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平成２８年度第２回千葉県県民活動推進懇談会 開催結果概要 

 

１ 日 時  平成２８年１１月１５日（火） 午後２時～４時 

２ 場 所  ホテルプラザ菜の花３階 菜の花１ 

３ 出席者  鎌田委員（座長）、牧野委員（副座長）、渡辺委員、奥野委員、大野委員、     

文入委員、細矢委員、松田委員、粕谷委員 

                           ※以上９名 

４ 議事の概要 

【議題１】千葉県県民活動推進計画 平成２８年度実施事業の中間報告について 

事務局説明 

  「資料１」により説明。  

質疑応答 

鎌田座長   ご説明いただきましたが、ご質問ご意見等お願いいたします。 

       １つ目の柱から、特に委員の皆様に御参加、御協力いただいた事業で、ご助言

をいただければ。 

大野委員   社会福祉協議会として、やはり市町村における市民祭り等に参加させていただ

き、啓発運動をさせていただいているので、いくらかは浸透しているのかなとい

う感触は得ている。 

鎌田座長   こういう福祉祭りには、若い人はどのくらい出てくるのか。 

大野委員   小さいお子さんからお年寄りまで、市民祭りはいろいろな分野で会場が分かれ

ているので、一概にこの年代層がどの位というのは計っていないが、大勢の方に

参加してもらっているところ。 

文入委員   地元のふれあい広場等に参加しているが、それぞれがにぎやかに、学校や高齢

者、幼稚園、保育園との連携もしているという形。また、小学生・中学生・高校

生が参加するというだけではなくて、担い手の方に回ってボランティアをしてい

る。そういう傾向もかなり出てきている。今後の広まりを楽しみにしている。 

鎌田座長   参加だけではなく担い手側の促進。その辺は事業としてはどうなのか。特に 

１本目の柱の参加促進について、担い手を意識したものは増えてきているのか。 

事務局    ボランティア参加促進事業の中の「２０２０ちばおもてなし隊セカンドステー

ジ」では、大学生のボランティア団体「おりがみ」に全面的に協力していただき、

高校生たちのグループワークの時に、コーディネートをしたり積極的に参加して

いた。高校生たちも成田空港にお見送りに行った時には、選手の方たちと触れ合

ったり、やらされているのではなく、一生懸命参加している感じを受けました。 

鎌田座長   １本目の柱の県民活動への理解や参加の促進、ここは主に若い人に向けたとい

う話だが、例えばＮＰＯの視点ではいかがか。 
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奥野委員   ボランティアに関して最近ではボランティアも多様化していて、プロボノだと

かちょいボラ、有償ボランティア、無償ボランティアなどいろいろ考えられてい

る。ちょいボラとは違うが、特に高齢になってくると世の中の役に立ちたいとい

う気持ちはあり、ボランティア的な事をやりたい。ただし、そういう所に入って

みると、いろんな役割を押しつけられたりするので、責任を取らされるのではな

いか。その辺で引いている人が多い気がする。そういう方が入ってくると力にな

る。今、県でいろいろおこなっているのは初心者、最初の敷居のところだと思う

が、そういう気持ちはあり、やったこともある。だけれども今、引いている人た

ちに何とか関わってもらうために、具体的には私が所属しているＮＰＯもそうだ

が、何か事業をやろうとする時にやはり一番地道なのは、自分たちの身の回りに

いる人たちに一人一人に声をかけるリクルート活動。そういう事が大事なのかな

と感じる。 

牧野委員   若い方たちが地域活動に参画していくという時、とにかく関わるプログラムを

広域化することが一番大事と思っている。具体的には、例えば、今、私は業務で

富里のサポートセンターに行っているが、新しいサポートセンターなので、なか

なかまだメニューを開発するところをお手伝いしている。高校が１つだけあっ

て、高校生にまずは地域を知ってもらうということで、富里のいいところを出し

てもらうというプログラム。これから富里いいねをいっぱい集めて、そこからど

んな地域にしていきたいか。何か用意をしておいて何かをしてもらうよりも、自

分が住んでいる地域で、どんなことができるのかというプログラムを１つおこな

おうとしている。そういう方が主体性、やる気が出るのかなと思っているところ。

さわやか県民プラザのメニューがありますが、どうしても中学生・高校生は、自

分が住んでいるところからあまりにも遠い所のプログラムに参加ができないの

で、そういう意味では、各市町村単位でいろいろなプログラムができればいいな

と思う。 

松田委員   船橋市では、昨年から中学生、高校生、大学生を対象にした夏休みボランティ

ア体験を実施している。今年が２回目で、２５０人以上の応募があり、受け入れ

る団体の方も、施設、市民団体を含めて４０位の団体に受け入れをしていただき、

延べにすると５００人位が参加した。昨年に比べて今回は受入団体も増えて、充

実した内容になったのではと思っている。１つ質問だが、「高校生のボランティ

ア体験講座」の実践発表会で延べ２１５人参加したということで、我々も参加者

の実践発表と交流を行いたいという気持ちはあるが、なかなかまだそこまでいっ

ていない。例えば、実施報告の方法も高校生たちと一緒に作っていったり、そう

いう事ができたらいいと思っている。実践発表がどのような形で行われたのかわ

かるようでしたら、教えていだたきたい。 
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事務局    教育庁で行っている事業ですので、本日のところはここに書かれている範囲で

