
 

 

 

 

堺市市民活動活性化（促進）

に関する基本方針【案】 

キャッチフレーズ挿入予定 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年４月 

堺市 
 

平成 27 年 12 月 16 日 

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 資料 



堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針【案】  

 

1 

 

目  次                                          

 

 第１章  基本方針改正の趣旨等 

1  趣旨…………………………………………………………………………… 2 

２  期間…………………………………………………………………………… 2 

３  位置づけ……………………………………………………………………… 2 

4  用語説明……………………………………………………………………… 3 

 

第２章  市民活動の背景と期待される役割 

      1   社会的背景…………………………………………………………………… 5 

      2   政策的背景…………………………………………………………………… 8 

      3   これまでの取り組み……………………………………………………………8 

４  市民活動の期待される役割…………………………………………………… 9 

 

第３章  市民活動団体と協働のパートナーの現状・課題 

      １ 市民活動団体と協働のパートナーの現状と課題…………………………… １０ 

           2 市民活動を取り巻く３つの課題………………………………………………１９ 

 

第４章  基本理念 

      １ 市民活動を行う各主体のあるべき姿………………………………………………２０ 

２ 市民活動を支援する基本理念……………………………………………… ２１ 

        

第５章  行政が担う市民活動促進施策の方向性と取り組み 

      １ 市民活動への理解と参加の促進………………………………………………２２ 

      ２ 市民活動団体の自立発展・信頼性の向上のための環境づくり………………２３ 

      ３ 多様な主体を結びつける仕組みの整備………………………………………２４ 

 

第６章  資料編 

      １ 市民活動団体及び市民活動団体を取り巻く協働のパートナーへの 

         ヒアリング結果………………………………………………………………………２５ 

      ２ 市民活動団体と各主体の連携・協働の事例集…………………………………… 

 

 

 
 



堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針【案】  

 

2 

 

第 1 章 基本方針改正の趣旨等                                                   

 

  

堺市では、平成１３年に策定した「堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針」にそって、NPO 

法人をはじめとした様々な団体が行う市民活動を支援してきました。 

また、市民の自治意識が高まりを見せる中、各団体における取り組みにより、ＮＰＯ法人や地域で

自主的な活動をする団体が増加し、地域の活力が生まれるなどの成果もあらわれてきています。 

一方、「堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針」の策定から相当の期間が経過し、人口減少、

少子高齢化の進行、市民ニーズの多様化・複雑化など社会背景は大きく変化する中、地域的課題・社

会的課題が顕在化し、その課題の解決に向けて市民活動団体が市民、企業、地域金融機関、大学、行

政（以下「協働のパートナー」という。）とともに連携して取り組むことが求められています。 

さらに、阪神淡路大震災や東日本大震災等の経験から、地域の絆や人と人のつながり・支えあいの

重要性が再認識され、市民活動団体と協働のパートナーがそれぞれの役割を果たしながら連携し、各

主体が公共の担い手として活躍できる社会の実現のための取り組みが求められてきています。 

そこで、堺市における市民活動のさらなる活性化を促進するため、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

に行政が担う施策の方向性」を示した方針に改正いたしました。 

新しい基本方針にそって各施策が実施されることによって、市民活動団体の成長を促し、市民活動

団体と協働のパートナーの相互理解や連携・協働が進むことをめざします。 

 

 

 

 平成 28年度～平成 37年度（10年間） 

 

※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等は必要に応じ

て適宜見直しを行うこととします。 

 

 

 

都市経営の基本戦略である「堺市マスタープラン さかい未来・夢コンパス」を上位計画とし、様々

な関係計画と連携を保ちながら推進します。 

 

 

 

 

◆「堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針」策定（平成 13年度～） 

◆「市民活動団体との協働マニュアル」策定（平成 15年 3月～） 

◆ 堺市市民活動コーナー設置（平成 16年 4月～） 

◆ 堺市民活動サポートセンター設置（平成 16年 7月～） 

◆ 堺市社会福祉協議会区事務所の設置（平成 18年度～） 

◆ 区民まちづくり会議の設置（平成 18年度～） 

◆「市民参加ガイドライン」策定（平成 22年 5月～） 

◆「協働推進チェックの手引き」策定 

◆「堺市市民活動支援基金」を設置（平成 19年度～） 

◆ 堺市社会福祉協議会区事務所へのコミュニティソーシャルワーカーの配置（平成 21年度～順

次） 

◆「地域まちづくり支援事業」実施（平成 24年度～） 

◆「堺版新しい公共創出事業」モデル実施（平成 24・25年度） 

「公募提案協働推進事業」として本格実施（平成 26年度～） 

  「ＮＰＯ法人と企業のパートナーシップミーティング」の実施 

◆ 区民評議会の設置（平成 27年度～） 

 

 

◆「堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針」策定（平成 13年度～） 
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◆市民活動 

市民により自発的で公益性及び非営利性を有する活動 

ただし、次に該当する活動は、含めないこととする 

① 宗教上の教義を広め､信者の教化･獲得を主たる目的とする活動 

② 政治上の主義･主張を推進、もしくはそれに反対することを主たる目的とする活動 

③ 特定の公職の候補者、もしくは公職にある者または政党を推薦､もしくはそれに反対するこ

とを主たる目的とする活動 

◆協働 

それぞれの立場や特性を認め合い、共通する課題の解決や目的の実現に向け、社会ニーズに沿っ

たサービスを提供するなどの協力関係 

◆協働のパートナー 

  市民、企業、地域金融機関、大学、行政をいう 

◆市民活動団体 

  市民活動の定義による市民活動を行う団体（右図参照） 

◆市民 

市内に居住、通学、通勤する個人や市内で事業活動や公益活動などを行っている個人 

◆企業 

営利を目的として、経済活動を継続して実施する組織等 

◆地域金融機関 

地域住民、地元企業及び地方公共団体等に対して金融サービスを提供することを主業務とする、

地方に根付いた金融機関のこと 

◆大学 

…大学（大学院の研究科を含む）、短期大学、高等専門学校等 

◆行政 

国及び地方公共団体をいう 

◆ＮＰＯ 

  「Non Profit Organization」の略で、継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的とし

ない団体の総称 

◆特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

  特定非営利活動促進法に基づいて、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法に定める

ところにより設立された法人 

 

４．用語説明 

http://m-words.jp/w/%E7%B5%84%E7%B9%94.html
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93-96506
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-186588
https://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2-54530
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◆ボランティア団体 

