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平成２５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２５年１０月３０日（水） １４：００～１６：００ 

 

２ 開催場所 

千葉市中央コミュニティセンター８階「千鳥・海鴎」 

 

３ 出席者 

（委 員）福川会長、井上副会長、遠藤委員、鏡委員、角川委員、小松委員、中村委員、

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、 

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・協働実施状況について 

（２） 特定非営利活動法人の条例個別指定制度導入について 

（３） 地域の体制づくりと統合補助金について 

（４） 報告事項 

（５） その他 

 

５ 議事の概要 

（１） 平成２４年度千葉市市民参加・協働実施状況について 

事務局から、「平成２４年度千葉市市民参加・協働実施状況（案）」の概要について

説明し、審議が行われた。 

（２） 特定非営利活動法人の条例個別指定制度導入について 

事務局から、「千葉市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例（案）」

の概要について説明した。 

（３） 地域の体制づくりと統合補助金について 

事務局から、「住民主体の地域づくりを促進するための仕組みづくり（案）」につ

いて説明した。 

（４） 報告事項 

「協働事業提案制度」について報告した。 

（５） その他 

次回の会議日程について報告した。 
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６ 会議経過 

○福川会長 

 最初に「平成２４年度千葉市市民参加・協働実施状況」について説明願う。 

 

○事務局  

以下の資料により説明。 

・資料１－１「平成２４年度千葉市市民参加・協働実施状況（案）の概要」 

・資料１－２「平成２４年度千葉市市民参加・協働実施状況（案）」 

 

○牧委員 

 実施状況 P.32 の「町内自治会連絡協議会への行政事務委託」の概要に「行政文書等の回

覧・配布等を効果的に行う」とあるが、町内運動会の案内など行政文書ではないものも多

くみられる。町内会が補助金をもらっているのであれば、後で出てくる補助金の統合制度

において、こういった問題にどのように取り組むのか聞きたい。 

 

○事務局 

 まず、「町内自治会連絡協議会への行政事務委託」は補助金ではなく、委託料。 

市政の情報はテレビやラジオ、市政だよりなど様々な方法で出している。自治体は加入

世帯が７割位あるため、より多くの市民に知らせたい場合に、月２回、以前に比べれば本

当に必要な情報に集約して、各町内会長に送付している。町内会には、それを組数分に分

けたり、袋に入れたり、配ったりする業務をお願いしている。これを補助金にしてしまう

と、実績報告等が必要になってくるので、業務としてお願いし、加入１世帯あたり４００

円の委託料を出している。 

 

○牧委員 

 私の親族が幕張本郷の集合住宅に住んでいるが、回覧板が回ってこない。場所によるの

かもしれないし、委託料をもらっていないのかもしれないが、本当に機能しているのか疑

問に思う。 

 

○事務局 

確かに幕張本郷でそういった話があったが、マンション１棟ごと自治会に加入していな

かったり、加入していたとしても管理会社がまとめて町内会費を払っていることを会長が

把握していなかったということ。 

行政文書以外のものが送られてくるという件だが、市としてお願いしているのは、あく

まで行政文書の回覧のみであり、その経路を使って他の団体などが印刷物を回すことがあ

ると思うが、そこまでは抑制していない。 

 

○中村委員 

 実施状況「２協働の取組み」部分については、すべて事業費が書かれているが、それ以

外に事業費が書かれていないのはなぜか。 
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○事務局 

まず、この公表の趣旨は、市民に実施計画を見てもらって、参加してもらおう、市と一

緒に協働で仕事をしてもらおうというもの。協働の場合は、市民が一緒に仕事をする場合

に、どれくらいの事業規模かということを理解してもらうために事業費を載せている。 

 

○福川会長 

 予算はあるのか。 

 

○事務局 

予算はあるが、それをお知らせすることは本旨ではない。 

 

○中村委員 

ただ、これは実施状況なので、事業費を載せたほうがいいのではないか。私としては知

りたいと思うのだが。 

 

○事務局 

協働とは違って、市民参加については、事業費のすべてをこの項目に使っているわけで

はないため、事業費の中で該当部分を出すためには按分する必要が出てくる。こちらとし

ては、本来の市民参加に関する情報の中でそれほど重要ではないことに、そこまでの労力

をかける意味はないという判断をしている。 

 

