
令和３年度 第 1回とよなか都市創造研究所運営委員会 

議事次第 

 

日時：令和 3年（2021年）6月 24日（木） 

午後 6時～ 

場所：人権平和センター豊中（岡町北 3-13-7） 

 

１．開会 
 
 
２．挨拶 

 
 
３．案件 

１） 委員長及び副委員長の選出について 
２） 令和 2 年度（2020 年度）事業報告について 
３） 令和 3 年度（2021 年度）調査研究について 
４） 令和 3 年度（2021 年度）機関誌ついて 
５） 令和 3 年度（2021 年度）とよなか地域創生塾について 
６） その他 

 
 
４．閉会 

 
 
（資料） 

【資料１】 とよなか都市創造研究所運営委員会規則・委員名簿 

【資料２】 とよなか都市創造研究所運営委員会の公開について 

【資料３】 令和 2年度（2020 年度）事業報告について 

【資料４】 令和 3年度（2021 年度）調査研究について 

【資料５】 機関誌「TOYONAKAビジョン 22 vol.24」について 

【資料６】 とよなか地域創生塾の概要 
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とよなか都市創造研究所運営委員会規則・委員名簿 

 

○とよなか都市創造研究所運営委員会規則 

平成２４年９月２８日 
規則第１１９号 

改正 平成２７年８月１７日規則第１０５号 
平成３１年３月２２日規則第３３号 

(目的) 
第１条 この規則は，執行機関の附属機関に関する条例(昭和２８年豊中市条例

第３８号)第２条の規定に基づき，とよなか都市創造研究所運営委員会(以下「委

員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めること

を目的とする。 
(所掌事務) 
第２条 委員会は，市長の諮問に応じて，都市政策に関する調査及び研究計画の

策定等について調査審議し，その意見を答申するものとする。 
(組織) 
第３条 委員会は，委員６人以内で組織する。 
２ 委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 
(２) 市民 
(３) 市長が特に必要と認める者 

３ 前項第２号に掲げる者は，公募により選考する。ただし，応募がなかったと

きその他やむを得ない理由があるときは，この限りでない。 
(任期) 
第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任

期間とする。 
２ 委員は，前条第２項第２号の委員を除き，再任されることができる。 
３ 市長は，特別の理由があると認める場合は，第１項の規定にかかわらず，委

員を解嘱することができる。 
(委員長及び副委員長) 
第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

資料１ 
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２ 委員長及び副委員長は，委員の互選によって定める。 
３ 委員長は，委員会の事務を総理し，委員会を代表する。 
４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理

する。 
(会議) 
第６条 委員会は，委員長が招集し，委員長が議長となる。 
２ 委員会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長

の決するところによる。 
(庶務) 
第７条 委員会の庶務は，都市経営部とよなか都市創造研究所において処理す

る。 
(委任) 
第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営について必要な事項は，委

員長が定める。 
附 則 

１ この規則は，平成２４年１０月１日から施行する。 
２ この規則の施行の際，現にとよなか都市創造研究所設置規則(平成１９年豊

中市規則第４号)に基づき設置されたとよなか都市創造研究所運営委員会の委

員である者(市の職員のうちから任命された者を除く。)は，この規則の施行の

日(以下「施行日」という。)に第３条第２項及び第３項の規定により委員会の

委員として委嘱されたものとみなす。この場合において，その委嘱されたもの

とみなされる者の任期は，第４条第１項本文の規定にかかわらず，平成２５年

３月３１日までとする。 
３ この規則の施行の際，現にとよなか都市創造研究所設置規則に基づき定め

られたとよなか都市創造研究所運営委員会の委員長及び副委員長である者は，

それぞれ，施行日に第５条第２項の規定により委員会の委員長及び副委員長と

して定められたものとみなす。 
４ 委員長及び副委員長に事故がある場合その他委員長の職務を行う者がない

場合における委員会の招集及び委員長が決定されるまでの委員会の議長は，市

長が行う。 
５ 平成２７年９月１日に委嘱される委員の任期は，第４条第１項本文の規定
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にかかわらず，平成２９年５月３１日までとする。 
附 則(平成２７年８月１７日規則第１０５号) 

この規則は，平成２７年９月１日から施行する。 
附 則(平成３１年３月２２日規則第３３号抄) 

１０ この規則は，平成３１年４月１日から施行する。  



4 
 

○委員名簿 

 

