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第１回 習志野市市民協働推進委員会 会議の概要

1 会議名 第1回 習志野市市民協働推進委員会

2 開催日時 平成2５年５月２８日（火） 午後１時から２時３０分

3 開催場所 サンロード津田沼 6階特別会議室

4 出席者

委 員：鎌田委員（委員長）、江澤委員（副委員長）、

石津谷委員、井上委員、上野委員、杉山委員、

牧野委員、和田委員

市 側：小川市民経済部長、大矢市民経済部次長

花澤協働まちづくり課長

[事務局]協働まちづくり課 北澤係長 酒主主任主事

傍聴者 なし

5
議題及び

会議の概要

１．委嘱状交付

２．市長あいさつ

３．委員・職員紹介

４．委員長及び副委員長の選出

５．会議録署名委員の指名

６．議題

（１）市民参加型補助金審査委員の指名について

（２）市民参加型補助金の審査について

（３）市民活動団体支援の施策について

（４）その他

【会議の概要】

１．委嘱状交付

各委員へ市長から委嘱状を交付

２．市長あいさつ

みなさんこんにちは。委員の皆さまには、新たに２カ年間、

市民協働推進委員会の委員をお引き受けいただきありがとう

ございます。また、新しく入られました牧野委員におかれま

しては、専門知識を有することはもとより、市民活動団体を

支援・サポートする団体ということで、心から期待を申し上

げます。そして栢委員におかれましては、市民活動団体、特

に子ども関係の団体の代表ということで、新たに委員として

加わっていただきました。どうぞよろしくお願い申しあげま

す。

昨今、さまざまな多様なニーズに対応しなければいけない

という時代のなかで、ボランティア活動、市民活動を行財政

改革、特に財政改革の一環でのみとらえるのではなく、これ

から先、限りある資源を有効に活用していくということに対
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してみんなで分かち合って考えていこうというのが市民協働

