
（平成31年度中間・期末共通）[様式１－１]

事業の実施状況等について
【中央区】　　（受託者等：街角企画株式会社・有限会社OM環境計画研究所　地活協事業推進共同企業体）

１　地域活動協議会の現在の状況についての分析（年度当初・期末）（受託者が記入）

２　支援の内容及び効果等（１）　上段は受託者等が記入、下段は区が記入）
（※）Ⅰ・地域課題やニーズに対応した活動の実施　　・法人格の取得
　　　Ⅱ・これまで地域活動に関わりの薄かった住民の参加の促進　・地域活動協議会を構成する活動主体同士の連携・協働（担い手の拡大を含む）【地域活動協議会内部】
　　　　・地域活動協議会を構成する活動主体同士との連携・協働【外部との連携】　　・Ⅱ地域公共人材の活用」
　　　Ⅲ・議決機関（総会・運営委員会等）の適正な運営　　・会計事務の適正な執行　　・多様な媒体による広報活動」

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
（上段）左記の状況及び効果を踏まえた課題分析と今後の改善策等

（下段）課題分析と今後の改善策等に対する区の意見

○事業当日のみの担い手の確保等、ハードルの低いボランティア参加を受
け入れる機運を高める。大阪市市民活動総合ポータルサイトや中央区ボラ
ンティア・市民活動センターと連携したマッチング活動を支援する。
○年度末の役員体制、組織体系の変更時に、各地域で担い手への負担
が軽減される体制づくりにつながるよう助言する。

○冬のもちつき等の事業で、PTA等の協力のもと、ボラン
ティア募集を行う方向となった。また、地域内の高校に通う
生徒が、ボランティアとして参加する方向となった。
○次年度、ひとつの地域でボランティア部が設立される方
向となった。

（上段）左記の支援効果
（下段）支援効果に対する区の意見

①若い世代など幅広い市民参画の促進、
地域における担い手育成や人材育成へ
の助言・指導

○

事業者選定時における企画提案（事
業計画書）の概要

項目（※）

(1)「Ⅰ　地域課題への取
組」についての分析

○

　中央区では、マンションが急増し新規住民が増加していること、多数立地する企業や外国人居住者
等地域活動の担い手が多様なこと、昼間人口、交流人口が多い等の特徴がある。また、旧南区と旧東
区、ミナミの繁華街と船場のビジネス街、文教施設とマンションの多い玉造界隈等の地域特性等、地域
ごとに活動内容や担い手、地域特性が大きく異なっている。このように個々に状況が異なるなかで、こ
れまでの活動を引き継ぎながらも、各地域の実情に応じた新たな取組も展開されている。

　中央区の地域組織は、多くが1小学校区1地活協となっている他区とは異なり、連合振興町会（25団
体）、社会福祉協議会（17団体）、小学校区（7校）の区域が複雑に組み合わされて構成されている。地
域活動協議会（20団体）は連合振興町会が中心となっている地域が多く、子ども会やPTA等が参画し
づらい、連合振興町会との連携が活発化しづらいといった現状がある。地域活動協議会発足後は、新
たな活動を通して団体間の連携が取れつつあり、避難所開設・運営訓練等で地活協間、あるいは小学
校区での連携・協働が進みつつある。
 中央区の特徴を踏まえて、マンションとの連携、企業との連携や外国にルーツを持つ住民への支援等
については、量的にも質的にも、ひきつづき支援が必要である。

　担い手の固定化・高齢化に加えて、人口増加が地域活動の活力には直結していないこと、企業や外
国人居住者等、幅広い主体の連携・協働はあまり活発に進められていないこと等が課題である。また、
会計や役員体制が変わっても継続できる地域の運営習慣の定常化、会長、会計、事務局に集中して
いる労力の分散、表計算ソフト、メールの活用等デジタル化やネット化を進めることが必要である。

（上段）支援状況（実績）
（下段）支援状況に対する区の意見

○担い手確保の支援／参加者増が進む一方で、担い手が
不足している地域において、イベント当日限定での担い手
確保等気軽な担い手確保を支援。他地区で先行して行わ
れている児童の保護者を対象に当日ボランティアを募集す
る手法を水平展開するよう助言。
○構成団体の組織改革による担い手の負担軽減／女性会
や女性部に担い手としての負担が集中し、会長や部長の選
出が進まないことが課題。ひとつの地域で、新たに参加者
の幅を広げたボランティア部を設立し、既存の担い手の負
担を軽減する助言。

他地区で先行して行われた実例を、積極定に水平展開
し、新たな手法として提案をしたことは評価できる。担い手
軽減を目的とし、1地域でボランティア部の設立を支援した
ことは評価できる。

項目
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(2)「Ⅱ　つながりの拡充」に
ついての分析

(3)「Ⅲ　組織運営」につい
ての分析

○
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新たな担い手となる若手が事業に参加したことは、今後の
担い手不足に対する効果が期待できる。1地区において、
次年度ボランティア部が設立されることは評価できる。

大阪市の制度を有効活用していることは評価できる。年度末に向けて、
担い手への負担が軽減されるように、効果的な指導助言をする必要があ
る。
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（平成31年度中間・期末共通）[様式１－１]

○

②幅広い世代の住民の地域活動への参
加・参画を促すため、事業の効果的な実
施を支援

○PDCAの高度化／昨年度より全事業で効果測定が必要と
なったこともあり、各地域でより効果的、効率的な効果測定
への関心が高まり、効果測定マニュアルを配布し、事業特
性や地域特性、担当者特性に応じた効果測定の実施方法
について、個別に相談に応じ、実施方法を助言した。
○子どもやファミリーが多数参加する事業で、シール投票
形式の効果測定アンケートの実施を支援した。

○効果測定アンケートの見直しが進められ、効果検証のマ
ンネリ化（毎年、同じアンケートを実施する等）改善に向けて
支援し、一部の地域ではスタッフ反省会や参加者へのヒアリ
ング、設問の見直しが進んでいるが、PDCAの高度化に十
分につながっていない。
○気軽なシール投票形式の効果測定アンケートと投票時の
意見徴収から、子どもやファミリー等当事者のよりリアルな意
見を把握することができた。

効果的なアンケートを実施している地域の取組を、他地域
に対して水平展開するとともに、PDCAの意義を理解して
もらう。効果測定アンケートの改善策として、形式を気軽な
シール投票形式を提案するなど助言したことは評価でき
る。

効果検証については、事業内容に則した効果的な手法の導入が必要で
あり、PDCAサイクルの定着に向けて、具体的な取組支援を期待する。ま
た、自律運営に向けて、運営委員会等の運営方法について助言などの
支援を行い、会議の場での議論を活発化させていくことが有効である。

地域事業の広報活動の支援により、参加者の増加につな
がったことは評価できる。地域活動協議会周知資料の作
成支援やホームページの開設支援及び更新頻度の向上
について、昨年度に引き続き取組を行った。引き続き広報
活動の自律運営に向けた継続的な取組が必要である。

地活協事業の周知方法については、ホームページやＳＮＳ等を活用し、
広報業務を強化する必要がある。一方、地域で活動している人の負担が
増えることが課題であり、人材発掘や外部委託などの手法を講じて負担
軽減を図りながら進めていることは評価できる。若年層への周知に向け
ては、比較的若年層が参加する事業での地活協事業の周知チラシの配
付等といった取組についても有効である。

○10月に予定している役員研修（まちセンセミナー）で、効果検証のマンネ
リ化改善、次年度の事業企画、補助金申請に向けて、戦略的な効果検証
の実施、事業のPDCAサイクルが定着化や高度化に向けて支援する。

○広報活動が質量ともに充実し参加者増には成果が生じているものの、運
用には支援が必要な地区が多く、一部の地域では、担い手の発掘につな
がったが、引き続き支援が必要なため、地域内外の人材発掘や状況に応
じた負担軽減のための外部委託の実施に向けて支援する。
○ホームページ活用に加えて、SNSの活用の強化に向けて支援する必要
がある。
○平成30年度事業の棚卸しの結果、10月に予定している役員研修（まちセ
ンセミナー）の結果にもとづく、広報活動の見直し、再編を支援する。

○高齢者の見守り活動、地域での運動会への参加者が増
加した等、活動への参加者増につながり、各地域で周知活
動が恒例化し、高評価を得ている。効果的な手法であるに
も関わらず、地域にとって苦手意識が高い周知の効果的か
つ効率的な実施につながった。
○広報活動への意欲が高まり、広報支援を通じて、事業内
容の高度化や周知方法について助言する機会が増え、事
業の高度化にもつながった。
○昨年度、新たにホームページを開設した2地区は、運営、
更新体制が整った。
○更新の停滞している地区では、更新作業がルール化され
る方向となった。

それぞれの地域の課題とニーズを的確に把握し、地域ご
とに対応した支援を行うべく努力していた。特に広報資料
作成においては地域からのニーズも有り、作成を支援した
地域からの一定の評価を得ていた。昨年度ホームページ
が開設された２地区において継続的な支援を実施し、さら
に桃谷地域において、ホームページ運用にかかる支援を
行ったことは評価できる。

