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　「きずな」が、市民会館ゾーンでの「市民ふれあい広場」部会の責任団体とし
て豊中まつりに参画しています。この広場づくりに 6０の市民活動団体が力を
あわせています。参加団体で実行委員会を組織し、市民が “ふれあい ”、交流
が広がる楽しい広場を、企画・運営しています。
　ブースや屋台などの出店や大集会室の舞台や市民会館前広場での出演な
どで、豊中のグローバルなネットと多様な分野の「市民力」が、自ら汗をかきな
がら、豊中まつりを盛り上げています。

　いま、豊中市が出資して設立した公益法人の
ありかたが問われています。平成 20 年 12 月か
ら施行される「一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律」への対応と豊中市の行財政改革
による施設のありかた検討への対応が求められ
ています。「とよなか国際交流協会」と「とよなか
男女共同参画推進財団」では、４月から「国際交
流センター」の「すてっぷ」への移転計画の市民
説明会なども開催されています。
　しかし、よくわからないのが市民説明会の構図
です。だれが責任をもって説明しているのでしょ
うか。豊中市が説明をしているようですが、法人
の運営主体で、責任者である理事会の姿が見え
ないのです。公益法人は、独立した法人格です。
その運営は、市が出資していても、運営主体は理
事長を中心にした法人理事会にあり、理事長の
責任と権限でなされるのが本来のありかたです。
とすると、市民説明会の主体は法人で、豊中市は
説明員という立場であるべきだと思います。
　つぎに豊中市への疑問です。市民活動のうね
りを受け止め、よりよい市民サービスとするため
に設立してきた公益法人のありかたについて、将

来ビジョン・構想はあるのでしょうか。財政の厳
しさはわかりますが、そうであってもどのようなビ
ジョン・構想を持ってあり方を検討され、説明さ
れているのでしょうか。トータルなビジョン・構
想を示しながら、厳しい財政事情のなかでも、知
恵と工夫で、よりよい市民サービスを提供する努
力を続けてほしいものです。
　市民の側にも課題があるかもしれません。より
一層の市民の意見のコンセンサスづくりがいる
ようです。市民にとって必要な法人と施設の持続
可能なありかたを、それぞれの市民の権利主張
からのみ要求する傾向がありますが、もっと運営
の主体となって考えていく時代がきているように
思います。政策コストも考えながら政策を構想し、
提起する市民運動が求められています。 （永田）
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問われる市民の政策構想力

暑
中
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す

ALOHA! 市民ふれあい広場



きずな
人往来

Q
A　　　　　地域のＮＰＯ・市民活動団体の活動を促進し、地　　　　域社会の活性化につなげていくためにさまざまな支
　　　　援のしくみがあります。
　　　　　市民ファンドは市民や企業からの寄付金や市の
お金をファンド（基金）として積み立て、そのファンドを原資と
しながら市民公益活動を財政面から支援する仕組みです。
ファンド・基金、トラストなどの名称で呼ばれます。
　仕組みや運営はさまざまで、自治体の条例設置型、公益信
託方式、民間設置型などあります。
　自治体がお金を出す場合も、毎年決まった金額を補助金と
して出す方法や、市民の寄付額と同じだけ自治体がお金を出

２

市民ファンドとはなんでしょうか？
すマッチング方式等があります。
　民間ファンドには企業からお金を集めて起業しようとする
団体への助成、子育て活動応援や福祉目的型など分野を特
定したファンド、風力発電や太陽光発電の事業に市民が出
資し、利益が出たら配当がつくファンドなど多彩です。
　いずれも社会課題解決のための団体の事業に市民が夢を
託し、自らが出したお金がどのような団体や事業に使われる
かが具体的にわかるという点で、注目されています。
　豊中でも市民基金や寄付制度などの充実など、広く市民
が市民の活動を支え、公益を発展させていくしくみづくりが
必要な時ではないでしょうか？