  自発的・自主的に社会貢献活動を行う個人の集まり 

◆地縁組織 

  一定の区域に住んでいる人で構成される団体で、良好な地域社会の維持や形成のために地域的な

共同活動を行う団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ボランティア団体 

社団法人 

 趣味の会 

同窓会 医療法人 
地縁組織 

共益性 

小規模 

他益性 

大規模 

生活協同組合 

労働組合 

特定非営利 
活動法人 

多様なＮＰＯと定義上の関係 

最狭義のNPO 

狭義の NPO 
※本方針にお
ける市民活動
団体の範囲 

広義の NPO 

宗教法人 財団法人 
政党 

学校法人 

特殊法人 最広義の NPO 

社会福祉法人 

●○本方針における「市民活動団体」の位置づけ○● 

  

本方針では、上図に示す、「特定非営利活動法人」と「ボランティア団体」そして「地縁組織」

を「市民活動団体」として扱います。 

「特定非営利活動法人」と「ボランティア団体」は特定のテーマ（福祉、教育、環境等）をもち

団体の目的、ミッションに賛同した市民が組織化、運営している組織です。一方、「地縁組織」は

複数のテーマをもち、特定の地域に居住する市民が自発的に参加し、その地域の持続的発展のため

に運営されている組織です。 

このように両者の性格は異なりますが、本方針では両者はともに、「市民による自発的で公益性

を有する活動」を展開していることから「市民活動団体」と位置づけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特定非営利活動法人の「非営利」って？】                                               

 特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」という。）は、「非営利」だから利益を出してはいけ

ないと誤解される方もいますが、NPO法人も事業などを通じて利益を上げることができます。 

 ただし、利益が出てもスタッフや会員など、関係者で利益を分配してはならず、事業を通じて出

た利益はその法人の社会的な活動に使うものとされています。 

 なお、労働の対価として支払われるお給料は、経費の一部とされ、利益の分配にはなりません。 

 NPO法人が取り組む課題には、ボランティア（＝無給スタッフ）だけでは解決できない問題も多

く、そうした問題に継続的に取り組むには有給スタッフの確保も重要です。そして、そのためにも

事業を成功させ利益を出していくことは、法人の活動を発展させていくうえで大切なことです。 
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第２章 市民活動の背景と期待される役割                          

 

我が国では、人口減少・少子高齢化が急速に進んでおり、厳しい財政状況や消費市場の規模縮小の

みならず、深刻な人手不足による経済の疲弊や医療・介護問題、頻発する災害への対応、グローバル

な競争との直面といった課題が山積しています。一方地域に目を向けると、自治機能の逓減化やコミ

ュニティ意識の希薄化などといった課題が拍車をかける状況になっています。このような、課題の多

様化・複雑化により、従来のような行政中心の取り組みだけでは、様々な面で対応に限界が見られる

ようになってきました。 

また、これらの課題に対応していくため、まずは全ての人々の間でこれらの状況を認識・共有した

上で、地域の特性に応じた取り組みを進めていくことが求められています。そのためには、支援する・

支援されるといった一方的な関係や他者への依存ではなく、互いに支え合い、多様な主体による有機

的な結び付きを構築し、共に課題を解決していくという共助の精神が必要不可欠となってきています。 

このような状況のもと、市民活動団体がその帰属する社会や地域に対して自発的に関わっていこう

という市民活動が活発化しており、その主な担い手であるＮＰＯ法人、ボランティア団体、地縁組織

をはじめとした市民活動団体だけでなく、行政はもとより企業、地域金融機関、大学といった様々な

主体と、ひいては市民一人ひとりが市民活動を活性化させる当事者であるという意識を共有する必要

が生まれきています。 

 本章では、こうした「市民活動を取り巻く背景」と「期待される役割」について、下記のとおり整

理しました。 

 

 

 

◆社会的・地域的課題の複雑化・多様化と市民ニーズの多様化 

◆人口減少社会の到来による税の減収と公平・平等を基本とする行政の限界 

◆地方分権型社会にふさわしい住民自治 

◆行政への市民参加の促進 

◆震災でのボランティアの活躍により、市民活動への関心の高まり 

◆多様かつ柔軟な対応が可能な市民活動への期待の高まり 

◆市民が生きがいを実感し、自己実現できる場の創出 

◆自らの考えと行動によるまちづくりへの機運の高まり 

◆自治会加入率の低下による住民自治機能の逓減化 

◆市民の地域コミュニティへの所属意識の希薄化 

◆コミュニティビジネス、ソーシャルビジネスなど市民による継続性の高い社会的事業の出現 

 

１ 社会的背景 
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人口80万人突破 

81.0 

美原町合併 

83.1 

人口ピーク 

84.3 84.0 
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（万人） 

資料：2010年までは国勢調査。2011年以降は堺市調べ 

堺市の人口 

◆堺市の人口推移◆               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆堺市の高齢化率の推移◆ 

 

 

 

 

1950

年 

1955

年 

1960

年 

1965

年 

1970

年 

1975

年 

1980

年 

1985

年 

1990

年 

1995

年 

2000

年 

2005

年 

2010

年 

2011

年 

2012

年 

2013

年 

2014

年 

全国 4.9 5.3 5.7 6.3 7.1 7.9 9.1 10.3 12.1 14.6 17.4 20.2 23.0 23.3 24.2 25.1 26.0

大阪府 3.7 4.1 4.3 4.6 5.2 6.1 7.2 8.3 9.7 11.9 15.0 18.7 22.4 22.7 23.7 24.7 25.7

堺市 3.8 4.2 4.5 4.6 4.9 5.2 6.1 7.4 8.9 11.4 14.8 18.8 22.6 22.9 24.0 25.1 26.2

0

5

10

15

20

25

30

資料：堺市は、2010年までは国勢調査を基にした堺市調べ。2011年以降は堺市調べ 

全国および大阪府は2010年までは国勢調査、2011年以降は総務省統計局 

（％） 

本市の人口は、１９５７年の堺泉北臨海工業地帯の造成や１９６５年の泉北ニュータウンの開発をきっかけに人

口が急増し、１９８０年には８０万人を突破しました。その後、人口は横ばいからゆるやかな減少傾向で推移し、

２０００年には８０万人を少し割り込みましたが、２００５年、美原町との合併などにより、人口は再び８０万人

台となり、２０１２年６月の８４２，９８８人をピークにゆるやかな減少傾向となっています。 

 

 

