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第 1 回 堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針懇話会 会議録 

会議名称 第 1 回 堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針懇話会 

開催日時 平成 27 年 11 月 17 日(火) 10:00～12:00 

開催場所 堺市消費生活センター 研修室 （堺富士ビル６階） 

出席者 

＜懇話会委員＞ 

座長  西田 正宏 （大阪府立大学地域連携機構 教授） 

副座長 松村 昭雄 （堺市自治連合協議会 副会長兼会計） 

委員  岡田 知也 （株式会社池田泉州銀行リレーション推進部 地域創生室 室長） 

委員  早瀬 昇  （認定特定非営利活動法人日本 NPOセンター代表理事） 

委員  寳楽 まゆみ（特定非営利活動法人 SEIN 代表理事） 

委員  増田 たくみ（株式会社さかい新事業創造センター インキュベーションマネージャー） 

委員  松本 由美子（社会福祉法人堺市社会福祉協議会 地域福祉課 主幹） 

【欠席】 早瀬 昇 委員                  【出席人数６人／全７人中】 

＜事務局＞ 

西川 明尚  市民人権局 市民生活部 部長 

高屋敷 秀樹 市民人権局 市民生活部 市民協働課 課長 

市民人権局 市民生活部 市民協働課 課員  

議題 

（内容） 

１．開会 

２．挨拶 

（１）堺市あいさつ 

（２）構成員の紹介 

（３）座長・副座長の選任について 

（４）座長のあいさつ                 

３．議事 

・基本方針（改正版）の概要について 

４．議論① 

・基本方針（改正版）全体構成及び第２章「市民活動の背景」について 

５. 議論② 

・第 3 章「協働のパートナーの現状・課題と相関関係」について 

６．議論③ 

 ・第４章「基本理念」及び「施策の方向性と取り組み」について 

７．今後のスケジュールについて 

８．閉会 

配布資料 

・第 1 回堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針懇話会次第 

・堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針(改正版)の概要 

・堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針(平成 13 年９月) 

・堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針懇話会開催要綱  

 

 

会議記録 

１．開会 

２．挨拶 

（１）堺市挨拶 
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（議事内容） （市民生活部長） 

 第 1 回堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針懇話会開催にあたりご挨拶を申し上げる。 

 現在、大都市行政のあり方、地域社会づくりに果たす行政の役割が変化している。 

 現行の堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針は平成 13年策定したものであり、主に

行政が行う市民活動の支援の方向性を示したものである。 

 その後、社会情勢が変化し市民ニーズも変化してきており、これまで別々に活動してきた市民

活動団体や、企業、行政等の多様な主体が連携した取り組みが必要になってきている。自助・公

助・共助といった視点を踏まえて、市民活動団体自身と市民活動団体を取り巻く、企業、金融機

関、市民、大学といった協働のパートナーが取り組むべき方向性を定めた方向に改正を行いたい。 

 タイトなスケジュールではあるが、委員の皆様の専門的な知識を活かして改定していきたいと

思うので、ぜひご協力をお願いしたい。 

（２）構成員の紹介 

堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針懇話会委員名簿順に構成員を紹介。 

（３）座長の選任 

座長に西田委員、副座長に松村委員を選任 

（４）座長のあいさつ 

（西田座長） 

当方は近世の日本文学が専門で、必ずしも市民活動が専門ではないが生涯学習や大学の地域連

携を担当している。皆様の意見をまとめる役として座長の任を務めたい。 

 

３．議事 基本方針（改正版）の概要について 

・事務局より、資料 6 堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針(改正版)の概要に従って

説明。 

・事務局より、本日欠席の早瀬委員からの意見を報告。 

＜早瀬委員の意見＞ 

・第１章 基本方針改正の趣旨等のところで、一般社団法人の位置づけをどうするのか。 

・第３章 協働のパートナーの現状・課題と相関関係のところで、中間支援組織の位置づけ、各

主体の中間支援組織の役割について検討が必要である。また、「市民活動団体」の「NPO法人」

「ボランティア団体」「地縁組織」の相関関係をどう示すかについて検討が必要である。 

・第５章 施策の方向性と取り組みにおいて、「地域円卓会議」のような取り組みがあっても良い

のではないか。 

 

