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第２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２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 12 月 16 日(水) 10:00～12:00 

開催場所 堺市役所 本館地下１階 多目的室 

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） 

【出席人数７人／全７人中】 

＜事務局＞ 

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．事務連絡 

３．議事 

本文の概要について（第１回の懇話会からの修正点を含む） 

４．議論① 

  第１章「基本方針改正の趣旨」及び第２章「市民活動の背景・期待される役割」について 

５．議論② 

第３章「市民活動団体と協働のパートナーの現状・課題」及び 

第４章「基本理念」について 

６．議論③ 

  第５章「行政が行う市民活動促進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２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(案) 

会議記録 

（議事内容） 

 

 

 

 

 

 

１．開会 

２．事務連絡 

事務局による配布資料の確認 

 

３．議事 

・事務局より第１回の懇話会からの修正点を含めた本文の概要について説明 

（西田座長） 

 それでは事務局より、堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針（案）のご説明をお願い
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します。 

・事務局より、堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針(案)に従って説明。 

 

４．議論① 第１章「基本方針改正の趣旨」及び第２章「市民活動の背景・期待される役割」について 

（西田座長） 

 事前説明でいただいた資料よりも、少し書き加えたものを本日配布されたということでよい

か。 

（市民協働課長） 

 その通り。 

（西田座長） 

 委員の皆様には事前説明されておられると思いますので、それを前提に、各委員からご意見を

いただきたい。 

 まず９ページまでのところでお気づきの点があればご意見をいただきたい。10 ページ以降は

皆様から個別にご意見をお聞きしたい。 

（松本委員） 

 2 ページの趣旨の下から 5 行目で、「これまでの「行政の考え方や方向性」を示す方針から、「自

助の精神」「共助の精神」「公助の精神」を軸として、「「市民活動団体と協働のパートナーなど市

民活動を行う各主体のあるべき姿を示すとともに、あるべき姿を実現するために行政が行う施策

の方向性」を示した方針に改正いたしました。」と書かれているが、自助、共助、公助となって

いる。 

 第一回の懇話会では「互助」が出てきた。また「互助」はボランティア団体と地縁組織に関わ

ることであり、厚生労働省の地域包括ケアシステム報告書においても「自助・互助・共助・公助」

の４つが示されているので、本方針では３つということに違和感がある。 

（早瀬委員） 

 厚生労働省は、インフォーマルな相互扶助を「互助」とし、社会保険のような制度化された相

互扶助のことを「共助」といっている。市民活動にとって共助をどう扱うか。 

（西田座長） 

 「自助・互助・共助・公助」の 4 つで良いのではないか。 

（寳楽委員） 

 今回、本方針の上位計画である「堺市マスタープラン さかい未来・夢コンパス」を読み直し

た。今回の基本方針のなかで、何をもって市民活動が活性化をしたと言えるのか、そもそも堺市

の将来のあるべき姿についての議論が薄い。 

自治都市を宣言するなかで、企業・金融機関・地縁組織などの各主体がどのような役割、イメ

ージをもつのか、市民活動が活性化した後の堺市のビジョンの共有もなされていないような気が

する。 

（西田座長） 

 今の意見は 2 ページの趣旨に記すべきということか。各主体のあるべき姿は 20 ページに示さ

れているのが、そのさらに向こうに、目指しているまちの姿がないというご指摘か。 

（寳楽委員） 

 そのとおり。前回方針（平成 13 年度策定）の中では、４つの方向性が示されていた。今回我々
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は、行政の呼びかけで協働のパートナーの代表として集まっている。行政が今後の社会の中で、

