３「地域運営アドバイザー派遣制度について」 
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○福川会長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 だいぶ話を聞いて疲れたかと思いますので、ここで発言をして発散してください。 

 それでは、いままでの説明に対して、ご意見やご質問がございましたらお願いします。 

 

○鏡委員 

 淑徳大学の鏡でございます。 

 大変広範囲で、市民協働事業を行っていると思い、素晴らしいなと思いましたが、何点

かご質問したいんですが、一つは、全庁事業の中で、この２５８という数字は多いのか少

ないのかどうかなんです。全事務事業の中で何パーセント位がこの事業にあたるのかを教

えていただきたい。それから、先程のアドバイザー制度のところでは、評価指標となるも

のの説明がありましたが、２２年の事業実績を見させていただいたときに、評価資料がな

いので、何を以て成果が出たのかが明確になっていない。つまり、「こういうことやってま

すよ」とか「期待するものはこうですよ」といった説明はあるんだけど、それによって市

民がどう変わったのか、事業がどう進んだのかということが明確になってないので、それ

についての考えをお聞かせください。主な効果としてどういったものがあるのかというこ

とですね。それから、もう一点、資料を見た中で、「市民の意向の把握」という項目があり

ますが、そこは３つしかないんですね、これは集計の仕方の問題もあるのかもしれません

が、パブリックコメントが９あって、意見交換会は３２あるんですね、これはむしろ「市

民の意向の把握」がメインであれば、こちらの方に分類してもいいんじゃないかと思いま

す。「意向の把握」というのはかなり重要なことだと思ったんですが、なぜこういった分類

になったのかを教えていただきたいです。 

 

○福川会長 

 はい、ご質問がありました。 

 

○牧委員 

 すみません。関連してちょっとご質問よろしいですか。 

 

○福川会長 

 はい、どうぞ。 

 

○牧委員 

 いま、鏡先生から評価の話が出ましたが、私の場合は民間企業に勤めていたということ

もあるんでしょうが、計画・実行・評価という言葉をよく使うんですが、それが平成２４

年度実施計画を見させていただいて、これが計画だと思うんですけど、ＨＰを調べたら、

状況つまり実行は載っていましたが、評価の資料はありませんでした。なんとなく、これ

が役所全体の文化なのかなと思ったんですが、違和感がありましたので、それについてご

説明いただければと思います。 
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○福川会長 

 はい、それじゃ一番目の質問からお願いします。 

 

○事務局 

 はい、市民自治推進課長の布施でございます。 

まず一点目、事務事業２５８に対しての比率ということだったんですが、実は千葉市全

体の事務事業というのが、私どもの所管ではなくて、行政改革推進課というところで事務

事業評価を行っているんですが、そちらとのすり合わせができておりません。この事務事

業評価のうち、参加と協働の観点から進めていくべきだという切り口で見たものが、この

２５８でございます。次回までに調べられれば、事務事業とのすり合わせをしていきたい

と思っております。 

 それから、事業計画ですが、こちらに事業ごとの概要があるわけなんですが、そこの実

施予定時期、何回、何人という計画を各事業課から掲げてございまして、それに対して決

算時期の秋ごろに実施状況ということで、まとめてございます。それによって、目標に対

してどれだけできたかという確認を行っております。ただし、その間の部分のプロセス的

な部分は所管課の判断でやっています。 

 

○鏡委員 

 いや、アウトプット資料は、何回とか何人というのは分かります。それによって、どう

いう成果を得たのかというのが本来で言う成果じゃないですか。このアウトカムがあるん

ですかっていうのが聞きたかったんだけど。 

 

○事務局 

 正直なところ、私どもとしては、それぞれの事業所管が事業の反響・変容等を調査して

いると思うんですが、市民自治推進課としては、そこまで求めていないのが実情でござい

ます。 

 また、２年前に、協働事業の振り返りということで、全庁的にこの実施計画に基づきま

して、調査をかけたことはございます。ただ、その結果としては、かなり高いパーセンテ

ージで効果があったという報告がございますので、また、事務作業が煩雑になったといっ

た議論がございまして、昨年度は実施していないという状況でございます。申し訳ござい

ません。 

 

○福川会長 

 はい、質問された方、ご満足されたかどうか。 

 

○市民自治推進部長 

 そういったご質問が出るということは、もっと中身に入って行けよといった意見かなと

受け止めています。我々は、この３人でこの全庁調査を行っているといった状況でござい

ますので、すべての事業について中身まで突っ込んで入っていないのが実情です。こうい

った会議の委員さんからのご意見をいただきながら変えていくというのが、この委員会の
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存在意義でもございますので、そういうご意見をいただきながら進めていきたいと思って