○

○広報資料、広報活動の高度化（ホームページ、SNS）／広
報資料の発行数増、インターネット等も活用した広報活動
の多様化などの「量」、訴求力のあるデザイン、無理なく更
新する運用体制の構築等の「質」の両面での支援を継続的
に行い、周知活動がわかりやすく、多数の住民に行われて
いる。平成25年度から各地域に、組織概要や事業概要、年
間スケジュールが記載された地域活動協議会周知資料の
作成を呼びかけ、作成を支援している。また、広報活動の
負担軽減のために、恒例事業では広報のデザインを固定
化し、日付とプログラムのみ変更して対応できるように支援
した。
○担い手確保に向けた広報活動の支援／ボランティア募
集など、参加者の加えて、担い手募集の広報資料の作成を
支援。
○ホームページの更新支援／昨年度、ホームページが開
設された2地区では、掲載用データの作成を支援。また、桃
谷地域では、毎月のホームページの運用会議に出席し、助
言。
○ウェブ広報の停滞改善支援／定期的なホームページの
更新ができていない地域には、他地域のホームページの運
用方法、掲載内容等を水平展開する等、一部の担当者に
過度な負担が集中しないよう配慮しながら、定期更新を支
援。

効果測定の手法について、他区の事例を参考に地域への
助言等の支援に取り組んだことは一定評価できる。また、
次年度の事業計画や予算配分の見直しに向けては、各地
域の事業計画担当者に説明会を行ったことは評価でき
る。
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新たに立ち上がった地活協（集英）において、新たな担い手の参画や構
成団体間連携の支援を通じ、隣接する2つの地活協間での連携強化に関
する支援にも取り組む必要がある。

○新たに立ち上がった地活協（集英）と隣接する2つの地活協間での福祉
系事業等での連携が課題。10月に予定している役員研修（まちセンセミ
ナー）で検証し、次年度の事業計画に反映できるように支援する。

新たな地域活動協議会の設立後、他地域との活発的な意
見交換をしたことは大いに評価できる。また、地域に対し
て適切な助言を行うことで、地域活動協議会の適正かつ
スムーズな運営に取り組んでいることは評価に値する。

○企業との連携強化／平成26年度企業との連携に向けた
セミナー、平成28年度に企業との連携に向けたアンケート
をそれぞれ行って以来、企業CSR活動を行う団体との連携
のもと、企業と地域とのマッチングを個別に進め、①イベント
のマンパワー、②避難所開設訓練の体制強化、③技術的
支援（子育て支援、ホームページ・フェイスブック作成、運
営）の分野で良好な関係が築かれ、参加者からも好評を得
ている。
○ビルオーナーや飲食店の店長等が中心となり、地域の魅
力向上に向けて企画した事業では、他の地域団体との連
携事業や広報、事業内容について助言した。

さまざまな活動主体が幅広く参画しており、団体間交流が進んでいる地
域がある一方で、担い手が不足しており連携・協働が行われていない地
域もあり、地域格差が見受けられる。そのため企業CSR活動を行う団体
等を中心に連携が進み、一定の成功を収めている地域の紹介やマッチン
グを進めることは有効である。次年度に向けて継続的な支援が必要であ
る。

新たな地域活動協議会の立ち上げにより、若手役員の連
携・協働に対する気運があがった。これにより、同一小学
校区での連携につながることを期待する。以降継続した事
業活動となるよう一層の支援に取り組む必要がある。

さまざまな活動主体が幅広く参画しており、団体間交流が進んでいる地
域がある一方で、担い手が不足しており連携・協働が行われていない地
域もあり、地域格差が見受けられる。連携が進み一定の成功を収めてい
る地域の事例等を、他の地域でも情報共有してもらうための取組は有効
である。また、参加者の増加に向けて、相談会の場所や時間を検討する
等、引き続き支援する必要がある。

○連携が進んでいる地域や事業では確実に成果が生じている一方で、
リーダーシップや調整不足等から、連携が進んでいない事業がある。事業
企画時や次年度の計画時に、事業の実施体制の見直し等を通じて、無理
なく連携が進むよう支援する。
○外国にルーツを持つ方への見守り活動の需要は、外国にルーツをもつ
住民の流入増が進む中、ますます高まるものと想定される。中国系や韓国
系に比べコミュニティの弱い、フィリピン等東南アジア系のコミュニティの相
互扶助体制の強化が課題で、専門学校を拠点に連携が進む浪速区や商
店街と連携して支援している西淀川区等他区の取組も紹介しながら支援す
る。
○1月に予定されている外国にルーツをもつ方向けの相談会では、ミサの
前後に参加ができるよう教会で開催するなど検討されている。各種団体の
協力のもと、ネットワークが拡充するよう支援する。

複数の地域活動協議会が相互に連携して事業が実施で
きるよう、各地域活動協議会の連携がスムーズに行われ
るよう支援を実施していた。PDCAをしっかり行っている会
議等に参加し、地活協間の連携、区の関係部局との連携
に対する助言は評価できる。

○小学校区単位での連携により、PTA世代が会合の中で
活発に意見を出すようになり、会議が活性化した。地域活
動協議会を立ち上げた成果との声があがっている。
○外国にルーツをもつ方への見守り相談室や勉強会では、
隣接地活協だけでなく、「サウスイーストアジアコミュニティ協
会」、「Minami子ども教室（放課後学習支援教室）」や「しま
☆ルーム（子ども食堂）」と企画段階から連携することによ
り、体制強化、周知強化および参加者増につながった。

○小学校区単位での連携強化／ひとつの小学校区を除い
て、1小学校区に複数の地域活動協議会組織が存在する
中央区では、小学校区単位での複数の地域活動協議会の
連携強化や、PTA等小学校区を単位とする組織と各地域活
動協議会とのスムーズな連携などが課題で、事業企画時等
に連携を支援している。
○南小学校区で実施されてきた見守り相談室が今年度から
頻度を上げ毎月開催され、勉強会の頻度もあがり、企画、
開催、反省、改善とPDCAをしっかりと行っている事業に関
する会議に出席し、地活協間の連携や区の関係部局との
連携、周知方法の工夫等について助言している。

小学校区単位での連携を強めることで会議が活性化した
ことは、今後のネットワークづくりにつながると考えられる。
同一小学校区内の地域活動協議会同士の連携支援につ
いては、外国にルーツを持つ子どもへの見守り活動など
の事業実施に向けた支援を行うことで進んでいる。

○隣接する地域活動協議会との連携／昨年度、新たに1つ
の地域活動協議会（集英）が分離、設立し、計画に沿った
事業の執行、運営委員会での活発な意見交換等を支援し
た。同一小学校区で隣接する地域活動協議会と、活動を補
いあうよう、事業の組み立て方等に対して助言した。

○新たに地活協が立ち上がったことを受け、同一小学校区
での連携に向けて、若手役員の気運があがり、合同会合の
場を設ける等の意見が生じている。

○人口が少なく担い手確保に苦慮している地域では、企業
との連携が担い手の確保や事業のマンネリ化対策、IT化に
つながり、参加者だけでなく、既存の担い手のモチベーショ
ンの向上や技術課題の解決にもつながっている。
○住民数の少ない繁華街地域で課題となっていた既存事
業の参加者の少なさや固定化等の解消に向けて、新たな
企業市民のアイデアにより運営委員会での協議が活性化し
た。

○平成28年度地域へのニーズ調査からは、マンパワーや技術支援等多様
な企業連携ニーズが得られ、地域とのマッチングが進んだ。昨年度の役員
研修（まちセンセミナー）では、事務局の負担軽減に向けて、企業との連携
を進めたいとの支援意向があり、企業CSR活動を行う団体等を通じて、さら
に当該地域の連携意欲の高い企業の紹介を受け、マッチングを進めること
が有効と考える。
○次年度の事業企画に向けて、新たな企業市民のアイデアの具体化を支
援する。

複数の地域活動協議会が相互に連携して事業が実施で
きるよう、各地域活動協議会の連携がスムーズに行われ
るよう支援を実施していた。また、地域と企業との連携支
援についても、地域の企業連携ニーズをアンケートで把握
し、個々にマッチングを進めるなど、地域活動協議会と他
の活動主体との連携・協働についても有効な支援を行って
いる。特に、地域のビルオーナーや飲食店等の地域団体
との連携を助言したことは評価できる。

○

③多様な地域活動との連携・協働に向け
たネットワークづくりへの助言・指導

地域活動協議会同士の連携支援については、避難所開
設訓練などの事業実施に向けた支援を行う事で進んでい
ると思われる。企業との連携についても、より一層取組を
進めることで担い手確保の課題解決の一助となる。
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（平成31年度中間・期末共通）[様式１－１]

○CB、SBの周知を継続し、新たな担い手が生じた場合など、実施気運が
生じた場合の支援を適切に行う必要がある。

○ひきつづき船場エリア等で、自主財源の確保が課題となっている。自主
財源確保に向けて、町会費や企業協賛金の確保を継続して支援する必要
があり、建設時の事業者との協議の場に立ち会ったり、中大江地域建設ガ
イドライン等他地域の成功事例を水平展開する等積極的に支援する必要
がある。

