
■平成３０年度　協働事業

№ 事業名 実施団体・担当課 事業へのコメント

平成３０年度実施分協働事業・市民活動助成事業　事業成果報告会
会場アンケート結果一覧表

1
子どもたちがつくる
青少年会館
居場所事業

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

・子どもと子どもが楽しく関わり、安全に遊べる場は大切だと思いました。
・将来の社会の担い手である「子どもたち」の育成は大変だと思いますが、頑
張って下さい。「子どもたち」もきっと良い経験ができると思います。
・どの地域か、どんなことに興味のある方（子ども）を対象にしているのか。楽しさ
が伝わってこない。相花的で１つ１つが結局つまらなく見える。
・地域差もあり他地域の子どもには広がらないと感じる。
・地域としての子供との関わりを強化していること、新しい担い手を育てる取り組
みは素晴らしいと思います。
・外でのアクティビティにも繋げられるとより良くなると思います。
・「居場所の提供」という大変重要な業務を担われている。実際に若い世代が運
営にかかわれるのは大変良いことだと感じた。
・子どもの担い手を育成し、地域で子どもを育てようとすることは素晴らしいと思
います。
・経過を共有することで、係わる担い手、参加する子供達の役割、居場所が明確
になり、次につながる可能性づくりにつながっていると思いました。
・公共施設の有効利用として大変有意義な取り組みと思います。プログラムの充
実を願いたい。また、担い手の育成に力を入れて頂きたい。
・子どもに関わる担い手育成は、素晴らしいことだと感じました。育成対象者が継
続して関わり裾野が広がっていくと素晴らしいと思いました。
・１年目と異なるメニューを考えたのはＯＫ。
・新松戸周辺のチラシは良いが他のＰＲ（市の広報等）は目につきにくい。
・参加者にアンケートをし、次につなぐように。
・子供の担い手を育成するという視点はすばらしいと思う。日本のボランティア活
動の活性化につながっていくと思う。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

・大変な事業を行っていると思いました。
・要配慮者への取り組み、防災カルタの手話やイス割当のエピソードなど、大変
なご苦労に頭が下がります。
・地域人材、住民層が変化する中でどのように防災活動を継続できるのか、他
地域のモデルとなっていくと良いのかと思いました。
・防災は大事なテーマだと思います。高齢者、障害者を支援する県内の団体とし
てC-RATという医療者団体もありますので、ぜひコラボしていって行政内外につ
なげていただると幸いです。
・要支援者の中には家から出ることが家族だけでは難しかったり、医療機器使用
のため電源確保が必須の方もいます。回を重ねるごとに様々な障害の方に対応
していただけるようになるととても助かります。
･試行錯誤しておられる様子が伝わり好感が持てる。
・他地域の方々に興味を持ってもらえる伝え方もチャレンジして欲しい。事例の
紹介、参考展開（モデル）は×。関わっている人の思いを伝えて欲しい。
・防災と市民をつなぐ場の提供、専門家も含む広い見識の共有が大変評価でき
る。
・要配慮者に対して質問を急がないというのは勉強になりました。
・平常時の気づきが、災害時の安全、安心に大切であることを認識しました。他
エリアの自治組織や住民の方々にも発展すると良いと思います。
・松戸市内にも温度差があり、この取り組みが全体に伝わっていないのが現状
であり、広げて行く事をお願いしたい。
・ボッチャやカルタなど遊びを取り入れる工夫をしていて、参加したいと思える訓
練の実施は素晴らしいと思いました。
・高齢の方へのイスの件は、本当の震災の時はきっとトラブルになると思われま
す。町会ごとに解決は良いアイデアだと思います。
・防災カルタやボッチャを取り入れるなど工夫がされていると思う。
・モデル事業として他の地域にどう広げるか担当課のアイデアがほしい。
・途中から聴講のため内容を全て把握できなかったが、報告書としてはしっかり
まとめてくれてあった様に思う。配布資料作りがgood。
・要配慮者と地域の連携は難しいことを多くはらんでいると思います。今後地域
の要配慮者のさらなる理解、地域の支援、また小金原をモデルとして市全体へ
の広がりへとつながるとすばらしいと思いました。
・防災の啓蒙活動として大いに結構、松戸市全体に広げる方向を市に考えてほ
しい。
・各町会の協力は必要（イス準備、呼びかけ等）
・万一の時に、一人のとりこぼしもないよう、さらに活動を維持してほしい。
・ノウハウを他の町会にも広げる努力をしてほしい。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