しか報告を受けておりませんが、後日改めて確認して情報提供させていただきま

す。 

松田委員     こういった学生を対象にしたものは、松戸市、市川市などで既に実践があるの

で、我々もその辺りを参考にしながら、これからもさらに充実したものにしてい

ければと思っている。 

粕谷委員    富里市では牧野委員から御紹介のありましたとおり、サポートセンターができ

て日が浅い中で、牧野委員からアドバイスをいただき、サポートセンターのスタ

ッフであるコーディネーターの育成を図りながら、いろいろな仕掛けをしている

１つに、高校が唯一１校であり、もっと高校生を地域の資源としていろいろなと

ころに参加していただくことによって、学校側の信頼性も上がり、若い方が参加

するという事で、各種事業が盛り上がる事は間違いないという状況。また今年度

実施できればと、いいとこ探しというところで、今、学校と調整をしている。そ

れ以外にも、市民活動フェスタにボランティアで高校生が参加したり、船橋市か

らお話がありましたが、富里市の方でも小学生のボランティア体験を実施してい

る。また、中学生については社会福祉協議会が行っている。そこは連携を取りな

がら行っているのが富里市の実情。県の計画については、いろいろお話をお聞き

した中で、各種事業が順調に進んでいるということで評価できるかなと。こうい

った県の事業の中に、市町村もうまく絡んでいければありがたいなと考えてい

る。 

細矢委員   若い世代を主軸においてということで、すばらしいなと思いながら報告の内容

を聞いていて非常に感じたのは、実は我々経済団体でもそうだが、地域創生とか

地域おこしだとかいろいろな言葉が使われているが、そういうものに向かって何

をすればいいのかということを、常に論議している環境にあるが、実はボランテ

ィア活動、県民活動推進そのものも地域創生と強い関係性を感じて聞いていた。

理由は、最近良くいろいろなところで懇談をしながら感じていたのが、地域は実

は田舎の方、南房総やいわゆる都心部でないところ、銚子や匝瑳郡もそうだが、

そういうところに行けば行くほど地域コミュニティが強いのは、皆さん御承知の

とおりだが、その一方で、小さな経済循環をしている。だた、拡張もしないしす

ぐに衰退もしないが、間違いなく縮小している。なんとなく疲弊しつつあるのに

気付かないでいるということが問題。それを打開するキーマンとしては、今の小

さなお子さんたち、小学生、中学生といったお子さんたちが将来大きくなってく

るまでの間、地域に対する愛情、そういうものを育むことによって、地域を守っ

ているのは自分たちだという概念を作っていくことが重要だということを話し

ていた。当然、我々が目先のところで経済活性化しようとしたところで、実際に
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は我々の年代の人たちがどんなに振り絞ってがんばってみても、新しい市場を拡

