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第１回 協働のまちづくり推進条例市民検討会議 会議録要旨 

 

１ 開催日時  平成２８年６月１７日（金） 午後１時３０分開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市保健センター１階集団指導室 

 

３ 出席委員 

委 員 根本 雅史 委 員 島村 佳伸 

委 員 青木 秀幸 委 員 佐藤 志津子 

委 員 岡田 康 委 員 田中 雪夫 

委 員 湯浅 榮 委 員 三浦 邦夫 

委 員 天羽 光一 委 員 吉岡 眞史 

委 員 山田 悟 委 員 安田 紀美子 

委 員 小林 亨 委 員 井口 清一郎 

委 員 池田 弥栄子 委 員 松井 恭子 

委 員 二宮 義文 委 員 玉井 まゆみ 

ファシリテーター 市民社会パートナーズ 代表 庄嶋 孝広 

 

４ 欠席委員 

委 員 竹元 悦子 委 員 小島 直子 

 

５ 出席職員 

市 長 出口 清 市民活動支援課副課長 森 和博 

市民健康部長 小山 泰雅 市民活動支援課主査 須藤 浩二 

市民活動支援課長 小島 悟   

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 １０人 

傍聴人数   １人 

 

７ 議 題 

  情報提供 協働のまちづくりの経過と条例の必要性 

ワーク  協働のまちづくりが必要な地域課題とは？ 

質疑応答・その他 

 

８ 議 事 
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開会 

 

（１）委嘱状伝達 

 出口市長より、委員に委嘱状を手交した。 

 

（２）市長あいさつ  出口 清 市長 

 出口市長より、下記のとおり、あいさつがあった。 

「ただいま、協働のまちづくり推進条例市民検討会議の委員として委嘱させていただいた。 

 袖ケ浦市では『自立と協働のまち 人いきいき、緑さわやか、活力あふれる袖ケ浦』と

いう将来都市像を掲げている。一人ひとりが輝くのはもちろん、団体の中で力を合わせて、

活力あふれる袖ケ浦にしたい、というねらいがある。 

 委員の皆さんは、すでに素晴らしい活動をされている。この会議では、所属している団

体や地域での活動、そこで見えている課題も含めて、積極的にご発言いただきたい。会議

の中で活動報告をしていただくなど、通常の審議会より忙しくなると思う。 

 協働という冠をつけるまでもなく、これまでも、清掃活動、子どもや高齢者の見守り、

防犯パトロール、防災訓練、美化活動、子育てなど、制度ボランティアや自主的な団体、

個人としての活動があった。一方で、地域コミュニティの力が衰えてきたのも事実である。 

 地域には、様々な課題が山積しており、行政が一律に行うまちづくりではなく、行政と

市民が手を取り合って取り組む協働のまちづくりが必要である。そのための約束事、つま

り、条例を作ることで、活動を広げていきたい。 

 この会議では、条例の骨子、つまり、あらすじを検討し、提言していただきたい。会議

をより充実したものにするために、進行役であるファシリテーターを依頼してある。 

 協働のまちづくりを進めるために、条例をつくるのも市民の手で行っていただきたい。」 

 

 次に、小島課長より、会議の公開について説明があった。 

・ 「附属機関等の会議の公開に関する要綱」第 3条の規定により会議を公開する。傍聴者

は、傍聴の注意事項を遵守し、円滑な会議運営にご協力いただきたい。 

・ 会議録は、発言者の氏名を記載した要点筆記により作成し、委員の確認後、市ホームペ

ージ及び市政情報室で公開する。 

・ 会議録作成のほか、検討状況の報告を広報紙や市ホームページで行うために、録音と写

真撮影を行う。委員個人での写真撮影はご遠慮いただく。 

 

 その後、資料確認、事務局職員の紹介を行った。 

 

