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会   議   録 

会議の名称 豊中市市民公益活動推進委員会 
 

開 催 日 時  平成３０年（２０１８年）８月２８日（火）１９時００分～２０時４５分 

開 催 場 所 市役所第二庁舎 3階大会議室（東・中央） 公開の可否 ○可・不可・一部不可 

事  務  局  市民協働部 コミュニティ政策課 傍 聴 者 数 １人 

 公開しなかっ 

 た理由 
 

 

 出 

 

 席 

 

 者 

 委  員 
直田会長、佐藤委員、関委員、荒木委員、熊谷委員、浜本委員、 

真鍋委員、嶋委員、下中委員、山田委員、吉岡委員、須戸委員 

 事 務 局 

 

山口部長、長坂次長兼課長、岩佐主幹、大和課長補佐、若松副主幹兼係長、 

小嶋係長、三上主査、清水  

議   題 

１ 平成２９年度施策実施状況に対する委員会評価について 

２ 地域カルテの作成について 

３ 部会の設置について 

４ 協働の取組状況調査について 

５ その他 

 

 審議等の概要 

（主な発言要旨） 

 

 別紙のとおり 
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平成 30年度（2018年度）第３回 

豊中市市民公益活動推進委員会 議事概要 

 

日  時 平成 30年（2018年）8月 28日（火）19時 00分～20時 45分 

場  所 市役所第二庁舎 3階大会議室（東・中央） 

出席委員 直田、佐藤、関、荒木、熊谷、浜本、真鍋、嶋、下中、山田、吉岡、須戸 （敬称略） 

 

 

議 事 概 要 

 

１．開会 

開会宣言、会議成立の確認、本日の案件及び資料等の確認。 

 

２．案件１ 平成２９年度施策実施状況に対する委員会評価について 

資料 1：平成 29年度施策実施状況に対する委員会評価(案) 

資料 2：平成 29年度豊中市市民公益活動推進施策実施状況報告書(案)  

資料に基づき事務局から説明。 

 

委員 

第 5章の推進体制の整備について、資料 2の 34頁に、新規採用職員対象の研修が記載されている

が、他市では若手職員が地域の活動に参加し、協働の取組みを学んでいる事例もある。協働事業や地

域での取組みを具体的に学ぶ機会となるので、対象を新規採用職員のみとするのか採用後一定年数

の職員とするのかはいずれでもよいと思うが、そのような取組みの導入も検討してはどうか。 

また、第 6 章の地域自治推進の取組みのところで、地域自治組織に対して専門的な知見から助言

等を行うアドバイザーが必要ではないかとのことを委員会意見として記載しているが、加えて、南

部地域に市民活動の支援施設が設置される場合には、地域自治組織の支援機能が必要ではないか。 

市民活動情報サロンに関しては、初動期の市民公益活動団体への支援の実施については、これま

での委員会からの意見も受けて実施されているが、ミドルステージの段階にある団体への支援につ

いては、実施状況等が把握しづらいと感じた。ミドルステージに進んでいる団体のステップアップ

を支援し、連携や協働の実施につながれば、豊中市の地域活性化や豊中市の市民社会への寄与とい

った効果があるのではないかと思う。 

会長 

 地域担当職員と一緒に若手職員が地域に出向くことについては効果があると思うので、実施して

いってもよいのではないか。また、市民活動支援施設に地域への支援の機能も持たせる点について

は、他市での事例が少なく、実施すれば先進的な取組みになると思う。市民活動情報サロンでのミド

ルステージの団体への支援はどうなっているか。 

 

事務局 

市民活動ジャンプフェスタやショーウインドーの活用による団体活動の PR の機会の提供や、サ

ロンの場で試行的に新しい講座等を行っていただくこと、助成金の情報等の提供、NPO法人化の相
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談対応等を行っている。 