どこを目指しているのかを明確に示さなければ、我々委員がどこを目指すかの共通認識を持って

議論できないのではないか。 

（市民協働課長） 

 そのご意見を、どこにどのように反映したいのか、ご説明をいただきたい。 

（寳楽委員） 

 前回は、こういうまち・地域を作っていく、そのために市民活動を活性化させる必要がある、

と基本方針で明確に謳っている。今回はこんな社会をつくるという大きなビジョンがないまま、

各主体のあるべき姿、方向性がこの基本方針案に規定されてしまっている。おそらく、21 ペー

ジ市民活動を支援する基本理念の○で示されている部分がビジョンに当たるのではないかと思

うが、そこが空白のままだと議論がしにくい。ビジョンなしに、先に手法だけが記載されている

ので、わかりにくいと思う。 

（市民協働課長） 

 堺市マスタープランに協働が基本に位置づけられている。基本理念の○で示されている部分

は、自立、協働（パートナーを組む）、ネットワーク（連鎖）を主軸として、ことばを書きたい。

併せて、市長がよく口にされるおせっかいという言葉も含められたらという思いもある。 

現時点で言葉としてはまとめ切れていないが、このようなイメージで方針を策定している。そ

のあたりのことはマスタープランに記載してある。 

（西田座長） 

 寳楽委員が言っているのは、自立、協働、連鎖が起きた後にどのような社会になるのかという

ことか。 

（寳楽委員） 

 自立、協働、連鎖はあくまでも市民活動活性化のための手法にすぎない。自立しなくては、協

働しなくては、ということはすでに理解しているが、その先に待っている社会のイメージ図が共

有できていない。現在とは逆に、どんなまちにしたいかという大きな目標、ビジョンを先に考え

ていくものではないのか。 

（早瀬委員） 

 どうしてもアクションから作ってしまいがちだが、大きなゴールが見えないと、取り組みがバ

ラバラになってしまう気はする。 

（増田委員） 

 本当はそのような内容について、この場で議論した方がよいかと思う。主体がそれぞれにでき

ることを持っているからこそ目指せる目標もあると思うので、できればここで話し合えたらと思

う。 

（岡田委員） 

 キャッチフレーズがどうなるかによって、イメージがわきやすいと思う。 

（松村委員） 

 キャッチフレーズが書かれていない理由はあるのか。 

（市民協働課長） 

 キャッチフレーズを一言で言い表すのは難しい。逆に皆様からも意見を出してほしい。 

（寳楽委員） 
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 一言で表す必要はないのではないか。これからの 10 年を見据えたときに、一言で言うのは難

しい。 

方針内に示している将来推計人口や将来人口推移から、今後は堺市の人口が減り税収入も減る

ことが想定される。 

今ある資源をどう分配すれば、私たちが住みやすいまちづくりができるかや、どの階層に対し

てどのような対応をしたら良いのかを議論するべきではないか。こういうまちにしたいという理

想、ビジョン、目標をいくつか（方針に）入れてはどうか。 

（西田座長） 

 20 ページに、「あるべき姿」が各主体別に記載されている。きれいにまとまってはいるが、そ

れぞれの関係性がやや希薄であるのでバラバラ感は感じる。 

19，20 ページで主体ごとに挙がった課題を一旦抽象化した後、また個別にあるべき姿を提示

しているので、最終的にひとつ、堺市の「あるべき姿」という全体像があると、まとまりやすい

のではないか。 

そうなると趣旨説明のところにもそのような文言が必要ではないか。 

また、基本方針に盛り込むのかは微妙な問題だが、新たに１章設けて、現時点の社会課題を記載

しておくことも、私自身は必要だと思う。 

（早瀬委員） 

 3 ページの「Non profit Organization」という英語はない。 

「Nonprofit Organization」か「Not for profit Organization」に修正した方が良い。 

 それと４ページの図であるが、これは自分たちが作成した図を参考にしたと思うが、現在は修

正している。できれば最広義の NPO の下に、共益団体も含むとするか、広義の NPO に公益団体

を記載したほうがよい。狭義の NPO はもう少し右側の共益性の部分に広がるイメージとなって

いる。共益性のある市民活動団体はたくさんあるのに、この図だと公益団体しかないようである。 

（岡田委員） 

 3 ページの地域金融機関の用語説明で、「地方に根付いた金融機関」とあるが「地域に根付いた

金融機関」に修正してほしい。 

（西田座長） 

 3 ページの大学の用語説明は不要である。定義しなくとも良い。 

（西田座長） 

 7～9 ページまでで、お気づきの点、抜けている点があれば後で指摘していただきたい。 

 

５．議論② 第３章「市民活動団体と協働のパートナーの現状・課題」及び第４章「基本理念」について 

（西田座長） 

 それでは第 3 章の市民活動団体の部分について、ご意見をいただきたい。主体と関係がある松

本委員、寳楽委員、早瀬委員からお願いしたい。 

（寳楽委員） 

 12 ページ「NPO 法人・ボランティア団体」の課題のところで、「行政への依存が強い」とされ

ているが、その根拠はあるのか。依存なのか協働のパートナーなのか、どう判断して書かれてい

るのか。 

 また、「期待される役割」が多すぎる。そもそも NPO は社会課題対応で活動しているので、こ

https://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2-54530
https://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2-54530
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れ自体必要かわからない。 

