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　コラボでは2010年4月から、市民が市と協働して多様な交
流・学習の場を提供する事業を始めました。市民運営のカ
フェ・屋上庭園、テーマ型交流・学習の場（絵本カフェ、多文化
カフェ、エコカフェ、哲学カフェ）、市民が薀蓄を披露しあうコラ
ボ大学校、市民活動情報共有の場（ラウンドテーブル）などで
す。「市民活動デビュー・フォーラム」の企画もあります。
　ここに至るまでの経緯を振返って見ます。コラボにおける市
民と市の協働を実現するため、市民は条例･制度を大いに活
用しました。3つの段階があります。

① 2004年9月、市民が市に協働を提案する制度（市民公益
活動推進条例・2004年4月制定）に基づき、「図書館の未来を
考える会」が官民協働で千里文化センターの施設を計画する
ことを提案、同年10月、市長が「貴団体も含め市民と意見交
換ができる場づくりを行いたい。」と文書で回答しました。市民
は、文化センター建替え計画について、市と意見交換する場が
なく苦慮していたところでしたから、この回答は朗報でした。こ
れを契機として、2005年9月、教育委員会が呼びかけ、市民も
参加する「新千里図書館・公民館創造会議」が発足し、当初計
画にはなかった屋内型広場「コラボ広場」、屋外型広場「屋上
庭園」が提案され、大学の協力も得てこれらが実現しました。
② 2007年11月、市の施策の各段階への市民の参画を定め
た条例（自治基本条例・2007年4月制定）に基づき、市民は創
造会議において、コラボの運営に市民も参画することを提案
し、2008年7月、市民運営会議が発足しました。
③ 自治基本条例に基づき、市民は運営会議において、協働に
おける官民の役割などを定めるパートナーシップ協定の締結
を提案、2010年３月、締結しました。

◇以下に感想を4点述べます。
１． 市民が条例･制度を活用して協働を実現できたのは、活用
に値する条例・制度が、丁度その頃、誕生したという幸運に恵
まれたことによります。勿論、これを活用しようとする意欲が市
民にあったことが前提ですが。

̶ 条例・制度の活用と市民活動 ̶
２． 制度や条例を活用する協働は、時間がかかる。しかし根気
よく粘れば、一定の成果が得られることを証明できたと思いま
す。当初からコラボの計画に関わって来たものの一人として、い
ささかの感慨を覚えます。
３．VERBAL　WORD　DOES　NOT　WORK.（書いたも
のしか役に立たない）といいます。コラボの協働のありかたは
パートナーシップ協定書という文書にしました。コラボの今後
の協働に役立つ局面があるかも知れません。
４.以上の過程を見ると民と官の協働に３つの相があることに
気付きます。字数の制約のため、ここは項目を示すのみに止め
ます。
（ⅰ）代議制民主主義の補完＜政治システムの課題＞　　　
市民の参画する委員会などの創出とその場における協働（今
後は議会への市民参画が課題）（＊参照）
（ⅱ）官の専門性（縦割り）、民の縦割りの補完＜行政システム
の課題＞
民民、官民、官官間の情報共有の場の創出とその場における
協働
（ⅲ）近接性の原則＜財政システムの課題＞
現場で資源配分を決定する場の創出とその場における協働

＊例えば、議会の政策能力を強化するために、議会のもとに学識経験
者と市民委員からなる審議会を設置し、市民が議会へ参画する場を
創出する必要があります。勿論、これに伴い議会事務局、議会図書室
の充実・強化が必須になります。