の本心ということだと思っております。習志野市というのは

非常にコンパクトなまちで、人口密度でいうと県内で３番目

に高いまちです。このコンパクトなまちで結束力という形で

発揮できるのが習志野市の魅力です。ここで皆さんに結束を

していただいて、非常に実りある成果がでれば、間違いなく

習志野市民はいろいろな面で豊かな生活を送ることができる

と確信をしております。

今後の皆様の活躍、活動にご期待申し上げまして、わたく

しのご挨拶とさせていただきます。どうぞ２年間よろしくお

願い申し上げます。

３．委員・職員紹介

各委員が自己紹介、市民経済部長が職員紹介。

４．委員長及び副委員長の選出

委員の互選にて、委員長に鎌田委員、副委員長に江澤委員を

選出

５．会議録署名委員の指名

名簿順で石津谷委員と井上委員を指名。

６．議題

（１）市民参加型補助金審査委員の指名について

委員長

議題（１）市民参加型補助金審査委員の指名についてです

が、資料３にございます「市民参加型補助金審査委員会設置

要領」第３条第１項の規定により、市民協働推進委員会の委

員長が指名することとなっております。よって、市職員を除

きました、８名の委員の皆さまにお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。

委員：異議なし。

（２）市民参加型補助金の審査について

委員長

次に、議題（２）市民参加型補助金の審査について事務局

より説明をお願いします。

事務局

資料④～⑨について説明。

委員長

ありがとうございました。只今の説明につきまして、何か

ご意見・ご質問はございませんか。



第 1回市民協働推進委員会 会議の概要

3

A委員

審査は当日の公開プレゼンテーションのときに点数をつけ

て、審査委員の合計した点数をもとに、上から順番に決めて

いくのでしょうか。協議というのはあるのでしょうか。

協働まちづくり課長

審査委員の採点のうち、最高点と最低点を除いた平均をも

って得点としています。この得点が高い事業から採択してい

きます。また、過去にはございませんが不適格な部分が見つ

かりましたら、審査委員会に諮って決定することとなります。

B委員

採択事業が５件と少ないように思われますがいかがでしょ

うか。

協働まちづくり課長

市民参加型補助金は、他の補助金を削減したものが原資と

なって始まったものですから、審査基準が厳しかったという

面はございます。その後も審査基準を下げるのではなく、市

も事前に事業の相談を受けながら団体自体のレベルを上げて

いただく方向で取り組んでいるところです。

（３）市民活動団体支援の施策について

委員長

次に、議題（３）市民活動団体支援の施策について事務局

より説明をお願いします。

事務局

資料⑩、⑪について事務局より説明。

委員長

いかがでしょうか。何かご意見・ご質問はございませんか？

C委員

団体が今何に一番困っているかというと人材が足りないと

いうのがほとんどで、人材のところをどういう風に育ててい

くか。カレッジなどで勉強したことをどう地域に活かしてい

ただくか。そこのところを考えていかないといけない。

D委員

市民カレッジの卒業生からは、行政として手が届かない部

分、出来かねている問題があればそれを出してほしいという

話を聞く。



第 1回市民協働推進委員会 会議の概要

4

協働まちづくり課長

行政の業務とボランティアのマッチングを試みたときにう

まくいかないこともございます。行政は必ず業務を遂行しな

ければいけないという責任がございます。ですので、団体と

しての責任ある組織と組織で契約を結ぶなどしないと上手く

いかないこともございます。

行政としてもボランティアやNPOは行政の下請けではな

いという認識をしっかり持って、さまざまな課題に対して皆

さんのご意見を伺いながら、直接的でも間接的でも切り口を

変えて事業を試みることで、行政のかゆいところに手が届く

ような活動展開が図れるよう取り組んでいきたいと思いま

す。

（４）その他

次に議題（４）その他について、事務局なにかありますで

しょうか。

事務局

特にありません。

委員長

それでは、これで本日の議題はすべて終了いたしました。

委員の皆さん長い時間、ご苦労様でした。

6 問合せ先
所管課名：協働まちづくり課

電話番号：047（453）9337
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第２回 習志野市市民協働推進委員会 会議の概要

