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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２９年（２０１７年）７月７日（金）１９時００分～２１時００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、石川副会長、乾委員、石濵委員、山田委員、佐々木委員、 

吉岡委員、吉田委員、須戸委員 

 事 務 局 

 

松田部長、山口次長、岩佐主幹、大和課長補佐、若松副主幹兼係長、 

小嶋係長、上田主査  

議   題 

１．平成 28 年度市民公益活動推進施策の実施状況について 

２．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 29年度（2017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 29 年（2017 年）7 月 7 日（金）19 時 00 分～21 時 00 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、石川、乾、石濵、山田、佐々木、吉岡、吉田、須戸 

（欠席：佐藤、林、下中、村上、）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 28年度市民公益活動推進施策の実施状況について 

（１）市民公益活動推進施策についての評価について 

①評価のとりまとめ方法とスケジュールについて 

資料 1：評価のとりまとめ方法とスケジュール 

資料に基づき事務局から説明。 

 

委員 

報告書が完成し、市民に公開されるのはいつ頃になる予定か。 

 

事務局 

10 月開催の市の協働推進本部会議で確定するため、11 月開催の第５回委員会で報告するのとほぼ同じタ

イミングで報告する。 

 

委員 

報告書の初めのところに、「市民の皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。」と書かれている

が、市民から意見や感想が出された場合には、この委員会にフィードバックしてもらえるのか。本日の資

料に記載されているスケジュールでは、その点が把握できなかった。 

 

事務局 

市のホームページ等で実施状況報告書をご覧になられた市民から、意見や感想が寄せられた場合には、

委員会に報告する等対応する。 
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②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)について 

資料 2：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。 

 

【１ 市民公益活動への助成】 

副会長 

助成金の公開プレゼンテーションの際、プレゼンのために来場した各団体間でつながりを持つことがで

きた、という話をよく聞く。公開プレゼンテーションや事業報告会等が、各団体にとってそのような場に

もなっていることを、報告書にもう少し書き込んでもよいのではないか。トピックスのところや、7 頁の

四角で囲っているところなどに書き入れていけばどうだろうか。「同じような活動をされている団体さん、

もしくは全く異なった取組みをされている団体さんとのコラボが始まっています。」という点も追記すれ

ば、もう少しわかりやすい記載になるのではないかと思う。 

 

会長 

平成 29 年度の交付決定件数が 9 件で、交付決定金額が約 131 万であり、平成 28 年度については交付金

額が 97 万円となっている。助成金額が多ければ良いということではないが、豊中市の規模にしては金額

が少ないのでは、との思いがある。もう少し規模の小さい市でも、市民公益活動への助成金額が、豊中市

の数倍の実績となっているケースがある。財源としている基金への寄付金額が低調というわけでもない。

助成金の審査については厳正に行っており、仕方の無い面もあるが、調査結果を分析して傾向をつかみ、

課題解決につなげていただければと思う。 

 

事務局 

市民活動情報サロンにおいて、助成金の申し込みに対応するための交流会や個別相談会を開催している。

活動初動期の団体にもできるだけ応募していただきやすいよう工夫しており、課題を踏まえ対応を進め

ていきたい。助成金の原資となっている基金について、寄付件数は着実に増えているので、有効に生かせ

るように努力していきたい。 

 

副会長 

審査では交付・不交付をはっきり決めないといけない。できるだけ交付にもっていきたいとの思いを持

ちながらも、基準に照らし合わせた結果、不交付にせざるを得ない事業も出てくる。ただ、基準を緩める

のかというと、そこはやはりきっちりと事業を進めて欲しい思いもあるため、厳正にみていく必要があ

ると思っている。そのことについては、審査に関わっていた他の委員さんも実感されていると思う。個人

的には、以前よりも、地域課題に関わって何かをしたいという団体が増えている気がする。以前はあまり

地域課題が明確ではないまま、助成金に応募された団体が多く見受けられたが、最近は、自分たちの活動

内容と地域課題の解決がリンクしていて、それをしっかりと見せようとしている団体が増えたように感

じる。市民活動情報サロン等でサポートしていることの成果だと思うので、今後もしっかりと地域課題

が何か、それに対して自分たちが何をやりたいか、ということを明確にして、助成金を活用しながら、継

続的に活動を行っていける体力のある団体が増えていくようサポートをお願いしたい。 
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委員 