本市の高齢化率は、１９７０年から２０００年まで全国、大阪府よりも低い水準で推移していましたが、２０１

０年以降は全国、大阪府とほぼ同水準で推移しています。 
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700,000

720,000

740,000

760,000
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800,000

820,000

840,000

860,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 

推計人口 

推計パターン① 

推計パターン② 

（人） 

118,258  114,037  106,931  98,506  92,812  88,178  85,758  

533,597  
503,575  487,549  479,488  

461,123  
432,659  

392,842  

190,111  
220,681  230,138  225,605  224,035  228,696  241,650  

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 

年少人口(0～14歳） 

生産年齢人口（15～64歳） 

65歳以上人口 

（人） 
年齢３区分別人口の推移（将来推計人口） 

◆堺市の将来推計人口◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆堺市の将来人口推移（年齢３区分別）◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）２０１５年の人口は、２０１０年国勢調査を基に独自に算出した参考値。 

資料：２０１０年国勢調査を基に独自推計 

 

（注）２０１５年の人口は、２０１０年国勢調査を基に独自に算出した参考値。 

資料：２０１０年国勢調査を基に独自推計 

 

２０４０年の年少人口（０～１４歳）は８．６万人、生産年齢人口（１５～ ６４歳）は３９．３万人まで減少し、

６５歳以上人口は２４．２万人まで増加すると推計しています。 

 

≪※≫■推計人口：本市の出生率１．４３（２０１３年）が今後とも継続し、社会減となった２０１３年と２０１４年の傾向が

今後も続くと仮定して推計。 

■推計パターン①：本市の出生率１．４３（２０１３年）が今後とも継続し、社会増減を０と仮定して推計。 

■推計パターン②：若い世代の結婚・子育てに関する希望が実現された場合の国の将来展望での出生率の仮定（２０２０年に 

１．６程度、２０３０年に１．８程度、２０４０年に人口置換水準である２．０７）を用いるとともに、

社会増減を０と仮定して推計。 

 

下記 
参照※ 

本市の人口は、ゆるやかな人口減少局面に入っており、今後とも現状のまま推移※すると仮定した場合、全国や

大阪府よりも減少傾向は比較的ゆるやかですが、２０４０年には７２．０万人まで減少すると推計しています。 
（※本市の出生率１．４３（２０１３年）が今後とも継続し、社会減となった２０１３年と２０１４年の傾向が
今後も続くと仮定して推計） 
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◆地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成12年4月施行） 

◆ＮＰＯ会計基準の制定（平成 22年 7月 20日公表） 

◆「共助社会づくりの推進に向けて」、多様な担い手の更なる参加や活動の活性化、ＮＰＯなどに

よる地域の絆を活かした共助の活動を推進するため、「共助社会づくり懇話会」を設置し、検討

を開始 

◆特定非営利活動促進法の改正（平成 23年 6月 22日交付） 

～認証制度の見直し（所轄庁の変更、活動分野の追加）、認定ＮＰＯ法人制度の改定 

◆認定ＮＰＯ法人に対する寄附金控除に税額控除を導入（平成 23年 6月 30日交付） 

◆ＮＰＯ法人認証・認定事務の指定都市への移譲（平成 24年 4月 1日） 

◆「人口減少と地域経済縮小の克服」と「まち・ひと・しごと創生と好循環の確立」を掲げた、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 26年 12月 27日閣議決定） 

◆大阪府条例指定によるＮＰＯ法人への税額控除を導入（平成 27年 6月 1日） 

◆中小企業信用保険法の一部改正（平成 27年 10月 1日施行） 

 

 

 

◆「堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針」策定（平成 13年度～） 

◆「市民活動団体との協働マニュアル」策定（平成 15年 3月～） 

◆ 堺市市民活動コーナー設置（平成 16年 4月～） 

◆ 堺市民活動サポートセンター設置（平成 16年 7月～） 

◆ 堺市社会福祉協議会区事務所の設置（平成 18年度～） 

◆ 区民まちづくり会議の設置（平成 18年度～） 

◆「市民参加ガイドライン」策定（平成 22年 5月～） 

◆「協働推進チェックの手引き」策定（平成 23年 5月～） 

◆「堺市市民活動支援基金」を設置（平成 19年度～） 

◆ 堺市社会福祉協議会区事務所へのコミュニティソーシャルワーカーの配置（平成 21年度～） 

◆「地域まちづくり支援事業」実施（平成 24年度～） 

◆「堺版新しい公共創出事業」モデル実施（平成 24・25年度） 

「公募提案協働推進事業」として本格実施（平成 26年度～） 

  「ＮＰＯ法人と企業のパートナーシップミーティング」の実施（平成 27年度～） 

◆ 区民評議会の設置（平成 27年度～） 

 

２．政策的背景 

３．これまでの取り組み 
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このように社会的背景や政策的背景が変化してきている中、市民活動が、その特性である先駆性・

多様性を生かし、まちづくりや社会参加を通じて地域資源の有効活用により諸課題を解決し、市民が

必要とするサービスを提供する主体として、大きな役割を果たすものと期待されています。 

 

◆まちづくりの担い手◆ 

市民自らが主体的に活動する市民活動は、先駆性や柔軟性など様々な特性を持っており、これらを

生かしながら企業や行政と連携・協働し、これからのまちづくりの担い手となることが期待されてい

ます。  

 

◆新たな地域コミュニティの構築◆ 

市民活動団体が、自らの責任と価値観に基づき、主体となって行動することで、よりよいコミュニ

ティづくりができます。 

 また、地域に根ざした市民活動は、市民自らが仲間を増やし、多種多様な分野に関わる人々とのネ

ットワークを構築していく活動でもあります。 

こうした活動は、地域の住民が助け合うシステムを新たに醸成し、人間関係が希薄になったコミュ

ニティの再生を促すことが期待されています。 

 

◆社会に必要なサービスを提供する新しい力◆ 

直接サービスに関わる市民の視点から、地域の中で感じ得たことを形に表し、市民ならではの先駆

的な取り組みや自由な発想で活動することにより、社会全体に新鮮な刺激や新しい流れをもたらしま

す。市民活動団体は、提案活動等を行うことにより、社会を変革していく可能性が期待されています。 

 

◆自己実現の機会の提供◆ 

市民活動は、個人が社会に貢献したいという意思を生かし、参加する機会の提供が期待されていま

す。また、参加する市民が、活動を通して職場や家庭とは異なった満足感を得ることができ、生きが

いを感じ、自己実現を果たすことも期待できます。 

 

