
（平成29年度中間）[様式１－１]

事業の実施状況等について

【港区】　　（受託者等：一般財団法人 大阪市コミュニティ協会）

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） １　地域活動協議会の状況についての分析（年度当初）
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企画提案（事業計画書）等について(受託者等の自己評価) 区の評価及び意見について

全地域ともステージ１を達成している。
「議決機関の適正な運営」にかかるステージ２の取組みは概ね順調に進捗、
「会計事務の適正な執行」については１１地域中９地域がステージ２を達成、
「多様な媒体による広報活動」にかかるステージ２の取組みは地域によって進
捗に差が現れてきている。これらの取組みについては今後、自律度を高めて
いく必要がある。

項目 受託者等の分析に対する評価及び意見（区記入）
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）
」

法人格の取得及び地域公共人財の活用を除いて全地域ともステージ1を達成
している。
地域課題やニーズに対応した活動を進めるためには自主財源の確保が重要
であるが、地域によって取組みの進捗に差が現れてきている。

全地域ともステージ１を達成している。
サロンや会館での「いきいき百歳体操」の事業化による新たな担い手の発掘や
他の活動主体との連携・協働など、「つながりの拡充」に向けた取組みが進捗
している地域もあるが、これらの取組みが低調な地域もある。

地域活動協議会の状況についての分析（受託者等記入）

自律的な地域運営をめざし、幅広く住民が参画できる「地域活動協議会」の設立と開かれた組織運
営、会計の透明性などを確保・支援しつつ、自律運営に向けて支援してまいりましたが、平成29年
度は特に開かれた組織運営と会計の透明性を担保するとともに、まちづくり活動に必要な財源獲得
や事務処理について地域で自律的に行えるように助言指導する必要がある。
ただ地域活動協議会形成より5年となり、地域課題への取組みについても協議組織を上手く活用
し、柔軟に対処する地域とそうでない地域との差が顕著に現れ出している。

地活協の自律的運営のためには、多様な主体の協働が不可欠であって、その為にも幅広い世代の
住民の地域活動への参加・参画を促すしていくために、世代間交流の居場所づくりが必要であり、
平成28年度は地域の会館やサロンにおいて百歳体操の活動が興り、高齢者の交流の場となり、高
齢者向けのネットワークを構築する機会が生じている。
また各地域商店街や福祉施設などとの連携によるイベントが開催されている。
地域福祉、防災を目的にした朝市には地元の郵便局も協力し、地域サロンでは総合病院が健康講
座を開き、防災避難訓練や地域イベントに医療スタッフとして参加する医療診療所など、多様な主
体の参画も見られる。

地域活動協議会の運営プロセスにおいて運営委員会・役員会・部会の役割や仕事を整理し、地域
活動協議会の活動が広く地域でコンセンサスを得られるように支援してきました。
基本的な地域活動協議会の運営支援をベースにして、今後は各地域の自律運営レベルに合わせ
た指針を設定し、より踏み出した有効な支援を行う必要性を感じている。

項目
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（平成29年度中間）[様式１－１]

企画提案（事業計画書）等について(受託者等の自己評価) 区の評価及び意見について

２　事業の実施内容（支援策（取組）の内容） ２　事業の実施内容（支援策（取組）の内容）
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提案内容に対する評価及び意見（区記入）
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項目

地域との良好な関係をベースに、各地域が抱える個別の地域課題に即した支
援は有効である。
地域カルテなどの客観的な地域分析資料を活用して、地域課題を地域と共有
した上で、地域と一緒になって解決策を考えながら、外部資源などの専門的な
スキル等も活用し、各地域のニーズに合わせた支援を行ってもらいたい。

地域課題への取組みの進捗に地域差が現れてきている。
各地域の運営レベルに応じた支援の重点計画を地域ごとに立て、取組んでも
らいたい。

『地域活動協議会広報マップ』の制作研修会は他地域の広報活動を知ってヒ
ントとするなど地活協間の情報交換の機会となるほか、マップの制作を通じて
地活協を構成する活動主体同士や他の活動主体との連携・協働のきっかけと
なるとともに、マップの活用により新たな担い手の発掘にもつながると考える。