区 分 氏
フリ

 名
ガナ

 役 職 等 

学識経験者 石川
イシカワ

 路子
ノ リ コ

 甲南大学経済学部 教授 

学識経験者 草
ク サ

郷
ゴ ウ

 孝
タ カ

好
ヨ シ

 関西大学社会学部 教授 

学識経験者 肥
コエ

塚
ヅカ

 浩
ヒロシ

 
立命館大学大学院 
経営管理研究科 教授 

学識経験者 宗
ムネ

野
ノ

 隆
タカ

俊
トシ

 滋賀大学経済学部 教授 

市民 井
イ

加田
カ ダ

 透
トオル

 市民（豊中市在学） 

市民 満島
ミツシマ

 孝
タ カ

文
フ ミ

 市民（豊中市在勤） 
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○審議会等の会議の公開の実施に関する要領 

  （平成１３年１０月 １日 施行） 

 

第１ 目的 

この要領は，豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例第２８号。以下「条例」と

いう。）２３条の規定に基づく審議会等の会議の公開の実施に関し，必要な事項を定め

ることを目的とする。 

 

第２ 公開，非公開の決定 

 １ 審議会等の会議の公開，非公開については，条例に基づき，当該審議会等がその会

議において決定するものとする。ただし，新たに設置される審議会等であって，審議

会等の設置の趣旨，目的等から当該審議会等の会議を公開することが条例に基づき明

らかな場合は，当該審議会等を設置する執行機関が会議を公開することを決定するこ

とができる。 

 ２ 審議会等は，会議の公開，非公開を決定するときは，原則として，当該決定後に開

催するすべての会議について，一括して決定するものとする。この場合において，条

例第７条各号に掲げるいずれかの情報（以下「非公開情報」という。）に関し審議等

を行う会議（その一部において非公開情報に関し審議等を行う場合を含む。）に限り

非公開とする旨の決定を行うことができる。 

 ３ 審議会等は，個々の会議において審議等を行う情報が非公開情報に該当するか否か

の決定権限を，あらかじめ当該審議会等の長（部会等にあっては，部会等の長）に委

任することができるものとする。 

 ４ 審議会等は，会議を公開しないことを決定したときは，その理由を明らかにするも

のとする。 

 ５ 審議会等は，その所掌事項に変更があった場合又は社会情勢に変化等があった場合

は，適宜会議の公開，非公開について見直しを行うものとする。 

 

第３ 公開の方法等 

 １ 審議会等の会議の公開は，会議の傍聴を希望する者に，当該会議の傍聴を認めるこ

とにより行うものとする。 

 ２ 審議会等は，公開で行う会議については，あらかじめ傍聴を認める定員を定め，当

該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。ただし，公正かつ円滑な審議等が阻害さ

れるおそれがあると認めるときは，モニターテレビによる傍聴ができる場所に傍聴席

を設けることができる。 

 ３ 審議会等は，公開で行う会議については，当該会議の会議次第を傍聴者に配付する

ものとする。  

４ 審議会等は，会議を円滑に運営するため，傍聴に係る遵守事項等を定め，会場の秩

序維持に努めるものとする。 

 

第４ 会議開催の周知 

  審議会等は，公開で行う会議の開催の周知を図るため，会議の開催日の１週間前まで

資料２ とよなか都市創造研究所運営委員会の公開について 



2 

 

に，次の事項を記載した会議開催のお知らせ（様式第１号）を市政情報コーナー及び当

該審議会等の事務局で市民等の閲覧に供するとともに，広報誌等の活用に努めるものと

する。ただし，会議を緊急に開催する必要が生じたときは，この限りでない。 

  (1) 会議の開催日時及び場所 

  (2) 議題 

  (3) 傍聴者の定員 

  (4) 傍聴手続 

  (5) 問い合わせ先 

  (6) その他必要な事項 

 

