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第３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３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 28 年 1 月 19 日(火) 18:00～20:00 

開催場所 堺市役所 本館３階 大会議室 第２会議室 

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＞ 

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 

 

傍聴者  ３人 

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２回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」について 

６．議論③ 

第４章「基本理念」について及び第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．閉会 

配布資料 

・第３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) 

・堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針関連データ集 

・堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針(案)概要版 

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 

（西田座長） 

・本日は最終的な基本方針案についてご意見をいただきたいと思う。 

それでは、事務局よりご説明をお願いしたい。 
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・事務局より本文の概要について（これまでの懇話会からの修正点を含む）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） 

このあたりは大きな変更はないと思うが、委員の皆さまからご意見をいただきたいと思う。 

（早瀬委員） 

 １ページの第５段落の「自助、共助、公助を軸として」の「軸」という表現が気になる。「適

切なバランスをとって」という表現の方が良いのではないか。 

それと第６段落の「市民活動団体と協働のパートナーの相互理解」ではなく、「市民活動団体

と協働のパートナーとの相互理解」の方が良いのではないか。 

また、２ページの用語説明で、市民活動「②政治上の主義・主張を推進」は、「②政治上の主

義」として「主張」は含めない方が良い。特定非営利活動促進法でも「政治上の主義を推進し、

支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」と「主張」は含まれて

いない。 

協働のパートナーは「市民、企業、地域金融機関、大学、行政」としているが、今後マスコ

ミや高校もパートナーとして考えられるかもしれない。「市民、企業、地域金融機関、大学、行

政など」とした方が良いのでは。 

NPO は、「Non-Profit Organization」ではなく、「Nonprofit Organization」が正しい。 

（西田座長） 

 用語説明は、一般的な用語説明なのか、それとも本方針に出てくる用語の説明なのか、明確

にしておいた方が良い。例えば、協働のパートナーについても、本方針の用語説明であれば「市

民、企業、地域金融機関、大学、行政」となる。 

他に用語に関して質問や意見はないか。 

（早瀬委員） 

 3 ページの図は、当団体が提供したものであるが、このままだとわかりにくいかもしれない。

説明すると、一般社団法人は非営利活動をしっかり行っている団体とよくわからない団体が混

在している。営利法人も含まれるので、このように外側に広がる図になっている。本方針では、

一般社団/財団法人は扱わないが、今後一般社団の数は NPO 法人の数を抜くものと思うので、

いずれ市民活動団体の形の 1 つとなるだろう。 

（西田座長） 

 7 ページのところ、これまでの主な取組みについて、前回懇話会を踏まえて修正されている

が、何か意見はないか。 

前回懇話会で質問された松本委員から何か意見は無いか。 

（松本委員） 

 指摘した内容は反映されており、特に意見はない。 

（早瀬委員） 

 8 ページのところで、「社会に必要なサービスを提供する新しい力」とあるが、「社会に必要

なサービスを新たに提供する力」という表現の方が国語表現としては宜しいのではないか。 

（西田座長） 

 据わりの良い表現で記述してほしい。 

第１章、第２章の内容はこれで良いか。ほぼ前回懇話会で出た変更内容が反映されていると
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思う。例えば、本方針は 10 年間の期間を設定し、「社会経済情勢の大きな変化により市民活動

を取り巻く環境が著しく変化した場合などは、必要に応じて適宜見直しを行うこととします」

と明記されている。 

（寳楽委員） 

 7 ページの「これまでの主な取り組み」のところで、市民活動コーナーと市民活動サポート

センターの設置は記載されているが、その後三者で話し合って統合された「市民協働ひろば」

については記載されていないので反映してほしい。 

（西田座長） 

 「市民協働ひろば」については反映を検討いただくことにする。 

 

