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様式第様式第様式第様式第 3333 号号号号    

会会会会        議議議議        録録録録    

会会会会    議議議議    名名名名    

（（（（付属機関等名付属機関等名付属機関等名付属機関等名））））    

    

川西市参画川西市参画川西市参画川西市参画とととと協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり推進会議推進会議推進会議推進会議    

事事事事    務務務務    局局局局    （（（（担当課担当課担当課担当課））））    
    

参画協働参画協働参画協働参画協働・・・・相談課相談課相談課相談課    

開開開開    催催催催    日日日日    時時時時    
    

平成平成平成平成２２２２３３３３年年年年３３３３月月月月２５２５２５２５日日日日((((金金金金))))    午後午後午後午後６６６６時時時時からからからから８８８８時時時時２０２０２０２０分分分分    

開開開開    催催催催    場場場場    所所所所    
    

４４４４階階階階    庁議室庁議室庁議室庁議室    

    

    

委委委委    員員員員    

    

    

岩崎岩崎岩崎岩崎会長会長会長会長、、、、髙畑髙畑髙畑髙畑副会長副会長副会長副会長、、、、相川委員相川委員相川委員相川委員、、、、磯部委員磯部委員磯部委員磯部委員、、、、荻田委員荻田委員荻田委員荻田委員、、、、荻本委荻本委荻本委荻本委

員員員員、、、、奥村委員奥村委員奥村委員奥村委員、、、、佐伯委員佐伯委員佐伯委員佐伯委員、、、、佐島委員佐島委員佐島委員佐島委員、、、、土肥委員土肥委員土肥委員土肥委員    

    

そそそそ    のののの    他他他他    

市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンター・・・・男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者    （（（（特活特活特活特活））））市民市民市民市民

事務局事務局事務局事務局かわにしかわにしかわにしかわにし    

    

    

    

出出出出    

    

席席席席    

    

者者者者    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

市民市民市民市民生活部長生活部長生活部長生活部長、、、、市民環境室長市民環境室長市民環境室長市民環境室長、、、、参画協働参画協働参画協働参画協働・・・・相談課主幹相談課主幹相談課主幹相談課主幹、、、、同課課長同課課長同課課長同課課長

補佐補佐補佐補佐、、、、同課主査同課主査同課主査同課主査、、、、同課主事同課主事同課主事同課主事    

傍聴傍聴傍聴傍聴のののの可否可否可否可否    
    

                        可可可可    
傍聴者数傍聴者数傍聴者数傍聴者数    

    

１１１１人人人人    

    

傍聴不可傍聴不可傍聴不可傍聴不可・・・・一部不可一部不可一部不可一部不可のののの

場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその理由理由理由理由    

    

    

    

    

会会会会    議議議議    次次次次    第第第第    

    

（（（（１１１１））））開会開会開会開会    

（（（（２２２２））））基本基本基本基本計画計画計画計画のののの策定策定策定策定についてについてについてについて    ～～～～課題課題課題課題のののの抽出抽出抽出抽出～～～～    

（（（（３３３３））））閉会閉会閉会閉会    

    

会会会会    議議議議    結結結結    果果果果    

    

別紙議事録別紙議事録別紙議事録別紙議事録のとおりのとおりのとおりのとおり    
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審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    

【【【【開会開会開会開会】】】】    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ごごごご案内案内案内案内をしておりましたをしておりましたをしておりましたをしておりました時間時間時間時間がまいりましたのでがまいりましたのでがまいりましたのでがまいりましたので、、、、ただいまよりただいまよりただいまよりただいまより第第第第

３３３３回川西市参画回川西市参画回川西市参画回川西市参画とととと協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり推進会議推進会議推進会議推進会議をををを開会開会開会開会ささささせせせせていただきていただきていただきていただき

ますますますます。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん本日本日本日本日はははは何何何何かとおかとおかとおかとお忙忙忙忙しいなかしいなかしいなかしいなか、、、、ごごごご出席出席出席出席をををを賜賜賜賜りりりりましてありがましてありがましてありがましてありが

とうございますとうございますとうございますとうございます。。。。    

なおなおなおなお、、、、本日本日本日本日、、、、２２２２名名名名のののの委員委員委員委員がががが少少少少しししし遅遅遅遅れられるということでごれられるということでごれられるということでごれられるということでご連絡連絡連絡連絡をいをいをいをい

ただいておりますただいておりますただいておりますただいております。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。。。。    

それではそれではそれではそれでは会長会長会長会長、、、、進行進行進行進行のののの方方方方、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんばんはこんばんはこんばんはこんばんは。。。。    

ちょうどちょうどちょうどちょうど２２２２週間前週間前週間前週間前にににに地震地震地震地震がががが大大大大きなきなきなきな東北東北東北東北であであであでありりりり、、、、何何何何かとかとかとかと落落落落ちちちち着着着着きませきませきませきませ

んんんん。。。。こちらもこちらもこちらもこちらも９５９５９５９５年年年年にはにはにはには大大大大きなきなきなきな地震地震地震地震にににに遭遭遭遭っていますっていますっていますっています。。。。    

ではではではでは、、、、最初最初最初最初にににに黙祷黙祷黙祷黙祷をしをしをしをしたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。黙祷黙祷黙祷黙祷。。。。    

    

（（（（黙祷黙祷黙祷黙祷））））    

    

ではではではでは、、、、おおおお座座座座りくださいりくださいりくださいりください。。。。    

    

多分多分多分多分、、、、みんなみんなみんなみんな何何何何かしたいかしたいかしたいかしたいとととと思思思思っているとっているとっているとっていると思思思思いますいますいますいます。。。。    

私私私私はははは、、、、自治体自治体自治体自治体のことをのことをのことをのことを勉強勉強勉強勉強していてしていてしていてしていて、、、、阪神淡路阪神淡路阪神淡路阪神淡路もももも大変大変大変大変ショックショックショックショックでしでしでしでし

たたたた。。。。本来本来本来本来、、、、いざいざいざいざというというというという時時時時にににに、、、、市民市民市民市民のためにやらなければいけないのためにやらなければいけないのためにやらなければいけないのためにやらなければいけない人人人人たたたた

ちがちがちがちが被災者被災者被災者被災者になっになっになっになってしまったとてしまったとてしまったとてしまったというのがいうのがいうのがいうのが、、、、あのあのあのあの阪神淡路阪神淡路阪神淡路阪神淡路ですですですです。。。。言言言言わばわばわばわば

、、、、戦後戦後戦後戦後、、、、日本日本日本日本がががが経験経験経験経験したしたしたした初初初初めてのめてのめてのめての直下型地震直下型地震直下型地震直下型地震ですですですです。。。。    

ところところところところがががが今回今回今回今回はははは、、、、自治体自体自治体自体自治体自体自治体自体がががが無無無無くなくなくなくなってしまったってしまったってしまったってしまったとととというこというこというこということですですですです

。。。。自治体自治体自治体自治体のののの機能機能機能機能がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった。。。。そしてそしてそしてそして、、、、孤立孤立孤立孤立したしたしたした集落集落集落集落があってがあってがあってがあって、、、、しかしかしかしか

もももも原発原発原発原発のののの関係関係関係関係でそこにでそこにでそこにでそこに住住住住めなくなるめなくなるめなくなるめなくなる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある。。。。双双双双葉町葉町葉町葉町というというというという自治自治自治自治

体体体体がががが埼玉埼玉埼玉埼玉アリーナアリーナアリーナアリーナにににに役場役場役場役場のののの機能機能機能機能をををを移移移移したしたしたしたというというというという話話話話がありましたがありましたがありましたがありましたがががが、、、、ああああ

のようなのようなのようなのような自治体自治体自治体自治体がいくつもがいくつもがいくつもがいくつも出出出出てくるだろうとてくるだろうとてくるだろうとてくるだろうと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体

はははは基本的基本的基本的基本的にそのにそのにそのにその土地土地土地土地とととと住民住民住民住民でででで成成成成りりりり立立立立ってってってっていいいいるはずなのるはずなのるはずなのるはずなのですですですですがががが、、、、そのそのそのその土土土土

地地地地がががが失失失失われるとわれるとわれるとわれるといいいいうううう初初初初めてめてめてめてのののの事態事態事態事態でででですすすす。。。。ただただただただ、、、、阪神阪神阪神阪神のときののときののときののときの貴重貴重貴重貴重なななな経経経経

験験験験があってがあってがあってがあって、、、、できればできればできればできれば集落集落集落集落やややや自治体自治体自治体自治体ごごごごとでとでとでとで、、、、多分多分多分多分、、、、これからこれからこれからこれから移住移住移住移住といといといとい

うものをうものをうものをうものを考考考考えていくえていくえていくえていく。。。。これもこれもこれもこれも、、、、言言言言ってみればってみればってみればってみれば初初初初めてですねめてですねめてですねめてですね。。。。ややややははははりりりり、、、、

阪神淡路阪神淡路阪神淡路阪神淡路のときののときののときののときの非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな教訓教訓教訓教訓でででですすすすがががが、、、、できるだけそのできるだけそのできるだけそのできるだけそのコミュニコミュニコミュニコミュニ

ティティティティをををを維持維持維持維持したまましたまましたまましたまま移転移転移転移転してもらおうじゃないかしてもらおうじゃないかしてもらおうじゃないかしてもらおうじゃないかとととと。。。。いざとなるといざとなるといざとなるといざとなると、、、、
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そのそのそのその土地土地土地土地はははは無無無無くなってもくなってもくなってもくなっても、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく人人人人とととと人人人人とのとのとのとの繋繋繋繋ががががりといりといりといりというものうものうものうものだだだだけけけけ

はははは維持維持維持維持していかなしていかなしていかなしていかなければければければければいけないいけないいけないいけないとととと、、、、多分多分多分多分みんなみんなみんなみんな思思思思ってやってくれてってやってくれてってやってくれてってやってくれて

いるいるいるいるののののだろうとだろうとだろうとだろうとはははは思思思思いますいますいますいます。。。。    

そのそのそのその意味意味意味意味でででで言言言言うとうとうとうと、、、、ここでここでここでここで検討検討検討検討しているしているしているしている参画参画参画参画とととと協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり、、、、

そしてそしてそしてそして、、、、前回議論前回議論前回議論前回議論しししし、、、、今日今日今日今日もももも引引引引きききき続続続続きときときときと思思思思ってってってっていますがいますがいますがいますが、、、、自治会自治会自治会自治会のよのよのよのよ

うなうなうなうな地域地域地域地域のののの組織組織組織組織のののの大切大切大切大切ささささ、、、、そしてそしてそしてそして、、、、今今今今、、、、みんなみんなみんなみんなががががやりたいとやりたいとやりたいとやりたいと思思思思ってってってっていいいい

るるるるボランティアボランティアボランティアボランティア、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献のののの意識意識意識意識。。。。これはこれはこれはこれは９５９５９５９５年年年年のののの阪神淡阪神淡阪神淡阪神淡

路大震災路大震災路大震災路大震災をををを契機契機契機契機としてとしてとしてとしてNPONPONPONPO法法法法がががができできできできたたたたようにようにようにように、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、今今今今までとまでとまでとまでと

はははは違違違違うううう、、、、市民市民市民市民やややや国民国民国民国民のののの動動動動きがきがきがきが出出出出ててててくるだろうくるだろうくるだろうくるだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、後後後後

追追追追いいいい的的的的にににに何何何何かのかのかのかの法制度法制度法制度法制度などなどなどなどがこれからがこれからがこれからがこれからできできできできてててていいいいくことになるくことになるくことになるくことになるとととといういういういう

予感予感予感予感がしていますがしていますがしていますがしています。。。。    

９５９５９５９５年年年年、、、、１１１１１１１１年年年年のののの２２２２つのつのつのつの震災震災震災震災のののの間間間間にににに人口人口人口人口がががが減少減少減少減少していきしていきしていきしていき、、、、そしてそしてそしてそして失失失失

われたわれたわれたわれた２０２０２０２０年年年年がががが続続続続いているわけですからいているわけですからいているわけですからいているわけですから、、、、言言言言ってってってってみればみればみればみれば日本日本日本日本自体自体自体自体がががが、、、、

これからもうこれからもうこれからもうこれからもう一度一度一度一度作作作作りりりり直直直直すしかないわけですしかないわけですしかないわけですしかないわけで、、、、そのそのそのその意味意味意味意味でででで多分多分多分多分これからこれからこれからこれから

いろんないろんないろんないろんな動動動動きがきがきがきが起起起起こってくこってくこってくこってくるだるだるだるだろうろうろうろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

それをそれをそれをそれを期待期待期待期待しながらしながらしながらしながら、、、、川西川西川西川西のののの参画参画参画参画とととと協働協働協働協働のありのありのありのあり方方方方というのをまずはというのをまずはというのをまずはというのをまずは

ここでここでここでここで考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいというふうにいうふうにいうふうにいうふうに思思思思いいいいますますますます。。。。    

    

ではではではでは、、、、３３３３回目回目回目回目のののの推進会議推進会議推進会議推進会議をををを始始始始めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、まずはまずはまずはまずは前回前回前回前回のののの議議議議

論論論論をををを簡単簡単簡単簡単にににに振振振振りりりり返返返返りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いいいいますますますます。。。。前回前回前回前回、、、、皆皆皆皆さんがおさんがおさんがおさんがお感感感感じになってじになってじになってじになって

いるいるいるいることことことこと、、、、それからそれからそれからそれから、、、、資料資料資料資料をたくさんいただきましたのでをたくさんいただきましたのでをたくさんいただきましたのでをたくさんいただきましたので、、、、そのそのそのその資料資料資料資料

をもとにをもとにをもとにをもとに皆皆皆皆さんがおさんがおさんがおさんがお感感感感じになっているじになっているじになっているじになっている課題課題課題課題とかとかとかとか意見意見意見意見をををを出出出出していただしていただしていただしていただ

きましたきましたきましたきました。。。。それをそれをそれをそれをごくごくごくごくごくごくごくごく簡単簡単簡単簡単にまとめてみますとにまとめてみますとにまとめてみますとにまとめてみますと、、、、非常非常非常非常にににに印象的印象的印象的印象的だだだだ

ったのがったのがったのがったのが、、、、行政職員行政職員行政職員行政職員のののの意識改革意識改革意識改革意識改革やややや縦割縦割縦割縦割りのりのりのりの弊害弊害弊害弊害、、、、またまたまたまた職員間職員間職員間職員間でででで意識意識意識意識レレレレ

ベルベルベルベルにににに差差差差があるよがあるよがあるよがあるようだうだうだうだ、、、、これはこのこれはこのこれはこのこれはこのアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査、、、、職員職員職員職員にににに対対対対するするするするアアアア

ンケートンケートンケートンケート調査調査調査調査のののの結果結果結果結果などなどなどなどにもよくにもよくにもよくにもよく出出出出ていましたていましたていましたていました。。。。だからだからだからだから、、、、市民市民市民市民とととと行政行政行政行政

のののの交交交交わるわるわるわる機会機会機会機会をををを増増増増やすやすやすやす必要必要必要必要があるがあるがあるがあるとととといういういういう話話話話であるとであるとであるとであるとかかかか、、、、一方一方一方一方ではではではでは、、、、活活活活

動動動動のののの担担担担いいいい手不足手不足手不足手不足、、、、高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、それからそれからそれからそれから若者若者若者若者、、、、団塊団塊団塊団塊のののの世代世代世代世代ののののボランティアボランティアボランティアボランティア

がががが全然全然全然全然増増増増えないえないえないえない、、、、財源財源財源財源やややや活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点がががが不足不足不足不足しているしているしているしている。。。。それからそれからそれからそれからNPONPONPONPOとととと

かかかかボランティアグループボランティアグループボランティアグループボランティアグループとのとのとのとの連携連携連携連携がががが不足不足不足不足しているしているしているしているというというというという課題課題課題課題などなどなどなどをををを

出出出出していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。。。。    

そのそのそのその一方一方一方一方でででで、、、、これをこれをこれをこれをどのようにどのようにどのようにどのように考考考考えていくかということえていくかということえていくかということえていくかということがひとつあがひとつあがひとつあがひとつあ

るかとるかとるかとるかと思思思思ってってってって聞聞聞聞いていたのはいていたのはいていたのはいていたのは、、、、無償無償無償無償ののののボランティアボランティアボランティアボランティアとととというものがいうものがいうものがいうものが協働協働協働協働

というというというという話話話話ではではではではないないないない、、、、職職職職のののの専門性専門性専門性専門性をををを活活活活かしたかしたかしたかした協働協働協働協働とととというものをこれからいうものをこれからいうものをこれからいうものをこれから

どうどうどうどう育育育育てててててててていくのかいくのかいくのかいくのか、、、、やっていくのかやっていくのかやっていくのかやっていくのか、、、、そのそのそのその結果結果結果結果としてとしてとしてとして公公公公共共共共イコールイコールイコールイコール

行政行政行政行政というというというという話話話話ではなではなではなではなくくくく、、、、公共公共公共公共はみんなではみんなではみんなではみんなで作作作作っていくもっていくもっていくもっていくもののののだだだだというというというという話話話話もももも
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ありましたありましたありましたありました。。。。多分多分多分多分このことがこのことがこのことがこのことが、、、、さっきのさっきのさっきのさっきの話話話話ででででいういういういうとととと、、、、土地土地土地土地をををを離離離離れたれたれたれた住住住住

民民民民がががが作作作作っていくっていくっていくっていくとととといういういういうのがのがのがのが、、、、まさにこのまさにこのまさにこのまさにこの公共公共公共公共をををを作作作作っていくっていくっていくっていくことになることになることになることになる

ののののだろうだろうだろうだろうとととと思思思思っていまっていまっていまっていますすすす。。。。    

そのそのそのその際際際際、、、、避難所避難所避難所避難所でもそうですがでもそうですがでもそうですがでもそうですが、、、、情報情報情報情報がてんでがてんでがてんでがてんでバラバラバラバラバラバラバラバラにいろんなにいろんなにいろんなにいろんな

ところからところからところからところから出出出出されるされるされるされるとととと、、、、特特特特にににに今今今今、、、、食料食料食料食料ののののないないないない状況状況状況状況でででで言言言言うとうとうとうとすごくすごくすごくすごく大変大変大変大変

なことになりますなことになりますなことになりますなことになります。。。。適切適切適切適切なななな例例例例えかどうかわかりませんえかどうかわかりませんえかどうかわかりませんえかどうかわかりませんがががが、、、、やはりやはりやはりやはり情報情報情報情報

をををを避避避避難所難所難所難所にいるにいるにいるにいる住民住民住民住民がががが全員全員全員全員知知知知ってってってっておくというおくというおくというおくという仕組仕組仕組仕組みはみはみはみは早早早早くつくられくつくられくつくられくつくられ

なければいけないとなければいけないとなければいけないとなければいけないと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。それはおそらくこのそれはおそらくこのそれはおそらくこのそれはおそらくこの川西川西川西川西でもでもでもでも、、、、ここここ

のののの前前前前のののの議論議論議論議論にもにもにもにも出出出出てててていましたがいましたがいましたがいましたが、、、、情報情報情報情報をををを共有共有共有共有するするするするとととといういういういうことがことがことがことが大切大切大切大切だだだだ

ということですということですということですということです。。。。    

そのそのそのその一方一方一方一方でででで、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティがありますがありますがありますがありますがががが、、、、地域地域地域地域によってによってによってによって課題課題課題課題さまざさまざさまざさまざ

ままままですからですからですからですから、、、、それをどそれをどそれをどそれをどのようにのようにのようにのように考考考考えていくかえていくかえていくかえていくかということがありますということがありますということがありますということがあります。。。。

どうしてもどうしてもどうしてもどうしても行政行政行政行政はははは公平性公平性公平性公平性ををををモットーモットーモットーモットーとしますとしますとしますとしますがががが、、、、住民住民住民住民がががが主体主体主体主体だだだだとととといういういういう

ことからいえばことからいえばことからいえばことからいえば、、、、動動動動きききき出出出出しているところのしているところのしているところのしているところの頭頭頭頭をををを押押押押さえるさえるさえるさえるようなようなようなような話話話話はしはしはしはし

てはいけないてはいけないてはいけないてはいけないとととといういういういうこともこともこともことも言言言言いいいいましたましたましたました。。。。    

でででではははは、、、、そんなそんなそんなそんな中中中中でででで、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センセンセンセンターターターターととととボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動センターセンターセンターセンター

のののの棲棲棲棲みみみみ分分分分けけけけみたいなものをみたいなものをみたいなものをみたいなものを、、、、一度一度一度一度、、、、ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと議論議論議論議論していかなしていかなしていかなしていかなければなければなければなければな

らないらないらないらないということということということということ。。。。それからそれからそれからそれから一一一一つつつつのののの校区校区校区校区にににに行政行政行政行政からからからから縦割縦割縦割縦割りでりでりでりでどんなおどんなおどんなおどんなお

金金金金がががが出出出出てててているのかということいるのかということいるのかということいるのかということもももも、、、、いずれいずれいずれいずれきっちりとしたきっちりとしたきっちりとしたきっちりとした資料資料資料資料としてとしてとしてとしていいいい

ただかなただかなただかなただかなければいけないければいけないければいけないければいけないというというというという話話話話をしましたをしましたをしましたをしました。。。。    

そそそそしてしてしてして、、、、今日今日今日今日ののののテーマテーマテーマテーマということからということからということからということから言言言言いいいいますとますとますとますと、、、、ワークショップワークショップワークショップワークショップ

のののの報告書報告書報告書報告書のののの項目項目項目項目というというというというのがのがのがのが、、、、今今今今、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが考考考考えていかなければならなえていかなければならなえていかなければならなえていかなければならな

いいいい基本計画基本計画基本計画基本計画のののの骨子骨子骨子骨子になるになるになるになるというというというというところではところではところではところでは、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの合意合意合意合意ががががとれたととれたととれたととれたと

思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。皆皆皆皆さんがそれぞれやってさんがそれぞれやってさんがそれぞれやってさんがそれぞれやっていいいいらっしゃるらっしゃるらっしゃるらっしゃる活動活動活動活動をどのようをどのようをどのようをどのよう

にににに広広広広げげげげてててていけばいいのかいけばいいのかいけばいいのかいけばいいのか、、、、そしてそしてそしてそして、、、、何何何何がががが課題課題課題課題でででで、、、、何何何何をををを解決解決解決解決すればいいすればいいすればいいすればいい

のかということのかということのかということのかということをををを前回前回前回前回おおおお出出出出ししししいただきましたいただきましたいただきましたいただきましたがががが、、、、スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール的的的的にはにはにはには

今日今日今日今日がががが課題出課題出課題出課題出しのしのしのしの最後最後最後最後にににになりますなりますなりますなります。。。。    

今日今日今日今日はははは、、、、全員全員全員全員おおおお揃揃揃揃いですからいですからいですからいですから、、、、全員全員全員全員でそのでそのでそのでその話話話話をををを出出出出していただければしていただければしていただければしていただければ

というふうにというふうにというふうにというふうに思思思思いいいいますしますしますしますし、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとととと自治自治自治自治会会会会のののの関係関係関係関係もももも含含含含めめめめてててて、、、、再再再再

度意見交換度意見交換度意見交換度意見交換をこれからさせていただきたいとをこれからさせていただきたいとをこれからさせていただきたいとをこれからさせていただきたいというふうにいうふうにいうふうにいうふうに思思思思っていっていっていっていまままま

すすすす。。。。そこまでのそこまでのそこまでのそこまでの議論議論議論議論がががが前回前回前回前回あったわけであったわけであったわけであったわけですすすす。。。。    

ではではではでは、、、、今日今日今日今日のののの議事議事議事議事にににに入入入入りますがりますがりますがりますが、、、、議事議事議事議事のののの1111つつつつ目目目目、、、、参画参画参画参画とととと協働協働協働協働のまちのまちのまちのまち

づくりづくりづくりづくり推進条例推進条例推進条例推進条例のののの施行施行施行施行規則規則規則規則のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてですについてですについてですについてです。。。。これについてこれについてこれについてこれについて、、、、

事務局事務局事務局事務局のほうかのほうかのほうかのほうからごらごらごらご説明説明説明説明いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。おおおお願願願願いいいいしますしますしますします。。。。    
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事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

それではそれではそれではそれでは、、、、参画参画参画参画とととと協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり推進条例施行規則推進条例施行規則推進条例施行規則推進条例施行規則のののの一部改正一部改正一部改正一部改正にににに

つきましてつきましてつきましてつきまして、、、、ごごごご説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

おおおお手元手元手元手元にににに配付配付配付配付しておりますしておりますしておりますしております【【【【資料資料資料資料1111】】】】をごをごをごをご覧覧覧覧いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いいいいまままま

すすすす。。。。    

    左側左側左側左側がががが現行現行現行現行のののの規則規則規則規則、、、、右側右側右側右側がががが改正案改正案改正案改正案でございますでございますでございますでございます。。。。    

このこのこのこの規則規則規則規則につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、第第第第１１１１回回回回のののの推進会議推進会議推進会議推進会議でででで配付配付配付配付したところでごしたところでごしたところでごしたところでご

ざいますがざいますがざいますがざいますが、、、、今回今回今回今回、、、、一部改正一部改正一部改正一部改正ということでということでということでということで、、、、改正案改正案改正案改正案のののの第第第第８８８８条条条条にににに「「「「意見意見意見意見

のののの聴取等聴取等聴取等聴取等」」」」というものをというものをというものをというものを追加追加追加追加させていただくものでございますさせていただくものでございますさせていただくものでございますさせていただくものでございます。。。。    

これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては、、、、前回前回前回前回のののの推進会議推進会議推進会議推進会議でででで、、、、委員委員委員委員よりごよりごよりごよりご意見意見意見意見をいただをいただをいただをいただ

きましてきましてきましてきまして、、、、川西川西川西川西市市市市のののの市民活動市民活動市民活動市民活動のののの現状現状現状現状やややや課題等課題等課題等課題等にににについてついてついてついて、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動のののの拠拠拠拠

点施設点施設点施設点施設でありますでありますでありますであります市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンター「「「「パレットパレットパレットパレットかわにしかわにしかわにしかわにし」」」」のののの管理運営管理運営管理運営管理運営

ををををされておりますされておりますされておりますされております指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者ののののNPONPONPONPO法人法人法人法人「「「「市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」ささささ

んんんんよりよりよりよりごごごご説明説明説明説明をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいということでございましたきしたいということでございましたきしたいということでございましたきしたいということでございました。。。。しかししかししかししかし、、、、現現現現

行行行行のののの条例条例条例条例、、、、規則規則規則規則のののの方方方方ではではではでは、、、、委員以外委員以外委員以外委員以外のののの出席出席出席出席がががが認認認認めらめらめらめられれれれておりませんのておりませんのておりませんのておりませんの

でででで、、、、またまたまたまた、、、、今後今後今後今後もももも、、、、行政側行政側行政側行政側やややや市民団体等市民団体等市民団体等市民団体等よりごよりごよりごよりご意見意見意見意見、、、、ごごごご説明等説明等説明等説明等をおをおをおをお聞聞聞聞

きするきするきするきする機会機会機会機会がががが出出出出てくるてくるてくるてくる可能性可能性可能性可能性もございますのでもございますのでもございますのでもございますので、、、、今回今回今回今回規則改正規則改正規則改正規則改正をををを行行行行おおおお

うとするものでございますうとするものでございますうとするものでございますうとするものでございます。。。。意見意見意見意見のののの聴取等聴取等聴取等聴取等ということでということでということでということで第第第第８８８８条条条条といたといたといたといた

しましてしましてしましてしまして、、、、「「「「推進会議推進会議推進会議推進会議はははは必要必要必要必要があがあがあがあるとるとるとると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、委員以外委員以外委員以外委員以外のもののもののもののもの

をををを会議会議会議会議にににに出席出席出席出席させてさせてさせてさせて、、、、意見意見意見意見もしくはもしくはもしくはもしくは説明説明説明説明をををを聞聞聞聞きまたはきまたはきまたはきまたは必要必要必要必要なななな資料資料資料資料のののの提提提提

出出出出をををを求求求求めることがめることがめることがめることができできできできるるるる。」。」。」。」というというというというものをものをものをものを入入入入れたれたれたれたものものものものででででございまございまございまございますすすす。。。。

説明説明説明説明はははは以上以上以上以上ででででございまございまございまございますすすす。。。。    

    

今今今今、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明がございましたがございましたがございましたがございました、、、、第第第第８８８８条条条条「「「「意見意見意見意見のののの聴取等聴取等聴取等聴取等」」」」をををを追追追追

加加加加するというするというするというするという規則規則規則規則のののの改正案改正案改正案改正案でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、これについてこれについてこれについてこれについて何何何何かかかか

ごごごご質問質問質問質問ございますでしょうかございますでしょうかございますでしょうかございますでしょうか。。。。よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。    

ではではではでは、、、、このこのこのこの内容内容内容内容でででで規則規則規則規則のののの改正改正改正改正についてはごについてはごについてはごについてはご承認承認承認承認いただくということいただくということいただくということいただくということ

にいたしまにいたしまにいたしまにいたしますすすす。。。。    

次次次次にににに、、、、議事議事議事議事のののの２２２２番目番目番目番目にににに入入入入りりりりますますますます。。。。    

前回前回前回前回にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて話話話話をしをしをしをしていただこうていただこうていただこうていただこう

とととと思思思思っていっていっていっていますますますますがががが、、、、今今今今、、、、規則改正規則改正規則改正規則改正についてについてについてについて、、、、皆皆皆皆さんにごさんにごさんにごさんにご承認承認承認承認いただきいただきいただきいただき

ましたましたましたました。。。。委員委員委員委員からもごからもごからもごからもご要望要望要望要望がございましたがございましたがございましたがございました市民市民市民市民活動活動活動活動センターセンターセンターセンターのののの指定管指定管指定管指定管

理者理者理者理者としてとしてとしてとしてセンターセンターセンターセンターをををを管理運営管理運営管理運営管理運営されているされているされているされている「「「「市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」ささささ

んからんからんからんから市市市市のののの市民活動市民活動市民活動市民活動のののの現状現状現状現状、、、、それからそれからそれからそれから課題課題課題課題についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いただこういただこういただこういただこう

とととというふうにいうふうにいうふうにいうふうに思思思思ってってってっていいいいますますますます。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

皆皆皆皆さんのさんのさんのさんのおおおお手元手元手元手元にににに資料資料資料資料ががががありますありますありますありますねねねね。。。。ではではではでは、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターのののの指指指指
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定管理者定管理者定管理者定管理者、、、、NPONPONPONPO法人法人法人法人のののの立場立場立場立場からいろいろとからいろいろとからいろいろとからいろいろと市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターのののの話話話話をををを

中心中心中心中心にににに、、、、川西川西川西川西のののの市民活動市民活動市民活動市民活動についてについてについてについてのののの概要概要概要概要やややや課題等課題等課題等課題等ををををおおおお話話話話いただけますいただけますいただけますいただけます

ででででしょうかしょうかしょうかしょうか。。。。    

自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介もももも合合合合わせておわせておわせておわせてお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動センターセンターセンターセンター、、、、それからそれからそれからそれから男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターもももも併設併設併設併設ささささ

れておりますれておりますれておりますれておりますがががが、、、、そのそのそのその指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者ををををしておりますしておりますしておりますしておりますNPONPONPONPO法人法人法人法人「「「「市民事市民事市民事市民事

務局務局務局務局かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」ですですですです。。。。よろしくよろしくよろしくよろしくおおおお願願願願いいいいいたしいたしいたしいたしまままますすすす。。。。    

    

早速早速早速早速ですですですですがががが、、、、資料資料資料資料にににに沿沿沿沿ってってってってごごごご説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

最初最初最初最初ののののページページページページをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動センターセンターセンターセンターのののの事業事業事業事業のののの基基基基

本本本本ののののコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトやややや現状現状現状現状、、、、課題課題課題課題をををを指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者、、、、NPONPONPONPO法人法人法人法人のののの立場立場立場立場からごからごからごからご

説明説明説明説明させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

まずまずまずまず、、、、最初最初最初最初にににに、、、、運営管理運営管理運営管理運営管理のののの基本基本基本基本コンセプトコンセプトコンセプトコンセプトといたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、川西川西川西川西

市市民活動市市民活動市市民活動市市民活動センターセンターセンターセンター、、、、男男男男女共同参画女共同参画女共同参画女共同参画センターセンターセンターセンターのののの指定管理業務実施指定管理業務実施指定管理業務実施指定管理業務実施にあにあにあにあ

たりたりたりたり、、、、以下以下以下以下のことをのことをのことをのことを念頭念頭念頭念頭においてにおいてにおいてにおいて事業事業事業事業運営運営運営運営しているということしているということしているということしているということのののの説明説明説明説明

になりますになりますになりますになります。。。。    

行政行政行政行政とととと市民市民市民市民（（（（NPONPONPONPOやややや企業企業企業企業もももも含含含含みみみみますますますます））））とのとのとのとの対等対等対等対等ななななパートナーパートナーパートナーパートナーシッシッシッシッ

ププププをもとにをもとにをもとにをもとに、、、、新新新新たなたなたなたな公共公共公共公共のののの担担担担いいいい手手手手としてとしてとしてとして、、、、両両両両センターセンターセンターセンターのののの設置設置設置設置及及及及びびびび管理管理管理管理

にににに関関関関するするするする条例条例条例条例やややや条例施行規則条例施行規則条例施行規則条例施行規則、、、、またまたまたまた川西川西川西川西市市市市男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプランにににに則則則則っっっっ

たたたた事業事業事業事業をををを協働協働協働協働でででで実施実施実施実施していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまた、、、、当該施設当該施設当該施設当該施設

はははは、、、、何度何度何度何度もももも申申申申しししし上上上上げておりますがげておりますがげておりますがげておりますが、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターとととと市民活動市民活動市民活動市民活動

センターセンターセンターセンターがががが併設併設併設併設されているされているされているされているとととといういういういう点点点点でででで、、、、全国的全国的全国的全国的にもにもにもにも非常非常非常非常ににににユニークユニークユニークユニークなななな

センターセンターセンターセンターでありますのででありますのででありますのででありますので、、、、男男男男女共同参画女共同参画女共同参画女共同参画のののの理念理念理念理念をもったをもったをもったをもった、、、、市民公益活市民公益活市民公益活市民公益活

動動動動のののの推進推進推進推進がががが実現実現実現実現できるできるできるできる活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点ということでということでということでということで私私私私どもはどもはどもはどもは申請申請申請申請させていさせていさせていさせてい

ただきただきただきただき、、、、そういうそういうそういうそういうリーディングモデルリーディングモデルリーディングモデルリーディングモデルとなるべくとなるべくとなるべくとなるべく取取取取りりりり組組組組んでおりますんでおりますんでおりますんでおります

。。。。    

３３３３年間年間年間年間のののの指定管理事業期間指定管理事業期間指定管理事業期間指定管理事業期間がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、そのそのそのその間間間間、、、、３３３３つのつのつのつの方針方針方針方針