私も審査委員を経験させていただいて、石川副会長と同感である。市民公益活動推進助成金となってい

るが、助成金の付随するところをもう少し PR したほうがよいのではないか。金額的に交付総額が少ない

という点は、確かにそのとおりであるが、応募された団体も、仮に結果が不交付になったとしても、応募

することで、他の団体との連携や市民活動情報サロンの個別相談、マネジメント講座等の活用につなが

っているので、そういったことを含めてこの助成事業が有効なものになりつつあると思う。金額や件数、

助成先の活動内容だけでなく、助成金に申し込んだことの波及効果の部分についても実態を調査して報

告書に記載すると、助成制度の意義が見えるとともに応募してよかったとの実感につながっていくと思

う。 

 

会長 

アウトプットだけではなく、アウトカムが明確になると意義が高まるということ。 

 

委員 

２年間審査に携わった中で、自主事業コースで申し込まれた事業の中に、これは初動支援コースの内容

のものでは、と思われる事業が多数あった。事務局で最初に精査し、アドバイスしたらどうか。助成金説

明会の時、申込予定団体の人たちが交流している様子を見て、この段階で皆さんが名刺交換をしている

のは素晴らしいと思った。 

 

会長 

団体が横につながるなど波及的な成果もあるということであれば、報告書に載せてもよいかと思う。 

 

 

【２ 市民公益活動基金＜とよなか夢基金＞】 

委員 

市民公益活動基金への寄付については、ふるさと納税制度の対象外となっているのか。 

 

事務局 

対象となっている。 

 

委員 

その旨も明記したほうがよい。 

 

事務局 

章のタイトルを記載した頁で少し触れている。なお、基金のリーフレットでも、ふるさと納税制度による

控除等についての説明を記載している。 
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委員 

返礼品のことが書かれていないようだが。 

 

事務局 

平成 29 年度・30 年度については、本市が「高校野球の発祥の地」ということで、関連写真を使用したオ

リジナル切手や、日本高等学校野球連盟や朝日新聞社と協働して作成した記念ボール等を返礼品として

設定している。それに関して市から報道機関への発表を行い、新聞にも掲載される予定と聞いている。 

 

委員 

今月の広報誌にも、高校野球発祥の地記念グッズを返礼品としていることが載っていたので、こちらの

報告書でも触れたほうがよい。 

 

委員 

寄付拡大の取り組みについて、件数については数字が伸びている。どういった取組みの効果か。 

 

事務局 

平成 28 年度は、豊中ライオンズクラブからの寄付や、イベントの際にチラシを配布するといった取組み

により、増えたと思う。また、27 年度については大口の寄付として 200 万円をいただいたが、28 年度に

ついては新規で大口の寄付をいただいたわけではない。 

 

 

【３ 市民公益活動団体との協働】 

会長 

17 頁の提案公募型委託制度での平成 28 年度実績の表について、「こども日本語教室」の事業は委託先の

欄に記載が無いが、事業が未実施であったということか。 

 

事務局 

担当課に確認したところ、当該事業については、応募団体が審査で基準点を満たさず、委託先として決定

に至らなかった。その後、改めて募集をかけたところ、複数団体から提案の提出があり、委託先が決まっ

たということで、そちらを表の中で５つめに記載している。 

 

委員 

同じ表の中で、上から１段目（豊中まつりにおける消費者啓発事業）と２段目（小・中学生向け消費者教

育出前教室）の事業については委託先が決定されたように記載されているが、なぜ公開プレゼンテーシ

ョンが未実施なのか。 

 