運営委員会・役員会・部会の役割や仕事の整理、地域活動協議会の活動へ
の地域のコンセンサスを得るための支援は有効である。
地域によって差のある多様な媒体による広報活動の促進のほか、会計担当者
の負担軽減のために、できるだけ多くの人に会計事務に関わってもらえるよう、
また、地活協に期待されている総意形成機能の趣旨について理解を得るよう
に、丁寧に助言指導を行ってもらいたい。

事業者選定時等における企画提案（事業計画書）の概要（受託者等記入）項目

地活協の自律的運営のためには、多様な主体の協働が不可欠であって、各種地域団体などで構成
され、その中核をなす地域活動協議会の運営には大きな意義があります。これまで団体間のタテ割
りを越えたネットワーク型運営を目指し、地域活動協議会の運営プロセスにおいて運営委員会・役
員会・部会の役割や仕事を整理し、地域活動協議会の活動が広く地域でコンセンサスを得られるよ
うに支援してきましたが、今後はさらに柔軟な考えを持って取り組む地域活動のあり方について継続
して指導して行きます。

地域活動協議会形成より5年となり、地域課題への取組みについても地域間に差が顕著に現れ出し
ている。協議組織を上手く活用して柔軟に対処するよう指導して行きます。

形成された地域活動協議会がその活動をさらに発展させていくためには、広報の推進による地域活
動協議会の「見える化」を更に進めるとともに、現役活動層が参加して意見交換できることが必要で
す。
そのため各地域活動協議会が連携してその活動などを地域住民へ周知する目的で、『地域活動協
議会広報マップ』の制作研修会を実施します。
地域住民に準行政的機能として活動する地域活動協議会への理解が深まるように、各地域と意見
交換を交え、以前各地域で制作した防災マップを利活用して広報マップの制作を行います。
また広報マップで周知する事により、新たな担い手の地域活動への参画を促す目的も兼ね、地域ビ
ジョンの実現や課題解決の行動に向けて具体的で深まりのある議論ができるようにします。
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港区の各地域の実情を理解しているまちづくりセンタースタッフが、地域活動協議会の各役員などと
の信頼関係を基に、各地域が抱える個別の地域課題に即した解決策を一緒になって考案していき
ます。
（その支援課題、支援策としては、「５．現時点での支援の実施状況に対する自己評価」を参照）
また地域の課題やニーズの把握から広報や具体的アクションまで、各種地域団体や地域に関わる
企業やＮＰＯの外部資源などを利活用し、その専門的なスキルを地域活動協議会の活動支援に活
用します。
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（平成29年度中間）[様式１－１]

企画提案（事業計画書）等について(受託者等の自己評価) 区の評価及び意見について

３　事業の実施体制等 ３　事業の実施体制等

勤務シフトや休日の地域行事への対応等で、スタッフ全員が揃う機会が限られ
ているものの、メール等の活用により、業務の引継ぎや情報共有を適切に行っ
てもらいたい。

区政会議・課の定例会・合同地域会長会への参加による区の施策理解および
毎週の区担当者との情報交換会での地域情報の共有等は、自律した地域運
営への支援に有効である。

(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
援員の体制に
かかる提案内容

(2-2)フォロー
(バックアップ)体
制等にかかる提
案内容

複数区で事業を受託している大阪市コミュニティ協会による「アドバイザー会
議」での情報交換は有益である。
他区の有効な情報や取組み事例を地域課題解決のために活用してほしい。