にににに沿沿沿沿ってってってってやっやっやっやっていていていていこうとしてこうとしてこうとしてこうとしておりおりおりおりましてましてましてまして、、、、１１１１番目番目番目番目がががが、、、、男女共同男女共同男女共同男女共同参画社参画社参画社参画社

会推進会推進会推進会推進のののの理念理念理念理念をををを持持持持ちながらちながらちながらちながら、、、、それをそれをそれをそれを具体的具体的具体的具体的なななな手法手法手法手法でででで、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動のののの手法手法手法手法

でででで形形形形にしていきたいということですにしていきたいということですにしていきたいということですにしていきたいということです。。。。    

それからそれからそれからそれから、、、、２２２２番目番目番目番目はははは各事業各事業各事業各事業についてについてについてについて、、、、私私私私どももどももどももどもも同同同同じじじじユーザーユーザーユーザーユーザーであっであっであっであっ

たということもありますのでたということもありますのでたということもありますのでたということもありますので、、、、そういうそういうそういうそういう立場立場立場立場でででで、、、、市民目線市民目線市民目線市民目線でのでのでのでのサービサービサービサービ

スススス提供提供提供提供をををを心心心心がけてがけてがけてがけていきたいということですいきたいということですいきたいということですいきたいということです。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、３３３３番目番目番目番目にににに、、、、管理運営管理運営管理運営管理運営にあたりまにあたりまにあたりまにあたりましてはしてはしてはしては、、、、市民市民市民市民のののの知恵知恵知恵知恵、、、、民民民民のののの

知恵知恵知恵知恵をををを生生生生かしたかしたかしたかした経営効率化経営効率化経営効率化経営効率化をををを図図図図ってってってっていきたいといきたいといきたいといきたいと、、、、主主主主にこのにこのにこのにこの３３３３つのつのつのつの方針方針方針方針
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でやっておりますでやっておりますでやっておりますでやっております。。。。    

現状現状現状現状ですがですがですがですが、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターはははは、、、、「「「「環境環境環境環境、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、まちづくりなどまちづくりなどまちづくりなどまちづくりなど

営利営利営利営利をををを目的目的目的目的ににににしないしないしないしない市民市民市民市民活動活動活動活動をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための施設施設施設施設」」」」ととととありありありあり、、、、ここでここでここでここで

いういういういう市民活動市民活動市民活動市民活動とはとはとはとは、、、、「「「「市民市民市民市民がががが自主的自主的自主的自主的かつかつかつかつ相互相互相互相互にににに協働協働協働協働してしてしてして、、、、不特定多数不特定多数不特定多数不特定多数

のののの市民市民市民市民のののの利益利益利益利益をををを主主主主たるたるたるたる目的目的目的目的としてとしてとしてとして行行行行うううう非営利非営利非営利非営利のののの社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動をいうをいうをいうをいう」」」」

ととととありますありますありますあります。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、非営利非営利非営利非営利のののの捉捉捉捉ええええ方方方方というのはというのはというのはというのは、、、、※※※※印印印印もいれておもいれておもいれておもいれてお

りますりますりますりますがががが、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ誤解誤解誤解誤解をををを呼呼呼呼ぶぶぶぶところもなくはないところもなくはないところもなくはないところもなくはないのですがのですがのですがのですが、、、、例例例例えばえばえばえば

、、、、活動活動活動活動やややや事業事業事業事業にににに対対対対してしてしてして無償無償無償無償ボランティアボランティアボランティアボランティアでするだけでするだけでするだけでするだけをををを非営利非営利非営利非営利というというというというわわわわ

けけけけではないではないではないではないとととということでおいうことでおいうことでおいうことでお考考考考えいただければえいただければえいただければえいただければいいかいいかいいかいいかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。詳細詳細詳細詳細

のごのごのごのご説明説明説明説明はここでははここでははここでははここでは割愛割愛割愛割愛させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

そそそそしてしてしてして、、、、次次次次にににに男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターとととと併設併設併設併設であるということでであるということでであるということでであるということで、、、、ここここ

ののののセンターセンターセンターセンターでででで実際実際実際実際どういうどういうどういうどういう活動団体活動団体活動団体活動団体がががが活動活動活動活動しているかしているかしているかしているかとととということをいうことをいうことをいうことを

ごごごご紹介紹介紹介紹介させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。センターセンターセンターセンターではではではでは、、、、利用登録利用登録利用登録利用登録グループグループグループグループ制制制制をとをとをとをと

っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターにににに登録登録登録登録しているしているしているしているグループグループグループグループとととと男女共男女共男女共男女共

同参画同参画同参画同参画センターセンターセンターセンターにににに登録登録登録登録しているしているしているしているグループグループグループグループにににに分分分分かれておりますかれておりますかれておりますかれております。。。。今今今今ここここここここ

にににに書書書書いていていていておりますのはおりますのはおりますのはおりますのは、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの利用利用利用利用登録状況登録状況登録状況登録状況になりますのでになりますのでになりますのでになりますので

、、、、今今今今はははは更新更新更新更新のののの時期時期時期時期でしてでしてでしてでして、、、、４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付けでまたけでまたけでまたけでまた新新新新たなたなたなたな数数数数になりますになりますになりますになります。。。。

現状現状現状現状ではではではでは、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターにににに利用登録利用登録利用登録利用登録しておられるしておられるしておられるしておられる団体団体団体団体がががが５４５４５４５４団体団体団体団体

ございますございますございますございます。。。。大大大大きくきくきくきく内訳内訳内訳内訳をををを分分分分けてけてけてけてみみみみますとますとますとますと、、、、保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉をををを主主主主にやっにやっにやっにやっ

ているているているている団体団体団体団体がががが１１１１１１１１、、、、社会教育社会教育社会教育社会教育がががが５５５５、、、、学術文化芸術学術文化芸術学術文化芸術学術文化芸術スポーツスポーツスポーツスポーツがががが１９１９１９１９、、、、環環環環

境保全境保全境保全境保全がががが３３３３、、、、地域安全地域安全地域安全地域安全がががが２２２２、、、、人権擁護平和人権擁護平和人権擁護平和人権擁護平和がががが２２２２、、、、国際協力国際協力国際協力国際協力がががが２２２２、、、、子子子子どどどど

もももものののの健全育成健全育成健全育成健全育成がががが４４４４、、、、情報化社会情報化社会情報化社会情報化社会がががが１１１１、、、、消費者保護消費者保護消費者保護消費者保護がががが２２２２、、、、それからそれからそれからそれから市民市民市民市民

活動活動活動活動団体団体団体団体のののの運営支援運営支援運営支援運営支援がががが３３３３とととといういういういう状況状況状況状況になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。ごごごご覧覧覧覧のとおりのとおりのとおりのとおり

、、、、一番多一番多一番多一番多いのはやはりいのはやはりいのはやはりいのはやはり学術文化芸術学術文化芸術学術文化芸術学術文化芸術スポーツスポーツスポーツスポーツををををメインメインメインメインとしてとしてとしてとして活動活動活動活動してしてしてして

いいいいらっしゃらっしゃらっしゃらっしゃるるるる団体団体団体団体がががが多多多多くくくくてててて、、、、そのそのそのその次次次次がががが福祉系福祉系福祉系福祉系といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉

医療医療医療医療ををををメインメインメインメインとしてとしてとしてとして活動活動活動活動しているしているしているしている団体団体団体団体がががが多多多多いいいいというというというという状況状況状況状況ですですですです。。。。    

参考参考参考参考までにまでにまでにまでに、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターのののの方方方方にににに利用利用利用利用登録登録登録登録しておられしておられしておられしておられるるるる団団団団

体体体体もももも掲載掲載掲載掲載してみましたしてみましたしてみましたしてみました。。。。それがそれがそれがそれが４９４９４９４９団体団体団体団体になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。原則原則原則原則、、、、男男男男

女共同参画女共同参画女共同参画女共同参画をををを第一義第一義第一義第一義にされておられますがにされておられますがにされておられますがにされておられますが、、、、さらにさらにさらにさらに細細細細かいかいかいかい分類分類分類分類をををを入入入入れれれれ

てみるとてみるとてみるとてみると、、、、やはりやはりやはりやはり保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉がががが７７７７、、、、社会教育社会教育社会教育社会教育がががが３３３３、、、、学術文化芸術学術文化芸術学術文化芸術学術文化芸術スススス

ポーツポーツポーツポーツがががが１０１０１０１０、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画２３２３２３２３、、、、子子子子どものどものどものどもの健全育成健全育成健全育成健全育成５５５５、、、、情報化社会情報化社会情報化社会情報化社会

１１１１というようなというようなというようなというような状況状況状況状況になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。またまたまたまた、、、、利用登録利用登録利用登録利用登録ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、

任意任意任意任意でででで一般的一般的一般的一般的なななな利用利用利用利用をされているをされているをされているをされている団体団体団体団体がががが、、、、過去過去過去過去４４４４年間年間年間年間のののの累積累積累積累積によるとによるとによるとによると

１０３１０３１０３１０３団体団体団体団体ほどありますほどありますほどありますほどあります。。。。４４４４年間年間年間年間のののの累積累積累積累積ですのでですのでですのでですので、、、、そのそのそのその１０３１０３１０３１０３団体団体団体団体のののの

中中中中にはにはにはには例例例例えばえばえばえば、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度一度一度一度一度もおもおもおもお使使使使いになっていないいになっていないいになっていないいになっていない団体団体団体団体もももも含含含含まままま

れてれてれてれてはおはおはおはおりますりますりますります。。。。    
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そしてそしてそしてそして、、、、私私私私どもどもどもどもががががメインメインメインメインににににサポートサポートサポートサポートするするするするNPONPONPONPO法人法人法人法人はははは、、、、３３３３月月月月２５２５２５２５日日日日

現在現在現在現在のののの数数数数としてとしてとしてとして市内市内市内市内にににに３５３５３５３５団体団体団体団体ございますございますございますございます。。。。これについてはこれについてはこれについてはこれについては、、、、おおおお手元手元手元手元

のののの資料資料資料資料３３３３枚目枚目枚目枚目にににに細細細細かいかいかいかい表表表表があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

そのそのそのその17171717分野分野分野分野というというというという表表表表ととととそのそのそのその次次次次ののののエクセルエクセルエクセルエクセルでででで作作作作ったったったった活動分野活動分野活動分野活動分野とととといういういういう

ところにところにところにところに丸丸丸丸がががが書書書書いてあるいてあるいてあるいてある表表表表もごもごもごもご一緒一緒一緒一緒にににに見見見見てててていただくといただくといただくといただくと良良良良いいいいかとかとかとかと思思思思うううう

ののののですがですがですがですが、、、、このようなこのようなこのようなこのような形形形形でででで３５３５３５３５団体団体団体団体がががが今今今今、、、、川西川西川西川西市市市市をををを主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所のののの所所所所

在地在地在地在地としてとしてとしてとして活動活動活動活動しておられるということですしておられるということですしておられるということですしておられるということです。。。。ただしただしただしただし、、、、NPONPONPONPO法人法人法人法人はははは

皆皆皆皆さんそれぞれさんそれぞれさんそれぞれさんそれぞれ、、、、活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの場合場合場合場合がががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、センターセンターセンターセンターをををを頻頻頻頻

繁繁繁繁にごにごにごにご利用利用利用利用になっているというわけではないとになっているというわけではないとになっているというわけではないとになっているというわけではないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

このこのこのこの活動分活動分活動分活動分野野野野についてはについてはについてはについては、、、、エクセルエクセルエクセルエクセルのののの表表表表をををを見見見見ていただきますとていただきますとていただきますとていただきますと、、、、１１１１

からからからから１７１７１７１７までまでまでまで丸丸丸丸をををを打打打打っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのそのそのその詳細詳細詳細詳細はははは２２２２枚目枚目枚目枚目のののの資料資料資料資料になりまになりまになりまになりま

すすすすがががが、、、、NPONPONPONPO法人法人法人法人のののの１７１７１７１７分野分野分野分野としましてとしましてとしましてとしまして、、、、①①①①からからからから⑰⑰⑰⑰にににに項目項目項目項目をををを挙挙挙挙げておげておげておげてお

りますりますりますります。。。。このこのこのこの項目項目項目項目だけでだけでだけでだけではははは分分分分かりにくいのでかりにくいのでかりにくいのでかりにくいので、、、、例例例例えばえばえばえば具体的具体的具体的具体的にどんなにどんなにどんなにどんな

活動活動活動活動かかかかというというというというこここことをとをとをとを薄薄薄薄いいいい文字文字文字文字でででで書書書書いていていていておりますおりますおりますおります。。。。それでそれでそれでそれで見見見見ますますますますとととと、、、、川川川川

西西西西のののの場合場合場合場合、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、「「「「保健医療保健医療保健医療保健医療またはまたはまたはまたは福祉福祉福祉福祉のののの増進増進増進増進をををを図図図図るるるる活動活動活動活動」」」」がががが２１２１２１２１

でででで、、、、これはこれはこれはこれは全国的全国的全国的全国的なななな傾向傾向傾向傾向ととととそうそうそうそう変変変変わらないわらないわらないわらないとととと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの表表表表

ををををごごごご覧覧覧覧いただいてわかりますいただいてわかりますいただいてわかりますいただいてわかりますとおりとおりとおりとおり、、、、重複重複重複重複してしてしてして活動活動活動活動分野分野分野分野をををを挙挙挙挙げてげてげてげておらおらおらおら

れますのでれますのでれますのでれますので、、、、３５３５３５３５団体団体団体団体のうちのうちのうちのうち、、、、２１２１２１２１団体団体団体団体がががが「「「「保健医療保健医療保健医療保健医療またはまたはまたはまたは福祉福祉福祉福祉のののの増増増増

進進進進をををを図図図図るるるる活動活動活動活動」」」」にににに丸丸丸丸をつけておられるをつけておられるをつけておられるをつけておられる。。。。でもでもでもでも他他他他のところにものところにものところにものところにも丸丸丸丸をつけをつけをつけをつけ

ておられるておられるておられるておられるとととということもありますいうこともありますいうこともありますいうこともあります。。。。それをそれをそれをそれを考慮考慮考慮考慮にににに入入入入れてれてれてれていただいいただいいただいいただいたたたた上上上上

ででででですがですがですがですが、、、、次次次次にににに多多多多いいいい分野分野分野分野がががが②②②②のののの「「「「社会教育社会教育社会教育社会教育のののの増進増進増進増進をををを図図図図るるるる活動活動活動活動」」」」がががが１３１３１３１３

団体団体団体団体。。。。そのそのそのその次次次次がががが③③③③のののの「「「「まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの増進増進増進増進をををを図図図図るるるる活活活活動動動動」」」」がががが１１１１１１１１団体団体団体団体。。。。そそそそ

のののの次次次次にににに多多多多いのがいのがいのがいのが、、、、⑪⑪⑪⑪のののの「「「「子子子子どもどもどもども健全育成健全育成健全育成健全育成をををを図図図図るるるる活動活動活動活動」」」」がががが１０１０１０１０団体団体団体団体といといといとい

ううううようなようなようなような現状現状現状現状にににになってなってなってなっておりおりおりおりますますますます。。。。    

次次次次にににに、、、、最初最初最初最初のののの資料資料資料資料のののの２２２２枚目枚目枚目枚目をををを見見見見ていただきましてていただきましてていただきましてていただきまして、、、、実際実際実際実際にににに活動支援活動支援活動支援活動支援

をををを市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターでどのようにしているでどのようにしているでどのようにしているでどのようにしているかかかかということということということということですがですがですがですが、、、、ハーハーハーハー

ドドドド面面面面ととととソフトソフトソフトソフト面面面面というふうにというふうにというふうにというふうに分分分分けけけけさせていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。    

ハードハードハードハード面面面面としてはとしてはとしてはとしては、、、、活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点としてとしてとしてとして部屋部屋部屋部屋をををを使使使使われるわれるわれるわれる場合場合場合場合のののの貸貸貸貸しししし館館館館でででで

すすすす。。。。それからそれからそれからそれから事務機器事務機器事務機器事務機器がががが色色色色々々々々ございますございますございますございますのでのでのでので、、、、それらのそれらのそれらのそれらの提供提供提供提供をしていをしていをしていをしてい

ますますますます。。。。ごごごご利用利用利用利用のののの多多多多いのはいのはいのはいのは、、、、印刷機印刷機印刷機印刷機ややややコピーコピーコピーコピー機機機機のごのごのごのご利用利用利用利用、、、、またまたまたまた、、、、貸出貸出貸出貸出パパパパ

ソコンソコンソコンソコンがががが、、、、デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ２２２２台台台台、、、、ノートノートノートノート型型型型１１１１台台台台がありますがありますがありますがありますのでのでのでので、、、、そういそういそういそうい

ううううもももものをおのをおのをおのをお使使使使いにいにいにいになるなるなるなるののののををををサポートサポートサポートサポートしておりますしておりますしておりますしております。。。。    

ソフトソフトソフトソフト面面面面としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、事業事業事業事業のののの実施実施実施実施でででですすすすがががが、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動・・・・NPONPONPONPOサポサポサポサポ

ートートートート相談相談相談相談、、、、やはりやはりやはりやはり一番大事一番大事一番大事一番大事なのはなのはなのはなのは相談業務相談業務相談業務相談業務だとだとだとだと思思思思っておりまっておりまっておりまっておりますすすす。。。。それそれそれそれ

からからからから、、、、講座講座講座講座やややや交流会交流会交流会交流会などもなどもなどもなどもやっておりますやっておりますやっておりますやっておりますがががが、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動・・・・NPONPONPONPOサポサポサポサポ

ートートートート相談相談相談相談についてについてについてについてはははは、、、、おおおお手元手元手元手元のののの資料資料資料資料でででで、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動・・・・NPONPONPONPOサポートサポートサポートサポート相相相相
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談談談談、、、、相談分類項目別相談分類項目別相談分類項目別相談分類項目別・・・・月別月別月別月別、、、、実績報告書実績報告書実績報告書実績報告書としてとしてとしてとして付付付付けけけけさせていただいてさせていただいてさせていただいてさせていただいて

おりますおりますおりますおります。。。。上上上上のののの段段段段とととと下下下下のののの段段段段にににに分分分分かれてかれてかれてかれていいいいますがますがますがますが、、、、左側左側左側左側にににに書書書書かれているかれているかれているかれている

項目項目項目項目についてはについてはについてはについては上段下段上段下段上段下段上段下段ともともともとも同同同同じものですじものですじものですじものです。。。。定例相談日定例相談日定例相談日定例相談日ににににしてしてしてしているもいるもいるもいるも

のがのがのがのが上段上段上段上段、、、、定例外定例外定例外定例外にににに受受受受けているものがけているものがけているものがけているものが下段下段下段下段になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。定例定例定例定例とととと

いうのがいうのがいうのがいうのが毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日のののの午後午後午後午後１１１１時時時時からからからから５５５５時時時時までまでまでまで、、、、原則原則原則原則５０５０５０５０分分分分ごとにごとにごとにごとに４４４４枠枠枠枠

取取取取ってってってっておりましておりましておりましておりまして、、、、そこでおそこでおそこでおそこでお受受受受けしているのがけしているのがけしているのがけしているのが上段上段上段上段のののの集積集積集積集積になっておになっておになっておになってお

りますりますりますります。。。。相談相談相談相談にににに来来来来られるられるられるられる方方方方がががが、、、、みなさんみなさんみなさんみなさん火曜日火曜日火曜日火曜日がいつもごがいつもごがいつもごがいつもご都合都合都合都合がいいがいいがいいがいい

わけでわけでわけでわけでももももないのでないのでないのでないので、、、、火曜日火曜日火曜日火曜日以外以外以外以外におにおにおにお約束約束約束約束ししししたたたた場合場合場合場合、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、たまたたまたたまたたまた

まままま寄寄寄寄られてられてられてられてごごごご相談相談相談相談をををを受受受受けけけけたたたた場合場合場合場合などのなどのなどのなどの集積集積集積集積がががが下段下段下段下段にににになりなりなりなりますますますます。。。。    

これもこれもこれもこれも、、、、ごごごご相談内容相談内容相談内容相談内容としてとしてとしてとして多多多多いものをちょっといものをちょっといものをちょっといものをちょっとピックアップピックアップピックアップピックアップしてみしてみしてみしてみ

ますとますとますとますと、、、、①①①①のののの「「「「市民活動市民活動市民活動市民活動についてについてについてについて」」」」ののののごごごご相談相談相談相談でででで、、、、「「「「何何何何かしたいかしたいかしたいかしたいののののだだだだけけけけ

れどもれどもれどもれども」」」」とかとかとかとか、、、、「「「「どんなどんなどんなどんな活動活動活動活動がありがありがありがありますかますかますかますか」」」」とかとかとかとか、、、、「「「「こんなことをこんなことをこんなことをこんなことを考考考考ええええ

ているているているているののののだけだけだけだけれれれれどもどもどもども」」」」とかとかとかとか、、、、本当本当本当本当にににに大大大大きなきなきなきな入入入入りりりり口口口口のののの部分部分部分部分でのごでのごでのごでのご相談相談相談相談がががが

多多多多いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。皆皆皆皆さんのそれぞれのごさんのそれぞれのごさんのそれぞれのごさんのそれぞれのご相談相談相談相談のののの内容内容内容内容にににに応応応応じてじてじてじて、、、、ここにここにここにここに

おりますおりますおりますおります我我我我々々々々２２２２人人人人のののの常勤常勤常勤常勤スタッフスタッフスタッフスタッフでででで対応対応対応対応させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております

がががが、、、、定例定例定例定例ででででもももも、、、、定例外定例外定例外定例外ででででもももも、、、、①①①①のののの項目項目項目項目でのごでのごでのごでのご相談相談相談相談がががが一番多一番多一番多一番多くくくくなっておなっておなっておなってお

りますりますりますります。。。。    

そのそのそのその次次次次にににに多多多多いのはいのはいのはいのは、、、、定例定例定例定例のののの場合場合場合場合はははは②②②②のののの助成金助成金助成金助成金についてについてについてについてでででで、、、、さまざまさまざまさまざまさまざま

助成金助成金助成金助成金についてについてについてについてごごごご紹介紹介紹介紹介したりしたりしたりしたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、助成金助成金助成金助成金そのもののごそのもののごそのもののごそのもののご説明説明説明説明をををを

することもありますすることもありますすることもありますすることもあります。「。「。「。「活動活動活動活動していきたいしていきたいしていきたいしていきたいがががが、、、、ちょうどいいちょうどいいちょうどいいちょうどいい助成金助成金助成金助成金がががが

今今今今ないかないかないかないか」」」」、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは具体的具体的具体的具体的にににに、、、、「「「「申請書申請書申請書申請書をををを書書書書きたいきたいきたいきたいがががが、、、、どういうふうどういうふうどういうふうどういうふう

にににに書書書書けばいいかけばいいかけばいいかけばいいか」」」」、、、、予算組予算組予算組予算組みのみのみのみの仕方仕方仕方仕方とかとかとかとか細細細細かいところまでかいところまでかいところまでかいところまでののののサポートサポートサポートサポート

ををををこのこのこのこの項目項目項目項目にににに含含含含んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、定例外定例外定例外定例外のののの時時時時もやはりもやはりもやはりもやはり多多多多いですいですいですいです

。。。。２１２１２１２１くらいのくらいのくらいのくらいの集積集積集積集積になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。定例定例定例定例のののの方方方方でこのでこのでこのでこの部分部分部分部分がががが２２２２番目番目番目番目

にににに多多多多いいいいのはのはのはのは、、、、助成金助成金助成金助成金のごのごのごのご相談相談相談相談のののの場合場合場合場合はははは、、、、じっくりとじっくりとじっくりとじっくりとおおおお話話話話をををを伺伺伺伺ってってってって対応対応対応対応

させていただかなさせていただかなさせていただかなさせていただかなければならないことがければならないことがければならないことがければならないことが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、予約予約予約予約いただきいただきいただきいただき時間時間時間時間

ををををしっかりしっかりしっかりしっかり取取取取れるれるれるれる「「「「定例相談定例相談定例相談定例相談」」」」のののの方方方方がががが多多多多くなりくなりくなりくなり、、、、そのそのそのその反映結果反映結果反映結果反映結果だとだとだとだと思思思思

いますいますいますいます。。。。    

そのそのそのその次次次次にににに多多多多いのはいのはいのはいのは、、、、定例定例定例定例もももも、、、、それからそれからそれからそれから定例外定例外定例外定例外もですもですもですもですがががが、、、、各種各種各種各種紹介紹介紹介紹介やややや

繋繋繋繋ぎぎぎぎ、、、、コーディネートコーディネートコーディネートコーディネートなどなどなどなど、、、、定例定例定例定例でででで１０１０１０１０、、、、定例外定例外定例外定例外でででで４８４８４８４８となっておりとなっておりとなっておりとなっており

ますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、センターセンターセンターセンターでででで活動活動活動活動されるされるされるされるいろいろいろいろいろないろないろないろな団体団体団体団体やややや利用登録利用登録利用登録利用登録グルグルグルグル

ープープープープがありまがありまがありまがありますのですのですのですので、、、、「「「「どんなどんなどんなどんなグループグループグループグループがあるがあるがあるがあるのかのかのかのか」」」」、、、、「「「「こういうとここういうとここういうとここういうとこ

ろにろにろにろに少少少少しししし興味興味興味興味があるがあるがあるがあるがががが紹介紹介紹介紹介してもらえるかしてもらえるかしてもらえるかしてもらえるか」」」」とととといういういういうようなようなようなような繋繋繋繋ぎぎぎぎからからからから、、、、

もっともっともっともっと助成金助成金助成金助成金にににに絡絡絡絡んでんでんでんで、、、、活動活動活動活動をををを広広広広げていくのにげていくのにげていくのにげていくのに必要必要必要必要ななななコーディネーシコーディネーシコーディネーシコーディネーシ

ョンョンョンョンなどがありますなどがありますなどがありますなどがあります。。。。ここはここはここはここは「「「「民民民民」」」」ならではのならではのならではのならではの、、、、私私私私どもどもどもどもがががが培培培培ってきたってきたってきたってきた

ネットワークネットワークネットワークネットワークとかとかとかとか、、、、持持持持っているっているっているっている情報情報情報情報をををを駆使駆使駆使駆使させていただいているさせていただいているさせていただいているさせていただいている状況状況状況状況



2011/05/31 

 10 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

をををを反映反映反映反映しているかとしているかとしているかとしているかと思思思思いいいいますますますます。。。。これがこれがこれがこれが、、、、相談相談相談相談のののの状況状況状況状況ですですですです。。。。    

講座講座講座講座やややや交流会交流会交流会交流会についてのについてのについてのについての具体具体具体具体はははは、、、、そのそのそのその次次次次のののの資料資料資料資料になりますになりますになりますになります。。。。具体的具体的具体的具体的

にににに先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げていたようなげていたようなげていたようなげていたような助成助成助成助成金金金金もももも、、、、講座形式講座形式講座形式講座形式でででで大大大大きなきなきなきな部分部分部分部分をををを導導導導

入入入入させていたださせていたださせていたださせていただきききき、、、、個別個別個別個別のところはのところはのところはのところは先先先先ほどのほどのほどのほどの相談相談相談相談ででででサポートサポートサポートサポートさせていさせていさせていさせてい

ただくというようただくというようただくというようただくというようにしていますにしていますにしていますにしています。。。。それからそれからそれからそれから次次次次ののののページページページページにありますようにありますようにありますようにありますよう

にににに、、、、このこのこのこの推進条例推進条例推進条例推進条例をををを広広広広くくくく皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお知知知知らせしたいということでらせしたいということでらせしたいということでらせしたいということで、、、、毎年毎年毎年毎年

積積積積みみみみ重重重重ねてまいりましたねてまいりましたねてまいりましたねてまいりました「「「「川西川西川西川西NPONPONPONPO法人法人法人法人ネットワークネットワークネットワークネットワーク交流会交流会交流会交流会」」」」とととと合合合合

体体体体させてさせてさせてさせて、、、、条例条例条例条例についてのについてのについてのについての説明説明説明説明をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、参加者同士参加者同士参加者同士参加者同士ででででもももも話話話話ををををするとするとするとすると

いういういういう場場場場をををを持持持持たせてたせてたせてたせていただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。    

次次次次ののののページページページページですがですがですがですが、、、、年年年年にににに１１１１度度度度、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターもももも同様同様同様同様ですがですがですがですが

、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターもももも利用登録利用登録利用登録利用登録のののの更新更新更新更新のののの時期時期時期時期がございますのがございますのがございますのがございますのでででで、、、、ほぼほぼほぼほぼ

１００１００１００１００団体団体団体団体がががが集集集集まられるまたとないまられるまたとないまられるまたとないまられるまたとない機会機会機会機会にににに、、、、登録登録登録登録のののの説明説明説明説明だけだけだけだけではではではではなくなくなくなく

、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが交流交流交流交流していただくようなしていただくようなしていただくようなしていただくような場場場場もももも設定設定設定設定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

最後最後最後最後のののの資料資料資料資料ですがですがですがですが、、、、ごごごご存知存知存知存知のののの方方方方もももも多多多多いといといといと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、センターセンターセンターセンター内内内内にににに

はははは図書図書図書図書スペーススペーススペーススペースがございましてがございましてがございましてがございまして、、、、これらのこれらのこれらのこれらの図書図書図書図書のののの配架配架配架配架とととと貸出貸出貸出貸出もしておもしておもしておもしてお

りますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、本年度本年度本年度本年度はははは、、、、そのそのそのその在庫在庫在庫在庫のののの調査調査調査調査もいたしましたもいたしましたもいたしましたもいたしました。。。。私私私私どものどものどものどもの

やりやりやりやり方方方方ででででですがですがですがですが、、、、一度一度一度一度どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいの書籍書籍書籍書籍があってがあってがあってがあって、、、、どういうどういうどういうどういう分野分野分野分野をこをこをこをこ

れかられかられかられから補充補充補充補充してしてしてしていったらいいったらいいったらいいったらいいかといいかといいかといいかといううううようなようなようなような調査調査調査調査ををををいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

またまたまたまた最初最初最初最初のののの資料資料資料資料にににに戻戻戻戻っていただきましてっていただきましてっていただきましてっていただきまして、、、、ソフトソフトソフトソフト面面面面ではではではでは、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供

はははは今申今申今申今申しししし上上上上げたげたげたげた図書図書図書図書のののの配架配架配架配架やややや貸出貸出貸出貸出以外以外以外以外にににに、、、、チラシチラシチラシチラシややややポスターポスターポスターポスター等等等等もももも随時随時随時随時

配架配架配架配架しておりしておりしておりしておりましましましましてててて、、、、これもこれもこれもこれもごごごご相談相談相談相談のののの時時時時にはにはにはには、、、、「「「「こんなのもありますこんなのもありますこんなのもありますこんなのもあります

よよよよ」」」」ということでということでということでということで使使使使いながらいながらいながらいながら情報提供情報提供情報提供情報提供対応対応対応対応させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております

。。。。それからそれからそれからそれからホームページホームページホームページホームページややややブログブログブログブログもももも持持持持ってってってっておりますのでおりますのでおりますのでおりますので、、、、そういうもそういうもそういうもそういうも

のでのでのでので、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供発信発信発信発信をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。    

大雑把大雑把大雑把大雑把にこれがにこれがにこれがにこれが今今今今のののの市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターとととと活動支援状況活動支援状況活動支援状況活動支援状況でででで、、、、そのそのそのその中中中中かかかか

らららら見見見見えてきましえてきましえてきましえてきましたたたた課題課題課題課題とととといいいいうものをうものをうものをうものを、、、、次次次次にににに書書書書かせてかせてかせてかせていただいておりまいただいておりまいただいておりまいただいておりま

すすすす。。。。    

私私私私どもどもどもどもののののNPONPONPONPO法人法人法人法人はははは「「「「中間支援中間支援中間支援中間支援」」」」とととと呼呼呼呼んでいましてんでいましてんでいましてんでいまして、、、、さきほどのさきほどのさきほどのさきほどの

市内市内市内市内ののののNPONPONPONPO法人法人法人法人をををを一覧一覧一覧一覧していただくしていただくしていただくしていただく表表表表のののの最初最初最初最初にににに分野別分野別分野別分野別をををを書書書書いていていていておりおりおりおり

ますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、このこのこのこのNPONPONPONPO法人法人法人法人のののの１７１７１７１７分野分野分野分野のののの一番下一番下一番下一番下にににに⑰⑰⑰⑰としとしとしとしてあるてあるてあるてある、「、「、「、「

前前前前各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる活動活動活動活動をををを行行行行うううう団体団体団体団体のののの運営運営運営運営またはまたはまたはまたは活動活動活動活動にににに関関関関するするするする連絡連絡連絡連絡、、、、助言助言助言助言

またはまたはまたはまたは援助援助援助援助のののの活動活動活動活動」」」」ののののNPONPONPONPO法人法人法人法人ですですですです。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはにはNPONPONPONPOセンターセンターセンターセンターややややボボボボ

ランティアセンターランティアセンターランティアセンターランティアセンターやややや市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンター、、、、市民市民市民市民バンクバンクバンクバンクでででで活動活動活動活動しているしているしているしている

ようなようなようなようなNPONPONPONPO法人法人法人法人ですがですがですがですが、、、、私私私私たちはそういうたちはそういうたちはそういうたちはそういう中間支援中間支援中間支援中間支援NPONPONPONPOとしてやっとしてやっとしてやっとしてやっ

てきましたのでてきましたのでてきましたのでてきましたので、、、、川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動センターセンターセンターセンターででででででででもももも、、、、中間支援中間支援中間支援中間支援センターセンターセンターセンター

としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを果果果果たしたいとたしたいとたしたいとたしたいと、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその認知度認知度認知度認知度ももっとももっとももっとももっと上上上上げてげてげてげていいいいきききき
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たいたいたいたいとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

そのそのそのその次次次次がががが、、、、「「「「利用登録利用登録利用登録利用登録グループグループグループグループのののの活動意識活動意識活動意識活動意識のありのありのありのあり方方方方」」」」、、、、少少少少しししし堅苦堅苦堅苦堅苦しいしいしいしい

書書書書きききき方方方方ですがですがですがですが、、、、やはりやはりやはりやはり最初最初最初最初ののののページページページページにありましたようににありましたようににありましたようににありましたように、、、、利用登録利用登録利用登録利用登録ググググ

ループループループループのののの活動分野活動分野活動分野活動分野をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しているなかでしているなかでしているなかでしているなかで、、、、ここにここにここにここに載載載載ってってってっていないいないいないいない分野分野分野分野

のののの活動活動活動活動もももももうもうもうもう少少少少ししししあってもいいだろうしあってもいいだろうしあってもいいだろうしあってもいいだろうし、、、、またまたまたまた、、、、センターセンターセンターセンターのののの設置目的設置目的設置目的設置目的

をもっとをもっとをもっとをもっとアピールアピールアピールアピールしたしたしたした社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献的的的的活動活動活動活動もももも増増増増えていけばえていけばえていけばえていけば良良良良いいいいとととと考考考考えてえてえてえて

