
市 民 懇 談 会 概 要 
 

 

１ 日 時  平成１９年１１月２０日（火） 19 時 00 分～21 時 00 分 

 

２ 場 所  小見川区事務所 ３階 多目的ホール 

 

３ 参加者  ７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 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） 

人生第 2 章の過ごし方と社会奉仕活動についてということで意見交換をしていき

たいと思う。これから定年退職を迎えられる方々、市長が話していた団塊の方々も含

まれるが、この方々が社会奉仕活動で行政の手の届かないところを担ってもらい活力

あるまちづくりの一端を担ってもらいたいということで本日の懇談会を進めていき

たいと思う。 
こちらにいるパネラーの方々は既に退職され社会奉仕活動をしている方々ですの

で経験上での話しを聞かせてもらえると思う。 
まず、パネラーの皆さんに、現在行っている活動内容を含め簡単に紹介をお願いし

たいと思います。 
 

（パネラー：西岡） 

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

見川に来たのは昭和 46 年なので、36 年になりますので、人生の半分以上を小見川で

過ごしているので小見川にとけこんでいます。旧小見川町に在住する中で自分のｄき

る範囲のボランティアという形で今日にいたっている。 

 今、私のボランティアは、ふれあいパトロールということで、朝 7時くらいから児

童が登校する時に黒部公園、カクエイというスーパーの前で新開町、住金団地の子供

50 人くらいが登校するが、この子供を見守りながら、一つは挨拶運動で、一つは不審

者対策で交通安全も兼ねて、登校日は雨の日も風邪の日もやっている。 

 もう一つ、組織的なボランティアをしております。 

高齢者の家に行き手伝えることがあればということを取り組んでいる。 



今はそのような形でボランテイアをしている。これから宜しくお願いします。 

 

（パネラー：谷本） 

 私も会社の関係で昭和 47 年にこちらに来た。現在、水郷駅裏の水郷団地にいる。 

 私は、岡山で生まれ 10 代までいた。20 代になり神戸に出、20 代後半にこちらにき

た。だいた 35 年こちらに住んでいる。 

こちらに来て 20 代後半位からボランティアをやっていた。貧乏人であったので隣

のおじさんやおばさんにお世話になり、お米もないときに食べさせてもらったり、い

ろいろな行事をやってもらい助けてもらったということが頭にあり、格好よく言えば

その恩返しということも頭にありボランティアを続けていた。こちらに来てからは、

48 年ころから青少年相談員になり、それが皮切りで子供関係の子供会やスポーツ少年

団、ミニバスケット連盟も立ち上げた。私達がやっている仕事は国からの要請があり、

市からも要請のあった「子供の居場所プラン」を北小でやっている。これは北地区の

人達でやっていて、実行委員の方から北地区の子供達は北地区で守ろうという賛同を

得て、「子供の居場所プラン」を実行している。現在、木曜日、土曜日にやっている。 

ボランティアは先駆けてやっているが、まだまだ 100 点満点はもらえるものではな

く、皆さんの力を借りてやっている。 

 

（パネラー：本田） 

 私は、７年前に退職してそれ以降仕事はしていない。 

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

るが、そこで車椅子を乗せるリフトカーの運転をして、病院の送迎とか１泊旅行の付

き添いなどのボランティアをしています。 

 2 番目が、大利根旭出園という知的障害者の厚生施設があるが、そこのオンブズマンをし

ている。 

 3 つ目は、社会福祉協議会に属しており、色んな所からボランティアの依頼が来る

がスケジュールに合わせて参加している。 

 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、「絵本の会 喜びがこだまして」の代表をしている。この会は読書の楽しさ

さ、素晴らしさ、別の言葉で言えば、楽しみながら言葉を通して心を育てるというボ

ランティアである。 

 それを赤ちゃんから高齢者まで味わってもらいたいと思い絵本の会を４年前に立

ち上げた。私自身は、昭和 56 年から単独で 25 年間この仕事に携わってきた。私が始

めたのが昭和 59 年であったので、その時代はボランティアという言葉自体が知らな

い人がいるという時代から第 2の人生は奉仕活動と決めていたので、今日にいたって

いる。 

 