（３）市民検討会議について 

 小島課長より、資料 2をもとに、説明があった。 
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・ 本市では、すでに様々な分野で、市民の自主的な、あるいは、行政との協働による取り

組みがある。今回の条例では、そのような取り組みをさらに推進するため、協働のまち

づくりのあるべき姿、それぞれの主体の役割などのルールを定め、取り組みのよりどこ

ろを明確にしていきたい。 

・ 協働のまちづくりとは、自分でできることは自分の力で解決することを基本としつつ、

個人で解決できない地域の課題には、市民や自治会、市民活動団体、事業者、行政など

が責任と役割を分担して、力を合わせて取り組むものである。 

・ 本市を取り巻く現状には、少子高齢化・人口減少、市民ニーズの多様化・複雑化、地域

コミュニティの衰退、地方分権の進展などがあるが、市民と行政が力を合わせないと解

決できない課題が増加している。行政だけで公共サービスの全てを担うことが難しくな

り、市民活動をさらに後押しするとともに、誰もがまちづくりの担い手となり、協働の

まちづくりを進めていくために、その仕組みやルールづくりが必要となっている。 

・ 条例制定に向けた体制であるが、各分野で活動している市民で構成された、市民検討会

議で条例骨子案を検討し、市長に提言する。それを受けて、庁内に設けた策定部会や策

定委員会で検討し、条例案を策定する。 

・ 市民検討会議の設置目的は、多様な分野で活動している市民の意見や考え方を幅広く条

例に反映させることである。具体的な役割は、協働のまちづくりを推進するための課題

を抽出し、解決策を検討しながら、条例に盛り込むべき考え方や項目を整理し、条例骨

子を検討することにより、市民の意見を反映した条例づくりを行うことである。 

・ 市民検討会議のスケジュールは、本日から来年 6 月まで、8 回の会議を予定しており、

それを踏まえて、平成 29年 9月議会に条例案を提案したい。また、条例制定作業の進捗

に合わせて、市民との意見交換会、講演会・フォーラム、パブリックコメントなども合

わせて行っていく。 
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（４）ファシリテーター紹介  庄嶋 孝広 市民社会パートナーズ代表 

 小島課長より紹介の後、ファシリテーターより、紹介資料をもとに、自己紹介があった。 

・ 資料 1「市民検討会議設置要綱」の第 6 条のファシリテーターの規定に基づき、市長よ

り依頼された。120 分の会議時間を 20 人の委員で割ると、1 人あたり 6 分の発言時間と

なり、説明時間などを入れると、もっと短くなる。様々な経験に基づく委員が意見や情

報を十分に出せるよう、グループワークを取り入れた話し合いを進行していく。 

・ 地域コンサルタント、また、東京都大田区役所の非常勤専門職を職業としており、住ま

いでもある大田区では、町会や PTA、NPOなどの地域活動を行っている。 

・ 今年 3月に、『袖ケ浦を「わたしのまち」にする協働』という講演をさせていただいた。

今回取り組む（仮称）協働のまちづくり推進条例は、まさに『袖ケ浦を「わたしのまち」

にする条例』といえる。コミュニティリーダーである皆さんを通じて、より多くの市民

が地域に関わることで、袖ケ浦が「わたしのまち」になる市民が増えていくとよい。 

・ 協働のまちづくりは、いわゆる先進自治体が発明した仕組みを他自治体が「モノマネ」

しながら広がってきた実態もある。しかし、先行する自治体の条例の条文をもとに検討

するような会議では意味がない。袖ケ浦の地名、人名、団体名が飛び交うような会議を

行うことで、しっかりと「土地の匂い」のついた条例となるようにしていきたい。 

 

 以後は、ファシリテーターが進行を行った。 

 

