
市 連 協 会 議 議 事 要 旨 

日 時  平成２７年１０月１日（木）１０時００分～１１時５０分 

場 所  千葉市役所 ８階 正庁 

 

出席者 

〔市連協〕各地区連協会長（代理出席者含む）計３７名 

〔市連協事務局〕市民自治推進課長他 計４名 

〔各区連協事務局〕各区地域づくり支援室長 計６名 

 

１ 開  会   

 

２ 会長挨拶   

 

３ 議  題 

 

（１）防犯街灯のＬＥＤ化について（地域安全課） 

 

地域安全課 

防犯街灯ＬＥＤ化事業については、既に昨年度３月の市連協理事会において説明し、

その後５月から６月にかけて、各区においても説明会を開催したので、既にこの事業

内容については概ねご理解いただいているのではないかと思うが、平成２８年度中の

ＬＥＤ化工事に伴う管理費の補助の考え方について説明したい。 

平成２８年度における補助の基本的な考え方は、 

 

４月の電気料金×補助率（水銀灯９０％、蛍光灯７５％）×工事完了月までの月数 

                 ＋ 

４月の電気料金（20W）×７５％（LED化事業の補助率）×工事完了月の翌月～年度末

までの月数 

 

である。 

なお、補助額の計算は、実際の工事に先立ってリース事業者から提出される施工スケ

ジュールに基づいて市が計算するため、各自治会の交付申請に関する手続きやスケジ

ュールに大きな変更はない。 

ただし、スケジュールと実際の工事完了に差が生じた場合は、補助額が過少又は過大

となり、過少の時は、差額を支払い、過大となった場合は納付書で差額の返金をお願



いすることになる。 

いずれにしても工事完了の早い遅いで補助率に差が出てくるが、施工スケジュールが

まとまり次第、皆様にもなるべく早くお伝えしたいと考えている。 

また、工区を多く設け、業者も多く用いれば、それだけ早く工事が終わり、自治会に

よっての補助率の差も小さくなるとは思うが、その分スケールメリットが期待できな

くなるので、そのあたりは今後も業者と調整していく。 

 

地区連協会長 

工事完了後の４月の電気料金（２０Ｗ）とはＬＥＤの電気料金なのか。 

 

地域安全課 

ＬＥＤの電気料金である。 

なお、現時点では、一灯あたり、水銀灯は月額７１１円程度、ＬＥＤは月額２１９円

程度を想定している。 

 

地区連協会長 

工事の仕方についてだが、６区で業者を分けるのか、それとも市が一つの業者と契約

するのか。 

 

地域安全課 

現段階では、市内を２つか３つの工区に分割して実施したいと考えているが、あまり

工区を細かくするとスケールメリットがでないので、業者と調整しながら検討してい

く。 

 

地区連協会長 

２つか３つに分けるというのは、例えば区単位のレベルなのか、それとも市街地と農

村部というレベルか。 

 

地域安全課 

区も事務を担当する都合上、区ごとで考えている。 

 

地区連協会長 

平成２８年度の補助額は市側で計算してくれるのか。 

 

地域安全課 

事業者からいただいたスケジュールを基に市で計算する。 



地区連協会長 

申請書類の様式は変更するのか。 

 

地域安全課 

ＬＥＤ化工事完了前と完了後の補助率が算定しやすくなるように、様式を少し工夫し

たいと考えている。 

 

地区連協会長 

現在、防犯街灯の所有権は町内自治会にあるが、ＬＥＤ化された際には市の所有物に

なるのか。 

また、ＬＥＤ灯が落ちたりして何か事故があった際はどうなるのか。 

 

地域安全課 

今後、町内自治会の防犯街灯を一旦市に移管する。その後、平成２９年度以降、１０

年間はリース契約を結んだ業者が所有権を持つ。 

なお、万が一事故があった際は、保険に加入しているので、その中で対応する。 

 

地区連協会長 

１０年後はどうなるのか。 

 

地域安全課 

今後の状況を見ながら検討していくことになる。 

 