2
災害時要配慮者
支援事業

小金原連合町会
防災部
危機管理課

1



№ 事業名 実施団体・担当課 事業へのコメント

■平成３０年度　市民活動助成事業

№ 事業名 実施団体 事業へのコメント

1
こども福祉フェスタ事
業

Familink＊

・各地区への・・・遊び道具は希望が多いと思った。
・ぜひ、継続していただきたいです。
・「東葛こどもフェスタ」という既存の団体のイベントもあり、協力することで継続が
可能なのではないでしょうか。「東葛こどもフェスタ」は実行委員会形式で皆さん
手弁当で実施しています。対象者が充分楽しめる１日を提供以外の成果設定が
表現されていないのが残念。
・支援するに当たり、「専門職」と「一般」の人との協力が必要だと思いますが、ボ
ランティアの輪を広げていってください。
・他の同様の活動をしている団体との連携を考えてはいかがでしょうか。
・目標設定を明確にしてはいるが、活動手法が一般的に採用されているのであ
まり変化がない。もっと目新しいものに取組む方向性を期待したい。
・ご苦労が多いことを感じました。継続できれば良いなと思いました。
・メンバーが少ないのであれば、広報等を使って募集を図っては。整形外科等の
療法士仲間に声をかけてはどうか。
・とてもすばらしい事業です。どんどん活動を広げてほしい。
・協力者を広く募る工夫をして継続してほしい。ただ、ムリしすぎないように。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

■スタート助成

・どの様にしたいのか理解できなかった。
・なかなか短い期間で成果の出しにくい事業だと思います。応援しています。
・具体的なサインを提示できていないということで、学生を責める（ように捉えまし
た）言葉が審査委員から出されたことが大変残念です。事業担当者のゴール設
定が審査員と共有できてなかったのかも。そういう意味では、３年間のそれぞれ
のゴールが明示されていれば良かった。団体の方の成果を数値で表わすにとど
まっていたのもそういう発言を招いてしまったか。
・地道な調査活動、頑張ってください。
・統一されたサインの提示までの道のり、今後の予定まで提示頂けるとより良い
のではないか。
・行政と学生のタイアップは市として良い事業だと思います。
・街の中にあるサインが色々な形があり、古いものもあり、市民としては迷いま
す。ぜひ、統一化したものにつながると良いなと思います。
・この事業が進む（成功）すると、決して悪いことではありませんが、地域間格差
が広がる。例えば、そもそもサイン対象物がない地域（明第２西とか）に対しては
どのようなアプローチがあるのか研究して欲しい。
・広がり、コラボ、可能性、楽しさ、一番いい。
・プロトタイプを提案することがゴールでは？実行可能性については、ご自分達
で解決できないので課題としない方が良い。
・ＨＰいいです。
・プロセスが大切なのでＫＧＩではなくＫＰＩを可視化しては？
・景観の美しい魅力ある松戸市となる様、幅広い地区に広げて参加者を増やし
ていって頂きたい。日本一住みたい町づくりに頑張ってください。
・公共サインについてあまり知らなかったので、もっと周知されていくと松戸のイ
メージアップにつながると思いました。
・成果（どんなサインがいいのか）が見えにくい。対象が幅広いので難しいとは思
いますが。
・適切な目標設定だと思うが、もっと一般市民の声を取り入れて、具体的に資料
を早めに作成、使用して、その後に必要に応じて改善する手法を望む。
・とても興味深い事業だと感じました。「品格のあるまちとしての要素に」という委
員長の言葉が心に残りました。色、形、場所、課題は多いと思いますが、是非、
形として成してほしいと思います。
・これまでどんなサインがあるのか、地区、施設で分けているのか、３年目であ
れば、成果をオープンにしてほしいのと広く意見を聞いてステップアップしてもら
えるとまちづくりに役立つのでは。
・市の施設、歴史文化施設で欠けているものをチェックし、ケーススタディの実証
実験もやるようにする。
・公共建物への案内表示を分かりやすくするための設置を早く進めてほしい。現
在、分りにくい施設が多い。（例：市民会館）
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

公共サイン研究会
都市計画課

公共サイン改善事業3
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№ 事業名 実施団体・担当課 事業へのコメント

