
市 民 懇 談 会 概 要 
 

 

１ 日 時  平成１９年１１月１６日（木） 19 時 00 分～21 時 15 分 

 

２ 場 所  佐原中央公民館 大会議室 

 

３ 参加者  ２５人 

 

４ 市職員  宇井市長、久保木総務部長、菅井企画財政部長、根本健康福祉部長、 
（事務局）佐藤課長、寺島班長、高安、小出、小林、菅生 

 

５ 概 要 

（１）開会 

（２）市長あいさつ 

（３）職員紹介 

（４）懇談 

  【コーディネーター】 『虹の会』会長代行の 林 三和子 様 
  【パネラー】     西岡 敏明 様 

本田 弘 様 
谷本 智信 様 
林 優子 様 

（コーディネーター：林） 

先月の 10 月 18 日に小見川区の方で市民懇談会がありました。その終了後に、11
月の市民懇談会でコーディネーターをお願いされまして、テーマや内容も分からない

まま引き受けてしまいました。コーディネーターをしたことがないので、どのように

進めていいか不安ではありますが、お引き受けしたからには一生懸命努めさせていた

だきますので、どうぞ皆様ご協力の程よろしくお願いいたします。 
それでははじめに、パネラーの皆さんに、現在行っている活動内容を簡単に紹介し

ていただきながら自己紹介をお願いしたいと思います。 
 

（パネラー：西岡） 

 私は、昭和 12 年 11 月生まれで間もなく満 70 歳になります。大坂生まれ、大坂育

ちで、昭和 45 年に鹿島に転勤になり、46 年に小見川に家を建て、それから 36 年にな

りますので、人生の半分以上を小見川で過ごしています。 

 平成 9年に定年退職し、今日に至っておりますが、趣味はスポーツです。会社勤め

の頃はソフトボールを一生懸命やりまして、平成 3年には茨城県の代表で石川国体に

出て第 3位に入りました。このようにスポーツ大好き人間です。 

 ボランティアに関しては、やはり子供は日本の宝だということで、児童が登校する

日には、雨も風も関係なく、ふれあいパトロールということで子供さんを見送ってお

ります。交通安全とともに、あいさつ運動をしております。最近では 9割以上の子供

からハイタッチをしてくれます。子供から元気をもらっております。 

 その他、組織的なボランティアをしております。一人暮らしの高齢者の色んな諸行

事に参加させていただいております。高齢者の福祉についても行っております。 



そういったことに触れながら、皆さんと討論してまいりたいと思っておりますので、 

宜しくお願いします。 

 

（パネラー：谷本） 

私も前の方と同じように別の地から参りました。10 代は岡山、20 代は神戸、30 代

半ばで会社の都合でこちらに転勤してまいりました。 

私のボランティアの歴史は、20 代後半位から始まり現在に至っておりますが、全て

子供関係です。スポーツ少年団、子供会、わんぱく教室、現在は小見川北地区にあり

ます北小学校で「子供の居場所プラン」、これは国が制定したものですが、それを地

域のおじさん、おばさんと一緒になって、子供たちの居場所づくりをしております。

また、組織的なものとして、子供会と社会教育委員をやらせていただいております。 

そういったことで、これまで頑張ってきましたが、私の信念は、やはりボランティ

アといえども、一つの目標をもって頑張ることを念頭においております。 

 

（パネラー：本田） 

 私は、昭和 15 年生まれで 67 歳になりますが、現在仕事はしておりません。 

 現在しているボランティアは４つほどありまして、1 つは、厚生園という救護施設

で個人ボランティアをしています。その内容としては、車椅子を使うリフトカー車の

運転をしまして、病院の送迎と病院内の付き添い、運動会など色んな行事のお手伝い

をしています。 

 2 つ目が、大利根旭出福祉園というところ、これは知的障害者の厚生施設ですが、そこの

オンブズマンをしております。その内容は、利用者と話しをして要望を聞くとか、施設に何

か不備な点があれば改善をお願いするというような仕事をしています。 

 3 つ目は、社会福祉協議会に所属しておりまして、色んな所からボランティアの依

頼がきます。その依頼に対して自分のできる範囲でお手伝いをしています。例えば、

施設での散歩の手伝いや、老健おみがわでの入浴などの手伝い、色んな行事でのお手

伝いなどをしています。 

 4 つ目は、傾聴ボランティアというものがありまして、現在男性 2 人の傾聴ボラン

ティアをしております。 

 

（パネラー：林） 

 私は、第二の人生はボランティアというように決めまして、ボランティア活動歴 24

年になります。初めたのは 51 歳のときからでございます。 

 そのボランティアの内容としましては、読書や言葉、それを大事にすることによっ

て、豊かな心が育ち、たくましく生きる人間が育っていく。そういうことを私の一つ

の理想として、そのために何か自分の力でお手伝いできることがあればと考えました。 

具体的には、まず、佐原中央図書館でのお話会を現在に至るまでずっと続けており

ます。それから、私は自分の家に図書館を作りました。これは、香取の自分の地域の

親子が育たなくてはと思い、思い切って図書館を作りました。そこでは親子読書、小

学校や保育所の児童などに本を読んでいただいたりしています。また、親御さんやお

ばあちゃん達にもお出でいただいて、私も一緒に楽しませていただいております。 

 それから香取小学校へは、平成 5年から毎年 6日間、お話会にいっております。本

の読み聞かせや昔話の流れなど、そういうことをずっと続けております。 

 東庄町に「たんぽぽの会」というのがありまして、実は平成 5年に東庄町のお母さ

ん方とご一緒になるご縁がありまして、「どうですか。ボランティアをしませんか。」



と言いましたら、「アドバイスしていただけるのならやります。」ということで、私の

図書館で研修をしながら、東庄町でボランティア活動をされています。 

 また、4 年前になりますが、私一人で幾ら頑張っても限界がございますので、沢山

の方々にお手伝いをしていただきたいと思い、「絵本の会」を立ち上げました。現在、

27 人の人達で活動しております。保育所や高齢者の所へ行ったりしております。 

 

（コーディネーター：林） 

 有難うございました。それぞれ地域の中で必要に応じてボランティアをなさる方、

仕事を終えられ退職された後、関連したボランティアということで活動されている方

もいらっしゃいました。 

 それでは、私も自己紹介をさせていただきます。 

私は、「虹の」というボランティアグループに所属しております。やはり、福祉協

議会の事業等のお手伝いや、福祉施設で資格がなくても出来るボランティアなどもし

ております。また、先ほど本田さんから出ました救護施設でのボランティアもしてお

ります。 

障害者の方も含めまして、ボランティアをしていて様々な方と出会うことができま

した。そして、色々なことを学ばせていただき、また情報も得ることができました。

私の人生の中で、ボランティアを通じて学んだことは、人生の宝だなと思っておりま

す。 

 