マンション建設時の対応支援、PTA会費からの予算確保、
企業からの協賛金の獲得に向けては的確に助言し、自主
財源確保に一定つながったことは評価できる。一方、補助
金対象とならない他団体からの助成金に関する地域への
助言について、一層支援が必要である。

事務処理勉強会の開催等で、構成団体間での話し合いの
機会が増え、広く意見を取り入れた事業展開が進んでい
る。また、地域の実情に応じた支援に取組、構成団体間の
連携が進んでいることは評価に値する。

⑥地域活動協議会の事務局機能充実に
向けた支援や、開かれた組織運営、会計
等の透明性確保に向けた助言・指導

企業からの協賛金の獲得に向けて助言し、自主財源確保
につながっている地域がある。一方で、CB・SBの導入に
は至っていないため、多様な自己資金獲得手法の理解を
より一層進める取組への支援が必要である。

今後、要点を整理した資料を作成し、区と連携して法人格取得やCB・SB
の導入可能性について会合等で適宜、各地域役員等に説明し、検討する
際の参考となる支援に取り組む必要がある。

役員交代における引き継ぎ支援や会計業務において、一
部担当者に負担が集中しないように改善を支援したことは
評価できる。また、次年度を見据えた支援・相談をすること
は有効である。

⑤地域活動協議会が行政の委託事業を
受託するための支援や地域課題をビジネ
ス手法で解決するための情報提供や、専
門相談機関等への連絡・調整

○法人格取得の意義やCB・SBの理解促進／環境局と連携
した資源ごみのコミュニティ回収やCB・SBのメリット、デメリッ
トを整理した資料等を作成。会合等で適宜、各地域役員等
に区と連携して説明し理解を進めているが十分ではない。
資料については、導入可能性について検討する際の参考
とされている。

○関連する活動団体がクラウドファンディング手法を用いて
資金確保を行っている地域（精華地域等）では、地域活動
での活用可能性についての検討する等多様な自己資金獲
得手法の理解が進んでいる。

○構成団体間の連携強化／運営委員会に加えて、事業担
当者が一同に介し、事務処理勉強会を開催している地域
（桃谷、東平、高津）では、昨年度の実績報告書類の作成
支援をふまえた今年度事業の実施および予算執行の改善
を支援した。

○互いの団体の活動内容や属人的な理解、課題の共有化
につながり、会長等特定のリーダーからの指示以外の発
案、動きが増え、活動の相互理解、会計の透明性が高まっ
ている。
○事業担当者向け事務処理勉強会の開催により、構成団
体間での話し合いの機会が増え、連携が進んでいる。

④自主財源の獲得に向けた情報提供や
申請等手続きの助言・指導

○中央区内では、旧東区地域では、年々財源が縮小して
いる東教育財団からの助成金の有効活用と人口増に伴う
町会費の収入増、旧南区地域では、観光客増や景気向上
に伴う企業からの協賛金等の収入増が課題。前者では東
教育財団の助成金の地活協補助金の対象とならない支出
への充当への助言やマンション建設時の対応支援、後者で
は、企業やホテルに対して賛助会員の入会を促すための
町会加入チラシや地活協紹介パンフレットの作成等を支援
した。

○マンション建設時の事業者との協定締結により町会加入
が進むなど、支援の成果が着実に生じている。
○地活協紹介パンフレットの作成、配布を通じて、企業やホ
テルの町会加入につながったが、十分ではない。

役員交代において、継続した事業実施ができるよう地域に
対し丁寧に対応し、引継ぎに向けた支援をしたことは評価
できる。

○運営体制強化、規約の改定／地域活動協議会としての
運営が７年目となり、役員だけでなく、運営委員全体に事業
計画への理解が進んでいるが、一部の担当者への負担が
集中するなど課題が生じているため、運営体制の改善を支
援している。さらに、次年度、多くの地域で任期満了に伴う
役員改選が行われることを見すえて、地域事情に応じて、
引き継ぎへ向けた相談に助言している。

地域に対して、勉強会を開催し適切な助言を行うことで、
運営委員会の適正かつスムーズな運営に取り組んだこと
は評価できる。

○ ○
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○

マンション建設時の事業者との協定締結により町会加入
が進むなど、支援の成果が着実に生じていることと、「地
域活動協議会活動ヒント集」を用いて、事例を水平展開で
きたことは一定評価できる。また、自主財源獲得に向けた
方策として行った地活協紹介パンフレットの作成支援だけ
でなく、さらなる第一層支援対策を講じる必要がある。

自主財源の確保については、地域における意識の向上が重要である。今
後、売り上げや参加費の徴収など収入確保に向けた取組を期待したい。
また、町会費や企業協賛金の確保を継続して支援するほか、多様な自己
資金獲得手法（CB・SBの導入）の理解を進める支援に取り組む必要があ
る。

法人化の意義、導入可能性について、メリット、デメリット
等の理解が十分進んでいない。
CB・SBについて、地域活動協議会長会等で周知を行う
等、理解をしてもらう必要がある。

○会計や役員体制が変わっても継続できる地域の運営習慣の定着化、会
長、会計、事務局に集中している労力の分散、表計算ソフト、メールの活用
等デジタル化やネット化を進めることが課題。
○PC技術等事務員のスキル強化の支援やデジタル化を意識して予算立
案時に事業計画に組み込むことと、地域状況に応じた全体、個別での研
修の実施が効果的と思われる。
○運営体制の強化等を検討している地域には、年度替わりのタイミング等
に適宜支援する必要がある。
○新役員の新年度事業の企画、予算立案への参画を支援する。

民主的で開かれた組織運営と会計の透明性の確保が、各地域活動協議
会において一定定着してきているが、更にこれを継続していく取組が求め
られている。そのためには、新たな担い手の確保に併せて、デジタル化
やネット化などのスキルアップを目指し、より効率的・効果的な運営を目
指していく必要がある。また、役員交代における引き継ぎ支援においては
適切なタイミングに行うこと必要である。

地域活動協議会での部会制の導入により、具体的な執行体制や責任の
所在を明確化することが有効と思われる。また、構成団体間のさらなる連
携強化に対する支援が求められる。

○役員交代が生じる地域では、事務局や会計等の引き継
ぎに向けた準備が必要との意識が高まっている。また、必要
に応じて、負担改善や事業の高度化が進みやすいように、
規約改定、体制の変更等を検討する意識が高まっている。

○さらに連携を深める必要があり、活動への相互乗り入れや地域活動協議
会の部会の発足等、具体的な執行体制や責任の所在を明確化することが
有効である。
○昨年度にひきつづき、中間決算会、決算勉強会等の開催を支援し、予
算の立案、予算執行状況の確認、予算流用の調整等を支援し、構成団体
間での連携を強化する。
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（平成31年度中間・期末共通）[様式１－１]

法人化の意義、導入可能性について、メリット、デメリット
等の理解が十分進んでいない。

地域からのニーズを聞き取ったうえで課題を整理し、事業
実施することは評価できる。

○要点を整理した資料を作成し、会合等で適宜、各地域役
員等に区と連携して説明し、メリット、デメリット等の理解を進
めているが十分ではない。資料は、導入可能性について検
討する際の参考とされている。

○

○今後ニーズが増える、実績報告書類の確認、修正、次年度の企画、補
助金申請書類の作成支援等に関する気軽な相談の場として設え、対応す
る。

○地域会館の建設を検討中の地域で検討スケジュールを把握した上で助
言を継続する必要がある。

⑦ＮＰＯ等法人化に向けた情報提供や申
請手続きの助言・指導

地域会館の建設を検討中の地域等で検討は行われてい
るが、十分な議論が進んでいないため、継続的な支援が
求められる。

○支援員と地域役員、あるいは地域役員どうしの気軽な情
報交換の場、地域カルテ等に関わる統計情報の相談対応
や事務処理技術の支援の場として機能している。

地域役員に向けて、情報交換の場を設ける取組を進めて
いることは評価できる。各地域ごとの課題を、事前に整理
することが必要である。

各地域の課題や工夫を整理し、意欲向上の場となるよう準
備を進めた。

○10月に開催予定の役員研修（まちセンセミナー）では、各地域の課題や
工夫をまとめ、情報交換や連携促進の場となるよう企画を進め、その後は、
次年度の事業計画、補助金申請内容の改善を支援する。

各地域の課題を挙げ、情報交換や連携の場を設けることは評価できる。
研修開催後、情報交換で得た情報を地域にフィードバックすることで、さら
なる有効活用につなげる必要がある。

○地域役員向け研修（まちセンセミナー）の企画／次年度
事業の計画立案の高度化を目的に、課題と工夫を情報交
換し、連携を促進する地域役員向け研修（まちセンセミ
ナー）の企画を進めている。

ニーズが増える、会計業務の相談などに対し引き続き適切な対応ができ
るよう、区担当者ともさらなる連携をする必要がある。

まちづくりセンターは、地域役員の気軽な相談窓口として
活用されている。また区、まちづくりセンター内とも密な連
携がなされており、窓口として有効活用されている点は評
価できる。