４．議論① 基本方針（改正版）全体構成及び第２章「市民活動の背景」について 

（西田座長） 

それでは、資料 6 での第 1 章、第 2 章について気づいた点について、意見をいただきたい。 

（寳楽委員） 

 第 1 章に対して社会構造の変化から市民活動活性化を考えたい。社会的背景の中では人口構成

も大きな課題であり、堺市でも大きく変化しつつある。人口構成の集中としては、高齢者率 30％、

18 歳未満がいる世帯割合の 30％のところに集中している。この構成は、およそ 5年ごとにずれ

ていき、どの町でも高齢化が進む。地域においては、子ども中心の支援から、高齢者及び子育て
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への支援が、今後必要になっていくのではないか。 

また、堺市を「100 人の村」として考えると、1995 年では子どもや 30代～50 代が圧倒的に

多かったが、2025 年には、高齢者の割合がどんどん増えていくと予想される。小学校区単位で

見ても、子どもが減り、高齢者が増えていくという状況のなか、市民活動活性化の 10 年の基本

方針を定めるには、10年先に起こりうる課題を見据えた基本方針にするべき。NPO を立ち上げ

た人や支えている人も高齢化する中で、さらに 10 年後には新しい担い手も必要になる。10 年間

で人口構成、社会構造がどう変わり、地域や校区で、どんな課題が出てくるのかを分析し、市民

活動団体としてどの部分を補填していけるのかを、議論していく必要性があると思う。 

（増田委員） 

早瀬委員からの意見にもあったが、一般社団法人については、資料６の第１章における用語説

明の「企業等」に含んで良いのではないか。一般社団法人も、企業等の定義にある「営利及び非

営利を目的とした経済活動、社会活動を継続して展開する組織」に含まれる。目的として、利益

追求の部分もあれば、社会活動的な部分もある。 

（岡田委員） 

 資料６の第 3章における地域金融機関の関わり方として、地域金融機関から市民活動団体の矢

印の中で「広報協力、資金提供（融資）、賞金（補助）」となっているが、賞金という言葉に違和

感がある。資金提供（融資、助成金）の表現の方が、実態に合っている。平成 27 年 10 月 1 日

より、NPO 法人が信用保証協会を利用できるようになったが、創業、開業では融資ができない。

補助、融資するにあたっても、事業の継続性や経営基盤がしっかりしているかが審査のポイント

になる。地に足をつけた活動にしていくために、自助・公助という言葉の中に自立や信用力の向

上という言葉も検討していってもいいのでは。 

10 年後を考える上で、第 3 章の仮置きされる課題の人材育成についても、将来の市民活動団

体の担い手ということで、深掘りしていく必要がある。 

（西田座長） 

 第 1 章の用語説明について、一方的に規定してしまうのはどうか。市民活動とは、市民による

自発的で公益性を有する活動とすると、自発的でないといけないのか、公益性を有しないといけ

ないものは市民活動と呼ばないのかとか、いうことになる。わざわざ一章立てしないといけない

のか、少し疑問がある。 

（松村副座長） 

 基本方針の実施期間が 10年となっているが長いような気がする。10年とする根拠はあるのか。 

（市民生活部長） 

 特に決まりはないが、本方針は法定計画である本市の総合計画でいえば基本計画にあたる。本

市の基本計画は 10 年間としており、今回 10 年間を見据えた方針を策定したい。個別の具体的施

策事業は、年度ごとに企画を立ち上げて、予算化していく形をとっている。そのベースとなるの

が本方針と考えている。 

（寳楽委員） 

 今回策定した方針について、アクションプランを作る検討会を開く予定があるのか。また、10

年後に市民活動が活性化しているかどうかの検証も必要だと思う。何年後に誰がどういう評価基

準で検証するのかをあらかじめ見据えておかないと、本当に市民活動が活性化しているのかわか

らないのはどうか。基本方針に記して引き継ぐ必要があるのではないか。 
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（市民生活部長） 