1 会議名 第２回 習志野市市民協働推進委員会

2 開催日時 平成2５年１１月１８日（月） 午前１０時から正午

3 開催場所 サンロード津田沼 6階特別会議室

4 出席者

委 員：鎌田委員（委員長）、江澤委員（副委員長）、

石津谷委員、井上委員、上野委員、杉山委員、

牧野委員、山田委員、和田委員

事務局：花澤協働まちづくり課長、北澤係長、酒主主任主事

傍聴者 なし

5
議題及び

会議の概要

１．委員長あいさつ

２．会議録署名委員の指名

３．議題

（１）市民参加型補助金採択事業及び市民協働推進事業の

中間報告について

（２）市民協働推進委員会の取り組みについて

（３）その他

【会議の概要】

１．委員長あいさつ

今日はご審議いただきたい中身が盛りだくさんですので、

その時に意見交換ができればと思います。

２．会議録署名委員の指名

名簿順で上野委員と杉山委員を指名。

３．議題

委員長

それでは、議題に入っていきたいと思います。

本日の議題について、わかりやすく言うと習志野市の今の

まちづくり会議の仕組みがあったり、市民参加型補助金の仕

組みがあったり、習志野市らしい取り組みの芽が出てきてい

る。そういう芽を行政だけではなくて、特に市民協働推進委

員の皆さんもエンジンになって、一緒に推進していこうとい

うことです。

行政側をチェックするという仕組みじゃなくて、一緒にや

っていこうという仕組みづくりを本日は中心議題にしていこ

うと思います。

それでは、（１）市民参加型補助金採択事業及び市民協働推

進事業の中間報告について、事務局よりご説明をお願いしま

す。
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事務局

事務局より資料１～３に基づき説明。

Ａ委員

ハミングフォーラム習志野さん、地域の中で防災・避難所

ノートをどのように普及していったらよいか、というところ

で、社会福祉協議会に来ていただきまして、まず支部の中の

人たちの災害に備えるための考え方の１つとして、各支部に

ノートをご提供いただきました。また、今後、災害ボランテ

ィアセンター立ち上げ訓練を２月９日に予定しておりまし

て、災害に関わる団体にも避難所ノートを配らせていただく

ということ、また、既存の登録団体の方たちにも、災害が起

きた時にぜひ支援者の１人として活動していただきたいとい

う意味を込めて、この防災・避難所ノートを配る予定で動い

ています。

委員長

ブロック子供会としての役割というか、新しいモデルとし

て、今後の成長というのはどうですか。

Ｂ委員

習志野市子ども会育成会連絡協議会というところがありま

して、かつて子ども会がたくさん参加していた団体があって、

谷津地区は谷津地区でブロックを作ったり、東習地区は東習

地区でブロックを作ったりしてたんですが、あまりにも忙し

いので、協議会を抜けていく子ども会が増えました。しかし、

ブロック子供会という名称だけはずっと引き継いであるの

で、ブロック形式だから特に新しい取り組みということでは

ないです。ただ、協議会を外れても、同じ小学校区の中で、

子ども会が力を合わせて、１つの事業、２つの事業をやって

いくというのは、地域のお母さんたちのつながりになるので

非常によいことだと思います。

事務局

町会やまちづくり会議とは連携はしていないんですか。

Ｂ委員

各子ども会によって違っていまして、町会、自治会が面倒

を見ている子ども会と、例えば、町会、自治会とはまったく

連携していない、子ども会だけが独り歩きしているところも

あります。

事務局

うちの方でボランティア補償制度をやっているのですけれ
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ども、子ども会という名称だけでは適用になるか判断できな

い部分があって、自分たちのお子さんのみの面倒を見ている

場合はボランティア補償制度の対象となりません。ブロック

子供会みたいに、不特定多数のどのお子さんでも参加できま

すよ、というと対象になるんですけど、その辺が町会とかま

ちづくり会議と連携しながら、みんなで面倒みるみたいな、

裾野が広がっていけるサポートができればいいのかなと思い

ます。その辺は今後のテーマになっていくと思います。

Ｃ委員

ポータルサイト「まいぷれ」というのは、「元気３６５」の

ことですか。

事務局

元気３６５ではないです。

Ｃ委員

何団体ぐらい登録しているんですか。

事務局

まいぷれに登録している団体は１５０団体くらいです。そ

のうち自分たちで掲載情報の更新ができる団体は、１０数団

体です。

Ｃ委員

四街道の地域づくりセンターというところでは、フェイス

ブックとかブログとか、団体にとってはただで情報発信でき

るところの支援をやっています。若い人が入ってこないとい

うのは、若い人に届くような広報ツールを使ってなかったり

するわけで、次の世代に伝えるという時に何が必要かという

のは、われわれ自身が考えていかなければと思っているとこ

ろです。

事務局

意外にフェイスブックは、年配の方とか団体さんもイベン

トごとに活用していまして、フェイスブックの影響力って非

常に大きいかなと思います。私どもも、ポータルサイトの運

用だけじゃなくて、フェイスブックの活用も考えさせていた

だきます。

委員長

今日の議題の２番目、「市民協働推進委員会の取り組みにつ

いて」ですけど、要するにこの推進委員会は行政施策の取り

組みをチェックする、アドバイスするだけじゃなくて、実際

につくり上げる母体の一つになるということを目指そうとい
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うことです。そここそが本来の自主的な推進委員の役割だし、