（早瀬委員） 

 「依存」は「自立」と対になる言葉とされるが、そもそも市民活動団体の「自立」とはどうい

う状態を指すのかという概念を共有していないと、議論がむずかしい。よく言われる「自立」の

イメージはボランティアや寄付、補助金等に頼らず、対価を得てサービスを提供することとされ

るが、それを自立とするならば市民活動団体ではなく、企業になる。 

市民活動団体の基本的な自立のスタイルとしては、参加の機会を提供することが挙げられる。

補助金を受けることでも、補助をする団体が市民活動団体の提案する斬新な企画に参加する、つ

まり補助することで、新しいサービスに実験的に取り組んでいけるという見方もある。 

 この視点から考えると、市民活動団体に「期待される役割」ではなく、市民活動団体がそれぞ

れの主体に「提供できること」として捉えた方が良い。 

 その意味では、市民活動団体は市民に対してボランティアや寄付を通して、社会活動に参加す

る機会を提供することができ、企業に対してはＣＳＲの向上などを提供することができる。市民

活動団体の自立は寄付金や補助金を受けないことではないわけで、そのイメージを変える書き方

をしてほしい。 

（松本委員） 

 「NPO 法人・ボランティア団体」の課題については、今回実施したヒアリング調査の内容と一

致しているのか確認できないので、調査の内容を示したほうが方針を見た人に納得してもらえる

のでは。 

 期待される役割の部分で、市民に対してできることに、参加の機会を加えてほしい。また、「NPO

法人・ボランティア団体」の課題のところで、行政への依存が強いという表現には抵抗がある。 

（西田座長） 

 「NPO 法人・ボランティア団体」の課題の内容表現は見直ししてほしい。「信頼性が不足して

いる」という言い方にも違和感がある。「労働のパートナーとのマッチングが必要」は、「マッチ

ングができていない」に、「期待される役割」は「提供できること」に表現を変えた方が良い。

期待される側からみたら、押し付けがましい気がする。 

 それでは次に 13 ページの「市民」について、まずは松村委員からご意見をいただきたい。 

（松村委員） 

 ここで言う市民が、堺市で生活する市民ということであるという前提であれば、特に違和感は

ない。 

（寳楽委員） 

 労働力ということばに違和感がある。「担い手」や「ボランティアとして参加する」などの表

現に変えた方が良い。 

（早瀬委員） 

 「当事者意識が低い」「理解が不足している」と断定しているが、それは少数だと思う。いず

れも表現を変えた方が良いと思う。 

 また「プロボノ」という言葉が出ているが、問題ないといえば問題ないが本来は弁護士や税理

士など専門性の高い職業の人々が無報酬で行う公益活動を指すラテン語の pro bono publico の

略からきたもので、その概念をサービスグラントという団体が広げた言葉である。誤解を招く可

能性もあるので、ここでは避けたほうが良いと思う。 
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（市民協働課長） 