地区連協会長 

防犯街灯に何か異常があった際は町内自治会から市に依頼するのか、それとも業者が

随時点検するのか。 

 

地域安全課 

定期点検も実施するが、町内自治会でも何か気になった点を発見した際は連絡をいた

だきたい。 

なお、従前からＬＥＤのものは引き続き町内自治会に管理していただくことになる。 

 

（２）避難所開設・運営訓練のあり方について（防災対策課） 

 

防災対策課 

平成２７年８月３０日に開催した第３６回九都県市合同防災訓練において、地区連協



会長からいくつかご意見をいただいた件について話をしたい。 

まず、「防災対策課が作成した訓練スケジュールでは、ほとんどが運営委員中心の訓

練内容になっていて、避難者に対する助言や防災知識等について、ほとんど説明する

機会が設けられてなかった」とのことだが、市内８か所の重点会場においては、指導

員による指導のもと、段ボールトイレの作成や応急手当訓練を実施し、特に、参加者

から手持無沙汰になったということは聞いていない。 

重点会場以外については、地域の方々が参加する訓練を行う場合は、その参加者に対

する訓練について、事前に避難所運営員会の中で話し合っていただき、避難所開設訓

練とは別メニューで訓練を実施するようお願いしたい。まずは避難所開設、運営をシ

ュミレーションしていただき、それが整ったところは地域の方々も含めて訓練すると

いう流れで進んでもらいたい。 

次に、「避難所開設、運営の手引きに記載されている内容をもっと反映させた訓練マ

ニュアルにして欲しい」とのことだが、これについてはどういったマニュアルを作成

すべきか、一度ご意見をいただいた会長と意見交換させていただいて、その後に皆様

にお話ししたいと考えている。 

次に、「市から派遣された職員の役割が不明確であり、また、地域の状況をつかんで

いない職員にとっては、実際に何をすべきかよく分からないだろう」とのことについ

ては、訓練前に職員への研修を実施し、資質向上を図っているところではあるが、派

遣職員の危機意識が向上していないのが実情であるので、引き続きご指導等お願いし

たいと考えている。 

なお、８月３０日の訓練における市職員の役割は区の災害本部との連絡要員であり、

避難所運営委員会が立ち上がっていない個所における職員は避難所運営委員と同様

の役割を持っている。 

また、もし職員と事前に委員会についての打ち合わせを行いということであれば、そ

の職員を派遣する。 

避難所開設、訓練のあり方については、既に来年度に向けて検討しているところであ

るが、各避難所における訓練は、最低レベルとして職員と施設管理者が開設、運営訓

練を実施するところまでお願いしたい。 

また、既に避難所運営委員会が設立されているところについては、その習熟度による

が、各委員会に応じた訓練をお願いしたい。 

最後に、現在、防災ライセンス講座の受講生を募集しているので、興味ある方の参加

をお願いしたい。 

 

地区連協会長 

当日は避難者にも参加してもらったが、避難者に手持無沙汰の時間が結構あった。運

営委員だけの訓練では意味がない。もっと避難者に説明すべきことはたくさんあるの



に、避難者の数も少ない。 

避難者に対する説明をもっと充実させて欲しい。 

 

防災対策課 

市内に２７９か所の避難所が存在しているが、重点的に職員を配置できるのが重点会

場である８か所で、ここについては職員が避難者に説明できるような内容を考えたい。

それ以外の会場では、正直なところ、職員が説明することは難しいと思われる。 

 

地区連協会長 

職員だけでなく、運営委員からも説明できるようお願いしたい。 

 

地区連協会長 

基本的には、実際に現場で動くのは地元の委員会なのだから、訓練する内容もそこで

決めるべきであろう。 

私が所属する地区には１０か所の委員会があるが、どこも精度の高い訓練内容であっ

たと思われる。例えば、福祉的配慮が必要な方に対応できるようなシステムを作り、

それに基づいた訓練も実施している。 

なお、先ほどの防災対策課の説明の中で気になったことがあり、市の職員が行うこと

は区の災害本部との連絡業務なのだろうが、避難所内に福祉避難室を設けても、それ

に対応できない方が来たときに、市の職員が受付で福祉避難所へ行かなければならな

いのかどうかといった点の判定や、転送してもらう等の業務を行ってもらわないと困

る話なので、その点を見落とさないようにしてもらいたい。 

また、今後も訓練を実施するとのことだが、今回のような内容では行く気がしない。

工夫、検討してもらいたい。 

 