支援員と地域同士の情報交換の場として有効活用されて
おり、事務処理技術等の支援の場として十分に機能して
いる。
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①気軽な相談窓口／区民、地域役員が気軽に立ち寄るこ
とのできる相談の場として地域役員からの相談に助言した。
②区との密な連携、③まちづくりセンター内の密な連携／
週2回の開設日には、ほぼ毎回、区担当者と情報交換し
た。アドバイザーとは、地域会館等に出向く際の情報共有、
データ共有等の場として活用した。
④情報のストック／20地活協の膨大な資料や情報をストック
し、支援に必要な材料として参照するとともに、地域カルテ
に関わる情報等、相談に応じて適宜区民に情報を提供し
た。

○ ○

⑨まちづくりセンターの活用方法
※まちづくりセンターは、区役所内に設置
し、①気軽な相談窓口、②区との密な連
携、③まちづくりセンター内の密な連携、
④情報のストックの4つの機能を果たしつ
つも、定期的な開設時間は最小限に限定
するものとし、地域役員が区役所に訪れ
ることの多い月曜日や木曜日の午後に限
定して開設し、開設時間以外について
も、電話やメール、区担当者と通じて、随
時、地域や区からの相談等に対応する。

○

⑧区内の地域活動協議会等の情報交換
や連携の促進

○

地域会館の建設について、課題の抽出やスケジュールの作成における
助言が有効である。

○法人化の意義、可能性については、地域会館の建設を
検討中の地域等で参考にされているが、あまり理解は進ん
でいない。
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（平成31年度中間・期末共通）[様式１－１]

３　支援内容及び効果等（２）（上段は受託者が記入、下段は区が記入）

A.会計事務を中心とした全地域への支援
②令和2年度補助金説明会に向けた事業
計画、予算立案支援

事業者選定時における企画提案（事
業計画書）の概要

（上段）支援状況（実績）
（下段）支援状況に対する区の意見

（上段）左記の支援効果
（下段）支援効果に対する区の意見

A.会計事務を中心とした全地域への支援
①令和元年度事業の実施、報告、中間決
算支援

○平成30年度実績報告書類の作成、修正、監査、運営委
員会での平成30年度事業の事業報告、決算報告、監査報
告の実施および、関連する事務手続きについて支援した。
○令和元年度事業の企画、広報、実施、効果検証、実績
報告等について、順次支援している。
○実施済事業の実績報告書類の作成や中間決算の実施
促進、事務処理マニュアルを作成した上で、事務処理勉強
会、中間決算会などの開催を支援し、順次実施されてい
る。
○PDCAの高度化／昨年度、要綱変更により全事業で効果
測定が必要となったこともあり、各地域でより効果的、効率
的な効果測定への関心が高まり、効果測定マニュアルを配
布し、事業特性や地域特性、担当者特性に応じた効果測
定の実施方法について、個別に相談に応じ、実施方法を
助言した。（再掲）
○構成団体間の連携強化／運営委員会に加えて、事業担
当者が一同に介し、事務処理勉強会を開催している地域
（桃谷、東平、高津）では、昨年度の実績報告書類の作成
支援をふまえた今年度事業の実施および予算執行の改善
支援を支援した。（再掲）

（上段）左記の状況及び効果を踏まえた課題分析と今後の改善策等
（下段）課題分析と今後の改善策等に対する区の意見

民主的で開かれた組織運営と会計の透明性の確保が、各地域活動協議
会において一定定着してきているが、更にこれを継続していく取組が求め
られている。そのためには、新たな担い手の確保に併せて、デジタル化
やネット化などのスキルアップを目指し、より効率的・効果的な運営を目
指していく必要がある。また、余裕を持った作業を行う環境を整備するこ
とで、事務担当者の会計処理の理解を促進し、会計事務の適正な執行に
つなげることを期待する。

○次年度の事業計画、予算立案に向けて、今年度事業を
検証した上で改善し、立案する機運が高まっている。

新たな担い手となる若手が事業に参加したことは、今後の
担い手不足に対する効果が期待できる。1地区において、
次年度ボランティア部が設立されることは評価できる。

30年度の実績報告書類の作成等における事務手続きの
支援を継続して行ったことは評価できる。スムーズな会計
処理が出来ていない地域については、継続的な支援を必
要とする。効果測定の手法について、他区の事例を参考
に地域への助言に取り組んだことは一定評価できる。ま
た、次年度の事業計画や予算配分の見直しに向けては、
各地域の事業計画担当者に説明会を行ったことは評価で
きる。地域に対して、勉強会を開催し適切な助言を行うこ
とで、運営委員会の適正かつスムーズな運営に取り組ん
でいる。

30年度実績報告書類が提出されたが、一部修正が必要な
箇所もあり、自律的な運営に向けて重点的な支援が必要
である。効果測定アンケートは、ＰＤＣＡの高度化につなが
るよう改善をしていく必要がある。効果的なアンケートを実
施している地域から、他地域に対して水平展開するととも
に、関係部署等とも連携を進める必要がある。

支援

○令和元年度実績報告書類の作成に向けて、年度末に事務負担が集中
しないよう支援する。
○一部の地域で、年度末の負担増に伴い、一部を業務委託するなど、自
立的な運営が課題となっている。今後は、中間決算の実施を支援しなが
ら、各事業担当者の会計事務の適正化や早めの実績報告書類の作成を
呼びかけ、年度末の負担軽減に向けて支援する。
○開かれた組織運営と会計の透明性確保、そして、スムーズな組織運営に
つながってきているが、継続して安定的に運営できるように、一部の役員に
負担がかからないための労力の分散、会計処理のデジタル化などが求めら
れる。

○全地域で、平成30年度実績報告書類が提出され、運営
委員会で報告、承認された。
○令和元年度事業、予算について順調に執行されている。
○各地域で実施済事業から順に、領収書の取りまとめや会
計書類の作成が進められている。年度末に事務作業の負
担を集中させないための会計作業、予算の執行状況に応
じた再配分や事業の見直しが、多くの地域で習慣化してい
る。
○効果測定アンケートの見直しが進められ、効果検証のマ
ンネリ化（毎年、同じアンケートを実施する等）改善に向けて
支援し、一部の地域ではスタッフ反省会や参加者へのヒアリ
ング、設問の見直しが進んでいるが、PDCAの高度化に十
分につながっていない。(再掲)
○互いの団体の活動内容や属人的な理解、課題の共有化
につながり、会長等特定のリーダーからの指示以外の発
案、動きが増え、活動の相互理解、会計の透明性が高まっ
ている。(再掲)
○事業担当者向け事務処理勉強会の開催により、構成団
体間での話し合いの機会が増え、連携が進んでいる。(再
掲)

（１）自由提案による地域支援の
実施状況

（企画提案書（事業計画書）等で
受託者が提案したもの）

大阪市の制度を有効活用していることは評価できる。年度末に向けて、
担い手への負担が軽減される体制づくりが必要となる。

○10月開催予定の役員研修（まちセンセミナー）では、各地
活協の会長、役員、事業担当者や会館事務員などを対象
に、次年度の事業計画に有用で、検討意欲を高められるよ
う企画となるよう進めている。

○10月開催予定の役員研修（まちセンセミナー）により、検討意欲を高めた
うえで、各地域で事業担当者企画会議の実施など、次年度の事業計画、
予算立案を支援する。

次年度の事業計画等、地域のニーズに沿った内容でセミ
ナーを開催することは評価できる。

今年度事業の検証をしたうえでの助言により、事業計画、
予算立案に対する機運が高まっていることは評価できる。

全地域において、事業計画・予算執行のうえで効果的な事業の見直しが
行われることで、地域の実情に即した補助金執行となるようより一層の支
援に取り組む必要がある。

○事業当日のみの担い手の確保等、ハードルの低いボランティア参加を受
け入れる機運を高める。大阪市市民活動総合ポータルサイトや中央区ボラ
ンティア・市民活動センターと連携したマッチング活動を支援する。(再掲)
○年度末の役員体制、組織体系の変更時に、各地域で担い手への負担
が軽減される体制づくりにつながるよう助言する。(再掲)

担い手確保に向けた案として、他地区の実例を用いて提
案したことは評価できる。担い手軽減を目的とし、1地域で
ボランティア部の設立を支援したことは評価できる。

○担い手確保の支援／参加者増が進む一方で、担い手が
不足している地域において、イベント当日限定での担い手
確保等気軽な担い手確保を支援。他地区で先行して行わ
れている児童の保護者を対象に当日ボランティアを募集す
る手法を水平展開するよう助言。(再掲)
○構成団体の組織改革による担い手の負担軽減／女性会
や女性部に担い手としての負担が集中し、会長や部長の選
出が進まないことが課題。ひとつの地域で、新たに参加者
の幅を広げたボランティア部を設立し、既存の担い手の負
担を軽減する助言。(再掲)

○冬のもちつき等の事業で、PTA等の協力のもと、ボラン
ティア募集を行う方向となった。また、地域内の高校に通う
生徒が、ボランティアとして参加する方向となった。(再掲)
○次年度、ひとつの地域でボランティア部が設立される方
向となった。(再掲)