○福川会長 

確かに、独立した事業というよりも、一連のプロセスの中でやっているので、該当部分

だけ抜き出すのは難しい気がする。 

他に何か意見はあるか。 

 

○鏡委員 

 実施状況 P.3 にある市民参加と協働の定義を見ると、それぞれの事業と必ずしも一致し

ない事業があるように思うが、これ以外に市民参加や協働を定義づけるようなものはある

か。 

 

○事務局 

 千葉市市民参加及び協働に関する条例で定義づけられている。 

 この条例は平成２０年に制定されたものだが、当時、「市民参加、市民参画、協働、共同」

など様々な言葉がある中で、市としてどう定義づけようか苦労した。その中で、「市民参加」

は、市が施策を決定する過程で市民の意見を取り入れようというもの。「協働」は、公共の

分野の仕事に市民が直接入って仕事をしてもらうもの。端的に言うと、頭の部分か行動の

部分かを分類して、それを言葉に落とし込んだもの。 
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○鏡委員 

 「協働」という言葉は、広辞苑にもないような言葉なので、千葉市が独自に定義をした

のだと思うが、そもそも憲法の理論からすると、市民と行政の関係は信託の関係にある。

主権は市民にあるので、行政が上から協働を押し付けるのは好ましくないし、千葉市もそ

のような整理をしていると思うのだが、実施状況において「委託」が協働の中に入ってい

ることについて違和感がある。これについて何か考えはあるか。 

 

○事務局 

一般の「委託」は、市の職員がやることを業者に仕様書どおりにやってもらうというも

の。一方、協働における「委託」は、市民にも企画段階から参加してもらったり、市民と

行政の役割分担を明確にするなど、単純な請負関係ではない「委託」という整理。 

 

○鏡委員 

 そういうことであれば、主体がどちらかをもう少し明確にすべきではないか。 

 市民が主体となってアクションを起こして、市の事業に取り込んでいけるような事業を

協働というべきで、管理や業務効率化を目指すような委託は、むしろ市民参加に整理した

方がいいのではないかと個人的には思う。 

 

○井上副会長 

協働について、例えば、実施状況 P.10 の１３「学校・家庭・地域連携まちづくり推進会

議」に絡めれば、P.6 の１３、１４、P.8 の１６、P.11 の２１、２７、４、P.13 の３など

の事業を一斉に開催して、市民協働まつりのようなイベントを千葉市が主催して行えばい

い。そのほうが、市民へのＰＲにも、行政へのＰＲにもなり効果的。 

前にも言ったが、市民にとっては、○○課に行くのではなく、あくまで市に行くという考

え。 

 

○事務局 

 先ほどの鏡先生の質問部分で補足するが、協働の中の委託はあくまで市が主体のもの。

市民側が主体のものは支援・補助、その中間が共催という整理。 

 

○福川会長 

 市が委託している事業は山のようにある中で、協働で行っているものがこれということ。 

 鏡さんの話は、条例改正が必要となる。今後条例改正をする場合に活かすことができる

ので、たくさん意見をもらいたい。また、井上さんの話は、関連したイベントをもっと効

率よくまとめてやったほうがいいのではということ。 

他に意見は。 

 

○牧委員 

 P.45 の１２「若葉区民ふれあい事業」の区民まつりの参加者数が他の区と比べて極端に

少ないが、それについて支援は行わないのか。 
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○事務局 

 若葉区のみ参加者数ではなく、実施部隊の人数になっている可能性があるので確認する。 

 

○福川会長 

 確認をお願いする。 

 議題１は以上とし、次の「特定非営利活動法人の条例個別指定制度導入について」説明

願う。 

 

○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料２「千葉市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例（案）の概要」 

 

○角川委員 

 条例案として提案するためには、一定の手続きが必要だと思うが、附則や別表などどう

いう形で条例案にするのか。 

 

○事務局 

 今話したのは、条件と手続を定めるだけの条例。これを、１１月１日から始まるパブリ

ックコメント手続きの後、年明けの２月の議会にかけて、４月１日に施行されたら、それ

に基づいて初めて申請がきて、その後、別の条例で個別のＮＰＯ法人を指定するという形

を想定。 

 