◆新しい雇用機会の提供◆ 

市民活動団体は、公益的サービスの提供者として、新たな事業を展開し、市民の活動の場や雇用の

場を広げる可能性が期待されています。 

 

 

 

 

４ 市民活動に期待される役割 
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第３章 市民活動団体と協働のパートナーの現状・課題                                   

 

 

市民活動団体と協働のパートナーの現状と課題について、「平成 26年度特定非営利活動法人に関

する実態調査（内閣府）」及び「平成 27年度堺市 NPO法人活動アンケート調査（堺市）」等の既存

調査を活用するとともに、市民活動団体と協働のパートナーに対するヒアリング調査の結果から、各

主体それぞれが持つ『強み（資源）』について整理し、その強みを活かして、どのような支援や連携・

協働ができるのかといった点を『期待される役割』としてまとめました。 

また、市民活動団体と協働のパートナーが『期待される役割』を果たし、相互に連携・協働を図る

うえで妨げとなるものを『課題』として抽出しました。（各主体ごとの整理表は次項のとおりです。） 

 

 なお、市民活動団体と協働のパートナーの関係を図で示すと下記のとおりになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動団体と協働のパートナーの関係図 

市民活動 
団体 

市民 

企業 大学 

地域金融機関 

行政 
間接的支援 間接的支援 

１. 市民活動団体と協働のパートナーの現状・課題 

自助 

自助 自助 

自助 自助 

共助 

共助 共助 

共助 

共助 

公助 

直接的支援 
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●地域課題解決に取り組む行動力 
●地域課題の顕在化 
●特定分野における専門知識、技術、ノウハウ 
●生活を豊かにする製品、サービスの供給 

○「ＮＰＯ法人・ボランティア団体」の強み・資源 

 
市民活動団体は、多様化する地域課題の解決の担い手として、不可欠な存在として認識されて

います。テーマ型の団体である NPO法人・ボランティア団体は、それぞれの分野での専門的活
動に秀でており、地縁組織は地域コミュニティの基礎としての地位を占めており、行政の協働の
一番の相手方となっています。 
そして団体数の面でも、市内の NPO法人の認証数については増加傾向であり、市内のボラン

ティア団体数についても増加傾向にあります。しかし、それぞれ様々な課題が顕在化しています。 
まず、NPO法人・ボランティア団体における課題として、組織運営に関する人材不足の問題

があげられます。また、資金面について脆弱な団体が多くみられます。そして、広報力が脆弱な
団体も多く、一部団体の不祥事による悪影響から、活動の不明瞭さが信頼性の低下を招いている
面もあります。 
また、地縁組織においては、加入率の低下や高齢化による担い手不足が顕著となっており、地

縁という性質ゆえに、他者との協働がなされにくい状況もあります。 
地域課題が多様化し、活動領域も多様化するなか、市民活動団体は地域課題解決の主体として

安定的な組織運営の確保が求められています。 

○「市民活動団体」の現状 

「市民活動団体（ＮＰＯ法人・ボランティア団体・地縁組織）」 

 
●地域課題解決に取り組む行動力 
●地域課題の顕在化 
●「地域を守る」という使命感、組織力 
●社会生活で培ってきた職能を持つ人材 

○「地縁組織」の強み・資源 
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○期待される役割 

 

●市民活動に関する情報の収集・発信が不足している 

●資金面について脆弱である    

●信頼性が活動の不明瞭さにより不足している 

●協働のパートナーとのマッチングが必要   

●行政への依存が強い 

「
市
民
活
動
団
体
」 

●役員をはじめとする担い手が不足している 

（加入率低下、高齢化、無償での活動に限界） 

●専門性が要求される地域課題への対応が困難  

●多様な主体によるネットワークの形成がなされない  

●シーズ・ニーズ情報の提供 

●新たな商品、サービスの共同開発 

●テスト・モニタリング 

「企業」に対して出来ること 

●教育、研究の機会 

●場の提供（調査研究のフィールド、実習場所の提供など） 

●新たな資金調達ニーズ及びこれに基づく新たな審査技術 

（非財務データを用いた審査等） 

●新金融商品開発のヒント 

「地域金融機関」に対して出来ること 

●生活を豊かにする製品、サービスの供給   

●安全安心な地域社会の維持   

●多様な市民との交流および相互扶助意識向上への寄与 

「市民」に対して出来ること 

「大学」に対して出来ること 

 

●行政で十分把握することができない地域課題・ニーズの顕

在化、市民ニーズの代弁 

●協働、連携による公共財、サービスの供給   

●行政が供給する公共財、サービスの補完・拡充 

●住民自治意識向上への寄与 

「行政」に対して出来ること 

○「地縁組織」の課題 

○「ＮＰＯ法人・ボランティア団体」の課題 

市民活動団体の中でも、

「テーマ型」のＮＰＯ法

人・ボランティア団体と、

地域の様々な課題に取り

組む「地縁」組織が協働・

連携することで、より豊か

なコミュニティを築き、ま

ちづくりの推進役として、

地域経済の活性化が期待

されています。 
 

◆「テーマ型」と「地縁型」
の連携について 
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◆地域でのさまざまな活動が活発である ◆地域における人と人のつながりが豊かである 

 
 
時代の流れとともに市民のライフスタイルも変化し、現代では、市民は周囲とのかかわりを

あまり持たず、干渉を受けない暮らしを好む傾向にあります。平成 25年度堺市市民意識調査に

よると、「地域での活動が活発である」、「人と人のつながりが豊かである」と考える市民は

増加しているものの、依然として約半数が「そう思わない」と回答しており、市民相互のつな

がりの希薄化がうかがえます。 

また、多くの市民が市民活動に対する関心がある一方で、時間の制約や活動に関する情報、

団体の信頼性の不足等の理由で実際に活動に参加するまでには至っていません。 

さらに、市民活動への気軽な参加方法の一つである寄附については、市民活動団体の信頼性

や情報が十分でないために活動への理解や共感が得られず、団体に対する寄附が活発な状況で

あるとはいえません。 

 このような現状から、市民活動をさらに活性化するためには、市民一人ひとりが地域課題

を認識し、当事者意識を持つことが求められています。 

○「市民」の現状 
 

◆協働のパートナー：「市民」 

 
●労働力 

●社会生活で培った専門知識・技術、知恵 

●物品、資金（寄附・会費等） 

○「市民」の強み・資源 

●一人ひとりの地域課題の認識と当事者意識が低い 

●市民活動団体についての理解が不足している 

●持続・安定的な資源の提供が困難である 

○「市民」の課題 

 