B.地域課題解消に向けたニーズの高い
地域への支援
・転入層の参加、参画促進

ページ、SNS）
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（平成31年度中間・期末共通）[様式１－１]

○広報資料、広報活動の高度化（ホームページ、SNS）／広
報資料の発行数増、インターネット等も活用した広報活動
の多様化などの「量」、訴求力のあるデザイン、無理なく更
新する運用体制の構築等の「質」の両面での支援を継続的
に行い、周知活動がわかりやすく、多数の住民に行われて
いる。平成25年度から各地域に、組織概要や事業概要、年
間スケジュールが記載された地域活動協議会周知資料の
作成を呼びかけ、作成を支援している。また、広報活動の
負担軽減のために、恒例事業では広報のデザインを固定
化し、日付とプログラムのみ変更して対応できるように支援
した。(再掲)
○担い手確保に向けた広報活動の支援／ボランティア募
集など、参加者の加えて、担い手募集の広報資料の作成を
支援。(再掲)
○ホームページの更新支援／昨年度、ホームページが開
設された2地区では、掲載用データの作成を支援。また、桃
谷地域では、毎月のホームページの運用会議に出席し、助
言。(再掲)
○ウェブ広報の停滞改善支援／定期的なホームページの
更新ができていない地域には、他地域のホームページの運
用方法、掲載内容等を水平展開する等、一部の担当者に
過度な負担が集中しないよう配慮しながら、定期更新を支
援。(再掲)

○高齢者の見守り活動、地域での運動会への参加者が増
加した等、活動への参加者増につながり、各地域で周知活
動が恒例化し、高評価を得ている。効果的な手法であるに
も関わらず、地域にとって苦手意識が高い周知の効果的か
つ効率的な実施につながった。(再掲)
○広報活動への意欲が高まり、広報支援を通じて、事業内
容の高度化や周知方法について助言する機会が増え、事
業の高度化にもつながった。(再掲)
○昨年度、新たにホームページを開設した2地区は、運営、
更新体制が整った。(再掲)
○更新の停滞している地区では、更新作業がルール化され
る方向となった。(再掲)

○広報活動が質量ともに充実し参加者増には成果が生じているものの、運
用には支援が必要な地区が多く、一部の地域では、担い手の発掘につな
がったが、引き続き支援が必要なため、地域内外の人材発掘や状況に応
じた負担軽減のための外部委託の実施に向けて支援する。(再掲)
○ホームページ活用に加えて、SNSの活用の強化に向けて支援する必要
がある。(再掲)
○平成30年度事業の棚卸し結果、10月に予定している役員研修（まちセン
セミナー）の結果にもとづく、広報活動の見直し、再編を支援する。(再掲)

それぞれの地域の課題とニーズを的確に把握し、地域ご
とに対応した支援を行うべく努力していた。特に広報資料
作成においては地域からのニーズも有り、作成を支援した
地域からの一定の評価を得ていた。昨年度ホームページ
が開設された２地区において継続的な支援を実施し、さら
に桃谷地域において、ホームページ運用にかかる支援を
行ったことは評価できる。

地域事業の広報活動の支援により、参加者の増加につな
がったことは評価できる。地域活動協議会周知資料の作
成支援やホームページの開設支援及び更新頻度の向上
について、昨年度に引き続き取組を行った。引き続き広報
活動の自律運営に向けた継続的な取組が必要である。

地活協事業の周知方法については、ホームページやフェイスブック等を
活用し、広報業務を強化する必要がある。一方、地域内の負担が増える
ことが課題であり、人材発掘や外部委託などの手法を講じて負担軽減を
図りながら進めていることは評価できる。若年層への周知に向けては、比
較的若年層が参加する事業での地活協事業の周知チラシの配付等と
いった取組についても有効である。

地域活動協議会のイベント等参加者は増えたが、町会加
入者や担い手はあまり増えていないという現状を踏まえ、
担い手確保に向けた町会加入案内の作成支援を実施し
たことは評価できる。

当区の特徴である流入層が多く新規住民が地域に参画す
る方法が伝わりにくいという課題について、周知資料を視
覚的に強調されるように作成を支援するなど工夫を凝らし
た結果、地域事業の活性化にも繋がっている。また、一部
地域では助言を行ったことにより、独自の手法で担い手確
保に向けた取組を行うなど評価できる。

（１）自由提案による地域支援の
実施状況

（企画提案書（事業計画書）等で
受託者が提案したもの）

○担い手確保、町会加入促進／地域活動協議会の活動が
周知され、イベント等への参加者は増えているが、自己資
金源にもなる町会加入者や担い手としての参画者は、参加
者に比べると増えていない。これまでに、6地区（愛日、北大
江、中大江、渥美、桃園、河原）で、町会加入案内の作成を
支援した。

○流入層が多い中央区にあっては、新しい住民が、町会加
入する意義や活動に参画する方法が伝わりにくい。平易か
つ、視覚的にもわかりやすい周知資料の作成を支援したこ
とで、町会長や地域役員の勧誘へのハードルが下がり、イ
ベント等への参加者に気軽に声をかけることができるように
なった。また、地域での町会加入者増や担い手確保に向け
た口コミ以外の具体的な取組が継続されるようになった。特
に、愛日、中大江地域では、小学校でのイベント当日に保
護者をターゲットとして、当日限定のボランティアスタッフを
募集するしくみを作り、担い手の確保につながった。

○課題は、取組を水平展開し、取組地域を拡大することと、取組済み地域
での町会への加入者増や新たな担い手増の成果を得ることである。取組
地域の拡大に向けては、各地域への個別の働きかけを行っている。町会
加入者増や担い手確保の実績づくりに向けては、実施済地域での会合等
で検証し、確認するとともに、町会長や各役員への周知方法を具体的に助
言する必要がある。

○新築マンションとの連携／中大江地区のマンション建設
時の事業者への声かけから協議実施、協定締結に到る一
連のシステムの水平展開等の支援により新築マンションとの
連携を支援した。また、民泊施設の建設や違法民泊対応の
事案が多くの地域で生じ、地域内での情報共有と事業者と
の協議を支援した。

○新築マンションの建設段階での協定締結、町会加入、地
域活動の周知が進んでいる。また、関係構築後は、避難訓
練や命のカプセルの配布、掲示版の設置等の事業を通じ
て連携が、適宜、進んでいる。
○民泊施設の建設に伴うあつれきには、適宜助言し、対応
方針が整理できた地域もあるが、近隣のみの対応となり、地
域課題として対応できていない地域もある。

担い手確保に対する取組を水平展開する等、担い手の増加ににつなが
る継続した支援を期待する。実施済地域での会合等で検証・確認した内
容について、周知方法を具体的に助言する取組は有効である。

○新築マンションの建設段階での協議が行われていない地区での必要に
応じた支援が課題である。
○民泊建設に伴う地域の対応はひきつづき、地域内での情報共有と事業
者との協議の支援を行う。一方、事業者と地域とのあつれきが生じている地
域に対しては、新築マンションとの連携手法同様の対応をするべきか等、
状況に応じて地域の対応を支援する必要がある。

新築マンションの建設段階での協議は町会加入への対策として有効であ
り、まだ協議が行われていない地区での必要に応じた支援に取り組む必
要がある。民泊対応についても、地域実情に応じて丁寧に対応し、関係
部署等とも連携した取組を期待する。

B.地域課題解消に向けたニーズの高い
地域への支援
・転入層の参加、参画促進

ページ、SNS）

中大江地区のマンション建設時の事業者への声かけから
協議実施、協定締結に到る一連のシステムが定着してき
ており、他の地域においても水平展開が見られたことは評
価できる。また、民泊に対する対応についても区の地域担
当者とも情報共有し、地域への支援を行ったことは評価に
値する。

民泊対応について、対応できていない地域に対して水平
展開するとともに、関係部署等とも連携を進める必要があ
る。
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（平成31年度中間・期末共通）[様式１－１]

○役員交代が生じる地域では、事務局や会計等の引き継
ぎに向けた準備が必要との意識が高まっている。また、必要
に応じて、負担改善や事業の高度化が進みやすいように、
規約改定、体制の変更等を検討する意識が高まっている。
(再掲）

B.地域課題解消に向けたニーズの高い
地域への支援
②事業の効果的、効率的実施

○運営体制強化、規約の改定／地域活動協議会としての
運営が７年目となり、役員だけでなく、運営委員全体に事業
計画への理解が進んでいるが、一部の担当者への負担が
集中するなど課題が生じているため、運営体制の改善を支
援している。さらに、次年度、多くの地域で任期満了に伴う
役員改選が行われることを見すえて、地域事情に応じて、
引き継ぎへ向けた相談に助言している。(再掲）