大するようなこともなく人口は目減りしていく一方で、あまり明るい材料がない

中でただ１つ言えるのは、子どもたちの教育を地域愛というものに目を向けてい

くことによって、その子どもたちが大人になり、そのお子さんたちが地域に目を

向けることが当たり前になった時に、労働集中型の状態がだんだん地域分散型に

変わって、地域の中で産業が起きる構図になっていく。非常に先の長い話だが。

今、そういう事を考えている。その中で、ボランティアも地域愛をそのまま行動

に移すような。ボランティアというと恐れ多いものかもしれないが、皆で地域で

何かしようよみたいなことが、正に県民活動の推進の意義性なわけですよね。そ

ういうものは、確かに捉え方としては縦割り的に捉えられているが、実績には非

常に連携されているなと感じた。例えば、船橋市で取り組んでいる高校生、大学

生を対象にしたボランティア活動に、５００人程度が参加されたということだ

が、そういう事の延長上にこれからの地域の活性化のヒントがあるのかなと思っ

た。そういう意味では、改めてすごい活動だなと感心していたところ。先程、若

い世代を主軸に置いてということで、年代層別の参加数、若しくは参加割合の把

握が何らかの形で可能であれば、そういうものを統計的にまとめていくことによ

って、将来どういうところをターゲットにして、何に若者が関心を持つのかみた

いなことの分析ができるのではないかと思った。例えば、さわやか県民プラザで

行った実践発表が、延べ２１５人と人数が押さえられるということは、当然、な

んらかの形で人数カウントしているのだから、その人たちがどの位の世代なの

か、参加世代を統計的に捉えることができるのであれば、将来その情報が使える

のではないか。 

事務局    当課の講座については申し込みいただいた場合も、年齢等個人情報を広く取ら

ないようにしているので、そこまでは取っていません。ただし、事業によっては

必要なものは取っています。例えば、エコメッセ等で出店した時には、年代別に

シールを張ってもらって、何歳位の方が多く来ているのか、そういう形のアンケ

ートは取っています。そういうところで、年齢はある程度はわかります。イベン

トは最近、割と高齢の方が少し減って、親子連れが増えてきたのかなというよう

に感じます。 

文入委員   №５の県民活動ＰＲ月間の実施について、進捗状況の中に実施件数が市町村 

１９件、市民活動団体５団体ということだが、市町村には市町村社協も入るとい

う話があったが、市町村はどういう市町村が手を挙げているのか。 

事務局    今年、賛同行事を行う市町村は、千葉市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、

習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市、富里市、南

房総市、匝瑳市、大網白里市、栄町、横芝光町、睦沢町、以上となります。 
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渡辺委員   こういう活動を広めていく、推進していく時に大事なポイントは、どうやって

面的に広がっていくかということと、あとは内容を高めていく、進化させていく

かということが必要になっていく。そういう意味では、受けた人が広げていくよ

うな活動とか、また受けた人が次の段階に進んでいけるような、そんな支援がな

いと深まりも広がりもしていかない。№１４では、事後の活動は調査中というこ

とだが、事後の活動の広がりみたいなところも、配慮して支援していければいい

のかなと。 

鎌田委員   大学側にいて見えるのは、最初の頃は学生が参加して、やらされ感、特に地域

に入っていくと、重たい作業や大変な作業が説明もなく始まってもうこりごりみ

たいなのもある。逆に学生がたくましければ、何でこういうことをやるんですか

と、例えば自分から課題を探し出すような、どんどん深入りしていくというよう

なところもある。それも様々で、ＮＰＯに入っていく場合、牧野委員のＮＰＯの

ところによく学生に手伝いをさせているが、元々の趣旨をしっかり説明してくだ

さっているので入りやすいが、町会、自治会レベルになるとお祭り、神輿を担ぐ

だけ。それ以外の説明があまりなかったというようなことがある。 

       船橋市の話を伺って、私も船橋市の教育委員会の関係のお手伝いをしている

が、コミュニティスクールといって、地域と学校が拠点になって、全部の小学校

をコミュニティスクールにしよう方向はある。やはりそうするといろいろなボラ

ンティアもそうだが、先生の負担感が、先生が思っているだけかもしれないが、

学校側に学校全体のコーディネーターがいて、地域のコーディネーターがいて、

そのコーディネーター同士で話し合ってというのはあるが、先生もいろいろな仕

事や文科省からの新しい仕事が増えてきて、そういう中でさらにいろいろなお願

いが学校に来る。すると、どうしたらいいかという声が聞こえてきて、先生を楽

にしてあげましょう、学校を楽にしてあげましょうという中から少し主体的なも

のが出てくればと思う。その一方で、文科省は大学でもそうだが、アクティブラ

ーニングといって、より実践的な心を育てるような、学ぶ動機を育てるようなこ

とがよくキーワードで出てくるが、ボランティアとかＮＰＯの活動などを、先生

用にこれはこのようにアクティブラーニングに繋がるんだよ、カリキュラムのこ

こを高めるんだよみたいなことをサジェスチョンしてあげると、先生たちは本業

の部分に役立つとか、大学生だったら就職活動にこうやって高まっていくという

ようになっていくと、受け入れの幅が広がるかなという気がする。 

私の所は工学部なので、富里市では三菱の末廣別邸が市に移譲されて、そうい

うのをどうしようかとか、空家の有効活用とか、先日コラボ大賞の中でも出てき

たが、大学生は一般的なボランティアではなくて、学科の特徴だとか専門を出す

とか、そういうのを少し呼び込んだり作り込んだりすると、割と積極的な学生が
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集まるのかなという気がしている。いろいろなボランティアの形態があって、専