（コーディネーター：林） 

 私の自己紹介は、「虹の会」というボランティアグループで社会福祉協議会の事業

等のお手伝いや、福祉施設でのボランティアの仕事をしている。 

 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、意見交換に入らせていただきます。 



まず、皆様のお考えを聞かせてもらいたい。発言は１分くらいにまとめて話しても

らいたい。会場の皆さんで既に社旗奉仕活動やボランティアをしている方というのは

いるかと思いますが、この活動はどのような考えでその活動をすることになったのか

ということや同じグループの中に皆さんと同じ考えを持って活動加わっている方が

いるかどうかということについて聞きたい。 
社会奉仕活動はいろいろあると思うが、ボランティアという形でもいいので、何か

している人はいないか。 
 
（   ） 
私は自然保護団体の会員をしている。WWF というパンダのマークで皆さんもご周

知のことと思う。地球温暖化と荒廃した山などについての活動をしている。市の方の

里親制度というものがあり、公共の場所、県立佐原病院の前の市が管理している緑地

の草を抜いたり、県立病院に来る人達、通る人達に花を楽しんでもらおうということ

で市にその緑地を提供してもらい、若干の助成をもらい自分達が里親になり管理し、

皆さんに楽しんでもらうという活動をしている。 
その他にも市長にも支援をしてもらっているが、佐原の中にも若干ボランティアを

やるグループがあり、その人達がネットワークをつくっていきたいという趣旨で立ち

上がろうかというような段階にきている。 
ここに来たのは、市長はタウンミーティングをしながら皆さんの意見を聴きながら、

香取市がどのように進んで行くのかということに関心があり、その中で市民活動とい

うものはテレビ等をみると皆さんがやっているように、これからは市民がやれること

は自分達でやって行こうかという気持ちになり、自然保護活動を少し自分達のできる

範囲で負担のない程度でやっている。 
 
（コーディネーター：林） 

今、自然保護活動という話が出たが他に何か違った形でやっている人はいるか。 
 
（   ） 
富田に住んでいるが、ずっと鹿島の企業に働いていたが、社会奉仕という話は皆さ

んの話を聞いたら恥ずかしいが、谷本さんに北小学校の子供達のことに関し手伝うと

いう意思表示はしてあったが、ほとんど手伝ってないということで恥ずかしい思いで

ある。今のところ鹿島市で埋蔵文化財の発掘調査や報告書づくりをやっていて、それ

は特殊な仕事というか経験とある程度の知識がないとできないということで定年後

８年になるがまだ抜けられないという状況であり、地元の社会奉仕もしなければいけ

ないが怠けていた感じで恥ずかしい思いである。 
話は変わるが、 近いろいろなカルチャーセンターでいろいろやっているが、私は

絵を描いているので、定年になった年に新しく絵を描きたいという人達に絵画教室と

いったら大げさであるが、生涯学習のバックアップで絵画教室が始まり続いているが、

定年後に後絵を始めた方々の手伝いということでやっている。皆、絵を描くときはい

きいきとして楽しい絵を描いていたり、きれいな絵を見る機会があるとちょっとした

生きがいを感じてもらっているのではないかと思っている。 
それが社会奉仕活動になっているかどうかわからないが、手伝って喜んでもらえれ

ばありがたいことであると感じている。 
 
（コーディネーター：林） 



 パネラーの林さんは自宅に図書館をつくったということで社会奉仕活動をしてい

ますが、できるまでの経緯や考えを含め聞かせてもらいたい。 
 
（パネラー：林） 
 私は昭和 59 年から単独で読書に係るボランティア活動を始めた。一番 初は佐原

市の図書館でお話会を始めた。これは現在も続けている。そこでお話会を何年もやっ

ていたが、私は香取の人間であり、香取の地域の子供達はお話会に来られないので、

地域の子供達やその親にこの楽しさ味わってもらうことをしなくてはと思い退職金

の一部を使い、図書館を作った。それは基本的に絵本である。絵本は、本の世界で一

番大事なものである。絵本を通して赤ちゃんの心を親子で語ることが親子のコミュニ

ケーションが一番の基本であるので絵本を揃えた。今は中学生まで読める本を揃えて

いる。親子読書をやっていて、地域のおじいちゃん、おばあちゃんに声をかけ子供と

一緒に日にちを決めて来てもらっている。本の楽しさを通して、人と人との触れ合い、

家族の絆、地域の絆を深めてもらいたいと思い進めている。 
 その他、香取小では十数年間、本の読み聞かせや語りに言っている。 
 特に 近思うことは家庭が崩壊しているような感じがする。家庭のコミュニケーシ

ョンをしっかりさせなければいけない。そうすると読書を通して心を育てること。ま

た言葉は、人の心を優しくさせるし美しくもさせるし、傷つきもするので、本を通し

ていろいろ語り合うということに力を注いでいる。 
 
（コーディネーター：林） 

 ここで市長の方にも聞きたい。現在、社会奉仕活動をしている人は身近にいるか。 
 
（市長） 

 身近なところというと私の場合は役所であり、役所の職員についてはどうかという

ことを紹介したいと思う。すべての職員を知っているわけではないが、見聞きしてい

るものでは、高校野球の公式の審判や少年野球の監督やコーチ、審判などをする人が

十数人いると聞いている。また、その他バレーボール、テニス、サッカー、ゴルフな

どを教えている活動をしているという話も聞いている。 

 また、防犯の活動や国際交流の関係などもしているというのも聞いている。その中

にはやはり団塊の世代も入っている。ただ、福祉系のボランティア活動についてはつ

かみづらく見たことはないが、参加しているという話も聞いている。 

 

（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、小中学校の先生方は部

活動に携わり朝早くから夜遅くまで長い時間拘束されているので、先生方に関しては、

社会奉仕活動というのは、別の問題だと思いますが、体育指導員制度や青少年相談員

制度というのがあると思うが、その辺も併せてお聞きしたい。 

  