○「市民」に期待される役割 

「
市
民
」 

●労働力、専門知識・技術、知恵、物品、資金（寄附・会費等）を提

供することが考えられます。 

●専門的知識・技術を持つ市民は「プロボノ」として市民活動団体の

事業運営、組織運営を支援することが期待されます。 

「市民活動団体」に対して出来ること 

資料 

「平成 25年度  

堺市市民意識調査報告書」 

堺市（平成２５年） 
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企業においては、地域や市民活動団体に対して社会貢献活動の一環として助成金や企業で製造

する物品やノベルティグッズの提供、活動スペースの提供、連携する市民活動団体への様々な技

術や専門性を持った社員の派遣や組織運営のノウハウの提供などの取り組みが行われてきてい

ます。  

しかし、中小企業においては、市民活動団体に対する理解不足、社会貢献活動への方針や体制

が十分に確立できていない状況であり、それらへの対応が望まれています。 

特にコミュニティビジネスの分野においては、中小企業と市民活動団体との協働・連携による

それぞれの特性を活かした地域課題への取り組みが求められています。 

○「企業」の現状 
 

◆協働のパートナー：「企業」 

 

●専門的知識、技術を持つ人材    ●事業運営、組織運営のノウハウ 

●企業活動に必要な施設、機器、車両など    ●資金を調達する能力 

●資金（出資、寄附）     ●ブランド力・信頼性 

○「企業」の強み・資源 

 

●市民活動団体についての理解が不足している 

●企業のメリット重視した支援傾向がある 

●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 

●企業の社会貢献活動についての情報発信が不足している 

●社会貢献活動の方針や体制が未整備である 

 

○「企業」に期待される役割 

「
企
業
」 

●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。 

●資金の寄附のほか、物品寄附が考えられます。 

●企業が保有する専門的知識、技術や事業運営、組織運営のノウハウ

の提供が期待されます。 

「市民活動団体」に対して出来ること 

○「企業」の課題 

◆非営利組織と接点を持つ企業の割合 

資料：「201４年度 社会貢献活動実績調査結果」（一社）日本経済団体連合会１％クラブ 
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地域金融機関からのＮＰＯ法人への融資は年々増加傾向にあるものの、現実にはＮＰＯ法人の

借入先の多くは個人からとなっています。中小企業信用保険法の改正により適用対象にＮＰＯ法

人が加えられるなどの政策に呼応する形でのＮＰＯ法人向けの融資商品開発等が望まれます。 

また、融資による市民活動へのかかわりだけでなく、地域金融機関がもつ行政や地域企業、市

民などのネットワークの活用、経営・運営ノウハウの提供など、企業活動とあわせて、地域金融

機関として、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。 

○「地域金融機関」の現状 

◆協働のパートナー：「地域金融機関」 

 

●公共性・信頼性 

●企業診断能力など専門知識、技術をもった人材 

●金融機関の活動に必要な店舗、研修所などの施設 

●市民・企業・大学・行政等とのネットワーク 

○「地域金融機関」の強み・資源 

●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 

●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 

●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 

○「地域金融機関」の課題 

 

「
地
域
金
融
機
関
」 

●市民活動団体の特性に対応した金融商品の開発が期待されます。 

●地域のネットワークを活かした市民活動団体に関する情報の収集、発

信及び連携した取り組みが期待されます。 

「市民活動団体」に対して出来ること 

○「地域金融機関」に期待される役割 
 

◆ＮＰＯ向け貸出実績の推移 

資料：「NPOなど新たな事業・雇用の担い手に関する研究会」中小企業庁（平成 26年） 
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市民活動に関心を持つ学生が増え、また活動内容も多様化しています。それを受けて大学では、

メールマガジン等を活用した「情報提供」や、活動内容の多様化に対応した「個別相談」などの

支援を実施しています。また、学生の市民活動参加を履修単位としての認定や、市民活動の情報

紹介を行う担当部署を設置するなど、学生の市民活動への支援の充実が図られています。 

また大学は、文部科学省の「第 2 期教育振興基本計画」における「センターオブコミュニティ

構想」をふまえ、地域を志向した教育・研究・社会貢献活動を行い、地域との相互交流を促進し

地域から信頼される地域コミュニティの中核的存在をめざしています。 

このように、学生の市民活動が盛んとなってきている今日ですが、新たな課題も生じています。

結果的に学生を「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。 

また、大学と行政や企業との産・官・学連携は確立しつつありますが、教員との直接的な結び

つきを除く大学自身と市民活動団体間の直接的なつながりや、連携に係る方針、体制整備の確立

が求められます。 

○「大学」の現状 

◆協働のパートナー：「大学」 

 

●人的資源・教育研究施設の提供には大学の教育研究に適うことや公共性等の制約がある 

●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 

○「大学」の課題 

 

○「大学」に期待される役割 

「
大
学
」 

●教育研究に資する市民活動団体への人的資源及び教育施設の提供が 

期待されます。 

●知の拠点としての情報収集・発信が期待されます。 

「市民活動団体」に対して出来ること 

● 専門的知識、技術を持つ人材（教員）および学生の存在 

● 教室、図書館、体育館、運動場、実験施設等の教育研究施設 

● 教育研究に関する分野における国や民間補助金等の資金の活用 

● 信頼性  ● 産・官・学のネットワーク  ● 教員の個別的ネットワーク 

○「大学」の強み・資源 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

ボランティア活動の「単位」認定 

ボランティア活動に参加する学生への修学上の配慮 

ボランティア活動に関する授業科目の設置 

ボランティア募集に関する情報収集・提供 

ボランティア活動を希望する学生と受入れ先との調整 

ボランティア活動に参加する学生対象の事前研修会等 

ボランティア活動における事故に対応する保険の加入指導 

ボランティア活動に対する経済的な支援 

大学等においてボランティア事業を企画・実施 

ボランティアの活動専門の部署を設置 

ボランティア活動専任スタッフを配置 

その他 

無回答 

大学全体 

（複数回答可） 

資料：「大学等における学生支援の取組状況に関する調査（平成 25年度）」 

◆学生のボランティア活動の具体的な支援の実施状況 

独立行政法人日本学生支援機構（平成 26年） 
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本市の職員に対するアンケートによると、約 80％が「市民活動の必要性を感じている」と回

