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協働のまちづくり協議会（第７回）議事概要 

 

《日 時》  平成３０年１０月２５日（木）１０時～１６時 

《場 所》  松戸市役所別館地下１階研修室 

《出席者》  犬塚 裕雅 会長、文入 加代子 委員、牧野 昌子 委員、長江 曜子 委員、

杉浦 利彦 委員、江藤 政継 委員、野村 圭子 委員、門 良英 委員 

《傍聴者》  ０名(非公開) 

 

１ 開会  

 ※欠席者報告・委員会定数確認 

 

２ 協働のまちづくり協議会 会長挨拶 

 

３ 議 題 

(１) 平成３１年度協働事業本審査 

・協働事業提案制度の申請事業と利害関係のある委員を確認した。 

・仮集計表をもとに各事業の意見交換を行い、点数を確定した。 

・採択すべき事業、採択すべきでない事業を決定した。 

・採択すべきでない事業については不採択理由を、また必要に応じて、付帯意見をまとめ

た。 

・審査結果、付帯意見等については、別添のとおり。 

 

(２) 平成３１年度市民活動助成事業本審査 

・市民活動助成制度の申請事業と利害関係のある委員を確認した。 

・仮集計表をもとに各事業の意見交換を行い、点数を確定した。 

・採択すべき事業、採択すべきでない事業を決定した。 

・採択すべきでない事業については不採択理由を、また必要に応じて、付帯意見をまとめ

た。 

・審査結果、付帯意見等については、別添のとおり。 

 

（３）協議経過書審査 

・協働事業一次選考を通過したが、その後、具体的な企画提案を計画していく過程で、提

案に至らなかった事業の協議経過についてまとめた協議経過書について、協議会として

承認した。 

 

４ 閉会 

 



■平成31年度　協働事業　審査結果

小金原地区会（小金原連
合町会）防災部

危機管理課

公共サイン研究会

都市計画課

だいすき松戸！子ども
フェスティバル実行委員
会

生涯学習推進課　青少年
会館

■平成31年度　協働事業　協議経過書提出事業（３者協議の結果、事業企画書の作成に至らなかった事業）

NPO法人リトム

文化観光国際課、子ども
政策課

事業名
団体名

担当課名
審査
結果

付帯意見又は理由

公共サイン改善事業 採択

＜付帯意見＞
［団体]構成メンバーの入れ替わりが生じた場合においても、
協働事業として実施できる体制を確保してください。
［担当課]公共サインの景観協議対象化に向けた協議フローを
きちんと作成し、協働事業の成果を具体化する道筋を作ってく
ださい。

負担金額
(円)

人材発掘プロジェクト
アーティストバンク事業

承認 -

災害時要配慮者支援事業 採択

＜付帯意見＞
［団体]今回新たに取り組む乳幼児の支援について、当事者
（乳幼児世帯）へのコンタクトに努めてください。
［担当課]この取り組みの成果や問題意識を、他の地区の町会
自治会へ情報提供してください。

子どもたちがつくる青少
年会館居場所事業

付帯意見又は理由
負担金額

(円)

順位

2

1

3 採択

＜付帯意見＞
[団体][担当課]イベント及びボランティア募集のチラシ（あわ
せて21,000枚）について、配布計画を立てて取り組んでくださ
い。

126,900

163,000

460,000

-

順位 事業名
団体名

担当課名
審査
結果

-



■平成31年度　市民活動助成事業（スタート助成）　審査結果

1
松戸里やま応援団「甚左
衛門の森の会」

採択 100,000 -

2 まんぷく小屋 採択 100,000
＜付帯意見＞
助成事業の実施を通して、団体としての組織基盤を整え、子供
たちの居場所を継続させてください。

3 なないろのもり 採択 100,000 -

3 松戸音楽活動同好会 採択 100,000 -

5
認定特定非営利活動法人
たすけあいの会ふれあい
ネットまつど

採択 99,000
＜付帯意見＞
市民の外出ボランティアを、この場限りのものではなく、継続
して関わりを持てるような工夫をしてください。

6
松戸地域猫スタートサ
ポート

採択 100,000

＜付帯意見＞
団体が既に接点をもっている人たちの他に、このような取り組
みに関心のある市民にも情報が届くように、広報まつどやミニ
コミ誌などを活用して、周知活動に努めてください。

7 ぶぶぶママ大学 採択 100,000 -

7
和気あいあいマジックク
ラブ会

採択 100,000 -

9 Ensemble Ponte 採択 100,000

＜付帯意見＞
この提案事業の主たる対象となる閉じこもり高齢者が、会場に
来やすくなるように、ポスティングや商店へのチラシ掲示に加
えて、民生委員や老人会等の協力を得ることを検討してくださ
い。

10 MIRAIのしるし 採択 100,000
＜付帯意見＞
提案内容の事業を一つ一つ確実に実行し、事業目標を達成して
ください。

-
公益社団法人　松戸青年
会議所

不採択 -

＜理由＞
松戸市七草マラソン当日において、5年前から参加者に味噌汁
を配布してきた実績は、松戸のおもてなしを表す取り組みとし
て、敬意を表します。
ただし、その取り組みを活用した防災に係るアンケート調査
が、市民の防災意識の向上に結びつけるには具体性に欠けてい
るため、不採択とします。

野良猫捕獲と不妊手術の
悩み解消！地域猫スター
ト相談会事業

プレママ教室事業

マジック演技を通し高齢
者に元気をあたえる事業

音楽活動による地域交流
事業

小学生の夢を育む放課後
改革/情報サポート事業

松戸市民の輪を繋ぐ事業

付帯意見又は理由

「甚左衛門の森」保全育
成事業

学習支援と食の提供によ
る子どもの居場所作り事
業

子育てが楽しくなる地域
コミュニティ事業

音楽活動による街の活性
化事業

みんなで楽しもう秋のお
出かけ事業

優先
順位

事業名 団体名
審査
結果

助成金額
(円)



■平成31年度　市民活動助成事業（ステップアップ助成）　審査結果

1 浅間台笑劇研究部 採択 300,000

＜付帯意見＞
今後、頻繁に使用する備品・器材の取得に向けて、公演会場
（市民劇場）での寄付金箱の設置や、民間財団などの助成金の
活用も検討してください。

2
介護・認知症の家族と歩
む会・松戸

採択 200,000 -

3
一般社団法人コスモス成
年後見サポートセンター
千葉県支部

採択 300,000 -

- 音・音楽フォーラム松戸 不採択 -

＜理由＞
童謡の作詞作曲コンクールの開催は独創的であり、埋もれた才
能の発掘に寄与し、かつ、全国コンクールによって松戸のブラ
ンド力を高める期待は大きいです。
ただし、コンクールの審査の進め方、公明性、正当性の担保が
不明瞭であり、また、松戸の地域課題解決に繋がるかどうかの
点が弱かったため、不採択とします。

- 数値調理会 不採択 -

＜理由＞
食を数値化することで、誰でも同じような料理をすることを可
能とするやり方は優れています。
ただし、ひとり親世帯の子供たちが、その調理に興味関心があ
るかどうかの調査をした上での提案が望ましいため、不採択と
します。

付帯意見又は理由

笑劇で施設利用高齢者を
元気にする事業

生活圏に「お節介な友達
作り」活動推進事業

市民の権利擁護に関する
啓蒙普及事業

「松戸童謡作詞・作曲コ
ンクールの開催」事業

「子が作る健康料理」支
援事業

優先
順位

事業名 団体名
審査
結果

助成金額
(円)
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