（教育長） 

 ご存知のとおり、学校では、先生方は忙しく、朝早くから夜遅くまで子供の指導に

直接あたっています。ということで普段の活動というのはなかなか難しいと思う。先

生方にとっては指導は本務であり本務がかなり長くかかっている。子供達の様々な活

動、特にスポーツ活動については、体育指導員の皆さんや青少年相談員の皆さんの力

を借りソフトボールや野球、サッカー、ミニバスなどさまざまな分野で活動をいただ



いている。体育指導員はスポーツ振興審議会などで話し合われた市の様々な行事、施

策により進めているが、それ以外の子供達の指導にあたっている方もいる。当然、年

代も 30 代から、団塊の世代の方も含め、60 代後半の方もいる。特に中学校では、今

必要なのは、部活動の技術的な指導をしてくれる方々であり、小学校ではミニバス等

先生方でできない部分の指導をしてもらうということを求めている。特にこれからは、

絵や音楽などについては職員が少ない。これは、文部科学省で定められた１週間の授

業時数が非常に少なくなっており先生を確保できない。そういったことから、技能を

持った人に講師としてお願いすることも考えなくてはいけないという現状になって

いる。この点についてもいろいろなご意見があったら聞かせてもらいいいことを考え

ていきたい。 

 

（コーディネーター：林） 

 今、の皆さんに話を聞いた中から、身近な中から社会奉仕活動をしているという方

もいるし、また、自分の特技を生かして教室を開いているという人もいた。長年務め

て定年退職し、それを延長しもっと子供達に大事なものがあるということで社会奉仕

活動として続けているという方もいた。 

 教育長から話のあった、大分指導する方の少ない絵や音楽に際して、こういう団塊

の世代にお人の力が必要なのかなぁと思った。 

 次の項目として、グループで活動している人、同じ仲間で退職した後どのように過

ごしたらいいかということを話し合っている方はいるか。会場の人に聞きたい。 

 

（パネラー：林） 

 今の話に関連して、今、絵本の会の代表をしているが、会には 27 人の会員がいて

男性が１人いる。女性も 40 代から 70 代の人がいる。その人達が時々、うちの旦那が

退職したら何をしたらいいのかわからないという話をする。市の講座には行くがそれ

から先に何をしていいのかわからないという話がでる。自分がやっているとそれもい

い、そのボランティアもいいかもしれないと言ってくれることもあるということであ

る。夫婦が退職後どういうふうに過ごしたらいいかということを常に話し合っておく

ことが大事であり、奥さんが既にボランティアをしていればそれを通して旦那さんが

どういうようなボランティアをやったらいいかということを垣間見て、その中から自

分にあったものを選んでいくという姿勢をつくっていくことも大事であると思う。 

 

（コーディネーター：林） 

 本田さんは、個人ボランティアということで月末に定例会があり、男性のボランテ

ィアの方いると思うが、退職したらどうするかというような話はするか。 

 

（パネラー：本田） 

 時々どうしたいいのかという話をするが、自分がやっている趣味を進めている。そ

れで同じグループに入った方もいる。一概に自分のやっていることがいいとは限らな

いしそれぞれ好みがあると思うが、知らないものは薦められないので、自分の知って

いるものを薦めている。 

 ボランティアは、話を聞くとなかなか入れないようである。何かきっかけがいるの

かということで、ほんの一歩、一歩を踏み出す努力をして欲しいという話をしている

つもりだが、なかなかうまくいってない。 



 

 パネラーはいろいろな分野で活躍されているが、それぞれの立場で退職した方、団

塊の世代も含まれるが、人生第 2章を送る方々に期待することは何かあるか。 

 

（市長） 

 団塊の世代を含めてということであるが、勤めを退職された方はその生活の環境や

職種や地域環境によってその後の過ごし方というのは多種多様であると思う。皆さん

すべての方々が尊敬できる方々であると思う。例えば事務系であれば、昔のガリ版印

刷からワープロを経て、現在はパソコンまで使う。また、算盤も達者でありながら計

算尺や電卓まで全てをこなすなど、そういった分野に長けている方がほとんどである

と思う。皆さんはそのまま日本の宝であり、地域の力になると考える。そういったと

ころから、何かに携わっていくということをされて是非とも地域に根ざしてボランテ

ィアや協働の作業などに携わってもらい、地域を支える大きな力になっていく。また、

支えるどころか香取市を作っていくリードするエネルギーになっていくと期待して

いる。前から言っているように、行政があーしよう、こーしようというのではなく、

市民の皆さんが皆さんの地域を、皆さんのまちをつくろうという気概を基に沸き起こ

ってくるのが協働の理念であると考える。大変期待をするところであり、行政もでき

るだけのお手伝いをするという気持ちである。 

 

（コーディネーター：林） 

 教育長のほうはどうか。 

 

