
河内長野市協働の取り組みについて

平成２７年1月１９日

河内長野市 市民協働課 山田浩太

～みんなで一緒につくるまち～



＜平成２６年度＞

市制施行６０周年の特別事業として、

「市政アドバイザーサミット」を開催

日時：平成２７年１月３１日

１４時～１６時３０分

（開場は１３時３０分から）

場所：河内長野市立文化会館

ラブリーホール



まちづくり地域デビュー講座
・まちづくりの「核」となる人材の育成を目指す

・市の施策を学ぶため、担当課長が講義を行う

・地域での活動につなげるため、ワークショップを行う

開催時期 講座 WS講師 備考

H23.10～H.24.2 まちづくり地域デビュー講座１ 山崎亮（studio‐L） ７K施策に基づき実施

H24.6～H24.9 まちづくり地域デビュー講座２ 山崎亮、西上ありさ（studio‐L） 1年後・3年後・5年後に何ができるか考える

H24.12～H26.1 まちづくり地域デビュー講座３ 服部正志 若手職員が受講生として参加

H25.7～H25.9 まちづくり地域デビュー講座４ 服部正志 インターンシップ生が受講生として参加

H26.1～H26.3 まちづくり地域デビュー講座５ 服部正志 小学校区別、より活動に近い形で実施

H26.7～H26.9 まちづくり地域デビュー講座６ 服部正志 前後半に分け、テーマを決めて実施



地域サポーター ～一歩前に～
＜趣旨＞

・市民による地域まちづくり活動を支援し、もって市民相互の協働による自律性の高い
まちづくりを進めるため、職員による効果的な人的支援を行う

＜設置＞

・概ね小学校区ごとに地域サポーターを設置する

・各地区に置く地域サポーターは、概ね２人とする

＜職務＞

(1) 地域まちづくり協議会の支援に関すること

(2) 地域まちづくり協議会と市との調整に関すること

(3) その他、地域まちづくり活動の支援に関すること

・公募により選ばれた職員

・現在30名を任命



協働事業推進員
・NPO等との連携や協働事業提案制度の活用促進に取り組むなど、協働の観
点から課の事業を見直す

・全課に1名配置（主に課長補佐）し、庁内推進体制を整える



市民公益活動支援・協働促進
委員会/研究会

<委員会>
市民公益活動を支援するとともに協働の促進を図るため、協働に関する課
長で構成する庁内組織

<研究会>
委員会の下で、委員会の会議において議論すべき事項の調査、研究及び
調整を行う

-案件-
①みんなで一緒につくる「テラコッタドール」の普及について
②ボランティアポイント制度の調査研究



地域力UPサポート研修
～人づくりから始まるまちづくり～

＜平成26年度 地域力UPサポート研修＞

①事業報告会 傍聴（協働事業・補助金事業）

②新規採用職員研修（=デビュー講座）

③新規採用職員・地域サポーター研修

④一般職員研修（全体研修）

⑤協働事業推進員研修



市民公益活動支援・協働促進懇談会
ボランティア等の市民公益活動の支援及び協働促進のあり方について、それぞれの立場から

幅広く意見を求めるために、「河内長野市市民公益活動支援・協働促進懇談会」を平成16年6月
に設置しました。

＜任期＞ ２年
＜懇談会の構成メンバー＞

公募市民：３名
市民公益活動団体の関係者：７名 （福祉関係、青少年関係、高齢者関係、市民公益活動支援関係、

自治会関係、地域まちづくり協議会関係、テーマ型組織関係）
市内事業者：２名
学識経験者：２名 （合計１４名）

＜懇談会の沿革＞
平成１６年 ６月 市民公益活動支援・協働促進懇談会設置
平成１８年 ５月 「市民公益活動支援及び協働促進に関する提言」への市民意見募集

第２期市民公益活動支援・協働促進懇談会スタート
７月 「市民公益活動支援及び協働促進に関する提言」策定、市へ提出

平成１８年１２月 市が「市民公益活動支援及び協働促進に関する指針」を策定
以降、指針に基づく施策の検討

平成１９年１１月 市民公益活動支援センター「るーぷらざ」オープン
平成２０年 ５月 第３期市民公益活動支援・協働促進懇談会スタート
平成２２年 ５月 第４期市民公益活動支援・協働促進懇談会スタート
平成２４年 ６月 第５期市民公益活動支援・協働促進懇談会スタート

平成２６年 ６月 第６期市民公益活動支援・協働促進懇談会スタート予定

＜第５期の主な検討項目＞ ・指針に基づく施策の進行管理
・市民活動支援センターの第三者評価の実施
・指針に基づく協働事業提案制度への意見



先端的・創造的な教育・研究活動に取り組む大学
などの教育機関と、市がもつ歴史的・文化的資源
の活用及び知的・人的資源、さらに事業者、市民
等との連携のコーディネートを図り、住民福祉の向
上や、産業活動の活性化、雇用の創出等、まちの
活性化を目指します。