 特にその言葉がなくとも文意は通じるので、削除しても問題はない。課題の中の文言は、断定

的なものが多いので書き方を検討したい。 

（西田座長） 

 プロボノは削除することとする。結果として低いことが課題なのだろうが、「当事者意識が低

い」という書き方も検討が必要だと思う。 

それでは、14 ページ「企業」について、増田委員よりご意見をいただきたい。 

（増田委員） 

 「企業」の現状の 1 行目の文章が、わかりにくいので見直しをしてほしい。それと企業の強み

で「ブランド力・信頼性」と記されているが、これは比較論であって、企業間でも違いがあるし、

何と比較して強みがあるといえるのか、わからない部分である。ここでも書き方が断定的なのは

気になる。 

（早瀬委員） 

 「企業」の課題の３番目、「専門的知識、技術の提供など、支援する際は原則として「有償」

となる傾向がある」とあるが、社会貢献活動の場合は無償提供があるし、グラントを上乗せして

無償提供してくれる場合もある。また、「社会貢献活動」は、ＣＳＲかそれと最近あまり使われ

なくなったがＣＳＶという言葉の方が良いと思う。 

（西田座長） 

 「市民活動団体」に対して出来ることで、「企業が保有する会議室、ホール等のスペースを市

民活動団体に提供することを期待されます。」と書かれているが、このことは特に企業に特化し

たことではないと思う。 

 それでは、次に 15 ページの「地域金融機関」について、（岡田委員）よりご意見をいただきた

い。 

（岡田委員） 

 「地域金融機関」の現状の下から 2 行目、「地域の課題解決や地域活性化の一端を担う役割を

果たして行くことを期待されています。」の部分は「地域の課題解決や地域活性化の一端を担う

役割を果たして行くことが期待されています。」に修正してほしい。 

また、「地域金融機関」の強み・資源で「金融機関の活動に必要な店舗、研修所などの施設」と

書かれているが、「活動に必要な」は不要である。それと「地域金融機関」の課題で「店舗や研

修所などの施設貸与には公共性等の制約がある」と書かれているが、文頭に「地域金融機関の」

を追記した方が良い。文章全体を読めばわかることではあるが。 

それと「ネットワークを活用した市民活動団体との連携が不足している」と書かれているが、

文頭に「金融機関が持つ取引先等の」を追記してほしい。 

（西田座長） 

 課題のところで、「不足している」という表現が気になる。 

（早瀬委員） 

 地域金融機関が市民活動団体にできることとして、近畿労働金庫のように手数料の減免、昔

の日本郵政公社の国際ボランティア貯金のように利息の一部を寄附すること等も考えられる。 

（岡田委員） 

 課題の「市民活動団体の特性に対応した融資の際の審査基準が明確ではない」の書き方は、「市
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民活動団体に対する審査基準が明確ではない」に修正したほしい。 

（西田座長） 

 16 ページの大学のところは、私から意見を述べたい。 

 まず、現状について、3 行目の、「学生を「単なる労働力・人員」として扱う市民活動団体も存

在することや、学生の関心の多様化から、情報提供する大学側の個別判断や支援体制の構築も難

しくなっています。」はそういう団体がいたりするかもしれないが、総論では誤りなので削除し

ていただきたい。 

 次に強みの部分で「専門的知識、技術を持つ人材（教員）および学生の存在」と書かれている

が、「専門的知識、技術を持つ教員」と「学生の存在」に分けてほしい。それと、「教員の個別的

ネットワーク」は強みでもあるが、大学組織と市民活動団体が連携する際にはネックとなること

もあるので、今回の基本方針においては強みであるとはいえない。 

 課題の部分は、「学生の関心の多様化に対応した情報提供や支援体制が充分でない」「大学と市

民活動団体の直接的なつながりや、連携に係る方針、体制が未整備である」の文章表現を見直し

してほしい。 

（早瀬委員） 

 2014 年の内閣府の市民意識調査のなかでボランティアに対する関心度が最も低いのが学生で

あった。一方、過去ボランティアをしたことがある回答は学生が結構多かった。これは過去のボ

ランティア体験が反映しているものと思う。現状のところで、「市民活動に関心を持つ学生が増

え」と書かれているが、確かに関心を持っている学生はいるが一方でまったく関心ない学生がお

り二極分化しているのが現状であると思う。 

（西田座長） 

 大学の現状の部分に、そのことを反映する。 

 さて 17 ページの行政の部分であるが、行政の方からご意見はないか。 

（市民協働課長） 

 各委員から、内容表現についてご意見をお伺いしたい。 

（松村委員） 

 「行政からの自治会・町内会への依頼事項の削減」とあるが、どのような意味か。 

（事務局） 

 自治体・町内会への依頼事項が多く、ご負担をおかけしているという意味である。表現等はま

た考えたい。 

（早瀬委員） 

 「市民活動団体」に対して出来ることで、「マッチングさせ」という表現があるが使役動詞を

使うのは避けた方が良い。「マッチングし」の方が良い。 

（西田座長） 

 「～させる」等の文言表現について見直ししてほしい。 

次に、18 ページの中間支援組織についての部分であるが前回の懇話会で追記要望を反映して

いただいたものである。ただ場所はここで良いのか。 

（早瀬委員） 

 中間支援組織は、イギリスでは最近、インター・ミディアリーではなくインフラストラクチャ

ーと呼ばれることもあり、パイプ役は勿論、活動するための基本的な環境を設定する組織となっ
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ているようだ。大学内のボランティアセンターや、自動車会社の中にあるボランティアセンター