おりますおりますおりますおります。。。。    

３３３３つつつつ目目目目としとしとしとしてててて、、、、「「「「新新新新たなたなたなたな活動活動活動活動のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしこしこしこしとととと継続的継続的継続的継続的ななななフォローフォローフォローフォロー」」」」もももも

していきたいしていきたいしていきたいしていきたいとととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。私私私私どもがどもがどもがどもが携携携携わらわらわらわらせていただくようになせていただくようになせていただくようになせていただくようにな

ってからってからってからってから、、、、「「「「どういうどういうどういうどういう形形形形かわからないかわからないかわからないかわからないがががが、、、、何何何何かやってみたいかやってみたいかやってみたいかやってみたい」」」」とととといういういういう

ことでことでことでことで窓口窓口窓口窓口にににに来来来来られられられられるるるる方方方方もももも増増増増ええええ、、、、またまたまたまた、、、、おおおお話話話話をををを聞聞聞聞いているいているいているいているうちにうちにうちにうちに、、、、「「「「

ではではではでは、、、、こういうふうにこういうふうにこういうふうにこういうふうに活動活動活動活動してみられたらしてみられたらしてみられたらしてみられたらどうですかどうですかどうですかどうですか」」」」とかとかとかとか、、、、講座講座講座講座をををを

企画企画企画企画されるのをされるのをされるのをされるのをサポートサポートサポートサポートしたりしたりしたりしたりしてしてしてして、、、、実際実際実際実際にににに何団体何団体何団体何団体かかかか去年去年去年去年のののの４４４４月月月月からからからから

自主的自主的自主的自主的ににににグループグループグループグループ立上立上立上立上げをされたげをされたげをされたげをされたケースケースケースケースももももございますございますございますございます。。。。    

４４４４つつつつ目目目目になりますになりますになりますになりますがががが、、、、そのようにそのようにそのようにそのようにサポートサポートサポートサポートさせていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた中中中中でででで、、、、

よりよりよりより自主自主自主自主自立自立自立自立的的的的にににに動動動動いていかれるいていかれるいていかれるいていかれるグループグループグループグループにはにはにはには、、、、時機時機時機時機をををを見見見見てててて「「「「NPONPONPONPO

法人立法人立法人立法人立ちちちち上上上上げのげのげのげの支援支援支援支援」」」」をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、あるいあるいあるいあるいはははは、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしもNPONPONPONPO法人法人法人法人のののの形形形形

態態態態がががが良良良良いいいいともともともとも限限限限ららららないないないない場合場合場合場合はははは、、、、コミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネス的的的的なななな起業起業起業起業をををを勧勧勧勧めめめめ

てててて支援支援支援支援するなどするなどするなどするなど、、、、ささささらにらにらにらにサポートサポートサポートサポートをををを充実充実充実充実させていきたいとさせていきたいとさせていきたいとさせていきたいと思思思思っておりっておりっておりっており

ますますますます。。。。    

そのそのそのその次次次次になになになになりますりますりますりますがががが、、、、このようにこのようにこのようにこのように相談事業相談事業相談事業相談事業がががが非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なものだとなものだとなものだとなものだと

考考考考ええええておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、継続的継続的継続的継続的ななななフォローアップフォローアップフォローアップフォローアップがががが必要必要必要必要なことからなことからなことからなことから、、、、相相相相

談事業談事業談事業談事業のののの継続性継続性継続性継続性がががが担保担保担保担保できるようにとできるようにとできるようにとできるようにと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

またまたまたまた、、、、今回今回今回今回のようにのようにのようにのように、、、、日本全体日本全体日本全体日本全体をををを揺揺揺揺るがすようなるがすようなるがすようなるがすような大大大大きなきなきなきな災害災害災害災害がががが起起起起ここここ

ったときにもったときにもったときにもったときにも、、、、やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターですのでですのでですのでですので、、、、そういうそういうそういうそういう支援体支援体支援体支援体

制制制制のののの中中中中にににに私私私私どもどもどもどもももももどこかどこかどこかどこか参画参画参画参画させていただいてさせていただいてさせていただいてさせていただいて、、、、何何何何かのかのかのかの役割役割役割役割がががが果果果果たせたせたせたせ

ないかないかないかないかとととともももも思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

そそそそのようにのようにのようにのように市内市内市内市内のののの各所各所各所各所ののののセンターセンターセンターセンターともともともとも連携連携連携連携ができるとができるとができるとができると、、、、よりよりよりよりネットネットネットネット

ワークワークワークワークがががが分厚分厚分厚分厚くくくく強固強固強固強固になっていくとになっていくとになっていくとになっていくと思思思思ってってってっておりまおりまおりまおりますすすす。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで

はははは、、、、次次次次のののの資料資料資料資料にににに私私私私どものどものどものどもの設立経緯設立経緯設立経緯設立経緯をををを書書書書いておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、社協社協社協社協ののののボランボランボランボラン

ティアティアティアティア活動活動活動活動センターセンターセンターセンターさんさんさんさんととととはははは、、、、NPONPONPONPO法人法人法人法人がががが立立立立ちあちあちあちあがってからずっとがってからずっとがってからずっとがってからずっと

連携連携連携連携させていたださせていたださせていたださせていただいていていていてきましたきましたきましたきました。。。。「「「「今今今今までのまでのまでのまでの連携連携連携連携」」」」というというというという図図図図ですがですがですがですが、、、、

一番左側一番左側一番左側一番左側にににに社協社協社協社協ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動センターセンターセンターセンターさんさんさんさん、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん皆皆皆皆さんごさんごさんごさんご存存存存

知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、福祉系福祉系福祉系福祉系ののののボランティアボランティアボランティアボランティア団体団体団体団体がたくさんおられますがたくさんおられますがたくさんおられますがたくさんおられます。。。。ボラボラボラボラ

ンティアンティアンティアンティア啓発啓発啓発啓発のののの防災防災防災防災イベントイベントイベントイベントのののの時時時時とかにとかにとかにとかに、、、、一緒一緒一緒一緒にににに連携連携連携連携させていただきさせていただきさせていただきさせていただき

ましたましたましたました。。。。    
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右側右側右側右側のののの私私私私どものどものどものどもの成成成成りりりり立立立立ちちちちのののの方方方方をををを先先先先にににに申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。１０１０１０１０年前年前年前年前のののの２０２０２０２０

０１０１０１０１年年年年５５５５月月月月にににに、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな市民活動市民活動市民活動市民活動へのへのへのへの支援支援支援支援のののの必要性必要性必要性必要性というものというものというものというものをををを感感感感

じられてじられてじられてじられて、、、、市市市市のののの方方方方でででで「「「「市民市民市民市民活動促進準備委員活動促進準備委員活動促進準備委員活動促進準備委員会会会会」」」」とととといういういういう委員会委員会委員会委員会がががが設置設置設置設置

されましたされましたされましたされました。。。。そこにそこにそこにそこにボランティアボランティアボランティアボランティアのののの方方方方ややややNPONPONPONPOのののの方方方方やややや、、、、公募市民公募市民公募市民公募市民、、、、私私私私

もももも公募市民公募市民公募市民公募市民ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このこのこのこの準備委員会準備委員会準備委員会準備委員会でででで市民活動市民活動市民活動市民活動のありのありのありのあり方方方方ややややセンセンセンセン

ターターターターのありのありのありのあり方方方方などなどなどなどのののの話話話話しししし合合合合いをいをいをいを重重重重ねてまいりましたねてまいりましたねてまいりましたねてまいりました。。。。２００１２００１２００１２００１年年年年のののの１１１１

２２２２月月月月にににに一旦一旦一旦一旦そのそのそのその会議会議会議会議がががが終息終息終息終息したあとにしたあとにしたあとにしたあとに、、、、準備準備準備準備委員会委員会委員会委員会ににににいいいいたたたた者者者者のののの有志有志有志有志がががが

自主的自主的自主的自主的ににににメンバーメンバーメンバーメンバーをををを募募募募ってってってって、、、、「「「「川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動センターセンターセンターセンター委員会委員会委員会委員会」」」」がががが２２２２

００００人人人人くらいでくらいでくらいでくらいで発足発足発足発足いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。このときにこのときにこのときにこのときに、、、、そのそのそのそのボランティアボランティアボランティアボランティア啓発啓発啓発啓発

、、、、防災防災防災防災イベントイベントイベントイベントにににに連携連携連携連携させていただいたとさせていただいたとさせていただいたとさせていただいたと思思思思いますいますいますいます。。。。    

それからそれからそれからそれから、、、、２００３２００３２００３２００３年年年年６６６６月月月月からはからはからはからは、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと紛紛紛紛らわしいらわしいらわしいらわしいネネネネーミングーミングーミングーミング

でででで、、、、「「「「川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動センターセンターセンターセンター市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局」」」」とととといういういういう、、、、これこれこれこれはははは固有名詞固有名詞固有名詞固有名詞

ですがですがですがですが、、、、そういうそういうそういうそういう任意団体任意団体任意団体任意団体でででで、、、、中間支援中間支援中間支援中間支援をををを目指目指目指目指すべくやってまいりますべくやってまいりますべくやってまいりますべくやってまいりま

したしたしたした。。。。そのそのそのその間間間間ににににセンターセンターセンターセンターががががオープンオープンオープンオープンしておりますしておりますしておりますしております。。。。このこのこのこの任意団体任意団体任意団体任意団体のののの時時時時

からからからから、、、、市民活動推進市民活動推進市民活動推進市民活動推進ということでということでということでということで、、、、市市市市からからからから委託委託委託委託をををを受受受受けてけてけてけて、、、、相談相談相談相談やややや講座講座講座講座

やややや交流会交流会交流会交流会、、、、情報情報情報情報紙紙紙紙作成作成作成作成をしてをしてをしてをしてまいりましたまいりましたまいりましたまいりました。。。。２００５２００５２００５２００５年年年年のののの４４４４月月月月にににに私私私私どどどど

もももももももも、、、、「「「「市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」というというというという名前名前名前名前でででで法人法人法人法人化化化化いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、社社社社

協協協協さんとはさんとはさんとはさんとは、、、、２００５２００５２００５２００５年年年年、、、、２００２００２００２００７７７７年年年年、、、、それからそれからそれからそれから、、、、今年度今年度今年度今年度もももも協働協働協働協働事業事業事業事業

ををををさせていたださせていたださせていたださせていただきましたきましたきましたきました。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、いろんないろんないろんないろんな講座講座講座講座をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、交流交流交流交流

会会会会をををを持持持持たたたたせていただいておりますせていただいておりますせていただいておりますせていただいております。。。。またまたまたまた、、、、ブログブログブログブログ講座講座講座講座などなどなどなどもももも一緒一緒一緒一緒にさにさにさにさ

せてせてせてせていただいただいただいただきましたきましたきましたきました。。。。このようなこのようなこのようなこのような形形形形でででで、、、、先先先先ほどのまたほどのまたほどのまたほどのまた最初最初最初最初のののの資料資料資料資料にににに戻戻戻戻

りますがりますがりますがりますが、、、、市内市内市内市内のののの各所各所各所各所ののののセンターセンターセンターセンターとととと、、、、役割分担役割分担役割分担役割分担をしながらをしながらをしながらをしながらネッネッネッネットワートワートワートワー

ククククしていくことしていくことしていくことしていくことでででで、、、、いろんないろんないろんないろんな相談相談相談相談にににに対対対対してもしてもしてもしてもよりよりよりより良良良良くくくく対応対応対応対応させていたさせていたさせていたさせていた

だけるようになるだけるようになるだけるようになるだけるようになるののののではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

課題課題課題課題のののの下下下下からからからから３３３３つつつつ目目目目ですがですがですがですが、、、、商工会商工会商工会商工会さんともさんともさんともさんともこのようにこのようにこのようにこのように連携連携連携連携させてさせてさせてさせて

いただけいただけいただけいただけるとるとるとるといいなといいなといいなといいなと。。。。    

またまたまたまた、、、、中間支援中間支援中間支援中間支援ののののソフトソフトソフトソフト事業事業事業事業、、、、私私私私どもがやっていくどもがやっていくどもがやっていくどもがやっていく事業事業事業事業のほとんどのほとんどのほとんどのほとんど

がががが、「、「、「、「見見見見えるえるえるえる化化化化」」」」がががが難難難難しいしいしいしい事業事業事業事業なのでなのでなのでなのですすすすがががが、、、、でもでもでもでも、、、、あるあるあるある意味意味意味意味でででで専門性専門性専門性専門性

をををを持持持持っていっていっていっていますのでますのでますのでますので、、、、そういうものへのそういうものへのそういうものへのそういうものへの理解理解理解理解やややや対価対価対価対価ががががあればあればあればあれば、、、、私私私私たちたちたちたち

ももももNPONPONPONPO法人法人法人法人としてとしてとしてとして蓄積蓄積蓄積蓄積していけるものがあるとしていけるものがあるとしていけるものがあるとしていけるものがあると思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

課題課題課題課題のののの最後最後最後最後としてとしてとしてとして、、、、今今今今のののの指定管理事業指定管理事業指定管理事業指定管理事業はははは男女男女男女男女共同共同共同共同参画参画参画参画センターセンターセンターセンター事業事業事業事業

ともともともとも一緒一緒一緒一緒にににに一括一括一括一括でおでおでおでお受受受受けしておりますのでけしておりますのでけしておりますのでけしておりますので、、、、両両両両分野分野分野分野のののの配分配分配分配分についてもについてもについてもについても

これからもこれからもこれからもこれからも鋭意考鋭意考鋭意考鋭意考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと思思思思ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。このようなこのようなこのようなこのような形形形形でででで、、、、

一年間一年間一年間一年間やってまいりましてやってまいりましてやってまいりましてやってまいりまして、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの考考考考ええええ方方方方としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、初初初初

年度年度年度年度のののの事業事業事業事業やややや、、、、業務実施経験業務実施経験業務実施経験業務実施経験をををを礎礎礎礎としてとしてとしてとして、、、、利用者利用者利用者利用者のののの利用登録利用登録利用登録利用登録グループグループグループグループ

のののの方方方方やややや、、、、皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご意見意見意見意見もいただいてもいただいてもいただいてもいただいて、、、、ニーズニーズニーズニーズをををを把握把握把握把握してよりしてよりしてよりしてより一層市一層市一層市一層市
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会長会長会長会長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委員委員委員委員    

民目線民目線民目線民目線をををを活活活活かしたかしたかしたかした事業展開事業展開事業展開事業展開ををををしていきたいしていきたいしていきたいしていきたいとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

それからそれからそれからそれから、、、、２２２２年次年次年次年次のののの事業事業事業事業としましてとしましてとしましてとしましてはははは、、、、講座講座講座講座などもなどもなどもなどもバラバラバラバラバラバラバラバラとするとするとするとする

のではなくてのではなくてのではなくてのではなくて、、、、年間年間年間年間テーマテーマテーマテーマのののの下下下下にににに連続企画連続企画連続企画連続企画としてとしてとしてとして体系体系体系体系付付付付けてけてけてけて、、、、全部全部全部全部をををを

受講受講受講受講されたらされたらされたらされたら修了修了修了修了証証証証をををを渡渡渡渡すようなすようなすようなすような、、、、受講受講受講受講されたされたされたされた方方方方のののの達成感達成感達成感達成感にもにもにもにも配慮配慮配慮配慮しししし

たたたた講座組講座組講座組講座組みみみみをををを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。あるいはそのあるいはそのあるいはそのあるいはその講座講座講座講座をををを継続的継続的継続的継続的ににににごごごご受講受講受講受講いいいい

ただいたらただいたらただいたらただいたら、、、、NPONPONPONPO活動活動活動活動とかとかとかとか起業起業起業起業にもつながるようなにもつながるようなにもつながるようなにもつながるような、、、、さらにさらにさらにさらに再就職再就職再就職再就職

支援支援支援支援もももも組組組組みみみみ込込込込んでんでんでんで、、、、やっていやっていやっていやっていきたいときたいときたいときたいと思思思思ってってってっていいいいますますますます。。。。そこにもそこにもそこにもそこにも書書書書いていていていて

おりますようにおりますようにおりますようにおりますように、、、、すべてすべてすべてすべてににににごごごご出席出席出席出席いただいたいただいたいただいたいただいた方方方方にはにはにはには、、、、センターサポーセンターサポーセンターサポーセンターサポー

ターターターター登録登録登録登録のようなのようなのようなのような形形形形でででで、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画理念理念理念理念をもったをもったをもったをもった社会貢献的社会貢献的社会貢献的社会貢献的なななな活活活活動動動動

者者者者としてとしてとしてとして、、、、今後今後今後今後のののの運営運営運営運営にににに一緒一緒一緒一緒にににに参画参画参画参画していただけたらいいなというよしていただけたらいいなというよしていただけたらいいなというよしていただけたらいいなというよ

うにもうにもうにもうにも考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

同時同時同時同時にににに単発単発単発単発でもでもでもでも受講受講受講受講していただけるようなしていただけるようなしていただけるようなしていただけるようないろいろないろいろないろいろないろいろな講座組講座組講座組講座組みもみもみもみも

考考考考えてえてえてえて、、、、認知度認知度認知度認知度ののののアップアップアップアップにさらににさらににさらににさらに努努努努めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思ってってってっていいいいますますますます。。。。    

次次次次にににに書書書書いていていていておりますおりますおりますおります相談事業相談事業相談事業相談事業ですですですですがががが、、、、やはりやはりやはりやはり事業事業事業事業のののの核核核核になりますのになりますのになりますのになりますの

でででで、、、、初年度初年度初年度初年度とととと同様同様同様同様、、、、市内外市内外市内外市内外のののの団体団体団体団体とのとのとのとのネットワークネットワークネットワークネットワークをををを駆使駆使駆使駆使してしてしてして総合的総合的総合的総合的

なななな情報相談窓口情報相談窓口情報相談窓口情報相談窓口のひとつとしてのひとつとしてのひとつとしてのひとつとして、、、、有用有用有用有用なななな情報提供情報提供情報提供情報提供、、、、各所各所各所各所とのとのとのとの繋繋繋繋ぎぎぎぎ、、、、専専専専

門家門家門家門家のののの紹介紹介紹介紹介などなどなどなど、、、、ワンストップサービスワンストップサービスワンストップサービスワンストップサービスととととよくよくよくよく言言言言われますわれますわれますわれますがががが、、、、そういそういそういそうい

うううう機能機能機能機能のののの果果果果たせるたせるたせるたせるひとつのひとつのひとつのひとつの拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして相談業務相談業務相談業務相談業務をやっていきたいをやっていきたいをやっていきたいをやっていきたいとととと

思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

最後最後最後最後にににに書書書書いていていていておりますのはおりますのはおりますのはおりますのは、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げたこととげたこととげたこととげたことと重複重複重複重複いたしまいたしまいたしまいたしま

すすすすがががが、、、、市内外市内外市内外市内外のののの緊急災害時緊急災害時緊急災害時緊急災害時にににに際際際際してしてしてしてもももも、、、、市市市市のののの関連部署関連部署関連部署関連部署やややや社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議

会会会会さんさんさんさんののののボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動センターセンターセンターセンターさんともさんともさんともさんとも連携連携連携連携してしてしてして、、、、私私私私どものどものどものどもの中間中間中間中間

支援機能支援機能支援機能支援機能をををを生生生生かしたかしたかしたかしたコーディネートコーディネートコーディネートコーディネートをやっていきたいをやっていきたいをやっていきたいをやっていきたい、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考

えてえてえてえておりおりおりおりますますますます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。    

    

はいはいはいはい、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

今今今今、、、、川西川西川西川西のののの市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターのののの指定管理指定管理指定管理指定管理がががが丸丸丸丸々々々々１１１１年終年終年終年終わったところわったところわったところわったところ

ということですねということですねということですねということですね。。。。そしてそしてそしてそして来年度来年度来年度来年度のののの事業事業事業事業こういうふうにしていきたいこういうふうにしていきたいこういうふうにしていきたいこういうふうにしていきたい

ということもということもということもということも含含含含めてめてめてめて、、、、現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についておについておについておについてお話話話話をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。    

今日今日今日今日はははは、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん各各各各委員委員委員委員それぞれのおそれぞれのおそれぞれのおそれぞれのお立場立場立場立場でででで活動活動活動活動センターセンターセンターセンターとととと関関関関わりわりわりわりをををを

持持持持ってってってっているいるいるいる方方方方もいらっしゃるともいらっしゃるともいらっしゃるともいらっしゃると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今今今今のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞かれてかれてかれてかれて、、、、そそそそ

れぞれのれぞれのれぞれのれぞれの立場立場立場立場でででで川川川川西西西西のののの市民活動市民活動市民活動市民活動のありのありのありのあり方方方方ややややセンターセンターセンターセンターにににに望望望望むむむむものものものものなどなどなどなど

もももも含含含含めてめてめてめて、、、、何何何何かかかかごごごご質問質問質問質問、、、、意見意見意見意見ございございございございましたらましたらましたらましたら、、、、なんでもなんでもなんでもなんでも結構結構結構結構ですのでですのでですのでですので

おおおお出出出出ししししいただければいただければいただければいただければとととと思思思思いいいいますますますます。。。。    

    

１１１１ページページページページ目目目目、、、、３３３３つのつのつのつの方針方針方針方針のなかののなかののなかののなかの３３３３番目番目番目番目にににに、、、、運営運営運営運営についてについてについてについて市民市民市民市民のののの知知知知
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市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

    

    

    

    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

委員委員委員委員    

    

    

恵恵恵恵をををを生生生生かしたかしたかしたかした、、、、とありますねとありますねとありますねとありますね。。。。こういうこういうこういうこういう仕事仕事仕事仕事のののの場合場合場合場合、、、、知恵知恵知恵知恵をををを生生生生かすとかすとかすとかすと

いういういういうことことことことはははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。どのようにどのようにどのようにどのように市民市民市民市民のののの知恵知恵知恵知恵のののの吸吸吸吸いいいい上上上上

げげげげておられておられておられておられるるるるののののですかですかですかですか。。。。それはこれからのそれはこれからのそれはこれからのそれはこれからの問題問題問題問題ですかですかですかですか。。。。    

    

難難難難しいしいしいしい質問質問質問質問でででですすすす。。。。今今今今のところはのところはのところはのところは、、、、私私私私どもどもどもども「「「「民民民民」」」」がががが持持持持っているっているっているっているノウハノウハノウハノウハ

ウウウウをををを生生生生かしながらかしながらかしながらかしながら経営経営経営経営のののの効率化効率化効率化効率化をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、具体的具体的具体的具体的にはにはにはには管理部門管理部門管理部門管理部門がががが多多多多くくくく

なるとなるとなるとなると思思思思いますいますいますいますがががが、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、本当本当本当本当にににに細細細細かいことでかいことでかいことでかいことで言言言言えばえばえばえば、、、、おおおお部屋部屋部屋部屋をををを使使使使

いいいい終終終終わられたあとわられたあとわられたあとわられたあとののののチェックリストチェックリストチェックリストチェックリストをををを作作作作ってってってって、、、、照明照明照明照明やややや冷暖房冷暖房冷暖房冷暖房なんかもなんかもなんかもなんかも

不必要不必要不必要不必要だとだとだとだと思思思思われたらできるだけみんなでわれたらできるだけみんなでわれたらできるだけみんなでわれたらできるだけみんなで気気気気をつけるようにをつけるようにをつけるようにをつけるように、、、、一緒一緒一緒一緒にににに

チェックチェックチェックチェックしていただしていただしていただしていただくとかくとかくとかくとか、、、、トイレトイレトイレトイレのののの暖房便座暖房便座暖房便座暖房便座でもでもでもでも熱熱熱熱すぎるとすぎるとすぎるとすぎると思思思思ったったったった

らららら細細細細かいかいかいかい調整調整調整調整をしたりとかをしたりとかをしたりとかをしたりとか。。。。無駄無駄無駄無駄なくなくなくなく動動動動いていけるようにいていけるようにいていけるようにいていけるように、、、、今今今今のとこのとこのとこのとこ

ろはろはろはろは私私私私どものどものどものどもの持持持持っているっているっているっているノウハウノウハウノウハウノウハウでででで考考考考えていっておりますえていっておりますえていっておりますえていっております。。。。    

    

いろんないろんないろんないろんな相談相談相談相談にににに乗乗乗乗ったりったりったりったりされてされてされてされていいいいますますますますがががが、、、、センターセンターセンターセンターさんとさんとさんとさんと関関関関わりわりわりわりをををを

持持持持ったったったったこういうこういうこういうこういうグループグループグループグループさんさんさんさんはははは、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろあるあるあるあるののののですがですがですがですが、、、、十分十分十分十分、、、、満足満足満足満足

しておられますしておられますしておられますしておられますかかかか？？？？センターセンターセンターセンターさんのさんのさんのさんの活動活動活動活動についてについてについてについて、、、、ああよかったとああよかったとああよかったとああよかったと思思思思

ってってってっておられますおられますおられますおられますかかかか？？？？    

    

大事大事大事大事なことですねなことですねなことですねなことですね。。。。相談相談相談相談についてのについてのについてのについての満足度満足度満足度満足度ののののチェックチェックチェックチェックはははは、、、、現在現在現在現在、、、、もももも

っていっていっていっていませんがませんがませんがませんが、、、、講座講座講座講座やややや交流会交流会交流会交流会などのなどのなどのなどの事業事業事業事業にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、全全全全ててててアンケーアンケーアンケーアンケー

トトトトをとっておりまをとっておりまをとっておりまをとっておりますすすす。。。。今日今日今日今日ははははそのそのそのその詳細詳細詳細詳細資料資料資料資料はははは持持持持ってってってって来来来来まままませんでしたがせんでしたがせんでしたがせんでしたが

、、、、それでそれでそれでそれで点数点数点数点数化化化化してしてしてしていますいますいますいます。。。。全部平均全部平均全部平均全部平均するとするとするとすると、、、、たしかたしかたしかたしか８０８０８０８０数点数点数点数点だっただっただっただった

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。点数点数点数点数をつけていただくときにをつけていただくときにをつけていただくときにをつけていただくときにはははは、、、、そのそのそのその点数点数点数点数をつけていたをつけていたをつけていたをつけていた

だいただいただいただいた理由理由理由理由とととと、、、、もうもうもうもう少少少少しししし点数点数点数点数をあげるためにはどうしたらいいかをあげるためにはどうしたらいいかをあげるためにはどうしたらいいかをあげるためにはどうしたらいいかとととといいいい

ううううよよよようなこともうなこともうなこともうなことも書書書書いていただくいていただくいていただくいていただく自由記述自由記述自由記述自由記述のののの欄欄欄欄ががががございましてございましてございましてございまして、、、、それをそれをそれをそれを

見見見見ながらながらながらながら次次次次のののの事業運営事業運営事業運営事業運営にににに活活活活かしてかしてかしてかしていっていっていっていっていますいますいますいます。。。。今今今今のところそののところそののところそののところその点数点数点数点数

評価評価評価評価ががががひとつのひとつのひとつのひとつの指標指標指標指標だだだだとととと思思思思ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。とととといいましてもいいましてもいいましてもいいましても、、、、講座講座講座講座のののの種種種種

類類類類によってによってによってによってはははは、、、、辛目辛目辛目辛目のののの点数点数点数点数になっているになっているになっているになっている場合場合場合場合もありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、なぜなぜなぜなぜそそそそ

ういうういうういうういう結果結果結果結果になったのかというになったのかというになったのかというになったのかということをことをことをことを、、、、分析分析分析分析しながらしながらしながらしながら次次次次にににに活活活活かしてかしてかしてかしていいいい

っていますっていますっていますっています。。。。    

    

ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの部分部分部分部分でででで、、、、いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか？？？？    

    

今今今今、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろとごごごご説明説明説明説明いただいたいただいたいただいたいただいた中中中中にににに、、、、センターセンターセンターセンターとととと当当当当ボランティアボランティアボランティアボランティア

活動活動活動活動センターセンターセンターセンターとととと連携連携連携連携をしていこうということをしていこうということをしていこうということをしていこうということでででで、、、、今日今日今日今日おおおお見見見見えのえのえのえの方方方方もももも川川川川

西西西西ののののボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動センターセンターセンターセンターのののの登録登録登録登録グループグループグループグループのののの「「「「りんどうりんどうりんどうりんどう」」」」というというというという
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会長会長会長会長    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

点字点字点字点字グループグループグループグループ、、、、そこからそこからそこからそこから全体全体全体全体ののののボランティアボランティアボランティアボランティア連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会のののの会長会長会長会長をされをされをされをされ

てててて、、、、そしてそしてそしてそして顧問顧問顧問顧問になられていますになられていますになられていますになられています。。。。そしてそしてそしてそして今今今今、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターにいにいにいにい

らっしゃいますのでらっしゃいますのでらっしゃいますのでらっしゃいますので、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも含含含含めてめてめてめて、、、、人人人人のののの繋繋繋繋がりがりがりがりというというというという部分部分部分部分

がありがありがありがあり、、、、NPONPONPONPOはははは、、、、やはりやはりやはりやはりボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動をよりをよりをよりをより発展発展発展発展させたというさせたというさせたというさせたという

中中中中でのでのでのでの活動活動活動活動をををを展開展開展開展開されされされされ、、、、組織化組織化組織化組織化されているというされているというされているというされているという部分部分部分部分でででで、、、、そういうそういうそういうそういう繋繋繋繋

がりがりがりがりというのがというのがというのがというのが、、、、やはりやはりやはりやはり普段普段普段普段からありますからありますからありますからあります。。。。これからもいろこれからもいろこれからもいろこれからもいろいろいろいろいろなななな事事事事

業業業業でででで連携連携連携連携しししし、、、、話話話話しししし合合合合いをしいをしいをしいをし、、、、進進進進めていけたらとめていけたらとめていけたらとめていけたらと思思思思っておりますっておりますっておりますっておりますののののででででよよよよ

ろしくろしくろしくろしくおおおお願願願願いいいいいたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

そのそのそのその日常的日常的日常的日常的なななな繋繋繋繋がりがりがりがり、、、、連携連携連携連携をするをするをするをする場場場場というのはというのはというのはというのは、、、、結局結局結局結局、、、、個人的個人的個人的個人的なななな繋繋繋繋

がりがりがりがりになっになっになっになってしまうのてしまうのてしまうのてしまうのですかですかですかですか？？？？    

    

たまたまたまたまたまたまたまたま今申今申今申今申しししし上上上上げたのはげたのはげたのはげたのは、、、、スタッフスタッフスタッフスタッフとしてとしてとしてとして入入入入られてということでられてということでられてということでられてということで

してしてしてして、、、、他他他他にににに事業事業事業事業をするをするをするをする前前前前ににににはははは、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが行行行行かかかかせせせせていただいたりていただいたりていただいたりていただいたり、、、、セセセセンンンン

ターターターターともともともとも具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みということでみということでみということでみということで、、、、今回連携今回連携今回連携今回連携をしていこうをしていこうをしていこうをしていこうといといといとい

うことでうことでうことでうことで、、、、講座講座講座講座もももも含含含含めてめてめてめて、、、、講座講座講座講座がががが一番一番一番一番ののののメインメインメインメインにはなっているにはなっているにはなっているにはなっているののののですですですです

。。。。それそれそれそれ以外以外以外以外にもにもにもにも今後川西今後川西今後川西今後川西ののののボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動センターセンターセンターセンターでででで災害災害災害災害ボランテボランテボランテボランテ

ィアセンターィアセンターィアセンターィアセンターのののの立立立立ちちちち上上上上げのげのげのげのマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルもももも、、、、考考考考えておりますしえておりますしえておりますしえておりますし、、、、今後今後今後今後のののの

事業事業事業事業のののの中中中中でもでもでもでも、、、、いいいいろんなろんなろんなろんな面面面面でででで話話話話しししし合合合合うううう機会機会機会機会をををを作作作作ってってってって、、、、勉強勉強勉強勉強させていたさせていたさせていたさせていた

だきたいとだきたいとだきたいとだきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

ひとつひとつひとつひとつ補助的補助的補助的補助的なななな資料資料資料資料といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、一番最後一番最後一番最後一番最後のののの資料資料資料資料になりますがになりますがになりますがになりますが

、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員がががが言言言言ってってってってくださっくださっくださっくださったたたたことをことをことをことを図式化図式化図式化図式化したものしたものしたものしたものがございますがございますがございますがございます。。。。

やはりこうやはりこうやはりこうやはりこういういういういう（（（（中間支援中間支援中間支援中間支援のののの））））事業事業事業事業というのというのというのというのはははは人人人人のののの繋繋繋繋がりがりがりがりががががベースベースベースベースにににに

あるとあるとあるとあると思思思思いますいますいますいます。。。。いろんなところいろんなところいろんなところいろんなところでででで、、、、人人人人とととと人人人人、、、、顔顔顔顔とととと顔顔顔顔でつながっていでつながっていでつながっていでつながってい

くというくというくというくという感感感感じでしょうかじでしょうかじでしょうかじでしょうか。。。。「「「「中間支援中間支援中間支援中間支援」（」（」（」（組織組織組織組織ややややセンターセンターセンターセンター））））とととというのはいうのはいうのはいうのは

、、、、なにもなにもなにもなにも私私私私どもだけではなくてどもだけではなくてどもだけではなくてどもだけではなくて、、、、ありとあらゆるところありとあらゆるところありとあらゆるところありとあらゆるところででででそういうそういうそういうそういう機機機機

能能能能をををを果果果果たすたすたすたすことができるとことができるとことができるとことができると。。。。そういうそういうそういうそういうところでところでところでところで対応対応対応対応するするするするときにときにときにときに、、、、親身親身親身親身

なななな対応対応対応対応やややや、、、、すばやいすばやいすばやいすばやい対処対処対処対処をするをするをするをする。。。。あるいはあちこちにいらっしゃるあるいはあちこちにいらっしゃるあるいはあちこちにいらっしゃるあるいはあちこちにいらっしゃるつつつつ

なぎなぎなぎなぎ手手手手、、、、協働協働協働協働ののののコーコーコーコーデデデディネーターィネーターィネーターィネーターとととと言言言言ってってってってもいいでしょうかもいいでしょうかもいいでしょうかもいいでしょうか、、、、そういそういそういそうい

うううう人人人人がそれぞれにがそれぞれにがそれぞれにがそれぞれにネットワークネットワークネットワークネットワークをもちをもちをもちをもち、、、、全方位全方位全方位全方位ののののアンテナアンテナアンテナアンテナをををを感度感度感度感度よくよくよくよく

働働働働かせかせかせかせてててて、、、、繋繋繋繋いでいくいでいくいでいくいでいく感性感性感性感性をもってをもってをもってをもって、、、、やっていけばいいやっていけばいいやっていけばいいやっていけばいいのではないかのではないかのではないかのではないか

。。。。こういうこういうこういうこういうことをことをことをことを先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申しししし上上上上げたかったのげたかったのげたかったのげたかったのですですですですがががが、、、、やはりやはりやはりやはり今今今今、、、、会会会会

