
豊中市 協働のガイドブック

とよなか流
協働のコトはじめ

豊中市における「協働の文化」づくり事業
特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク・豊中市

—  協 働 を楽しむ・たしなむ  —



02 第１章  ｜  イントロダクション
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第2章  知る

4P...........協働ってどの事業でできるのかがわからない

5P...........協働という手段を常に意識しておくことが大切

第3章  出会う

6P...........事業に適した協働相手がわからない

7P...........まちに溢れるヒントやきっかけをキャッチしましょう

第4章  わかり合う

8P...........協働すると時間や手間がかかる

9P...........無駄にみえる時間や手間が成長のチャンスです

第5章  向き合う

10P.........協働事業をどのように評価したらいいかわからない

11P.........なぜ協働するのか、その本質について確認し合いましょう

第6章  ステップアップ

12P.........事業終了のタイミング、終了後の展開が不明確

13P.........事業のゴールとしてめざす姿や到達点を考えましょう

第7章  協働のコトはじめ

14P.........協働サポーターテスト

15P.........豊中市市民活動情報サロン

16P.........いろいろな協働の取組み

第8章  みなさんの声

18P.........市職員の声／市民活動団体の声

19P.........「協働の文化」づくり事業.アドバイザーの声／編集後記

豊中市は、協働とパートナーシップに基づくまちづくりをめざし、平成16年（2004年）

に市民公益活動推進条例を施行し、市民公益活動団体との協働を推進する制度を創設

しました。これまでに、協働を推進するためのさまざまな取組みが行われ、多くの成

果をあげてきました。そして、今後の更なる協働の推進に向けて、豊中市が「持続可

能なまち」「協働が文化として息づくまち」になることをめざして、市民活動団体と

行政が共に既存のしくみを振り返ると同時に、協働するそれぞれの主体が互いに成長

できるようなしくみづくりの検討を、いま、協働で進めています。この冊子は、今ま

で積み重ねてきた「協働のあゆみ」を改めて振り返り、実際の声や事例を通じて、「協

働」とその意義について、より身近に感じてもらうことができるよう作成しました。

協働のチャレンジの第一歩として、ぜひご活用ください。

はじめに

もくじ
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「協働の文化」づくり事業とは？

豊中市における「協働の文化」づくり事業
とよなかESDネットワーク × 豊中市

事業化

「協働の文化」づくり検討会

協働事業市民提案制度 公開プレゼンテーション 審査

ワーキンググループ

［調査／分析／見える化］ ［協働のあり方検討］

学びの場づくり

［情報共有／相互理解］

目的の共有事業計画役割分担

事業内容の検討

［審査基準］
1. 公益性
2. 協働性
3. 実現可能性
4. 先駆性
5. 発展普及性

GOALB CA

提案

↖市民団体

HELP!
課題

この事業は、平成29年度（2017年度）協働事業市民提案制度に基づく採択.

事業で、提案団体である特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク

と市が協働で進めている取組みです。「協働」について、過去の協働事例

や現状の制度、「協働」のあり方を検討し、あわせて、市民と行政が「協働」

について学べる場を提供することにより、豊中市において協働が文化とし

て息づくまちになることを目的として実施しています。



04 第２章  ｜  知る

協働が必要な業務に
ついたことがないから
どうすればいいんだろう？

事業や部局によっては
協働に適さないものも
あるんじゃないの？

協働っていわれても
具体的なイメージが
湧かないんだけど…。

協働に関するアンケート調査※の結果、【協働に取り組みたくない、わからない】と答えた

市職員のうち、53％が【協働に適した事業が何かわからない】と答えています。
※令和元年(2019年）実施。以下同じ。

「協働の意味は知っているけど、協働の意義ってなんだろう」

「業務でたくさん事業はしているけど、どの事業で協働できるかわからない」

職員同士でよく聞く会話です。

「うちの業務は許認可業務だから協働はできないな」

「私たちの部局は協働とは関係ありません」

こちらもよくお聞きしますが、果たして本当に関係ないのでしょうか？

協働をうまく取り入れることで得られる効果はとても大きいものです。

では、どのようにすれば事業のなかにうまく協働を取り入れることができ

るのでしょうか。

協働ってどの事業で
できるのかがわからない…。？
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協働にはさまざまな方法があります。協働が向いている事業を考えるのではなく、