（教育長） 

 団塊の世代というが、ちょうどその年代の方はたくましく、マニュアルを自分でつ

くることができる方であると思う。若い先生方が子供達を扱っているが、自分でマニ

ュアルを作り、こういうことがあったらこういうように対処しようということはなか

なかできない。さまざまな生活経験をし、昭和の経済が発展していない時から、高度

成長期を乗り越えてやってきた方であり、雑草のような強さが大事なことだと思う。

皆さんは人望というか頼られる存在でると思うので、皆さんが中心になり、多くの人

を集めてもらいたい。何か会合、催しがあれば、そこに多くの人を参加させていただ

くことが大事であると思う。私が現在一番大事なことは、若いお父さんお母さん達を

どのように導いていったらいいかということを考えている。今、毎日、親が子供を殺

したとか子供が親を殺したとかという事件が報道されているが、その中で命とは何か、

生きるとは何かということを教えることが大事だと思う。若いお父さんお母さん達が

そういうことをしっかり勉強してこなかったということで教えていく。それには人に

集ってもらい、皆さんのような年代の方が教えることが大事であると思うので、人を

集めるという仕事をやってもらえるとありがたい。 

 先程、香取様が言っていた、ボランティアのネットワークづくりについては、是非

やっていただき、現在、私の方では人材バンクというものを整備しようと考えている。

あらゆる角度から選び出して、協力してもらえる人の名簿をチョット時間がかかるか

もしれないが、作っていこうということで作業を進めている状況である。そして様々

な学習活動やボランティア活動に使ってもらうことを考えている。 
ボランティアグループのネットワークができたら、教えてもらい私どももご協力し

ていきたい。 



 

（コーディネーター：林） 

 パネラーの皆さんで退職される方々、団塊の世代の方々に自分でしている活動を通

した中で期待することについて発言してもらいたい。 

 

（パネラー：西岡） 

 自分の経験から言うと目標を持つことが大切な要素であり、定年したらどうしよう

では遅い。現役のころに定年後こういうことをやってみようとかこういうことをする

という目標を一つもつということが必要である。 

 今、定年後どうしようという方がいたら、ネットワークというか、一元化された中

で、こういうボランティアをしたいというときに行く窓口が是非必要ではないかと思

う。 

例えば、私はそんなに上手ではないがソフトボールで国体に行ったので、中学生く

らいのソフトボールの守備や打撃などの指導であればできるかなぁと思っていたが、

どこに行って誰に言ったらいいのかついつい躊躇してできずにいるが、いつどこに行

けばどうなるということ、ネットワークづくりが大事だと思う。 

 これから香取市の活力を生み出すのはマンパワーだと思う。非常に多く OB に方が

いると思うので、OB の方の人材の発掘、場合によっては人材の育成にもなると思うが、

そういったところに力を入れて、マンパワーを有効に活用した地域づくりが大事にな

ると思う。 

 余談になるが、銚子にある生涯大学校に２年間行き、この３月に卒業した。私は民

生委員をやっている関係で福祉科を専攻し勉強した。この福祉科は10人であったが、

この 10 人が一塊になると結構いいボランティアができると感じた。園芸科の方は庭

木の剪定をいつでもするとやって欲しいという人がいつでもやるという組織で動い

てくれいいことであるので、拡大してきっちりしたものにしてはどうかという話もし

ている。そういったマンパワーをどういうふうにどう生かすか。介護になった方は大

事に介護をしてあげなければいけないが、できるだけ介護をしなくて一日でも長く自

立した生活ができる予防介護にも力点を置きながら、指導のできる方を養成しつつボ

ランティア活動をしていくということが大事なことであると思う。 

 健康があって初めてボランティア、社旗奉仕活動であるということになる。私も大

好きなたばこを定年してすぐに止められた。そのお陰で大病を患うこともなく日々健

康である。食生活、運動、コミュニケーションの３つを守り心がけている。健康管理

も大事であるのでそういう普及も市としても地域としてもやっていくべきと感じる。 

 

（コーディネーター：林） 

 谷本さんはどうですか。 

 

（パネラー：谷本） 

 私は、ボランティアはやりたいときにやり、したいことをすればいいと思う。私は

そういう考えで集めもしたし、一緒にやりもしたし、私も進んでやった。 近、子供

に対する教育、社会教育の面での意識を植えたのは、青少年のボランティアコーディ

ネーター活動の研修に１年かけて行った。その時に講習を受けることによって、子供

達にこれからの世界を変えてもらわなければいけない。これからの時代を背負っても

らわなければいけない。今の若い人に活力を生み出してもらい頑張ってもらわなけれ



ばいけない。その援助をするのが我々であるということを講師や皆さんでミーティン

グをする中で考えた。ボランティアは、人から与えられたものもあるが、自分でそう

いう考える時間を作ってあげることも大切であると思う。市のほうもコーディネータ

ーの講習やいろいろな指導者になるための養成を、小見川に少年自然の家という立派

なところがあるので、そういうところを利用して、団塊の世代を募集してやってもい

いのではと思う。そういう時間を是非ともつくってもらいたい。先程、小田代さんが

私のところに入ってなかなか仕事ができなかったという話があったが、そうではなく、

小田代さんは絵の先生で皆さん方にボランティアで教えて、その人達が生きる活力を

生んでいるというのは立派なボランティアであると思う。できる人ができることをや

るのが１番いいと思う。それともう一つが指導者をつくるためのコーディネート、で

きる方を養成するような講座を市に設けてもらえればもっと団塊の世代の人にも若

い世代の人にも賛同が得られると思う。 

 