市長と教育長については、皆さんよくご存知ですので、自己紹介は省かせていただ

きます。 
それでは、これから意見交換に入らせていただきます。 
本日のテーマなんですが、「人生第二章のすごし方と“社会奉仕活動”」についてとい

うことです。段階の世代の方々がこれから迎えられる人生第二章の過ごし方というこ

とで、ボランティア或いは社会奉仕活動に貴重な尽力を注いで欲しいという気持ちか

ら、皆さんと一緒に、これからお話し合いをしていきたいと思います。 
それでは、パネラーの皆さんに、それぞれお持ちの考えをお聞きかせ願いたいと思

います。どんなきっかけで、現在の活動をなさるようになったのか。そのときのお考

えをお聞きしたいと思います。 
それからもう一つ、自分の活動するグループの中に団塊の世代の方がいらっしゃる

か、或いは個人で活動されている仲間に、団塊の世代の方がいらっしゃるかというこ

とをお聞きしたいと思います。 
 

（パネラー：西岡） 

 まず、「ふれあいパトロール」のきっかけは、既に 5 年程前から 3 人の方が始めて

おりまして、それを見て私も元気な間に何かお手伝いできることがあればと、最初は

ごく簡単な気持ちで仲間に加わりました。ところが、先程申し上げたとおり、病み付

きになりまして、用事があって休んだりすると、子供さんの方から「おじちゃん昨日

いなかってね。」という声が掛かるようになり、これではと思い今日まで 4 年間続け

ております。 

 奉仕活動につきましては、やりたいけど誰にいったらいいのか、何処にいったらい

いのか、と戸惑う方もおりますので、後ほど話題になると思いますが、こういったボ

ランティア対する疑問を持った方々が沢山おられますので、こういう方々のマンパワ



ーを導き出して、香取市なり地元の活力に活かしていただけたらと感じています。 

 

（パネラー：本田） 

ボランティアを始めたきっかけは単純でして、定年退職した後、何もしておりませ

んでしたから、このままでは認知症にでもなるんじゃないかと考えたことと、少しは

社会に恩返ししたい、という 2つの気持ちからボランティアを始めました。 

団塊の世代との付き合いといいますか、それはあまりないです。女性の場合は、ボ

ランティアとか、サークル活動での付き合いはありますが、男性の場合は、地区の会

合や行事などの付き合いぐらいで、残念ながらありません。 

これからは、男性がもっともっと外に出て欲しいなという気持ちは持っております。 

 

（パネラー：谷本） 

 先程もお話しましたとおり、北地区の「いきいきわかごい広場」という「子供の居

場所プラン」をやっております。 

 また、スポーツ少年団や子供会など、県の方へ出てやっておりますが、やはり年を

とってきますと、そちらの方面よりも地元で何か出来ないかなということで、居場所

プランをやっております。 

私は社会教育委員もやっておりましたので、そういう話があり、それに乗っかった

というのではなくて、学校ボランティアをされている方が多くいましたので、そのボ

ランティアの方と一緒になって、北地区の居場所プランを立ち上げました。 

 今、仲良くやっておりますが、実際には半分は我々のミーティングの時間をとって、

その後、子供達と一緒に遊んで、色々と社会勉強のようなことをしています。 

 私たちの時代の目上に対しての言葉使いといったことや、社会の通例というものが、

なかなか分からない子供が沢山いますから、そういったことを学んでいくとか、皆で

遊びながら、話し合いながら、子供達と一緒になってやっております。やはり、年を

とってくると、一番馴染みのある地元で、何かできることをやりたいと考えました。 

 どこかにボランティアの基本ということが書かれていましたが、やなり、やりたい

時にやれる、出来ることやる、ということが大切だと思います。私はそれを基本に、

これまで活動してきました。また、今いる北地区の「いきいきわかごい広場」のスタ

ッフの方もそういう考えでおります。 

 

（パネラー：林） 

 私個人で活動していることは省きますが、「絵本の会」を結成するに当たってのこ

とや、それに携わっている人達の話を申し上げます。 

 普通のボランティアとは少し違い、特殊な知識というか、そういうものを備えない

と、このボランティアは出来ないものですから、立ち上げるのに非常に苦労しました。 

 私一人で幾ら頑張っていても駄目だと思い、そこで、教育委員会へお願いしに参り

ました。教育委員会、教育長さんにご理解いただいた訳ですが、そのためには、それ

なりの資料が必要です。私の場合は、幸いマスコミや教育テレビ等で取り上げていた

だいたことや、過去の経歴、目標などを書きいてお願いしました。そうしましたら、

市の方でも実はそういうことをやりたいがお金が無い、どうしたらいいか悩んでいた

ところだということで、是非お願いしたいというお話をいただき、私も大変うれしか

ったのです。しかし、それだけでは活動するのは大変だと思いまして、社会福祉協議

会にもお願いに行き、色々ご相談申し上げましたところ、支援いたしましょうといっ



ていただきました。そんなこんなで、何とか立ち上げることが出来ました。 

会員の方は、延べ 5，60 人になりますが、最終的には、27 人で、この人員構成とい

いますと 40 歳から 70 歳になります。勿論、団塊の世代の方もいらっしゃいます。男

性が 1人で、あとは全て女性なんです。この中には、香取市ではなくて、茨城県や八

日市場、多古など、他地域からいらっしゃる方が 6人おります。何故かというと、他

地域の方では、そういう勉強をする機会がないそうです。 

 私たち「絵本の会」は、月に 1回、第 3土曜日に 2時間とりまして研修を行ってお

ります。その研修によって、学びながら、保育所や学校、高齢者施設など、色々な所

で活動しております。私たちが目指しているのは、幼児から高齢者まで、皆が本を通

して、豊かな心、人と人との絆、コミュニケーションを深めていこう、そういう世の

中を作りたいという目的のもとに、活動しております。 

 

（コーディネーター：林） 

有難うございました。それでは、宇井市長にもお伺いしたいと思います。 

 

（市長） 

 私自身については、なかなか時間がないため、そういった活動は難しいのですが、

職員についてはどうかと考えてみました。 

 まず、スポーツの分野では、テニスやバレーボール、最近はサッカー、ゴルフなど、

ある程度のグループを作っております。また、自分達だけではなくて、審判をすると

か、例えば、野球の公式の審判や監督をするなど、そういった形でグループを組んで

いるものもあるようです。 

 また、防犯の活動や国際交流の関係なども見受けられますが、皆さんのように福祉

関係のボランティア活動について、はっきりとは把握しておりません。 

 

（コーディネーター：林） 

有難うございました。続いて、関教育長にお伺いしますが、小中学校の場合には、

先生方は部活動で朝早くから夜遅くまで活動されているということで、先生方に関し

ては、ボランティアや社会奉仕活動というのは、別の問題だと思いますが、体育指導

員制度というのがございますが、それはある意味では、自分の特技を活かして、社会

奉仕活動をしているように思われます。また、若い方が多いように思いますが、中に

は団塊の世代の方もいらっしゃるんでしょうか。その辺も併せてお聞きしたいと思い

ます。 

  

