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１ 開催日時  平成２８年７月１３日（水） 午後１時開会 

 

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 竹元 悦子 

委 員 青木 秀幸 委 員 小島 直子 

委 員 岡田 康 委 員 佐藤 志津子 

委 員 湯浅 榮 委 員 田中 雪夫 

委 員 天羽 光一 委 員 三浦 邦夫 

委 員 山田 悟 委 員 吉岡 眞史 

委 員 小林 亨 委 員 安田 紀美子 

委 員 池田 弥栄子 委 員 井口 清一郎 

委 員 二宮 義文 委 員 松井 恭子 

委 員 島村 佳伸 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 出席職員 

市民活動支援課 課長 小島 悟 市民活動支援課 主査 須藤  浩二 

市民活動支援課 副課長 森 和博   

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 １０人 

傍聴人数   ０人 

 

６ 議 題 

情報提供 各委員の取り組み紹介 

ワ ー ク 市内にはどんな協働の取り組みや地域コミュニティ活動があるか？ 

質疑応答・その他 

 

７ 議 事 
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開会 

 

（１）前回のおさらい 

 ファシリテーターより、第 1 回市民検討会議の会議録要旨、振り返りシート記載内容を

使って、前回のおさらいを行った。 

・ 前回は初回ということで、「協働のまちづくりの経過と条例の必要性」について市から

情報提供を受けて、「協働のまちづくりが必要な地域課題とは？」というワークを通じて、

協働のまちづくりと条例の必要性を考えた。 

・ ワークでは、3班とも、「高齢者」「子ども」「防災」などの地域課題が共通しているとと

もに、地域行事や住民のつながりなど「地域コミュニティ」のあり方そのものが地域課

題として挙がっていた。 

・ また、振り返りシートでも、各班で挙がった地域課題が共通しているとの感想とともに、

海側と山側の地区による状況の違いがあるとの感想も見られた。 

・ 全体のプロセスでは、「現状の把握⇒めざす姿の設定⇒解決策の考案」と進んでいくが、

今回は、委員の取り組みの発表やワークを通じて、市内にある協働の取り組みや地域コ

ミュニティ活動の現状を把握したい。 

 

（２）情報提供 各委員の取り組み紹介 

 委員より、資料 1のシートを使って、各自 3分以内で取り組みや問題点を紹介した。 

根本 雅史 委員  シートでは、元長浦公民館長、代宿子ども会育成会長、消防協力隊副

隊長の 3つを紹介した。 

         公民館には、「生涯学習の拠点」と「地域づくりの拠点」の 2つの役割

がある。戦後の青年団活動、婦人会活動の拠点にもなってきた。生涯学

習という言葉が使われるようになって、地域づくりの役割が薄れたが、

現在、再び生涯学習とともに地域づくりの役割が認識されている。 

         公民館を拠点にしている団体があり、地区住民会議「ながうら青空の

会」は、公民館職員も事務局として参加し、青少年健全育成活動を行っ

ている。長浦地区と蔵波地区の社会福祉協議会には、館長、副館長が分

担して参加している。総合型地域スポーツクラブ「ナガックス」には、

公民館が場所を提供し、スポーツやレクリエーションを行っている。 

         公民館の問題点は、利用者の 8 割が女性であり、男性の公民館利用者

が少ないことである。 

青木 秀幸 委員  香取郡神崎町に在住しており、市外のヨソ者の視点から、袖ケ浦市の

魅力で移住者、定住者を増やす方法を考えていきたい。 

         「NPO 法人こうざき発酵道楽」の事務局長をしている。発酵というと、

食品のイメージがあるが、人もコミュニティも政治も発酵させると、ま
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ちが元気になると考えて活動している。前身となったのは、「発酵の里協

