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【事務局】 皆様、こんにちは。これより平成30年度実施市民活動げんき基金公開ヒアリング・公開

プレゼンテーションを開会いたします。開会に先立ちまして服部市長よりご挨拶申し上げます。 

【服部市長】 皆様、改めましてこんにちは。ご紹介いただきました市長の服部でございます。本日

は、土曜日貴重な時間の中でお時間を調整いただきまして、市民活動げんき基金の補助事業、選考の

ための公開ヒアリング、プレゼンテーションにご参加をいただきましてありがとうございます。また、

きょうスタート支援事業４事業、そしてステップアップ支援の３事業にエントリーをしていただきま

した皆様方、本当にありがとうございます。日ごろから、きょうご参加いただいております皆様方に

は、本市の中で多くの市民の方々がより快適に、そしてより充実した環境の中で生活ができる、そう

したことにつながる活動を展開していただいております。まずもって、心から感謝を申し上げたいと

思います。本当にありがとうございます。 

 そうした中でさらに一層、その事業を充実させるためということで、今回このげんき基金の補助事

業にエントリーをしていただいたのだと思っております。茅ヶ崎ではこのげんき基金を使った事業、

平成17年度から始めております。既に160の事業を多くの市民活動団体の皆様方に提案をいただき、133

の事業に対して支援活動を続けてきたところでございます。毎年毎年本当に、その時々に必要な取り

組みを皆様方で議論をしていただいて、その内容をまとめて提案という形で提出いただき、そしてこ

のプレゼンテーションを経て、実際に事業展開をしていただいております。その中には、この事業を

通じて、さらに継続的に発展していただいている事業も少なからずございます。そうしたことによっ

て、市民生活も冒頭申し上げましたように、より豊かさを感じられる、そういった流れにつながって

いると思います。ことしも本当に幅広のご提案をいただいていると、私もこの資料を拝見して感じて

おります。ぜひ、まずはきょうこのプレゼンテーションの場で、皆様方の思いをしっかりと伝えてい

ただき、そして補助事業につなげていただければ幸いであります。皆様の活動が充実した中で、30年

度展開されることを期待しつつ、また、そのことが市民の豊かさを感じられる、そういったことにつ

ながっていくことを大いに望ませていただきたいなと思います。どうか、きょうは限られた時間だと

思いますが、どうぞよろしくお願いします。また、市民活動推進委員の皆様、どうぞよろしくお願い

いたします。 

【事務局】それでは、本日のスケジュールについてご説明いたします。本日、これから１６時２５分

ごろまでのお時間で、スタート支援に応募いただいた４団体の公開ヒアリング会、及び、ステップア

ップ支援に応募いただいた３団体の公開プレゼンテーションを行います。お配りしております桃色の

冊子の１ページをご覧ください。 

公開ヒアリング会は、みなさまの目の前にございます、こちらのコーナーで、スタート支援にご応

募いただきました４事業を対象におこないます。 

まず、提案団体より３分～５分目安に提案事業の説明をいただき、その後１０分から１５分間を目

安に質疑応答を行います。説明と質疑、合わせて２０分程度のお時間で進行してまいります。 

質疑につきましては、疑問点等を解消し、採否を判断する上での判断材料となりますので、よろし

くお願いいたします。テーブルでのヒアリングの進行については、終了時刻１分前に、全体でベルを

鳴らします。（ベルを１回鳴らす）開始から２０分が経過したところで、２回ベルを鳴らします。（ベ

ルを２回鳴らす）これをもって公開ヒアリングは終了です。短い時間ではありますが、時間内でまと

めていただきますよう、ご協力をお願いします。 

４団体ヒアリングが終了した後、休憩を挟みましてステップアップ支援３事業について、公開プレ

ゼンテーションを行います。ステップアップ支援事業を審査いたします公開プレゼンテーションの進
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行については、後ほど説明させていただきます。 

公開ヒアリング、及び、プレゼンテーション終了後、この会場にて、総括質疑を行います。提案団

体のみなさまは、ご自身の提案が終了しても、総括質疑が終えるまで、御退出なさらないようお願い

申し上げます。 

本日のヒアリング及びプレゼンテーション終了後、市民活動推進委員会による評価会議は明後日、

３月１９日を予定しております。評価会議は、非公開とさせていただきます。ご理解のほど、よろし

くお願い申し上げます。 

なお、市民活動推進委員会委員は、自らもしくはご家族が関係する団体の提案事業の評価を行うこ

とができない仕組みとしています。 

 評価項目と採否の基準は、冊子の２ページ・３ページのとおりです。 

スタート支援につきましては、「公益性」「発展性」「費用の妥当性」の項目を、各１０点満点で

評価し、３０点満点の６０％、１８点を補助相当団体の目安とします。 

ステップアップ支援につきましては、「公益性」「発展性」「費用の妥当性」の他、「地域性」「先

駆性」「事業実現性」「自立性」「継続性」について評価します。こちらは、合計５０点満点の６０

％、３０点を補助事業に適する得点の目安とします。 

 平成３０年度実施事業候補は、本日の結果を受けて、市長が最終的に決定します。結果につきまし

ては、提案団体の皆さまに、３月下旬から４月上旬に書面でご連絡いたします。 

 また、選考結果は市ホームページ等でも一般に公表してまいります。 

 事業終了後には実施報告会の場で、事業実績と収支決算の内容を報告していただきますのでよろし

くお願いいたします。 

最後になりますが、この補助金は市民活動げんき基金を原資とした補助金です。４ページに概要、

６ページから８ページにはご寄附いただいた方々を記載しております。また、冊子の背表紙をご覧く

ださい。 

昨年度より、梅田小学校の向かいにあります茅ヶ崎市体育館に設置された、「湘南ヤクルト販売(株)

様」の自動販売機、及び、小和田公民館に設置されてございます「ダイドードリンコ(株)」様の自動

販売機の売上げの一部を、このげんき基金にご寄付いただいております。また、今年度より、「鶴嶺

東コミュニティセンター」に設置されてございます、「ダイドードリンコ(株)様」の自動販売機の売

上げの一部についても、げんき基金にご寄付いただいております。 

また、本日は会場内に、市民活動げんき基金の募金箱を用意しております。ご来場の皆さまにも、

制度の趣旨をご理解いただき、ご協力いただければ幸いでございます。 

 なお、本日の公開プレゼンテーションの様子は、広報紙・ホームページ掲載用又は記録用として写

真撮影をさせていただきます。あらかじめご承知おきください。以上でございます。 

 それでは、ただいまから平成３０年度実施 市民活動げんき基金補助事業公開ヒアリングを始めま

す。 

 はじめに、茅ヶ崎市市民活動推進委員会の大江守之委員長よりごあいさつ申し上げます。 

 

【大江委員長】 みなさま、こんにちは。只今ご紹介頂きました市民活動推進委員会委員長の大江で

ございます。委員を代表いたしまして一言ご挨拶申し上げます。 

茅ヶ崎市では平成１７年度より、市民活動げんき基金補助制度を運用し、市民活動の推進を図って

いるところでございます。これまで約１３０団体に対し財政的な支援を実施してまいりましたが、そ
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の中では、自立し活動を飛躍させた団体、行政との協働推進事業や行政からの委託事業を実施するよ

うな発展を遂げた団体などもいらっしゃいます。 

これまでの傾向として、このげんき基金補助制度を活用した事業は、文化や芸術分野をテーマとし

ている事業が多いという感想を持っておりますが、プレゼンテーション冊子をご確認いただきますと

わかりますとおり、今回のご提案は、広く福祉に関係するテーマが多くあげられて、様々な切り口か

ら、市民満足度の向上が期待される事業の提案が寄せられました。 

本日、これから行います、公開ヒアリング会やプレゼンテーションをとおして、提案者のみなさま

の事業の提案にあたる思いをお聞きしながら、審査をさせていただきます。 

審査については、事業の企画書、収支予算書等、詳細について、慎重に検討してまいりたいと考え

ております。 

では、本日出席している委員を紹介させていただきたいと思います。 

まず、私の隣が、中川副委員長です。そして前列、草野委員、椎野委員、石田委員、北川委員、三

觜委員、水島委員、でございます。前列の委員には、このあと冊子１ページ、スタート支援の内、Ａ

グループと記載のある事業のテーブルにつきます。 

次に後列です。西野委員、森委員、秦野委員、髙橋委員、伊藤委員、でございます。このあと、冊

子1頁のBグループと記載のある事業のテーブルにつかせていただきます。 

わたくしと中川副委員長は、ＡＢグループともテーブルに加わらせていただきます。 

ステップアップ支援のプレゼンテーションでは、１３人で審査を行います。よろしくお願いいたし

ます 

【事務局】 ありがとうございました。それでは早速公開ヒアリングに移りたいと思います。最初の

提案団体でございますツインウェイヴ北口ガーデンクラブの皆様、ご準備はこちらのほうでお願いし

ます。推進委員会のＡグループの皆様は席の移動をお願いします。 

 それでは、スタートいたします。最初の事業は、つつじ公園ブーゲンビレア（人と木）プロジェク

ト、提案団体様はツインウェイヴ北口ガーデンクラブの皆様でございます。よろしくお願いします。 

【大江委員長】 それでは、ヒアリングを始めますので、最初に事業内容のご説明を３分から５分く

らいでお願いいたします。では、どうぞ。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 代表の宇田川です。物語でぜひつつじ公園をごらんくださ

い。97年、大踏切がツインウェイヴになり、貨物倉庫の跡地につつじ公園はできました。花壇ボラン

ティアの大先輩の方たちの活動が始まり、2016年、人も公園も22歳、高齢化を迎えました。公園って

何だろう、つつじ公園で必要なことは？ 調査を始めましたところ利用者は１日200人、年間延べ６万

人以上、うち６割を保育園児が占めます。市営プール２万人であることを考えますと、この数は非常

に大きい。公園がある茅ケ崎駅前を航空図で見るとぎっしり、緑や公園が少ないことがわかります。

22年で駅前は大きく変化しました。公園をマークして、そこに保育園を足してみます。空間は減少し

ているのに、必要とする園児が増加していることがわかります。子供たち、先生たちにとって公園は

絶対に欠かせません。保育園は駅前に集中しています。市内６歳児までは１万4500人、うち４分の１

の3500人が駅前に集中しています。長いとき朝７時から夜７時まで、保育士さんも園児も過酷な状況

に置かれています。これ、昼間子供人口という新たな課題です。公園活動の課題４点です。活動者の

高齢化、施設の老朽化、環境の変化、昼間子供人口です。公園に必要な形が変わったなら、私たちか

ら変わろう、花壇ではなく公園へ、みんなのための公園にしよう。目指すのは、市役所の下請けロボ

ットではありません。みんなが手をつないで、花を咲かせるありがとうの関係です。公園の声を花で
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つなぎました。木陰が欲しい、幾つもありました。週末パパと楽しい砂場が欲しい、お仏壇の花が欲

しい、犬の散歩は１日２周以上、みんなの協力でうんちはゼロになりました。利用者は、活動者にな

り始めました。子供たちが一番最初に声をかけてくれました。利用者になった子供たちは、ほかの利

用者を活動者としておもんぱかるようになり、そんな子供のために地域が参加してくれるようになり

ました。誰かが誰かを連れてきてくれるようになりました。お兄ちゃん、友達、お母さん連れてきた

よ。おばあちゃんを連れてきたよ、ありがとうで誰かと誰かがつながりました。そのありがとうは、

さらに広がります。おばあちゃんの話聞くよ、放課後児童が独居の高齢者の呼び鈴を押すようになり、

その子見ているよ、放課後児童が育児支援をするようになりました。公園のフォロワーとファンもで

きました。ＪＫのインスタ、大ブレイクです。高校生が手を貸してくれるようになり、パパやママの

フォロワーもできました。愛される公園は、利用者自身です。自己肯定感が生まれつつあります。命

も人もめぐる公園、ばらばらだった住民、ボランティアが、子供たちのありがとうでつながりました。

そして、それが居場所になりつつあります。私たちは植物の再生を図りました。それによって、在来

種が戻ってきました。命を見つける子供たちができたことによって、その見守りで命の居場所をもら

いました。カラスしかいなかった駅前公園に野鳥が戻ってきています。新規事業のゴールは、人と木

はずっとです。以前のボランティアは二極化、する側される側、する側が高齢化するとボランティア

がゼロになります。しかし、世代循環、全員参加の仕組みがあるなら、年齢が変わっても健康状態に

応じて選ぶことができます。ボランティアを地域に生み出すこともできます。来年度から大学生を取

り入れるのですが、若者が主体になることによって地域活性化が期待できます。人と木集う場という

のは、茅ヶ崎にとっては大きな縁側を持つことになります。そして、リア充の大人の発掘です。新し

い地域資源となる人々を、また地域でつなぎたいと思います。私たちの事業は大きく３つです。掃除、

花壇、体験学習です。でもこの核は居場所です。公園とは何だろうと。答えが出ました。１人ずつの

居場所です。人と木をずっと未来へ届けさせてください。ありがとうございました。 

【大江委員長】 ありがとうございます。では、委員の皆様より質疑をしていただこうと思います。

では、どうぞ、どなたからでもよろしくお願いします。 

【北川委員】 すばらしい発表、ありがとうございました。こういう取り組みは本当にすばらしいな

と思うのですけれども、公園はほかにもあるという中で、ほかの公園に派生させるとか、そういった

今後のビジョンはありますでしょうか。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 実は公園課さんとやりとりして、再生という機能は、要は

公園課にはないわけです。私たち、公園課、それから委託業者さん、現業と呼ばれる現地作業員の市

役所の方々と一緒に現地調査をしまして、私たち日大がついているので、樹木の病気や何かにすぐ対

応できるのですが、委託業者さんというのは要は業者さんなので、仕様を守る、行動に移すというの

が業者だと。ということは、みんなで連携したほうがよりよくなるのではないかという話をしていま

して、確定はできないですけれども、将来的にパークマネージャーというものを育成して、市に発展

させるようなことを考えてはどうかというのは課から勧められています。 

【北川委員】 もう一点、よろしいですか。 

【大江委員長】 はい。 

【北川委員】 ありがとうございます。この取り組みを、何かインターネットとかでより広く発信し

ていくというのは、どのようなことを考えていますでしょうか。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 実は、今まで広報活動を全くしていなくて、口コミだけの

活動だったのです。今回おかげさまで、セブンイレブン記念財団さんから事業助成をいただくことが
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来年度より決まりまして、その際に全国に向けて、茅ヶ崎市の代表として発表させていただくことに

なっています。ただコスト的に、うちも広報活動に手を入れるよりは、地元のみんなと密着して、少

しでもいろんな方とかかわりたいというのが理念なので、そこは今後もスタンスとしては力を余り入

れないかもしれないです。 

【大江委員長】 はい、どうぞ。ほかの方。 

【北川委員】 今ので。 

【大江委員長】 短くお願いします。 

【北川委員】 すごくいい取り組みなので、ぜひほかの地域の、茅ヶ崎のほかの公園にも派生するよ

うに発信を心がけていただけるといいなと思いました。これは意見です。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 はい。 