「何ができるのか？」から「すべての事業で可能かも」への発想の転換をしてみましょう。

▶▶.いろいろな協働はP16〜17を参照
※豊中市の協働の取組み状況、調査結果は市ホームページに掲載しています。

まずは、豊中市内で市民活動団体がどんな活動をしているか知りましょう。

そして、担当する事業で、他の主体と一緒に取り組むことでより効果が高

まる事業がないか考えましょう。

最適なパートナーや協働事業の進め方がわからないときは相談もできます。

相談は豊中市コミュニティ政策課、または豊中市市民活動情報サロンまで。
（P15参照）

コトはじめの手がかり その1  ［制度の活用］

この事業を協働で進めたいけど、どんな方法があるかな？.そんな時は「協働事業

市民提案制度」の活用がおすすめです。行政から提示する課題（テーマ）等につい

て、市民活動団体等からの提案を募ります。市民側からの具体的なニーズ等をつか

める機会となります。

委託事業を協働で進める時は「提案公募型委託制度」があります。こちらも課題

に対し提案を募り、委託契約を行います。どちらも協働の相手を探すときに有効

な制度です。

協働という手段を常に
意識しておくことが大切！！



06 第３章  ｜  出会う

事業に適した
協働相手がわからない…。？

協働に関するアンケート調査の結果、【協働に取り組みたくない、わからない】と答えた

市職員のうち、36％が【事業に適した協働相手がわからない】と答えています。

目の前の仕事が忙しすぎて、誰かとお付き合いするなんていう気持ちの余

裕は持てるはずもなく…。そもそも、出会いの機会もないのに、自分に合

う相手がどこにいるのかわからなくて当然なのかもしれません。

市民活動団体と直接接する機会の少ない部局もあります。

一方、市民活動団体も、活動に関係のある市職員以外と出会うチャンスが

ないまま、活動を継続しています。

どのような市民活動団体があって、それぞれがどのような活動をしている

のか？.具体的な活動内容がわからない状況では「協働」はなかなか進み

にくいですね。

BA

Aさんかな…
　Bさんかな…

それともまったく
　違う人がいいのかな？
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コトはじめの手がかり その2  ［マッチング交流会］

マッチング交流会は、市職員

と市民活動団体・事業者が出

会い、交流することで資源の

交換やニーズを共有する場で

す。豊中市の主催事業として、

豊中市市民活動情報サロン.

（P15参照）で不定期に開催し

ています。

まちに溢れるヒントや
きっかけをキャッチしましょう！！

まちには協働につながるたくさんのヒントが溢れています。

日頃からアンテナを張ることで、協働のきっかけとなる新たな出会いにつながります。

協働するうえで大切なことの一つが、自分の組織の強み弱み、相手の強み

弱みを知ることです。自分の組織の弱みを理解し、目的達成のために、弱

みを補完してくれるような団体を探しましょう。

とはいえ、そんな都合の良い相手が、すぐに見つかるわけではありません。

日常的に自分の組織以外の人と交流したり、地域や市主催のイベントや、

専門性を生かし、地域課題の解決に取り組む団体が集まる場所に頻繁に足

を運んだり、情報を収集することも必要でしょう。団体の発行する広報物

など、まちにはたくさんのヒントがあります。解決の糸口を探している人

に出会うかもしれません。

また、相手のことをよく知っている「人」や「組織」とつながりを持って

おくことも、適した相手を見つける近道になるかもしれません。



08 第４章  ｜  わかり合う

？ 協働すると
時間や手間がかかる…。

協働に関するアンケート調査の結果、【協働した結果、課題に感じていること】について

答えた市職員のうち、49％が【単独で行うより時間や手間が増えた】と答えています。

お互いが同意のうえでお付き合いをはじめたけれど、実際には思っていた

よりも時間や手間がかかるし面倒だな…。

市民活動団体からの期待も大きく、多くのことが行政の役割だと思われて

いるように感じることもあります。

また、担当職員が代わることにより隔たりが生まれたり、事前打ち合わせ

や決裁に時間がかかることを理解してもらえない場面も。

協働で事業を進めるなかで、情報共有、進捗確認、合意形成など、行政が

単独で事業を行うときよりも多くの作業が必要になります。

事業の進捗について
打ち合わせしたいのですが。

分かりました。
（また打ち合わせか…）
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コトはじめの手がかり その3  ［コラム］