第５ 情報の提供 

 １ 審議会等は，会議を開催したときは，速やかに次に掲げる事項を記載した会議録

（様式第２号）を作成するものとする。ただし，非公開情報に係る事項については，

記載しないものとする。 

  (1) 会議の名称 

  (2) 開催日時及び場所 

  (3) 公開の可否 

  (4) 公開した場合は，傍聴者数 

  (5) 公開しなかった場合（会議の一部について公開しなかった場合を含む。）は，

その理由 

  (6) 出席者 

  (7) 議題 

  (8) 審議等の概要（主な発言要旨） 

  (9) 事務局 

 ２ 審議会等は，１の会議録及びこれに係る会議資料を市政情報コーナーにおいて市民

等の閲覧に供するものとする。ただし，非公開で行った会議に係る会議資料（その一

部を非公開で行った会議にあってはその部分に係る会議資料）については，この限り

でない。 

 ３ 市長は，審議会等の名称，所掌事項等の一覧表を作成し，市政情報コーナーにおい

て，市民等の閲覧に供するものとする。 

 ４ 市長は，毎年度１回会議の公開の状況を取りまとめ，公表するものとする。 

 

第６ その他 

  この要領に定めるもののほか，審議会等の会議の公開の実施について必要な事項は，

別に定める。 

   附 則 

１ この要領は，平成１３年１０月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に審議会等の会議の公開に関する指針（平成１１年６月１日策定）

によりなされた手続その他の行為は，この要領によってなされたものとみなす。 
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○とよなか都市創造研究所運営委員会の会議傍聴要領  

実施 平成２３年 ７ 月１日  

改正 平成２４年１０月１日  

１ 目 的  

この要領は，とよなか都市創造研究所運営委員会の会議（以下「会議」という。）の傍聴

に関し必要な事項を定めることを目的とする。  

 

２ 傍聴定員  

会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴者」という。）の定員は，５人とする。ただし，

会場の都合によりこれを増減することができる。  

 

３ 傍聴手続き  

(1) 傍聴者は，受付で所定の用紙に氏名及び住所を記入しなければならない。  

(2) 傍聴の受付は，会議の開始時刻の３０分前から先着順に行うものとする。ただし，受

付開始時に傍聴定員を超える希望者があるときは，抽選により傍聴者を決定する。  

 

４ 傍聴できない者  

次のいずれかに該当する者は，会議を傍聴することができない。  

(1) 凶器その他人に危害を与えるおそれのある物を携帯している者  

(2) 酒気を帯びている者  

(3) 旗，のぼり，プラカード類を携帯している者  

(4) 前３号に掲げる者の他，議事を妨害し，又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯

している者  

 

５ 傍聴者の守るべき事項  

傍聴者は，次に掲げる事項を守らなければならない。  

(1) 会場における言論に対して，拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。  

(2) 放言，放歌等により騒ぎ立てないこと。  

(3) はち巻，腕章，たすきの類を着用する等示威的行為をしないこと。  

(4) 飲食又は喫煙しないこと。  

(5) みだりに席を離れ，又は他人に迷惑となる行為をしないこと。  

(6) 前各号の定めるもののほか，会場の秩序を乱し，又は議事進行の妨害となる行為をし

ないこと。  

 

６ 撮影，録音等の禁止  

傍聴者は，写真，ビデオ等を撮影し，又は録音等をしてはならない。ただし，会長の許可

を得た者は，この限りではない。  

 

７ 係員の指示  

傍聴者は，係員の指示に従わなければならない。  
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８ 違反に対する措置  

会長は，傍聴者がこの要領に違反するときはこの要領の定めに従うことを命じ，その命令

に従わないときは当該傍聴者を退場させることができる。  

 

９ その他  

この要領に定めるもののほか，会議の傍聴に関し必要な事項は，会長が定める。  

 

附 則  

この要領は，平成２３年７月１日から実施する。  

 

附 則  

１ この要領は，平成２４年１０月１日から実施する。  

２ この要領の実施の際，現にとよなか都市創造研究所設置規則（平成１９年豊中市規則

第４号）に基づき設置されたとよなか都市創造研究所運営委員会の会議（平成２３年６月

１０日平成２３年度第１回会議）での審議を受けて実施したこの要領は，とよなか都市創

造研究所運営委員会規則（以下この項「規則」という。）附則第２項及び第３項の規定に

基づき，規則施行の日に規則第８条の規定により委員長が定めたものとみなす。   
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令和２年度（2020年度）事業報告について 