議会」であり、いまや 5 万人の来場者がある「酒蔵まつり」の企画運営

を行うために設立された。まつりの話し合いや実践をきっかけに、町内

の 2つの酒蔵を同じ方向に向かせることができた。 

         問題点は、NPOの活動と自治会等の地縁系の活動のすり合わせの難しさ

である。 

岡田 康 委員   現在は、袖ケ浦市から南房総地域にかけての千葉県男女共同参画地域

推進委員をやっている。 

         平成 23 年から 24 年にかけて、坂戸市場区長を務めた。坂戸神社の山

から海に流れていく雨水排水ラインがあるが、細いために豪雨時に住宅

の周りが冠水してしまう。高須にポンプ場ができるなど、ようやく増強

に向けた動きが始まったが、住みよいまちにするためにも行政と市民が

うまく協働する必要がある。 

         また、海側土地区画整理事業のまちづくり委員を務めており、坂戸神

社のお神輿にちなんだ「休所（やすど）」などの歴史的な地名が残るよう

に提案している。市民、行政、議会が協働してうまくやっていきたい。 

湯浅 榮 委員   平成 26年に蔵波台自治連絡協議会全体として災害避難訓練を行ったが、

訓練の重要性に対する自治連の役員、理事の意識の違いがある。ほかに

自治連関係では、会員の脱退、子ども会の減少の問題がある。 

         民生委員児童委員の改選にあたって、3人の増員等があったが、なかな

か決まらなかった。 

         「さわやかネット蔵波台」では、独居あるいは老々家族への生活支援、

朝夕の登下校の見守り、会員同士の親睦を重要視しており、現在、会員

が 60数人であるが、募集に苦労している。 

         袖ケ浦市災害対策コーディネーター連絡会が 8 月に正式に発足して、

副会長に就任する予定である。先々週、先週も 4 日間の講習を受けて、

新たに 20人くらいの方がコーディネーターとなった。知識・技術の向上

に対する温度差があるのが問題点である。 

天羽 光一 委員  一昨年、三ツ作区長、根形地区自治連会長を務めた。 

         地域がまとまるには、3 つの要素があると聞いたことがある。お祭り、

スポーツ大会、災害等の危機である。 

         祭礼は昔からやっているが、少子高齢化のため、主役である子どもた

ちがいなくなり、地区の大人が中心になっている。山車の運行、どんど

焼きなどを地元の区が中心となってやっていくことが大事と考える。 

         自治連会長時代に、根形地区で市の防災訓練が行われた。市の危機管

理課から配られているハザードマップ、避難所の運営などについて、市
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全体では広過ぎるので、地区単位で協議をしてみるとよいと考える。 