委員 

ミドルステージにある団体のステップアップにおいては、単体での事業展開への支援だけではな

く、他の市民公益活動団体や地域団体、企業等とのマッチングといった面での支援を行ってほしい。

そのような点での支援が既になされているのであれば、成果を報告書の中で示していってほしい。 

委員 

市役所に勤めて２年目の職員が地域のデイサービスに研修として来るのを見かける。若い頃に地

域のことを肌で感じるのはよいことだと思う。 

第５章に関し、委員会からの意見の要旨の部分に、職員同士でアイデアを出し合う場を設けると

の記載があり、そのこと自体は非常によいと思うが、可能かどうかの点では難しいかもしれない。そ

れぞれの部署ごとに課題があり、その解決に向けて熱心に業務を進めていると思うが、所属してい

る部署以外の業務への関心は薄いのではないかとの印象を持っている。ただ、アイデアを出し合う

ところまではいかないかもしれないが、違う部署でどういったことが課題となっているのかを知っ

ておくのは良いと思う。 

会長 

委員会意見のところに、「部局を越えて」という文言を付け加えてもらったらよいと思う。職員に

は人事異動があり、それによって仕事の幅が広がっていく面があるように思う。 

委員 

市民活動情報サロンの事業の実績について、25頁に記載の相談内訳のところで、実際に活動して

いる人からの相談対応がなされているのはわかったが、新たに何かをやってみたいと思う方に対応

した実績がどのぐらいあるのか見えづらい。市民活動とボランティア活動の切り分けは明確ではな

いところがあり、ボランティアセンターは別途設置されていると思うが、関心をもって一歩踏み出

したいという人に対する相談実績が報告書に出てきていないのでわかりにくい。そのような対応が

あれば記載していってもらいたいし、無いのであれば増やしていってほしい。 

会長 

 団体になる前の段階での何かしたいという人への相談対応も含まれているのか。 

事務局 

 含まれている。また、ボランティアをしたいという人への対応も行っており、ボランティアセンタ

ーへの紹介も含めて対応している。それから、これから活動を始めようとする方を対象とした団体

ジュニアというものも設けている。 

委員 

26頁の高校生向けのものについて、実施していることはとても良いと思うが、１回のボランティ

ア参加だけでは動機付けや関心の広がり、楽しさを感じるといったことは難しいと思う。連続講座

といったものになっているのかどうか。振り返りや反省会等もあった方がよい。 

 

事務局 

のべ 147 人という参加実績の大部分が、府立豊中高校の志学(こころざしがく)のカリキュラムで

ボランティアに参加したものである。同校ではカリキュラムの中で、２年生全員がボランティアに

参加することになっており、参加が１回のみで終わった人もいると思うが、団体や市民活動情報サ
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ロンとのつながりができたことで、継続してボランティアに関わる事例もあると聞いている。 

また、同校の生徒からの口コミで別の高校に通う生徒がサロンからの紹介を通じてボランティア

活動に参加したということもあった。 

高校生が活動に参加したことの振り返りを行うことは大切であり、豊中高校でも感想文を書いて

振り返りを行う機会を設けていると聞いている。また、団体のほうでも、参加した学生に感想を書い

てもらったりしているところもある。サロンとしても、学生がどういった体験をして成長したか、振

り返りを行うことが必要かもしれない。 

委員 

株式会社等が社会貢献としての寄付やＣＳＲ、ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスとい

ったことについて、市民活動情報サロンに相談に来られたケースも実績に含まれているのか、次回

でよいので教えてほしい。 

事務局 

ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスや、ＣＳＲといったものへの相談対応件数は、市民活

動情報サロンからの報告では少ない。市内であれば、蛍池にある起業チャレンジセンターに相談に

行かれる方が多いのではと推測している。 

委員 

協働事業市民提案について、件数がなかなか伸びないということであるが、これまでの協働事業

市民提案制度を活用した取組みで、団体が市に協力することになったきっかけは何だったのか。市

から呼びかけていた部分もあるのかもしれず、それが最近枯渇してしまっているということもある

のかもしれないとも思う。市と団体をうまく結びつけるという点で、担当としてどのように考えて

いるのか確認したい。 

会長 

団体へ協働事業実施の掘り起こしにいくということはあるのか。団体との癒着にならないように

する必要はあるが、広報を十分に行う必要がある。 

事務局 

現状としては、事業の掘り起こしについてはほとんど行っていない。現在、協働事業市民提案制度

を活用した事業として市民公益活動団体と協働で、協働の仕組みをどうしていくかについて、分析

等の取組みを進めている。その進捗を、今後委員会で報告していきたい。 

会長 

本日出された意見を、委員会からの評価・意見に加筆していきたいが、修正について私のほうで事

務局と調整し、まとめさせていただくということでよろしいか。 

全委員 

異議なし。 

 