Ⅰ．調査研究活動 

○調査研究 

   １）基幹研究「豊中市における多文化共生の地域づくりに向けた調査研究」 

   ２）基礎研究「豊中市における女性の就労に関する調査研究Ⅱ」 

   ３）基礎研究「豊中市におけるデータ分析に基づく政策立案ＥＢＰＭの推進に関す

る調査研究」 

  〇EBPM 実践講座の開催 

    EBPM の基礎知識について実践ワークを通じて身につけることを目的とした市職

員対象の研修を、研究所主催で実施。 

【日 時】令和 2年（2020年）11月 27日、12月 3日 各 14:00～16:30 

【会 場】生活情報センターくらしかん（豊中市北桜塚） 

【参加者】市職員計 25名（11月 27日 13名、12月 3日 12名） 

【内 容】初心者向けに、グループワーク形式の実践体験型講座 

〇自治体交流会等 

・第 7回 関西・自治体シンクタンク情報交流会 オンライン参加：3人 

   

Ⅱ．データバンク 

  ○資料の収集 

種類 冊数 

市政資料 162冊 

書籍 26冊 

雑誌 97冊 

シンクタンク刊行物 63冊 

計 348冊 

 

Ⅲ．普及啓発事業 

  １）機関誌「TOYONAKAビジョン 22」 

     新型コロナウィルス感染症の影響により令和 2年度は未発行 

  ２）調査研究報告 

・調査研究報告書の発行 

「豊中市における多文化共生の地域づくりに向けた調査研究」：210冊 

資料３ 
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「豊中市における女性の就労に関する調査研究Ⅱ」：210冊 

「豊中市におけるデータ分析に基づく政策立案ＥＢＰＭの推進に関する調査研

究」：210冊 

 

・調査研究報告会の実施 

【日 時】令和２年（2020年） 9月 1日(火)～9月 14日（月） 

【場 所】ＷＥＢ上で実施 

【内 容】令和元年度調査研究（3テーマ）と「とよなか地域創生塾」活動概要

の報告会 

【参加人数】41人 

 

Ⅳ．人材育成 

○とよなか地域創生塾 

【受講生】13人 

【講座開催回数】13回 

【修了者】13人 

 

○大学インターンシップ生の受入れ 

【受入人数】 新型コロナウィルス感染症の影響により中止 

【受入期間】 ― 

 

Ⅴ．とよなか都市創造研究所運営委員会 

  ○委員  6人 

  〇開催内容 

回 日程 案件 

第 1回 

令和 2年

（2020年） 

10月 6日 

１．令和元年度（2019年度）事業報告について 

２．令和２年度（2020年度）調査研究について 

３．令和２年度（2020年度）機関誌について 

４．令和２年度（2020年度）とよなか地域創生塾について 

５．令和３年度（2021年度）事業計画（案）について 

第 2回 

令和 3年 

(2021年) 

2月 17日 

１．令和２年度（2020年度）調査研究について（報告） 

２．令和２年度（2020 年度）とよなか地域創生塾について 

（報告） 

３．令和３年度（2021年度）事業計画（修正案）について 
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１．調査研究の背景・目的 
 全国的に人口減少が進む中、豊中市の近年の人口は微増傾向にある。しかし、長期的には減少に向か

うことは間違いない。また、高齢化や労働人口の減少など人口構成の変化が市政に与える影響も大きい。
コロナ禍の人口動態の変化など、新たな課題も生まれてきている。 

 本研究所では、平成 24～26 年度（2012～2014 年度）に人口に関する研究を実施したが、正確な人口

の把握やその背景の分析に基づく政策立案は引き続き求められている。そこで、豊中市の人口の現状を

改めて詳しく整理するとともに、将来人口推計の手法の精緻化などを行う。 
 
２．過去（H24～26）の調査研究の概要 
・住民基本台帳や国勢調査などによる豊中市の人口の分析 

・将来人口推計の手法の検討と推計マニュアルの作成 
・豊中市の転入・転出・転居者へのアンケートの実施と移動要因の分析 

・人口の変化による政策課題の抽出と対応策の検討 

・転入・定住促進政策の検討 

 

 

（資料）豊中市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（平成 27 年（2015 年）） 
 
３．本調査研究の検討課題と方法 
（1）豊中市の将来人口推計の検証と精緻化 
 過去の研究で将来人口推計の手法の標準化を行ったが、推計精度の維持・向上のためには、手法の見

少子高齢社会における人口の変化と市政への影響に関する調査研究Ⅳ（案） 
―人口の現状把握および人口推計手法の精緻化― 

 

資料４ 
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直しや仮定値の再設定などを定期的に進める必要がある。また、現在のマニュアルでは市全域の将来人