（５）委員自己紹介 

 委員より、一人ずつ自己紹介があった。 

根本 雅史 委員  元長浦公民館長。代宿区長、子ども会の経験がある。 

青木 秀幸 委員  千葉工業大学非常勤講師で、NPOについて教えている。唯一の市外在住。 

岡田 康 委員   昭和地区自治連絡会。坂戸市場区長を務めていた。千葉県男女共同参

画センターフェスティバルの実行委員長をしている。坂戸市場の歴史な

ども調べ、袖ケ浦の PRを行う活動もしている。 

湯浅 榮 委員   長浦地区自治連絡協議会。現在、袖ケ浦市災害対策コーディネーター

連絡会を立ち上げる作業をしている。 

天羽 光一 委員  一昨年、三ツ作区長を務め、根形地区自治連絡会会長も務めた。 

山田 悟 委員   平岡地区自治連絡会。平岡地区は人口減少、高齢化がはなはだしい。

地区ごとの状況の違いを伝える機会になると思う。 

小林 亨 委員   平成 24・25年、中富地区自治連絡会の副会長、会長を務めた。市の海

側と山側で違いがある。夏に子ども会を通じた取り組みを計画している。 

池田 弥栄子 委員 防犯指導員協議会の女性部員による「リリーズ」で、主婦目線でまち

の人や子どもたちと話し合い、個別訪問などをしている。 

二宮 義文 委員  社会教育委員。平岡地区では、2.8人に 1人が 65歳となっている。 
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島村 佳伸 委員  青少年相談員は今年 3月で退任したが、9年間務め、最後の 3年間は会

長を務めた。 

佐藤 志津子 委員 神納在住で、3人の子どもを育てる中で、ずっと PTA、子ども会に関わ

ってきた。 

田中 雪夫 委員  子ども会育成会連絡協議会。子ども会、大人による育成会、その間を

橋渡しするジュニアリーダーがいて、1年を通じて活動している。 

三浦 邦夫 委員  神納花の 15の会。広域道路沿いに花を植える活動をしている。 

吉岡 眞史 委員  さわやかネット蔵波台。2,500世帯の団地で、第二のふるさとをつくろ

う、と立ち上げ、60 人くらいいる。高齢者の生活支援、登下校時の誘導

などやっている。民生委員も務めている。公園をよくする会も始めた。 

安田 紀美子 委員 NPO法人子どもるーぷ袖ケ浦。子どもには体験活動を通じた子育ち、親

には孤立しない子育て、をテーマに活動している。6 月 26 日（日）に市

民会館で、協働事業でもある「わくわく子どもフェスティバル」を行う。 

井口 清一郎 委員 生まれも育ちも平岡地区の高谷。高齢化はよいことである。高齢者の

外出支援などを行う「平川いきいきサポート」に取り組み、今年 3 月ま

での実証事業を終えて、4月から本格運営に入っている。 

松井 恭子 委員  市の読書指導員として、蔵波中学校の図書館に勤務している。社会教

育委員として、根形地区住民会議の「根っ子の会」にも参加している。 

玉井 まゆみ 委員 昭和地区在住で、袖ケ浦市社会福祉協議会のボランティアセンターに

勤務している。約 20年前に市内に転入した。 

 

 休憩中に、会場レイアウトを変更し、3班に分かれて着席した。 

 

（６）情報提供 協働のまちづくりの経過と条例の必要性 

 事務局より、資料 3をもとに、説明があった。 

・ 「自立と協働のまち」を将来都市像とする基本構想が策定された平成 21 年当時は、団

塊の世代が 60歳を迎えつつあり、人口減少社会がいわれるようになって、その対応が必

要とされた時期であった。まちづくりの基本理念として、「協働」が初めて掲げられた。 

・ 協働の主な仕組みとして、3項目について進めている。 

  1つめは、『市民と行政の情報共有』であり、「市民と市長のふれあいトーク」「わがまち

のようすがわかる予算説明会」などに取り組んでいる。 

  2つめは、『地域コミュニティ・市民活動の活性化』であり、「協働事業提案制度」「市民

活動情報サイト」のほか、最近では地域コミュニティの活性化に力を入れており、地区

単位での「地域活性化の取組みへの補助」も行っている。また、今年度は、自治連絡協

議会と協力して、「自治会加入マニュアルの作成」も行う予定である。 

  3つめは、『地域活動を担う人材の育成、職員の育成』として、各種講座に取り組んでい

るが、特に「まちづくり講座」に力を入れており、基礎講座に加え、今年度から新たに、
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より実践的な内容のステップアップ講座を始める予定である。 