長長長長がががが言言言言われたようにわれたようにわれたようにわれたように、、、、まずはまずはまずはまずは、、、、年年年年にににに１１１１、、、、２２２２回回回回、、、、各所各所各所各所のものがのものがのものがのものが顔顔顔顔をあわをあわをあわをあわ

せてせてせてせて、、、、さらにさらにさらにさらに「「「「こういうことをしましょうかこういうことをしましょうかこういうことをしましょうかこういうことをしましょうか」」」」とととと話話話話しあえるよしあえるよしあえるよしあえるようなうなうなうな連連連連

絡会議絡会議絡会議絡会議とととというものがあってもいいのかというものがあってもいいのかというものがあってもいいのかというものがあってもいいのかと課題課題課題課題のののの中中中中でででで思思思思っていましたっていましたっていましたっていました。。。。    
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会長会長会長会長    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

    

    

    

    

    

    

    

    

商工会商工会商工会商工会とのとのとのとの連携連携連携連携というこというこというこということがとがとがとが、、、、市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局さんのさんのさんのさんの方方方方からからからから課題課題課題課題としてとしてとしてとして

出出出出ててててきていますきていますきていますきていますがががが、、、、商工会商工会商工会商工会としてはどうとしてはどうとしてはどうとしてはどうでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？    

    

商工会商工会商工会商工会のののの役員役員役員役員をさせていただいていをさせていただいていをさせていただいていをさせていただいていますますますます。。。。商工会商工会商工会商工会のののの意見意見意見意見ではなくではなくではなくではなくてててて

一個人一個人一個人一個人でのでのでのでの思思思思いいいいとととというのもあるいうのもあるいうのもあるいうのもあるのですがのですがのですがのですが、、、、川西川西川西川西のののの商工会商工会商工会商工会にににに限限限限らずらずらずらず、、、、どどどど

のののの商工会商工会商工会商工会でもでもでもでも同様同様同様同様にににに、、、、目的目的目的目的にはにはにはには、、、、当然当然当然当然、、、、社会一般社会一般社会一般社会一般のののの福祉福祉福祉福祉のののの増進増進増進増進にににに努努努努めめめめ

とととというのはありますいうのはありますいうのはありますいうのはあります。。。。それとそれとそれとそれと同時同時同時同時にににに、、、、商工業者商工業者商工業者商工業者のののの発展発展発展発展といといといといううううことことことこともももも目目目目

的的的的にありましてにありましてにありましてにありまして、、、、商工会商工会商工会商工会としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、最近最近最近最近のののの主主主主だっただっただっただった活動活動活動活動としましとしましとしましとしまし

てはてはてはては、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、商工業者商工業者商工業者商工業者のののの発展発展発展発展からくるからくるからくるからくる街街街街のののの活性化活性化活性化活性化っていうところっていうところっていうところっていうところ重重重重

点点点点におかれているとにおかれているとにおかれているとにおかれていると思思思思いますいますいますいます。。。。そういそういそういそういううううところかところかところかところからららら、、、、市市市市とととと協働協働協働協働でさせでさせでさせでさせ

ていただいてていただいてていただいてていただいているいるいるいる川西川西川西川西まつまつまつまつりりりりやややや、、、、起業起業起業起業家支援家支援家支援家支援というというというという部分部分部分部分ではではではでは、、、、特産品特産品特産品特産品

ののののマーケットマーケットマーケットマーケットということでということでということでということで、、、、今今今今、、、、「「「「来個来個来個来個かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」とととというのいうのいうのいうのををををベルフベルフベルフベルフ

ローラローラローラローラのののの中中中中でででで開店開店開店開店していますしていますしていますしています。。。。そうそうそうそういういういういう形形形形でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる商売人商売人商売人商売人さんさんさんさんかかかか

らのらのらのらの域域域域ををををなかなかなかなかなかなかなかなか超超超超ええええらららられないれないれないれないといといといといううううジレンマジレンマジレンマジレンマをををを感感感感じてじてじてじているところいるところいるところいるところ

がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、先先先先ほどもほどもほどもほども言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、商工会商工会商工会商工会とはとはとはとは別別別別のののの話話話話とととと捉捉捉捉ええええ

ていただきたいですけれどもていただきたいですけれどもていただきたいですけれどもていただきたいですけれども、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しあげたしあげたしあげたしあげたイベントイベントイベントイベントのののの中中中中にもにもにもにも、、、、

もうもうもうもう少少少少しししし市民市民市民市民のののの参加参加参加参加というのをというのをというのをというのを考考考考えてえてえてえていいいいきたいきたいきたいきたいとととと、、、、数人数人数人数人ののののメンバーメンバーメンバーメンバーがががが

集集集集まってまってまってまって話話話話をををを進進進進めているめているめているめているののののですですですですがががが、、、、なかなかそれをなかなかそれをなかなかそれをなかなかそれを繋繋繋繋いでいでいでいでくくくくれるようれるようれるようれるよう

なななな団体団体団体団体のことをのことをのことをのことを正直知正直知正直知正直知りませんでしたりませんでしたりませんでしたりませんでした。。。。市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局さんのところにさんのところにさんのところにさんのところに行行行行

ってみたらってみたらってみたらってみたらとととと、、、、昔昔昔昔、、、、言言言言われたことがありましてわれたことがありましてわれたことがありましてわれたことがありまして、、、、今日今日今日今日こんなところでこんなところでこんなところでこんなところで

おおおお会会会会いできたからすごくいできたからすごくいできたからすごくいできたからすごく良良良良かったとかったとかったとかったと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、そうそうそうそういういういういうことをことをことをことを私私私私もももも

考考考考えていますのでえていますのでえていますのでえていますので、、、、商工会商工会商工会商工会っていうのはっていうのはっていうのはっていうのは大事大事大事大事なななな組織組織組織組織としてとしてとしてとして、、、、特特特特にそのにそのにそのにその

市民市民市民市民をををを繋繋繋繋ぐぐぐぐバランスバランスバランスバランスををををもっともっともっともっと深深深深くくくく取取取取りりりり入入入入れてれてれてれていくといくといくといくと良良良良いいいい団体団体団体団体になるになるになるになる

とととと思思思思いいいいますのでますのでますのでますので、、、、是非是非是非是非ともごともごともごともご一緒一緒一緒一緒させていただきたいなとさせていただきたいなとさせていただきたいなとさせていただきたいなと思思思思いますいますいますいます。。。。

ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

    

私私私私どももどももどももどももずっとずっとずっとずっと密密密密かかかかななななラブコールラブコールラブコールラブコールはははは送送送送っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、川川川川

西西西西まつまつまつまつりのときりのときりのときりのときににににスタンプラリースタンプラリースタンプラリースタンプラリーをしてをしてをしてをしていいいいらっしゃったとらっしゃったとらっしゃったとらっしゃったと思思思思ううううののののでででで

すすすすがががが、、、、センターセンターセンターセンターををををスタンプスタンプスタンプスタンプのののの押押押押しししし場所場所場所場所にににに入入入入れてれてれてれていただけたらいただけたらいただけたらいただけたら、、、、私私私私どもどもどもども

ののののセンターセンターセンターセンターのことのことのことのこともももも知知知知っていただけるっていただけるっていただけるっていただけるとととと。。。。私私私私どもはどもはどもはどもはセンターセンターセンターセンターのののの中中中中にににに足足足足

をををを踏踏踏踏みみみみ入入入入れていただきたいれていただきたいれていただきたいれていただきたいののののですですですですがががが、、、、時時時時々々々々「「「「ここはここはここはここは何何何何かなかなかなかな」」」」「「「「少少少少しししし外外外外

からわかりづらいからわかりづらいからわかりづらいからわかりづらい」」」」とととと言言言言われるわれるわれるわれることもありますのでこともありますのでこともありますのでこともありますので、、、、スタンプスタンプスタンプスタンプのののの１１１１箇箇箇箇

所所所所にににに入入入入れてれてれてれていただくことでいただくことでいただくことでいただくことで、、、、中中中中のののの情報情報情報情報をををを見見見見ていただていただていただていただくくくくこともこともこともことも可能可能可能可能かなかなかなかな

とととと考考考考えておりましたえておりましたえておりましたえておりました。。。。    
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委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

    

    

    

    

    

    

私私私私ははははNPONPONPONPOとしてのとしてのとしてのとしての立場立場立場立場ですがですがですがですが、、、、今今今今、、、、多分多分多分多分ここのここのここのここの場所場所場所場所にににに座座座座っているっているっているっている

のはのはのはのは、、、、「「「「市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」がががが、、、、川西川西川西川西のののの中中中中でででで私私私私のののの団体団体団体団体がががが青少年青少年青少年青少年のののの野野野野

外外外外活動活動活動活動をしているということでをしているということでをしているということでをしているということで、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介いただいいただいいただいいただいたからだたからだたからだたからだとととと思思思思いますいますいますいます

。。。。里山体験里山体験里山体験里山体験学習学習学習学習などなどなどなど、、、、青少年支援課青少年支援課青少年支援課青少年支援課のののの方方方方などいろんななどいろんななどいろんななどいろんな方方方方ととととつながってつながってつながってつながって

やってやってやってやっていいいいますのでますのでますのでますので、、、、中間支援中間支援中間支援中間支援ののののNPONPONPONPOががががなければなければなければなければ、、、、多分多分多分多分、、、、私私私私はははは川西川西川西川西でででで

はははは活動活動活動活動できてなかったかもしれできてなかったかもしれできてなかったかもしれできてなかったかもしれませんませんませんません。。。。それくらいそれくらいそれくらいそれくらい貴重貴重貴重貴重なななな存在存在存在存在でしたでしたでしたでした

。。。。ただただただただ、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターのののの方方方方のののの指定管理指定管理指定管理指定管理をををを受受受受けられてからけられてからけられてからけられてから、、、、少少少少しししし距距距距

離離離離ができたのかなができたのかなができたのかなができたのかなというというというという感感感感じじじじががががしないでもないしないでもないしないでもないしないでもないののののですがですがですがですが。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな

方方方方がごがごがごがご相談相談相談相談にはにはにはには行行行行かかかかれているみたいですれているみたいですれているみたいですれているみたいです。。。。あのあのあのあの場所場所場所場所にはにはにはには行行行行きやすくなきやすくなきやすくなきやすくな

りましたりましたりましたりました。。。。今今今今までほとんどまでほとんどまでほとんどまでほとんど私私私私もももも行行行行ってってってってなかったなかったなかったなかったのですがのですがのですがのですが、、、、このこのこのこの一年一年一年一年でででで

足足足足はははは入入入入れやすくなりましたれやすくなりましたれやすくなりましたれやすくなりました。。。。    

    

はいはいはいはい。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

地域地域地域地域でででで活活活活動動動動していらっしゃるしていらっしゃるしていらっしゃるしていらっしゃる皆皆皆皆さんにとってのさんにとってのさんにとってのさんにとっての市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンター

というというというという存在存在存在存在についてはについてはについてはについては、、、、いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか？？？？    

    

このこのこのこのNPONPONPONPO法人法人法人法人のののの「「「「市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」についてはについてはについてはについては、、、、私私私私もももも存在存在存在存在そそそそ

のものはのものはのものはのものはかなりかなりかなりかなり前前前前からからからから知知知知ってってってっていましたがいましたがいましたがいましたが、、、、自治会自治会自治会自治会ややややコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとのとのとのとの

絡絡絡絡みからいくとみからいくとみからいくとみからいくと、、、、ほとんどほとんどほとんどほとんど行行行行ってってってっていいいいないないないない状態状態状態状態ですねですねですねですね。。。。    

自治会自治会自治会自治会活動活動活動活動ややややコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ活動活動活動活動ととととはははは内容内容内容内容がががが若干違若干違若干違若干違うとはうとはうとはうとは思思思思ううううののののでででで

すがすがすがすが、、、、実際実際実際実際にはにはにはには会議室会議室会議室会議室をををを借借借借りるとかりるとかりるとかりるとか、、、、ミーティングミーティングミーティングミーティングルームルームルームルームをををを借借借借りるとりるとりるとりると

かかかか、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる貸貸貸貸しししし館館館館というというというという部分部分部分部分ですですですです。。。。相談相談相談相談というようなというようなというようなというような形形形形ではほとんではほとんではほとんではほとん

どどどど行行行行ってないとってないとってないとってないと思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特にににに私私私私のののの校区校区校区校区のののの中中中中ではではではでは。。。。よそのよそのよそのよその校区校区校区校区のののの方方方方はははは

知知知知りりりりまままませんけどもせんけどもせんけどもせんけども、、、、多分多分多分多分、、、、行行行行かれてかれてかれてかれていいいいないないないないのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思いますがいますがいますがいますが

、、、、どうですどうですどうですどうですかかかか？？？？    

    

はいはいはいはい、、、、そのあたりいかがですかそのあたりいかがですかそのあたりいかがですかそのあたりいかがですか？？？？    

    

はいはいはいはい。。。。そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。確確確確かにそういうかにそういうかにそういうかにそういう部分部分部分部分もございますもございますもございますもございます。。。。    

私私私私どもがどもがどもがどもが関関関関わらせていただくのはわらせていただくのはわらせていただくのはわらせていただくのは、、、、例例例例えばえばえばえば助成金助成金助成金助成金などなどなどなどでごでごでごでご相談相談相談相談をををを受受受受

けけけけるるるる場合場合場合場合にににに、、、、地域地域地域地域のののの皆皆皆皆さんがおさんがおさんがおさんがお見見見見えになることがありますえになることがありますえになることがありますえになることがあります。。。。助成金助成金助成金助成金にににに

よってはよってはよってはよっては、、、、単独単独単独単独ででででははははなくなくなくなく、、、、どこかのどこかのどこかのどこかの団体団体団体団体とととと連携関係連携関係連携関係連携関係をもってをもってをもってをもって申請申請申請申請するするするする

もももものもございますのでのもございますのでのもございますのでのもございますので、、、、そういうときにごそういうときにごそういうときにごそういうときにご相談相談相談相談をををを受受受受けけけけてててて、、、、「「「「このこのこのこの事業事業事業事業

をここのをここのをここのをここの団体団体団体団体とやってみられたらどうですかとやってみられたらどうですかとやってみられたらどうですかとやってみられたらどうですか」」」」というようにというようにというようにというようにごごごご紹介紹介紹介紹介しししし

てててて繋繋繋繋ががががせせせせていただくようなことはていただくようなことはていただくようなことはていただくようなことはございますございますございますございます。。。。    
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委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

登録登録登録登録されているされているされているされている団体団体団体団体のののの中中中中にもにもにもにも、、、、確確確確かにわれわれのかにわれわれのかにわれわれのかにわれわれの校区校区校区校区のののの中中中中でででで活動活動活動活動ささささ

れているれているれているれている団体団体団体団体もももも何個何個何個何個かあかあかあかありますりますりますります。。。。それはそれはそれはそれは、、、、そそそそのののの団体団体団体団体がががが単独単独単独単独でででで市民事務市民事務市民事務市民事務

局局局局のののの方方方方のののの相談相談相談相談にににに行行行行ったりったりったりったりとととというのはあるというのはあるというのはあるというのはあると思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、そのそのそのその団体団体団体団体

とわれわれのとわれわれのとわれわれのとわれわれのコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティやややや自治会自治会自治会自治会がつながっているかとがつながっているかとがつながっているかとがつながっているかというというというというと、、、、そそそそ

れはれはれはれは今今今今のところつながってのところつながってのところつながってのところつながっていませんいませんいませんいません。。。。しかししかししかししかし、、、、ここここれだれだれだれだけけけけ広範囲広範囲広範囲広範囲なななな活動活動活動活動

をされているということはをされているということはをされているということはをされているということは、、、、私私私私もあらためてもあらためてもあらためてもあらためて拝見拝見拝見拝見させてもらさせてもらさせてもらさせてもらいいいい、、、、感謝感謝感謝感謝

いたしいたしいたしいたしまままますすすすがががが、、、、直接的直接的直接的直接的ななななつなつなつなつながりがりがりがり、、、、これからどこれからどこれからどこれからどのようなつなのようなつなのようなつなのようなつながりがりがりがりをををを持持持持

ってってってっていくかいくかいくかいくかとなるととなるととなるととなると、、、、今後今後今後今後、、、、考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

そこはそこはそこはそこは大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題ですねですねですねですね。。。。    

    

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ活動活動活動活動とととと、、、、自治会自治会自治会自治会活動活動活動活動とととと、、、、このこのこのこのNPONPONPONPOさんのさんのさんのさんの活動活動活動活動のののの中身中身中身中身

そのものがそのものがそのものがそのものが、、、、若干若干若干若干、、、、質質質質もももも違違違違うとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。それをこれからそれをこれからそれをこれからそれをこれから考考考考えていくえていくえていくえていく

必要必要必要必要があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者としてはとしてはとしてはとしては、、、、私私私私もももも同同同同じじじじ指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者ななななののののでででで、、、、これもこれもこれもこれも当当当当たりたりたりたり前前前前

のののの話話話話だだだだなとなとなとなと聞聞聞聞いていていていていたのですがいたのですがいたのですがいたのですが。。。。    

今今今今、、、、委員委員委員委員ががががおっしゃったようにおっしゃったようにおっしゃったようにおっしゃったように、、、、住民住民住民住民とのとのとのとの繋繋繋繋がりがりがりがりとととというのはいうのはいうのはいうのは全全全全くくくくああああ

りませんりませんりませんりません。。。。個人的個人的個人的個人的ににににグループグループグループグループのののの関係関係関係関係のののの何何何何かをしているかをしているかをしているかをしている方方方方がいらっしゃがいらっしゃがいらっしゃがいらっしゃ

ったらったらったらったら、、、、繋繋繋繋がっているがっているがっているがっているかもかもかもかもしれませんがしれませんがしれませんがしれませんが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、今今今今、、、、必要必要必要必要とするとするとするとする

とととということはないですいうことはないですいうことはないですいうことはないです。。。。今後今後今後今後、、、、どうかどうかどうかどうかはははは知知知知りりりりませんけどませんけどませんけどませんけど。。。。    

このこのこのこのグループグループグループグループさんのさんのさんのさんの名名名名前前前前もももも見見見見させていただいてもさせていただいてもさせていただいてもさせていただいても、、、、「「「「あっあっあっあっ」」」」とととといういういういう

感感感感じじじじのところのところのところのところがががが３３３３つあるかなつあるかなつあるかなつあるかなとととといういういういう感感感感じじじじですですですです。。。。「「「「市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわにしかわにしかわにしかわにし

」」」」はははは昔昔昔昔からありますけどねからありますけどねからありますけどねからありますけどね。。。。    

最近最近最近最近、、、、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者になられてからになられてからになられてからになられてから、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな講座講座講座講座をされてをされてをされてをされていていていていて、、、、

うちにもうちにもうちにもうちにもチラシチラシチラシチラシががががいっぱいいっぱいいっぱいいっぱい来来来来ますますますます。。。。ものすごくものすごくものすごくものすごく来来来来ますますますます。。。。でもでもでもでも誰誰誰誰もももも取取取取らららら

ないしないしないしないし、、、、私私私私はあまりはあまりはあまりはあまり行行行行きたいときたいときたいときたいと思思思思わないわないわないわないですしですしですしですし、、、、数数数数だけというのはだけというのはだけというのはだけというのはどどどど

うかなうかなうかなうかなとととと思思思思いますいますいますいます。。。。とととというよりいうよりいうよりいうより、、、、必要必要必要必要でないでないでないでないののののですよねですよねですよねですよね、、、、きっときっときっときっと。。。。    

もともともともともともともともと、、、、昔昔昔昔、、、、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者になるになるになるになる前前前前のののの市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局さんさんさんさんをををを知知知知ってってってっていまいまいまいま

すすすす。。。。男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画とととといういういういうののののがががが、、、、非常非常非常非常にににに前前前前にににに出出出出てててていいいいたたたた時期時期時期時期がががが最初最初最初最初ありまありまありまありま

してしてしてして、、、、私私私私はよくはよくはよくはよくあそこあそこあそこあそこにににに行行行行ってってってって喧嘩喧嘩喧嘩喧嘩してしてしてしていましたいましたいましたいました。。。。喧嘩喧嘩喧嘩喧嘩というよりというよりというよりというより、、、、

私私私私はははは押押押押しししし付付付付けられるからけられるからけられるからけられるから、、、、それをそれをそれをそれを撥撥撥撥ねねねねつけるというのがあってつけるというのがあってつけるというのがあってつけるというのがあって、、、、それそれそれそれ

はははは何何何何かとかとかとかと言言言言うとうとうとうと、、、、桃太郎桃太郎桃太郎桃太郎のののの絵本絵本絵本絵本のののの話話話話をををを変変変変えてしまうとかえてしまうとかえてしまうとかえてしまうとか、、、、鬼退治鬼退治鬼退治鬼退治にににに行行行行

ったらったらったらったら、、、、鬼鬼鬼鬼をををを殺殺殺殺してはいけないとしてはいけないとしてはいけないとしてはいけないと言言言言ってってってって、、、、友達友達友達友達になるというぐらいのになるというぐらいのになるというぐらいのになるというぐらいの

。。。。昔昔昔昔、、、、そういうそういうそういうそういう時代時代時代時代だっただっただっただったののののですですですです。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、そのそのそのそのイメージイメージイメージイメージがものすがものすがものすがものす

ごくごくごくごく強強強強くてくてくてくて、、、、そのそのそのその頃頃頃頃はははは、、、、時時時時々々々々行行行行ってはってはってはっては考考考考えをえをえをえを言言言言っていましたっていましたっていましたっていました。。。。女女女女のののの子子子子
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委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

ははははピンクピンクピンクピンクでででで、、、、男男男男ははははブルーブルーブルーブルーとととと決決決決めたらめたらめたらめたら駄目駄目駄目駄目だとかだとかだとかだとか、、、、下手下手下手下手にににに少少少少しししし言言言言ってしってしってしってし

まうとまうとまうとまうと「「「「ガーッガーッガーッガーッ」」」」とととと言言言言われたわれたわれたわれたののののですよですよですよですよ、、、、そのそのそのその当時当時当時当時のののの方方方方たちにたちにたちにたちに。。。。そのそのそのそのイイイイ

メージメージメージメージがものすごくがものすごくがものすごくがものすごく残残残残っていますっていますっていますっています。。。。    

今今今今はははは、、、、市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局さんさんさんさんですからですからですからですからそそそそのようなのようなのようなのような押押押押しししし付付付付けもけもけもけも多分多分多分多分されてされてされてされていいいい

ないしないしないしないし、、、、協働参画協働参画協働参画協働参画ということでということでということでということで、、、、市市市市のほうものほうものほうものほうも考考考考えがえがえがえが変変変変わりわりわりわり、、、、国自体国自体国自体国自体もももも

考考考考えがえがえがえが変変変変わりましたからねわりましたからねわりましたからねわりましたからね。。。。そのそのそのそのイメージイメージイメージイメージがあまりにもあるもがあまりにもあるもがあまりにもあるもがあまりにもあるもののののでででで、、、、

貸貸貸貸しししし館館館館でででで行行行行くくくくくらいくらいくらいくらいでででで、、、、ほとんどほとんどほとんどほとんど利用利用利用利用するということはないですするということはないですするということはないですするということはないです。。。。まままま

たたたた、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動ということでということでということでということで、、、、私私私私ももももそのそのそのその頃頃頃頃にににに、、、、子育子育子育子育てのてのてのての

関係関係関係関係でででで登録登録登録登録したことがあしたことがあしたことがあしたことがありますりますりますります。。。。それですぐにやめたそれですぐにやめたそれですぐにやめたそれですぐにやめたののののですですですですがががが。。。。そうそうそうそう

いういういういうボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動とととといういういういうもももものがのがのがのが、、、、もうひとつもうひとつもうひとつもうひとつ私私私私にはにはにはにはよくわかよくわかよくわかよくわからならならならな

くてくてくてくて、、、、NPONPONPONPOですからですからですからですから、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアではなではなではなではないのいのいのいのではないかというではないかというではないかというではないかというイイイイ

メージメージメージメージがずっとがずっとがずっとがずっとありますありますありますあります。。。。    

さきほどさきほどさきほどさきほど、、、、委員委員委員委員がががが言言言言われたことわれたことわれたことわれたことにににに、、、、私私私私はははは情情情情けないなけないなけないなけないなとととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。

ボランティアボランティアボランティアボランティアセンターセンターセンターセンターのののの所長所長所長所長がががが、、、、「「「「ボランティアボランティアボランティアボランティアをををを教教教教えてもらいますえてもらいますえてもらいますえてもらいます

」」」」とととといういういういうのではなくてのではなくてのではなくてのではなくて、、、、社協社協社協社協ののののボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターがががが、、、、皆皆皆皆にににに「「「「こうこうこうこう

いうもんですよいうもんですよいうもんですよいうもんですよ」」」」とととと、、、、率先立率先立率先立率先立ってってってってしなければいけないのにしなければいけないのにしなければいけないのにしなければいけないのに、、、、「「「「勉強勉強勉強勉強ささささ

せていただいてせていただいてせていただいてせていただいていいいいますますますます」」」」とととというのいうのいうのいうのはははは。。。。やはりやはりやはりやはり社協社協社協社協ののののボランティアセンボランティアセンボランティアセンボランティアセン

ターターターターがががが確立確立確立確立してしてしてしていいいいないというのがないというのがないというのがないというのが、、、、情情情情けないなとけないなとけないなとけないなと思思思思いますいますいますいます。。。。数数数数からからからからしししし

てててて負負負負けけけけてててていいいいますしねますしねますしねますしね。。。。    

    

勉強勉強勉強勉強させていただくさせていただくさせていただくさせていただくとととといういういういう面面面面でででで、、、、先先先先ほどほどほどほど言言言言ったったったった言言言言わないわないわないわないはははは別別別別にしまにしまにしまにしま

してもしてもしてもしても、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、もともともともともともともともとNPONPONPONPOというのはというのはというのはというのは阪神淡阪神淡阪神淡阪神淡路大震災路大震災路大震災路大震災でできてでできてでできてでできて

、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの方方方方がががが災害災害災害災害でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな支援支援支援支援をするをするをするをするときにときにときにときに、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか

ボランティアボランティアボランティアボランティアではではではでは部屋部屋部屋部屋もももも借借借借りられないりられないりられないりられない、、、、継続的継続的継続的継続的にしていくためににしていくためににしていくためににしていくために電話電話電話電話

をををを引引引引いたりいたりいたりいたりなどもなどもなどもなどもできないということでできないということでできないということでできないということで、、、、やはりやはりやはりやはりボランティアボランティアボランティアボランティアががががもっもっもっもっ

とととと組織組織組織組織だってだってだってだって活動活動活動活動をしっかりしていこうということでできたいきさをしっかりしていこうということでできたいきさをしっかりしていこうということでできたいきさをしっかりしていこうということでできたいきさ

つがあつがあつがあつがありますりますりますります。。。。NPONPONPONPOのののの法律法律法律法律というのがというのがというのがというのが。。。。そういそういそういそういううううことからことからことからことから、、、、根本的根本的根本的根本的

ににににボランティアボランティアボランティアボランティアのののの意識意識意識意識というものがというものがというものがというものが今今今今もももも変変変変わらずわらずわらずわらずNPONPONPONPOのののの中中中中にはあるにはあるにはあるにはある

というというというという部分部分部分部分はははは今今今今もももも一緒一緒一緒一緒ですですですです。。。。今後今後今後今後はははは、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げたようにげたようにげたようにげたように、、、、私私私私どどどど

ももこれからのももこれからのももこれからのももこれからの川西川西川西川西のののの市民福祉市民福祉市民福祉市民福祉をををを考考考考えていくえていくえていくえていく、、、、またまたまたまた参画参画参画参画とととと協働協働協働協働をををを考考考考ええええ

ていくていくていくていくうえでうえでうえでうえで、、、、私私私私どものどものどものどもの考考考考えなりえなりえなりえなり、、、、そういったものでそういったものでそういったものでそういったものでNPONPONPONPOをををを中心中心中心中心とととと

したしたしたした市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターとととと連携連携連携連携をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいというふうにいうふうにいうふうにいうふうに考考考考えておえておえておえてお

りますりますりますります。。。。    

    

社協社協社協社協ののののボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターのののの実態実態実態実態をををを少少少少しししし知知知知っていただければっていただければっていただければっていただければ、、、、今今今今

のののの言葉言葉言葉言葉がががが「「「「ううううーーーーんんんん」」」」というというというという感感感感じがするじがするじがするじがするのですがのですがのですがのですが。。。。頑張頑張頑張頑張っていただきたっていただきたっていただきたっていただきた
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委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

いいいいのですがのですがのですがのですが、、、、どちらかというとあるどちらかというとあるどちらかというとあるどちらかというとある意味意味意味意味、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターののののボランボランボランボラン

ティアティアティアティア活動活動活動活動のののの、、、、全部全部全部全部がががが全部全部全部全部、、、、災害救助活動災害救助活動災害救助活動災害救助活動じゃないですじゃないですじゃないですじゃないですがががが、、、、社協社協社協社協ののののボボボボ

ランティアセンターランティアセンターランティアセンターランティアセンターととととこのこのこのこの２２２２つがあるつがあるつがあるつがあるとととというのがいうのがいうのがいうのが、、、、別別別別々々々々になっているになっているになっているになっている

とととというのがいうのがいうのがいうのが、、、、やはりやはりやはりやはり住民住民住民住民からみたらからみたらからみたらからみたら、、、、残念残念残念残念だだだだというというというという感感感感じがじがじがじがしますしますしますします。。。。中中中中

途半端途半端途半端途半端というかというかというかというか、、、、社協社協社協社協もももも少少少少ないないないないですからですからですからですから、、、、こちらにこちらにこちらにこちらに統合統合統合統合してしてしてしてもらいもらいもらいもらい、、、、

こちらこちらこちらこちらにににに任任任任せせせせればいいのではないかとればいいのではないかとればいいのではないかとればいいのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

今今今今、、、、委員委員委員委員がおっしゃるとおりがおっしゃるとおりがおっしゃるとおりがおっしゃるとおり、、、、他市他市他市他市ではではではでは市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターととととボランボランボランボラン

ティアセンターティアセンターティアセンターティアセンターがががが隣隣隣隣りりりり合合合合わせわせわせわせ、、、、まさにまさにまさにまさに一体一体一体一体となってとなってとなってとなって事務局事務局事務局事務局をををを共共共共にしてにしてにしてにして

いるところもございますしいるところもございますしいるところもございますしいるところもございますし、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会ははははボランタリーボランタリーボランタリーボランタリー

プラザプラザプラザプラザということでということでということでということで、、、、やっておりますやっておりますやっておりますやっております。。。。そこはそこはそこはそこは福祉福祉福祉福祉にににに限限限限らずらずらずらず市民活動市民活動市民活動市民活動

ということでということでということでということで広広広広くなってくなってくなってくなってきているのできているのできているのできているので、、、、前前前前にににに申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、

川西川西川西川西ではではではでは社協社協社協社協ののののボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターがががが福祉分野福祉分野福祉分野福祉分野ということでということでということでということで棲棲棲棲みみみみ

分分分分けけけけはしておりますがはしておりますがはしておりますがはしておりますが、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員がおっしゃってがおっしゃってがおっしゃってがおっしゃっておられるおられるおられるおられるようなことようなことようなことようなこと

はははは今後今後今後今後のののの課題課題課題課題とととと言言言言えるえるえるえるとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

地域地域地域地域でのでのでのでの活動活動活動活動とととと活動活動活動活動センターセンターセンターセンターについてについてについてについていかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。    

    

今今今今のののの私私私私のののの事業活動事業活動事業活動事業活動のののの中中中中でいうとでいうとでいうとでいうと、、、、あまりあまりあまりあまり関心関心関心関心がががが無無無無いのいのいのいのですですですです。。。。関心関心関心関心がががが

無無無無いいいいということはということはということはということは、、、、あまりあまりあまりあまり接点接点接点接点がががが無無無無いということですいということですいということですいということです。。。。    

ですからですからですからですから、、、、こういうこういうこういうこういう問題問題問題問題があるということはがあるということはがあるということはがあるということは知知知知っているっているっているっているのですがのですがのですがのですが、、、、

それをそれをそれをそれを大大大大いにいにいにいに利用利用利用利用したりしたりしたりしたり、、、、利用利用利用利用されたりというされたりというされたりというされたりという関係関係関係関係とととというものいうものいうものいうものがねがねがねがね、、、、

なかなかなかなかなかなかなかなか無無無無いものいものいものいものですからですからですからですから。。。。    

ただただただただ、、、、関心関心関心関心があるのはがあるのはがあるのはがあるのはですですですですねねねね、、、、⑰⑰⑰⑰とととと⑥⑥⑥⑥ですですですです。。。。    

といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、興味興味興味興味ががががあるなとあるなとあるなとあるなと思思思思ったのはったのはったのはったのは、、、、災害時災害時災害時災害時のののの支援体制支援体制支援体制支援体制のののの

連携連携連携連携とととというのがありますいうのがありますいうのがありますいうのがありますがががが、、、、これこれこれこれをどんなをどんなをどんなをどんな形形形形でやっておられるかでやっておられるかでやっておられるかでやっておられるか、、、、まままま

たたたた要望要望要望要望されるかされるかされるかされるか。。。。地域地域地域地域でででで私私私私たちたちたちたちはははは福祉福祉福祉福祉をををを中心中心中心中心にやってにやってにやってにやっていいいいますからますからますからますから、、、、ああああ

まりまりまりまり関係関係関係関係無無無無いいいいというというというというとととと関係関係関係関係無無無無いいいいですですですですがががが。。。。今回今回今回今回はこういうはこういうはこういうはこういう災害災害災害災害がありまがありまがありまがありま

してしてしてして、、、、災害災害災害災害ネットワークネットワークネットワークネットワークをををを作作作作らならならならなければならないければならないければならないければならない。。。。あるいはあるいはあるいはあるいはガイドブガイドブガイドブガイドブ

ックックックックもももも作作作作りましてりましてりましてりまして、、、、地域地域地域地域のののの住民住民住民住民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方にににに配配配配っておっておっておってお知知知知らせをするらせをするらせをするらせをする。。。。

こちらのこちらのこちらのこちらの関係関係関係関係でどういうでどういうでどういうでどういう連携連携連携連携をしたらをしたらをしたらをしたら良良良良いいいいのかのかのかのかというふうなことをというふうなことをというふうなことをというふうなことを

思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。もうもうもうもう１１１１つつつつはははは、、、、１０１０１０１０月月月月にににに発足発足発足発足ししししたところたところたところたところですがですがですがですが、、、、ボランボランボランボラン

ティアティアティアティアもももも新新新新しいしいしいしい体制体制体制体制をををを作作作作ったったったったののののですですですです。。。。このこのこのこのボランティアボランティアボランティアボランティアセンターセンターセンターセンターのののの活活活活

動動動動ですがですがですがですが、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアとととというのはいうのはいうのはいうのは有償有償有償有償なのかなのかなのかなのか、、、、無償無償無償無償ななななののののかかかか

