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平成２５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２５年５月２２日（水） １０：００～１２：００ 

 

２ 開催場所 

千葉市総合保健医療センター４階会議室 

 

３ 出席者 

（委 員）福川会長、井上副会長、遠藤委員、角川委員、小松委員、高尾委員、古谷委員、

牧委員、山本委員、渡邉委員 

（事務局）大曽根市民自治推進部長、潮見市民自治推進課長、折原課長補佐、 

亀井主査（市民サービス課）、金主査、金山主任主事、島村主事 

 ※鹿野委員と髙長谷委員は、業務の都合等により委員辞退。 

なお、髙長谷委員の後任として、千葉商工会議所女性会の古谷晴美副会長が就任。 

 

４ 議題 

（１） 平成２５年度千葉市市民参加・協働実施計画について 

（２） 地域活性化支援事業について 

（３） 地域課題解決ソリューションについて 

（４） その他 

 

５ 議事の概要 

（１） 平成２５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２５年度千葉市市民参加・協働実施計画（案）」の概要について

説明し、審議が行われた。 

（２） 地域活性化支援事業について 

事務局から、「地域活性化支援事業」の概要について説明した。 

（３） 地域課題解決ソリューションについて 

事務局から、「地域課題解決ソリューション実証実験」について説明した。 

（４） その他 

次回の会議日程について報告した。 

 

６ 会議経過 

○福川会長 

 本日議題は全部で３つあります。 

最初に「平成２５年度千葉市市民参加・協働実施計画」について説明お願いします。 

 

○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料１－１「平成２５年度千葉市市民参加・協働実施計画（案）の概要」 

・資料１－２「平成２５年度千葉市市民参加・協働実施計画（案）」 
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○福川会長 

 ご意見がありましたらお願いします。 

 

○井上副会長 

 昨年度と比べて、今年度の計画の主なポイントは何ですか。 

 

○事務局 

 資料１－１の分野別の項目数を見ると「２市民生活」が非常に増えています。議題２で

も説明しますが、区の取組みを重視しており、市の仕組みとしては、平成２５年度予算か

ら区長が予算を要求できるようになりました。区長に出来るだけ権限を付与して、区独自

の様々な取組みが出来るようにしようというもので、区民直結の地域課題を自主的に解決

する取組みについて今年度重視しています。 

 

○福川会長 

 資料１－１で言うと、区分別の「２協働の取組み」が増えているようですね。 

 

○事務局 

区分別では「２協働の取組み」の（３）事業協力や（４）支援補助が増えており、資料

１－２の実施計画本体では、２１頁からの各区の地域活性化支援事業が新規事業と言うこ

とで先程説明した部分です。 

 

○福川会長 

 地域活性化支援事業について、具体的には、次の議題で話します。 

 

○牧委員 

市民自治推進課が所管している事業はあるんですか。また、先程の地域活性化支援事業

は区が所管課になっていますが、区との関係はどのようになっているのか教えてください。 

 

○事務局 

まず、市民自治推進課の仕事としては、市民参加協働の分野においては、全庁的に推進

する課です。一方で課の業務の中には、ＮＰＯ法人や市民団体の支援あるいは市民の日記

念事業といった、市内一円で市民意識の醸成を図ろうというものや、協働事業提案制度、

これは、主体は各所管課ですが、企業や団体等が出してきた提案について所管課とのマッ

チングをするというもの。それから、様々な主体が一同に集まって地域の課題解決につい

て話し合う円卓会議を支援したり、町内自治会を支援したりしています。 

区との関係は、例えば町内自治会では、区を窓口として市に入り、市はそれを総括した

り、制度をつくって、その制度を区にお願いしたりして、区と連携して行っています。 

 

○牧委員 

円卓会議について話が出ましたが、具体的に支援というのは何をしているのか教えてく

ださい。 
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○事務局 

円卓会議を開催する際に、市や区の職員も参加してアドバイスしたり、様々なイベント

に参加したり、資金面でも補助金を出したりしています。 

 