きずな会員、コラボ運営委員
加福共之
tokafuku@leto.eonet.ne.jp　　

千里文化センター（コラボ）に
おける協働の事例



　阪急曽根駅から歩いて数分、小さな居住ビルの1階に

ＮＰＯ法人ハニー･ビーが運営する障がい児のための「マ

イ児童デイサービス」が

あった。そこで元気いっ

ぱいの熱意溢れる八木

さんのお話を伺った。

Ｑ．一番したいことは何ですか？

　知的障がい者の就労支援です。そして、障がいの有無に
かかわらず人と人とが互いに支えあう社会の実現を目指し
ています。しかしながら今は、就学中から生活面や学習面で
あきらめないで根気強く物事に取り組むことができるよう導
いて、人としての自立、就労参加の土台づくりのために活動
しています。就労支援を強く思うようになったのは、子どもが
普通高校の受験に不合格になり、府立豊中支援学校に入学
したのですが、そこでの教育に疑問を持ったのがきっかけで
す。できることを少しでも増やして社会に参加する自信をつ
けていくことが大事やのに、最初から社会で自立することを
｢どうせでけへん｣と最初からあきらめてしまって、就労支援
はやってくれない。これじゃあかんなと思いました。障がいが
あっても就労ができたら税金が払える、それは誰も損をしな
い話でしょう？

Ｑ．任意団体ハニー・ビー設立から児童デイ

サービス事業を始めた経緯は？

　2年前、市民活動情報サロンに相談に行ったことがきっか
けで様々な人との出会いがあり、ハニー･ビーを設立しまし
た。「ハニー・ビー」は蜂が蜜を巣に集めるように、人が愛を
集めようの意味です。豊中市の平成21年度協働提案事業に
「知的・発達障がいのある子どもたちのトータルライフコー
ディネート事業」を提案して、それが不成立になりました。私
はへこむけどそれをバネにする性格やから、「なにくそっ！自
分でやるしかない」という力がわきました。その後大阪府に相
談に行きＮＰＯ法人格もとり、今年の5月から豊中市では初
めての障がい児の児童デイサービスの事業を始めることが
できたのです。

Ｑ．そのエネルギーの源や大切にしていること

は何ですか？

　両親の愛情をいっぱい受けて育ったことが自分の力に

NPO法人
ハニー・ビー

２

なっていると思います。18歳から9年間銀行員をしていまし
た。仕事はできて当たり前の世界でしたし、私もその仕事が
とても好きで、人とのつながりの大事さを学びました。結婚し
て、2人目の子どもに知的障がいがあることが判りました。障
がいを人に判ってもらいたかったから、 積極的にＰＴＡ活動 
をしたりして人のつながりを広げ、子育ては人の倍は楽しみ
ました。 できることを一生懸命やって初めて対等に意見が言
えると思ったからです。
　今回起業するときも、自分には人のつながりしかないと考
え、周りのできる人、例えば、起業支援、市民活動支援、経理、
障がい児の就労支援、福祉事業のノウハウを持っている人
などに徹底して話を聞き、また自分の思いも少しずつ理解し
てもらうことに努めました。障がい者と家族だけが固まってて
も何もできない、周りの人の理解はとても重要で力になるの
で、少し離れたところで何かをしたいと思っている人に声を
かける勇気が大事なことだと思いました。分からないことは
人に聞く、そして考えて行動する、また聞くの繰り返しです。
縦割りの行政をコーディネートできるのも民だと思ってます。

Ｑ．これからの事業の予定は？

　今の児童デイサービスはやっとノウハウが理解できるよう
になりました。服部駅近くに2つ目をめざしています。新たに
やりたい人が出てきて輪が広がり始めています。やり方が
違っても社会参加、就労支援につながるのが願いです。企
業の就労に関しては、一方的な恩恵は続かないと思うので、
企業の需要に応えられる土台づくりのため、ある程度の数が
必要なのです。いろいろな企業とつながって就労支援に特
化した事業をするために、民ならではの社会参加と就労支
援の仕組みをつくりたいと思っています。それが一番したい
ことですから。

　ＮＰＯ関係者や税理士に｢自分が持ち出すのはあかん

で！｣「一人で抱えこんだらあかん！」と何度も言われた

が、｢絶対大丈夫！｣と説得し、今では心強い応援をもらっ

てるという八木さん。どこまで行っても前向き。自分が人

にやってもらったらうれしいことを人にしたい、誰もや

れへんかったら自分がやるしかない、という生き方を実

践しているパワー溢れる八木さん。2時間以上の熱弁は

不思議にさわやかでおもしろく、きっと周りの人を変え

る力がある人だと納得した。　　　　　　　　　　

                          （鵜川）

代表　八木みどりさんきずな
人往来



豊中のＮＰＯ探訪
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その９

天竺川にホタルが飛ぶ!!
　天竺川をホタルが飛ぶ川にしたい。
　それも千里中央に近い都会のど真ん中で今どき夢のよう
な話が本当にあるのです。
　今回は、その夢を現実のものにしようと日々着実に活動をし
ておられる「天竺川ホタルの会」会長の深津洋三さんにお話
しを伺いました。

