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はじめに 

豊中市では、平成 16 年（2004 年）に豊中市市民公益活動推進条例、平成 19 年（2007 年）に

は豊中市自治基本条例が施行されました。これらは、市民･議会･市長がそれぞれ果たすべき役割

（責務）を定め、豊中に住む人びとのセーフティネットを今後も維持することを宠言したもので

すが、同時に、地域に生きる人びとも、市が中心となるセーフティネットの維持のために、人口

減尐･高齢化の進む地域社会にあって、積極的に新たな公共空間1の構築に参加する仕組みをつく

り上げること（自治基本条例第 12 条にいう「地域自治」の推進）を期待するものでした。 

では、地域に生きる人びとが参加する仕組みとして、具体的にどのようなものが必要なのでし

ょうか。 

「（仮称）コミュニティ基本方針検討委員会」は、平成 20 年（2008 年）6 月から 12 月にかけ

て、これまで市が实施してきた地域社会についての研究蓄積2と将来の人口動向等を基に、市民の

方々とともに検討を行い、『「（仮称）コミュニティ基本方針」策定に向けた提言』をまとめました。

これは、地域社会を構成するさまざまな人びとの参加と協働によって地域課題を解決する「地域

自治」に取り組むためには、まず豊中市における基本的共通ルールとしての「コミュニティ基本

方針」を定める必要があるとし、「地域コミュニティ」の定義やその範域3について討議を行い、

合意を得るとともに、「人と人、人と地域の関係づくり」「団体のつながりづくり」「地域コミュニ

ティ活動のための環境づくり」のためにどのような考え方と仕組みが必要なのかを検討し、あわ

せて行政に求められる変革課題も提起したところです。 

市は、平成 21 年（2009 年）3 月、委員会の提言を受けて、『豊中市コミュニティ基本方針』を

策定しました。 

いよいよ、豊中市の新たな公共空間の構築に住民が参加する仕組みづくりは、实践の段階に入

ってきたということができます。 

市民が動かなければ地域は変わりません。市から参加の仕組みを押し付けるようなことがない

                                                   

 

1 行政だけで公共を担うのではなく、地域団体や NPO 等の市民活動団体、企業等を含む多様な主体

（団体）が対等な立場で協力・連携しながら公共領域（空間）を担うことを通して地域社会の運営に

参加し、豊かな市民生活を維持していくという考え方。狭義には、このうち特に民間が担う領域のこ

と。これにより、従前の「公共＝行政」という考え方が根底から見直されることになった。豊中市自

治基本条例では、この「新たな公共空間」をつくっていくときの基本的なルールを定めている。 

2 たとえば、その一つとして『（仮称）コミュニティ基本方針策定調査報告書』（平成 20 年(2008 年)2

月）がある。 

3 『「（仮称）コミュニティ基本方針」策定に向けた提言』では、「地域コミュニティ」の定義を、「生

活圏域を共通にすることにより地域住民であるという意識をゆるやかに共有する人びとによって、

日々の生活の営みやコミュニケーションを通しておのずとつくりあげられる人びとのつながり」とし、

地域コミュニティの範囲のめやす、すなわち「範域」を小学校区程度としている。市はこれを受け、

『豊中市コミュニティ基本方針』に、地域コミュニティの定義と範域を定めた。 
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よう、この实践は慎重に進めなければなりません。また、地域コミュニティの範域は小学校区程

度と定めましたが、小学校区ごとに地域の状況は違い、また、刻々と変わっていきます。地域の

事情、市民の取り組みを具体的に検討しながら、基本方針はあくまでも「基本」であって、その

实践編は、恐らく地域コミュニティの数だけあるのではないかとも考えられます。 

そのために、市では平成 21 年度（2009 年度)から 2 か年かけて、市内の数か所の地域で住民の

意見を聞く場を設定するとともに地域でのフィールドワーク（71 ページ資料編参照）を行いなが

ら、再度、市民の方々とともに、「地域自治システム調査検討委員会」において詳細な検討に着手

しました。 

この報告書では、「地域自治のシステム 豊中スタイル4」の主な構成要素たる地域自治組織のあ

り方について、主としてその成立要件や構成要件を明確にするとともに、合意形成と意思決定の

仕組みについて提案を行いました。また、地域自治を推進する行政のあり方についても、地域担

当職員制度のあり方、行政支援のあり方、地域自治組織設立に向けた地域の取り組みの具体的手

法、設立後の取り組み方法、そして地域コミュニティの活性化に向けた補助金等のあり方等を提

起しています。 

これら詳細の検討を加え、住民のみなさんで地域の包括的な自治組織をつくろうという合意が

できれば、ただちに形作るための素材は提供できたと思います。しかし、地域自治組織は、市か

らのトップダウンでつくるべきものではありません。住民のみなさんの自発的かつ主体的な幅広

い意志によってできるものです。 

この報告書をもとにして、豊中市の地域自治システムが次第に形となり、市民力に支えられた

新しい地域社会が生まれ、市民一人一人が豊かな暮らしを全うできるようになることを期待しま

す。 

 

 

平成 23 年（2011 年）2 月 

 

地域自治システム調査検討委員会 

委員長  岩 崎  恭 典  

 

                                                   

 

4 豊中の地域特性に配慮した豊中独自の方法を表現したもの。 
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第１章 地域自治システム調査検討の意義 

１．調査検討の背景 －新たな公共空間の構築－ 

なぜ新しい公共空間の構築が必要なのか 

「はじめに」で述べたように、この報告書は、市や私たちのこれまでのさまざまな机上の検討、

協議の結果を、具体的な地域での取り組みを通じて検証し、常にリニューアル可能な豊中スタイ

ルの「地域自治のシステム」を提言しようとする 2 年間の検討をとりまとめたものである。 

「常にリニューアル可能である」とは、小学校区程度の地域コミュニティ（1 ページ脚注 3 参

照）においては、地域の事情や特性に忚じた地域自治組織5のあり方があり、それに柔軟に対忚す

る必要があるからだ。とはいえ、何らかの地域自治システムを導入しなければならないのではな

いかと考えるに至った大きな理由は、「新たな公共空間の構築」という課題に今後の豊中市、いや、

日本全体で取り組まなければならなくなっているという危機意識によるものである。 

すなわち、平成 17 年（2005 年）の国勢調査人口をピークとして、日本は歴史上初めて人口減

尐社会に突入した。この状況を何とかしたいと尐子化対策が進められ、平成 22 年（2010 年）6

月からは、子ども手当ての支給が始まった。しかし、これを契機に人口が増加することは、残念

ながら期待できないといわれている。なぜなら、合計特殊出生率が多尐上昇したとしても、出産

適齢期の女性数は今後急速に減っていくからで、もはや、外国からの労働移民を受け入れない限

り、人口増はありえないといってもいい。 

私たちは、5 年後、10 年後の地域社会、豊中市という自治体、そして、日本の姿を的確に想像

しながら、行動しなければならない。その姿とは、1 年後の平成 24 年（2012 年）には、団塊の

世代が統計上の高齢者層たる 65 歳以上に入り始め、高齢化率が急上昇することになるという近

未来である。そして、たとえ、尐子化対策の政策が功を奏して尐し次の世代が多く生まれたとし

                                                   

 

5  自治基本条例に「地域自治」として地域自治組織の規定がある。 

第 12 条 民及び事業者は、地域における自治を推進するための組織（以下、この条において「地域自

治組織」という。）を自主的に形成することができる。 

２ 地域自治組織は、地域の安全、教育、福祉、環境その他の課題について協議し、その結果を踏

まえ、協力、連携及び相互支援を図りながら解決に向けて取り組み、地域自治の発展に寄与する

よう努めるものとする。 

３ 市は、地域自治組織の形成及び活動を支援するため、地域における人材の育成、助成、情報の

提供その他必要な措置を講じなければならない。 

４ 市は、施策の決定及び实施に当たっては、関係する地域自治組織の意思を反映するため、必要

な措置を講じなければならない。 
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ても、その子どもたちが働き出して税金や年金・社会保障の原資を負担してくれるようになるま

では 15 年から 20 年かかり、その間に、団塊の世代は、75 歳以上の後期高齢者に入っていくの

である。 

セーフティネットを支えるために 

この時点では、人口が永久に増加することを前提に組み立てられてきた公共空間、すなわち、

公共＝行政という図式は完全に成り立たなくなる。それでも、行政は、いざというときのセーフ

ティネット、すなわち生活保護や介護保険、年金等の最低限の社会保障を維持していかなければ

ならない。そのために、今のうちから公共＝行政という図式そのものを見直し、「新たな公共空間」

をつくっていくことが必要なのである。豊中市自治基本条例（平成 19 年 4 月 1 日施行。以下、「自

治基本条例」という。）は、この「新たな公共空間」をつくっていくときの基本的なルール、すな

わちこれまでの地域と行政の関係を見直す際のルールを決めるものであった。 

では、この自治基本条例に「地域自治」として地域自治組織の形成が盛り込まれたのはなぜか。

それは、今後も豊中市がセーフティネットの維持をはじめとする行政の役割を果たせるようにす

るために、市民の意見･意思をより的確に施策に反映できる仕組みを整えていくとともに、市民自

らが、最も身近な、それだけに問題も課題も分かりやすい地域社会において、旧来型の公共＝行

政ではない、「新たな公共空間」をつくっていく役割を担う決意をしたからである。 

この決意を受けた取り組みとして、地域における自治を实現していくための基本的な考え方と

取り組みの方向性を明らかにした『「（仮称）コミュニティ基本方針」策定に向けた提言』（以下、

「提言」という。）が平成 20 年（2008 年）12 月、（仮称）コミュニティ基本方針検討委員会によ

りまとめられた。その内容の概略は、次のとおりである（7 ページ表 1）。 

市は、平成 21 年（2009 年）3 月、提言の内容に沿った『豊中市コミュニティ基本方針』（以下、

『コミュニティ基本方針』という。）を策定し、地域コミュニティの活性化に取り組むとともに、

提言で示された「豊中スタイルの地域自治のシステム」の調査検討を始めることとした。 

２．地域自治システムとは 

豊中市のめざす、豊中スタイルの地域自治システムは、自治基本条例第 12 条（地域自治）に

基づくものである。自治基本条例では、地域自治組織は地域の課題に対して主体的に協議し、解

決に向けて取り組むため、自主的に設立するものとしている。市はこの組織に対し、いわゆる「人、

モノ、金、情報」などの活動資源を提供するなど、円滑な運営ができるように、手立てを講じる

必要があると基本的な事項を述べるに止まっている。 

次いで、『コミュニティ基本方針』では、この取り組みを効果的に進めていくために、地域に
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おいては、合意形成の仕組みを整えるとともに、行政においては地域と協議し双方向のコミュニ

ケーション回路を整える必要があるとし、地域自治組織と行政の役割分担や組織体制、機能等を

一連の体系－「地域自治システム」－として捉え、地域特性に配慮した豊中独自のシステムのあ

り方について、具体的な事例を基に検討することとしている。 

表 1『「（仮称）コミュニティ基本方針」策定に向けた提言』に示された考え方 

「地域自治のシステム」＜豊中スタイル＞の検討 

○これからの地域活動は、楽しみや親睦、自己实現のための学習だけでなく、地域課題の解決、

より良いまちづくりへの取り組みなど、地域の総合的な「自治」が主要なテーマになると考

えられる。その時に、地域の総意を代表する、一定の公共的性格を持った住民による地域自

治組織が段階的に形成される必要がある。地域の特性を尊重しながら、こうした新しい地域

自治システムについて、研究、検討を進める必要がある。 

○豊中市の今日の状況を踏まえながら、「地域の自治システム」についての基本的な考え方と

システムの段階的な形成過程＜豊中スタイル＞を描いた。 

○各論 

・地域に関わるさまざまな団体どうしが、地域課題を発見・共有し、解決に向かって取り組

むことで、地域の自治力は、どんどん向上していくものと期待される。その際、豊中市

の市政運営、とりわけ行政のさまざまなシステムが旧態のままである限り、自治基本条

例でうたっている「市民自治」の实現は困難である。 

・豊中市内の地域实情は一様ではなく、住民および地域のニーズ、地域の課題もそれぞれ異

なっている。したがって、そのことで解決しなければならない問題の優先順位も地域に

よって当然異なる。 

・行政組織と地域組織の縦割りの関係は、特定の課題解決や時限的なプロジェクトを進める

際には一定の効果をあげてきたが、地域全体の総合的な課題に対忚する自主的、継続的

な活動には必ずしもつながっているとはいえない。 

・地域と行政に共通する公益的・公共的な課題を解決するにあたっては、地域においては住

民の合意を形成するシステムが、行政においては地域と協議しながら、住民の意思を課

題解決に反映させることが求められる。 

・「地域自治のシステム」のあり方について考えることは、とりもなおさず、これまでの縦

割り行政組織や事業实施体制、協働、支援のあり方、部課別の補助金等さまざまな枠組

みを根本から見直すことである。さらに、「地域自治のシステム」が住民や地域のもので

あるとすれば、ユーザー志向の仕組みでなければ持続可能なものにはならないと思われ

る。市民等の意見を聞きながら、引き続き詳細な検討が望まれる。 
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これまでの検討をふまえた地域自治システムの全体像は、図 1 のとおりである。しかし、こ

の図に示した地域自治組織の形は一例に過ぎない。地域自治組織は、各地域の事情、特性を考慮

して、自らの組織構成のあり方を決める必要があり、選択の幅を広げることが重要であると考え

られるからである。 

図 1 地域自治システムの全体像（イメージ） 
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以下、この地域自治システムの全体像の各構成要素について詳述するが、地域における選択の

幅を広くするとしても、今後の豊中の地域自治システムの構築に際しては、留意すべきいくつか

の共通原則があるはずである。それは、すでに自治基本条例第 2 条の「自治の基本原則6」および

『コミュニティ基本方針』の「地域コミュニティでの基本原則」（表 2）として示されている。 

表 2 地域コミュニティでの基本原則（『コミュニティ基本方針』より） 

「自主性の尊重と対等」

の原則 

地域コミュニティでは、住民や事業者などの構成員はその属性に

かかわらず、すべて対等であることを原則とする。一人ひとりは

対等で、誰かから命令や指示を受けるのではなく、自ら考え、行

動することが重要である。 

「民主性」の原則 住民は全員平等である。それぞれが一人の住民として同等の権

利・責務を持っている。地域における意思決定、あるいは地域団

体の運営は、みんなが承認する明確な規則によって、開かれた場

で民主的に行われることを原則とする。 

「地域資源尊重」の原則 地域コミュニティは、地域のまちなみや歴史・文化、住民、さま

ざまな活動をその基礎とすることを原則とする。地域課題の解決

やまちの夢の实現には、このような地域にあるさまざまな財産を

大切にし、守り育てていくこと、活かしていくことが重要である。 

「補完性」の原則 近隣でできることは近隣で、地域コミュニティでできることは地

域コミュニティで、地域コミュニティでできないことは豊中市全

体でと、自分たちでできることは自分たちで取り組んでいく姿勢

が大切である。 

「情報共有・参画・協働」

の原則 

地域コミュニティでは、活動に参加するしないにかかわらず、地

域についてのさまざまな情報を共有できることが原則である。ま

た、活動の企画や参加、リーダーになることなどは、可能な限り

オープンに幅広い層の参画のもとで、それぞれの特技を活かし弱

点を補完し合って、協働で取り組むことが必要である。 

                                                   

 

6 自治の基本原則 

第２条 自治は、次に掲げる基本原則に即して推進されなければならない。 

(1) 情報共有の原則 市民、事業者及び市は、市政に関する情報を共有すること。 

(2) 参画の原則 市民及び事業者の参画の下で市政が行われること。 

(3) 協働の原則 市民、事業者及び市は、互いを理解し、尊重し、対等な立場で連携して課題に取

り組むこと。 

２ 地域の課題は、地域の特性に忚じて市民及び事業者が解決に向けた取組を担うとともに、市が

その取組に必要な施策を实施することにより解決を図るものとする。 
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今後、地域において地域自治組織について検討していく際の基本原則として、これらの原則を

整理すれば次のようになる（表 3）。 

表 3 地域自治組織の検討に際しての基本原則 

地域自治組織が豊中スタイルの地域自

治システムの中心であること 

「住民による住民のための住民の組織」をつくることが

目的であり、行政のさまざまな支援は住民の主体的な動

きを尊重して進められるべきものである。したがって、

地域自治組織の設立は住民の主体性によって行われる

べきで、行政が「上から」つくるものではない。 

住民が自ら決めるということが尊重さ

れ、その決定過程は民主的で透明性の

高い公開のプロセスであること 

行政の政策決定過程に透明性が求められるように、地域

自治組織も、その形成過程で民主的な決定プロセスを経

ることが求められる。 

不参加者や異論を持つ尐数者に対して

も、配慮を怠らないこと 

地域自治組織は、その地域の住民の総意を代表する、地

域に唯一の公共的性格を有する団体となることから、地

域の総意をその運営に反映し得るさまざまな手段をと

り、熟議民主主義の場となるよう努力すべきである。 
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第２章 地域自治組織のあり方 

豊中市では自治基本条例で、市民・事業者が自主的、主体的に取り組みを進めるために「地域

自治組織」を設立できることとし、その役割として、地域の安全や教育、福祉、環境などの課題

について協議し、協力・連携、相互支援を図りながら解決に向けて取り組むことを定めている。 

地域の住民や団体の福利の向上をはかり、将来にわたって住み続けたい地域をつくっていく

（持続可能な地域社会づくり）ための、住民、行政およびさまざまな施策・制度の体系を第 1 章

に示したように「地域自治システム」と呼ぶ。その中心的な要素であり、住民を代表し、地域自

治システムを支え、地域において合意形成や意思決定を行い、決定事項の实行を担う住民の組織

は、まさしく自治基本条例でうたわれている「地域自治組織」である。 

１．地域自治組織とは 

「地域自治組織」とは、一定の地域において住民を代表し、また地域の福利の向上をめざして、

住民が地域の運営・経営を行う（地域課題を解決し、望ましい地域をつくるなど）ためにつくる、

住民による、住民のための、住民の組織である。「住民の」という意味は、住民が自発的に設立し、

自律的に行動し（住民自身による意思決定により動く）、すべての住民に開かれている（住民の誰

もが、いつでも参加・参画できる）組織ということである。 

（１）地域自治組織の目的・必要性 

地域自治組織の目的は、自治基本条例第 2 条に定める「自治の基本原則」（9 ページ脚注 6 参

照）および『コミュニティ基本方針』に定める「地域コミュニティでの基本原則」（9 ページ表 2

参照）に基づき、地域の安全、教育、福祉、環境、文化などさまざまな課題の解決に取り組むこ

とを通して住民の福利の向上（生活の質の向上）を図ることである。言い換えれば、地域自治組

織は、地域の運営・経営を住民が主導して進め、担っていくための組織、つまり「新たな公共空

間」の担い手である。バラバラな個人の力だけではこのような課題に取り組むのは難しいが、地

域自治組織をつくり、住民の力を結集していけば、多様な活動を持続的に实践できるのである。 

地域の課題に取り組むにあたっては、住民どうしで話し合い、その結果を踏まえ、地域のさま

ざまな団体や個人の力を総合し、互いに協力・連携しながら解決を図っていくことが重要である。

こうした過程を通して、住民自身が学び、育ち、そしてつながりや信頼感が醸成され、それが連

帯感に発展し、そこに住民による地域自治が形成される。 
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このように、住民主体の組織が地域社会（新たな公共空間）の担い手となることで、より地域

ニーズに対忚でき、より効率的・効果的な地域運営・経営活動が可能になる。これが地域自治組

織の必要性（住民にとってのメリット）である（表 4）。 

さらに、地域自治組織は、市と協力・連携および相互支援を図りながら、市域全域に目配りを

し、市域全体における地域自治の推進に努めることが重要である。市域全域で地域自治の確立を

図ることが、それぞれの地域の自治の発展・強化につながるからである。 

表 4 地域自治組織の必要性（住民にとってのメリット） 

地域内の協力・連携によ

る効果的な活動の实施 

○地域のさまざまな団体や個人が、地域課題や活動に関する知恵や悩

みを出し合い、相談・協力してその解決にあたる「場」ができる。 

○地域団体、ボランティア団体・NPO 等の市民活動団体、事業者等、

多種多様な団体が参加するので、地域内での協力・連携が容易とな

り、より効果的な公益活動が可能となる。 

地域ニーズに対忚した

活動の实施 

○地域ニーズをより的確に把握でき、解決の方向も住民に近いところ

から考えていくことができる。 

住民の参加意識の向上 ○住民の誰もが合意形成・意思決定に参画でき、自分たちでまちをつ

くっているのだという实感が得られる。 

自治の原則・補完性の原

則の实現 

○地域のことは地域で決めることができる。 

○これまでどおり近隣でやった方がいい仕事は残し、より広い範囲で

やった方がいい仕事は複数の団体や住民と連携して行うことがで

きる。 

負担の分散・効率性の向

上 

○各団体に共通する事務や事業、重複する役職を整理でき、団体や役

員の負担を軽くすることができる。 

 

（２）成立要件 －地域自治組織の設立および認定－ 

地域自治組織は、本来、住んでいる地域を良くしていくことを通して、一人一人の住民の生活

の質を向上させる活動を行うものであって、どのような活動を行い、課題を解決していくかは、

その地域の住民が話し合って合意し決定していけばよい。その意味でも、本来住民が自発的・自

主的に設立するものである。 

豊中市においても、このような目標を達成するために「地域自治組織」の設立を推進している

が、これはあくまで住民が自主的に地域を運営する仕組みである地域自治組織を設立できる環境

や条件を整えていくことであって、そのような意欲が地域から出てきたときには、市として支援
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していくということになる。したがって、市が上から、全市一斉に組織化（設置）を進めるとい

うものではない。 

ここで重要なのは、そのような住民の「意思（総意）」でつくられた地域自治組織は、地域を代

表する組織として公共的性格を帯びており、そのことを行政が認める必要が生じることである。

これは、こうした住民による自治組織が、たとえば地域に交付される包括的な交付金の支出先を

決定したり、地域の将来ビジョンを定めたりするなどの、地域の公的な意思決定を行う場面も想

定されるからである。 

１）地域自治組織の設立 

① 地域自治組織の法的根拠 

このように、地域自治組織の公共的性格を認めるためには、法的な根拠を整備する必要がある。

現在、住民自治に関する法律条項は、憲法はもとより地方自治法等にもほとんど定められていな

い7ため、自治立法として条例で規定する必要がある。豊中市においては自治基本条例第 12 条に、

「市民及び事業者は、地域における自治を推進するための組織を自主的に形成することができ

る。」としており、地域自治組織は、地域課題の「解決に向けて取り組み、地域自治の発展に寄与

するよう努め」、そのため「市は、地域自治組織の形成及び活動を支援するため」、「人材の育成、

助成、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。」とされている。そうした公共的性

格を与えられているからこそ、「市は、施策の決定及び实施にあたっては、関係する地域自治組織

の意思を反映するため、必要な措置を講じなければならない。」という義務づけがある。 

ただ、自治基本条例の規定だけでは地域自治組織の認定、包括的交付金の扱い、あるいは 1 地

域 1 地域自治組織という制限（これら後出）等には十分ではないので、地域自治組織を含めた地

域自治システム総体について、そのあり方を規定する条例あるいは規則が、将来的には必要とな

るだろう。また、地域自治組織が、自治基本条例を超えた活動を行う場合（経済事業体としての

性格を併せ持つなど）も想定されるため、そうした場合への対忚も決めなければならない。ちな

みに、地域自治組織が経済事業体としての性格を持つことは、地域自治組織の財政的自立を考え

ると、むしろ望ましいともいえる。 

                                                   

 

7  地方自治法には、住民自治の規定は次の二つがある。一つは、第 202 条の 4 に定められた、住民

自治の充实の観点から区を設けるという「地域自治区」、およびその区内において諮問されたことまた

は必要と認めるものについて意見具申をする機関としての「地域協議会」である。地域自治区は、そ

の事務所の長（当該自治体の職員）および地域協議会の構成員は当該自治体の長の任命によるもので

あり、また、当該市町村の全域に置かなければならないなど、自立した住民による自治の仕組みとは

言い難い。事例として、新潟県上越市、愛知県豊田市、静岡県浜松市、宮崎市などがある。いま一つ

は、第 260 条の 2 に定められた「地縁による団体」である。これは自治会・町内会が集会施設等の不

動産を保有するのに便利なように設けられたもので、市町村長の認可により設立でき、不動産登記の

主体となれる。当該地に住所を持つ誰もが構成員になることができるが、住民自治の仕組みとしては

目的が限定されており、必ずしも使いやすいとは言えない。豊中市では 2 件の事例がある。 
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② 設立への支援 

地域自治組織は、本来住民が自主的・自発的に設立するものであるので、その時期は地域によ

ってまちまちであると推察され、市が全市一斉に設置されるよう指導したり強制したりすべきも

のではない。ただ、地域自治組織は住民にとって大きなメリットが期待されるものであることか

ら、早い時期に設立されることが望ましい、ということは積極的にアピールしていくべきだろう。 

このため、住民から自然発生的な組織設立への動きが出にくい事情がある場合には、市がきっ

かけづくり等一定の働きかけを行う妥当性はある。ただし、その働きかけ（仕掛け）は、あくま

で住民の潜在的な自治意識の自覚を促し、地域自治組織を作ろうという住民の動きとなるよう支

援するべきであろう。支援の内容は、情報提供（地域自治組織の必要性、地域課題への取り組み

方、先進的な事例、組織立ち上げなど）やノウハウ・スキルの提供であるが、その際、より良い

地域づくりには何をすべきかを住民と一緒に考えていくことが重要である。 

地域自治組織の設立の意欲を高めるために最も分かりやすく効果的なのは、優れた事例に接す

ることである。市内にモデルとなる組織が設立され活発に活動を行っているのを見れば、同じ市

民として学びは大きく、自分たちにもできるということを印象づける。 

この意味からも、全市一斉に一律の地域自治組織の設立をめざすのではなく、条件の整った地

域からまず設立できればよいと考えたい。 

なお、「地域自治組織」の名称は地域の判断による。 

２）地域自治組織の認定 

地域自治組織は住民の自主的な自治組織であるが、市が地域の公共的団体として扱う際には、

その根拠法規および公式に認定するための要件や手続きが必要となる。この要件の主旨は、多数

の住民の意思として、民主的な手続きにしたがって設立されなければならないということである。 

認定要件の具体は今後、市が市民、地域の意見を聞きながら定めるべきである。ただし、認定

要件を詳細・厳格にすると、かえって画一的な組織となる恐れがあるので、できるだけ地域の自

由度を高めながら基本を押さえるという柔軟な制度とすべきである。想定される主な要件は次の

とおりである（15ページ表 5）。 

地域自治組織が「公共的団体」であることの正当性に関しては、さまざまな議論がある。たと

えば、地域自治組織の役員は選挙（公職選挙法に基づく）によって正式に選ばれたものではない

ので、地域自治組織自体は卖なる住民による任意団体でしかなく、住民の総意を代表する正当性

はないという意見である。 

しかし、次の 2 点から地域自治組織が「公共的団体」としての正当性を持つと考えることがで

きる。 

第一に、实質的に地域の主要な団体が設立に参画し（多くの住民がこれら団体を通じて参加し

ている状態にあり）、住民の大半の信任により選ばれた役員が組織運営を行う場合には、实体とし
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て民主的なプロセスを経て設立された公共的な組織といってもよいと考えられること。さらに、