項目 提案内容に対する評価及び意見（区記入）

(3)区のマネジメ
ントに対応した
取組にかかる提
案内容

既存の地縁組織に入っていなかったり、地域活動に参加していなかったりする地域住民を巻き込む
仕掛けとして、多様な現役活動層が自由に参加できる広報研修会『地域活動協議会広報マップ』の
制作研修会を実施します。地域住民に準行政的機能として活動する地域活動協議会への理解が
深まるように、各地域と意見交換を交え、以前各地域で制作した津波避難ビルやＡＥＤの設置場所
などの情報を、町会ごとに色分けされた地図に落とし込んだ防災マップを利活用して、新たにこども
１１０番の家や地域の歴史や文化を感じさせるポイント、また地域ならではのお勧め店舗など地域活
動に理解のある商業施設を盛り込んだ情報マップを、それらの方達と広報マップの制作を行う議論
の場とします。広報マップで周知する事により、新たな担い手の地域活動への参画を促します。
その周知方法としては紙媒体での配布は勿論の事、Googleなどのアプリを活用し、研修会で協議し
制作した地域広報マップ情報を、スマートフォンやＰＣなどwebで閲覧出来るようサポートします。そ
の点を考慮して広報マップにはwebに反映出来る情報アイコンを埋め込むなどの手法も行います。
また地域活動協議会の活動を広く地域住民に認知して頂く目的でもありますので、Ａ面では港区全
体での地域活動協議会活動の情報、Ｂ面では各地域（一校下ごとに作成）の情報で構成されたマッ
プを、港区のホームページ上で閲覧しＰＤＦデータも入手活用出来るように、地域活動協議会の認
知度を高めるため区担当課と協力しアップします。

『地域活動協議会広報マップ』の制作研修会は他地域の広報活動を知ってヒ
ントとするなど地活協間の情報交換の機会となるほか、マップの活用により新
たな担い手の発掘にもつながると考える。
また、マップの制作を通じて地活協を構成する活動主体同士や他の活動主体
との連携・協働のきっかけとなるとともに、地活協に期待されている総意形成機
能や準行政的機能の趣旨について地域住民の理解が深まることで地活協の
認知度向上にも効果があると思われる。

(1)自由提案に
よる地域支援の
提案内容
（企画提案書
（事業計画書）
等で受託者が
提案したもの）

項目 事業者選定時における企画提案（事業計画書）の概要（受託者等記入）

・港区区政会議及に出席する。
・月に１度港区役所協働まちづくり支援課（地域活動支援・危機管理グループ・まち魅力創造グルー
プ）の情報交換会（区長・副区長出席）に参加する。
・毎月開催される、全地域の地域活動協議会会長及び地域振興会会長・社会福祉協議会の会長の
合同会議（区長出席）に出席情報収集する。
・毎朝担当課の朝礼に参加、又情報交換会を開催するなど、連携を密にする。
・週に一度水曜日に協働まちづくり支援課地域活動支援と情報交換会を開催する。
・地域福祉情報交換会に参加し、中間支援組織の視点で地域福祉の情報を共有する。

(1)自由提案によ
る地域支援の提
案内容
（企画提案書（事
業計画書）等で
受託者等が提案
したもの）

(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
体制にかかる提
案内容

(2-2)フォロー
(バックアップ)体
制等にかかる提
案内容

(3)区のマネジメ
ントに対応した取
組にかかる提案
内容

大阪市コミュニティ協会が受託している各区のまちづくりセンターのスーパーバイザー・アドバイザー
および専門アドバイザーが「アドバイザー会議」を月１回のペースで開催し、課題によって各区とも現
場の情報交換を行い、有効と思える情報は地域活動に反映し実践する。
また臨時に各区のまちづくりセンターの人数が必要な場合に素早く対応出来るよう協力体制を整え
る。

（スーパーバイザー 1人、アドバイザー　1人、地域まちづくり支援員　３人）
地域課題について問題を現場で常に共有する支援員、区レベルの考えで各地域活動協議会と比
較しながら考えるアドバイザー、区役所や他の行政及び大阪市コミュニティ協会と調整しながら判断
するスーパーバイザーとで段階によって情報共有をし、目標に対して必要な取組（支援策）を行うた
めに充分な事業実施体制とする。
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（平成29年度中間）[様式１－１]

企画提案（事業計画書）等について(受託者等の自己評価) 区の評価及び意見について

４　区の方針・戦略を踏まえた今年度の重点支援策（取組）（５つ以内） ４　区の方針・戦略を踏まえた今年度の重点支援策（取組）（５つ以内）

「開かれた組織
運営」と「会計の
透明性の確保」
の履行の徹底

昨年度も大阪ガス等企業の助成制度や
区の実情に応じた大阪市福祉ボランティ
ア活動助成事業、区社協のサロン活動
支援助成の助成金を活用し、地域福祉
（高齢者福祉、世代間交流）や地域人材
育成等新たな事業を興そうとする地域に
対して概要を説明し、共に地域の事情を
考慮した事業計画を作成してきました。
今年度その助成金を原資に、各々が地
域の方々の協力を得ながら助成事業を
実施していますが、特に港区における
「いきいき百歳体操」の普及の一因にも
なっています。
またNPO法人南市岡地域活動協議会で
は、平成29年度大阪市ボランティア活動
振興基金の「非営利活動法人コミュニ
ティビジネス事業支援」に、体成分測定
器を活用した健康意識向上の事業を企
画申請し補助金を得ており、まちづくりセ
ンターでは、その助成事業の実施に向け
た支援を継続して行ってまいります。