地区連協会長 

避難所運営委員会へ参加する職員にはもっと協力的であって欲しい。やる気のある人

を派遣してもらいたい。事前に訓練内容を伝える等、スムーズに訓練に携われるよう

お願いしたい。 

また、訓練等の実施には思っている以上に費用が必要なので、予算上の補助を強化し

てもらいたい。 

 

地区連協会長 

私が所属する避難所運営委員会では、事前に区と訓練内容を十分に練って実施するこ

とができた。実際に、毎日新聞にその訓練内容を取り上げてもらった。避難者として

犬を連れてきた方にもインタビューをしていた。 



訓練当日、犬を連れてきた避難者が犬をつないで待機させていた場所があったが、突

然雨が降り出し、そこに屋根がなかったので犬が濡れてしまったのだが、そういった

ハプニングを活かし、今後どうするか等考える良いきっかけになった。 

また、避難所では役員に名札をつけさせ目立つようにしたり、来所した避難者に○×

程度でも構わないので名簿に氏名を記入してもらうようお願いしたりした。 

他にも、行政から届く救援物資について何も把握していなかったので、その分け方や

配分を当日に決めた。良い訓練になったと思っている。 

 

地区連協会長 

今回の件を受けて、職員だけに責任を負わすことはできないが、防災対策課の考え方

が職員に伝わっていないのではないかと感じている。 

 

地区連協会長 

各地区から多くの課題が提起されているが、これは市共通の課題でもあろう。一度、

市連協として、避難所運営委員会における課題等について各地区にアンケートを取り、

防災対策課、危機管理課へフィードバックできるような会議を設定するよう提案した

い。 

 

地区連協会長 

各地区の訓練後のレポートを市連協で共有し、理解を深め、それと同時に意見を求め

るといったことも一つであろう。 

また、市の職員の対応についてもぜひ明確にしてもらいたい。 

 

地区連協会長 

市の派遣職員が毎年変わるのはなぜなのか。住所、連絡先も教えてもらえない。こん

な状況では災害が発生した時にうまく連携がとれない。 

 

防災対策課 

職員は人事異動に伴って、派遣できる職務なのか否かが変わってくるので、どうして

もその中で編成せざるを得ない。固定して職員を派遣することは困難である。 

また、職員の住所、連絡先については、各職員個人に避難所に開示してもらいたいと

お願いしている。 

 

市連協会長 

防災対策課には、再度、各避難所からのレポートを調べ、また、今回の意見も参考に

しながら、今後どうしていくべきか等検討してもらいたい。 



なお、先ほど長岡会長から案のあったアンケートの件は少し考えてみたいので、その

際は協力いただきたい。 

 

地区連協会長 

最近、竜巻や浜野川の浸水事故があったが、防災対策課ではどういった総括をしてい

るか。 

 

防災対策課 

被害の状況の把握、緊急的な対応は、随時所管課に情報提供しながら対応している。 

 

地区連協会長 

レポートはあるか。市政だより等で年度内に整理されたものを出してもらいたい。 

 

防災対策課 

被害は申し出がないと認定できないが、被害件数等はホームページで逐次公開してい

る。市政だより等での発表は検討させてもらう。 

 

４ 意見交換 

 

（１） 区民祭りについて 

 