 本方針の下に置くアクションプラン、実施計画は、今回のような体系の中で作ることは考えて

いない。基本方針を策定するなかで、NPO や地縁団体、企業、金融機関等へのヒアリングを実施

している。そのご意見や委員の方々に意見を求めながら行政で策定する。 

PDCA の重要性は理解している。方針そのものではなく、個別の施策や事業レベルで目的・指

標を作り、それが達成できているかを事務事業ごとに 3 年目、5 年目での達成度合いを評価し、

ホームページで公開している。本方針に政策事業の PDCA を実施する旨を記載するかどうかは検

討したい。 

（西田座長） 

 全体的な基本方針なので個別の事業の進捗管理について記載するのは難しいと思うが、意見を

踏まえ、うまく本方針に記載できないか検討をお願いする。 

（松本委員） 

 第 3 章の図で、「NPO 法人」「ボランティア団体」が一括りになっているが、実際には色んな団

体の規模がある。それぞれに対する支援も異なってくるのでは。 

また、前提として堺市内における市民活動団体の数や規模、必要とする支援も把握していれば

教えてほしい。現状を把握した上で検討したい。 

（市民協働課長） 

 団体の規模が違うというのはその通り。「NPO法人」と「ボランティア団体」を一緒にしたの

はあくまで仮置きである。資源、制約事項がある中で地縁団体だけを分けたが、今後「NPO法人」

や「ボランティア団体」を対象としたヒアリングの結果も含めて、検討したい。 

（西田座長） 

 「NPO法人」「ボランティア団体」を一括りにすることについて、委員の皆様より意見はない

か。 

（寳楽委員） 

年間事業額と活動開始後の年数で団体の点在を考えた場合、年間事業額が 100 万円以下が非常

に多くなる。同じ NPO法人でも、年間事業額が 50 万円以下の法人から 2 億を超えている法人ま

で、かなり幅広い。ボランティアベースで活動している 50万～100万円規模の NPO 法人とビジ

ネスベースの 2億を超える NPO 法人を一括りにするのは乱暴ではないか。億を超えるような団

体には融資が必要だが、50 万規模の団体には融資は不要であり、会員を増やす方法や仲間作りの

支援が必要など、支援のあり方も異なってくる。 

岡田委員から自立という言葉が出たが、自立には経済的自立と精神的自立がある。まちづくり

や環境問題など、ビジネスを起こしていけそうな主題を持った NPO 団体は経済的自立が可能。

地域にある課題に対して専門性をもつ NPO については、精神的自立が可能だが、行政の協働と

いう形での支援は必要。 

（西田座長） 

「NPO 法人」「ボランティア団体」を一括りにするのは止めた方が良いのではないか。また、

「NPO 法人」を小規模と大規模とに分ける物差しというのはあるのだろうか。 

（寳楽委員） 

 年間事業額が 100～300 万円規模の団体は、最低限の運営力をつける講座などのサポートが必

要とされる。300万～1000 万円規模の団体では、事業の継続や拡充に対する支援、1000 万円以
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上規模では、社会を変える仕組み作りを提案する力、5000 万円規模以上では、社会を変革して