大阪市では、従来から地域の住民団体
が実施する資源集団回収活動を支援す
ることにより古紙等のリサイクルを促進す
る事としており、平成11年度から支援を
行っているが、市の方針として「コミュニ
ティ回収」という新たな手法を用いて、より
一層の資源集団回収の促進を図る事に
なった。
それを受けて地域の自律を促すためにも
支援を続けるまちづくりセンターでは、
「コミュニティ回収」を地域の資源を活か
した新たなコミュニティビジネスとして捉
え、全地域を対象にメリット、デメリットの
事例説明を交えながら研修を実施しま
す。

「開かれた組織
運営」と「会計の
透明性の確保」
の履行の徹底

地域福祉や地域人材育成等の地域課題解決のために、新たな事業を実施す
る地域に対して財源確保のための助成金事業の紹介や事業計画の作成支援
を行い、地域のニーズにあった自律的な地域運営支援を行うことは、有益であ
る。
活用できる助成金情報を適宜、地域に提供するとともに、有効活用ができてい
る先行事例を他の地域活動協議会にも情報提供し、課題解決につなげてもら
いたい。

支援策（取組）
名称

大阪市ボラン
ティア活動振興
基金助成事業、
企業助成金等
を活用し地域課
題解決を図る

重点的に取り組む理由（受託者等記入）

現在、まちづくりセンターのサポートのもと、民主的で開かれた組織運営と会計
の透明性の確保に向けて、適正な議決機関の運営や会計処理、多様な媒体
による広報活動が行われているが、まちづくりセンターのサポートがなくとも地
域が組織運営できるように自律的な運営レベルを高めてもらいたい。また、地
活協の総意形成機能の趣旨についての理解度向上にも努めてもらいたい。

『コミュニティ回
収という新たな
手法』を活用し
たコミュニティビ
ジネス研修会

支援策（取組）に対する評価及び意見（区記入）

現在、大阪市で推進している「コミュニティ回収」を、地域の資源を活かしたコ
ミュニティビジネスとして、全地域を対象にメリット・デメリットの事例説明を交え
ながらの研修会を区と連携して実施することは有効な取組みである。
研修会だけでは理解を得られない点については、引き続き区と連携して、地域
実情にあった取組みのコーディネートを行ってもらいたい。

『コミュニティ回収
という新たな手
法』を活用したコ
ミュニティビジネ
ス研修会

大阪市ボランティア活動振興基金等の助成事業申請に
おいて、地活協構成団体の方々や市民の方達を主に目
的に応じた任意団体が生じる事は、地域活動への新たな
人材確保にもつながり、多様な主体との協働を促す事
で、その活動の幅も広がるものと考えている。
また「いきいき百歳体操」の継続運営については、地域の
会館や集会所、地域サロン等で毎週実施されている事か
ら、継続できれば高齢者向けのプラットフォームとなり、見
守りや情報共有の拠点となり得る。
コミュニティビジネス事業支援枠で助成金を得て体成分
測定器を購入したNPO法人南市岡地域活動協議会で
は、個々が健康に対する認識を高め、総じて港区の健診
率を上げる事業につなげようと考えている。これは要支援
者の増加を抑制し、地域福祉につなげる事業として捉え
サポートして行く。
地域の自律を支援するまちづくりセンターとしては、
地域の実情を踏まえながら適切な情報を今後も提供して
行く。