（１）自由提案による地域支援の
実施状況

（企画提案書（事業計画書）等で
受託者が提案したもの）

B.地域課題解消に向けたニーズの高い
地域への支援
③目標設定、気運形成

役員交代において、継続した事業実施ができるよう地域に
対し丁寧に対応し、支援したことは評価できる。また、地域
事情に応じて、引き継ぎを支援したことも有効である。

○企業との連携強化／平成26年度企業との連携に向けた
セミナー、平成28年度に企業との連携に向けたアンケート
をそれぞれ行って以来、企業CSR活動を行う団体との連携
のもと、企業と地域とのマッチングを個別に進め、①イベント
のマンパワー、②避難所開設訓練の体制強化、③技術的
支援（子育て支援、ホームページ・フェイスブック作成、運
営）の分野で良好な関係が築かれ、参加者からも好評を得
ている。(再掲)
○ビルオーナーや飲食店の店長等が中心となり、地域の魅
力向上に向けて企画した事業では、他の地域団体との連
携事業や広報、事業内容について助言した。(再掲)

○人口が少なく担い手確保に苦慮している地域では、企業
との連携が担い手の確保や事業のマンネリ化対策、IT化に
つながり、参加者だけでなく、既存の担い手のモチベーショ
ンの向上や技術課題の解決にもつながっている。(再掲)
○住民数の少ない繁華街地域で課題となっていた既存事
業の参加者の少なさや固定化等の解消に向けて、新たな
企業市民のアイデアにより運営委員会での協議が活性化し
た。(再掲)

○平成28年度地域へのニーズ調査からは、マンパワーや技術支援等多様
な企業連携ニーズが得られ、地域とのマッチングが進んだ。昨年度の役員
研修（まちセンセミナー）では、事務局の負担軽減に向けて、企業との連携
を進めたいとの支援意向があり、企業CSR活動を行う団体等を通じて、さら
に当該地域の連携意欲の高い企業の紹介を受け、マッチングを進めること
が有効と考える。(再掲)
○次年度の事業企画に向けて、新たな企業市民のアイデアの具体化を支
援する。(再掲)

B.地域課題解消に向けたニーズの高い
地域への支援
・転入層の参加、参画促進

ページ、SNS）

さまざまな活動主体が幅広く参画しており、団体間交流が進んでいる地
域がある一方で、担い手が不足しており連携・協働が行われていない地
域もあり、地域格差が見受けられる。そのためＰＴＡ世代等を中心に連携
が進み一定の成功を収めている地域の紹介やマッチングを進めることは
有効である。

役員交代における引き継ぎ支援や会計業務において、一
部担当者に負担が集中しないように改善を支援したことは
評価できる。また、次年度を見据えた支援・相談をすること
は有効である。

民主的で開かれた組織運営と会計の透明性の確保が、各地域活動協議
会において一定定着してきているが、更にこれを継続していく取組が求め
られている。そのためには、新たな担い手の確保に併せて、デジタル化
やネット化などのスキルアップを目指し、より効率的・効果的な運営を目
指していく必要がある。また、役員交代における引き継ぎ支援においては
適切なタイミングに行うこと必要である。

○会計や役員体制が変わっても継続できる地域の運営習慣の定着化、会
長、会計、事務局に集中している労力の分散、表計算ソフト、メールの活用
等デジタル化やネット化を進めることが課題。(再掲）
○PC技術等事務員のスキル強化の支援やデジタル化を意識して予算立
案時に事業計画に組み込むことと、地域状況に応じた全体、個別での研
修の実施が効果的と思われる。(再掲）
○運営体制の強化等を検討している地域には、年度替わりのタイミング等
に適宜支援する必要がある。(再掲）
○新役員の新年度事業の企画、予算立案への参画を支援する。(再掲）

複数の地域活動協議会が相互に連携して事業が実施で
きるよう、各地域活動協議会の連携がスムーズに行われ
るよう支援を実施していた。また、地域と企業との連携支
援についても、地域の企業連携ニーズをアンケートで把握
し、個々にマッチングを進めるなど、地域活動協議会と他
の活動主体との連携・協働についても有効な支援を行って
いる。特に、地域のビルオーナーや飲食店等の地域団体
との連携を助言することは評価できる。

○ビジョン（中期計画）づくり／未実施

地域活動協議会同士の連携支援については、避難所開
設訓練などの事業実施に向けた支援を行う事で進んでい
ると思われる。企業との連携についても、より一層取組を
進めることで課題解決の一助となると考える。今後は、広
報活動の自律運営に向けた継続的な取組と若年層を中
心とした幅広い世代への周知（SNS等）が必要である。

○次年度の企画の中で、支援する。

事
業
の
実
施
体
制
等

○未実施

次年度の事業計画や予算配分の見直しに向けて、各地域において一過
性で終わらせるだけでなく、継続した改善への取組支援が求められる。

-各地域において、将来設計を含めたビジョン（中長期計
画）が定められておらず、取組が十分進んでいない。
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（平成31年度中間・期末共通）[様式１－１]

○まちづくりセンターには、「地域まちづく
り支援員」を最低1名は在席している状況
（常駐）を確保する。
○電話等を通じて、「アドバイザー」は「地
域まちづくり支援員」「区役所担当者」と常
に連絡がとれるようにし、必要に応じて適
切に対応する

（２－１）スーパーバイザー、アド
バイザー及び地域まちづくり支
援員の体制

○支援ニーズが多い地域では、支援員を増員するなど臨機応変に対応し
ており、今後も必要に応じて人員を充当しながら進める必要がある。

○支援にあたっては、地域事情に精通
し、属人的な信頼関係の築かれた、区担
当者との緊密な連携が欠かせない。各地
域活動協議会への対応、支援は、過去の
信頼関係の上に築くことが大切と考え、区
と緊密に協議、連携し行う。また、中間支
援組織は時限的な組織であり、事業終了
後は区に支援結果を適切に引き継ぐこと
を想定して取り組む。

○アドバイザーは平成24年度から中間支
援組織として、中央区の各地域活動協議
会の設立、活動を地域からの要請に応じ
た支援経験を有し、他区、他市町村等で
もまちづくりコンサルタントとして豊富な実
績を有するものが担当する。
○3名のアドバイザーを配置し、適宜、区
職員と連絡調整しながら、支援員の指導・
助言を行う。
○地域まちづくり支援員は、複数配置し、
広範な地域課題に対応できる技術、体制
を整える。
○アドバイザーや支援員の活動は地域に
出て指導・助言を行うことに重点をおき、
区役所担当者との協議・打ち合わせは、
計画的・効率的に行う。

まちづくりセンターには、開設時間中常時１名が在席して
おり、地域・区役所と常に連絡を取ることが可能となってい
る。区役所との定例会等において、全地域の情報を共有
していることにより、担当外の地域をフォローに入ることが
可能な体制になっている。

○開設時間中は常時最低1名が在籍する体制で運営。
○地域で急な対応が生じた場合は、適宜区役所とも相談し
ながら対応。
○区との支援方針会議や地域担当者会議で全地域の現状
を共有しているため、他地域のフォローに入ることができる
体制になっており、決算書類の確認やワークショップのファ
シリテーション等、一時的に人員が必要な場合は、他地域
の担当が適宜フォローしている。（２－２）フォロー(バックアップ)体

制等

事
業
の
実
施
体
制
等

（３）区のマネジメントに対応した
取組

○10月に開催予定の役員研修（まちセンセミナー）以降、中間決算の実施
や実績報告書類の作成支援や次年度の事業企画、予算立案の本格化に
加え、役員の任期満了に伴う改選など体制の整備の支援需要が高まると
予想される。各地域の負担も考慮しながら、適切に対応するよう効率的か
つ効果的な支援を区と緊密に連携しながら行う。

今まで実施してきた地域活動協議会への支援については継続しつつ、更
なる地域コミュニティ支援のレベルアップに期待している。役員の任期満
了に伴って、平常時以上の支援をする必要がある。体制整備のためにも
新たな担い手の確保、新規住民の地域活動への参画等、地域と企業の
連携支援を強化する等、地域全体の活性化につながる取組を今まで蓄
積してきたノウハウを活用し、区と連携をとりながら進めてもらいたい。

経験豊かなアドバイザーを配置し、地域まちづくり支援員
への業務指導も定期的に行っており、効率的な運営を実
施している。また、まちづくりセンターを各地域から相談を
受けやすい窓口とし、開設時間の見直しを行うなど効率的
な運営を行っている。会計支援については、十分に支援出
来ていないことは共通認識の課題である。なお、事業見直
しの取組は積極的に支援している。

区役所とまちづくりセンターとの連絡・調整を行う支援方針
会議を月に１回程度の割合で開催し、情報の共有を図っ
ている。また日々の業務の報告についても日報・月報を作
成し、区役所へ提出をすることで、活動報告と課題の共有
ができており、地域への効果的な支援をしている。

○必要に応じて、区とまちづくりセンターとの支援方針会議
を開催し、地域ごとの課題やこの間の活動の経過報告、当
面の活動内容などを情報共有し、地域への支援を行ってい
る。
○業務報告書（日報・月報）を作成し区に提出して、毎日の
活動報告、月ごとの活動報告と課題等を共有している。

○アドバイザー3人、地域まちづくり支援員4人配置、アドバ
イザーは平成24年度からの支援経験を有するメンバーが中
心に担当。
○地域に対する支援ではアドバイザーと支援員がペアで地
域対応する体制とし、平成24年度以降の担当地域をもとに
継続的に配置している。
○アドバイザーは適宜、地域まちづくり支援員に業務の指
導を行い、効率的に運営を進めている。
◯事業の企画、実施、報告に伴う、地域課題を地域へのヒ
アリングで把握し、地域のPDCAの検証を行っている。