（教育長） 

 おっしゃるとおり、学校では、先生方は朝は 6 時頃から来ている方もおりますし、

夜帰るのが 9 時、中には 10 時、11 時という方もおります。いずれにしても、中学校

では、運動部の顧問になると、大変遅くまで、しかも土曜・日曜についても指導して

います。 

体育指導員という制度がございますが、これは、教育委員会の指導の下に、体育指

導員の方にお手伝いいただき、地域のスポーツ活動を活発にさせようと、様々な行事

やら運営を行っていただいております。また、その体育指導員の中には、自主的に子

供達のミニバスケット、野球、剣道など、色々なスポーツで指導をしてくださる方も

おります。年齢については、20 代がいないわけではありませんが、30 代から 60 代、



70 代に手が届く位の方もいますし、団塊の世代の方もいらっしゃいます。 

 また、教育委員会の所掌では、これから新しい形のスポーツクラブなども、文部科

学省の指導の下に作られていきます。それには、地域の老若男女、どんな年代の方で

も、そこに行って、自分の体力に合わせた健康づくり、こういったものが出来るよう

に、そういったためには、やはりボランティアの皆さんのお力をお借りしていかなけ

ればならないと考えております。そのための、様々な人材を確保することや、そうい

うことも考えております。団塊の皆さんの活用についても考えていきたいとおもいま

すが、また後でこの辺についてお話したいと思います。 

 いずれにしても、体育指導員の中には、団塊の世代の皆さんもいますし、また、青

少年相談員というのもあります。これは、お子様が小さい、ちょうど 30 代、40 代の

方がメインですが、中には団塊の世代の方もいらっしゃいます。 

 

（パネラー：林） 

 今、パネラーの皆さんと、市長さん、教育長さんの意見をお聞きしました。 

 パネラーの皆さんの中では、自分の地域で地域に密着した奉仕活動をなさるという

方、或いは社会に恩返しをするんだということでボランティアをされている方、そし

て、ボランティアをするための組織づくりから始められた方、それぞれお話を聞きま

した。 

 それでは、今日参加の皆さんにお聞きしますが、パネラーの皆さんのお話に関して

でも結構です。ご意見がありましたらどうぞご発言をいただきたいと思います。 

 

（発言がない状況） 

 

 何か自分達も、こういうきっかけでボランティアを始められたというお話しがあり

ましたら、是非ご発言をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（   ） 

 今日、このような場へ伺ったのは初めてで、市民懇談会というタイトルどおりの気

持ちで来ましたが、このようなテーブル席ではなく、むしろ後ろに席が並べてあって、

そこへ座るのかと思っていました。こんな立派なところへ座りドキドキしています。 

 その中で、人生第二章の過ごし方と社会奉仕活動、まさに私の年代です。今日聞い

ていると、皆さん健康な方で、健常者の人生第二章の過ごし方と社会奉仕活動という

ことで置き換えて聞いています。私は身体障害者で、私のような人間でも少しお役に

立てることがあるのかと期待して来ましたが、皆さん立派な方ばかりで、やはり私で

は無理かなと思ってしまいます。特に意見というのはありませんが、初めて参加させ

ていただいて、皆さん素晴しいお考えをもっていらっしゃると感じました。 

 

（コーディネーター：林） 

 今、健常者というお話でしたが、私は病気を沢山抱えています。こうしてお話をし

ていますが、口の中の神経が切れているので、これだけの発音をするのは非常に大変

なんです。だからこそ、皆さんと共にバランティアをやって毎日生かさせていただい

ています。実は平成 4年に電車に乗っていて事故に遭い、死の淵をさまよって、そこ

から生き返った人間なんです。口だけでなく、色々と体全体がおかしいんです。 

それでも、子供の前、皆さんの前に立つと、元気を貰うんです。ボランティアをや



ることによって喜びをいただける。それが生きる力になるんだと思います。 

 

（   ） 

 実は私はパーキンソンなんです。体の中にバッテリーが入っています。私のような

人間でも、何か世の中のために出来るんじゃないかと思って、何かやりたいと思うの

ですが、どうしていいか分からないので、ここに来れば何かヒントが見つかるかと思

ってきました。 

 

（コーディネーター：林） 

 有難うございました。また、他の部分で受け入れの体制作りや環境づくりについて

お話をしたいと思います。 

 それでは、次に入らせていただきます。ボランティア活動をしていて、団塊の世代

の方々との接点はありますかということで、団塊の世代、退職なさった方なども含め

まして皆さんにお話をお聞きしたいと思います。特に林さんは、ご自宅に図書館など

を開かれているので、団塊の世代の方などもいらっしゃるかと思いますが、その辺も

お聞きしたいと思います。 

 

（パネラー：林） 

 私の図書館にお出でになる方は、香取の地域の方々ばかりです。絵本の会には団塊

の世代の方々がいらっしゃいます。 

私が感じることは、団塊の世代の方々で、やはり現職のときから何かを考えていら

した方、そういう方が入ってこられております。例えば、男性で東市から来られる方

がおります。この方は退職してまだ 2，3 年ですが、会社で電気関係の仕事をなさっ

て、全国を歩いてご指導するような仕事をしていたそうです。その方は、本が好きな

んだけど本を読む暇がなかったと、だから本との関わることをやってみたいと思って

いたところ、成田の書店で子供達に本を読み聞かせていた人がいて、それを見て、私

もやってみたいという気持ちになったそうです。女性の中でたった1人の男性ですが、

非常に熱心にやってくださいます。 

 今、私たちは、子供だけでなくて高齢者まで皆が本を読む世界を楽しんで貰いたい

という気持ちをもっていますから、例えば保育所へ行って、おじいちゃん、おばあち

ゃんもご一緒に来ていただきます。普通は親と子の参観日のような形になるわけです

が、それを敢えておじいちゃん、おばあちゃんにお出でいただいています。今、家庭

が崩壊というか、おじいちゃん、おばあちゃんと若い人達との接点が崩れているんで

す。そういう中で、お出でいただいて、お孫さんを膝に乗せて本を読みませんかとい

うことで、図書館から沢山の本をお借りして、ボランティアの私たちが一緒になって

やりましたら、もう凄く喜んでくださって、その後、おじいちゃん、おばあちゃんと

お会いすると、お蔭様で孫が口をきくようになったという嬉しい声をお聞きします。 

 ですから団塊の世代だけではなくて、やはり人と人との絆が切れているときですの

で、何とかそこを結びつけて、良い世の中にしていきたいというのが私たちの気持ち

です。 

 