いく力が必要になるなど、運営課題や社会的役割が変わってくる。同様に活動開始から 10年経

った大規模団体も、ミッションの見直しや存続の意義などの新たな課題が出てくる。 

（松村副座長） 

 地域団体が活動する上で有償ボランティアがキーポイントとなるかもしれない。有償ボランテ

ィアの位置づけは事務局の方はどう考えているのか。 

（市民生活部長） 

「NPO 法人」「ボランティア団体」をひとまとめにしたのは、市としての 1 つのチャレンジで

ある。 

今かなりの数の「NPO 法人」が登録されており、「NPO 法人」の事業規模に差があることは承

知している。本市がどのような規模の NPO 法人に対して、どのような支援を講ずるかは難しい

ところである。 

 有償ボランティアも大きなキーワードであることを理解している。従来行政はボランティアと

呼ばれる人や組織を無償で活用していた。一例として、堺の観光案内をするボランティア団体が

あるが、彼らは 10 年間完全に無償で活動をしてきた。しかし今後、後継者として若者が無償で

続けていくのは難しく、今後は一部を有償化していく必要がある。ただ有償となれば資金の適正

管理などマネジメント能力が必要となり、行政と契約する必要も出てくる。無償から有償に、そ

して行政と契約するために法人格を取得するという、NPO 組成の新しいルートができるのではな

いか。 

 行政と NPO 法人の関係は従来、市民が設立した NPO 法人が行政とどう連携するかというシー

ズオリエンテッドの考え方であった。ただ今後はニーズオリエンテッドという考え方、行政がボ

ランティアから有償ボランティア、NPO 法人となった団体とどう関係するのかを検討することが

必要であると考えている。 

（松本委員） 

「NPO 法人」「ボランティア団体」も同じ市民活動団体であることは間違いない。ただ必要と

する支援の内容、優先度が違ってくる。 

有償ボランティアの整理についても、本日欠席の早瀬委員がよくご存知と思う。 

（西田座長） 

 今の話から、資料６の第 3 章の図中に、行政からの矢印に「マネジメント」と書くべきか。全

ての団体に対してではないが、そういう視点もあるというのを書いてもよいかもしれない。 

 

５. 議論② 第 3章「協働のパートナーの現状・課題と相関関係」について 

（西田座長） 

第 3 章の図中にある各主体の「資源」「制約事項」について過不足がないか等ご意見をいただ

きたい。 

（増田委員） 

 一口に企業といっても大企業と中小企業では保有する資源が異なる。中小企業は、技術、専門

知識、ノウハウ程度で、サービスや商品は提供できても、人、物、信用力、施設は持っていない

企業が大半。企業も、市民活動団体に一方的に提供することは厳しいのではないか。 

また、企業の制約事項に入っている審査基準や社内規定についても外部の市民活動団体に対し
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ての基準を想定している企業はほとんど皆無かと思われる。 