山田 悟 委員   平岡地区の花房平の自治会長を 3 期務めた。80 世帯のうち高齢者夫婦

のみの世帯が約半数で、老人一人世帯は 11世帯ある。新しい世帯の流入

も若干あるものの、消防や防犯などの地域役員をやってくれる世帯は 11

～12軒である。これは、平岡、中川を含め平川地区の象徴的な姿である。 

         自治会、地域役員のなり手がいない問題があったため、消防団員、青

少年相談員を自治会独自に減員した。毎年、自治会長は同じ問題で苦労

するため、自分が 3 回目の会長を務めたときに、自治会で話し合って、

消防団員を 2 人出していたところを 1 人にした。消防団、自治連、消防

署のいずれも、減員に対して文句をいうところがないと気づいた。 

         協働ということで、よいことはみんなでやろうという考えは素晴らし

いが、平川地区は 25年後に 35％人口が減る、しかも若者が減る。新しい

ことを積み上げる前に、現状やっていてストレスになっていることを軽

減してほしい。糠みそをかきまぜてから、糠を足してほしい。 

小林 亨 委員   平成 24、25年に中富地区で区長と袖ケ浦市自治連絡協議会副会長を務

めた。自治連として、市議会の議員定数について 20人が望ましいと議会

に要請したが、今年 10月の市議会議員選挙から 24人が 22人となる。 

         区長等が市政協力員を務めるがなり手がいない。忙しい、面倒くさい

ととらえられる。自分は 2年間区長を務めたが、2年務めると、1年目に

起きたことに対して2年目に解決に取り組むことができる。1年だけだと、

常に 1年目であり、市の担当者も苦労する。 

         地区役員も 2 年間やった中で、子ども会の関係にも着手した。40 歳代

だった昭和 40年代に盆踊りを企画して始め、14、5年続けたことがある。

子どもたちは地域がつくるとよく言う。今年、区長になったメンバーで、

子ども会の立ち上げを進めている。地域のつながりを大事にしたい。 

池田 弥栄子 委員 地区からの選出で 20年ほど防犯指導員をしている。女性の指導員がな

かなか決まらず、1年間保留になったこともある。 

         防犯指導員協議会は市内 5 支部あり、それぞれ活動が違う。山の方の

平岡地区では、子どもも少なく、学校を出るときは集団でも、家に帰る

ときには一人ということも多いため、地区住民会議と一緒に下校時のパ

トロールをしている。また、戸別訪問による防犯意識の向上は、仕事を

持つ指導員が増えたためしばらくやめていたが、昨年からまた行うよう

になった。イベント会場での市民への啓発なども行っている。 

二宮 義文 委員  少年野球から活動に入り、連盟の副会長をやったときに社会教育委員

の声がかかった。65 歳まではフルタイムで仕事をしていたが、現在はや

れることは全部やってみようと挑戦している。 
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         問題点としては、自分自身楽しく活動はしているが、いろいろな会で

会う顔ぶれが同じであり、なかなか広がっていかない。 

         平岡小学校の子どもの横断歩道の朝の旗振りをしている。最初のころ

は、運転手に罵声を浴びせられることもあったが、いまでは、会釈して

くれる運転手も増え、子どももあいさつしてくれるようになっている。 

島村 佳伸 委員  昨年度で退任したが、青少年相談員の代表として来ている。青少年相

談員は、1期が 3年、各地区から 1～2人が出ており、昨年度までは 25～

45歳の男性ばかりの集団であった。仲間が増えて、よい団体であった。 

         問題点は、なり手がいないことであり、次の人を探すのが大変である。

自分は区長や地元の先輩に頼んで、次の人を見つけることができた。も

ともと自分がなったのも、隣家だった区長に頼まれたのがきっかけであ

った。また、イベントなどに出席するメンバーが同じになっているのも

問題である。 

         ただ、相談員をやっていると子どもたちと交流でき、学校やコンビニ

で会うと、ニックネームで「しまちゃん」と呼んでもらえるのが嬉しい。 

竹元 悦子 委員  活動の始まりは学童保育であり、民生委員をやるようになった。交通

に困っている人たちの問題に出会い、学童保育をやめた後に、「NPO 法人

たけのこ」で「平川いきいきサポート」を行うようになり、外出支援、

家事支援、ふれあい事業の 3つをやっている。 

         ふれあい事業については、地区社協でもやっている。平岡地区ではア

ンケートをとって、今年 6 月から立ち上げた。地区社協では、子育てサ

ロンも 9 年間やってきたが、市で子どもの居場所事業を始めたところ、

平岡まで子どもが来なくなってしまった。花房平で、高齢者向けの「サ

ロンはなぶさ」を立ち上げた。 

         地区社協の高齢者向けのサロンと子育てのサロン、「いきいきサポー

ト」の高齢者向けのサロンをやっている。一番困っているのは、やはり

担い手がいないことである。 

小島 直子 委員  選出母体は袖ケ浦市社会福祉協議会であるが、その中でも主任児童委

員として関わっている取り組みとして、今井で「なごやか交流会」「ほの

ぼの交流会」などのつながりづくりを行っている。子ども会、高齢者の

みやび会などに働きかけて、一緒に取り組んでもらっている。 

         今日、開会前に BGMで流れていた曲（市制施行 10周年記念イベント・

テーマサウンド「君の住む町」）ができるときに、新宿のスタジオまで行

って立ち会ったことを思い出した。 

佐藤 志津子 委員 3 人の子どもが小・中学校に通っていた 15 年間、ほとんど毎年 PTA の

役員や事務局を務め、バレーボールにも参加してきた。 
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         自分でも PTA が活動の始まりかと思ったが、もともと夫と出会ったの