　   天竺川ってどんな川ですか？
　天竺川は豊中市北部の千里丘陵（上新田）に源を発し、市
内を南西に流れる川幅４～５ｍ、全長１０km程の一級河川
です。川は服部緑地の西端を通り豊中市南端で神崎川に合
流します。川に沿って桜並木や松並木が点在する市民に貴
重な憩いの場となっています。

　  ホタルが飛ぶ川にしたいと思ったきっかけは？
　何年か前に万博記念公園で「ホタルの夕べ」を見たことが
きっかけです。
　ホタルの数は４００匹程度でしたが、それを見たさに、数万
人(期間中）の人が訪れたと聞いております。その幻想的な光
景を見て、天竺川でもホタルを飛ばすことが出来るのではな
いかという気持ちが沸 と々湧いてきました。

　   活動はいつごろからで、メンバーは？
　活動歴はまだ新しく、今年で４年目です。メンバーは地元
（新千里南町）の人が中心ですが、市外（吹田市）の人も入っ
ており、全部で４０人位です。

　  これまでどのように取り組んできましたか？
　最初の１年は箕面市の「ホタルを守る会」や「豊中市の上
下水道部」の人々から、ホタルや水のことについて色 と々学び
ました。
　２年目以降は、まず、川の水質検査をやってもらいました。
その結果、リンが少し多く含まれているので、そのリンを少なく
することが課題であるが、天竺川の水質は十分生物が生息
できる状況であることがわかりました。
　具体的な取り組みとしては、
 ❶川の浄化活動
＊川の清掃（ごみの収集や草刈り）

　地域の大人や子供たち約３０人位で行っている。
＊花菖蒲の植栽

　川の中州に花菖蒲の苗１０００本を植栽した。

「天竺川ホタルの会」

＊川底へ炭を沈める

来年になるが、自分たちで竹を切り、焼いた竹炭（炭俵１０俵
位）を川底に（設置）沈め、水質の浄化を図ります。
❷「かわにな」や「たにし」の養成
　源氏ボタルは水の流れるところで「かわにな」を食べ、平家
ボタルは流れのない池等で「たにし」を食べて生息するもの
です。　
＊「たにし」の養殖　

　実験的に会員の家(庭）の水槽や池で「たにし」を養殖し、そ
こへ平家ボタルのを放してみたところ、２年連続でホタル（延
べ５０匹位）が飛び、近所の人たちでホタルの観賞会をしまし
た。
＊「かわにな」の放虫

　今年の春、川に「かわにな」を放しました。その「かわにな」
は、今のところ流されることもなく、生息していることを確認して
います。
＊「ホタル」の放虫

　来年の３月頃には、いよいよ源氏ボタルの幼虫を川に放し
てみようと思っています。６月頃にはそのホタルがいくらかでも
飛んでくれることを期待しています。

　今後に向けて　
　今やっていることを継続して川の浄化に努め、出来ればこ
の天竺川を子供たちが自然と触れ合いながら楽しく遊ぶこと
ができる「親水公園」になればと願っています。ただ、川の法
面が急こう配で下へ降りられないため、現在、大阪府池田土
木事務所に階段の設置を依頼しているところです。

　話を聞き終わって
　本当にホタルを飛ばすことができるのだろうか？疑問と期
待をもってお話を伺ったが、川の源が上新田からの湧水であ
ると聞き、これなら，他の川のように川の上流の汚れを気にす
る必要はなく、この会のメンバーが中心となった川の浄化作
戦、周辺住民の皆さんの理解と協力、そして市の応援があれ
ば、天竺川に自然のホタルが飛び交うこができるのではない
かという意を強くした。
　たとえ数十匹でも豊中市内の川にホタルが飛ぶ、また、川
で子供たちが水と親しむことができる。これはまさに川を活か
した‘‘ロマンのあるまちづくり、であ
り、実現すれば、豊中市にとっても
貴重な自然(財産）になると思った。