地区連協会長 

若葉区では区民祭りのメイン会場をこれまで千城台公園としていたが、非常に水はけ

が悪く、昨年度は祭り当日が晴天であったにも関わらず、中止せざるを得なかった。

準備をしていたお店や区民の方々の理解を得られず、多くの苦情を受けた。 

そのような中、同日に祭りを予定していた緑区では問題なく開催できていた。しかも、

会場は区の中心部から離れた昭和の森であったのに、大いに賑わいを見せていた。 

そういった点を踏まえ、例えば会場の変更等を検討しなければならないと考え、緑区

を参考に、今年度の若葉区民祭りのメイン会場を東京情報大学とした。緑区の状況を

見れたことは非常に参考となった。 

このような経緯を踏まえ、他の区のこともぜひ参考としたいので、自由に意見交換さ

せてもらいたい。 

 

地区連協会長 

今年度の中央区ふるさとまつりは１０月１８日の市民の日に開催する。重複している

点について、市はどう考えているか。 



また、市民の日の内容はどういったものか。 

 

市連協事務局 

もともと区民祭りは市民の日の近辺に開催するということが趣旨であるので、重なっ

ていることについては特に問題ではない。市民の日は行政主体でなく、それに賛同す

る企業や団体が共に市内を盛り上げようとするもので、市内全域で多くの催し物が開

催される。その中で区民祭りも大いに広報される。 

市民の日の主な行事内容は、市の公共施設の無料開放、企業や団体が実施する各種イ

ベント、区民祭り、ちばモノレール祭りや健康関連等の市の行事等である。 

 

地区連協会長 

花見川区の課題としては、会場周辺の方々は参加してくれるが、遠方の海岸地帯の

方々は参加してくれない。協賛金も同様で、会場周辺からは多く集まるが、遠方は金

額が少ない。 

また、町内自治会主体の出店が少ないことも懸念している。 

 

市連協会長 

参加者や協賛金が会場周辺で固まってしまう事例は各地区にもある課題であろう。 

 

地区連協会長 

緑区ふるさとまつりでは、シャトルバスを設けて、会場周辺だけでなく遠方の方々に

も参加していただけるよう図っている。 

また、費用が年々厳しくなっているのだが、例えば、企業から広告料を取るといった

工夫をしている。 

一方、課題と感じていることは、町内自治会が祭りに積極的に参加、協力できていな

い点である。 

 

地区連協会長 

千葉市を美しくする会への募金であるが、そのお金が中央区で開催される千葉の親子

三代夏祭りに流れている。これは全区に行きわたらせるべきだろう。 

 

地区連協会長 

中央区ふるさとまつりに対しては美会から一切何もない。 

 

地区連協会長 

各区で最も人気のあるイベントは何か。 



地区連協会長 

稲毛区では交通が不便な地域もあるので、先ほどのシャトルバスについては非常に興

味がある。シャトルバスの費用はどうしているのか。 

また、祭りが中止になった際の広告料はどうなるのか。 

 

地区連協会長 

バスの費用は実行委員会の予算の中で準備する。広告料はそのまま収入となっている。 

 

（２） 地域運営委員会について 

 

地区連協会長 

緑区で立ち上がっている２つの地域運営員会は、その構成団体が必須５団体のままで

あるが、他の地区ではより多くの団体で構成されていることもあり、各団体とどのよ

うに摺合せをしているのか参考にしたい。 

 

地区連協会長 

現在、私が所属する地区では地域運営員会を立ち上げる協議をしているが、コミュニ

ティづくり懇談会から地域運営委員会へ移行しても、あまり金銭的メリットを感じな

い、地域運営交付金の残金を精算しなければならないというのは困るといった意見が

ある。 

また、千葉市の財政上、今後は地域へのお金がカットされるのではないかとの不安が

ある。 

 

市連協事務局 

地域運営委員会を設立済みの７団体のうち、地域運営交付金を受け取っているのは３

団体である。交付金を必ず受け取らなければならないということではない。 

また、この制度にはある地区の課題を全市的に制度化するよりも、各地区の課題をそ

の地区で解決していくことの方が、全体的に見れば市のためになるとの考えがある。

市が地域からお金を吸い上げるといった考えは全くない。 

精算の件も、各団体は多くの事業を行っているであろうし、交付金以上に様々な事業

経費がかかることになると思われるので、市に返還してもらうことはあまり想定して

いない。 

 