【大江委員長】 どうぞ。 

【椎野委員】 ありがとうございました。とてもすばらしい企画で、私はほれぼれしたのですけれど

も、子供たちのありがとうの全員参加ということで、おやりになっているのですが、私が１つ伺いた

いのは、大人のひととき読書会というものがございますよね。その中で、今非常に問題になっている

のが、シニアの孤独層とか、そういうのがございます。そういう人をターゲットにしたいのだけれど

も、そういう孤独死をするような方というのは、なかなかお外に出られない。そういう人を引き出す

のは、どうしたらいいのかという対策はお持ちでございますか。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 実はこの公園には、恐らく独居層と呼ばれるシニアの方々

が１日３～４名、その方々はばらばらに座って読書をしておられる。私はまちぢからもやっているの

ですが、非常に独居層、結婚しなかった層というのが今高齢者で、民生的には恐らくとても苦労する

領域、皆さんの考えが個人的なのです。そこをつなぐに関してというのは、非常にいろんな地域を視

察したり、意見を教授方に伺ったのですけれども、彼らが動く理由というのは、自分の自己向上なの

です。社会学ではよそ者学と呼ぶのだそうです。何年たっても団体の中に入らず、自分の向上、要は

テストの点数が上がることだったら行くけれど、それとか、あとワインとチーズみたいな感じですね。

そこをするというのは、やはりリア充、現役であなた向上しますということでしか出てきてもらえな

いということはもう研究論文ではっきりと先生方がうたっておられて、そこをちょっとここに入れて

いるのです。ただ、ガチンコに地域の中に入るのを彼らは嫌がるので、感じで言うなら緩やかなつな

がり、シェアハウスの中でお互いに挨拶はするけれど、人生相談し合わないような同居人というふう

な考え方が一番いい位置かなと思っています。 

【椎野委員】 ありがとうございます。 

【三觜委員】 いいですか。 

【大江委員長】 はい、どうぞ。 

【三觜委員】 今の質問と少し関連するのですけれども、今回の提案というのは、いろいろヒアリン

グの中で木陰が欲しいというのがメーンになっている。ちょうどバーゴラがあるので、そこにブーゲ

ンビレアを、鉢植えになるのか、それの事業と、例えばそれだと単年度とか、その事業だけで結論が

出てしまうというのを、その読書会とかそういうのにつなげていこうというようなお考えの読書会な

のか、例えば木陰を使って、その中でいわゆる読書会をやるとか、全然関係なくして、木陰は木陰だ

けでつくって、それとは関係なく読書会があるのだというような関連性があるのかないのかというの

が１つと、今の読書会の関係でシニアとかありますけれども、どの辺の層をターゲットに、具体的に

どういう形でやっていこうと考えられているのか、ちょっとその辺を教えていただければと思います。 
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【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 今のご質問の内容、単年度事業であるかということが１点

目と、あと継続性に関して、それとターゲット層と３点ですね。それに関してお答えしますと、単年

度の事業でできることはたかが知れているのです。私どもは、一番あそこにいるのがうちのサポータ

ーなのです。あと２年、東京オリンピックの年に、うちのボランティアスタッフは25年間活動したこ

とになるのです。その勢いで、私たちも多分しぶとく、単年事業ということは絶対にないです。発展

性は持たせるかと思いますが、やり遂げるだろうなと。自治会に８年、10年と残っていることを思え

ば、そのぐらい微々たるもので、なぜならそこでお世話になったこの高校生たち、この子たち、私が

自治会の防災したとき、まだ小学校２年生くらいで、そのどの層かというターゲットのお答えなので

すけれども、実は今、地域によりけりですけれども、私は駅前マンション組ですので、一番困ってい

る層は団塊世代です。その団塊世代は、うまくいけば非常にいいアクティブのマンパワーになるので

すけれども、そこをまとめるのは非常に難しい。ただ、彼らのメリットはすばらしくて、大学生とも

つき合えるのです。そこはなかなか、垣根を越えて、どんな世代ともつき合えるということはなかな

かなくて、なので恐らく、まずは集まった成り行き任せではあるのですが、そこを解決するのがその

人々ではないかなと感じております。予想ではありますが、恐らく60代を中心に、うちは日大の学生

がいますので大学生、一番上が、今私が知っている範囲では80なので、そこがマックスになるのかな

と思っています。 

【三觜委員】 もう少し具体的に、例えばどこの場所で、どういう読書会をやられるお考えなのか、

それともう一つ、今回のメーンのご提案がブーゲンビレアということなのですけれども、活動団体と

してもともといろいろ花壇や何かをきれいにされるということでずっとやられてきたというのは理解

しておりますが、その辺も含めての事業提案ということなのか、ブーゲンビレアで終わってしまって

ということなのか、その辺の絡みがよくわからない。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 ごめんなさい、質問がどこの場所でというのは、インフラ

的にというか、ハード的な意味でですか。 

【三觜委員】 そうです。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 場所としては、つつじ公園のバーゴラの下を使うと。木陰

という声が非常に多かったのです。ところが、ここで集めたい人々、私たちのゴールを目指しますと、

２つグループがあることになります。１つは自然発生に木陰があろうがなかろうが、それをきっかけ

に集まれるグループです。これ１つは、高校生、西浜高校なのです。西浜高校の男子がいつもいつも

来ている。この子たち、木陰があろうがなかろうが来るのです。ただ、木陰ができそうな花があれば、

彼らはそっちに行くのです。作業も手伝ってくれています。もう一つは、育児世代です。その世代と

いうのは、木陰があろうがなかろうが来ているのですが、木陰があれば、その時間が延びるのです。

その集まった人々をつなぐ機能がどこにあるかというと、やはりＰＴＡの世代なのです。そこがあれ

ば、縦のつながりができるというのが１つです。 

 読書会の内容なのですけれども、実は私は家族学会の役員をしているのですけれども、読書会は人

に合わせて変えてあげなければいけないのです。大きくは２つあると思います。１つはみんなで同じ

本を読むというスタイルです。それに対してすごく、オー・ヘンリーとかそういうのを読み込んでい

くみたいな形の読書会と、もう一つは、みんなで気軽にブックトーク、こんな本よかったよ、あなた

読んでみないと２つあると思うのです。 

【大江委員長】 そろそろお時間なので、短めにお願いします。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 なので、多分集まった人によって変えていくとは思います
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が、こんな本があるよというご紹介スタイルをとっておけば、本の交換が起き、花と同じように本が

ツールになって人をつなぐかなと考えています。よろしいでしょうか。 

【三觜委員】 はい、わかりました。ありがとうございます。 

【大江委員長】 もう少し、質疑の時間があるそうなので、ごめんなさい。時間をはかり間違えたみ

たいなので、ほかにどうぞ。水島さん。 

【水島委員】 お尋ねします。天候のいい日、この公園に時々散歩に行くものですから、いつ行って

もとてもきれいで、また車も入らないような形になっているので、安全性も確保されていて、小さい

お子さんたちが散歩するにはいいところかなと思っています。また、私が行くのが昼休みくらいなの

ですが、時間が限定のせいなのですが、よくツツジとか大変きれいに咲いていても、意外と地域の方

が余り多くないような印象、たまたま日によってだと思いますけれども、時間帯によって、朝とか夕

方は多いのかもしれないのですが、もう少しＰＲを、せっかくこれだけきれいな公園をつくっていた

だいているので、いろんな方にもっと知っていただくというような形で、例えば市ですと河津桜とか

の開花状況を知らせる。いろんな、結構長い時間をかけてＰＲすることによって、平日いろんな時間

帯にいろんな方が散策されたりしていますので、そういうところももう少しご検討されたらどうかな

というのが１点と、読書会。これは非常におもしろいと思うのですが、本当に陰がないような非常に

明るいことろで開く読書会なので、開き方にも少し工夫があるのかなと思うのですが、読書会以外に

も近隣に家が大分張りついてしまっていますので、なかなかコンサートとかは難しいのかもしれませ

んが、少し読書会以外にも人が寄りやすいような、公園を知っていただけるような機会を設けられた

らどうかなと、感想として感じました。 

【大江委員長】 何か短めの答えはございますか。では、そうぞ。 

【椎野委員】 今、お花の話が出たのですけれども、ブーゲンビレアというので、こちらに植栽しよ

うということですが、これは成長が速いということでこちらになさったと思うのですが、お花という

ことで今桜とかいろんなものが出ましたけれども、そういう意味では、ブーゲンビレア以外にほかに

候補がありましたか。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 今回の選定に関しまして、日本大学の先生方と、あと社会

教育課の岸先生とお話をしたのですけれども、まず園内にあるもの自体で、もう既に根っこが付近を

侵しているというのがありまして、ブーゲンビレアは、資料に入れたとおり、成長が速いというだけ

ではなく、虫のつかない、生態系を壊さないというのがあって、茅ヶ崎に向いているというところが

１つです。 

【椎野委員】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 そろそろお時間に、では最後の質問ということでお願いします。 

【草野委員】 ブーゲンビレアを育てる、でき上がればすばらしいものだというのはわかります。そ

れで、ちょっと気になったのが、これを完成させるまであと何年かかかりますと。そんなときに、こ

の植栽管理というのは、この団体が行うという認識でよろしいですか。というのは、構成がわからな

いのですけれども、かなり高いところの位置になってしまうということと、今回３メートルくらいの

三脚をお買い上げになるという形があるので、その安全性も含めて、この団体で管理し切れるのかど

うかということだけ、お聞きしておきたいと思います。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 意外にブーゲンビレアの質問が多くて、ブーゲンビレアは

剪定するとまず花が咲かなくなります。最初にそこはあれなのですけれども、ブーゲンビレアはこう

いうふうに葉っぱ、花、葉っぱ、花と枝がつくのです。剪定をしてしまうと、花芽を全部摘んでしま
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うのです。ただ気をつけなければいけないのは、とげなのです。高いところに咲かすというのは、仕

立てでもってやるので、伸ばさなければいけないので最初は大変だと思うのです。バラにすごく似て

いるのですが、バラはうちのスタッフが20年ぐらいやっているので、そこはお任せいただいて、本当

に剪定するとしても、時間はもちろんかかりますけれども、整えるという程度で年に１回です。 

【草野委員】 要は団体の方が管理すると。高いところであっても危険性なく作業できるという認識

でよろしいですね。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 そうですね。相談先もあるというのと、あとなれているの

で、私どものほうでさせていただくというふうに考えています。 

【草野委員】 ありがとうございました。 

【大江委員長】 それでは、時間になりましたので、どうもありがとうございました。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 ありがとうございました。 

【事務局】 続きまして、C.C.C.THEATERの皆様、準備をお願いします。委員様、グループチェンジで

すのでよろしくお願いします。 

 続きまして、スタート支援の２事業目でございます。こども演劇ワークショップ―演劇は人を育て

る―、C.C.C.THEATERの皆様でございます。 

【C.C.C.THEATER】 よろしくお願いします。C.C.C.THEATER代表の原田と申します。私たちはC.C.C.

という子供たちのための劇団をやっております。私たちは、パフォーミングアーツ、芸術表現活動を

通じ、今を生きる子供たちが未来を生きる力、私たちの考える未来を生きる力とは、子供たちが自信

を持って、多くの選択肢から自分で考えて選択をする力を養いたいと思っております。パフォーミン

グアーツというのは、一般的には演劇など、ダンスなどの表現する芸術になります。私たちが考える

パフォーミングアーツの可能性なのですが、子供たちに自分たちで考え、想像するイマジネーション、

そこからつくるクリエーション、そして演じてそれを経験とすることを繰り返しながら、その未来を

生きる力を養っていきたいなと思っております。 

 こちらはワークショップの写真なのですが、僕たちのワークショップは、演劇なのですが演出家、

僕が演出をやらせてもらっているのですが、こういうふうに演じてというのではなくて、役者と話し

ながら、自分たちでやりたい演技とか、自分のキャラクターをつくっていきながら作品をつくってい

くというのをやっております。これはダンスの発表なのですが、自分たちが演じるだけではなくて、

見る力も養いたいなと。人の発表を見ながら、それを見て、そして自分でちゃんとコメントを言うと

いうのを大事にしています。 

 僕たちは、自分たちが演じるだけではなくて、プロの作品をたくさんの子供たちに見せようと、僕

たちが子供たちを引率して、ここはアートセンターという新百合ヶ丘にあるのですが、そこに行って

一緒に作品を見る機会も与えています。 

 演劇だけではなく、これは１つのイベント、茅ヶ崎の柳島でやったのですが、たくさんの協力をい

ただいてダウンタウンという3000個の段ボールを集めて、小さな子供から大人までが自分たちで段ボ

ールを建てたり、家をつくったり、トンネルをつくったりなどしながら遊ぶ演劇活動をやりました。

かわいいですね。3000個になります。これは茅ヶ崎のたくさんの人たちから助けてもらって集めまし

た。 

 今回の事業で、小さな家という作品を子供たち、大人たちに見せたいなと思っています。この作品

はノンバーバルという言葉を使わない作品になります。演劇は共感の魔法と呼ばれています。そこに

出てくる登場人物、キャラクターたちを自分と重ねたり、または自分の近くにいる家族だったり、友
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達と重ねてみながら、「ああ、僕だったらああやって言うのにな」とか考えたり、感じたりすること

を大事にしています。 

 これは、先に講演をしたときに、10代の小学生からと大人からの感想です。 

 最後に、小さな家という作品のショートフィルムがあるので、最後にそれを見ていただきたいなと

思います。 

（動画上映） 

【C.C.C.THEATER】 以上になります。ありがとうございました。 

【大江委員長】 それでは、質疑に移ります。どうぞ、どなたからでも。はい、どうぞ。 

【髙橋委員】 どうもありがとうございました。参加される人数は子供と大人で200人くらいというこ

となのですけれども、自分はぱっと見てこういうのが好きなので、おもしろいなと思うのですけれど

も、なかなか知る機会がないというところで、どうやって人を集めるのかとか、あと広報戦略、そこ

ら辺をどうしていくのかなというところと、今後の、今回こういった上映をやって、またさらにその

次の年とかその次、どのような活動を展開していくのかお考えを聞かせていただければと思います。 

【C.C.C.THEATER】 広報に関しては、ＳＮＳ、ツイッター、フェイスブックなどもありますので、そ

ういうので宣伝をしていきたい。あとはチラシなどをつくっていろんな茅ヶ崎の学校だったり、また

は児童館だったり、レストランだったり、カフェに置かせてもらったりというふうに考えています。

あとは今後なのですが、ものすごく大きいゴールなのですが、C.C.C.として考えているのは、茅ヶ崎

で子供のための演劇祭をやりたいなというのが大きな目標です。すぐにというわけにはいかないので

すけれども、そういうことを考えています。 

【大江委員長】 ほか、どうぞ。それでは、まず、はい。それから伊藤さん、そういう順番で。 

【西野委員】 コメントというか質問なのですけれども、実際に公募をする際にどれくらいの期間を

設けているのですか。例えば９月に催すという形だと、４月に公募するという形をとるという。公募

期間は長めにとっていただいて、回数をもっとふやして、いろんな地域の方から振り分けて回数をふ

やすという形で、実際に地域性を、いろんな地域から募るような形で、例えば10人から15人ほどの少

数にして数をふやすとか、そういう形をとられたほうが、よりこういった地域活動のコミュニケーシ

ョンというか、回数をとることによってＰＲにもなるのではないかなと思うのですけれども、どのよ

うにお考えですか。 

【C.C.C.THEATER】 ありがとうございます。そうですね、今回、今ご質問していただいた件に関して

は、確かにいろんな地域で広く私たちの活動を知っていただく、また子供たちに伝えるためにそうい

った取り組みが今後必要なのだろうと、我々のほうでも考えているところです。今回、げんき基金の

ほうに応募をさせていただいた事業は２日間ということになっておりますが、この事業をきっかけに

また広く発展していければなと考えておりますので、今いただいたアドバイスをもとに、どんな展開

ができるかも考えていきたいと思っております。 

【大江委員長】 では、伊藤さん。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。私も芝居が好きなのですけれども、２つ質問があり