（コーディネーター：林） 

会場に人で定年退職する人、団塊の世代の皆さんに期待することというのはあるか。 

 

（   ） 

 今、私自身は今日の集りは、ボランティアをやるための障害を取り除くための要望

などの意見を述べるだけの会と思ってきた。皆さんのお話を聞いてボランティアとい

うのはもうちょっと気楽にやっても構わないという話を聞いて納得したところであ

る。今、そう言われれば私自身も細々したことであるが、鹿島の子供達に鹿島の地域

の民話を集めて絵本、紙芝居にする挿絵を描く手伝いをしたり、今度、月曜日に高齢

者の人達に絵手紙の書き方を一緒にやろうという話がありやっているがそれもそう

なのかなぁと思った。そういうことで感じたのは、一緒に絵を描いている皆さんに協

力してもらい、どこか子供達に一緒に手伝いをするとか絵本や紙芝居を作る人がいた

ら、教室の人と一緒にやってもいいなと思った。 

 それでもよければ、それもボランティアの一つかとチョット安心した。 

 

（コーディネーター：林） 

 今の話の中で、現役の時から目標をもつことも大事だということや無理をしないで

やってほしいということ。また、指導者の養成をすることも大事という話、ボランテ

ィアは無理をしないで気軽にやることが大事であるという話も聞いた。教育長の方か

らは多くの人を集めてもらいネットワークづくりも大事であるという話も聞いた。現

在、人材バンクも整理しているということで、どういう方がどういうボランティアを

するかを整理するということも必要なのかなと思った。 

 会場の方に話を聞きたいが、これから退職を迎える方々、団塊の世代の方々の能力

を生かすために自治体サイドでしていかなければならないこととして、社会奉仕活動

をしていくのには受け入れ体制が大事であるとは思うが、その他にどのような対応を

自治体にして欲しいかという部分についてご意見を聴きたい。 

 社会奉仕活動をしている方で自治体にどういうことをして欲しいかという部分で

話してもらえればいいと思う。 

 

（   ） 

 自分が取り組んでいる中で、佐原、小見川で皆さんボランティアをしているようで



あるが、ボランティア活動は支援、支え、援助を受けながらやる集団、支援、援助を

受けなくても自分たちでできる集団があると思う。自分たちは、環境問題等で里山、

岡飯田地先では炭焼きをやっている方たち、Ｂ＆Ｇでは高岡理事長はじめ、黒部川の

曲がり角のところで、もみの木のところに電飾をやり、ドラム缶の中で火を焚き焼き

芋をやりＢ＆Ｇの人が子供達の焼き芋をご馳走して電飾を一緒に楽しんでいる。 

 私は社会福祉協議会で赤十字の災害ボランティアをやっている。今、赤十字は災害

があった時、千葉県は７ブロックに分れ災害時には一番初めに赤十字が出てくるよう

になっている。その災害ボランティアも赤十字という支えがあってできる集団である

と考えている。皆さんボランティア活動をしていて、千葉、市川などの都会はボラン

ティア活動を支える企業が若干ある。佐原、小見川、山田、栗源には、それを支える

スポンサー 

 自分も会員をやっているＷＷＦでは、年間４億くらい集め、日本の浅田基金や霞ヶ

浦などいろいろなところに若干の助成をしている。市ではボランティアに対する助成

はゼロであったが、 近 20 万円くらいの助成があるという話を聞くようになった。

ボランティア活動、奉仕活動をやっていくのに助成をもらいながら自分達の必要なも

のを買い、それを皆で使う。活動資金も自分達で出すが、限界があると思う。その限

界になった時に、行政からお金、支援してもらうときにどこに行ったらいいのかとい

うことを皆さん経験しているのかなということや活動されて何が問題点でＰＤＣＡ

（P（Plan）・D（Do）・C（Check）・A（Action））の中で市のチェックでどういった

問題点が出てきたのかという話がでてくるのかと楽しみにして来た。 

 

（   ） 

 県の関係で何か調整するところがあるのではないか。 

 

（   ） 

 里山制度であれば、地域振興センターが若干のお金を出してくれている。今、県で

なく、香取市でボランティアが皆で何かやってみようということである。 

 

（   ） 

 ボランティアはやはり資金がなければ運営できないのか。 

 

（   ） 

 ボランティアは、何人かでやっていれば支援してもらわなくてもできると思う。４

～５人でやるのであれば自分達の趣味の中でできる。しかし、ある程度になると… 

 

（   ） 

 いずれにせよボランティアをやるのにはボランティア保険のようなものが必要で

しょ。 

 