口推計の算出のみを想定しているが、地域別の推計についての庁内ニーズも存在する。マニュアル作成

から一定の期間が経過したことを受け、推計の検証と精緻化を行いたい。 
 

・現在の将来人口推計の精度の検証 

  将来人口推計の推計値と国勢調査の実績値を比較。社人研推計などとの比較も含め、現在の推計の

精度を検証する。 
・推計手法の再検討 

  出生率や純移動率の仮定値など将来人口推計の前提となる設定条件を再検討する。 

・詳細な将来人口推計の手法の検討 

  現在の将来人口推計マニュアルには含まれていない豊中市内の地域別の推計や、類型別の世帯数の
推計などの手法を検討する。 

・「豊中市将来人口推計マニュアル」の改定 

  地域別推計などの手法についての加筆、情報の更新などを行う。 

 
（2）豊中市の人口の現状把握 
 過去の研究では住民基本台帳や国勢調査に基づく人口の分析を行ったが、そこから一定の期間が経過

し、豊中市の人口の構造や動態にも変化がうかがえる。また、令和 2 年（2020 年）に実施された国勢調

査の最新データが公表されるほか、未公表だった国の公的統計のミクロデータについても、一定の手続
きの上での活用が可能となっている。各種データの分析を通じて、豊中市の人口の現状を把握する。 

 

・住民基本台帳の分析 

  豊中市の人口構造やその推移、転入・転出・出生・死亡の状況について住民基本台帳に基づいた分
析を行う。 

・令和 2年（2020 年）国勢調査の分析 

  最新の国勢調査（6月：速報値、11 月：基本集計）から、人口・世帯などについての現状、経年推

移、他自治体との比較などを行う。 
・平成 27 年（2015 年）国勢調査のミクロデータの分析 

  国勢調査のミクロデータを用い、把握困難な人口・世帯に関する分析を行う。 

   【分析項目案】 

    ・成人した未婚の子と親が同居する世帯の詳細（職業、住宅など） 
    ・転入・転出者の詳細（職業、住宅など） 

    ・豊中市の職業小分類別の人口 
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４．見込まれる成果 
・最新のデータに基づく豊中市の人口の把握 

・豊中市の将来人口推計の正確性の向上と精緻化 
・豊中市の将来人口推計の手法・考え方の庁内での普及 

・ミクロデータの分析手法に関する知見の蓄積 

 
５．スケジュール 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

4～5 月 6～8 月 9～12月 1～3 月 

・研究計画の精査 

・庁内ヒアリング 

・住民基本台帳の分析 

・R2国勢調査（速報値）の

分析 
・将来人口推計手法・仮定値

設定の再検討 

・地域別人口・類型別世帯数

推計の手法の検討 
・ミクロデータの入手・分析 

・R2国勢調査（基本集計）

の分析 

・将来人口推計の精度検証 
・ミクロデータの分析 

・R2国勢調査の分析 

・将来人口推計マニュアル

の改訂 
・報告書の執筆 

・報告書の校正・

発行 
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１．調査研究の背景・目的 

 豊中市南部地域の活性化は、本市における重点課題となっている。とよなか都市創造研究所では、平

成 28・29 年度に南部地域に関する調査研究を実施し、その成果は豊中市南部地域活性化基本計画（令

和 2年（2020 年））の検討などに活かされてきた。 
当研究所による上記の調査研究では、南部地域に通学する大学生や若年層の居住者の状況を明らかに

してきた。その中では南部地域に住む人が市内の他地域と比較して自らの地域をネガティブに捉える場

合が少なくないことが示されている。しかしながら、そうした評価は本市全体を同一の設問で調査する

アンケート設計によるところもあり、南部地域の特性に応じた設問であればよりポジティブな評価が得
られる可能性がある。 

 そこで本研究では、南部地域の良さ、魅力を捉えることを目的としたアンケートや現地調査を実施す

ることで、ポジティブな地域イメージを把握し、南部地域のより一層の活性化に寄与しようとするもの

である。 
 

２．本調査研究の課題 

① 平成 28、29年度研究の振り返りと課題の抽出 

② 南部地区の良さ、魅力（地域資源、ソーシャル・キャピタルなど）についての把握 
③ アンケートの実施 

④ 本調査研究と南部地域活性化施策との関連づけ 

 

