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１ 開催日時  平成２８年１１月１１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 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 松井 恭子 

委 員 二宮 義文 委 員 玉井 まゆみ 

委 員 島村 佳伸   

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 井口 清一郎 

 

５ 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   

 

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 

・ 協働のまちづくりフォーラム、協働のまちづくり意見交換会の報告 

・ 情報提供 市内外の協働のまちづくりのしくみ・取り組み例 

・ ワ ー ク 協働の推進、地域コミュニティ活動の活性化のためにあるとよ

いしくみは？ 

・ 質疑応答・その他 

 

８ 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 3 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。 

・ 前回から今回までの 3 ヵ月間に、協働のまちづくりフォーラム・意見交換会を行った。

第 3 回でたたき台をもとに議論し、これまでの議論をまとめたのが、資料 1-3「袖ケ浦

市の協働のまちづくりの現状（特徴・問題点）と今後のあり方」であり、これをもとに

フォーラム・意見交換会でも説明を行った。 

・ 今回は、これまで整理してきた協働のまちづくりの現状や今後のあり方に対し、解決策

としての「しくみ」「制度」を検討する回となる。 

・ もっとも、これまでのフォーラム・意見交換会で出された意見からは、「地域コミュニ

ティの今後のあり方」をどう描くかが協働のまちづくり推進条例のポイントになると考

えられる。この点については、もう少し議論が必要なところなので、次回の「まちづく

りにおける市民、区・自治会等各種団体、NPO・ボランティア団体、事業者の役割や市の

責務」を検討する際に、あらためて取り上げたい。 

 

（２）協働のまちづくりフォーラム、協働のまちづくり意見交換会の報告 

 事務局より、資料 1-1「実施結果」をもとに、協働のまちづくりフォーラム・意見交換会

について報告があった。 

・ フォーラムと 2回の意見交換会の参加者の合計は 121名であり、これは委員を含む人数

となっている。参加者は、自治会役員が多かった。 

・ 主な意見は、以下の通りである。 ＊会場ごとに記載する。 

［協働のまちづくりフォーラム 9月 25日（日）長浦おかのうえ図書館］ 

－ 自分の地域ではうまく回っているので、条例をつくる理由が見えない。具体的な不具合

があって条例をつくるのか。 

－ 制度化することでよい方向に進むのか。条例のイメージがわからない。 

－ 最近は、地縁が機能しなくなってきている。 

－ 自治会の後継者を育てるにも、話し合いの場としての集会施設がないことがネックにな

っている。 

－ NPO法人が行う公益事業への税制面の支援が必要である。 

［協働のまちづくり意見交換会 10月 21日（金）市民会館］ 

－ 市民検討会議や意見交換会への若い人の参加が少ないが、少子化に対する意見が出てこ

ないのではないか。 

－ 自治会未加入者の意見をどう取り上げるのか。 
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－ 若い人たちへの情報発信として、広報紙、ホームページ、回覧等だけでなく SNSを利用