（   ） 

 ボランティア保険は福祉系であれば、社会福祉協議会のほうで若干かけてくれる。

しかし、公共性のあるボランティアは確かにそうであるが、自然保護とかをやってい

る集団にはだれもかけてくれない。怪我と何とかは自分持ちということである。自分

も社会福祉協議会でそういった話をしながら保険をかけてもらっている。赤十字の方



では年間 650 円で１億数千万第三者に対して、自分に対しては 200 万円出るという保

険がある。そういった保険も誰かがしゃべらないとわからなく、保険もかけずにやっ

ているということが見受けられる。話し合いながら、どこへ行ったらそれができるの

かということ、皆さん関心があるから来ているのかと思うが、関心があるけどやるの

には何処に行って誰に話をすれば奉仕活動ができるのかという窓口がない。 

 話は戻るが、２～３人、５人で何かをやるのには自分でもできる。しかし、集団に

なると… 

 今、ＳＯＮＹが 250 人の集団を持っていて、黒部川の脇や利根川河川敷をやってい

たが、ＳＯＮＹのＥＭＳという環境マネッジメントシステムの中で活動資金があるの

でできる。一般市民が何かをやって行こうと集団になったときに誰が支援、支えるの

かというとクエスチョンマークの世界である。佐原地区で町おこしをやっているが、

旦那衆が数百万も自腹をだしてやっている集団もある。そういったものを分類した時

に、ボランティア活動をやってみようといった時に、５人の集団なのか、ネットワー

ク化された集団になってきたものは若干の会議する場所、チラシ、パンフレットをつ

くるときにはお金が必要になってくると思う。そういった時にどのように捻出してく

るかということで、ボランティアで里山をやっている人はシイタケを植えたりしなが

らお金を稼いでいるが、そのような案も出してパネラーに質問してもらえば、キャッ

チボールができればと思っている。 

 

（コーディネーター：林） 

ボレンティアをやっていく中で、資金面の話か、それとも窓口が必要という話か。 

 

（   ） 

窓口 

 

（教育長） 

 教育委員会の方でいろいろお願いしているボランティアがあり、学校支援ボランテ

ィアということで学校教育そのものに支援をいただくボランティアと子供達の安心

安全のために見守っていただく防犯ボランティアをやってもらっている。防犯ボラン

ティアは 1000 チョットの方に登録をしてもらい活動をしてもらっている。その方に

は、市で万が一の時のために少い金額であるが保険をかけている。重大な事故の場合

は、800 万円、入院は１日 5000 円、通院は１日 3000 円という保険をかけている。 

 

（   ） 

 ボランティアをやりたいと思うが、今まで脳梗塞をやり始め口も利けず歩けない状

態が 2～3 年続いた。段々よくなってきたら県の農業開発公社にいたので、農業の指

導くらいならできると思う。若い世代に夢と希望を持った農業をするように、それに

は、佐倉市に大きな１枚５町歩くらいの管理のいらない地下排水と用水があって、道

路と排水路がない画期的な農業の先進地がある。この辺にはないが、25 年くらい前に

つくられた。その当時はおそらく日本一であった。画期的な圃場 

 

（   ） 

 私達はボランティアの経験が全くない。病気をして寝たきりと先生に言われて、こ

こまで回復した本人が何かしたいという夢を持っていた。いろいろ文書をつくったり



もしたが、健康がまず一番に望まれるということを西岡さんだったと思うが言ってく

れたが、その大事なことをここで本人にも考えさせたいために来た。皆さんの経験の

中で生きていくということでまだまだ夢があるということを教えてもらいありがた

い。本人もまだ夢があるがまだまだ健康を維持していかなければならないのでご理解

いただきたい。 

 

（   ） 

 公社のドレンレイヤという暗渠排水の工事があるが、それだと一昼夜ぐらいで排水

ができてしまう。小見川西小学校の校庭がドレンレイヤでやったが大雨が降っても次

の日運動会ができたという画期的な工法である。 

 

（   ） 

 県で農業関係に携わっていたので、現実的に農業に関しては若い人達が皆去ってい

ってしまうということから、きっと捨てられないで８年間持ち続けてきたから元気に

なれたと思うが、健康がまず第一と認識させたい。 

 

（コーディネーター：林） 

ボランティアをしたいという気持ちはとても大事なことで大切なことでいいお話

を聞かせてもらった。 

 

（パネラー：谷本） 

 私は、素晴らしいことであると思う。奥様が元気であるので、旦那さんは一つの希

望を持っている。今までにいろいろなボランティアの人と話したり、病状の方の話も

聞いたことがあるが、その希望が一つの目標になるので是非とも応援してあげてほし

いと思う。 

 

（   ） 

 ただ、それが行動になると身体を維持していかないと無理だということを有る程度

認識をさせたい。 

 

（   ） 

 香取さんも言ったが同意見であり、市に一つの窓口、ネットワークの窓口、受け皿

がないことが一つの問題だと思う。是非とも香取市につくってもらいたい。阪神大震

災のボランティアを経験しているが、はじめに行った時にボランティアの方はやりた

いが何をやったらいいかわからない。指揮をとる人がいない。危機管理のときのボラ

ンティアの指揮をとる人、そういったボランティアの集りも必要であると思う。市に

は受け皿をつくってもらえば相談ができると思う。 

 