門性のある部分のボランティアもある。こんなキーワードが入ったりすると面白

い。 

 鎌田座長   柱の３、市民活動団体等の基盤強化等の支援について、ＮＰＯ側から見ていか

がでしょうか。 

牧野委員   県が主体となって、各地域のサポートセンターで開催するということで、県内

まんべんなくいろいろな講座があって、大変結構なことではないかと思う。また、

講師の選定も私どもでわかるようなことであればということで、推薦したりする

が、やはり基礎の部分と応用編のところは全国でもいろいろな流れがある中で、

応用編のところでは現場の意向も取り入れていただいているので、これからもこ

のやり方でと思う。会計とかマネジメントだけではもう今、ＮＰＯは済まされず、

広報もそうだが、ホームページとかＳＮＳとか狭い中で、専門性を講師陣はお持

ちなので、是非そんな方向性でやっていただければと思う。 

奥野委員   №19のちばコラボ大賞について、市民活動団体が他の団体や行政機関と連携し

ているケース、件数としては少なくはないと思うが、実績の方を見るとだんだん

少なくなっているようだが、これについて県の担当者は、何か原因について思い

当たることがあるのか。 

事務局    以前は県が実施していた連携に関する補助事業の中で、ある程度アドバイザー

のアドバイスを受けながらやってきていたが、今、県の補助事業がなくなり、補

助金やアドバイザーによる支援がなくなったというのが１つあると思います。ま

た、他県のように県営のセンターを持っていれば、そこでいろいろな団体にアド

バイスすることはできると思います。コラボ大賞の案件を見ると、もう少しこの

辺を説明していたり、この辺を工夫していればもっといいものになるのではとい

う案件がすごくあります。応募にあたって団体が相談する場所がないというのも

原因かなと。ネットワーク会議等で、支援センターがいろいろな相談に対応でき

る力を付けていただければ、コラボ大賞の応募も増えるのではないかと思いま

す。 

鎌田座長   コラボ大賞は、私も審査に関わらせていただいて、１つの段階が来ているかな

と思う。単純に連携というレベルでは、各市町村単位で協働事業が進んできてい

るので、私たちも対象になる、エントリーしていいというのはあると思う。実際、

そういうような市町村レベルで頑張っているんだなというのもあった。ただ、実

際、県のモデル的、見本的になるかどうか、そこがつかみにくいこともあって、

今年からは、やはり審査して落とすための事業ではなくて育てるためだというこ

とで、あとこういうところをもう少し育てていただくといいですよみたいな。そ

んなメッセージも伝わるようにしましょうかというような話は出ていた。やは
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り、市町村単位でやっている事業の中で、去年の例は、浦安市で長く市町村の協

働事業の実績を積まれているので、そういう中で育っていく。始めたばかりのと

ころはなかなか育ちにくい。その大元を作ったところは、先程説明のあった県の

モデル事業だった訳ですが、補助事業でなくなった中で、市町村のキラッと光る

ものを探して、そういうものをいい意味で褒めて育てて、あと少し足りないとこ

ろは、ここをもう少し頑張っていただければというところを、一緒に情報として

提供できればというような意見が審査員から出た。 

渡辺委員   私も審査に参加したが、８件は少しさみしいなと思ったが、それに関して数の

検証については、広報なり募集活動を頑張ってもらうしかないと思っている。活

動の推進、コラボして連携して地域を盛り上げていこうという活動は、それを好

事例として参考にしていただいて、そういった活動を自分たちの手元に引いてア

レンジして、自分たちならこうやったらもう少しうまくやっていけるのでは。そ

ういう趣旨だと思っている。そういう意味では、自分たちでやっている活動を応

募していく。ある程度認めてもらいたい、そういうことはあるんでしょうが、そ

れはそれ自体、外野がどうこう言う、アドバイスはもちろんするが、その活動自

体がとても素晴らしいことであると思うので、アドバイスというのはあくまでも

こうだったらどうかというような、そんなところかなと思っている。それがいろ

いろな活動のヒントになればいい。それを自分たちのところの地域性に合った形

で活かしていく。そのためには、やはりうまく取り持つような、コーディネート

していけるものを、自分たちの町の中にあるいいものを、うまく組み合わせて発

信できるようなアイディアが必要なのかなと思う。 

大野委員   先程、文科省の話が出たが、来年児童委員制度ができて70周年ということで、

文科省の方でコミュニテイ事業がなされているが、№42，43の事業はだいたい皆

さん知っていることが多いが、今、生活困窮者自立支援法というのができてから、 

      家庭教育支援や訪問型の子育て支援、子ども食堂の推進、早寝・早起き・朝ごは

んの推進運動等いろいろ言われていることがあるが、こういったことをやってい

るＮＰＯ法人の団体が、千葉県に今現在あるのかどうか教えていただきたい。 

事務局    確かに子ども食堂について、ここのところ認証の相談とか、申請も増えてきて

います。今日の新聞でも、野田で子ども食堂が始まるという記事が載っていまし

た。手元に詳しい資料がなくて申しわけありませんが、子ども食堂をやりたいと

いう申請は、ここのところ増えてきているのは事実です。 

牧野委員   ＮＰＯ法人かどうかは別だが、生活困窮者自立支援法の学習支援のところ、例

えば松戸で言えばＮＰＯが担っていたり、学習支援に取り組んでいるところは市

町村でいうと少ないが、子ども食堂ということでは、今日の午前中、松戸市の補

助金、協働事業の審査会だったが、協働事業も併せて２０件のうち、子どもの居
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場所に関わる提案というのは、やはり４～５件あったので、そういう意味では困