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」について 

（西田座長） 

次に第３章について、委員の皆さんよりご意見をいただきたい。前回懇話会で意見があった

中間支援組織を（9 ページの図に）反映したが、早瀬委員、これで宜しいか。 

（早瀬委員） 

 中間支援組織の位置はこれで良いが、他の主体と図のデザイン（影つき）を合わせてほしい。 

（西田座長） 

 増田委員、意見はないか。 

（増田委員） 

 これで良い。 

（西田座長） 

 11 ページの「市民活動」の文字が欠けているので、修正が必要である。 

（早瀬委員） 

 松村委員にお伺いしたいが、11 ページの地縁組織の課題のところで、「無償活動の限界」と

あるが、実際に地縁団体の中にはそのような意識があるのか。 

（松村委員） 

 現在ではほとんどが無償で行われているが、将来的にみると、限界があるということである。 

（早瀬委員） 

 現時点では無償で活動が展開されているので、限界という表現を使うことで否定的なニュア

ンスが含まれないか。 

（高屋敷課長） 

 ヒアリングで現在は無償で活動ができているが、20 年後は時代の変化もあり難しいという意

見があったので記載したものである。 

（早瀬委員） 

 限界ではなく、課題という表現の方が良いのではないか。 

（高屋敷課長） 

 「地縁団体」と記載してあるが、本ページに限らず「地縁組織」にことばを統一する。 

（岡田委員） 

 関連データ集のページに記載されている内容と本編の内容が一致していない。 

（高屋敷課長） 

 本編の編集時にずれが起きたものと思われるので、見直しをする。 

（西田委員） 

 地縁組織の記載内容について、ご意見ないか。 
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（松村委員） 

 特にない。 

（西田座長） 

 12 ページの「市民」の記述内容等について、ご意見ないか。 

（早瀬委員） 

 「課題」の「資源の持続・安定的な提供」の「資源」という言葉が少し気になる。「資源」は

使う側の表現であり、「持続・安定的な活動の提供」の方が良いのではないか。 

（西田座長） 

 その「資源」という言葉は、「強み・資源」の項に記載されている内容を指している。「強み・

資源」の項を読めば、「資源」の意味はわかるが、必ずしも、そこを読むとは限らない。少し事

務局の方で表現内容を検討してほしい。 

次に 13 ページの「企業」の記述内容等について、増田委員、ご意見ないか。 

（増田委員） 

 「現状」のところで、「中小企業においては、市民活動団体に対する理解が十分でなかったり

～」という表現があるが、中小企業の場合、理解が十分という前に、市民活動団体との接点が

少ないことが問題であると考える。 

そもそもＣＳＲの取り組みができる大企業は別として、中小企業が市民活動団体と接する機

会が少ないことが問題である。 

（高屋敷課長） 

 企業を対象としたヒアリングでも、市民活動団体との出会いの場、意見交換の機会が求めら

れていたので表現を検討したい。 

（西田座長） 

 そのような現状であれば、「現状」と「課題」の項の記述内容も見直した方が良いのではない

か。 

（増田委員） 

 それと、「市民活動団体に対してできること」のところでは、企業が一方的に提供する表現に

なっているが、企業が市民活動団体との連携、協働により新たな価値を生み出す、という内容

を記述してはどうか。 

（西田座長） 

 それでは、14 ページ「地域金融機関」のところで、岡田委員、ご意見ないか。 

（岡田委員） 

 「強み・弱み」の項で、「助成金・寄附」とあるが、他の主体の記述に合わせる形で「資金（融

資・出資・助成金・寄附）とした方が良い。あとは前回懇話会で指摘した内容が反映されてい

る。 

（西田座長） 

 15 ページの「大学」のところは、「センターオブコミュニティ（COC）」が COC プラスに変

わっている等あるが、現状としては、これで良いと思う。 

次に 16 ページの「行政」のところはどうか。 

（早瀬委員） 

 「市民活動団体に対してできること」のところでは、他の主体の当該箇所でも同じであるが、

３項目だけでなく、他にもあると思うので、「～など」と記して広がりを持たせたほうが良いの

では。あくまで、代表的なものを３項目だけ明示しているというスタイルの方が良い。 

（西田座長）  
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「課題」のところで、「自治会・町内会」を記載されているが、他と同じく「地縁組織」という

