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第１号議案 
特定非営利活動法人 とよなか市民活動ネットきずな 

2010年度 事業報告 
Ⅰ．基調報告 
１、あの東日本大震災で被災された人々は、大変な事態に直面しておられるにもかかわらず、私たち

にあらためて絆・きずなの大切さ、生きる力を教えてくださいました。被災されたみなさんに心か

らお見舞いを申し上げるとともに、「きずな」としても力まずに自然体で、それぞれがこれからの長

い復興の道を支え続けていきたいものです。 
２、「きずな」は、行政等からの評価基準のわからない厳しい評価に対応し、今後の事業を展開するた

め、もう一度「きずな」設立の原点をふり返り、「新たな価値観での理念・構想づくり」を活動の基

調として、①「きずな」がめざす「新たな価値観」での社会イメージ、②「きずな」の理念を踏ま

えた活動、③「きずな」の活動を進めるにあたっての検討課題、④周縁活動の大切さと“タコつぼ

型”“行政依存型”活動からの脱却の模索、⑤市民が活動主体となる活動形態のありかたの模索――

従来型組織論の転換、⑥新規事業の具体化、を掲げ取り組みました。 
３、活動の基調を展開するにあたっては、「きずな」のめざす日常活動の中に、①“いいかげんさ”“フ

ァジーさ”を認め合う人間関係と柔軟な組織、②“あけっぴろげ”の組織運営、③“笑いのある”

サロン的組織運営、④“だれとでも付き合う”オープンな組織、⑤“癒しのある”雰囲気の組織、

⑥“多様なかかわり方”のできるネット型の組織、⑦市民が“信頼感”をもって自由に語り合える

組織などを取り入れてきました。 
４、2010年度の事業展開にあたって、「きずな」の会員がショックを受け、意識したのは、豊中市か
らの市民活動情報サロン委託にあたっての「条件付き委託」ということでした。一時は、受託を辞

退の声さえ高まりました。しかし、市民にとって市民活動情報サロンは必要であるとの判断で、条

件を受け入れ、課題の解明、解決に努めました。ステーション事業を展開している市民活動団体の

皆さんの声や、サロンを利用された市民の意見を聞かせていただいたり、「サロン見直し隊」を組織

し、市民委員の意見・アドバイス等をいただきました。その結果、これまでの「きずな」の活動の

ふり返り資料を作成した等により、「きずな」のこれまでの活動を可視化することができたり、市民

活動情報サロンの果たしている“生きた情報発信”機能やいくつかの可能性も見えてきました。さ

らに、この取り組みを通して、コミュニティー政策室との協働も一歩進み始めたように思います。 
５、もう一つの大きな取り組みは、「とよなかの市民活動ガイドブック」作成事業でした。豊中市の５

つの「中間支援」団体が力を合わせて作成しました。従来、縦割り的に「中間支援」してきた団体

が編集委員会を構成し、それぞれの組織の悩みなども語り合いながら、作成しました。市の助成金

も受けました。しかし、作成資金集めにおいても、個人や団体の協賛寄付、企業や市民活動団体の

広告料などでの協力を得ることができました。１８３団体が呼び掛けに応じてくださいました。お

かげで、豊中の分野別市民活動の概要が見渡せるようになりました。市民にとって、有意義な情報

資料を提供できたのではないかと思います。と同時に、豊中の「中間支援」組織間の信頼感・ネッ

トワークも広まり、強まりました。 
６、その他、市民活動パネル展、豊中まつり、市民文化祭、豊中の市民文化を支える会などの活動を

通して、行政に依存せず、実行委員会方式など市民が主体になって活動をつくりあげるという土壌

づくりをめざしました。その結果、「きずな」のネットワークが広がっただけでなく、市民活動団体

間、市民間のネットワークも広がりました。 
 
Ⅱ．事業の実施概要 

2010年度(2010年 4月 1日～2011年 3月 31日)は、「きずな」として、NPO法人を設立して 7年
目を迎えました。特定非営利活動に係る事業としては、定款に掲げた事業のうち、 