○福川会長 

区の課は市民自治推進課に協力的ですか。 

 

○事務局 

すべての公共サービスを行政が担うのではなくて、市民と一緒にやっていこうという意

識が浸透してきています。区には専門のセクションがあって積極的だし、将来的には区が

主体になっていくという意識はあります。 

 

○高尾委員 

市と区が行政上の課題で連携が取れているのか、ある面において疑問を感じています。

例えば、市側では防災対策課が災害時要援護者支援を行っており、一方、中央区では平常

時見守り対策を行っているなど、市側と区側の取組みが齟齬しているように思われる事業

が見受けられます。 

 行政上で見たときに、見守るというのはどうあるべきなのか、災害時なのか日頃からの

見守りの継続性が大事なのか。そういう問題が出ていることに対してどう考えているか教

えてください。 

 

○事務局 

おっしゃることは耳にしていますが、それを縦割りと見るか多チャンネルと見るかとい

うことで、それぞれ言い分もあります。日頃の見守りというのは、災害弱者よりもっと狭

い意味で独居老人などを対象とするもの、災害時になると平常時より対象が少し広がった

りします。また、美浜区では、冷蔵庫に日頃飲んでいる薬や個人情報を入れておいて、救

急車が来たときに分かるようにしておくという取組みがあります。全市的には、冷蔵庫の

中に入れておくということにしていますが、美浜区では冷蔵庫の外にマグネットで貼ると

いうことにしております。そういう議論があるのは承知していますが、市民に煩わしさを

与えないのであれば、両方あっても構わないという発想もあります。 

 

○福川会長 

 この件に、市民自治推進課が出る幕はあるんですか。 

 

○市民自治推進部長 

この件については、市民自治推進部の中でも市民サービス課において、本庁と区役所の

関係がどうあるべきかという調整を行っています。こういった市民からの意見をいただき、

今後、本庁と区がより連携して市民目線になるようにしていきたいと考えています。 
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○福川会長 

 他には何かご意見ありますか。 

 

○高尾委員 

実施計画の中にメディア接触度調査というのがありますが、市民が市に意見をする際の

入り口として、課のメールアドレスに入れればいいのか、区長や市長に入れればいいのか、

分かりづらく感じます。また、最近、市から町内会長のメールアドレスを登録するように

言われ、昨年からいろんな書類に書いていますが、一向にアンサーがありません。市とし

てインターネットを積極的に使用しようという姿勢が十分見られていないように思います。 

 

○事務局 

今年度から、市の回覧物についての情報を町内会宛てにメールで送ろうと考えています。

メールアドレスを教えたくないという町内会も多く、現状把握できているのは１割程度の

状況ですが、６月から試験運用予定です。 

 

○市民自治推進部長 

ようやく我々も受け身ではなく、メールアドレスをいただいて、プッシュ型の行政サー

ビスをしていこうとしています。去年の秋から動き出し、今年度新たに町内会長になる方

にもメールアドレスを教えてもらうようお願いしています。１００％でなくてもいいから

５０％から始めて、広げていきたいと思っておりますので、ご協力をお願いします。 

 

○福川会長 

 やはり山のように回覧物は届くんですか。 

 

○高尾委員 

回覧物は、市からだけでなく、いろんな団体から月３０件程度届きます。メールアドレ

スを教えたくないという町内会が多いということでしたが、これからは市政情報提供の仕

組みと共に、情報リテラシーの教育をしていく必要があると思います。町内会としては、

メールアドレスなどの情報を提供したことで、大変なことが起こるのではないかという被

害者意識があります。メールは、コミュニケーションの一つの手段なので、どのように普

及させていくかが重要だと思います。 

 