います。所管部長として非常に残念ではありますが、そういう状況でございます。 

 

○事務局 

 補足させてください。平成２２年度に協働事業の振り返りの調査をいたしまして、それ

が、平成２２年度に取り組みを行った１４５事業のうち調査票の提出を求めました１００

事業についてそれぞれ市が記載した分、相手方の団体が記載した分ということで小計をし

ています。調査の項目ですが、１０項目ございまして、１点目が協働の意義の明確化がな

されていたかどうか、２点目が協働の形態の選択が妥当であったかどうか、３点目が協働

相手の選定、４点目が協働事業の目的の共有、５点目が事業実施中の意見や情報の交換、

６点目が主体性・自主性の尊重がなされたかどうか、７点目が役割と責任の自覚、８点目

が協働の成果、９点目が目的・目標の達成、１０点目が課題や改善案の検討ということで、

以上１０項目について、事業の所管の市側と相手方の団体に調査をしてございます。その

結果、８０パーセント位はマル（○）だったんですが、団体さん側からしますと、マル（○）

の点数が低かったのは、課題や改善案の検討が６８パーセント位で、２５パーセント位の

方は満足しなかったのかなと、その次が事業実施中の意見や情報の交換、これが団体さん

側からしますと、満足したと感じた団体が８３パーセント、もの足りないと感じた団体が

１２パーセント位でございます。また、協働の成果が見られたのかどうかについて、団体

さん側からしますと、８９パーセント位は満足なんですが、１割位の方は物足りないと感

じているようでした。このような結果を踏まえて、目的の共有や事業実施中の意見や情報

の交換をきちんとやるようにということで、先程、協働事業提案の中でもご説明させてい

ただきましたが、意見交換や情報提供を行うようにということで、今年度実施していると

ころでございます。説明は以上でございます。 

 

○福川会長 

 説明していただきましたが、どうですか。 

 今話していただいたことは、去年はやらなかったんだよね。 

 

○牧委員 

 私はやはりＨＰで見ていて、計画・実行・評価の評価がないのはなんとなく資料として

不十分かなという感じがします。素朴な疑問で、例えば、私が勤めていたところは、年度

の目標を作って、その後実績を厳しく問われていました。ある程度そういう文化がないと

行政側の自己満足と思われてしまうんじゃないかなと感じてしまいます。 

 

○福川会長 

 一応何人参加して、どうのこうのってのは出るんです。しかし、それが本当に内実にあ

ったものかどうかはいろいろ議論があって、ここまで来てるんですね。これをもう少し内

容のあるものにするということと、たぶん全部の事業に同じようにやるとまた形式的にな

るから、今回はハイレベルな所から話しているけど、その辺のところをこれから次のレベ

ルに行けるように皆さんのご意見をいただきながら進めていく必要があります。全部同じ
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ようにやると、また同じようなリストが出てきてしまいますので、ぜひ意味のあるアイデ

アを皆さんに出していただければと思います。 

 

○鹿野委員 

 ご意見された委員さんと意見が違ったら申し訳ないんですが、とっても大事な作業だと

思うんですが、ただ、膨大なものすべての成果を把握しようとすると、作業が増えてしま

うと思いますし、市民自治推進課さんだけでなく、それぞれの所管課さんが評価されてい

ると思うので、あまり手間がかからない形でされる方法を考えられた方がいいかなと思い

ます。 

 

○福川会長 

 はい、ありがとうございます。 

それでは、ずっとこういった問題についてご指单いただいている小松さんはいかがです

か。 

 

