
 

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人市民法人市民法人市民法人市民ネットネットネットネットすいたすいたすいたすいた    

「「「「吹田市立市民公益活動吹田市立市民公益活動吹田市立市民公益活動吹田市立市民公益活動センターセンターセンターセンター」」」」指定管理者候補者指定管理者候補者指定管理者候補者指定管理者候補者にににに選定選定選定選定されるされるされるされる    

 

 当法人「市民ネットすいた」は、3 月 23 日に開催さ

れた選考委員会において、南千里駅前に 9 月に完

成する新しい施設（概要右図）の 6 階部分「吹田市立

市民公益活動センター」の管理者候補に選考され、

4 月 11 日、吹田市ホームページに公表されました。  

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準備準備準備準備されたされたされたされた待望待望待望待望のののの施設施設施設施設    

「市民活動と行政の協働促進研究会」（2001 年）、

「市民公益活動協働促進研究会」（2002 年）、「市民

公益活動審議会」（2004年～）、「市民公益活動の促

進に関する基本方針」（2007 年）、「（仮称）市民公益

活動拠点施設を考える市民フォーラム」（2009 年）、

「（仮称）市民公益活動拠点施設運営準備会」（2009

～2010 年）など、市民と行政が長期にわたって検討

してきた施設がいよいよ 5 ヵ月後にスタートします。 

成功成功成功成功へのへのへのへのスタートスタートスタートスタートにごにごにごにご協力協力協力協力をををを！！！！    

上記のような諸検討の内容に沿った施設のハード

面、ソフト面、運営面三拍子がそろった、市民ならび

に、市民公益活動団体の今後の活動に役立つ体制

を整えて行きたいと考えています。市民、行政、事業

者の皆様のご協力お願いします。また、これに伴い、

6 月 10 日に総会を開催し（4 頁参照）、運営組織等、

大幅な再編成を行います。会員みなさんの参加ご協

力をお願います。新規のご入会も歓迎しています。 

「「「「千里千里千里千里ニュータウンプラザニュータウンプラザニュータウンプラザニュータウンプラザ」」」」のののの概略概略概略概略    

      （場所 阪急南千里駅前） 

 ８階   平和祈念資料館 

       千里市民センター（多目的ルーム） 

 ７階   南千里地区公民館 

 ６６６６階階階階            市民公益活動市民公益活動市民公益活動市民公益活動センターセンターセンターセンター（（（（左下平面図参照左下平面図参照左下平面図参照左下平面図参照）））） 

       吹田市国際交流協会 

 5 階   千里ニュータウン 地域保健福祉センター 

       高齢者生きがい活動センター 

 4 階   保健センター南千里分館 

       保健センター南千里分館 

（口腔ケアセンター） 

 3 階   千里図書館 

 2 階   千里市民センター（大ホール） 

       千里ニュータウン情報館 

       エントランスホール 

 1 階   市役所 千里出張所 

       （仮称）千里花とみどりの情報センター 

       郵便局 

地下 1 階 市営自転車駐車場 

       駐輪場、原付置場【施設利用者専用】 

地下 2 階 駐車場【施設利用者専用】 

以上のように吹田市にはじめて誕生する「市民公益

活動センター」を、市民および市民公益活動団体、事

業者、行政が相互に連携して充実させましょう。  

市民公益活動センターのある６階平面図 



「市民公益活動センター」の内容、組織、運営について 
会議室会議室会議室会議室ややややロッカーロッカーロッカーロッカーなどがなどがなどがなどが借借借借りりりりらららられるれるれるれる    

    １ページの平面図にあるように、団体登録など

の手続きは必要ですが、会議室や貸し事務ブー

ス、貸しロッカーなどが借りられます。印刷機やコ

ピー機も設置します。（費用等詳細は、オープン

までに資料を準備します）また、市民活動スペー

スや交流サロンなどのオープンスペースは、気軽

に打合せや団体間の交流に利用出来ます。 

 しかし、市民公益活動市民公益活動市民公益活動市民公益活動センターセンターセンターセンターはスペースや設

備を利用してもらうだけの施設ではありません。 

市民公益活動市民公益活動市民公益活動市民公益活動につにつにつについてのいてのいてのいての相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口    