してはどうか。 

－ 地域の集会の場などに出向くのはどうか。 

－ 若い人たちは共働き世帯が多く、子どももスポーツ、習い事などで忙しい。50～60歳代

がつなぎとしてがんばる必要がある。 

－ 時間的に余裕があるのは高齢者であり、高齢者の活用が地域の活性化につながる。 

－ 子どもたちのサッカーや野球チームも、広い目で見てコミュニティとして考えてはどうか。 

－ 若い人が自治会に加入しないのは、自治会費にも大きな問題があるのではないか。 

－ 団体間の連携については、行政が旗振り役になることも必要ではないか。 

－ 団体と行政の協働については、役割分担を明確にする必要がある。 

－ 協働事業提案制度の使い勝手を改善してほしい。 

［協働のまちづくり意見交換会 10月 26日（水）平川公民館］ 

－ 総枠的にはわかるが、具体的にはどんな条例になるのか。 

－ 地域コミュニティに参加するには、メリットが必要ではないか。 

－ 若い人が地域コミュニティに参加することを魅力に感じるような工夫が必要である。 

－ 災害時の共助の重要性から条例の検討を進めるのが、具体性があってわかりやすい。 

－ 若い世代は共働き世帯が多く忙しいので、高齢者が地域コミュニティを引っ張っていく

必要がある。 

－ 地区で補助金を受けて再配分するというのは、市でやるべき仕事を地区で分けるだけに

ならないか。 

－ 協働は、行政の下請け的になっているのではないか。 

－ 平岡地区では若い人たちが集まって、自分たちで地域活性化の取り組みを行っている。 

・ 各会場でのアンケートに記載された意見はかなりたくさんあるので、分類だけ紹介する。 

 ①「市民の地域コミュニティへの参加」の方策 

住民意識への働きかけや動機付け、活動場所や機会の提供、NPO・ボランティア団体

等への参加の方策、区・自治会等への参加の方策 

 ②「地域コミュニティ内の連携」の方策 

団体間の連携の仕組みづくり、団体間の連携の方策 

 ③「地域コミュニティと行政の協働」の方策 

地域コミュニティと行政の役割分担、協働の意識づくり、地域コミュニティと行政の

情報交換・情報提供、活動場所や支援制度等の確保、行政の役割等 

 ④その他のご意見・ご感想など 

交流場所や機会等の確保、担い手やリーダー等の育成、市民への条例や協働等の周知、

条例づくりの方向性等 
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・ まとめると、全体的には、「市民の地域コミュニティへの参加」についての意見が多か

った。若い人たち、新しい人たちの参加の機会を増やすこと、高齢者の積極的な活用を

増やすことが課題であるが、意見交換会の場では具体的な方策まで出てくるのは難しい。

「地域コミュニティ内の連携」については、現状でもできているが、市にも関わってほ

しい、指導してほしいという意見、「地域コミュニティと行政の協働」については、協働

に対する理解の促進、市の下請けにならないようにする必要があるとの意見が聞かれた。 

 

 ファシリテーターより、資料 1-2 をもとに、11 月 1 日（火）に実施した、市役所の管理

職対象の市民協働研修について報告するとともに、協働のまちづくりフォーラム・意見交

換会について総括した。 

・ 管理職対象の市民協働研修の中で、「協働のまちづくりを推進する方策のアイデア」に

ついて出されたものを記載している。短い時間ではあるが少人数のワークを行い、班ご

とに短めにまとめて発表したのを、板書したものである。 

・ フォーラムや意見交換会から見えたのは、人口の少子高齢化や経済の低成長のもと、共

働きが主流になり、子どもも塾や習い事で忙しくなる中で、地域コミュニティの中核だ

った区・自治会、子ども会も変化せざるを得ない、ということである。ただ、意見交換

会の短い時間で、具体的にどうしたらよいかまで示すのは難しい。そこで、市民検討会

議で、継続的に検討する中で、方策についてより深めることができるとよい。 

・ 「地域コミュニティの今後のあり方」をどうするかが、協働のまちづくり推進条例の核

心のテーマであるといえる。どんな人が地域コミュニティを必要としているかと考えた

とき、従来は子ども、子育て家庭であったが、現在は高齢者が中心となりつつある。地

域コミュニティの担い手という意味でもそうである。フォーラム・意見交換会で出てい

る意見をよく読んでいただき、「地域コミュニティの今後のあり方」を次回検討したい。 

 

（３）情報提供 市内外の協働のまちづくりのしくみ・取り組み例 

 事務局より、資料 2-1 をもとに、袖ケ浦市の協働のまちづくりの現行のしくみ（制度）

について説明があった。 

・ 「協働のまちづくりの主なしくみ（制度）」を、図の  1 「市民の地域コミュニティへの

参加」のためのしくみ、  2 「地域コミュニティ内の連携」のためのしくみ、  3 「地域

コミュニティと行政の協働」のためのしくみ、で分類しているが、複数にまたがるもの

もあり、目安ととらえてほしい。 

■市民と行政の情報共有など 

〇わがまちのようすがわかる予算説明会 

  毎年 5 月に公民館を会場にして、市の予算や事業、情勢や分野ごとの取り組み状況に

ついて、市長が図やグラフを使用しながらわかりやすく説明する。 

〇市民と市長のふれあいトーク 
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  概ね 5 人以上の団体やグループを対象に、市政やまちづくりについて、直接、市長と