「市民協働事業からの学びで図書館が変わる」
豊中市教育委員会事務局  読書振興課長  須藤有美

しょうないREKが始まって15年。これまでの市民協働事業の
経験、そしてしょうないREKの活動を通して、図書館職員は
お互いの「強み」「弱み」を意識しながら事業に取り組んできました。自分たちだけ
ではできないこと、市民とともにだからこそできることは何かを考え、職員自身が
地域課題を学び、育てられ、図書館を変えることにつながりました。いまや情報は
市役所だけにあるのではなく、市民、地域にあることを意識し、それぞれの職場に
ふさわしい市民協働の形を考えていく時ではないでしょうか。

［しょうないREKとは］　協働事業市民提案制度を活用し、行政、NPO、地域団体などが豊中市南部の活性化
や多文化共生などを目的として平成17年（2005年）から活動。図書館の廃棄図書をリサイクル本として販売し、
その収益はさまざまな地域課題の解決をめざすための情報発信、イベントなどの活動に使われています。

！ 無駄にみえる時間や
手間が成長のチャンスです！

協働事業はそれぞれの違いを理解したうえで、実施する必要があります。

多様な価値観や考え方を知ることは、自分自身の学びとなり成長につながります。

市民や市民活動団体と行政の間にはさまざまな違いがあります。

市役所は行政のルールに基づき業務として協働事業に取り組み、NPO等

の市民活動団体はそれぞれのミッションのために活動します。

団体の運営や活動方法も、それぞれ異なります。

行政の手続きではあたり前の「決裁」や、「会議を開催するための事前打

ち合わせ」など、市民や市民活動団体にとっては経験したことがない場合

があります。

お互いが一歩ずつ歩みより、それぞれの組織について理解することで.

「なぜ」「どうして」という疑問や不満は少なくなります。



10 第５章  ｜  向き合う

？ 協働事業をどのように評価
したらいいかわからない…。

協働を経験した市職員や市民活動団体にヒアリングを実施したところ、

【協働事業の評価基準がない、第三者の意見が欲しい】という意見が寄せられました。

複数の主体が一つの事業を実施する場合、事業目的の共有が十分にでき

ず、実施方法や期間、必要経費の支出などについての合意形成が難しい

ことがあります。

また、市職員と市民活動団体など、実施者それぞれの事業評価が合致し

ないことで、継続の可否の判断ができない場面も考えられます。

事業全体の評価を適切に行うために、第三者の視点からの客観的な意見

を望む声も出てきています。

98点
45点

事業が順調に進んでいるし、
これくらいの点数かな。

そんなに点数高いかなぁ？
客観的な評価がほしいな…
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！ なぜ協働するのか、その本質に
ついて確認し合いましょう！

協働による効果を定量的に測ることは難しい場合も多いです。まずは、市と市民活動団体の

それぞれが最大限に力を発揮できるように、役割分担と事業の目的を十分に協議しましょう。

協働することで、市単独では対応が難しい課題の解決や、顕在化してい

ない課題の把握が可能となるといった効果があります。

また、定期的に事業の課題や成果を整理し、事業の継続の必要性につい

て検討するための「振り返りの場」が大切です。

協働事業に必要な公益性について評価するには、事業報告会を開催する

など、事業のプロセスを広く市民のみなさんに公開することも重要です。

また、学識経験者等の第三者の意見を取り入れることで、公益の増進等

の協働事業の意義について客観的に検討できます。

コトはじめの手がかり その4  ［協働の原則に基づいたチェック項目］

以下のURLで公開している、平成30年度（2018年度）

に作成した協働の原則に基づいたチェック項目をぜひ

活用してください。

市ホームページ（QRコードからアクセス可能）

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/
katudo/kyodojigyo/ugoki/kyodo_bunka.html