難を抱える子どもに関わる事業というのは、県内各地で盛んに行われている。松

戸は特に、27日に子どもフォーラムといって、子どもの貧困をテーマにした、そ

こに関わっている団体が集まって、もっと深く地域課題を解決しようとしてい

る。そのような取り組みを、県内各地でＮＰＯ、市民活動団体、ボランティアグ

ループが行っている。 

松田委員   船橋市でもＮＰＯではないが、子ども食堂をやりたいという相談が課の方に何

件か来ている。実際に相談を受けてアドバイスしながら、こういう所に相談して

みて下さいという話をしながら、２～３か所始めている。どの位の数があるかわ

からないが、５～６か所で行っているのではないか。ＮＰＯではないところが多

いかなという気がする。 

大野委員   例えば子ども食堂、私の所では問題があって悩んでいるところだが、子ども食

堂を立ち上げましょうということで、いざ始めました。ただそこに、あそこのお

子さんに来てもらいたいと呼びかけをした時、何でうちが対象なのかといって問

題になったことがある。そこのところ、うまく行う方法について何かアドバイス

していただければ。 

牧野委員   子ども食堂という言葉は、私たちは当然、困難を抱えている子ども、土曜日は

食パン１枚なんだという子たちに食事を届けたいというのが、子ども食堂という

認識だが、今、湯浅 誠さんが子ども食堂の分類をしっかりしてくださって、み

んなの食堂というふうにして、地域のコミュニティをきっちり作りながら、例え

ばお隣の、どうみてもちゃんとご飯を食べてないんじゃないかとか、洗濯がされ

てないんじゃないかというお子さんに声をかけて、ターゲットとなるお子さんに

近づいていくというやり方が一般的。富里で今、１２月から始まるのは、やはり

民生委員の方々が良く現状をわかっている。どの子に食事を届けたいか、はっき

りしている。なので、みんな来て下さいとは言わない。その子たち何人かに食事

を届けたい。そういう子ども食堂もある。そういうところは、もうはっきりして

いるので、誰でも来ていいよとは言わない。その子にきっちり、その子が食べら

れるように。取材に行かせていただくことがいくつかあるが、市川では取材はし

てくれるな。子どもたちがやっとご飯を食べられるのに、取材なんかして、あな

たの夕食の時間に取材などしたらいい気はしますかというふうにして断る。それ

は、その子にきっちり食べてもらいたいからという、そういう子ども食堂もある

ので、隠れて公にしない子ども食堂もいくつもある。それはターゲットが決まっ

ている。いろいろなやり方があるかなと思う。 

松田委員   船橋市で今年、提案型の広域活動の応募の中に、学生服を新規に買えない世帯

があるということで、使わなくなった学生服を集めて、クリーニングしてそれを
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廉価で売る。そういうことをやりたいという事業の提案があって、これから審査

にかけるのでどうなるかわからないが、そういった活動も出てきている。 

別の話だが、先程、牧野委員のおっしゃった市民活動団体の基盤強化というこ

とで、サポートセンター等の団体支援のための講座の中で、どういう形で計画さ

れたかわからないが、応用編が今度１１月に船橋市であるということだが、この

辺の計画の仕方、私は把握していなかったがどうなのか。 

事務局    計画しました時に、千葉県内のいろいろな地域で開催したいということがあり

まして、千葉地域、東葛地域、印旛地域など分散して行っているという状況です。 

松田委員   該当する市町村と相談等はされたのか。 

事務局    今回、６回の開催回数を予定いたしまして、最初に共催を希望される市町村を

募りまして、その内３つありましたが、その中にあったところとそれ以外は県が

主催ということで、この船橋市の応用編は県が主催で行っているところです。 

松田委員   ちょうど船橋市でも１１月から１２月にかけて、市民団体向けに助成金の講座

をやることになっていて、重なってしまったので、事前に調整できるとよかった

かなと思う。 

事務局    全ての市町村に共催を募る通知を差し上げていましたので、その際にお申し出

いただければ、当然私どもも把握して調整なり、共催といった形もとれたかと思

います。今後把握の方法も研究させていただきますが、市町村の方でも積極的に

相談、お申し出いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

【議題２】東京２０２０大会に向けたボランティアについて 

【議題３】退職者向けボランティア活動の普及啓発について 

事務局説明 

  「資料３」「資料４」により説明。  

質疑応答 

奥野委員  退職者向けボランティア活動の普及啓発について、各市町村で退職者向けに「お

かえりなさい（何とか）」というようなイベントをかなり始めていると思うが、我

孫子市の場合でいうと、いろいろなボランティア団体がそこにブースを出したり、

社協ももちろんいらっしゃるし、ボランティアや市民活動についての呼び掛けはか

なり行っていると思うが、そういった活動との連携、県がこれから始められるこの

普及啓発とのつながりを教えてください。 

事務局   当課は、一般的な県民全てについてのボランティア活動への普及啓発については

常時行っていまして、積極的にＰＲ月間等で社協や団体からお申し出があれば、チ

ラシ等を提供するということは行っていますが、これについては、その中でも退職

を予定している、これからボランティアデビューするであろう方たちに知っていた
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だくということで、県の職員、市町村の職員、企業に御協力をいただいて、そこの