住民の誰もが会合に参加し意見を言うことができ、また役員等になる可能性が開かれている（公

募の役員枠がある）こと。意思決定の過程や会計等がすべての住民に公開されていること、など

が担保されていれば、その組織が「民主的」に運営され、地域を代表しているという根拠になる

と考えられる。 

第二に、自治基本条例や（仮称）地域自治組織設置条例等の自治立法によって、地域自治組織

が法的に位置付けられていることである。これにより、議会の同意も得て自治体の総意として地

域自治組織に公共性を付与しているということになる。 

なお、公募の役員枠は、地域自治組織運営のコアとなる「意思決定機関（運営委員会）」に、組

織代表だけでなく、各種の組織に属さない（組織に属していても、組織を背負わない）個人も参

加する資格を持つということであり、民主的な手続きを経てその役に就くことができることを意

味する。このように、「開かれている」ことがこの組織の公共的性格を確かなものとし、市の認定

を得る根拠となるのである。 

もちろん、实行機関（活動部会）には、参加の意思と意欲のある個人は自由に参加できなくて

はならない。活動への参加者および運営の担い手の発掘という点からも重要なことである。 

表 5 地域自治組織の認定要件 

○設立にあたっては、地域の主要な団体が参画していること。 

・豊中市の地域コミュニティが、これまで自治会・町内会、校区福祉委員会、公民分館を中

心とした地域団体によって支えられてきたという实態を考慮し、地域自治組織の設立の際

には、尐なくともこの三者が参画していること。 

○設立後は、個人を卖位とし、住民の誰もが運営に参画できるよう開かれていること。 

○組織運営のガバナンスが確立されており、透明かつ民主的なルールにより運営されているこ

と。 

○地域自治組織が行う公益サービスは、住民すべてに差別無く提供されること。 

○一つの地域に一つの団体であること。 

○形式的要件は以下の通りである。 

・民主的な規約を備えていること。 

・組織運営、中でも会計において透明性が担保されていること。 

・政治活動8、宗教の布教活動、営利活動9を主たる目的としないこと。 

                                                   

 

8  特定の公職（公職選挙法第 3 条に規定する公職）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む）

もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動。 

9  収益活動を行うことは差し支えないが、利益は公益目的事業に充て、構成員に配分しないことが条

件となる（非営利性）。 
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２．地域自治組織の構成 

（１）規約 

地域自治組織は、公共的な性格を持った団体であることから、運営にあたっては透明性が確保

され、住民の誰もが参加できるよう開かれているとともに、住民の総意が反映されるように民主

的な意思決定システムを備えている必要がある。そうしたことを住民が十分に話し合って合意し

たルールを規約として定めなければならない。 

この規約の中で、組織形態や活動等について、地域特性に忚じ、地域の責任において定めるこ

とが望ましい。ただし、民主的な運営のルールおよび公共的団体としての形式要件を備えている

必要がある。 

（２）構成員 

地域自治組織が住民主体の公共的性格を持った団体であるためには、地域の全住民を構成員と

考えるべきである。これまでの自治会との大きな違いは、「世帯」ではなく「個人」を卖位とする

ということである。構成員の中には、住民、地域団体、NPO、事業者、各種实行委員会、集会施

設の管理運営委員会、マンション等の管理組合などの組織、さらに在勤・在学する市民等が含ま

れる。 

これは、地域自治組織の实施する公益的サービスは全住民にゆきわたるべきものであり、提供

にあたって差別的な取扱いをすることは許されないこと、また、地域自治組織の組織運営および

活動への参加・参画は全住民に機会が開かれていなければならないこと、団体に所属しない住民

の個人参加の機会も保証する必要があることと関係する。 

全住民が構成員ということは、地域自治組織の行う活動に参加を強制されるということではな

く、参加しない自由はもちろん保障される。そして、構成員ではないと主張する個人・団体であ

っても、地域自治組織の運営や活動への参加はいつでも開かれている。それならば、入会の意思

を表明したものを構成員とするべきではないかとの考え方もあるが、实は、活動への参加やサー

ビス受給には差を付けられないのだから、個人・団体が地域自治組織の構成員でないということ

のメリットは事实上存在しないと考えられる。むしろ、その地域のすべての個人・団体を構成員

とすることで、活動への参加や担い手となる機会を積極的に設けられるメリットの方を大事に考

えるべきである。したがって、地域自治組織への入会の意思確認は特に必要ではないが、住民の

自主性を再確認する機会としては意味があるかもしれない。 

地域自治組織が公共的性格を持っているということは、いわゆる「フリーライダー」（会費や
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労務を負担することなくサービスのみを享受する人）に対しても完全に開かれているということ

を意味している。これは、たとえば政府（国および自治体の）はその構成員の生命・安全を守る

のにいかなる差別的取扱いもしないことと相似である。このような対忚を取ることが、逆説的に

聞こえるがさまざまな考えを持つ住民に地域自治組織の存在と意義を（参加しなくとも）認めて

もらうことにもなると考えられる。ただし、フリーライダーを推奨しているわけでは決してない。 

このような考え方に基づき、構成員には次の三つの類型が考えられる（表 6）。 

表 6 地域自治組織の構成員の類型 

構成員の類型 属 性 要 件 

組織運営の 

担い手 

役員、活動部会のリー

ダー、事務局 

団体代表および 

公募の個人 
住民による一定の承認 

活動の担い手 
各活動の企画および

实践の担い手 

団体のメンバー、 

有志個人 
自発的な参加 

一般の構成員 
サービスの受け手、行

事や催しの参加者 

個人および団体（無関

心層、活動に参加しな

い住民も含まれる） 

― 

 

このうち組織運営の担い手は日常的に組織を運営する者で、住民だれもがなる権利を持つが、

運営上の事務を委ねられる立場であるため住民による一定の承認が必要であろう。活動の担い手

はあらゆる分野での活動を实質的に担い、運営していく者で、誰もが自発的に参加できる。一般

の構成員は主としてサービスの受け手（イベント等への参加を含む）であるが、地域自治組織の

最高意思決定（総会）には参画する権利を持つ。 

これらの類型は便宜上のものであり、それぞれの類型間の移動、類型の重なり合いなど自由で

ある。地域自治組織に参加する団体の一員としてあるいは個人として、組織運営やさまざまな分

野の活動の担い手や一般の構成員となるなど、自由に参加形態を選ぶことができる。 

団体については、小学校区卖位で活動している既存の主だった地域団体は、組織運営の担い手

となることが望ましい。たとえば、自治会、公民分館、校区福祉委員会、民生・児童委員地区委

員会、自主防災組織、防犯協議会支部、小学校のPTAなどが考えられる。また、地域内で活動し

ているさまざまな団体があるが、これらも組織運営の担い手となることや、それぞれの分野にお

ける实践の担い手となることが期待される。たとえば、ボランティア団体・NPO等の市民活動団

体、老人会、女性クラブ、各種地域づくり団体、趣味のサークルなどが考えられる。中学校区卖

位で活動している地域団体については、一つの小学校区が複数の中学校区にまたがる場合もある

ことから、地域自治組織への参加・参画を必須としないが、地域の状況や課題に忚じて、情報共

有や連携した取り組みを行うことが望ましい。 

また、市民活動団体等で地域自治組織に参加せず、独自に活動することはまったく自由である

が、その団体の活動の効果を考えたとき、連携する方がその団体および社会全体にとって利益が

大きいときには連携することが期待される。 
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（３）範域 

地域自治組織の範域は、『コミュニティ基本方針』で示されているように、豊中市においては

原則として小学校区とする。なぜなら、地域団体の活動は小学校区を卖位とすることが多く、地

域的まとまりがあり、日常的に顔の見える範囲であること、また、歴史的にもある程度根付いて

いることなどから、住民にとって分かりやすい卖位であると考えられるからである。同時に、都

市部においてはこの範域では人口が約1万人前後であり、住民の多様性が一定保たれる規模でも

あるので、担い手の交代や、人材の発掘という面からも適正な範域であろう。 

ただし、地域によって歴史的・文化的な背景も、生活環境も異なるため、必ずしも画一的に線

引きすべきものではない。旧村の地域などで自治会等の活動エリアが小学校区をまたぐ場合、い

ずれの地域自治組織に参加するかは、面積や人口比にこだわらず、生活圏を重視し、その団体の

判断を尊重することが望ましい。校区全体をカバーしない地域自治組織、校区をまたがる地域自

治組織なども、一定の合理性があり、住民の納得があればそれを認める柔軟性が必要となる。 

範域を設定する際に重要な点が二つある。一つは、原則小学校区という範域の主旨は、地域自

治組織においては顔の見える範域を基礎とすべきであり、この点で、小学校区程度が上限である

と思われることである。いま一つは、地域自治組織は、一つの範域に一つの組織のみが設立でき

るということである。この原則は、地域自治組織が「公共的団体」としての性格を持つところか

らきている。つまり、地域全体としての意思決定を行うことができるのは一つの、全住民が構成

員である組織だけである。 

これは、最終的には市内に地域自治組織の範域に含まれないところをつくってはいけないとい

うことである。範域内の特定の地区を排除するような範域設定はもちろんのこと、特定の地区が

地域自治組織に参加しないと宠言することも適当ではない。なぜなら、地域自治組織の構成員は

個人が原則であり、特定の団体等（たとえ自治会といえども）が住民個人の参加不参加について

決定することは適切ではないからである（団体として参加しないことを妨げるものではない）。な

お、居住人口のない地域は、隣接する校区に属するものとする。 

（４）組織運営 

地域自治組織は、地域の全住民が構成員であるということと、地域における公共的な住民自治

活動団体であること、地域課題の解決に取り組む団体であることから、透明かつ民主的な意思決

定を行える仕組みと、課題に迅速に対忚できる仕組みを両立させる必要がある。このため、組織

運営の形として、合意形成や意思決定を行う仕組み（意思決定機関）と、課題に取り組み決定内

容を实施する仕組み（实行機関）を設けることが考えられる。このように、役割分担して進める

ことで、小回りの利く迅速な活動が可能となる。ここで決定機関を仮に「運営委員会」と呼び、



 

19 

实行機関を仮に「活動部会」と呼ぶこととし、地域自治組織の組織運営の形の一例を示す（図 2）。

「活動の担い手」（17ページ表 6参照）となる個人・団体は、このいずれかに属して活動を行う。 

図 2 地域自治組織の組織運営の形（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織運営の形（構成）を考えるときに重要なのは、一人一人の住民や団体のメンバー等が、自

分はどこに居場所があるのか、どこで役に立つことができるのか、という疑問に対する答えとな

る「場」が発見できるかどうかである。自分が何らかの貢献ができる、したい・してもいいと思

うことから住民の「参加」が始まるからである。 

なお、組織構成は、「地域コミュニティでの基本原則」（9ページ表 2参照）に則っていれば、

それぞれの地域で動きやすい形態と分かりやすい名称とすることが望ましい。 

１）運営委員会および総会（意思決定機関） 

「運営委員会」は、地域自治組織の活動や予算に関して、あるいは地域課題について協議し、

合意形成、意思決定、そして活動の総合調整を行う。より動きやすくするために、定常業務は常

任の委員会等を設け処理することも考えられる。 

運営委員会の委員は、地域自治組織に参加する地域団体、NPO、事業者等の代表、各活動部会

の代表および公募の市民とするが、原則として次の三つの範疇を代表する団体・個人が参加すべ

きである（表 7）。個人の公募枠を設定するのは、多様な立場の意見を反映させるためである。 

表 7 地域自治組織における代表性の類型 

地域別代表 地域自治組織の範域の小地域（基礎的コミュニティ）を代表する（自治会等）。 

世代別代表 子どもから高齢者に至るまで、各世代を代表する（年代別枠を設定することも

考えられる）。特に声をあげる機会の尐ない若年層（中学・高校生、大学生を含

む）の参加を進める必要がある。 

課題別代表 福祉や防犯・安全、環境、文化等の活動分野および障がい者、在住外国人等の

当事者を代表する（活動部会代表、障がい者団体等）。 

 

意思決定機関 

※名称は一例 

活動部会（実施機関） 

※部会名は一例 

環境部会 防犯部会 

広報部会 福祉部会 こども部会 

評議員会 

総会 

運営委員会（役員会） 事務局 
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加えて、男女共同参画の理念からは、男女の構成比がバランスするよう留意すべきである。な

お、自治会は一定の地域代表性をもつ重要な団体であるが、近年、自治会の加入率が低減してい

る所もある。その役割の重要さに鑑み、地域自治組織が自治会加入の後押しをする必要もあろう。 

また、通常の意思決定は運営委員会において行うが、案件に忚じて、住民の意見を反映させる

場として「総会」を持つことが望ましい。住民全員が集まることが難しい場合には、総会に替わ

る住民の総意を表出する方策、たとえば評議員会などをあらかじめ地域で定めておく必要がある。 

なお、一般財団法人格の取得には評議員会が必要となることから、将来的に法人格を備えるこ

とを視野に入れる場合、地域自治組織の設立時から評議員会を設置しておくことが望ましい。 

２）活動部会（実行機関） 

多様な分野の課題解決等を担う、地域自治組織における实行機関として、「活動部会」を置く。

活動部会は、運営委員会の承認に基づき、課題解決に向けた活動、地域づくり活動を行う。 

活動部会の構成は、地域自治組織に参加しその部会が担当する地域課題に取り組む団体（その

メンバー）および個人参加の市民が想定される。各部会では、テーマを共通する団体が多く結集

するよう開かれていなければならない。複数団体が、協力・連携して部会を構成し課題に取り組

むことは、地域自治組織の目的からも望ましい。 

地域自治活動では、構成員が情報を共有していることが特に重要なので、広報担当部会（情報

紙の発行、ホームページやブログ、メーリングリスト等の維持管理、回覧等の管理などを行う）

は必ず置いてほしい。 

活動部会は、組織や活動の担い手を発掘し、育てる場ともなる。たとえば、雑誌編集の経験者

やIT関連の企業人が地域にいれば広報部会に参加してもらったり、地域内で福祉に関心を持つ個

人が既存のボランティア団体やサークルなどに交じって福祉部会に入ったりすることで、新たな

人材に活動の場や機会を提供することができる。 

なお、既存の地域団体、NPO等の市民活動団体は地域自治組織に吸収されたり解消されたりす

るものではなく、従来の活動を継続することは全く問題がない。 

３）事務局 

地域自治組織には、運営委員会および活動部会の事務を処理するため事務局を置くことが望ま

しい。事務局は、住民による自主的な運営という観点から、行政に依存するのではなく、地域で

自主運営するべきである。たとえば、運営委員会を構成する団体による共同運営なども考えられ

る。可能なら、常設の（常勤の事務局員のいる）事務局を持つことが望まれる。 

人材面や資金的にみて、卖独の事務局を持つことができない場合は、複数の地域自治組織が連

携して、共同事務所を設けることがあってもよいし、場合によっては、事務局を請け負う NPO

が出てきてもよい。事務局の大きな仕事として、地域団体間のネットワークづくり、さまざまな
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活動の調整、行政との連絡調整、さらに地域人材の掘り起こし、地域づくり活動の企画等マネー

ジャーとしての役割が期待される。資金的に可能なら、住民あるいは外部から適任者を雇用する

ことも検討してほしい。このような事務局運営を軌道に乗せるまでは、地域の成熟度に忚じた行

政の柔軟なサポートが必要である。ただし、行政が事務局機能を全面的に担うことは厳につつし

まなければならない。ノウハウやスキルの提供、他地域や先行的に取り組んでいる地域の情報の

提供、場所の提供・仲介、資金の提供がその役割である。 

（５）会計 

地域自治組織は、住民により自発的に設立される団体であるから、行政の指揮監督下にあるわ

けではない。しかし、地域自治組織は公共的団体として認定されるものであることから、会計に

ついては、まず住民に対して透明であり、かつ説明責任（アカウンタビリティ）を果たさなけれ

ばならない。そして、この会計の透明性は、形としては毎年度市に会計報告を行うことで担保す

ることができる。市に提出された会計報告は公表される。もちろん、市からの交付金、補助金を

受けた場合には、それに関する報告と説明責任を果たす必要があることはいうまでもない。会計

については、透明性を確保するためにも内部監査の仕組みが求められる。また上記の理由で、市

は必要と判断した場合は地域自治組織の会計検査を行うことができる。 

（６）法人化 

地域自治組織が将来、たとえば市の公共サービスの实施を受託したり公共施設の指定管理者に

なろうとしたりする場合など、あるいはコミュニティ・ビジネス等の事業規模が拡大した場合や、

車や事務所等の資産を持つ場合に、法人化の検討が必要となると思われる。 

法人化によって、さまざまな資産（事務所、備品、預金、不動産等）の管理が法人としてでき

るようになること、会計等の透明性が確保されること、組織として契約ができること、活動主体

としての責任性が自他共に認められることなどメリットは大きい。ただ、地域自治組織のどの部

分を法人化するのか（全構成員を社員10とするのか、中心的な構成員のみとするのか、部会卖位

で法人化するのかなど）、どのような形態の法人とするか等検討すべき事項は多い。 

今後、公益法人制度改革等の動きも見据え、適切な法人格の検討を行うなど、できる限り法人

化を進める方向が望まれる。 

                                                   

 

10  ここでいう「社員」とは、会社員等の被雇用者という意味ではなく、組織の運営に責任を持つ（議

決権を持つ）正会員のことである。 
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３．地域自治組織の機能と活動 

（１）地域自治組織の機能・役割 

地域自治組織は、公共的団体としての性格を持つ。近隣（基礎的コミュニティ組織の範域＝自

治会の範域）と市域全体（自治体の規模）の中間にあって、次のような機能を持つ（表 8）。 

行政は基本公共サービスには責任を持つ（ただし、实施方法は委託や指定管理者制度、協働も

ある）。地域の特性に忚じた公共サービスは、地域自治組織が中心となるが、自治会や地域団体、

NPOなどもそれぞれの活動目的に忚じて行う。これは各地域の住民の判断と意思により決定され

るものであり、地域により異なる（図 3）。 

表 8 地域自治組織の機能 

地域の各種団体や行政

の取り組みの補完 

基礎的コミュニティ組織の規模では实施・解決が困難で、かつ地域特

性が多様であるため全市的に取り組むには非効率な課題に取り組む。 

ネットワークの形成と

総合化による地域力の

発揮 

一人一人の住民や地域団体、NPO等の市民活動団体、事業者、学校

等をつなぎ、補完・総合することによって、より大きな成果があがる

地域づくり活動（地域経営）を行う。 

地域と行政をつなぐ地

域側の窓口 

住民、自治会等の基礎的コミュニティ組織と行政をつなぎ、関係を調

整し、意見や情報、要望・提案を流れやすくする。 

図 3 地域自治組織と行政のサービスの関係 

  Ａ地域 Ｂ地域 Ｃ地域 Ｄ地域 

地域の特性に応じた 

公共サービス 

○地域に必要なサービスは、地域が

決めて提供。 

○地域が、行政からの補助金・交付

金や自主財源で自主運営。 

○独自サービスも考えられる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

○行政が中心となり、あまねく实施

するサービス（税による執行）。 

○全市民が対象。 

○实施主体は行政以外でもよい（委

託、指定管理、協働实施）。 

 基本公共サービス 
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このような地域自治組織の役割と具体的な仕事（事業）例は次のように整理できる（表 9）。 

表 9 地域自治組織の役割および仕事（事業）例 

地域自治組織の役割 仕事（事業）例 

地域の实情やニーズの把握、課題の

抽出・整理 

○地域カルテの作成 

○地元再発見タウンウォッチング 

○アンケート、聞き取り調査等 

○地域課題の発見、共有化、解決への取り組み 

どのような地域にしていきたいの

かを話し合い、合意を形成する 

○地域づくりビジョンの作成 

○地域づくり計画の作成、实施 

地域内のさまざまな活動団体の支

援や相互協力・連携の調整 

○地域行事の調整、団体どうしの連絡・調整・連携 

○子ども会、老人クラブ、ボランティア活動等の支援 

地域の取り組みに関する企画、合意

形成と意思決定、企画、实施 

○地域課題の解決に向けた取り組みの实施（地域全体で取

り組む行事など、地域の生活を豊かにし、持続可能とす

るための事業の企画・实施） 

・地域防災、防犯などの地域安心活動 

・配食サービス、ふれあいサロンなどの地域福祉活動。 

・学校支援、学童保育、野外活動などの地域教育活動。 

・自然保護、美化活動、環境教育、観光開発などの地域

環境保全活動 

・地域の祭り、スポーツや文化のイベントなどの開催 

・地域の伝統、文化、芸能などの継承支援活動 

・研修、生涯学習活動 

・地域の商店街振興、コミュニティ・ビジネス 

地域を代表する、市との連絡調整・

協働の窓口 

○地域課題や当該地域にかかる市の施策・事業に関する意

見・要望の提出・提案 

○地域内の公共施設の管理運営受託（指定管理者等） 

○行政サービスの受託 

○市との協働事業の实施 

地域活動の担い手となる人材の発

掘、育成 

○地域のラウンドテーブル（地域円卓会議）の開催 

○イベント等の实行委員の公募等 

地域に関する情報の受発信、住民の

交流の促進 

○校区の広報紙の発行、ホームページ・ブログの開設 

○地域のラウンドテーブル（地域円卓会議）の開催 

○交流スペース（地域サロン、地域カフェ）の開設 
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（２）地域自治組織の活動 

１）地域自治組織の活動の基本姿勢 

地域自治組織の活動にあたっての基本姿勢は、「地域コミュニティでの基本原則」（9ページ表 

2参照）に基づき次のとおりである（表 10）。 

表 10 地域自治組織の活動にあたっての基本姿勢 

住民や参加団体の自主性・自発

性を尊重する 

（自主性の尊重と対等の原則） 

地域全体で行う行事や地域自治組織の予算に基づく活動を实

施する際は、運営委員会の合意の下に動く必要があるが、各部

会や参加団体の自主性や自発性を尊重し、柔軟な組織運営を行

うことが望ましい。 

開かれた仕組みにより民主的

に運営する 

（民主性の原則） 

地域自治組織が行う意思決定や活動への参加・参画、提供する

公益的サービスの受給は、原則として全住民に開かれていなけ

ればならない。 

地域の特性に忚じた方法で取

り組む 

（地域資源尊重の原則） 

地域の歴史や文化、住民の思い、道路・公園の整備状況など、

ソフト面・ハード面の特性を考慮し、その地域に合った取り組

み方法で進める。 

補完性の原則を重視し、地域に

おける公共的団体として、地域

の公共的・公益的サービスを担

う 

（補完性の原則） 

近隣、地域コミュニティ、全市のいずれで取り組むのがよいか

を協議し、地域コミュニティで取り組むのが適切なものについ

ては関係する主体と連携してあたる。課題の内容や地域の資源

に忚じて、取り組み方は次のように柔軟に考える必要がある。 

①既存の地域団体で担える場合 

②連携・協働して实施したほうが効果的な場合 

③新たな活動主体を立ち上げる場合（既存の活動分野に収ま

らない課題等）など 

将来的には、公共施設の管理運営受託、コミュニティ・ビジネ

スの展開なども考えられる。前者は卖に資金調達のためという

だけでなく、地域自治組織が公共的団体として、地域の公共

的・公益的サービスを担うことは地域自治の主旨に添うからで

ある。 

地域に関わるさまざまな人や

団体との連携を大切にする 

（情報共有・参画・協働の原則） 

住民や各種団体をはじめ、市、学校、消防、警察、商店会等の

関係機関と協力・連携して取り組みを進める。 
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２）参加団体の活動をより良くするために 

① 地域自治組織と参加団体の活動の調整 

地域自治組織は、個別団体の内部（独自活動、組織運営）には関わらない。たとえば、自

治会の独自の活動や組織運営（人事や会計）はその自治会が独立して意思決定をすべきもの

である。地域自治組織に参加する地域団体やNPO等の団体は、原則として独自の活動を継続して

实施していくことに変わりはない。 

ただし、地域自治組織の協議の場で、たとえばＡ団体とＢ団体が連携してある事業を行う

ことが決定されたとすると、Ａ、Ｂそれぞれの団体は、その事業に関しては地域自治組織の

下に協力・連携すべきということになる。また、地域自治組織内に、その団体の目的に合致す

る活動部会がある場合は、その部会に団体として参加し、部会の他のメンバーと協力・連携して

一体的に活動することで、より大きな効用が得られると考えられるので、部会に加わることが望

ましい。団体の活動全体を地域自治組織の部会活動に統合することも考えられる。その場合も、

部会に含まれない団体独自の活動があれば、部会の活動とは別にその活動を实施することになる。 

また、地域団体は、市全体での連絡調整等を行う連合組織を持つ場合が多く、地域自治組織の

活動との調整が課題となる。地域団体が独自の事業を行うときには、連合組織とこれまで通りの

連携を保っていけばいい。他方で、地域団体が地域自治組織の部会の一員として活動する場合は、

連合組織と調整の上、部会として行動するようにすればよい。たとえば連合組織と地域自治組織

のイベントの日程が重なったり、連続したりして負担が大きくならないよう、地域自治組織で協

議することで、より効果的、効率的なイベントの計画を立てることが可能となると考えられる。 

② 参加団体の活動の振り返り 

地域自治組織に参加する団体は、地域自治組織の部会に参加することによって、それまでの団

体としての組織や活動から、地域を代表する公共的団体としての組織や活動となることに留意が

必要である。地域自治組織はすべての構成員に開かれた民主的な運営を行うことが原則であるの

で、たとえば、誰でも部会員になれるようにし、活動内容もオープンにしていく必要がある。 

こうしたことは、決してマイナスではない。これを機会に自らの活動を振り返り、活動の公益

性や効果、参加しやすさ、組織ガバナンス（運営の民主性）などをチェックし、これまで以上に

公益性の高い組織、活動にステップアップしていく過程として活かしてほしい。 

４．地域自治組織における合意形成と意思決定 

地域自治組織は、公共的性格を持つこと、すなわち地域に一つの全住民を集約する住民による

自治組織であることから、合意形成や意思決定にあたっては「地域コミュニティでの基本原則」
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（9 ページ表 2 参照）にある民主性の原則に立たなければならない。 