①市民公益活動の幅広い活動の場や機会を提供する拠点運営事業では、「2010パネルによる豊中の
市民活動」「2010環境展特別企画･市民文化祭」などを、 
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②情報収集・提供事業として、機関紙『いろいろえんぴつ』発行、ホームページなどを、 
⑤調査・研究･政策提言事業として、｢もうひとつの地域社会のありかたを構想する研究会｣、 
⑦コミュニティ活動を推進する事業として、｢豊中まつり･市民ふれあい広場｣の企画・運営などを、 
⑧その他当法人の目的を達成するために必要な事業として、豊中市市民公益活動推進条例に基づく

提案公募型委託事業として、豊中市民活動情報サロンの運営受託団体公募に応募、受託を、 
等々、各事業に取り組みました。(①②などの○数字は、定款に掲げた項目のナンバーです) 

その他、ネットワーク組織活動の運営を図るため、月例定例会、理事会･拡大事務局会議などを開催し

てきました。(2010年４月以降・経過日誌、別表 1) 
 
Ⅲ．特定非営利活動に係る事業 
(１) 市民公益活動に関するコーディネート・ネットワーク事業 
｢きずな｣が目指す｢中間支援活動｣という目標を具体化するため、交流や共同活動を進めてきました。

2010年度の事業計画では、こうした取り組みの特徴を一層強調していくため、こうした一連の事業の
名称をコーディネート･ネットワーク事業と改め、新たな関係や、場づくりを通して、｢媒介役｣となっ

ていくよう、下記の取り組みを行ってきました。 
 
■「2010パネルによる豊中の市民活動」 
・市内の様々な市民活動団体が、パネルを使って自分たちの団体の概要や活動紹介や入会案内等

を展示する｢2010パネルによる豊中の市民活動｣を、豊中市との共催で 6月 7日～11日の 5日間、
豊中市役所第二庁舎ロビーで行いました。パネル展には、今年は 48団体が参加。7日には、会場で
の参加団体の情報交換会を｢ウィークリーサロン｣として実施しました。 

・6月 25日、打ち上げを行いましたが、その案内と合せて、パネル展参加団体に感想アンケートをお
願いしたところ、PR の仕方や時期、場所など意見が寄せられています。｢実行委員会｣形式でとい
った意見もありました。(パネル展参加団体一覧表は、別表 2) 
 

■つながりフェスタ 2010 
・10月 23日(土)24日(日)、開設 10周年を迎えたとよなか男女共同参画推進センターすてっぷと、豊
中駅西口のエトレ豊中の 6 階に移転した国際交流センターと「すてっぷ登録団体」「国際交流セン
ター活動団体」などで構成される実行委員会によって、「つながりフェスタ 2010」を開催しました。
きずなにオープニングイベントへの協力要請があり参加しました。 

 
■コミュニティ政策室主催「マネジメント講座」を後援 
・市民公益活動の基本を学び、活動のすそ野を広げていくことや活動推進助成金の利用促進をはかる

ことを目的に、市が実施した「市民活動のいろは教室（全３回、すべて土曜日 13 時 30 分～16 時
30分、中央公民館）、きずなは後援のかたちで参加しました。内容は、11月 13日｢基礎｣、20日｢運
営｣、28日｢企画書作成｣、(特活)近江八幡市中間支援センター土田氏でした。 
 

■「2010とよなか市民環境展特別企画･市民文化祭」 
・2009年度に引き続き、NPO法人アジェンダ 21と、「2010とよなか市民環境展特別企画･市民文化
祭」を 12月 11日(土)、市民会館大ホールで 8団体の参加により開催しました。 

・｢市民文化祭｣は、これまで、参加グループによる実行委員会的な組織ときずな事務局で担ってきま

したが、10月に「豊中の市民文化を支える会」をつくると共に、簡単な会則も定めました。会則の
「目的」には、「市内で文化活動を推進する諸団体の連携による手づくり文化の芽を育み、交流

と市民への発信を深め、地域コミュニケーションの輪を広げていく活動を支えること」を掲げ

ました。また、運営資金を補填するため、当日のプログラムへの広告掲載や協賛金を広く募りまし

た。(「市民文化祭」参加団体一覧表は、別表 4) 
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・「市民文化祭」に先立ち 10月 29日には、「豊中の市民文化を支える会」の発会式を国際交流センタ
ー会議室で開催、22 人が参加しました。発会式では、12 月の文化祭に向けた各グループなどから
の抱負をはじめ、センチュリー交響楽団の楽員会代表から｢近況報告｣、参加者の自己紹介や支える