表現に合わせた方が良いのではないか。 

全体的にみて気になる点があれば（委員から）意見を述べてほしい。 

17 ページの各主体の「課題」を一覧に挙げ、抽象化した３つの課題にまとめた箇所はどうか。

大学の箇所は、前回「さらなる」という文言が不要と発言し、15 ページでは削除されているが

17 ページでは残っているので反映してほしい。17 ページの「課題」は、先ほど各委員から寄

せられた意見等を反映したものを、すべて反映してもらう方が良いのではないか。 

（岡田委員） 

 14 ページの「課題」のところで、「市民活動団体に対する審査基準」とあるが、何の審査基

準がわからないので、「市民活動団体に対する資金提供の審査基準」と修正した方が良いのでは

ないか。 

（西田座長） 

 11～16 ページの各主体の項に記載された「課題」について、そのまま（同じ内容を）17 ペ

ージの「課題」のところに記載してあるか、ご確認いただきたい。 

（松本委員） 

 松村委員に伺いたいが、11 ページの「市民活動団体」地縁組織の「課題」で、「専門性が高

い地域課題への対応」とあるが、そのことを地縁組織に求めても問題はないか。 

ヒアリング結果をみると、34 ページのＢ校区自治連合会長の「団体自身の市民活動の現状・

課題について」の中で、共助できる地域づくりが課題とされており、これは地縁組織の方から

もよく挙がる話である。それを地縁組織の課題に含めた方が良いのか、松村委員からご意見を

伺いたい。 

（松村委員） 

 校区自治連合会長のヒアリングについては、93 校区あり色々な意見があると思う。この方針

への表記の仕方については、どのような表現が良いか事務局と検討したい。 

（早瀬委員） 

 専門性というよりは地域性が高いという意味か？ 

（西川部長） 

 一例を挙げると、流入人口が多い地域で、新しい住民との交流が課題になっている。地域性

に起因はしてはいるが、実際に出てくる課題には、専門性が要請されるケースがあるのでこの

表現になっている。 

（松本委員） 

 社会福祉協議会でも、地域の方々に見守り活動などの協力を要請しているが、専門性の高い

課題については、専門性のある団体とともに対応していくこととしているので、このような質

問をした。 

（松村委員） 

 地域では介護のことなど、専門性が要求される課題にも対応していかなければならないとい

う実態もある。この点を踏まえ、「課題」の内容表現を検討が必要ではないか。 

（西田座長） 

 その他、内容についてご意見ないか。 

（増田委員） 

 14 ページの「企業」の「課題」で市民活動団体への理解の向上ではなく、接点が少ないこと

が課題だと話した件で、企業へのヒアリング調査結果で意見が出ていた「出会いの場」という

言葉を使って、まとめてほしい。 
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（西田座長） 

 17 ページの「主な３つの課題」について、何か意見はないか。 

課題１、３は全体の課題になっているので意見はないが、課題２は「市民活動団体の」と明

記することで特化した表現になっているのは少し気になる。 

（早瀬委員） 

 日本 NPO センターでは、組織基盤性という言葉を使っているが。ここでは、記載されている

表現で良いのではないか。 

 