答しており、市民活動に対する一定の理解は進んできているものと思われます。 

また、市民活動団体と自身の業務上での関わりを見ると、「自治会・町内会」とのかかわりが

最も多く、「市からの依頼」「市への要望対応」といった関わり方が最も多くなっています。 

今後、更に市民活動を活性化していくためには、「NPO法人」「ボランティア団体」との関

わりも高めていく必要があるとともに、行政、市民活動団体がともに適切な役割分担のもと知恵、

労働力、資金等を出しあい、地域課題の解決を図る施策やその仕組みづくりか求められています。 

○「行政」の現状 
 

◆協働のパートナー：「行政」 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

●公共財、公共サービスの持続的な供給 ●実効性の高い政策形成、政策実施 

●地域の社会経済情報の収集・統計処理 ●信頼性    ●広報力 

●国、他の自治体、企業、地域金融機関、大学などとのネットワーク 

○「行政」の強み・資源 

●ＮＰＯ法人、ボランティア団体との関わる機会が不足している 

●市民活動団体との更なる協働の推進と自立を促す新たな仕組みづくり 

●行政からの自治会・町内会への依頼事項の削減 

◆「市民活動」の必要性 

○「行政」の課題 

 

「
行
政
」 

●行政のもつ地域の社会経済情報を還元することにより、市民活動団体が企画

立案する事業活動の内容をより客観的かつ実効性の高い内容とすることに

寄与できます。 

●信頼性とネットワークを活かして、市民、企業、地域金融機関、大学などと

市民活動団体をマッチングさせ、課題解決に寄与できます。 

「市民活動団体」に対して出来ること 

○「行政」に期待される役割 
 

32.4% 

45.7% 

17.6% 

3.1% 1.1% 

充分感じている 

ある程度感じている 

どちらともいえない 

あまり感じていない 

感じていない 

75.4% 
36.6% 

43.4% 

自治会・町内会 

ＮＰＯ法人 

ボランティア団体 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

◆業務上関わる市民活動団体（複数回答可） 

資料：堺市 市民活動に関する職員アンケート（H27） 
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★☆中間支援組織について☆★ 

 

中間支援組織とは、市民活動を取り巻く多様な主体が連携・協働を推進する上で市民活動団体と協

働のパートナーなどの間に立って、パイプ役として中立的な立場で、それぞれの活動を支援する組織

です。 

 

現在、堺市には、市民活動全般の支援を行う「堺市市民活動コーナー」、「堺市民活動サポートセ

ンター」をはじめ、地域福祉の増進を図る「堺市社会福祉協議会ボランティアセンター」、中小企業

及び企業家を対象とした総合的な経営支援を行う「さかい新事業創造センター」、市民活動団体によ

る中間支援組織などの様々中間支援組織があります。 

 

市民活動を取り巻く環境が大きく変化してきている中、個別の各主体の育成・強化をミッションと

する中間支援組織の役割が重要となってきています。 

また、今後は市民活動全体の底上げを図るため、中間支援組織が持つノウハウやネットワーク、情

報などを活用し、主体を超えた中間支援組織同士の連携・協働の促進を進めていくことが求められて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間支援組織に期待されていること  

◆中立的な立場でのコーディネート  

◆情報収集・情報提供  

◆組織基盤の強化  

◆人材育成  

◆政策提言  

◆ネットワーク化と連携・協働の促進 
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市民活動団体と協働のパートナーの課題を整理した結果、市民活動における課題は、主に３つに集

約されることが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 基本理念                                                        

【地縁組織】 

●加入率の低下や高齢化から、担い手が不足している。 

●役員を担う人材が不足している。 

●無償での活動に限界がある。 

●専門性が要求される地域課題への対応が困難。 

●多様な主体によるネットワークの形成がなされない。 

 

【NPO 法人・ボランティア団体】 

●市民活動に関する情報の収集・発信が不足している。 

●資金面について脆弱である。 

●信頼性が活動の不明瞭さにより不足している。 

●協働のパートナーとのマッチングが必要。 

●行政への依存が強い。 

市
民 

企
業 
地
域
金
融
機
関 

行
政 

●一人ひとりの地域課題の認識と当事者意識が低い 

●市民活動団体についての理解が不足している 

●持続・安定的な資源の提供が困難である 

大
学 

●市民活動団体についての理解が不足している。 

●企業のメリット重視した支援傾向がある。 
●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。 

●企業の社会貢献活動についての情報発信が不足してい
る。 

●社会貢献活動の方針や体制が未整備である。 

 

●市民活動団体の特性に対応した融資の際の審査基準が

ない。 

●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。 

●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。 

 

●人的資源・教育研究施設の提供には、大学の教育研究に

適うことや公共性等の制約がある。 

●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。 

 

●ＮＰＯ法人、ボランティア団体との関わる機会が不足し

ている 

●市民活動団体との更なる協働の推進と自立を促す新た

な仕組みづくり 

●行政から自治会・町内会への依頼事項の削減 

 

主な３つの課題 

２．市民活動を取り巻く３つの課題 

【課題１】 

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 

 

【課題２】 

市民活動団体の組織力 

の強化と信頼性の向上 

 

 

 

【課題３】 

多様な主体が連携して 

事業に取り組むための 

仕組みの検討 

 

 

市
民
活
動
団
体 
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これからの人口減少、少子高齢化社会において、市民の自治による住み良い豊かなまちづくりを実

現するためには､市民一人ひとりが市民活動を活性化させる当事者であるという意識を持つことが重

要です。 

また、協働のパートナーが、それぞれの社会的な役割を自覚する必要があり、次のような姿勢で市

民活動に関わりを持つことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．市民活動を行う各主体のあるべき姿 