会の今後に対する希望など、意見交流をしました。 
 
(２) 市民公益活動に関する情報収集・提供事業 
■2010年度市民公益活動助成金「2011とよなかの市民活動ガイドブック」の作成 
・豊中市内の市民活動グループや団体の活動や会員募集などを紹介する｢ガイドブック｣を豊中市の市

民公益活動推進助成金をえて作成しました。 (社福) 豊中市社会福祉協議会、(財) とよなか国際交流協
会、(財) とよなか男女共同参画推進財団、(特活) とよなか市民環境会議アジェンダ 21といつた中間支援
団体によびかけ、編集委員会をつくり取り組んだもので、｢ガイドブック｣は、A4 版モノクロ刷り
約 150ページで、2000部を制作しました。 

・当初、約 100 ページ、1000 部の予定でしたが、編集を進めていく過程で、活動分野ごとの動向と
か 5つの中間支援組織の紹介などを加えることになってページ数が増えていき、最終的に表紙込み
ページ数計 142ページになりました。ボリュームが増えたため、計約 68万円の費用が必要となり、
市の補助金等 20万円のほか、広告料収入 17万円、個人協賛金 24.35万円、きずな事業費より約 7
万円をあて、完成することができました。 
 

■市民活動情報誌(ニュースレター「いろいろえんぴつ」)の発行 

・ニュースレターの｢いろいろえんぴつ｣は、6月に第 17号、10月に第 18号、2月に第 19号を発行
した。第 15 号からは、｢きずな｣会員や関連団体の催し、活動情報、共催／後援情報を A4 裏表 1
枚に掲載した｢きずなダイアリー｣を印刷、｢いろいろえんぴつ｣に挟み込んで配布をしました。 

 

■インターネットを利用した情報収集と提供 

・きずな事業の紹介、受託したサロン事業の紹介などの情報をネット上で発信するため、ホームペー

ジを構築、IT部門・コンテンツ検討グループを中心に、日々、情報の更新をしてきました。9月か
らは、親しまれ読みやすい HPを目指し検討会議の下に編集部を置くことになりました。コンテン
ツ検討会議は、HP の方向性等を主に検討、トップページの見直し、トピックスの充実、作業分担
などに、取り組みました。 
・なお、2010年 1月から 12月までの「ページアクセス数」の合計は 103,418、月平均では 8,618でした。 
 

(３) 市民公益活動に関する調査・研究・政策提言事業 
■｢もうひとつの地域社会のありかたを構想する研究会｣ 
・豊中市の市民公益活動や市民自治の具体化などを、気軽に情報･意見交換し、現状や課題の共有と協

働行動につなげていくために、｢もうひとつの地域社会のありかたを構想する研究会｣というタイト

ルで読書会などを行ってきました。2010年度は、永田さんから｢もう一つの価値観から社会(地域社
会)を構想(空想)する｣ため必要なものの見方など｢たたき台｣的な資料を出していただきました。 

・この資料をもとに、色んな人が議論していく方法、理念的な見方と社会の実情との対比など、話合

い、少しずつ資料を更新していくかたちですすめました。社会構想の基本設計思想とか、｢新たな価

値観｣を｢空想｣すること、また戦後、何かにつけ｢評価軸｣として生き続けてきた｢憲法｣の位置など、

難しい議論もありましたが、こうした議論をもうしばらく積み重ねていくことにしました。 
 
■図書館、コラボ、ESD、KNNの市民と協働型取り組みに参加 
・国連の「持続可能な開発のための教育」(ESD)を進めるためのゆるやかなネットワーク組織である
「ESD とよなか連絡会議」、岡町図書館の呼びかけで「図書館における地域の知の拠点支援事業」
として取組まれている「豊中･箕面地域情報アーカイブ化事業実行委員会」、2008 年 2 月にオープ
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ンした千里文化センター「コラボ」で、同年７月に設置された「千里文化センター市民運営会議」、