３．研究方法 
・文献調査、他市事例等調査 

・南部地域の良さ、魅力についてヒアリング、現地調査 

・アンケート調査（「アンケート調査の活用に関する調査研究」と連携） 

 
４．見込まれる成果 

・南部地域活性化の推進に寄与するポジティブな地域イメージや地域資源の提示 

 

５．スケジュール  

4 月～6月 7 月～9月 10月～12 月 1 月～3月 

・調査計画案の検討・作成  

・文献調査 

・庁内調整、ヒアリング 

・文献調査 

・視察、ヒアリング 

・アンケート実施 

・視察、ヒアリング 

・アンケート結果分析 

・報告書作成 

・報告書発行 

南部地域活性化推進に関する調査研究（案） 
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１．調査研究の背景・目的 
 ライフスタイルの多様化が進むなか、市民のニーズや意見を的確に把握し、効果的に政策に反映させ

ることが求められている。その際、市民のニーズ等を捉える方法としては、アンケート調査が行われる

ことが多い。しかし、各部局で独自に実施されているアンケート調査の結果は、庁内で十分に共有され

ているとは言い難く、サンプル数の設定、質問票の作成、結果の分析、政策立案への活用など、調査を
効果的に実施するための知見の共有も十分ではないだろう。さらに、特に若年層での回収率の低下が見

られる中では、回収率の上昇やアンケート調査以外の方法での市民ニーズ等の把握について検討が必要

である。 

 根拠に基づく政策立案（EBPM）の推進が求められる中、質の高いデータの収集とその効果的な活用
は一層重要となっている。そこで、豊中市で実施されているアンケート調査の実態・課題を整理し、市

民ニーズ等をより効果的に把握し、政策立案に活かしていくための方法について検討する。 

 
２．本調査研究の課題 
・豊中市で実施されたアンケート調査の実態・課題の整理 

・より適切なアンケート調査の方法の検討 

・アンケート調査以外の市民ニーズ等の把握手法の検討 
 

３．研究方法 
・庁内照会、庁内ヒアリング、文献調査、学識経験者へのヒアリング 

・ウェブ調査及び質問紙調査の実施による比較検証・意識把握 

 ウェブ調査 500 人（予定） 
 質問紙調査 市民 20－69 歳 1500 人（回収率３５％程度を想定）（予定）を実施 

・既存のアンケートの自由記述欄など質的データの計量テキスト分析 
 

４．見込まれる成果 
・豊中市におけるアンケート調査の全体像の把握と全庁的な情報共有 

・アンケート調査実施ガイドラインの作成 

・ウェブ調査及びアンケート調査以外の市民ニーズ等の把握手法（市民の声、SNS 等）の知見の蓄積 

・EBPMの推進、オープンデータの促進 
 

 

 

 

豊中市のアンケート調査の活用に関する調査研究（案） 
―市民ニーズ等の把握手法の検討― 
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５．スケジュール 
4～5 月 6～8 月 9～11月 12～3月 

・研究計画の精査 
・文献調査 

・庁内のアンケート調査
の現状・課題の整理 

・アンケート調査実施ガイドライン

の作成 
・アンケート調査以外の手法の検証 

・報告書執
筆・発行 

 



                      

機関誌「TOYONAKA ビジョン 22 vol.24」について 

１．機関誌 TOYONAKAビジョン 22の目的 

 都市政策に関するデータや情報について、TOYONAKA ビジョン 22を通じて発信、提

供することにより、都市に関する問題や市の抱える様々な課題などについて、市民や

職員の認識を深め、市行政の運営や調査研究活動に対する理解と協力を啓発すること

を目的とする。 

 

２．令和３年度機関誌の企画 

(１) 編集アドバイザー（監修予定）：石川 路子教授（甲南大学経済学部） 

 (２) 内容 

１）特集 

「健康」を考える（仮） 

趣
旨 

高齢化が進み、医療費・介護費のより一層の増加が指摘されるなかで、健

康寿命の延伸が課題となっている。居住地域や所得などにより生じる健康格

差への対策も求められている。また、令和 2 年に感染拡大が始まった新型コ

ロナウイルス感染症は、基礎自治体における市民の健康をめぐる取組みに新

たな課題を投げかけている。 

健康をめぐって現在どのような課題があり、基礎自治体にはどのような取

組みが求められているのだろうか。健康に関する課題を、保健、医療、コミ

ュニティ、都市基盤、教育など幅広い分野から捉え、対策を考える。 

小
テ
ー
マ
案 

①新型コロナウイルス感染症と基礎自治体 

②健康格差と生活困窮 

③健康を支えるコミュニティ 

④健康を支える都市基盤 

⑤健康を支える行政保健師 

⑥学校での健康教育の可能性 

⑦求められる独居高齢者の在宅ケア 
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２）トピックス 

新型コロナウイルス感染症と豊中市 

テ
ー
マ
候
補 

・コロナ禍での取り組み 

～市民・事業者・市民団体・行政はどう向き合ったか～ 

 