協働事業の評価については、本事業におけるこれまでの調査をもとに、引き

続き検討を進めます。
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事業終了のタイミング、
終了後の展開が不明確…。？

協働を経験した市職員や市民活動団体にヒアリングを行ったところ、

【協働事業として始めたものの、年限が決まっておらず終了するタイミングがわからない】

という意見が寄せられました。

協働事業はその性質から単年度で終了するものや、複数年度にわたり継続

される事業などさまざまなパターンがあります。

実施年度ごとの振り返りの後、事業終了を決定するもの。

協働事業として最初から年限が決まっているものや、協働事業の終了後に

市の事業として継続されるものもあります。

協働事業市民提案制度を活用した事業のなかには、事業を開始後、関係課

や他団体とのネットワークを広げながら15年以上継続しているものもあ

ります。

どっちの道に進むのが
正解なんだろう…。

終了継続
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コトはじめの手がかり その5  ［事例紹介］

地域情報の「蓄積・編集・発信」システム開発事業

— ディスカバー千里 —
協働事業市民提案制度に基づく成案化事業（平成22年度（2010年度））

事業の実施者

［提案団体］. 千里グッズの会（現・千里ニュータウン研究情報センター（ディスカバー千里））　
［市担当課］. 千里文化センター、千里図書館、千里ニュータウン再生推進課、情報政策室、
. コミュニティ政策室（実施当時）

事業の内容

1. 暮らしのアーカイブ事業
千里ニュータウンの暮らしに関する情報や資料を収集し、ホームページなどを通し発信する。
⇒.協働事業として平成22年度（2010年度）～平成25年度（2013年度）まで実施。
. 現在は提案団体の自主事業として継続中。

2. ウエルカムパック事業
転入者向けに情報パッケージの提供を行う。
⇒.協働事業として平成22年度（2010年度）～平成25年度（2013年度）まで実施。現在は市の事業として継続中。

ココがすごい！

自主財源の確保（自立性）
企業からの協賛金を集めるなど、事業に必要な活動資金を市の予算だけではなく自主財源で調達した。

ふりかえり、説明責任を果たしている
事業を総括する報告会を実施し、協働事業としての活動内容や実績を広く市民へ知らせたことで、
事業の評価や新たな形での事業継続につながった。

事業のゴールとしてめざす姿や
到達点を考えましょう！！

協働することで、課題にあわせた柔軟で新しいアプローチができます。

ゴールや到達点に向けて、どのような形で協働することが最適なのか考えましょう。

協働事業の継続を検討するときは、以下の点を確認することが大切です。

①.地域課題の解決に向けて、市民ニーズや公益性が大きい事業であるか。

②.お互いの特性を生かし、役割分担することで効果的に事業が実施できるか。

③.事業の目的やゴールを共有しているか。

https://discover-senri.com



14 第７章  ｜  協働のコトはじめ

No. 設 問 ✓✓

1 グループワークは得意だ。

2 人に頼みごとをするのが得意だ（みんなでやった方がいい）。

3 他の部局の仕事にも興味がある。

4 他部局に知り合いが多い。

5 仕事では、電話やメールより直接会って済ませたい。

6 どちらかといえば、人にいろいろ頼まれることが多いタイプ。

7 ご近所付き合いは得意なほうだ。

8 楽しいことがあると誰かに話したくなるタイプ。

9 「お互いさま」「おかげさま」　という言葉が好きだ。

10 飲み会が好きで、幹事もよくする。

あなたは協働体質？

協働サポーターテスト

まずは協働のコトはじめ。自分があてはまると思う設問にチェックしてください。
チェックの数であなたの協働体質を判定してみましょう！

チェックが10個. おみごと！.あなたは100％協働体質です！！

チェックが7～9個 .あなたは協働を推進する素質を十分備えた人です。このガイドブックを.

読んで、さらにその素質を磨いてください。

チェックが4～6個. 協働という言葉を聞いても敬遠せずに、ぜひ仕事に生かしてください。

チェックが1～3個. .あなたの「協働」のイメージはどんなものですか？.このガイドブックを.