・ 協働の実施状況であるが、各種団体等と行政の協働による事業として、平成 26 年度に

市役所の担当課に照会してあがってきた数字が 136件となっている。特に、「学校教育・

生涯学習」が 91件と多い。地域内の支え合いは、これまで区・自治会が主に担ってきた

が、最近では NPOやボランティアによるものも増えてきている。 

・ 袖ケ浦市の現状と課題を見ていく。1つめは、「人口と高齢化率」である。人口は、国全

体ではすでに減少に転じているが、本市では微増が続いている。一方、高齢化率は、平

成 28年には 24.8％、4人に 1人が高齢者となり、国の平均にも近い数字となっている。 

  市の人口増加の要因は、アクアラインで都心に直結しているわりに地価が安いこと、子

育て環境がよいことなどが考えられ、市外からの転入による社会増が主な要因である。

一方、出生と死亡による自然増減は、すでに平成 23年を境にマイナスとなっており、市

の人口も将来的には減少に転じると見込まれている。 

  その結果、課題としては、高齢化による地域コミュニティの担い手の不足、社会保障に

要する経費の増加、生産年齢人口の減少による税収の減少が挙げられる。 

・ また、「人口と高齢化率」を地域別に見てみると、平岡地区・中富地区は、高齢化率が

すでに全国平均を超えている。昭和地区・長浦地区は、高齢化率が相対的に低く、昭和

地区は子どもの割合が市内で最も高い。根形地区は、中間的な状況であるが、子どもの

割合が少ない。地区によって、高齢者への支援、子育ての支援など対応が変わってくる。 

・ 2つめは、「地域コミュニティの状況」である。自治会加入率は、平成 18年に 69.1％だ

ったが、27年には 61.2％と一貫して低下している。ただし、加入世帯数は横ばいである。

1世帯あたりの平均人員は、2.8人から 2.4人になり、単身世帯や夫婦のみ世帯が増加し

ていることが読み取れる。こうしたことから、課題としては、自治会加入率の低下によ

る地域コミュニティの希薄化、家庭内の役割分担や助け合いの変化が挙げられる。 

・ 3つめは、「地方分権の進展」である。以前は、国による一律の基準でまちづくりが進め

られてきたが、地方分権の結果として、市には自らの判断と責任による施策・事業の展

開が求められ、実際にできるようになってきている。ただし、地域の実情に合ったまち

づくりを進めるには、住民が自ら地域課題を把握して、まちづくりに参加する必要があ

る。課題としては、協働のまちづくりに関する基本的なルールが、国の法律や市の条例

に定められていないため、こういったルールをつくっていくことが挙げられる。 

・ 協働のまちづくりを進めることで、「多様な市民ニーズに沿った、きめ細やかで柔軟な

サービスを受けることができる」「市民が地域づくりの主役となり、自らの手でまちづく

りを担う住民自治が実現できる」「地域の市民活動が活発になり、市民生活も豊かなもの

になる」「事業を効果的・効率的に進めることができ、効率的な行政運営を行うことがで

きる」とまとめることができる。 
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 ファシリテーターより、資料 4と資料 5をもとに、協働の考え方の解説を行った。 