ます。１つは演劇ということ、もう一つは茅ヶ崎ということなのですが、いただいたペーパーを読み

ますと、本物の演劇、先ほどのプレゼンテーションでもプロの作品、本物、プロの演劇というのはど

ういうものなのでしょうか。残念ながら日本では、劇団四季とか限られた劇団ぐらいしか、劇団員で

ないと演劇でなりわい、生活することは無理だと思うのですが、そうすると、プロとか本物というの

は、どこで違うのでしょうか。まずは１点。 
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 ２つ目は、これも非常に難しい問題なのですが、げんき基金は茅ヶ崎市のげんき基金なのですが、

今回の事業をやるに当たって、茅ヶ崎ということをどういうふうにごらんになっているか。茅ヶ崎だ

からこういう芝居をする、こういうパフォーミングアーツをする、あるいは茅ヶ崎だから子供たちに

対してこういうことをしなければいけないとか、茅ヶ崎としての特殊性をどういうふうにお考え、そ

れとも特殊性はないとお考えなのか、この２つです。 

【C.C.C.THEATER】 本物、プロということに対しては、すごくシンプルに言うとお客様が決めること

ではあるのですけれども、僕たちが考えているのは、見ている子供たちが幸せになることを一番に考

えてやっています。それが僕たちの中ではプロだと思っていますし、この作品にかかわっている人た

ちは、経験を持ち、いろんなところで活躍をしているメンバーを集め、茅ヶ崎の子供たちに本物を見

せるために集まったメンバーたちとやっています。 

 茅ヶ崎という部分に関しては、まずこのかかわっているメンバー全員が茅ヶ崎の人間であり、茅ヶ

崎を愛している人たちというのがあります。作品内容が、例えば茅ヶ崎についてということよりはも

っと普遍的な家族だったりというものをテーマにしているので、それを一番に特別に考えているとい

うわけでは今はないですけれども。 

【伊藤委員】 わかりました。どうもありがとうございました。最初の質問の、本物とかプロに私が

こだわる理由は、より発展性を通すためには、皆さん以外の方がどうやって本物、プロの演劇になり

得るか、あるいは、常に子供たちにそういったプロの、あるいは本物の演劇の潜在的な要素があると

いうふうにお考えになったほうが、より開かれた未来を担う子供たちをつくれるのではないかと思っ

たので、質問を申し上げた次第です。お金は、とにかく日本では芝居では生きていけないと思います

ので、もう少し内容的に考えていただいたほうがいいのではないかなと思いました。私のコメントで

す。 

【大江委員長】 済みません。ちょっと今質問の順番が、秦野さんはまだ言っていないですよね。そ

れから中川さんで、ではごめんなさい、どうぞ。 

【西野委員】 プレゼンで、まず見て、感じて、それを演じるみたいなお話がありましたけれども、

実際に役者さんが演じているのを見て感じるのと、あと一緒に参加している仲間が演じているのを見

て感じるものと、あと例えばお母さんがビデオで撮ってくれて自分の姿を見て感じるのと、いろんな

感じ方があると思うのです。それを見て感じたものが成長につながってくると思うのですけれども、

確実に成果はあると思うのです。参加するのは30名なのですけれども、それを市民活動としてＳＮＳ

とかそういったものを使って、ＳＮＳを人を集めるだけのものとするのではなくて、広く周知するた

めのものとして使っていくということは考えていますか。 

【C.C.C.THEATER】 ありがとうございます。ＳＮＳに関しては今、ホームページとインスタグラムと

ツイッターを使って、まだまだやるべきことはいっぱいあると思うのですけれども、紹介をさせてい

ただいているところではあります。参加募集を募るという１点に限ってやるというようなことは特に

考えていなくて、今回の事業に関してはそういった要素も含ませていただくのはもちろんなのですけ

れども、今後は、今質問していただいたように、より伝わりやすいような映像だったり写真というの

をピックアップしてどんどん流していければなと思っております。 

【秦野委員】 ありがとうございました。 

【中川副委員長】 こちらの今宿小学校の授業の一環の中で、７年間ボランティアをされながら創作

ダンスの講師をして、子供たちが前向きに変わっていく様子を見られたというようなことが設立の経

緯の中に書いてあるわけなのですけれども、この子供たちが前向きに変わっていく様子というのがも
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のすごく大事だと思うのです。私は今、学校でいじめなどがある中で、うちの子供の体験ですけれど

も、こういう演劇的な表現を取り入れた先生がいらっしゃって、２年間で全く子供の中からそういう

問題がなくなって、非常に違う学級の形ができていたと目の当たりで見ているものですから、非常に

大事だと思うのですけれども、単発的にこういう公演をおやりになるということのもう少し先に、本

当に子供の身近な世界の中にこのような表現的な世界といいますか、そういうものができてくること

が大事だと思いまして、そのための展望というのは、先ほどすごく大きなことでとおっしゃっていま

したけれども、もう少し具体的に聞かせていただけないかなと思います。 

【C.C.C.THEATER】 ありがとうございます。そうですね、展望としましては、今回は本当に１事業と

して２日間に限られてしまうのですけれども、これをあくまでもきっかけとして、今後どんどんこれ

を広げて展開をしていきたいと思っております。まず大事なのは、演劇というもの自体が、恐らくス

テレオタイプとしてかた苦しいものとか、マイナスの印象とまでは言わないですけれども、そういっ

た印象をまずは変えて、本当におもしろいものだとか、自分たちにとってこんなに身近なものなのだ

ということを知ってもらえるきっかけとして、まず今回の機会を捉えております。ですので、この事

業が成功した先には、もっとこのような演劇に触れ合える事業であったり、実際ワークショップの機

会であったり、いろんな作品を茅ヶ崎に誘致したり、見る機会ややる機会をもっともっと茅ヶ崎の人

たちに提供できればと考えております。 

【大江委員長】 あと１問くらい、秦野さんと西野さん、短くお願いします。 

【秦野委員】 発表、ありがとうございました。本当に文字とか写真とか動画とか、すごくバランス

もよくてわかりやすかったです。柳島キャンプ場の段ボール、私も本当は行きたかったのですけど行

けなかったので、様子がわかって本当によかったです。ありがとうございます。 

 私からはお金の部分について２点質問があります。支出の部分で今回デザイン料を１万円計上され

ているのですけれども、これはどなたがご担当される予定なのか、外部のデザイナーの方に頼む予定

なのかなど、決まっていましたら教えてください。 

【C.C.C.THEATER】 ありがとうございます。こちらに関しては、イメージだけ伝えさせていただいて、

外部の人に外注する予定になっております。 

【秦野委員】 ありがとうございます。 

【西野委員】質問というよりもコメントなのですけれども、今後の発展性というところで１つコメン

トを挙げたいと思います。演じる方のコミュニケーション力のアップとかそういったことは考えられ

ると思うのですけれども、今度は逆に見ている人の幸せというところの訴求も必要ではないかと思う

のです。例えば介護を必要としているような高齢者の介護ホームとか、そういったところで今後演じ

るという形をとれば、お年寄りの方も感じるところがありますし、演じる方も感じるところがあると

思うのです。なので、今後演じること以外にも、見る方がどういう方をターゲットにするかというこ

ところも視野を広げていったらいいかと思います。 

【大江委員長】 コメントということで、どうもありがとうございます。それでは、これでこの発表

を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

【事務局】 続きまして、スタート支援の３事業目でございます。バリアフリーファッションショー、

Hearts（ハーツ）様でございます。よろしくお願いします。 

【Hearts（ハーツ）】 代表をしています廣田と申します。よろしくお願いします。早速、時間もな

いのでプレゼンテーションを始めていきたいと思います。 

 Hearts（ハーツ）が提案するファッションショーということで話を進めていきたいと思うのですけ
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れども、バリアフリーファッションショー、何となく言葉だけのイメージが先行しがちだと思うので

すけれども、スロープをつくったりとか、車椅子用のトイレをつくるといういわゆるバリアフリー、

ハード面のバリアフリーではなくて、精神的、心理的に参加者、モデルさんであったり、あとはヘア

メークをするスタッフであったり、見ている方々にメッセージを伝えるためのファッションショーと

して僕は提案したいと思っております。 

 どんなものかというのが、恐らく皆さんの手元にある資料だと白黒でわかりづらいと思いますので、

カラーで用意しました。一人一人紹介すると時間がなくなってしまうので、ざっくりとお話をします

が、左上の写真が脱毛症という形で髪の毛がない女性たち、それぞれの生き方、個性というものを生

かして、彼女たちらしいおしゃれをするという意味でボディーペイントのアーティストとコラボした

イベント、左下がダウン症、知的障害のある子供たちのファッションショーであったり、右側が日本

では珍しいですけれども、障害者の人たちが所属するモデル事務所、タレント事務所のプロフィール

写真の撮影になります。これから紹介するのはファッションショーがメーンになるのですけれども、

ここに写っている人たちはみんな、見た目であったり、発達障害とか見えない部分であったりするの

ですけれども、障害をお持ちの方々になります。特別支援学校とか、あとはなかなか生活していても

出会う機会のないような方々も結構います。小人症の人だったりとか、いろんな彼女たち、彼らは障

害を持ちながらパフォーマーとして生活をしている人もいたりします。 

 最後のこの写真が、子供たちのためのファッションショーということで、渋谷で開催されたものな

のですけれども、ふだん見せないような笑顔であったり、ふだん見せないような表情というものをフ

ァッション、あとは美容を通すことによって、身にまとうといいましょうか、ふだん見せないような

自信あふれる表情をステージで見せることによって、彼女たち自身が笑顔になり、そしてその身近に

いるご家族であったり、友人が彼女たちを見ることによって幸せになって、そういった人たちがあふ

れる会場自体がすごく温かい空間になるというのは、僕は何度も経験しております。キーワードで言

うと、笑顔は自信につながるというふうに僕は思っているのですけれども、こういった要素が心のバ

リアフリーにつながるのかなと考えております。心のバリアフリーができることによって、恐らく人

に対して優しく接することができるのかなと僕は考えているのですけれども、それが育ちやすい地域

につながると思っております。それがどういうことかというと、僕自身、おととしハロウィンパーテ

ィーを茅ヶ崎の美容室、僕がやっている美容室の地域の商売をやっている人たちと共同で開催しまし

た。目的としては、子供たちを笑顔にするというのと、あとは地域の商売をやっている人と子供たち

の接点をつくるということを目的にしています。過ごしやすい地域、子供たちが安心できる地域とい

うのが、大人から子供まで幅広く交流が持てる地域なのかなと考えておりまして、これをハロウィン

パーティーで、次はクリスマスパーティーということで、２回開催したのですけれども、どれもたく

さんの方が集まっていただいて大盛況でした。その後、ふらっと学校帰りに遊びに来たりとか、親と

一緒に休日に顔を出しに来てくれたりということもあるので、いっぱいこういう機会をつくることに

よって、地域で過ごす上で永続的な交流関係というのがつくれるのかなというのを僕自身実感してお

ります。 

 僕は美容師をやって、サロン、美容室で働きながらヘアメークとして外で働いているのですけれど

も、障害があるなし関係なく、皆さんも恐らく共感していただけると思うのですけれども、髪の毛を

切ったりとかおしゃれをすることによって自信が出たり、外に行きたくなったり、何かしたいなとい

う気持ちの変化があったりとか、そういった影響が美容にはあるのかなと思っておりますので、僕は

美容師という技術や考えを生かしたバリアフリーというのをもっともっと発展させていきたいなと考
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えております。あくまでこれは僕が今、僕と僕の身近にいる団体のメンバーと、あとは僕の思いに共

感してくれる全国の美容師さんの中での話なのですけれども、茅ヶ崎では今、これは平成26年度調べ

なのですけれども、261件の美容室があると言われています。茅ヶ崎は美容室が多いよねとよく言われ

るのですけれども、実際数としてはかなり多いと思います。例えばその中の２割の美容室が、僕と同

じようにバリアフリーであったりとか、美容ができる福祉は、同じ思いを持ってくれたら市内にも52

件の美容室というセーフティーネットができるのかなと考えております。このセーフティーネットと

いう考え方としては、先ほど話したような地域に固定でその場所があることによって、いつでも顔を

出したりとか、何かあったときに逃げ込めたりとか、何か悩んだときに相談に来られる場所があった

りという交流をつくる場所として、もう既に261件以上あると思いますので、その中の幾つかが賛同し

てくれるだけで、そういう過ごしやすい地域につながるのかなと思っております。そういった、恐ら

く今まではなし得なかったような文化を茅ヶ崎から発信して、神奈川全域に広げて、それが今僕自身、

ＮＨＫの取材で追ってもらったりとか、あとはこれから群馬のラジオで週１で話をさせていただくと

いう話にもなっているので、いろんな形で情報を発信することによって全国にこういったことが伝わ

っていけばいいかなと思っております。なので、Hearts（ハーツ）が提案するファッションショーと

しては、かかわる全ての人が笑顔になり、そしてそれが地域のためになるファッションショーという

ものを提案していきたいと思っております。ということで、プレゼンテーションを終わりにさせてい

ただきます。ありがとうございます。 

【大江委員長】 それではどうぞ、ご質問お願いします。では、水島さんどうぞ。 

【水島委員】 ありがとうございました。相当楽しいようなイメージの感じを持ちました。ぜひ頑張

っていただきたいなと思いますが、今回のイベントはコミュニティーホールで行うということで、ま

た今見ますと、割と当事者の方と美容師の皆様方のところはよくわかるのですが、どちらかというと

これからいろんなものを広げていくとなると、一般の方との交流というところが、その辺が少し課題

になってくるかと思うのですが、コミュニティーホールで開こうとしているこのファッションショー

というのは、一般の方とかその辺のところの周知だとか、その辺のイベントのイメージですね、当事

者の方というか関係者の皆様以外のところはどのような形を考えているのか教えていただきたいと思

います。 

【Hearts（ハーツ）】 去年１年間で15件ほどのファッションショーにかかわらせていただいたので

すけれども、僕が主催しているのが、今のところ１件もない状態です。大体都内であったりとか、千

葉、あと群馬でやってきたのですけれども、基本的にいつもＳＮＳで発信をしていて、僕ふだんは福

祉施設とか介護施設で出張で髪の毛を切るということをやっているのですけれども、そういう福祉だ

ったり介護というつながり、もしくは地元の友人であったりとか、美容師の友達であったり、ＳＮＳ

を見ることですごく情報を好意的に捉えてくれて、ぜひ自分たちも見に行きたいというところから、

地元の茅ヶ崎で開催して、今まで興味があったけど来られなかった人たちを呼べるような場をつくろ

うというのがスタートのきっかけになるので、そういった部分も含めて、チラシとあとＳＮＳで十分

な集客をできるのかなと考えています。 

【大江委員長】 ではどうぞ、椎野さん。 

【椎野委員】 ありがとうございました。今のとちょっと関連なのですけれども、見ている人のため

のファッションショーということで、先ほどご紹介がございました。それで、そうなると関連がある

のですけれども、一般の子供たち、一般といっても障害のある子供たちですけれど、例えば先ほどの

ご説明の中に過ごしやすい地域ということで、ハロウィンパーティーとかクリスマスパーティーをや
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ったということで、それは一般の地域の方を集めてお化粧したりということで元気づけたということ