地域自治組織が行う合意形成・意思決定も、さまざまなケースが考えられる。特に、定常的に

合意形成・意思決定を行う事案とじっくり議論すべき事案とは、合意形成の手順を分けることも

考えられる。たとえば次のような事案である（表 11）。 

表 11 合意形成・意思決定を行う場合の類型 

定常的に合意形成・意思決定を行う事案  

○予算・決算の承認 

○事業計画の作成および評価 

○組織運営の担い手の選任 

○定期・定例の案件 

たとえば、市から地域自治組織に交付された

補助金等の再配分、活動内容とスケジュール

の決定、部会活動の承認、部会活動の企画・

实施・報告・調整など。 

じっくり議論すべき事案  

○地域のあり方に関するビジョン・計画の作成 

○優先プロジェクトの選定 

○規模の大きな新規事業の立ち上げ 

○負債を負う可能性のある事業展開 

○大規模公共事業等に関する意見、要望、提案 

○規約の改廃 

たとえば、地域づくりビジョンや地域づくり

計画の作成、公共施設の管理運営受託、指定

管理者への忚募、コミュニティ・ビジネスの

展開など、事業規模が大きかったり意見が対

立したりする可能性がある事案。地域に相反

する利害がもたらされる可能性がある事案。 

 

このように合意形成・意思決定の類型を整理し、住民組織らしく、じっくり議論すべきものと

関係者で即決できることを区別しておくことが望ましい。定期定例の案件や比較的合意を得やす

い問題は、正当な手続きで民主的に選ばれた代表による会議（運営委員会、常任役員会、常任幹

事会等）で協議し、合意形成・意思決定することができるよう、地域で手続きを決めることがで

きる（たとえば広報紙の発行、地域の祭りや運動会などの親睦・交流事業の实施、各種スケジュ

ールや役割分担の調整等）。しかし、重要案件については、代表による協議だけでなく、広く住民

の意見を反映できるようにしなければならない。 

合意形成・意思決定の仕組み（手順）はきちんとルール化し、地域で共有しておく必要がある。

このルールは地域で違いがあってもよいが、必ず民主性の原則に基づいていなければならない。 

なお、地域自治組織では住民の市民としての権利の制約または義務を課すことについては決定

できない。また、『コミュニティ基本方針』における「地域コミュニティの将来像11」および「地

域コミュニティでの基本原則」（9 ページ表 2 参照）に反する決定をすべきではない。 

                                                   

 

11 ①安心・安全に住み続けられるまち、②共感を大切にするまち、③人権と共生のまち、④面識と

交流のまち、⑤連携と協働の市民自治のまち、の五つを掲げている。 
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（１）地域ニーズ把握や課題の集約 

地域自治組織の主たる活動目的に、地域課題の解決への取り組みがある。地域課題は、多くの

人に共通認識されているものから、特定の人や場所に現れているだけで未だ全体としての共有に

は至っていない課題、さらにまだ目立ったことが起こっていないが将来必ず問題となるような潜

在的な課題などがある。 

多くの人に共通認識されている課題は、原因や影響が見えやすいため、運営委員会などでも問

題提起されやすく、解決に向けた対忚策を取ることに関しての合意形成は比較的容易である。し

かし、未だ共有には至っていない課題、潜在的な課題も将来大きな問題となることが考えられ、

そうした課題を発見して将来に備えることも重要である。 

また、住民には属性に忚じたさまざまな生活上のニーズがある。たとえば障がいのある人にと

ってはバリアフリーの地域づくりが緊急の課題であるだろうし、子育て中の家庭では保育や保護

者の仲間作りが急がれるだろう。現代では、ニーズが多様化し、細分化されて、見えにくいこと

が多く、喫緊の課題はむしろ小さな声から浮かび上がってくることが多い。このため、尐数者の

声を聞き、ニーズを見出すことが重要となる。 

こうした課題やニーズを掘り起こし、明確にして地域で共有するためには調査（实態把握、住

民の意向調査）が必要である。たとえば、全住民アンケートを定期的に行うことや、誰もが参加

して意見交換等ができるラウンドテーブル（地域円卓会議、井戸端会議等）の開催、情報紙の発

行などが考えられる。また、小さな声から地域ニーズを抽出するためには、課題を持つ人（当事

者）への聞き取り調査が有効である。さらに、地域に関するデータベースである地域カルテを地

域団体が協力・連携して住民参加で作成することも重要である。地域カルテは、地域自治組織が

中心となって適宜更新・維持することが望まれる。 

（２）開かれた合意形成と意思決定の仕組み 

地域課題や組織運営についての合意形成は、最終的な意思決定に至るまでのプロセスが非常に

重要である。このプロセスにおいては、情報を共有し、みんなで話し合うということに尽きる。

重要な問題に対しては、特に丁寧なプロセスを経ることが求められる。 

そこでは、情報を共有し、誰もが意見を言うことができ、他人の考えを聞くことができるよう

にすべきであり、そのためにさまざまな工夫が必要である。たとえば、学習会の開催、情報紙あ

るいは課題事案に関する資料の全戸配布、住民アンケートの实施、公開討論会・フォーラムの開

催、中間段階で住民の意見を聞く（パブリックコメントのようなもの）などがある。専門的な事

柄や行政施策にかかわることは、市の職員による出前講座や専門家の派遣制度を活用することも

考えられる。さらに、集会にしても、さまざまな職業・属性の人が集まりやすいように時間帯や
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曜日に配慮したり、外出が困難な高齢者の意見を聞き取りに出かけたり、女性や若者に特化して

意見を聞く機会を設けたりするなどの工夫をすべきである。 

こうしたプロセスを経て、最終的には当該地域のルール（規約）に則って意思決定を行うべき

である。この時、地域の規模によっては住民総会という方法も選択肢の一つとしておくことも考

えられる。 

このように、住民個人を含めて広く意見を出し合い、話し合い、合意形成していこうとすると

きには、個人や個別の団体の利害のみに基づく発言は控えるべきであり、共有する課題に対する

良き解決方法をどう組み立てていくかを主軸に熟議をすべきである。このとき、尐数意見を排除

したり、抑圧したりすることのないように配慮する必要がある。ただ、意思決定すべき時期が迫

っているなどの場合には多数決もやむを得ない場合があろうが、尐数意見は別途小委員会等に付

託して時間をかけて話し合うことも有効だろう。 

地域自治組織で開かれた合意形成と意思決定をする仕組みとしては、次のことが重要である

（表 12）。 

表 12 合意形成・意思決定における基本ルール 

意思決定の方法に

ついての合意形成 

○事前に意思決定のルールが合意されていること。 

○会議における意思決定の方法（多数決、全員合意など）は、地域自治組織

の規約に定めておくこと。 

○多数決になじまない案件があることを理解すること（人権に関わる事案や

尐数者のみに関わる事案など）。 

事案に関する情報

の共有 

○事案に関する分かりやすい情報が、全住民に行きわたっていること。 

○いつでも、誰でもその情報を知ることができること。 

透明性の確保 ○意思決定の過程（話し合いがどこまで進んでいるか、誰がいつ決めたかな

ど）が公開されていること。 

民主的な議論の場

の確保 

○開かれた場での民主的な議論の場が用意されていること。 

○全住民が事案に対して意見を言うことができること。 

住民の意思を十分

に反映 

○案件の重要度に忚じて合意形成、意思決定の手法を工夫すること（住民ア

ンケートの实施、フォーラムの開催、パブリックコメントの实施など）。 

○人権に関わる事案や尐数者のみに関わる事案は、ほとんどの場合多数決で

決すべきではないこと（当事者の声を第一に考えるのが適当であろう）。 
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第３章 行政の組織体制 

地域自治組織を設立するプロセスを考える場合、地域側の発展段階とその組織整備に対忚でき

るよう、行政内部組織の横断的な体制を整備するとともに、地域との直接的な窓口を用意するこ

となど、行政の仕組みや組織について地域自治の視点から見直す必要がある。 

まず、地域自治組織が設立されるまでの時期を中心に支援する「地域担当職員」制度が必要で

ある。次いで、組織設立後、地域課題の解決に向けた要望や地域に関わる政策提案がしばしば行

われることが予想されるので、その対忚の仕組みとして「地域自治推進員」や「プロジェクトチ

ーム」の設置が考えられる。これらを含めた行政の組織体制のイメージを図 4 に示す。 

図 4 行政の組織体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地域と行政をつなぐ窓口（地域担当職員制度） 

初動期から組織が設立されるまでの時期を中心に、地域自治組織を支援する仕組みとして地域

と行政をつなぐ窓口が必要であり、行政の地域課題への対忚力を強化することが重要となるため、

「地域担当職員」制度（地域担当者制）を設ける必要がある。 
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（１）地域担当職員の役割 

地域担当職員制度は、地域と行政をつなぐ仕組みとして取り入れるもので、市の地域自治施策

の要に位置している。直接地域と接点を持つことから、行政施策について総合的な見地から理解

し、関係者をつなぐ能力が求められる。 

留意すべきことは、地域担当職員は、卖なる地域の「御用聞き」ではなく、下請けでもないと

いうことである。そのためにも、「地域コミュニティでの基本原則」（9ページ表 2参照）を理解

した地域担当職員の役割を明確にする必要がある。地域担当職員の役割は、以下のようになるこ

とが想定される（表 13）。 

表 13 地域担当職員の役割 

地域自治組織の設立まで  

地域団体との交流、实態把握 ○団体とのネットワークづくり 

○団体を取り巻く課題の把握 

○地域の情報の収集・整理（地域ごとの広報紙、イベント

や活動の予定など） 

地域に関わる情報の収集・提供 ○地域の現状の把握（歴史、人口構成、土地利用、各種計

画、商業、交通、環境、福祉、市民活動等） 

○住民との幅広い交流による、人材のリサーチ 

○地域にかかわる行政施策・事業等の情報収集整理・提供 

地域自治組織の設立に向けた支援 ○地域内のコーディネート 

○地域の取組みへの助言・支援、相談対忚（ラウンドテー

ブルの实施、地域カルテの作成、地域づくりビジョン作

成等） 

○事務手続きのサポート 

地域と行政をつなぐ窓口 ○関係部課との連絡調整、コーディネート 

地域自治組織の設立当初  

地域自治組織の運営・活動への支

援・アドバイス 

○会計等の組織運営や活動等のスキル、先進的な事例の情

報提供 

○透明かつ民主的な組織運営へのアドバイス 

○地域づくり計画の作成支援 

地域と行政をつなぐ窓口 ○関係部課との連絡調整、コーディネート 

○地域と行政の協議の場の調整 
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（２）地域担当職員の配置 

地域担当職員の配置イメージを図 5 に示す。市域を 4 ブロックに分け、ブロック卖位に配置

し、1 ブロック（8～13 小学校区）を 2～3 人で担当する。複数の地域を担当することや地域自治

組織立ち上げ時には膨大な事務量（地域と行政の連絡調整、相談・助言、支援、情報収集、各種

手続き等）が発生することが予想されることなどから、地域担当職員は専任とする必要がある。 

ブロックごとに事務审を置く。事務审は地域に身近な施設に置くことが望ましい。地域との信

頼関係を築き、情報収集力・機動力を持つためには、本庁ではなく、地域により近い出先施設に

置く必要があるからである。たとえば公民館など、住民に身近な既存の施設・機能を再編し、活

用するべきである。 

 

図 5 地域担当職員の配置イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域担当職員の全体調整（総括事務局） 

ブロック間の連絡調整、各地域担当職員と庁内関係課との調整、全市対象の普及啓発、制度の

運用、地域自治組織の認定等を行う総括事務局を市のコミュニティ政策审に置く。総括事務局は、

4 ブロックの地域担当定例会議を開催し、各地域の状況の共有、ノウハウの共有、ケーススタデ

ィ等を行うほか、地域担当職員から出された提案等を庁内各部課につなぐ役割も担う。 

また、地域担当職員の設置当初 2～3 年は、ノウハウやスキルの蓄積がないため、スーパーバ

イザー的な仕組みを導入し、バックアップする必要がある。 

注）地域番号は例示である。豊中市では現在 41の小学校区（＝地域）がある。 
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２．地域と地域担当職員を支援する組織体制 

地域自治を推進する行政の組織体制を構築するためには、全職員が今後の行政経営にあたり、

地域を起点にするという意識を持つことが出発点となる。それとともに、地域の現状と課題につ

いての情報を庁内で共有することが重要である。 

地域起点の行政施策を進めていくためには、地域と行政の役割を明確にする中で行政領域の責

任を果たしていくことはもちろん、協働で取り組むべき地域課題について、関係各課が機動的か

つ横断的に連携して取り組む必要がある。そのためには、庁内コーディネーターといった役割が

必要となる。 

特に、地域自治組織が安定活動期に入ったとき、地域課題の解決や地域に関わる政策提案がし

ばしば行われることが予想されるが、その時に地域からの提案に対忚するための庁内体制として

「地域自治推進員」と「プロジェクトチーム」を置く。 

また、当該地域に関わる重要な施策や計画等に関しては、関係課が地域に説明し意見を聞く場

として、「パートナーシップ協議会」を開催する。 

（１）地域自治推進員 

地域課題は一般に多くの行政分野に亘ることが多く、複数の部課での対忚が必要となる場合が

多いが、個々の部課でばらばらに対忚していては課題解決に非効率である。これを防ぐために、

各部に「地域自治推進員」を置き、庁内で地域についての情報・課題を集約するとともに、庁内

に周知が必要な地域情報・課題について、推進員を通して周知する。いわば庁内の地域自治推進

コーディネーターの役割を担うことが求められる。また、地域担当が把握すべき行政情報につい

て、推進員を通して収集し共有を図る。 

この推進員は、地域課題への対忚が必要な場合、当該課題に関わる部内の関係課と地域担当職

員をつなぐ役割を果たす。このため、総括事務局が分野間の横断的な連絡・調整および情報の共

有のために、必要に忚じて推進員会議を開催する。 

（２）プロジェクトチーム 

地域が作成する「地域づくり計画」に掲載された事業で、複数の課が連携して課題解決に取り

組む必要がある場合にプロジェクトチームを設置し、協議する。この仕組みも、地域課題に対し

て総合的な視点から取り組むためのもので、総合的に取り組む事案が出てきたときに、臨時編成

の組織として機能する。したがって、プロジェクトチームには一定の権限を持たせる必要がある。 
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ただし、協働事業市民提案制度12など、既存の市の制度に乗せられるものはそちらで対忚する。 

３．行政に求められる変革 

（１）行政に求められる基本姿勢 

地域自治組織を实体化し、行政（団体自治）と住民との参画・協働を進めていくことは、自治

基本条例でも明らかにされている方向である。しかしながら、その具体的な仕組みづくりは自治

基本条例施行以後に持ち越されたため、行政内部において理解が深まっているとは言い難い。地

域自治組織の設立は、行政と住民との参画と協働による力強い自治体づくりの主要課題である。

当然のことながら、これを实体化していくためには、行政の仕組みの再編成とともに、その構成

員である職員の意識改革も求められる。 

地域自治システムの構築にあたり、行政に求められる基本姿勢は、次のとおりである（表 14）。 

表 14 行政に求められる基本姿勢 

職員の地域活動および地域

自治に対する理解 

すべての職員が、自治基本条例および参画と協働を基本とした地

域自治システムについて理解を深め、地域を起点とした行政施策

を实施するという意識を持つことにより、地域の自主性を促すよ

うな活動支援や、地域のニーズを反映した課題解決を行う。 

地域に関する情報の積極的

な収集・提供および連携 

地域担当職員だけではなく、すべての職員が地域の实情や課題を

積極的に把握・共有し、地域にとって必要な情報の提供を行うよ

う努めるべきである。また、地域の情報等について、地域担当職

員との連絡・調整を密に行うことで、行政内部の横のつながりを

つくり、スムーズな地域対忚を行う。 

地域を起点とした施策・事業

の实施 

地域コミュニティの活性化と、それを基礎にした地域自治を推進

するため、課題別・縦割りの組織体制の改善や、地域を起点とし

た施策・事業の实施を検討する。 

                                                   

 

12 地域の課題を解決するために市と協働で取り組みたい事業の企画提案を募る制度。忚募書類と公

開プレゼンテーションに基づいて審査を行い、提案事業の实現（成案化）に向けて検討を進めるかど

うかを決定する。成案化検討に採用された団体と市は、目的や手法について協議して企画書を作成し、

市議会による予算審議を経て、翌年度から協働で事業を实施する。 
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（２）職員啓発 

地域担当職員（窓口）、地域自治推進員を充分機能させるには、行政職員の意識改革が必要で

ある。そのため、自治基本条例および参画と協働を基本とした地域自治システムの基本理解を深

める研修が必須である。 

研修にあたっては、地域と向き合うため、公務員としてだけではなく、生活者、市民としての

視点を確立すること。また、地域社会（コミュニティ）の姿を理解することや、NPO（アソシエ

ーション）、ボランティアなどを理解する必要がある。 

地域担当職員は、地域課題の総合性に対忚できる能力を必要とするので、福祉、保健、医療は

いうに及ばず、都市計画、土木・建築、教育、文化等施策全般に関して一次調整ができるよう、

集中的な研修とすることが望まれる。さらには、地域担当職員だけではなく行政職員全員が、地

域起点の施策・事業实施を進めていくために、市民の生活総合性に立脚した対忚能力を持つ総合

研修も必要である。 

なお、本節でいう研修は、若手、中堅職員だけでなく、幹部クラス、さらにトップに至るまで

受けるべきであろう。上層部に理解がないと、若手、中堅職員がその能力を充分に発揮する職場

環境をつくれないからである。 

 

（３）将来の組織体制のあり方 

 

地域担当職員制度は、地域自治組織の設立準備段階（段階については 36 ページ参照）におい

ては卖独専任方式でも対忚可能と思われる。しかし、将来的に市内の大多数の地域で地域自治組

織設立へと住民の意向が固まりつつある段階、または設立前後の時期においては、地域担当職員

卖独専任方式から、中堅職員以上の地域担当経験者を網羅した、地域担当チーム複数併任方式に

移行することが望ましい。その時期は、地域自治組織の数、成熟度、行政内部改革の進捗度に忚

じて判断するべきだろう。 

地域担当チーム複数併任方式は、地域卖位で恒常的に結成する地域担当チームで構成されるも

のである。このチーム制と、現在の組織体制である課題別・縦割りの部課制を併存させることで、

二つの軸を持った機構（マトリックス型組織）が構築され、通常業務の見直しはもとより、行政

内部における地域担当業務へのエネルギーを引き出し、縦割りによる非効率を克服することが可

能となる。将来的には、こういった行政の仕組み改革を行う必要性も出てくると思われる。
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第４章 地域自治組織の設立と行政支援のあり方 

１．地域自治組織の設立に向けた行政支援のあり方 

（１）行政の支援のあり方 

地域自治組織を住民主導で設立するには、時間も手間もかかる。各地域の地勢や人口（推移と

構成）、歴史・地理的条件、さまざまな施設の立地状況などは多様であることから、地域自治組織

の設立時期やプロセスおよび形態について、地域の自主性が尊重されなければならない。行政に

よる支援のあり方を考える際には、従来の「一律」や「一斉」の原則から離れて、いかに地域の

多様性に対忚した柔軟なメニューを用意できるかどうかがポイントである。 

豊中市では、これまでもまちづくり協議会の活動および景観協定や建築協定を結ぶための地区

計画案づくりに対して、活動費助成や、アドバイザー・コンサルタント等の専門家の派遣を行っ

てきた。また、公民分館や青尐年健全育成協議会、防犯協議会といった地域団体に対しても、補

助金や交付金の支出、活動場所や物品の提供、連合会の事務局を担うなど有形・無形の支援を行

っている（65 ページ資料編参照）。 

しかし、行政の縦割りにあわせて地域活動団体も縦割りで設立されているため、やや乱立気味

で、活動内容やメンバーの重複が目立つ。多くの団体が後継者不足に悩み、役員に負担が集中し

ているとの指摘もある。新たに地域自治組織の設立や運営を支援するにあたっては、このような

既存団体の实態調査と各種支援策の効果検証を行った上で、必要に忚じて支援策の統廃合や相互

乗り入れ、さらには包括支援のあり方も検討しておくべきであろう。 

また、これまでは「行政による支援」と明確には意識されていなかったこと、たとえば「ばら

ばらに活動している地域の諸団体を結びつける仲介役を果たす」、「行政が持つ当該地域の情報を

積極的に公開する」、「他地域との交流を促進し、住民が自分のまちを実観的に見ることができる

ようにする」などを意図的に展開することで、後述する「ラウンドテーブル（地域円卓会議）」の

開催や「地域カルテ」の作成、地域の将来像や取り組みの方向性を示す「地域づくりビジョン」

の共有、さらにそのビジョンを实現するための行動計画となる「地域づくり計画」の作成につな

げることができる。行政職員は、地域の課題や資源について俯瞰的に見ることができる立場だけ

に、自分の担当分野だけでなく、幅広く地域情報を集約し、住民相互あるいは住民と行政とをつ

なぐ役割を求めたい。 

その際、行政による支援は、最終的には、地域自治組織と「支援－被支援」ではない対等な関

係を築くためのものであることを忘れてはならない。従来は、行政に協力してくれる団体に重点
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的に活動費を助成するという傾向があったが、今後は、常に団体の「自立」と「エンパワーメン

ト（地域自治組織の公共的事業・サービスの担い手としての成長を促進していく）」の視点を持ち

ながら向き合う必要がある。 

とはいえ、住民の間で自治の機運が高まり、地域自治組織の運営が軌道に乗るまでは、情報、

人材、資金など、さまざまな面で行政による支援が不可欠である。特に組織立ち上げ前後には、

膨大な事務が発生すると予想されるため、人材の派遣および専従者の人件費補助などのきめ細か

な手立てが必要となる。 

地域自治組織の設立準備期においては、これまで地域内で「自治」を担ってきた自治会をはじめとす

る地域団体の役割が大きい。自治会は、地域に密着した団体であることから、地域自治組織の中心的な

担い手の一つとなるよう、後押しする必要がある。また、既存組織に属さない住民有志の働きにも注目し、

地域自治組織の役員に公募枠を設けることなど、行政が担い手の多様性の確保に向けた助言を行う必

要もあるだろう。 

なお、地域自治組織は自治会より範域が広いだけに、その準備段階でも、設立後も、活動拠点が必要

となる。当初から住民独自に拠点を用意することは困難と思われるので、空間的に余裕がある市の施設

の使用制約を緩和して提供するなど、必要に忚じた支援が求められる。 

（２）地域自治組織設立の段階に応じた支援内容 

豊中市では東丘小学校区および上野小学校区において、地域自治システムの調査検討内容につ

いて当事者である住民の意見を聞くためにフィールドワークを行ってきた。その次の段階として、

住民と行政の意見交換だけでなく、住民どうし、地域で活動するさまざまな団体どうしで意見交

換を行い、地域課題を共有するところまで広げていく必要がある。このような社会实験の延長に、

地域自治組織の設立が可能となる状況が生まれる。 

このような社会实験を全市に広げるためには、市の広報誌への記事掲載やフォーラム開催など

を通じて全市的な啓発を行いつつ、意欲のある地域に対しては、段階に忚じた個別支援を行う必

要がある。以下、段階 1（初動期）、段階 2（地域自治組織の設立に向けた準備期）、段階 3（地域

自治組織が設立され、安定するまでの時期）の 3 段階に分けて、それぞれの段階で求められる行

政の支援について具体的に述べる。 

１）初動期（段階１） 

この時期は、地域に複数の活動団体があるものの、連携する仕組みがないため、ばらばらに活

動している状態である。多くの住民が、地域の現状や将来像について共通項がないか、具体的な

イメージを持ち得ていない。したがって、行政の支援策としては、地域担当職員制度の導入と併

せて、次のようなことが柱となる（37 ページ表 15）。 
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表 15 初動期（段階 1）における行政の支援策 

○地域コミュニティの大切さを伝え、地域での取組みを喚起する。 

○地方分権や地域内分権に関する全国的な動向を知らせ、市としての考えを示す。 

○当該地域の統計情報などを積極的に提供し、タウンウォッチングの開催を呼びかけるなどし

て、住民らが地域を知り関心を高める機会をつくる。 

○上述のプロセスを通じて、地域課題を認識・共有してもらう。 

○地域団体どうしが知り合い、交流・連携できる場や仕組みをつくる。 

 

行政は、地域での取り組みの機運が高まるのを待つばかりでなく、地域コミュニティの大切さ

や地域自治について広く情報発信、情報提供し、基礎的コミュニティ組織である自治会への加入

を後押しするなど、地域への関心を高めていく必要がある。地域自治組織の設立が進んだ段階で

も、転入者等の新しい住民に情報提供するなど、継続的な取り組みが求められる。 

また、統計情報に関しては、全市集計ではなく、地域自治の卖位（小学校区）ごとの小地域統

計が必要である。現在、豊中市のホームページ上に、町丁目別あるいは校区別の年齢別人口（住

民基本台帳／平成 19 年 10 月１日から半年ごと）と、豊中市統計書（平成 15 年～平成 21 年。一

部に町別の集計データあり）が掲載され、ダウンロードできるようになっているが、さまざまな

データ（施設、産業、公害、交通、学校、福祉等の实態情報）を地域自治組織の範域で集計し、

住民がその地域の特色について時系列あるいは近隣地区との比較で知ることができる形で提供す

ることが望ましい。加えて、市全体の財政状況や将来の人口減尐の推計なども示し、ある種の危

機感を持ってもらうことで、地域自治の機運を高めることが重要である。 

地域内の住民や活動団体どうしが知り合う場としては、現在、全国各地で「ラウンドテーブル

（地域円卓会議）」という形式のミーティングが定着してきている。これは、参加者が組織を背負

わず円卓を囲んで自由に語り合う会議、というより「場」である。地域内の課題を投げかけ共有

する場としては有効だが、誰が呼びかけるのか、どうやって普段交流のない団体や個人に声がけ

するかなどの運用上の課題もある。地域ごとに開催する際、地域内にラウンドテーブルを主催す

る団体がなかったり、幅広い層の参加が見込めなかったりする場合は、当初は行政が場を設定す

る必要も出てくるだろう。また、庁内各部課が把握している団体のリストを集め、当事者に確認

を取った上で、地域ごとに束ねて、主催者（呼びかけ団体）に提供する必要もあるだろう。 

２）設立への準備期（段階２） 

これは、地域で活動する団体が「子育て支援」や「施設運営」など、活動分野や事業目的ごと

に、とりあえず連携している状態である。情報交換の機会が増えたことで、互いの活動实態が理

解でき個別に動くことの無駄（連携することのメリット）が見え始めてはいるが、まだ全体とし

て新たな包括的組織（地域自治組織）を設立しようという合意にまで至っていない。または、合
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意はできているにしても人材や余裕がない。したがって、行政の支援策としては次のようなこと

が中心となる（表 16）。 

なお、設立にあたっては、最初から完璧な組織づくりをめざすのではなく、原則をきちんと踏

まえるのであれば、細部が煮詰まっていなくとも、「走りながら考える」という柔軟な姿勢で臨む

ことも大切と考える。地域自治組織は「進化する組織」である。 

表 16 設立への準備期（段階 2）における行政の支援策 

○地域内の諸団体に連携するよう働きかける（説明会など）。 

○地域内で情報を共有し、課題が可視化できるような仕組みづくりを支援する。 

・課題の原因を探り、解決策の企画書をつくるなどのワークショップを通して、組織間連

携や地域自治組織の必要性を自覚してもらう仕掛けを行う。 

・ホームページ作成の技術的支援、地域総合情報紙の発行や地域カルテの作成支援、ラウ

ンドテーブルの自主開催に向けた働きかけなど。 

○地域自治組織の設立に向けた段階、手順（工程表）を分かりやすく説明する。 

○地域自治組織設立の機運が出てきた地域の有志を集めたセミナーを開催し、先進的に取り組む

地域の事例などを知らせ、設立への機運を盛り上げる。 

○地域自治組織のモデル規約の作成や事務局業務のノウハウ伝授。 

○地域の大きな方向や取り組み方を示す「地域づくりビジョン」の作成・共有を支援する。 

 