・ 協働の考え方は、平成 10 年の NPO 法（特定非営利活動促進法）ができた辺りからいわ

れるようになった。その後、協働という言葉が指すものが広がってきたので、人によっ

てイメージが異なる可能性がある。 

・ 最初の頃の協働のイメージは、NPO のすぐれたノウハウを行政が生かして、それまでに

ない公共サービスを生み出そうというものであった。 

  次に、市民の活動として、NPO だけでなく、従来からある自治会のほか、企業の社会貢

献活動なども含めて考えられるようになり、また、公的な財政状況の厳しさが意識され

るようになったことで、それまで行政が担ってきたものを自治会や NPO が担うというイ

メージが出てきた。 

  さらには、必ずしも行政が関係せず、市民同士の、あるいは、地域の中での、例えば、

自治会と NPO の協働のようなイメージが出てきて、地域コミュニティの再構築がいわれ

るようになった。 

・ 今回取り組む、（仮称）協働のまちづくり推進条例が対象とする範囲を考えてみる。 

  市民は、「有権者」「納税者」「行政サービスの受益者」として「市政」に関わる一方、

区・自治会等各種団体、NPO・ボランティア団体、事業者などに「加入・活動」すること

で「地域コミュニティ」に関わっている。地域コミュニティは「共助」、市政は「公助」

ととらえることができる。 

  本条例は、「（市民と行政の）協働の推進」と「地域コミュニティの活性化」を目的とし

ており、前者は「市政」と「地域コミュニティ」の協力関係を対象とし、後者は地域の

様々な主体同士が協力し合ったり、新たな担い手を確保したりしていくことで、「地域コ

ミュニティ」そのものを活性化することを対象としている。 

・ なお、市民の「有権者」「納税者」「行政サービスの受益者」としての側面は、地方自治

法で権利・義務として定められているが、地域コミュニティへの「加入・活動」などは

法律に定められていない。例えば、自治会への加入を義務にすることまでは難しいが、

本条例に地域活動への参加に「努めましょう」と定めることで、市が加入促進の支援策

に積極的に取り組む際の根拠にすることができる。それが、条例をつくる意味である。 

・ 以上を踏まえて、協働のまちづくり推進条例市民検討会議のプロセスとして、まずは、

市民と行政の協働事業や地域コミュニティ活動としてどんな取り組みがあり、どんな問

題点があるのかという「現状の把握」を行い、次に、協働のあり方や地域コミュニティ

のあり方など「めざす姿の設定」を行い、そのためにどんな仕組みが必要かという「解

決の方策」を考案する。 

  それらの検討したことを、条例の目的、定義、基本理念といった「総則」、役割、責務

といった「主体」、制度などの「仕組み」に当てはめ、ゴールである条例骨子案としてま

とめていくことになる。 
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（７）ワーク 協働のまちづくりが必要な地域課題とは？ 

 ファシリテーターより、資料 6をもとに、ワークの進め方を説明した後、ABCの 3班に分

かれ、班の進行役を決めて、グループワークを行った。 

■ワークのねらい 

 （仮称）協働のまちづくり推進条例の対象である「（市民と行政の）協働の推進」「地

域コミュニティの活性化」が必要な地域課題を具体的に出し合うことで、「協働のまちづ

くり」と条例の必要性を委員同士で共有する。 

■ワークの進め方 

(1) 「市民と行政の協働」「市民同士の助け合い」が必要と考える地域課題を、サイン

ペンで付箋に書いて出し合う。 

(2) 出された付箋を、模造紙上で簡単に整理する（マーカーで囲み、見出しをつける）。 

(3) 全体の場で発表する。 

(4) 全体で質疑応答・意見交換を行う。 

※各班の下線の委員が発表者 

［A班 発表内容］（根本委員、湯浅委員、小林委員、佐藤委員、井口委員）＊9ページ参照 

 「高齢者」では、見守り、災害発生時の課題。「災害」では、避難所の運営、災害対策コ

ーディネーター養成講座の受講者が少ない課題。「子ども」では、生活体験ができる環境づ

くり、登下校の見守り、子どもの減少、子ども会の減少、独身者が多い課題。「交通安全」

の課題。「住民同士のつながり」では、どんな団体があるかわからず、知る窓口がない課題。

「自治会」では加入率が少ない課題。「環境」では、犬のフン、ゴミステーション、タバコ

のポイ捨てなどの課題。以上のような地域課題が挙がった。 

 