６．議論③ 第４章「基本理念」について及び第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 

（西田座長） 

 第４章は、前回記載されていなかった基本キャッチフレーズが記載されており、また内容も

しっかり書き込まれている。 

委員の皆さんから、意見をいただきたい。 

（寳楽委員） 

9 ページ、23 ページでは中間支援組織が記載されているが、18 ページの図では記載されて

いない。中間支援組織は繋ぐという役割の性質上、この図にも記載される必要があるのではな

いか。 

（西田座長） 

 どのような図にしたら良いのか。ご意見をいただきたい。 

（西川部長） 

 18、19 ページの「取り組み姿勢」の表に、中間支援組織を追記するが、18 ページの図には

どのように入れるか。 

（早瀬委員） 

 「取り組み姿勢」には９ページの下の注釈に書かれている「中立的な立場」や「中間支援組

織同士の連携」という文言を書き込んではどうか。18 ページの図では、地域金融機関と市民活

動団体の間に入れるか。 

（西田座長） 

 中間支援組織については工夫して記載していただければと思う。 

「キャッチフレーズ」と「市民活動の促進を通じて実現する 10 年先のまちの姿」の内容はど

うか。 

（岡田委員） 

 18 ページの文章の表現について、第一段落の「市民活動に対する意識の醸成と参加しやすい

環境の整備、は整備の後に括弧をつける。 

第２段落で、基本理念は、市民意識のさらなる向上、市民活動団体の組織力の強化、市民活

動団体と協働のパートナーとの連携・協働関係の構築と記述されているが、各文節を括弧でく

くり、「市民意識のさらなる向上」、「市民活動団体の組織力の強化」、「市民活動団体と協働のパ

ートナーとの連携・協働関係の構築」としてもいいのではないか。 

（西田座長） 

 キャッチフレーズについてはどうか。 

（西川部長） 

 １対１の「おせっかい」は従来の施策にも組み込まれているが、「おせっかい」が「おせっか

い」を生んでいく連鎖が、市民協働のかたちではないかと思う。 
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（西田座長） 

 19 ページの「取り組み姿勢」については、中間支援組織を入れることとして、その他意見は

ないか。 

（増田委員） 

 「企業」のところで、「市民活動に対する支援を進める」とあるが、ここも支援だけではなく、

「市民活動に対する支援のほか、連携、協働を進める」と修正してはどうか。 

（西田座長） 

 「地域金融機関」の文章は良いか。 

（岡田委員） 

 問題ない。 

（西田座長） 

 第５章について、前回の指摘が反映されている。今までしてきたことを「拡充」、次年度から

はじめることを「新規」としている。 

（早瀬委員） 

 22 ページ「資金が地域でまわる仕組みの検討」で「市民ファンド」を記載されているが、具

体的な動きはあるのか。 

（西川部長） 

 現在、ふるさと納税等を財源として、全国でファンド化の流れがあり、堺市でもそのあり方

を研究している段階である。 

（早瀬委員） 

 休眠口座の預貯金の扱いなど、もし動きがあれば、それを運営する主体が地域に必要になっ

てくるので、研究をすることは重要である。 

それに関連して、事業活動の評価方法において、何人集客できたかを問う実績評価ではなく、

人々の意識や社会のしくみがどのように変化したかを問う成果評価が注目されている。ＮＧＯ

の運動で昨年定められた国際評価年でも、成果評価の手法がとられている。本方針ではどうか。 

（西川部長） 

 本方針に基づいて施行される事務事業については、事務事業評価を行う。その評価は原則ア

ウトカム評価であり、成果評価である。 

（西田座長） 

 23 ページのところで、PDCA について記されているが、PDCA を回すことは自明である。一

般論ではなく、できれば市民活動施策特有の PDCA マネジメントについて記述された方が良い。 

さて、「具体的な取り組み」について、「新規」と「拡充」に分類されたが、「拡充」は何をど

う拡充するのかを記す方が良い。例えば 21 ページで「市民参加の促進」とあるが、今までは何

をしてきたのか、今後はどの部分をどう拡充するのか、を具体的に記述してはどうか。具体的

な取り組みと書かれているので、拡充部分を明確にした方が良いのではないか。 

（早瀬委員） 

 方針なので具体的に書くのは難しいか？ 

（増田委員） 

 西田座長が挙げられた「市民参加の促進」で言えば、「積極的な市民活動情報の提供や市民参

加を促すためのとりくみ」について、これまで行えていなかったということか。それならば、

これらを行えていなかったので、という書き方をすれば良いのではないか。 

（西田座長） 

 これまで行っていたのですよね。あえて言うなら「さらなる」という言葉がつくのでは。 
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（西川部長） 