○牧委員 

 アドレスの把握が１割というのはびっくりしました。被害者意識というのは一方的に情

報発信ばかりでは、その受け手として大変ということでしょうか。会長さんが６５歳以上

の方ばかりであればそのように感じるものかなと思いますが。 
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○事務局 

 １割というのは少し前の集計なので、現在は少し増えていると思いますが、恐らくメー

ルアドレスがしっかり管理されないで流出してしまうのではないか等を懸念されているの

ではないかと思います。そこは、千葉市の信用の問題になりますが。 

 

○牧委員 

 私も、千葉市が情報管理に関して信用されていないのではないかと心配になりました。 

 

○市民自治推進部長 

 そこは、これからの実績を見ていただきたいと思います。 

 

○井上副会長 

私は発信する情報の魅力づくりが大事だと思います。何か魅力があればどんどん入って

くると思います。 

 

○市民自治推進部長 

 我々も送る情報の精査を行っていかないといけないと思っています。なんでも送ってし

まうと、それを受け取った人がどう情報を選択していくかという問題もありますので。 

 

○小松委員 

 方向性として事業を区の方に持っていくというのは非常にいいことだと思うので、ぜひ

区の良い取組みを作ってほしいのと情報発信をやってほしいと思います。区の独自性とア

イデア性が活かされるような後押しや情報発信をすることで区どうしが参考にし合えるよ

うな後押しをしてほしいと思います。 

あとは、千葉市で言うと市民自治推進課が熱い思いを持ってやることが非常に大事で、

市民公益活動団体に対しても、同じ庁内に対しても積極的に働きかけていくことが成功の

鍵だと思います。熱い心とコーディネート能力を遺憾なく発揮していただけたらと思いま

す。 

また、ＩＴがＩＣＴになったように、これからはコミュニケーションが大事になってき

ます。団体間や職員と市民間のコミュニケーションにおいてＩＣＴは良いツールになると

思います。 

 

○福川会長 

 議題１については了承して決定します。 

 次の議題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２「地域活性化支援事業の概要について」 
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○福川会長 

 ご意見をお願いします。 

 

○井上副会長 

 ３点程あります。 

一つ目は、地域活性化支援と言いながら、団体や商店街など狭い範囲での活動になりそ

うに感じました。一般市民をもっと取り込めるように市川市の１％支援制度のように、市

のお金を使うのではなく、地域でやっていくための仕組みづくりもコーディネートしてほ

しいです。 

二つ目は、最初に公開プレゼンがあるなら、最後に公開報告会もきちんとしてほしいと

思います。 

最後に、行政はチラシの作り方をもう少し工夫すべき。情報内容が多すぎて伝わりませ

ん。大学生や一般市民の巻き込みをする等、区ではできないと思うので本庁がコーディネ

ートしてほしいです。 

 

○高尾委員 

 稲毛区の事業に対して、他区の自治会などが応募することはできますか。 

 

○市民自治推進部長 

 稲毛区民のためになる何かをやってくれるのであれば可能です。 

 

○高尾委員 

 千葉大は、稲毛区のためだけにあるものじゃない。千葉市ないし千葉県全体のためにあ

るものですよね。 

 

○市民自治推進部長 

 稲毛区がお金を出すのに、活動の拠点が全部美浜区というのは、補助金を出すには厳し

いものがあります。 

 

○牧委員 

資料の透明性の確保のところで、公開プレゼンテーションについて、「～する場合があ

る」という表現を使っているが、マストだと思います。なぜこのような表現になっている

のか教えてほしい。それから、３年間で自立を促すということですが、具体的な展開を示

さないと団体にとっては難しいと思います。 

 

○事務局 

透明性の確保の部分の表現は、制度設計の段階で、できれば実施してほしいということ

で基本的な雛型を区に示したものであり、区の自主性を尊重する意味で強制はしていませ

ん。公開プレゼンについては、結果的に平成２５年度は、全区で実施しています。平成２

６年度についても基本的には実施するよう区に促していきたいと思います。 
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○牧委員 