ですよね。だからそういうものを、障害者はもちろん心に潜んでいるものがあるから元気づけたいと

いう気持ちもあるのでしょうけれども、一般の子供たちもたまにはそういうようなことで元気づけて

あげてということで、もっとそういうような企画みたいなものをあわせ持ってやるような企画はござ

いますか。 

【Hearts（ハーツ）】 とりあえず今回は第一段階という形で、モデルさんの選定に関してもスムー

ズに進むような形で、かつ注目を集められるようなイベントの内容として、障害児に特化した内容に

したいなと思ってはいるのですが、永続的にこういったイベントを続けていきたいなとは思っていて、

今後はHearts（ハーツ）だけではなくて、茅ヶ崎の美容室のスタッフなども呼んで規模を広げていき

たいなと考えています。今は幸い西海岸系ファッションとか、こういった茅ヶ崎の海沿いのファッシ

ョンもすごく注目をされているので、湘南ファッションウイークみたいな形で、大がかりなイベント

を展開していくこともできれば、茅ヶ崎であったり湘南という部分のブランディングにもつながると

思いますし、今おっしゃっていたような、子供たちが本来そういった場を求めているけど今まで与え

られなかった人たちであったり、あとは親子での出演とか、いろんな発展性はあるかなと思っており

ます。今回はあくまでも子供は障害児ということになるのですけれども、今後は親子、健常の子供、

あとは高齢者だったり、いろんな方々が楽しめるような、それこそ年齢だったり障害の垣根を越えた

イベントを開催していきたいなと思っています。 

【椎名委員】 ありがとうございます。楽しみですね。頑張ってください。 

【大江委員長】 はい、どうぞ。 

【石田委員】 プレゼン、ありがとうございました。私は質問ではなくコメントでよろしいですか。

本事業のポイントは笑顔だと思っているのです。今お話をしていて大事なとおり、茅ヶ崎の美容師の

方、美容院の方みんながこういうイベントにご賛同していただいて、健常者であり、障害者の方であ

り、お子様であり、みんなが楽しく参加していただけるように継続的にしていただければと考えてい

ます。 

 あと、せっかく茅ヶ崎アロハビズだとか、また夏になるとそういうふうになるので、ファッション

の中でもアロハを取り込んだものをしたりとか、茅ヶ崎の独自性のものも含めてやっていただければ

と思って、皆さんをすばらしい笑顔にするイベントをこれからもよろしくお願いします。以上です。 

【Hearts（ハーツ）】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 ほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

【北川委員】 すばらしい発表ありがとうございました。ここでちょっと質問なのですけれども、美

容と福祉の関係は、何かアカデミックな根拠とかはあるのでしょうか。 

【Hearts（ハーツ）】 アカデミックな根拠は、今アピアランスケアという形で、乳がん治療をして

いる人ですとか、見た目をケアすることで精神的に病と闘うという一つの文化、恐らく５年前くらい

に東京の医科大学が発表したのですけれども、日本だと定着していないような緩和ケアになるのです。

それが、そういった女性の抗がん治療をしている人たちに向けて、ある程度の実績というか、必要性

というのが、今恐らく多くの方が認知してくださっているとは思うのですけれども、それだけではな

くて、それがいろんな人たち、それこそ障害児ですとか、これから壁にぶつかるであろう人たちに対

しても、うまく作用するであろうということはイメージはできるのですけれども、まだまだ一般的に

はそれがエビデンスだったりにはなっていないので、僕は今、精神保健福祉士という資格を取得する

ために大学に入っているのですけれども、今後のビジョンとしては、自分が精神保健福祉士の資格を
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取り、美容と精神ケアというものが連動できる一つのサポートというか、体制をつくっていきたいな

と考えています。 

【北川委員】 ありがとうございます。この事業は直感的に聞いた人もみんな共感をすごくしやすい

のだと思います。ゆえに、根拠みたいなものを積み上げていけると、さらに社会的なインパクトが生

めると思うので、その視点で活動されるといいかなと思いました。あと今回、補助金収入と団体負担

金で事業を構築するのですけれども、これはこういった取り組みであれば、既にここでも共感されて

いる方が多い中で、企業協賛も十分この金額だったらとれるのではないかなと思うのです。そのあた

りで、あえてこの補助金にチャレンジをされたという理由があれば教えてください。 

【Hearts（ハーツ）】 金額的にいったら、そんなに大きくはない金額で今のところ進められると思

うので、補助金を通すことによって、より多くの人に知ってもらうことも一つの目的になればいいか

なと思っています。やはり現段階で茅ヶ崎で、僕がやっている活動を知っている方は少ないので、そ

れをもっともっと広く、変な話、告知することにつながればありがたいなと思っています。 

【北川委員】 ぜひ、広報の部分がすごくこれから大事だと思いますので、補助金を使ったというこ

とで、せっかくなので全市的にアピールするとか、その辺を楽しみにしています。 

【Hearts（ハーツ）】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 はい、どうぞ。 

【草野委員】 プレゼンから大変興味も多く、ぜひ茅ヶ崎で継続してやっていただきたいと思います。

というのは、どうしても障害を持っていると、ことしは無理だけれど来年だったらやりないね、再来

年だったらやりたいねという思いが必ず出てくるという気がするのです。そういう観点もありまして、

ぜひとも継続してできるように支援していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【Hearts（ハーツ）】 ありがとうございます。 

【三觜委員】 いいですか。 

【大江委員長】 はい。 

【三觜委員】 済みません、ありがとうございます。私も事業の提案を聞いて、非常に意義のある活

動だと考えておりますので、ぜひ積極的に継続してやっていただきたいと思うのですけれども、ファ

ッションショーを障害者がやられるご本人だけではなくて、今オリンピックや何かでも我々、ああい

う方がやられていて、一般のスポーツと同じように、見ている一般の人たちも本当に感動するような

競技になってきております。このファッションショーも同じような形で、ご家族だとか仲間うちだけ

ではなくて、一般の人たちがファッションショーを見て、意味があるものだと、それからびっくりす

るような感動をどういう形で与えられていけるかというのも将来的に考えて並行してやっていただけ

ればもっといいものになるのではないかなと、質問ではなくてコメントになりますけれども、ぜひ活

動していただければと思っております。 

【Hearts（ハーツ）】 ありがとうございます。今のお話に付随してなのですけれども、千葉でやっ

たファッションショーがパラスポーツとコラボレーションするイベントになったのですけれども、車

椅子バスケの体験であったりとか、そういったものとファッションショーを同時に進行することで、

今おっしゃったような目的も果たせると思うので、僕自身今、そういったパラスポーツの人たちとの

つながりを深めている最中なので、そこも今後考えていきたいなと思います。 

【三觜委員】 ありがとうございます。頑張ってください。 

【大江委員長】 あと２分くらいあります。今まで質問がほぼかなり似たようなものが出ていて、そ

れはこのファッションショーに参加する当事者だけではなくて、より普通の人たちにも参加してほし
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いということがあって、その辺はどうお考えですかという質問に対して、ちょっとはっきりしなかっ

たように思うのです。多分、当事者とご家族の方は見にいらっしゃると思うのですけれども、それ以

外の人たちに対して、どういう形で来てもらうようなアプローチをするかについて、今考えているこ

とがあったら教えてください。 

【Hearts（ハーツ）】 正直、最初は興味がある人だけ来ればいいかなと思っています。僕が今まで

かかわってきたファッションショーであったり、撮影がそうなのですけれども、すごく迫力があって、

参加した人、その身近な人が、例えばフェイスブックでいったらいいねを押しやすかったり、シェア

ボタンを押しやすいというのがすごくキーワードになるのかなと思うので、かかわった人たちがどん

どん広告塔になって、周りに発信をしてくれるというのが今までの流れにはありますので、そういっ

たことをもっともっと地域性を生かしてやっていければ、その次のイベントになるかもしれませんけ

れども、次回以降そういった僕と直接知り合いではない人でしたり、ご家族以外の方たちの参加も見

込めるかなと思っています。 

【大江委員長】 わかりました。それでは、ほぼあと30秒くらいですので、これで終わりにします。

どうもありがとうございました。 

【Hearts（ハーツ）】 ありがとうございました。 

【事務局】 それでは次、筆記通訳サークル「虹」の皆様、準備をお願いします。 

 お待たせしました。それでは、スタート支援事業４番目でございます。字幕付映画上映会～筆記通

訳サークル「虹」30周年記念事業～筆記通訳サークル「虹」の皆様でございます。よろしくお願いし

ます。 

【筆記通訳サークル「虹」】 こんにちは。タカヤナギと申します。茅ヶ崎の要約筆記通訳サークル

「虹」の会員です。平成元年に両耳が聞こえなくなりまして、以来この耳かけ式の補聴器のお世話に

なっております。聴覚障害２級で、両耳115デシベルです。 

 ことし、サークル「虹」は創立30周年となり、幾つかのイベントを企画しています。昨年４月の総

会では、記念誌の発行と就職会の２つが決められました。それだけ決めたのです。なぜ今回、寒川町

出身の三澤拓哉監督の映画「３泊４日、５時の鐘」上映のためにこのげんき基金に応募したかといい

ますと、ただ一つです。映画に日本語字幕をつけて、聞こえの不自由な人だけでなく、多くの人と一

緒に茅ヶ崎の建物や海や道が映し出される映画を見たいということです。そういう願いからです。昨

年の８月５日、図書館で市制70周年記念のイベントとして、この映画が上映され三澤監督が話してく

れました。私とウツイさん、カトウさんの３人で映画を見ました。初めからこの映画には日本語字幕

がつかないのはわかっておりましたので、「虹」のお二人にノートテイクを頼んだのです。以来、ウ

ツイさんが監督とコネクションをとってくれまして、余り字幕製に好意的ではない会社を監督が力を

尽くしてくれましたので、１月に台本が送られてきて、今月３月に動画も転送されてきました。それ

をパソコンで字幕づけしてくれましたのが、スミタさんや原田さんやオデラさんたち「虹」のパソコ

ンチームが字幕にしてくれました。先日の14、15日、みんなでその字幕をチェックしました。来週土

曜日24日ですが、小和田公民館で初めて字幕つき「３泊４日、５時の鐘」が上映されます。来週土曜

日です。この担当をされていますのが、フクダさんという映画の神様みたいな、映画に詳しい大きな

ネットワークを持っている人の、サークル「虹」とは違うルートからの要請でこの映画が上映される

のです。そして７月、サークル「虹」の30周年記念行事として、字幕つきで上映されます。聴覚障害

者だけでなく、知覚障害者、車椅子の方、知的障害、精神障害がある方など、たくさんの人に案内を

出して、ぜひ見ていただきたいと念願しています。三澤監督は30歳と若いのです。今は、第２作「落
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葉のころ」を制作されているそうです。主に大磯、寒川、茅ヶ崎などが映し出されると聞いています。

これから大いに注目されていく若手監督と一緒に、我々サークル「虹」のメンバーも成長していきた

いと願っております。温かいご支援をお願いします。ありがとうございました。 

【大江委員長】 それでは、質疑に移りますが、今ここで書いて伝えるということをやりますので、

なるべく短めに簡潔な質問の形でお願いしたいと思います。では、どうぞ。 

【秦野委員】 秦野です。私からはコメントをさせてください。今回サークルのチラシと上映会のチ

ラシと同時に配布をされるということで、要約筆記や筆談が広く周知できる効果というのがすごく期

待が持てるなと思いました。また、収支計算書の支出の部分においても積算根拠がとても明確で、事

業の実現性がとても高いなという印象を持ちました。そこで、私から広報について２つほど、アドバ

イスというかコメントがあります。１つは、ぜひ市役所の記者室にチラシのポスティングをしていた

だきたいと思っています。新聞やタウン誌への掲載、実現できるかどうかはまだわからないのですけ

れども、ポスティングすることによって可能性が高まりますし、１人でも多くの人が知る機会になる

と思っています。あともう一つは、もし枠組みの中で可能であれば、チラシの増刷をしていただける

といいなと思っています。現在2000部のサークル紹介のチラシを積算されていると思うのですけれど

も、経験上、配る箇所が恐らく100カ所程度が限界になるのかなと思いますので、可能であれば3000

部ほど印刷するとよりたくさんの方に、市内全域にお配りすることができるのではと思います。これ

は、もし実現できたらということでお願いします。以上です。 

【筆記通訳サークル「虹」】 ありがとうございます。ウツギさん、今の話。 

【筆記通訳サークル「虹」】 ありがとうございます。私たち、余り一般の方に公開してイベントを

するというのがふなれなもので、ＰＲ活動ということはサポセンのアドバイスでもすごくたくさん言

っていただいたのですが、できるだけ一生懸命ＰＲをして、多くの方に来ていただければと思います。 

【大江委員長】 では、ほかはいかがでしょう。どうぞ。 

【髙橋委員】 プレゼン、ありがとうございました。今回の事業は30周年の記念事業と書いてありま

したけれども、今後こういった機会をさらに続けていくのか、また新たな活動の輪を広げていくとか、

そういったことがあったら教えていただければと思います。 

【筆記通訳サークル「虹」】 まず私から、字幕をつけて邦画を上映するという機会が本当に少ない

のです。海老名のほうでは、難聴者の方が東宝シネマにかけ合って、朝一番のすごく早い８時半とか

９時からのところに割とつけてくれるということもありまして、こちらも茅ヶ崎のイオンシネマのほ

うに行ったのですが、やはり字幕つきで邦画を上映するのは難しいと言われています。それとはまた

別に、一般公開するときに、字幕をつけるということが、監督と会社の許可をもらわないと上映する

ときにつけられないのです。それがなかなか難しくて、著作権の関係で、結構お願いしても断られる

ということがあります。今回、本当にうれしく思っているのは、最初に三澤監督にレンタルＤＶＤに

なるかどうかを伺ったのです。レンタルされるようになれば日本語字幕がつくので、半年、１年、ち

ょっとおくれますけれども、自宅で見られるということはあるのですが、三澤監督がやはりレンタル

の予定はないと言われたので、これはもう私たちがやるしかないとすごく思ってお願いしたら、本当

に協力的にオーケーを出してくれまして、全面的に協力すると言っていただいたので、字幕つきで上

映できることになったのですが、字幕つきで上映する機会が余りないので、これをやはりなくしては

いけないと思っています。今後もやっていきたいと思います。 

【大江委員長】 よろしいですか。どうぞ。 

【伊藤委員】 コメントです。大変有意義な活動だと思います。最近は、字幕を簡単に画面に入れる
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ような体制になってきたのですが、昔は字幕を外に置く方式も多くありました。今でも実現可能かと