あるべき姿 

市
民 

企
業 

地
域
金
融
機
関 

行
政 

大
学 

●市民が市民活動に関心を持ち、活動に気軽に参加したり、団体運営に関わったりでき

るよう、団体や活動に対する情報を広く公開している。 

●協働のパートナーとの情報交換を密にするとともに、互いに連携して活動を行うなど、

協働により得られる相乗効果により、市民活動団体が総体で社会的成果を発揮されて

いる。 

市
民
活
動
団
体 

●市民活動の担い手として、積極的に市民活動に取り組んでいる。 

●活動を通じて生きがいと社会的使命を見つけ、一人ひとりが地域課題解決の原動力と

なりうることを認識している。 

●市民活動に積極的かつ直接的に関わるほか、企業の持つ専門性や組織力、豊富な資金

や人的資源を活かし、市民活動に対する支援を進め、市民活動の促進や地域の活性化

に寄与している。 

●市民活動団体の特性を理解し、連携を深めながら社会貢献活動に取り組んでいる。 

●地域住民や地域企業に金融サービスを提供している。 

●地域の中で資金が循環する仕組みの一端を担い、まちづくり・地域活性化に取り組ん

でいる。 

●将来の市民活動を担う人材を育成するとともに、大学の有する人的・知的・物的資源

を活用し、地域の拠点として社会貢献活動を推進している。  

●市民活動団体の自立性や多様性、専門性を尊重し、その活動が円滑に行えるようネッ

トワーク構築に向けて取り組みなど、活動に参加しようとする市民や市民活動団体に

対し、必要な支援を行っている。 

●行政職員の意識改革について全庁的に取り組んでいる。 
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市民活動を活性化させるには、前章で示したように、市民活動団体や協働のパートナーなど多様な

主体が、それぞれの社会的な役割を自覚することが重要であるとともに､各主体が相互に他の主体が持

つ特性の理解を深め、連携・協力しながら市民活動を推進していく必要があります。 

 このようなことから、本市における市民活動促進の基本理念は､市民意識のさらなる向上と市民活動

団体と協働のパートナーとの連携・協働関係の構築を通して達成する｢○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○｣とし、市民活動の支

援に取り組んでいきます。 

 

 

●○連携・協働関係形成のための基本原則○● 

 

連携・協働関係を形成するためには、市民活動団体と協働のパートナーの両者が十分な議論を通

して、信頼関係を形成することが必要です。 

そのためには、協働のパートナーは、市民社会を支える存在として市民活動団体を認識し、理解

を深めるとともに、市民活動団体においても、専門性や信頼性を向上させるなど、活動の質を高め

るための自助努力が求められます。 

本市における市民活動団体と協働のパートナーが協働関係を形成する際の基本原則は、次のとおり 

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．市民活動を支援する基本理念 

◆自主性・自立性尊重の原則 

市民活動の自主性・自立性を尊重すること。 

◆目的共有の原則 

何のために協働するのかという目的意識を共有すること。 

◆対等の原則 

両者が対等な関係であることを認識すること。 

◆相互補完の原則 

両者の特性を踏まえつつ､相互に補い合いながら分担すること。 

ただし、既存の枠組みを前提として役割分担していくのではなく､公共の領域を再確認し

ながら、役割分担をし、あらたな協働領域を創造することが必要です。 

◆情報開示の原則 

各主体が、市民活動を促進し、支援していく場合、その間の過程や支援内容を積極的に

開示し、公開性・透明性を確保すること。 

基本原則  
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第５章 行政が担う市民活動促進施策の方向性と取り組み                                                

 

本章では、市民活動支援の基本理念をもとに、第３章でまとめた課題解決を図るための市民活動促

進施策の方向性と具体的な取り組みをまとめました。 

市民活動を活性化させるために、市民活動団体と協働のパートナーの自主性や自立性を尊重しなが

ら、次の３つの方向性を中心に市民活動促進施策に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

市民活動団体、協働のパートナーなど地域に関わるすべての人々が、市民活動への関心を高め、お

互いの特性を理解したうえで、連携・協働に取り組むという意識の醸成を図ります。 

 

●○具体的な取り組み○● 

 

 

市民活動に関する意識を高めてもらうためのきっかけづくりとして、イベント等の開催や積極的な

市民活動情報の提供を行う等、市民参加のすそ野を広げていきます。 

   

 

協働のパートナーが市民活動への理解と意識をさらに高め、連携・協働が進むよう、協働のパート

ナーに対して市民活動に関するイベントへの参加を呼びかけるなど働きかけを行います。 

 

 

若年層の社会参加意識の醸成を図るため、協働のパートナーの一つである大学との更なる連携によ

り、学生の市民活動への参加を促進します。 

 

 

市民活動団体の情報や市民活動事例などを広く周知するため、市民活動団体及び協働パートナーが

行う地域貢献活動やそれぞれが持っているノウハウ、求めている人材、活躍の場などの収集・発信は

もちろん情報交換を促進します。 

  

 

 市民活動団体や協働のパートナーのニーズなどを踏まえて、市民活動の支援拠点の運営方法や機能

の見直しを行います。 

 

 

行政職員が従来の考え方や前例にとらわれず、市民活動に関する行政職員の理解をさらに進めるた

め意識改革と能力開発に努めるとともに、市民活動に関する情報の共有化と組織間の連携を強化しま

す 

 

 

◆「堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針」策定（平成 13年度～） 
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◆ 堺市社会福祉協議会区事務所の設置（平成 18年度～） 

◆ 区民まちづくり会議の設置（平成 18年度～） 

◆「市民参加ガイドライン」策定（平成 22年 5月～） 

◆「協働推進チェックの手引き」策定 

◆「堺市市民活動支援基金」を設置（平成 19年度～） 

◆ 堺市社会福祉協議会区事務所へのコミュニティソーシャルワーカーの配置（平成 21年度～順

次） 

◆「地域まちづくり支援事業」実施（平成 24年度～） 

◆「堺版新しい公共創出事業」モデル実施（平成 24・25年度） 

「公募提案協働推進事業」として本格実施（平成 26年度～） 

  「ＮＰＯ法人と企業のパートナーシップミーティング」の実施 
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次） 

◆「地域まちづくり支援事業」実施（平成 24年度～） 

◆「堺版新しい公共創出事業」モデル実施（平成 24・25年度） 
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  「ＮＰＯ法人と企業のパートナーシップミーティング」の実施 
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◆「堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針」策定（平成 13年度～） 

◆「市民活動団体との協働マニュアル」策定（平成 15年 3月～） 

◆ 堺市市民活動コーナー設置（平成 16年 4月～） 

◆ 堺市民活動サポートセンター設置（平成 16年 7月～） 

◆ 堺市社会福祉協議会区事務所の設置（平成 18年度～） 

◆ 区民まちづくり会議の設置（平成 18年度～） 

◆「市民参加ガイドライン」策定（平成 22年 5月～） 

◆「協働推進チェックの手引き」策定 

◆「堺市市民活動支援基金」を設置（平成 19年度～） 

◆ 堺市社会福祉協議会区事務所へのコミュニティソーシャルワーカーの配置（平成 21年度～順

次） 

◆「地域まちづくり支援事業」実施（平成 24年度～） 

◆「堺版新しい公共創出事業」モデル実施（平成 24・25年度） 

「公募提案協働推進事業」として本格実施（平成 26年度～） 

  「ＮＰＯ法人と企業のパートナーシップミーティング」の実施 

◆ 区民評議会の設置（平成 27年度～） 

 