　　　　　　(吉村）
　　　　

９月１８日に行われた「竹灯籠フェスティバル」
の準備をする「天竺川ホタルの会」の皆さん、
写真左から２番目が会長の深津洋三さん

▶9月18日に行われた「竹灯籠フェスティバル」
の準備をする「天竺川ホタルの会」の皆さん、写真
左から２番目が会長の深津洋三さん



　　　NPOの会計基準ができたそうですが、どういう経緯

で策定されたのですか？様式が変わるということですか？

この様式に変えないといけないのですか？

わーさんのおすすめ本
本田良一
「ルポ 生活保護」
(中公新書)
★★★★☆
発行：中央公論新社

　著者は、ジャー
ナリスト(北海道
新聞)、｢生活保護
｣の実情から処方箋まで、250ペー
ジ近くにわたり、歯切れよく紹介さ
れます。昨年10月、厚生労働省が
公表した｢子どもの7人に1人が貧
困の中にある｣こと、しかし｢日本の
税制や社会保障は、それを是正す
るどころか悪化させている｣といっ
た切り口です。｢生活保護｣と聞け
ば、市民活動とは、ちょっと距離感
のある問題と思っていましたが、こ
の本を読むと、方 で々つながってい
ます。例えば、釧路市では、生活保
護の受給者が、週に数度、障害者
支援を行うNPO団体に行って作
業を手伝ったり、空いた畑で農業
を行ったりしている話とか、受給者
が子供たちに勉強を教える事業な
どが紹介されます。こうした受給者
への取材とともに、｢受給者を孤立
化させるのではなく、社会とのつな
がりをつくる｣など、担当者たちの声
も載っていました。　　　　(平尾)

▶「いろいろえんぴつ」へのご意見、ご感想をお寄せください
■特定非営利活動法人　とよなか市民活動ネットきずな
　〒561-0884　豊中市岡町北 3-3-10　TEL＆FAX 06-6848-8989
■市民活動情報サロン（阪急豊中駅北改札口前）TEL06-6152-2212　 FAX06-6152-2213
URL:http//www.kizuna-toyonaka.or.jp　　Mail:mail@kizuna-toyonaka.or.jp 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デザイン：スタジオすいようび
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Q＆A：NPOの会計？

　　：これまでNPOには統一した会計基準はありませんでした。しかし法律ができて１２年、
NPOの数も全国で４万を超え、社会への認知も上がってきました。NPOはこれまでの公益法
人の許認可の縛りを受ける組織ではなく、それだけに組織の透明性や公開性を自らに課してよ
り信頼感のある組織であることが求められています。会計については、決算書類は公開されて
いますが、団体の規模や事業の比較対照がしづらいということがずっと指摘されていました。そ
こでNPOやNPO会計税務の専門家が集まり、統一ルールを定めようという動きが起こり、
NPO法人会計基準協議会をつくり、約１年半かけて広く意見を募りながら、NPOの活動実態
を表現する会計報告として、このほど最終案がまとまりました。　
　法律ではありませんので、NPOはすべてこの方式を採用しなければならない、ということでは
ありません。「収支計算書」を「活動計算書」とすること、複式簿記の採用、事業費と管理費の区
分など、難しそう、と思われる団体もあるかと思いますが、規模にかかわらず、NPOが社会で信
頼と共感を得ていくために会計報告はどうあるべきか、という視点が貫かれた会計基準になっ
ています。
　会計基準に関する資料はすべて「みんなでつくろう！NPO法人の会計基準」からダウンロー
ドできます。　http://npokaikei.blog63.fc2.com/　会計用語の解説、実務担当者向けの
ガイドライン、具体的な記載例やQ&Aなども提示されています。
　法人格の有無、規模の大小にかかわらず、また会計実務担当者の方だけでなく、NPOの理
事、役員の方、市民公益を実践していくみなさん、ぜひこの新しいNPO法人会計基準を検討し
てみてください。