意見交換する。 

〇職員出前講座 

  市の職員が講師として地域に出かけ、市民が知りたいこと聞きたいことを説明する。 

10人以上の団体を対象としている。 

〇シティプロモーション・市政の見える化推進 

  今年度から始めたもので、袖ケ浦市の魅力を発信して知ってもらい、関心や興味を抱い

てもらって、定住促進等につなげる。市外への情報発信と合わせて、市政の見える化を市

民に対しても行っている。市ホームページに、「市政の見える化特設サイト」を設けた。 

■地域コミュニティ・市民活動の活性化など 

〇市民活動情報サイト「ガウラ・ナビ」 

  市内で活動する市民活動団体・ボランティア団体等の活動内容やイベント情報、会員

やボランティアの募集を掲載できる。概ね 60団体程度の利用で推移している。 

〇協働事業提案制度 

  団体等が有する長所や柔軟な発想を生かした提案を募集するもので、市がテーマを設

定する「テーマ設定型」と、地域の課題などを団体等が自由に設定する「自由提案型」

がある。公益的な事業で、協働することで効果または効率性が高まる事業が対象である。 

  お互いの役割分担などは、団体等と市の間で協議する。補助限度額は 50万円で、補助

対象経費の 3 分の 2 を補助する。また、新設団体等を対象に、補助対象経費が 5 万円以

下の事業について、市が全額負担する制度も、今年度から始まった。 

  採択にあたっては、協働事業提案制度審査委員会で審査を行う。 

  平成 28 年度の欄に記載されている 2 事業は、5 万円以下の新設団体であり、今後の審

査委員会で一般の採択事業分が増える見込みである。 

〇地域活性化推進事業補助金 

  平成 27年度に行った、市民ふれあい夏まつりの見直しに合わせ、地域の横のつながり

の強化を目的に創設した。 

  市内 5 地区の地区自治連絡会を対象に、地域の課題解決やイベント等を開催するため

の活動組織等を立ち上げる場合の経費、または、イベント等を開催するための経費の一

部を補助するものである。 

  1 地区あたり 40 万円であり、組織結成と課題解決の場合は全額、イベントの場合は 3

分の 2補助を行う。 

  平成 27年度は 1地区、28年度はすでに 4地区が利用している。 

〇区等集会施設補助金 

  自治会活動の拠点となる集会施設の建設・修繕等に対して支援するものである。 

 補助限度額は原則なしで、補助率は 2分の 1。 

  平成 26年度、27年度とも、一定数の利用がある。 
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■人材の育成など 

〇まちづくり講座（基礎講座） 

  市の部門ごとに市政がどのようになっているかを、市職員が講師となって講座を行う。 

〇まちづくり講座（ステップアップ講座） 

  今年度から始めたもので、地域のリーダーとして活動する人材を育成するものである。 

〇協働に関する手引き 

  協働を進めていくために、平成 27年度に作成した。市ホームページでも公開している。 

・ ほかに、「各分野における協働のまちづくり」も 140 事業くらいが行われており、高齢

者支援、子育て支援、環境保全・美化、防犯・防災など、代表的なものを参考欄にピッ

クアップした。 

 