平成24年度から各地域活動協議会の設立、活動を地域
からの要請に応じて支援してきた経験を活かし、課題や
ニーズに対して地域に応じた対応ができており、地域と良
好な関係を築いている。また、区役所とも密に情報共有・
調整を行いながら、業務を遂行しているので、行政側とも
意思疎通がとれているが、会計事務支援についてはより
一層支援に取り組む必要がある。

現在の体制において特に問題は感じられない。地域や、時期的に支援
ニーズが多いケースは支援員を増員するなどで臨機応変に対応が可能
となっており、評価に値する。

○現状の区との連携体制を維持しながら、防災や保健福祉等、地域課題
に応じた支援に向けて、担当部局との連携を強化する必要がある。

各地域からの支援要望のボリュームや、急な対応案件に
関しても、組織として柔軟に対応しており、殆ど滞りなく業
務が遂行できている状態である。

○作業ボリュームの増減や急な対応案件に対して、柔軟に
対応することで、問題なくまちづくりセンターの運営が行え
ているので、引き続きこの体制を維持する。

現在、区役所と中間支援組織は、地域課題に関して連携体制を維持して
いる状態であり、相互に協力して解決可能な状態になっていることは評価
に値する。今後については地域コミュニティのレベルアップを共通認識と
して、あらゆる課題に対して更なる連携の強化を期待する。

○区と念入りに協議を重ね支援方針を定めていることで、
各地域活動協議会の運営の現状に合わせた支援を行うこ
とができている。

各地域からの様々な課題やニーズに対し、区役所と密に
連絡調整を行っており、地域の課題解決に向けた効果的
な対応が出来ているのは一定の評価に値する。地域行事
への参加についても、区役所職員と協力の体制がとれて
おり、連携が強化できていると感じられる。

○昨年度までの経験と蓄積された情報、構築された信頼関
係をもとに、「A.会計事務を中心した全地域への支援」と「B.
地域課題解消に向けたニーズの高い地域への支援」を区と
協議の上、バランスよく対応できている。
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（平成31年度中間・期末共通）[様式１－１]

４　区の方針・戦略を踏まえた今年度の重点支援策（取組）の状況及び効果等（上段は受託者が記入、下段は区が記入）

支援策（取組）名称

○次年度、ひとつの地域でボランティア部が設立される方
向となった。（再掲）
○役員交代が生じる地域では、事務局や会計等の引き継
ぎに向けた準備が必要との意識が高まっている。また、必要
に応じて、負担改善や事業の高度化が進みやすいように、
規約改定、体制の変更等を検討する意識が高まっている。
（再掲）

事業者選定時における企画提案（事
業計画書）の概要

（上段）支援状況（実績）
（下段）支援状況に対する区の意見

・役員が変わっても継続的に運営できる
地域の体制づくりの助言、支援
・会計処理のデジタル化、PC技術等事務
員スキル強化支援

○構成団体の組織改革による担い手の負担軽減／女性会
や女性部に担い手としての負担が集中し、会長や部長の選
出が進まないことが課題。ひとつの地域で、新たに参加者
の幅を広げたボランティア部を設立し、既存の担い手の負
担を軽減する助言。（再掲）
○運営体制強化、規約の改定／地域活動協議会としての
運営が７年目となり、役員だけでなく、運営委員全体に事業
計画への理解が進んでいるが、一部の担当者への負担が
集中するなど課題が生じているため、運営体制の改善を支
援している。さらに、次年度、多くの地域で任期満了に伴う
役員改選が行われることを見すえて、地域事情に応じて、
引き継ぎへ向けた相談に助言している。（再掲）

担い手確保に向けた案として、他地区の実例を用いて提
案したことは評価できる。担い手軽減を目的とし、1地域で
ボランティア部の設立を支援したことは評価できる。役員
交代における引き継ぎ支援や会計業務において、一部担
当者に負担が集中しないように改善を支援したことは評価
できる。また、次年度を見据えた支援・相談をすることは有
効である。

○広報資料、広報活動の高度化（ホームページ、SNS）／広
報資料の発行数増、インターネット等も活用した広報活動
の多様化などの「量」、訴求力のあるデザイン、無理なく更
新する運用体制の構築等の「質」の両面での支援を継続的
に行い、周知活動がわかりやすく、多数の住民に行われて
いる。平成25年度から各地域に、組織概要や事業概要、年
間スケジュールが記載された地域活動協議会周知資料の
作成を呼びかけ、作成を支援している。また、広報活動の
負担軽減のために、恒例事業では広報のデザインを固定
化し、日付とプログラムのみ変更して対応できるように支援
した。(再掲)
○担い手確保に向けた広報活動の支援／ボランティア募
集など、参加者の加えて、担い手募集の広報資料の作成を
支援。(再掲)
○ホームページの更新支援／昨年度、ホームページが開
設された2地区では、掲載用データの作成を支援。また、桃
谷地域では、毎月のホームページの運用会議に出席し、助
言。(再掲)
○ウェブ広報の停滞改善支援／定期的なホームページの
更新ができていない地域には、他地域のホームページの運
用方法、掲載内容等を水平展開する等、一部の担当者に
過度な負担が集中しないよう配慮しながら、定期更新を支
援。(再掲)

組織運営の強化

・地域内の周知拡大に向けた広報支援
・マンションとの連携拡大の調整支援
・地域で連携した新たな活動の支援

1地区において、次年度ボランティア部が設立されることは
評価できる。役員交代において、継続した事業実施ができ
るよう地域に対し丁寧に対応し、支援したことは評価でき
る。また、地域事情に応じて、引き継ぎを支援したことも有
効である。

年度末に向けて、担い手への負担が軽減される体制づくりが必要とな
る。
民主的で開かれた組織運営と会計の透明性の確保が、各地域活動協議
会において一定定着してきているが、更にこれを継続していく取組が求め
られている。そのためには、新たな担い手の確保に併せて、デジタル化
やネット化などのスキルアップを目指し、より効率的・効果的な運営を目
指していく必要がある。また、役員交代における引き継ぎ支援においては
適切なタイミングに行うこと必要である。

地活協事業の周知方法については、ホームページやフェイスブック等を
活用し、広報業務を強化する必要がある。一方、地域内の負担が増える
ことが課題であり、人材発掘や外部委託などの手法を講じて負担軽減を
図りながら進めていることは評価できる。若年層への周知に向けては、比
較的若年層が参加する事業での地活協事業の周知チラシの配付等と
いった取組についても有効と思われる。

○広報活動が質量ともに充実し参加者増には成果が生じているものの、運
用には支援が必要な地区が多く、一部の地域では、担い手の発掘につな
がったが、引き続き支援が必要なため、地域内外の人材発掘や状況に応
じた負担軽減のための外部委託の実施に向けて支援する。(再掲)
○ホームページ活用に加えて、SNSの活用の強化に向けて支援する必要
がある。(再掲)
○平成30年度事業の棚卸し結果、10月に予定している役員研修（まちセン
セミナー）の結果にもとづく、広報活動の見直し、再編を支援する。(再掲)

○年度末の役員体制、組織体系の変更時に、各地域で担い手への負担
が軽減される体制づくりにつながるよう助言する。（再掲）
○会計や役員体制が変わっても継続できる地域の運営習慣の定着化、会
長、会計、事務局に集中している労力の分散、表計算ソフト、メールの活用
等デジタル化やネット化を進めることが課題。（再掲）
○PC技術等事務員のスキル強化の支援やデジタル化を意識して予算立
案時に事業計画に組み込むことと、地域状況に応じた全体、個別での研
修の実施が効果的と思われる。（再掲）
○運営体制の強化等を検討している地域には、年度替わりのタイミング等
に適宜支援する必要がある。（再掲）
○新役員の新年度事業の企画、予算立案への参画を支援する。（再掲）

地活協を構成する活動主体間、地域住
民同士のつながりの拡大

○高齢者の見守り活動、地域での運動会への参加者が増
加した等、活動への参加者増につながり、各地域で周知活
動が恒例化し、高評価を得ている。効果的な手法であるに
も関わらず、地域にとって苦手意識が高い周知の効果的か
つ効率的な実施につながった。(再掲)
○広報活動への意欲が高まり、広報支援を通じて、事業内
容の高度化や周知方法について助言する機会が増え、事
業の高度化にもつながった。(再掲)
○昨年度、新たにホームページを開設した2地区は、運営、
更新体制が整った。(再掲)
○更新の停滞している地区では、更新作業がルール化され
る方向となった。(再掲)

それぞれの地域の課題とニーズを的確に把握し、地域ご
とに対応した支援を行うべく努力していた。特に広報資料
作成においては地域からのニーズも有り、作成を支援した
地域からの一定の評価を得ていた。昨年度ホームページ
が開設された２地区において継続的な支援を実施し、さら
に桃谷地域において、ホームページ運用にかかる支援を
行ったことは評価できる。