思います。そういった方向で、同時に字幕を別の画面で見せることができるのではないかと思います。 

 もう一つ、先日、日韓合同の映画を見ました。日本語の字幕だけでした。日韓合同で日本語も韓国

語も行き交う映画でした。大変惜しいと思いました。韓国語と日本語、両方の字幕があってもいいと

思います。中国圏では字幕が３カ所に出ます。あるいは４カ所に出ます。日本でもっと開かれた映画

製作者がふえることをぜひ皆さんからも発信してください。字幕をたくさんつけることは可能だと思

いますので、ぜひ活動を盛んにしてください。 

【筆記通訳サークル「虹」】 今の話はおもしろいのです。皆さんがご存じかわからないですけれど

も、高倉健の映画で「単騎、千里を走る。」という映画があるのですけれども、やはり日本語が出な

いのです。高倉健が話す言葉は字幕に出てこないのです。中国語だけ出てくるのです。だから、そう

いったサービスというのですか、それはこれからもなかなか改まってくるとは思えないのです。その

点では、私たちがこれからも努力をしていかなければいけないのですけれども、いろんな機会が最近

多少出てきているのです。その辺は期待しています。 

【大江委員長】 ほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ中川さん。 

【中川副委員長】 恥ずかしながら要約筆記というのを初めてお聞きしまして、このような手話以外

のそういう活動があるのだなということを初めて知ったのですけれども、こちらの会員の状況なので

すけれども、今22名いらっしゃるということですが、この30年続けてこられて、会員の方たちはふえ

ているのか、それともかなり横ばいなのか、今後もう少し参加される方がふえていくためにどんなこ

とが考えられるのかというのをお聞きしたいです。 

【筆記通訳サークル「虹」】 30年前に始めたころは、私もまだやっていませんで、私は10年目ぐら

いから入ったのですが、そのころは10名前後だったので、それからはふえています。ただ、横ばいと

いう感じですかね。要約筆記は、手話を母語としない聞こえない方のために文字で書いて伝えるとい

うことなのですが、市内で要約筆記を必要としている方は、私たちも多く見積もって20名くらいしか

つながっていないのですが、その方たちが全員私たちのサークルには入っていないのです。その辺が

手話と違いまして、聾者の場合は手話は自分の言葉ですので、自分で皆さんに手話を教えるというこ

とが可能なのですが、要約筆記というのは、聞いて書く技術なので…… 

【中川副委員長】 通訳みたいな。 

【筆記通訳サークル「虹」】 そうですね。特に難聴者がサークルに入って何をする、教えてもらう

とか何かをするということとは技術的な面では違うので、交流を目的として入っていただいている方

もいますが、難聴者の数はそれほど多くないです。 

【中川副委員長】 今後ふやすとか、つながりをつくるということは何か計画とかありますか。 

【筆記通訳サークル「虹」】 なかなか要約筆記を知っていただくということがとても難しい状況に

ありますけれども、今回の字幕つきの上映会を一つの機会として、要約筆記という活動は資格が必要

なのです。ボランティアで気持ちがあれば誰でも通訳しますということではないので、やはり聴覚障

害の方との接点ということに興味を持たれても、要約筆記というところでどうしても足踏みしてしま

う方もいらっしゃると思うのですが、映画の字幕というのは、その場で慌てて書いたり打ったりする

ものとは違うので、自宅で１人でしっかり取り組むのだったらやってみようという方ともできるだけ

出会えたらいいなと思っております。 

【大江委員長】 どうもありがとうございました。それでは時間になりましたので、これでプレゼン

を終了したいと思います。どうもありがとうございます。 
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【事務局】 プレゼンテーションでは、最初に、事業企画を提案した各団体より１０分程度で提案内

容についてプレゼンテーションを行っていただきます。 

短い時間ではありますが、時間内でまとめていただきますよう、ご協力をお願いします。 

開始から５分が経過したところで、１回ベルを鳴らします。（ベルを１回鳴らす）次に終了１分前に、

再度ベルを鳴らします。（ベルを１回鳴らす）１０分が経過したところで、２回ベルを鳴らします。

（ベルを２回鳴らす） これをもってプレゼンテーションは終了です。発表者の方は途中であっても

終了してください。 

その後、質疑応答を行います。質疑につきましては、疑問点等を解消し、採否を判断する上での判

断材料となります。限られた時間の中で、できるだけ疑問点等を解消するため、質問及び回答につき

ましては、一問一答形式でお願いします。質疑も１０分以内で行います。時間になりましたらベルを

鳴らします。（ベルを鳴らす）ベルが鳴りましたら、それをもって最後の質疑といたします。質問者

・回答者ともに手短にお願いします。 

この公開プレゼンテーションは、１６時３０分頃の終了を予定しております。プレゼンテーション

がスムーズに進行できますよう、ご協力お願いいたします。 

 評価項目と採否の基準は、冊子の３ページのとおりです。「公益性」「発展性」の項目を、各１０

点満点、その他項目を５点満点で評価し、５０点満点の６０％、３０点を補助相当団体の目安とし、

金額の枠内で、プレゼンテーションの順位に応じて、採否を検討します。 

 それでは、改めまして、平成３０年度実施 市民活動げんき基金補助事業公開プレゼンテーション

を再開します。 

【事務局】 まず、ステップアップ支援１事業目でございます、萩園いこいの里ふれあいロビーにお

ける地域交流活動事業でございます。萩園いこいの里ロビー活動実行委員会の皆様、ご説明をお願い

します。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 よろしくお願いいたします。座ったままで失礼いたしま

す。これは、萩園いこいの里の外観です。隣が走内公園になっておりまして、公園との境はついてい

ません。子供たちが自由に行き来ができるようになっております。 

 2006年４月に茅ヶ崎市から社会福祉法人翔の会が指定管理を受けました。３階は高齢者のための貸

室、２階はケアセンター、１階は市民課窓口、それから喫茶店などが一緒に併設されています高齢者

施設です。この施設が建設されるときに、市民が参加して検討委員会が設置されまして、１階ふれあ

いロビーは子供から高齢者、そして障害があっても誰でも来られる場所にしようということで、意見

がまとまったそうです。しかし、私どもが指定管理を受けてから、１階ふれあいロビーはその思いと

は裏腹に、大変閑散として人が来ないような状態でした。また、たまに来館する子供たちは、当時こ

の地域が荒れているということもありまして、大変手を焼かされました。そこで、職員がボランティ

アさんたちに声をかけて、萩園いこいの里ロビー活動実行委員会を立ち上げて、人がとにかくここに

集まるように、そういう企画を考えました。 

 まず、2006年すぐに、奇数月に１回ロビーで生演奏をしようということで、土曜ミュージックサロ

ンを立ち上げました。プロやセミプロの音楽家を招くことで人が来てくれるのではないかということ

で、これは大変好評を博し、平均80名くらいの方たちが参加してくださっています。車椅子スペース

も用意してあるので、体の不自由な方や障害のある方も気軽に参加することができます。全体的には、

高齢者の方の参加が多いです。演目は演歌からジャズ、フォルクローレなど、さまざまなジャンルの
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ミュージシャンに来てもらっています。これは、沖縄の三線コンサートで、このときは120名くらいお

いでになりました。きょうも実はミュージックサロンと写真展をやっておりますが、立ち見が出てお

りました。今回は、幼児を連れたお母さんが多かったように思います。 

 また、近隣に図書館がないために、子供たちが利用できるようにこういう本箱を５つロビーに設置

し、図書コーナーをつくりました。絵本を充実させたことにより、幼児を連れた若い保護者も来館す

るようになりました。 

 それから、これはちょっとはっきりしないのですけれども、絵本の読み聞かせのポスターです。絵

本の読み聞かせは、子供たちに本に近づいてもらおうと、実行委員とおばん囃しという読み聞かせの

グループの人たちとで始めました。これは、毎月第４木曜日に行っています。参加人数はそんなに多

くはないのですけれども、とにかくこういう場所があるんだよということで続けることが大切だと思

っております。 

 それから発足当時、ロビーに来る子供たちの中には、学校に行かれない子供や学校との折り合いが

つかない子、それから個食や食抜きの子供たちもいました。荒れた状態でしたので、そこで実行委員

たちが彼らに寄り添う努力をとにかくしました。一緒に遊んだりとか、会話をたくさん持ちました。

あるとき、子供たちがツクシをたくさん摘んできたのです。これを食べたいと言ったので、どうしよ

うかとちょっと考えたのですけれども、きれいに洗ってロビーにいる子供たちと一緒にはかまをとっ

て、きんぴらや天ぷらにして食べたところ、すごく喜んだのです。その後に、ペットボトルとかに花

や野菜を植えたいと言い出したので、それだったらプランターやこの敷地内にキュウリやミニトマト

を植えようよということで一緒に植えました。これを収穫して食べたりすることで、子供たちとの距

離が近くなったと思います。 

 2008年に助成金を得て、みんなで食べよう会という会に発展しました。野菜は実行委員の１人で、

ファーム21の農家のタカハシさんという方が提供してくださっています。この写真は、タカハシさん

がお米を持ってきて、つくり方とかいろいろ説明をしてくださっているところです。そのほかの食材

は購入しています。食べよう会は、単に食を無料で提供するだけでなく、みんなで一緒につくって食

べて、片づけをすることで、とにかく子供たちとの交流を深めています。中には支援の必要な子供た

ちもいるので、気兼ねなく彼らが参加できるように宣伝はしていません。これはポスターですが、当

時６年生のちょっと障害があるのですけれども、バスの絵がすごく上手な子がいて、それと実行委員

が一緒にポスターをずっとつくり続けています。運転はいつも彼、乗る人は彼が今回は誰と誰を乗せ

てというふうに言っているので、とても楽しいポスターです。 

 それから、最近は近隣の高齢者や民生委員さんたち、それから若い方たちもお手伝いになって大い

に助かっています。参加人数は大体50名ぐらいです。 

 それから、東日本大震災の後、「あの日を忘れない」と題しまして、３月に被災地の写真パネルを

展示したり、講演会を企画しております。きょうもその当日やっている最中なのですが、立ち見が出

るくらいの大盛況です。昨年は講演会を企画して、福島の子供たちを沖縄に招き支援活動を行ってい

る、球美の里の理事長の向井雪子さんにお話をお願いしました。講演を聞いた大学生が球美の里のボ

ランティアに参加したと聞いて、大変うれしく思いました。 

 今年度は新たに、「子供を取り巻く環境と対応」と題して学習会を企画しました。社会が複雑化し

ていく中で、子供たちへの対応の難しさを感じることが間々あります。そこで、子供たちと専門的に

かかわっている方たちにお願いして、学習会や映画会を実施することにしました。映画は葦牙（あし

かび）という養護学校を舞台にしたドキュメンタリーと、監督をお招きしてお話をしていただくこと
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を予定しています。地域の大人たちや職員を対象にしています。学習会のほうは、家庭児童相談室の

方にお願いをしています。これらの活動は、参加費をいただいておりません。実行委員ではプルタブ

を集めたり、それからバザーの売り上げなどを活動費に充てています。助成金も大変助かっておりま

す。参加費をいただいていないというのは、この地域的な問題も兼ねていただいておりません。以上

で説明は終わりになります。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑に移ります。委員長、よろしくお願いいたし

ます。 

【大江委員長】 では、どなたからでも。では伊藤さん、どうぞ。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。大変な活動だと思います。71ページの収支予算書を

見ますと、補助金収入がげんき基金から33万円で、全体額として41万3,680円。対する支出を見ますと、

比較的細かくいろいろなところに分かれていると思うのですが、げんき基金は残念ながらというか、

性格柄として、いわゆるほかの補助金、あるいは特殊な助成金と違って、恒常的に今後長く支援でき

る基金になっていませんので、したがって、このげんき基金が今回の事業で大体７割ぐらい占めると

思うのですけれども、これがなくなった後どうするかというのが常に我々としては考えざるを得ない。

そのためには、幾つか支出の中で、項目もしくは事業の中身として、げんき基金に頼る部分、頼らな

い部分をつくっておくことが例えば一つの手段で、もう一つはげんき基金を、まさにステップアップ

支援ですから、特別に今後事業収入や寄附金収入をふやすために経費を使う、もしくは事業をすると

いうことが望まれる、あるいはそういう性格だと思うのです。もちろん、緊急避難的に今お金がない

ので、運転資金が必要だという場合のげんき基金は、これからも、あるいはこれまでも多くあったの

ですが、基本的にはよくいう設備投資のような助成金だと思っていただいたほうがいいと。そういっ

た意味で、この経費に関して、あるいは今後の事業に関して、どう長続きさせるというお考えを持っ

ているか、もしお考えがあればお聞きしたいと思います。長くなりましたが、よろしくお願いします。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 ありがとうございます。まず、私たちは2006年から既に

13年もこの事業を行っています。また、このげんき基金も今回３回目でありまして、もう随分前でげ

んき基金が始まったころですけれども、最初スタートと続いてその次にステップアップをいただいて

おります。 

 先ほど説明いたしましたように、よく聞かれるのが、受益者負担でみたいな形でなぜ会費をとらな

いのだと言われるのですけれども、私たちはそういう性格ではなく、この萩園という地域の中心に地

域住民との交流や子供たちを見守っていく形でいろいろここに紹介したような事業をやっておりまし

て、そのためにお金は取らないでできること、ですからボランティアも本当に自分たちのものは何も

なしで、ボランティアでやっている事業です。したがいまして、このげんき基金だけではなくて、既

に過去において実はほかのいろんな助成金、生協さんとかパルシステムとか、いろんなところに毎年

毎年、助成金をお願いしながらやってきて、そのたびに施設といいますか、つい立てですとか、いろ

んなものをそろえながらやってきています。今回も食器類とかそういうものをげんき基金の中で買わ

せていただければ、書籍類も買わせていただきたいというようなことも組み込んでいます。というこ

とで、もしかしたら今の委員の方のげんき基金に対する考え方とずれているというご指摘を受ければ

そうなのかもしれないけれども、私たちはことしだけでぱっとやめるものではなく、既にもう13年や

っていますし、今後もこれを続けていきたいという形で、ただし、お金は基本的には自分たちでも多

少バザーとかプルタブとか寄附金を集めますけれども、いつもやはり助成金をいろんな形でお願いし

てやっていくというスタンスをとっていました。 
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【大江委員長】 ではどうぞ、次の方。いかがでしょうか。はい、どうぞ椎野さん。 