 ファシリテーターより、資料 2-2 をもとに、他自治体の協働のまちづくりのしくみとし

て、「まちづくり協議会」について説明があった。 

・ 事務局からの説明にあったように、袖ケ浦市ではすでに制度化されているしくみも多い。 

協働のまちづくり推進条例をつくる意味の 1 つは、これまで取り組んできたしくみを条

例に位置づけて、根拠を与えることだというのが、他自治体の事例からも見えてくる。 

・ そこで、今回は、まだ袖ケ浦市で取り組まれていないしくみとして、「まちづくり協議

会」について説明する。ファシリテーターが支援している事例などを紹介する。 

・ また、「まちづくり協議会」は、協働のまちづくりフォーラムの講師である名和田是彦・

法政大学教授の専門分野でもあり、フォーラムに欠席した委員も学習できるように、千

葉県自治研修センター発行の『クリエイティブ房総』に掲載された「地域コミュニティ

の再生と行政の役割」という論文を、教授の許可を得て配付する。 

事例 1 東京都町田市 「地区協議会」 

  町田市では、町内会・自治会加入率が 5割を切りそうになっている危機感から、「協働

による地域社会づくり」推進計画（平成 24年）により、地域コミュニティ維持のための

方策として「地区協議会」を位置づけた。 

  町内会・自治会連合会の地区連合会の単位である 10 地区ごとに設置され、9 地区で設

置済みである。地域活動室の設置、地域予算の交付（年額上限 100万円）、地区を担当す

る職員の配置などで、市が支援を行っている。 

  町田第二地区協議会では、町内会・自治会連合会、青少年健全育成地区委員会（袖ケ

浦市の地区住民会議に相当するもの）、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、高齢

者支援センター（地域包括支援センター）、小・中・高校、消防団が構成員となっている。 

  事業の三本柱として、登下校時の見守りを行う「子どもの見守り」、高齢者支援センタ

ーが旗振り役となり地域包括ケアシステムへの対応を図る「高齢者の見守り」、また、「防

災防犯」に取り組んでいる。 
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  「防災」では、防災対策検討会議と称してワークショップによる検討を重ねている。「各

団体でどんな防災の取り組みをしているか」を付箋に書いて地図上に貼り出す形で情報

交換を行ったところ、学校避難所の開設訓練はしているが内容が現実的なものになって

いないのではないか、熊本地震のような事態に遭ったとき対応できないのではないか、

との問題意識が共有された。 

  そこで、今月、東日本大震災の避難所運営の経験者から話を聞くことを研修第 1 弾と

して行うことになっている。1 団体で学びの場を設けるのは限界があるので、協議会と

してみんなで学べる研修の機会を設けることを行っている。 

事例 2 千葉県我孫子市 「地域会議」 

  我孫子市のコミュニティ施策は、昭和 62年にまちづくり協議会の設立と近隣センター

の整備を行ったことに始まる。ただし、時間が経つにつれ、まちづくり協議会は、地域

団体の連合体としての顔がなくなり、近隣センターを運営する 1団体になってしまった。 

  そこで、仕切り直しをして、地域コミュニティ活性化基本方針（平成 25 年）で、「地

域会議」を位置づけた。まちづくり協議会は地域会議の事務局を務めている。また、地

域会議事務局費補助金、地域活動費などの市からの支援がある。 

  久寺家（くじけ）地区地域会議では、「高齢者の生活について」「多世代間交流」など

に取り組んでいる。子どもたちの夏休みの宿題や自由研究のための教室を、地域住民が

協力して開催している。 

事例 3 千葉県習志野市 「まちづくり会議」 

  習志野市のコミュニティ施策は、昭和 43 年の職員の地域担当制、昭和 46 年の地域会

議に始まり、平成 4年に「まちづくり会議」「地域担当制職員」として強化した。 

  習志野市の特徴は、「まちづくり会議」と「地域担当制職員」がセットになっているこ

とで、部長級と現業職を除く職員すべてがいずれかの地区を担当している。 

  また、環境、福祉、防犯といった自主活動のほかに、地域の要望をとりまとめて、市

に予算要望を伝える「まちづくり予算会議」の役割があるのも特徴である。 

事例 4 千葉県佐倉市 「地域まちづくり協議会」 

  佐倉市の「地域まちづくり協議会」は、市民協働の推進に関する条例（平成 19年施行）

による制度で、小学校区単位で設置され、市によって認証される。 

  地域まちづくり協議会が提案した事業への交付金として、地域まちづくり事業があり、

平成 28年度は、現在設置されている 13協議会のすべてで取り組まれている。 

  条例に基づく「地域まちづくり協議会」は、平成 28年 4月施行の茂原市まちづくり条

例でも導入されるなど、他自治体にも広がっている。 
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（４）ワーク 協働の推進、地域コミュニティの活性化のためにあるとよいしくみは？ 

 ファシリテーターより、資料 3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 

 袖ケ浦市の「協働のまちづくり」の現状の課題を克服し、今後のあり方を実現するた

めのしくみ（制度）のアイデアを出し合う。 

■ワークの進め方 

(1) しくみを考える前提として、各自で下記を A4用紙に書き出す。 

 □ 地域コミュニティ（あなたの活動）を必要としている人は誰か？ 

 □ その人に対する地域コミュニティ（あなたの活動）の役割は何か？ 

 □ その役割を果たすためにあるとよいことは何か？（どんな人に活動に参加してほし

いか、どんな団体と連携したいか、行政とどう協働したいか？） 

 ⇒ A4用紙に書き出した内容を、班の中で紹介し合う。 

(2) 「市民の地域コミュニティへの参加」「地域コミュニティ内の連携」「地域コミュニテ

ィと行政の協働」について、しくみのアイデアをサインペンで黄の付箋に書き出す。 

(3) 順番に付箋の内容を紹介しながら、ワークシートの該当箇所に貼り出す。一通り紹

介し終えたら、話し合って、付箋を増やす。 

(4) 班で話し合ったことを、全体の場で発表する。 

(5) 全体で意見交換を行う。 

 

