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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）６月５日（火）１９時００分～２１時１５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 ０人 

 公開しなかっ 

 た理由 
 

 

 出 

 

 席 

 

 者 

 委  員 
直田会長、乾副会長、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、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．会長・副会長の選任について 

２．平成 30 年度の取組みについて 

３．平成 29 年度市民公益活動推進施策の実施状況について 

４．地域自治組織の活動支援及び形成支援の状況について 

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１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）6 月 5 日（火）19 時 00 分～21 時 15 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、乾、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、副市長挨拶、委員の紹介。 

 

２．案件１ 会長・副会長の選任について 

資料 1：第 8 期豊中市市民公益活動推進委員会 委員名簿／委員会規則 

 

委員の互薦により直田委員を会長、乾委員を副会長に選任。 

 

 

案件２ 平成 29年度の取組みについて 

資料 2：平成 30 度市民公益活動推進に関する主な取組みのスケジュール 

 

資料に基づき事務局から説明。 

～質問等なし～ 

 

 

案件３ 平成 29年度市民公益活動推進施策の実施状況について 

資料 3：平成 28 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。 

 

副会長 

5 頁の助成金事業交付確定件数の推移を示したグラフにおいて、今年度の件数が未記載であるが、

推移はどうなっているのか。 

事務局 

今年度の助成金の交付決定は終えており、その件数は、４ページに助成予定件数として記載してい

るが、最終的な確定については今年度末となるため、確定件数の推移についてのグラフには未記載

である。 

委員 

助成金の支払いは、年度当初に行っているのか。 
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事務局 

原則的には、事業終了後に報告を提出いただき、助成金額が確定した後に支払手続きを行う流れに

なっている。なお、必要に応じ、事業実施前に概算払いを行って、事業終了後に精算手続きを行っ

ている。 

委員 

継続事業認証制度に関し、ロゴマークの例示のところに認証 No が記載されているが、No29 とあ

るのは 29 件の事業について認証したということか。 

事務局 

29 は年度を示しており、29 の後のハイフンの次に、当該年度の認証の番号を示すことになる。 

会長 

認証は何年間有効か。 

事務局 

助成終了の翌年度の年度当初から３年以内に申込みを行っていただくことになっており、認証の期

間は１回の申込みでその年度の末までとなっている。１回認証された後は、翌年度以降について、

２回かつ２年間、申込みが可能となっている。 

会長 

昨年度は、とよなか夢基金への寄付が約 760 万円ある一方で、助成金額が 114 万 9 千円となって

おり、助成額が少ないように思う。 

事務局 

昨年度は、亡くなられた方のご遺志による高額の寄付があり、それを除くと寄付の歳入予算額と交

付決定額は同規模の金額である。助成金交付に必要な程度の寄付を確保しながら、基金の残高が減

らないように努めていきたい。 

委員 

助成金の予算に関し、平成 31 年度における金額の変更はあり得るのか。 

事務局 

助成申込みの推移を勘案しながら、予算要求を行っていきたいと考えている。また、現在の助成金

制度に関し、必要であれば制度の規定内容に関して変更を行っていく可能性もある。その場合に

は、本委員会でご議論いただきたいと考えている。 

 

 

案件４ 地域自治組織の活動支援及び形成支援の状況について 

資料 4-1：地域自治の取組み校区の状況 

資料 4-2：地域づくり活動計画の策定状況 

資料に基づき事務局から説明。 

 

副会長 

新千里北町地域自治協議会で計画の策定等が進められている件は、今後の進展が楽しみである。こ

ういった形でカラー刷りのパンフレットになっていれば、夢が持てるように思える。地域で皆が関

心を持って取り組んでいけるような、魅力のあるものを用意していくことが必要であると思う。 
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委員 