○小松委員 

 振り返りシートも私が提案して１年でボツになってしまって残念なんですけど、これ千

葉市さん件数が多くて大変だっていうのは分かるんで、会長さんがおっしゃったとおり、

まず協働って知ってもらうために、件数増やしていくってのは大事なんですね。件数増や

せばその分関わる人が増えますから。その中からグッドプラクティスをいくつか拾い上げ

て、その中で、協働の成果というのを出すというのは大切だと思います。例えば、目標数

字にいかなかったんだけど、行政の人とこういう風に協働できて新しいチャンネルが増え

たとか、引き出しが増えたとか、そんな声をたくさん聞くんですよ。協働していく過程で

新たな仲間が増えただとか、それってシンポジウムを何回やるとかっていう目標以外の、

まさに協働の妙と言いますかね、その辺のところでやって良かったと、そしてそれを他の

団体にも情報発信してもらいたいんですね。ですからね、一律的な何点でマル（○）いく

つというのも大事なんですけど、そうではなくて、本当に協働っていいんだというのを情

報発信、そういう意味での成果というのはやってほしいんで、やり方として、本当は振り

返りシートをやらなきゃいけないと思うんです。それを面倒くさいで終わらせちゃうのは

良くないと思うんですよ。あれをやることによって、協働とは何かということをお互いに

なあなあにしないという意味があるんで、ぜひやってもらいたいんだけど、作業量が膨大

になってはいけないんで、課題として捉えたい。結果として、良い事例は情報発信してい

かないと良い事例は増えていかないと思うんで、課題としてお願いしたいなと思います。

以上です。 

 

○福川会長 

 そうですね。良い事例をどうやって選ぶかが難しいですね。 

 鏡さんの３番目の質問があったんで、市民の意向の把握が３件しかないのは、分類の仕

方が悪いのではということですが、いかがでしょうか。 
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○事務局 

 お手元の実施計画の２・３ページに、市民参加協働の区分ということで、２・３行でご

ざいますが、それぞれ説明をしております。まず３ページ目の意向の把握ですが、こちら

は先ほど委員さんからご指摘をいただいた部分でございますが、市政に関する課題を分

析・整理し、新たな施策の策定等に役立てるため、市政に関する市民の意向（市民が持っ

ている認識、評価、期待など）を把握するものとなっております。 

次に２ページですが、パブコメ・ワークショップ・意見交換会・意見募集・アンケート

調査ということで、初期の段階、最終的な段階ということで幅広く集計をしてございまし

て、それらに該当しないものが、市民の意向の把握となっているかと思います。 

 

○鏡委員 

 中身は分かるんですけど、そうじゃなくて集計として、市民の意向を聞くというのは、

行政としての重要な課題ですよね。だったら、この３件の数字はやっている事実があるの

なら、集計の仕方を改めた方が、市側としていいんじゃないですかということです。 

 

○事務局 

 持ち帰りまして、市民の意向の把握を分解させていただくような形で検討したいと思い

ます。 

 

○福川会長 

 平成２４年度の３つを見ると、共同参画の市民意識調査・食育の実態調査・動物公園の

アンケート調査ですから、他の区分に整理できるかなという気がします。 

 はい、他にいかがでしょうか。 

 

○井上副会長 

 協働事業提案制度についてなんですけど、これ去年から始まって２４年度実施して、４

団体が現在進行中と伺いました。今年も一応説明会では１２団体が聞きにきて４団体が出

して結局０になってしまった。原因はこれから検証するんでしょうけど、これ非常にさび

しい現状だと思うんですね。資料の１１ページに行政提案型事業募集とありますけど、１

件しかないんですよ。これでいいのかなって感じがするんですよね。公園管理課は昨年度

も出してるんですよ。地域って公園だけじゃなくて防災とか独居老人の問題とかいろんな

テーマがあると思うんですが、千葉市さんでいろいろと考えてると思うんですけど、市民

を巻き込んで地域のモデルをいろいろと作っていかなければいけないと思うんですよ。行

政さんの方でも、まだ協働とはなんぞやということが浸透していないように思います。そ

れと、すごくマニアックな提案で申し訳ないんですけど、千葉市さんは精算払いなんです

が、これすごくきついんです。２００万の事業をやろうと思ったら、自分達で払わなきゃ

ならないんですよ。この辺をぜひ見直していただけたらなと思います。 

 

○事務局 

 はい、私の方から冒頭のご質問ですが、正直なところ昨年度はかなり反響がありまして、
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結果的には４件になったんですが、公開プレゼンテーションには１０件以上いったかと思

います。今年度は、結果的には０件ということで、どの辺が魅力に欠けたのかを検討して

いかなければいけないと考えています。あとは、行政テーマを探すにあたりまして、本市

の事務事業評価を見たり、人事課や財政課で行政がやっていることを民間委託できないか

どうかということを、担当者同士のざっくばらんな意見交換をしてもらったんですが、わ

りと市民団体さんのほうで既にやっていたり、ノウハウは民間企業さんの方があり、ＮＰ

Ｏや市民団体さんに落とすには難しい事業が多かったりしまして、結果的には公園しか残

らなかったというのが実情でございます。ただ、来年度につきましては事務事業評価や人

事課・財政課の協力を得ながら事業の洗い出しをしていきたいと思っております。 

 経費の関係は、担当からご説明させていただきます。 

 