まちづくりセンターでは、地域活動協議会の自律的な地
域運営の為に、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・指導を地域の実情に即して行ってき
ましたが、地域の資源を利活用しながら地域の課題解決
や目的の原資となり得るコミュニティ回収が、現状実施さ
れていない港区に定着して行くようにまずは地域に理解
して頂く。
また地域コミュニティ作りの一端として資源集団回収を実
施する地域には、コミュニティ回収との両立も図る必要が
あり個別の対応も図る。

各地域活動協議会の認定要件及び補助
金交付の基準に関する要綱を説明しそ
の履行の徹底を促す。
(1)運営委員会、(2)部会、(3)事業の実
施、(4)法令の遵守、(5)説明責任につい
て。

支援策（取組）名
称

支援策（取組）の内容（受託者等記入）

地域活動協議会の事務局機能充実に向け、改めて区長
が認定する地域組織である事を認識させ、開かれた組織
運営、会計等の透明性確保に向けた助言・指導を行う目
的で実施します。
それぞれの地域の実情を踏まえて、押さえるポイントに
沿った説明と指導を個別に行う事で改善につなげる。

大阪市ボランティ
ア活動振興基金
助成事業、企業
助成金等を活用
し地域課題解決

を図る
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（平成29年度中間）[様式１－１]

企画提案（事業計画書）等について(受託者等の自己評価) 区の評価及び意見について

高齢者食事サービスから地域食堂への事業再構築を行った田中食堂は、新
たな地域コミュニティの場の形成および担い手の確保につながった事例とし
て、他の地域活動協議会にとっても有益な情報であり、これまでの事業にとら
われない新たな発想によって地域課題の解決を図る参考となる。
新たに食堂の運営に取り組む地域も出てきており、それらの情報を他の地活
協に提供し、取組みに関心のある地活協に対してその地域の実情に合った取
組みの支援を行ってもらいたい。

高齢者食事サービススタッフの高齢化に
よる担い手不足の問題解決のため、新た
な担い手を確保して、こども食堂の要素
も兼ねて実施している地域ふれあい型
『田中食堂』の安定した運営のための助
言・指導を行う。
また、『田中食堂』と同時開催する幅広い
年齢層が世代間交流を図る「すまいるひ
ろば」での取り組みについて、企画実
施、担い手確保等についても助言・指導
を行う。
さらに、『田中食堂』についての情報を他
の地域に提供する。

現行の事業についての課題を検討し、地域課題に対応
する事業に再構築した地域ふれあい型食堂である『田中
食堂』の事例は、他の地域にも参考になるため、この取り
組みを折にふれて他の地域にも先進事例として紹介し、
次年度予算計画に反映するように全地域へ働きかけてい
くことは、地域の実情にあった事業を検討する機会とな
り、地域課題の解決につながる。

地域ふれあい
型

食堂『田中食
堂』

の実施と他地域
への展開

広報研修会
『地域活動協議

会
広報マップ』

地域ふれあい型
食堂『田中食堂』
の実施と他地域
への展開

広報研修会
『地域活動協議

会
広報マップ』

『地域活動協議会広報マップ』の制作研修会は他地域の広報活動を知ってヒ
ントとするなど地活協間の情報交換の機会となるほか、マップの活用により新
たな担い手の発掘にもつながると考える。
また、マップの制作を通じて地活協を構成する活動主体同士や他の活動主体
との連携・協働のきっかけとなるとともに、地活協に期待されている総意形成機
能や準行政的機能の趣旨について地域住民の理解が深まることで地活協の
認知度向上にも効果があると思われる。そのための適切な助言・指導を行って
もらいたい。

各地域活動協議会が連携してその活動
などを地域住民へ周知する目的で、『地
域活動協議会広報マップ』の制作研修
会を実施します。
図上訓練で練り上げた防災マップをベー
スに、地域活動協議会が実施する事業
の場所や情報を掲載し、「こども110番の
家」など地域住民にとって必要な情報も
各地域と協議をしながら進めて行く場（研
修）とします。
Ａ面を港区全体、Ｂ面を各地域の情報面
に掲載する。

地域活動協議会が形成されて5年目となりますが、まだま
だ地域の認知度は低いと思われます。
地域住民に準行政的機能として活動する地域活動協議
会への理解が深まるように、各地域と意見交換を交え、以
前各地域で制作した防災マップを利活用して広報マップ
の制作を行う。
広報マップで周知する事により、新たな担い手の地域活
動への参画を促す目的。
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（平成29年度中間）[様式１－１]