読んで、ひとつのツールとして「協働」をとらえてみてください。

チェックが0個. .このガイドブックを隅々まで読んで、協働もちょっといいかも？.と思って

くれるとうれしいです。
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協働のチャンスを広げる

豊中市市民活動情報サロン

市民活動サポート事業
市民公益活動のPRの場として、団体が取り組んでい

る社会的課題や、市民公益活動ならではの先駆性や多

様性、柔軟性、自立性のある活動について講座などを

通じて発信しています。

ちゃぶだい集会
各回テーマを設定し、話題提供者を招いて月1回程度

実施しています。市民公益活動団体・市民・事業者・

行政などが、率直な意見交換を通じて市民公益活動や

地域の課題を共有、解決の糸口を探る場となっています。

豊中市市民活動情報サロンは、市民ボランティアや市民公益活動団体、また、これ

から活動をはじめようとする人やグループを応援する施設です。活動の相談、情報

の受発信や交流の場として、みなさんをサポートします。

市民公益活動団体情報
豊中市内で活動する市民公益活動団体の

データベースです。令和2年（2020年）

2月現在で138団体を掲載しています。

▼▼ 市ホームページ（QRコードからアクセス可能）
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/salon/npo_dantai.html

豊中市市民活動情報サロン
〒560-0021.大阪府豊中市本町1丁目1番1号
※.阪急宝塚線.豊中駅.北改札口出てすぐ.

開館時間：10:00-19:00（水曜・金曜は21:00まで）
休館日：日曜・月曜・祝日・年末年始
TEL：06-6152-2212　FAX：06-6152-2213
MAIL：toyonakasalon@jcom.zaq.ne.jp
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政策形成過程への参画

地域福祉ネットワーク会議（豊中市  福祉部  地域共生課）
誰もが住み慣れた地域で孤立することなく安心して暮らすことができるよう、住民・事業
者・行政が参加し、福祉・保健・医療など分野を超えて地域の課題を考える場として実施。

共催　

住生活コーディネーター養成・活用プロジェクト
（豊中市  都市計画推進部  住宅課 × NPO法人ユニバーサルデザイン推進協会）

市民一人ひとりのQOL（生活の質）の向上を図るため、住宅フェア、住生活に関するセ
ミナー、住まいと暮らしのお出掛け講座、相談会などを実施。

協議会

豊中市バリアフリー推進協議会（事務局：豊中市  都市基盤部  基盤整備課）
公共交通機関・道路・市有施設・公園・駐車場・ソフト施策等の市全部門のバリアフリー
化をめざし、事業の進行管理及び継続的改善のための意見交換の場として設置。

協議会

豊中市居住支援協議会（事務局：一般財団法人豊中市住宅協会）
不動産事業者団体、福祉事業者団体、豊中市で構成。住宅の確保に特に配慮を要する方（高
齢者、障害者、低額所得者など）の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援するため、相談窓
口の設置、セミナーの開催、新たな住宅セーフティネット制度の周知などを実施。

委託

とよなか地域創生塾
（豊中市  都市経営部  とよなか都市創造研究所 × 有限会社協働研究所）

地域課題の解決を実践する人材育成を目的に学習と実践のプログラムを提供する。事業を
より効果的なものとするため、カリキュラムづくりから受託団体と市が協働して取り組む。

委託

原田城跡・旧羽室家住宅  管理運営業務
（豊中市教育委員会事務局  社会教育課×特定非営利活動法人とよなか・歴史と文化の会）

市指定史跡原田城跡ならびに国登録文化財旧羽室家住宅を生かし、市民相互の交流ならび
に文化活動の推進を図るため、各種の取組み・事業を実施。

指定管理

とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ
（豊中市  人権政策課 × 一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団）

男女共同参画社会の実現に向けて設置された市施設の管理・運営。貸室、情報ライブラリー、
女性のための相談室の他、講座やイベントも開催。

市民活動団体等と市が対等な立場で、地域課題・社会的課題の解決に向けて、
目標を共有し、それぞれの役割を担いながら取組みを進めています。

いろいろな協働の取組み

 協働事業市民提案制度

提案公募型委託制度
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庁内協働

自治会掲示板の配布と再生資源集団回収のPR
（豊中市  市民協働部  コミュニティ政策課 × 豊中市  環境部  家庭ごみ事業課）
自治会掲示板の受け渡し時に、自治会長へ家庭ごみ事業課より集団回収の説明を行う。