 

◆「堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針」策定（平成 13年度～） 

◆「市民活動団体との協働マニュアル」策定（平成 15年 3月～） 

◆ 堺市市民活動コーナー設置（平成 16年 4月～） 

◆ 堺市民活動サポートセンター設置（平成 16年 7月～） 

◆ 堺市社会福祉協議会区事務所の設置（平成 18年度～） 

◆ 区民まちづくり会議の設置（平成 18年度～） 

◆「市民参加ガイドライン」策定（平成 22年 5月～） 

◆「協働推進チェックの手引き」策定 

◆「堺市市民活動支援基金」を設置（平成 19年度～） 

◆ 堺市社会福祉協議会区事務所へのコミュニティソーシャルワーカーの配置（平成 21年度～順

次） 

◆「地域まちづくり支援事業」実施（平成 24年度～） 

◆「堺版新しい公共創出事業」モデル実施（平成 24・25年度） 

「公募提案協働推進事業」として本格実施（平成 26年度～） 

  「ＮＰＯ法人と企業のパートナーシップミーティング」の実施 

◆ 区民評議会の設置（平成 27年度～） 

 

 

◆「堺市市民活動活性化（促進）に関する基本方針」策定（平成 13年度～） 

◆「市民活動団体との協働マニュアル」策定（平成 15年 3月～） 

◆ 堺市市民活動コーナー設置（平成 16年 4月～） 

◆ 堺市民活動サポートセンター設置（平成 16年 7月～） 

◆ 堺市社会福祉協議会区事務所の設置（平成 18年度～） 

◆ 区民まちづくり会議の設置（平成 18年度～） 

◆「市民参加ガイドライン」策定（平成 22年 5月～） 

◆「協働推進チェックの手引き」策定 

◆「堺市市民活動支援基金」を設置（平成 19年度～） 
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次） 

◆「地域まちづくり支援事業」実施（平成 24年度～） 

◆「堺版新しい公共創出事業」モデル実施（平成 24・25年度） 

「公募提案協働推進事業」として本格実施（平成 26年度～） 

  「ＮＰＯ法人と企業のパートナーシップミーティング」の実施 

◆ 区民評議会の設置（平成 27年度～） 

 

 「市民活動への理解と参加の促進」 

◆協働のパートナーの意識の醸成◆ 

◆市民活動に関する情報の収集発信の強化◆ 

◆次世代の市民活動を担う人材育成◆ 

◆市民活動の支援拠点の機能強化◆ 

◆市民参加の促進◆ 

◆行政職員の意識改革と能力開発◆ 

方向性１  
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市民活動の更なる活性化を促進していくために、まずは市民活動団体自身が自立し、発展していく

ことが求められます。また、協働のパートナーとの連携強化のためには、市民活動団体の信頼性を向

上が欠かせません。そのために必要な市民活動団体の組織力強化に向けた支援を行います。 

 

 

●○具体的な取り組み○● 

 

  

市民活動団体の事業規模、テーマ種別、活動年数など様々な違いがある中、それぞれの発展段階等

に応じた自立支援を推進します。 

 

 

市民活動団体自身が組織運営に関する専門的な人材を育てていけるよう、専門家による個別指導や

学習機会の提供を行い、市民活動を支える担い手づくりを支援します。 

 

 

様々な地域課題を市場としてとらえ、その解決を目的とするコミュニティビジネスは、地域コミュ

ニティの活性化や雇用の拡大、市民力の向上などの効果が期待されており、市民活動団体が自立発展

するために有効な手段のひとつです。こうしたコミュニティビジネスへの進出をめざす市民活動団体

への支援を推進します。 

 

 

自治会・町内会の重要性を広く周知し、具体的な取り組みを様々な視点から検証し、自治会・町内

会と共に加入促進を図ります。 

 

 

行政が市民活動団体に対し財政的支援を直接行うことは、公平性等を重視する観点から一定の限界

があります。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。 

 

 

市民活動団体や市民等の協働のパートナーが、自発的に地域課題解決のためのアプリケーション開

発等を行えるよう、本市が持つ情報や課題の積極的な提供を促進します。 

 

 

  

 

 

 

 「市民活動団体の自立発展と信頼性の向上のための環境づくり」 

◆市民活動団体の発展段階等に応じた支援の実施◆ 

◆コミュニティビジネスの推進◆ 

◆行政情報や課題の積極的な提供による新しい地域課題解決への取り組み◆ 

◆資金が地域でまわる仕組の検討◆ 

◆自治会・町内会への加入促進◆ 

◆人材の育成◆ 

方向性２  
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市民活動団体と協働のパートナーがそれぞれの持つ強みを活かし、協働による取り組みを推進して

いくためには、それぞれの主体を結び付ける仕組みが必要になります。また、特定のテーマについて、

多様な主体が連携・協働して取り組むための新しい仕組みづくりを検討していきます。 

 

●○具体的な取り組み○● 

 

 

 市民活動団体同士や他の主体が出会い、交流、連携、協働する関係をつくるため、様々な主体が出

会う場づくりを行います。 

 

 

 中間支援組織が、市民活動団体や協働のパートナーの連携・協働が進むよう、それぞれの主体を引

き合わせるコーディネーター的な立場で、情報提供、人材育成、活動相談等の役割を受け持つことが

できるよう市民活動に関するポータルサイトによる情報提供をはじめ、人材の育成などの支援を行い

ます。 

 

 

 大学が有する人的・知的資源を活用し、地域が抱える様々な課題の解決や市民活動の活性化を図る

ため、協働のパートナーのひとつである大学に対し市民活動の拠点の設置を働きかけ、協働で支援事

業に取り組んでいきます。  

 

  

協働のまちづくりを推進するために、市民活動団体と行政など協働のパートナーが役割分担をしな

がら相乗効果を発揮して実施する協働事業について、定期的な見直しと新たな協働事業の検討を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「多様な主体を結びつける仕組みの整備」 

◆各主体を結ぶ出会いの場の創出◆ 

◆大学に市民活動拠点を設置◆ 

◆協働事業の推進◆ 

◆中間支援機能の強化◆ 

方向性３  