［発表］ ＊貼り出した付箋をもとに、1人 1分ずつで全員が発表した。 

      ワーク結果の写真と付箋内容は 12～14ページを参照。 

岡田委員 地域コミュニティへの参加のしくみが一番大事である。全員が参加できるよう

に、隣組を充実させる。主に新住民が入りやすいように、情報の共有として地元

の歴史、坂戸市場だと水戸黄門の記録があるのでお知らせする。小学校の PTAと

子ども会を連動させる。 

天羽委員 日常のあいさつの必要性を訴えたい。知らない人に声をかけられたら、子ども

に逃げるように教えているので、あいさつしないでほしいという事例が出る世情

なので、あいさつによるふれあいを大事にしたい。 

二宮委員 外出支援の規制緩和をしてほしい。平川いきいきサポートで、市外の病院に行

きたいと思ってもダメなのが現状である。 

玉井委員 多くの人にいろいろな情報が周知されるように、学校から配られる手紙や広報

紙によって、情報が伝わるようにできるとよい。 

佐藤委員 目的別に部分的にコラボできるようなしくみがあるとよい。高齢者の見守りが

ボランティアに任されていると聞いて驚いた。責任はもてるのか、人によって差

が出てもよいのかなど、しくみによってサポートできるとよい。 
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池田委員 防犯指導員として高齢者や子どもの見守りを市との協力でやっており、いろい

ろな人に伝えられたらということで、女性部員による「リリーズ」でお茶を飲み

ながら経験談などを話す活動をしている。 

田中委員 子ども会の活動をしているが、各種団体との調整を図らないと、子どもの取り

合いになっていて、行事に参加してもらえない。地域で子どもが笑顔で遊べるこ

とが大事である。昔はよその子も見守ってくれていたが、現在は希薄になってお

り、地域で見守る環境を整えたい。 

湯浅委員 蔵波台の自治連絡協議会の会長として、自治会加入率を上げるために、加入し

やすいしくみづくりをしたい。行政のバックアップも必要である。 

根本委員 代宿の子ども会を復活させ、会長をしている。5、6 年前に家がたくさん建ち、

新住民が多くなったので、子どもに地域で体験させる、親のネットワークをつく

ることを目的として復活させた。子ども会に入らない人が多い理由は、役員をや

りたくない、習い事と行事がぶつかる、などがあるので、3 つの方針を立てた。

役員を強要せず有志で役員をやる、行事への参加は自由、会費は無料にして区か

ら出す、である。 

竹元委員 高齢者、子ども、障害者みんなが一緒になって楽しめるような場所をつくって

いきたい。 

松井委員 いつでも行けて、いつでも話ができる子育て支援の場を、なるべく便利なとこ

ろにつくってほしい。子どもを遊ばせるだけでなく、お母さんたちも話をして学

べるようなところをつくっていけるとよい。 

三浦委員 自治会などの役員をやるためのアメとムチが必要である。市民会館の 2 階が空

いているので、常時のオープンスペースを設け、プロモーションビデオを流した

り、景観の入選写真を展示したりするなどしてきれいにし、職員が常駐している

状況をつくるとよい。 

吉岡委員 草ぼうぼうになっている公園をきれいにして、子どもの遊べる場所を整えよう

としている。20 代から 40 代が集まれるしくみをつくらないといけない。飲み会

ができるような大きなホールができるとよい。 

山田委員 市民皆タブレット配布にして、小学校 3 年生になったら全員に渡す。自治会費

をゼロにして、加入していても何もしなくてもよい権利を認める。井戸端会議の

中心になるような井戸づくり、例えば楽しいイベントをやる。 

島村委員 自分自身が青少年相談員やスポレクをやったことで地域コミュニティに参加で

きるようになったので、大きな役目でなくてもよいので、1 人に 1 つ役目を与え

られるとよい。 

小林委員 コミュニティ内の連携を図るために、頭を決める。つまり、協議会をつくって、

その傘下に各団体が収まる。行政との協働については、協働事業の補助制度の審

査員を 2年務めたが、佐倉市のような形で、このしくみを拡充するのが早い。 
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安田委員 地域コミュニティへの参加としては、規模の大小はあるが、楽しいイベントが