 私が言いたいのは、透明性の確保は理念ではないかということです。 

 

○福川会長 

 理念を示して、やり方は区にお任せしようということですよね。 

 

○事務局 

 表現が伝わりづらくて申し訳ありません。市民サービス課としては、こういう方向でや

ってほしいという思いです。 

 

○福川会長 

 自立の件はどうでしょうか。 

 

○市民自治推進部長 

 補助期間を１年や３年で切っているのは、自立を促すために補助金はずっとは出さない

前提で手を挙げてもらうというものです。採択した後も団体と話し合いながら進めていき、

その中で自立を促していく。千葉市は寄付文化が薄いので、寄付については課題と捉えて

います。 

 

○小松委員 

補助金終了後も自主的な活動が継続して行われるためには、企画段階から補助金終了後

の展開をきちんと考えさせて提案させることが必要です。それをホームページに載せてオ

ープンになり、市もそこに入り込んでアドバイスしていくことが大事だと思います。それ

が負担になって提案が減るのではないかというという心配があるのであれば、上手く提案

の仕方を補助してあげればいいと思います。柏では「すずめコース」といって町内会と自

治会の提案を新しく設けたら、１０万円限度ですがたくさん出てきました。審査の時も、

企画書が下手かどうかは関係ありません。 

それから、活動成果報告会はマストでやったほうがいいと思います。人が集まらなくて

も、オープンの場で自分の活動をまとめて報告することで意識が高まると思います。また、

区の支援事業を行ったことで次の年どのように発展していきたいと考えているか次年度の

展開を書いてもらい、それに対して市もアドバイスする。その後も、随時団体へのフォロ

ーができたらいいと思います。活動成果報告会と振り返りはマストだと思います。 

それから、寄付の話ですが、ふるさと納税制度を上手く活用するのがいいと思います。

例えば、団体や分野指定など市民公益活動に回るような仕組みを作ったり、ポータルサイ

トやアプリを使って市民公益情報が行き交うような仕組みが出来たらいいと思います。 

 

○山本委員 

福祉など補助金に頼らざるを得ない事業もあります。事業の見込みというのは、その事

業が対価を求められるものなのか、それとも対価を求められないものなのかなど、事業の

性質や継続性で補助制度を考えてほしいと思います。また、補助期間終了後に別の補助制
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度があるなどの行政側の情報を団体に伝えてほしいと思います。 

事業の振り返りはするべきだと思います。あらかじめ振り返りポイントを認識したうえ

で、中間での振りかえりがあって、事業終了後の振り返りがあるといいです。中間での躓

きをいろんな人からのアドバイスにより解消できれば次のステップに繋がります。また、

その内容については、必ずホームページ等での公表が必要です。公表について考えると、

障害によって情報を得る方法が限られている方もいらっしゃいます。スマホを活用して子

育てをしたり、聴覚障害のある人はＩＴに頼って情報を得ている人がいますので、多様な

方法で情報を公開してほしいと思います。 

 

○高尾委員 

 地域活性化支援事業は、出来るだけ多くの参加を得たいという考えから、入り口の審査

だけで、結果の審査が甘いと思います。例えば補助金事業を４つ受けたから繰越金が前年

に比べて倍に増えたというようなことになりかねません。補助金は、しっかりと最後に評

価をして、お金が余った場合には戻入するという処置をしないともらい得になります。評

価をしなければ本当の意味での成果にはつながらないと思います。 

 

○井上副会長 

 私の団体の話ですが、県から補助金をもらい３年間事業を行いましたが、計画が上手く

いきませんでした。しかし、その事業は現在も続いています。事業内容は広報で、参加団

体は、初年度は１５団体、３年目には７０団体に増え、今は４０団体に減りましたが、事

業は継続しています。計画を作って、計画通りにいく事業といかない事業がありますが、

継続性を考えれば、市民は動く素材だけ与えれば動いてくれるという体感をしています。 

 