案件２ 地域カルテの作成について 

資料 3：（仮称）地域カルテの作成について（案） 

資料に基づき事務局から説明。 

委員 

 いろいろな部署で閲覧できるものになるとのことであるが、単に情報を知るだけのものなのか、
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対応した履歴を共有するものになるのかどうか。例えば、地域包括ケアシステムであれば、医療や福

祉などの専門職員が個人の情報を共有するための共通のカルテを持ち、お互いが情報をカルテに書

き込む仕組みがある。地域カルテを行政内部向けに作成するということであるなら、データは５年

更新であるとしても、各課が地域で対応したことについては随時書き込んでいけるようにすれば、

使いやすいものになるのではないか。例えば、各課が自治会との対応を記録することで、現場の情報

を行政内で共有するツールになるのではないかと思う。 

会長 

 本体システムの基礎のデーターベースに各課が書き込みや更新を加えると、メンテナンスしにく

くなったり、混乱が生まれたりする可能性があるので、サブシステムとして各課の情報を書き入れ

て共有するという方法もある。後でシステムに追加するとなると難しいこともあるので、設計時に

検討したほうがよい。 

委員 

 活用が無く作成が無駄になるといったことがないよう活用方法等を検討する必要がある。実際に

使ってうまくいっているところの人から話を伺い、講演会を企画し、「役に立ちそうだ」と、思った

人がいる自治会で作成すればよいのでは。全部の地域を一気に作ってしまうものなのか。 

会長 

 地域の有志ではなく、職員が作成する予定とのことであり、１か所の地域のみ作成ということで

はなく、各地域のカルテを作成して、市内の各地域についての相互比較というのは大切。また、作っ

てすぐに何かに有効というものではなく、何か課題が出たときに活用できるものであると思う。名

張市では、地域で活用してもらうために作成していることもあって、地域ごとに研修会を行って、使

い方を学んでもらい、地域の人が活用していくというようにしている。ただし、すぐに効果が出るよ

うなものではない。企画時に、高浜市等、先進事例をヒアリングしてみれば参考になるのではない

か。 

委員 

 作成の目的のひとつに、「地域の現状を具体的に把握する」ということが書かれている。参考の名

張市で作成されたものを見ると、産業の項目でのデータは、産業別の事業者数や従業員数等であり、

これだけでは地域の現状の把握にはあまりつながらないのではないか。地域の現状把握につながる

ような項目を入れていってもらえればと思う。 

会長 

産業は地域にとっても非常に重要な意味をもつ。金融機関や商店の場所といった情報もカルテに

載せ、施設へのアクセスについて把握できるようになっていれば、高齢化における買い物難民とい

ったことについて検討する場合にも活用できる。 

委員 

 数値的なデータだけではなく、分布や位置関係等のデータも重要であると思う。  

委員 

 地域の中での分布の偏在等が把握できるような地図データが必要であると思う。それから、完成

した後、どんなふうに公表されたり、活用されたりするのか。 

事務局 

 当面は、行政内部で共有データとして活用していく予定。また、地域にとって有効なものは、地域
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に提供して課題解決のために活用していただきたいと思っている。各部局で把握しているデータを

提供してもらって作成していく上で、地図データ等も含めながら見やすいものに更新していきたい。 

委員 

 各部署で持っているデータが共有できるということで、是非作成してもらいたい。また、集めたデ

ータをどのように活用するかについて、分野やテーマの切り口でみたときに、課題の検討等で使え

るデータが整備されていればと思う。現在、縦軸をそろえている段階だが、今後、横軸としてどうい

ったものを含めていけば、議論の土台として活用できるか考えていくことが重要。ハザードマップ

や震度の揺れの予測等のデータも、精査されるときに入れてもらえれば。 

会長 

 データを活用するためのガイドブックやガイドラインといったものも必要である。また、名張市

では、データを追加するためのマニュアルを作っている。 

委員 

 初年度は何地域分を作成するのか。 

事務局 

それも含めて検討していく。 

委員 

 地域自治協議会を形成している地区から作っていけばどうか。自分の住んでいる地域のことでも、

具体的な数値等は知らないことがあるので、客観的に見ていけるのかもしれない。 

事務局 

最終的には全地域の分を作っていきたいが、一度に作成するのは難しい。作成においては、職員が

地域の人と話をしながらデータを集め、カルテに含めていきたい。また、全ての項目のデータがすぐ

に入手できるかどうかについては難しい面もあるので、徐々に足していくというやり方をとってい

きたい。 

会長 

 地域の住民さんと、抽象論ではなく、具体的なエビデンスを活用して議論するということにも大

きな意味がある。それから、一つの校区の中でも、地域差があるので、そういう部分を見ていくこと

も大切。地図データを盛り込むといった点については、フレームの設計時点で考えておいた方がよ

い。 

 