職員の方に配布していただこうというものです。 

奥野委員  一般住民向け、退職者向けとは少し違うのか。 

事務局   一般の方向けのリーフレットは別にありますが、退職者向けには初めての試み、

取り組みということで、当面、先程御説明したような各団体、職場等を通じて、こ

のようなリーフレットを配布しての普及啓発を考えております。今、教えていただ

きましたような機会も、今後活用を図ったり、あるいは関係団体との連携を深めて、

より広がりを持たせるような取り組みも考えてまいります。 

渡辺委員  退職者向けとある割には、普通だなと。退職者向けだというポイントが見えてこ

ない。一般向けと何が違うかがわからない。 

事務局   まだこれは案の段階で、この場でもそういった御意見をいただいて、可能な限り

反映させてまいりたいと思っています。 

細矢委員  退職して、今、企業は６５歳くらいまで再雇用している流れの中で、とはいえな

かなか今までと同じサイクルで仕事をするのではなく、少し減らす。企業でも取り

組んでいる、全部ではないが。まちづくりとか、自治会の役員をやっているとか、

そういうものに対して企業が率先して手当てを出している。推進している企業もあ

る。これは、実は将来のことを考えてと経営者の方は言っていましたが、将来いき

なり仕事をやめると、ぼけてしまう人が多いらしい。やることがなくなって。そう

いうことを防止する意味で、モチベーションをアップする、企業側にとってはそれ

が目的らしいが、そういうことをやることで、やはり何か地域に関わるとか、自分

が何かに役立っている意識というのがやる気を高める。そういう効果が非常に高い

ということで、若いうちから、順番に来た自治会の班長、そういうものに対して何

かやったらちょっとした金額ですが出しますよという企業が出できている。そうい

う意味ではこういうボランティア活動も、退職をいったんされました。再雇用しま

した。でもその中でそういった活動をしていくということを、今度は企業の中で話

してもらうという活動にもつなげられるので、本当にいいなと思っている。そうい

う意味ではぜひ、我々のところの会議でもまたチラシが回ってきそうなので、そう

いう意味でお伝えしていこうかなと会として思ったところです。強いて言えば、先

程、渡辺委員がお話ししたように、もう少しポイントを入れた方がいいと思った。 

牧野委員  このチラシについて言えば、ボランティア活動を始めるとこんなにいいことがあ

りますよということを書いていただきたい。地域に知り合いが増えるよとか、生き

がい、やりがいが見つかるとか、感謝をされるとか、何か始めたらこんなにいいこ

とがありますよということを前面に押し出したらいいのかなと思う。 

文入委員  県が、ボランティアのお勧めのような形で投げかけるというのはすばらしいこと

だと思う。またお聞きしていると、お近くのボランティアセンター、支援センター、
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社協等に相談してみましょうという投げかけというか、発信だけに考えられるの

で、もう一歩進めて、もしできれば県内の市町村の方では、社協に限らず市町村の

方でもボランティアしませんかみたいな投げかけはしていると思うので、そことの

コラボの形が、大変かもしれないがあればもっといいと思う。例えば松戸だと、ボ

ランティアをやってみたいという人はたくさんいるので、手をたくさん挙げている

が、その中に、県の方たちがこういった形で参加して、県と一緒に皆さんにボラン

ティアを勧めていますよ、もちろん退職者も対象ですというようなことが見えたほ

うがおもしろいかなと思う。実際、企業を退職された方々は、それぞれ専門の力を

持っている方が、ボランティアに入ろうとしている。今度は逆に、今までコツコツ

身の回りのささやかな活動でやってきた人たちと、ギャップが少しずつ生まれてい

る部分もある。例えば環境などは、環境保全を実践するというようなことだが、企

業を卒業した方々は、いろいろなアイディアもあるし、企画力もあるし、いろいろ

な資格を持った方たちが一緒にというような視点で入り込んでくるという部分。そ

うすると、その方たちは何か物足りなさを感じるとか、少しギャップが出てきてい

る面もある。そういうところに県が関わって、こういう場を提供しているというよ

うなことだと、もっと集客力、お誘いが強固になるのでは。 

松田委員  船橋市もちょうど市長の方から、自治会、町会の後継者不足、役員のなり手がい

ないというのが非常に大きな課題。あちこち地域に行くたびにそれを言われる。こ

れは行政として何かできないのかと、市民協働課に話がきまして、自治会を担当す

るところ、社協を担当するところ、社会教育課、市民大学で集まって、後継者対策

プロジェクト、今日の午前中にそんな話をしてきた。やはり今、地域活動の担い手

は、中心は高齢者でしかも７０歳以上の方々が中心。退職者をターゲットにしたも

のが、今、非常に大事。船橋でも退職世代を何とかできないか。例えば、６０歳の

人を取り込む成人式みたいな式で集めて、そこで何か情報提供するとか、そんなこ

ともできないかと考えたりしている。これも１つのアイディアかなと思う。今、奥

野委員から、いろいろなブースを出して行っているという話を伺ったが、そんな情

報がもしあったら教えていただきたい。市が絡んでいたりしますか。 

奥野委員  我孫子市が中心になって、市民活動団体、ボランティア団体、そういったいろい

ろな団体もそれに入って、一緒に行った。もう何回も行っていると思うが、一時ブ

ームになった。おかえりなさい（何とか）というのが。我孫子市だけでなく松戸市

でも行っていた。地域デビューというもの。 

鎌田座長  最近はどうですか。地域デビュー、特にＮＰＯもそうだが、自治会、町会、小さ

い単位だと余計なり手がいなくて、順番というか、１年交代。本当に大変ですよね。

最近は大学にもよく話がきて、自治会、町会を一緒にやってくださいというのが良

くあります。 
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奥野委員  全部、県民活動につながってくると思うが、いわゆる今、地域包括ケアシステム

