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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）７月１０日（火）１９時００分～２１時３０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、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 年度市民公益活動推進施策の実施状況について 

２．地域カルテの作成について 

３．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２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）7 月 10 日（火）19 時 00 分～21 時 30 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。 

 

 

２．案件１ 平成 29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。 

～質問等なし～ 

 

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)について 

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。 

 

【１ 市民公益活動への助成】 

委員 

初動支援コースの団体に、助成金審査部会から意見等を事前にお伝えしたことで、プレゼンテー

ションでの発表内容も良くて、成果があったと思う。 

審査をしている中で、委員から、担当部署と連携することで効果が上がる取組みがみられるとの意

見があった。現在は初動支援コースと自主事業コースの２種類の設定となっているが、協働初動コ

ースといったものをつくってみてはどうか。協働事業の２つの制度（提案公募型委託制度と協働事

業市民提案制度）は件数が伸び悩んでいる状況であるため、最初の段階のステージを設けて協働推

進の敷居を低くし、行政の協力を得ることで活動を行う新たなコースを設定してはどうか。審査基

準や助成金額等については検討が必要であるが、協働のためのコース設定を提案したい。 

会長 

ご提案の内容については、本委員会や審査部会の中で議論していきたい。 
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委員 

昨年度の助成金交付実績において、千里中央子ども食堂をはじめようの会への助成確定額が０円

となっており、寄付金収入が増えたことで助成不要になったと注記されている。この点に関しての

詳しい説明を求める。 

事務局 

食材の寄付によって支出が減ったことや、会費収入が予算額よりも増えた等の理由により、助成

金での補助が不要となったものである。なお、食材の寄付については、地域内の畑で交流事業をさ

れている地域自治協議会からも、地元の市民公益活動で役立ててほしいと、当該団体に対して収穫

した野菜の提供があったと聞いている。 

委員 

団体の自助努力でまかなえたということであれば納得できる。 

委員 

当該団体は、今年度も継続して活動されているのか。 

事務局 

助成金の申込みはされなかったが、継続して実施されている。報告書での注記の表現については

わかりやすくなるよう工夫したい。 

委員 

助成金の交付決定を受けた団体であるということの効果があったのでは。 

事務局 

助成金交付決定を受けたことで、食材等の寄付をされる方が団体に対する安心感を持って提供で

きることにもつながったと思われる。 

 

【２ 市民公益活動基金＜とよなか夢基金＞】 

副会長 

寄付金額がこの数年増え続けており、昨年度も前年度と比較して増額となっているが、理由につ

いてどのように考えているか。 

事務局 

毎年継続してご寄付くださっている団体や個人がおられるほか、市からの PR 等をきっかけとし

て新たにご寄付くださる方もある。また、昨年度においては、亡くなられた方のご遺志で高額のご

寄付をいただいている。 

会長 

寄付金税額控除は活用できるのか。 

事務局 

ふるさと納税に係る寄付控除の仕組みを活用できる。市全体でも、ふるさと納税制度の対象とな

る基金をＰＲしている。 

委員 

過去に助成金を受けた団体からの寄付もあり、市民公益活動に対していろいろな方から寄付が寄

せられていると思う。 
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会長 

 市民が市民公益活動を応援する意思が見えるのは豊中らしいと思う。寄付を集めるためには、や

はり助成金を受けた団体の活動の成果を報告することが一番大切であると思う。 

 