（パネラー：谷本） 

 北地区の「いきいきわかごい広場」のスタッフには、3 名の団塊の方がいらっしゃ

います。この方たちは、半分パートをやって、仕事の合間をみながらやっています。 



 私は、良く知っている方には確約をとっています。今度退職したときには応援して

くださいというような呼びかけをしております。そうやって人を増やしており、団塊

の人との関わりを持っていますが、実際に踏み切ってボランティアをやろうという方

は少ないですが、既に色々なボランティアなどをされている方は、簡単に入ってこら

れるような気がします。それは、皆さんが異口同音に言われているように、やはり話

をすることが楽しいんです。私もそうですが、昔のことを色々と話し合いながら、今

の世代を風刺してみたり、また、自分の将来をどうするか考えられると思います。 

 やはり、団塊の方にも、そういったところに、まずは足を運んでいただいて、皆さ

んと話をしていく間に、地域で何かやってみたいという気持ちになるんじゃないかと、

私はそういうきっかけも作ってあげたいと思います。ボランティアを一緒に頑張って

いく、一つのきっかけにならないかなと思っております。 

 

（パネラー：本田） 

 私のつたないボランティアの経験からですが、女性の方が非常に多い、特に福祉ボ

ランティアを見ますと、圧倒的に女性の方が多いという中で、男性が少ないという状

況です。 

 団塊の世代に相当する女性の方は、地域との繋がりも強いだと思いますが、皆さん

すんなりとボランティアに入ってきます。ところが男性の場合には、中々入ってこれ

ずに、今年は 1名男性がきましたが、彼の場合も色々迷って、ようやく社協に辿り着

いたという感じで、今もボランティアがどんなものがいいのか探している段階です。 

 そういうことで、何か迷わずにこれるような体制づくり、そういう体制があれば、

もっと皆さんボランティアに参加してくれるんじゃないという気がしています。 

 

（パネラー：西岡） 

 私の話しは少し趣の変わった内容になると思いますが、千葉県に生涯大学校という

のがありますが、ご存知でしょうか。私は今年 3月に福祉課を卒業しました。そこに

は、福祉課と生活科、園芸課、陶芸課という 4つの課がございまして、私は福祉関係

のボランティアをしておりますので福祉課を選びました。先だって、園芸課のＯＢの

方が、西岡さん所に剪定するような植木はないか、近所でもいいからボランティアで

行くよと、こういう話を聞きました。それで一軒ご紹介したんですが、既にあちこち

の一人暮らしの方や高齢者の庭木の剪定をボランティアでやっています。 

 私も 10 名の仲間がいるんですが、銚子の方の施設で実習をしてまいりました。こ

の小見川地区にも、大利根旭出福祉園、厚生園、水都園、小見川老健などがございま

すが、福祉課のＯＢ10 名、資格がなくてもお手伝いできることがあるという経験をし

ておりますので、こういった所でボランティア活動を始めていこうかと考えています。 

年齢でいくと私が 70 歳で一番年上で、62，63 の方がほとんどで、半分がまだお勤め

ということですが、そういったことが地域にも広がっていけばいいと思います。 

 ボランティアをするよといっても、誰にどこに行ったらいいか、そういう部分が不

明確なので、今後こういったことも含めて、団塊世代の方がご恩返しという気持ち、

或いは自分の将来のビジョンのためにボランティアをやるということが、快くできる

ような、そういった環境づくりが必要であると感じております。 

 

（コーディネーター：林） 

 有難うございました。団塊の世代の方々との接点というのは中々ないということで、



比較的女性はボランティア活動に携わっている人が多いというお話もお聞きしまし

た。なおかつ事前にボランティアに加入しているということで、予約のようなことも

しているというお話もお聞きしました。 

 それでは、パネラーの皆さんのお話をお聞きしましたが、それについて皆さんご意

見やご発言などございましたらお願いしたいのですがいかがですか。 

 

（  ） 

 今、大変大事な話が幾つも出まして、障害の方のお話もありましたが、そういう方々

でも普通にやっておられると分かれば、他の障害者の方々も参加できるのかなと思い

ました。私も体を動かさないでいると呆けて認知症になると感じています。 

 私が皆さんにお聞きしたいのは、ボランティアというのは何かということを、もっ

と多面に考えていかなければいけないだろうということが一つです。共通の理解にな

っていないと思うんです。 

 ここに第二の人生、先程から司会者の方が団塊の世代と強調しておりますが、私は

団塊の世代をあまり引き出してはまずいと考えています。実際に団塊といったら、仕

事を辞めたばかりか、辞めていない、実際には半分くらい仕事をやってらっしゃると

いう話もありましたが、そういう方々に、早く仲間に入ってやれよと。やっと仕事か

ら解放されて、1 年、2 年は遊びたいと旅行でも行きたいし、別のことをやりたい、

という方もいると思います。そういう充電期間があって、暇になったから何かやるか

となったときに、ボランティアでもということになるんじゃないかと思います。敢え

て団塊の方々を集中的に引き出す必要なないと思います。もっと自由にやっていただ

いた方がいいと思います。 

 また、この配布資料を見ると、こんなにボランティアのグループがあるのかとびっ

くりしましたが、ここに書かれていないグループもあるので載せていただきたい。 

 

（  ） 

 私はボランティアというのは、お金をいただけるボランティア、有償ボランティア

と、お金をいただけない無償のボランティアとがあるんじゃないかと思っております。 

 私自身も、そういう面では両方のボランティアをやってるつもりですが、今日も仕

事に関わることで、私は有償ボランティアだと思ってますが、そういうことをやって

きました。私はキャリアカウンセラーということを仕事にしておりまして、キャリア

カウンセラーの資格における仕事で、それでお金をいただいています。今日行ったの

は、失業中の人たちがいかにしたら就職できるかというセミナーをやってきましたが、

その関係で 11 月末から千葉市内で年長フリーターと称する人達、25 歳から 34 歳まで

の人達が就職できるように支援しようというものがありまして、私が契約している人

材技術会社がそれを受けました。またニートの支援なども行っていますが、これも有

償ボランティアだと思っています。 

 無償のボランティアということになると、後で教育長さんにもお伺いしたいと思っ

ておりますが、私は学校支援ボランティアに登録しておりまして、昨年 1回だけ、山

田中学の 2年生が職業体験ということで、その事前の技術マナー講座のようなものを

担当しましたが、継続してエントリーしているつもりですが、何らお話がないという

ことは、やっておられるのかどうか分かりませんが、学校支援ボランティアについて

のお考えを聞きたい。 

 一つに私は、無償ボランティアだけでは長続きしないだろうという問題があるよう



な気がします。ですから、有償ボランティア、無償ボランティアというものの性格づ

けをやる必要があるんじゃないかということを感じていることと、教育長にお伺いし

たいのは、学校支援バランティアについて、市当局がどのような基本的な考えをお持

ちなのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

 

（   ） 

 今のお話についてですが、やはり人材の確保ということを教育委員会なり市当局、

或いは各課で、あの人の所に行けば話しが聞ける。そういう人材を確保していただけ

ればと思います。 

 私は、親子星空観察会などをやっていますが、親子が手をつなぐというということ

で、かあちゃんの手ってこんなに暖かいのかなとか、意外と面白いですよ。中学や高

校の先生を終わった人など色々いますので、私も仲間を作っていきたいとは思います

が、そういう面で人材確保ということをきちっとやっておいていただけると、そうい

うグループが出来上がって、研究が深まっていくんじゃないかと思います。 

 