NPOを支援する中間支援機関やグループによるネットワーク組織「関西 NPO支援センターネット
ワーク（KNN、2005 年発足）」などに、きずなメンバーが参加し、市や様々な団体と共に｢協働｣
の具体化に向けた議論や情報交換に参加してきました。 
○ESD ４/22、7/8、3/11。 
○アーカイブ化 10/2、11/12、12/24、2/10、3/3。 
○コラボ 4/24、7/23、1/19、3/2。 
○KNN 5/17、7/9、10/15、11/25、2/8、3/24。 

 

(４) 豊中まつり「市民ふれあい広場」の運営 

○2010年度豊中まつりは、8月 7日(土)～8日(日)の 2日間、豊島公園ゾーンの｢市民ふれあい広場｣
の企画･運営にあたりました。前年に比べて、早い時期から実行委員会体制を立ち上げ、色々な準

備に取組みました。ステージ（市民活動団体による歌･ダンス･演奏、市民活動団体紹介コーナー、

ガンバ大阪ふれあいコーナー）、出店（飲食･フリマ･遊び･ゲーム、体験）など 53 団体がありまし
た。今年はステージで参加団体を紹介しあう「市民ふれあいタイム」を設けたり、パンフレットで

参加団体の活動を紹介するなど、市民公益活動の認知にも力を入れました。「市民ふれあい広場」

と「きらめき通り」の出店グループからの｢一言メッセージ｣を掲載した会場マップ」を当日、会場

で配布しました。 
○9月 1日には、｢市民ふれあい広場｣の反省会を開き、感想などを話合いました。来場者から「いい
雰囲気の場所」「暖かい感じがする」という声が多く寄せられ、手づくりの良さに加え、広場の関係

者がすでに顔見知りで、協力体制ができていることの表われといえます。今後の課題として、テン

ト配置が限界に来ている状況で、事業者でない団体の受け皿が全て「市民ふれあい広場」という現

状について、何らかの工夫をしないと、新たな受け入れにも対応できなくなってきています。他の

部会との連携も必要になってきています。(豊中まつり参加団体一覧表等は、別表 3) 
○豊中まつり全体の運営に関しても、市民事務局等に参加、12 月 25 日の「クリスマス親子絵本はな

し会」「サンタ夢宅配便」、3月 19 日の｢千里プレイベント｣などにも取り組みました。2011年度の
豊中まつりは、8 月 6 日(土)～7 日(日)の日程が決まり、「ふれあい広場」の実行委員会も 3 月には
始動したところです。 

 

(５) 市民活動情報サロンの運営受託 

○2004 年 7 月から、市の市民公益活動推進条例に基づく提案公募型委託事業として、豊中市民活動
情報サロンの運営を受託してきた。事業の内容は、市民公益活動関連情報の収集･提供、市民公益活

動団体の交流スペース提供、相談業務、市民団体の情報発信･啓発講座などで、事務局メンバーを中

心に、サロン業務の実施にあたってきました。2010年度の公募では、｢人と人、組織と組織、人と
組織をつなぐ触媒型｢中間支援｣組織として、他施設･他団体との連携と役割分担をはかっていくこと、

また、豊中駅周辺に社協、国際交流協会など中間支援機能もつ組織が集まる中、それら組織との連

携を考えている｣といった視点からプレゼンテーションを行い、採用されました。 
○ただし、市が公募に際して提示した４課題（①サロン利用者数減の背景や要因整理、②学生など若

い世代へ働きかけ検討、③市民ニーズ把握、利用者視点運営、④市出資公益法人の状況や公共施設

の整備など社会環境の変化の中でサロンの役割･あり方を開かれた場で議論）に、きずな提案が不十

分であったこと、そのため、４課題の対応方向を１年後の提示に向け、｢きずな｣とコミュニティ政

策室が協力し取組むことという条件がつけられました。市との対応等を協議の結果、ウィークリー

サロンを、上半期＝①｢こんなところ｣(ステーション事業等)、②｢こんな活動｣(複数団体から活動紹
介)2シリーズ。下半期には、サロンのあり方検討の場を設けるほか、サロン利用者対象のアンケー
ト調査を行うなどを決めました。 
○ 8 月に検討の場として設けることになった｢市民活動情報サロン"事業見直し隊"｣メンバーを募集、
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10月 20日からは、"事業見直し隊"がスタート、以降毎月 1回、サロン運営状況や事業の説明、｢見
直し隊メンバー｣からの意見発表など意見交換をすすめ、意見交換もとにまとめた報告書の骨格をた