事務局 

担当課に確認したところ、担当課で作成した実施要領に、１団体しか応募がなかったときには、公開プレ



 

6 
 

ゼンテーションを実施しないこともあるとの記載を行っていたとのこと。これまで受託実績のある団体

1 団体のみからの応募であったということで、プレゼンテーションは実施しなかったとのことである。制

度上は若干イレギュラーな手続きをとったことになる。 

 

委員 

16 頁に記載されている提案公募型委託事業の手順では、たとえ応募が１団体であったとしても公開プレ

ゼンテーションの審査を実施するというように制度的にはなっている。それなのに、未実施の事業が２

つもあるというのはおかしい。プレゼンテーションを実施すれば、企画案の内容などを見に来る人があ

ったかもしれないので、公開プレゼンテーションはやるべきであった。 

 

会長 

おっしゃるとおり、公開プレゼンテーションは実施すべきであると思う。単なる委託であれば、その時の

規則にのっとってやればよいが、提案公募型委託制度を活用する以上は、実施しないといけないのでは。

知らない間に委託先が決まっていたということであれば、不透明ということになる。 

 

事務局 

これまで提案公募型委託制度によって委託先を決定したものについては、すべて公開プレゼンテーショ

ンを実施していたと思っていた。担当課レベルで作成した実施要領で、プレゼンテーションの省略を独

自に決めていたようだが、提案公募型委託制度にのっとっていないということになり、一般的な随意契

約での委託となってしまっている。 

 

委員 

制度で決められた手順を省略した方法で委託先を決定した事業がこの報告書に記載されていることは、

好ましくない。 

 

会長 

１つめと２つめの事業については、制度に則っていないということで、提案公募型委託事業の実績から

は外すということも考えなくては。 

 

委員 

これらの事業を報告書に記載しないということは可能か。この制度での予算を使っているのでは。この

事業に則ったときには、少なくともコミュニティ政策課を経由するといったことや、コミュニティ政策

課が一定の管理を行うといったことがないと、今回のような話はいつでも起こることになる。起こって

しまった話をどうこうする必要はないが、事業の流れの問題であり、改善しておかないとまた同じこと

が起こり得る。 

 

会長 

各課が独自に手順を作ってしまったということは、ある意味問題であり、この制度から別の制度に切り
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替わったということにならないか。 

 

事務局 

ちなみに、表記載の１段目の事業では、豊中まつりの会場で行う消費生活の啓発事業について公募した

もの。今年度は、この事業自体がなくなった。通常の委託において、募集に対して一団体しか応募が無か

った場合に、その団体と随意契約を結ぶということはよくある。ただ、提案公募型委託制度を使って委託

先を決定していくにあたっては、制度で定められた手順に沿って行う必要がある。なお、予算自体は、提

案公募型委託制度を使った委託についても、一般的には担当課の予算で執行となる。制度の手順どおり

に実施されているかどうかについて、少しチェック漏れになっていた。今後、この制度に則って実施する

ケースには、制度の流れを十分説明していきたい。 

 

委員 

行政内部で縦割りになっているということがいつも言われていて、そこに横串の形で「協働」ということ

が入っていっているが、行政の窓口が一本化されていないと、こういう話は常に起こり得る。市民からの

申請書を通すときは、この部署のチェックが通っていないと他の部署に申請が通らない、といった制度

を厳密に作っているが、行政内部の話としてはあまりそういう仕組みにされていない。コミュニティ政

策課が市民活動や協働について管轄するのであれば、本来は業務の流れをきちんと作るということとし

て、今の話を整理しておかないといけないのではないか。 

 

会長  

この制度にのせたものとするのか、各課が各自で実施の協働事業の形式をとるのか、どう整理するのか

に関わってくる。制度での実施のほうは縮小して、協働事業の実施を各課に任せるのかどうか。この制度

にのせるほうが、公開プレゼン等により透明性が出てくる。各課で独自に行った分については、市民から

は見えない部分が出てきてしまう。その辺りをどう整理するのかに関わってくる。今後、このルートにの

せるのであれば、きちんと運用しないといけない。 

 