協定

地域住民による自主管理協定制度（豊中市  環境部  公園みどり推進課）
公園に愛着を持ち、地域コミュニティの場として活用してもらうため、市と地域団体が協
定を締結し、定期的な清掃や除草、花壇づくりなどの公園運営に協働で取り組む。

補助・助成金

市民公益活動推進助成金（豊中市  市民協働部  コミュニティ政策課）
市民公益活動に取り組む団体が、ネットワークを形成しながら、自律的・継続的に発展し
ていくための支援として、その活動に必要な事業費の一部を助成するもの。市民公益活動
基金（とよなか夢基金）への寄付金を原資としている。

情報発信

大阪国際空港でのイベントや就航都市に関する情報等の発信
（豊中市  都市活力部  空港課 × 関西エアポート㈱、大阪国際空港就航都市等）

広報誌、ホームページやメールマガジンを通じて、広く情報発信を行い、空港周辺地域の
活性化を図り、空港を活かしたまちづくりを推進する。

活動の場の提供

地域ITリーダーによるパソコンヘルプデスクとパソコン講座
（豊中市  総務部  情報政策課 × パソコンプラザinとよなか）

市との協働により情報化を推進する中心的役割をになうITボランティア（地域ITリーダー）
とともに、パソコンの基礎的な質疑・相談に応じるパソコンアドバイザー事業等を実施。

活動の場の提供

子育てボランティアサークルへ活動の場の提供
（豊中市  こども未来部  こども相談課）

市との協働により子育て支援を推進するボランティアサークルとともに講座やイベントを
実施。公立こども園で実施する地域支援事業にも協力。

その他の連携

条例や制度を活用した市民活動団体等との事業実施のほかにも、団体等に対する支援も協働の取組みのひとつです。

協働を推進するための体制

豊中市協働推進本部会議
平成24年度（2012年度）から協働推進に関する全庁的な課題の検討及び調整等を行う本部会議を設置。
協働推進に必要な検討及び連絡調整等を行う協働推進員を全部局に配置し、さまざまな研修を実施。

○ 後援
市民活動団体等が行う事業に対する後援。
（団体からの依頼を受けて後援名義使用の承認を行う等）

○ 交流促進（マッチング支援等）
ボランティアと市民活動団体等のマッチングを図るものや、
団体同士、ボランティア同士の交流促進を図るもの。
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みなさんの声

豊中市  福祉部  地域共生課長  佐野健二
豊中市では、第4期地域福祉計画に基づいて、公民連携による地域福祉のマネジ
メント機能の強化と、その推進のための協働型人材の育成に取り組んでいます。
協働型人材とは、地域の状況や課題を理解し、その解決に向け必要なことを、地
域で暮らす多くのみなさんとともに感じ、考え、実行する職員。そんな職員と地
域のみなさんの協働で、「みんなで創る.あなたもわたしも.今よりもっと幸せに暮
らせるまち」を実現したいと思っています。

特定非営利活動法人とよなか・歴史と文化の会  代表理事  吉岡正起さん
協働事業市民提案制度を活用し、平成26年度（2014年度）から平成29年度（2017
年度）までの4年間、市の南北を貫く能勢街道周辺の「歴史的なつらなり」や「景
観特性」に関する調査を行い、景観の保全と発信を行う「まちづくりにつなぐ
景観調査」を行いました。市と共に事業を進める中で、各種書類の提出や度重
なる会議の開催など驚くことばかりでしたが、段取りを経て進めていくことが
信頼性を高めることにつながるという学びを得ました。市職員側も、市民活動
における資金の必要性などを認識してもらうことができたのではないでしょうか。
異なる立場で協働するためには、双方の意識転換が必要ですね。

特定非営利活動法人とよなか市民環境会議アジェンダ21  理事長  茨木かづ子さん

豊中では、平成8年（1996年）に市民・事業者・行政がパートナーシップで環境
問題の取り組みを進める組織「とよなか市民環境会議」が発足し、その後、ワー
キンググループ会議から「とよなか市民環境会議アジェンダ21」がNPO法人と
して自立しました。立ち上げ当初から常に行政と協働して事業を進めていますが、
意見が食い違う度に「対話」を重ねています。こうして豊中が他の自治体にさき
がけて作ってきた「協働」という形を守り育てていくために、対話を中心とした
関係性づくりを持続することが大切だと実感しています。　