　1973年にスタートした｢そよ風文庫｣を原点に、35年間、図
書館に関わる市民活動を牽引してこられた安達さんは、共に活
動してきた先輩。広い分野の人々の力を活動にまきこんで、綿密
で手抜きのない活動スタイルにはいまだに感動します。
○どんな生い立ちを？
　戦前までは庄屋で、戦後は父が県会議員だったため、30人
位の大所帯で、オルグのため常時政治家（あの浅沼社会党書
記長も！）が寝泊りするという家で育った。8 歳で終戦。9 歳の
時には、父の選挙演説の前座をすでに務めさせられていたそう
であるから驚く。12歳の小学6年で新民主教育を受け、グルー
プ学習や体験学習、今思えば調べ学習を初めて経験し、考える
力の大切さを学んだという。中学生になる頃まで、蔵の中にある
本を夢中で読んでいたが、その後はバレーボールまっしぐら。イ
ンターハイにまで出場したというから半端ではない。ご本人は、
多感な時期に本を読まなかったことに悔いが残るという。でも
そのバレーチームで力を合わせながら一人ひとりが力を発揮
することをとことん学んだのはその時期でしょ？と聞くと「そうか
もね」。センターで主将だったでしょ？の問いはもちろん愚問。
　また、50年代～ 60年代には、社会全体を巻き込んだ安保
や勤評闘争など身近に政治活動があって、何かがおかしいと感
じたらそれを行動に移せる時代であった。何もない中から創る
ことが当たり前の時代でもあったから、その後の自分の生き方
考え方と関係していると思うという。
○安達さんにとっての文庫活動は？
　結婚後、豊中での子育て中心の生活の中で、絵本に関心を
持ち、“多くの子ども達によい本 ”をという願いから仲間とそよ
風文庫を開設。当時『本があって手渡す大人がいれば、子ども
は必ず本を読む』と言う確信を持っていた。やがて経済優先の
社会的になるにつれて、文庫に来る子どもたちが少なくなり、
『何が子ども達から本を遠ざけるのか』を考え始めた。そして、

市民、行政、議会、教育現場を含めた
大人たちの子どもの知る権利、
学ぶ権利への合意形成が何よりも大切

そよ風文庫 35周年誌編集責任者、
学校図書館を考える市民の会、
豊中図書館の未来を考える会代表

「そよ風文庫35年のあゆみ　本があって人がいて」は
今年6月2日に発行／頒価500円
申込み℡6840－0038安達まで

文庫はマイナーな活動だが、子どもの育ちや社会にとって大切
なものだという意識が強くなり、子どもの読書環境に関わる活
動がどんどん深まり広がっていった。学校図書館充実のための
活動も必然の流れだった。
　35 周年誌ための “ かつて文庫に通った子どもたちへのア
ンケート”の結果、自分の子どもたちに読み聞かせをしている
人全員が、子どもの時本を読んでもらった環境で育っていたこ
と、また図書館の利用率も全国平均よりはるかに高いことも分
かった。読み継がれるという事実は活動を続けてきた意味を再
確認することになった。若い世代に自信を持って続けてほしい
と願う理由がそこにある。
○活動で大切にしていることは？
　その時々の課題や情報を共有すること、常に自由に話し合い
合意を図ること、行政や議会の役割を明確にして働きかける努
力も最大限してきた。言いっぱなし、求めっぱなしには決してな
らず市民として果たせることは惜しむことなくする。“ 人間らし
く、より豊かに生きる力”を子ども達にと願い、理念に基づいた
活動がぶれることのないよう常に心がけたという。
○今でいう『協働』の先駆的な市民活動であったと思います
が、協働についての考えは？
　なかなか理想的にはいかないもの。市民、行政職員ともに自
治意識が薄いことが協働を阻害する要因。そこを真剣に考え
なければ道は遠いと思う。ホント！そうです
ね。
　インタビューを終えて、この人と活動し
てきてよかったとあらためて思った。

  （鵜川）

安達みのりさん



パネル展振り返り
今年２回目の「パネルによる豊中の市民活動」
展を６月9日から13日まで、昨年と同じ市役所
第2庁舎で開催しました。昨年を上回る65団
体が参加し、狭いスペースにそれぞれ団体が
工夫を凝らした展示は豊中の市民活動の多様
さを知ってもらう機会となり好評でした。来年
以降も定着させていきたいと思っています。６
月実施のためには年度が改まってすぐ計画案
を決め、広報の準備をしなければならず、今年
はちょっとばたばたし、共催のコミュニティ政
策室ともうまく情報共有できない面もあったり
しました。今年の教訓を活かして、より多くの人
に豊中の市民活動を
知ってもらうため、さ
らに充実させていき
ます。

