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2011 年度通常総会の記念セミナーとして、市民が主役のまちづくりセミナー「自治基本条例ってなんだろう！～
市民参加から市民自治へ～」を下記の通り開催します。
会員以外の方も参加できますので、お知り合いの自治会関係者など多数お誘いの上、是非ご参加ください。
日時：５月 7 日（土）１５：００～１７：30（受付開始：１４：４０）
会場：高槻市総合市民交流センター

５階

視聴覚室

プログラム：
■

講演：「市民自治とは？

自治基本条例とは？」

講師：中川幾郎さん（帝塚山大学大学院法政策学研究科教授）
（１）市民自治（住民自治）とは何か
（２）自治基本条例の必要性（時代背景）
（３）自治基本条例策定を通した自治体改革（市民、議会、行政）の道筋
（４）自治基本条例に盛り込みたい内容
（５）自治基本条例の制定で自治体にどのような変化が生じたか（先進事例紹介）
■

Ｑ＆Ａ

定員：80 名（申込先着順）
資料代：５００円（ＴＣＡＮ会員は無料）
主催：ＮＰＯ法人たかつき市民活動ネットワーク
協力： NPO 法人 SEAN（シーン）

高槻まちづくり株式会社

2011 年度通常総会を下記の通り開催しますので、ご出席をお願いします。
総会議案は 4 月 23 日頃、送付の予定です。
日時：５月 7 日（土）１３：３０～１４：３０（開場：１３：００）
会場：高槻市総合市民交流センター ５階 視聴覚室

役員候補の推薦について（告示）
2011 年度通常総会（5 月 7 日開催予定）で現役員の任期が満了し、改選することになりますので、役員
選挙管理規定に基づき、役員選挙管理委員会を設置しました。下記の要領で役員候補の推薦（自薦、他
薦）を受け付けます。役員選挙管理委員会で審議の上、通常総会に推薦いたします。
◆定数：理事９名、監事：２名

◆任期：2011 年度から 2 年間

◆連絡先：〒569-0078 高槻市大手町 6-24

◆締切：4 月 4 日（月）

ＮＰＯ法人たかつき市民活動ネットワーク事務局

（ＴＥＬ／ＦＡＸ：072-674-1959）
2011 年 3 月 19 日

ＮＰＯ法人たかつき市民活動ネットワーク 理事長 鍵谷誠一

～神戸市と高槻市の実例に学ぶ～
2 月 27 日、「第 8 回まちづくりルネッサンス塾」が

らえ、キャンペーン報道をしています。安心・安全

総合市民交流センターで開催されました。今、ひと

に暮らせる地域社会を行政だけで実現することは

りで暮らす人が急増する
「単身化」の時代を迎えて

困難となり、住民による自主的
な取組が求められています。

います。1980 年には 20％

その背景にある地域社会の

にも満たなかった単身世

変化を読み取るとともに、草の

帯の割合は、今から 20 年

根から新しい地域コミュニティ

後には、40％近くにのぼる

づくりに取り組む道筋を考える

見込みです。家族や地域、

ため、3 人の講師にお越しいた

会社などで急速に絆が失

だき、神戸市と高槻市における

われていく社会。ＮＨＫは、それを「無縁社会」とと

地域課題解決への取り組み事例を学びました。

◆講演 「コミュニティの変化と地域再生」
講師：野崎隆一氏（特定非営利活動法人 神戸まちづくり研究所理事・事務局長）
神戸市では、マンション世帯が増加し、単身世

う仕組みをつくっていった。住民自身が住民を助け

帯率が 33％に達し、家族単位が解体している。ま
た、価値観の多様化が進み、地域コミュニティにお

るというコンセプトの下に、自治会などの既存の組
織にこだわらず、自主的な任意の活動を育て、そ

ける明確な役割や共通の価値観が失われている。

の自立と継続の上で自治会との連携も実現し、地

明舞団地では、神戸まちづくり研究所がコーディネ

域コミュニティを再生する計画を進めている。

ータになり、まちづくりのために住民同士が助け合
◆高槻での事例発表（１）「郡家・川西地区における地域再生への取り組み」
講師：下村義春氏（川西地区連合自治会会長）
郡家・川西地区は、居住年数 20 年以上の世帯