そのメンバーがここには大変揃っているだろうと思います。

最近ハイブリッドのエンジンが盛んですけど、駆動系と電

気系があって、行政が駆動系だとしたら市民は電気系で、ス

イッチが常に入れ替わって、いいところで一緒にシステム、

パワーを発揮するみたいな、そういうような習志野市であり

たいと。協働まちづくり課は、NPO系の支援と、地縁団体と

しての支援を両方やっている。その部分が連結しやすい状況

にあるので、できるだけ、自主運営を含めて、やっていきま

せんか。そういう方向で２番目の議論に移っていきたいと思

います。

事務局

習志野市はもともと、市民の方々との協働ということは昔

からうたわれてきたところですが、市民協働という形で力を

入れていこうと、市民協働推進課を平成20年に立ち上げま

した。今までの行政が主体となっている市民協働というのは、

6年やってきまして、このままでは頭打ちだろうと。どうし

ても行政が主導になってくると、足かせや制約の部分が多い

ですし、上手くいっている部分は上手くいっていますけども、

一緒にやっている市民の方も行政に依存してしまうというよ

うな部分もあります。市民協働をさらに進めていくには、中

心の進めていくエンジンの部分に、市民協働推進委員会の

方々がいろいろなアイデアを出していただきながら、実際に

動く部分というのは行政であったり、基盤のしっかりしてい

る大学であったり、企業だったり、要は、行政の主導のひと

くくりにするのではなくて、そのときそのときの一番いい組

み合わせでやっていけるような基盤を作っていかないと、今

後の市民協働はなかなか進んでいかないと思いましたので、

今回ご提案させていただきました。

Ｄ委員

いまだからということではないと思いますが、団体自体の

存続というのは非常に難しくなってきています。中心でやっ

ている方がいなくなると団体がなくなるというのが当たり前

になっている。あと、若い人たちが引き継がない。そういう

状況になってくると、マネジメントで成功した団体、あとは

失敗した団体というのを学ぶ機会というのがこれから必要じ

ゃないかと思います。

Ｅ委員

普段元気に子育てをしているお母さんたちに対して、もっ

ともっと元気になってもらうための支援というのが必要だな

と思うし、そういう人たちに元気をつけてもらって、いろん

な自助グループみたいなものを作ってもらうとか、そのサポ
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ートをするのが、子育て支援課として大きな役割を負ってい

るのじゃないかなと再認識したところです。子育て支援課が

何をしていったらいいのかなと考えたときに、例えば、子ど

も達を放射線から守るグループを作りたいよとか、保育ボラ

ンティアの団体を立ち上げたいよとかそういった相談をして

くれる人たちが子育て支援課のほうに連絡をくれたときに、

丁寧に対応して、そのグループづくりを支援したりとか、で

きたグループに対して情報提供したり、あるいは、行政の方

では困っているんだけど意見もらえる？ってお願いしたりと

か、そういう相互作用で、活性化を図っていくということを

しないといけないのかなと、つくづくと思っているところで

す。

Ａ委員

私は場所の提供を事務局がすればいいと思うんです。つな

ぎの部分というのは、千葉工大の学生さんですとか、例えば

まちづくりリーダー講座の中で丁寧に養成していくというこ

とをすれば、自分たちでどんどん自主的につながっていくと

思ってます。そういうことを私たちも実践していきたいなと

思いながらお話を伺っています。

Ｂ委員

私もつながるということに関して、場所だけ用意してくれ

ると、あとは自分たちで繋がっていけるというのは本当にそ

うだと思います。あと、マネジメントの話ですが、確かに問

題がありまして、ご高齢の方たちがマネジメントをし、若い

人があまり参加されないというのが確かにあります。それか

ら一代限りという訳じゃないですけど、発足した時のメンバ

ーで衰退するとおわりみたいなところもある。これをどうに

か継続するためには、いろいろ要素はありますけど、お金の

問題が必ず避けて通れないことになってくると思います。や

りがいは皆様に奉仕するだけではなく、自分たちの生計もそ

こから少しは立てていけるような仕組みがあると、若い人が

入ってきます。お金がほしくて入ってくるというわけじゃな

いんですが、目に見えてわかるメリットがないと参加してこ

ないということが感じられるということです。もう１点は、

ボランティアの概念の中に、社会奉仕という概念と、社会貢

献という概念が２つ存在するという風に考えています。社会

貢献というのは、まるまるタダで知識と労力を提供するとい

う考えに落ち着いていないと思うんです。それが混在してい

るのが今だろうなという風に感じますので、そこのところが

上手く整理でき、若い人が参加できる仕組みづくりをしてい

くのがいいんじゃないかと思います。

Ｃ委員
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資金のところでいうと、いまは行政の補助金というのが一

