
豊中市の取組み 
協働とパートナーシップに基づくまちづくり	

第５回協働環境調査報告会	

平成27年（2015年）1月19日大阪会場	

豊中市市民協働部コミュニティ政策室	

主幹　　玉富香代	

１　取組みの歩み	
２　協働推進の公募制度	
３　地域と行政の協働	
４　行政の取組み	
５　今後の取組み	



はじめに　～豊中市のあらまし	

■市制施行：昭和１１年（１９３６） 年１０月１５日	

■市域面積： ３６．６ｋｍ２ （全域市街化区域）	

■人口概数 ：３９万５千人、１７万２千世帯	

■平成２６年度当初予算：　２，７８９億９，５００万円	

■高齢化率（６５歳以上）：２４．８％	

■子ども率（１４歳以下）：１３．６％	

■自治会加入率　　　　：４６．７％	

■市の木・市の花	

　　　　キンモクセイ　　　　　　　　　　バラ	



１　取組みの歩み　 
　（1）　条例から見る協働のまちづくり	

 
H５ 

（1993）	

• まちづくり条例の施行
•  市民の自主的なまちづくり活動を市が支援	

 
H１６ 

（2004）	

• 市民公益活動推進条例の施行
•  参加と協働による新しい公共運営の仕組みづくり	

 
H１９ 

（2007）	

• 自治基本条例の施行
•  地域自治と市政運営による自立した豊かな地域社会づくり	

•  「情報共有」「参画」「協働」「地域自治」を基本原則に	

 
H２４ 

（2010）	

• 地域自治推進条例の施行
•  地域と行政の協働で、地域特性に応じた地域づくり	



１　取組みの歩み 
　（2）　自治基本条例における位置づけ	

市民公益活動推進条例	
　　　　　　　　平成16年4月1日施行	

　地域社会を構成する様々な人

の参加と協働によって、新しい

公共運営の仕組みをつくる。	

・協働の推進	

　（協働提案の公募制度）	

・助成（公募制補助金）	

・環境整備（情報提供等）	

・市の体制整備	

・評価　　　　　　など



地域自治推進条例	
　　　　　　　　平成24年4月1日施行	

地域における意思決定の仕組

みと、地域と向き合う行政の組

織体制を整えることで、地域自

治を充実・発展させ、地域の特

性に応じたまちづくりを推進。　	

・地域自治組織の認定	

・市の支援（助成等）	

・パートナーシップ会議	

　（地域と行政の協議の場）	

など

１　取組みの歩み 
　（2）　自治基本条例における位置づけ	



¢ 市が事業を進めるにあたり、よりふさわしい実施主体

や方法を検討し、事業化していく制度。 

（いわば、公開による企画コンペ方式）	

¢ 市が事業の課題を提示し、ＮＰＯ等から企画提案を募る

。書類審査と公開プレゼンテーションにより、より良い

事業企画案を採用。	

¢ ＮＰＯ等の特性を活かせる仕様書を協働で作成し、委

託契約を締結。	

２　協働推進の公募制度 
　（1）　提案公募型委託制度	



¢ ＮＰＯ等からの自由な提案を基に、地域の課題解決に

つながる取組みを事業化し、協働で実施する制度。	

¢ 書類審査と公開プレゼンテーションにより、提案の採否

を決定後、ＮＰＯ等と行政が協議して事業企画を作成。	

¢ ＮＰＯの特性を活かして、新たな課題や顕在化していな

い課題、市の複数部局にまたがる課題を解決するた

めの新しい提案を事業化するための仕組み。	

２　協働推進の公募制度 
　（2）　協働事業市民提案制度	



２　協働推進の公募制度 
　（3）　協働の実践事例	

¢ 協働への理解を深めるこ

とを目的に、事例集を発行。 

（平成26年（2014年）3月）	

¢ 協働の意義や成果を分か

りやすく伝える工夫を施す。	

¢ １０事例を掲載 

（制度によらない事例を

含む）。	

豊中の協働
事例を、ご覧
ください！	



３　地域と行政の協働 
　（1）　地域自治の取組みの背景	

地域社会を取り巻く

環境の変化

人口減少社会の

到来

地域力への期待

新たな公共運営の仕組みづ

くりと、自治基本条例の制定

今のうちに、将来に備えた取組み
を（市民のセーフティネットの整備
と維持するための仕組みづくり）	

地域コミュニティ活性化のためには、
各種団体が協力・連携して、地域
ニーズの把握、負担軽減 

「地域でしかできないこと」に取り組
める仕組みや環境整備が必要	

さまざまな人が、協働して地域課
題の解決に取り組んでいく必要	



自主防災組織	

老人クラブ	

民生・児童委員	

校区福祉委員会	

消防団	

公民分館	

地域教育協議会	

青少年健全育成会	

自　治　会	

ＰＴＡ	

防犯協議会支部	

社会福祉協議会	

危機管理室	

健康福祉部	

消防本部	

教育委員会	

市民協働部	

警察署	 

地域担当職員	地域自治組織	

地域	 市	

３　地域と行政の協働 
　（2）　新たな地域自治の仕組み	



市	

コミュニティ	
政策室	

地域担当	

職員	

＊課題に
応じて結成	

プロジェクト	
チーム	

各部	

課	

連携	
	

参画	

	