も、長浦の公民館での青少年対象の英会話であった。その後、手話をや

るようになり、ろうあ者の協会とつながりができ、いまでも、スーパー

などで会うと手話で話をする。当時は、人数も集まり、みんなで新しい

ことに取り組めた。公民館活動で育ててもらった。 

         子どもが少なくなっているというが、スポーツクラブなど地域の中で

人が集まっている場所はある。子どもたちがやっている習い事などとも

手を組んでやっていけるとよい。子どもたちが小学生のときから率土神

社の神楽囃子保存会で活動してきたが、地域の人たちにもかわいがって

もらった。いろいろとつながって世代間交流ができるとよい。 

田中 雪夫 委員  袖ケ浦市子ども会育成会連絡協議会の会長をしており、シートに記載

しているそれ以外の役職は、全てその充て職である。市の会議は昼間に

行うため、勤め人は出られないことから、次の会長のなり手がいない。 

         平成元年から子ども会活動をやっており、袖子連の理事になってから

10期目・19年目に入る。会計 4年、副会長 4年、会長が 11年目になる。

市から助成金が出ているがキャッシュカードを持てないため、勤め人で

ある会計に代わって午後 3時までに銀行に行かなくてはならず、年に 150

日くらい子ども会の活動をしている。 

         子ども会で取り組んでいることとしては、9月に房総子どもカルタ大会

があり、11月に県大会があるが、過去 27回全てで袖ケ浦の子どもたちは

3位入賞している。子どもスポーツ大会ではドッジボール大会をしており、

昨年までは陸上競技場で行っていたが、今年は 7月 31日に野球場で行い、

決勝戦はナイターで行う。ジュニアリーダーの育成では、毎年キャンプ

を行っている。 

三浦 邦夫 委員  公職は袖ケ浦高校の開かれた学校づくりの委員の 1 件で、狭い地区内

でのコミュニケーション向上を目指したボランティア活動が中心である。 

         ボランティア活動の難しさは、どう継続するかである。年齢、新規加

入者、資金などの問題がある。資金ということでは、花植えの協働事業

をやっているが、当初は使い勝手がよくなかったが、市側の努力で改善

されてきた。 

         協働のまちづくりということだが、どんなまちをめざすかを行政が示

さないと、何をやるかも見えてこず、一つの方向にならないと思う。 

吉岡 眞史 委員  蔵波台は 40～50年前に引っ越してきた県外出身の人ばかりであるため、

ボランティア活動を行う「さわやかネット蔵波台」をつくり、ふるさと

づくりを行っている。 

         子どもと高齢者を大事にする活動をしている。蔵波小学校は 1,000 人
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の児童がおり、登下校時には行列ができ、車の通行量も多く、3年前には

実際に子どもが亡くなる事故があったため、事故を起こさないまちにす

ることを願って交通安全活動をしている。 

         また、最近では、子どもたちが遊ぶ場所が少ない、空き地があるのに

有効利用されていないため、公園の問題にも取り組んでいる。また、民

生児童委員として、子どもと高齢者に関わる活動をしている。 

安田 紀美子 委員 「NPO 法人子どもるーぷ袖ケ浦」で、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」を行った。800人の