委員 

この制度にのせたものならば、少し好ましくないが報告書にはこのまま載せておくということがよいの

では。 

 

 

【４ 推進環境の整備】 

委員 

24 頁に記載の、市民活動情報サロンの利用状況の表中にある「交流促進事業」について聞きたい。単体

ではできないことを、連携しながらやっていくという時代であるが、この事業において、どういった成果

があるのか。成果があるのならば、交流促進事業の中から協働での事業を企画実施するときに、場合によ

っては行政が入ることによって、さらにパワーアップした事業ができると思う。そういうことが、今回協

働事業市民提案にあったように、協働の文化を作っていくひとつにもなるのではないかと思う。この辺
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のところはどうなっているか教えてほしい。 

 

委員 

市民活動情報サロンに行きやすくなったのは事実。サロンでの交流事業に参加させてもらい、そこでい

ろんな人とコラボし、企画案をプレゼンさせてもらったりした。活動への思いを持った人たちとつなが

ったりできる。思いが強すぎてまとまりにくいことや、協働で実施するにあたって、場所や拠点というこ

とに悩む部分もあり、実現するには難しい点もあるが、サロンでは、書類の書き方やプレゼンの仕方等、

いろいろな講座を継続して開催してくれ、応援してくれるので、これから形になって、成果が出ていくの

ではないかなと実感した。 

 

委員 

今回の協働事業市民提案で、協働の文化づくりについての提案が出されたが、提案制度の中で進めるだ

けではできないと思う。複眼的な形で協働の文化づくりをしていく必要があり、サロンでの交流促進事

業も、協働の文化づくりに貢献できる事業ではと思うので、その辺りについて、事務局としてどうお考え

になっているかを聞きたい。また、担当している中間支援組織から成果報告みたいなものを聞かれてい

るかということもお聞きしたい。 

 

事務局 

交流促進事業のひとつであるジャンプフェスタにはいろんな団体が参加され、とよなか男女共同参画推

進センターすてっぷやとよなか国際交流センターの催しも同時開催されているので、いろいろなつなが

りを持つことができていると思う。また、各施設の運営を受託している中間支援団体が構成メンバーと

なって、共同デスクという集まりの場を設けている。また、サロンで開催される交流サロンにおいて、参

加した団体同士での交流が深まり、互いが得意な分野でフォローしあったりする場面も見られている。 

 

委員 

交流促進事業というのはジャンプフェスタ事業のことなのか。 

 

事務局 

ジャンプフェスタと交流サロンの事業が、交流促進事業の中に含まれている。 

 

委員 

見えないところでネットワークを組んで活動されている部分もあると思うので、確実に把握できないこ

とも当然あるだろう。また、中間支援組織が関与しているケースもあれば、関与せずして協働につながっ

ているケースもあり、そこに行政も関わってもらったほうがやりやすい部分があるときは行政も関わっ

て、といった具合に、自然なネットワークづくりができるということが、豊中の協働の文化づくりだと思

う。そういう視点でこの事業もとらえてもらえるとうれしい。また、そこにはマネジメントも必要になっ

てくるので、中間支援組織において、マネジメントについての役割をしっかり果たしていただきたい。そ

ういう総合的な形で考えていくということで、交流促進事業を軸とした形で、市民活動情報サロンが、市
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民活動団体だけではなく企業や地域の方々など、みんなが集えるような場となり、そこに行政も参画し

ていくようなネットワークづくりができればと思っている。 

 

会長 

いろいろな人や団体がつながることが、すぐに協働につながっていくかどうかはわからないが、協働の

きっかけにはなる。サロンでどこまでできるかはわからないが、企業や行政が参加するようなプラット

ホームができてもいいな、という期待を込めての意見だと思う。それから、「10 代のためのグローバルア

クティビティ」については、参加校のひとつである府立渋谷高校は池田市内の学校であるが、豊中市外か

らも来てほしいとの声があるということか。 

 