（コーディネーター：林） 

 今、私が団塊、団塊と言いまして、それは言わない方がいいんじゃないかというお

話もお聞きしましたが、敢えてこれからボランティア、社会奉仕活動をする方々につ

いて期待すること、ということで市長さんの方からお話を伺いたいと思います。 

 

（市長） 

 今のお話がありました無償と有償の区別であるとか、それは仰るとおりだと私も思

います。ボランティアのお話について、国の中あちこちで話し合われていた頃、今か

ら 15，16 年くらい前に、日本商工会議所の方とそういうお話をしておりました。 

その頃から、ボランティアというのは無償の活動のことをいうのか、それとも、あ

る程度の有償の部分もあるのではないのかというお話がありました。その会議での結

論は有償があってしかるべきだろうというような話でもありました。 

 現在、香取市の中で、全てがそうであるかというと、そうでないわけですが、議論

をする一つの単位であろうと考えます。 

 先程来から、団塊の世代に集中する論議というのはどうかというお話もありました

が、団塊の世代の方々も含めまして、お勤めを退職されて、その後の生活というのは、

その方々、お一人おひとりの環境や周りを取り巻く社会であるとか、そういったこと

で、その後の過ごし方自体が多種多様であると考えます。もとろん、皆様方、本当に

尊敬できる方々ばかりです。 

期待する所といいますと、例えば、事務系の方などは、その経験から、昔は私も小

学校の頃にやりましたが、ガリ版から今はパソコンまで、その間にワープロなどもあ

りました。また、そろばんに長けている方がいらっしゃいますが、そろばんから今度

は計算機、昔は計算尺などもありました。そのようなことを、全てご経験されている。 
そういった方々が、自らご自分でお考えになって、この経験を社会に還元していた

だくこと、皆さんの持っている宝をもう一度活かすということ、それが強いては、香

取市、さらに日本全体の力になっていくんだろうと考えています。 
ただ、行政からの押し付けではなくて、皆さま中から生まれてくる、そういったこ

とを特に期待させていただきたいと考えています。 
 

（コーディネーター：林） 



 それでは、続いて関教育長さんから、先程のお答えも含めてお話していただきたい

と思います。 
 
（教育長） 
 まず、ボランティアというのは、志願するということから始まると聞いております。

人間は育った年代といいますか、こういったもので、それぞれ培った力が変わってく

ることもあるのかなと思います。 
今、学校の先生方を見ますと、大変優秀な先生が多いんですが、雑草の強さという

か、こういった面では、やはり先輩方にちょっと及ばないかなと思います。そこで、

今必要なのは、そういう先輩方、団塊の世代という言葉がありますが、昭和 30 年代

以前に生まれた方の力というのは、今の若い先生の持っている力とちょっと違うと、

そういったものが大変必要だと感じています。 
 先程、学校ボランティアということでお話がございましたが、これについては、教

育委員会としても各学校を通じて、登録をしていただいて、活動していただけるよう

にお願いをしております。この学校ボランティアの中には、教育活動そのものに携わ

っていただくボランティア、或いは、部活動を含めて指導者、これについては、大会

等もございますので、登録をして、一緒にベンチに入って指導していただくという制

度もございますので、そういったことでお願いをしております。 

 特に、この学校支援ボランティアについて、香取市では現在、100 名ほど登録をい

ただいております。そして、各学校の活動状況も色々報告いただいております。前期

に活動がなかったという所もございますが、当然、今後色々活動していただきます。 

 それから、防犯ボランティアということで、これには約 1,100 名の方に登録をして

いただいております。やはり子供の安全な登下校について、ご尽力いただいていると

ころであります。 

 また、私も山田中学校におりましたので、先程お話がありました社会体験を実施す

る前にマナー講座ということで、民間の方から教えをいただき、やはり直接現場で働

いている方のお話を聞くことにより、子供達の捉え方もだいぶ違うということで、こ

ういうことについても期待をして、お願いをしているところです。 

 それから、ちょっと学校の関係とは離れますが、有償、無償のお話がございました

が、例えば、今香取市で、これから増やしていくところなんですが、今後、放課後子

供教室、要は子育てのために支援する活動ですが、こういうものをやるときに、活動

の内容によって、それを支えていただく人が違います。例えば、学習活動をお願いす

る、或いは、お話を聞かせていただく。また、竹とんぼを作ったり、色んな竹細工を

作ったり、工作、昔の遊びを教えていただく、こういったことも凄く大事ですので、

それぞれの立場で、そして、無償でやっていただける部分、少しの報酬をお支払いし

ながらやっていただく部分、国においても、そのように考えておりますし、国の予算

もそのように使って良いと部分もございますので、そういったことを進めていきたい

と考えております。 

 また、生涯学習の面から見ますと、退職なされた方が、これから色んなことを勉強

したい。例えば、絵を書きたい、陶芸をやりたい、音楽を習いたい、押し花をやりた

い、習字をやりたい、こういうことがございます。ただ自己流で中々始められない。

そうすると、どなたか教えてくれる人が必要だという声も沢山聞かれております。 

 現在、香取市の教育委員会においては、いわゆる人材バンクのようなものをきちん

と整備できていないのが実情でございます。一部分、例えば、各区ごとに若干の名簿

はあるんですが、それがきちんと整理されていない。それから、教育委員会に様々な



委員会などがございます。そういったものの名簿や、文化協会などでも様々な名簿が

ございます。そういった名簿の中から、ご協力いただける方、こういったものについ

て、人材バンクとしてまとめて、いつでも皆さんから要望があったら、すぐに使える、

そして、活動に対して協力いただける、そういうシステムを作りたいということで、

今現在、生涯学習課の方にお願いをして、そういう準備に動いてもらっております。 

 やはり、健康で長生きすることが、市の財政を助けることもありますので、人間の

本来の目的に叶うというか、そういった面でもボランティアを進めて、人材バンクも

作って、皆さんで活動していただく、そういったことを組織的にできるように考えて

生きたいと思っております。 

 

（コーディネーター：林） 

 有難うございました。教育委員会での受け入れ態勢のお話もお聞きしました。 

 それでは、時間もなくなってまいりましたので、最後にボランティアということ、

或いは、社会奉仕活動をしていくに当たりまして、自治体にどのような対応をしてい

ただいたらよいかということで、お話をお聞きしたいと思います。 

 

（パネラー：西岡） 

 先程来申し上げておりますが、やはり地域の活性化は、マンパワーだと思っており

ます。私もボランティアしたいなという方も沢山おられます。 

 こういった方々に賛同いただくためには、やはり窓口が必要ではないかと思ってお

ります。とりあえずは、行政でアドバルーンを揚げていただいて、そこから色んな、

例えば、児童に関するボランティア、或いは、高齢者に対するボランティア、施設訪

問等のボランティアなど、色々自分の特技を活かしたボランティアが可能になると思

います。そういった意味で、できれば各地区に色んな組織がございますので、そうい

った組織の長の方の集まり、いわゆるプロジェクトチームを作って、地域地域におけ

るボランティア活動の活性化をやるべき、マンパワーの育成を是非お願いしたいと思

います。そういう行政のリーダーシップがあれば、我々も非常に動きやすいと思って

おりますので、色んな諸問題の問題解決手法というのもお互いに理解しながら、取り

組んでいきたいなと、そういう意味で、まず、リーダーシップを行政の方でテーブル

に載せていただいて、その後は、我々地域のものが色々検討して、今後のボランティ

ア活動の活動を目指す、このようにお願いできれば有難いと思っております。 

 