【３ 市民公益活動団体との協働】 

会長 

 「協働の文化」づくり事業の進捗状況についても今後報告してほしい。また、他市においても、協

働事業市民提案制度の提案数が減少傾向にあるが、その理由についても事業の中で研究してほしい。 

委員 

協働事業市民提案制度において、市民団体が提案を行うにあたって関係課をどのようにして探す

のかも含め、どういったプロセスで成案化に至るのか。 

事務局 

団体から仮申込みがあった後、その内容に応じた関係課を交えて、提案された事業の実施の可能

性について団体と意見交換を行う。そのときの内容によって、本申込みに至るケースと、至らない

ケースがある。 

副会長 

行政で進めている業務を十分に把握して行政と一緒に行う事業をイメージして提案を出すという

ことは市民側にとって非常に難しい。本来は、提案公募型委託制度を市が積極的に活用することを

考えることが基本である。各部局が市民の協力を得て事業を進めることを拡充していかねばならな

いのではないか。これはヨーロッパ型の手法であり、ヨーロッパでは市民との協力体制があるので、

単なるアウトソーシングではなく、市民組織との協力関係がある。それをイメージして制度をおい

ているのならば、積極的に市民の協力を得て事業を行うことを進めていけるかどうかなのだが。 

協働事業市民提案型での事業実施について、意見交換会の実施というよりも、市が積極的に協働

事業として実施可能なものの掘り起しを行い、提案を求めることを先に行っていくことが必要であ

る。市民に任せて事業提案が出てくるということは難しい。 

まちづくりに関するハード分野での事業にも協働事業市民提案制度は活用できるのか。横浜市で

は、施設の整備等に関して市民と協働で実施する「ヨコハマ市民まち普請
ぶ し ん

事業」という制度がある。

行政内では優先順位の関係で未着手になっているハード事業に関し、地域も作業に関わっていくと

いうことで進めていけることもあるのでは。行政側が、もっと積極的に市民と協働する事業の掘り

起しをすることが大切であると思う。 

事務局 

協働事業市民提案制度において、実施する事業の分野の限定はしていない。しかし、これまでハ

ード分野の事業の事例がなく、この制度での実施においてはハードルが高い面があるのかもしれな

い。 

委員 

協働事業市民提案制度はプロではないと難しそうな高度な内容が求められるよう感じる。予算と

しては、専門家であればそれに見合った謝礼金がつくのか。また金額はどれくらいか。 
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事務局 

必要経費については、事業の成案化に至るまでの過程で団体から提示があり、市と協議すること

になっている。また、実際に人件費を市が支出している事業もある。 

会長 

豊中市における「協働の文化」づくり事業においても、専門家へ適切な謝礼金を支払う仕組みは

あるか。 

事務局 

事業への助言等を目的にした専門家への謝礼金は予算に計上している。なお、予算要求後の市内

部での調整等を経て金額が変更になることもある。 

 

【４ 推進環境の整備】 

会長 

30 頁に記載の、豊中・岡町駅周辺地域集会施設管理者交流会の事務局はどこが担っているのか。 

事務局 

事務局は市が担っている。施設の利用促進や情報交換のため開催している。 

会長 

リーフレット作成の費用は市が負担しているのか。 

事務局 

市が負担している。 

委員 

市民活動情報サロンの情報発信についてだが、ホームページは市が管理しているのか。 

事務局 

市のホームページに掲載するものは市が管理している。市民活動情報サロンにおいても受託団体

が facebookやメーリングリスト等を活用し、情報発信をしている。 

委員 

メーリングリストの登録数は何件か。 

事務局 

把握していない。確認する。 

委員 

シェアオフィス事業にある利用件数について、のべ件数は記載があるが、実質的に何団体が利用

しているのか。 

事務局  

対象団体は市民公益活動団体情報に登録がある 140 団体であるが、利用された実団体数について

は確認しておく。 

委員 

26 頁に記載の「10 代のためのグローバルアクティビティ」における学生と団体のマッチングや事

業の参加団体を募ることは市と受託団体のどちらが行っているのか。 
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事務局 

いずれも受託団体が行っている。 

【５ 推進体制の整備等】 
会長 

協働推進本部会議や幹事会の会議録はホームページに掲載しているか。 

事務局 

掲載している。 

 