 常時、３人以上のスタッフがいて、「ボランティア

をしたいが、どうすればいい？」とか、「団体の悩

みの相談」、「いろいろな団体と交流がしたい」な

どこれから市民公益活動を始めたい入門的な相

談から、すでに活動している市民団体や地域の

自治会などの運営上の問題や会計、労務など専

門的な相談・助言等についても対応出来るように

しようと考えています。 

市民活動講座市民活動講座市民活動講座市民活動講座などのなどのなどのなどの開催開催開催開催    

 これから市民活動をはじめようと思っている人

に役立つ導入的な講座や、各団体に共通な課

題を解決するようなテーマを絞った講座・フォー

ラムなどを、独自に、または行政や学校、その他

専門機関の協力をえながら、随時開催して行き

ます。出前講座等についてもご相談ください。 

書籍書籍書籍書籍・・・・資料棚資料棚資料棚資料棚、、、、パンフレットスタンドパンフレットスタンドパンフレットスタンドパンフレットスタンドのののの設置設置設置設置    

・市民公益活動団体が発行する情報誌やチラシ 

・市民公益活動に役立つ出版物・情報紙など 

・国・県・他市町村の市民公益活動関連の情報 

等を閲覧又は配布できる資料棚を設置します。 

定期的定期的定期的定期的なななな広報紙広報紙広報紙広報紙、、、、ホームページホームページホームページホームページのののの制作発行制作発行制作発行制作発行    

 市民活動センターの活動状況・行事予告や、

市民公益活動団体レポートや活動事例、問題提

起、助成金情報など、役立つ情報を提供します。 

分野別団体交流会分野別団体交流会分野別団体交流会分野別団体交流会をををを開催開催開催開催するするするする    

    福祉、環境、まちづくり、子どもの育成など分野

別団体交流会を実施して、共通課題について話

しあい、連携などのきっかけにしてもらいます。 

そのそのそのその他他他他、、、、調査研究調査研究調査研究調査研究などなどなどなどにににに取組取組取組取組みみみみ役立役立役立役立てるてるてるてる    

 市民公益活動に関連した調査研究を行う。 

「「「「市民公益活動市民公益活動市民公益活動市民公益活動センターセンターセンターセンター」」」」組織図組織図組織図組織図    
と「市民ネットすいた」他、関係先関連図 

「「「「市民公益活動市民公益活動市民公益活動市民公益活動センターセンターセンターセンター」」」」開設開設開設開設のののの目的目的目的目的はははは    

 目的は、市民公益活動の促進を図り、地域社会

の発展に寄与することです。そのためには市民が

公平・平等に利用でき、質の高いサービスを受けら

れる施設にしなければなりません。 

 市民公益活動促進のために、まず中心に位置づ

けられるのは、活動を直接になう市民公益活動団

体です。この市民公益活動団体には、特定の社会

課題に取組む「テーマ型市民活動団体」や、自治

会などの地縁をベースにした「地縁型活動団体」、

および社会教育を主な目的とした「サークル活動

団体」などがあります。 

 開設当初は、これらの団体に施設の存在と機能

を、まず知ってもらうことが必要です。 

 さらに、市民公益活動は、活動したいと思ってい

る市民、協働のパートナーとしての行政・公的施

設・教育機関・事業者などが広く関わることで、社

会に様々な価値をもたらし、地域社会にも広がり浸

透していきます。 

 市民の利用については、障がいのある人、社会

的な課題に自ら直面している人にも、利用のしずら

さや不安をできるだけ排除し、市民公益活動に関

わることにおいては、誰もが等しく利用できる施設

にしたいと考えています。 

 



 

 

「「「「千里千里千里千里ニュータウンプラザニュータウンプラザニュータウンプラザニュータウンプラザ」」」」    北西側外観北西側外観北西側外観北西側外観    

行政行政行政行政・・・・公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等とのとのとのとの連携連携連携連携    