（   ） 

 ちょっといいですか。一言言わせて貰いたいのですが、今日はタウンミーティング

という皆の話し合いの場ということで、皆さんが集まってきていると思います。 

 予定時間が 1 時間半ということですが、3 分の 2 はパネラーの方からの説明などで

終わってしまう。私もこのようなミーティングに色々参加しましたが、意見交換の時

間がまるっきり少ない。ここに来ている人を見ると、皆ボランティアをしている人で

す。ある程度の説明は良いとしても、もっと、参加者からこういうことを市に援助し

て欲しいとか、パネラーの方に相談するとか、そういう時間を設けて欲しい。 

 私もここで話で、議論をして、納得して帰りたい。今日は、何か説明を聞きにきて

いるような感じで、私には主旨が良く分からない。皆と話し合うというのが、タウン

ミーティングではないんですか。 

 



（   ） 

 口を挟んで申し訳ないが、正に同感です。たぶん参加の皆さんも同じ意見だと思い

ます。 

 

（コーディネーター：林） 

 今日のパネラーの皆さんは、色んな所で、色んな種類のボランティアをなさってい

るということで、パネラーの方からお話をお伺いして、その後に皆さんに投げかけて

いたつもりなんですが。 

 

（市長） 

 私も、もう少しいますから 9時までやりましょう。 

 お怒りにならずに、別に悪気があって、これをさせていただいているわけではあり

ませんから、お話を聞く時間はとりますので、少し延長しながらお話をしましょう。 

 

（広報広聴課長） 

 大変申し訳ありませんが、今、市長からも申し上げましたが、慣れない計画で大変

申し訳ありませんが、パネラーの皆さんにも手短にしていただいて、参加者の皆さん

からのご意見を頂戴する時間もとりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

（市長） 

 今、パネラーの皆さんから、行政に対して、こういったことをして欲しいというお

話しを伺いますから、その後、皆さんからも行政に対する要望などを伺います。 

 その中から、順次、皆様方で交互にお話していくという形でいかがでしょうか。 

 

（   ） 

 もう、そういうお話は良いんじゃないですか。 

 

（コーディネーター：林） 

 じゃあどうぞ、ご意見の方をお願いいたします。 

 

（   ） 

 先程から、ボランティアについて、有償・無償という話など色々出ておりますが、

私も児童の安全を見守るという、千葉県の交通安全推進隊に家内と 2人で登録してい

ます。津宮地区の小学校のみですが、登下校時の交通安全を見守っています。 

それも定年後、十数年ずっと続けておりますが、私はボランティアと思ってやって

いません。子供の笑顔が私の活力になり、これまで長生きしていると思っています。

私は楽しんでやっています。ですから、ボランティアと私の考えは違いますが、そう

いうことで体がつづく限り、頑張っていきたいと思っております。 

 私は津宮地区ですが、教育委員会から 2年前になりますが、登録して腕章をいただ

いておりますが、一応組織は作ったんですが、いざというと集まりが悪いので、どう

したら自発的に出てきてもらえるような、何か良い策がないかと思っており、その辺

で何かあればよろしくお願いしたいと思います。 

 

（   ） 



 この配布されたボランティア組織の一覧表ですが、私の知っているボランティアグ

ループが乗っておりませんが、どういうことなんですか。 

 

（広聴班長） 

 その一覧表につきましては、本年 9月現在の社会福祉協議会に登録されております

団体をお聞きして、一覧表にまとめたものです。 

 そういうわけで、社会福祉協議会に登録されている団体をご紹介しているだけで、

全てのボランティアの方々をご紹介できないのが現実でございます。 

 

（   ） 

 例えば、環境関係のボランティアは沢山ありますが、そういうのが全然入っていな

い。環境というのをどう考えているのか不満なんです。 

 香取市の環境を考えた場合、もっと幅広く動ける環境課が欲しいと思います。香取

を守るのは、自然環境にしても何にしても、環境課ではないかと思ってます。非常に

環境安全課の地位が、軽んじられているんではないか。地球温暖化問題についても香

取市ではどう考えているのか、お伺いできればと思います。 

 私は、環境問題と交通安全、ゴミ収集、すぐやる課、苦情が出たらすぐ処理する。

それだけはしっかりやってもらいたい。 

 

（   ） 

 今のお話に関連して、香取市のマスタープランを作るのに、まちづくりワークショ

ップというのをやりました。その中で、香取市環境情報センター、（仮称）香取環境

ネットワークというもの、また、環境を中心に情報の発信・収集をするボランティア

グループの集まりの場だとか、そういったのを提案しました。 

 今度は、環境基本計画の中で、計画を作るためのワークショップメンバーにも手を

上げて、ここにもかなりおられますが、その中でも継続して言っております。 

 今言われたようなことは、抜本的に対応ができるんじゃないかと思います。 

 

（   ） 

 私どもは、この間、大須賀川かっぱ会というＮＰＯ組織を作りました。ある市や町

では、環境問題はボランティアじゃないという所もあります。ところが香取市では、

幸いなことに、里山づくり等もボランティアとして見てくれます。ですから登録して

申請すれば、受けてくれるということで、非常にいい市だと私は思っております。市

によっては、受付してくれない所もあります。 

 一つ質問ですが、協働事業提案制度の資料が配られておりますが、これは宇井市長

さんの信念だと思いますが、今年からこの新規事業が始まったということで、今まで、

幾つくらいの提案がされていて、どのようなことをされているのか、概況を簡単に教

えていただきたい。 

 

（広聴班長） 

 現在、福祉関係で 1件の提案がございまして、今、担当課と協議し、提案者等との

話を進めていく状況にある案件が 1件だけでございます。 

 

 本日のテーマは、社会奉仕活動ということで、環境のお話もございますでしょうが、



テーマに関連したお話で進めていただいて、その後に時間をとらせていただきますの

で、その際にお話して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。 

 

（   ） 

 環境の中に、大きく社会福祉活動というのがあるんです。それをこのように扱われ

ると、ちょっと心外だと思います。 

 