 ここでは、今まで抜け落ちていたもの、社会経済環境の変化で新しく必要とされるものを新

規ととらえている。拡充については、従来から取り組んでいるものを指している。ただ、当課

以外の業務も含まれるなど、表現が難しい。 

事務局の方で、「新規」「拡充」の定義を定め、記載する内容表現を検討したい。「具体的な取

り組み」ではなく、「主な取り組み」というイメージで進めたい。 

（西田座長） 

 その他、ご意見ないか。 

（岡田委員） 

 市民ファンドをつくる前に、まずは既存の金融機関からの融資による資金供給の拡充を考え

る必要がある。 

そこで、22 ページの「資金が地域でまわる仕組みの検討」の文章で、「そのため、民間にお

いて寄附金を募集し、市民活動団体の支援のための資金提供を行う市民ファンドなど、市民活

動団体へ資金が循環する仕組みについて調査・検討していきます」を「そのため、信頼性の向

上に伴う民間金融機関からの融資利用拡大を図るとともに、民間において寄附金を募集し、市

民活動団体の支援のための資金提供を行う市民ファンドなど、市民活動団体へ資金が循環する

仕組みについて調査・検討していきます」に修正してはどうか。 

（早瀬委員） 

 収益事業を行う企業の場合は起業段階から融資を受けるケースが多いと思うが、最初から融

資を受けられる団体はそんなに多くはない。寄附や補助を受けてから融資を受けるのが、多く

の市民活動団体の成長プロセスである。 

（寳楽委員） 

 23 ページに「大学に市民活動拠点を設置」とあるが、大学に市民活動拠点を置く役割は何か。

誰を対象に何をするのかがよくわからない。 

（西川部長） 

 協働のパートナーとして、大学にある人材等の資源を活用する際に NPO や地縁団体が直接大

学内に入ることは敷居が高い。そのため中間支援組織等が大学内に窓口を設置して、大学と市

民活動団体をつなぐ役割を持たせることを検討している。 

現在、ベンチャー企業の育成のため、南大阪地域大学コンソーシアムをインキュベーション

施設に入れているが、今後は、大学に市民活動団体との連携に特化した窓口を設置していきた

いと考えている。 

（寳楽委員） 

 市民活動団体が訪れて大学内とつないでもらうという意味では、「窓口」の設置という表現の

方が宜しいのではないか。拠点の設置という言葉からは市民活動団体が集う場という印象を受

ける。 

（西川部長） 

 まずは窓口の設置だが、いずれはサロン的な要素を持たせる構想もあるので総括した表現に

なっている。 

（増田委員） 

 「新規」と「拡充」の違いがよくわからない。「新規」は、課題はあったけれど今まで手をつ

けられなかったのか、もしくは環境変化に伴って新たに施行される施策か。 

（西川部長） 

 「新規」と「拡充」については、その定義を明記することとしたい。 
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（西田座長） 

 「新規」と「拡充」だけでは、わかりにくいので表現を考えてほしい。 

（早瀬委員） 

 本方針は基本 10 年間継続するので、今は「新規」であっても、やがて「新規」ではなくなっ

てしまう。その意味では「当面の新規」なのか。 

（西川部長） 

 本方針策定時点の「新規」である等、表記方法について検討する。 

（西田座長） 

 前回方針（平成 13 年度策定）にはなかった事業という表記ではどうか。 

さて、前回懇話会において寳楽委員より、３回の懇話会で終えるのか、という意見があった

が、指摘された内容が多々反映されており、また本方針を社会状況に合わせて適宜見直してい

く旨も記されており、まずは実際に施行させた方が良いものと考える。座長としては、今回で

懇話会を終えることとしたい。 

次に資料編、データ編について意見をいただきたい。 

（岡田委員） データ集の 24 ページのグラフはモノクロであると、色の違いがわからない。カ

ラーで印刷しないのであれば修正が必要である。 

（高屋敷課長） 

 事務局でも 10 ページ、11 ページなど見にくいグラフなど、見直しをしているので、あわせ

て修正する。 

（西田座長） 

 これで方針に関する議論を終え、事務局へ進行を返すこととする。 

（事務局） 

 ・今後のスケジュールについて説明 

（西川部長） 

 ・委員への御礼のあいさつ 

（西田座長） 

 これをもって堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針懇話会を終える。委員の皆さま

の協力に感謝する。 

 

７．閉会 

 

 

 