A

編集後記

リレーエッセー

市民活動
曼荼羅

❷

　　人との輪を大切に竹炭づくりを

　　　　始めて約10年。９月の開催で70回

　　　　　を迎えますがスタッフの皆さんとのつな

>　　　　　がりと参加者の皆さんがどれだけ楽しんで

頂けるかを考え企画しています。

６月に「わっぱる」と共催で竹炭づくりとホタル観賞の夕べ

として募集したところ２００人を超す応募があり、

また新しい人の輪が広がりました。

昨年竹炭づくりに参加した子どもが６年生になりボランティア

活動を体験したいのでと、豊中まつりのお手伝いに2日間参加

して頂きましたが、後日母親からのお手紙にボランティアとは

いえ役割や行動に責任を持つ事を学んだとありました。

人との輪を大切にし、人の輪を広げボランティア活動を

楽しみましょう。

リサイクル工房・竹炭塾
代表　入江忠徳　

TEL&FAX  06-6843-3417

　山ぶどうの実も紫に色
づき、それに遅れまいとス
スキも青い穂をのぞかせ
ています。
　いよいよ秋。人と人との
出会いを予感させてくれ
る季節です。市民活動に力
が入ります。さあ、ご一緒
に地域の輪をひろげましょ
う。

Q．

　（お）



「きずなダイアリー」へのご連絡は
■特定非営利活動法人　とよなか市民活動ネットきずな
〒561-0884　豊中市岡町北 3-3-10　
TEL＆FAX 06-6848-8989
■市民活動情報サロン（阪急豊中駅北改札口前）
TEL06-6152-2212　 FAX06-6152-2213
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きずなダイアリー
NPO法人関西シャンソン協会 
● VIVAT! CHANSON 2010
　ヴィヴァ！シャンソン
～関西シャンソン協会　第一回コンサート～
★関西シャンソン協会設立第一回目の本格的な
シャンソンコンサートです。
　会員たちにより構成されるコンサートです。ピ
アノに立津宏祠、米津美香、ベース堺重幸、シン
セサイザー綛田陽啓、ドラムス江森文男などを迎
えた豪華メンバーによる演奏です。
　多くのご参加お待ちしています。

日時＝2010年10月20日（水）
開演＝１８：００　開場＝１７：３０
場所＝NHK 大阪ホール（地下鉄谷町線・中央
線「谷町四丁目」駅下車）
前売り＝4,000円　当日＝4,500円
主催＝NPO法人関西シャンソン協会
出演＝ヤスコWild、足立彩子、藤井レイ子、豪佑
樹ほか
音楽監督：立津宏祠　舞台監督：片山禎三
＊チケットの申込み・問合せ
　TEL&FAX 06-6336-0201

情報募集中！　
　「きずなダイアリー」は「きずな」会員や関連団体の催し、

活動情報および、共催や後援情報などを掲載します。

　催しや会員募集の掲載を希望するグループは、ぜひ「き

ずな」へご連絡ください。お待ちしています。

NPO法人国際交流の会とよなか（TIFA）　

～ひろげよう　楽しもう　みんなの輪～

●つながりフェスタ　
　～ともに生きよう　この町で～
★2010年11月、とよなか男女共同参画推進セン
ターすてっぷ」がエトレとよなかビルにオープンし
て10周年、10年2月には「とよなか国際交流セン
ター」が同じくエトレビル６階に移転してきました。
　2つの施設で活動する市民グループが初めて
協力して開くイベントです。
　TIFAは活動紹介・ネパールグッズ・エスニック
料理などで参加します。ぜひお越しください！
　きずなもオープニングイベントで協力していま
す。

日時＝10月23日（土）・24日（日） 
　　　１０：３０～１６：３０
場所＝すてっぷ ＆ とよなか国際交流センター
　　　エトレ豊中５F、６F（阪急豊中駅西側）
主催＝つながりフェスタ2010実行委員会
＊問合せ
　すてっぷ　TEL6844-9773
　とよなか国際交流センター　TEL6843-4343
＊ＮＰＯ法人 国際交流の会とよなか（TIFA）
TEL＆FAX　06-6840-1014
Ｅメール　tifa99@nifty.ne.jp
ホームページ
http://homepage1.nifty.com/tifa/