 また、行政・公的施設・教育機関・事業者とも

交流を図り、具体的な事業などで連携機会をも

つようにします。特に「千里ニュータウンプラザ」

内の他施設とは、市民公益活動促進に当たっ

ても積極的に連携します。 

運営運営運営運営のののの透明性透明性透明性透明性とととと市民参加市民参加市民参加市民参加についてについてについてについて    

 市民公益活動を支援する役割を果たすに

は、施設運営自体も市民の理解と共感を得な

がら市民自治的に進めなければなりません。

市民や利用者に対して、運営状況の情報公開

と、運営や事業に市民の参画を促します。 

バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーにににに努努努努めるめるめるめる    

 車いす利用者や小さな子どもも安心して利用

できるよう、広く安全な通路を確保し、低い目線

での安全な利用にも配慮します。 

 視力が十分でない人や、視覚・聴覚障がい

のある人、日本語に不慣れな人などに不便が

ないよう、施設内の案内板やスペース・設備・

備品の利用に関する注意点や手順は、平易な

文章を大きい文字で、見やすく目立つ場所に

掲示するようにします。 

 窓口の職員は明瞭に話し、必要な時は筆談

なども行い、コミュニケーションのバリア軽減に

も努めます。 

個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護    

 個人情報の保護に関する法律（個人情報保

護法、吹田市個人情報保護条例など）の規定

に準拠し、当施設運営業務において知りえた

個人情報の漏えい・滅失・毀損等の事故防止

など、個人情報を適正に管理するため、以下

の措置を講じます。 

ア） 当法人の個人情報保護方針を当施設運

営に準用する。 

イ） 個人情報取扱い及び守秘義務について、

業務に従事するものに対して事前研修を

行い、就業後も研修やＯＪＴで徹底する。 

ウ） 当施設運営業務に従事する者に対して、

個人情報保護を義務づける旨の誓約書を

従事前に取り付ける。 

エ） 個人情報の入手時においては、目的を明

示し、目的外使用の原則禁止をする。 

 その他、パソコンの取扱い、個人情報持ち出しの禁

止、個人情報保護責任者を決めるなど、厳重な個人情

報保護に努めます。 

初年度運営計画初年度運営計画初年度運営計画初年度運営計画    

初年度の運営計画で重点的に取組む内容 

現在～ 

2012 年 7 月 

・施設の運営管理を行う環境を

整える(資金調達、労務管理制

度整備、センター職員採用な

ど） 

8 月 ・施設の運営管理を行うツールと

手法を整える（施設の使用許

可・使用料徴収事務書類と手順

の整備、団体登録制度の整備

など） 

・施設案内パンフレットの作成 

・ウェブサイト企画スタート 

・オープニング記念イベント企画

スタート 

・施設の存在・機能周知スタート 

（オープン初年度） 

2012 年 9 月～ 

2013 年 3 月 

・施設の存在・機能を広く知って

もらい利用者を増やす(地縁団

体やサークル活動団体には特

に周知を図る) 

・市民公益活動団体の困りごとを

解決する 

・市民公益活動団体同士の交流

を増やす 

・利用者の意見を聞く仕組み作り 

・市民公益活動団体や市民が施

設運営や事業に参画できる場を

作る 

 



 

 

2012201220122012 年年年年    通常総会通常総会通常総会通常総会についてについてについてについて（（（（告示告示告示告示））））    

NPONPONPONPO 法人市民法人市民法人市民法人市民ネットネットネットネットすいたすいたすいたすいた 2012年通常総会を下記の通り開催します。 

会員のみなさまのご出席をお願いします。 

総会議案は 6月 1日頃、送付の予定です。 

日時日時日時日時：：：：６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（日日日日））））１１１１４４４４：：：：3333００００～～～～１１１１６６６６：：：：3333００００（開場：１４：１５） 

会場会場会場会場：夢つながり未来館（阪急山田駅前） ４階 多目的会議室 

役員役員役員役員のののの立候補立候補立候補立候補およびおよびおよびおよび推薦推薦推薦推薦についてについてについてについて（（（（告示告示告示告示））））    

2012年 6月 30日で現役員の任期が満了し、改選することになりますので、役員選挙規程に基づき、

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立候補および推薦を受け付けます。   

選挙管理委員会で資格審査の上、通常総会に役員候補として報告いたします。 

◆定数：理事 15名、監事：2名   

◆任期：2012年 7月 1日から 2014年 6月 30日までの 2年間   

◆立候補者資格：正会員 

◆投票日：2012年 6月 10日（日）通常総会にて 

◆立候補および推薦の締切日：2012年 5月 25日（金） 

◆提出先：〒565-0813 吹田市千里丘下 25―28   ＮＰＯ法人市民ネットすいた事務局 

（ＴＥＬ：06-6875-7459／ＦＡＸ：06-6875-7461／メール：mail@cnsuita.com） 

2012年 5月 15日       ＮＰＯ法人市民ネットすいた 選挙管理委員長 阪 治之 

 

 

 

市民公益活動団体分野別交流会市民公益活動団体分野別交流会市民公益活動団体分野別交流会市民公益活動団体分野別交流会（（（（2222））））報告報告報告報告    

「「「「吹田吹田吹田吹田のののの自然環境自然環境自然環境自然環境のののの現状現状現状現状とととと環境環境環境環境ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ活動活動活動活動のののの課題課題課題課題をををを語語語語ろうろうろうろう」」」」    

日 時  2012 年 2 月 19 日（日）午後 2 時～4 時 

場 所  夢つながり未来館 4 階 

参加者 ＮＰＯ法人すいた環境学習協会（ＳＥＬＦ）、千里竹の会、 

吹田みどりの会、紫金山みどりの会、市民ネットすいた 

                            計 21 名 

問題点 公共の緑はなくならないが、個人の緑は減少の一途。 

吹田トラストを立ち上げ、緑の確保が必要。ナラ枯れが吹田

にも侵入して、広がりが心配。会員の高齢化が課題。など  

編集後記編集後記編集後記編集後記・5 月 15 日現在の「市民ネットすいた」会員

数は、52 人です。市民及び市民公益活動団体に広く

開かれたＮＰＯ法人ですので、組織の運営や事業内容

をすべてオープンに進めています。未入会の皆様も、

この機会に参画いただいて、市民ネットのパワーアップ

にご協力ください。・4 月発行予定が諸手続き準備等の

関係で 5 月発行になりましたことお詫びします。次号

は、7 月発行予定です。 


