
ボランティアへの道 ステップⅠ
（円卓会議、自治会活動）

日時 令和元年１１月２２日（金）午前 9：30～

場所 市民活動支援センター（市役所南館2階講堂）

講師 植田 隆司（大阪狭山市 市民生活部 市民協働推進G）

浅野 齊（特定非営利活動法人 南中学校区円卓会議事務局長、

狭山ニュータウン自治会会長）

第１５期まちづくり大学 C講座



３つの居場所

▼第１の居場所 ⇒ 家庭

▼第２の居場所 ⇒ 学校・職場

▼第３の居場所 ⇒ 趣味・社会活動（ボランティア活動）

《個々の価値観が最も反映される場》

・居心地が良い

・新たな刺激を受ける

・楽しい

・やりがいがある

・役立っている

・仲間がいる 等

第１の居場所

第２の居場所 第３の居場所
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まちづくり円卓会議とは

地方分権型社会への対応

☛ 地域のことは地域で考え地域で実行

☛ 市民、自治会（地区会）、市民活動団体、ＮＰＯ、民間事業者

など多様な主体が協働し、市民自治の確立、地域の活性化

中学校区単位の円卓会議設置の目的

●市民がまちづくりに関わる市民自治への契機づくり

●より市民ニーズに即した事業提案

●地域内コミュニティの醸成や市民協働の推進

●地域内で活動する各種団体の連携促進

ex.地縁型コミュニティ・テーマ型コミュニティの融合・連携

主体的・機動的・
協調的かつ柔軟な、
エリアブロック
公益コミュニティ
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まちづくり円卓会議の歩み

▼平成20年 7月

「新しいまちづくり制度」説明会の開催

▼平成21年 2月

『南中学校区地域コミュニティ円卓会議』設立

▼平成21年 11月

『第三中学校区まちづくり円卓会議』設立

▼平成22年 9月

『狭山中学校区まちづくり円卓会議』設立

▼平成25年 4月

『大阪狭山市まちづくり円卓会議条例』施行

▼平成25年10月

『特定非営利活動法人南中学校区円卓会議』設立
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まちづくり円卓会議の現状
（大阪狭山市まちづくり円卓会議条例 平成25年4月1日施行）

南中学校区 第三中学校区 狭山中学校区

設 立
平成25年10月16日
（平成21年2月11日）

平成21年11月８日 平成22年9月20日

根 拠

特定非営利活動法人南
中学校区円卓会議定款
（南中学校区地域コミュ
ニティ円卓会議規則）

第三中学校区まちづく
り円卓会議設置要綱

狭山中学校区まちづく
り円卓会議規約

構 成 員
60人

（令和元年度）
7４人

（令和元年度）
17７人

（令和元年度）

代 表 者
（ 呼 称 ） 理事長 代表 委員長

決 議 機 関 総会・理事会 総会・幹事会 総会・運営委員会
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対象校区内
世 帯 数

約8,000世帯 約8,200世帯 約9,500世帯



まちづくり円卓会議の活動内容は？

◎NPO法人 南中学校区円卓会議

『みんなで なかよく みらいをつくる』

☆円卓会議推進事業
（地域コミュニティネットワーク事業）

☆コミュニティカフェ事業

☆防犯・防災事業

☆環境事業（花いっぱい運動・

三津屋川アドプトリバー等）

☆地域コミュニティ交流事業（ウォーキング）

☆コミュニティ醸成事業（健康事業）

☆子ども育成事業（工作教室等）
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まちづくり円卓会議の活動内容は？

◎第三中学校区まちづくり円卓会議

『住んで楽しい 住んでみたい 住んでよかった』

☆円卓会議推進事業
魅力再発見ウォーキング
菜の花いっぱい運動
フラワーガーデン
避難所設営
広報
グラウンドゴルフ大会
三津屋川アドプトリバー

☆夏まつり事業
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まちづくり円卓会議の活動内容は？

◎狭山中学校区まちづくり円卓会議

『さあ やっていこう まちづくり』

☆円卓会議推進事業

地域情報ネットワーク事業

福祉と教育の補助充実事業

☆さやりんピック事業

☆地域美化運動活動事業

☆地域文化祭事業
（さやりんフェスティバル）
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自治会（地区会）とは・・・その１

▼自治会（地区会）って何？

地域に住む人たちが、日ごろからの交流を通じて親睦を

深め、地域におけるさまざまな課題（問題）を解決して

いくためにお互いに話し合い、協力し合いながら、住民

が快適に安心して暮らすことができるまちになるよう、

自主的に活動している住民組織（団体）です。
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自治会（地区会）とは・・・その２