【６ 地域自治推進の取組み】 

会長 

38 頁に記載の、地域自治の検討・準備段階にある豊島、庄内及び上野の各小学校区において地

域自治組織設立に向けた動きはあるか。 

事務局 

豊島校区はすでに 3 年間の検討期間が終了したが、組織設立に向けた活動は休止状態である。 

庄内校区については、活動場所など南部地域の校区再編の動きの進捗が関わる事項がかなりあるこ

とをふまえ、本年 3 月をもって地域自治組織設立の検討を一時休止した。上野校区においては本年

7 月 8 日に地域づくりフォーラムを開催するなど、地域自治組織の設立に向けた取組みが進んでい

る。 

委員 

46 頁に記載のとおり、自治会数や自治会の加入世帯数は減少傾向にある。豊中はマンションに

居住している世帯が多い。豊中市内へ転入してくる若者からすると、地縁意識やふるさと意識がな

い。社会情勢や自治会への意識も変わってきている。自治会には歴史があり、自治会を基盤にし

て、地域コミュニティ活性化の取組みを行う地域もあるが、そうではない場合もある。今年度、ま

たは来年度に向けて、今後の地域コミュニティの活性化への取組みという項目を設けて、行政と市

民が二人三脚で、新しい地域コミュニティの活性化に向けた仕組みの構築を自治会に代わる市民組

織を作る発想を加えて検討してほしい。 

また、マンション管理に係る会議に参加しているが、マンション管理は施設管理が中心のため、

市役所の担当部局は住宅課になるが、実際は所有者の状況把握が重要になる。すでに、築 40 年を

超えるマンションでは入居者がいないという状況がある。不動産会社はマンション管理をビジネス

として、優良マンションとそれ以外の区分けをしている。行政としても 30 年、40 年後を見据え

て、マンション居住者に対する地域コミュニティ活性化の取組みとして自治会とは異なる市民組織

の検討をしてほしい。 

事務局 

自治会加入率が低下しているなかで、地域コミュニティをつくる地域諸団体として、自治会以外

にも、マンション管理組合や新たなグループにおけるコミュニティづくりができてきていると聞い

ている。地域自治組織のなかでも、自治会だけではなく、地縁組織のなかでテーマ型の活動をする

グループができるなどコミュニティづくりに新たな展開が広がっている。コミュニティ政策課も、

豊中市社会福祉協議会主催のマンション交流会にも参加しているが、今後、マンションにおける地
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域コミュニティのあり方についても、豊中市社会福祉協議会と連携しながら取組みを進めていきた