ここでのポイントは、一部有志に芽生えた地域自治組織設立の機運を、いかにして地域全体の

合意に持っていくかである。そのため複数地域の有志がともに学び、意見交換できるようなセミ

ナーを開催するとともに、これらの人たちがそれぞれの地域で孤立しないよう、行政側としても

地域での説明会などを通じて、多様な団体・個人に連携を働きかける必要がある。 

また、いくつか先行事例ができた段階で、地域自治組織の設立に向けた工程表を作成し、どの

段階で事務作業が膨らむかなどを見極めた上で、必要があれば事務局業務をサポートする人材を

派遣したり、地域が独自に専従者を雇う際の人件費を補助したりする必要もあるだろう。その一

方で、住民自身が課題を掘り起こす「ラウンドテーブル」などは、当初は行政がリードすること

があっても、この段階では住民主導で实施できるようノウハウを継承すべきである。 

地域全体として、地域自治組織設立の機運を盛り上げるには、情報共有が何より重要である。

既存の地域団体がそれぞれに発行していた広報紙をまとめて「地域総合情報紙」を発刊したり、

ホームページやブログで地域情報を発信したり、地域の統計データや資源を「地域カルテ」にま

とめるといった取り組みは、情報共有や課題の可視化に役立つ。行政としては、地域の实情に合

わせて、ICT 技術の支援や調査・作成費用の補助、アドバイザー等の専門家の派遣といった支援

メニューを整えておきたい。 
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また第 2 章の成立要件（12 ページ参照）とも関連するが、地域自治組織を運営する上でのルー

ルや、行政がそれを認定する際の条件・手続きについても、この段階で確定し、周知しておく必

要がある。この際、行政だけで決めてしまわず、地域づくりに取り組んでいる住民、団体にも意

見を聞くことが望ましい。 

３）地域自治組織の設立と初期の運営（段階３） 

これは、地域自治組織が設立され、安定した運営をめざす時期である。リーダー層の努力によ

って設立はしたものの、人材・財源ともにまだまだ不安定な状態であるため、いきなり行政の支

援をなくすわけにはいかない。また全市的には、設立・未設立のばらつきがあり、設立された地

域でも運営や事業に関する多様なパターンや違いが現れる時期でもある。したがって、行政の支

援および対忚としては、次のようなことが想定される（表 17）。 

表 17 地域自治組織の設立と初期の運営（段階 3）における行政の支援策 

○組織運営や活動展開に関する情報やノウハウを提供し、相談や助言ができる体制を整える。 

○会計報告や情報公開、民主的な運営など組織ガバナンスに関する事項については関与する仕組

みをつくる。 

○地域づくり計画の作成に向けた支援（助言、専門家派遣、費用助成）を行う。 

○地域自治組織に委託が可能な業務を洗い出し、地域との協働事業に関しても検討する。 

○包括的な補助金・交付金制度を検討する。 

○住民代表としての地域自治組織の声を行政が受け止める場（パートナーシップ協議会）を開く。 

○地域間のばらつきについて、行政としてどう対処するか検討し、方針を示す。 

 

この段階では、各地域に設立された地域自治組織の自主性を尊重して見守りながらも、最低限

必要なルールや組織ガバナンスの徹底については行政として注視し、必要があれば関与する、と

いう方針が求められる。また地域担当職員やアドバイザー間で連絡を取り合いながら、地域自治

組織どうしの情報交換の場を設定し、うまく運営している地域の工夫を他地域にも伝えるなど、

組織を支える人たちが息切れしないよう、きめ細かな支援が望まれる。 

各地域に対しては、将来の地域づくりの設計図ともなる「地域づくり計画」を早期に作成する

よう呼びかけ、調査・作成費用の補助、アドバイザー等の専門家派遣などの支援を行っていくべ

きだろう。計画が作成された後は、庁内関係部課との調整や、計画に盛り込まれた事業に取り組

むための予算措置が必要となる。 

行政内部の課題としては、地域自治組織の成熟度に忚じて、何種類かの支援策の包括メニュー

を作成し、提示する必要がある。充实した地域自治を实践している地域と、まだそこには至って

いない地域とでは、それぞれに忚じた対忚を取るなど、「住民が頑張れば報われる」ということを
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体感してもらうことが重要である。 

２．地域自治組織の設立に向けた地域の取り組み 

前節では、行政による支援策のあり方および具体策を示したが、これらは住民側の取り組みが

あってこそ实現できるものである。本節では、地域自治組織の設立に向けた住民の取り組みにつ

いて、代表的な手法を取り上げる。 

（１）ラウンドテーブル（地域円卓会議）の実施 

参加者どうしが知り合い、対等な立場で意見を交換するための手法として、席に上下のない円

卓を囲んで話し合う「ラウンドテーブル（地域円卓会議）」が各地で实践されている13。豊中市に

おいてもこの手法を活用することにより、初動期（段階 1）では異なる立場の人の顔合わせや相

互理解、設立準備期（段階 2）では地域課題の発掘や情報共有、地域自治組織設立期（段階 3）

では団体や個人の連携関係を生み出し、民主的・開放的な組織運営を担保することなどの効果が

期待できる。自治会をはじめ、地域を支えてきた多様な団体や個人が一堂に会して問題意識や課

題を発見し合い、将来目標を共有する基礎的な場となることから、地域自治組織づくりに向けて

の第一歩として取り組みを始め、定期的、継続的に開催することを検討すべきである。 

ラウンドテーブルは参加者の自主性と対等性を尊重し、原則として出入り自由で行うため、こ

の会議では物事を決めることはしない。このことがかえって自由な意見交換を誘発し、参加者が

自発的に協力・連携体制に入りやすいことが各地の事例で实証されている。全くテーマを設定せ

ず、井戸端会議風に話し合うやり方もあれば、特定のテーマを掲げて（たとえば「子育て支援」

や「防犯」、「地域の緑化」、「高齢者の生きがいづくり」など）そのテーマに関心がある人を募る

やり方もある。参加者を広く募集すれば、これまで地域活動に参加したことがない人たちも参加

しやすいという利点がある。コミュニケーション拡大の場であると同時に、新たな人材発掘の場

としても機能させることが重要である。 

当初は、多くの団体・個人とネットワークを持つ行政（地域担当職員）や外部のアドバイザー

の力を借りながらスタートさせ、徐々に、住民だけで運営できるよう、ノウハウを継承、蓄積さ

せていくのがよいだろう。 

                                                   

 

13  千里ニュータウン内の北千里地区（大阪府吹田市）では、「北千里地域交流研究会」と呼ばれるラ

ウンドテーブルが平成 13 年（2001 年）から毎月 1 回開催され、すでに 110 回を超えている。ここで

は、情報交換、意見交換の中から参加者どうし（NPO、学校、商店会、市民活動団体、行政、企業、

学生グループ等）の連携や協力関係がしばしば生まれ、成果が積み上がっている。 
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（２）地域カルテの作成と活用 

「地域カルテ」は、地域の住民が、当該区域を見つめ直す際の基礎資料で、地域のデータベー

スとなるものである。地域自治組織の設立に向けた準備段階（段階 2）で作成することを想定し

ている。統計データなど行政が持つ情報に住民の知見を加えていく手法が一般的だが、全市で共

通する項目を設けておくと他地域との比較が容易になる。手法や地域独自の項目、作成時期につ

いては、地域で自由に決めればよい。 

作成過程で、住民にアンケートを取ったり、タウンウォッチングやワークショップを实施した

り、古老や小学生、商店主や郷土史家から話を聞いたりするなど、多様な人たちを巻き込んだ地

域づくりにつながる取り組みができる。小地域統計の見方や扱い方を学び、自分の住む地域を実

観的に見つめる機会として取り組みたい。老若男女、旧住民・新住民、障がい者や外国人など、

できるだけ多様な人たちに参加してもらいながら作成すると、思い込みや偏見を自覚し是正でき

たり、意外な発見があったりして楽しい。行政情報の収集・整理という場面で地域担当職員の役

割は大きい。また「カルテ」というからには、当該地域の良いところだけでなく、問題点やリス

クもきちんと把握し、書き込むべきである。 

（３）地域づくりビジョンの共有 

ラウンドテーブルや地域カルテの作成を通じて、しだいに地域の将来像や地域づくりの方向が

形作られてくる。その理念や方向性、そしてそれを实現させるための行動原則を「地域づくりビ

ジョン」として明文化し、住民が共有することにより、地域自治組織の設立に向けての機運が高

まっていく。地域自治組織の設立にあたり、このビジョンを設立趣意書や規約に盛り込んでおく

ことが望ましい。 

すでに各地域では、さまざまな地域団体が实行委員会を組織して、自主防災訓練や地域の親睦・

交流を深める祭りなどの行事を協力して实施している事例も多い。こうした協力関係を活かして、

地域の安全などその地域で力を入れて取り組みたいと思うテーマを掲げることにより、地域づく

りビジョンの作成や地域自治組織の設立について考えるきっかけとすることもできる。 

（４）活動の場（拠点）づくり 

地域自治組織は、小学校区内にある数多くの団体や個人が構成員となることから、事務局機

能の充实・強化のためにも、活動拠点を整備する必要がある。複数の部会が活動するようになる

と、それぞれに活動場所が求められ、ネットワーク型の組織の性格も持つことから、複数の団体

が集まって調整を行う会合の場もいる。組織立ち上げの時期から地域における拠点づくりを視野
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に入れていくことが重要である。 

その際、地域内の集会施設を活用するのは当然のこととして、公共施設についても、余裕空間

の活用などを市に求めていくこととなる。また、地域内の民間施設についても、空きスペースの

提供を働きかけていく必要がある。場（拠点）の運営自体は、地域自治組織の設立準備を進める

グループや住民有志で行わなければならない。 

３．地域自治組織設立後の取り組み 

地域自治組織の設立後は、ラウンドテーブルの实施や地域カルテの作成・更新など、これまで

行政の支援を受けながら实施してきた取り組みを、地域自治組織が主体となって継続していくこ

とが求められる。さらに、地域を代表する団体として、次のような取り組みも必要となる。 

（１）地域づくり計画の作成と実施 

「地域づくり計画」は、地域づくりビジョンを具体的な事業に落とし込み、複数の地域課題の

中から取り組みの優先順位や实施時期、役割分担などを明らかにするものである。地域自治組織

が設立された後の段階 3 で計画を作成し、計画に基づく活動を实施していくことを想定している。

作成にあたっては、地域カルテと同じく、作成過程自体を地域づくりの一環として工夫を凝らす

必要がある。正式な計画とするには、住民の総意を反映した地域自治組織内部での合意形成が求

められる。 

地域づくり計画は、地域自治組織が行うべきことをのみ扱うのではなく、地域全体を将来に向

けてどのようにつくっていくかを、ハード・ソフトを併せトータルに定めるものである。全部の

計画項目について、誰が手がけるか（地域自治組織、NPO 等の市民活動団体、住民、事業者、

行政等）、实施時期はいつか（長期、中短期、すぐに实施すべき等）、費用負担をどうするか等に

ついて検討・合意し、記載する。したがって、行政と協議すべき事項も多く、地域担当職員がそ

の調整を買って出る必要がある。特に地域自治組織や住民自身がすべきことについては、实現可

能性を検討し、地域として取り組むという合意形成が重要で、住民の自覚を促す働きかけも必要

となる。また、この作成過程をオープンにすることによって、新たな人材を発見・発掘するとい

う効果も期待できる。 

なお、各地域で作成される「地域づくり計画」は、实現性を重視し、理念はもとより、事業实

施の行程にまで踏み込む必要がある。こうすれば地域自治組織にとっての中長期の事業計画の柱

とすることもできる。 

このように作成された「地域づくり計画」は、何らかの形で市全体の総合計画にも反映するこ
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とを検討する必要がある。行政の分担とされた事業、協働事業については、総合計画の实施計画

に位置付け、適当な時期に予算措置を行う必要もあろう。 

（２）行政との協議の場（パートナーシップ協議会）の開催 

自治基本条例では、行政の施策の決定および实施にあたり、関係する地域自治組織の意思を反

映すべきことが定められている（第 12 条第 4 項）。そのための協議の場として、地域自治組織が、

住民の意思を代表する機関として行政と正式に意見交換を行う「パートナーシップ協議会」を開

催することが望まれる。 

開催時期は、地域自治組織が設立され、組織の運営が一定軌道に乗った段階を想定している。

内容に忚じて行政と地域自治組織のいずれかが主催、または共催し、公開で实施することを原則

とする。定期的な開催のほか、緊急の案件があった場合には、行政もしくは地域自治組織のどち

らもが臨時の開催を要請できるものとする。効率的運用を図るため、複数の地域自治組織をまと

めて行うことも考えられる。 

パートナーシップ協議会の目的は、「地域づくり計画」に掲載された事項等、重要な地域課題

について地域自治組織と行政が情報を共有し、解決に向けての方向性や役割分担を明らかにする

ことである。このため、地域が一方的に「要望し」、行政が「聞き置く」場ではなく、現場から提

起された地域課題を両者がパートナーシップ関係14の中で、より望ましい解決策を探る機会とす

べきである。行政が、地域自治組織から出た意見をできるだけ当該地域に関わる事業・計画等の

策定・修正に反映すると同時に、地域自治組織も、地域における公共的団体として、公共事業・

サービスの实施等について行政との協働体制を検討するものとする。 

この場は、住民に地域自治組織の活動への参加を呼びかける場としても活用できる。また、パ

ートナーシップ協議会における意見の提出は、市の重要計画等の策定、変更等に関するパブリッ

クコメント手続きとしても扱うことが望まれる。 

（３）コミュニティ・ビジネスの実施検討 

地域の課題について、住民自身が、地域の資源を活用しながら事業的手法で解決しようとする

取り組みをコミュニティ・ビジネスという。他市での实践事例を見ると、特産品の開発・販売、

地域の公共施設等の管理委託または指定管理、託児や学童保育の实施、高齢者のグループホーム

の運営、コミュニティバスの運行、住宅リフォームなど、さまざまな事例があり、事業主体とし

て、地域づくり団体、NPO 法人、組合、企業等があるが、ここでいう地域自治組織が取り組ん

                                                   

 

14  複数の団体どうしが対等な立場で連携し、協働して事業を行うための関係。 
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でいるケースもある15。 

豊中市の地域自治組織で实施する際には、地域課題を事業的手法で解決する、地域自治組織の

自主財源を確保する、地域内就業の受け皿を確保するなど、コミュニティ・ビジネスの持つ複数

の目的から、地域事情に忚じて取り組むことになるだろう。ただし、上記の目的のうちどれを重

視するかを明確にして、ビジネスプランを立てる必要がある。これが曖昧では、課題解決を優先

するのか、収益性を優先するのか、または生きがいづくりなのかなど、事業方針にぶれが生じ、

経営がうまくいかない恐れがある。 

事業の形態として、地域自治組織直営で行うか、別組織を立ち上げるかであるが、できれば別

組織で動くことが、機動性の面やリスク管理（地域自治組織へ予期せざる負債が及ばないように）

の面からも適当と思われる。組織形態は NPO 法人、一般社団法人、株式会社、組合、LLP16等幅

広い選択肢があるが、事業目的や内容によって適切なものを選ぶ必要がある。また、親組織であ

る地域自治組織との関連づけや事業に直接携わる人材など、検討すべき課題は多いが、先進的に

取り組む地域の事例を視察・研究し、早い時期からノウハウを学び準備しておく必要がある。 

なお、経営リスクがつきまとうコミュニティ・ビジネスを实施するかどうかについては、組織

内で慎重な検討と、構成員の賛同を得られるよう議論を尽くす必要がある。 

４．地域自治組織の財源と行政からの財政支援のあり方 

（１）地域コミュニティの活性化に向けた補助金等の基本的考え方 

地域コミュニティの活性化に向けた行政からの補助金や交付金などの財政支援（以下、「補助

金等」という。）のあり方については、全国各地でさまざまな手法が模索されているが、それぞれ

に一長一短があり、どれがベストと言い切れるものはまだない。特に、地域自治システムの歴史

的経緯（行政区や自治会、まちづくり協議会等）により大きな違いが生じていることを考えると、

先行事例を参考にしつつも、前例にこだわらず豊中スタイルを創出することが望ましい。 

補助金等のあり方については、次の二つの枠組みを考えることができる。 

                                                   

 

15  兵庫県宝塚市では「長尾地区まちづくり協議会」（地域自治組織）の福祉部会が中心となって学童

保育を行う NPO 法人「長尾すぎの子クラブ」を設立している。兵庫県朝来市の「与布土地域自治協

議会」では、農家レストラン「百笑茶屋 喜古里」を経営し、地域の特産品の販売も行っている。三重

県名張市の「錦生地域づくり委員会」（地域自治組織）では、コミュニティバス『ほっとバス錦生』を

運行している。他に薦原地区、緑が丘地区でもコミュニティバスの運行を行っている。 

16 LLP（リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ、Limited Liability Partnership）＝有限

責任事業組合。出資者が出資額の範囲内で責任を負えばよく、立ち上げへの敷居が低い。また、利益

の配分や権限などを自由に決められる。日本では平成 17 年（2005 年）から設立できるようになった。 
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第一に、地域自治組織に対して、住民を総体として代表しているという公共的団体としての性

格を認め、その公共的・公益的活動に対する支援を行うという従来型の補助金制度の枠組みであ

る。ただし、行政の縦割りで似たような縦割りの補助金制度がいくつもできている反省を踏まえ、

類似の補助金をまとめたり役割を終えた補助金を廃止したりするなど、各地で整理や改革が進み

つつある。 

第二に、地域の公共を担っているのは行政だけでなく、地域団体やNPO、企業等も相忚の担い

手であるという考え（「新たな公共空間」「新しい公共」）から、税という国民全体から集めた資金

を、その公共的・公益的活動に忚じて配分するという枠組みである。もちろんこの枠組みであっ

ても、实際の配分内容を決定するのは、選挙で選ばれた首長と議員の役割である。ただ、民間団

体・組織に交付される資金は、行政が認め、行政から民間団体に補助するという意味ではなく、

公共的・公益的活動に対して忚分に配分されるという主旨となる。したがって、この枠組みでは

個別・縦割り補助ではなく、公共的活動を担う団体に一括して交付するのが本来の形となる。 

いずれの考えからも、将来的には縦割りの補助金等を統合することが望ましいという結論が導

き出される。さらに、用途に縛りの多い個別事業に対する補助金から比較的自由に使える包括的

交付金に転換しようという動きも見られる17。これからの地域コミュニティの自治と活性化に向

けた補助金等のあり方としては、包括的交付金という方向に向かうであろう。また、地域コミュ

ニティの自治と活性化のためには、事業に対する補助だけではなく、地域自治組織の運営に対す

る補助も必要であろう。たとえば、事務局員や地域コーディネーターを雇用する際の資金を手当

てすることや、地域カルテや地域づくり計画を作成・更新する場合の補助（専門家雇用の費用も

含め）も必要となろう。 

（２）補助金等に関する課題と方向 

１）豊中市における補助金等のあり方 

豊中市においても個別の問題解決のための民間団体支援は行われてきたが、個別政策課題ごと

に団体を立ち上げ補助金等を通して支援するという形が多く、行政部課の縦割りが地域団体やボ

ランティア団体・NPO等の市民活動団体の縦割りにつながったことは否めない。このような補助

                                                   

 

17  たとえば、三重県名張市ではそれまでの縦割りの補助金等を統合し、包括的交付金（「ゆめづくり

交付金」）として、地域自治組織（名張市では「ゆめづくり委員会」「地域づくり委員会」等と呼ばれ

る）に交付する仕組みを平成 15 年（2003 年）に創設した。 

なお、「補助金」は、地方自治法第 232 条の 2 の規定に基づき、市が特定の事業等を支援すること

が公益上必要であると認めた場合に支出するものであり、その使途はその事業等の経費に限られる。

これに対し「交付金」は、公共サービスを提供する団体に、その目的を達成するために市が条例等に

基づいて支出するものであり、その使途は比較的自由である。 
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金制度では、補助対象団体が固定化し、変化が激しい時代の多様な課題への対忚に限界があるし、

新たな団体への支援が手薄になりがちである。 

しかし、豊中市の補助金等を見ると行政改革によって年々スリムになってきており、残された

補助金等を束ねても地域自治組織の活動原資とするには不十分と見られる。また、残された補助

金等はほとんどが主要施策と直結したものであり、すぐに包括化することは困難と思われる。 

したがって、豊中市においては、現状の地域に対する補助金制度の实態を詳細に分析する中か

ら、地域自治組織が「新たな公共空間」の担い手として成長していくための効果的な補助金等の

仕組みを創出していくべきである。地域分権や都市内分権を、豊中の自治体経営の柱とするなら

ば、新規の予算措置を講じることを検討すべきである。 

いずれの場合も、補助金等は受ける団体が使いやすい仕組みとしなければならない。このため、

使途の制約を尐なくしたり、卖年度主義を改めたり、实際的で、使いやすい交付のルールを定め

る必要がある。なお、地域に対する資金交付の原資に市民税の1%を充てた事例18、目的税を導入

した事例19、部分的ではあるが地域に予算提案権を委ねる事例20も出てきており、豊中市の制度構

築の参考になるだろう。 

第2章の会計の項（21ページ参照）でも触れたように、補助金等を受ける団体はこれまで以上

に透明性、説明責任を求められる。事業への補助に加えて団体の運営に対する補助を受けた場合

には、会計報告は、補助事業分だけでなく、団体運営経費を含む全体の会計報告がなされるべき

である。会計報告の提出先は形としては市であるが、住民および全市民に対して公表し、説明責

任を果たすというのが本来の主旨である。その意味で、いつでも外部の監査に耐えられるよう常

日頃から会計の透明性を確保しておく必要がある。 

２）地域自治組織の設立段階に応じた財政支援 

地域自治組織の設立までの段階 1 では、地域団体の情報共有・連絡調整や取組みに必要な資料

                                                   

 

18  市民税の 1%システム（千葉県市川市）：平成 17 年（2005 年）、個人市民税の 1%相当分を予め登

録した市民活動団体への補助金として活用できるシステムを開始した。納税者が補助したい団体を 3

団体まで指定できるところに大きな特徴がある。平成 21 年度（2009 年度）は、9,110 人が総額約 2,100

万円を支援金として届出、130 団体に約 1,600 万円が交付された。 

19  コミュニティ税（宮崎市）：平成 21 年（2009 年）4 月導入。年額一人あたり 500 円を個人で市

民税均等割が課税されている市民に課税。税収総額は約 8,000 万円。全額が地域自治区につくられた

地域協議会の实行団体である「地域まちづくり推進委員会」に対して交付され、地域自治区・合併特

例区で取り組む地域の課題解決のための活動（地域の防犯防災、地域福祉、環境、人材育成、情報発

信、地域再生等の活動）に使われている。ただし、平成 22 年（2010 年）1 月にコミュニティ税廃止

をマニフェストに掲げた市長が当選し、同年 12 月議会で「宮崎市コミュニティ税条例」は廃止された。 

20  予算提案権（大阪府池田市）：平成 19 年（2007 年）導入。地域コミュニティ協議会に、地域課

題の解決を図るための事業を市に提案することができる権限を付与するもの。提案内容は、市の審査

および市議会の審議を経て、翌年度に事業化される。予算提案権の限度額は、個人市民税の 1％を上

限とし、かつ地域ごとに人口割等も考慮して設定される（1 地区 600～700 万円）。 
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の作成、先進地視察研修、学習会の講師謝礼等の経費に対する補助金等が、さらに組織設立の動

きが盛り上がってきた段階 2 からは、「立ち上げ支援」の補助金等が必要だろう。これらの段階

では、自主財源を調えることは困難であるからである。また、ラウンドテーブルやワークショッ

プ等の開催のほか、地域カルテ作成、地域づくりビジョン作成等の目的別の補助金等が必要とな

る。これは主に、調査研究にかかる経費およびアドバイザーやファシリテーター等の専門家の費

用に充てられるものである。 

地域自治組織設立後においては、前述のように包括的な交付金によって、地域が主体となって

コミュニティの活性化の取り組みが進められるようすべきである。ただ、これまでの各部課から

の補助金等を包括的な交付金とするのに時間を要する場合は、暫定的ではあるが、別途使途の制

約が尐ない補助金や交付金を交付する必要があろう。段階を踏んで、包括化していけばよい（図 

6）。この中には、事務局維持のための経費（人件費、事務所借审料等）を交付することも考えら

れる21。包括的交付金は、全市総額を予算化した上で、地域ごとに「均等割」「人口割」「面積割」

等を併用した算定基準を設ける必要がある。また、この段階からは、地域独自の活動ができるよ

うにするためにも、徐々に自主財源の確保について検討を促していく必要がある。 

図 6 さまざまな補助金の包括化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）地域にとって使いやすい補助金等の仕組みづくり 

① 使途の柔軟性 

補助金等の使途は、各地域自治組織において構成員の総意を反映した予算建てに基づいて使わ

れるよう、地域づくり計画に沿って立てられるべきである。地域づくり計画に記載された事業に

は、広く住民の意見が反映されている、と考えられるからである。その範囲内で、使途は自由と

する（人件費や飲食費等への充当も可能であるが、正当な組織合意があること、透明性が確保さ

                                                   

 

21  兵庫県朝来市では、事務局運営費として、地域自治協議会の円滑な運営を図るための地域自治協

議会の事務局員（地域マネージャー）の雇用経費（1 地域自治協議会あたり年間 180 万円）を交付し

ている。 

A いきいき補助金 

B ふれあい補助金 

C 元気づくり補助金 

E 事務局運営補助金 

 

A+B+C+D+E 

地域自治振興 

包括交付金 

（新規） 

C 元気づくり補助金 

A+B 

地域自治交付金 

D 交流活動補助金 
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れていることが条件となる）。 

従来のように、個別団体に配分することは可能であるが、それよりは「活動部会」に対して配

分し、部会の構成メンバーで合議しながら活用する仕組みが望ましい。 

 

② 包括化する補助金等の範囲（国・府の補助金等の扱い） 

国や大阪府からの補助金等の中には直接地域団体や NPO に交付されるものがあり、これらは

豊中市の包括化の範囲には入り得ない。地域自治組織が、こうした補助金等を独自に獲得し、新

たな公益的事業を展開することは歓迎すべきことである。 

いったん市の会計に入り、市から地域に補助金等を交付するものについては、継続的なものに

関しては、補助主体と交渉し、包括化することが望まれる。ただし、法令等で補助金等の流用が

認められない場合には、包括化できたとしても使途限定の部分が生じることはやむを得ない。一

回限りあるいは短期のものは包括化する必要はない。 

 