番の大きな資金源になっているわけですが、どこの市町村も

２０年後には、生産人口が２０％減るとかわかっているわけ

で、税収は減るわけで、いまやっている活動がなくていいの

かというとそんなことなくて、資金はどうするのっていった

ときに、「必要だよね」っていう人たちが寄付をして支える。

私たちがつくった公益財団で今年やっているのが７つの事業

を選考して、この人たちに寄付をする「カンパイチャリティ

キャンペーン」というもので、店主の方たちにチャリティメ

ニューを決めてもらって、例えばハイボール１杯３５０円の

うちの２０円は、この７つの団体から選んで寄付をするとい

うのを決めてもらっています。

レストランも居酒屋さんも地域づくりに参加したいんで

す。だけど、その糸口を提供できていないとつくづく思いま

す。いろんな人たちに参加の枠組みを提供してあげないとい

けないと思います。

事務局

今日はテーマに沿っていろいろご意見をいただきまして、

まさに今のお金の話っていうところは、行政では絶対できな

いことです。行政ですと補助金のみですので、規制がかかっ

てしまってなかなか幅広くいかない。いまみたいなご意見を

実際に実現していくと、行政が主体じゃなくて、別のところ

が主体となっていくとなると、またそこの部分でいろんな活

動がでてくる。いままで行政が出せなかった部分をみなさん

のご協力をいただきながら、行政じゃないところで育ててい

っていただけると、今日議題で上げた、お願いしたところが

広がっていくのかなと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。

委員長

今日はいろんな意味で大変有意義な会議ができたと思いま

す。本日はどうもありがとうございました。

6 問合せ先
所管課名：協働まちづくり課

電話番号：047（453）9337
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第３回 習志野市市民協働推進委員会 会議の概要