。。。。我我我我々々々々のところはのところはのところはのところは無償無償無償無償でやっていでやっていでやっていでやっていますますますます。。。。あるあるあるある人人人人はははは、、、、「「「「ボランティアボランティアボランティアボランティアとととと

いうのはいうのはいうのはいうのは有償有償有償有償だだだだ」」」」ということをということをということをということを言言言言われるわれるわれるわれる。。。。ではではではでは、、、、ここのここのここのここの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方はどはどはどはど
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会長会長会長会長    

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ういうふうなういうふうなういうふうなういうふうな形形形形でででで我我我我々々々々をををを指導指導指導指導してもらえるしてもらえるしてもらえるしてもらえるのかのかのかのかというというというという思思思思いをもっていをもっていをもっていをもって

いるいるいるいる。。。。このこのこのこの二二二二つつつつをををを申申申申しししし訳訳訳訳ないですがないですがないですがないですがおおおお聞聞聞聞きしたいですきしたいですきしたいですきしたいです。。。。    

    

中間支援中間支援中間支援中間支援のののの根幹根幹根幹根幹にににに関関関関わるわるわるわる話話話話ですねですねですねですね。。。。おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

どんどんどんどんどんどんどんどん難難難難ししししくくくく、、、、ハードルハードルハードルハードルがががが高高高高くなっていくなっていくなっていくなっていくくくく感感感感じじじじががががしますしますしますします。。。。    

まずまずまずまず、、、、災害時災害時災害時災害時にどういうにどういうにどういうにどういう連携連携連携連携がががが取取取取れるれるれるれるかということですがかということですがかということですがかということですが、、、、例例例例えばえばえばえば

、、、、このようなこのようなこのようなこのような大大大大きなきなきなきな災害災害災害災害がががが起起起起こってこってこってこって、、、、私私私私どもどもどもどもNPONPONPONPO仲間仲間仲間仲間ででででもももも、、、、阪神淡阪神淡阪神淡阪神淡

路大震災路大震災路大震災路大震災をををを経験経験経験経験してしてしてして何何何何かできないかかできないかかできないかかできないかということでということでということでということで、、、、いろんないろんないろんないろんな情報集情報集情報集情報集めめめめ

をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワーク作作作作りをしりをしりをしりをしたりしたりしたりしたりしてててていますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから例例例例えばえばえばえば、、、、

川西市川西市川西市川西市でででで何何何何かかかかあったあったあったあったととととしたらしたらしたらしたら調整会議調整会議調整会議調整会議のようなのようなのようなのような場場場場にににに、、、、私私私私どものどものどものどものスタッスタッスタッスタッ

フフフフもももも一緒一緒一緒一緒にににに入入入入れれれれていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、私私私私どもがどもがどもがどもがNPONPONPONPOネットワークネットワークネットワークネットワークををををベースベースベースベース

にににに情報提供情報提供情報提供情報提供ををををさせていただいたりさせていただいたりさせていただいたりさせていただいたり、、、、そのそのそのその情報情報情報情報をををを共有共有共有共有したりしたりしたりしたりがががが可能可能可能可能だとだとだとだと

思思思思いますいますいますいます。。。。それぞれのできそれぞれのできそれぞれのできそれぞれのできることることることることをををを持持持持ちちちち寄寄寄寄るるるる場場場場にににに入入入入れれれれてててていただくのいただくのいただくのいただくのがががが

一一一一つつつつかとかとかとかと考考考考えますえますえますえます。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、ベーシックベーシックベーシックベーシックにににに例例例例えばえばえばえば募金箱募金箱募金箱募金箱をををを置置置置かせてかせてかせてかせて

いただくこともできるだろうといただくこともできるだろうといただくこともできるだろうといただくこともできるだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。今回今回今回今回ははははあまりにもあまりにもあまりにもあまりにも大大大大きなきなきなきな災災災災

害害害害ですのでですのでですのでですので、、、、下手下手下手下手にににに動動動動いていていていて、、、、かえってかえってかえってかえってごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をかけてはいけないといをかけてはいけないといをかけてはいけないといをかけてはいけないとい

うことでうことでうことでうことで、、、、今今今今ははははみんなそっとみんなそっとみんなそっとみんなそっと情報情報情報情報をををを集集集集めめめめたりしていますけれどもたりしていますけれどもたりしていますけれどもたりしていますけれども、、、、そそそそ

のののの段階段階段階段階でもでもでもでも一緒一緒一緒一緒にににに情報共有情報共有情報共有情報共有することはできるすることはできるすることはできるすることはできるのではのではのではのではないかとないかとないかとないかと考考考考えてえてえてえて

おりますおりますおりますおります。。。。    

それからそれからそれからそれから２２２２点目点目点目点目はははは「「「「ボランティアボランティアボランティアボランティアとはとはとはとは？？？？」」」」というというというという本当本当本当本当にににに難難難難しいおしいおしいおしいお話話話話

だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。日本日本日本日本でででで今今今今、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが通常通常通常通常「「「「ボランティアボランティアボランティアボランティア」」」」とととというというというというと、、、、

無償活動無償活動無償活動無償活動というふうにというふうにというふうにというふうに思思思思われてわれてわれてわれているいるいるいるとととと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、「「「「ボランタリーボランタリーボランタリーボランタリー

ななななマインドマインドマインドマインドをををを持持持持ってやるってやるってやるってやる」」」」とととというのいうのいうのいうのとととと区別区別区別区別してしてしてして捉捉捉捉えるえるえるえるべきだとべきだとべきだとべきだと考考考考えてえてえてえて

おりますおりますおりますおります。。。。私私私私どももどももどももどもも、、、、NPONPONPONPO法人法人法人法人をををを立立立立ちちちち上上上上げるときにげるときにげるときにげるときに痛感痛感痛感痛感してきたしてきたしてきたしてきたのののの

ですがですがですがですが、、、、NPONPONPONPO法人法人法人法人となってとなってとなってとなって継続継続継続継続していくためにはしていくためにはしていくためにはしていくためにはやはりやはりやはりやはり拠点拠点拠点拠点もいりもいりもいりもいり

ますますますます。。。。当然当然当然当然、、、、家賃家賃家賃家賃がががが発生発生発生発生したりしたりしたりしたり、、、、光熱光熱光熱光熱水水水水費費費費もももも要要要要りますりますりますります。。。。それからそれからそれからそれから継続継続継続継続

していくためにはやはりしていくためにはやはりしていくためにはやはりしていくためにはやはり人件費人件費人件費人件費もももも必要必要必要必要になってになってになってになってきますきますきますきます。。。。ミッションミッションミッションミッションやややや

熱熱熱熱いいいい思思思思いだけではなかなかいだけではなかなかいだけではなかなかいだけではなかなか５５５５年年年年１０１０１０１０年年年年とととと続続続続いてまいりませんいてまいりませんいてまいりませんいてまいりません。。。。今今今今、、、、私私私私

たちがたちがたちがたちが考考考考えるのはえるのはえるのはえるのは、、、、NPONPONPONPO法人法人法人法人をををを立立立立ちちちち上上上上げるげるげるげるというというというというのはのはのはのは、、、、小小小小さなさなさなさな会社会社会社会社

をつくるのとをつくるのとをつくるのとをつくるのと同同同同じじじじではないではないではないではないかとかとかとかと。。。。ただただただただ企業的企業的企業的企業的にににに考考考考えるとえるとえるとえると、、、、会社会社会社会社ならばならばならばならば

利益利益利益利益をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん出出出出してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを皆皆皆皆さんでさんでさんでさんで分配分配分配分配していくというしていくというしていくというしていくという形形形形になりになりになりになり

まままますすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、NPONPONPONPOはははは利益利益利益利益がががが出出出出たたたたらそれをらそれをらそれをらそれを分配分配分配分配しないでしないでしないでしないで、、、、次次次次ののののさらさらさらさら

なるなるなるなる社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動にににに向向向向けていくけていくけていくけていくとととというところがいうところがいうところがいうところが、、、、小小小小さなさなさなさな会社会社会社会社とととと少少少少しししし違違違違

うとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。そこにそこにそこにそこにボランタリーボランタリーボランタリーボランタリーななななマインドマインドマインドマインドがががが息吹息吹息吹息吹としてとしてとしてとして吹吹吹吹きききき込込込込まままま

れつつれつつれつつれつつ、、、、小小小小さなさなさなさな会社会社会社会社のようなのようなのようなのような組織組織組織組織をををを継続運営継続運営継続運営継続運営してしてしてしていいいいくくくくといといといというのがうのがうのがうのが
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委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

ににににしししし    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

    

NPONPONPONPOであるとであるとであるとであるというふうにいうふうにいうふうにいうふうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、NPONPONPONPO法人法人法人法人はははは、、、、ボボボボ

ランタリーマインドランタリーマインドランタリーマインドランタリーマインドはははは失失失失わないわないわないわないでででで、、、、有償有償有償有償でででで社会貢献的社会貢献的社会貢献的社会貢献的にににに動動動動こうとしてこうとしてこうとしてこうとして

いるいるいるいるというようにというようにというようにというように考考考考えているえているえているえているののののですですですですがががが。。。。ごごごご回答回答回答回答になりますでしょうかになりますでしょうかになりますでしょうかになりますでしょうか

。。。。    

    

このこのこのこのNPONPONPONPO法人法人法人法人のののの１７１７１７１７分野分野分野分野とととと書書書書いていていていているいるいるいる資料資料資料資料ですがですがですがですが、、、、１７１７１７１７項目項目項目項目全全全全てててて

のののの団体団体団体団体がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃるのかゃるのかゃるのかゃるのかとととと思思思思ったったったったののののですがですがですがですが、、、、このこのこのこの２２２２ページページページページ目目目目のののの印印印印かかかか

らいきますとらいきますとらいきますとらいきますと、、、、ぜんぜんぜんぜんぜんぜんぜんぜん印印印印がついてないところはがついてないところはがついてないところはがついてないところは、、、、⑥⑥⑥⑥のののの災害救助活動災害救助活動災害救助活動災害救助活動

、、、、それからそれからそれからそれから⑫⑫⑫⑫のののの情報化情報化情報化情報化社会社会社会社会のののの発展発展発展発展をををを図図図図るるるる活動活動活動活動、、、、⑬⑬⑬⑬科学技術科学技術科学技術科学技術のののの振興振興振興振興をををを図図図図

るるるる活動活動活動活動、、、、⑯⑯⑯⑯消費者消費者消費者消費者のののの保護保護保護保護をををを図図図図るるるる活動活動活動活動、、、、これはこれはこれはこれは今今今今現在無現在無現在無現在無いということでいということでいということでいということで

すねすねすねすね。。。。    

    

そういうことですねそういうことですねそういうことですねそういうことですね。。。。これをこれをこれをこれを事業目的事業目的事業目的事業目的にににに掲掲掲掲げているげているげているげているNPONPONPONPOがががが川西川西川西川西のののの

場合場合場合場合ににににはまだはまだはまだはまだ存在存在存在存在していないということですねしていないということですねしていないということですねしていないということですね？？？？    

    

はいはいはいはい。。。。そそそそのとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。ですですですですからからからから、、、、こういうこういうこういうこういう分野分野分野分野でやってでやってでやってでやっていいいいきたいきたいきたいきたい

とととと思思思思われるわれるわれるわれるようなようなようなような活動活動活動活動のののの芽生芽生芽生芽生えがあればえがあればえがあればえがあれば、、、、私私私私たちもたちもたちもたちも一緒一緒一緒一緒にににに相談相談相談相談にのらにのらにのらにのら

せていただきながらせていただきながらせていただきながらせていただきながら、、、、立立立立ちちちち上上上上げげげげ支援支援支援支援をさせてをさせてをさせてをさせていただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思っておっておっておってお

りますりますりますります。。。。    

    

災害災害災害災害救援救援救援救援活動活動活動活動とととということをいうことをいうことをいうことをメインメインメインメインにににに謳謳謳謳ってってってっているところはないのでいるところはないのでいるところはないのでいるところはないので

すねすねすねすね。。。。    

    

そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。西宮西宮西宮西宮のののの方方方方にはあにはあにはあにはありますがりますがりますがりますが。。。。    

    

    

しかししかししかししかし、、、、地域地域地域地域はははは、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは自分自分自分自分たちのたちのたちのたちのまちをもってまちをもってまちをもってまちをもって、、、、やるというやるというやるというやるというここここ

とになってとになってとになってとになっていいいいますからますからますからますから、、、、NPONPONPONPOさんのさんのさんのさんの団体団体団体団体とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、結局結局結局結局はどこにはどこにはどこにはどこに

ででででもももも行行行行くくくくというというというという形形形形になるというになるというになるというになるというこここことですよねとですよねとですよねとですよね。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん地域地域地域地域ででででもももも活動活動活動活動

されるでしょうけどされるでしょうけどされるでしょうけどされるでしょうけど。。。。私私私私たちはどうしてもたちはどうしてもたちはどうしてもたちはどうしても固定的固定的固定的固定的にににに自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの地域地域地域地域をををを

ということですねということですねということですねということですね。。。。    

    

皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの場合場合場合場合はははは、、、、地域地域地域地域とととといいいいうのがうのがうのがうのが基盤基盤基盤基盤ですですですですよよよよねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、NPONPONPONPO

のののの場合場合場合場合ははははオールオールオールオール川西川西川西川西でありでありでありであり、、、、そしてそしてそしてそして、、、、オールオールオールオール川西川西川西川西からからからから、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、今回今回今回今回

ののののようなようなようなような場合場合場合場合であればであればであればであれば、、、、日本中日本中日本中日本中といってもいいですねといってもいいですねといってもいいですねといってもいいですね。。。。世界中世界中世界中世界中。。。。そのそのそのその

境界境界境界境界はははは超超超超えていえていえていえていきますきますきますきます。。。。    
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委員委員委員委員    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ただただただただ、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま川西川西川西川西をををを拠点拠点拠点拠点でででで活動活動活動活動されていればされていればされていればされていれば、、、、当然当然当然当然ながらながらながらながら川西川西川西川西をををを

良良良良くしていきたいというくしていきたいというくしていきたいというくしていきたいという目的目的目的目的もももも当然当然当然当然おおおお持持持持ちになっているちになっているちになっているちになっているわけでわけでわけでわけでありありありあり、、、、

そのそのそのその意味意味意味意味でででで言言言言うとうとうとうと、、、、逆逆逆逆にににに地域地域地域地域のののの区域区域区域区域とととというのをいうのをいうのをいうのを超超超超えながらえながらえながらえながら、、、、けれどけれどけれどけれど川川川川

西西西西のためにやれるのためにやれるのためにやれるのためにやれる、、、、そういうそういうそういうそういう動動動動きききき方方方方をされるをされるをされるをされるとととということではあるいうことではあるいうことではあるいうことではあるののののでででで

しょうねしょうねしょうねしょうね。。。。    

    

そのとおりそのとおりそのとおりそのとおりだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうふうにもそういうふうにもそういうふうにもそういうふうにも動動動動いていますいていますいていますいています。。。。    

    

今今今今のののの話話話話ですがですがですがですが、、、、私私私私はははは、、、、大学大学大学大学ででででNPONPONPONPO論論論論ももももボランティアボランティアボランティアボランティア論論論論もももも両方教両方教両方教両方教ええええ

ているものですからているものですからているものですからているものですから、、、、少少少少しししし、、、、整理整理整理整理させてくださいさせてくださいさせてくださいさせてください。。。。    

まずまずまずまず一一一一つつつつ、、、、兵庫県全体兵庫県全体兵庫県全体兵庫県全体のののの話話話話でででで言言言言うとうとうとうと、、、、県民県民県民県民ボランタリーボランタリーボランタリーボランタリー活動活動活動活動というというというという

のをのをのをのを条例条例条例条例でででで決決決決めていてめていてめていてめていて、、、、主体主体主体主体としてはとしてはとしてはとしては地縁団体地縁団体地縁団体地縁団体もももも、、、、新興新興新興新興ののののNPONPONPONPOもももも、、、、

社協社協社協社協もももも含含含含まれますまれますまれますまれます。。。。ボランタリーボランタリーボランタリーボランタリー活動活動活動活動というのをというのをというのをというのを、、、、無償無償無償無償かかかか有償有償有償有償かでかでかでかで分分分分

けるのではなくけるのではなくけるのではなくけるのではなく、、、、自発性自発性自発性自発性をををを重視重視重視重視してしてしてして、、、、非常非常非常非常にににに幅広幅広幅広幅広いいいい定義定義定義定義をしていますをしていますをしていますをしています

。。。。    

全国的全国的全国的全国的にににに見見見見るとるとるとると、、、、さきほどさきほどさきほどさきほど社協社協社協社協のののの方方方方もおっしゃっていただいたようもおっしゃっていただいたようもおっしゃっていただいたようもおっしゃっていただいたよう

にににに、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県やややや東京都東京都東京都東京都ではではではでは、、、、社協社協社協社協さんがさんがさんがさんが中間支援団体中間支援団体中間支援団体中間支援団体としてとしてとしてとしてセンターセンターセンターセンターをををを

運営運営運営運営しておられますししておられますししておられますししておられますし、、、、社協社協社協社協とととと別別別別にににに全全全全くのくのくのくの民間民間民間民間でやっているところもでやっているところもでやっているところもでやっているところも

ありますありますありますあります。。。。例例例例えばえばえばえば大阪大阪大阪大阪のののの「「「「ボランティアボランティアボランティアボランティア協会協会協会協会」、」、」、」、これはこれはこれはこれは完全完全完全完全にににに民間団民間団民間団民間団

体体体体ですがですがですがですが、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアののののコーディネートコーディネートコーディネートコーディネートもやればもやればもやればもやれば、、、、NPONPONPONPO法改正法改正法改正法改正にににに

向向向向けてのけてのけてのけてのロビーイングロビーイングロビーイングロビーイングもやればもやればもやればもやれば、、、、企業企業企業企業ののののCSRCSRCSRCSRにににに関関関関するするするする研修研修研修研修もやられるもやられるもやられるもやられる

などなどなどなど、、、、昔昔昔昔からからからから枠枠枠枠にとらわれないにとらわれないにとらわれないにとらわれない幅広幅広幅広幅広いいいい活動活動活動活動をををを展開展開展開展開されていますされていますされていますされています。。。。兵庫兵庫兵庫兵庫

県県県県のののの場合場合場合場合、、、、阪神阪神阪神阪神・・・・淡路大震災淡路大震災淡路大震災淡路大震災のののの関係関係関係関係でででで、、、、他府県他府県他府県他府県にににに比比比比べるとべるとべるとべると中間支援系中間支援系中間支援系中間支援系

のののの団体団体団体団体がががが多多多多いというのがいというのがいというのがいというのが特徴特徴特徴特徴でででで、、、、他地域他地域他地域他地域からからからから羨羨羨羨ましがられていますましがられていますましがられていますましがられています。。。。    

福祉系福祉系福祉系福祉系だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、産業労働系産業労働系産業労働系産業労働系でもでもでもでもＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯによるによるによるによる中間支援中間支援中間支援中間支援センタセンタセンタセンタ

ーーーーがありますがありますがありますがあります。。。。兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの施策施策施策施策でででで「「「「生生生生きがいしごときがいしごときがいしごときがいしごとサポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター」」」」

というのをというのをというのをというのを聞聞聞聞かれたことあるでしょうかかれたことあるでしょうかかれたことあるでしょうかかれたことあるでしょうか？？？？    これはこれはこれはこれはコミュニティビコミュニティビコミュニティビコミュニティビ

ジネスジネスジネスジネスのののの設設設設立支援立支援立支援立支援やややや、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯややややボランティアボランティアボランティアボランティア団体団体団体団体へのへのへのへの就業支援就業支援就業支援就業支援をずっをずっをずっをずっ

とやっていますとやっていますとやっていますとやっています。。。。県内県内県内県内にににに６６６６カカカカ所所所所ののののセンターセンターセンターセンターがありがありがありがあり、、、、このあたりだとこのあたりだとこのあたりだとこのあたりだと宝宝宝宝

塚塚塚塚NPONPONPONPOセンターセンターセンターセンターがががが県県県県からからからから受託受託受託受託してしてしてして運営運営運営運営されていますされていますされていますされています。。。。このこのこのこの生生生生きがいきがいきがいきがい

しごとしごとしごとしごとサポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンターではではではでは、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん一般的一般的一般的一般的なななな就労相談就労相談就労相談就労相談ややややＣＢＣＢＣＢＣＢのののの起起起起

業支援業支援業支援業支援もやりますがもやりますがもやりますがもやりますが、、、、ニートニートニートニートのののの方方方方のののの社会参加社会参加社会参加社会参加やややや、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアをやりをやりをやりをやり

たいというたいというたいというたいという申申申申しししし出出出出などもなどもなどもなども受受受受けけけけ付付付付けけけけ「「「「生生生生きがしごときがしごときがしごときがしごと」」」」としてとしてとしてとしてマッチングマッチングマッチングマッチング

をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。大体大体大体大体のののの傾向傾向傾向傾向としてとしてとしてとして、、、、最低賃金以上最低賃金以上最低賃金以上最低賃金以上のののの仕事仕事仕事仕事のののの方方方方がががが３３３３割割割割

ぐらいぐらいぐらいぐらい、、、、最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金にはにはにはには届届届届かないがかないがかないがかないが有償有償有償有償でででで働働働働きたいというきたいというきたいというきたいという方方方方はもうはもうはもうはもう少少少少しししし

多多多多くてくてくてくて、、、、全全全全くのくのくのくの無償無償無償無償ボランテボランテボランテボランティアィアィアィアのののの斡旋斡旋斡旋斡旋もあるともあるともあるともあると聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。    
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ですからですからですからですから、、、、一一一一つのつのつのつのNPONPONPONPOややややコミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスのののの中中中中ではではではでは、、、、ほとんほとんほとんほとん

どのどのどのどの人人人人ががががボランティアボランティアボランティアボランティアでででで働働働働いていていていて、、、、１１１１人人人人かかかか２２２２人人人人のののの有給専従有給専従有給専従有給専従スタッフスタッフスタッフスタッフのののの給給給給

料料料料をををを支払支払支払支払うのをうのをうのをうのを支支支支えているえているえているえている、、、、というというというという状況状況状況状況ですですですです。ＮＰＯ。ＮＰＯ。ＮＰＯ。ＮＰＯ法法法法ができたができたができたができた当初当初当初当初

はははは、、、、無償無償無償無償・・・・有償有償有償有償のののの議論議論議論議論がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、実態実態実態実態がががが見見見見えてきたえてきたえてきたえてきた今今今今はははは、、、、少少少少しししし

落落落落ちちちち着着着着いていますいていますいていますいています。。。。ただただただただ、、、、いくつかのいくつかのいくつかのいくつかの都道府県都道府県都道府県都道府県ではではではでは、「、「、「、「ボランティアボランティアボランティアボランティア

はははは絶対絶対絶対絶対にににに無償無償無償無償でなければならないでなければならないでなければならないでなければならない」」」」とととと頑固頑固頑固頑固にににに主張主張主張主張されるされるされるされる方方方方がががが多多多多いいいい地域地域地域地域

もあってもあってもあってもあって、、、、そういうところはそういうところはそういうところはそういうところはＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯセンターセンターセンターセンターとはとはとはとは別別別別にににに、、、、無償無償無償無償ののののボランボランボランボラン

ティアセンターティアセンターティアセンターティアセンターをををを作作作作るなどるなどるなどるなど、、、、棲棲棲棲みみみみ分分分分けをされていまけをされていまけをされていまけをされていますすすす。。。。    

あとあとあとあとＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯとほかのとほかのとほかのとほかのセクターセクターセクターセクターとのとのとのとの親和性親和性親和性親和性についてについてについてについて、、、、２２２２つおつおつおつお話話話話したいしたいしたいしたい

のですがのですがのですがのですが、、、、１１１１つはつはつはつは、、、、今今今今おおおお話話話話したようにしたようにしたようにしたように、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネスととととＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの関係関係関係関係ですですですです

。「。「。「。「ソーシャルエンタープライズソーシャルエンタープライズソーシャルエンタープライズソーシャルエンタープライズ」」」」やややや「「「「ソーシャルビジネスソーシャルビジネスソーシャルビジネスソーシャルビジネス」」」」がががが最近最近最近最近

、、、、注目注目注目注目をををを集集集集めていますめていますめていますめています。。。。無償無償無償無償のののの持持持持ちちちち出出出出しではしではしではしでは活動活動活動活動がががが続続続続けられないのでけられないのでけられないのでけられないので

、、、、きちんとおきちんとおきちんとおきちんとお金金金金がががが回回回回るるるる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを考考考考えようとかえようとかえようとかえようとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは一般企業一般企業一般企業一般企業ではではではでは

雇用雇用雇用雇用がががが難難難難しいしいしいしい人人人人たちたちたちたち…………例例例例えばえばえばえば病気病気病気病気やややや障障障障がいをがいをがいをがいを抱抱抱抱えるえるえるえる人人人人にもにもにもにも働働働働いてもいてもいてもいても

らえるらえるらえるらえる事業事業事業事業をををを起起起起こしていこうというこしていこうというこしていこうというこしていこうという動動動動きですきですきですきです。。。。今今今今、、、、神戸市神戸市神戸市神戸市でででで、、、、中小企中小企中小企中小企

業家同友会業家同友会業家同友会業家同友会やややや商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所、、、、政策金融公庫政策金融公庫政策金融公庫政策金融公庫のののの方方方方たちとたちとたちとたちと中間支援系中間支援系中間支援系中間支援系ののののＮＰＮＰＮＰＮＰ

ＯＯＯＯとでとでとでとで「「「「神戸神戸神戸神戸ソソソソーシャルビジネスーシャルビジネスーシャルビジネスーシャルビジネス円卓会議円卓会議円卓会議円卓会議」」」」というのをというのをというのをというのを一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命やっやっやっやっ

ていますていますていますています。。。。市市市市のののの部局部局部局部局ではではではでは、、、、地域力強化地域力強化地域力強化地域力強化にににに関関関関するするするする部局部局部局部局のののの人人人人もももも産業振興部産業振興部産業振興部産業振興部

局局局局のののの人人人人もももも、、、、縦割縦割縦割縦割りではなくりではなくりではなくりではなく一緒一緒一緒一緒にににに参加参加参加参加していますしていますしていますしています。。。。福祉福祉福祉福祉とととと産業産業産業産業のののの中間中間中間中間

領域領域領域領域ってってってって結構結構結構結構、、、、ありますよねありますよねありますよねありますよね。。。。そこのところをそこのところをそこのところをそこのところを社会起業社会起業社会起業社会起業としてできなとしてできなとしてできなとしてできな

いかなといかなといかなといかなと思思思思ってやっていますってやっていますってやっていますってやっています。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、中間支援系中間支援系中間支援系中間支援系ののののＮＰＮＰＮＰＮＰ

ＯＯＯＯがががが、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな分野分野分野分野のののの、、、、営利営利営利営利とととと非営利非営利非営利非営利をををを繋繋繋繋ぐようなぐようなぐようなぐような機能機能機能機能をををを果果果果たしてたしてたしてたして

いるというのがいるというのがいるというのがいるというのが一点一点一点一点ですですですです。。。。    

もうもうもうもう一点一点一点一点、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会とのとのとのとの繋繋繋繋がりですがりですがりですがりです。。。。今今今今のののの川西市川西市川西市川西市ではではではでは、、、、地域団体地域団体地域団体地域団体がががが

かなりかなりかなりかなり自己完結自己完結自己完結自己完結していらっしゃるのでしていらっしゃるのでしていらっしゃるのでしていらっしゃるので、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターとはまったとはまったとはまったとはまった

くくくく繋繋繋繋ががががりがないりがないりがないりがない、、、、というのはというのはというのはというのは分分分分かりましたかりましたかりましたかりました。。。。会館会館会館会館などをなどをなどをなどを自前自前自前自前でででで持持持持ってってってって

いるところはいるところはいるところはいるところは、、、、センターセンターセンターセンターのののの世話世話世話世話にならなくてもいいにならなくてもいいにならなくてもいいにならなくてもいい、、、、ということがあということがあということがあということがあ

るのかもしれませんるのかもしれませんるのかもしれませんるのかもしれません。。。。ただただただただ、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げたようにげたようにげたようにげたように、、、、地域活動地域活動地域活動地域活動にもにもにもにも

少少少少しししし事業事業事業事業がががが絡絡絡絡んでくるとんでくるとんでくるとんでくると、、、、NPONPONPONPOセンターセンターセンターセンターのおのおのおのお世話世話世話世話になるになるになるになる、、、、というというというという事事事事

例例例例がががが結構結構結構結構ありますありますありますあります。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、小学校区小学校区小学校区小学校区でででで学童保育学童保育学童保育学童保育をををを行行行行うううう際際際際にににに、、、、ボランボランボランボラン

ティアティアティアティアではではではでは責任責任責任責任もももも取取取取れないしれないしれないしれないし、、、、スタッフスタッフスタッフスタッフもももも確保確保確保確保できないのでできないのでできないのでできないので、、、、NPONPONPONPO

法人化法人化法人化法人化したいというようなしたいというようなしたいというようなしたいというような事案事案事案事案。。。。それからそれからそれからそれから、、、、自治会自治会自治会自治会のののの福祉部福祉部福祉部福祉部からからからから始始始始まままま

ったったったった見守見守見守見守りりりり活動活動活動活動をををを、、、、家事支援家事支援家事支援家事支援をををを有料有料有料有料でででで定期的定期的定期的定期的にににに行行行行うううう団体団体団体団体やややや託老所託老所託老所託老所にににに発発発発

展展展展させたいさせたいさせたいさせたい、、、、というようというようというようというようなななな事案事案事案事案。。。。川西市内川西市内川西市内川西市内ではではではでは、、、、まだそんなまだそんなまだそんなまだそんな事案事案事案事案はなはなはなはな

いかもしれませんがいかもしれませんがいかもしれませんがいかもしれませんが、、、、他他他他のののの地域地域地域地域ではではではでは、、、、中間支援系中間支援系中間支援系中間支援系ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯセンターセンターセンターセンターにににに

相談相談相談相談にににに行行行行ってってってって組織運営組織運営組織運営組織運営やややや助成金助成金助成金助成金のとりのとりのとりのとり方方方方などのなどのなどのなどのアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをもらいをもらいをもらいをもらい、、、、
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地縁系団体地縁系団体地縁系団体地縁系団体ががががNPONPONPONPO法人化法人化法人化法人化をしていくところもをしていくところもをしていくところもをしていくところも出出出出てきていますてきていますてきていますてきています。。。。        

またまたまたまた、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域にににに行行行行くとくとくとくと、、、、特産品開発特産品開発特産品開発特産品開発・・・・生産生産生産生産ののののグループグループグループグループをををを作作作作ったったったった

りりりり、、、、廃校廃校廃校廃校をををを活用活用活用活用してしてしてして滞在型滞在型滞在型滞在型のののの観光施設観光施設観光施設観光施設をををを地域住民地域住民地域住民地域住民がががが経営経営経営経営したりしたりしたりしたり、、、、あるあるあるある

いはいはいはいは「「「「地域共同店地域共同店地域共同店地域共同店」」」」といいますがといいますがといいますがといいますが、、、、地域内地域内地域内地域内のののの商店商店商店商店がががが廃業廃業廃業廃業してしまったしてしまったしてしまったしてしまった

のでのでのでので自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで食料品食料品食料品食料品やややや日用品日用品日用品日用品をををを扱扱扱扱うおうおうおうお店店店店をををを経営経営経営経営しておられるとこしておられるとこしておられるとこしておられるとこ

ろがろがろがろが少少少少なからずありますなからずありますなからずありますなからずあります。。。。地縁組織地縁組織地縁組織地縁組織のののの有志有志有志有志がががが、、、、NPONPONPONPO法人化法人化法人化法人化あるいはあるいはあるいはあるいは

株式会社化株式会社化株式会社化株式会社化してしてしてして、、、、地域地域地域地域のためにいろいろなのためにいろいろなのためにいろいろなのためにいろいろな事業事業事業事業をやっておられますをやっておられますをやっておられますをやっておられます。。。。

そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは川西市川西市川西市川西市でもでもでもでも今後今後今後今後、、、、地域地域地域地域からのからのからのからの繋繋繋繋がりというのもがりというのもがりというのもがりというのも出出出出てててて

くるのかというくるのかというくるのかというくるのかという気気気気はいたしますはいたしますはいたしますはいたします。。。。    

    

はいはいはいはい。。。。ありがとうございまありがとうございまありがとうございまありがとうございましたしたしたした。。。。    

全般的全般的全般的全般的なななな状況状況状況状況ででででいろいろとおいろいろとおいろいろとおいろいろとお話話話話いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。他他他他のののの方方方方はいかがではいかがではいかがではいかがで

しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。    

    

個人的個人的個人的個人的にはにはにはには、、、、男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のののの勉強勉強勉強勉強をしておりましたのでをしておりましたのでをしておりましたのでをしておりましたので、、、、市民市民市民市民

活動活動活動活動センターセンターセンターセンター、、、、男女男女男女男女共同共同共同共同参画参画参画参画センターセンターセンターセンター、、、、一緒一緒一緒一緒になっているところですになっているところですになっているところですになっているところです

がががが、、、、伺伺伺伺ったったったったことはありますことはありますことはありますことはあります。。。。ただただただただ、、、、NPONPONPONPOにににに興味興味興味興味があるとかがあるとかがあるとかがあるとか、、、、ボランボランボランボラン

ティアティアティアティアにににに興味興味興味興味があるとかがあるとかがあるとかがあるとか、、、、何何何何かかかか志志志志をををを持持持持ってってってっているといるといるといるとかかかかといといといというううう以外以外以外以外のごのごのごのご近近近近

所所所所さんさんさんさんなどのなどのなどのなどの様子様子様子様子をををを拝見拝見拝見拝見しているとしているとしているとしていると、、、、知知知知らないらないらないらない人人人人もももも多多多多いいいいのではないかのではないかのではないかのではないか

というのがというのがというのがというのが、、、、実情実情実情実情かもしれませんかもしれませんかもしれませんかもしれません。。。。    

ただただただただ、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターというのはというのはというのはというのは、、、、もともともともともともともともと考考考考ええええ始始始始めてめてめてめて１０１０１０１０年年年年くくくく

らいらいらいらい歴史歴史歴史歴史があるものですしがあるものですしがあるものですしがあるものですし、、、、まちづくりにはまちづくりにはまちづくりにはまちづくりには男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のののの理念理念理念理念

とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、絶対切絶対切絶対切絶対切りりりり離離離離せないものだとせないものだとせないものだとせないものだと思思思思ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ここここ

のののの市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターにはにはにはにはノウハウノウハウノウハウノウハウであるとかであるとかであるとかであるとか、、、、マンパワーマンパワーマンパワーマンパワー、、、、といってといってといってといって

もももも常駐常駐常駐常駐はおはおはおはお二人二人二人二人ということでということでということでということですごくすごくすごくすごく少少少少ないとないとないとないと思思思思ってってってっているいるいるいるののののですがですがですがですが、、、、