現在、市民活動情報サロンにて交通事故の相談を行っておられますね̶̶
( 福岡 )定期的に相談窓口を豊中で開設できて、大変うれしいです。私たちにとって、交通事故
被害者の方と出会う場が非常に大切だと考えています。

ＮＰＯ法人設立のきっかけは？̶̶
( 山口 )一言でいえば、「困っている人を助ける仕事がしたい」と思ったからです。交通事故にあ
わずに済む人生なら、それに越したことはない。しかし、万一の時、誰にも相談できず、事後処理
が納得できないまま、うやむやになってしまうと、その後の社会復帰にも影響します。

相談の流れは？̶̶
( 福岡 )私は、今まで医療調査員や弁護士事務所専属調査員として、たくさんの交通事故を調
査してきました。その経験を活かし、被害者に寄り添った適切なアドバイスをできるよう、まず
詳しくお話を聞きます。そして、正当な損害賠償にむけて状況を整理する「事故被害者カルテ」
を作成します。通常、相手保険会社のリードで損害賠償問題が進みますが、損害が適正に評価
されているかは、被害者本人にその知識がないと分かり難いものです。相談・カルテ作成は、
無料です。次に、解決に向けての具体的な行動の助言です。
( 山口 )被害者からの相談の多くは、相手保険会社の対応に関するものです。相手は知識豊富
なプロですし、加害者の代理人です。納得のいく円満解決のためには、被害者も知識を持つこ
とが重要で、そのお手伝いをしています。

今後の展開は？̶̶
( 山口 )被害者の方々や関係者に知っていただきたいので、
広報活動に力をいれていますが、伸び悩んでいます。行政の
相談窓口と連携したり、相談事業の委託を受けられたらと
思い、働きかけはしていますが･･･難しいですね、まだ実現
していません。

被害者の方の心強い味方ですね̶̶
( 福岡 )この仕事にやりがいを感じています。人と話すのが
好きなのかな～必要とされている仕事だと思います。です
から、気軽に相談して欲しいです。

問合せ：Tel０９０－９８８０－７３９３
URL：　http://jikonpo.net/osaka/  
Mail：　osaka@jikonpo.net

　お二人からは、気負わない爽やかな正義感が感じられ
ました。毎月第 3火曜日１２時～１９時、市民活動情報
サロンに、福岡さんが温和な笑顔で座っていらっしゃい
ます。もし万一･･･の時、思い出してください。　　( 田中 )

豊中のＮＰＯ探訪
「NPO法人　大阪交通事故被害者救済センター」

その４

できれば一生かかわりなく過ごしたい、しかし明日は我が身かもしれない･･･
交通事故。その被害者の味方、ＮＰＯ法人大阪交通事故被害者救済センター
理事長の山口達也さんと、コーディネーターの福岡浩介さんにお話をうかが
いました。