事務局 

渋谷高校については、担当される先生との直接的なつながりがきっかけである。 

 

会長 

非常に広域的な活動でよいと思う。それから、4-2 情報発信のところで記載されている『ちいきのわ』と

いうのは、以前、提案公募型委託制度により委託先を募集していたもののように思うが、報告書にそうい

った点について載せていくのもよいと思う。若い女性やお子さんのいるお母さん達の団体には、即戦力

をもっている団体もあるので、そういった団体等、いろいろな力を活用できればよいのではないか。 

 

 

【５ 推進体制の整備等】 
副会長 

庁内の中でもいろいろと対応をとられ、会議も開催されているということだが、報告事項ではなく、各部

局からの協働に関する相談や意見については、どこで聴取されているのか。 

 

事務局 

課長級の会議である幹事会で、協働事業に対しての意見等があれば発言するよう伝えている。また、協働

事業に関する制度の活用等について、個別にコミュニティ政策課の職員に各課から相談があり、対応を

行っている。協働事業の調査でのヒアリング時にも、各部局からいろいろとご意見をお聞きしている。 

 

副会長 

こちらが進めていきたいことだけではなく、各部局側で、提案制度や協働事業に対する意見や思いなど

を吸い上げる体制を整えるということも、推進体制の整備の一つではないかと思う。事業実績の報告も

重要だが、いろいろな意見を吸い上げ、推進体制につなげていく点についても報告書に加筆したほうが

よい。 

 

事務局 

協働についての庁内向け広報紙（きょうどう通信「協 Do」）を昨年度から発行している。ビジュアル重視
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で読みやすいような内容にしている。協働事業に携わっている職員に取材をし、職員の顔が見えるよう

な紙面づくりを行っている。庁内の意見を吸い上げるというご意見をいただいたが、取材の中で、事業に

関わっている職員の意見等を聴取できれば、との狙いも持って進めている。 

 

委員 

実質的な業務の流れの問題に関わる話に関し、協働推進本部会議の設置の意義をもう一度きちんと考え

ていく必要があるのではないだろうか。考え方を整理するといったことではなく、具体的に行政での業

務の流れといった辺りに切り込んでいくのが、協働推進本部会議に副市長レベルが関わっている意味だ

という気がする。 

 

会長 

おっしゃるように、その制度がどこに位置付けられるかという議論は、本部会議で取り上げないといけ

ないのでは。本部会議に委員会の議事の要旨は伝わっているのか。 

 

事務局 

委員会の議事自体は公開されている。また、この委員会で出された意見については、各部局におろしてい

る。 

 

会長 

本部会議の委員の方にも伝わっているのか。要旨だけでも伝わっていればと思うが。 

 

事務局 

要約的な形では伝えているが、伝えていく方法等も検討していきたいと思う。 

 

会長 

全庁的な課題については、全庁的な場で議論していただけるとありがたい。 

 

 

【６ 地域自治推進の取組み】 

委員 

豊中市内の 41 の小学校区において、地域担当職員が 3、4 校区ずつ担当して状況把握等を行っていくよ

うな体制はまだないのか。 

 

事務局 

校区ごとに担当職員を割り当てるようにはなっていない。 

 

会長 

ブロックに分けて担当を決めているのか。 



 

11 
 

 

事務局 

地域自治に取り組んでおられる校区や、検討会の立ち上げ等の地域自治組織設立に向けた動きがある校

区については、コミュニティ政策課において担当職員を配置している。ただ、公民館では 41 小学校区全

ての公民分館に担当をつけていることからも、様々な団体の所管課や関係課と連携しながら、情報交換

を行ったり、職員が様々な行事や会合に出かける中で、未実施の地域との関係づくりを進めているとい

う状況である。 

 