○事務局 

 今、井上副会長さんからお話のありました、精算払いの件なんですけど、これはですね、

地方自治法ですとか、千葉市の会計規則でいきますと、履行確認後完了払いというのが原

則ということになります。ただですね、２４年度の実施事業も含めてそうなんですけど、

最初に費用を負担するのは厳しいよという声も聞いておりますし、事前に金額をお支払い

しまして、後で精算するという形でやっているものもございます。募集要項に書かれてい

るのはあくまで原則となっておりますので、お支払いについては適宜調整をしながらやっ

ているというのが実情でございます。以上です。 

 

○福川会長 

 はい、ありがとうございます。さて、もう一つくらい質問どうでしょうか。 

 

○山本委員 

 協働事業提案制度と地域課題解決モデル事業についてなんですけど、協働事業提案制度

は私も件数が今年０件というのは残念だなと思っています。私自身が千葉県との協働事業

をやっている中で、事業評価は数字で見るものでした。参加者の目標が１００人だったと

して、それが７０・８０人だったとすると、それは目標には達していません。しかし、そ

のまま事業継続すると、行政の担当さんとのつながりがその一年でできるとか、目に見え

ない、数字で出てこない成果があるわけなので、少なくとも１・２件は継続してやってい

くというのが必要ではないかと思います。なぜ取り下げになったのかもう少し詳しく知り

たいところです。 

 それと、この前の会議の時に、それぞれの区で実施されている補助金制度の話がござい

ました。やはり、補助金を少額でももらって事業を実施した団体というのは、それだけで

も力をつけると思いますので、区ごとの補助金制度と協働事業提案制度との関連性ですと

か、ぜひステップアップとして、この協働事業提案制度を活かすという視点も重要ではな

いかなと思います。 

 あと、地域課題解決モデル事業についてなんですが、県の補助で確か今年で終わるもの

だったと思います。私も別の地域で協働アドバイザーとして関わっているのですが、そこ

でも今後の事業継続について課題になっています。ただ、どの団体もＮＰＯや町内自治会
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とのつながりができないところが、この円卓会議という仕組みで出来てきていると思うの

で、千葉市さんも取り組みが４件あるということで、もし、今後の取り組みについての検

討をなさっているようでしたら状況を伺いたいと思いました。 

 

○福川会長 

 はい、概ねご意見でしたが、質問もありました。 

 

○牧委員 

 アドバイザー制度なんですけど、資料２－３に派遣が認められないケースというのが挙

がってまして、さすがによく考えていらっしゃるなあと思ったんですけど、もう少し使い

勝手を良くするために、あまり厳しい制限を設けない方がいいんじゃないかなと思いまし

たので、その辺もあわせて教えてくださればと思います。 

 

○福川会長 

 はい、じゃあお願いします。 

 

○事務局 

 まず、協働事業提案制度が０件だった関係ですが、資料２の裏面をご覧いただけますで

しょうか。昨年度ですが、すでに事業課で実施している内容について提案があったという

ことがございましたので、いきなり申請をするのではなく、事前に団体さんが持っている

考え、事業所管課の歴史や考えをすり合わせした方がいいかなということで、今年度から

事前協議制度というのを設けさせていただいております。申請としては４件ございますが、

１件目の小学校の環境学習でございますが、団地さんと所管課で協議をした結果、内容的

には、今現在の制度である生ごみ資源化アドバイザー制度で対応できるので、あえて協働

事業提案制度には至らないということで取り下げになりました。２件目は稲毛区における

見守りネットワークの構築でございます。具体的にネットワークを作るというよりは事前

の勉強会を地域の方々に呼びかけながらやっていきたいということでしたので、協働事業

というよりは、提案があった時に名義後援申請で足りるのかなという結論となりました。

それから３件目、消費生活センターの情報誌のリニューアル事業でございますが、こちら

は締め切りが過ぎても提案がなかったため、仕切り直しになったのかなと思っているとこ

ろでございます。最後４件目は市所掌の市民利用施設の利便性評価と再編成に関する基礎

調査ですが、基本的に協働事業提案制度において意識調査は除外となっておりますので、

対象外となったんですが、ただ、事業所管課も非常に関心の高い部分でしたので、協働事

業提案制度としてではなく、それぞれ相対で協議をしていくということで終わっておりま

す。したがいまして、今回制度としては０件となってしまいましたが、団体さんから見る

と市役所の何課に行けばいいのか分からなかった事業について市民自治推進課が窓口とな

りまして、橋渡しができたのかなと思っております。また、正直なところ市役所側が敷居

が高いというのがありまして、民間企業への委託・受託のほうが簡卖な仕様書でできると

いうのも否めないところですので、そこをお互いに歩み寄っていき、より民間企業から市

民団体へ仕事をお願いできるような仕組み作りを市民自治推進課としては検討する必要が
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あると考えております。 