【椎野委員】 今の予算の件に関連してでございますけれども、いろいろなところでいろんな助成金

をいただきながらやるんだというお話を今、伺いましたけれども、受益者負担も取らない、自分たち

もボランティアでおやりになっているということであるならば、例えばですね、ここにミュージック

サロンの出演者にも２万円ずつお出しになっているということですが、ここに皆さんがプロかセミプ

ロということで、こだわりがあるようなのですけれども、確かに今、市民活動団体さんの中にもセミ

プロのようにとても上手な方がたくさんいらっしゃいます。なぜそういう人を使って、使ってと言っ

たら言葉が変ですが、出演していただいて、そしてその方たちにもみんないい活動をしているのだか

らボランティアでお願いしますというような形、それから読み聞かせもありますけれども、これもボ

ランティアさん、市民活動団体さんということですので、そういう方たちも意図をちゃんと理解して

いただいて、みんなでこの街を盛り上げましょうというような、そういう形でボランティアでやって

いただくというようなご理解を求めて、できるだけいろんな経費を削減しながら、自立できるような

形に持っていくということが大事ではないかなと思うのですが、いかがでしょう。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 ミュージックサロンは、もちろんそういう地域で活動し

ていらっしゃる、趣旨に賛同してくださる方もいらっしゃいますけれども、萩園の地域は茅ヶ崎から

外れた地域なのです。中央へ行くにはバスを使っていかなければいけない。そういうところにプロで

活動していらっしゃる方が来てくださるというのは、本当に生の演奏を聞いて、生き生きとして皆さ

ん帰っていらっしゃいます。そういうプロやセミプロの方たちは、２万円というのは本当にボランテ

ィアなのです。グループの場合は、割り算すると本当に足代にしかなりません。なので、そんな高額

なものをお出ししているということではないかと思います。だからこそ、大勢の方がお見えになって、

あそこでいい音楽をやっているねというので来てくださっているのと、来てくださることによって顔

見知りになっていく。高齢者たちも手押し車できょうも来てくださっていましたし、それから障害を

持っている方も来てくださいます。子供たちももちろん参加しますので、そこで子供たちとの出会い

というのがあったりもしますので、答えにならないかもしれませんけれども、だからこそ長続きして

いると思っております。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 前半にもプロとは何かとご質問がほかの方からありまし

たけれども、この音楽の場合のプロというのは、本当にＣＤを出していたり、あちこちで演奏会をや

ったりされる方たちです。それから、自衛隊のブラスファイブという団体が朝霞のほうから来ていた

だいたこともあります。ですから、交通費とか、25人編成のオーケストラを呼んだこともありまして、

それで本当にただ交通費程度になってしまう場合もあります。それからもちろん近くの市民の方で活

躍している方たちにも平塚からお願いしたこともありますし、いろんな形でやっていますので、これ

が高いとは思ってはいないですけれども。 

【椎野委員】 わかりました。 

【大江委員長】 ほとんど費用弁償ということだと。ほかにいかがでしょう。まず三觜委員から。 

【三觜委員】 ちょっと間違っていたらと言ってはあれなのですけれども、お聞きがてら質問なので

すけれども、このいこいの里というのは、いわゆる高齢者福祉施設、老人福祉施設、そういう性格の

ものが基盤なのでしょうか。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 担当課は高齢福祉介護課です。でも先ほど申しましたよ

うに、１階のロビーは建物が建つときに、誰でもが来られるようにしようということで、地域交流の

場にしたいという思いがありましたので、それを受けて。 
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【三觜委員】 そうお聞きしているのですが、実はちょっと心配になっているのは、当初、ロビー活

動そのものはこれだけ長くやられているのできちんとした運営ができて活動されているのだと思うの

ですけれども、この施設そのものがにぎわいがなかったのでロビー活動を始めたという形になってお

りますので、ほかの施設の部屋だとか、ロビー以外のところはうまく活用されているのでしょうか。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 ３階の貸室は、今もご利用者さんがいらっしゃいます。

ただ、守秘義務があって言えないのですけれども、大変な状態でしたので、とにかく人が来て、人の

目が必要というような状態でした。警察が来たりとか、そういうような状態でしたので、とにかく大

人の目が必要なので、それにはどうしたらいいかということで、こういうふうに。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 そういうことではなくて、私たちのやっている１階のロ

ビー活動は地域の交流です。今ご質問にあった２階、３階ですが、この部分の３階は貸室で地域の方

たちが利用している、２階はケアセンターになっているということで、それは同時に施設ですから私

たちとは関係なくて、そういう利用状況になっています。 

【三觜委員】 理解しております。余計な質問だったのですけれども、例えばほかのところも結構有

効に活用されているとしたら、ロビーを使っていると、そちらの出入り等の問題とか、その辺と何か

バッティングしたりするような心配はないのかなと思ったものですから、質問しました。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 それは、大丈夫です。 

【三觜委員】 済みません。 

【大江委員長】 それでは最後に北川さん、短めにお願いします。 

【北川委員】 長きにわたって本当すばらしい活動をされているなと思っております。先ほどの、最

初の質問等も絡んでくるのですけれども、結局、補助金というものがあって事業が実施できるという

構造になっておりますので、やはり団体として収益をどこかで上げるような仕組みがあったほうがい

いのではないかというのが当初の質問だったのかなと思っております。ロビーの部分を有償で一時的

に貸すとか、実際に交流の事業をやられていないときに有償で何か収益を上げるような、そういうこ

とというのはそもそもできないものなのでしょうか。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 できないのです。茅ヶ崎市のほうで収入を得るようなこ

とはしてはいけないと、私どもは実行委員会ですけれども、含めてそういうふうになっております。 

【大江委員長】 １階は公共部分なので指定管理対象外ですよね。ですので、もし貸すとしたら市役

所が貸すということで。 

【北川委員】 わかりました。あの場を盛り上げていかなければいけないという地域的な必要性があ

ると思うのですけれども、それがもし行動的にできないのであれば、場合によってはそこの部分を市

に私たちが今後提案ではないですけど、お伝えしていくのも必要なのかなと感じました。ありがとう

ございます。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 よろしくお願いいたします。それと、修正を１件だけか

けた説明ですが、見ていただければわかるのですが、２万円減らしたのは、きょうやっている「あの

日を忘れない」の写真パネルを被災地から借りていました。去年までは、フォトジャーナリストの広

河隆一さんの事務所から借りていたのですが、ことしは岩手県の大槌町からただで借りられるという

ことがわかって、去年まで２万円かかっていたものが写真パネル40枚をただで借りられたので、これ

は１月にこれを出した後でできたことなので、では次年度もということで、パネル使用料２万円を減

らして修正をかけさせていただきました。 

【大江委員長】 ありがとうございます。最後に一言だけコメントを。僕は、いろんな補助金を上手
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に使いながらずっとしていくというやり方も一つではないかなと思っています。余計なことかもしれ

ません。どうもありがとうございました。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 ありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。続きまして湘南Liebe様です。準備をお願いします。 

 それでは続きまして、赤ちゃんとママのためのコンサート～みんなおんなじ～、提案団体は湘南

Liebe様でございます。よろしくお願いします。 

【湘南Liebe】 こんにちは、湘南Liebeの三輪と申します。座ってお話しさせていただきます。この

たび、げんき基金ステップアップ支援に応募しました、赤ちゃんとママのためのコンサートについて

プレゼンをさせていただきます。 

 サブタイトルのみんなおんなじについてお話しします。小さく生まれても、障害のあるお子様も、

いろいろ成長過程は違うけれど、みんなおんなじ、愛する子供。お家の中で赤ちゃんと２人の時間が

長くて、どうしてよいかわからないママ。きっと同じような気持ちのママもいる。みんなおんなじ。

みんなおんなじは、赤ちゃんを抱え、子育てを悩んでいるママ、周りの環境になじめないで悩んでい

るママ、孤独を感じているママ、そんなママ、お母さんに伝えたい言葉としてサブタイトルにしまし

た。 

 そして、私たちができることです。これは生演奏の提供、今までに高齢者施設、児童施設など訪問

演奏を数多くやってまいりました。そのたびに、生演奏を聞いていた皆様が楽しみ、喜び、また懐か

しむ姿に音楽の力のすばらしさを感じました。きっと小さなお子様、赤ちゃん、そしてママの心にも

届くと思い、このたびの企画を提案しました。そして、この企画が継続していくことが必要であると

考えています。 

 次に、助産師さんの話。これは、今ネットで情報が簡単に調べられるようになり、とても便利にな

りました。でも、やはり子育てには体験した生きた情報を言葉で伝えることが大切だと考えます。情

報を提供、つながりをつくるママたちの共有する空間が必要ではないでしょうか。そして、その空間

はコミュニケーションがとりやすい小さな会場で行うことで、伝える力、伝わる力が大きくなると思

いました。そういうことで、行う会場は小さな会場を選んでいます。この２点が、私たちが提供でき

る、ほかでは行われていない子育て支援活動だと思っております。 

 次にコンサート内容の意義です。コンサート内容は、一部は生演奏を行います。ピアノ、歌、楽器、

楽器はプルート、クラリネット、バイオリンなどの中から１つ、そしてコンサート衣装で演奏いたし

ます。時間は30分、これは小さなお子様の集中できる時間を配慮いたしました。内容は、プロジェク

ターを使い、お話と音楽を組み込みます。また、家に戻ってからもお子様と楽しめるように、童謡、

手遊び歌を入れています。そして、コンサート会場に行けないママのためにクラシック演奏もありま

す。休憩を挟みまして、助産師または看護師さんのお話を40分ほど、最後に質疑応答を20分ほど、話

される方を囲む形で円座でお話ししていただきます。この円座は、参加者がリラックスして参加でき

ます。お申し込みのときに聞いてみたいことの情報を収集し、お話の中に組み込むようにしています。 

 次は、昨年行いました赤ちゃんとママのためのコンサートから、お話と音楽はらぺこあおむしの会

場の様子をごらんいただきたいと思います。床にマットを敷き、赤ちゃんもママも好きな場所で自由

に楽しんでもらっています。 

（動画上映） 

【湘南Liebe】 最後になりましたが、アンケートの集計結果です。やはり集客にはより多くの人にチ

ラシを配布すること、このようなコンサートがあることを告知し、広めていくことが一番だと思いま
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す。子育てを楽しく行えるように、みんなおんなじをママたちに伝えていきたいと思います。以上で

す。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは質疑に移ります。委員長お願いします。 

【大江委員長】 では、どうぞ。ご質問のある方。はい、どうぞ。 

【石田委員】 プレゼン、どうもありがとうございました。安心して子育てができる街、茅ヶ崎、そ

うすれば人口もたくさん集まってきますし、すばらしい企画、事業だと思います。一番のポイントは、

やはり今おっしゃられた知らしめる広報、今いろんなメディア媒体を皆さん使っていますけれども、

そこら辺が課題なのかなという気がしています。そこら辺の考え方を具体的にお知らせいただければ

と思います。 

【湘南Liebe】 もちろんホームページにも掲載しておりますし、タウン誌などにもいつも掲載させて

いただいております。そのほかに、やはり一番今までお客様が来るのに何がと、先ほどのアンケート

の結果にもよるのですけれども、チラシをいかに多くの人に手渡しで渡せるか、これが一番だと思い

ます。やはり手渡しで渡すことによって気持ちが伝わるというのですか、ただただ置いてあるものを

持っていくというのはなかなかまだ難しいのです。ある程度広まれば多分、置いてあるチラシを皆様

が持っていっていただけると思います。そのためにはもちろん、チラシを置く場所の確保ですね。今

回このげんき基金さんがいただければ、より多くの場所にチラシを配布することもできますし、今ま

で私たちができなかったような広報活動ができるのではないかなと期待しております。 

【石田委員】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 ほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

【髙橋委員】 どうもありがとうございました。やはり広報的な部分が非常に気になるところなので

すけれども、チラシの配布を手渡しというのがありましたけれども、やはり少ない人数でやるという

のは限界があるのです。具体的には、全部手配りでいくのかとか、あるいは新聞に折り込んだり、い

ろいろ方策があるかと思うのですけれども、チラシをふやしてただ配るのではなく、どのようにやっ

ていくのかというところはいかがですか。 

【湘南Liebe】 そうですね、私たち湘南Liebeは、2005年からボランティアの社会音楽で社会奉仕を

というグループで、ずっとこの茅ヶ崎を中心に活動をしております。さまざまに、いろいろボランテ

ィア活動で演奏したりとか、もちろん自分たちで自主的なコンサートを行ったりしています。会員の

メンバー自体も皆さん音楽でお仕事をなさっている方です。そのお時間があるときに、このようなボ

ランティアの音楽活動を一緒にしているというので、さまざまな皆様が出かけている先にチラシを持

っていって配ったりとか、そういうのが今までは主です。合唱を指導していたりとか、そういうとこ

ろに置いて、そこからおばあ様から娘さんに、娘さんからお孫さんに、そういう形で配って、昨年か

らこのコンサートを始めさせていただいたのですけれども、そのような形で集客いたしました。こと

しはもっと多くの人に知っていただきたいと思って、このげんき基金に応募させていただいたわけで

す。 

【大江委員長】 はい、どうぞ。中川さん。 

【中川副委員長】 ありがとうございました。この音楽によって、孤立ぎみのお母様たちが癒される

というのはとてもよくわかるのですけれども、ここに少しその音楽の空間を共有することで、人と人

とのつながりといいますか、それをつくられていくというようなことも一つのこの事業の目的という

か、そういうものの中にもあるのではないかなと思うのですけれども、そのあたりの仕掛けといいま

すか、どんなことを考えていらっしゃるのかというのをお聞きしたいです。 
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【湘南Liebe】 まず、小さな会場でお隣同士がよくわかるように、去年の一番最初に行ったときは、