	 課	

主任	

協働推進員	

各課	

協働推進員	

	

地域（地域自治組織）	

防犯協議会	 校区福祉委員会	 老人クラブ	

自治会	

住民	

公民分館	

自主防災組織	

各種地域団体等	

実行（活動部会など）	
いろいろな活動を企画＆実施	

意思決定（役員会など）	
地域全体での決めごとをする	

ＮＰＯ	 

こども会	

	

ＰＴＡ	 

	

民生・児童委員	

協働・連携	

３　地域と行政の協働 
　（2）　新たな地域自治の仕組み	



・おおむね小学校区

・すべての住民（活動に参加しない人も含む）

・地域の情報を住民に発信

・広く住民の声を聴く

・地域への関心を高め、活動への参加を促進

・地域に必要な活動を企画・実施　　

・各種団体の活動の支援・調整

・地域を代表して、市と連絡調整・協働推進

３　地域と行政の協働 
	　地域自治組織とは？	



地域自治を充実・発展させる	
 
・安心・安全な地域づくり（地域の特性を活かす） 
・市民のセーフティネットの維持	

地域	

¢ 市民力、地域力を
総合的につなぎ、よ
り効果的に発揮でき
るしくみを整える	

	

行政	

¢ 地域と向き合う行政
の組織体制づくり	

¢ 地域の特性に応じ
た柔軟な支援	

３　地域と行政の協働 
　（3）　地域自治推進の目的	



４　行政の取組み 
　（1）　市の協働推進体制	

・地域と行政をつなぐ窓口を設置

　地域担当職員、協働推進員の配置

・市長を本部長とする全庁的な推進体制

・地域の情報や課題を共有し、解決に向けて

　連携して取り組む　

・地域自治組織と行政の協議の場を創設

　（パートナーシップ会議）



・地域担当職員（専任職員）の配置

→　地域の状況に応じた柔軟な支援や、取組みの提案。

　　地域課題の解決に向けて、行政内部の連携の要。

　　

・協働推進員をすべての課で選任

→　協働事業や地域課題に関する連携・調整を担う。

　　地域担当職員と共に、行政内部の連携の要。

・職員の育成（研修）

→　「市民視点」を持つ職員の育成（人材育成基本方針）　

　　新採職員、管理職など、階層別に研修を実施。

４　行政の取組み 
　（2）　職員の意識改革を進める	



５　今後の取組み 
　（1）　取組みの成果と課題　～行政の立場から	

¢ 協働により、ＮＰＯ等の
特性が事業に活かされ
、効果が高まる。 
・当事者視点の反映 
・協力者の広がり 
・きめ細かなニーズ把握 
　　　　　　　　　　　　など	

¢ 行政内部で、地域の
情報・課題を、日常的
に相互共有する意識
が向上	

¢ 協働や地域自治につ
いての理解の促進	

¢ ＮＰＯ・地域団体との
相互理解の促進（ＮＰ
Ｏ等の特性を知る）	

¢ 地域や市政の課題に
ついて、日ごろからＮ
ＰＯ・地域団体・事業者
等と情報共有すること	

成果	 課題	



５　今後の取組み 
　（2）　協働推進に向けた行政の取組み	

条例や制度の

見直しの必要性検討

l  持続可能な仕組みとするためには、
不断の見直し・改善が必要 

l  現在、これまでの取組みの総括と
見直しに向けた検討を進めている 

協働や地域自治に

ついての理解促進

l  職員がＮＰＯや地域の特性を理解
することが肝要 

l  コミュニティ政策室が、事例の共有
や協働事業の企画調整に積極的
な役割を果たす 

行政の意識改革

l  行政中心の公共運営を見直し、多
様な主体の参画・協働によるまち
づくりへ 

l  すべての部局が協働意識を高める
よう、研修内容の工夫等 



　　豊中市の協働事業や地域自治の取組みについて、 
　　ホームページでご覧になれます。	

	

　　豊中市ページを検索し、	

　　トップ＞まちづくり・環境＞市民公益活動・地域自治	

　　http://www.city.toyonaka.osaka.jp/	

　　	

ありがとうございました	