（   ） 

 ある程度介護の面で積み重ねて、そういうボランティアをしてみたいと思ったが、 

現実には受けなければいけない立場になった。こういう病気をした人をどのように扱

っていくかという意識できたが、これからどのようにもっていくかが大きなテーマで

ある。しかし、本人が思考力も落ちているので、時には命に代えても理解させるため

にすごい会話になるときもあり、試されていると思う。 



（   ） 

 これからの農業は経済的にも世界に負けないような農業にならなくてはいけない。 

 

（パネラー：林） 

 市の方に窓口という話があったが、社会福祉協議会のほうにすべて出ていると思う。

指導はしてもらえないが、私が思うのは、自分が勉強したことを皆さんに教えられる

ものは教えるということをしている。私の会は 27 人いるが、佐原、香取市の人でな

い人が６人も来ている。それはなぜくるかというと勉強したくて来ている。勉強の場

を自分で探すことも必要であると思う。 

 

（コーディネーター：林） 

 いろいろご意見を聞いた。ボランティアをしたいというときに何処にいったらいい

か窓口の大事さを今話を聞いた中で感じた。それは社会福祉協議会にあると言ってい

たが、自治体の方でもそういう窓口、受け入れ体制を充実させてもらいたいという気

持ちがある。 

 ここで 後に市長から感想を含めお話してもらいたい。 

 

（市長） 

 何かその他で、テーマからそれて何かボランティアの上での不都合なことや要望な

どを受けてご挨拶をしたいと思う。 

 

（   ） 

 今、2007 年の団塊の世代に人は非常に力をもち高度な技術、技能をもっている人が

沢山いる。70 歳になろうとしている世代が体力と知力を持った人がまちに溢れている。

そういった人達を行政としてうまく取り入れ、活用してやる場を行政が開いていかな

ければいけないと思う。皆さん声をかけてくれるのを待っているので、できるだけこ

ういった機会をつくってそういった人達がこういった場に入ってこられるように行

政として場をつくってほしい。ボランティアは人のお世話をすることということで、

できて当たり前であまり割りのいい仕事ではないが、ボランティアの一番いいのはや

りがい感、充実感、達成感これがあるからボランティアの方はがんばっている。そう

いったことを元気な老人や団塊の世代の人に与える場をつくってもらいたい。ボラン

ティアの中に入って感謝の言葉、一言でやりがい感につながると思う。多少お金もか

かると思うが、行政で地域に密着した活動に手を差しのべてもらいたい。 

  

（   ） 

 窓口という話があったが、窓口は確かに重要であるが、やはりやりたいなと思う気

持ちは持っているが一歩踏み出せない。それを後押しする施策がいると思う。今のま

までは何もないので窓口をつくってもあまり変わらないと思う。後押しする施策とし

て、集団就職面接会のような感じで、ボランティアやっているグループが集ったとこ

ろに来てもらい自分の好きなものを選んでもらうなども考えてはどうかと思った。そ

ういった後押しの施策を考えてほしい。 

 

（   ） 

 私が実際にやっているのは、くろべ館を拠点として教室をやっている。現在くろべ



館は、小見川の文化会館が使えなくなっており、将来も恐らく使えないだろうという

話も聞いているが、そうなると、できるだけ早急にカルチャー活動をする場所を確保

してもらいたいと思う。小見川にもいろいろな施設があるが、ほぼ何処へ行っても予

約が入っていて使えない。月初めの早い時間に言って場所取りをしなければいけない

状況である。この部屋のように事務所の中にかなりのスペースが空いているようであ

るので、できるだけ早急に整理してもらい、空いているところは、できるだけ利用し

てもらえるように考えてもらえたらありがたい。市の幹部の方もたくさん来ているの

で是非早いうちやってもらいたい。 

 

（   ） 

 皆様方にお願いであるが、窓口がわからないという話があったが、行政、市だけで

なく、今日のコーディネーター、パネラーの方を見るとある種の企業の方が多いが、

その会社はボランティアに非常に理解がある。会社で地域に還元しなさいという話も

聞く。小見川の企業でもそういうところがある。ボランティアのやり方がわからない

という話があったが、まず役所、行政だけでなく、皆様の経験を広めてもらいたい。

行政が行うネットワーク作りではなく、皆様方からのネットワークがわからない人達

に対し一番説得力があると思うので、その辺を皆さんにお願いしたい。 

 