い。 

委員 

豊中市社会福祉協議会主催で毎年２回開催するマンション交流会に参加した。管理組合はマンシ

ョン所有者の情報をすべて把握しているが、民生委員の高齢者の見守り活動など、結果的には管理

組合と連携できていない。自治会が機能しているなら安否確認のマニュアル等があるかもしれない

が、組織がない場合、災害時の対応は大変になる。様々な形の組織を自治会と同じように認めてい

かないといけない。マンションのなかには、管理組合の中にコミュニティ部を設置し、マンション

居住者の親睦を図る動きがあるが、既存の地縁組織とのつながりは少ない。今後、コミュニティの

芽を育てる仕組みが必要と感じる。 

委員 

自治会加入率からすると、住民の半数以上は地域で自治を行うことに関心がない状態であり、問

題であると感じる。なんらかの受け皿が必要であると思う。そのなかで、自主防災組織が受け皿の

一つで、防災はあまり利害関係がなく、地域活動の共通テーマとして設定しやすい。いくつかの地

域では「地域づくりと言わない地域づくりを防災から始めてみる」という思いのもと、防災をまず

人の出会う場として設定する例もある。マンションにおいても、火事などの災害を理由に資産価値

が下がるなど、居住者の利害は共通している点がある。これらの課題を核として目的を共有し取組

む必要がある。 

副会長 

地域自治協議会を自治基本条例で位置付けた時点で、市はこれまでの地域づくり支援のハードル

を越えている。自治会は任意団体であるため、市として形式上は関与しない。しかし、地域自治組織

としての校区単位での取組みに対しては、市が交付金を出すなどの支援を行っている。つまり、行

政と地域の連携プレーは行われ始めている。しかし、行政主導で一律に組織を立ち上げることには

課題がある。自治会加入率は約 40％台と減少傾向にはあるが、逆に考えれば、まだ組織率は 40％あ

り、地域自治組織設立にあたり、自治会の協力は必要になる。自治会イコール地域自治組織ではな

い。マンション管理、防災、子育て支援、高齢者や障害者へのサポートなど、様々な地域課題に対し

て、地域自治組織という器はできている。今後起こりうる地域課題は市も地域住民も一定認識して

おり、総論もあり、器もできている。しかし、地域自治組織の中身をどうやって作るのか、もう一度

議論をする時期になっている。今後、校区ごとの状況を知っている行政職員、またはアドバイザー

が必要になる。地域自治組織を真ん中に置いて、他団体との連携を促すアドバイザーや、防災の取

組みの切り口として、他市の実例を紹介する等のアドバイスが必要となる。他市では各校区に 2 名

から 3 名の職員が地域担当として、具体的なアドバイスをしている事例もある。スーパーバイザー、

アドバイザーが地域と関わる時期に来ている。行政と地域がどのように手を繋いでいくかを積極的

に考える必要がある。 

会長 

地域自治組織はプラットホームであり、プラットホームの上のあり方は地域で考えることである。

市は資金的、ノウハウ的な面でプラットホームの支援を行う。まだ、豊中市で地域自治のしくみが

始まって 10 年ほどであるが、他市でも成功事例、失敗事例がある。成功事例を参考にしながら、ど
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のようにすれば地域住民がパフォーマンスをしやすい仕組みを作っていけるかを検討する必要があ

る。 

 

【７ 市民公益活動推進委員会】 

～質問等なし～ 

 

会長 

その他事務局から説明があった実施状況報告書について、章にこだわらず質問や意見があればお

願いしたい。 

委員 

10 頁に記載のある、継続事業認証制度についてだが、有効期限はあるのか。 

事務局 

毎年更新が必要であり、最大 3 年間申込みが可能である。 

委員 

38 頁に記載のある、地域自治助成金の交付額についてだが、交付決定額と確定額に差異があるの

はなぜか。 

事務局 

地域自治組織活動助成金（地域自治協議会）の交付決定額については、各地域の限度額をもとに

協議会が予算立てを行い、年度当初に市に対して申請した額で、確定額は実際に協議会が執行した

額である。 

ただし、地域自治助成金（検討会）については、限度額は 3 年の間で執行できる額で、各年度執行

した額が差し引かれ翌年度に繰り越される形になっている。よって、次年度への繰り越しを見越し

た執行を行うため、確定額が少なくなっている。 

委員 

他市における地域自治組織の成功例について教えてほしい。 

会長 

三重県名張市の青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会では、子育てのバックアップや青少年の健全

育成を地域自治協議会が行い、参加した子供たちがジュニアサポーターとして活躍するなどの事例

がある。 

委員 

市民公益活動推進助成金の原資はとよなか夢基金からとのことだが、寄付金額によって助成団体

数や助成金額が変動することがあるのか。 

事務局 

当該年度のとよなか夢基金への寄付を直接助成金として交付するのではなく、とよなか夢基金に

一旦、積立を行っている。基金残高も一定確保しているため、寄付金額の増減が助成の規模に直接

影響することはないが、今後も引き続き寄付獲得に向けたＰＲを行っていく。 

委員 

提案公募型委託制度における委託事業の予算立てはどのようにしているのか。また、協働事業市

民提案制度における提案事業の予算額はどの程度計上しているのか。 
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事務局 