たちなど幅広い世代を対象に、参加・体験型の交

が 48％で、単身世帯率は未だ 6％であり、比較的

流事業に取組んでいる。その結果、コミュニティ活

地域コミュニティの条件が残っている地域である。

動とＮＰＯなど専門分野団体との活動が出会うこと

昨年の 8 月から、シニア世代・子育て世代・子ども

で新たな世代間交流が実現できている。

◆高槻での事例発表（2）「終末期サポート事業（仮称）の取り組み」
講師：牧口明氏（特定非営利活動法人 高槻ライフケア協会）
終末期サポート事業（仮称）は、孤独死や無縁
くなられた時の事後対応などに取り組むことを計画
死をできるだけ防ぐ取組で、その背景には無縁死

中である。ボランティア・自治会・民生委員・新聞販

3 万人の衝撃がある。安否確認、サロン活動、通院

売業者などと連携して、安心して終末期を迎えられ

介助、家事補助、緊急時の対応、入院手続き、亡

るまちづくりに貢献したい。（文責：鍵谷）

ＡＲＯＵＮＤ６０事業活動の報告
（財）大阪ガスグループ福祉財団の助成をい
ただき「シニアのための生活設計、リタイア・モラ
トリアム メッセージ」の教材を出版いたしました。
その教材を使用した活動は、
9 月 4 日、高槻市ＮＰＯフェスタ
11 月 27 日、茨木市市民活動支援フェスタ
共に教材のＰＲ宣伝と興味のある内容について
の相談コンサルで、関心のある方､及び団体に
教材配布を行いました。10 月 5 日、特定非営利
活動法人ＣＣネットワーク京都 12 月 10 日、労
働金庫高槻支店、いきいき倶楽部 共に役員会
及び有志を加えた方々に内容の紹介を行いま

担当理事

した。
2 月 16 日、（社）中高年齢者雇用福祉協会，ＰＲ
ＥＰ関西研究会
リタイア・モラトリアム メッセージの圧縮版を別
シート追加して､体験ワークを盛り込んだ内容で
した。尚、この事業のメンバーで平田紀年(社会
保険労務士)さんの事務所で､ワーク・ライフ・バ
ランスの講座６会合をＴＣＡＮ後援で行いまし
た。

ＴＣＡＮ協働研究会の報告
3 月 26 日に「今城塚古代歴史館」のオープン
セレモニーが予定されてい
ます。第一次の発掘調査か
ら 10 カ年を経過し完成しま
す。古墳時代の遺跡をまち
づくりに生かした､ユニーク
な運営ソフトが生れることを
期待しています。
さて、読売新聞(2 月 12 日)
でバレンタインデイ・アクトア
モーレ「酒粕チョコレート・ＴＯＲＩＫＯ」店頭販売
が報道されました。そこで次なる商品として「今
城クッキーズ」のテスト販売を「食の文化祭・社

担当理事

山下 征紀

会貢献のひろば(10 月 10・11 日)」で試行しまし
た。準備した「黄色いＢＯＸ５００」
は９０個完売し好評をいただきま
した。これも、総会での試食、高
槻市ＮＰＯフェスタ、フリーマーケ
ット試食等約１３０名の方のご意
見を参考に「花の会」が試行錯誤
を繰り返したものです。おおよそ
の形ができつつあり、「花の会」
への全面移管が進行中で、常設
店の開設、職域ルート開発、受け渡し(窓口販
売)の工夫の段階に至っています。益々の口コ
ミ宣伝、ご支援のほどお願い申しあげます。

市民公益活動サポートセンター常任委員会報告
2010 年総会で検討課題として承認されました
「管理運営委員会の体制見直し」について、12 月
に「組織と運営に関する意見交換会」が開催され、
課題の抽出が行われました。1 月の常任委員会で
は、今後の進め方について協議が行われました。
円卓会議・プロジェクトを設ける方向で、検討体制
や参加者のありかたについてさまざまな意見が出
されたが、結論が得られなかったため、新年度の
役員や常任委員の交代などの諸事情を考慮して、
来期の事業として継続し、さらなる検討の促進を