2
食を通じての多世代
交流事業

小金ほのぼの
食堂の会

・すばらしい活動ですね。
・交流もある団体ですので、地域は異なれど共に松戸の為に活動できればと思
います。
・地域で「顔が分る関係」を築き上げることは重要だと思います。頑張って下さ
い。
・地域との連携ができていることが評価できると思います。（専門家とつなぐ）
・シンプルな目的への取組みと実施で市民活動をしては、こんなものが適切だと
思う。できれば、一般的でない物の供与ももっと追究してほしい。
・支え合い、助け合いが地域に何らかの変化につながることを期待します。
・一人暮らしの老人ももっと参加できるように情報を発信してほしい。
・子供一人一人の課題を解決できるように横の連携ができればベストだが。
・素晴らしい取組みかと思います。継続して頂くためにもスタート助成から以降、
行政の支援が必要かと思います。
・参加人数の目標が少ない、実数は多いが？
・食事の費用は誰が？困るよね、お金は？
・定期的に来るのはおかしいのでは？いろんな人に来てもらいたいはずでは。
・質問者も適格にお願いします。
・月２回も実施しているエネルギーはすごいと思う。
・おかわり自由を各人の食欲に対応できるのですばらしい。
・スタッフの自由度が高いのもすばらしい。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

3
笑劇で施設利用高
齢者を元気にする事
業

浅間台笑劇研究部

・事業受入施設の観客と事業者側メンバーの双方が楽しめている様で好ましく
思える。
・対象者を施設利用者だけでなく一般への開放も望みたい。
・目的がはっきりしていて良いと思った。これからも頑張って下さい。
・アンケートしてフィードバックしているのは良いこと。
・参加型もなるべく増やした方が良い。
・特養２７のうち７しかやっていないのを広げるのは大いに結構。
・継続するには大変な力が必要かと思います。事業の皆様のご努力には頭が下
がる思いです。
・笑って、喜んで、元気になって・・・・という目的にとても賛同します。頑張って下
さい。
・非常に良い。
・自分たちも主体的にかかわっているのがすばらしい。
・幼稚園などにジジババ公演として演目を増やすのはどうか。
・施設への訪問、公演も大変だと思いますが、普段の練習参加自体がメンバー
自身の生きがいにつながり素晴らしいと思う。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

4
「甚左衛門の森」保
全育成事業

松戸里やま応援団
「甚左衛門の森の
会」

・このような団体の横のつながりはあるとのことで、良いことだなと思いました。森
を守るとともにきれいになっていってほしいです。
・植物以外に動物の出現等も知り得た情報を流してほしい。
・開放する時のアナウンスを”広報”等でもう少し広げてほしい。
・月２回の定期活動はとてもすばらしいと思います。今後もスタッフをふやして継
続的な活動を期待します。
・一般市民の楽しい参加機会を増やす工夫をしてほしい。
・大変地味な仕事ですが、このような場で紹介により理解が広がり、大事なことと
思います。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

5

世代を超えた交流が
できる地域コミュニ
ティの場をつくる事
業

明地区こあら食堂の
会

・色々な工夫をされたこと、温かい想いを知ることが出来た。これからも頑張って下さい‼
・地域コミュニティで大変重要な活動と思います。
・以前から知っているが、とても皆さんが楽しんでいる所だと思います。
・集まった人が、徐々に社会貢献のボランティア活動等につながっていけば良いと思い
ます。
・回数を増やせるよう努力してほしい。ボランティアをやりたいという人は多いと思う。
・運営が軌道にのってきているようであり、これからも期待しています。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。
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№ 事業名 実施団体・担当課 事業へのコメント

6
地域猫ってなんだろ
う？野良猫トラブル
なくそう事業

動物福祉団体いの
ち

・個人団体と自治体との協働で同じ方向に。
・活動は市議会とつながって条例の見直しをしてもらう事？
・上映会５０人しか集まらなかったのは少なくないのか。市民の関心をもっと集めるため
には今後の活動をもっとネットにあげてほしいと思った。
・市民、住民が皆で実行しなければ何も進まないと思いました。、皆でやらなくてはいけ
ない事です。
・どういう活動なのかよく分らない。広報だけなのか、実際に飼えるようにプロジェクトを
実践しているのか不明。
・政治も巻き込むのはすばらしい実行力だと思う。
・長年活動されているので今までのステップがあるかと思いますが、市会議員を全面に
打出したのは最適だったかと。
・地域猫トラブルについて自分自身の理解が少ないので、これからも注目したい。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

7
音楽活動によるまち
の活性化事業

松戸合唱まちづくり
同好会

・活動量が大きくて高齢とは思えない程、感心しています。
・聴衆との共感が出来、お客様が増えているのに部員が減少しているのは残
念。
・自分達も相手も楽しく元気になる活動はすばらしい。
・参加部員を増やす事はどの団体でも同じですか。「合唱」にこだわらず裏方な
どの後方支援をテーマに集めてはいかがでしょうか。
・施設への訪問、公演も大変だと思いますが、普段の練習参加自体がメンバー
自身の生きがいにつながり素晴らしいと思う。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