福岡さん

山口さん
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編集後記

「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 

４

事務局の　　　　

わーさんのおすすめ本ホームページ探検隊 ⑨

【団体】　　
　日中活動施設として知的障害者通所施設「糸をか
し」、生活支援施設としてケアホーム「すずめのお宿」お
よび「ほづみのお宿」を運営している社会福祉法人　
“ 育夢 ” のホームページです。地域での知的障害者の包括的な活動・生活支援を目
指す法人です。
　糸をかしは１３年前の誕生以来、活動の中心に人形劇団の公演活動やちんどんや
（これは新しい）の公演活動を置いていましたし、ジョント公演などのイベントを提案し
たりと、広く外部に開かれ発信する性格を強く持ってきました。ホームページの立ち上
げは強く望まれていましたが昨年ようやく実現しました。
【目指したこと】
　ＨＰを立ち上げたねらいは、活動の紹介、劇団公演予定の公表やイベントの告知が
今のところ中心になります。しかしＨＰを作っても見てもらえなくては話になりません。
そこで担当者は、徹底的に字づらは少なくし、一目見て分かるように画像を入れ込み、
デザインもシンプルで眼を楽しませる色と形を多用、楽しい、明るいものにすることに
拘りました。だいたい社会福祉法人のＨＰほど、アクセスの少ないものはありません。
カウンターなんていつまで経っても数が増えないというのが通例です。幸い私たちは
公演活動をしていますので像や色には拘りを持ち、画像はいっぱい所有しています。
　ねらいは実現しているでしょうか？　正直言います。けっこう苦労していますがやっ
ぱり飛躍的なアクセス増加はないですね。「社会福祉法人 “育夢 ”」このタイトルがダ
メ、もっとブッチギリのタイトルじゃないとなどと言う人もいます。「お芝居、ちんどん、
ぎゃおー」とか（ダメだこりゃ　笑）。とにかく、良いコンテンツを思案中です。
　皆さん、是非一度覗いて下さい！　　　　　　　　　　　   （担当　旧林、河北）

飯尾潤著
「日本の統治構造
官僚内閣制から
議院内閣制へ」
(中公新書 )
★★★★☆
発行：中央公論新社

　今春のきずなは、市の自治基本条
例 PRを受託したことで、市政への
参画とか協働といった言葉が飛び
交った。｢地方自治は○○の学校、さ
て、○○には何が入る｣、｢民主主義｣
｢正解｣…というクイズ番組レベルの
『豆知識』で取組んだ。
　当時この本を読んでおけば一味
違った取り組みになったかもしれな
い。
　国政と市政の大きな違いは、国民
の選挙で選出された多数派の政党
が行政権を握る｢議院内閣制｣の国
政、市民の選挙で選出された市長
が行政権を握る｢大統領制｣の市
政、という制度上の｢ねじれ｣、加え
て、国政と市政を通じた｢行政主導｣
という｢政治｣と｢行政｣の｢ねじれ｣
がある。このふたつのねじれを棚上
げにして、参画とか協働が｢行政主
導｣で進められている現実がある。
　忘れがちな『豆知識』の硬い皮に
湿り気がプラス…、『豆』を噛みほぐ
し味わうための教科書。　( 平尾 )

ＵＲＬ　http://www6.ocn.ne.jp/̃hagukum/
ホームページタイトル　　社会福祉法人“育夢”

つぶやき

寄付のお礼
２００７年度寄付総額　１９５，４７２円
みなさまからのご支援ありがとうございました

私は一年生です。
2月の底冷えする日、私は市民活動情報サロン事務室を訪ねまし
た。室内は外気とはうらはらに人の熱気でむんむんしていました。
私は面接を受けにきたのでした。豊中市のことも、市民活動のことも、なにもわから
ない私が事務のお手伝ができるかと不安でいっぱいでしたが、スタッフのお話を聞
くうちに緊張がとけていきました。心の門戸を広くし、人と人との触れ合いを大事に
すること、これが市民活動の第一歩である、と教えていただきました。あれからはや5
か月。事務は少し慣れてきましたが、一年生の私は戸惑うことの多い毎日です。サロ
ンでは学習会、相談会、などが開かれていますが、興味ぶかいため事務を執る手が
止まります。サロンは人の集まるところ。人と人とのきずなが新たなきずなを生み、市
民活動に力を与えていくところ。「とよなか市民活動ネットきずな」の存在感をずっし
り感じ、みなさんのお役にたてるよう、多様な市民活動を学んでいきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　（小川朋子）

毎年、夏が来ると「暑ぅ！去年もこん
なに暑かったかな？」と思う。でも、
２、３年位前から、それだけではすま
ない不安が伴う。「北極海の氷は…」
「ヒマラヤの氷河は…」と、地球の心
配までしてしまうのだ。地球温暖化
防止の市民運動が何十年がんばって
も、たった一つの戦争が吐き出す膨
大な二酸化炭素で、その努力が無に
なるという。夏こそ一層平和に思い
がめぐる。　　　　　　　　　（う）
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