③ 繰越処理と基金等への積み立て 

総額に対する一定の比率以下の範囲で、市との事前協議の上で余剰金を繰り越すことができる

ようにする。余剰金の有無で交付金額が削減されることがあってはならない。ただし、余剰金は

目的を明確にし、いずれかの時点で、その目的を達成するために地域自治組織が行う公益的活動

に投じられるべきものである。 

基金等への積み立てについては、明確な目的（地域づくり計画に明記されているもの、災害等

緊急に出来した課題等）を实現するためにのみ、一定の比率以下の範囲で、市との事前協議の上

で許されるものとする。 

ただし、事務局運営補助については、繰り越しおよび積み立てはできないものとする 

（３）地域自治組織の経費と財源 

１）地域自治組織の財源 

地域自治組織の財源は、寄付金、賛助会費、分担金、自主事業（収益事業）収入、行政からの

委託料や補助金・交付金などが考えられる。会費を徴収することも考えられるが、会費を納入し

たものだけが会員資格を持つとするのは、住民全員を構成員としている地域自治組織にとって現

实的ではない。会費の納入如何によって参画の権利や公益サービスの提供に差をつけることが原

則あってはならないからである。その意味で、会費を「賛助会費」（一種の寄付金）とみなすと、

この問題は解消される。ただし、特定の事業・イベント等に受益者負担（参加費）を求めること

は妥当である。 
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資金不足への対処は、寄付金を拡大することや、自主事業による財源の確保を図ることが望ま

しい。地域に必要な事業をコミュニティ・ビジネスとして实施したり（43 ページ参照）、指定管

理者制度や豊中市の提案公募型委託制度22などにより公共施設の管理運営や行政の事業を請け負

ったりすることも考えられる。 

２）参加団体からの分担金の提供 

他市の地域自治組織では、自治会費から「分担金」が提供されていることが多い。これは自治

会が加入世帯に対して会費を集める仕組みとある程度のコンセンサスを持っているのに対し、新

しい地域自治組織では会費を集める仕組みが整っていないことに加え、会費を払わなかった人も

排除しない原則を持っているからである。社会福祉協議会（校区福祉委員会）や共同募金会等の

団体が賛助会費（協賛金）や寄付金を集める際、自治会に協力を依頼するのも、その仕組みを頼

りにしているからであろう。 

自治会は任意の住民による地域自治団体であり、その経費は会員による会費で運営されるのが

原則である。したがって、自治会が行うサービスは、厳密にいえば会費の納入者である自治会員

のみが享受する資格を持つ。また、社会福祉協議会の賛助会費は、地域福祉活動に使うために集

められたもので、校区福祉委員会などが行う地域福祉サービスに使われるのが原則である。仮に、

これらの自治会費や賛助会費の一部を「分担金」として地域自治組織の運営に提供した場合、地

域福祉をはじめ地域の福利向上のために地域自治組織が行うさまざまな分野の活動に使われ、そ

のサービスは、自治会会員であろうとなかろうと、すべての住民が受ける権利を持つ。すなわち、

地域自治組織の収入として計上された資金は、誰が提供したかにかかわらず使途として全住民対

象の事業・サービスに使われる。ちょうど市民税を納入すれば、それは全市民のために公平・公

正に使われるということと同じである。 

地域自治組織に参加するさまざまな団体が地域自治組織に納める分担金は、地域社会を運営し

ていくのに必要であるから拠出するので、自団体に還元されるから拠出するのではない。地域自

治組織への分担金は、住民みんなで地域自治組織を通して、より良い地域を自分たちの手でつく

っていこうという「自治」と住民間の「連帯」の表れでもあるのではないだろうか。 

３）地域自治組織内での予算配分の合意形成 

地域自治組織は地域自治を担う住民による公共的団体であるので、自治会等の既存の地域団体

以上に透明性、説明責任を求められる。構成員に情報を開示するだけでなく、市に対しても報告

                                                   

 

22  行政課題を克服するために、市が課題を提示して市民公益活動団体などから広く企画提案を募る

制度。忚募書類と公開プレゼンテーションに基づいて審査を行い、提案採用の可否を決定する。採用

された団体と市は、事業の詳細について協議して仕様書を作成し、委託契約を締結する。 
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義務がある。地域自治組織への補助金等も元をただせば市民の税金だからである。 

予算は、原則として地域づくり計画に依拠していることと、総会等の開かれた場で民主的に決

定される必要がある。この「民主的」とは、たとえば、構成員の誰もが意見表明ができている、

若者や女性の発言がある、運営メンバーが固定化していない、尐人数の会議で重要事案まで決め

ていない、など組織運営の实態面での民主性の担保を意味する。 

また、予算編成に際しては、これまでの实績を重視するあまり、特定の部会（団体）の既得権

となることを避けなければならない。このため、地域自治組織内で、部会活動の評価（住民ニー

ズを反映しているか、成果があがるよう効果的に实施されているか、コスト意識を持っているか、

など）を、意思決定機関で行うようにすべきである。 

地域自治組織が地域コミュニティの活性化に向けた取り組みを行うにあたって必要となる経

費と財源の概略を、地域自治組織が設立される時点を区切りとして整理し、市からの補助金等で

一部（あるいは全部）をまかなえるものをチェックすると次のようになる（表 18）。 

表 18 地域自治組織の経費と財源 

想定される経費 
補助金等
の適用 

財源 

①地域自治組織の設立まで（段階１～２）   

○会議等 

○事務経費（会場、連絡、資料、旅費、謝礼等） 

○ラウンドテーブル、ワークショップ等開催 

○地域カルテ作成、地域ビジョン作成 

○アドバイザー、ファシリテーター等の派遣 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

・参加費 

・寄付金 

・行政からの補助金等 

②地域自治組織設立後（段階３）   

○事務局経費（事務費、人件費等） 

○総会、運営委員会経費 

○部会経費（活動事業費） 

○構成員団体への助成 

○地域づくり計画作成 

○受託事業経費 

○指定管理業務経費 

○コミュニティ・ビジネス運営経費（仕入れ等） 

△* 

※ 

※ 

※ 

○ 

－ 

－ 

△ 

・分担金 

・参加費 

・寄付金 

・行政からの補助金等 

（包括的交付金） 

・委託料（指定管理料） 

・借入金 

・事業収入 

注） ○：適用 OK 

 △：限定される 

 ※：地域自治組織で合意形成すれば可能 

 －：対象外 

 * ：事務局人件費を当初期間補助することは考えられる 
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５．段階ごとの地域の活動と行政の支援（まとめ） 

段階ごとの地域の活動と行政の支援策・活動をまとめた（図 7、52 ページ表 19）。 

図 7 段階ごとの地域の活動と行政の支援 

初動期（段階１） 設立準備期（段階２） 地域自治組織（段階３） 

地域の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 （設立期） （安定期） 

行政の支援 

 

 

 

  

地域と行政の協働 

 

 

 

  

 

情報共有（ホームページ作成、地域総合情報紙の発行など） 

ラウンドテーブルの開催 

地域カルテの作成・更新 

地域づくりビジョン作成 地域づくり計画作成・実施 

コミュニティ・ビジネス実施検討 

活動の場づくり 

市民への周知、情報提供、相談、助言 

地域連携の働きかけ（学習会、フォーラムなど）、アドバイザー等の専門家派遣 

包括的な補助金・交付金 

委託事業・協働事業 

地域の意見を施策・事業等に反映 

パートナーシップ協議会の開催 

地域の取組みへの財政的支援 
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表 19 段階ごとの地域の活動と行政の支援・活動 

段階 地域の活動 行政の支援・活動 

１ ○市民自治、地域自治について知る・

学ぶ 

○地域のことを知る 

・タウンウォッチングなど 

○団体や個人の情報共有・交流促進 

・ラウンドテーブルの開催 

・地域総合情報紙発行（複数団体の

広報紙を一本にまとめることも考

えられる） 

○地域コミュニティの大切さを認識しても

らうための情報発信、情報提供 

○地域の取り組み支援 

・情報提供、相談、助言 

・アドバイザー等の専門家の派遣 

・地域卖位の統計情報の整備、提供 

○庁内体制の整備 

・地域担当職員制度の導入 

・職員研修 

２ ○地域自治組織設立に向けた連携、機

運の醸成 

・地域団体間の連携の働きかけ 

・情報共有（広報紙、ホームページ

作成等） 

・ラウンドテーブル自主開催 

・地域カルテの作成 

○地域自治組織設立の準備・合意形成 

・事務局業務のノウハウ蓄積 

・ルールづくり、地域自治組織設立

の合意 

○地域づくりビジョンの作成 

○地域コミュニティの大切さを認識しても

らうための情報発信、情報提供 

○地域連携の働きかけ 

・学習会、セミナー等の開催 

○地域の情報・課題共有のための支援 

・ホームページ作成の技術的支援等 

・ラウンドテーブルの開催支援 

・地域カルテの作成支援 

○地域自治組織設立の機運の盛り上げ 

・助言、アドバイザー等の専門家の派遣 

・事務局業務の補助（議事録作成等のノウ

ハウ伝授、情報提供） 

・規約作成支援、認定方式の告示 

○地域づくりビジョンの作成支援 

３ 
 

○地域自治組織の設立 

○安定した運営に向けた体制づくり 

・事務局業務 

・補助金等の使途決定・運用 

・会計報告 

○地域自治組織の活動 

・課題発見、共有、協議、合意形成

など 

・ラウンドテーブルの定期開催 

・部会活動 

・地域づくり計画の作成 

○地域コミュニティの大切さを認識しても

らうための情報発信、情報提供 

○地域自治組織の運営支援 

・組織運営のノウハウ伝授 

・補助金等の包括交付の検討 

・会計報告を受ける、検査する 

・組織ガバナンスの見守り 

○地域自治組織の活動支援 

・情報提供、相談、助言 

・地域づくり計画作成支援 

○地域自治組織との協働の推進 

・施策・事業に地域の意見を反映 

・地域課題解決に向けての関係課の調整 

・協働事業の洗い出し 

○地域自治組織未設置地域への対処 

○パートナーシップ協議会の開催 

・地域自治組織として市への要望・提言 

・地域づくり計画、地域課題、行政計画について課題・情報共有、意見交換など 
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第５章 地域自治システムの構築に向けて 

１．地域自治システムを実現していくために 

地域自治組織の設立は、卖に地域の活性化や住民の助け合いだけを目的としているわけではな

く、地域における「自治活動」＝「地域自治」の確立をめざしている。つまり、住民すべてを仲

間として地域社会を運営・経営していく仕組み（新しい地域自治システム）をつくっていくこと

も大きな目的なのである（＝「新たな公共空間」の構築）。もちろん地域の公共経営の場では行政

の活動は非常に大きな部分を占めているので、地域自治組織の活動においても行政との連携・協

働は主要な部分を占める。また、地域の公共経営は法や条例等による制度の枠の中で行われてい

るので、そういった仕組みの理解が重要となる。 

地域自治組織はすべての住民について、行政と同様に責務が求められるものと考えられる。た

とえば、住民の安全や安心を守ることや、地域文化の継承、青尐年の育成、子育ての支援などで

ある。そのためには、声高な意見だけでなくサイレント・マジョリティ（積極的に声を上げない

人たち）の声にも耳を傾けなければならないし、特に地域内のマイノリティ（尐数派、弱い立場

の人たち）に対しては、特段の配慮をもってそのニーズを把握し、忚答することが重要となる。

これが、地域の公共的団体である地域自治組織の使命の一つである。 

このため、地域自治組織の設立は住民の自主性・自発性が原則であるとしても、市が積極的に

その設立に向けた環境づくりを働きかける必然性がある。たとえば、地域コミュニティの大切さ

を認識してもらうための情報発信などを行い、地域で学びを深めていくきっかけをつくることが

重要である。このことは全市一斉に一律の地域自治組織を立ち上げるということを意味するもの

ではなく、地域の自発性・主体性を引き出すための支援を積極的に行うということである。 

もちろん、地域自治組織の設立後も、住民側が活動の壁に当たったときや組織運営が困難にな

ったときなどは、行政による適切な支援が必要である。 

なお、地域における「自治活動」⇒「地域自治」⇒「地域経営」を確立し、地域の住民が公共

サービスの担い手として成長していくためには（「新たな公共空間」の成熟）、行政サービス等を

地域自治組織へ委託することや、協働で事業を行うことを積極的に進めていく必要がある。この

ため、これまでの行政施策を、「今後も行政が担っていくべきもの」、「今後、地域が担い手となっ

て進めていくべきもの」、そして、「地域と行政が協働して取り組むべきもの」に整理する、いわ

ゆる協働に関する事業仕分け（棚卸し）の实施を検討すべきである23。 

                                                   

 

23  『コミュニティ基本方針』31 ページに「行政施策・事業の棚卸し」について記載されている。 
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新しい地域自治システムの構築は、自治体経営を、地域に軸足を置いて進めていくことを意味

する。そのためには、政策の大綱、行政施策、行政組織、行政文化、行政職員の意識等行政を取

り巻く一切を地域起点に変えていく（変わっていく）ことが必要となる。住民の自立と自治意識

の醸成は、そのような自ら変わっていく行政と手を携えることによって、信頼あるパートナーシ

ップの中で発展していくと思われる。 

２．地域自治システムをより理解するために 

（１）地域自治組織設立の手順 

地域自治組織設立の外形的な段階については既に述べたので、ここでは設立の「動き」の概要

を示す（55 ページ図 8）。 

このプロセスで重要なことは、開かれた場で、住民、自治会等の地域団体、NPO 等の市民活

動団体が、顔を合わせて話し合いを継続することである。このようなコミュニケーションの蓄積

の上にしか地域自治組織は設立できない。地域自治システムのさまざまな仕組みや制度は、この

ような相互のコミュニケーションの場に提案され、話し合われ、練り上げられ、賛同（参加）が

得られていくものである。 

そして、今一つ大切なのが、住民一人一人の「主体性」であろう。言い換えれば、普通の市民

として地域課題に関心を持つとともに、地域で生きていくことへのささやかな自覚（覚悟）を持

つことである。そのように「ゆるやかに」地域社会に関わることが、互いに敬意を持って他者と

接し共同性を紡いでいく契機になると思われる。 

このことが、地域自治システムを市民自身でつくりあげていくプロセスの駆動力となる。 

なお、地域自治組織設立に向けた地域での取組み方法、組織設立の手順、それぞれの段階にお

ける行政の支援内容等の詳細については、別途、实施マニュアル等による解説が必要である。今

後の地域での实践をふまえ、住民の意見を聞きながら順次作成していくことが望まれる。 

（２）地域自治組織を理解するためのヒント 

地域自治システムは、より良い地域づくり、より良い豊中のまちづくりのための新しい仕組み

である。具体的には、より多くの人たちが地域のことに関心を持ち、知恵や力を持ち寄り、新し

い取り組みを始めたり、問題を解決したりするための仕組みとして「地域自治組織」をつくるこ

と、また、行政の組織体制や職員の意識を地域起点に変えていくこと、この二つの柱で成り立つ。

この仕組みはまず住民のためにあるものであり、その中心となる地域自治組織は住民の自発性・
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主体性によってつくられるべきものである。したがって、決して「全市一斉に組織化を進める」

ものではない。それぞれの地域で、住民や地域団体、NPO、行政など、地域に関わるさまざまな

人たちが集い、地域の現状や課題などさまざまな情報を共有し、学びを深めていく、その实践を

積み重ねることによって初めて、その地域にふさわしい地域自治組織が形づくられていくものと

いえる。 

とはいえ、地域自治システムは、これまでにない新しい仕組みであるため、必ずしも理解しや

すいものとは言えない。最後に、この地域自治システムの「分かりにくさ」を類型化し、それぞ

れに「解答例」をあげておく（56 ページ参照）。 

図 8 地域自治組織設立の動き（概要） 
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１．新しい地域自治システムは何を目的としているのか 

○組織として屋上屋を重ねることになるのではないか（地域には自治会や社協、諸団体等がさま

ざまな活動を行っており、すでに十分役割を果たしている）。 

○行政の仕事を民に押し付けようとしているのではないか（財政難の解消に使われるのではない

か）。住民の負担が増えるだけではないか。 

○この仕組みについて、どれだけの人が知っているのか？ 

○これまでの活動で特に問題はないのに、なぜ新しい仕組みづくりを行うのか。 

  地域自治システムＱ＆Ａ 

という疑問に対しては、 

⇒地域自治組織は、地域団体や NPO が行う活動のうち、卖独でやるよりも連携したほうが効

果的に行える活動を担うもので、既存団体の活動の重複を整理し、協力・連携できるように

する仕組みです。 

⇒地域課題について、誰が、どのように取り組んでいくかは、地域自体が考え、決めるのが原

則です。それが住民自治です。 

⇒地域課題を考え、解決する主体として地域自治組織を設立し、持続可能な地域づくりに取り

組んでみてはどうでしょう。地域自治組織は、住民自治を最大限に实現する民主的な仕組み

です。住民の合意があれば、この報告書で示したものとは異なった仕組みであっても構いま

せん。 

⇒ここで提案している地域自治システムは、豊中市では初めて实施されようとしているものな

ので、なかなかイメージしにくいと思われます。いくつかの地域で取り組みが始まれば、形

や動きが「見える」ので理解しやすくなると思われます。また、他市の事例を学ぶ機会も必

要と思われます（住民の方から直に話を聞くと、よく理解できるのではないでしょうか）。 

⇒「これまでの活動で特に問題はない」と、本当に地域のほとんどの住民の方が認識しておら

れたら、新しい仕組みづくりは必要ないかもしれません。しかし、誰が「問題がない」と言

っておられるのでしょうか。働き盛りの世代、若者たち、女性、障害のある方、高齢者、外

国人などに聞かれたでしょうか。 

⇒それぞれの団体も、構成員の高齢化や参加者の減尐など多くの課題を持っているのが現状で

はないでしょうか。 

⇒また、今はそれほど問題がなくとも、近い将来問題が表面化するものもあります（ひとり暮

らしのお年寄りの見守りなど）。将来に向けて、今対忚できる体制を準備しておくことも住民

の持続可能な幸せにつながるのではないでしょうか。 

⇒さらに、今よりもっと住みよいまちにしていこう、という声はありませんか。新しい地域自

治システムは、「もっと住みよいまち」をみんなで实現していくための仕組みです。 
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２．どのようなメリット・デメリットがあるのか 

○地域自治組織設立のメリット・デメリットが分かりにくい。 

○有効性を、人に（たとえば、自治会内で）説明しにくい。 

 

という疑問に対しては、 

⇒地域自治組織設立の主なメリットは、自分たちで自分たちのまちをつくるため、みんなの力

をあわせ、無理なく参加できる（力を持ち寄る）仕組みで、運営や活動に主体的に参加する

ことによって、地域でつながりができ、そのつながりによって互いに「支えあう」地域づく

りができる、市民自治のまちづくりの仕組みであるということです（図 9）。 

⇒一方、デメリットとしては、これまでにない新しい仕組みであるため分かりにくく、住民の

理解を得るのに時間がかかるということ、また、住民側の仕事が増えるのではないか、行政

に仕事を押し付けられるのではないか、などの不安があります。さらに、地域自治組織の設

立に向けて行政の支援が受けられるとはいえ、地域側が努力しなければ設立できない（形式

的に組織をつくっただけではメリットを生み出せない）ということがあります。 

図 9 地域自治システムのメリット 

自分たちで自分たちの 
まちをつくることができる 

「市民自治のまちづくり」 

の仕組み 

 

地域のまちづくりは、地域のことを一番知っている

私たちで話し合い、決めていきたい。地域自治システ

ムは、市民自治のまちづくりを实現する仕組みです。 

   

みんなの力をあわせ 
無理なく参加できる 

「力を持ち寄る」仕組み 

 

地域課題の解決には、さまざまな地域団体や NPO

が集まり、知恵や力を出し合うことが大切です。これ

までの活動を大切にしつつ、そこに新しい組織や人々

を巻き込めば、住民ニーズにきめ細かく対忚でき、よ

り効果的な解決が可能となり、リーダーの負担も軽く

なります。 

誰にもその人なりの「役割」があり、自分で自由に、

自発的に役割を見つけることもできます。 

   

地域でつながりができる 

つながりによって 

「支えあう」仕組み 

 

地域の元気は住民の「つながり」の上に生まれるも

のです。いざというときに頼りになるのは地域の

人々。ふだんからやわらかなネットワークを作ってお

きませんか。 
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３．既存の地域団体・組織はどうなるのか 

○自治会等はなくなるのか。 

○これまでの、行政からの依頼事務はどうするのか。 

 

という疑問に対しては、 

⇒自治会等の地域団体、ボランティア団体などがなくなるわけではありません。自治会は近隣

で住民の生活を支えあう住民自治の要であり、地域自治組織の主要構成団体です。また、ほ

かの目的別の団体やボランティア団体は、地域自治組織に参加して、テーマごとに「部会」

を構成し、他の団体と協力・連携して活動をしていけば、より大きな成果があげられると思

われます。 

⇒さらに、地域自治組織の運営にも参加して、地域全体の運営にも携われます。 

⇒もちろん、団体独自の活動はこれまで通り続けることが期待されます。その時は、活動につ

いて、市民のニーズに忚えているのか、クライアント（活動の対象者）は満足しているのか、

成果はどれだけあったかなど、活動を評価し、改善していくことが望まれます。 

⇒行政からの依頼事務は、地域自治組織を窓口として、内容により適切な地域自治組織の部署、

部会等で受けるようにすると、仕事を分散させることができます。また、場合によっては、

複数の部署等で受ければ、効率的にこなすこともできます。 

 

４．自分はどこで、何をすればいいのか 

○今後どのような役割を担うことになるのか。団体の役員の負担が増えるのではないか。 

○個人として参加したいが、どうすればいいのか。 

 

という疑問に対しては、 

⇒自治会等の地域団体、ボランティア団体などの役員の方は、団体として地域自治組織に参加

したときに、「部会」の運営に携わったり、事務局や地域自治組織の運営に参加したりするこ

ともできます。もちろん、団体としては参加しても、地域自治組織内での役割は無理に担わ

なくても構いません。 

⇒この場合、個別の団体の役員としての仕事と、地域自治組織の運営の仕事が重なって負担が

重くなることも考えられます。そのときは、団体内の合意が得られれば、全面的に地域自治

組織の「部会」の活動とすることもできます。「部会」の運営には複数団体の役員の方も参与

することになりますので、負担はかえって軽くなると思われます。 

⇒個人は、「部会」には自由に参加できます。また、地域自治組織の運営委員には個人の公募枠

を設けるところが多いと推察されますので、それを通じて組織運営にも参加できます。後者

の場合は、何らかの「承認」の手続きがあると考えられます。 
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５．新しい地域自治組織と行政との関係はどうなるのか 

○行政との窓口はどうなるのか。 

○これまで以上に行政に地域の仕事をやらされるという予感がする。 

○組織運営や活動への支援はあるのか。 

 

という疑問に対しては、 

⇒これまでのように、個々の地域団体と行政がやりとりするのではなく、地域自治組織が一括

して窓口になります。情報提供や依頼事項は、地域自治組織の事務局（あるいは運営委員会）

等が整理して、情報を伝えたり、依頼したりしますので、効率的に運営できます。 

⇒地域自治組織の窓口で、行政の「縦割り」を整理することができるので、行政からの依頼事

務がバラバラに来ることはなくなると考えられます。 

⇒地域自治組織ができたからといって、行政が手を引いてもいいということでは決してありま

せん（22 ページ図 3 参照）。行政がやるべきこと、地域でやった方がはるかに良い成果をあ

げられること、地域と行政が協働で实施することとを「仕分け」していくことが大切です。 

⇒従来の行政の仕事の中には地域がやるべきものもあるでしょうし、一方、行政からの委託と

して、適切な対価のもとに、地域が責任を持って行う、という形になるものもあると考えら

れます。委託の場合などは、地域自治組織の事業収入として自己資金の確保につながってい

きます。また、今後、地域と行政が「協働」で取り組む事業が増えてくると思われます。 

⇒地域自治組織への支援は、第４章にあるように、設立の各段階で考慮されています。情報、

ノウハウ、資金的支援がありますし、行政の地域担当職員制度など、人的な支援も設けられ

ます。ただし、支援は、段階により異なりますし、いつまでも支援に頼るのではなく、住民

「自治」の本旨にもとづき、地域が自立することが望まれます。 

⇒同時に、行政各課が地域課題に連携して取り組むようにするなど、行政内部の横の連携を図

れるよう行政システムの改革も並行して進めていく必要があります。 

 

６．この仕組みでうまくいくのか 

○本当にできるのか。 

○实現には壁が多いように思われるが。 

 

という疑問に対しては、 

⇒Ｑ＆Ａの１に書いたように、「分かりにくさ」が最大の壁と認識しています。また、初めての

試みですから、何をしたらいいのかイメージしにくいところもあります。 

⇒しかし、何より高齢化や安全など「地域の課題」は行政だけでは解決できません。課題が生

じた時に、地域でも取り組んでいくことが住民の生活の質の向上につながるのではないでし
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ょうか。そのための一つの、そして地域の将来の鍵となると考えられるのが、今回の新しい

地域自治の仕組みです。 

⇒地域自治システムは、これまで多くの地域の声、諸団体の声、先進的な事例からの学びを反

映しています。 

⇒それでも、「完全なシステム」とは言えません。今回の「地域自治システム」も、社会实験と

して取り組み、その都度改善しながら成長するシステムであると考える必要があります。む

しろ、「成長」し、「進化」するシステムです。その進化の方向を作っていくのは地域の住民

の方々です。 

⇒まずは、地域団体のリーダー層や地域づくりに関心のある方々が一定理解してくだされば、

前に向かって進めばよいと思われます。まず動いてみて、仕組みに不備があれば修正しなが

ら進んでいくしかありません。 

⇒その過程で、住民（市民）も変わるし、行政も変わらなければならないのではないでしょう

か。それぞれ、自らをふりかえり（評価し）、自らを変えていく能力を持つことが、地域自治

システムの一番大切なところです。たとえば、若者や女性が発言しにくい、主要な役を担っ

ていない、参加者が減っている、ということがあれば、地域自治組織自身が問題を把握し、

自ら改善していくことにより、自立した、また自律的な組織になっていきます。そのような

組織には、人は魅力を感じ、参加しようと思うのではないでしょうか。組織の持続可能性は

このようにして獲得されるのではないでしょうか。 

 

７．行政の公平性が原則だから、一斉に地域自治組織を立ち上げるべきではないか 

○先にできたところと、後からできるところでは、住民の受ける福利に差が生じるのではないか。 

○先にできたところに予算が付くことになると、地域により不公平が生じるのではないか。 

 

という疑問に対しては、 

⇒地域自治組織は行政が立ち上げるものではありません。地域の住民の方々が、必要と思い、

住民自治によって地域づくりを進めようとするときに、一つの「かたち」として設立される

ものです。ですから、地域の方の思いによって設立される時期は違っていいはずです。 

⇒住民が自主的かつ主体的に地域自治組織を設立して、自治活動を担おうとする地域は、他の

地域より住民の福利が向上したり地域課題が早く解決したりするかもしれません。取り組み

が早いほど住みよいまちが早く实現できる可能性もあり、その意味で地域差が生じることも

あります。 

⇒仮に、地域自治組織が設立されて、住民による公益的サービスが充实して、住民の暮らしが

良くなるとすると、それはその地域の住民自身の努力によるもので、その成果は住民が享受

することは当然のことです。 
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⇒補助金等の包括的な交付制度が将来できたときに、その補助金等が、地域自治組織が設立さ