親子が来場、スタッフを含めると 1,000 人が参加した。フェスティバル

としては 3回目だが、前段として、子育て応援メッセを 9回行ってきた。

市の協働事業となる節目に、テーマを少し変えフェスティバルの形にな

った。市内の幼稚園、保育園、子育ての団体などの協力を得て開催し、

子育て世代に知られるイベントになっている。ただ、このイベントを NPO

がやっていることは知られていないかもしれない。 

         日頃行っている事業としては、直に体験することにこだわって活動し

ている。チラシや機関誌を公民館、スーパー、病院などに置いて、また、

ホームページやブログを使って、情報宣伝を行っている。参加するのは

元気なお母さんであり、孤立しているお母さんたちにはまだまだ届いて

いないかもしれない。 

         内部的な問題点としては、イベント当日のお手伝いはたくさんいるが、

運営の担い手である理事の世代交代ができていない。条例づくりを通じ

てヒントをつかめるとよい。 

井口 清一郎 委員 民生児童委員、「NPO法人たけのこ」常務理事を務め、「平川いきいきサ

ポート」の添乗、運転も兼ねている。 

         「たけのこ」が「平川いきいきサポート」に取り組むようになった経

過をお話しする。まず、平成 15 年 10 月から、循環バス「ガウラ号」が

運行されたが、右回り、左回りの運行ルートが高齢者には使いづらく、

平成 22年 9月に廃止となった。次に、平成 22年 10月から、デマンド型

乗合タクシー「平川おでかけタクシー」が運行されたが、利用には登録、

予約が必要であり、また、相乗りとなることから、やはり高齢者には使

いづらく、平成 25年 3月に終了した。 

         しかし、利用していた人には死活問題であり、民生委員に話が来て、

市と協議を重ね、平成 25年 11月より、「たけのこ」が「平川いきいきサ

ポート」として行うことになった。実証期間を終えて、平成 28年 4月か

らは、「地域支え合い活動支援事業」として、本格運行となった。ただし、

市外の病院には行けないといった問題点がある。 



【第 2回協働のまちづくり推進条例市民検討会議 会議録要旨】 

8 

松井 恭子 委員  学校図書館に勤めている関係で、学校の読み聞かせボランティアのサ

ークルの立ち上げ支援を行ってきた。また、一時中断していて再開する

ことになった「ブックスタート」事業にボランティアで参加することに

なった。「ブックスタート」は、4か月健診に訪れた親子に絵本を渡して、

読み聞かせの仕方やコミュニケーションのとり方を教える事業である。

健診にはどんな親でも訪れるので、行政が関わりをもつきっかけになる。 

         根形公民館で行っている「ねこまろ」は、大学生が自発的に始めたボ

ランティア活動であり、青少年相談員やサークルが支援している。公民

館の働きかけもあり、今年は、袖ケ浦高校の書道ガールズも参加してく

れることになった。次代を担うリーダーの育成につながればと思う。 

         たくさんの知り合いができると、そのつながりで頼みやすくなるので、

若い人たちがたくさん活動に参加してくれるとよい。 

玉井 まゆみ 委員 社会福祉協議会のボランティアセンターに勤務しており、個人や団体

で活動しているボランティアの人たちが円滑に活動できるように支援し

ており、主にコーディネート業務をしている。 

         問題点は、ボランティアが高齢化していて、新しくやる人が集まらな

いことである。何かやりたい、という人はたくさんいるので、一つでも

多くボランティアを紹介できればと思って活動している。 

         平成 25、26年度に昭和中学校で PTA本部の役員をやった。次の役員を

決めるのが本当に大変だった。やってみると、学校のこともよくわかり、

よかったことも多かったが、それをうまく伝えることができていない。

役員の決め方、選考の仕方をもう少し考えていけるとよい。 

 

（３）ワーク 市内にはどんな協働の取り組みや地域コミュニティ活動があるか？ 

 ファシリテーターより、資料 2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となる「（市民と行政の）協働の取り組み」

「地域コミュニティ活動」を洗い出すことで、「協働のまちづくり」の現状を委員同士で

共有する。 

■ワークの進め方 

(1) 市内にある「協働の取り組み」や「地域コミュニティ活動」を、サインペンで付箋

に書いて、地図上に貼り出す。 

(2) 出された付箋をもとに、共通して多い活動、ユニークな活動などを、マーカーを使

って A3用紙に整理する。 

(3) A3用紙の内容について、全体の場で発表する。 

(4) 全体で質疑応答・意見交換を行う。   
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［A班 ワーク結果①］ 

 
 

見出し 付箋内容 見出し 付箋内容 

－ 社会教育連絡協議会（17団体、

スポーツ、文化、子供） 

子ども おはなし会 

さわやか隊（交通整理） 

スポーツ スポレク つくしんぼクラブ（児童） 

少年サッカー 青年団もどき（二龍会） 

ゲートボールクラブ 学校ボランティア 

少年野球 高齢者 カラオケ交流会（おーい元気会

花房平） あおぞらの会 

文化 市民学芸員 各地区ごとのサロン 

国際交流 いきいきサロン 

伝統芸能 神社祭り ゆうしん会（老人会） 

盆踊り大会 100才体操 

太鼓保存会（各地区） 一人ぐらしの方への弁当づく

りボランティア たこ上げ保存会 

さくらの会 つくも会（老人会） 

暮し 農村環境保全会 さわやかネット 

東京通勤者会 いきいき百才体操（各地区 30

団体） 障害者 NPO法人ぽぴあ（障害者支援） 

手話活動   
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［A班 ワーク結果②］ 

 