株式会社等で法人化している企業であっても、社会活動を継続するための資金確保が目的で事

業を行っている企業も少なからず存在する。企業が市民活動団体をサポートするというより、企

業と市民活動団体が一緒になって目的を達成するという流れが今後増えてくるのではないか。 

（西田座長） 

 図中では「資源」「制約事項」については、最大公約数で記載し詳細は文章の中で説明すれば良

いのではないか。 

（岡田委員） 

 現時点では企業と地域金融機関の差があまりない。技術というのは金融機関よりも企業寄りの

言葉ではないか。地域金融機関が期待されているのは地域との繋がりやネットワークの部分で、

そういった表現を加えてもいいのでは。制約事項の社内規定という言葉にも違和感がある。銀行

は審査基準でよい。 

銀行は融資を実行している団体とは強いつながりがあるが、それ以外の事業規模の小さな団体

には融資という形ではなく、広報協力、情報発信という形で協力できるのではないか。 

全体的に、お金に関する記述が寄附となったり補助となったりしているので、用語の整理が必

要。 

（西田座長） 

 企業・地域金融機関・市民・大学すべてに人・物・金はあるのだから、全部一緒のところは一

緒で、企業はこれ、地域金融機関はこれという独自の資源だけが表に出てくるほうがわかりやす

い。大学の資源として研究の専門性と、学生の力が抜けているので加えてほしい。図中の矢印の

中の文字が読みにくい。図の表し方の修正もお願いする。 

（増田委員） 

 企業は自社事業を進めるのがミッションであり、他団体との関わりを積極的に行っている企業

ばかりではない。行政とのつながりがある我々のような中間支援組織の役割も図示してはどうか。 

また、企業からの「投資」とあるが「出資」や「寄附」の方が良いのではないか。 

（寳楽委員） 

 市民活動コーナー・市民活動サポートセンター・区民プラザ等の中間支援や、民間でも支援側

にまわっている NPO 法人の位置づけを明確に図示したほうがよい。 

また、例えばシングルマザーが多いなどの特徴がある校区の中では、どういう NPO法人やボ

ランティアが必要か、またどう育てていくのか、といった視点でのサポートが必要。また、行政

内のコミュニケーションを図り、今後どの地域でどんな NPO 法人の育成が必要かという情報の

発信も必要。例えば、生活保護や貧困世帯へのサポートに、子どもやお母さんへの支援はあるが、

中高生への支援になると欠落している。そのようななか、行政内でコミュニケーションを図るこ

とで、担い手となる NPO 法人の育成ができるのではないか。 

企業については中小企業に社会貢献を求めるのは難しい。しかし、中には社会貢献をしたいが

切り口が見つかっていないという企業もある。市内の課題に対して、行政から企業へも具体的に

支援を呼びかけることで企業も動きやすくなるのでは。そういった行政から企業への働きかけも

資料６における第 3 章の図に示してはどうか。 

 

６．議論③ 第４章「基本理念」及び「施策の方向性と取り組み」について 
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（西田座長） 

 第 4 章、第 5 章の中身について、ご意見をお願いしたい。 

個人的な意見であるが、「自他共栄」のスローガンはもう少し考えた方が良いのではないか。 

（松村副座長） 

 第 5 章の「主体」とは何を意味するのか。 

（市民協働課長） 

 ここでは「市民活動団体」と「企業」「金融機関」「市民」「大学」等を意味する。 

（西田座長） 

 寳楽委員の発言にあった一緒に作っていくことを意味する、自助、共助、公助、自立以外の、

主体間のつながりを表現する言葉はないか。 

（市民協働課長） 

 福祉系の言葉では、「互助」という言葉もある。 

（岡田委員） 

 ニーズとシーズの話が出たが、資料６の第 5 章では行政が社会的課題、ニーズを探ることにつ

いては見えにくい。 

（市民生活部長） 

 資料６の第 5章での、施策の方向性と取り組みにおいて、方向性 2 の「信頼性の向上のための

環境づくり」でいうと、自立発展と信頼性の向上は少しビジネスライクになることで高まってい

くのでは。 

例えば、買い物難民の高齢者がいる団地があったとする。1棟あたり 5 世帯 7 人の買い物難民

がいたとして、団地が 3棟あっても実際には 20名しか買い物難民はいない。これまではその方

々に直接保護施策を実施するか、民間の配食事業を受ける補助制度を打ち出すかという手法をと

ってきた。これからはここに 20 人の買い物難民がいるという情報を行政が表に出すことで、NPO

団体や企業がビジネスにつなげて、市民活動を促進できないか考えている。これまで直接情報を

開示することでビジネスを生むことはしなかったのは、提案に対し複数の団体が手を挙げたとき

に、公平に入札で決めなくてはいけないというジレンマがあった。今後そのジレンマをクリアし

て作り上げていきたい願望があるので意見を聞かせてほしい。 

（岡田委員） 

 ニーズとシーズがマッチした上で、シーズの部分を育てていくのであればこの書き方でも良い

かもしれない。しかし、例えばどの地域にシングルマザーが多いかなどの情報は、普通に暮らし

ていてもわからないために、地域でシーズとニーズがマッチしていないのが現状ではないか。ニ

ーズに対して事業を発注するのであれば入札も必要かもしれないが、まずは地域課題のニーズを

行政が発信していくだけでもよいのでは。 

（市民生活部長） 

 全国的にコードフォーと呼ばれる取り組みが広がりつつあり、行政が今までまったく出してい

ない情報を出していく方向にある。地域で生活している、あるいは NPO やボランティア団体で

活動している方に、あなたが住むエリアでは、実はこんな課題がありますという情報を公開して、

市民がそれに対応して事業活動を展開する方向にしたい。 

（松村副座長） 

 今、我々自治連合協議会が必要とする地域の情報は、行政から入ってこない。例えば防災に関
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しても、ここにこんな方がいるという細かい情報がわかればフォローできるが、そうするとどの