平成２４年８月には大阪府立大学と連携協力に関
する協定を締結しました。

地域防災力の向上を目指し、産官民協働による
地域防災体制の構築を進めています。

平成24年5月には、河内長野ガス株式会社と協定
を締結し、災害時には社屋の一部を使用するなど
地域での防災支援拠点として活用することになりま
した。

平成24年9月には、独立行政法人国立病院機構
大阪南医療センターと協定を締結し、平成24年10
月・平成25年1月には市内高齢者福祉施設・障がい
者福祉施設の20施設と協定を締結しました。

新たな協働のしくみづくり
～産学官民の連携～



東日本大震災における岩手県大槌町への支援

大槌町への復興支援の取り組みを通じて再認識した、市民の「マンパワー」や「絆」の強さを、
協働のまちづくり「みんなで一緒につくるまち」へとつなげていくため、「テラコッタドール」を協働
のシンボルと位置づけました。

平成24年４月、東日本大震災から約１年が経
過するにあたり、大槌町に憩いと安らぎを届け
るため、「大槌町復興応援プロジェクト」と題し、
約200人のボランティアが復興の願いをこめて
製作した「テラコッタドール」を大槌町へ贈りまし
た。また、同年５月には、プロジェクトに関わった
ボランティアや市職員が大槌町へ訪問し、大槌
町民の皆さんと「テラコッタドール」づくりなどを
通じて交流を図りました。

平成24～26年度にかけて、
市内の小学校や駅前ロータ
リーに設置するなど、普及
啓発に努めました。また、平
成25年度からは、パンフレッ
トの作成、花の文化園と連
携してキット販売や講習会
を開催しました。



ご清聴ありがとうございました



河内長野市について

＜面積＞ １０９．６１ｋ㎡

（７割が森林）

＜人口＞ 110,976人
＜世帯数＞ 47,316世帯

＜高齢化率＞ 29.6%
（平成26年12月末）

河内長野市シンボルキャラクター 生涯学習シンボルキャラクター



河内長野の現状



河内長野の現状



これまでの経過
H7.1 阪神淡路大震災

H10.8 「河内長野ボランティア活動推進懇談会」発足

H11.10 「市民のボランティア活動支援のための提言」提出

H16.6 「市民公益活動支援・協働促進懇談会」設置

→現在も実施（第三者評価など）

H18.04～ 「河内長野市第4次総合計画」（H18~H27)
協働型行政への転換→自立協働都市を目標 “協働によるまちづくり”