庄内地域で小中一貫校の計画が進んでいるとのことであるが、他の自治体では学校が無くなって

も、地域運営組織自体は元の校区の範囲で作られていると思うが、庄内小学校の校区では小中一貫

校に統合された後は、地域の組織は新しい学校の校区の単位で形成する予定となっているのか。 

事務局 

魅力ある学校づくり構想の中で、小中一貫校を２校設置する計画となっている。まずは（仮称）北

校が先に開校する予定で、そちらは現在の小学校３校が対象となっている。小学校の再編にともな

って、公民分館等の地域組織をどういう形にするのかは、住民の皆さんの意向も踏まえながら検討

することになっている。また、公民分館については既に小学校区ごとに設立されているが、地域自

治組織については、３小学校区内においては野田小学校区のみ設立されている状態で、残りの２校

区では立ち上がっていないなど、地域組織ごとに状況は異なっている。 

委員 

地域の組織が３つ残ることになるのか、あるいは統合するのかについては、いずれもあり得るとの

ことか。 

事務局 

団体ごとに異なってくる可能性もある。 

委員 

大学のゼミとして南桜塚地域自治組織に関わりを持っており、学生と地域が一緒に防災訓練等を実

施している。地域と一緒に活動することの楽しさや意義を、学生が理解できるまで時間がかかった

ようにも思うが、地域において学生に対する信頼が形成されてきていると感じている。今後、次の

一歩をどのように進めていくのか、地域や事務局と相談をしていきたい。 

委員 

地域自治協議会に関しては、奈良市でも同様のことを実施しているが、自治会加入率が豊中市より

高い。そういった点で状況の異なる豊中市において地域全体を組織化する取組みを進めていること

について、関心を持っているところである。なお、新千里北町地域自治協議会における地域づくり

活動の策定に関し、主体や役割分担については、地域自治協議会と市との間でどうなっているの

か。 

事務局 

策定主体は地域である。市は計画づくりに関するアドバイス等の支援を委託しているコンサルタン

トとともに、ノウハウの提供等の支援を行っている。策定内容については地域の役員会で合意形成

が図られており、総会においても一定の合意形成が済んでいる。発行にあたっては、印刷の発注段

階にあり、７月に開催の地元での大きなイベントの案内と合わせて、校区内の全世帯に配布する予

定である。 

委員 

地域自治協議会を設立した新千里北町や東町の動きは知っているが、自分の地元の地域では地域自

治協議会が設立されていない。マンションも多く、社会福祉協議会でもそういった点について意識

されているようで、管理会社に働きかけを行ったらしい。ただ、返答が無かったところが多かった

ように聞いている。 
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副会長 

京都の都心部でもマンションが多いが、マンション居住者の地域組織への参加状況が良くなってき

ていると聞いている。だが、担い手になっているかといえば、まだそこには至っていない。福岡市

では、転勤での転出入の多い地区において、子育て世代が中心になって地域活動に参加が増えてい

る地区もある。マンションコミュニティに関しては、まずマンションの中で一定のつながりができ

ないと、外につながっていかないという２段階構造であり、マンション管理組織の活性化があっ

て、地域の付き合いに広がっていくことになる。 

委員 

豊中でも市民が主体となっている団体や、とよなか夢基金の助成金に申し込んで活動を展開する人

が増えているという点に興味を持っている。背負ったり、気負ったりせずに活動できる状況になっ

ていけばよいと思う。活動に参加することで、まちづくりのヒントにつながる何かを得られるので

はと思い、模索しているところである。 

委員 

自治会の加入率が減少傾向にあるとのことであるが、必要が無いからということで入らないケース

もあると思う。ただ、自治会関係での相談対応の件数が報告書に掲載されているが、自治会の加入

率が上がっていれば、市に相談することなく解決につながることもあると思う。地域で楽しいイベ

ントを用意して、それによって加入率が上がるということであれば、そういったイベントの実施も

一つの方策かもしれない。 

委員 

すでに組織化されている校区や検討で終わっている校区があると思うが、どういう状況でそこに至

ったか分かりにくい。地域自治組織に期待されているものはなにか。 

会長 

ひとつは、防災防犯を含めた「安心」、もうひとつは「楽しさ」、住んでいる地域が楽しくなるこ

と、課題解決につながること。あとは「ゆるやかなつながり」ではないか。 

副会長 

「親睦」「防災」「福祉」ではないか。組織の枠組みをつくることも必要であるが、市が地域へ地域

自治組織の必要性を伝えているかが重要である。また地域住民が集まり話す場所があって、その声

を伝えるところが地域自治組織ではないか。 

委員 

校区内で防犯、防災、防火の３つの取組みを進めている。豊中の南部地域で小中一貫校の計画が進

んでいるが、一番心配なのは、公民分館などの活動拠点。自治会では、月に一度、ふれあい喫茶を

実施している。他にも清掃活動など様々な活動を行っており、自治会から脱退する人は少ない状況

である。 

委員 

新千里北町地域自治協議会で作成されたパンフレットは、カラフルにまちのスポットを紹介してお

り、魅力を感じる。地域づくり活動計画の策定に向けたアンケート調査にある、今後の地域自治組

織に期待する活動の回答として挙げられたものや、計画策定において地域課題の解決に向けて掲げ

られた３つの項目は、どのように計画に反映されているのか。 
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会長 