部屋にどんな方がいるというのを全部把握していかねばならない。それを全部ボランティアでと

いうのは難しいのでは。昔とはライフスタイルが異なる中で、情報をどこまで開示するかについ

ては大きな問題がある。 

（西田座長） 

 第 5 章 施策の方向性と取り組みの方向性 2 で「協働事業の推進」とあるが、「推進」という

言葉は弱いような気がする。たとえば「提案」や「情報提供」のような、行政が実行するのだと

いうことが明確になる言葉はどうか。 

（増田委員） 

 第 5 章 施策の方向性と取り組みの方向性１で「寄附による市民活動支援制度の拡充」とある

が、寄附だけでなくクラウドファンディングという手段も考えられる。活動内容を世の中にどう

示していくが大切。事業計画がしっかりとしていれば融資へもつながる。 

企業は、社会貢献や市民活動団体との連携といわれても何ができるのかわからないことがある。

その意味で、「市民活動に関するポータルサイトの設置」は役立つし、企業と市民活動団体が交流

する場の提供も考えられる。 

（西田座長） 

 企業と市民活動団体が交流する場ということであれば、大学もその役割を果たせる。 

（寳楽委員） 

 シングルマザーや貧困家庭、高齢者など、地域に眠っている社会的課題を明らかにし、その課

題解決のために市民活動団体をどう育成していくかは加える必要がある。 

社会課題をどう発信して、どう仲間やサポーターを作っていくかが重要。ソーシャルビジネス

的な動きか、もしくはビジネス的手法をとれないのであれば、行政が介入して、サポートする必

要もある。 

他市では、行政が、こういう協働事業を求めていると発信して、実際に協働できる NPO を募

集するケースもある。行政だけではできないことや、NPOの方がやりやすいことは、どんどん発

信して協働相手を探す場を作っていってはどうか。 

（西田座長） 

 第 5 章 施策の方向性と取り組みで「公助」とあるが、「共助」も入れておく必要があるので

はないか。行政が市民活動に対して一方的にできることだけでなく、一緒にできることも方針に

盛り込むべき。 

（岡田委員） 

 資料６第 5 章の方向性 2 で、「企業や地域金融機関による「市民活動運営力強化セミナー」の

開催」とあるが、事業規模の大きい団体であれば対応できる。 

（市民生活部長） 

 従来の市民活動支援だけではなく、産業振興局と連携しながら、ビジネス支援のスキームを取

り入れ、企業と市民活動団体のマッチングという事も今年度から始めている。地域課題を明らか

にして解決してくれる企業や NPO法人に手を挙げてもらう方法も現在取り入れている。3年前

に、夏休み後の小学校の教室の温度を 2度下げて欲しいという発注をしたが、企業以外からは手

が挙がらなかった。行政課題が精密になるほど出てこない。企業でもできる塗料やブラインド空

調などではない、ソーシャルな解決法を提案してくれる人は出てきていない。 
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この度の数回の議論で、従来の市民活動団体支援を超えた基本方針をつくりたい。行政がチャ

レンジしていくことの後ろ盾となってもらいたい。 

（西田座長） 

 今回は入り口の議論をした。次回懇話会では今回の議論を反映してほしい。 

 

７．今後のスケジュールについて 

 第２回懇話会を以下のとおり実施することとした。 

平成２７年１２月１６日(水)１０：００～１２：００  

堺市役所本館 地下１階 会議室 

 

８．閉会 

 

 