○福川会長 

 自立の問題は難しいですね。この制度で続けるのではなくて、別の制度で活用すること

になるのでしょうか。 

 

○山本委員 

 既存の事業の見直しと違う制度とセットでやっていく必要があると思います。 

 

○井上副会長 

 最近は企業が地域貢献で積極的に入ってきているので、企業はお金を持っているし、ネ

ームバリューも欲しがるので、それと上手くマッチングすればいいと思います。 

また、市のホームページ以外に区ごとの地域活性化専用のホームページや掲示板がある

といいと思います。 

 

○福川会長 

 いろんな意見が出ましたので、次の議題３にいきましょう。 
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○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料３「地域課題解決ソリューション実証実験」 

 

○福川会長 

 ご意見をお願いします。 

 

○小松委員 

まず、登録制はいいと思います。昔の地域通貨の考え方で、「地域通貨おうみ」があり

ます。「私はこんなこと知っています。」「こんなことが出来ます。」というのが近江市役所

にあり、それがマッチングして、「おうみ」という通貨が流通していくという、地域通貨の

考え方ですが、登録制でやるのはいいなと思います。あと、登録すると何か特典があると

いい。特典というのは、物がもらえるということではなく、自分がまちづくりで活躍して

いるという実感が持てたり、機会が増えたり、情報が増えたりといった真面目な意味での

特典があるといいと思います。また、善意のポイント制などの良い意味でのインセンティ

ブがあるといいと思います。 

次に、対応のルールづくりが大事です。モンスターがいると、プライベートに関わるこ

と、個人攻撃、どこの生け垣がどれだけ伸びているかなどの情報が送られてくる可能性が

あります。 

次に、例えば、小湊鉄道の菜の花がきれいな所があるが、それは市民が一生懸命植えて

いるように、千葉市でも、みんなで花を植えようとか、ゴミを拾おうとか、人を集める手

段としても使用できると思います。 

最後に、責任の所在を明確化する必要があります。例えば、公園のベンチを直したら釘

が出ていて市民が怪我した場合は責任を取られない等です。 

 

○牧委員 

 私も賛成ですが、リテラシーの問題が気になります。 

 町内会のメールアドレスの把握が１割という話がありましたが、私は町内会とは別に機

能的な団体を作って、スマホを使える若い世代が中心になり行っていくのがいいと思いま

す。 

 

○角川委員  

継続的に行っていくためには、多くの人に知ってもらう必要がありますが、ＩＴ・ＩＣ

Ｔの限界は認識する必要があります。ホームページなどは、家族４人中１人しか見ません。

家族４人中３人に見てもらうためには、アナログ的な広報も必要。個人的にブログをやっ

ていますが、非常に限界があります。 

また、行政の文章は非常に文章が固いです。関心のない人に見てもらうためには、１ペ

ージ目は情報量を少なくして、写真や図を多くして示す必要があります。 

 最後に、私の知り合いが神奈川県から千葉県に移住したが、千葉市の中央図書館は素晴

らしいと絶賛していましたが、この素晴らしさはほとんど伝わっていません。どのように
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伝えるか検討した方がいいと思います。 

 

○山本委員 

私の団体は相談事業をやっており、その相談の中で、部活の連絡が全部携帯で来るため

子どもに携帯を持たせないとやっていけないという話がありました。 

情報の発信として、子育て世代の母親の間でフェイスブックなどインターネットを通じ

た情報交換が盛んに行われています。まずは、スマートフォンを使いこなしている世代が

やってみて、生活に密着した情報を取り入れながら市の必要な事業と組み合わせていくと

いいと思う。これからもずっと千葉市で暮らしていく方が自分の投稿がこれからのまちづ

くりに生かされるのであれば積極的に参加する人も多いのではないかと思います。その一

方で、インターネットを使えない人へのフィードバックも必要です。 

また、担い手としては、市民の情報をよく知っている、力のある中間支援のＮＰＯ法人

の協力を得るといいのではないかと思います。 

 