あると入りやすい。以前、子育て支援ネットワーク会議に出ていたが、参加人数

や運営の仕方など課題が共通しており、子育てをテーマにした協議会ができると

よい、との話が出ていたが、そこまで進められずにいた。テーマごとの協議会づ

くりが進むとよい。その大きくなったのが、まちづくり協議会だと思う。難しい

と思うが必要である。 

小島委員 声をかけて、顔が見えて、互いに知っているような、自然に集まれるような場

があるとよい。行政の人も知っているという意味では、習志野市のような地域担

当の職員がいるとよい。 

 

［意見交換・質疑応答］ 

〇 子どものため、高齢者のため、という意見は多く出るが、その間の世代が抜けていると

感じた。（佐藤委員） 

〇 地域コミュニティを誰が必要としているかと考えたとき、行動範囲が狭い人、つまり子

ども、子育て家庭、そして、高齢者が中心になる。PTA などが終わると何もなくなるの

で、1 人 1 役などあるとよいのでは、という考えもある。逆に、地域を必要としていな

いのなら関わらなくてもよい、との考えもあるだろう。（ファシリテーター） 

〇 協働のまちづくり推進条例が必要とされる背景の説明のうち、少子高齢化はわかるが、

地方分権がどのように関係しているのかを、いま一度確認したい。（吉岡委員） 

〇 自助・共助・公助といったとき、公助を担うのが行政だが、行政にも国や県や市のレベ

ルがあり、できるだけ住民に近いところで行政をやろうというのが地方分権である。一

方で、少子高齢化が進んでおり、国にせよ地方にせよ行政の財源が厳しくなっている。

そのため、地方分権を進めようにも公助には限りがあるので、共助も必要という考えが

出てきた。しかし、長い間、地域コミュニティをメンテナンスしてこなかったので、共

助をあてにしようにも弱っており、どう地域コミュニティを再生していくかが課題とな

っている。（ファシリテーター） 

〇 根本委員の子ども会の取り組みを聞いて、自治会についても、やる人がいれば役員はそ

ういった人に任せ、なりたくない人は役員にならなくてもよい、行事もできるときに参

加すればよい、会費もタダにして、いつでもだれでも参加できる仕組みとするのが大事

だとあらためて思った。（岡田委員） 

〇 今日は、自治会費をゼロにする、役につくことを強要しない、といったアイデアが出て

いるがどうか。（ファシリテーター） 

〇 賛成だが、難しいのではないか。（複数の委員） 

〇 組織率 60％である自治会が地域を代表することはできない。自治会費は、ある意味「税

金」なので、払う人、払わない人がいるというのは不平等になる。その意味でも、会費

をタダにして、全員が参加しましょうとすれば、自治体内分権が実現できるのではない
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か。（山田委員） 