お子様の名前を胸に張ったりして、お母様同士が話のきっかけになるようにとしてなのですけど、子

供同士だとなかなかとれてしまうのです。そんなのもありましたし、また音楽を聞いて、その後の休

憩時間とか、その後にお話をお友達とするきっかけになればいいかなと思っております。助産師さん

のお話、ご相談することとか、何かすることで、同じような気持ちを持っていたと感じてもらえれば

いいかなと。大体私たち、子育てを終えたお母さま方はわかるのですけれども、初めてのママたちに

とっては、本当にささいなことが、本当にわからなくて悩んでいたりすることが多いのです。だから

その辺もうまいきっかけづくりの空間をつくれればいいなと思っております。 

【大江委員長】 それでは、まず水島さんからお願いします。 

【水島委員】 楽しそうな取り組みで、非常に興味を持って見させていただきました。全体で３回こ

の事業を行われるようなのですが、そのうち１つが白十字林間学校ということで、どちらかというと

茅ヶ崎でも大分藤沢寄りの位置になってくるのかなと思うのですが、この３回の事業なのですが、違

いとか特徴的なものが何かあったらご説明いただきたいのと、また白十字は少し交通の便からいくと

どうなのかなという気もするのですけれども、それも含めてお話をしていただけれるとありがたいで

す。 

【湘南Liebe】 こういうコンサートをするのに当たりまして、参加費を一応収入としまして500円、

収入がゼロですと本当に何もないので、いろいろなものがかかります。それで、その参加費を取れる

会場というのがまたはっきり言って少ないのです。白十字林間学校さんは、私たちボランティアで子

供たちに音楽を提供しています。その関係で、そこの会場をお借りするということになっています。

毎年、そこでやらせていただいているので、白十字さんの施設長にお話をしましたら、ぜひやってく

ださいというお話でそこを選びました。そうなると、その地域の近くの方が来やすいという会場選び

です。あと、ことしは文化会館が10月から使えるようになりましたので、そこで10月10日に２回目を

やらせていただきます。今月の３月も抽選に行きまして、３月21日に会場を押さえることができまし

た。これは祝日になるので、もしかしたら上のお子さんとかも皆さんで楽しんでいただけるようにな

るかなと思っております。 

 昨年４回やらせていただいたうちの１回が白十字林間学校さんで行ったのです。これのみが500円の

参加費で、あと３回はコミュニティーセンターさんの主催で、この企画を持っていきましたら、そち

らのほうで主催して、私たちがゲストというか、そのような感じで３回行いました。そこからまたこ

としも依頼が入っておりますので、実際はことし５回、このコンサートをやることになっております。 

【大江委員長】 あと、椎野さん。 

【椎野委員】 この事業はとても私も興味があって、今のはらぺこあおむしも私どもの団体でやって

いるのでよくわかったのですけれども、このように音楽とあわせて助産院の話ということで、組み合

わせたということがなかなかいいなと思っております。そして、リラックスした中でおやりになって

いるのですけれども、例えば孤立感からの解放とか、そこの中でのつながりとか安心感を持とうとい

うことですけれども、参加していらっしゃる方の中に、自分はとても親子だけで孤立感があって、悩

みがあったんだよということで来られた方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、そういった

方のここに来てよかったなというような安心の声というか、そういうのはたくさんありましたか。 

【湘南Liebe】 アンケートをとらせていただいて、冊子の後ろにもまとめてあるのですけれども、と

てもよかった、楽しかったとか、感動して涙が出そうになりましたとか、そのようなコメントをいた

だいておりますので、やはり継続していくことで、より多く、もっとたくさんの声が聞かれるのでは
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ないかなと思っております。 

【大江委員長】 秦野委員、では短く１問だけ。これで終わりにします。 

【秦野委員】 私からはコメントです。今のアンケート項目の部分とも関連するのですけれども、友

達づくりの場とか、新米ママの心の支えや、地域世代の交流が生まれているということなのですけれ

ども、その部分がぜひ目に見える形で、参加者の方からの声を届けてもらえるように、少し項目の部

分でそれを整理していただいて、アンケートづくりを行っていただけたらと思います。 

【大江委員長】 では、よろしくお願いします。これでプレゼンを終了いたします。どうもありがと

うございました。 

【湘南Liebe】 ありがとうございました。 

【事務局】 最後の事業でございます。サッカーを通した運動教室、ミナスタ様からのご提案です。

よろしくお願いします。 

【ミナスタ】こんにちは。ミナスタの三浦です。よろしくお願いします。 

 この事業は、今年度を通してげんき基金を利用して１年間を終えようとしています。サッカーを通

した運動教室なのですけれども、まず保育園の方々と話す機会が多くて、保護者の方々や先生に聞く

と、なかなか子供が専門のところに通わせられないというお話をお聞きしまして、何かできないかな

と思いこういう活動をするに至りました。サッカーを通した運動教室なのですけれども、サッカーを

好きになってくれればもちろんうれしいですけれども、それだけではなくて、サッカーを通した運動

教室によって自己肯定感を高めたいと思っています。サッカーをするのですけれども、運動を好きに

なってもらう、体を動かすのを好きになってもらう、そういうところが狙いで、スモールステップの

カリキュラムをつくって、自分たちがやったよ、できたよをふやして、さらに運動を好きになっても

らう、それを自信につなげてもらう。勉強とかでもそうなのですけれども、できたよがふえれば、ス

ポーツと勉強は僕はイコールで考えていまして、勉強も反復しないとできない、頑張らないとできな

い、諦めてはできないというふうに考えています。サッカーを通して、そういうようなところを伝え

ていきたいと思って運動教室をやっております。 

 サッカー運動教室見学会の目的なのですけれども、保護者と直接コミュニケーションをとれる場だ

と思っています。また、僕が講師としてやっているのですけれども、僕という人間を知ってもらいた

くてこういう機会を設けています。 

 今年度の活動なのですけれども、継続性を図る事業として、ホームページの作成を考えています。

これは、今年度はフェイスブックでやったのですけれども、余り検索されないというところがありま

して、みんながやっているインターネットなら簡単に検索されるという部分がありまして、こちらの

ほうに力を入れていきたいと思い、始めました。 

 委員さんにお配りした今の状況報告なのですけれども、今年度は、本当は３つの園に月１回を年間

通して36回やる予定でしたが、園長先生同士の会話で広がって７つの園で年間通してやることになり

ました。この多くなった分の保険料などは、会社に負担していただいたり、協力してもらったりして

保険料の負担をいただきました。それで36回だったところが、合計で45回、それでかかわった園児数

は384人というのが今、現時点での状況報告です。 

 それで３月７日に、また委員さんにお渡ししたアンケートご署名のお願いというのがあるのですけ

れども、３月２日金曜日に保育園に提出して、３月９日金曜日に集めたところ、アンケートの回答が

173枚ありました。そこの中でも子供たちがサッカー運動教室を楽しみにしていた、楽しんでいた、当

てはまる、どちらともいえない、当てはまらない、無回答の中では、当てはまるが163、また保護者の
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言葉から、保育園の活動の一環で定期的にサッカー運動教室があってよかったというところでは、当

てはまるが168、どちらともいえないが３、無回答が２、こちらもご家庭へのアンケートなのですけれ

ども、保育園でのこのような活動の継続を希望する、応援する、当てはまるが170、無回答が２でした。 

 お配りした最後の資料なのですけれども、ホームページのイメージとしては、見ていただければと

思うのですが、このような形でたくさんの人に知ってもらうことによって、支援者や支援企業をたく

さんふやして、いきたいと思います。以上です。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは質疑に移ります。委員長、お願いします。 

【大江委員長】 ではどうぞ、ご質問のある方。ではどうぞ、石田さん。 

【石田委員】 プレゼン、どうもお疲れさまでした。どうもありがとうございました。茅ヶ崎市、平

塚市、大磯でことしの５月にワンネーションカップというものを開催するのはご存じですか。 

【ミナスタ】 ドイツの。 

【石田委員】 そうです。15歳以下の少年少女が、ドイツとかアメリカとかオーストラリアから来て、

試合をしていくという企画なのですけれども、これは質問というかご提案なのですけれども、せっか

くなので園児たちも何か、平日なのですが、そういうせっかく世界からサッカーをやっている子供た

ちが来るので、何かそういうので協力とか、何か一緒に行って、そういう大会もぜひ園児の方たちに

も見ていただければなと、こんな機会はめったに日本ではないので、そんなことをふと思いました。 

【ミナスタ】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 いかがでしょうか。はい、では草野さん。 

【草野委員】 ありがとうございました。保育園のほうに行って出向いてやっているという、それは

確かに理解できました。その先なのですけれども、保育園で興味を持ってやったが、その先、例えば

地元の小学校だとか、小さな子供たちのサッカーチームがあると思うのですけれども、そういうとこ

ろと少しつながりが、この先でつながるという形でよろしいですか。 

【ミナスタ】 今現時点では保育園を対象に、通えない子たちを対象にやっている事業でして、もち

ろんその先に学童とかがあるのですけれども、今学童から習い事のバスの送迎とかあるのですけれど

も、保育園からというのは今現時点ではない状態なので、保育園にアプローチをしています。 

【草野委員】 そうですね、保育園で興味を持ちましたと。その先、年が上っていったときに、この

小学校区だったらこの小学校のサッカーチームがこの辺にあるよとか、この辺の先輩方に入れるよと

かというつながりに、さらに盛り上がっていくという形なのでしょうか。それとも、保育園で終わり

という形ですか。 

【ミナスタ】 一旦これは、事業としては保育園で終わりです。 

【草野委員】 そうですか。わかりました、ありがとうございます。 

【大江委員長】 いかがでしょうか。秦野さん、どうぞ。 

【秦野委員】 ありがとうございました。私も今、浜見平で活動していまして、浜見平保育園での現

在の活動状況などを拝見させていただいて、お子さんですとかお母さんが本当に笑顔で楽しそうに過

ごしているなというのは拝見しておりました。 

 今回の申請についてなのですけれども、１つ、支援箱ついて、事前質問でも伺わせていただいてい

たのですが、保育園への設置という部分について、これから保育園さんとの調整ということだったの

ですけれども、現時点での進捗状況をお伝えいただいてもよろしいでしょうか。 

【ミナスタ】 支援箱なのですけれども、保育園の園長先生は置きたいとは言っているのですけれど

も、公立保育園に今５個行っている状態で、公立保育園は保育課さんが見ているようで、そこの保育
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課さんの許可を得なければいけないのと、１つの市民団体として置いておくのはお金がかかることな

ので、できないかなという返答がありまして、また、こういうげんき基金が採択されたら、市の補助

事業としてやれるので、そういうところはクリアしていけるかなと考えています。 

【秦野委員】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 ほかはいかがでしょうか。時間は十分にあるのですけれども、それでは。 

【中川副委員長】 今、アンケートを見させていただいて、随分楽しんでいたとか、応援しますとか

という声が圧倒的に多いし、自由回答も本当に毎回子供たちが楽しみにしていますということが書か

れていて、多分人手があってお金がある人たちはサッカー教室に子供たちは通えるのだろうけど、そ

うではない子供たちが保育園の中で体験できるというのは有意義ではないかなと思いますし、一生懸

命お一人でやられていて、大変だなと思って応援したい気持ちはすごくあるのです。これに関しては、

料金はかかっていないわけですよね。ご自分の。 

【ミナスタ】 はい、僕が時間をつくって出向いて、次年度予定している回数は72回、これも自分の

時間をつくって、自分が好きで行くわけです。 

【中川副委員長】 わかりました。頑張ってください。 

【ミナスタ】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 どうぞ、伊藤さん。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。私も50年前ですか、この地でサッカーをやっていた

のですけれども、学生の感がします。ハンドボールがまだ盛んな時代でしたので、なぜサッカーをお

選びになったのでしょうか。あるいは、サッカーに対する思いというか、たまたまサッカーを始めら

れたと思うのですが、この事業にとってサッカーがほかのスポーツ、カーリングでもあるいは野球で

も、と違ってどこがいいというふうにお考えでしょうか。 

【ミナスタ】 僕がサッカーのプロでやっていたのがまず一つで、その後にプロ、こちらの横浜ＦＣ

という今カズさんがいるところなのですけれども、カズさんと一緒に１年間プレーしまして、その後

にドイツに渡って５年間住んでいました。僕がサッカーを通して、ほかのスポーツと別に比べたくは

ないと思っています。サッカーを通して運動が好きになってくれればいいと思うので、僕が今できる

ことは、サッカーを通して、今委員さんとも話していますし、皆さんとも同じ空間にいられると思っ

ていますので、そういう意味で、僕が伝えられることはサッカーを通した運動教室だと思ってサッカ

ーを選んでいます。 

【大江委員長】 それでは、そろそろ時間になりましたので、これで質問を終わりにしたいと、よろ

しいですか。では、どうもありがとうございました。 

【事務局】 以上で予定しておりました７団体の公開ヒアリング・公開プレゼンテーションが終了い

たしました。この後、総括質疑に入ります。提案団体の皆様は、その席のままお待ちいただければと

思います。 

 それでは、総括質疑を開始いたします。市民活動推進委員会委員より質問がございますので、お答

えいただく提案団体の皆様はお席にマイクをお持ちしますので、そのマイクをご利用いただきお答え

いただければと思います。 

【大江委員長】 それでは、総括質疑の時間が大体20分間とってあります。この総括質疑と申します

ものは、市民活動をより発展させて、それから今後その中にそうしたものがよりよい財産となって蓄

積されていくというようにしていきたいという意味で、建設的な発言、ご質問、議論ができればとい

うことで設定されたものです。聞いていると、多分委員の方々もきょうプレゼンされた方々も何か共
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通性があるなとか、そういう考え方があったのかとか、もう少しこういうふうにベースをつくったら

理解しやすくなるのではないかとか、いろんな感想をお持ちだと思うのです。あるいはもっと質問し

てみたいということもあるかと思いますので、そういったことを通じて、今申し上げたような市民活

動が定着していくということにつなげていければということで設定しているものでございます。です

から、どんなことでも結構ですので、ご発言いただければと思います。 

 まず、委員のほうから質問するという形から始めたいと思いますけれども、十分にアピールし切れ

なかったというプレゼンをされた方々は、それを改めて発言いただいても結構でございます。非常に

自由度の高い時間で、有意義なものにしていきたいと考えておりますので、どうぞ皆さんも積極的に

ご発言いただければと思います。それでは、どうでしょう。まず、いいですか、中川さんから。 

【中川副委員長】 質問というよりも、今回のプレゼンテーションを聞いた印象といいますか、感想

を述べさせていただきます。今回は、今はサッカーでしたけれども、その前は美容師さんとか、ある

いは音楽を通してとか、あるいは演劇を通してとか、そういうような形で若い方たちが自分たちの専

門的に蓄積されたものを社会に貢献的にといいますか、そういうような視点から社会に、職業として

ではなくかかわっていくといいますか、そういうボランタリーな気持ちを強くお持ちになっていると

いうことに大変感激いたします。それぞれ、きっとお聞きになりながら、共通のものをお感じになっ

ているのではないかと思いまして、それをちょっと聞いてみたいなという感じがいたします。例えば

美容師さんでやられている、活動されている方たち、その活動を通して精神的なケアみたいなものを

広げていきたいというようなことがあったと思うのですけれども、それぞれ思いを語っていただけれ

ばありがたいなと思いました。 

【大江委員長】 では、まずHearts（ハーツ）、よろしいですか。 

【Hearts（ハーツ）】 僕もきょうの話を全体聞いていて、子供という部分がすごくキーワードに入

っているのかなと思いました。先ほど、ミナスタさんがお話ししていらっしゃったときにすごく印象

的だったのは、自分もサッカーをやってきて、サッカーでしか表現できないというニュアンスではな

かったのですけれども、そういうふうに僕は捉えて、僕自身も自分の経験だったりとか、自分が今ま

で得てきた感情だったりいろんなものを含めて、美容師だからこそできるというところにフォーカス

を当てたからこそ今の事業であったり、自分の考えに至ったのかなと思っております。なので、先ほ

ど話していただいた方たちも含めて、例えば僕だったら、萩園いこいの里さんだったら、上に住んで

いらっしゃる高齢者の人たちのファッションショーをするとか、そういう感じで全体的に連携をとれ

るかなというイメージは幾つか持たせていただきました。以上です。 

【大江委員長】 ほかに。手を挙げていらっしゃいます。何かどなたかにお聞きになりたいことは。 

【中川副委員長】 演劇ワークショップと、あと音楽を通してとか。 

【C.C.C.THEATER】 重複になってしまうのですけれども、子供のためにという、この機会で茅ヶ崎で

こういう活動しているのだなということを新たに知られたというか、赤ちゃんとママのための音楽会、

僕も今、茅ヶ崎ではないのですけれども、スウェーデンの演出家とコラボレーションで、僕は通訳と

して入っているのですけれども、今回一緒に来ている大谷恵理子をパフォーマーとして、ベイビース

ペースという赤ちゃん向けの作品というのも今、世界、特にヨーロッパ、日本もそれに力を入れよう

といろいろとやっているので、そういう部分で一緒にやりたいなとか、おもしろいことができそうだ

なと感じました。 

【中川副委員長】 では、音楽の方は。 

【湘南Liebe】 ありがとうございます。こういう場でいろいろお話しすることで、いろいろとくっつ
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いて広がっていくというのはすごくうれしいことです。今おっしゃったように、そういう企画がとい