H18.12 「市民公益活動支援及び協働促進に関する指針」策定

H20.12 「協働マニュアル」

●協働のスタート（ ～平成２１年度まで ）

１．目標 ・ボランティア活動など市民公益活動の活性化

・「顔の見える関係」づくりのスタート

２．しくみづくり ・るーぷらざの開設（H19～）

・まちづくり交流会（H20～）

ボランティアの広がり・醸成



●協働の一歩前へ・全面展開（ 平成２２年度から ）

１．目標 ： 「みんなで一緒につくるまち」

・市民公益活動の活性化

・地域の顔の見える関係づくりと地域の主体的なまちづくり支援

・地域リーダーの育成

・地域とともに考え、汗をかく職員の育成

２．しくみづくり

・市民公益活動基金制度（H22～）

・市民公益活動補助金制度（H22～）

・協働事業提案制度（H22～）

・地域まちづくり協議会（H23～）

・地域まちづくり講演会（H23～）

・まちづくり地域デビュー講座（H23～）

・地域力UPサポート研修（H23～）

これまでの経過



ボランティアの広がり・醸成

H7.1 阪神淡路大震災

H11.10 「市民のボランティア活動支援の
ための提言」提出

H16.6 「市民公益活動支援・協働促進
懇談会」設置

→現在も実施（第三者評価）

H18.12 「市民公益活動支援及び協働促
進に関する指針」策定

H18.6 「市民公益活動支援センター検討委
員会」設置（公募）

H18.12 「市民公益活動支援センター整備に
関する提言」提出

H19.11 「市民公益活動支援センター」開設

（H22年度）
・市民公益活動支援補助金の導入
・協働事業提案制度の導入

H12.6 「かわちながのボランティア
活動推進委員会」設立

H19
年度

「かわちながの市民公益活
動推進委員会」として自立

かわちながの
市民公益活動推進委員会

提言を実行に移
すため

（H20年度）
ＮＰＯ法人を取得

（H12~）
情報・学習・交流の3部会
で事業展開

（H18~）
相談・コーディネート部会
を創設、4部会に

支援センター

指定管理者

これまでの経過 ～るーぷらざ～





・市民公益活動を支援し活性化を図るとともに、協働を促進し、
公益の増進に寄与するための施設

＜名称＞ 河内長野市立市民公益活動支援センター「るーぷらざ」

＜基本的な役割＞ ①市民公益活動の活性化
②ネットワークづくりの促進
③協働の促進（仲介機関としての役割）

＜センターの利用対象＞
市民活動を行っている、または、これから行おうとする個人や団体

Ｌ００Ｐ（輪）＋ＰＬＡＺＡ（広場）

市民公益活動支援センター

ボランティア活動団体数（「はじめてみませんか」掲載分）
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＜センターの機能＞

①情報の収集及び提供機能
市民公益活動を促進するための情報、活動支援のための情報、協働の促進に関する情報など様々な
情報を収集・提供する機能。

②人材育成機能
個人に向けた市民公益活動への参加促進や、市民公益活動の活性化や協働促進につながる人材を
育成する機能。

③相談・助言・コーディネート機能
(1)市民公益活動を実施するうえでの各種課題に対する相談・助言

や、これから活動を始めたいという人に対する相談・助言を行う

機能。

(2)場所の提供など市民公益活動団体の立ち上げを支援する機能。

(3)ボランティアをする人としてほしい人をつないだり、目的が同じ団

体同士や様々な主体をつないだりして、より効果的に市民公益

活動が展開されるよう支援や協働を促進するためコーディネート

する機能。

④連携及び交流促進機能

より効果的に市民公益活動が展開されるよう、様々な組織間のネットワークの促進を支援する機能。



市民公益活動補償制度
・市民が安心して公益活動に参加できるよう、市が保険料を負担し、公益活動
による怪我、また賠償責任に対し、補償する

＜対象団体＞

５人以上の市民で組織され、公益的な活動を無報酬で行っている団体



市民公益活動支援補助金
・市内における地域や社会の課題解決や新たな公共サービスの充実を図るた
めの市民公益活動に補助金を交付することにより、市民公益活動の活性化や
協働の促進を図りながら、協働のまちづくりを進めていくことを目的とする制度

募集コース 補助率 補助限度

初動支援
コース

市民公益活動に取り組んで３年以内の団体が行う市民
公益活動事業（同一事業で３回まで応募可）

３／４ １０万円

自主事業支援
コース

市民公益活動に原則１年以上取り組んでいる団体が行
う市民公益活動事業（同一事業で３回まで応募可）

１／２ ３０万円

年度 交付事業数
（内訳）

補助金額
初動支援 自主事業支援

平成22年度 ３ ２ １ 290,000

平成23年度 ４ ３ １ 446,000

平成24年度 ７ ４ ３ 857,000

平成25年度 ５ ４ １ 383,000

＜補助の種類＞

＜交付事業数＞



団体名 事業名 コース

特定非営利活動法人アートコミュニ
ティ

子どもと母親の心を絵画セラピーによって癒す活動
初動支援
コース

綴り方と話し方のクラブ“アイ・マイ・
ミー”

生きるって素晴らしい！を実感できる講座
初動支援
コース

ロジェ長野４４８地区福祉協力委員会 世代間交流と広報活動の充実
初動支援
コース

お陽さまと耕す会
自然農法、有機農法実施者を普及する為の研究と実
習事業

初動支援
コース

七望流天野会 親子で楽しむ工作
自主事業支援

コース

＜平成25年度 市民公益活動支援補助金 交付事業＞

MAMA×MAMAクラブチラシ
（（特活）アートコミュニティ作成）

自分史講座の様子
（綴り方と話し方のクラブ”アイ・マイ・ミー”）

子ども達による広報誌
（ロジェ長野448地区福祉協力委員会）

有機農法の実習中
（お陽さまと耕す会）

廃材を使った工作
（七望流天野会）



＜スケジュール
（平成26年度）＞



市民公益活動支援基金
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河内長野市 
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・市民公益活動支援補助金の財源として使用

・マッチング・ギフト方式



協働事業提案制度
・市民公益活動の専門性や柔軟性等を活かした事業の提案を公募し、市民と
市が協働する

・地域や社会の課題の効果的/効率的な解決を図る

・市行政への市民参加の促進を図る

・書類、公開プレゼンによる審査 ⇒ 成案化し、事業を実施

市民自由提案部門 テーマ設定がなく、市民の自由な発想による事業を提案

市設定テーマ部門 市が提示した概要書に基づき、市民が具体的な事業を提案

年度 成案化事業
内訳 他の枠組みでの

実現事業市民自由提案 市設定テーマ
平成22年度 2 2（5） 0（0) 2
平成23年度 1 1（1） 0（1) 0
平成24年度 0 0（1） 0（1) 2
平成25年度 2 0（2） 2（3） 1