（市長） 

 環境課が他の課より軽んじられているというお話しですが、そういったことは決し

てございません。ご相談の内容と課の対応がかけ離れた部分があったのかなと思いま

すが、環境についてはきちっと認識もしておりますし、その施策についても、今後講

じてまいりたいと考えています。また、皆さんからご意見等も十分にお聞きして、把

握していきたい、そして、施策にも反映していきたいと考えています。 

 したがって、皆さんから色々とご意見をいただいて、それについて、すべてお答え

出来るわけではありませんので、その辺はご理解をいただきたいと思いますが、決し

て環境を軽んじているとか、確かに認識が不足している部分もあるかもしれません。

今まさに、それを皆さんからお聞きしている状況ですから、もちろん、必要であれば、

すぐにでも施策を講じますし、時間がかかるものについては、じっくりと検討してい

きたいと考えています。 

 

（   ） 

 交通安全のためにボランティアをしている、或いは、里山のボランティアをしてい

るというお話がありましたが、そういう場合、万が一事故に遭われたときには、行政

の方ではどういう対応があるんですか。 

 

（教育長） 

 子供の安全な登下校を見守っていただく防犯ボランティアということで、香取市の

学校全部で 1,039 名については、市の方で保険をかけております。そして、何かあっ

た場合には、些少でございますが、もし万が一死亡や大きな後遺症が残るようなこと

があれば 800 万円、入院日額については 5,000 円、通院日額については 3,000 円とい

うことで補償するように保険をかけてございます。 

 

（   ） 

皆さんも香取市に住んでおられる方ですから、色々感じられることも多いと思いま

すが、私は台地に住んでいるんですが、今ちょうど畑が収穫時期です。これは作業上

必要なことですが、特にさつま芋などは、マルチを使っています。これは石油製品で

す。この処理の仕方について、環境課の方に何度もお話したことがありますが、具体

的に言えば、それをきちんと処理されるという建前は皆さんご存知のはずなんですが、

手っ取り早く畑でもって、どんどん燃やされていることが多いんです。 

 畑で使用したマルチをどんどん燃やしているということは、遺伝子までも影響する

というような有害なことです。これは環境の方だけの問題ではなくて、ぜひ行政とし

て対処していただく方法として、一つの提案なんですが、広報車などで台地を含めて

巡回していただく。当然、農家でない方々でも、買い物で使った袋や石油製品を燃や

す人もいます。特に、この時期に至っては、農家の方々にそのことを訴えていただく



ということ。 

 もう一つの方法は、防災行政無線がありますが、あれで週に何回か放送していただ

くこと、これを是非検討していただきたいと環境課の方に何度かお話してありますが、

どのように検討されているのか分かりませんが、これは決して出来ないことではない

し、ぜひ行政の方々で検討していただきたいと思います。 

 

（   ） 

 やはり、私の近所でも燃されています。それをお話して提案しましたら、それは農

協で全部処理してくれるからということで終わりなんです。しかし、農協さんへ持っ

ていくには、ちゃんと綺麗にしてたたんでないと受け取っていただけないので、農家

の方たちは、そこまでしないとおっしゃいます。 

 

（   ） 

 私がここへ来たのは、行政協力員、町内会長、自治会長ということで通知をいただ

いたからですが、来てみると、そのテーマにあるような人生第二章の過ごし方と社会

奉仕活動と書いてあるのに、パネラーの方々も社会奉仕活動の方ばかりで、また発言

されている方々も、みんな社会奉仕活動の事しか話していない。第二の人生の過ごし

方ということについての話が全然出ていない。その他で話がでるのかと思っていたん

ですが、最後になるというと皆さん、愚痴のような話になってきて、ちょっと聞きづ

らかったのですが、行政協力員、町内会長、自治会長ということで、ちょっと視点が

違うかもしれませんが、話をさせていただきます。 

 私は、人生第二章の過ごし方ということで発言をしてみたいと思う。というのは、

先程、団塊世代、団塊世代と言われましたが、団塊世代の方々が卒業され、その方々

の再就職ということも考えてみてはどうだろうか。団塊といっても、私のように 75

歳を過ぎた人間も含めてですけれども、実は 9月 1日付けの広報かとりに、香取市の

物産観光をＰＲしようということで、「香取の郷」というのを浦安市に作られたと聞

いております。その中でも、県下で 1位の生産を誇るお米を店内で精米サービスをし

て、また、季節ごとの野菜や物産を提供しているということが書いてありました。 

 そこで、このような物産販路の開拓によって、団塊世代の再就職の機会が得られれ

ばと思いました。定年退職者や高齢者のもつ知識や環境を生かした仕事も大切ですけ

ども、香取市は何といっても農業のまちであります。ですから、でき得ればＪＡなど

との協力をしながら、団塊世代の方々の再就農の斡旋などをしていただいてはいかが

でしょうか。 

 また、団塊世代の再就職ということで、何か行政としても、そういった企画をお考

えになっているのでしょうか。そういったことも一つ、この議題に入れていただけた

ら有難いと思います。 

 

（   ） 

 今日はパネラーの皆さん方、本当に大変でした。素晴しい、これから将来を担う子

供達のために、本当に頑張っていらっしゃるので敬服しております。 

 私は町並みの観光案内、私はこの町が大好きなので、この佐原の町を紹介したいと

いうことで、自分から自らやっています。本当に楽しいんです。案内の方たちも、か

なりの高齢者でいらっしゃいますが、皆さん生き生きして、この町を自慢にして紹介

しております。素晴しい佐原のまちの紹介を、もっと沢山の人にしていただきたいと



いうことと、とにかく何をするにも、自分が楽しくしないと、相手にも楽しさが伝わ

らない。だから、楽しい気持ちで向かっていきたいと思います。 

 先程、教育長さんから出ました文化協会ですが、子供達に人材バンクということで、

文化協会も入っていてうれしゅうございます。生け花とか色んなことで活動しており

ますが、私は音楽の方を担当しておりますので、この地域の子供達に生の演奏、あれ

は絶対に聞かせたい、見せたいんです。それで、今年も世界的なオーボエ奏者、そし

て先だっては柏木さんの故郷を歌うという素晴しい、そこにもっともっと児童が来て

欲しかったんです。私はそれが悔しかったんです。また、‘もったいない’という題

材の出前芝居をしたときも、児童がちょっと少なく、大人が沢山来てくださいまして

満員だったんですが、その時も全学校を歩いてＰＲして、一人でも多くの児童に来て

欲しかったんですが、そういった問題も、これから実行委員として、もっと違う形態

にした方が、子供達に見せる場面もあったのかなと思ったんです。 

 それと、せっかく市が企画してくださったスポーツシンポジウムですが、あれが非

常にもったいなかったと思います。市民のレベルが低いというか、意識が低いと思う

んです、市がこういったことを企画したといったら、こういうボランティア団体など

にもっとＰＲして、人を集めてください、皆で見に行こう、そういうようにしていた

だきたい。そういうことで、市と私たちが色んな事で協力していかなければいけない

し、2010 年の国体には、スポーツ関係の人だけでなくて、一般の我々がお手伝いして、

素晴しいものにしていきたいと思っています。 

 

（コーディネーター：林） 

 それでは、今のお話も含めまして、市長さんと教育長さんに、今日の感想という形

でお話していただきたいと思います。 

 