〇 いまの地域に 46 年住んでいるが、最初の頃は、入らないと村八分だよ、という強制力

があったが、最近は自由になり、自由な人と昔ながらの人が共存していて、どうやって

いくかは難しいが、山田委員の意見の方向性には賛成である。（二宮委員） 

〇 自分から進んでやるのがボランティアの本来の意味だが、イヤイヤやらされるものにな

っているのが実態で、自治会や PTA、子ども会などに関わりたくない人が増えている。

イベントを楽しくするなど、魅力的な活動をすることで、参加することが楽しくなる工

夫をする必要がある、といったことが方向性になるだろうか。（ファシリテーター） 

〇 役員をやらなくてよい、お金も払わなくてよい、となった場合でも、活動が存続するた

めには、活動をつくる人が必要で、そういった人が居続けるしくみは必要になる。関わ

りたいときだけ関わるボランティアだけだと、責任もとれなくなる。（佐藤委員） 

〇 会費はタダ、役は回って来ないとなっても、ボランティアは率先垂範だと思うので、進

んでやる人が出てきて、それなりの責任をもつようになる。3 軒だけならみんなでやる

が、100軒になると神輿にぶら下がる人が出てくるといった具合である。（二宮委員） 

〇 協働のまちづくり推進条例は、まちづくりにおける市民の役割、区・自治会の役割など、

それぞれがどう役割を果たしていくと、みんなが地域に関わるまちづくりになるのか、

ということであるので、今日のような話が根本のところになる。 

  いまの話を聞いていて、私の住む大田区で、一度 PTA がなくなった学校があったのを

思い出した。ただ、それではマズいと考えた人たちが PTA を立ち上げ直したという事例

である。義務を外すと自発的な人たちが出てきて、つくり直すということである。 

  今日は、自治会や子ども会のあり方などを中心に話が進んだが、条例に定めるしくみ

としては、自主的な団体である自治会などのあり方までは手を突っ込めない部分がある。

ただし、行政として、自治会の情報交換の場を設ける、協議会を設けるといったことは、

しくみとして行えることだといえる。（ファシリテーター） 

〇 個々の団体で苦労しているような、参加者をどう集めるか、組織をどう継続するか、担

い手をどう探すのかなど、情報交換することでヒントを得られたのではないか。地域へ

の参加について自主性をどうくみ取っていくのか、情報共有や方向づけを行う場として

協議会のような場づくりを欲していることが見えてきたのが、印象に残った。（青木委員） 

〇 次回は、これまで検討してきた内容を、条例の形にあてはめるとどうなるか、について

も話し合う。意見交換会でも、他自治体の条例をもっと研究してはどうか、との意見も

あったが、他の条例に影響されてしまうのはよくないと思い、これまでは触れてこなか

った。図の 1、2、3 にも共通する「地域コミュニティ」のあり方をどう位置付けるかが

条例の根本になるので、今日の話の延長で深めていけるとよい。（ファシリテーター） 

 

午後３時４５分閉会 
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［A班 ワーク結果］ 

 
 

付箋内容 

参加のしくみ 情報の共有化（共通の話題）地元の歴史など 

しくみ 旧住民より新住民が入りやすいように 

しくみ 隣組のように全員参加できる 

子供が笑顔が見える地域 

各団体との連携 

しくみ 子供会を小学校 PTAと連動させる 

子供の参加による親の参加 

２ 各種団体がコラボして人の集まる催し物をするしくみ 部分的にコラボする 

日常のあいさつ等のふれあい活動 

高齢者（独居者）訪問等の定期的実施、報告等（事故防止） 

ボランティアに任せすぎ 

外出支援の規制緩和 

個人情報が… 

各地区の登下校見守り活動と好事例 

多くの人たちへお知らせ 学校や広報紙などで 

子供の見守りやりたい人バンク 
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［B班 ワーク結果］ 

 
 

付箋内容 

子ども会に加入しやすくするために 

・役員を強要しない ・行事への参加は自由 ・会費は無料 

自治会に入り易い仕組づくり 

①アメとムチ 

老人と子育てしている方々が一緒に行ける所 

子育て支援の場をつくる いつでも行ける、話ができる 

“食”の場 イベント プログラム 

情報交流のしくみ ・プロモーションビデオ ・SNS 

①常設オープンスペース 運営「公設民営」 

“地域コーディネーター”が必要 ヒト 
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［C班 ワーク結果］ 

 
 

付箋内容 

・自治会費を０（ゼロ）にする。 ・自治会に加入していても何もしなくてもよい。 

①20～40代の人々が集まれる仕組み 

①地域全体があつまれるイベント仕組み 

参加 イベント 

１．イベント 

①声かけ、ピーアール（目的、内容などわかるもの）をして、行事や活動の参加をうながす 

①井戸端会議 

①人を集めて動く時 無償→有償 集まりやすい、動きやすい 

１．1人に 1つだけでいいので、地域での役をあたえる 

一人一役 一人一役でよい、やれる事を少し 

②信頼しあうこと 

連携 同じテーマの団体の集まり 

②関係団体をまとめた「協議会」を作る 

②井戸端の井戸をつくる 

②大型の飲み会の出来る場所 

②飲み会 カラオケの会 

②どんど焼、BBQ会、...会などの活動を計画 

市民皆タブレット配布 

③現行の協働事業補助制度を充実、活用 

③職員の担当制（地域） 

③地域担当職員 

③自治会の権限を強くする制度 

③自治体内分権 

公民館－コミセンへ 

有償ボランティアの活用  