※（）は応募数、取下げを含む

＜部門＞

＜成案化事業数＞



・ひとで不足農家の支援活動（菜園クラブ・農林課）

・花いっぱい街づくりサポート（NPO法人フルル花の福祉の地域応援ネット・財政課）

・美加の台第10緑地植樹事業（美加の台自治会連合会他・公園緑地課）

・ファーストステップトライアル事業（NPO法人淡路プラッツ・青少年課）

・市民が活躍する岩湧の森の活用事業（NPO法人トモロス・農林課）

＜花いっぱい街づくりサポート＞

植栽のノウハウを持つボランティ
アと財政課が協力し、四季の
花々を楽しめる花壇作りを行い、
市民の憩いの場をつくりだす。

地元自治会と、森林ボランティアのト
モロス、森林組合、公園緑化協会な
どが、公園緑地課と一緒になって、１
３ｈａを超える緑地において、植樹や
植栽の管理などを実施する。

森林ボランティアのトモロスと農林課
が中心となり、植生豊かな岩湧の森
の自然環境を守り、市民・府民の憩
いの場を作るため、登山道修復、間
伐材の整備などを実施する。

＜成案化事業数＞

＜美加の台第10緑地植樹事業 ＞ ＜市民が活躍する岩湧の森の活用事業＞



＜スケジュール
（平成26年度）＞



・地域の特性や実情に合わせて、自
治会や各種地域団体など地域型組
織だけでなく、テーマ型組織、事業者、
地域住民など様々な担い手が協力し
ながら、地域自らが地域課題に取り
組んでいけるような仕組みづくり

NPO法人

自治会・
町内会

地域住民

各種地域
団体

地域まちづくり
協議会

事業者

ボランティア
団体など

地域まちづくり協議会の要件（主なもの）

○地域課題を自ら解決することを目的とした団体

○概ね小学校区を１つの単位

○住民総意により設立・運営

・住民等の自由な参画の機会が保障されている

・情報発信・公開の取り組みがなされている

・地域を取り巻く様々な住民等により構成

地域まちづくり協議会の要件（主なもの）

○地域課題を自ら解決することを目的とした団体

○概ね小学校区を１つの単位

○住民総意により設立・運営

・住民等の自由な参画の機会が保障されている

・情報発信・公開の取り組みがなされている

・地域を取り巻く様々な住民等により構成

地域まちづくり協議会

〈市からの支援〉

・財政支援 40万円/年

・人的支援 サポーター

・その他の支援

情報提供、相談、

講座の開催 など



H23年度 最初の地域まちづくり協議会が設立

H24年度 ３小学校区で新たに地域まちづくり協議会が設立

H25年度 ３小学校区で新たに地域まちづくり協議会が設立

H26年度 ３小学校区で新たに地域まちづくり協議会が設立（12月現在）

⇒現在１３小学校区中、１０小学校で設立・活動中

H20～ 各地区で「まちづくり交流会」を開催

※各小学校区単位で、個人や様々な団体で活動する人が、気軽に集い、地域の
課題や問題などについて自由に意見交換することにより、参加者同士が地域課
題を共有し、お互いに連携しながら主体的に取り組んでいく「場」

＜地域まちづくり協議会 設立までの経過＞





〈長野〉

〈小山田〉

〈川上〉

小学校区一斉防災避難訓練 夏休みこども教室に協力

オープンカフェ

ラジオ体操

休耕地を活用したさつまいも栽培

新旧地域間交流のウォーキングイベント

〈高向〉

地域資源マップづくり フラワープランターの設置



〈南花台〉

小学校開校フェスタで防災炊き出し訓練 五條市大塔地区視察研修会

〈楠〉

〈石仏〉

情報紙の発行

・まずは「顔の見える関係づくり」
→地域課題解決型の組織へ

・今後は地域の意向・機運をふまえ、全小
学校区での設立を目指す

・第5次総合計画（H28～）地区別計画の策定
を現在協議会が主体となり進めている。

→市とのパートナーシップを構築

夏休みラジオ体操

防災センター視察研修会

広報紙の発行 高齢者宅でのコニュニティサロン



地域まちづくり講演会
・市民が地域活動に関心を持ち、主体的に行動できるような意識の醸成を図る

・自治会、協議会など連携の場づくりのきっかけをつくる

・協議会の組織化につなげる意識醸成を図る

＜平成２４年度＞ ＜平成２５年度＞