アンケートの回答率が低いことも併せて聞きたい。 

事務局 

まず、そもそもアンケート調査を実施するか地域で議論があった。その中で、車止めペイント祭り

を実施するための合意形成を図ることが必要になり、計画策定に向けた質問も併せて住民アンケー

トを実施した。回答率が低かったことについては、アンケート回答期間が短かったことが影響して

いると考えられる。また、アンケートを回答するに至らなかったのは、地域自治協議会の取組みが

認知されていないこともひとつの要因として考えられる。 

次に、アンケート結果の計画への反映は、まず地域自治協議会の役員や運営委員が地域住民の意識

を把握することで、今後の具体的な取組みに活かされると考えている。また、地域課題としてあげ

られる「担い手不足」については、イベントに参加する人はたくさんいるが、活動を支える側の担

い手をこれから地域の中で育てる必要がある。「CHI-EN サポーター制度」は、自治会・公民分

館・校区福祉委員会など地域団体に属していない人が個人で登録し、できること・やってみたいこ

とを提案したり、身近にあることを手伝うもの。この制度を通じて、今後１０年のスパンで地域を

担っていく人材が育っていけばと地域は考えている。また、策定した計画をもとに、これからどの

ような取組みを行うか地域で検討している。 

委員 

自治によって運営し、活性化させるのは市民である。市民の自治に対する意識は、地域自治システ

ムと離れていると感じる。自治会長を務めているが、自治会の入会案内において、「自治会に入っ

ても明示できるようなメリットはない」と言っている。ただ、近隣住民は転勤で来た人が多いが、

「縁があって近くに住んでいるので一緒に清掃活動をしませんか」と案内している。また、地域自

治組織について、校区の中の既存の団体の集まりで運営されていることには疑問を感じている。 

委員 

豊中市内で活動するＮＰＯに所属し、住んでいるまちに目を向けるようになった。委員の皆さんの

意見を聞きながら、既存の団体と新しい団体がどのようにすればうまく繋がるのか考えていた。 

 

案件５ その他 

（1）協働事業市民提案制度に基づく市民提案について 

資料 5：平成 30 年度協働事業市民提案の状況 

資料 6：豊中市における「協働の文化」づくり事業概要 

資料に基づき事務局から説明。 

 

会長 

協働事業市民提案制度について、今年度、２団体が本申込みに至らなかったことだが、事前に担当

課へ確認することはできなかったのかと感じた。もしできないのであれば、市の情報公開が機能し

ていないのではないか。団体も調査能力があれば、違う提案になっていた可能性もある。 

また、豊中市における「協働の文化」づくり事業については、キックオフミーティングで「豊中市

における協働の今後」というテーマでお話しした。協働事業市民提案制度で申込みが少ない理由

は、制度自体に問題があるのではなく、制度以外の場所に協働できることがあり、自然発生的に始
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まることがあるのではないか。市のもっている膨大な情報を市民や企業が自由に使うことで、課題 

解決のしくみを作れるのではないかなどといった話をした。ワークショップでは、市の研修として

たくさんの職員が参加したこともあり、部局を超えた話し合いの中から、新しいものが生まれる可

能性を感じた。キックオフミーティングのあと開催された市と提案団体との検討会議では、協働の

しくみの検証について活発な議論があった。 

副会長 

協働事業市民提案制度については、提案団体が申し込んだ事業をコミュニティ政策課がサポートす

るのではなく、まずコミュニティ政策課で市民に問いたいことを考える必要がある。市の職員から

事業を提案できる勉強会などの場があってもいい。協働事業は市の事業でもあるため、市が積極的

に企画し提案団体とともに事業を動かすことで魅力が違ってくる。 

委員 

総合計画にある各部各課が実現したいものを協働事業として市民へテーマ出しをするといいのでは

ないか。 

 

 

（2）市民公益活動推進助成金事業について 

資料 7：市民公益活動推進助成金(平成 30(2018 年)度交付分)の決定内容 

資料に基づき事務局から説明。 

 

会長 

初動支援や自主事業のしくみについては、次回の実施状況報告書の検討のなかで議論したいと思

う。 

 

 

（3）（仮称）南部コラボセンターの建設について 

資料 8：（仮称）南部コラボセンターの建設に向けて 

資料に基づき事務局から説明。 

 

副会長 

地域自治を進めるうえで拠点機能は重要になる。地域が優先的に使える場所を作るべきである。 

地域住民が施設をどう活用するかデザインするうえでワークショップは一番重要である。 

 

事務連絡 

 ○平成 30年度第 2回市民公益活動推進委員会 

7月 10日（火） 市役所第二庁舎 3 階大会議室 19時から 

 

３．閉会 