○角川委員 

 申請があるたびに、一つの独立した条例を提案するということか。 

 

○事務局 

 そのたびに独立した条例を作る訳ではなく、指定条例の中に一覧表があり、ＮＰＯ法人

と指定期間が出てくるイメージ。ただ、申請があるたびに審査をして、その後一番早い議

会にかけることになる。 

 

○山本委員 

 千葉市独自の指定基準は、ある程度活動規模のある法人であれば可能性が高いと思うの

で、ＮＰＯ法人を運営している者としてはいいと思うが、審査にかかる時間がイメージし

づらい。 

 

○福川会長 

 それはＮＰＯ法人側が書類を準備する時間のことか。 

 

○山本委員 

 審査の時間のこと。 
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○事務局 

 つい最近、千葉市で認定ＮＰＯ法人の第１号が出たが、その審査には５か月位かかった。

ちなみに、国の標準審査期間は６か月としている。様々な書類を確認する必要があり、法

人事務所における実態確認も行うため、かなり時間はかかる。 

国税庁が所轄庁だったときは、非常にハードルが高く、その後所轄庁が国税庁から県や

政令市に移り、認定を取りやすくなったが、それでも、昨年度の状況を見ると、全国４６，

０００法人中、認定・仮認定ＮＰＯ法人は２８０法人程度しかない現状。 

 市内にＮＰＯ法人が３３０法人位あり、アンケート調査や意見交換会を行った結果、半

分程度にハードルを下げれば目指そうという法人が１０法人位あるので、徐々に力をつけ

てくれればいいと考えている。 

 

○井上委員 

 うちは団体ではなくネットワーク。あえてＮＰＯ法人化していない。私たちは、補助金

をやめ、自分たちのお金と時間を使って活動している。ごみの減量は自主的にやってもら

えばいいので、ボランティアは一切断る。情報交換する場所がうちの会なので、あまりこ

の話題とは関係がないが、ちゃんとやっている団体にとってはありがたいこと。こういう

制度で寄附を募るのはいいし、市民を巻き込んでやるのはいい。 

 

○福川会長 

 ３千円は会費でもいいのか。 

 

○事務局 

 賛助会費ならいい。 

 

○中村委員 

 県内で他にこの制度を行っている市はあるか。 

 

○事務局 

 市川市でやっている。 

 

○中村委員 

 条例が通ったら、市独自で制度のＰＲをしていくと思うが、県と一緒になってやるよう

な計画はないのか。 

 

○事務局 

 県は導入する予定がない。県が指定すると４パーセントの税控除の事務は市町村がやる

ことになるので、県は簡単にはやると言えないのではないか。 

 

○中村委員 

 そういうことではなく、制度のＰＲを県にしてもらえないかということ。 
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○事務局 

 お願いすることはできるが、千葉市の制度であるため、県がＰＲをしても、そのＰＲの

相手先は今回の控除の対象にならないことになる。 

 

○牧委員 

この制度について、新聞に掲載されていたのを見た。 

 

○事務局 

 パブリックコメント手続を行うにあたり、２４日に市長による記者会見を行ったため、

４紙位に取り上げてもらった。 

 

○井上委員 

 市川市の制度は１パーセント支援制度のことか。 

 

○事務局 

 それとは違う。 

 

○小松委員 

 控除額は、寄付者の所得税率とは関係ないのか。 

 

○事務局 

 税額控除であり、控除額には上限がある。 

 

○小松委員 

 組織運営基準が適切かどうかの判断基準はこれから検討するのか。 

 

○事務局 

 国の認定と同じ基準のため、マニュアルがしっかりしている。 

 

○小松委員 

 条件に、設立の日から 1 年を経過しているとあるが、２会計年度確認できるのか。 

 

○事務局 

 これは２会計年度を終えているという意味であり、２会計年度確認する。 

 

○小松委員 

 いい制度だと思う。 

○福川委員 

 この制度は概ね好評ということで、次の議題について説明願う。 
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○事務局 

以下の資料により説明。 

・資料３「住民主体の地域づくりを促進するための仕組みづくりについて（案）」 

 