（市長） 

 それでは、幾つかの課題を頂戴したわけですが、後半では愚痴のようなという話も

ありましたが、そんなことはなくて、それこそ、そういうお話を是非お伺いしたいわ

けです。困難であるから先延ばしするのではなくて、是非ともそういう話を直接お聞

きしたいということが、この会の本来の目的であります。幾つか有りましたので、私

が答えられる範囲、また、今日来ている部長が応えられる範囲でお話をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、窓口というものが必要だということですが、行政がある程度リーダーシップ

をとって、ボランティア団体などをリードして欲しいというようなお話もありました。 

また、交通安全で推進をしたいんだけども、そういった活動に参加していただける

方が中々見つからない、少なくなってきている。自発的に参加してもらえる方法がな

いものかというお話でした。 

 実は少し前のタウンミーティングで、協働というお話をさせていただきましたが、

協働で行うまちづくり、皆で一緒にまちづくりをしましょうというお話をしたときに、

行政の方から、こういった形でお願いしたい、こういうことをしたらいかがですか、

というのは止めてくれ、そうなると出づらくなる、行政からの押し付けではないのか。

協働というのは市民から自発的に湧き上がってくるようなものじゃないのかという

お話もありました。 

 ただ、私が考えているのは、やはりリーダーシップというか、そこまでいかずとも、

参加のきっかけであるとか、何かの機会、そういったものを皆さんに提供する場とい



うのは、十分可能であろうと思いますし、また、登録がない潜在的な多くのボランテ

ィアで活動されている方も多いわけでありまして、そういう方々がご自分の出来る範

囲でやりたいものをいうことで、そこに参加するきっかけ、機会を持てるような、そ

ういった作業を行政の方でできるんじゃないか、そういう場面が必要ではないかと思

いました。 

 これは、少し前から同じようなことを考えてはいたんですが、実は協働作業という

か、協働のまちづくりということを、新しい総合計画の中で謳ってございます。これ

は 3つある大きなビジョンの中の一つでありまして、これについては、組織をきちん

として、これに対しての組織を一つ作りまして、そこで行っていくというようなこと

を考えています。従って、来年 4月の時点で、機構改革の中で、こういった新しい部

分を構築しながら、皆さんのニーズに応えていこうと考えております。このような中

で解消できればと思いますが、まだまだ不安な部分もあるますし、皆様方のお声をお

聞きしたいと考えます。 

 それから、基幹産業は農業でありますし再就職といったものも考えるべきであろう

というお話もありました。これはおっしゃる通りだと私も思います。現在、どのよな

方向性を見出せるのかということは即答はできませんが、市の取組みとしてはないと

いうことであります。私もおっしゃるような形が必要であろうと、その1段階として、

こういったボランティア活動でありますとか、身近なまちづくりの活動というものも、

一つの段階としてあるのではないかなと思います。 

 実際、香取市には 2つＪＡがございます。ＪＡさわらとＪＡかとりがあります。組

合長さんと来週お会いする機会がありますから、そのような話もさせていただこうか

なと思っております。もちろん、ＪＡさんだけでなく、そういった団体の方々であり

ますとか、農家の方々、また、農業シンクタンクという市内を網羅した方々にお集ま

りいただいている部分もありますので、そういった所へも投げかけてみようかとも考

えております。 

 また、ゴミ燃やしの件ですが、確かにこれは困りますね。できることを協議してい

きたいと考えています。以前に広報紙などで呼びかけたとは聞いていますが、広報車

を出すとか、そういった部分までできるかどうかということ、また、どういったレベ

ルでそれを行っていけるのか、これは協議をさせていただきたいと思います。はっき

り言って、これは違法でありますから、環境もさることながら、そういった部分はき

ちんとすべきであろうと考えています。 

 今日、多くのお話をお聞きしたわけでありますが、ボランティアをするのがいいの

か、ご自分がされているのがボランティアじゃないと、ボランティア活動は有償、無

償など、色んなお話がありました。いずれにしましても、まず第一のお仕事を退職さ

れて、その第二の人生といったら失礼かもしれませんが、その後の人生のお暮らしの

仕方、これはお一人おひとりがご自由にされるわけですが、それを上手く、生涯楽し

く過ごすために、そういったものが必要であろうと思います。もし、その過ごし方に

ついて、一つの方向性だとか、意義、必要性を帯びてくると、もっともっと素晴しい

ことになるのではないかということを感じるわけであります。 

 また、市としましても、皆様方の生涯を安全に、そして楽しくお暮らしいただける

ように、できるだけのサポートをさせていただきたいというのが根底にあるわけでし

て、そういったところを今日は、切り口が若干粗かったり、ご不満の部分が多くあっ

たかもしれませんが、そんな思いを馳せながら、今日は進めさせていただいたような

次第であります。中々時間というものは上手く使えないこともありますが、多くのお



話を聞かせていただいたことは、私にとっても、市にとっても大変有意義であったと

思います。本日は本当に有難うございました。 

 

（教育長） 

 今日は大変有意義なお話をいただきまして有難うございました。私も、この 11 月

の始めに、各地区の文化祭に参加させていただきました。そして、その文化祭で、皆

さんの活動、様々な催し物や発表、これは本当に市の財産である、こういったものを

是非生かしていきたいと考えますし、そのような手立てをこれから考えていきたいと

思っております。 

 色んなボランティアのお話もございましたが、変なことを申し上げますが、子供達

に対する色んな調査をいたしています。そして、全国的な調査の中で、今の子供たち

は、自分の友達、友人は大事にする、だけれども公は二の次、私が優先、そして、先

生の話を聞かない、というのが子供の現在の姿であります。ましてや、規範意識を述

べたときの先生の話を聞いていないというのが、文部科学省の調査で出ております。 

 やはり私たちは、大事なことは根気良く話を聞くように仕向けていかなければいけ

ない。怒っても聞いてくれるわけではありませんから、心の中から、体から発した言

葉で聞いてもらうような努力をしていかなくてはいけないのかな、それが一つの傾向

であり、意識の改革というように思っております。難しいことでも何でも、懇切丁寧

にお話を申し上げて、より良い方向に進めたらなと思っております。 

変な例で申し訳ございませんが、要は教育というのは、そういう具合に、時間をか

けて、何度も何度も失敗しながら繰り返していくものだなと、覚悟してやっていきた

いと思いますので、皆さん様々なお力を、そういった面で生かしていただいて、ご協

力いただければ大変有難いと思います。どうぞ宜しくお願いします。 

 

（コーディネーター：林） 

 皆さんからのご質問にも、今の感想の中でお答えしていただいたと思います。今日

のテーマにつきましても、これから団塊の世代という言葉は使いませんが、社会奉仕

活動に一人でも多くの方が参加していただいて、そして、市とボランティアとで協働

のまちづくりが出来たらいいなと思いました。 

 今日は、本当に不慣れなコーディネーターで、皆さんに大変ご迷惑をおかけいたし

ましたが、これで私の方は閉めさせていただきます。 

 

 

 