提案公募型委託制度については、各担当課が委託に見合った額を算出し予算要求をしている。協

働事業市民提案制度については、提案団体と担当課が協議をしながら事業を実施するため、提案団

体がボランティアベースで実施するのか、専門家への謝礼が必要なのか等、事業の内容によって大

きく異なる。 

委員 

20 頁と 21 頁に記載のある、協働事業市民提案制度に基づく事業の実施状況についてだが、事業

の継続については団体またはコミュニティ政策課が判断をするのか。 

事務局 

事業の提案後、事業実施を検討する際に実施期間が示されている場合もあり、成果物ができた時

点で協働事業としては終了することが当初から想定されているケースもあるが、事業を進める中で、

提案団体と担当課が協議し、継続となる事業もある。事業が委託事業となる場合、一定の期間をめ

どに、入札の手続きなどが必要になる場合もある。コミュニティ政策課で年限を切ることはない。 

委員 

6 頁に記載のある、初動支援コースの「視覚障害者の単独白杖歩行外出を応援する会」の事業に点

字ブロックのルート情報テキストデータベース整備とあるが、実際に視覚障害者が活用するための

データベースの周知はしているのか。また、団体の活動への助成も行われているか。 

事務局 

テキストデータの情報を集約しているＮＰＯ法人のホームページに掲載している。今後もこれら

の情報の活用に向けた情報の拡散が必要であると考えている。また、助成については、助成金の申

込時に団体から提出された予算書を審査した上で、活動に必要な消耗品などを助成対象としている。 

委員 

25 頁に記載のある、市民活動情報サロンの利用推移についてだが、平成 25 年度よりウィークリ

ーサロンがマンスリーサロンへ変更になったとあるが、実施回数が減少した一方、実際の利用人数

が増加したのはなぜか。 

事務局 

市民活動情報サロンの利用人数増加の一番の要因は、サロンのスペースの拡充だと考えている。

ウィークリーサロンがマンスリーサロンへ変更になった理由としては、運営する受託団体が変更に

なったことに伴うものである。 

委員 

51 頁に記載のある、平成 29 年度実施の市民公益活動推進委員会の傍聴者数が 0 人または非公開

となっているが、委員会の開催周知は行っているのか。また、委員会を非公開とする理由はあるの

か。 

事務局 

委員会の開催及び傍聴の申込は市のホームページや広報誌に掲載している。非公開となる委員会

は、協働事業市民提案制度や助成金の審査を行う場合で、それぞれの要綱等において非公開として

定めている。 

委員 

千成校区で 6 月 17 日に総合防災講座を実施し、翌日に大阪府北部地震が発生した。地震発生後、
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自治会長と民生委員へ呼びかけをし、安否確認を実施した。校区内に 11 自治会があるが、1 人世帯

や高齢者が多く、地震や大雨の影響で、自治会加入を希望する者が増えた。防災と地域自治はリン

クしている。千成町校区の自治会の結成率は 65％を維持しているが、高齢化が進んでいる。 

委員 

提案公募型委託制度及び協働事業市民提案制度については、絶対に必要な事業はすでに市が実施

している場合が多いため、これらの制度を活用するためには、市民側が面白い事業を提案し、市が

一緒に実施できればいいと思う。案件２の地域カルテについては、市民に対して、市の施策実施状

況や課題等を提示することにより市民提案につながるのではないか。 

 

（２）協働の取組状況調査結果の評価について 

          資料 3：協働の取組状況調査の結果について 

 

資料に基づき事務局から説明。 

会長 

庁内の協働事業を集約した貴重なデータで、今後活用するための分析が必要である。協働の状況

を把握することも重要だが、公共政策全般の役割分担を含め方向性が見えるところまで集約できれ

ばより良い。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。 

 

 

案件２ 地域カルテの作成について 

資料 4：地域カルテの作成について 

資料に基づき事務局から説明。 

委員 

作成する地域カルテは行政が使用するものか。住民が地域課題を認識できるものではないのか。 

事務局 

まずは行政が地域を支援するものとして作成し、いずれは地域へどのように提供するかを検討す

る。 

委員 

ハザードマップ作成時に必要となる、老朽住宅比率や狭隘道路比率など都市計画系のデータは含

まれないのか。住民が地域課題を認識するための情報が必要だと思う。 

会長 

過去に名張市で地域カルテ作成に携わったが、主に地域自治組織を対象に作成した。 

委員 

情報量が多いため、カルテを読み解くための指標が必要となる。人口推移などに基づく、地域の

未来像や可能性をわかりやすい形で示す必要がある。 

 

副会長 

どのような目的で地域カルテを作成するかを明確にすることが重要である。今後、地域自治を推

進するうえで、市が市内 41 校区に対応するために校区別の統計が必要であり、それぞれの状況や特
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性を把握する必要がある。行政が自己チェックに使うものと、地域が課題把握に使うものと両方の

要素があるとデータは 2 倍になりうるため、まずは行政が使うために作成することを明確にするべ

きである。情報公開はする。さまざまな情報を集めることも必要ではあるが、数値化することが目

的ではなく、地域の特性を把握することが大切である。庁内の各課からデータを集めるほか、必要

に応じて、地域住民から情報収集しながら作成する。 

委員 

地域カルテをだれが使用するか想像できない。作成前に必要と思う人に手を挙げてもらえばいい

のではないか。 

 

案件３ その他 

事務連絡 

 ○平成 30 年度第 3 回市民公益活動推進委員会 

  日時：8 月 28 日（火）19 時～ 

場所：市役所第二庁舎３階大会議室  

 

 ○市民活動ジャンプフェスタ（予定） 

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 