○牧委員 

 素晴らしい制度。事業規模が億なのか何千万なのか本気度が聞きたい。また、これまで

所管課で持っていた補助金を協議会に預けるということは、庁内調整が大変なのでは。既

得権を守りたいということでお金を手放したがらなかったり、面倒なものだけを協議会に

渡したりということが考えられる。あとは、業務監査を行うなど組織運営の透明性や大学

の先生や専門家などのアドバイザーの派遣を行うことが必要。 

 

○事務局 

 事業規模は既存の補助金を合わせて数百万。大抵の団体がお金が足りなくて、会費を集

めたりしている。この制度はまだ様々な問題を抱えており、所管課も大筋は賛成だが、各

論に入ると様々な問題が見えてくる。市長も公約しており、本気でやっていくが、スモー

ルスタートになるかもしれない。 

 

○牧委員 

 スモールスタートは賛成。 

 

○角川委員 

 牧委員と同じ意見。精算や配分額を決める手続きまで協議会でやるとなると、数百万規

模であっても、公金を使う以上はしっかりした運営が必要。 

 

○福川会長 

 自治会の立場から渡邉さんはどうか。 

 

○渡邉委員 

 地区で一番大きな組織はコミ懇。コミ懇は、幼稚園、保育園、小中学校、ＰＴＡ、公民

館、青少年育成委員会、スポーツ振興会、民生委員など２７の団体で構成されている。１

０月１４日は地区の運動会を、１１月１５、１６、１７日は地区の文化祭を実行委員会形

式で開催した。様々な団体が集まり、みんなで支え合っている。 

 

○事務局 

 いま話のあったコミ懇については、資料３の２行目に記載がある。千葉市の古い制度で、

２６地区設定されおり、これを活用していきたいと考えている。 

 

○井上委員 

 これを事業展開できないか。いつまでも補助金を出すのではなく、少しでも儲けていく。

例えばスポーツ関係であれば、有名な選手を呼んで、参加費を取って運営に充てていくな
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ど。これからますます財政が厳しくなっていく中で、モデル地区の中に、脱補助金の地区

を作るよう検討してほしい。 

 

○遠藤委員 

 コミ懇と地域づくり協議会の違いは何か。 

 

○事務局 

 コミ懇は、市からは団体を指定せず、様々な団体が一堂に会するような組織づくりを支

援するもの。古い制度で、現在は年間５万円しか補助金を出しておらず、年一回会報を出

しているだけ、年一回集まるだけのような地区から、渡邉さんのいる千草台のように活発

な地区まで様々。高齢化が進む中で地域の共助の力が弱まることが想定されるので、今回

新たな仕組みづくりに合わせて、今まで縦割りでやっていたものを集めたり、職員も地域

に入っていくようにしたり、いままでとは違う全く新たな制度にしたいと考えている。 

 

○福川会長 

 決定的な違いは、予算額と配分の権限。コミ懇のときは、予算までは考えなかったのか。 

 

○事務局 

 考えていない。活動そのものにお金を出し、会合をしてもらおうというもの。 

 

○古谷委員 

 地域によって、お年寄りが多い地域、子供が多い地域など力の配分が違う。地区ごとの

補助金の金額を決めるのが大変だと思う。 

 

○福川会長 

 予算はどのように組むのか。 

 

○事務局 

 最初は、世帯数や高齢者数などで機械的に配分しようかと考えたが、今現在地区に入っ

ているお金があるので、そのお金を単純に合わせて支給しようと考えている。地区に入る

金額は今までと変わらないが、初めのうちは、様々な主体が一堂に会する機会を設けるこ

とから始めたい。 

 

○中村委員 

 コミ懇をベースにするということだが、お金を出せばみんなで何か考えてもらえるので

はという考えは危険。誰も発想しなければ、お金だけ貰って、適当に報告して終わってし

まう。この補助金は、地域の課題解決を進めるためのものであるべき。課題は千葉市内で

も地区によって様々。コミ懇との違いを出すためにも、課題解決のための仕組みというこ

とを強調すべきではないか。 

 県で委員をやっていた時に、地域課題解決モデル地区に千葉市は松ヶ丘と幸町の２地区
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が手を挙げ、そのどちらかはＮＰＯ法人化を目指すと話しており、非常に熱意を感じた。