それから、区の補助制度との関係でございます。いちばん大きく違いますのは、協働事

業提案制度は、お金にすると委託事業でございます。したがいまして、仕様書・契約書を

結んで終わったら成果報告を出していただくということで、民間企業と同じ契約行為とな

ります。区の補助制度は活動支援の補助となりますので、安心安全のパトロールをする際

にベストを買いたいということであれば、そのベストに対して２０万円を上限として補助

してあげるということで、私どものイメージとすると、団体立ち上げ時期における助成と

位置付けております。その後団体が組織としてしっかりしてきたら、協働事業提案制度に

よる委託・受託の関係で公共の領域をするようになってくるのかなと。サクセスストーリ

ーとしますと、団体結成したばかりの時は、区づくりの補助金を活用し、力を付けてきた

ら協働事業提案制度を活用していただけたらと考えております。 

 それから３点目、モデル事業についてございますが、まず最初に、牧委員さんからあり

ました、資料２－３のところでございますが、イメージ図ということで丸く円を囲ってお

りますが、県のモデル事業が現在このような形で進んでおりまして、市を含む３団体がコ

アメンバーとして県に申請し、円卓会議を実施するまでに５社以上の異なる団体を集めて、

マルチステークホルダープロセスを経ながら課題認識の共有化をしてほしいというような

事業でございます。自治会だけ、ＮＰＯだけだと、担い手がいなかったり、活動資金がな

かったり、お互いの隙間を協力しながらやれるじゃないかということで、地域に関係する

方々を中心に円卓を囲んで、課題解決のための取り組みを進めてもらうために考えられた

事業でございます。この事業は、この１月で終わってしまうんですが、全国的にもそうな

んですが、地域における超高齢化が進む中で、地域の担い手がこれまでのとおり１団体だ

けで済むような話ではないのかなということで、モデル事業終了後もこの地域運営アドバ

イザーを中心としながら、地域に対して行政はどのように関わっていくのかということを

今整理している最中でございます。長くなりましたが、以上でございます。  

 

○福川会長 

 はい、ありがとうございます。概ね質問に対する答えは出ましたでしょうか。  

 

○高尾委員 

 今の最後の話は非常に重要な話でして、私も自治会長をしていて、その地域に眠る人材

の活躍の場をどのように作っていくのかということが非常に大きな問題で、ただ、いろん

な働きかけをしてもなかなか意見が出てこない。だから、入り口をどのように作るのか、

それに対して行政がどうしていくのかということですね。  

あとは、インターネットの活用がなくてはならない問題だと思いますけど、そのあたり

行政に相談すると、あなたがた独自の問題よと言われてしまいます。今回の協働以前の問

題として、協働組織をつくる以前の組織化をどういう風にしていくのかを考えないと、今

は上に出ているものが対象になっていて、水面下にあるものをどういう風に組織化して良

い仕組みにしていくのかを考えていくことが必要だと思います。以上です。  
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○事務局 

 ご意見ありがとうございます。  

何も問題意識がないところから、見守り活動をしようとかそういった形で地域の意識が

上がってくるんだと思っています。それにつきましては、区役所と協力しながら地域の在

り方について検討していきたいと思っておりますので、何かありましたらご相談いただけ

ればと思っております。よろしくお願いします。  

 

○福川会長 

 今の話は、さきほどの区の補助金が使えるのかなと思います。  

はい、それでは、どうしてもという方がいらっしゃいましたらどうぞ。  

でも、今日はだいぶ意見が出ましたね。それでは、よろしければ、最初の予定通り、お

互いを知っていただくために自己紹介をしていただいて、終わりにしたいと思います。  

 

○各委員 

 自己紹介 

 

○福川会長 

 はい、それでは皆さん自己紹介終わりましたね。最後に事務局から何かありますか。  

 

○事務局 

 次回の会議日程について説明（平成２５年５月頃を予定）  

 

○福川会長 

 はい、ありがとうございました。  

では今日は長い時間ありがとうございました。次回の会議を楽しみにしています。  

 

○事務局 

 閉会のあいさつ 