たき台に 2月のウィークリーサロンで話し合い、3月には、｢市民活動情報サロン業務の今後の方
向性について｣提出しました。そして、2011 年度については、見直し隊の取り組みもふまえ、コ
ミュニティ政策室と協議、受託契約を継続することになりました。 

(報告書の結論部分の抜粋･要約) 

Ⅱ．与えられた４つの課題に対する今後の展開の可能性 
1．市民公益活動の認知度を高める＝豊中市、推進委員会、市民活動団体などが、お互いに協力。 
2．学生など若い世代への働きかけ＝情報社会の中、情報検索のスタイルが大きく変化、前項同様、
関連施設等と連携した取組み。 

3．利用者視点の運営＝活動している団体のニーズに応えていけるよう意見交換の場。 
4．社会環境の変化への対応＝5 つの中間支援組織が、｢ガイドブック｣づくりをとおしてできてきた、
連携、協調関係をとおして情報発信、窓口連携、支援設備の相互利用等。 
Ⅲ．与えられた４つの課題への今後の対応 

2011 年度以降、短期的･長期的、方向レベル・事業レベルの取り組みを、コミュニティ政策室と「協
働」し検討。ショーウインドー、ステーション事業などでサロンを利用し、かつ「生きた情報発信」

を担っている団体・市民と、より緊密なネットワークを構築し、市民により意味のあるサロンとなる

ように議論する「場」をつくります。その場を活かしながら、サロン事業に今回の取り組みで提案さ

れた意見やアイディアをできるだけ反映させていきます。 

 
(６) その他市民公益活動に関する事業 

○市民活動に対する関心や疑問、これから活動したい人たちに対しては、運営受託している市民活動

情報サロンの相談事業や、｢豊中まつり｣などの会場に相談受付を設けるなどの事業を通して取り組

んできました。情報サロンで行っている相談では、NPO 法人認証申請などの書類の書き方だけで
なく、グループとして活動を進めていく上での、活動目標の分かりやすさや、社会資源確保の現実

性など、多少踏み込んだ相談など、きずなとしてできるサポートやアドバイスも織り交ぜ対応して

きている。そうしたグループやメンバーの中には、きずなの独自事業での共同など様々な関係が生

まれてきています。様々なグループに対するサポート活動をとおして、支えあう関係が広がってい

くことは、きずな活動のベースとなる活動です。 
○こうした市民公益活動を支える取り組みの蓄積を発揮できる機会として、労協センター事業団から

｢就労支援事業｣の｢職業訓練･ケアワーカー･カリキュラム｣の一部についてきずなに講師依頼があり、

引き受けました。内容としては、｢NPO とは｣｢社会的事業｣｢地域活動｣といったテーマで、豊中地
域で予定している訓練コース｢社会的事業人材育成講座｣の内 10 時間、10 月 13 日、11 月 10 日(2
日間 10講)で、きずなの役員が分担してあたりました。 

○(財）とよなか国際交流協会、（財）とよなか男女共同参画推進財団、（社福）豊中市社会福祉協議会、
（特活）とよなか市民活動ネットきずな、豊中市（職員研修所、コミュニティ政策室）といった市

民活動に関連する団体と市の関連部局は、2001年度から 2006年度まで、共同で「ボランティアト
レーニング･コース」(活動体験希望者と受け入れ団体とをマッチングするイベント)に取組んできた。
2007年度からは、広く呼びかけるイベントは行わず、「ボランティア活動支援団体意見交換会」と
して、各団体の年間スケジュールやボランティア活動支援の取組みなどについての意見交換を図っ

てきた。2010年は 6月 23日に、情報交換を行いました。 
 

Ⅳ．その他の事業 

2010年度は、行わなかった。 
以上 