 

［A班 発表内容］ 

 一番多いと考えたのは、高齢者に関わる活動である。高齢者人口が増えているためであ

るが、高齢者の活動としては、いきいき暮らせるための活動、すなわち老人会が非常に多

い。老人会を取り巻く、ゲートボールやグランドゴルフなどの会も多い。また、特に最近

増えているのが「百歳体操」である。市内でいま 30くらいあるということで特徴になって

いると思う。あと、スポーツも多いということで、これは高齢者だけでなく、年齢を問わ

ず非常に盛んである。 

 ユニークな活動としては、伝統芸能、文化交流がある。その他、農村環境保存会や東京

通勤者会などがある。 

 

A班メンバー 青木委員、湯浅委員、小林委員、二宮委員、吉岡委員、松井委員、玉井委員 

            （発表者） 
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［B班 ワーク結果①］ 

 
 

付箋内容 付箋内容 

昭和地区社協 手話通訳 

きみさんち（シニア対象、毎週水曜） 情報伝達 広報への協力 

坂戸市場だるま会 登下校中の子どもの見守り 

坂戸市場神楽笛太鼓保存会 公民館を利用したサークル活動 

氏子会 坂戸市場シニアクラブ（各地区ごと） 

率土神社の運営 PTAソフトボール大会 

昭和小フェスタ 大人のスポーツサークル 野球、サッカー、 

卓球、バレー、インディアカ、バスケ等 坂戸市場緑の会 

地域（近所）の子どもと手をつないで登校

支援 

少年野球クラブ、サッカー、バスケ、バレ

ーボール 

夏まつり（地域）開催 

・消防団による…夜店 

・子ども会による…出店 

・？による…フリーマーケット 

・盆おどり 

お年よりの子供見守り オレンジ帽子 

自宅を開放してお茶飲み所（居場所） 

（coffee？） 

ながうら青空の会 名幸が丘住民会議 

通学合宿 

スポレク 寺の公園において大人から小人まで集まり

夕涼会を実施 延命寺 8月上旬 総合型スポーツクラブ（フラット etc） 

しいの森ボランティア公園整備 寺の本堂で夏休み子供たちが宿泊で宿題を

行なっている 共同の場所の草取りや清掃 
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［B班 ワーク結果②］ 

 
 

［B班 発表内容］ 

 共通して多い活動としては、子どもの見守り活動である。これは、市内 5 地区全てで行

っていると思う。また、総合型地域スポーツクラブも 5 地区全てにある。それから、子ど

ものスポーツクラブ、サッカー、野球、バレーボールなどもある。ほかに、夏まつり、シ

ニアクラブ、公共場所の除草作業など行っており、神社・寺は氏子や檀家によって清掃さ

れている。 

 ユニークな活動としては、コミュニティカフェがあり、高齢者を対象として自宅を開放

してお茶を提供している。また、認知症カフェ（きみさんち）もある。しいのもりの整備

ボランティアの活動も特色がある。 

 

B班メンバー 根本委員、岡田委員、池田委員、島村委員、小島委員、安田委員、井口委員 

       （発表者） 
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［C班 ワーク結果①］ 

 
 

見出し 付箋内容 見出し 付箋内容 

草 市内一斉清掃 祭 地域コミュニティ 祭り 

コミュニティ 公園の草刈 地域振興、観光のための祭り

（公園まつり etc） 

※年々盛大になってきている 

地域の自主的な草刈り 

子 ・サッカークラブ ・少年野球 

・バレーボールクラブ 

・合気道 ・空手 ・ダンス 

・水泳（臨スポ、ガウランド） 

コミュニティ 神楽ばやし保存 

・SJO ・袖響 

・袖ケ浦音楽協会 

地域においての子どもクラブ － ・消防団 ・防犯 ・交通安全 

協働の取り組み 

名幸が丘子そだてサロン 

青少年相談員 

民生委員児童委員 

老 協働 サロンはなぶさ － 協働事業 

市の補助金事業の実態調査 コミュニティ シニアクラブ

（市の連合会には未加入） コミュニティ活動 出前講座 

協働 NPO法人たけのこ 

いきいきサポート ・外出支援 

・家事援助 ・交流会 
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［C班 ワーク結果②］ 

 