（市長） 

 先週、今週とこのテーマで議論をした。大変ためになったことが多い。まず、現状

を説明すると、ボランティア活動については社会福祉協議会の中でお願いしているの

がほとんどである。香取市ボランティア連絡協議会というものが７月に設立され、香

取市ボランティアセンターというのが社協の中にあり、ここに登録をされた方々が本

日配った一覧表に載っている方々がそうである。したがって、まだまだ潜在的にボラ

ンティアをしている方々は沢山あるということであり、そういった方々を含めると何

百、何千になると思う。先週から今週にかけて話をいただいた中で引っかかってくる

のは、ボランティアをしたいがどういった手立てがあるのかわからないということや

声をかけてくれるのを待っている方々がいるという話を聞いた。実際にこの数は相当

な数がいるのかなあと考えている。私達も多くのタウンミーティングの中でいろいろ

な話をした。その中で行政の方で「こうようにしましょう」というと協働作業の部分

で、行政から言われると協働という感覚ではなくなり、自分達でやるというよりやら

されているという感覚があり躊躇してしまうという話もある。しかしながら、そうで

はなく、「こうするべき」、「こうしてください」ではなく何かきっかけ、皆さんが話

をする手立てを行政で機会をつくるということが大事であると思う。窓口などを設置

しながら、担当する部署をきちんと皆さんに伝え、その中で先ほどお話のでた集団お

見合いのような会の開催などを含めいろいろ話をしたいと考えている。気軽に話しを

してもらえ、それを手立てする手段がないのも事実であり、これをうまく作用するた

め、ボランティアの斡旋、紹介するようなことも含めた窓口が必要であると考える。 

これについては、できるだけ早く形をつくれればと思う。また、社協の中だけでなく

ボランティア活動を広域に行っている活動についてはある程度の援助も必要である

と考えている。そういった話を聞いて行こうと考えている。その中ではもちろん指導

者の養成も入れていくべきであろうと思う。先週、下肢に障害を持たれた方がいて、

その方が私にもできるボランティアがあるだろうと言っていたが、私はあると思う。

障害があるから、また何か不都合があるからボランティアができないということはな



いと思う。そういった窓口、また違う形で対応ができるような体制をとるべきであろ

うと思う。夢、将来を語れる場は大変必要であると思うのでそういった場も構築して

いくべきだと思っている。 

 もう一つの要望で、小見川文化会館の件であるが、９月の中半過ぎに耐震診断の結

果が出た。耐震補強をして使うに足らない建物という結果が出た。これは９月議会で

も発表したが、使ってはいけない。危険であるということである。また、屋根の内側

の部分にアスベストが吹き付けられている。飛散するというような状況ではないので

そのままで大丈夫ということにしているが、使用するということは管理者としてもし

ものときに責任がとれないので、閉鎖をする。後にきれいにしていくしかない。それ

では代替の場所ということになるが、現在、10 月に小見川文化会館をどのように考え

るかという協議会を庁内に設置した。現在、その協議会で市全体の一つの会館という

考え、そして小見川の施設という２極面から協議をしている。個人的な思いを話して

しまうとその協議会の意味がなくなってしまうので、私個人の話は、もう少し発表す

るのを待ってもらいたい。その協議会で多くの協議をされて上がってくるのを待って

いる状況である。ただ、一つだけ言えるのは３町１市が合併し、人口規模もあるが、

この文化的な活動やボランティア活動、芸術的な活動を一番活発にしているのが小見

川区であると思う。そういう地域において必要な施設ということであれば、地域の皆

さんの要望とするべきと考える。私の政治的な根本理念は市民の皆さんと一緒にまち

づくりをするということであるので、皆さんのご意見をますますお伺いしながら進め

ていきたい。しかし、今はその協議会の答申を待ちたいと思うのでご理解をお願いし

たい。それでは、他の施設の利用ということであるので、できるだけ多くの公共的な

場所を提供できるように今施策を講じています。来年４月に市の中の機構改革がある。

その部分で拠出できたスペースはできるだけ開放するという考えでいるので是非使

ってもらいたいと思う。できるだけ早く使ってもらえるような施策を講じていく。 

 いろいろな話を聞いてきたが、当初からお願いし、お話を聞いている中で皆でつく

るまちづくり、皆が住みやすい、住んでいてよかったというまちをつくる主役は勿論

市民の皆さんである。行政としても、私もできるだけのお手伝いをしたいと考えてい

る。今日の議論もそういった意味で大変勉強になった話であった。大変勇気づけられ

た。是非とも今後とも皆さんと一緒に協働のまちづくりを進めていきたいと更に思っ

た。私もこれまで同様精一杯、真正面から行政にあたっていきたいと考えているので、

多くのご意見をお話いただきながら、それを基におおきなまちづくりに取り組んで行

きたいと思うので、今後ともご協力、ご尽力をお願いしたい。 

 

（教育長） 

 今日は大変有意義な話をいただきありがとうございました。市長が言ったとおり、

教育委員会のほうも皆さんの意見を大事にして務めていく。 

 

（コーディネーター：林） 

 皆さんからいろいろとご意見をだしてもらった。行政サイドでいろいろな取り組み

ということで、皆さんから要望のあった窓口や担当する部署の明確さ、公的ボランテ

ィアの援助、障害者の方でもできるボランティアの開拓、活動する場所、協議会が設

立されて検討中という話も聞いた。協働という部分で自治体もこれだけ考えていると

いうことで、我々市民は今日のテーマになっている人生第 2章の過ごし方ということ

で、これから定年退職を迎えられる方、その中には団塊の世代も含まれるがその人達



の確立した知識や技能、ボランティアの心を十分に活用して自治体と伴に協働という

部分で活力あるまちをつくっていくべきだと皆さんの話の中で感じさせてもらった。 

 不慣れなコーディネーターでご迷惑をおかけしたと思うがご協力ありがとうござ

ました。 

 