など、つなぎ役になっている組織が色々あるので、例の中に挙げてはどうか。いろいろなものを

つなぐという意味では、このページ（位置）で良いか。 

（西田座長） 

 ここだけコラムのような扱い方になっているので、記載するのであれば他の主体と同じ内容、

構成にしてほしい。協働のパートナー：「つなぎ役」か「中間支援」か。 

（寳楽委員） 

 まずは 10 ページの相関図に中間支援組織を入れた方が良い。現状や課題も書いたほうがよい。 

（西田座長） 

 もし本方針に中間組織を入れるのであれば、他の主体と同じようなまとめ方をする必要があ

る。 

（早瀬委員） 

 10 ページの図だと、「共助」の部分に中間組織が関与することになる。 

（増田委員） 

 中間支援組織といっても様々であり、同じ役割をもっているかどうかわからない。その意味で

ほかの主体と同じようにまとめられるのか。  

中間支援組織の役割は今後増えていくので方針には記載してほしいとは思うが、同じ形式は記

述しにくいのではないか。特に、強みや資源が他の主体と比べて若干異なってくるが、どのレベ

ルで記載するのか。 

（西田座長） 

 他主体と同じように抽象化して書くのはどうか。一度、書いていただいいて、再度、懇話会で

議論すれば良いと思う。 

 さて 19 ページは各主体の課題をまとめたもので、これらはまた表現等を見直していただきた

い。 

 次に 20 ページからの第４章であるが、「あるべき姿」が先ほどの各主体の課題の裏がえしにな

っているだけのように見える。また、「あるべき姿」で良いのか。 

（寳楽委員） 

 各主体がこうあるべき、と市が書くことについては疑問がある。将来の堺市の目標、ビジョン

が先にあって、それに向けて各主体がどう役割をもつかを検討した上で書くことが必要である。 

（西田座長） 

 全体像がない中で、各主体のあるべき姿を描くのは難しい。 

（早瀬委員） 

 「べき」論には引っかかる人が多いと思う。 

（市民協働課長） 

 あるべき姿というのが、10 年後の各主体のあるべき姿を指すのか、先に挙げられた各主体の

取り組み姿勢を指すのかわかりづらいので表現を考えたい。10 年後の堺市のあるべき姿が示さ

れていないのに、各主体のあるべき姿が書かれている点も再考したい。 

（西田座長） 

 今回の方針案では、現状の課題への対応しか書かれていないので、堺市の将来を見据えた姿を

描いた方がいいだろう。 
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（早瀬委員） 

 ビジョンに対して各主体がもつミッションはさまざまなので、それを総括して１つの方向にま

とめるのは避けた方が良い。色々な団体が色々な方向に色々な活動をしている、その結果として

こんな面白いまちになっているという姿を描ければよいと思う。 

（増田委員） 

 「市民の自治による住みよい豊かなまちづくり」と書かれているが、抽象的である。 

 まとめ方であるが、今回の方針には、行政として市民活動団体に一定の役割と期待を書くこと

とされている。今後財源が減る中であっても、市民活動団体が活動的な堺市を創る。それに対し

て、市民活動団体以外の主体が、このようにサポートできる、というようなまとめにした方が良

いのではないか。 

（松村委員） 

 行政が地域への負担を軽減していくというのは大変有り難いことだ。しかし、周知することに

ついては、自治連は組織率が低下しているといっても、10 日程度あれば 150 万人に対して周知

できる力がある。今後行政から地域住民へ周知することについて、何か方法があるか。 

（市民協働課長） 

 行政が広報活動をしているなかで、地縁組織にも同じ内容の広報活動をお願いしている。今自

治連がやっていることを行政が代わってやるのではなく、このような重複している部分をなく

し、本来の地域課題を解決するという自治活動を担っていただくことを希望している。それによ

り、市民活動の活性化につながっていくという趣旨でこのように記述している。 

（松村委員） 

 地縁組織が広報の配布団体ではなく、自治活動団体であることをご理解いただければ助かる。 

（岡田委員） 