委員 

長い目で見れば、まず各校区の状況を把握するということが非常に大事。地域で協議会を作るというこ

とについて、41 も校区があれば、全てにおいて底上げしていくことは非常に難しい。進まないところは

そのままになってしまう可能性があり、アクティビティを少しでも高めようと思ったら、地域にどんな

種があるかということを掴んでおかないといけない。トータルに校区全体を束ねる組織は無くても、何

か取組みをされているかもわからないし、市民活動といわれる中にも地域課題とリンクしてきている部

分があって、種として動き始めているところもあるかもしれない。そういう状況をどう掴むかというこ

とが、一番大事な話のような気がする。そういった情報は、この報告書には入ってこない内容だが、地域

自治推進の取り組みにおいては、それぞれの校区ごとの状況を把握することがすごく大事なこと。もう

ひとつ、市民公益活動推進助成金に、地域の姿が一切見えない点が気にかかる。他の自治体では、お祭り

や川遊びなどの地域の事業が助成事業となっているが、豊中市ではそういった事業での助成実績が無い

から、助成金の件数が少ないのかなと思う。小さなところでコツコツと活動している団体に、助成金の制

度があることを伝え、関係をもっていくようにできれば、お付き合いもできるし信頼もされ、そこが種に

なっていく。その後、時間や手間はかかるが、活動団体の育成といったことにつながっていく。そのよう

な流れをうまくつくれないか。すぐには難しくても、市民公益活動推進助成金のところに、そういう事例

を載せ、町内会でこんなことをするという場合に助成制度に申し込んでもらっていいですよ、と伝えて

はどうか。 

 

事務局 

とよなか夢基金を活用していくことについて、実績としては防災マップの作成という校区での取り組み

に助成した。また、ある校区のわんわんパトロールの取組みに対しても、当時は先駆的な取り組みという

ことで助成したことがある。地縁組織に対する支援のひとつとして、助成金を活用していただきたいと

いう思いで、チラシ等にも事例をのせて PR をしたところ、説明会には何件かの地縁組織が来られていた

が、申込みは１団体のみであった。なぜ申込みに至らなかったのか尋ねたところ、「年度末頃の時期に助

成金の説明会や申込みの締切りを設定しているため、地縁団体では年度末は総括の時期のため予定があ

わなかった」とのこと。課題であると認識している。指摘にもあるように、地縁型団体が助成金制度を使

って地域の活性化につなげていただければと思うので、調査検討していきたい。もう一点、各校区の掘り

起しといったことについて、地域担当職員を配置しているが、職員数の関係で、すべてに対応するのは難

しいのが現状。校区福祉委員会や公民分館があり、ブロックごとにかなり細かく地域の状況を把握して

いる。そのような各種団体とコミュニティ政策課が情報共有を行ったり、ネットワークを組んだりする



 

12 
 

ことで、できるだけ地域の動きを拾っていくようにしている。 

 

委員 

提案だが、今の話を聞くと、協働推進本部会議での決議をもって、各課で校区担当という形式によってそ

れぞれの校区の情報を集めてくるようにして、それをコミュニティ政策課で束ねるという形をつくり、

それを１年間続けたら、相当情報も集まるし動きも作れると思う。協働推進本部会議で諮ってもらい、特

別に実施する、と言ってもらったら、たいへん面白いことが起こる気がする。もう一つ、助成金の話は確

かにそのとおりで、他市では年度初めに募集をかける。地域団体が応募してくるところでは、そういった

スケジュールになっている。 

 

事務局 

協働推進員というのを各課に配置して、そこから情報収集するシステムがあるが、なかなか生かし切れ

ていない。 

 