 

［C班 発表内容］ 

 共通して多い活動ということで、一番多いのは共同作業である。一斉清掃や地域の草刈

りなど、環境整備を主な目的にすることが圧倒的に多い。 

 二番目は、地域コミュニティが高齢化する中、高齢者や子どもに対するサービスなどを

自治会中心に行っていることが多い。 

 三番目は、地域役員、消防や防犯や交通安全協会などに地域から代表者を出している。

これは大きな意味で協働ではないかと考えている。 

 ユニークな取り組みとしては、袖ケ浦市が制度として持っている協働事業に対する補助

金制度である。この制度で助けられたり、励まされたりしている人たちが多いということ

であるので、ユニークということで取り上げた。 

 

C班メンバー 天羽委員、山田委員、竹元委員、佐藤委員、田中委員、三浦委員 

            （発表者） 
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［質疑応答・意見交換］ 

○ A 班で出た「農村環境保全会」について補足すると、農業委員をやっていた人が耕作放

棄地を活用するようになった例がある。市の環境美化の表彰を受けていたように思う。

（岡田委員） 

⇒ 国県が補助金を出して行っている。（二宮委員） 

○ A 班で出た「社会教育連絡協議会」であるが、大人のスポーツ、子どものスポーツ、子

ども会などによる協議会があるのは、確か袖ケ浦市だけではないか。補助金が 1,200 万

円くらい出ていて、それをとりまとめて、互いに交流をしている。（二宮委員） 

○ B 班で出た「しいのもりボランティア」というのは、どんな人がどんな形でやっている

のか。 

⇒ 市の環境管理課と市民有志とで行っている。すでに 7年くらい経っている。椎の森工業

団地の 2期目の土地を県から市に払い下げて、そこを公園化して、ビオトープや田んぼ、

散策路を作ったりしている。（岡田委員） 

⇒ イノシシがいっぱい出て、たまに獲れたら、料理してくれるそうだ。（吉岡委員） 

⇒ 見学会のときはシシ鍋が振る舞われるという話だ。（岡田委員） 

○ A 班でスポーツが非常に盛んということが出たが、総合型地域スポーツクラブを市内 5

地区全てで進めているからというのもある。（二宮委員） 

○ 農村環境保全に関連して、国道 410号線沿いに、通称・三箇堰という場所があり、田ん

ぼと池だったのを埋めて、アジサイ、桜を植えている。（井口委員） 

○ 公民館を利用したサークル活動は袖ケ浦市の特徴であるはずだが、各班の発表の中には

出てきていない。（岡田委員） 

○ ちょっと気になったのは、A 班の話し合いの中では、海側と山側とで違いがある、とい

う話が出たが、他班ではどうだったか。（青木委員） 

⇒ はっきりとは出なかった。（B班、C班） 

⇒ 山の奥の方は、公民館に行こうと思っても行けない。身近な拠点である部落の集会所を

使って、サロンや百歳体操をすることになる。（竹元委員） 

⇒ 予想外な印象もあるが、裏を返すと、海側と山側で差が出ないように、市の政策で対策

が打たれてきたのかもしれないと感じた。（青木委員） 

 

（４）質疑応答・その他 

○ ここで話しているような、協働とは何か、ボランティアとは何か、ということを市役所

の職員はわかっているのだろうか。あるところでは、草刈りをしていると「ああ、あれ

はボランティアだから、水一杯もいらないんだよ」という言い方をされたことがある。

「皆さん大切な時間を使って、ご苦労様ですね」という一言がほしい。そうでないと、

誰もボランティアをやる人がいなくなる。（竹元委員） 

閉会（午後３時１５分） 