山下 征紀

担当理事

西村逸郎

はかる方向となりました。したがって、2010 年度中
には十分な結果が出そうにないのが実情です。
テーマ別交流会の開催についての経過報告が
ありました。本年のテーマ別交流会は一回だけで
したが、来年の開催をどうするかについて議論が
あり、今期中に今後の進め方の検討会を持つこと
になりました。
推薦委員会が推薦する、来期の管理運営委員
会役員候補者は、次回の常任委員会で報告され
る予定です。

ＴＣＡＮ事務局報告
◇◇◇２月からの理事会は、2011 年度通常総会ならびに記念セミナーの審議です◇◇◇
2008 年 9 月 30 日に NPO 法人たかつき市民
に議論しております。思うような姿にはいかない
活動ネットワークとして認証を受けて 2.5 年が経
厳しい現実のようです。2011 年度はそんな
過しました。2008 年度の総会にて審議された
check と次の 5 ヶ年計画を練り直す plan 開始の
2012 年までの 5 ヶ年計画”中期戦略 2008“やそ
時期と位置づけています。複雑な社会情勢の
の後作成の TCAN パンフレットなどを参照しな
中、何を具体的な柱として、市民の市民による
がら、初心にかえり、停滞傾向にある市民活動
市民のためのまちづくりを見定めるのかです。
をいかに活性化させることができるか、を真剣
参画してください。
ＴＣＡＮの活動状況 （2010 年 12 月～2011 年 2 月）
◇◇定例的会議・会合◇◇
■理事会 <12/13、2011-1/10、2/14、2/28 >
■ＩＴ活用委員会 <2011-2/12>
■みんなの家運営協議会 <12/17、2011-1/21、2/18>
◇行事会合◇◇
■｢たかつき市民が知りたい 100 項目｣取組み検討会(2011-1/29)
■食の文化祭･社会貢献のひろば 2011・実行委員会準備会 (2011-2/7)
■第 8 回まちづくりルネッサンス塾の開催（2011-2/27）
■市民活動センターみんなの家、秋の環境整備(大掃除)の日（11/27）

ＴＣＡＮの今後の予定（2011 年 3 月～）
◇◇会議・会合◇◇
●NPO 会計基準に基づく会計報告骨子検討会(3/7)
●理事会 <2 月からは 2011 年度総会準備の理事会となっております>(3/14、3/28、4/11、4/25)
●市民活動センターみんなの家運営協議会 <毎月第 3 金曜日。3/18、4/15、5/20>
●IT 活用委員会 <1､4､7､10 月第 2 土曜日。4 月；4/9>
●市民活動センターみんなの家、春の環境整備の日<5/29>
◇◇行事会合◇◇

「社会貢献のひろば」企画・運営を協働で！
みんなの家「餅つき大会」報告
◆1月９日(日) 朝10時から、市民活動セ
ンターみんなの家の前で 30ｋｇのお餅を
搗きました。通りがかりの親子さんや近隣
の方を含め、30 数名の参加がありまし
た。後で、ちゃんこ鍋で試食を楽しみまし
た。来年も実施する予定です。

昨年10月10日、11日の両日にわたり実施の初めての
試みであった「食の文化祭、社会貢献のひろば」では、
募金：22,291円、チャリティセール：30,270円の成果があり、
｢世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV）｣に全額
送らせていただきました。
今年も実施します。第1回実行委員会を、6月27日の開
催し､10月9日の開催に向けての準備にはいります。ボラ
ンティア協力を期待します。

【編集後記】
今国会で、ＮＰＯ法人制度に関して、画期的な改正がなされようとしています。寄付税制改正案とＮＰＯ
法改正案です。認定ＮＰＯ法人の要件が大幅に緩和されることになります。法人名称も、分かりにくい「特
定非営利活動法人」から「市民活動法人」へと変更することも検討項目になっています。（ＳＫ）