▼自治会（地区会）は必要なの？

地域では、核家族化や少子・高齢化、防災・防犯、福祉、子育て、

青少年の健全育成など、地域が抱える課題は多岐にわたっています。

こうした中で、生活に密着した課題の解決は個人や行政などの力だ

けでは難しく、地域での取組みが欠かせません。

一人ひとりが、気持ちよく生活でき、快適で、安心して生活できる

地域をつくるためには、互いに協力したり、譲り合ったり、人と人の

つながりが必要です。

「遠くの親戚より近くの他人」と昔から

言われているように、自治会（地区会）の

活動は、いざというときにもっとも頼りに

なるつながりです。
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自治会（地区会）とは・・・その３

大阪狭山市自治基本条例において、自治会（地区会）等をは

じめとするさまざまなコミュニティの自主的かつ自律的な活

動を尊重し、必要に応じて支援することを定め、安全で安心

して暮らすことのできる地域社会の実現をめざすと定めてい

ます。

相互に連携・協力し

役割分担を決めながら

課題解決に取り組む
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自治会（地区会）等の活動内容は？

▼地域の親睦、ともに支えあう活動
◎お祭りなどの伝統行事を継承するための世代間交流

◎夏まつりや文化祭などのレクリエーション

◎高齢者などの交流の場となるサロン活動

◎地域のさまざまな課題の解決 ・・・・など

Ｐ11



自治会（地区会）等の活動内容は？

▼地域の環境を守る活動

◎憩いの場である公園や道路などの美化清掃

◎地域の活動拠点である集会所の維持管理・・・・など
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自治会（地区会）等の活動内容は？

▼地域の安全を守る活動
◎防犯パトロール、防犯設備の維持管理

◎子どもを交通事故や犯罪から守る、子ども見守り活動

◎自主防災組織活動や防災訓練、災害時の助け合い…など
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自治会（地区会）等と市との関係

▼自治会（地区会）等が担っている身近な公共的活動

○防犯、防災、火災予防、交通安全などの活動への案内

○各種委員等の推薦（民生委員・児童委員、青少年指導委員、
防犯委員、選挙の投票立会人 など）

○各種広報物の配布、ポスターの掲示、回覧

○市内美化清掃への協力

○社会福祉活動（日赤、共同募金など）への協力

○入学式・卒業式など学校と連携した諸活動 など
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自治会（地区会）等のまとめ

『自分のために・みんなのために』

地域では、さまざまな価値観を持った人が、それ

ぞれの生活様式で日常生活を送っていますが、自

分の生活様式だからといって、自分勝手な生活を

してよいわけではなく、おのおのが、互いを認め、

尊重することにより、自分も周囲の人も気持ちよ

く生活できることが大切です。
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自治会（地区会）等を取り巻く状況

◎ 自治会等への影響
・未加入世帯の増加（加入率の低下）
・高齢による脱退世帯の増加
・役員の負担の増加と担い手の不足（会員意識の希薄化）

など

※自治会活動のメリット ＜ デメリット と感じる人の増加

◎ 環境の変化
◆少子・高齢化の進行
◆生活単位の縮小（核家族化の進行）
◆生活様式（ライフスタイル）の多様化
◆個々の価値観やニーズの多様化
◆人間関係（近所付き合い）の希薄化

など
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大阪狭山市における自治会（地区会）･住宅会の現状

【平成31年4月1日の加入世帯数調査時点】

▼自治会（地区会）の現状
◎ 概ね50世帯以上の地域住民による組織 ◎

登 録 数 ： 63団体・加入世帯数 ： 13,888世帯

※大阪狭山市地区長会 ＝ 自治会（地区会）の代表者で構成する

任意団体（46団体が加入）

▼住宅会の現状
◎ 50世帯に満たない地域住民による組織 ◎

登 録 数 ： 22団体・加入世帯数 ： 603世帯

▼自治会（地区会）・住宅会の現状

登 録 数 ： 85団体
加入世帯数 ： 14,491世帯
加 入 率 ： 56.75％
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大阪狭山市における自治会（地区会）等の加入状況

Ｈ21.4.1 Ｈ23.4.1 Ｈ25.4.1 Ｈ27.4.1 Ｈ29.4.1 Ｈ31.4.1

自治会等加入
世帯数 15,091 15,994 15,623 15,304 14,850 14,491

自治会（地区会） 14,587 15,511 15,119 14,807 14,248 13,888

住宅会 504 483 504 497 602 603

住民基本台帳
世帯数 23,615 23,972 24,318 24,485 24,988 25,533

加 入 率 63.90 ％ 66.72 ％ 64.24 ％ 62.50 ％ 59.43 ％ 56.75 ％

（単位：世帯）

※世帯数調査は、２年に１度の実施
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大阪狭山市人口ビジョン【参 考】
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令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年



大阪狭山市人口ビジョン【参 考】
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大阪狭山市総合戦略【参 考】
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