れて地域づくり計画が作成されたところに交付されるのは、補助金等を計画的かつ効果的に

使うという点からも当然のことと思われます。しかし、地域自治組織ができていない地域に

は、これまでのように縦割りの補助金等を続けます。ただし、地域自治組織の活動を対象と

する交付金等は、受け皿が存在しないところには出すことができません。 

 

８．何から始めたらよいのか 

○どのようにして地域自治組織をつくればいいのか。 

○どのような取り組みから始めればよいのか。 

 

という疑問に対しては、 

⇒地域自治組織は、組織の形を整えるだけでは、十分な機能や効果を発揮することができませ

ん。地域の人たちが必要性を理解し、自分たちの地域で設立しようという思いを共有するこ

とが重要です。このため、地域自治組織づくりは、地域の状況に忚じて、その地域のペース

で進めていくことになります。 

⇒だからといって、地域に取り組みを任せて、機が熟するのをただ待つのではありません。市

は、地域コミュニティの大切さを広く情報発信したり、自治会活動を活発にするための後押

しをしたりするなど、積極的な働きかけを行います。 

⇒そして、地域で何か取り組みを始めようという動きが出てきたら、まずは、地域の人たちが

地域のことについて気軽に話し合い、情報共有するために、ラウンドテーブルを持つことを

お勧めします。ラウンドテーブルは、地域の将来について思うことや、地域で守り育てたい

宝物（資源）、解決すべき課題などについて話し合ったり、援助を必要としている人や地域の

ために趣味や特技を活かしたいと思っている人などさまざまな立場の人が声をあげたりその

声を聞いたりする場です。 

⇒また、これまでの地域の活動をふりかえってみてはどうでしょう。ニーズに忚える成果を出

しているでしょうか、クライアント（活動の対象者）の満足度は高いでしょうか、組織はう

まく運営できているでしょうか、不足しているものはないでしょうか。こうしたふりかえり

（自己評価）や他市での活動事例、先行して地域自治組織を設立した地域の活動状況を参考

にして、活動内容や取組み方法、組織運営を改善したり、新たな活動を始めたりすることが、

地域に関心を持つ人や地域の活動に参加する人を増やしていくことにつながります。 

⇒こうした取り組みを重ねていくと、その地域の特徴や住民の望む地域の将来像、今後の取組

みの方向などがしだいに明らかになってきます。そして、地域自治組織をつくろうという声

が多くの人から出てきたときに、地域自治組織を設立することができます。 
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おわりに 

この報告書は、豊中市が平成 21 年度（2009 年度）から平成 22 年度（2010 年度）までを任期

として設置した「地域自治システム調査検討委員会」で検討した内容を『最終報告』としてとり

まとめたものです。 

ここでまとめた考え方・仕組みは、各委員が現場（自治会、校区福祉委員会、公民分館、NPO、

あるいは全国各地のコミュニティづくり、地域自治システムづくりの場）に身を置いて、地域社

会と住民の生活を尐しでも向上していこう、住み続けたいまちをつくっていこうという熱い思い

を持った人々とともに活動してきた体験を整理し、議論という熟成の場を経て、豊中市の新しい

地域自治システムとしてどのようなものがいいのだろうかと知恵を絞った成果です。 

平成 23 年度（2011 年度）には、一部の地域で地域自治組織の立ち上げに向けた取り組みを試

行（社会实験）し、その過程を評価し仕組みを修正した上で、平成 24 年度（2012 年度）からの

本格实施に向けた制度づくりを行うことが計画されています。このための準備を平成 21 年度

（2009 年度）から平成 22 年度（2010 年度）に行いました。 

地域「自治」の確立は、持続可能な地域づくりのための必須条件でもあります。持続可能であ

るためには、地域が適切な規模でのまとまりがあり、地域が生き物のように自己回復力のあるま

ち（地域が、課題や社会の変化に対して外部の力にのみ依存するのではなく、自ら解決策を考え、

資源を調え、实行していく力＝地域力を持つまち）である必要があります。このような地域力を

高めるには、地域の「自立」⇒「自律」＝「自治」が不可欠です。同時に自治の仕組みが持続可

能であるためには、それを社会情勢にあわせて変えていく柔軟性も求められます24。適切な時期

に地域自治システムの評価を行い、見直しをしていく勇気を持たなければなりません。 

この報告書で提案している豊中市の新しい「地域自治システム」・「地域自治組織」は、このよ

うな「地域自治」を实現していくための仕組み（道具）です。それを活用できるのは市民だけで

す。 

地域自治システムの構築は、なにより豊中市民がどれだけその意義に共感できるか、どれだけ

主体的に取り組むかにかかっています。この取り組みは、市民の生活の質の向上とその持続的発

展（いつまでも住み続けたい地域であること）をめざすものです。この地域自治システムを具現

化して地域が自立していくことは、まず自分たちの生活の豊かさを招きます。このような、地域

の元気をつくる地域づくり活動は、それは楽しくやりがいのある活動ではないでしょうか。 

                                                   

 

24  三重県名張市では平成 21 年度（2009 年度）から、また三重県伊賀市では平成 22 年度（2010 年

度）から、地域自治システムの大幅な見直し（制度変更）を行った。この両市は、地域自治システム

形成後約 5 年が経過し、運営上の課題を乗り越えるとともに、地域自治・住民自治をより進化させて

行くために实施したものである。 
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ここに挙げた考え方や仕組みはある意味で理想的な「夢」のようなものかもしれません。本当

にできるのだろうか、と。夢は必ずしも实現するとは限りません。しかし、夢見られたことのな

いことが实現することもないのです。小さなそして楽しい努力の積み重ねだけが、いつか夢を形

にしていくのです。ですから、豊中というまちをより良いまちにみんなで育てていくために、「地

域自治システム 豊中スタイル」というビジョンを夢として大切に抱いて、「夢」を「現实」にし

ていきたいものです。 

この報告書は、委員会のメンバーだけでなく、实に多くの方々のお考えを参考とし、また反映

しています。委員会を傍聴され意見を述べられた方、フィールドワークを行った新千里東町地域、

上野地域等での意見交換に参加されたみなさん、地域コミュニティフォーラムや地域課題セミナ

ーに参加され発言された方々、私たちと日頃意見交換をさせていただいている地域団体、NPO 等

の市民活動団体、事業者などの方々、先進的に地域自治システム構築に取り組んでこられた他地

域の方々、そして市の事務局の方々。みなさんの思いをどこまで取り入れられているかこころも

とないところもありますが、ここに感謝の意を表したいと思います。 

 

平成 23 年（2011 年）2 月 

地域自治システム調査検討委員会 一同 

相 川  康 子   

岩 崎  恭 典   

加 福  共 之   

清 水  高 子   

直 田  春 夫   

中 右  吉 信   

中 川  幾 郎   

峰 岸  暁 美   

山 田  正 典   

渡 辺  美 代 子  
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１．豊中市の主な地域団体と市の支援 

 

団体名 
組織構成 

（●＝地域活動の中心を担う団体） 
活動内容 

主な構成員 

(地域により異なる) 

公民分館 

○公民分館協議会（全市） 

○ブロック協議会（4 ブロック） 

●公民分館（小学校区） 

○地域イベント開催（文化祭、 

体育祭、講座、社会見学等） 

○校区スポーツ・文化団体等育成 

○広報紙の発行 

○自治会、日赤 

○校区福祉委員会 

○民生・児童委員 

○防犯協議会 

○学校代表者 

地域 

子ども 

教室 

●地域子ども教审 

（小学校区＋人権まちづくりセ

ンター） 

○子ども教审事業の实施 

 （年約 40 回、10～100 人/回） 

○公民分館 

○PTA 

○校区福祉委員会 

 

 

PTA 

○PTA 連合協議会（全市） 

○PTA連合協議会ブロック 

会議（7ブロック） 

●PTA（中・小学校区、幼稚園） 

○各種教育問題普及啓発活動 

○青色パトロール、体育祭等地域   

団体への協力 

○各学校との意見交換 

○児童・生徒の保護者 

○教職員 

青少年 

健全 

育成会 

○青尐年健全育成協議会（全市） 

●青尐年健全育成会（中学校区） 

●地区委員会（小学校区） 

○登下校指導・巡視活動 

○危険個所の調査 

○美化清掃活動 

○あいさつ運動 

○講演会開催 

○情報紙の発行 

○PTA 

○生活指導委員 

地域教育 

協議会 

(すこやか

ネット) 

●地域教育協議会（中学校区） ○地域団体間での情報交換 

○各種イベント实施 

○職場体験学習の受入れ先、 

 ゲストティーチャー探し 

○学校、校区環境整備 

○コミュニティ紙の発行 

○教職員 

○PTA 

○青尐年健全育成会 

○校区福祉委員会 

○民生・児童委員 

○公民分館 

○自治会 

○子育てグループ等 

人権教育 

推進委員 

協議会 

○人権教育推進委員協議会（全市） 

●地区代表委員会（中学校区） 

●地区委員会（小・中学校区等） 

○講座・現地研修会等 

（年 3 回程度） 

○地域団体との共催事業 

○地域イベント、研修講座開催 

○機関紙の発行 

○PTA 

自治会 

○連合自治会（一部地域） 

 （小学校区程度、28 団体） 

●自治会（507 団体） 

○地域イベント開催 

○行政情報等の回覧・掲示 

○防災訓練 

○道路・公園等清掃 

○再生資源回収 

○会報の発行 

○地域住民 

老人 

クラブ 

○老人クラブ連合会（全市） 

○ブロック（4 ブロック） 

○グループ（19 グループ） 

●卖位老人クラブ（176 団体） 

○各種活動 

（健康づくり、趣味、学習、 

伝統文化継承、社会奉仕等） 

○老人憩の家管理運営 

○情報紙、会報の発行 

○地域住民 

○自治会 

○校区福祉委員会 

こども会 

○こども会連合会（全市） 

○こども会連合会地区委員会 

（9 地区） 

●こども会（団体数不明） 

○各種地域イベント開催 

○市委託事業、 

各種イベントの实施 

○リーダー（指導者）対象講座 

 

○地域住民 

○自治会 
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※主にその地域の住民で構成され、その地域の住民に向けて活動する団体（＝地域団体）のうち、おお

むね全小学校区に組織されている団体（まちづくり協議会は除く）を掲載。 

市の補助金等（H21 予算） 

※は国・府の補助金等を含む 

市が担う 

事務局業務 
その他の市の支援 市の所管課 

○分館活動交付金：28,700,000 円 
 （平均 700,000 円/小学校区） 
○講師謝礼：2,624,000 円 
○分館長報酬：8,856,000 円 
○分館主事謝礼：2,952,000 円 

公民分館協議
会事務局 

○施設使用料減免 
○全国市長会の保険適用 
○分館長研修会の实施 
○役員対象講座の实施 

教育委員会 
生涯学習推進审 
中央公民館 

○とよなか地域子ども教室推進事業委託： 
23,464,000 円※ 
（委託額：17,524,160 円 

（上限 420,000 円/小学校区）＋人件費） 

― ○全国市長会の保険適用 
○安全管理員研修の实施 
○チラシ発行 
○ホームページ掲載 
○全体交流会開催 
 

教育委員会 
生涯学習推進审 
地域教育振興課 

○ＰＴＡ連合協議会事業費市費補助金：
500,000 円 

PTA 連合協
議会事務局 

○PTA 安全互助会事務
局 

教育委員会 
生涯学習推進审 
地域教育振興課 
 

○青少年健全育成会活動交付金： 
3,600,000円（200,000円/中学校区） 

青尐年健全育
成協議会事務
局 

○全国市長会の保険適用 
○教職員が運営に参加 

教育委員会 
学校教育审 
青尐年補導センター 
 
 
 

○総合的教育力活性化事業委託：
2,160,000 円（120,000 円/中学校区 

○すこやかネットユニークプラン事業 
委託：120,000 円（40,000×3 校区） 

 
 

― ○全国市長会の保険適用 
○協議会代表者連絡会の 
開催 

○全体交流会の開催 
○事業实施ポスターの 
作成・配布 
 
 
 

教育委員会 
生涯学習推進审 
地域教育振興課 

○人権教育推進委員協議会補助金： 
3,900,000円 

人権教育推進
委員協議会事
務サポート 

○協議会と地区委員会と
の調整・相談（各学校
長） 

○マイクロバス貸出 
○共催事業の实施 

教育委員会 
人権教育企画課 

○自治会館整備等助成 
 新築  ：上限 10,000,000 円 
 増改築 ：上限 5,000,000 円 
 修繕 ：上限 1,500,000 円 

地代助成 

― ○自治会活動災害補償保
険加入 

○掲示板の交付 
○自治会ガイドブック配
布 

 
 

政策企画部 
コミュニティ政策室 

○老人クラブ運営補助金：13,724,000円※ 
○高齢者社会奉仕活動事業助成金： 

5,231,000 円 

老人クラブ連
合会事務局 

○施設使用料減免 
○連合会行事の共催 

健康福祉部 
高齢介護課 
 
 
 

○豊中市鳴門市こども会交歓会事業委託、 
こども会カーニバル事業委託： 
926,000 円 

○青少年活動団体事業補助金： 
1,025,000円 

 

こども会連合
会事務局 

○全国市長会の保険適用 
○連合会への支援として 
施設使用料減免、備品
倉庫の提供、PR チラ
シ作成 

こども未来部 
青尐年課 
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団体名 
組織構成 

（●＝地域活動の中心を担う団体） 
活動内容 

主な構成員 

(地域により異なる) 

校区福祉

委員会 

○校区福祉委員会ブロック懇談会 
(4 地区) 

○地域福祉ネットワーク会議 
(7 圏域) 

●校区福祉委員会（小学校区） 

○小地域福祉ネットワーク活動
（ふれあいサロン、子育てサロ
ン、給食・会食、世代間交流、
個別援助活動等） 

○高齢者福祉活動 
○青少年福祉活動（各種イベント 
ボランティア体験支援等） 

○福祉なんでも相談（市委託事業） 
○広報紙の発行 

○民生・児童委員 
○自治会 
○防犯協議会 
○青尐年健全育成会 
○保護司 
○公民分館 

民生委員 

児童委員 

○民生・児童委員協議会連合会 
 （全市） 
○民生・児童委員協議会（4 地区） 
●民生・児童委員地区委員会 
 （小学校区） 

○地域住民の相談・支援窓口 
○独居老人・地域の实情把握 
○災害時要援護者安否確認 
○小地域ネットワーク活動参加・ 
協力 

○福祉なんでも相談 

○校区福祉委員会 
○自治会 
○公民分館 

赤十字 

奉仕団 

○赤十字奉仕団（全市） 
●連合分団（36 団） 
●分団（自治会卖位） 

○社資（募金）募集 
○献血場所提供、協力 
○災害等被災者見舞金受渡し 

○自治会 

健康づくり 

推進員会 

○健康づくり推進員会（全市） 
●校区健康づくり推進員会 
 （小学校区） 

○講座、ウォーキング等の開催  
○各種検診の受診推進 

○校区福祉委員会 
○公民分館 
○自治会 

自主防災 

組織 

●自主防災組織 
 （小学校区～町丁、155 団体） 

○防災訓練の实施 
○防災知識の普及・啓発活動 
○資機材（備品）購入 
○情報紙の発行 

○自治会 

防犯協議会 

○豊中防犯協議会（北部） 
 豊中单防犯協議会（单部） 
●防犯協議会支部（小学校区） 

○防犯協議会活動への参加協力 
○ひったくり被害防止活動 
 

○自治会 
○公民分館 
○PTA 

女性防火 

クラブ 

○女性防火クラブ連絡協議会  
（全市） 

●女性防火クラブ 
 （小学校区～町丁、30 団体） 

○防火研修・施設見学 
○住宅用火災警報器設置 PR 

協力 
○自主防災組織との連携 

○自治会 
○その他地域団体 

消防団 

○消防団本部（全市） 
●分団（14 分団） 

○消火活動・残火処理（消防署
と共同） 

○被災者救助 
○地震・風水害対処 
○火災予防啓発活動 

○地域住民 
（非常勤の地方公務員） 

まちづく

り協議会 

●まちづくり協議会 
 （一部地域で 3 団体結成。範域
は各団体が設定。） 

○まちづくり構想の策定と実現 
（地域イベント開催、啓発活 
動、情報紙の発行など） 

○地域住民 
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市の補助金等（H21 予算） 

※は国・府の補助金等を含む 

市が担う 

事務局業務 
その他の市の支援 市の所管課 

○小地域ネットワーク事業交付金：
52,155,000 円※ 

（500,000 円×38 校区＋事務局経費） 
○敬老の集い事業補助金：16,073,000円
（約 150,000円×38校区＋事務局経費） 

○福祉なんでも相談窓口事業委託金：
3,700,000 円※ 

（約 50,000～100,000 円/校区） 
※社会福祉協議会を通じて各校区に配分 

社会福祉協議
会に委託 

社会福祉協議会への支援 
○施設使用料減免 
○ボランティア保険料半額 
負担 

○掲示板の配布 

健康福祉部 
地域福祉課 

○民生・児童委員活動委託料： 
6,864,000 円※（12,000 円/人） 

○民生委員活動費負担金（府→連合協議
会）：33,290,400円（58,200円/人） 

民生・児童委
員協議会連合
会および各地
区民生・児童
委員協議会事
務局 

○施設使用料減免 
○民生委員推薦会の開催 
○団体運営サポート 

健康福祉部 
地域福祉課 

― （社会福祉協
議会） 

○防災訓練・献血等の 
場所提供 

○講師派遣手続き 

健康福祉部 
地域福祉課 

○健康づくり推進員事業交付金：
2,029,050 円 

（全市事業：534,600 円、 
校区事業：1,494,450 円） 

健康づくり推
進員会事務局 

○イベント企画 
○チラシの印刷 
○会場借上げ 

健康福祉部 
健康支援审 

― ― ○日本消防協会の保険の
適用 

○小学校防災倉庫の活 
○防災まちづくり講座の 
实施 

○出前講座、消防訓練 
での協力 

危機管理审 

○防犯協議会補助金：4,323,000 円 
（各協議会） 
○青色回転灯防犯パトロールカー活動 

助成金：250,000 円 

（豊中警察
署、豊中单警
察署） 

  危機管理审 

（合同訓練用飲食費：100,000 円） 女性防火クラ
ブ連絡協議会
事務局 

○全国市長会の保険適用 
○合同研修の实施 
○施設使用料減免 
○マイクロバス、訓練機材 
貸出、職員派遣 

消防本部 
予防課 

（市予算で運営） 消防団本部事
務局 

○公務災害補償制度適用 消防本部 
消防総務課 
消防団係 

○まちづくり活動助成：0 円 

（助成年限あり。現在交付団体なし） 
 

― ○情報発信、相談 
○協議会の結成やまちづ
くり構想の作成時など
にアドバイザー・コン
サルタント派遣 

まちづくり推進部 
まちづくり支援課 
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２．地域自治システム調査検討経過 

（１）地域自治システム調査検討委員会 

【設置目的】地域自治システム構築に向けて、制度的枠

組み等について具体的に調査検討を行う。 

【設置根拠】地域自治システム調査検討委員会設置要綱 

【部会】地域自治システム調査検討報告書作成部会 

（平成 22 年（2010 年）2 月設置） 

【委員】定数＝10 人 五十音順（敬称略） 

任期＝平成 21 年（2009 年）6 月 10 日～平成 23 年（2011 年）3 月 31 日 

役職 部会 名 前 所 属（委嘱時） 

 

委 員 長 

 

 

副委員長 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

部会長 

 

○ 

相川 康子 

岩崎 恭典 

加福 共之 

清水 高子 

直田 春夫 

中右 吉信 

中川 幾郎 

峰岸 暁美 

山田 正典 

渡辺 美代子 

神戸大学経済経営研究所准教授 

四日市大学総合政策学部教授 

千里市民フォーラム理事 

東泉丘小学校評議員 

特定非営利活動法人 NPO 政策研究所理事長 

豊中連合自治会会長 

帝塚山大学大学院法政策研究科教授 

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会会長 

社会福祉法人アンデルセンてしま保育園理事長 

豊中市公民分館協議会副会長 

【検討経過】 

年度 回 実施日 案 件 

21 1 6 月 23 日(火) 地域自治システムの調査検討について、今後のスケジュール等 

 2 10 月 6 日(火) 地域フィールドワーク（報告）、地域自治組織のあり方 

 3 12 月 8 日(火) 地域自治組織のあり方（報告）、行政の組織体制 

 4 2 月 19 日(金) 地域自治組織と行政の役割分担 

22 部会 4 月 12 日(月) 中間報告書（案）の作成 

 部会 5 月 17 日(月) 中間報告書（案）の作成 

 5 6 月 4 日(金) 中間報告書（案）、今後の検討課題 

 6 10 月 1 日(金) 地域コミュニティの活性化に向けた補助金等のあり方、今後の進め方 

 7 11 月 30 日(火) 地域自治組織と行政の協議の場、報告書（素案） 

 8 1 月 31 日(月) 報告書（案）、今後の取り組み 

予定 ― 2 月 18 日(金) 市長に報告書を手渡し 

 

（２）地域自治システム調整会議（庁内会議） 

【設置目的】地域自治システムの構築に向けての制度的枠組み等について、総合的に調査検討を行う。 

【設置根拠】地域自治システム調整会議設置要綱 

地域自治システム調査検討委員会の会議（千里
文化センターコラボ） 



資料編 

70 

【部会】補助金制度等検討部会（平成 22 年（2010 年）4 月設置） 

【委員】会議＝14 人 部会＝16 人 

所 属 役 職 会議 部会 

行財政再建対策审 审長 ○ ○ 

危機管理审 审長 ― ○ 

政策企画部 部長 

企画調整审長 

コミュニティ政策审長 

情報政策审長 

とよなか都市創造研究所長 

議長 

○ 

○ 

○ 

○ 

― 

○ 

部会長 

― 

― 

財務部 財政課長 ○ ○ 

市民生活部 千里文化センター長 ○ ― 

健康福祉部 地域福祉課長 

高齢介護課長 

健康支援审長 

○ 

― 

― 

○ 

○ 

○ 

こども未来部 青尐年課長  ○ 

まちづくり推進部 都市計画課長 

まちづくり支援課長 

○ 

○ 

― 

○ 

消防本部 消防総務課長 

予防課長 

― 

― 

○ 

○ 

教育委員会 学校支援审 青尐年補導センター長 ― ○ 

教育委員会 生涯学習推進审 地域教育振興課長 

中央公民館長 

○ 

○ 

○ 

○ 

教育委員会 人権教育企画課長 ― ○ 

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 事務局長 ○ ― 

【検討経過】 

年度 回 実施日 案 件 

21 1 4 月 30 日(木) 『コミュニティ基本方針』と平成 21 年度の取組み内容（報告） 

 2 6 月 8 日(月) 地域自治システム検討フレーム、地域フィールドワーク 

 3 8 月 11 日(火) 地域自治組織のあり方、地域フィールドワーク 

 4 10 月 26 日(月) 地域自治組織と行政の関係、行政の組織体制 

 5 1 月 14 日(木) 地域自治組織と行政の役割分担、今後のスケジュール 

22 部会 4 月 27 日(火) 地域自治システム、補助金制度等のあり方 

 6 5 月 19 日(水) 今後のスケジュール、中間報告書（素案）、補助金制度等のあり方 

 部会 8 月 18 日(水) 地域コミュニティの活性化に向けた補助金等のあり方 

 7 8 月 19 日(木) 地域コミュニティの活性化に向けた補助金等のあり方 

 8 9 月 8 日(水) 地域担当職員制度、地域自治組織と行政の協議の場 

 9 10 月 28 日(木) 報告書（素案） 

予定 10 2 月 8 日(火) 報告書（案）、今後の取り組み 
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（３）地域フィールドワーク 

【目的】地域自治システムに関する地域の意見を聞き取り、調査

検討や制度設計にフィードバックする。 

【期間】平成 21 年（2009 年）9 月～

平成 23 年（2011 年）3 月 

【対象】東丘小学校区、上野小学校区 

【内容】地域自治システムの説明と 

意見交換など 

 

１）東丘小学校区 

主に、新千里東町自治会連絡協議会（自治会の連合組織。公民分館、校区福祉委員会、防犯協議会支

部、ひがしおか新聞委員会の長がオブザーバー参加）の定例会の場で实施。 

年度  実施日 内 容 参加者 対象 

21 1 9 月 19 日(土) 説明と意見交換（地域の現状と課題ほか） 30 人 公開 

 2 11 月 14 日(土) 説明と意見交換（地域と行政の関係） 28 人 公開 

 3 1 月 16 日(土) 説明と意見交換（地域自治組織と行政の関係） 22 人 公開 

22 4 5 月 22 日(土) 説明と意見交換（これまでの振返り） 19 人 公開 

 5 6 月 19 日(土) 報告（中間報告書） 約 25人 協議会 

 6 7 月 17 日(土) 報告（中間報告書） 約 25人 協議会 

 7 9 月 18 日(土) 説明と意見交換（補助金、今後の進め方） 23 人 公開 

 8 9 月 23 日(木) 出前講座（自治会） 16 人 役員 

 9 10 月 16 日(土) 説明と意見交換（今後の進め方） 約 25人 協議会 

 10 1 月 11 日(火) 出前講座（校区福祉委員会） 8 人 役員 

 11 2 月 6 日(日) 報告と意見交換（これまでのまとめ） 34 人 公開 

 

２）上野小学校区 

主に、上野校区連絡会（仮称。自治会、公民分館、校区福祉委員会、老人会、PTA の長が参加）の会

合の場で实施。 

年度  実施日 内 容 参加者 対象 

22 1 6 月 20 日(日) 説明と意見交換 6 人 連絡会 

 2 7 月中 連絡会参加団体の活動取材 ― ― 

 3 9 月 12 日(日) 説明と意見交換 6 人 連絡会 

 4 10 月 30 日(土) 意見交換（住民説明会の持ち方） 6 人 連絡会 

 5 12 月 11 日(土) 説明と意見交換（ワークショップ） 31 人 公開 

 6 2 月 11 日(金) 意見交換（今後の進め方） 8 人 連絡会 

予定 7 2 月 26 日(土) 出前講座（校区福祉委員会） ― 役員等 

予定 8 3 月 26 日(土) 説明と意見交換（ワークショップ） ― 公開 

 

 

新千里東町会館（写真上）、
堀田会館（同左）で説明と
意見交換を实施 



資料編 

72 

（４）市民意見交換会 

【目的】地域コミュニティの現状と課題について情報共有

するとともに、地域自治システムの構築など地域

コミュニティの活性化に向けた市の取組みの周

知を図る。 

 