NPONPONPONPO法人法人法人法人のののの皆様皆様皆様皆様とかとかとかとかをををを含含含含めればかなりのめればかなりのめればかなりのめればかなりのマンパワーマンパワーマンパワーマンパワーもありますしもありますしもありますしもありますし、、、、

あとあとあとあと、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん志志志志もありますもありますもありますもあります。。。。    

今後今後今後今後、、、、まちづくりをまちづくりをまちづくりをまちづくりを考考考考えるにあたってはえるにあたってはえるにあたってはえるにあたっては、、、、是非是非是非是非、、、、行政行政行政行政とととと、、、、各各各各エリアエリアエリアエリア

のののの自治体自治体自治体自治体、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの方方方方のののの代表代表代表代表のののの方方方方とととと、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターのののの方方方方とととと

それにそれにそれにそれに登録登録登録登録されているされているされているされている団体団体団体団体のののの方方方方とととと、、、、あとあとあとあと商工会商工会商工会商工会であるとかであるとかであるとかであるとか社協社協社協社協であるであるであるである

とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方々々々々がががが、、、、横串横串横串横串ででででグサグサグサグサっとっとっとっと刺刺刺刺さったさったさったさった形形形形でででで足並足並足並足並みをそろえみをそろえみをそろえみをそろえ

てててて、、、、各各各各エリアエリアエリアエリアのののの何何何何かかかか問題問題問題問題をををを解決解決解決解決していくようなしていくようなしていくようなしていくようなチームチームチームチームをををを、、、、例例例例えばえばえばえば清和清和清和清和

台台台台地域地域地域地域であればであればであればであれば災害時災害時災害時災害時のことであるとかのことであるとかのことであるとかのことであるとか、、、、これからこれからこれからこれから高齢化高齢化高齢化高齢化にににに向向向向けてけてけてけてのののの

福祉福祉福祉福祉のののの問題問題問題問題であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、そういうものにそういうものにそういうものにそういうものに強強強強いいいい市民団体市民団体市民団体市民団体のののの方方方方とととと協力協力協力協力をしをしをしをし

てててて、、、、いろいろやっていけるのではないかいろいろやっていけるのではないかいろいろやっていけるのではないかいろいろやっていけるのではないかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

ぜひぜひぜひぜひ、、、、ここまでここまでここまでここまで１０１０１０１０年年年年かけてかけてかけてかけて作作作作りりりり上上上上げてきたものをげてきたものをげてきたものをげてきたものを、、、、これからのまこれからのまこれからのまこれからのま
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ちづくりにちづくりにちづくりにちづくりに生生生生かしていくのがいいのではないかかしていくのがいいのではないかかしていくのがいいのではないかかしていくのがいいのではないかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその中中中中でででで

、、、、一番一番一番一番初初初初めめめめにににに会長会長会長会長がごがごがごがご説明説明説明説明されたされたされたされた、、、、例例例例えばえばえばえば無償無償無償無償ののののボランティアボランティアボランティアボランティアではだではだではだではだ

めだよとめだよとめだよとめだよというというというというところでころでころでころではははは、、、、やはりやはりやはりやはり協働協働協働協働においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、市民市民市民市民のののの代表代表代表代表ややややコミコミコミコミ

ュニティュニティュニティュニティのののの代表代表代表代表がががが、、、、有償有償有償有償のののの政策政策政策政策サポーターサポーターサポーターサポーターみたいなみたいなみたいなみたいな形形形形でででで参加参加参加参加しししし、、、、市市市市のののの

税金税金税金税金のののの中中中中からからからから何何何何かまかなえるかまかなえるかまかなえるかまかなえるようなようなようなような仕組仕組仕組仕組みみみみ。。。。志志志志があってがあってがあってがあって、、、、やっていこやっていこやっていこやっていこ

うといううといううといううという人人人人にはにはにはには、、、、やはりやはりやはりやはりボランティアボランティアボランティアボランティア、、、、無償無償無償無償ののののボランティアボランティアボランティアボランティアではなくではなくではなくではなく

、、、、やらされやらされやらされやらされ感感感感であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと嫌気嫌気嫌気嫌気がさすとがさすとがさすとがさすと言言言言ったらったらったらったら変変変変なななな言言言言いいいい方方方方

ですですですですがががが、、、、そのようなそのようなそのようなそのようなマイナスマイナスマイナスマイナス部分部分部分部分をををを排除排除排除排除しししし、、、、志志志志ををををずっずっずっずっととととモチベーショモチベーショモチベーショモチベーショ

ンンンンをもってやっていけるようなをもってやっていけるようなをもってやっていけるようなをもってやっていけるような仕組仕組仕組仕組みみみみももももあわせてあわせてあわせてあわせて考考考考えることがまえることがまえることがまえることがまちちちち

づくりにはづくりにはづくりにはづくりには必要必要必要必要かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

おおおお話話話話はわかるはわかるはわかるはわかるのですがのですがのですがのですが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺ががががNPONPONPONPOのののの活動活動活動活動のののの中身中身中身中身とととと我我我我々々々々がやっがやっがやっがやっ

ているているているているコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティやややや自治自治自治自治会会会会とととと中身中身中身中身がががが若干違若干違若干違若干違うううう部分部分部分部分ががががあるあるあるあるののののですよですよですよですよ

ねねねね。。。。    

だからだからだからだから、、、、我我我我々々々々はははは前前前前もももも言言言言ったったったったとととと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるボランティアボランティアボランティアボランティア

というのをというのをというのをというのを無償無償無償無償でででで全部全部全部全部やっているやっているやっているやっているわけですわけですわけですわけです。。。。そのそのそのその考考考考ええええ方方方方そのものがそのものがそのものがそのものが古古古古

くなっているくなっているくなっているくなっているののののかもかもかもかもわかりませんわかりませんわかりませんわかりませんがががが。。。。これからはこれからはこれからはこれからは無償無償無償無償だけではだけではだけではだけでは駄目駄目駄目駄目だだだだ

、、、、あるあるあるある部分部分部分部分についてはについてはについてはについては有償有償有償有償のののの部分部分部分部分もももも必要必要必要必要だだだだ、、、、それでそれでそれでそれでNPONPONPONPOかかかか誰誰誰誰かがかがかがかが担担担担

当当当当してしてしてして、、、、そのそのそのその人人人人たちたちたちたちのののの生活生活生活生活もあるわもあるわもあるわもあるわけけけけですですですですからからからから、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる有償有償有償有償であるであるであるである

ということにということにということにということに関関関関してはしてはしてはしては否定否定否定否定しませんしませんしませんしません。。。。    

しかししかししかししかし、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティやややや自治会自治会自治会自治会がががが、、、、有償有償有償有償ももももありますよとありますよとありますよとありますよというこというこというこということ、、、、

このこのこのこの間間間間もあるところのもあるところのもあるところのもあるところの会議会議会議会議でそういうでそういうでそういうでそういう話話話話がががが出出出出たたたたののののですがですがですがですが、、、、地域地域地域地域のののの中中中中のののの

基本的基本的基本的基本的なななな組織組織組織組織としてはとしてはとしてはとしては、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、今今今今のところはのところはのところはのところは昔昔昔昔からからからから続続続続いているいているいているいている自治自治自治自治

会会会会ななななののののですですですです。。。。ほとんどがねほとんどがねほとんどがねほとんどがね。。。。そのそのそのその自治会自治会自治会自治会がががが大大大大きくなったきくなったきくなったきくなったものものものものがががが、、、、今今今今ココココ

ミュニティミュニティミュニティミュニティとととといういういういう形形形形でででであるあるあるあるとととというようないうようないうようないうような捉捉捉捉ええええ方方方方をしていをしていをしていをしていますますますます。。。。それそれそれそれププププ

ラスラスラスラスNPONPONPONPOがががが入入入入ってってってってくくくくるるるる。。。。そしてそしてそしてそして全体全体全体全体がががが拡大拡大拡大拡大されていってされていってされていってされていって、、、、市市市市のののの中中中中のののの

いろんないろんないろんないろんな課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組組組組んでいくというんでいくというんでいくというんでいくという形形形形になになになになってってってってきているのだときているのだときているのだときているのだと思思思思

いますがいますがいますがいますが。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、男女男女男女男女共同共同共同共同参画参画参画参画のののの形形形形がががが入入入入ってってってってきてきてきてきて、、、、ものすごくものすごくものすごくものすごく範囲範囲範囲範囲

がががが広広広広がってがってがってがっていますいますいますいます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、一方一方一方一方でででで有償有償有償有償、、、、一方一方一方一方でででで無償無償無償無償というというというという形形形形になになになにな

ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと、、、、自治会自治会自治会自治会とかとかとかとかそのそのそのその地域地域地域地域というというというという地域社会地域社会地域社会地域社会のののの根本的根本的根本的根本的ななななものものものものがががが

崩崩崩崩れてれてれてれていくいくいくいくのではないかとのではないかとのではないかとのではないかといういういういうふうなふうなふうなふうな考考考考ええええ方方方方もあるもあるもあるもあるとととと思思思思いますいますいますいます。。。。

NPONPONPONPO活動活動活動活動をすることによってをすることによってをすることによってをすることによって、、、、特定特定特定特定のののの分野分野分野分野にににに集中集中集中集中してしてしてして活動活動活動活動されるされるされるされるのののの

だったらいいだったらいいだったらいいだったらいいのですがのですがのですがのですが。。。。それがほとんどそれがほとんどそれがほとんどそれがほとんどだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

「「「「市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」のようなのようなのようなのような感感感感じでじでじでじで、、、、真真真真んんんん中中中中のののの中間的中間的中間的中間的なななな支援支援支援支援のののの

活動活動活動活動いうのはいうのはいうのはいうのは少少少少ないないないないですよねですよねですよねですよね。。。。ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどのNPONPONPONPOいうのはいうのはいうのはいうのは、、、、活動活動活動活動のののの目目目目

的的的的というというというというものものものものををををあるあるあるある程度程度程度程度絞絞絞絞られていられていられていられていますますますますよねよねよねよね。。。。それそれそれそれがががが行政行政行政行政とととと結結結結びついびついびついびつい



2011/05/31 

 27 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

てててて、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ連携連携連携連携してやるのはしてやるのはしてやるのはしてやるのは、、、、我我我我々々々々もももも良良良良いいいいことことことことだだだだとととと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、

そそそそれがれがれがれが地域社会地域社会地域社会地域社会のののの中中中中でででで自治会自治会自治会自治会ややややコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとなったとなったとなったとなった場合場合場合場合にににに、、、、それそれそれそれがががが

できるかできるかできるかできるかどうかどうかどうかどうか、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしいことことことことがあがあがあがありますりますりますります。。。。    

今今今今、、、、言言言言わわわわれたようにれたようにれたようにれたように災害災害災害災害のののの支援支援支援支援活動活動活動活動にしてもにしてもにしてもにしても、、、、これはすでにこれはすでにこれはすでにこれはすでに行政行政行政行政のののの

方方方方からいってるわけですからいってるわけですからいってるわけですからいってるわけです。。。。各各各各コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの中中中中でもでもでもでも、、、、そそそそのようなのようなのようなのような場場場場をををを

もってもってもってもって、、、、名簿名簿名簿名簿、、、、安否確認安否確認安否確認安否確認をしていますをしていますをしていますをしています。。。。清和台清和台清和台清和台はさらにはさらにはさらにはさらに進進進進んでんでんでんで、、、、避難避難避難避難

行動行動行動行動までまでまでまでいろいろいろいろいろいろいろいろ考考考考ええええててててらっしゃるらっしゃるらっしゃるらっしゃるとととと思思思思いますいますいますいますがががが。。。。そういうそういうそういうそういう繋繋繋繋がりががりががりががりが

行政行政行政行政とはあるとはあるとはあるとはあるののののですですですです。。。。それがそれがそれがそれが、、、、NPONPONPONPOのののの方方方方ではではではでは、、、、そういうそういうそういうそういう活動活動活動活動をされをされをされをされ

ているているているているNPONPONPONPOはははは川西川西川西川西ではではではでは全全全全くくくくないわけですねないわけですねないわけですねないわけですね。。。。    

部分的部分的部分的部分的にはにはにはにはNPONPONPONPOのののの活動活動活動活動とととと地域的地域的地域的地域的なななな問題問題問題問題ととととでででで繋繋繋繋がりがりがりがりができるができるができるができる可能性可能性可能性可能性

はありますはありますはありますはありますがががが、、、、現現現現時点時点時点時点ではではではではほとんどほとんどほとんどほとんど無無無無いいいいわけですわけですわけですわけです。。。。ただただただただ、、、、さきほどさきほどさきほどさきほど何何何何

回回回回ももももおっしゃおっしゃおっしゃおっしゃいましたがいましたがいましたがいましたが、、、、福祉福祉福祉福祉のののの方方方方にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、ここここれかられかられかられから大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題

となってとなってとなってとなってくくくくるとるとるとると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、それはそれはそれはそれはNPONPONPONPOのののの専門的専門的専門的専門的なななな活動活動活動活動されていされていされていされてい

るところとるところとるところとるところと連携連携連携連携してやろうというしてやろうというしてやろうというしてやろうということことことこともできるともできるともできるともできると思思思思いますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、

それをそれをそれをそれを有有有有償償償償にするかにするかにするかにするか、、、、無無無無償償償償にするかにするかにするかにするかということはということはということはということは大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題になりまになりまになりまになりま

すすすす。。。。NPONPONPONPOはははは、、、、今今今今でもでもでもでも介護施設介護施設介護施設介護施設などなどなどなど、、、、民間民間民間民間ででででありますよねありますよねありますよねありますよね。。。。本来本来本来本来はははは、、、、

真真真真んんんん中中中中をををを取取取取りりりり持持持持つつつつ、、、、いわゆるこっちとこっちとをいわゆるこっちとこっちとをいわゆるこっちとこっちとをいわゆるこっちとこっちとを繋繋繋繋ぐというぐというぐというぐというふうなふうなふうなふうな

NPONPONPONPOのののの組織組織組織組織そのものがそのものがそのものがそのものが・・・・・・・・・・・・    

    

繋繋繋繋ぐというのとぐというのとぐというのとぐというのと、、、、自自自自らららら事業事業事業事業をををを起起起起こすというのがありますねこすというのがありますねこすというのがありますねこすというのがありますね。。。。    

    

ありますねありますねありますねありますね。。。。事業事業事業事業をををを起起起起こされているのがたくさんありますねこされているのがたくさんありますねこされているのがたくさんありますねこされているのがたくさんありますね。。。。    

それとそれとそれとそれと、、、、社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの地区福祉委員会地区福祉委員会地区福祉委員会地区福祉委員会ありますけどありますけどありますけどありますけど、、、、それとのそれとのそれとのそれとの

連携連携連携連携はははは今今今今ほとんどないですねほとんどないですねほとんどないですねほとんどないですね。。。。ただただただただ、、、、紹介紹介紹介紹介事業事業事業事業をををを社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会ががががしししし

ていていていていますねますねますねますね。。。。地区福祉委員会地区福祉委員会地区福祉委員会地区福祉委員会でもそれをでもそれをでもそれをでもそれをやっておられますけどもやっておられますけどもやっておられますけどもやっておられますけども、、、、しししし

かしかしかしかし、、、、それがそれがそれがそれが直接的直接的直接的直接的ににににコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとつながるかとなったらとつながるかとなったらとつながるかとなったらとつながるかとなったら、、、、なかななかななかななかな

かかかか難難難難しいしいしいしい気気気気がしますがしますがしますがします。。。。    

    

さっきさっきさっきさっき話話話話しししし忘忘忘忘れていたれていたれていたれていた、、、、防災分野防災分野防災分野防災分野のことをのことをのことをのことを少少少少しししし紹介紹介紹介紹介させてくださいさせてくださいさせてくださいさせてください

。。。。先先先先ほどほどほどほど、、、、川西市川西市川西市川西市にはにはにはには防災防災防災防災やややや災災災災害救援害救援害救援害救援をををを手掛手掛手掛手掛けるけるけるけるNPONPONPONPOがないとがないとがないとがないと聞聞聞聞いいいい

てびっくりしたのですがてびっくりしたのですがてびっくりしたのですがてびっくりしたのですが、、、、西宮西宮西宮西宮ののののＮＶＮＡＤＮＶＮＡＤＮＶＮＡＤＮＶＮＡＤというというというという老舗老舗老舗老舗ののののNPONPONPONPOはははは、、、、

確確確確かにかにかにかに災害救援災害救援災害救援災害救援のののの現場現場現場現場にもにもにもにも行行行行かれるのですがかれるのですがかれるのですがかれるのですが、、、、普段普段普段普段、、、、何何何何をやっているをやっているをやっているをやっている

かというとかというとかというとかというと、、、、地域地域地域地域でででで地道地道地道地道にににに減災教育減災教育減災教育減災教育をやってらっしゃいますをやってらっしゃいますをやってらっしゃいますをやってらっしゃいます。「。「。「。「防災防災防災防災

とととと言言言言わないわないわないわない防災防災防災防災」」」」というというというという面白面白面白面白いいいいコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトをををを掲掲掲掲げげげげ、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、地域地域地域地域のののの地地地地

名名名名からそのからそのからそのからその地域地域地域地域のののの災害歴災害歴災害歴災害歴があるがあるがあるがある程度分程度分程度分程度分かるのでかるのでかるのでかるので、、、、地元学地元学地元学地元学のののの視点視点視点視点からからからから高高高高

齢者大学齢者大学齢者大学齢者大学でででで学習会学習会学習会学習会をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、子子子子どもどもどもども向向向向けにけにけにけに分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい防災絵本防災絵本防災絵本防災絵本をををを作作作作
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委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ってってってって、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園などをなどをなどをなどを回回回回られたりしていますられたりしていますられたりしていますられたりしています。。。。    

普段普段普段普段、、、、そのようにそのようにそのようにそのように地域地域地域地域にににに溶溶溶溶けけけけ込込込込んでんでんでんで地域地域地域地域のののの防災力防災力防災力防災力ののののサポートサポートサポートサポートなどをなどをなどをなどを

するするするする活動活動活動活動もももも、、、、防災防災防災防災・・・・災害救援災害救援災害救援災害救援ののののNPONPONPONPOのののの中中中中にはありますにはありますにはありますにはあります。。。。むしろむしろむしろむしろ、、、、地地地地

震震震震がががが起起起起こってないときにこってないときにこってないときにこってないときに、、、、いかにいかにいかにいかに地域地域地域地域のののの防災力防災力防災力防災力をををを高高高高めるかというめるかというめるかというめるかという活動活動活動活動

をしているをしているをしているをしているグループグループグループグループのののの方方方方がががが多多多多いのではないでしょうかいのではないでしょうかいのではないでしょうかいのではないでしょうか。。。。もうもうもうもう少少少少しししし、、、、多多多多

様様様様なななな事例事例事例事例をををを知知知知っていただくとっていただくとっていただくとっていただくと、、、、地域活動地域活動地域活動地域活動とととと親和性親和性親和性親和性のののの高高高高いいいいNPONPONPONPOもあるもあるもあるもある

、、、、ということがおということがおということがおということがお分分分分かりいただけるかなともかりいただけるかなともかりいただけるかなともかりいただけるかなとも思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。    

それからそれからそれからそれから、、、、確確確確かにかにかにかに自治会長自治会長自治会長自治会長さんやまちづくりさんやまちづくりさんやまちづくりさんやまちづくり組織組織組織組織のののの会長会長会長会長さんらのさんらのさんらのさんらのリリリリ

ーダーシップーダーシップーダーシップーダーシップのもとでのもとでのもとでのもとで、、、、今今今今やっておられるやっておられるやっておられるやっておられる地域活動地域活動地域活動地域活動はははは素晴素晴素晴素晴らしいとらしいとらしいとらしいと思思思思

うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、失礼失礼失礼失礼なななな言言言言いいいい方方方方になるかもしれませんがになるかもしれませんがになるかもしれませんがになるかもしれませんが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん

がががが引退引退引退引退されたされたされたされた後後後後、、、、そのそのそのその後継後継後継後継のののの方方方方もももも同同同同じようにされるのかなじようにされるのかなじようにされるのかなじようにされるのかな、、、、どうかなどうかなどうかなどうかな

？？？？とととと思思思思いますいますいますいます。。。。というのもというのもというのもというのも、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん行政行政行政行政からからからから地域地域地域地域にににに対対対対するするするする注文注文注文注文やややや要要要要

望望望望がががが難難難難しくなっていますねしくなっていますねしくなっていますねしくなっていますね。。。。今今今今まででしたらまででしたらまででしたらまででしたら「「「「三世代交流三世代交流三世代交流三世代交流」」」」くらいでくらいでくらいでくらいで

済済済済んでいたのがんでいたのがんでいたのがんでいたのが、、、、今今今今はははは児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの早期発見早期発見早期発見早期発見をををを地域地域地域地域でやってくれなどでやってくれなどでやってくれなどでやってくれなど、、、、

非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい課題課題課題課題もふられていますもふられていますもふられていますもふられています。。。。そういうそういうそういうそういう活動活動活動活動はははは、、、、やはりやはりやはりやはり専門家専門家専門家専門家

がががが後後後後ろにいなければろにいなければろにいなければろにいなければ難難難難しいのではないかしいのではないかしいのではないかしいのではないか、、、、とととと思思思思いますねいますねいますねいますね。。。。問題事例問題事例問題事例問題事例をををを

見見見見つけるのはつけるのはつけるのはつけるのは、、、、地元地元地元地元をよくごをよくごをよくごをよくご存存存存じのじのじのじの民生児童委員民生児童委員民生児童委員民生児童委員さんやさんやさんやさんや地域地域地域地域のののの役員役員役員役員ささささ

んでしょうがんでしょうがんでしょうがんでしょうが、、、、見見見見つけたときにどうつけたときにどうつけたときにどうつけたときにどう対処対処対処対処するかというのはするかというのはするかというのはするかというのは、、、、やはりやはりやはりやはり児児児児

童虐待童虐待童虐待童虐待やややや人権擁護人権擁護人権擁護人権擁護をををを手手手手がけているがけているがけているがけているNPONPONPONPOがががが助言助言助言助言にににに入入入入るといったるといったるといったるといった連携連携連携連携がががが

必要必要必要必要ですですですです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、地域地域地域地域はははは基盤基盤基盤基盤なのですなのですなのですなのです。。。。ただただただただ、、、、あまりにもいろんなあまりにもいろんなあまりにもいろんなあまりにもいろんな

役割役割役割役割をををを求求求求められるときにめられるときにめられるときにめられるときに、、、、専門性専門性専門性専門性をををを持持持持ったったったったNPONPONPONPOあるいはあるいはあるいはあるいは専門家専門家専門家専門家やややや外外外外

部部部部のののの資源資源資源資源とととと繋繋繋繋いでくれるいでくれるいでくれるいでくれるNPONPONPONPOというのはというのはというのはというのは、、、、決決決決してしてしてして邪魔邪魔邪魔邪魔にはならないにはならないにはならないにはならない

、、、、むしろむしろむしろむしろ味方味方味方味方になってくれるになってくれるになってくれるになってくれる話話話話ではないかではないかではないかではないか、、、、とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

それはあるとそれはあるとそれはあるとそれはあると思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。ただただただただ、、、、現在現在現在現在はははは川西市川西市川西市川西市ではではではでは繋繋繋繋がりはがりはがりはがりは無無無無いでいでいでいで

すすすす。。。。    

児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待にしろにしろにしろにしろDVDVDVDVにしろにしろにしろにしろ、、、、一番一番一番一番中心中心中心中心になってになってになってになって、、、、事象事象事象事象をををを事前事前事前事前にににに捉捉捉捉ええええ

てそれをてそれをてそれをてそれを連絡連絡連絡連絡するというのはするというのはするというのはするというのは、、、、民生児童委員民生児童委員民生児童委員民生児童委員さんのさんのさんのさんの任務任務任務任務としてとしてとしてとして加加加加えらえらえらえら

れているれているれているれているののののですよねですよねですよねですよね。。。。    

それそれそれそれプラスプラスプラスプラス、、、、何回何回何回何回もももも言言言言いますいますいますいますがががが、、、、今福祉今福祉今福祉今福祉のののの方方方方ではではではでは、、、、民生委員民生委員民生委員民生委員としてとしてとしてとして

本来本来本来本来のもともとののもともとののもともとののもともとの活動活動活動活動もしなくてはいけないもしなくてはいけないもしなくてはいけないもしなくてはいけない。。。。だからだからだからだから、、、、一人一人一人一人にににに集中集中集中集中しししし

てきていてきていてきていてきていますますますます。。。。それがそれがそれがそれが実態実態実態実態ですですですです。。。。それをそれをそれをそれをNPONPONPONPOのののの人人人人にににに真真真真んんんん中中中中にににに入入入入ってってってって

もらってもらってもらってもらって、、、、家庭家庭家庭家庭相談所相談所相談所相談所とかとかとかとかねねねね児童児童児童児童相談所相談所相談所相談所にいくというにいくというにいくというにいくというよりもよりもよりもよりも、、、、今今今今はははは、、、、

直接直接直接直接行行行行ってってってっていいいいますますますます。。。。川西川西川西川西のののの場合場合場合場合はははは、、、、子子子子どもどもどもどもオンブズオンブズオンブズオンブズもありますからもありますからもありますからもありますから、、、、

電話相談電話相談電話相談電話相談とかとかとかとか、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに相談相談相談相談いくとかいくとかいくとかいくとか、、、、直接的直接的直接的直接的なななな繋繋繋繋がりがりがりがりというのがというのがというのがというのが

、、、、NPONPONPONPOをををを外外外外ししししてもてもてもても直接的直接的直接的直接的なななな連絡連絡連絡連絡がががが今今今今できているはずですできているはずですできているはずですできているはずです。。。。    
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委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

    

    

地域地域地域地域のののの後継者後継者後継者後継者とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、企業企業企業企業でもでもでもでもどこでもどこでもどこでもどこでも同同同同じようにじようにじようにじように悩悩悩悩みはあみはあみはあみはありりりり

ますますますます。。。。しかししかししかししかし、、、、私私私私ににににもももも前任者前任者前任者前任者があるしがあるしがあるしがあるし、、、、前前前前々々々々任者任者任者任者があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。だだだだ

からからからから、、、、私私私私ががががもしもしもしもし辞辞辞辞めめめめてもてもてもても、、、、またまたまたまた次次次次にににに、、、、それそれそれそれをををを育育育育てるてるてるてる地域地域地域地域でないとでないとでないとでないといけいけいけいけ

ないしないしないしないし、、、、育育育育たないからといってたないからといってたないからといってたないからといってNPONPONPONPOさんにさんにさんにさんに中中中中にににに入入入入ってってってっていただいていただいていただいていただいて、、、、

盛盛盛盛りりりり上上上上げていただくということはないですげていただくということはないですげていただくということはないですげていただくということはないです。。。。    

私私私私たちはたちはたちはたちは今現在今現在今現在今現在、、、、NPONPONPONPOさんとのさんとのさんとのさんとの繋繋繋繋がりがりがりがりがががが全然全然全然全然無無無無いいいいということということということということでででではははは

ありませんありませんありませんありません。。。。いろんないろんないろんないろんな団体団体団体団体をををを持持持持ってってってっておりおりおりおり、、、、特特特特にににに講師講師講師講師をををを依頼依頼依頼依頼するするするする立場立場立場立場もももも

ありますのでありますのでありますのでありますので、、、、県県県県のののの方方方方にににに依頼依頼依頼依頼をしたらをしたらをしたらをしたら、、、、例例例例えばえばえばえば防犯防犯防犯防犯だったらだったらだったらだったら防犯関係防犯関係防犯関係防犯関係

のののの講師講師講師講師をををを、、、、県県県県のののの職員職員職員職員だけじゃなくだけじゃなくだけじゃなくだけじゃなく、、、、NPONPONPONPOさんのさんのさんのさんの誰誰誰誰々々々々にににに来来来来てててていただきいただきいただきいただき

ますますますますとととと、、、、自動的自動的自動的自動的にににに推薦推薦推薦推薦していただいてしていただいてしていただいてしていただいて勉強勉強勉強勉強するとするとするとするといったいったいったいったことことことこともやってもやってもやってもやって

いますしいますしいますしいますし。。。。    

ただただただただ、、、、一一一一つはつはつはつは、、、、先先先先ほどほどほどほど言言言言ったったったったたようたようたようたようにににに、、、、NPONPONPONPOさんさんさんさんとととというのはいうのはいうのはいうのは専門専門専門専門

家家家家だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、助言助言助言助言をもらうをもらうをもらうをもらうとととというのいうのいうのいうのはははは私私私私もやぶさかでもやぶさかでもやぶさかでもやぶさかで

はないはないはないはないののののですですですです。。。。でもでもでもでも地域地域地域地域とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、専門家専門家専門家専門家ではないではないではないではないののののですですですですけどけどけどけど、、、、全全全全

部部部部のことをするのことをするのことをするのことをするののののですですですです。。。。子子子子どもどもどもどものことからのことからのことからのことから、、、、保健保健保健保健ももももあればあればあればあれば、、、、災害救援災害救援災害救援災害救援

からはじまってからはじまってからはじまってからはじまっておおおお年寄年寄年寄年寄りのこともりのこともりのこともりのことも、、、、民生委員民生委員民生委員民生委員さんさんさんさん以上以上以上以上にするにするにするにするののののですよですよですよですよ

ねねねね。。。。でもそれがでもそれがでもそれがでもそれが地域地域地域地域だということですだということですだということですだということです。。。。ですからですからですからですからNPONPONPONPOさんをさんをさんをさんを別別別別にににに排排排排

除除除除するするするするのではのではのではのではないないないないののののですがですがですがですが、、、、NPONPONPONPOさんだけがさんだけがさんだけがさんだけが地域地域地域地域をををを盛盛盛盛りりりり上上上上げるもげるもげるもげるものののの

ではないではないではないではないということなのですということなのですということなのですということなのです。。。。    

    

当然当然当然当然そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。    

    

ただただただただ、、、、それをそれをそれをそれを利用利用利用利用するかしないかはするかしないかはするかしないかはするかしないかはやっぱりやっぱりやっぱりやっぱり別別別別でででで、、、、川西川西川西川西のののの場合場合場合場合はははは、、、、

日本日本日本日本ででででまでまでまでまで広広広広げてしまうとげてしまうとげてしまうとげてしまうと、、、、NPONPONPONPOさんがさんがさんがさんが地域地域地域地域にににに入入入入ってねってねってねってね、、、、一緒一緒一緒一緒になになになにな

ってってってって、、、、助助助助けていただいてやっているけていただいてやっているけていただいてやっているけていただいてやっている所所所所もたしかにあるというもたしかにあるというもたしかにあるというもたしかにあるというののののはははは私私私私もももも

認識認識認識認識していしていしていしていますますますます。。。。ただただただただ、、、、川西川西川西川西にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、地域基盤地域基盤地域基盤地域基盤がががが強強強強いいいいのでのでのでので、、、、やはやはやはやは

りりりり地域地域地域地域でででで、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで、、、、向向向向こうこうこうこう三軒三軒三軒三軒両隣両隣両隣両隣みたいなみたいなみたいなみたいな形形形形ででででやりましょうといやりましょうといやりましょうといやりましょうとい

ううううコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトでいっていでいっていでいっていでいっていますますますます。。。。なかなかそういうなかなかそういうなかなかそういうなかなかそういう専門家専門家専門家専門家はははは、、、、講師依頼講師依頼講師依頼講師依頼

しかないということしかないということしかないということしかないということだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

それはそれはそれはそれは、、、、多分多分多分多分、、、、市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局さんさんさんさんたちたちたちたちもそうもそうもそうもそう思思思思うところじゃないかなうところじゃないかなうところじゃないかなうところじゃないかな

とととと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、どうですかどうですかどうですかどうですか？？？？    

    

いいいいいいいい例例例例になるかどうかになるかどうかになるかどうかになるかどうかわかりませんがわかりませんがわかりませんがわかりませんが、、、、１１１１つつつつここここのようなのようなのようなのような例例例例ははははいかがいかがいかがいかが

ででででしょうかしょうかしょうかしょうか？？？？    

１１１１００００数年活動数年活動数年活動数年活動されてきたされてきたされてきたされてきた川西市内川西市内川西市内川西市内のののの某某某某NPONPONPONPOさんがさんがさんがさんが、、、、一旦一旦一旦一旦活動活動活動活動をををを閉閉閉閉
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委員委員委員委員    

    

    

    

    

じられたときのじられたときのじられたときのじられたときの残余金残余金残余金残余金をををを基金基金基金基金にににに、、、、社協社協社協社協さんでさんでさんでさんで「「「「ひひひひだまりだまりだまりだまり基金基金基金基金」」」」とととと助成助成助成助成

制度制度制度制度をををを作作作作られられられられましたましたましたました。。。。今年今年今年今年でででで２２２２年目年目年目年目になになになになりますりますりますります。。。。先日先日先日先日、、、、私私私私もももも一応一応一応一応、、、、審審審審

査査査査委員委員委員委員などとなどとなどとなどと偉偉偉偉そうなものそうなものそうなものそうなものではないのですがではないのですがではないのですがではないのですが、、、、一緒一緒一緒一緒におにおにおにお話話話話をををを聞聞聞聞かせてかせてかせてかせて

いただいていただいていただいていただいていましたいましたいましたいました。。。。    

去年去年去年去年のののの例例例例ですがですがですがですが、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが立立立立ちちちち上上上上げげげげサポートサポートサポートサポートさせていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた、、、、重重重重

度度度度のののの障害者障害者障害者障害者のののの方方方方のののの日中一時預日中一時預日中一時預日中一時預かりのかりのかりのかりの、、、、立立立立ちちちち上上上上げげげげ間間間間もないもないもないもないNPONPONPONPOさんがさんがさんがさんが

、、、、一生懸命動一生懸命動一生懸命動一生懸命動いていていていていいいいらっしゃるらっしゃるらっしゃるらっしゃるのですがのですがのですがのですが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか認知度認知度認知度認知度がががが上上上上がらがらがらがらなななな

いいいい。。。。そのそのそのそのNPONPONPONPOさんもさんもさんもさんも「「「「ひだまりひだまりひだまりひだまり基金基金基金基金」」」」のののの助成金助成金助成金助成金をををを申請申請申請申請されましたされましたされましたされました。。。。「「「「

ひだまりひだまりひだまりひだまり基金基金基金基金」」」」はははは公開公開公開公開プレゼンプレゼンプレゼンプレゼンのののの形形形形をををを取取取取ってってってっていますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその助成金助成金助成金助成金

がががが取取取取れるれるれるれる取取取取れないれないれないれないにかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、他他他他のののの申請団体申請団体申請団体申請団体やそのやそのやそのやその関係者関係者関係者関係者のののの前前前前でででで、、、、

プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションをするをするをするをする。。。。「「「「ひだまりひだまりひだまりひだまり基金基金基金基金」」」」のののの助成制度助成制度助成制度助成制度にはにはにはには、、、、自治自治自治自治

会会会会のののの方方方方ややややコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの方方方方もももも申請申請申請申請してしてしてしていいいいらっしゃらっしゃらっしゃらっしゃってってってって、、、、応援団応援団応援団応援団つきでつきでつきでつきで