1 会議名 第３回 習志野市市民協働推進委員会

2 開催日時 平成2６年３月１９日（水） 午前１０時から正午

3 開催場所 サンロード津田沼 ４階会議室

4 出席者

委 員：鎌田委員（委員長）、江澤委員（副委員長）、

石津谷委員、井上委員、上野委員、栢委員、杉山委員、

牧野委員、和田委員

事務局：花澤協働まちづくり課長、北澤係長、酒主主任主事

傍聴者 なし

5
議題及び

会議の概要

１．委員長あいさつ

２．会議録署名委員の指名

３．議題

（１）市民協働推進のための取組みについて

（２）その他

【会議の概要】

１．委員長あいさつ

以前からこの市民協働推進委員会は、委員が意見を言うだ

けでなく、エンジンになりましょうということで色々ご協力

をいただきました。我々委員がエンジン役となって、１つで

も具体的なものが成果として上がればいいのかなと思いま

す。

２．会議録署名委員の指名

名簿順で栢委員と牧野委員を指名。

３．議題

（１）市民協働推進のための取組みについて

委員長

それでは、議題に入っていきたいと思います。

（１）市民協働推進のための取組みのうち、「１．推進体制

の整備」について、事務局よりご説明をお願いします。

事務局

資料１のうち、「（１）推進体制の整備」について説明。

Ａ委員

災害ボランティアセンターの立上げ運営訓練に市もご参加

いただく予定だったんですが、結果的に大雪で中止という形

になってしまいました。昨日、社会福祉協議会の中でも災害



第 3回市民協働推進委員会 会議の概要

2

ボランティアセンターの立上げ訓練の反省会を行いまして、

大雪ですとか大雨ですとか、そうしたときの中止の連絡につ

いて改めて確認をしたところです。

委員長

それでは、（１）市民協働推進のための取組みのうち、「２．

活動拠点の充実」について、事務局よりご説明をお願いしま

す。

事務局

資料１のうち、「（２）活動拠点の充実」について説明。

委員長

数字だけみるとこれが多いのか少ないのか、また、数字だ

けで判断できるものかわかりませんが、実感としていかがで

しょうか。

Ｂ委員

私どもも、いつも市民協働インフォメーションルームを利

用させていただいて助かっています。

知っている方は利用されていると思いますし、知らない方

は知らないままでいらっしゃる。子ども連れの方ですとか、

もっと広くいろんな方が来て下さるようになればいいと思い

ます。

委員長

新規利用者の方っていうのはどんな感じですか。

協働まちづくり課長

常に顔を見られる方もおりますし、新しい方もいらっしゃ

います。ただその新しい方が直接市民活動をしているかは確

認できないんですけど、団体になる前のたまごの状態として、

気軽に集まって話せるというのが第1歩かなと思います。

委員長

団体間の情報発信をこうしたらいいみたいなのはあります

か。

Ｃ委員

団体の中で、他の団体にも参加していらっしゃる方がいる

と思うんですね。そういう方たちから毎月なり、２カ月に１

回なり、スムーズに情報を発信していただくというような仕

組みが団体の中でできるといいかなと思います。ですが、私

の会の中でも、それがうまく言っていない。なかなか上手に

できないのが現実です。
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Ｄ委員

来場者に来ていただいた方の数字はいろいろわかるんです

が、ここの役割で相談対応とかもされていると思うので、市

役所の内部の協働の相談なのか、情報発信のことの相談なの

か、相談内容を全部チェックして記録に残しておくと、市内

の団体の動きだとか、次何を用意したらいいのかというのが

分かると思います。

Ｅ委員

この頃新しい顔というか、今まで見ていなかった方が結構

増えてきてますよね。でも、隣の団体が何の団体かぜんぜん

分からない。例えば今日なら今日、何の団体が使ったという

記録を取っていてもいいのかなと思います。

Ｄ委員

団体の名札を立てるようなものを作っておいて、使う時は

そこから持っていて、自分たちで立てておくと、あそこの団

体にちょっと声をかけようかなみたいなものがでてくるかと

思います。

委員長

それでは、（１）市民協働推進のための取り組みのうち、「３．

市民活動の支援」「４．意識改革・人材育成」について、事務

局よりご説明をお願いします。

事務局

資料１のうち、「（３）市民活動の支援」、「（４）意識改革・

人材育成」について事務局より説明。

Ｆ委員

私が市民カレッジに入ったころは、習志野を知ろうという

こと、と同時に並行して、ボランティアをしよう、という体

制だったので、みんな一生懸命やっていました。卒業後どう

いう活動をしているかというと、12人のうち 8人は、それ

ぞれボランティア活動をしている。個人としてはそれぞれボ

ランティアをしているんですが、団体としてできていない。

協働まちづくり課長

市民カレッジの方がなかなか活動したいんだけど上手くい

かないというのは、何年も前からあります。団体の一番の要

件としまして、同じ課題、ミッションを持っている人が集ま

って活動するとすんなりと上手くいくんですが、市民カレッ

ジのように、皆さん集まってから何かやろうというと難しい。

あと、団体活動で大事なのがマネジメントですね。集まった
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はいいが何をそれぞれやりますかというところができない。

今上手く言っているのが習っ子クラブさんです。あの方たち

は自分たちの特技を上手く活かしている。同じ特技を持った

人で集めて、あなた方に近いところでこんなニーズがありま

すよ、というものを提供してあげるといい案がでてくると思

います。

委員長

それでは、（１）市民協働推進のための取り組みのうち、「５．

市民活動団体等の連携・交流」について、事務局よりご説明

をお願いします。

事務局

資料１のうち、「（５）市民活動団体等の連携・交流」につ

いて事務局より説明。

委員長

全体的な取り組みの方向性を資料１の最後に書いていただ

いておりますが、何か補足ありますか。

協働まちづくり課長

市民協働の取り組みの方向性としましては、「人材の育成」、

「活動への参加」、「活動の支援」の３つを上手くまわしてい

ます。将来的には、「人材の育成」の中に、人材の発掘を入れ

たいと思っています。特技をもっている方が人材バンクとし

て登録していただいて、その方たちが、育成の部分の研修会

をやってもらう。また、受講した方たちと一緒に団体が生ま

れるようなことができればいいのかなと思っています。今の

方向性として、この３つを上手く組み合わせながら取り組み

をしているのが、本日説明させていただいた部分でございま

す。

（２）その他

委員長

それでは、（２）その他について、事務局より何かあります

でしょうか。

事務局

資料２のうち、「平成 25 年度市民参加型補助金実績報告

会・平成26年度制度説明会」について事務局より説明。

委員長

いかがでしょうか。何かご意見・ご質問はございますか？

委員：意見なし。
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委員長

それではこれで終了したいと思います。委員の皆さま、お

疲れ様でした。

6 問合せ先
所管課名：協働まちづくり課

電話番号：047（453）9337