今回の制度も、既存のもののリニューアルオープンではなく、課題解決のために本当にや

りたいと思う地区がやればよく、やりたいと思わない地区にお金を出す必要はないと考え

る。 

 

○牧委員 

 円卓会議の延長上に位置付けていると感じたが、実績を踏まえてやるという点では期待

したい。 

 

○事務局 

 松ヶ丘と幸町は引き続き活発に活動しており、幸町はＮＰＯ法人化し、買い物難民対策

で朝市を毎週開き、収益を上げている。松ヶ丘はＮＰＯ法人化はしていないが、活発に活

動しており、こういった地区がまず今回の体制に移行していくことになると考えている。 

 

○鏡委員 

 統合補助金の意味は、ひも付き補助金ではなくし、自由度を高めるというもの。執行方

法が課題になると思う。 

 統合補助金は、行政としては、見直しをしたいという考えと、お金を抑えたいという思

いがあり、どちらの方向へ進むのかバランスをうまく取りながら運営してもらいたい。 

ポイントは４つ。 

 一つ目は、リーダーの存在。既存の団体に入っていくと強烈な人がたくさんいて、それ

らをまとめるのは大変。なだらかな協力を求めることが必要。 

 二つ目は、バランスのいい民主的な組織が作れるか。既存の団体の力関係があるが、個々

の団体だけでなく他の団体にも配慮することが必要。 

 三つ目は、ルールを持たせること。規律度を高めると自由がなくなるので、住民のやる

気を削がないようななだらかな規律が必要。 

 あと、行政へのお願い。地域の課題を解決するためには、地域の情報を集める必要があ

る。地域の様々な情報を集める役割を協議会が行うのか、行政が行うのか。いずれにして

も内部情報の統合化については行政が進めていく必要がある。 

 四つ目は、地域担当制はまずモデルを作ってやってみることが必要。スモールスタート

で、１０年２０年かけて芽が出るもの。 

 最後に、課題の点では、道路の補修や橋の老朽化など、地域の中で住民しか気づかない

ような課題がこの制度で広がり、共有できればお互いにとってメリットがある。 

ある程度具体的な課題を提示した方が協力関係を作っていきやすい。 

 制度全体としては大変好ましい。実際に進めていくのは大変だと思うが、覚悟とバラン

スを取りながら進めてほしい。 

 

○小松委員 

 初めにこの協議会を作る意義や覚悟を打ち出していくべき。他市の同様な事例は必ずし

もうまく機能していないものもある。千葉市では将来的にこういう問題が待ち受けていて、
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そのためには、今この協議会を作る必要があるんだという認識の共有化を図っていくべき。

あとは、地域担当制で職員の人材育成を行い、職員が地域に入っていくことに期待してい

る。ぜひチャレンジしてほしい。 

 

○山本委員 

 私は、船橋市で福祉作業所を運営しているが、最近、地域に根付いた福祉施設が増えて

きた。こういう施設は行政とのパイプがあまり無いが、市民にはなくてはならないもの。

こういう施設も地域づくり協議会に入っていくべき。 

 

○牧委員 

 全くそのとおりだと思う。協議会の構成員を民間団体やボランティア団体などに広げて

いくことは大事。 

 

○福川会長 

 地域自らがマネジメントすることは不可避のテーマであり、様々な困難が想定されるが、

否定的要因にせず、やり抜いてほしい。 

 また、これについては、今後も進捗状況を聞かせてほしい。 

 議題は以上で、事務局から報告がある。 

 

○事務局  

以下の資料により説明。 

・資料４「協働事業提案制度について」 

 

○牧委員 

 受診介護は患者と病院の双方にとってメリットがあるので一生懸命やってもらいたい。

特に独居老人は大変。 

 

○福川会長 

 市も模索しているので、今後も皆さんの意見を出してほしい。 

ここで事務局へ。 

 

○事務局 

 次回の会議日程について説明（平成２６年３月末頃を予定） 

例年５月に開催しているが、実施計画をその時期に審議し公開するのでは遅いため、３

月下旬から４月上旬の早い時期に作成、審議してもらい、なるべく早めに市民に公開した

いと考えている。 

 閉会 