［B班 発表内容］（青木委員、天羽委員、池田委員、三浦委員、玉井委員）＊10ページ参照 

 「地域防災」では、具体的にどんな取り組みをするか、近所の人を知らない、行政との

情報共有の課題がある。「高齢者」では、移動、居場所の課題。「空き家」では、人の立ち

入りや火事の恐れがある課題。「子育て支援」では、登下校の見守り、子育てママの孤立の

課題。「環境美化」の課題もある。「地域コミュニティ」では、まとまりをつくるために地

域全体で催し物が必要ではないか。その他、遊休公共空間の利活用の課題が挙がった。 

 

［C班 発表内容］（岡田委員、山田委員、吉岡委員、安田委員）＊11ページ参照 

 「子どもの交通安全」では、通学路の安全、登下校の見守り、「子どもの生活安全」では、

ひとり親家庭、立ち寄れる居場所、「子ども会」では組織の弱体化の課題がある。「老人」

では独居老人の見守り、「防災」では消防団に入る人の確保、「環境」では一斉清掃に出な

い人への対応などの課題がある。「地域コミュニティ」では、地域全体が楽しめるお祭り、

異世代間の交流などが必要ではないか。公民館など「公共施設」の有効活用の課題もある。

「自治会」には会費、役員のなり手の課題などがあり、これらが市民のとりまく協働の様々

な課題につながっている。 
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［A班 ワーク結果］ 

 

 

見出し 内容 見出し 内容 

高齢者 高齢者の見守 子ども 

（続き） 

子育て環境（共働き） ・保育

所 ・放課後児童クラブ 独・老々 高齢者の見守り 

日常の独居老人の見守りをど

うするか さらに災害時発生

時はどうするか 

登下校の見守り 

子ども会の減少 

子どもの減少 

災害 地域全体の安全対策 住民同士の

つながり 

必要とする事項をどこに出せ

ば良いか 災害発生時の避難所の運営を

どうするか 地域の団体同士の横のつながり 

災害対策コーディネーター養

成講座の受講者が少ない 

住民同士のつながりをどう作

るか 

交通安全 地域の交通安全対策 地域の中にどのような種類の

団体があるかの告知 子ども 子どもたちの地域での生活体

験ができる環境づくり 自治会 自治会加入率の減少 

防犯活動 住んでいる地域で

見守る 

環境 犬のフンが多い 

ゴミステーションの管理・不法

投棄をどうするか 独身者が多い 

地域の見守り タバコのポイすてがある 

地域での子供の見守   
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［B班 ワーク結果］ 

 

 

見出し 内容 

－ 情報の共有（公共サービスの） 

子育て支援問題 子育てママの孤立 

子供達の登下校通学路 

高齢者の問題 高齢者の移動問題 

年寄りの居場所づくり 

地域の中のコミュニティー（高齢者） 

地域コミュニティ問題 地区全体を単位とする催物（ex.運動会） 

環境美化の問題 まちの美化（ポイすて） 

地域防災の問題 地域防災の取組み 

近隣住民の周知（新住民同士、主に防災について） 

災害時の助け合い（具体的な活動） 

空き家問題 空屋対策 

空き家問題 

遊休公共空間の利活用 
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［C班 ワーク結果］ 

 

 