、、、、来来来来られられられられるるるる。。。。そこでそこでそこでそこでプレゼンプレゼンプレゼンプレゼンをすることでをすることでをすることでをすることで、、、、「「「「このこのこのこの地域地域地域地域にこんなにこんなにこんなにこんなNPONPONPONPO

ももももあるんだあるんだあるんだあるんだ」」」」ということをということをということをということを知知知知ってもらうってもらうってもらうってもらう機会機会機会機会にもにもにもにもななななりましたりましたりましたりました。。。。    

そのそのそのその後後後後、、、、そのそのそのそのNPONPONPONPOさんはさんはさんはさんは口口口口コミコミコミコミでででで認知度認知度認知度認知度もももも上上上上がっていってがっていってがっていってがっていって、、、、今今今今はははは

嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい悲鳴悲鳴悲鳴悲鳴ででででとてもとてもとてもとても忙忙忙忙しいとおっしゃっていしいとおっしゃっていしいとおっしゃっていしいとおっしゃっていまままましたしたしたした。。。。このようなこのようなこのようなこのような形形形形でででで

、、、、私私私私のののの表現表現表現表現がががが適切適切適切適切かかかかどうかわかりませんどうかわかりませんどうかわかりませんどうかわかりませんがががが、、、、NPONPONPONPOというのはというのはというのはというのは、、、、特別特別特別特別

なななな珍珍珍珍入者入者入者入者というわけではなくというわけではなくというわけではなくというわけではなく、、、、まちのまちのまちのまちの電気屋電気屋電気屋電気屋さんさんさんさんのののの一一一一つつつつくらいくらいくらいくらいにとらにとらにとらにとら

えてえてえてえて、、、、地域地域地域地域ででででボランタリーマインドボランタリーマインドボランタリーマインドボランタリーマインドいっぱいでやっているいっぱいでやっているいっぱいでやっているいっぱいでやっている小小小小さなさなさなさな会社会社会社会社

ができたができたができたができたとととといいいいうううう感感感感じでじでじでじで、、、、連携連携連携連携していかれるのもいいしていかれるのもいいしていかれるのもいいしていかれるのもいいのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思

いいいいますますますます。。。。    

それとそれとそれとそれと、、、、私私私私どももどももどももどももNPONPONPONPOですけですけですけですけれれれれどもどもどもども、、、、「「「「私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、頑張頑張頑張頑張ってってってってるるるるんだんだんだんだ

」」」」ということにということにということにということに一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命でででで、、、、知知知知ってもらうってもらうってもらうってもらう努力努力努力努力とかとかとかとか広報力広報力広報力広報力などなどなどなどががががなかなかなかなか

なかついてなかついてなかついてなかついていっていっていっていっていないいないいないいない場合場合場合場合がががが多多多多くくくく、、、、そこはそこはそこはそこは反省点反省点反省点反省点ですですですです。。。。「「「「一一一一生懸命生懸命生懸命生懸命

やってやってやってやっていいいいるのになんでるのになんでるのになんでるのになんで分分分分かってもらえないかってもらえないかってもらえないかってもらえない？？？？」」」」みたいみたいみたいみたいにににに思思思思っっっったりしてたりしてたりしてたりして

いますいますいますいます。。。。自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの中中中中でででで悪悪悪悪循環循環循環循環をををを起起起起こしやすいところもあるのでこしやすいところもあるのでこしやすいところもあるのでこしやすいところもあるので、、、、

NPONPONPONPO側側側側もももももっともっともっともっと広報力広報力広報力広報力をつけてをつけてをつけてをつけて、、、、発信発信発信発信しつつしつつしつつしつつ、、、、「「「「こんなこんなこんなこんなことができることができることができることができる

んでんでんでんですよすよすよすよ、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの何何何何かかかかおおおお役役役役にににに立立立立つところでつところでつところでつところで連携連携連携連携できませんかできませんかできませんかできませんか」」」」といといといとい

ううううようなようなようなような動動動動きはきはきはきは必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思ってってってっていましていましていましていまして、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも含含含含めてめてめてめて時時時時々々々々

広報紙広報紙広報紙広報紙作作作作りりりり講座講座講座講座などしておりますなどしておりますなどしておりますなどしております。。。。    

    

まちのまちのまちのまちの問題問題問題問題はははは、、、、結局結局結局結局はははは自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで解決解決解決解決していかなしていかなしていかなしていかなければいければいければいければいけないけないけないけないとととと

いうのはまずいうのはまずいうのはまずいうのはまず一一一一つつつつ大原則大原則大原則大原則ですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、さっきさっきさっきさっき委員委員委員委員ががががごごごご心配心配心配心配されてされてされてされて

いたいたいたいたようにようにようにように、、、、今日今日今日今日やっていることはやっていることはやっていることはやっていることは１０１０１０１０年先年先年先年先もやらなもやらなもやらなもやらなければいけませければいけませければいけませければいけませ

んんんん。。。。ですからこのですからこのですからこのですからこの二二二二つについてはねつについてはねつについてはねつについてはね、、、、自治会自治会自治会自治会というかまちはというかまちはというかまちはというかまちは本能的本能的本能的本能的にににに

きちんきちんきちんきちんとやっていとやっていとやっていとやっていききききますますますます。。。。これはこれはこれはこれは心配心配心配心配していただかなくてしていただかなくてしていただかなくてしていただかなくてもももも大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫だだだだ
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会長会長会長会長    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

ただただただただ、、、、今今今今までもまでもまでもまでも同同同同じまちにじまちにじまちにじまちに住住住住んでんでんでんでいていていていて申申申申しししし訳訳訳訳ないないないないのですがのですがのですがのですが、、、、私私私私はははは今今今今

日日日日のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞くまでくまでくまでくまで、、、、センターセンターセンターセンターさんがどういうことをやっておられるさんがどういうことをやっておられるさんがどういうことをやっておられるさんがどういうことをやっておられる

ののののかということはかということはかということはかということは知知知知りませんでしたりませんでしたりませんでしたりませんでした。。。。しかししかししかししかし、、、、もうもうもうもう少少少少しししし、、、、自治会自治会自治会自治会のののの活活活活

動動動動をををを深深深深めるというかめるというかめるというかめるというか、、、、福祉福祉福祉福祉のののの活動活動活動活動をををを豊豊豊豊かにしていくというかかにしていくというかかにしていくというかかにしていくというか、、、、そういそういそういそうい

うことのためにうことのためにうことのためにうことのためにセンターセンターセンターセンターさんのおさんのおさんのおさんのお知恵知恵知恵知恵をもっともっとをもっともっとをもっともっとをもっともっと借借借借りたりたりたりた方方方方がいがいがいがい

いいいいのではないかのではないかのではないかのではないかとととと、、、、今今今今そそそそのようにのようにのようにのように思思思思っていっていっていっていますますますます。。。。    

ものすごものすごものすごものすごくくくくいろんなものをいろんなものをいろんなものをいろんなものを持持持持ってってってってらっしゃるのらっしゃるのらっしゃるのらっしゃるのですよねですよねですよねですよね。。。。これこれこれこれだけだけだけだけ

ののののNPONPONPONPOのののの活動活動活動活動をををを、、、、統括統括統括統括というわというわというわというわけではありませんがけではありませんがけではありませんがけではありませんが、、、、そそそそれぞれのれぞれのれぞれのれぞれの立立立立

場場場場でででで助言助言助言助言してしてしてしてらっしゃるのですからねらっしゃるのですからねらっしゃるのですからねらっしゃるのですからね。。。。    

    

センターセンターセンターセンターにににに行行行行けばそれだけのけばそれだけのけばそれだけのけばそれだけのNPONPONPONPOをををを紹介紹介紹介紹介していただけるしていただけるしていただけるしていただけるというこというこというこというこ

とですとですとですとです。。。。    

    

NPONPONPONPOのののの紹介紹介紹介紹介をしていただくをしていただくをしていただくをしていただくというというというということもさることながらこともさることながらこともさることながらこともさることながら、、、、こういこういこういこうい

うところにこういううところにこういううところにこういううところにこういう知恵知恵知恵知恵がありますよがありますよがありますよがありますよとととというものいうものいうものいうものをををを何何何何かいただくとかいただくとかいただくとかいただくと、、、、

私私私私のところのところのところのところのののの自治会自治会自治会自治会もももも、、、、自分一人自分一人自分一人自分一人でででで今今今今苦苦苦苦しんでいるところがたくさんしんでいるところがたくさんしんでいるところがたくさんしんでいるところがたくさん

あるとあるとあるとあると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そういうそういうそういうそういう部分部分部分部分ででででもっともっともっともっともっともっともっともっと力力力力をおをおをおをお借借借借りしたいりしたいりしたいりしたい

なとなとなとなというふうにいうふうにいうふうにいうふうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。一度一度一度一度、、、、相談相談相談相談ににににのってくださいのってくださいのってくださいのってください。。。。    

    

はいはいはいはい。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

    

私私私私のののの団体団体団体団体もももも、、、、学生学生学生学生がががが５０５０５０５０人人人人くくくくらいらいらいらいおりおりおりおり、、、、いろんなこといろんなこといろんなこといろんなことがががができるとできるとできるとできると思思思思

ううううののののですですですですがががが、、、、どこにどこにどこにどこにどういうふうなどういうふうなどういうふうなどういうふうなマッチングマッチングマッチングマッチングがあるのかがわからながあるのかがわからながあるのかがわからながあるのかがわからな

いいいいののののですですですです。。。。    

たまたまたまたまたまたまたまたま「「「「市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」のののの方方方方からごからごからごからご紹介紹介紹介紹介いただいていただいていただいていただいて、、、、黒川黒川黒川黒川

というというというという里山里山里山里山がががが過疎化過疎化過疎化過疎化とととと高齢化高齢化高齢化高齢化でででで若者若者若者若者がいないということでがいないということでがいないということでがいないということで、、、、私私私私ののののとことことことこ

ろのろのろのろのようなようなようなような団体団体団体団体がそこでがそこでがそこでがそこで活動活動活動活動するするするするののののはははは非常非常非常非常にににに合合合合ってってってっているということいるということいるということいるということ

でやりでやりでやりでやり始始始始めてめてめてめて、、、、今今今今もうもうもうもう３３３３年年年年になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、かなりいろんなことをやらかなりいろんなことをやらかなりいろんなことをやらかなりいろんなことをやら

せていただいてせていただいてせていただいてせていただいていますいますいますいます。。。。    

ただただただただ、、、、少少少少しししし難難難難しいしいしいしい地域地域地域地域なのでなのでなのでなので、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか地元地元地元地元のののの方方方方とととと何何何何かをするといかをするといかをするといかをするとい

ううううことことことことはははは難難難難しいですしいですしいですしいです。。。。ただただただただ、、、、年年年年にににに１１１１回回回回のののの祭祭祭祭りりりりはありますのではありますのではありますのではありますので、、、、そのとそのとそのとそのと

きにはきにはきにはきには一緒一緒一緒一緒にやにやにやにやらせていただくまでにはなっていらせていただくまでにはなっていらせていただくまでにはなっていらせていただくまでにはなっていますますますます。。。。つつつつかずかずかずかず離離離離れれれれずずずず

のののの距離感距離感距離感距離感がががが一番良一番良一番良一番良いいいいとととと私私私私はははは今思今思今思今思ってってってっていますいますいますいますがががが、、、、できないことはないとできないことはないとできないことはないとできないことはないと

いうふうにいうふうにいうふうにいうふうにはははは思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、そこにいくまでどうしたらいいのそこにいくまでどうしたらいいのそこにいくまでどうしたらいいのそこにいくまでどうしたらいいの

かがかがかがかが全全全全くくくくわからないのでわからないのでわからないのでわからないので、、、、そういうことができればそういうことができればそういうことができればそういうことができれば、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センタセンタセンタセンタ
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会長会長会長会長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

    

    

    

    

    

    

ーーーーにににに行行行行けばけばけばけばたくさんたくさんたくさんたくさん情報情報情報情報があってがあってがあってがあって、、、、簡単簡単簡単簡単にににに紹介紹介紹介紹介をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて、、、、やややや

れるところからやっていくれるところからやっていくれるところからやっていくれるところからやっていくというのがというのがというのがというのがいいといいといいといいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

例例例例えばえばえばえば、、、、今回今回今回今回のののの震災震災震災震災もももも、、、、私私私私ののののところのところのところのところの学生学生学生学生はははは何何何何かやりたいとかやりたいとかやりたいとかやりたいと言言言言ううううのののの

ですですですです。。。。でもでもでもでも、、、、「「「「今今今今、、、、動動動動いてはいけないよいてはいけないよいてはいけないよいてはいけないよ」」」」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。ですからですからですからですから

、、、、例例例例えばえばえばえば川西市川西市川西市川西市とかとかとかとか、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県とかとかとかとか、、、、企業企業企業企業でででで、、、、ききききっとっとっとっと情報情報情報情報ががががあるとあるとあるとあると思思思思うううう

からからからから、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに例例例例えばえばえばえば子子子子どもたちどもたちどもたちどもたちののののケアケアケアケアとかとかとかとか、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの遊遊遊遊びびびび相相相相

手手手手になるおになるおになるおになるお兄兄兄兄ちゃんちゃんちゃんちゃん、、、、おおおお姉姉姉姉ちゃんとかちゃんとかちゃんとかちゃんとかそういうそういうそういうそういう形形形形ではではではでは絶対行絶対行絶対行絶対行けるとはけるとはけるとはけるとは

思思思思うからうからうからうから、、、、もうもうもうもう少少少少しししし待待待待つべきだとつべきだとつべきだとつべきだと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。    

多分半年多分半年多分半年多分半年かかかか１１１１年年年年くらいくらいくらいくらいたたたたったらったらったらったら絶対絶対絶対絶対にそういうことはにそういうことはにそういうことはにそういうことは問題問題問題問題にににになっなっなっなっ

てくるてくるてくるてくるのでのでのでので、、、、絶対絶対絶対絶対にににに私私私私たちのたちのたちのたちの出番出番出番出番があるとはがあるとはがあるとはがあるとは思思思思ううううとはとはとはとは言言言言ってってってっていますいますいますいますがががが

、、、、どこにどこにどこにどこに行行行行ったらったらったらったら情報情報情報情報ががががいただけていただけていただけていただけて、、、、実際実際実際実際にににに活動活動活動活動がががができるのかというできるのかというできるのかというできるのかという

ことことことことはははは知知知知りたいですりたいですりたいですりたいです。。。。できればできればできればできれば、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターなどでなどでなどでなどで窓口窓口窓口窓口ががががありありありあり

ますますますますとととと言言言言ってってってっていただいたらいただいたらいただいたらいただいたら、、、、すごくすごくすごくすごくNPONPONPONPOもももも嬉嬉嬉嬉しいしいしいしいのではのではのではのではないでないでないでないでしょしょしょしょ

うかうかうかうか。。。。    

先先先先ほどかほどかほどかほどからららら出出出出てててていいいいますますますますがががが、、、、特化特化特化特化したところではしたところではしたところではしたところでは、、、、すごくすごくすごくすごく特技特技特技特技があるがあるがあるがある

わけですわけですわけですわけですがががが、、、、全全全全ててててはできないですよねはできないですよねはできないですよねはできないですよね。。。。そういうのがそういうのがそういうのがそういうのが欲欲欲欲しいですよねしいですよねしいですよねしいですよね

。。。。    

    

そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。防災関係防災関係防災関係防災関係でいうとでいうとでいうとでいうと、、、、多分多分多分多分、、、、今今今今、、、、全国的全国的全国的全国的ななななネットワークネットワークネットワークネットワーク

でいろんなことやってでいろんなことやってでいろんなことやってでいろんなことやっていますねいますねいますねいますね。。。。救援活動救援活動救援活動救援活動からからからから、、、、このこのこのこの段階段階段階段階でどういうでどういうでどういうでどういう

形形形形でででで支援支援支援支援にににに入入入入ってってってっていくかいくかいくかいくか。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、冒頭申冒頭申冒頭申冒頭申しししし上上上上げたようにげたようにげたようにげたように、、、、今回今回今回今回はははは

移住移住移住移住がががが伴伴伴伴いますからいますからいますからいますから、、、、そのそのそのその受受受受けけけけ入入入入れをどうするのかということもれをどうするのかということもれをどうするのかということもれをどうするのかということも含含含含めめめめ

てててて、、、、多分多分多分多分いろんないろんないろんないろんな人人人人がいろんながいろんながいろんながいろんな形形形形でででで動動動動いているはずですよねいているはずですよねいているはずですよねいているはずですよね。。。。ただただただただ、、、、

まだまだまだまだ、、、、さっきのさっきのさっきのさっきの話話話話でいくとでいくとでいくとでいくと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか何何何何かしたいとかしたいとかしたいとかしたいと思思思思ってってってっているいるいるいる気持気持気持気持ちちちち

ととととマッチングマッチングマッチングマッチングまではまではまではまでは手手手手をををを出出出出ししししかねているかねているかねているかねている状況状況状況状況にあるのにあるのにあるのにあるのでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。そそそそ

ういうところでもういうところでもういうところでもういうところでも、、、、市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局ささささんもんもんもんも、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ関関関関わられているわられているわられているわられている部分部分部分部分

もあるもあるもあるもあるののののですかですかですかですか？？？？    

    

センターセンターセンターセンターではではではでは今直接的今直接的今直接的今直接的にはできてにはできてにはできてにはできていませんいませんいませんいません。。。。ただただただただ、、、、私私私私どものどものどものどもの本体本体本体本体でででで

あるあるあるあるNPONPONPONPO法人法人法人法人「「「「市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」としてとしてとしてとしてはははは、、、、災害援助災害援助災害援助災害援助ののののためのためのためのための

大大大大きなきなきなきなメーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリストのいくつかにのいくつかにのいくつかにのいくつかに入入入入ってってってって、、、、情報情報情報情報をををを得得得得ることはしてることはしてることはしてることはして

いっていますいっていますいっていますいっています。。。。そこでひとつのそこでひとつのそこでひとつのそこでひとつのスキームスキームスキームスキームづくりづくりづくりづくり、、、、どうどうどうどう動動動動けるけるけるけるかというかというかというかという

ようなようなようなようなことをことをことをことを考考考考えつつあるえつつあるえつつあるえつつある情報情報情報情報をををを、、、、メーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリストをををを通通通通じてじてじてじて収集収集収集収集はははは

していますしていますしていますしています。。。。    

ただただただただ、、、、センターセンターセンターセンターはははは市市市市ののののセンターセンターセンターセンターになりますのでになりますのでになりますのでになりますので、、、、そこでそこでそこでそこで私私私私どもがどもがどもがどもが

NPONPONPONPO法人法人法人法人としてとしてとしてとして持持持持っているっているっているっている情報情報情報情報とととと、、、、市市市市のののの事業事業事業事業のののの中中中中でででで、、、、どうどうどうどうリンクリンクリンクリンクささささ
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会長会長会長会長    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

せていくかというのはせていくかというのはせていくかというのはせていくかというのは、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しあげたようにしあげたようにしあげたようにしあげたように市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中のののの

連絡会議連絡会議連絡会議連絡会議、、、、調整会議調整会議調整会議調整会議のようなのようなのようなのような場場場場ががががあればあればあればあれば、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供やややや調整調整調整調整がががができるのできるのできるのできるの

ではないかではないかではないかではないかとととと思思思思ううううののののですですですですがががが。。。。特特特特にににに、、、、移住移住移住移住のののの部分部分部分部分でででで動動動動けるけるけるけるののののではないかではないかではないかではないか

とととということはいうことはいうことはいうことは、、、、今今今今、、、、主主主主だっだっだっだっててててリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップをををを取取取取っておられるっておられるっておられるっておられる方方方方々々々々がががが

考考考考えてえてえてえておられるようですおられるようですおられるようですおられるようです。。。。    

中間支援的中間支援的中間支援的中間支援的、、、、総合的総合的総合的総合的にににに情報情報情報情報をををを仕入仕入仕入仕入れれれれながらながらながらながら動動動動いていくにはいていくにはいていくにはいていくには、、、、さきさきさきさきほほほほ

どどどどのののの最後最後最後最後のののの図図図図のところのところのところのところでででで、、、、一番一番一番一番下下下下だけだけだけだけ読読読読まなかったまなかったまなかったまなかったのですがのですがのですがのですが、、、、心心心心のゆのゆのゆのゆ

とりとりとりとりがががが保保保保てるてるてるてる環境環境環境環境もももも必要必要必要必要ですですですです。。。。アンテナアンテナアンテナアンテナをををを張張張張っていろんなっていろんなっていろんなっていろんな情報情報情報情報をををを収集収集収集収集

ししししながらながらながらながら、、、、良良良良いいいいコーディネートコーディネートコーディネートコーディネートをするにはをするにはをするにはをするには、、、、心心心心のののの余裕余裕余裕余裕もももも必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いいいい

ますのでますのでますのでますので、、、、私私私私どもどもどもどももももも心得心得心得心得つつつつつつつつ、、、、良良良良いいいいマッチングマッチングマッチングマッチング、、、、良良良良いいいいコーディネーシコーディネーシコーディネーシコーディネーシ

ョンョンョンョンができたらいいなとができたらいいなとができたらいいなとができたらいいなと思思思思っていっていっていっていますますますます。。。。    

    

先先先先ほどのほどのほどのほどの災害災害災害災害のののの関係関係関係関係についてはについてはについてはについては、、、、社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉協議会協議会協議会協議会がががが災害災害災害災害ボランティボランティボランティボランティ

アセンターアセンターアセンターアセンターということでということでということでということで、、、、現状現状現状現状はまずいろいろなはまずいろいろなはまずいろいろなはまずいろいろな面面面面でのでのでのでの被災被災被災被災されたされたされたされた方方方方

ののののニーズニーズニーズニーズにににに応応応応えてえてえてえていくということでいくということでいくということでいくということで、、、、これからこれからこれからこれから長期長期長期長期にわたってにわたってにわたってにわたって、、、、ニーニーニーニー

ズズズズにににに基基基基づいたづいたづいたづいた活動活動活動活動をしていくかというをしていくかというをしていくかというをしていくかということことことこととがとがとがとが大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。緊急緊急緊急緊急的的的的なななな部分部分部分部分についてについてについてについて、、、、災害災害災害災害ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターとととということでいうことでいうことでいうことで

、、、、私私私私もももも明日明日明日明日からからからから南三陸南三陸南三陸南三陸のののの方方方方にににに入入入入りましてりましてりましてりまして、、、、災害災害災害災害ボボボボランティアセンターランティアセンターランティアセンターランティアセンター

ででででコーディネートコーディネートコーディネートコーディネートををををしていきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

現場現場現場現場ででででコーディネートコーディネートコーディネートコーディネートされるされるされるされるということですかということですかということですかということですか？？？？    

    

そうですそうですそうですそうです。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに被災地被災地被災地被災地ににににもももも行行行行ってってってって、、、、そこのそこのそこのそこの地域地域地域地域のののの方方方方にににに、、、、何何何何がががが

今必要今必要今必要今必要かというようなかというようなかというようなかというようなニーズニーズニーズニーズ調査調査調査調査ももももするするするするわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、現状現状現状現状ではではではでは社会福社会福社会福社会福

祉協議会祉協議会祉協議会祉協議会がががが、、、、災害災害災害災害ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターをををを設置設置設置設置しししし、、、、そういったそういったそういったそういった活動活動活動活動、、、、

いろんないろんないろんないろんな要望要望要望要望があるがあるがあるがあるとととといういういういう情報情報情報情報をををを発信発信発信発信しししし、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアさんのさんのさんのさんのコーデコーデコーデコーデ

ィネートィネートィネートィネートををををしていますしていますしていますしています。。。。兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県はははは宮城県宮城県宮城県宮城県をををを支援支援支援支援するということにするということにするということにするということに決決決決まままま

っておりっておりっておりっておりまままましてしてしてして、、、、宮城県宮城県宮城県宮城県のののの被災被災被災被災にににに関関関関するするするする今後今後今後今後ののののニーズニーズニーズニーズなんかはなんかはなんかはなんかは、、、、社協社協社協社協

のほうのほうのほうのほうににににもももも情報情報情報情報としてとしてとしてとして入入入入ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

    

そういうそういうそういうそういう情報情報情報情報というのはどこにというのはどこにというのはどこにというのはどこに出出出出てくるのてくるのてくるのてくるのですかですかですかですか。。。。私私私私はたまたまこはたまたまこはたまたまこはたまたまこ

こにいるのでこにいるのでこにいるのでこにいるので、、、、今今今今おおおお話話話話をををを聞聞聞聞いていいていいていいていますがますがますがますが、、、、ここにいなければどうやっここにいなければどうやっここにいなければどうやっここにいなければどうやっ

てわかるてわかるてわかるてわかるのでしょうのでしょうのでしょうのでしょうかかかか？？？？    

    

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県ののののホームページホームページホームページホームページでででで全部分全部分全部分全部分かりますかりますかりますかります。。。。    

宮城県宮城県宮城県宮城県にににに対対対対するするするする支援支援支援支援というのはというのはというのはというのは、、、、宮城県宮城県宮城県宮城県のののの方方方方にににに兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの職員職員職員職員をををを常駐常駐常駐常駐
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させていますのでさせていますのでさせていますのでさせていますので、、、、情報情報情報情報はははは常時入常時入常時入常時入ってきていますってきていますってきていますってきています。。。。社協社協社協社協さんのさんのさんのさんのネットネットネットネット

ワークワークワークワークでもでもでもでも見見見見ることができますることができますることができますることができます。。。。    

    

兵庫県社会福祉協議会兵庫県社会福祉協議会兵庫県社会福祉協議会兵庫県社会福祉協議会ののののホームページホームページホームページホームページををををごごごご覧覧覧覧にににになっていただきまなっていただきまなっていただきまなっていただきま

すとすとすとすと、、、、現状現状現状現状のののの、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアがどうであるとかがどうであるとかがどうであるとかがどうであるとか、、、、情報情報情報情報はははは流流流流してしてしてしておりまおりまおりまおりま

すすすす。。。。全国社会福祉協議会全国社会福祉協議会全国社会福祉協議会全国社会福祉協議会もありますのでもありますのでもありますのでもありますので。。。。    

    

３３３３月月月月20202020日日日日にににに、、、、神戸市内神戸市内神戸市内神戸市内ででででNPONPONPONPOややややボランティアボランティアボランティアボランティア団体団体団体団体、、、、社協社協社協社協、、、、行政職行政職行政職行政職

員員員員、、、、議員議員議員議員さんらさんらさんらさんら多多多多くのくのくのくの人人人人がががが集集集集まってまってまってまって、、、、支援支援支援支援ののののネットワークネットワークネットワークネットワークをををを考考考考えるえるえるえる集集集集

会会会会がががが開開開開かれましたかれましたかれましたかれました。。。。有志有志有志有志ののののメーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリストができましたからができましたからができましたからができましたから、、、、おおおお互互互互

いにいにいにいに、、、、今今今今、、、、何何何何をやっているかのをやっているかのをやっているかのをやっているかの情報交換情報交換情報交換情報交換をしていきますをしていきますをしていきますをしていきます。。。。    

基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの調整調整調整調整はははは社協社協社協社協のののの災害災害災害災害ボランティアセンタボランティアセンタボランティアセンタボランティアセンタ

ーーーーがががが行行行行いますがいますがいますがいますが、、、、被災被災被災被災したしたしたしたペットペットペットペットをどうするかとかをどうするかとかをどうするかとかをどうするかとか、、、、アトピーアトピーアトピーアトピーのののの子子子子どどどど

もももも用用用用ののののミルクミルクミルクミルクをどうするかをどうするかをどうするかをどうするか、、、、といったといったといったといった細細細細かいことまではかいことまではかいことまではかいことまでは受受受受けるけるけるける余裕余裕余裕余裕はははは

ないのでないのでないのでないので、、、、課題課題課題課題をををを投投投投げかけられたげかけられたげかけられたげかけられたNPONPONPONPOがががが、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの専門専門専門専門やややや人脈人脈人脈人脈をををを

生生生生かしてかしてかしてかして走走走走っているというっているというっているというっているという状況状況状況状況でででですすすす。。。。    

    

そういうそういうそういうそういう時時時時はははは生生生生かされますよねかされますよねかされますよねかされますよね。。。。    

    

細細細細かいかいかいかいニーズニーズニーズニーズはははは拾拾拾拾えないですからねえないですからねえないですからねえないですからね。。。。    

    

ノウハウノウハウノウハウノウハウがあがあがあがありますりますりますりますからねからねからねからね。。。。    

うちはうちはうちはうちは、、、、地域地域地域地域としてとしてとしてとして人人人人がががが支援支援支援支援にににに行行行行くということはできませんがくということはできませんがくということはできませんがくということはできませんが、、、、早早早早

速速速速、、、、私私私私ののののところのところのところのところの自治会自治会自治会自治会がががが義援義援義援義援金金金金２２２２万円万円万円万円をしをしをしをし、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ運営委員運営委員運営委員運営委員

会会会会がががが先日先日先日先日ありましてありましてありましてありまして、、、、５５５５万円万円万円万円をををを川西川西川西川西市市市市をををを通通通通じてじてじてじて兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県にというにというにというにという形形形形でででで寄寄寄寄

付付付付ををををさせていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。個人個人個人個人ででででもももも日赤日赤日赤日赤のののの方方方方にさせていただきましにさせていただきましにさせていただきましにさせていただきまし

たたたた。。。。できるだけおできるだけおできるだけおできるだけお金金金金でさせていただくというでさせていただくというでさせていただくというでさせていただくという形形形形でででで、、、、川西市全体川西市全体川西市全体川西市全体がそうがそうがそうがそう

だとだとだとだと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、明日明日明日明日はわがはわがはわがはわが身身身身、、、、やはりやはりやはりやはり阪神阪神阪神阪神淡路淡路淡路淡路よりよりよりより大大大大きいものがきいものがきいものがきいものが

あるとはあるとはあるとはあるとは思思思思っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった。。。。そこへそこへそこへそこへ南南南南海海海海地震地震地震地震がががが今後今後今後今後あるとあるとあるとあるということでいうことでいうことでいうことで

すからすからすからすから。。。。    

私私私私のののの実家実家実家実家はははは、、、、和歌山和歌山和歌山和歌山ななななののののですですですですがががが、、、、明日明日明日明日ははははわがわがわがわが身身身身だだだだなというなというなというなという大大大大ショッショッショッショッ

ククククでしたねでしたねでしたねでしたね。。。。もしもしもしもし、、、、南海南海南海南海地震地震地震地震だったらだったらだったらだったら、、、、東北東北東北東北のののの方方方方はははは私私私私たちだったかもたちだったかもたちだったかもたちだったかも

わからないとわからないとわからないとわからないと。。。。川西川西川西川西でもでもでもでも紀伊水道紀伊水道紀伊水道紀伊水道がががが上上上上がってきたらがってきたらがってきたらがってきたら尼崎尼崎尼崎尼崎もあぶないでもあぶないでもあぶないでもあぶないで

すからねすからねすからねすからね。。。。私私私私はははは、、、、津波津波津波津波のののの恐恐恐恐ろしさろしさろしさろしさをををを小小小小さなときからさなときからさなときからさなときから言言言言われていわれていわれていわれていてててて、、、、津津津津

波波波波がががが引引引引いたらいたらいたらいたら、、、、大大大大きいのがきいのがきいのがきいのが来来来来るるるるからからからから逃逃逃逃げろげろげろげろといといといといううううことことことことをををを叩叩叩叩きききき込込込込まれてまれてまれてまれて

いたいたいたいたのですがのですがのですがのですが、、、、実際実際実際実際、、、、目目目目のののの前前前前ででででテレビテレビテレビテレビをををを通通通通じてじてじてじて見見見見たというのがたというのがたというのがたというのが大変大変大変大変なななな
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委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

ショックショックショックショックでででで、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの住民皆住民皆住民皆住民皆ががががそうですそうですそうですそうですがががが、、、、現場現場現場現場にはにはにはには行行行行けないけないけないけない

しししし、、、、何何何何かできたらなというかできたらなというかできたらなというかできたらなという思思思思いいいいでででで、、、、せめておせめておせめておせめてお金金金金だけでもだけでもだけでもだけでもとととと。。。。そういっそういっそういっそういっ

たたたたことをことをことをことを地域地域地域地域ででででもももも考考考考えてえてえてえていいいいますますますます。。。。    

    

私私私私のところののところののところののところの自治会自治会自治会自治会もももも、、、、２２２２日目日目日目日目くらいにくらいにくらいにくらいにすぐすぐすぐすぐ募金箱募金箱募金箱募金箱をををを用意用意用意用意してしてしてして、、、、明明明明

日日日日がががが総会総会総会総会ななななののののですですですですがががが、、、、そのそのそのその日日日日までまでまでまで、、、、募金募金募金募金をををを続続続続けようとけようとけようとけようと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。

一昨日一昨日一昨日一昨日のののの段階段階段階段階でねでねでねでね、、、、７０７０７０７０万万万万円円円円ちょっとちょっとちょっとちょっと集集集集まりましまりましまりましまりましたたたた。。。。１００１００１００１００万円万円万円万円いくいくいくいく

かどうかいうところかどうかいうところかどうかいうところかどうかいうところですですですです。。。。ただただただただ、、、、どんなどんなどんなどんなふうふうふうふうにしてにしてにしてにして、、、、どこへどこへどこへどこへおおおお金金金金をををを持持持持

っていくかというっていくかというっていくかというっていくかという、、、、そこまでそこまでそこまでそこまで読読読読みみみみ切切切切ったったったったうえうえうえうえでやっているわけでやっているわけでやっているわけでやっているわけではなではなではなではな

くくくく、、、、「「「「とにかくとにかくとにかくとにかく何何何何かかかかやってみようやってみようやってみようやってみよう、、、、それならこれだそれならこれだそれならこれだそれならこれだ。。。。」」」」というというというという感感感感じですじですじですじです

。。。。我我我我々々々々がやらなければならないのはがやらなければならないのはがやらなければならないのはがやらなければならないのは、、、、まずまずまずまずアクションアクションアクションアクションですですですです。。。。それがそれがそれがそれが今今今今

おっしゃったようにおっしゃったようにおっしゃったようにおっしゃったように大事大事大事大事でででですすすす。。。。    

    

そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。ただただただただ、、、、阪神淡路阪神淡路阪神淡路阪神淡路もももも長長長長くくくく続続続続ききききましたがましたがましたがましたが、、、、今回今回今回今回はははは、、、、もっともっともっともっと

長長長長くくくく続続続続けていかなけていかなけていかなけていかなければいけないければいけないければいけないければいけない支援支援支援支援になりますになりますになりますになりますからからからからねねねね。。。。多分多分多分多分、、、、局面局面局面局面

によってによってによってによって、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん変変変変わっていくわっていくわっていくわっていくののののだろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、最終最終最終最終

的的的的にににに移住移住移住移住ですからですからですからですから。。。。これはいろんなこれはいろんなこれはいろんなこれはいろんな意味意味意味意味でででで、、、、いろんないろんないろんないろんな形形形形でででで、、、、私私私私たちたちたちたちのののの