8 無塩パン普及事業 数値調理会

・美味しいパンなので広がるといいですね。
･あまり目にする機会がない。もっと広報を強化してほしい。
・報告の中にもありましたが、「パン」にこだわらず、「無塩」、「減塩」をテーマに
活動を広げていただきたい。
・市販の普通のパン、減塩パン、無塩パンの塩分の基準は？そもそもそのような
ことから知らなかった。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

9

子供の居場所から
の発信による地域
ネットワーク構築事
業

さくら広場の会

・高齢者が地域で何らかの役割を持てば、本人にとっても充実した人生になると
思うのですが、是非引張り出して下さい。
・新しい事業も目途がつき、すばらしいですね。頑張ってください。
・クラウドファンディングを使うのはすごいと思う。お店との連携もすばらしい。
・子供の人数は増えていますか。最近は行く機会がないのですけど、またおじゃ
ましたいです。その際はヨロシク。
・次の事業展開（コーヒー）に向けて、自信を持って進めてください。
・運営しながら課題に取り組みクラウドファンディングで資金調達ができたという
ことはすばらしい。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

10
シニア世代活き活き
地域資源マップ作り
事業

ほっとする街を考え
る会kinari

・「顔が見える関係作り」の推進、大変だと思いますが、徐々に輪を広げていただ
ければと思います。
・地道な努力に感心させられた。
・自治会との連携はどうしているのか気になる。
・時間つぶしでおじゃましています。予定のない時は行くようにします。
・地域マップを地域情報交流の拠点としたことは、良いと思う。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

№ 事業名 実施団体 事業へのコメント

1
「笑顔のお節介推進
活動」事業

介護・認知症の家族
と歩む会・松戸

・守秘の問題もあると思いますが、「受援力」についても啓蒙できれば良いです
ね。
・当事者の方の話が一番説得力があると思います。すばらしいですね。
・個人の相続にまで踏み込めいるのは、信頼を得ている証拠なのでとても良い。
・話を聞いた上で、専門家にもつなぐノウハウ、ネットワークを広げてほしい。
・無理しないよう頑張ってください。
・益々元気に活動されていることに、こちらも元気づけられる思いです。
・素晴らしい事業だと思います。応援しています。

■ステップアップ助成

4



◆その他、全体的なご感想等ございましたら、ご自由にご記入ください。

・市の活動なのに関心が低いように感じた。こんなものなのでしょうか。もっとたくさんの人が来ていると思ったがちょっと残念に感
じた。
・多種多様な市民活動があり、それぞれに成果を上げているということが本当に素晴らしいと思います。自分自身の活動ももっと
もっと活発にしていきたいと思いました。
・地域課題を解決する為に活動している団体にとって、活動基盤を固める良い事業であると思います。おかげ様で団体として体力
をつけることができ、より活動に力を入れていくことができる様になりました。
・活動ＭＡＰを見ると団体の分布エリアに偏りと集中が見受けられる。例えば明第２西とか東松戸とか全く住民属性や地域資源の
多少、有無が異なるので、このようなマイノリティエリアにスモールマスの考え方で楽しく関われるきっかけづくりをして欲しい。
・興味のない人が多いという特性は、広く事実に基づいて開示し、各地域の住民に認識してもらってはどうか。ここが省略され続け
ていてつまらない。
・スーパーのチラシは１万枚まいて1０人程度の来店率と聞く。全員参加とか、地域毎に実施では、同じ属性の人に尖ったものは届
かない。若い世代にチラシは効果ない。町会は次世代につながっていない。
・発表に使うスクリーンでの表記が小さく、内容が読めないプレゼンがあり、改善が必要と感じました。
・委員の方が温かいアドバイスをして下さっているのが印象的でした。大変参考になりありがとうございます。
･各団体につき、傍聴人からの質問も可能にした方が良いと思う。
・傍聴人の数が少ない、もっとこの発表会の宣伝をした方が良いのでは。
・各団体の善意に大いに感心させられた。こういう人々、団体を増やす努力をしてほしい。
・今回初めて聴講させていただきました。事業報告なので、「人」、「物」、「金」の面からの経済的な報告を期待したのですが・・・・。
皆さん「資金」についてふれていないのが気になりました。事業を継続させるには大きな課題と思います。
・皆さん、自分の報告が終わったら退室してしまっているのか？全体講評は誰に対して伝えているのか？
・地域でそれぞれのグループが活躍されていることを知り、日本の活力は地域に根づいていることを感じさせてくれる。

5