市連協会長 

私が所属する地域運営委員会では、受け取っている地域運営交付金以上に事業経費が

かかると思われる。交付金を返還することは特に想定していない。 



地区連協会長 

現在行っている主な行事は、既に必須団体５団体が絡んで実施できている。団体間で

解決すべき課題も共有できている。そういった状況なのに、わざわざ地域運営委員会

を立ち上げる必要があるのか。 

 

市連協事務局 

現在は会長がリーダーシップを発揮し、各団体のことも十分に把握されているためう

まく機能しているのだろうが、１０年後においても同じようなことができているかと

いうことを考えていただきたい。実際に、各団体のことをお互いが分かっていないと

いう地区もあるようだ。 

 

地区連協会長 

私が所属する地区では年内に地域運営委員会を設立しようという段階である。市民自

治推進課が示している地域運営委員会の設立についての資料を見れば、今後取るべき

行動がよく分かる。この趣旨に沿えば、地域運営委員会を作るべきと考えている。 

 

地区連協会長 

現在、私が所属する地区は準備委員会という段階であるが、本来、地域運営員会の設

立目的は、その地域の重点課題に焦点を当て、そこにお金を配分し、一律の事業を縮

小しようというものであろう。各市役所の部署と活動団体が補助金で繋がっていると

いうことを断ち切らなければならないのに、上乗せ金を与えて、これをやれ、あれを

やれというのは、本来のあり方と正反対のことではないか。この進め方はいつ止める

のか、止める目途は立っているのか。 

また、これは全国的にうまく機能しているという話だが、調べてみるとそういったと

ころは少ない。 

 

市連協事務局 

場合によっては、既存団体がなくなり、地域運営員会が一つとなって機能するような、

まさに会長が考えられていることが理想の形である。 

しかし、地域がそれを突然できるとは思えないので、このような進め方を提示してい

る。 

補助金は今までどおりの配分で構わないので、まずは各団体が集まって、次第に地域

の重点課題に気づき、そこに重点配分していこうと考えてもらえるよう、この制度を

進めている。１０年先にこのようになれば良いとの考え方であるので、本来のあり方

に気づくかどうかは、各地区の進捗具合によって異なってくると思われる。 

 



５ その他 

 

（１） 町内自治会の集い 被表彰者の内申書提出について 

 

市連協事務局 

平成２８年１月２２日（金）の午前中に町内自治会の集いを開催する予定である。今

年度から会場を正庁とする予定である。 

被表彰者の内申書提出については依頼文のとおりである。期限までに提出するようお

願いしたい。 

 

（２） 市連協要望について 

 

市連協事務局 

指定廃棄物に関連する市連協要望については、通常の流れとは別に、中央区、花見川

区、緑区、美浜区連協から出た４つの要望を６区の区連協会長とで協議、集約し、国

と市に要望したものである。 

この件については、市と議会からも環境省に意見要望を出しているが、まだ回答が来

ていない。回答が届いた際は皆様に報告する。 

 

地区連協会長 

市連協要望を環境大臣へ出したが、それの回答をいただけるのか。 

 

市連協事務局 

回答いただく方向で調整中である。 

 

地区連協会長 

指定廃棄物関連については、国から回答を待っているだけで大丈夫なのか。突然、長

期管理施設が千葉市に決定したとなったらどうするのか。地域の意向を無視しないよ

う対応してもらいたい。 

 

市連協事務局 

市としては再協議を求める方向である。国が勝手に調査を進めることはないと考えて

いる。 

 

地区連協会長 

７月７日に第９地区で環境省の説明会があったが、説明会の開催にあたっては、地元



の理解と納得が得られるまでは調査も含めて実施しないとの約束をしている。まず、

地元住民の納得と理解を得ないと進まないという意味では、一応の歯止めはかかって

いると思われる。 

 

（３）地区連協会長が就任している各種委員について 

 

市連協事務局 

（配布資料の説明） 

 

６ 閉会 