会長 

協働推進本部会議のトップによって会議を組織してもらい、そういう議論が出たことを伝えていただい

て進めていただければ。協働の中にはもちろん地域との協働も含まれるので、そういうことをテーマに

してもらって議論するのもよいのでは。NPO の活動と地域の活動では行動基準が異なり、市民活動では

ミッション主導となっているが、地域においては、必ずしも課題解決が元になっているとは限らない。地

域の中で交流を深めるということも、必ずしも課題が見えているからというわけではなく、地域の連帯

が高まれば住んでいて楽しく、地域の交流が生まれれば生活の質の高まりにつながっていく。そういう

意味では、助成金の審査を厳密に行うと、地域から応募されたものは全部落ちてしまうということにな

る。ダブルスタンダードで議論する必要があるのかもしれない。特に事業評価については、NPO の事業

評価は比較的わかりやすいが、地域団体の活動に対する事業評価は難しい。単に成果が出ればいいとい

うことでもないとの視点で見ていかないと、地域は活性化しない。市民活動に関する助成の評価の基準

も、見直す必要がある時期にきているのかなと思う。 

 

委員 

地域の姿が見えないというのはとてもむなしいこと。過去に、コミュニティ政策課が各自治会長にアン

ケートをとったが、会長の皆さんは多分本音は言っていないと思う。また、南部と北部とでは、随分と活

性化のやり方や状況が異なる。各会長とも様々な悩みを持っていて、市が共感をもって自治会長が本音

で語れるような場を用意してくれたら、参加者が本音で打ち明けてくれるかもしれない。地域の人が参

加して、盛り上がっていくような活動も生まれてくるのではないか。庄内地域でも、どうしていってよい

のか悩んでいるところもあるように思う。もっと盛り上がるような方法があるのでは、と思うので、会長

の皆さんの本音をまず聞いてあげてほしい。南部地域の自治会長が集まってワークショップをしたら、

課題が見えてくるような気がする。また、とよなか夢基金も利用しながら活性化につなげていくような

発想も、そこからわいてくると思う。やはり地域の姿が見えなかったら、どんなに学生たちが頑張ってい

ても絵にしかならない。本当に心の底からわくわくできるような活動につなげることができるよう、今
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後のコミュニティ政策課の働きかけに期待したい。 

 

会長 

地域の人が本音を言えないということに関しては、聞くほうに問題があるのではなくて、本音を言えな

いところに地域での問題があるともいえる。本音というのが、単なる個人的なレベルの内容であること

もあるが、地域の現実という面もあり、整理しながら実態がわかるようにするのが大事。一朝一夕とはい

かないが、地域での声を出し合う場は必要。自治会や地域の団体のラウンドテーブルのような場所でフ

リーに話していただく。そういう場ができるといいと思う。 

 

事務局 

自治会の方との接点がなかなか持ちにくい。コミュニティ政策課に相談に来る自治会長もいる。相談に

答えるだけではなく、関係を構築することも大事だと思う。 

 

会長 

相談ごとそのものだけではなく、庁内で相談ごとを共有して、この辺が課題だとか本音だとかがわかる

ようになることが大切だ。 

 

委員 

３点聞きたい。まず１つが、24 頁の市民活動情報サロンについての記載に関して、サロンの利用者は増

えていると思うが、やはり北部のほうで利用率が高いのではと思う。南部の利用者をどう伸ばしていく

のかが個人的に気になる。サテライトが北の地域だけなので、南部にサテライトがあればいいなと思う。

２つめが、29 頁の NPO 法人の設立の認証についてで、NPO 法人の団体が増えつつあるが、小規模の

NPO 法人が多く、法改正への対応の手続きがなかなか追いついていないのではないかと想定している。

事務手続きの指導の案内といったことがあればと思った。３つめが、31 頁に記載の推進体制の整備等の

中にある職員研修について。研修の成果はどうだったのか。研修での職員本音の意見がどこかにあれば

いいなと思った。 

 

事務局 

市民活動情報サロンについてであるが、南部コラボの中に市民活動支援の施設を入れる予定で検討して

いる。ただ、豊中駅前にあるサロンとどういうリンクをさせるのかといった具体的な部分はまだ決定し

ていない。南部コラボが完成するのは、最短で平成 34 年度の予定であるので、まだ 5 年かかる。その間

は、しょうない REK（レック）など様々な団体が各々でやっておられる活動に関し、拠点になる場所と

しては庄内公民館のある南部地域連携センターということになる。そこは活用していただけていると思

う。 

 