の理念のもとに、住み慣れた地域で長く過ごしていくために、地域でのちょっとし

た困りごとは地域の住民で助け合って、支え合っていきましょう。そういう仕組み

作りを、全国的に進めていかなければならないという状況だと思う。ところが、意

外と仕組み作りというのが進んでいない。実は、私は我孫子市のＮＰＯだが、隣の

柏市に支店を置いている関係で、今、柏市社協からの委託を受けて仕組み作りに関

わっているが、市町村ごとに住民が助け合いの仕組み作りを進めていかなければな

らないということで、実は柏市のいわゆる仕組み作りが、県内でもそうだが、全国

的にもかなり進んでいるのではないかと思う。今、私が関わっているところは、柏

駅周辺の人口３万人程度の地域だが、そこに月に６～７回行って、そこの地域の自

治会長や民生児童委員、ＮＰＯの関係者、福祉・介護の関係者からお話を聞いてい

る。そこで感じたことは、もうやはり御上に頼るだけではだめだ。自分たちでなん

とかしていかなければならない。共助とか互助の考え方に対しては、もう反対する

方はほとんどいない。ただし、実際にはそういったことを進めている方たちに聞く

と、先程から出ている担い手の問題、高齢化とか後継者の不足ということになる。

そこで、今、自分たちがやっている間はいいが、１０年後にはもう誰もいなくなる

のではないか。ものすごく危機意識を持っている人たちもいれば、町内会に若い人

が入ってこれるような趣味の会のようなものを作って、何とか若い人たちを入れて、

そこで交流を図っていこうといろいろ工夫をしている方もいる。一方で、もう１つ

受け手の側で言うと、やはり自分では何もできないから誰かに手伝ってほしいと思

うのだけれども、意外と多いのは、自分の家に入ってきて欲しくないという方も多

い。例えばゴミ出しにしても、自分の家のゴミを見られるということは、自分の生

活が近所の人にわかってしまう。それは嫌だ。その辺が意外と抵抗がある。ではど

うしたらいいのかということになるが、そういったことで今、いろいろなことを考

えながらやっているが、時代の流れとしてはやはり、共助、互助という仕組み作り

に少しずつ動いているのではないか。 

大野委員  流山市では、昨年、支え合い条例というのができました。そこのところで、各自

治会と連携を持って活動させていただいているわけだが、やはりいい関係づくりが

できて市と自治会との関係ができてよかったと思う反面、やはり個人情報の壁がな

かなか厚いというのがネックで、今それをどうしたらいいかということで悩ませて

います。 

文入委員  松戸の場合といいますか、よく一般の人たちの声では、市の職員が退職したら、

全員がボランティアに関わるような仕組みを作ったらどうかという話もあったりす

るが、実際に松戸市の中にボランティア部というのがあり、聞いているところによ

ると社協が先導したらしく、私があちこちの福祉施設などに行くと、市の職員ある
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いはＯＢの人たちが、いろいろなものを売ったりしているというような場面も結構