NPO法人オリーブの園　
グループホームひより、グループホームひより南

拡大運営推進会議

●傷の正しい治し方
「創傷治療の3原則」から褥瘡のラップ療法まで

日時＝平成２２年１１月２７日（土）　
　　　１４：００～１６：００
場所＝ホテルアイボリー３階会議室
　　　（豊中市本町３－１－１６）　
入場料＝無料
定員＝６０人（定員になり次第締め切らせて頂きます）
講師＝医療法人三和会東鷲宮病院副院長、褥
瘡・創傷ケアセンター長　水原章浩先生　
参加方法＝お申込みは下記までTELかFAXでお申
し込みください。折り返し受講票をお送りします。
担当＝グループホームひより　管理者　是山康代
　　　　　　　　　　　　　（これやま　やすよ）
TEL06-6848-2661 　ＦＡＸ06-6848-2930
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きずなダイアリー
NPO法人障害者の自立を支えるサポートネッ

トワーク（サポネ）

●第３回サポネカレッジ　医療的ケア講習会

　医療的ケアについての現状と
　基礎知識

★医療的ケアのお話、医療的ケアが必要な方の
地域での生活紹介、医療的ケアシミュレーター
（訓練用人形）を使っての実習（吸引、導尿など）、
排痰・呼吸を楽にするための手技などを学びま
す。
　医療的ケアについて介護者がしっかりと学べ
る場はまだまだ多くはありません。
　地域で介護・福祉に関わる皆様！ぜひご参加く
ださい！

日時＝２０１０年１０月２５日（月）
　　　９：００～１２：３０
場所＝障害福祉センターひまわり４階研修室　
　　　（豊中市稲津町１－１－２０）
講師＝医療的ケア連絡協議会の皆さん
費用＝１５００円　（テキスト込み）
         （昨年のテキスト持参の方は５００円）
定員＝約２０人（要予約）申込順に受付ます。
申込み締め切り＝２０１０年１０月２２日（金）
対象＝地域の介助者、ボランティア、その他福祉
に関わりのある方、興味のある方
＊問合せ：NPO法人障害者の自立を支えるサポート
　ネットワーク（サポネ)
　TEL06-6846-7781　FAX06-6846-7782
　E-mail：CQT01523@nifty.com
　HP：http://homepage2.nifty.com/sapone/

NPO法人とよなか市民活動ネットきずな

●環境展2010特別企画

　市民文化祭　
★豊中市民会館で、NPO法人とよなか市民環境
会議アジェンダ21が毎年度開催している「市民
環境展」。
　その中で、「手作り文化を育てる行事としての
市民文化祭」の開催を行うことが決定し、市制
70周年特別企画として2006年に、第1回市民
文化祭が開催され、今年で5回目を迎えます。
　出演団体全員で実行委員会をつくり、一緒に
企画運営していきます。
　今年は大阪センチュリー交響楽団からの参加
もあり、楽しいステージを披露します。
　出演団体募集中です！（お早めに） 

日時＝2010年12月11日（土）
　　　１３：００～１６：３０（予定）
場所＝豊中市民会館大ホール
　　　（豊中市曽根東町）
主催＝とよなか市民環境展2010市民文化祭
実行委員会

この市民文化祭実行委員会を母体に「豊中の

市民文化を支える会」が発足します

●「豊中の市民文化を支える会」発会

式

日時＝2010年10月29日（金）
　　　１８：３０～２０：００
場所＝とよなか国際交流センター会議室２A
　　　（豊中駅西側エトレ６F）

＊問合せ：とよなか市民活動ネットきずな
   TEL０６－６８４８－８９８９　

豊中の市民文化を支える会に参加し、

 市民文化を一緒に創り、

  支えていきませんか。


	iroen18-1
	iroen18-2
	iroen18-3
	iroen18-4
	iroen18-5
	iroen18-6.pdf