会長 

南部コラボが完成したら、何らかの動きが出てきて面白くなると思う。その準備を市民側でもしっかり

と行い、機会を逃さないようにしないといけないと思う。 
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事務局 

２点目の NPO 認証事務に関する法改正対応の手続きの案内であるが、北摂の 3 市 2 町と大阪府の担当

者が集まり情報交換等を行う場を予定している。そちらで情報収集し、対応を相談していきたい。また、

３点目の協働推進研修については、開催の都度行っているアンケート調査では、受講した職員に好評で

あった。特に秋に実施した研修では、市民団体さんが講師となり、ゲームを使った手法で行われ、たいへ

ん好評だった。研修の実施によって、一朝一夕で見えやすい成果が上がるわけではないが、毎年度、いろ

いろと手法を変えて実施し、職員の意識の向上に努めていきたいと思っている。なお、参加した職員が、

研修の内容を所属部署に持ち帰っている中で、他部局から、協働に関する研修を実施したいとの申し出

もある。そのような形で広がりがでてきていると感じている。 

 

委員 

感想の声でもよいので、報告書で触れてもらえればよい。 

 

委員 

地域の課題についてであるが、マンション交流会を福祉委員会の主催で開催したときに、多くの自治会

長が出席し、地域課題や防災課題等について会長同士で話し合う機会となっていた。そういうところに

コミュニティ政策課の職員が顔を出すと、地域での課題が見えてくるのではないかと思った。また、地域

自治システムのことについて、泉丘公民分館では、公民分館への交付金を活用して体育祭や文化祭等各

種の地域活動を行っており、子ども広場にいたっては年間で約 50 回開催している。それ以外に福祉委員

会と連携して敬老の集いや防災訓練等の事業も実施している。自転車安全教室の開催では、自転車の安

全に関する取組みを一生懸命進めている健全育成会が公民分館と共催で関わっており、防犯協議会も同

様に、各団体が地域内のいろいろな団体と連携して取組みを行っている。泉丘公民分館では地域内の各

団体の連携や事業展開が、今は全体的にスムーズにいっていると思う。そういった展開を十何年やって

きているが、将来的な事業展開として、例えば防災マップの作成となったときには地域自治システムを

活用する、というような考え方もありではないかと考える。 

 

 

（２）協働調査結果の評価について 

          資料 3：協働調査の結果について 

 

資料に基づき事務局から説明。 

 

会長 

調査結果の中で、協働事業市民提案制度等の協働の仕組みを活用している事業がピックアップできたり、

事業の継続年数が把握できたりすればよいと思う。今年度提案のあった協働事業市民提案制度の事業の

実施において、協働についての研究をする際に、このような資料を分析等の材料として使えるのでは。こ

の件については、次回の委員会で意見をもらうことにする。 
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案件２ その他 

（１）協働事業成案化協議の決定について（報告） 

          資料 4：平成 29 年度 協働事業提案に対する審査結果通知 

資料に基づき事務局から説明。 

～質問等なし～ 

 

 

（２）「コミュニティ政策学会 in豊中」の開催結果について（報告） 

資料 5：コミュニティ政策学会 in 豊中 

          「コミュニティと都市の再生～自治体コミュニティ政策のこれから～」（報告） 

資料に基づき事務局から説明。 

 

委員 

市職員もスタッフとして頑張っていた。シンポジウム等に市民の参加が多かった。 

 

委員 

パネリストに関して、豊中市独自のシステムであり、地域活動の要である公民分館の関係者が一人も出

ていなかった。 

 

 

事務連絡 

 ○平成 29年度第 4回市民公益活動推進委員会 

  日時：9月 1日（金）19時～ 

場所：福祉会館  

 

 ○市民活動ジャンプフェスタ（予定） 

  日程：9月 9日（土）  

場所：きたしん豊中広場（豊中駅前人工広場） 

 

 

３．閉会 