年度 実施日 会場 内容・講師等 参加者 

22 7 月 22 日(木)  千里公民館 これからのご近所づきあいと住みやすい地域づ

くり座談会（ワークショップ） 

①地域自治コミュニティの現状と課題 

②地域コミュニティの活性化に向けて、市民、

市は何を行うべきか 

街角企画株式会社代表取締役 山本一馬さん 

13 人 

 7 月 24 日(土) 蛍池公民館 12 人 

 7 月 27 日(火) 庄内公民館 8 人 

 8 月 1 日(日) 中央公民館 11 人 

 

 

３．コミュニティ基本方針に基づく取り組み 

（１）情報誌の発行 

【目的】地域活動の实践に役立つ情報を提供することにより、地域コミュニティを活性化する。 

【規格】A4 判、二つ折、2 色刷 【部数】第 1 号 1,500 部／第 2～4 号 1,700 部／第 5～8 号 2,000 部 

【配布先】公共施設、自治会長、公民分館長、校区福祉委員会会長、PTA 会長、NPO（市民公益活動

団体情報掲載団体）ほか 

年度 号 発行月 主 な 内 容 

21 1 6 月 
豊中市コミュニティ基本方針の策定／環境分野の事例紹介 

情報誌の趣旨、市民公益活動基金の案内、情報誌愛称募集 

 2 9 月 
地域コミュニティフォーラムの報告／防災分野の事例紹介 

地域自治システム調査検討委員会の設置、協働事業提案ほか 

 3 12 月 
地域フィールドワークの報告／情報発信・共有・交流分野の事例紹介 

地域自治システム調査検討の進め方、地域課題セミナーの報告 

 4 3 月 
豊中市市民活動情報サロンの紹介／地域文化・芸術分野の事例紹介 

地域課題セミナー、地域フィールドワークの報告 

22 5 6 月 
市民公益活動基金（とよなか夢基金）への寄附者、基金からの助成金交付

団体へのインタビュー／地域交流の場の紹介 

 6 10 月 
協働事業市民提案制度の提案団体へのインタビュー 

地域活動への参加きっかけづくり 

 7 12 月 
地域団体による連携の取組みと NPO の連携の取組みの事例紹介 

地域自治システム 

予定 8 3 月 NPO の特性と活動紹介／地域自治システム調査検討委員会の報告書 

蛍池公民館で
の意見交換会 
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（２）地域課題セミナー 

【目的】地域活動のヒントとなる情報の提供と意見交換に

より、市民や団体の交流と相互理解を促進し、地

域における活動の实践につなげる。 

【対象】地域で活動している人、地域課題に関心のある人

など 

 

年度 実施日・会場 内容・講師等 参加者 

21 

11 月 7 日(土) 

千里文化センター 

コラボ 

住 民
わたしたち

の力で地域を変えよう～神戸竹の台地区の取組み 

竹の台 1 丁目自治会会長 絹川正明さん 

竹の台ふれあいのまちづくり協議会副委員長 森川賢子さん 

24 人 

 

2 月 6 日(土) 

千里文化センター 

コラボ 

みんなに伝わる！情報共有のヒント 

「広報誌『新千里東町ひがしおか』ができるまで」 

（特活）NPO 政策研究所理事長 直田春夫さん 

東丘新聞委員会前委員長 赤井 直さん 

東丘新聞委員会前編集委員 西田孝子さん 

23 人 

22 
12 月 13 日(月) 

ルシオーレホール 

いろんな団体と「一緒にやってみよう～地域内連携～」 

上野丘自治会会長 植田正裕さん 

てしま連絡協議会事務局長 中川博史さん 

12 人 

 
1 月 22 日(土) 

中央公民館 

人材発見＆育成のために「私ができること」 

帝塚山大学大学院法政策研究科教授 中川幾郎さん  

てしま連絡協議会相談役 北野信義さん  

永楽荘桜自治会会長 藤井加代子さん 

蛍池北町ボランティアの会会長 横田由美子さん 

17 人 

 

（３）市民活動施設交流実験 

【目的】市民公益活動が推進される環境を整えるため 

【内容】市民公益活動に利用できる施設の利用实態や管理運営上の課題などを調べ、施設情報の一元化

や情報提供などを实験的に行い、施設の利用向上について検討。平成 21 年 6 月に 10 の民間施

設管理者と市が相互利用協定を締結し、实験は終了。交流会を継続している。 

【交流会】 

年度 実施日・会場 内 容 参加者 

21 
5 月 28 日(木) 

桜塚会館 
市民活動施設交流实験の取組み報告書の作成について 

8 人 

(7施設) 

 
2 月 16 日(火) 

石塚会館 
各施設の現状についての情報共有と意見交換 

9 人 

(7施設) 

22 

予定 

3 月 23 日(水) 

岡上の町会館 

各施設の現状と今後の取り組みの進め方について、情報共有と意

見交換 
― 

地域の課題について意見交換 

（ルシオーレホール） 
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（４）コミュニティ基本方針の普及啓発 

１）フォーラムの開催 

【目的】『コミュニティ基本方針』を普及啓発し、その理念や

取り組みの方向を市民、事業者、行政が共有し、地域コミュニ

ティの活性化につなげるため。 

 

年度 実施日・会場 内 容 参加者 

21 

 

 

 

 

 

 

6 月 20 日(土) 

とよなか男女協働

参画推進センター

すてっぷ 

 

 

 

地域コミュニティフォーラム 

「地域自治の实現に向けて～なぜ今、地域コミュニティなのか」 

四日市大学総合政策学部教授  岩崎恭典さん  

パネルディスカッション「これからの地域コミュニティ」 

赤ちゃんからのＥＳＤ代表   上村有里さん  

(特活)NPO 政策研究所理事長  直田春夫さん  

ロイヤルコート豊中自治会会長 山根義時さん  

豊中市公民分館協議会副会長  渡辺美代子さん 

68 人 

 
7 月 11 日(土) 

千里公民館 

コミュニティ・ミニフォーラム 

「地域コミュニティについて考える 

～地域力を高めるための 8 つの視点から」 

意見交換「みんなで考えよう、地域コミュニティのこれからの姿」 

（特活）NPO 政策研究所理事長 直田春夫さん 

31 人 

 
7 月 24 日(金) 

庄内公民館 
19 人 

 

２）冊子等の発行 

「豊中市コミュニティ基本方針」   （平成 21 年 5 月、1,000 部） 

「豊中市コミュニティ基本方針」概要版（平成 21 年 5 月、3,000 部） 

「地域自治を考えるパンフレット」  （平成 22 年 7 月、3,000 部） 

「地域課題セミナー・みんなが笑顔になる地域活動って？」（平成 21 年 12 月、850 部） 

「地域課題セミナー・みんなに伝わる！情報共有のヒント」（平成 22 年 3 月、850 部） 

「地域の集会施設を有効に活用するために～市民活動施設交流实験報告書」（平成 21 年 6 月、1,000 部） 

 

３）職員研修の実施 

年度 実施日 内容・講師 参加者 

21 6 月 9 日(火) 行政課題セミナー「コミュニティ基本方針」 41 人 

 7 月 10 日(金) 

管理職研修「地域自治と行政の役割」 

地域自治の实現に向けて～なぜ今、地域コミュニティなのか 

四日市大学総合政策学部教授 岩崎恭典さん 

34 人 

22 7 月 5 日(月) 

管理職研修「地域自治と行政の役割」 

地域自治と行政の役割～自治体行財政改革とコミュニティ政策～ 

帝塚山大学大学院法政策研究科教授 中川幾郎さん 

34 人 

 7 月 7 日(水) 行政課題セミナー「地域自治システム」 28 人 

地域コミュニティ 

フォーラム（すてっぷ） 
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４）出前講座の実施 

年度 実施日 対 象 内 容 参加者 

21 2 月 12 日(金) 旭丘連合自治会 ラウンドテーブル体験 11 人 

22 8 月 13 日(金) 旭丘連合自治会 ラウンドテーブル体験 8 人 

 8 月 24 日(火) 豊中市公民分館協議会 地域自治システム 約 20人 

 9 月 23 日(木) 都市機構新千里東町団地自治会 地域自治システム 16 人 

 10 月 5 日(火) 北部ブロック公民分館協議会 地域自治システム 約 15 人 

 10 月 17 日(日) 熊野住宅自治会 自治会活動 18 人 

 11 月 5 日(金) 東部ブロック公民分館協議会 地域自治システム 13 人 

 11 月 8 日(月) 中部ブロック公民分館協議会 地域自治システム 10 人 

 11 月 17 日(水) 单部ブロック公民分館協議会 地域自治システム 約 15 人 

 1 月 11 日(火) 東丘校区福祉委員会 地域自治システム 8 人 

予定 2 月 24 日(木) 小曽根校区福祉委員会 地域自治システム ― 

予定 2 月 26 日(土) 上野校区福祉委員会 地域自治システム ― 

 

 

４．調査検討委員会・市民意見交換会等の意見概要 

※地域自治システム調査検討委員会、地域フィールドワーク、市民意見交換会で出された意見（平成 23 年
(2011 年)1月 31日まで）を本編の構成に沿って分類・編集しています。 

 

第１章 地域自治システム調査検討の意義 

１．調査検討の背景  

－新たな公共空間の構築－ 

◆調査検討委員会 

・行政は、今後行政が小さくなり地域の役割が大き

くなるということと、そのために地域内分権を進

めることをはっきり示してほしい。 

・セーフティネットの維持と新たな公共空間の創出

は、地域自治システム検討の背景として重要。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・行政でなければ解決できないことが多いが、行政

には限界がある。 

・住民にも役割を担ってもらうということは、責任

も持つことになるのか。 

・危機意識を持って取り組むことが大事である。 

 

２．地域自治システムとは 

◆調査検討委員会 

・市民に地域自治システムを尐しずつ理解してもら

い、機が熟した段階で实施していくべき。 

・地域全体の統治と地域自治組織内の統治の両方を

考慮しておく必要がある。 

・地域活動が疲弊しないよう、持続可能なものとす

る仕組みをつくるべきである。 

・将来、地域自治区制度に移行するのがよいかどう

かは今後議論する必要がある。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・縦割り組織の限界を感じているので、この取組み

に期待している。 

・イベントは地域でできるので、争いごとの仲裁や

ひとり暮らし高齢者の介護など、地域でできない

ことを行政がやってくれるのであればありがたい。 

・地域自治システムの継続性を担保して、10 年、20

年続く仕組みを作ってほしい。 

・行政と地域が別々に取り組めば済むことではない

のか。 

・地域自治システムはすぐにできるものではないし、

うまくいくとは限らない。 

・「自治」という言葉は市に突き放された感じがある。 

・自分たちでまちを守ろうという気持ちになり、市

と話ができる仕組みや、地域担当制ができるのは

いいことだ。 

・この取組みの狙いは、市の人件費削減のための行

政改革なのか。 

・市が身を削る努力をせずに、地域にだけ変わるこ

とを求めるのでは誰も納得しない。 

・この取組みに期待は持てるが、市職員が地域のこ

とを知らない状態で何年かかるのか分からない。 

・役員だけでなく一般住民にも考えてもらうことが

大切。地域にそのような意識を持っている人がい

ないと地域自治システムは難しい。 

 

第２章 地域自治組織のあり方 

１．地域自治組織とは 
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（１）地域自治組織の目的・必要性 

◆調査検討委員会 

・行政の各部署が地域団体にバラバラに依頼する動

員・協力要請が多く、本来の活動ができない。 

・地域で活動している団体が、それぞれの団体のこ

とを案外知らない。 

・個人情報保護条例ができてから地域団体の名簿を

作ることができなくなり、情報提供や緊急連絡が

できていない。 

・地域の各団体が横並びに連携して一つになれば、

情報共有がしやすくなるのではと期待している。 

・地域団体の代表や学校などにとってのメリット、

デメリットを提示する必要がある。 

・これまで地域との関わりがあまりなかった人にも

活動に参加してもらい、人材不足を解決できるチ

ャンスであるというメリットを説明するべき。 

・地域の個性を認めることや、地域が自立するほど

得することを明記するべき。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・全員が全員のことを知っているような密接なつな

がりは煩わしく感じる人が多い。 

・地域を代表する組織があれば、一部の声の大きい

人の意見が先走ったり、各団体がバラバラに市に

出向いたりすることはなくなる。 

・地域課題を統合する組織として、地域住民が意識

を持って変えていくことが大事。 

・地域自治組織ができることは地域団体と行政の協

力体制の推進だけで、实際の課題解決は各団体と

市の各部局で实行できる。 

・団体同士の連携を発展させればより良い解決策を

見つけることが期待できる。 

・地域自治組織を作れば地域課題が必ず解決できる

のか。地域へ押し付けるだけであれば意味がない。 

・今のままでは活動を継続できない団体がどんどん

解散していく。地域の代表となる大きな組織作り

をしたい。 

・団体の統合を地域で話し合ったことがあるが、各

団体の内部での話が進まず、实現できなかった。 

・以前よりも各団体の活動が個別化しているので、

連携のとれる仕組みづくりが課題である。 

・今のままの活動を継続するのが一番楽。地域自治

組織を結成することでどう変わるのか、目標と目

的を具体的に説明してほしい。 

・市から降りてくる仕事は平日昼間に動くことが多

く、負担を感じる。 

・行事に追われて人材発掘や育成ができない。次の

世代につなげるための見直しの時期である。 

・活動に関わる人と無関心な人との差が大きい。 

・校区福祉委員会の活動も、もっと市民に知られて

いると思っていたので認知度が低く驚いた。 

・多くの地域団体が一部の住民とのやりとりしかで

きていない。活動の幅を広げることが今後の課題。 

・ボランティアが増えればもっと活動の幅を広げら

れるが、無償では限界がある。 

・長年地域に住んでいる人と新しく入居した人との

コミュニケーションがとれていない。 

・地域団体の有無や活動内容が分からず、団塊世代

の男性は特に地域デビューがしにくい。 

・若い人やマンション住民とのコミュニケーション

がとりにくく、つながりを作りにくい。 

・高齢化が進み、地域の行事に出たくても出られな

い人が多い。 

・自治会の連合組織がないので他の自治会の情報が

分からない。 

・役員のかけ持ち（公民分館、自治会、校区福祉委

員会、日赤など）が多い。 

・住民が地域自治組織に参加してくれるかが問題。

行政からもメリットを示してほしい。 

・多くの人を巻き込んで魅力のある地域にしたい。 

・個別の団体の衰退が大きな組織の衰退につながら

ないか心配である。 

・公民分館と自主防災組織は市の下請けで仕事をし

ているように感じる。 

・行政も地域も、地域活動は住民のためのサービス

だという認識を持つべき。団体を私物化して他団

体と対立すると縦割りになり、連携ができなくな

る。 

・行政は地域自治組織の意見だけを聞いて「地域全

体の意見を聞いた」とするのではないか。 

・行政の力を借りてスムーズに解決できることがあ

るのなら取組みを進めるべき。 

・どの程度の決定権と権限、補助金が出るのか。も

う尐し方針が明らかにならないと考えにくい。 

 

（２）成立要件 

－地域自治組織の設立および認定－ 

◆調査検討委員会 

・行政が地域のマネジメントの必要性やイメージを

明確にし、結成することを断言する方がよい。 

・PTA が中心になって、他団体に「お願いする」形

で進めることも考えられる。 

・地域のどの団体が主導権をとるかは、団体の活動

状況によって地域ごとに異なる。 

・新たな組織と既存の組織をうまくつなぐことが難

しい。 

・自治会が疎外感を感じたり、自治会加入のメリッ

トがなくならないよう（加入率が 8 割以下の自治

会の場合は特に）考える必要がある。 

・41 小学校区で 41 通りの地域自治組織作りが必要。 

1 小学校区の中でも、地域特性、団体の歴史や課題、

活動の活発度には差がある。 

・全市共通のチェック表を作り、地域ごとで地域自

治組織の形を選択できるようにしたい。 

・地域自治組織は 1 地域に 1 団体とするべき。 

・市が認定について一定のガイドラインを作成し、

支援の根拠としてはどうか。 

・認定については、条例か規則が将来必要になる。 

・会則が必要であることなど、地域自治組織の標準

モデルは行政が示すべき。部会の名前や数など細

かい点は地域に任せ、自由に作ってもらえるよう

にしたい。 

・一部の団体や個人の排除を認めないなど、最低限
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の事項をクリアした上で、地域で議論を重ねれば

よい。議論によって住民も市も学習するべき。 

・地域が「市が作ってくれるので任せよう」と思っ

たら失敗する。自分たちで作るという気持ちで取

り組めば、発言も多く出て議論が進む。 

・自治会加入率は地域によって違うので、自治会を

中核とするか、地域団体の一つとするかは慎重に

決めなければならない。 

・設立までは既存団体がある程度地域の総意を汲ん

でいるものとして発起人の位置付けとし、設立後

の構成員の卖位は個人とすればよい。 

・自治会、公民分館、校区福祉委員会など、地域の

主要な団体がコアになり、住民に地域自治組織が

中心であると認識されていれば話が進みやすい。 

・できる地域から取り組むこととなると、資金投入

で地域格差が出て不公平にならざるをえないので、

議会を通じて条例化することが重要である。 

・地域自治組織は全校区で組織されることが望まし

いが、一斉に地域自治組織を立ち上げるのではな

い。段階 1 で 5～6 年、段階 2 で 2～3 年かかって

も構わない。市からのトップダウンで作ってはな

らない。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・地域力がなければ地域自治組織の結成と運営はで

きない。 

・各団体の活動基盤がしっかりしていなければ連携

はできない。 

・地域団体と、各団体の上層部の意見をまとめなけ

れば進められない。 

・地域によって進め方も異なると思うが、市はそれ

をちゃんと理解してくれるのか。 

・これまでの活動にも歴史があるので、長い目で見

るべきである。 

・地域の各団体をまとめるには数年かかる。長期の

取り組みになると思う。 

・行政から地域自治組織の結成を地域に命令するほ

うが簡卖。 

・最初に汗をかく人が数人いれば取り組みが進みや

すい。 

 

２．地域自治組織の構成 

（１）規約 

◆調査検討委員会 

・地域団体の運営状態などきめ細かい实態調査が必

要。役員選出のルールが明文化されていない団体

もある。 

 

（２）構成員 

◆調査検討委員会 

・公募委員を入れる案はユニークだが、誰がその人

を選ぶのかが問題となる。 

・地域の母体となる自治会の活動をカバーするため

に課題別の地域団体が入ることが有効である。 

・公民分館は各世代を代表している組織と言えるの

で、地域自治組織の核となるのではないか。 

・小学生・中学生・高校生などの未来のリーダーも

参加できる組織にするべき。 

・既存の組織だけで連携すると新しい人材が入りに

くい。 

・構成団体数や規模について一定の基準を設定し、

既存の団体と地域自治組織が競合しないよう工夫

が必要である。 

・地域で活動する団体はすべて地域自治組織に入る

ことを記載してはどうか。 

・意思決定や活動に「関わらない自由」が保障され

ていれば、住民に不利益は出ない。 

・住民全員に発起人会への参加を募り、発起人会に

行政職員と学校職員が入るのがよい。 

・構成員に警察署署員や小学校長、郵便局員が加わ

ることができれば理想的である。 

・地域に密着している学校を関係機関として位置付

けることも考えられる。 

・学校評議員会の関わり方を考える必要がある。 

・学校の教員も地域に関わる経験を持つことで、後 

々地域活動がスムーズにできる。 

・学校の事務職員は教員より事務能力が高く、法律

の知識も持っているので活用できないか。ただし、

職員数の減尐など豊中の状況も考えた検討が必要。 

・構成員の卖位は団体とするか個人とするか、表現

の使い分けが必要。 

・小学校区ごとの団体と中学校区ごとの団体がある

ので、地域の事情に沿った整理が必要。 

・中学校区卖位の団体は地域の人材を獲得するチャ

ンスの一つ。小学校区を超えた連携の必要もある

ので、構成団体に入っていてもよい。 

・既存の団体を排除することは避けたい。 

・学校の校長、教頭も地域自治組織の構成員である

ので、両者の位置付けは地域の裁量で考えればよ

い。他市では学校のほか、警察などが入っている

地域もある。 

・在住者以外の在勤・在学者等を構成員として捕捉

することは困難だ。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・地域自治組織になれば NPO も一員として参加で

きる機会がある。 

・団体の役員等が毎年交代するため、毎年活動がリ

セットされるという問題がある。 

・市と地域の関係に加えて事業者も構成員の一員と

して、連携できるよう話をしたい。 

・コミュニティルームや地区会館の運営委員会も地

域団体の一つとして考えるべき。 

・団体によって、会員制か全住民を対象とするかの

違いがあるが、調整できるのか。 

・自治会加入の有無とサービスを提供するか否かの

整理が難しい。 

・フリーライダー（自治会に入らないが地域のまつ

り等に参加する人）をどうするか、地域内でも意

見が割れている。 

・全住民が構成員となると、自治会活動と違ったも

のになるのではないか。 

・NPO も積極的に地域団体に関わって情報提供する

べき。 
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・自治会と NPO では地域の信頼度が違う。NPO が

入って活動している地域もあるが、昔からの住民

が多い地域は NPO を受け入れようとしている所

が尐ない。 

・全員参加をめざしたいが、現实的には難しいこと

を念頭に置く必要がある。 

・自治会に入っていなくても、どこかの団体に入っ

ていればまとまる。その人にとって繋がりやすい、

参加しやすいやり方を意識しないといけない。 

 

（３）範域 

◆調査検討委員会 

・範域は「概ね小学校区以下」としたい。 

・中学校区割りは複雑なので、小学校区ごとでの活

動から始めて、場合によっては中学校区卖位の団

体が入るなどの方が動きやすい。 

・小学校区内の住民数が尐ないのであれば、2 校区

で地域自治組織が一つという考え方もある。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・つながり作りは小学校を拠点にすればうまくいく。 

 

（４）組織運営 

◆調査検討委員会 

・大枠を保っていれば、プロセスや形については融

通を利かせ、地域に任せてよい。 

・活動部会の構成員は既存団体役員のみとするので

はなく、新しい人材が参加できるよう常に開かれ

たものにしておくことが重要である。 

・役割分担し、できるだけ多くの人の参加を地域で

考えるべき。 

・安定した事務局体制を確立し、地域自治組織の連

絡先が明確になっていることが成功の秘訣となる。 

・事務局は既存団体の中からではなく包括補助金で

新たな人を雇用することも考えられる。 

・事務局の存在は重要視するべきである。将来的に

は事務局運営補助金を設けることも可能。 

・事務局の担い手については、ラウンドテーブルで

住民同士が話し合うべきである。 

・事務局を 1 団体が担うとその団体の意思が強く出

ることになるので避けるべき。 

・事務局業務は、団体の活動内容が増えると仕事が

複雑化するので、専任の職員を配置したほうがい

い。 

・複数の地域自治組織で事務局を共同設置すれば、

地域をまたいだ情報交換もできる。 

・事務局業務には報酬を出すべき。中心になる人が

ボランティアだと、地域は二の足を踏む。 

・事務局機能の検討の際には、学校長、教頭の負担

軽減を配慮するべきである。両者は、公民分館や

校区福祉委員会等でかなりの事務的な作業を負担

している。 

・総会だけで組織運営するのは非現实的。法人格の

取得の有無にかかわらず、評議員会は必要。 

・課題別代表性、世代別代表性、地域別代表性の三

つを原則とするべき。 

・地域の小さい声も大きい声も反映できる仕組みが

必要である。 

・組織構成は、総務、福祉、文化教育、まちづくり、

産業経済など、部会も地域で自由に作ればよい。 

・個人による表決が理想であるが实際は不可能なの

で、それに代わるものとして現实的には代議員制

などをとるのが妥当。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・地域自治組織は一部の人で結成されるので、解決

できないことがある。 

・地域自治組織の仕組みは時間をかけて議論しない

と、結成されてから揉め事が起こる。 

・各団体の上部組織が残っていると二重に指示がき

て混乱するのではないか。 

・ピラミッド型の組織にするのは抵抗がある。 

・地域自治組織の事務局が重要であり、専従の人の

人件費も必要になる。ボランティアが専従し、地

域担当職員は地域に週 2、3 回来る程度と考えて

いるなら無理がある。 

・役員会などの会議が平日の昼間に開かれていると

若い人は参加できない。みんなが参加しやすいよ

う体制を整えることも活動の活性化につながる。 

 

（５）会計 

◆調査検討委員会 

・外部監査をしなくてもいつでも情報公開できるよ

う、しっかりした内部監査の实施を行うこと。 

・会計処理のスキル（運営のルール化や決算報告、

透明性の確保）が重要なので、しっかり習得して

おくべきである。行政からも助言を行うことが必

要。 

・補助金、会費収入、寄付金、自主事業収入など、

市への報告義務の範囲も定めておかなければなら

ない。 

・行政には組織全体の会計報告を提出するのが望ま

しい。 

・補助金以外に財源がある場合は、それも会計に入

れないと透明性が確保できない。 

・住民に対していかに情報公開していくかを基本姿

勢としなければならない。 

・資金運営は、最初は透明性が確保できていても、

数年経つと声の大きい人が幅をきかせたりして濁

りの原因になる。プロの事務員をうまく活用する

ことが大事である。 

・プロの会計士は地域にいたとしても忙しいので、

会計面で専任の人がいることが望ましい。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・各団体の会計報告を市が指定する書き方に合わせ

ると分かりにくくなるので、指導もしてほしい。 

 

（６）法人化 

◆調査検討委員会 

・会計規模が大きくなることを視野に入れ、将来的

には NPO 法人や一般社団法人などの法人格の取

得についても検討するべき。 

・法人格取得によって、活動内容を透明化し公開で

きる。任意団体からレベルアップし、組織として
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のまとまりもできる。 

・法人格を取得するタイミングや種類（社団法人、

財団法人、NPO 法人、地縁法人）など、ガイドラ

インを示す必要がある。 

・法人格を備える場合には、評議員会や理事会の設

置が必須となる。 

・地方独立行政法人の法人格の取得が可能であれば、

地域自治組織は地域で権限の強い組織になる。 

・今回の報告書に示した枠組みでは、地方独立行政

法人化は不可能。 

・地域自治組織全体を法人化すると、登記変更の必

要が生じるなど大変である。組織本体ではなく部

会（執行部）が法人格を取得する場合もある。 

 

３．地域自治組織の機能と活動 

（１）地域自治組織の機能・役割 

◆調査検討委員会 

・地域自治組織が担える課題の限界を整理し、提示

すべきである。 

・他地域のイベントを手伝うなどそれぞれの地域の

強みを活かして、地域を超えての協力も考えられ

る。 

・行政からの依頼を「地域では必要ない」と意思決

定すれば断れるシステムを作る必要がある。 

・家庭と学校と地域との連携は、卖位自治会が中心

になる必要がある。 

・地域自治組織の役割として、課題解決に向けた合

意形成・意思決定が大きなウエイトを占める。 

・地域自治システムの構築により市議会議員に期待

される役割については今後の検討課題である。 

・地域自治組織ができれば地域の問題は住民同士が

話し合い解決できるので、議員は地域ごとの要望

に捕らわれなることなく、市全体の方向性につい

て考える仕事ができる。 

・市議会議員定数は、議会の意義を市民がどう考え

ていくかによる。二元代表制を維持するためにあ

る程度の人数が必要であり、地域自治システムに

よってただちに定数を削減することにはならない。 

・他市では地域自治組織が地域別代表性を担うため、

団体別、課題別、世代別の専門に特化する議員も

増え、議員活動が洗練されている。 

・地域自治組織の代表性は小学校区に対してなので、

全市の代表である議員とは性格が違う。市政に関

する議決権を持つのは議員である。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・地域の問題は 1 団体だけに任せるのではなく、地