あるので、非常にいいことだなと。身近な町会の話になるが、災害が起こった時は

どうしよう、我々は高齢でどうしようもないというような話から、避難所になる小

学校や中学校、特に中学生あたりとは仲良くして、地元の町会、自治会と一緒にな

って災害に対する取り組み、仕組みができるような、そういう方向性に持っていっ

たらどうだろうかというようなことで検討しているところもある。私は社協を中心

にしているが、社協としては、とにかく高齢の方たちにはもっとがんばってもらい

たいし、だけれどもそれと同時に、若い方たちをいかにして社会福祉活動に組み入

れていくか、誘い込むかということを悩み検討しているところ。 

渡辺委員  私の住んでいるところも、自治会の役員のなり手がなく持ち回り制でやっている。

そういう形にしろ、いやいやながらも参加していくことが、地域の中での人間作り

が大事だと。いやいやでも結構面白いこともあったりして。人間関係ができていく

ことが楽しい面もあるなと。先程の退職した人のボランティアということで、会社

を通してボランティアを募集して、果たして募集があるのか疑問。会社からではな

く地域から、地域の人づくりのために募集していく。そんな方向性の方が入りやす

いのでは。 

粕谷委員  自治会の方も担当している立場で、今、お話があったとおり、比較的団地の関係

はまとまって動けるのかなと。ただ、昔ながらの古村と交わっているところは、な

かなかネットワークが進みづらい。皆さんの頭では理解はしていただけているが、

いざという時に、やはり役員になりたくないというような考えがあるのをどうしよ

うかと、日々悩んでいる。 

松田委員  船橋市は今ちょうど、今年度、船橋市市民協働推進協議会という協議会を設置し

て、８年前に市民協働の指針を作っていたが、その改定をしようということで、協

議会を今、行っている。改定をした後、市民協働の推進計画まで作って、その後評

価までしていくようなことを考えている。その指針の改定の中で、いろんな他市で

の協働の条例や指針があると思うが、どうも個人的には、協働という部分だけピッ

クアップされすぎて、協働がお互いが同じ立場で、同じ目的を持ってというところ

で協働だけピックアップされて、自助と公助の間の共助の部分が協働なんだよみた

いなところで、いわゆる自助の部分がやはり大切。自助があるからこそ、市民の自

発的な活動があるからこそ共助や協働が生まれてくる。その市民活動の部分もピッ

クアップした、そういうものにしたいなと思っている。先程の後継者づくりもそう

だが、細矢委員の言われたように、いかに地元愛、船橋愛をもっている人が増える

か。それが協働の推進、市民活動の推進だったり、後継者づくりに一番大切なこと

なんだと感じている。 

細矢委員  退職された方がボランティア活動。それを会社の命令で行くわけではないだろう
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から、こういうのがあるからどうという話なんでしょうが、個人的な価値観でいう

と、ボランティア活動というのと地域活動というのは、今ここで論議しているのは

同じ様なイメージだが、受ける印象は違う。ボランティアというと、何か困ってい

る方がいて、自分が何かできることを何かしてあげよう的な発想。地域活動はそう

じゃなくて、あなたを助けるけどあなたも私を助けてみたいな。先程話した地域活

動も、地域の活性化を作りだす根幹にあるものがそこだろうと思っていてすごく大

事だが、ボランティア活動ではなくて、お互いにやれることはやろうよ的な感覚。

最近よくこの話をするが、例えば経済活動をしている我々が、行政の人とか政治家

の人と話すときに、行政に得意な部分と民間が得意な部分はそれぞれあるのだから、

お互い目的を持って、やるべきことは別だよねと話をする。やれることはやろう。

だから僕らは、例えばこういう部分で事業化としてはこういうことができるが、行

政としてはこういうことを得意としているからこういうところをやってねみたいな

ことと同じで、このチラシを見ながら、「始めませんか地域活動」の方がしっくりく

るなと思った。何故かというと、ボランティアとなると差がある。受ける側と供給

する側みたいな。でも、地域活動というと、僕の得意なことをするからあなたも得

意なことをやってね。お互いにそれで地域が上手くいったね。大事なのはコミュニ

ティが作られて、私も現役で仕事をしている割には地域に知り合いが多いが、めず

らしいですよ。地域の中を見ていると、現役で仕事をしている人をあまり知らない

ので。そういう知り合いを作っていくこと。先程、渡辺委員がお話ししていたとお

り、いやいやでも仕方なくても、回ってきた順番だからやるしかないけど、やった

らこういうことに関わらざるを得ないのだということに気付く。それの連続性が地

域コミュニティで、あの人待っているみたいだから手伝ってあげようといえるよう

になることが、実は地域活動だと思って、それはボランティアの最初かなと。そう

いうことを地域の中で作り出していくのは、何も大上段で構えてやることではない

し、「相談してみましょう」で相談するときに、ボランティアセンターを探して行く

かなと思う。それだったら自治会の役員に、やれることはないのか聞けるコミュニ

ティがあったら一番いいと実は思っていたりする。そういう意味で、我々が構え過

ぎているのかもしれない。ただし、オリパラみたいのは本当にボランティア。これ

は意味合いが違う部分があって、地域活動とイベントのボランティア。少し意味合

いが違うので別に分けないといけないが、我々が地域の中でやるべきことは、正に

地域ボランティア、地域活動そのもので、そのことをもっと表舞台に出していくと、

地域コミュニティは自然に発生するのではないか。 

牧野委員  県の施策の３番目にある、民が民を支える仕組みの普及・支援というところで、

平成２３～２４年の民が民を支える仕組み構築モデル事業で作ったのが、ちばのWA

地域づくり基金、公益財団法人になったが、１０年後、２０年後という時に、今、
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市町村で持っている助成金、補助金というのは、必ずそこから切られていきますよ

と申し上げているので、その時に、民間で必要なところにお金を集めて助成をして

いくという将来を見据えた取り組みです。 

鎌田座長  今日は中間報告ということですが、それぞれの事業で進捗管理をして実施目標を

達成すること自体、大変だと思う。そういう中で１つ１つ積み上げていく部分も大

事だが、今日の懇談会で皆さんの御意見を改めて伺うと、１つ１つに構え過ぎない

で少し広いところで、それぞれの現場は進化している部分がある。そこをもう一回、

たまにはリラックスして少し振り返って、常に全体を見回す。特に県民活動には必

要かなと。ぜひ緩やかに、全体をたまにはゆっくり見る時間があったらいいなと考

えた。 