持持持持っているっているっているっているいろんないろんないろんないろんなものがものがものがものが、、、、いろんないろんないろんないろんなところところところところでででで役役役役にににに立立立立つつつつ可能性可能性可能性可能性があがあがあがありりりり

ますますますます。。。。それをそれをそれをそれを、、、、「「「「私私私私はこんなことはこんなことはこんなことはこんなことがががができるできるできるできる」」」」とととと思思思思っていてっていてっていてっていて、、、、向向向向こうかこうかこうかこうか

らららら「「「「こんなこんなこんなこんなニーズニーズニーズニーズがあるがあるがあるがある」」」」とととというのをいうのをいうのをいうのを、、、、うまくうまくうまくうまくマッチングマッチングマッチングマッチングしてくれるしてくれるしてくれるしてくれる

ところがところがところがところが、、、、実実実実はまだはまだはまだはまだうまくうまくうまくうまくいっていないのでしょういっていないのでしょういっていないのでしょういっていないのでしょう。。。。今回今回今回今回のののの地震地震地震地震のののの場場場場

合合合合ではまだではまだではまだではまだこれからだしこれからだしこれからだしこれからだし、、、、確確確確かにかにかにかに、、、、メーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリストでででで膨大膨大膨大膨大なななな情報情報情報情報がががが

流流流流れてれてれてれてきたとしてもきたとしてもきたとしてもきたとしても、、、、それをそれをそれをそれをマッチングマッチングマッチングマッチングさせるというのはさせるというのはさせるというのはさせるというのは、、、、結局結局結局結局、、、、人人人人

のののの力力力力ですですですですからからからからねねねね。。。。それをそれをそれをそれを、、、、いざいざいざいざというというというという時時時時にににに担担担担うのがひとつのうのがひとつのうのがひとつのうのがひとつの役割役割役割役割ですですですです

よねよねよねよね。。。。    

    

そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。NPONPONPONPOならではのならではのならではのならではの情報情報情報情報がががが入入入入ってってってってくるわけですからくるわけですからくるわけですからくるわけですから、、、、そそそそ

ういうういうういうういうもももものをやっぱりのをやっぱりのをやっぱりのをやっぱりコーディネーションコーディネーションコーディネーションコーディネーションでででできるはずだときるはずだときるはずだときるはずだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

逆逆逆逆にににに今度今度今度今度はははは、、、、阪神阪神阪神阪神淡路淡路淡路淡路のののの反省反省反省反省とともにとともにとともにとともに、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティそのものそのものそのものそのものをもをもをもをも

ってくるとってくるとってくるとってくるということですよねいうことですよねいうことですよねいうことですよね。。。。そうなってくるとそうなってくるとそうなってくるとそうなってくると、、、、宝塚宝塚宝塚宝塚もももも二千二千二千二千人人人人とかとかとかとか

、、、、大阪大阪大阪大阪もももも二万人二万人二万人二万人とかとかとかとか、、、、川西川西川西川西ははははわわわわからないからないからないからないののののですですですですがががが、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティがこがこがこがこ

っちにっちにっちにっちに移移移移ってきたってきたってきたってきたときにときにときにときに、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ同士同士同士同士のののの考考考考ええええ方方方方というものがというものがというものがというものがああああ

るるるるののののですよねですよねですよねですよね。。。。地縁地縁地縁地縁のののの考考考考ええええ方方方方というものというものというものというもの。。。。NPONPONPONPOににににはそういうはそういうはそういうはそういう物質的物質的物質的物質的

なものはわかるけれどもなものはわかるけれどもなものはわかるけれどもなものはわかるけれども、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティをををを継続継続継続継続させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、どういどういどういどうい

うふうにするかうふうにするかうふうにするかうふうにするかというというというというノウハウノウハウノウハウノウハウはははは自治会自治会自治会自治会とかとかとかとかコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティがいいがいいがいいがいいのののの
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市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ
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委員委員委員委員    

    

    

    

                

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

    

    

    

    

    

    

    

ではではではではないかとないかとないかとないかと思思思思っていっていっていっていますますますますがががが、、、、どうでしょうかどうでしょうかどうでしょうかどうでしょうか。。。。    

    

少少少少しししし話話話話がががが変変変変わるかもしれませんわるかもしれませんわるかもしれませんわるかもしれませんがががが、、、、今今今今のののの「「「「市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」のののの

活動活動活動活動はははは、、、、ほとんどほとんどほとんどほとんど中間的中間的中間的中間的なななな支援支援支援支援をををを主主主主にやられていにやられていにやられていにやられていますますますます。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、そそそそ

れだけではないとれだけではないとれだけではないとれだけではないと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。これはこれはこれはこれは私私私私のののの今今今今までのまでのまでのまでの考考考考ええええ方方方方かもしれまかもしれまかもしれまかもしれま

せんがせんがせんがせんが、、、、NPONPONPONPOいうのはいわゆるいうのはいわゆるいうのはいわゆるいうのはいわゆる特定非営利法人特定非営利法人特定非営利法人特定非営利法人でででで、、、、ああああるるるる分野分野分野分野にににに特化特化特化特化

したしたしたした形形形形でやられているとでやられているとでやられているとでやられていると思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今、、、、ここでここでここでここで言言言言われているわれているわれているわれている市民活動市民活動市民活動市民活動

センターセンターセンターセンターはははは、、、、市市市市のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者になられてになられてになられてになられて、、、、こういうこういうこういうこういう活動活動活動活動ややややNPONPONPONPOそのそのそのその

ものがものがものがものがあまりないあまりないあまりないあまりないのではないかとのではないかとのではないかとのではないかといういういういう気気気気がしたがしたがしたがしたののののですですですですがががが、、、、他他他他にもにもにもにもありありありあり

ますますますますかかかか？？？？    

    

中間支援中間支援中間支援中間支援というというというという１７１７１７１７分野分野分野分野のうちののうちののうちののうちの１７１７１７１７番目番目番目番目のののの活動活動活動活動についてについてについてについてですかですかですかですか。。。。    

それをそれをそれをそれを第第第第一一一一義義義義においているのはにおいているのはにおいているのはにおいているのは、、、、川西川西川西川西市市市市ではではではでは私私私私どもだけですどもだけですどもだけですどもだけです。。。。阪神阪神阪神阪神

北北北北地域地域地域地域でもでもでもでも中間支援中間支援中間支援中間支援をををを第一義第一義第一義第一義においてにおいてにおいてにおいて活動活動活動活動してしてしてしているいるいるいるNPONPONPONPO法人法人法人法人はははは、、、、大大大大

体体体体１１１１市市市市にににに一一一一つずつですねつずつですねつずつですねつずつですね。。。。ただただただただ、、、、ささささききききほどほどほどほど、、、、委員委員委員委員もおっしゃっていたもおっしゃっていたもおっしゃっていたもおっしゃっていた

ようにようにようにように、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県はははは中間支援中間支援中間支援中間支援をををを第一義第一義第一義第一義においているにおいているにおいているにおいているNPONPONPONPO法人法人法人法人ははははかなりかなりかなりかなり

いるのはいいるのはいいるのはいいるのはいますますますます。。。。それはそれはそれはそれは市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターだけだけだけだけではなくではなくではなくではなく、、、、基金基金基金基金などなどなどなどをををを

扱扱扱扱うようなところうようなところうようなところうようなところでででで中間支援的中間支援的中間支援的中間支援的にににに動動動動いているいているいているいているものもありますものもありますものもありますものもあります。。。。    

実実実実はははは、、、、私私私私どものどものどものどもの活動自体活動自体活動自体活動自体はははは、、、、目目目目にににに見見見見えにくいえにくいえにくいえにくいというかというかというかというか、、、、大変大変大変大変地味地味地味地味なななな

ののののですですですです。。。。直接動直接動直接動直接動けばわかりやすいけばわかりやすいけばわかりやすいけばわかりやすいののののですがですがですがですが。。。。    

    

これはこれはこれはこれは個人的個人的個人的個人的なななな感感感感じじじじですがですがですがですが、、、、NPONPONPONPO法人法人法人法人のののの存在存在存在存在そのもののそのもののそのもののそのものの受受受受けけけけ取取取取りりりり

方方方方がががが、、、、中間支援的中間支援的中間支援的中間支援的なななな内容内容内容内容ではなではなではなではないといといといと思思思思っていたのがっていたのがっていたのがっていたのが大部分大部分大部分大部分でしたでしたでしたでした。。。。やややや

はりはりはりはり、、、、何何何何かのかのかのかの分野分野分野分野にににに特化特化特化特化してしてしてして、、、、何回何回何回何回もももも言言言言いますいますいますいますがががが、、、、当然当然当然当然、、、、無償無償無償無償ではやではやではやではや

りませんよというりませんよというりませんよというりませんよというイメージイメージイメージイメージがあがあがあがありましたりましたりましたりました。。。。それとそれとそれとそれと、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会のののの我我我我々々々々自自自自

治会治会治会治会とはとはとはとは少少少少しししし違違違違うといううといううといううという気気気気はしていたはしていたはしていたはしていたののののですですですですがががが。。。。    

    

私私私私はたとえはたとえはたとえはたとえ話話話話ををををよくよくよくよくするするするするのですがのですがのですがのですが、、、、先先先先ほどほどほどほどのののの資料資料資料資料ののののNPONPONPONPO法人法人法人法人１７１７１７１７

分野分野分野分野のうちののうちののうちののうちの、、、、①①①①からからからから⑯⑯⑯⑯はははは項目項目項目項目をををを見見見見ててててもももも具体的具体的具体的具体的にににに分分分分かりやすいですよかりやすいですよかりやすいですよかりやすいですよ

ねねねね。。。。私私私私どものどものどものどものようなようなようなような１７１７１７１７番目番目番目番目はははは、、、、これはこれはこれはこれは三田三田三田三田でででで中間支援中間支援中間支援中間支援をやっているをやっているをやっているをやっている

NPONPONPONPO法人法人法人法人のののの理事長理事長理事長理事長さんのさんのさんのさんの言葉言葉言葉言葉をををを借借借借りているりているりているりているのですがのですがのですがのですが、、、、１７１７１７１７番目番目番目番目のののの私私私私

たちはたちはたちはたちは「「「「通訳者通訳者通訳者通訳者」」」」だとだとだとだと。。。。間間間間にににに立立立立ってってってって「「「「地域地域地域地域ののののNPONPONPONPO法人法人法人法人さんさんさんさんににににはははは、、、、ここここ

んなんなんなんな団体団体団体団体もおられもおられもおられもおられ、、、、ここここんなんですよんなんですよんなんですよんなんですよ」」」」とととと通訳通訳通訳通訳をするをするをするをする役割役割役割役割もあるのではもあるのではもあるのではもあるのでは

ないかとないかとないかとないかと。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、どこかどこかどこかどこか全然全然全然全然知知知知らないらないらないらない国国国国のののの知知知知らないらないらないらない事業者事業者事業者事業者やややや知知知知らならならならな

いいいい地域地域地域地域をををを訪訪訪訪ねるとしたらねるとしたらねるとしたらねるとしたら、、、、言葉言葉言葉言葉がががが通通通通じじじじにくにくにくにくければければければければ必必必必ずずずず通訳通訳通訳通訳をををを連連連連れてれてれてれていいいい

くでしくでしくでしくでしょうょうょうょうとととと。。。。中間支援中間支援中間支援中間支援NPONPONPONPO法人法人法人法人はははは、、、、そそそそういうういうういうういう位置位置位置位置づけでづけでづけでづけで、、、、テーマテーマテーマテーマ
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委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

委員委員委員委員    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

委員委員委員委員    

    

    

型型型型、、、、現場型現場型現場型現場型NPONPONPONPO法人法人法人法人とのとのとのとの間間間間でででで「「「「働働働働きききき」」」」をすることができるかなとをすることができるかなとをすることができるかなとをすることができるかなと思思思思

っていますっていますっていますっています。。。。    

    

ですからですからですからですから、、、、確確確確かかかかににににこういうこういうこういうこういう存在存在存在存在はははは、、、、市市市市にとってはにとってはにとってはにとっては貴重貴重貴重貴重なななな存在存在存在存在、、、、市市市市だだだだ

けけけけではなくではなくではなくではなく、、、、市民市民市民市民にとってもにとってもにとってもにとっても貴重貴重貴重貴重なななな存在存在存在存在になっているとになっているとになっているとになっていると思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそ

れはれはれはれは、、、、やはりあるやはりあるやはりあるやはりある分野分野分野分野にににに特化特化特化特化されたされたされたされたNPONPONPONPO法人法人法人法人とはとはとはとは少少少少しししし違違違違うとうとうとうと思思思思ううううのののの

ですですですです。。。。活動活動活動活動のののの内容内容内容内容もももも全然全然全然全然違違違違いますしいますしいますしいますし。。。。    

それそれそれそれをををを、、、、市全体市全体市全体市全体としてのとしてのとしてのとしての、、、、参画参画参画参画とととと協働協働協働協働のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの中中中中ににににどのようどのようどのようどのよう

にににに入入入入れてれてれてれていくのかいくのかいくのかいくのかということですということですということですということです。。。。    

    

そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。    

    

それをそれをそれをそれを考考考考えていかなえていかなえていかなえていかなければいけませんければいけませんければいけませんければいけません。。。。    

    

NPONPONPONPOとととと自治会自治会自治会自治会、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティといといといというのはうのはうのはうのは全然全然全然全然意味合意味合意味合意味合いがいがいがいが違違違違うものうものうものうもの

だとだとだとだと思思思思いいいいますしますしますしますし、、、、NPONPONPONPOをされているをされているをされているをされている方方方方とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、基本的基本的基本的基本的にににに志志志志がががが同同同同

じじじじ人人人人がががが集集集集ままままられているわけですられているわけですられているわけですられているわけです。。。。コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティはいろいろなはいろいろなはいろいろなはいろいろな方方方方がおらがおらがおらがおら

れてれてれてれて、、、、無理無理無理無理やりやりやりやり義務義務義務義務でででで入入入入っているっているっているっている方方方方もおられますからもおられますからもおられますからもおられますから、、、、ぜんぜんそこぜんぜんそこぜんぜんそこぜんぜんそこ

のののの比較比較比較比較はできないはできないはできないはできないとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

商工会商工会商工会商工会もももも特別認可法人特別認可法人特別認可法人特別認可法人というというというという法律法律法律法律できまったできまったできまったできまった法人法人法人法人ですですですですがががが、、、、我我我我々々々々もさもさもさもさ

っきっきっきっき言言言言ったったったったようにようにようにように目的目的目的目的があるわけでしてがあるわけでしてがあるわけでしてがあるわけでして、、、、結局結局結局結局それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの法人法人法人法人なりなりなりなり、、、、

個人個人個人個人なりでなりでなりでなりで、、、、得意得意得意得意とするものがあるわけですからとするものがあるわけですからとするものがあるわけですからとするものがあるわけですから、、、、そこでそこでそこでそこで協働協働協働協働というというというという

ものをものをものをものを補補補補っていくことをこれからっていくことをこれからっていくことをこれからっていくことをこれから考考考考えていくというえていくというえていくというえていくという意味合意味合意味合意味合いでいいでいいでいいでいいいいい

ののののですですですですよねよねよねよね？？？？    

    

そうですそうですそうですそうです。。。。    

    

本当本当本当本当はははは、、、、センターセンターセンターセンターもももも社協社協社協社協もももも、、、、住民住民住民住民とのとのとのとの架架架架けけけけ橋橋橋橋がががができればできればできればできれば、、、、住民住民住民住民とのとのとのとの

関係関係関係関係もももも出出出出ててててくるくるくるくるののののでしょうでしょうでしょうでしょうがががが、、、、住民住民住民住民ではなくではなくではなくではなく、、、、NPONPONPONPO同士同士同士同士のののの架架架架けけけけ橋橋橋橋がががが

、、、、今現在今現在今現在今現在、、、、主主主主ではではではではないでしょうかねないでしょうかねないでしょうかねないでしょうかね？？？？    

    

そうでもないですそうでもないですそうでもないですそうでもないです。。。。    

    

でもでもでもでも、、、、結局結局結局結局はははは地域地域地域地域のののの方方方方にはにはにはには、、、、関係関係関係関係がががが無無無無いいいいというかというかというかというか、、、、必要必要必要必要とされてなとされてなとされてなとされてな

いところはいところはいところはいところは、、、、それがあるそれがあるそれがあるそれがあるのではのではのではのではないかとないかとないかとないかと、、、、常常常常々、々、々、々、私私私私はははは思思思思っていっていっていっていますますますます。。。。

あるあるあるある意味意味意味意味、、、、専門家専門家専門家専門家であるけれどもであるけれどもであるけれどもであるけれども地域地域地域地域にににに発信発信発信発信がないがないがないがないののののですよですよですよですよ。。。。知知知知るるるる人人人人
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委員委員委員委員    

    

    

委員委員委員委員    

    

委員委員委員委員    

    

委員委員委員委員    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

委員委員委員委員    

    

委員委員委員委員    

    

会長会長会長会長    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

ぞぞぞぞ知知知知るということかもしれるということかもしれるということかもしれるということかもしれませんがませんがませんがませんが。。。。    

    

「「「「市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」のののの擁護擁護擁護擁護をするようでをするようでをするようでをするようで、、、、申申申申しししし訳訳訳訳ないないないないののののですがですがですがですが

、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理になになになにならららられてれてれてれてまだまだまだまだ１１１１年年年年ですよねですよねですよねですよね？？？？それまではそれまではそれまではそれまではまったくまったくまったくまったく？？？？    

    

いやいやいやいや、、、、有名有名有名有名ですよですよですよですよ。。。。    

    

センターセンターセンターセンターははははどなたがやってらっしゃどなたがやってらっしゃどなたがやってらっしゃどなたがやってらっしゃったったったったのですかのですかのですかのですか？？？？    

    

市市市市ですよですよですよですよ。。。。    

    

市市市市がががが、、、、直接直接直接直接、、、、管理管理管理管理運営運営運営運営しておりましたしておりましたしておりましたしておりました。。。。    

    

まったくまったくまったくまったく貸貸貸貸しししし館館館館ののののイメージイメージイメージイメージしかしかしかしか皆皆皆皆さんさんさんさんにはにはにはには無無無無かったのではないかかったのではないかかったのではないかかったのではないか

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私はははは確実確実確実確実にそうですにそうですにそうですにそうです。。。。私私私私ももももあまりあまりあまりあまり足足足足がががが向向向向かなかったですかなかったですかなかったですかなかったです

がががが、、、、やはりやはりやはりやはり中間支援中間支援中間支援中間支援ののののNPONPONPONPOのののの方方方方がががが指定管理指定管理指定管理指定管理になられたことでになられたことでになられたことでになられたことで、、、、すごすごすごすご

くくくく幅幅幅幅がががが広広広広がっているがっているがっているがっているとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

ただただただただ、、、、このこのこのこの１１１１年年年年はははは管理業務管理業務管理業務管理業務にににに追追追追われてらっしゃってわれてらっしゃってわれてらっしゃってわれてらっしゃって、、、、大変大変大変大変ででででなかななかななかななかな

かそこまでいかれてないかそこまでいかれてないかそこまでいかれてないかそこまでいかれてないとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ここでもしここでもしここでもしここでもし皆皆皆皆さんがそういうさんがそういうさんがそういうさんがそういう要要要要

望望望望をををを出出出出されてされてされてされて、、、、もしもしもしもし可能可能可能可能ならばならばならばならば、、、、管理業務管理業務管理業務管理業務だけではなくってだけではなくってだけではなくってだけではなくって、、、、主要業主要業主要業主要業

務務務務のなかにのなかにのなかにのなかにそういうのをそういうのをそういうのをそういうのを一番目一番目一番目一番目とかとかとかとか二番目二番目二番目二番目とかにとかにとかにとかに出出出出していかれるとしていかれるとしていかれるとしていかれると

もっともっともっともっと特色特色特色特色がががが出出出出てててて、、、、市民市民市民市民のののの方方方方ともともともとも架架架架けけけけ橋橋橋橋ができるのではないができるのではないができるのではないができるのではないでしょうでしょうでしょうでしょう

かかかか。。。。    

    

    それはされているのでしょそれはされているのでしょそれはされているのでしょそれはされているのでしょ？？？？    

        

要望要望要望要望まではしていませんがまではしていませんがまではしていませんがまではしていませんが。。。。    

    

    私私私私はははは、、、、要望要望要望要望したいですがしたいですがしたいですがしたいですが。。。。    

    

さきほどのさきほどのさきほどのさきほどのこのこのこのこのペーパーペーパーペーパーペーパーでいうとでいうとでいうとでいうと、、、、来年度来年度来年度来年度からからからから本格的本格的本格的本格的にそういうにそういうにそういうにそういう事事事事

業展開業展開業展開業展開をしていこうとをしていこうとをしていこうとをしていこうということのよういうことのよういうことのよういうことのようですしですしですしですし。。。。    

    

いやいやいやいや、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理者者者者とととというのはいうのはいうのはいうのはあくまであくまであくまであくまで違違違違いますいますいますいます。。。。管理業務管理業務管理業務管理業務ですですですですからからからから

。。。。これとこれとこれとこれと同同同同じじじじでででではありませんはありませんはありませんはありません。。。。それともそれともそれともそれとも私私私私のところのところのところのところとはとはとはとは違違違違うというこうというこうというこうというこ

ととととでしょうでしょうでしょうでしょうかねかねかねかね？？？？    
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会長会長会長会長    

    

    

    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

会長会長会長会長    

    

委員委員委員委員    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

指定管理業務指定管理業務指定管理業務指定管理業務というのはというのはというのはというのは、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの施設施設施設施設がががが持持持持ってってってっているいるいるいる設置目的設置目的設置目的設置目的をををを

最大限発揮最大限発揮最大限発揮最大限発揮させるさせるさせるさせることにことにことにことに目的目的目的目的があるがあるがあるがあるののののですよねですよねですよねですよね。。。。だからだからだからだから単単単単にににに施設施設施設施設をををを管管管管

理理理理するというだけだったらするというだけだったらするというだけだったらするというだけだったら、、、、誰誰誰誰がやってもいいわけでがやってもいいわけでがやってもいいわけでがやってもいいわけで。。。。たとえばたとえばたとえばたとえば市民市民市民市民

活動活動活動活動センターセンターセンターセンターであればであればであればであれば、、、、条例条例条例条例でででで設置目的設置目的設置目的設置目的をををを謳謳謳謳ってあるわけですってあるわけですってあるわけですってあるわけです。。。。そのそのそのその

設置目的設置目的設置目的設置目的をををを最大限発揮最大限発揮最大限発揮最大限発揮するためにはするためにはするためにはするためには、、、、通常通常通常通常のののの施設施設施設施設管理業務以外管理業務以外管理業務以外管理業務以外にににに、、、、どどどど

ういうことをやりますかっていうことでういうことをやりますかっていうことでういうことをやりますかっていうことでういうことをやりますかっていうことで、、、、決決決決められているはずめられているはずめられているはずめられているはずですですですです。。。。    

    

そこにそこにそこにそこに一番意味一番意味一番意味一番意味があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけですよよよよねねねね。。。。    

    

そういうそういうそういうそういう指定管理指定管理指定管理指定管理のののの出出出出しししし方方方方をしているはずですをしているはずですをしているはずですをしているはずですよねよねよねよね。。。。    

    

仕様書仕様書仕様書仕様書がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ違違違違うとうとうとうと思思思思いいいいますますますます。。。。    

    

やはりやはりやはりやはり市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターというというというという働働働働ききききのののの下下下下ですからですからですからですから、、、、指定管理業務指定管理業務指定管理業務指定管理業務とととと

いうのはいうのはいうのはいうのは違違違違うはずなうはずなうはずなうはずなののののですですですですがががが。。。。私私私私のところとのところとのところとのところと条件条件条件条件がががが違違違違ううううのでしょうかのでしょうかのでしょうかのでしょうか

？？？？    

    

加茂加茂加茂加茂ののののコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティにににに指定管理指定管理指定管理指定管理をおをおをおをお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしておりますコミュニテコミュニテコミュニテコミュニテ

ィセンターィセンターィセンターィセンターにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、主主主主にににに、、、、会館会館会館会館のののの管理運営管理運営管理運営管理運営とかとかとかとかそれがそれがそれがそれがメインメインメインメイン

ですですですです。。。。    

一方一方一方一方、、、、「「「「市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」さんにおさんにおさんにおさんにお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております市民活動市民活動市民活動市民活動

センターセンターセンターセンターとととと男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、貸貸貸貸しししし館館館館管理管理管理管理もおもおもおもお願願願願

いしておりますけどもいしておりますけどもいしておりますけどもいしておりますけども、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外ににににソフトソフトソフトソフト部門部門部門部門、、、、講座講座講座講座のののの管理運営管理運営管理運営管理運営でごでごでごでご

ざいますとかざいますとかざいますとかざいますとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは機関紙機関紙機関紙機関紙のののの発行発行発行発行であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも

業務業務業務業務のなかにのなかにのなかにのなかに含含含含まれてございますのでまれてございますのでまれてございますのでまれてございますので、、、、そういったそういったそういったそういったソフトソフトソフトソフト部門部門部門部門をををを含含含含むむむむ

指定管理指定管理指定管理指定管理というのはというのはというのはというのは、、、、川西川西川西川西のののの指定管理指定管理指定管理指定管理のののの中中中中ででででもももも初初初初めてのことでございめてのことでございめてのことでございめてのことでござい

ますますますます。。。。    

    

ということはということはということはということは、、、、ソフトソフトソフトソフト関係関係関係関係のののの助成金助成金助成金助成金がでているということがでているということがでているということがでているということですよねですよねですよねですよね

？？？？    私私私私たちたちたちたちににににはそれがないはそれがないはそれがないはそれがないののののですよですよですよですよ。。。。ないないないないのですがのですがのですがのですが、、、、コミュニティセコミュニティセコミュニティセコミュニティセ

ンターンターンターンターですからですからですからですから、、、、地域地域地域地域としてとしてとしてとして同同同同じじじじコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトをもってをもってをもってをもって、、、、結局結局結局結局、、、、助成金助成金助成金助成金

無無無無ししししででででコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのおのおのおのお金金金金ででででやっているやっているやっているやっているのですのですのですのです。。。。それをそれをそれをそれを最大限最大限最大限最大限にににに使使使使っっっっ

てててて、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが楽楽楽楽しんでいただけるしんでいただけるしんでいただけるしんでいただけるイベントイベントイベントイベントとかとかとかとか、、、、いろんなものをやっいろんなものをやっいろんなものをやっいろんなものをやっ

ていていていていますますますます。。。。向向向向こうはおこうはおこうはおこうはお金金金金をもらってそれをやっているというところがをもらってそれをやっているというところがをもらってそれをやっているというところがをもらってそれをやっているというところが

違違違違うというこうというこうというこうということとととですねですねですねですね。。。。    
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事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

市民事務局市民事務局市民事務局市民事務局かわかわかわかわ

にしにしにしにし    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

指定管理指定管理指定管理指定管理のののの期間期間期間期間はははは３３３３年年年年とととと設定設定設定設定させていただいていましてさせていただいていましてさせていただいていましてさせていただいていまして、、、、初初初初めてのめてのめてのめての

試試試試みということもありますのでみということもありますのでみということもありますのでみということもありますので、、、、２２２２２２２２年度年度年度年度につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度

のののの直営直営直営直営のののの段階段階段階段階のののの貸館貸館貸館貸館管理管理管理管理なりなりなりなり、、、、講座講座講座講座のののの開催開催開催開催なりというなりというなりというなりというサービスサービスサービスサービス水準水準水準水準をををを

まずまずまずまず維持維持維持維持していただくしていただくしていただくしていただく、、、、あるいはそれをあるいはそれをあるいはそれをあるいはそれをマスターマスターマスターマスターしていくしていくしていくしていくことをことをことをことを主主主主にににに

しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、２３２３２３２３年度以降年度以降年度以降年度以降についてについてについてについて、、、、民間民間民間民間としてのとしてのとしてのとしての特性特性特性特性をををを生生生生かしかしかしかし

、、、、フルフルフルフルにににに指定管理業務指定管理業務指定管理業務指定管理業務のののの中中中中ででででサービスサービスサービスサービスをををを充実充実充実充実していただくということしていただくということしていただくということしていただくということ

にににに、、、、業務内容業務内容業務内容業務内容ももももシフトシフトシフトシフトしていきたいというようにしていきたいというようにしていきたいというようにしていきたいというように考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

ということはということはということはということは、、、、総合的総合的総合的総合的なななな情報相談窓口情報相談窓口情報相談窓口情報相談窓口としてのつなぎとかとしてのつなぎとかとしてのつなぎとかとしてのつなぎとか、、、、そういそういそういそうい

うううう部部部部分分分分をををを来年度来年度来年度来年度はははは強化強化強化強化していきたいしていきたいしていきたいしていきたいとととということになるわけですよねいうことになるわけですよねいうことになるわけですよねいうことになるわけですよね。。。。    

    

そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。ワンストップサービスワンストップサービスワンストップサービスワンストップサービスというというというという言葉言葉言葉言葉がいいのかどうかわがいいのかどうかわがいいのかどうかわがいいのかどうかわ

かりませんがかりませんがかりませんがかりませんが、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが心心心心がけているのはがけているのはがけているのはがけているのは、、、、私私私私どももどももどももどもも利用者利用者利用者利用者だったこだったこだったこだったこ

ともありますしともありますしともありますしともありますし、、、、ここのここのここのここのセンターセンターセンターセンターにににに来来来来たらたらたらたら、、、、ただではただではただではただでは帰帰帰帰さないさないさないさない、、、、何何何何かかかか

情報情報情報情報ののののおおおお土産土産土産土産、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはホッホッホッホッとするとかとするとかとするとかとするとか、、、、そういうそういうそういうそういう何何何何かかかか持持持持ちちちち帰帰帰帰るものるものるものるもの

があるがあるがあるがある場所場所場所場所としてとしてとしてとして、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの方方方方がががが来来来来られたられたられたられたニーズニーズニーズニーズにににに対応対応対応対応していくしていくしていくしていくとととと

いいいいうのがうのがうのがうのが、、、、センターセンターセンターセンターだとだとだとだと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。    

    

そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを期待期待期待期待してしてしてして、、、、センターセンターセンターセンターのののの指定管理指定管理指定管理指定管理をおをおをおをお願願願願いしているといしているといしているといしていると

いうことないうことないうことないうことなののののですねですねですねですね。。。。    

あっというあっというあっというあっという間間間間にににに８８８８時時時時をををを過過過過ぎてぎてぎてぎてしまいまししまいまししまいまししまいましたたたた。。。。もうもうもうもう少少少少しししし課題課題課題課題をいろいをいろいをいろいをいろい

ろとおろとおろとおろとお出出出出しいただかなくてはいけないとしいただかなくてはいけないとしいただかなくてはいけないとしいただかなくてはいけないと思思思思っていたっていたっていたっていたのですがのですがのですがのですが、、、、一回一回一回一回のののの

会議会議会議会議はははは２２２２時間時間時間時間というというというというこここことでとでとでとで区切区切区切区切りをしたいとりをしたいとりをしたいとりをしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。今日今日今日今日のののの議議議議

論論論論はまたまとめさせていただはまたまとめさせていただはまたまとめさせていただはまたまとめさせていただきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。課題課題課題課題ははははいろいろいろいろいろいろいろいろ出出出出てててて

きたきたきたきたとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。縦横縦横縦横縦横のののの関係関係関係関係やややや、、、、地縁地縁地縁地縁のののの団体団体団体団体とととと志志志志のののの縁縁縁縁のののの団体団体団体団体。。。。言言言言

ってみればってみればってみればってみれば、、、、川川川川西西西西をををを良良良良くくくくしたいというところからいうとしたいというところからいうとしたいというところからいうとしたいというところからいうと、、、、皆皆皆皆、、、、一緒一緒一緒一緒なななな

ののののですよねですよねですよねですよね。。。。それがそれがそれがそれが各各各各々、々、々、々、有償有償有償有償、、、、無償無償無償無償のののの話話話話であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、地域的地域的地域的地域的なななな広広広広がががが

りのりのりのりの話話話話であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、熱熱熱熱きききき心心心心、、、、ミッションミッションミッションミッションとととと思思思思っていることっていることっていることっていること

がががが時時時時々々々々地域地域地域地域でででで空回空回空回空回りするりするりするりするとととということもよくいうこともよくいうこともよくいうこともよくあるあるあるある話話話話ですよねですよねですよねですよね。。。。    

そういうものをどうやってそういうものをどうやってそういうものをどうやってそういうものをどうやって折折折折りりりり合合合合いをつけるのかいをつけるのかいをつけるのかいをつけるのかとととということがいうことがいうことがいうことが、、、、参参参参

画画画画とととと協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりでででで考考考考えておかなくてはいけないえておかなくてはいけないえておかなくてはいけないえておかなくてはいけない、、、、条例条例条例条例をををを具体化具体化具体化具体化

するためにはするためにはするためにはするためには一番重要一番重要一番重要一番重要なところなのかもしれないということがなところなのかもしれないということがなところなのかもしれないということがなところなのかもしれないということが今日今日今日今日

のののの議論議論議論議論としてあったととしてあったととしてあったととしてあったと思思思思いますいますいますいます。。。。    

今日今日今日今日のののの議論議論議論議論をををを一度一度一度一度まとめてまとめてまとめてまとめて、、、、そしてそしてそしてそして、、、、またまたまたまた事務局事務局事務局事務局とととと相談相談相談相談しますがしますがしますがしますが、、、、

もうもうもうもう１１１１回議論回議論回議論回議論しましょうかしましょうかしましょうかしましょうか。。。。今日聞今日聞今日聞今日聞いたいたいたいた話話話話もももも含含含含めてめてめてめて、、、、せっかくきれいせっかくきれいせっかくきれいせっかくきれい
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なななな報告書報告書報告書報告書もできてもできてもできてもできていいいいるわけだしるわけだしるわけだしるわけだし、、、、年度年度年度年度もももも変変変変わわわわりりりり、、、、事務局体制事務局体制事務局体制事務局体制もももも変変変変わるわるわるわる

みたいみたいみたいみたいですしですしですしですし、、、、今度今度今度今度はははは５５５５月月月月あたりにあたりにあたりにあたりにこのこのこのこの議論議論議論議論をもうをもうをもうをもう１１１１回回回回しましょうかしましょうかしましょうかしましょうか

。。。。地域地域地域地域のののの課題課題課題課題、、、、地域活動地域活動地域活動地域活動のののの課題課題課題課題をををを洗洗洗洗いいいい出出出出すようなすようなすようなすような作業作業作業作業をやりましょうをやりましょうをやりましょうをやりましょう

。。。。    

（（（（日程調整日程調整日程調整日程調整    次回次回次回次回５５５５月月月月２７２７２７２７日午後日午後日午後日午後５５５５時時時時からにからにからにからに決定決定決定決定））））    

    