 地域金融機関のあるべき姿のところで、「地域住民や地域企業に金融サービスを提供してい

る。」と書かれているが、金融機関としては当然なので、「市民活動団体に対して金融サービスを

提供している。」に変えた方が良い。 

（西田座長） 

 あるべきまち、あるべき市の姿があって、それに対して各主体の方向性が見えるような内容に

した方が良い。 

 少し戻るが、19 ページの課題１、２、３について何か意見はないか。 

（早瀬委員） 

 課題２の「信頼性の向上」とあるが、イギリスの場合、チャリティ団体は医師についで信頼性

が高い。政党が最も低い。 

 何をもって信頼性が高いのか低いのか、その根拠を明確にしておく必要がある。信頼性という

よりも、市民活動団体が何をやっているのかよくわからないという点ではないか。 

（西田座長） 

 市民活動団体の活動趣旨がうまく伝わっていないということだと思う。 

 次に 21 ページの基本理念についてである。「自立」「協働」「連鎖」「おせっかい」などを包含

したキャッチフレーズとなるのか、良い文言はないか。 

 ところで、（21 ページ下部の）「連携・協働関係形成のための基本原則」は市の全体的な方針

か。何か１つ不足しているような気がする。 
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（早瀬委員） 

 この原則は 1999 年に行政と市民の協働のルールをつくったのが横浜市で、彼らは横浜コード

と呼ぶが、それが元になっている。公益性の原則が抜けているのではないか。 

（市民協働課長） 

 公益性のところは、用語説明のところに入れたので、ここでは省略した。 

（西田座長） 

 これもコラムにように見えるが、書き方を考える必要がある。基本原則に基づいて基本理念を

策定しますと書くか。 

（寳楽委員） 

 堺市総合計画、マスタープランを見ると、市民とともに進めていくとされている。この方針案

では、今協働のパートナーという位置づけを広げたことで、市民と行政との協働の部分が抜けて

しまっている。そもそも NPO は、行政の施策で拾いきれない人々のサポートをしたり、企業で

は取り組みにくいニーズに取り組んだりしている分、資金調達がしにくい面がある。その中で企

業や金融機関と手を組むというのはなかなか難しい。行政と市民活動団体の協働が基本にあって

初めて、各主体との関係が進んでいくのではないか。 

 先日関係者に聞いてみたら、行政と協働する際に、ハードルが高い、対話の場が少ない等の意

見を聞いた。NPO が現場の声を伝えようと思っても、誰にどのように伝えたらよいのかがわから

ない、行政の協働のねらいが分かりづらいなどの意見がある。協働のしくみをつくるとか、協働

の窓口をつくるとか具体的内容が書かれていない。 

（西田座長） 

 それらについては（22 ページ）第５章に含まれることであると思う。時間もちょうど良いの

で、第５章について意見をお願いしたい。 

 

６．議論③  第５章「行政が行う市民活動促進施策の方向性と取り組み」について 

（早瀬委員） 

 23 ページの「自立」を活性化に言葉を変えるとよいのではないか。 

（松本委員）  

19 ページの課題３と 24 ページの方向性３の文言のニュアンスが不一致である。主体が連携し

ても事業に取り組むとは限らないので、課題３の文言を方向性３の文言に一致させるのが良いの

ではないか。 

それと方向性３の内容でポータルサイトについてふれられているが、これば既に存在する。既

にあるものと、これから実施するものとを分けて書いてほしい。 

（寳楽委員） 

 24 ページの協働事業の推進のところで、職員個人のモチベーションの有無によって協働事業

の進捗が左右されることが実際に起こっているので、組織として協働に取り組むようにしてほし

い。 

（早瀬委員） 

 22 ページの行政職員の意識改革とも連動する指摘である。 

（西田座長） 

 行政職員の意識改革と能力開発はどの部署でも行っていることだと思うので、ここでの取り組
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み内容については、市民活動の活性化に特化した内容を書いた方が良い。基本方針なので抽象度