豊中市  都市経営部  創造改革課長  岩佐恭子
人口減少・少子高齢化、ダイバーシティ（多様性）、ICTの急速化等、社会全体
で様々な課題と変化がうずまくなか、今、豊中市では、未来を見すえ、柔軟でス
ピード感をもった取組みを進めていくよう、「変革」が求められています。そう
した中、経営戦略方針2019-2022では、NPO、事業者、大学、行政等、多様な
主体がつながりながら、様々な社会課題の解決を図るプラットフォームの設置を
位置付けています。豊中市の強みである「地域力」。仲間とともに「協働」を進
めながら、豊中市はチャレンジを進めていきます。

市職員の声

市民活動団体の声
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龍谷大学  政策学部  教授  只友景士さん

まちには課題があふれている。
　まちには課題があふれています。その課題が一つずつ解決すれば、私たちの暮
らすまちは暮らしやすくなります。しかし、残念ながら、その課題全てを市役所
など公共部門で解決することは難しいのです。理由の一つは、そうした課題が全
てみんなに知られているわけではないからです。二つ目の理由は、人々の知ると
ころとなって、「課題だ」と人々が思うようになっても、今度は「お金がない」
という「財政問題」に直面したり、「公共の仕事・責任の範囲」といった理由か
ら動けなかったりします。

まちの課題を見つけ、解決する協働で、暮らしやすいまちへ。
　課題が解決すると、その分まちは暮らしやすくなるでしょう。そこで、そうし
たまちの課題を見つけたり、解決したりする秘策として、市民の皆さんと協働を
進めるという手法があります。まだ知られていない未発見の課題や、社会の変化
から新たに生じている課題、行政の手の届きにくい課題などを市民の皆さんと一
緒に発見し、解決していく。それが協働です。

新しい価値を生み出す協働を。
　市民の皆さんと一緒に協働を進め、まちの課題を発見し、解決していくことで、
公共部門だけではできなかった、暮らしやすさ、生きやすさの新しい価値を生み
出すことができるでしょう。協働が文化として息づくまちでは、「暮らしやすい
まちにすみたい」という普遍的な願いを仲間たちと一緒に実現しようという機運
にあふれているでしょう。協働をたしなみ、そして、楽しみながら、暮らしやす
いまちをつくる一歩を踏み出しましょう。

『豊中市協働のガイドブック』  とよなか流  協働のコトはじめ  ―協働を楽しむ・たしなむ―
令和2年(2020年)3月

編集・発行：特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク、豊中市

【問合せ】豊中市市民協働部コミュニティ政策課
〒561-8501.大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号...ホームページ：https://www.city.toyonaka.osaka.jp
TEL：(06).6858-2041..FAX：(06)6846-6003..MAIL：npo@city.toyonaka.osaka.jp

「協働の文化」づくり事業 アドバイザーの声

編集後記

特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク
ピンチはチャンス！！.課題がある時こそ、みんなで
力を合わせて、いろいろなアイデアを出し合うことが
大切。このガイドブックづくりにおいても、協働の良
いところと悪いところが、浮き彫りになりましたが、
最後まで「楽しく取り組むこと」が、いい結果を導く
一番のポイントなのかもしれません。この本が、これ
から協働を始めるみなさんの役に立ちますように…。
「協働って、ええやん！」と思ってくださる方が一人
でも多く増えますように。

豊中市市民協働部コミュニティ政策課
豊中市における「協働の文化」づくり事業が始まって
2年、「なるほど、協働ってそういうことか！」と気
づかされることがよくあります。なにかを変えたいと
き、進めたいとき、解決したいとき、思い切ってだれ
かに相談してみる。そこから思いがけないアイデアが
生まれることがあります。これももちろん協働です。
また、一緒に現場に出向き、汗をかき、話し合いを重
ねる、この時間と経験こそが協働に必要なプロセスで
あり、醍醐味だと思います。