 

３．編集スケジュール（令和 3年度） 

6～7 月 10月 11～12 月 1月 2月 

執筆依頼 

原稿締切り 

※10 月中旬～

下旬 

校正作業 印刷製本 発行 

 

［参考］過去の特集テーマとトピックス 

2019 年度 

  特集：自治体版 SDGs 

  トピックス：自治体シンクタンク研究交流会議 

2018 年度 

  特集：持続可能な地域共生社会 

  トピックス：まちづくりとしての地域包括ケアシステム 

2017 年度 

  特集：子ども・若者の学びと育ちを支える 

  トピックス：子どもの学びと育ちを支える企業 

2016 年度 

  特集：地域公共人材 

  トピックス：地域の人材づくり 

2015 年度 

  特集：これからの産官学の連携 

  トピックス：豊中市内の大学の地域連携 



 

とよなか地域創生塾の概要 

１．令和 2 年度（2020 年度）活動報告 

(1) 受講者 
    13名 

(2) 期間 
    令和 2年 8月 1日（土）～令和 3年 2月 13日（土） 

(3) カリキュラム 
個人企画編 3 回、グループ企画編 8 回、理論講座 2 回 合計 13 回 

(4) 修了後の活動等について 
① カリキュラム最後に塾生対象に実施したアンケートより（回答 12 人） 

活動予定の有無 塾で学んだこと 

今後予定 既に活動 
活動予定 

なし 
大いに役立つ 多少役立つ 

役立ちそうに

ない 

8 2 2 10 0 0 
② ヒアリング等より（令和 3 年 5 月 31 日現在） 

（実績・活動） 
・企画グループを継続（4 団体／10 人） 
・豊中市市民公益活動推進助成金に申請・採択（1 団体／2 人） 
・個人企画の実施予定（2 人） 
・執行機関の付属機関の市民委員に応募・就任（1 人） 
・とよなか地域創生塾スタッフ就任（1 人） 
 

２．令和 3 年度（2021 年度）概要 

(1) 開校プレ講座 
   5 月 22 日（土）日時：午後 2 時から 場所：豊中市教育センター 

講師：CS 神戸事務局長 飛田敦子さん 
   ⇒ 緊急事態宣言発出に伴い中止 

(2) 募集説明会の実施（18人参加） 

① 6月 2日（水）19時～20時 30分 参加者数：5人 

② 6月 5日（土）14時～15時 30分 参加者数：9人  
※募集説明会は新型コロナウィルス感染拡大防止のためリモートで実施。ただし、リモート対応

できなかった申込者には個別説明（4人）。 
(3) 募集期間：6月 2日（水）～6月 11日（金） 

(4) 申込者 16人（募集人数 10 人） 
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     （内訳）              （人）  
男性 女性 計 

10 歳代    

20 歳代 3 1 4 

30 歳代 1 2 3 

40 歳代 2 1 3 

50 歳代  2 2 

60 歳代 3 1 4 

70 歳代    

計 9 7 16 

市内在住者：13人、市外在住者:3人 

(5) 受講料：20,000 円（学生半額：2 人） 
(6) 会場：人権平和センター豊中 ほか 
(7) カリキュラム 

オリエンテーション（1 回）、個人企画（4 回）、グループ企画（7 回）、 
理論講座（2 回）… 計 14 回 

(8) 組織体制 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

とよなか地域創生塾 

＜運営会議＞ 
とよなか都市創造研究所・社会教育課：主催者 
協働研究所：事業受託者 
森本誠一さん(大阪大学大学院理学研究科招へい研究員)・とよなか ESD ネットワー

ク：講師・ファシリテーター 

運営 

＜講師・ファシリテーター＞ 
とよなかＥＳＤネットワーク 
学識経験者（森本さんを含む） 
地域活動・市民活動の実践者など 

塾 生 
学び 

交流 
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