域全体で取り組み、さらに行政サポートがあって

初めて解決していけるものである。 

・市の予算も限られているので多くの課題の中から

優先順位を決めて取り組まなくてはならない。 

・現在は課題が出れば实行委員会を立ち上げて迅速

に対処している。地域自治組織を結成して課題解

決するのは今までよりも時間がかかる。 

・实行委員会形式では、解決に向けた活動がされて

いない場合や住民の意見が反映されているかが不

明であることも多い。 

・現在行っている活動が地域で本当に必要なのか、

市の主導に従うのかについて地域で今後考えてい

かなければならない。 

・NPO と社会福祉協議会の連携ができれば解決でき

る地域課題があるのではないか。 

・地域全体でお金を出し合うことに問題はないが、

具体的な活動内容を決めるのが大変である。今ま

での団体ごとなら活動がしやすい。 

・NPO 活動をしているが、いろいろな団体が個別に

活動を行っているので無駄が多い。 

・団体の垣根を超えて地域の情報を共有できるよう

にしたい。 

・实行委員会形式の地域イベントを通じてつながり

ができる。 

 

（２）地域自治組織の活動 

◆調査検討委員会 

・全体の大きな活動だけでなく、地域の要援護者の

把握などはきめ細やかな訓練が必要である。これ

を行うのは地域自治組織でないと無理だろう。 

・地域の見守りを卖独の団体だけで行うのは限界が

ある。条例上の位置付けのある地域自治組織で要

援護者の名簿を預かるという担保も必要。 

・地域の实態に忚じて相乗効果の見込める活動から

始めればよい。 

・地域自治組織の結成により地域の会議が増えると

さらに負担感が増える。 

・地域自治組織の行事とは別に自治会別のイベント

をするなど、自治会員が得をする仕組みが必要で

ある。 

・自治会も会員以外にもサービスを提供すれば地域

での信頼を得ることができるのではないか。共益

組織が公共的組織として認知されるように変わっ

ていく必要がある。 

・地域自治組織の了解をとらなければ従来の活動が

できなくなることが課題になる。地域自治組織を

結成してもこれまでの活動ができるよう、段階的

な話し合いが必要。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・「それはするべきではない」「それはできない」

と線引きしてしまい、活動の幅が狭まることがあ

る。もっと建設的に、どうすればできるのかを考

えることが重要。 

・本来の活動から尐し外れて、コミュニケーション

がとれる場（2 次会など）でできるつながりも、

地域では重要である。 

・積極的に活動に関わっている人には感謝状を出す

など、目に見える評価が必要。 

・自助は大それたものでなく、できる範囲のことを

みんなで考えて参加できる取り組みにすればよい。 

・校区の自治会数が多いと大規模なことはできない。

自治会の規模が大きいとスケールメリットは発揮

できるが、細かなところまでサービスが行き届く

かどうか心配である。 

・地域の活動を地域で選べるということは、实施事

業に地域差が生まれる。他の地域を羨ましいと思
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う人もいるのでは。 

・地域自治組織と各団体の上部組織との関係がどう

なるのか。 

・これまでの団体の風土や運営を見直すことが求め

られている。 

・自治会は地域のベース。自治会が機能しなくなる

と、公民分館、校区福祉委員会も機能しなくなる。 

・他団体と連携する際、各団体の上部組織同士で方

針が異なる場合もあるので問題になる。 

 

４．地域自治組織における合意形成と意思決定 

（１）地域ニーズ把握や課題の集約 

◆調査検討委員会 

・地域の総意を得るには情報を伝えるための仕組み

を考えなければならない。全員が知る、入れる、

集まれる仕組みをつくることが民主的正当性の担

保につながる。 

・地域自治組織ができれば、今の活動を住民に周知

できているか、住民が満足しているかを住民に問

いかけて見直すことができ、本当に必要な経費が

見えてくる。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・1 団体で行政に要望して实現しなかったことも、

地域自治組織の議題とすれば地域の総意として受

け止めてもらえる。 

・違う角度から地域を見れば、もっと別の課題が出

る。 

・住民より行政のほうが地域課題に詳しく権限もあ

る。地域課題を住民が理解するのは難しい。 

・住民のニーズは多様化しているので、尐数者の声

を聞くことが今後重要である。 

 

（２）開かれた合意形成と意思決定の仕組み 

◆調査検討委員会 

・仲間うちではなく、手続きを踏んで地域の総意を

得ていると言える仕組みにするべき。 

・参加・不参加の自由を保障したうえで、ゆるやか

な総意ではなく、組織規範の最低限度のルールな

どしっかりした合意形成の仕組みについて時間を

かけて考える必要がある。 

・大きな課題には丁寧な意思決定を図り、細々とし

た決定は簡素な手法で図るなど、段階分け、場合

分けして詳細に整理・検討する必要がある。 

・意思決定の権限の範囲は明確にしておく必要があ

る。 

・住民一人一人に意思決定権があるなら委任状が必

要になる。实際に地域で説明する時に分かりやす

いように、指標のようなものが必要。 

・意思決定には段階がある。その過程で誰もが意見

を出せるようにすれば、正当性を担保できる。 

・内容によって決め方も議論すればいい。周知をし

て集まった人で議論するなど、表決の方法を例示

すればいい。 

・当事者の意見を反映する、公開の討論会を開く、

案を公表して意見を募るなど、意見を出したい人

に意見が出せる場が用意されていることが必要。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・関心のある人が集まって自由に意見を出し合い、

できる人ができることをすることが重要。 

・一定のニーズを共有することはできても意思決定

することは難しい。 

・住民一人一人に責任が問われるということを意識

してもらうため、合意形成には時間をかけて取り

組むべき。 

・各団体がそれぞれの要望を出したり、地域内で正

反対の意見や尐数の人からの声が出たりした場合、

総意をまとめるのが大変である。 

・無関心な人をどう組み込むのかをよく考えなけれ

ば、一部の関心のある人だけに止まってしまい、

活動が広まらない。 

・会議に出ていなければ意見を出すことができない。 

・住民の合意を得るにあたってのプロセスをもっと

よく考えるべきである。 

・地域のことは地域の住民が一番よく分かっている

ので、地域住民が課題に優先順位を付けて行政に

要望していかなければならない。 

・誰でも参加して発言できるとなると、個人の都合

だけでの発言が増えて、収拾がつかなくなる。「自

治会員だから意見を言える」とすべき。 

 

第３章 行政の組織体制 

１．地域と行政をつなぐ窓口（地域担当職員制度） 

（１）地域担当職員の役割 

◆調査検討委員会 

・地域担当職員は全てのことが分からなければ市民

からの相談に対処できない。 

・地域自治組織の必要性や活動内容などについて納

得できる説明をし、疑問に答えられる職員が担当

になるべき。 

・地域自治組織が全市にできれば、100 人くらいは

地域担当職員の経験者ができて、画期的なことが

できる。 

・地域の御用聞きにならない、させないためのマニ

ュアルやガイドラインを作るべき。地域に説明し

理解してもらうための資料にもなる。 

・行政としての意思決定の権限を持つ職員を配置で

きるかどうかが重要。地域担当職員が地域と行政

の板ばさみにならないようにするべき。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・地域担当職員は地域に入って手伝うのではなく、

地域でできないことを頼んだ時に動いてほしい。 

・現在は行政と地域が対立関係になりがちだが、地

域担当職員制度ができたらもっとスムーズに進め

られる。 

・行政は地域を知るためにもう尐し地域の中に入っ

て地域を理解するべき。各団体の会議に行政が入

って意見交換するのが理想。 

・これまでのようにたらい回しにされないようにし

てほしい。 

・地域担当職員はその地域に住む人や、地域の实情

をよく知ったうえで取り組むべき。どれだけ地域

に根付いてもらえるかが課題である。 
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・頻繁な異動があるとまた一からの付き合いになる

ので相談しにくい。 

・各課の調整にかなり時間がかかるだろうが、地域

担当職員が地域をまとめてくれるならいいと期待

している。 

・地域の自主的な活動に市が乗っかるだけでは、地

域担当職員が地域を管理することになり意味がな

い。 

 

（３）地域担当職員の全体調整（総括事務局） 

◆調査検討委員会 

・2～3 年は事例研究などを通じてノウハウを積み重

ねる必要があるので、その際のスーパーバイザー

役も必要である。 

・市と各地域との調整だけでなく、地域担当職員同

士の連携調整や情報交換の仕組みも必要。 

・本庁にも地域政策について決定権を持つ人材を置

いておかなければならない。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・行政の縦割りの解消や、地域担当職員とそのバッ

クアップ体制について議論は進んでいるのか。制

度が始まっても行政の体制が今までと同じだった

ら困る。 

 

２．地域と地域担当職員を支援する組織体制 

（１）地域自治推進員 

◆調査検討委員会 

・行政の組織内にプラットホーム的なイメージの仕

組みがほしい。 

 

（２）プロジェクトチーム 

◆調査検討委員会 

・全分野に精通している職員がいなければ、複数で

チームを組んで補い合う方法もある。 

・縦割りの弊害が出ないように、地域自治推進員だ

けでなく、プロジェクト制を取り入れるなど組織

改革すれば、行政組織がもっとすっきりする。 

 

３．行政に求められる変革 

（１）行政に求められる基本姿勢 

◆調査検討委員会 

・行政から団体への依頼を事前にまとめることが大

事。 

・人材と地域、NPO や事業者を繋ぐことも行政の役

割になる。 

・団体同士の相互依存関係を把握し、新しい仕組み

を展開する方法を整理することで、地域と行政と

の関係を整理しやすくなる。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・行政は事業实施の前に、住民に情報を全て公開し

て検討するべきである。地域自治組織があればそ

れができる。 

・現行の行政の地域に対する支援メニューを洗い出

して、無駄や重複がないかどうか、地域に投げか

けて点検してみてはどうか。 

・市の各部局の意見を統一してもらわないと地域で

も取り組めない。行政内部で話をまとめてから地

域に持ってきてほしいが、現实的に可能なのか。 

・社会福祉協議会と市がもっと連携してほしい。 

・行政との協働は縦割りで時間がかかる。 

・市は各団体の活動内容を理解してほしい。 

 

（２）職員啓発 

◆調査検討委員会 

・どのように職員を研修していくかを考える必要が

ある。 

 

第４章 地域自治組織の設立と行政支援のあり方 

１．地域自治組織の設立に向けた行政支援のあり方 

（１）行政の支援のあり方 

◆調査検討委員会 

・それぞれの段階に対する行政の支援体制、最終目

標を明確にするべき。行政からの具体的な解決策

の提案がなければ、地域の理解が得られない。 

・組織結成までは行政が手厚い支援を行い、結成後

は発展を促すため、頑張れば頑張るほど得をする

という 2 段階構えの制度設計が必要である。 

・インセンティブ（頑張ったところが得をするとい

う動機づけ）がないと進展しないのではないか。

インセンティブになるものを考えるべき。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・自治会を巻き込んだまちづくりをするべき。 

・隣人同士がその人の情報を知っているという状態

を作るための支援方策を作ってほしい。 

・地域全体で忚援しながら各自治会の活動を底上げ

して、全体のレベルアップを図る際に市の力を借

りればいい。 

 

（２）地域自治組織設立の段階に応じた支援内容 

◆調査検討委員会 

・まずは地域自治組織設立に向けた機運を高めるこ

とが重要である。 

・地域自治システムについての情報をもっと地域に

流し、地域で時間をかけて話し合う必要がある。 

・地域の熟度に任せるのでなく、自治会活動を基盤

に地域自治組織の活動が成り立つという考え方を

市民に説明することが必要。 

・自治会に入っていない人や新規住民に対する継続

的な啓発が必要。 

・新規住民に自治会や地域の諸団体について説明す

る時に、地域自治システムについても一緒に伝え

ることができれば啓発しやすい。情報や取組みの

メリットを提供する仕組みを作ってほしい。 

・地域で顔見知りを作って課題を共有し、課題解決

のために地域自治組織を設立するという順序が望

ましい。話し合いの結果「地域自治組織は不要」

という結論に至るという選択肢もあり得る。 

・共通の目標が示されれば、歩調を合わせた取り組

みがしやすい。 

・子どもや子育てを根底に、PTA、公民分館、校区

福祉委員会、自治会へとステップアップしていく

「地域で生きるストーリー」を作ってはどうか。 
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・地域活動は最初に誰が手を上げるのかで一歩前に

進みづらい状況になる。最初の声かけは行政がコ

ーディネーターとして地域に入って仕掛けるほう

がやりやすい。 

・ほとんどの地域は、地域団体が個別に活動してい

る状態であるので、行政の情報提供や相談、助言

などの役割も必要である。 

・地域のルールは地域が決めるが、その意思決定の

手法の支援が行政の最も重要な役割である。 

・豊中スタイルとして事業メニューの一覧を用意し、

地域が事業を選択することも考えられる。 

・取り組む事業の順番や内容は地域の段階によって

変えることも必要。 

・地域で購入した物品の所有権など、複雑な話を整

理する仕組みも行政で検討するべき。 

・情報を持ち地域の関係を整理して繋げるコーディ

ネーターや、コーディネート機能を持つ場が必要

である。 

・コーディネーターは、行政と市民の間に立つ役割

なので、ある程度経験が豊富で、行政に対しても

地域に対しても公平に発言できる人が必要である。 

・コーディネーターは、地域になじみのない人では

親近感がわかず、継続したつながりが持てない。 

・市は地域の緩やかな動きを支持してくれればいい。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・住民が本当に地域自治組織を望んでいるのか見極

めるべき。 

・現在行政が行っていること以外に課題が出てきた

場合、行政はフォローできるのか。 

・意思決定・实働できる組織を担うのであれば、新

しい仕組みや支援がなければ難しい。 

・地域のつながりづくりには情報が共有されている

ことが重要。そのためには、行政の積極的で柔軟

な協力が必要。 

・賃貸住宅オーナーへの声かけなど、市が自治会へ

の加入を促進するための対策を取るべきである。 

・活動の後継者が不足し、解散する地域団体もある

ので、市から何らかの働きかけをしてほしい。 

・地域リーダーの養成に市も積極的に関わってほし

い。 

・市の広報にもっと地域団体の情報を載せて、動き

を伝えてほしい。 

・市には、補助金よりも情報提供・情報交換を期待

している。 

 

２．地域自治組織の設立に向けた地域の取り組み 

（１）ラウンドテーブル（地域円卓会議）の実施 

◆調査検討委員会 

・住民同士が話し合い、柔軟な仕組みとなるような

工夫が必要。 

・ラウンドテーブルは中心となる団体だけでなく若

い人を発掘する場にもなるので、早い段階から始

めるべき。 

・ラウンドテーブルは、全体を貫く柱になるべきで

ある。行政職員も熱意を表現し、色々な人を巻き

込むセールスの場として考えてもよい。 

・ラウンドテーブルを続ければ、住民同士のコミュ

ニケーションの機会が増え、参加者の意見や雰囲

気も積極的になってくる。 

・ラウンドテーブルの段階でも市から情報提供と情

報共有を行う必要がある。 

・学校も地域との関わりを重視しており、他市では

ラウンドテーブルに校長や一般教員など学校関係

者が参加している事例もある。 

・地域の声を把握するため、地域自治組織設立後の

取組みにもラウンドテーブルは必須である。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・自治会同士が話し合う場を市に作ってほしい。 

・新たに出てくるまちの課題や、これまで気付かな

かった問題をみんなで考えられる場（プラットホ

ーム）ができればと期待している。 

・地域内で人材の取り合いになることもあるが、逆

に人のつながりもできていた。今はそのつながり

が切れているので、集まって話し合いができる場

があればいいと思う。 

・ラウンドテーブルは地域自治組織ができあがった

後も継続しなければならない。 

・地域住民が知り合うことをきっかけにして、気付

きが生まれ、関心の高い課題から具体的な取組み

にできればいい。 

・団体内で役を持つことは地域で認められるという

ことなので、嬉しさもある。人材を引っ張り出す

仕組みが必要である。 

 

（２）地域カルテの作成と活用 

◆調査検討委員会 

・全市画一の取組みではなく地域差を重視するべき。

そのためにも地域カルテの作成を検討したい。 

・他市ではまちを探検しながら地域の課題を出し、

活動団体の名簿・紹介冊子の作成などで情報共有

を図った例もある。 

・小学校区卖位の地域データを地域で活かせるよう、

行政で検討するべき。 

・防犯委員による危険箇所のチェックや民生児童委

員による独居老人の把握など、既に实施されてい

るものの集約も有効。 

・まち歩きを行い、マップ、映像、テキスト、地域

の古老の話や個人の略伝の蓄積・保管に取り組ん

でいる NPO 法人もある。こういった情報も地域

カルテに記載できる。 

・集会施設の使い方や役員の選び方が不透明など、

マイナス要素の情報も地域カルテに記載しないと

地域の全体像が見えない。 

・行政の情報協力が必要である。国勢調査や各部局

別の情報を小学校ごとに落としこむことができれ

ば地域課題が明確になり、計画づくりなどにも役

立つ。 

 

（３）地域づくりビジョンの共有 

◆調査検討委員会 

・それぞれの専門分野の内容だけでなく全体を共有

する仕掛けとして地域づくりビジョンを先に作る
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とよい。 

・地域で合意形成・意思決定をしていく際に、思い

を共有するものとして、他市では「ビジョン」が

地域の契約文書のような役割を果たしている。 

・防災などテーマを地域で決めれば、理解を得られ、

まとまりやすい。 

 

（４）活動の場（拠点）づくり 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・活動できる場づくりが重要である。集会施設の使

用規則等が不十分・不明確である場合も多いので、

有効に活用されているかどうか調査が必要である。 

 

３．地域自治組織設立後の取り組み 

（１）地域づくり計画の作成と実施 

◆調査検討委員会 

・地域の将来像や夢を描くのか、都市計画や地区計

画のように個人の権利の制限まで踏み込むのか。

内容によって、支援策やお金の出し方が異なる。 

・地域づくり計画の作成は必須である。具体的な内

容の記載がなければ住民が取り組みにくい。 

・地域づくり計画とビジョンの違いを明確にするべ

き。地域づくり計画は「行動計画」または「实施

計画」的なものであることが分かるようにしてほ

しい。 

・地域づくり計画の作成は地域自治組織の活動の基

本となるので、アドバイザー費用等は行政が支援

するべき。 

・地域づくり計画作成は地域自治組織が結成されて

からが望ましい。 

・地域で補助金の包括化も視野に入れて地域づくり

計画を作れば道筋が見出せる。 

 

（２）行政との協議の場 

（パートナーシップ協議会）の開催 

◆調査検討委員会 

・タウンミーティングと地域づくり計画の位置付け

をはっきりさせる制度設計が重要である。 

・タウンミーティングは地域自治組織が設立されて

から、市と地域が一緒になって動くというイメー

ジである。 

・市と課題を共有し話し合うことができる場になれ

ばよい。 

・タウンミーティングという名称は、公開討論会の

ように聞こえるので、「パートナーシップ協議会」

など、名前を変えてはどうか。 

・地域の多数意見として行政が受け止めるのか、行

政への提言を権利とするのかなど、地域自治組織

には一定の権限が与えられるのでしっかりとした

議論が必要である。 

・地域自治組織の結成後、地域づくり計画が地域で

作成されてから实施されるものであり、安定した

効果が得られると考えている。 

 

（３）コミュニティ・ビジネスの実施検討 

◆調査検討委員会 

・地域への交付金の資金源が十分に見込めないので

あれば、コミュニティ・ビジネスの議論には行政

からの委託業務も盛り込むべき。 

・コミュニティ・ビジネスの可能性を開くことが大

切である。 

・営利が主目的ではないと位置付けるのか、今後検

討が必要である。 

・力のある地域が周辺の地域に事務局員を送って対

価を得るコミュニティ・ビジネスも成り立つ。 

・コミュニティ・ビジネスを財源とすることは不可

能ではないか。 

 

４．地域自治組織の財源と行政からの財政支援のあり方 

（１）地域コミュニティの活性化に向けた 

補助金等の基本的考え方 

◆調査検討委員会 

・交付金、補助金のどちらにするか考える必要があ

る。 

・地域自治組織は地域自治区的な組織ではなく、団

体同士の連携ができる仕組みづくりをめざすので、

地域への補助金の一括化（包括補助金制度）を示

すと地域団体が戸惑う。 

・包括補助金はいずれ政治的な決断が必要となる。 

・一部の人にしか資金が届かないシステムにならな

いよう工夫が必要である。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・地域が住民に役立つ活動をするのであれば、市も

そのための補助金を考えてほしい。 

 

（２）補助金等に関する課題と方向 

◆調査検討委員会 

・補助金は積み立てられないという問題がある。 

・既存の補助金のように使い道を制限されていると

使いづらく、どの地域も二の足を踏む。 

・地域が最も重要だと考える課題の解決に資金を使

うこともいずれ議論していくべき。 

・補助金は余った場合市に返納しなければならない

ので、交付金がよい。 

・補助金ではなく交付金にすれば扱いやすくなるが、

内部統制の仕組みをしっかり作って信頼性と根拠を

確保しなければならない。 

・要件を満たせば補助金を繰り越して基金に積み立

てられるようにしている他市事例もあるが、金額

が大きくなりすぎるという課題もある。 

・交付金化によって、積み立てることができれば、

今より建設的な考え方ができる。 

・既存の補助金が尐額なので一括化だけで財源確保

するのは無理ではないか。 

・公民分館長に対する報酬についても今後整理が必

要と思われる。 

・すぐに包括化するのは難しいが、既存の補助金が

残らないようにするべき。 

・市から事業委託を受けている団体と会費で自主活

動している自治会のつながり方、事務局の関わり

方が課題である。 

・今までの地域の経緯を踏まえ、大口の既存補助金
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（教育委員会、健康福祉部所管のもの）をそのま

まにして複数会計でやるほうが理解されやすい。 

・イベントの飲食費用や視察費用なども親睦という

意味で重要な役割を果たす。活動を縛り、使いに

くいものにならないよう配慮する必要がある。 

・補助金を自由に使えるということは、使う側の責

任が重くなるということ。運営をする責任も負う

ことを忘れてはならない。 

・頑張っている人は堂々と報酬を受け取ればよい。

その資金を他のものに使えるよう組みかえること

も考えられる。 

・今まで補助金を使えなかった活動にも使用範囲が

広げられる仕組みにしたい。 

・誘導型の補助金として地域づくり計画などの作成

支援補助が必要である。 

・人的・制度的支援をつくっても、实現化するため

の資金について触れなければ、はぐらかされたよ

うに感じる。 

・包括補助金よりも職員による人的支援のほうが有

効ではないか。 

・既存の補助金の一括交付ではなく、政策的に新た

な財源をつくることも考えられる。 

・縦割りになっている補助金の窓口の集約化を明確

にすべき。 

・事業に対して支出するのか、組織に対して支出す

るのかが問題となる。 

・プラスアルファの上乗せ分を弾力的に使えるもの

にしてほしい。 

・事務所費用や人件費等の運営助成をどうするか検

討が必要。 

・団体によって活動内容が全然違うので、補助金を

一度にまとめるのは難しい。一括化する前に、ど

んな地域をめざしてどんな活動をするのか、金額

も含めて時間をかけて地域で合意するべき。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・地域で資金をいかに有効に使うかがポイントだ。 

・これまでは市が活動内容や金額を決めていたが、

それを地域で自由にできるとなると市の各部局も

対忚に困る。 

・現在の補助金額がそもそも尐額であるので、それ

を再配分しても地域はあまり変わらない。 

・補助金は本来使う目的が決められているものであ

る。 

・地域団体に個別に出ている補助金の整理の方法が

ポイントになる。 

・地域団体への補助金は、全般的に見直すべきであ

る。 

・資金の問題になるとピラミッド型の仕組みになり

やすいので、慎重な議論が必要である。 

・既得権を主張するのではなく、正しいところに配

分することが重要。 

 

（３）地域自治組織の経費と財源 

◆調査検討委員会 

・公園の管理運営委託や指定管理者、道路清掃、学

童保育や保育所経営、市の広報誌配布などの事業

委託も考えられる。地域が公的サービスを担える

仕組みを考えたい。 

・常設の事務局、事務局員などの人材を地域が雇う

ための資金も必要となる。 

・地域づくり計画や地域カルテ作成の財源として公

民分館の経費が活用できる。 

・市民公益活動推進助成金や協働事業提案制度等の

活用も視野に入れて検討したい。 

・当面は今までと同じ配分であってもいい。住民自

らに決定権があることに意味がある。 

・補助金の配分は地域で合意すればこれまでのまま

でもよいが、無駄をなくすために地域で融通をき

かせるなど、必要なところに資金がいくように話

し合うことが大事である。 

・補助金は民間が行う事業のうち公共性が高いもの

を補助するものなので、委託事業との整理が必要。 

・地域活動を行う際の資金について、自治会費だけ

でなく校区福祉委員会の賛助会費の扱いについて

も地域で議論していく必要がある。 

・会費を設けると参加の可否や自治会活動と地域自

治組織の違いが分からなくなり、地域が混乱する

恐れがある。 

・地域自治組織が設立されると、地域の独自性や活

動内容は地域づくり計画にも掲載され、地域内で

合意のとれたものになっている。 

・補助金の配分については、将来的に地域自治区制

度のようなものをめざすというイメージがなけれ

ば進めにくい。 

・地域で補助金の分捕り合戦になる可能性が高いの

で、最初は今まで通りの金額を確保し、各団体の

活動を認め、話し合いながら徐々に変えていくべ

き。 

◆地域フィールドワーク・意見交換会 

・現在も市からの補助金は微々たるもので、地域ボ

ランティアは無償で活動しており大変である。 

・新たなニーズを解決するにはもっと多くの資金が

必要になるが、行政は責任を持ってくれるのか。 

・行政で対忚できない課題を住民のポケットマネー

で解決することが狙いなのか。 

・自治会の会費をこれからどう扱っていくのか。 

・配分等で問題が生じるおそれがあるので、地域自

治組織が結成されてもすぐに包括補助金を交付す

ることはできないのではないか。 

・地域自治組織が結成されても、既存の団体がその

ままであれば資金配分もこれまでと一緒になる。 

・現在市から使途が決められている資金の使い方を

変えられるのなら変えたい。 

 

第５章 地域自治システムの構築に向けて 

１．地域自治システムを実現していくために 

◆調査検討委員会 

・自立できない地域を放置するのではなく、市が積

極的に支援する姿勢を見せるべきである。 

・人件費も含めて、地域に渡していくもの（事業）

の仕分けが必要である。 
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