○高尾委員 

 今回の実証実験は、行政への市民参加の新しい形態だと思います。 

 千葉都民だった人が退職して千葉市民になった我々団塊の世代の人材をどのように生か

すのかが非常に重要なテーマです。 

以前、情報の部署に自治会クラウドなどのインフラを整備して地域の人を参加させたコ

ミュニティの場を作ってほしいと要請したがいまだ実現していない。 

 高齢化社会で、退職者が家に閉じこもり、要支援者になっていくような社会は非常に不

幸だと思うので、広く参加を募るような仕組みを考えてほしいと思います。 

 

○井上委員 

キャンドルナイトについて紹介します。夏至と冬至の日に、個人がキャンドルの写真を

撮影しホームページに投稿するものですが、個人の投稿が集まって作られるという意味で

今回のソリューションと類似の事例です。 

 

○牧委員 

 町内会は高齢者が多いので、３０～４０代のもう少し若い人を対象とした機能的な団体

を立ち上げて参加するようなツールとして位置付けたらいいと思います。 

 

○事務局 

 まず、プライベートや個人攻撃の話ですが、市民が寄せた情報をそのまま載せるのでは

なく、チェックして載せようと考えています。 

 次に、千葉市民から千葉市民にという話ですが、今年から介護の分野で６５歳以上の元

気な高齢者が施設でボランティアをしたような場合のポイント制が始まり、そのポイント

を自分の介護保険料に充当できたり、寄付できたりという制度が始まっております。 

 

 



 

 ―１１― 

○高尾委員 

 自治会の高齢化の話ですが、高齢者だけが自治会活動に関係しているのではなくて、新

たな担い手をどのように参加させるのかが自治会の一番の課題です。 

町内会においては、役務に負担を感じ、高齢者であるがゆえに活動ができないといった

話になります。いつでも、自分のやりたいことを、可能な範囲でできる仕組みをどのよう

に作るかが重要であり、それを打破するためには自治会クラウドなどのインフラの整備を

行い、知恵を寄せ合う事が大切です。 

 

○小松委員 

例えば、立川市の大山団地では自治会加入率が１００％で、３０代や４０代等の若い世

代から役員を出してもらっているようです。若い人が町内会の役員になる仕組みを作り、

そこにアプリを結び付ければ若い人同士で上手くいくのではないかと思います。 

 

○福川会長 

 この取り組みが、高齢化社会に一石を投じるかもしれませんね。 

 

○遠藤委員 

もし自治会クラウドのようなものがあったとしたら、昼間の活動や行事への参加が難し

くても議事録作成などの部分で貢献できるかもしれないと考えました。 

 

○古谷委員 

 この取り組みは千葉市のためにいいことだと思います。 

膨大な情報を仕分けしたり、仕分け先が対処した後の行政としての対応など大変だと思

いますが、まずは、狭い範囲で少しずつ進めていったらいいのではないかと思います。 

 

○高尾委員 

 何事にも光と影があります。影を恐れて、光を閉ざしてはいけません。 

 

○渡邊委員 

私の町内会では、赤ちゃんから高齢者まで安心して住み続けられるようにとの思いで活

動している。 

例えば、ちびっこ保育では七夕祭り、運動会、クリスマス、スイカ割り大会などの行事

を行っておりますが、こういったあらゆる世代が参加できるような行事を通して交流する

ことで、組織としてまとまり、協力し合うことができると考えます。 

 

○福川会長 

 先程からスマートフォンの話が出ているが、実態を伴ったものでないといけませんね。 

たくさんご意見が出ましたので、ここで事務局にお返しします。 
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○事務局 

 次回の会議日程について説明（平成２５年１０月頃を予定） 

 閉会 