が高い方が良い。ただ全体の基本方針ではなく、市民活動活性化の基本方針なので丁寧な書き方

が望まれる。 

（早瀬委員） 

 毎年成果を評価するか、各担当部局に協働担当を配置するとか、そのあたりを念頭に置いて書

かれると良い。方針なので具体的に書くかは、検討が必要である。 

（市民協働課長） 

 意識改革と能力開発については、マスタープランからの引用であるが、頭に行政職員の、とつ

けることで全体の話になってしまっている。 

（西田座長） 

 10 年間の方針であることと、目前の課題に対応することと、どう折り合いをつけて書くかが

ポイントであろう。また文言整理を丁寧に。今回指摘された文言整理は大変かと思うが大事なこ

とである。 

（早瀬委員） 

 市民活動の担い手は今後減少が見込まれる。専業主婦は減少し、次代のシニア層はどれだけ担

ってくれるのか。非正規雇用が増え、若者は生活に余裕がなくて難しい。その一方で、75 歳以

上の人口が増えていく。   

今回の方針案の人口グラフは世代区分が３区分のため示されていないが、認知症の発症率が高

く比較的手厚いケアが必要な後期高齢者が増加していき、アクティブシニアが多い前期高齢者は

逆に減っていく。また 2030 年問題で単身者は増える。そのような危機感を書くべきか。 

（西田座長） 

 現状認識の部分を趣旨のところに盛り込むのはどうか。各章ごとに現状認識が示されているの

で、全体的な現状認識も示してよいのではないか。 

それと今回の方針案で最も気になるのは、最終的なまとめがないことである。主体毎のまとめ

はあるが最終的にどの方向になるのか、総論的なまとめが必要だと感じている。 

（寳楽委員） 

 今後地域社会の構造が変わることを市民に理解していただく方が良いのではないか。本方針の

目的は、市民活動への関心を高めることではない。社会構造の変革を実感することで、市民ひと

りひとりが社会課題に対して行動する、そのきっかけ作りをすることである。であれば、現状の

社会に対する問題、今後起こってくるであろう問題等の問題提起が必要だと感じる。 

（増田委員） 

 第５章は内容が重複している点もあるので、もう少し整理し、簡潔にまとめられると良いので

はないか。 

（松本委員） 

 21 ページ基本理念と基本原則の箇所は、前回方針（平成 13 年度策定）を今回の方針は踏襲す

る意味で、公益性の部分も含めて明確に記述した方が良い。基本理念および基本原則と並列した

書き方でもよいので、コラムのように囲まずしっかり記述してほしい。 

 また堺市のマスタープランのことなど、市の方はご存知かもしれないが、市民は必ずしもわか

っていないので、マスタープラン等と重複しても良いのでそこに書かれている内容も方針に書い

た方が良い。 
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（寳楽委員） 

 5 章の方向性の具体的な取り組みに書かれている内容について、もう既にしていること、これ

からはじめることが混ざっているので、整理した方が良い。 

 現在取り組んでいることで課題があるのであれば、それも書いておいた方が良い。 

（西田座長） 

 前回方針（平成 13 年度策定）の現時点での到達点を書いた方が良い。 

（市民協働課長） 

 その点については第 2 章に書くことを検討している。 

（岡田委員） 

 PＤＣＡの考え方について、本方針に入れるべきか検討してほしい。 

（市民協働課長） 

 PＤＣＡの考え方については、入れるように考えたい。 

（寳楽委員） 

 今回の懇話会で色々な意見が出た。次の懇話会で方針を決定するのは怖い。各主体間の理解も

不十分である。行政が作成する文章も多くなる。これから 10 年先を考えるのでもう少し時間を

かけて検討する必要があるのではないか 

（市民協働課長） 

 懇話会の後、庁内から意見をいただきパブリックコメントでも意見をいただく。本年度中に大

きな方向性を決め、次年度からすぐ実施に移したい。 

（寳楽委員） 

 来年度以降、誰がどの方向で事業をすすめていくのか明確でない。 

（市民協働課長） 

 あくまで、これは大きな方向性を決めるもので、懇話会で決めたことを行政が勝手にすすめる

わけではない。 

（西田座長） 

 本会議は懇話会なので、意見を申し述べることであり、意見を方針にすべて反映させるという

ことは問題でもある。各委員は各主体の代表という気持ちであるが、主体もそれぞれ違う意見を

持っている。意見をどう方針に反映するかは、行政が判断することであると思う。 

 ちょうど時間となったので、これで終えることとしたい。 

 

７．今後のスケジュール 

 第３回懇話会を以下のとおり実施する。 

平成２８年１月１９日(火)１８：００～２０：００  

堺市役所本館 ３階 第２会議室 

 

８．閉会 

 