地域事業の広報活動の支援により、参加者の増加につな
がったことは評価できる。地域活動協議会周知資料の作
成支援やホームページの開設支援及び更新頻度の向上
について、昨年度に引き続き取組を行った。引き続き広報
活動の自律運営に向けた継続的な取組が必要である。

（上段）左記の支援効果
（下段）支援効果に対する区の意見

（上段）左記の状況及び効果を踏まえた課題分析と今後の改善策等
（下段）課題分析と今後の改善策等に対する区の意見
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（平成31年度中間・期末共通）[様式１－１]

事業の企画、運営を通じた地域活動協議
会間の連携支援

外国にルーツを持つ住民に対して、文化交流事業などの
イベント等で気軽に相談できる場を設ける等の支援が求
められている。事業に参加する見守り対象者が増加した
事は評価できる。

◯学校と連携した支援／広報面等で学校内の多文化共生
教育相談ルームと連携した事業の企画支援、Minamiこども
教室（放課後学習支援教室）、しま☆ルーム（子ども食堂）
等のNPOによる活動との連携を支援した。
◯専門組織と連携した支援／サウスイーストアジアコミュニ
ティ協会、多言語の支援を必要とする人が医療や保健サー
ビスを受けることができるよう支援するCHARM等のNPOや
弁護士等と連携した事業の企画、広報活動等を支援した。

◯小学校区単位での地域間の連携について、地区数が多
く調整が難航しているが、必要性の認識が進んでいる。

○新築マンションの建設段階での協定締結、町会加入、地
域活動の周知が進んでいる。また、関係構築後は、避難訓
練や命のカプセルの配布、掲示版の設置等の事業を通じ
て連携が、適宜、進んでいる。(再掲)
○民泊施設の建設に伴うあつれきには、適宜助言し、対応
方針が整理できた地域もあるが、近隣のみの対応となり、地
域課題として対応できていない地域もある。(再掲)

外国にルーツを持つ住民に対して、文化交流事業などの
イベント等で気軽に相談できる場を設ける等の支援が求
められている。受託者の支援策は、他団体と連携を図り課
題解決に向けた内容であり、評価できる。

外国にルーツを持つ住民への孤立化防
止、見守り体制の構築

今まで以上に地域のつながりの拡充ができるように、地域
が隣接している地域活動協議会（同じ小学校区内等）間の
さらなる連携強化を支援することが必要である。

・小学校区単位での事業や隣接する地域
での連携して実施する事業の企画、運営
を通じた地域活動協議会間の連携などの
支援

・地域と企業とのマッチング支援 ○企業との連携強化／平成26年度企業との連携に向けた
セミナー、平成28年度に企業との連携に向けたアンケート
をそれぞれ行って以来、企業CSR活動を行う団体との連携
のもと、企業と地域とのマッチングを個別に進め、①イベント
のマンパワー、②避難所開設訓練の体制強化、③技術的
支援（子育て支援、ホームページ・フェイスブック作成、運
営）の分野で良好な関係が築かれ、参加者からも好評を得
ている。(再掲)
○ビルオーナーや飲食店の店長等が中心となり、地域の魅
力向上に向けて企画した事業では、他の地域団体との連
携事業や広報、事業内容について助言した。(再掲)

・地域内の周知拡大に向けた広報支援
・マンションとの連携拡大の調整支援
・地域で連携した新たな活動の支援

中大江地区のマンション建設時の事業者への声かけから
協議実施、協定締結に到る一連のシステムが定着してき
ており、他の地域においても水平展開が見られたことは評
価できる。また、民泊に対する対応についても区の地域担
当者とも情報共有し、地域への支援を行ったことは評価に
値する。

民泊対応について、対応できていない地域に対して水平
展開するとともに、関係部署等とも連携を進める必要があ
る。

複数の地域活動協議会が相互に連携して事業が実施で
きるよう、各地域活動協議会の連携がスムーズに行われ
るよう支援を実施していた。また、地域と企業との連携支
援についても、地域の企業連携ニーズをアンケートで把握
し、個々にマッチングを進めるなど、地域活動協議会と他
の活動主体との連携・協働についても有効な支援を行って
いる。特に、地域のビルオーナーや飲食店等の地域団体
との連携を助言することは評価できる。

地域活動協議会同士のネットワークを強化し、さらには取組を周知するこ
とで、より地域の輪が広がることが期待できる。今後も、地域活動協議会
同士の連携した取組が活発化するように連携強化に向けた取組支援を
行う必要がある。

・孤立しがちな外国にルーツを持つ住民
へのセーフティネットワークの構築を目的
とした当事者によるNPOや学校等と地域
との連携強化

地域活動協議会と区役所、ＮＰＯ法人が中心となったネッ
トワークが形成されることで、地域課題の解決に向けた地
域内のネットワークが拡充されたことは評価できる。また、
避難所開設・運営訓練などを通じて地域活動協議会同士
が連携するなど、ネットワークの強化を支援した事は評価
できる。

○新築マンションの建設段階での協議が行われていない地区での必要に
応じた支援が課題である。(再掲)
○民泊建設に伴う地域の対応はひきつづき、地域内での情報共有と事業
者との協議の支援を行う。一方、事業者と地域とのあつれきが生じている地
域に対しては、新築マンションとの連携手法同様の対応をするべきか等、
状況に応じて地域の対応を支援する必要がある。(再掲)

企業との連携強化

◯人口が少なく、担い手不足を課題とする地域での、会館
を共同で活用した効果的、効率的な事業の企画や広報の
支援を行ったことで、地域間の連携が高まった。
◯地区数が多く、調整が困難な中、児童の課外活動の充
実に向けた事業への積極的補助金の活用等を支援し、
PTAとの連携や小学校区単位での地域間の連携に向けて
助言した。

○強化されたネットワークを周知し、文化交流事業等楽しいイベントと相談
の場の設置の企画、周知の支援を継続しつつ、課題を抱える外国にルー
ツをもつ住民が益々増加する傾向にある中、さらなる活動の周知、ネット
ワークの強化、支援の高度化が求められる。

◯小学校区単位での複数の地域活動協議会の連携強化、PTAなど小学
校区単位での組織やその事業への支援を通じた連携強化により、事業の
重なりの調整、マンパワーの集中化等により、より効果的、効率的な事業実
施につなげることが求められる。

○新築マンションとの連携／中大江地区のマンション建設
時の事業者への声かけから協議実施、協定締結に到る一
連のシステムの水平展開等の支援により新築マンションとの
連携を支援した。また、民泊施設の建設や違法民泊対応の
事案が多くの地域で生じ、地域内での情報共有と事業者と
の協議を支援した。(再掲)

外国にルーツを持つ住民とNPOが連携し、課題を的確に把握できたこと
は評価できる。また、今後の課題は、地域のニーズが高まる中、事業を
周知し浸透させることであり、小学校区内で地域活動協議会が連携する
ことに取り組む必要がある。

○多様な事情を抱える当事者に対して、多様な情報や経
験、解決手段を持つ、ネットワークが拡充され、相談事業の
実施等見守り体制が強化されたとともに、個々の支援実務
者の負担が軽減された。また、周知体制が整ったことで、事
業への参加者が増加した。

地活協を構成する活動主体間、地域住
民同士のつながりの拡大

○人口が少なく担い手確保に苦慮している地域では、企業
との連携が担い手の確保や事業のマンネリ化対策、IT化に
つながり、参加者だけでなく、既存の担い手のモチベーショ
ンの向上や技術課題の解決にもつながっている。(再掲)
○住民数の少ない繁華街地域で課題となっていた既存事
業の参加者の少なさや固定化等の解消に向けて、新たな
企業市民のアイデアにより運営委員会での協議が活性化し
た。(再掲)

○平成28年度地域へのニーズ調査からは、マンパワーや技術支援等多様
な企業連携ニーズが得られ、地域とのマッチングが進んだ。昨年度の役員
研修（まちセンセミナー）では、事務局の負担軽減に向けて、企業との連携
を進めたいとの支援意向があり、企業CSR活動を行う団体等を通じて、さら
に当該地域の連携意欲の高い企業の紹介を受け、マッチングを進めること
が有効と考える。(再掲)
○次年度の事業企画に向けて、新たな企業市民のアイデアの具体化を支
援する。(再掲)

地域活動協議会同士の連携支援については、避難所開
設訓練などの事業実施に向けた支援を行う事で進んでい
ると思われる。企業との連携についても、より一層取組を
進めることで課題解決の一助となると考える。今後は、広
報活動の自律運営に向けた継続的な取組と若年層を中
心とした幅広い世代への周知（SNS等）が必要である。

新築マンションの建設段階での協議は町会加入への対策として有効であ
り、まだ協議が行われていない地区での必要に応じた支援に取り組む必
要がある。民泊対応についても、地域実情に応じて丁寧に対応し、関係
部署等とも連携した取組を期待する。

さまざまな活動主体が幅広く参画しており、団体間交流が進んでいる地
域がある一方で、担い手が不足しており連携・協働が行われていない地
域もあり、地域格差が見受けられる。そのためＰＴＡ世代等を中心に連携
が進み一定の成功を収めている地域の紹介やマッチングを進めることは
有効であると思われる。
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