見出し 内容 見出し 内容 

公共施設 公民館の利用の見直し 

教育→コミセンへ 

老人 独居老人の見守り（概ね 80 歳

以上） 

近隣公園の有効利用 高齢者への生活支援 

環境 一斉清掃の見直し 防災 地域防災の仕組み 

環境美化活動の活性化 消防団の見直し 

自治会 

活動 

自治会費の見直し 平岡、中川

高い 

子ども会 子供会組織の弱体化 

子どもの

交通安全 

交通事故の防止 

自治会寄附活動の見直し 地域内の通学路の安全性 

自治連役員任期の見直し 子供の交通安全の見守り 

地域役員の割り当ての見直し 登下校の子供の安心・安全 

自治会未加入者の増加（アパー

ト住民への対応） 

子どもの

生活の安全 

親不在の子供の見守り 

ひとり親世帯の子（学童未入

会） 日曜等、休日の過ごす方

が気になる 

地域コミュ

ニティー 

地域全体が楽しめるお祭り行

事が少ない 

異世代交流の場づくり 子どもの貧こん対策 

地域の歴史・伝統の掘り起こし 子ども（小学生・中学生）がい

つでもふらっと寄れる居場所   
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［質疑応答・意見交換］ 

○ A 班の発表への補足であるが、子育て環境をどうつくっていくかということでは、共働

きしやすい環境をつくる必要があるので、保育所、放課後児童クラブをさらに充実させ

る必要がある。（根本委員） 

○ 3 つの班の発表を聞いてみて、共通することが出ている。今後、絞っていけば、最終的

に条例につながるものが出てくる。第 1回目としては上出来ではないか。（天羽委員） 

○ 蔵波や長浦のように、新たに住み始めた住民が多い地区にはアパートが多いので、アパ

ートの経営者に対して、入居者が自治会に入ることやアパートで自治会をつくることを

やってもらえるよう、条例にきちんと盛り込むことも必要ではないか。（吉岡委員） 

○ C班の発表で出た自治会費を補足すると、我々の自治会など多くでは 6,000円とか 7,000

円くらいであるが、自治会によっては 2 万円、3 万円というところもあるという。昔か

らのしきたりを守らないと地域に参加しづらいところもあり、自治会費などの問題を市

全体の問題として取り上げるのか、地区ごとの独特の問題として切り分けるのか、その

辺りの整理も必要である。（岡田委員） 

○ A班で話した中で、「子どもたちの地域での生活体験を増やす」のような前向きな意見が

出たときに、問題点ばかり挙げるのではなく、そういう前向きな意見を出す条例のつく

り方もあるのでは、という話になったのだが、そのようなやり方もあるか。（佐藤委員） 

⇒ 課題を出すだけでは暗くなってしまうので、前向きな意見を出し合うことが大事である。

次回予定している委員の取り組み紹介では、互いに学び合ったり、勇気が出たりするよ

うな、前向きな情報が紹介されることを期待している。（ファシリテーター） 

○ 自治会の加入率の問題が出たが、私の地区では、50年前は 100％加入で、加入しなけれ

ば村八分であった。いまは、8 割くらいの加入になっているが、それでも、募金など集

めると、すぐに集まる。縁のない人が新たに入ってくることのない地区であり、昔から

のコミュニティのしがらみに縛られて大変なことは大変である。（井口委員） 

○ 地域コミュニティについて共通している課題として、昔からの住民と新しい住民の話が

出ていたが、新しいとはどこからが新しいのかなどが整理されてくると、袖ケ浦モデル

での地域コミュニティ活性化につながってくると思う。（青木委員） 

⇒ 自治会加入率の話題が出たが、協働のまちづくりの目標として何が適切なのか、地域社

会がどう変わるとよいかを意識しながら今後検討できるとよい。（ファシリテーター） 

 

（８）質疑応答・その他 

○ 委員の顔ぶれを見ると、見たことがある人が多い。ここに出てきている人は積極的に活

動している人であり、そういった人たちの囲い込みでやると、やることも決まってきて

しまう懸念があるので、より多くの人達をまきこむ仕組みが大切だと考えている。（岡田

委員） 

 

閉会（午後４時００分） 