案件３ 部会の設置について 

（１）市民活動情報サロン受託団体審査部会の設置について 

（２）市民公益活動推進助成金審査部会の設置について 

 資料 4：審査部会の設置について（案） 

資料に基づき事務局から説明。 

 

会長 

市民活動情報サロンの管理運営の受託団体の選定に関する審査部会及び助成金審査部会につい

て、設置が必要と考えるが、設置することでよろしいか。 

－異議なし‐ 
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それでは、サロン受託団体の審査部会と助成金審査部会を設置することとする。 

サロン受託団体の審査部会について、「学識経験者」から１人、「公募市民」から２人、「市民公益

活動団体の代表」から１人の４人の部会にしたいがよろしいか。 

－異議なし‐ 

 

助成金審査部会について、「学識経験者」から１人、「公募市民」から１人、「市民公益活動団体

の代表」から２人、「事業者の代表」から１人の５人の部会にしたいがよろしいか。 

－異議なし‐ 

 

昨年度も設置していた助成金審査部会のほうからお願いしていきたい。学識経験者から関委員、

公募市民から熊谷委員、市民公益活動団体の代表から山田委員、吉岡委員、事業者の代表から須戸

委員にお願いしたい。 

－各委員 承諾－ 

 

部会長については、山田委員にお願いしたい。 

－山田委員 承諾－ 

 

次に、サロン審査部会において、私のほうで審査部会の部会員と部会長をつとめ、その他の部会員

について、公募市民から荒木委員と真鍋委員、市民公益活動団体の代表から嶋委員にお願いしたい

が、よろしいか。 

－各委員 承諾－ 

 

部会員になられた委員の皆様、よろしくお願いします。 

 

   

案件４ 協働の取組状況調査について 

 資料５：協働の取組状況調査の結果について（案） 

 

資料に基づき事務局から説明。 

 

委員 

協働の段階の項目で「協議無し」との回答になっている事業があるが、協働で実施している

ものであれば何らかの形で協議はあると思う。行政内の共催事業においても、協議無しとなっ

ている事業があるが。 

事務局 

大阪府の調査をベースにして組み立てた調査であり、市民公益活動団体と一緒にやっている

ことで調査回答に含まれている事業もあり、協働の段階として、いろいろな形態のものが混在

している。その点について、整理が必要との認識はある。 
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委員 

本来の意味の協働事業であると思われるものでも、協議無しと回答されているものも見受け

られる。この結果が公表されたときに、協議を行っていなくても協働事業に含まれると思われ

る恐れもあるので、気にかかった。 

委員 

どの分野をどの部局が担当しているかについて、資料から明確には見えてこないため、部局

と担当分野との関連について確認したい。 

事務局 

活動の分野として２０の分類をおいているが、これは NPO法人の分類の沿った区分である。

どの部局がどの分野を担当しているかについて、明確に対応しているものではない。 

委員 

部局別で、活動の分野についてのクロス集計があってもよいのではと思う。 

委員 

部局ごとに協働で実施することの意味が異なるのではと思われるので、単に協働事例の割合が上

がればよいというものでもなく、この調査結果をどのように活用するのか気にかかった。全く何も

していない部署があれば、こういう事例もあるということで調査結果を使えるかもしれないが、協

働についてそれよりも進んだ段階に関しては、この結果をどう活用できるのか。その点が検討課題

であると思う。 

 

案件５ その他 

事務連絡 

 ○平成 30年度第４回市民公益活動推進委員会 

  日時：10月 5日（金）19時～  

会場：豊中市立福祉会館   

○市民活動ジャンプフェスタ 

日程：9月 8日（土）12時～ ※雨天時は 9月 15日（土）に延期 

場所：きたしん豊中広場（豊中駅前人工広場） 

○地域自治フォーラム 

日程：9月 9日（日）13時～15時 30分 

場所：豊中市すこやかプラザ 

     ※子ども服リユース（共催事業）を 15時 45分～16時 30分に開催 

 

３．閉会 