うお誘いがあれば、私たちもこの赤ちゃんとママのためのコンサート、及びその提案によって音楽が

私たちの全てですから、私たち音楽というのは、本当に子供のときからずっとやってここまで来てい

るものですので、それなりにいろいろとお金もかかっていますし、でもお金にならないというのが音

楽家の宿命で、先ほど演劇家もそうだとおっしゃっていましたけれども、私たちもそうなのです。で

も、やはり私たちが、自分たちができることを提供することによって、お子さんからお年寄りの方ま

ですごく喜んでいただけるという、それを感じることがすごく幸せですので、続けていきたいと思っ

ております。また、昨年から始めたコンサートなのですけれども、やはり広がって、ほかの福祉団体

からもそういうハーフバースデーのコンサートをやるから来てくださいとか、そういうお声がけがあ

ったりするので、今回このようにプレゼンさせていただいて、どんどん広がっていくといいなと思っ

ております。 

【中川副委員長】 ありがとうございました。公園とか、先ほどのいこいの里とか、いろんなところ

で皆さんのつながりができていくことをこれから期待していきたいと思います。 

【大江委員長】 それでは、伊藤さんどうぞ。ごめんなさい、どなたかいらっしゃいましたか。 

【中川副委員長】 支援の方が手を。 

【大江委員長】 そうですね、ごめんなさい。まず伺ってからその後で。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 萩園いこい里のウツと申します。私どもの事業はどちら

かというと、地域全体の文化とか情操教育を上げていくのと、子供たちの居場所、これから働くお母

さんたちとかシングルの方とか、大変多くなりますよね。大人も働け、高齢者も働けという時代です

から。そのときに子供たちの居場所というのをもっと真剣に市のほうでも考えていただきたいと思う

のです。例えば、台風で子供が学校から帰ってきますよね。そうすると、家にひとりなのです。がた

がた怖いから、おばちゃんここにいてもいい？と来るのです。そういう子供たち、来られる子供たち

はいいけど、家でじっと我慢している子供たちもいるわけです。ですから、情操教育もすごく必要な

のですけれども、子供の居場所、これからの子供がどうやって成長していくかという、そういう拠点

を子供たちが歩いていけるところで選べるような数があればいいなと思っています。ですから本当は、

私たちの事業というのは自分たちがやるような事業ではなくて、市が真剣に考えてもらいたいと心底

思っておりますので、その辺よろしくお願いいたします。それと、ファッションショー、ケアセンタ

ーのほうに伝えておきます。 

【大江委員長】 ありがとうございます。今のご発言のように政策提案として、政策の種みたいなも

のを提案していただくというのもこの場の機能だと思いますので、ぜひお気づきの点があればご発言

していただければと思います。 

 それでは、伊藤さんのご質問のほうに行っていいでしょうか。お願いします。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。今のお話のように、市に申し上げたいことはこの委

員会、あるいは私自身も多々あるのですが、とりあえず、げんき基金、さまざまな経緯があって、珍

しくマッチングファンド、市民からの寄附、それから市のお金、皆さんの税金がマッチングしてでき

ている基金で、しかも私が40年以上こういった助成活動にかかわってきましたが、比較的自由度の高

い、あるいは柔軟性の高い、しかもここにいらっしゃる事務局の皆さん、そして市長が比較的温かく

見守っている助成金というのはすごく珍しいことだと思います。その上で、この基金に皆さん応募な

さって、何かおかしなところ、不便なところ、お感じになっていると思うのです。先ほど、私は運転

資金的なものよりは、どちらかというと設備資金的なものにこのげんき基金は行っている、何年かた
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つとげんき基金は受けられなくなるとか、幾つかあるのです。借金がどうだよとか。私ども委員とし

ては、決まった枠組みの中でいろいろと審査させていただいているのですけれども、皆さんの市民の

方々からげんき基金はこう変わったらどうであるとか、こういうところが不便であるということがご

意見あったら、この場はとても重要だと私は思っておりますので、ぜひ身近に感じたことをここでお

しゃっていただければ大変ありがたいと思います。 

【萩園いこいの里ロビー活動実行委員会】 いこいの里のマルヤマでございます。今のお話、先ほど

ウツが申しましたように、市がやるいろんな事業として、市民としてお手伝いができればなと思って

いるところもあって、本来なら市からもっと、助成金ではなく、そういう事業としていろんな場所で

できればなと思うのですけれども、なかなかそうもいかない。そういった意味でこのげんき基金とい

うのは、まさにボランティアとか市民が地域とか茅ヶ崎市のための活動として、本当に自由な助成金

として使わせていただいているものでありますので、今後はやはりこのげんき基金から、それぞれ地

域のいろんな活動が茅ヶ崎市の事業という形でできるようなものに変わっていけたらもっと、しかも

３回までとかではなくて、どんどんいろいろ利用できるようなものになってくれたらありがたいなと

思います。 

【大江委員長】 はい、どうぞ。 

【ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ】 ツインウェイヴ北口ガーデンクラブの宇田川です。今年度、

うちも民間の助成金を含めまして４本出しているのですけれども、うちの団体の場合、私はよそでも

代表をしているのですが、立ち上げたばかりの団体で、自分たちの理念や目的はそもそも論をどれだ

け戦わせるかということも大事なので、この助成金を通して会員が学ぶ、結びつくということはすご

くあると思うのです。今回、他の民間の大手さんと比べた場合ということで申し上げると、やはりフ

ォーマットありきという部分も助成金はあると思うのです。それに沿って、聞かれたこと、何を求め

られていることなのか、例えば協働事業とげんき基金は違うではないですか。なぜげんき基金でなく

てはいけないのかというのが、市民だからげんき基金は何となく知っているのですけれども、そもそ

ものげんき基金の理念をもうちょっと深掘りしておいてほしいなと思ったのです。何を育てたいのか

というところです。マッチングはすばらしい機能で、マッチングによって何かが生まれる可能性があ

るからマッチングだと思うのです。私たち市民団体が新米としてここに立ってきて、その先の次のス

テップはどういう可能性があるのかというのは、この場でもっとたくさん見出せるというところの支

援を本来なら市役所でやってくれたらいいわけですよね。コーディネーター機能として、そこが薄い

なと。育成機能とマッチング、コーディネーターというところを市の制度の中でもうちょっと練って

いただきたい。 

【大江委員長】 何か市のほうから、もし今あったらということなのですけれども。後でまとめて、

それとも引き取っても。 

【事務局】 済みません、ご意見ありがとうございます。ツインウェイヴさんとはいろいろ公園の事

業の中で、私も調整させていただいたのですけれども、皆様、公益的な事業のご提案で、今まで行き

届かなかったサービスがこういった事業を通して市民の皆様に届けられるというところもあると思う

のですが、市で直接やっているところもありながらも、その事業の周知が十分でないため、気づかな

かったりするものもあります。例えばいこいの里さんの事業のように、本当に地域性を捉えて実際や

っていただいている事業なので、本来市が直接やってもいいような事業というのは認識していますし、

居場所づくりだったりすると、居場所作りの所管課でも、もっと手広くやったらいい事業ということ

がございます。 
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本日いただいたコメントは直接市長に必ず届けて、答申のコメントと一緒に決裁していただくよう

な形なのですけれども、担当課にも届けて、こういう事業が出ていますよと。１年やっていただくと

実施報告会というのを必ずやっていただくのですが、そこは市長が必ず１日見て、直接こういうサー

ビスの提案というのを受けていますよというのを主管課におろしていくので、そういったところでも

今後につなげていけたらとそのように考えていますので、またご意見あったらこの機会でなくても、

いろんなタイミングで私どもを通していただければなと思いますので、ありがとうございます。 

【大江委員長】 それでは、廣田さん。 

【Hearts】 僕は株式会社をやっているのですけれども、もともと助成金とかそういうものに対して

余り知識がなくて、茅ヶ崎でもげんき基金というのがあるというのも人に勧められて知ったような状

態だったのです。やはり市民活動ということを考えると、市を活性化するという目的をもとにしてい

る助成金だと思うのですけれども、市で暮らしている人たちがどれだけ知っているのかなというのが

正直僕は思って、調べてやっとわかるような状態だったことを考えると、例えば僕が今回ありがたい

ことにげんき基金を通らせていただいたとしたら、それを市民の人がどれだけ知るのかというのは正

直読めないなと思っています。先ほど質問いただいたときに、広報の目的も兼ねているというお話を

したのですけれども、恐らくこのままだと、ここの場だけで僕の広報活動は終わってしまう。それが

市に広がるような形で何か市民活動げんき基金を通った人たちが市民にプレゼンをする場があったり

とか、そういうのがあるともっと広がりもつくれるし、そもそもげんき基金の金額的な底上げにもつ

ながるのかなと思いました。群馬イノベーションアワードというのがあって、僕の知り合いがそこで

すごく活躍をしているのですけれども、イノベーションアワードに通った人たちでの横のつながりで

あったりとか、そこに出ることによって、群馬県内の有数の企業とつながりができて、そこからの企

業協賛につながったりという話を聞いているので、何か市民活動げんき基金から派生して、他の市民

活動団体や、市内の企業であったりとか、市民とつながるようなきっかけというか場があるのかなと

いうのは正直知りたいなと思いました。ないのだったらそういう場をつくってもらえるとすごくあり

がたいし、せっかくこういう３年間という単発の活動ももっともっと継続的に有意義なものになるの

かなと思いました。以上です。 

【大江委員長】 ありがとうございます。そろそろ時間が来ましたが、もう少し何か発言したいとい

う方がいらっしゃったらどうぞ。よろしいですか。 

 それでは、この事業内容の総括を私がするという順番になっておりまして、今お話を皆さんから伺

った点について少し頭の整理をしてみたいなと思います。 

 これは毎回感じることなのですけれども、いろんな新しい提案をいただいていて、気づくことがと

ても多いです。例えば、先ほどいこいの里の活動は、市が直接行政の仕事としてやったほうがいいの

ではないかというご発言もありましたけれども、確かにそうかなと思う一方で、行政の枠組みの中に

入れていくということは、既存の体験の中に入っていくことで、もしかしたら今やっていらっしゃる

ような自発性が持っているいい点とか、そういうものが失われてしまう可能性もないとは言えないと

思うのです。だから今のままのほうがいいのだとは必ずしも思いませんけれども、新しい施策にして

いくために、やはり行政も工夫をしなければいけない。ただ、これを市がやったほうがいいと言って、

市のほうに預けた途端に何かつまらない政策になってしまうということもあるかもしれないです。そ

ういうことを危惧するので、いこいの里のメンバーの方たちは、いろんな補助金を使いながら、少し

ずつこのげんき基金も使ってやっていくという工夫の中でいい活動をしているわけですけれども、そ 
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ういう実績を踏まえて、どういう場をつくればいいのか、どういう支援の仕組みをつくればいいのか

というのは、これから考えていくべきテーマだと思います。そのことは、げんき基金とは一体どうい

うものなのか、何をやっているのかというご指摘とも通じていくことなのですけれども、どこかの段

階で割と常に改善してきているわけです。例えば、きょうの前半の部と後半の部と評価の仕方も違う

というのは書いてあるとおりなのですけれども、前半の部分のスタート支援はハードルを低くして応

募できるようにということで改善してきていますし、いろんな改善をしているのですけれども、どこ

かでこの委員会として何かしらまとめ的なものをして、委員のメンバーの構成が変わったりするとき

に、市に対して何か提言をするというのも必要かなと思いました。 

 それから全体を通して、皆さんが市民の目線で、新しく何らかの問題発見をしていると思うのです。

その問題発見とその解決の仕方に関して、自分たちが持っているある種の専門性といいますか、そう

いうものを通してその問題を直接的に解決、あるいは解決につながる道筋に持っていくということを

やっていらっしゃると思いました。そのときに、専門性を持っている人が、何か困っている当事者の

人たちに対して、広い意味でのサービスという言い方がうまく意味が通じるかわかりませんけれども、

何かしら投げかけをするということが一つあると思うのですが、もう一つその先に新しい専門性を持

っている人たちだけが何かをするのではなくて、そうではない人も当事者に対して何かするとか、あ

るいは当事者同士で何かするとか、あるいは当事者が普通の人に対して何かするとか、何かいろんな

受け取り、やりとりがあり得るのだなと。専門性を持っている人たちだけが何かやるというのは余り

発展性がなくて、もっとその先に違う世界があるのではないかなと思いますし、恐らくそのことを推

進していけるのが市民活動の利点だと思うのです。行政に預けた途端に行政は行政の専門性を持って

サービスをするというほうに行きがちであって、そういう専門性があるなしにかかわらず、いろんな

サービスの多様なやりとりを通して、その活動に実態的な意味を持たせていくということに関しては、

必ずしも得意ではない部分もあるかと思うので、そういう意味で皆様の活動を進めていただきたいし、

それを上手に支援する仕方を考えていかなければいけないと思いました。それがきょうの私の全体を

通しての感想でございます。 

 本当にきょうはいろんな形で刺激を与えていただきまして、本当に感謝しています。どうもありが

とうございました。 

【事務局】 本日いただきましたプレゼンテーションを受けて、補助金の交付決定に関係する通知は

３月の末から４月の上旬を目途に通知させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、平成30年度実施市民活動げんき基金補助事業公開ヒアリング・公開プレゼンテ

ーションを閉会いたします。本日はありがとうございました。 

 

 

                                            委員長署名  大江 守之       

 

                                            委員署名   三觜 健一       