企画提案（事業計画書）等について(受託者等の自己評価) 区の評価及び意見について

５　現時点での支援の実施状況に対する自己評価（受託者等記入） ５　現時点での支援の実施状況

■地域課題への取組
・各地域模擬店出店などの実施支援。

・コミュニティ･ビジネス及びソーシャル･ビジネスの促進に向けた取組みのために必要な原資獲得に
向け、大阪市ボランティア活動振興基金や区の実情に応じた助成事業にかかる磯路、南市岡、田
中、築港地域の助成事業実施計画や申請のサポートを行った。

・南市岡地域活動協議会の大阪市ボランティア活動振興基金「コミュニティビジネス事業支援」枠で
助成事業実施計画及び申請の支援を行い、助成金（100万円）を獲得（百歳体操に活用出来る体成
成分計測器を購入済）し、計画通りに事業を展開できるよう、各地域へ紹介するなどのサポートをし
ている。
地域が港区の検診率をあげる為に検討していた体成成分計測器購入に助成金が活用出来たこと
は、地域福祉の観点からも地域にとって大きい。

・広報みなと配布事業参入の８地域に対する税処理などのサポート及び事業履行の支援をしたこと
で、各地域大きな問題もなく実施できている。

・三先地域活動協議会へ地域収益事業事例の紹介を行い、将来的に南市岡地域朝市などとの連
携につなげるように指導・助言を行っている。

・弁天地域活動協議会・青少年部会のＮＰＯ法人化で、子どもや地域福祉に特化した自主事業の取
組み及び委託事業等への参入を図る為の説明会をし、無理なく法人化できるよう適切な支援を行っ
ている。地域活動協議会の主な役員に対し、法人化のメリット、デメリットなどを地域の状況に照らし
て説明し、一定の理解も得られていることから今年度中の申請も考えられる。無理なく法人化を進め
る上で、こどもの育成に特化した青少年部会単独の法人化を勧めた当センターとしても、他への参
考事例となるよう期待している。

・将来的に法人化をめざす港晴地域活動協議会に対し、収益事業の事例などを紹介している。

・磯路地域活動協議会に対しては、地域福祉に特化した団体を形成し、ＣＢ化の促進で運営可能な

　
  地域に寄り添いながら、各地域の実情に合わせた適切な支援を行うことで、
地域からの厚い信頼を得ている。

■つながりの拡充
・港区全地域で展開する「いきいき百歳体操」の場を、高齢者を対象とする地域福祉の拠点と位置
付け、地域活動に関心の薄かった人などへの情報提供の場となり得る事から、早くから着手し安定
した運営を行っている市岡地域の百歳体操の取組みなどを、支援員を通して各地域に紹介してい
る。
安定した運営が地域高齢者コミュニティの場作りにつながると思われる為、他地域の活動状況も含
め継続して情報を提供する事は有益と考えている。

・「田中食堂」「カレーまつり」「しあわせ食堂」などの新規事業について、各地活協担当者などに情
報提供や視察を呼びかけている。地域課題解決の為の参考事例として紹介しつつ視察を促してい
る状況であるが、柔軟な発想による事業の見直しなど、来年度の事業計画を作る上で良い検討材料
になるものと思われる。

・「桜通りde桜まつり」実行委員会の運営支援と財源確保に関するサポートをし、４月に６校下からな
る地域活総協議会と各種団体が連携し、第三回目となる桜まつりを実施。桜並木の維持管理という
地域課題を、市民活動で解決しようという取り組みが定着しつつある。

(1)現時点での
支援の実施状
況に対する自己

評価

■地域課題への取組

・模擬店出店、助成金活用、広報みなと配布事業の履行支援等の地域実情に
あった自主財源確保のための支援を適切に行っている。

・弁天地域におけるこどもの育成支援に特化した青少年部会単独のＮＰＯ法
人化に向けた動きに合わせて、その理解を進めるために地域活動協議会の役
員等へ法人化のメリットやデメリットの説明を行うことで、法人格取得の意義や
テーマ型活動への理解を促し、地域実情にあった形での無理のない適切な法
人化の支援を進めている。他の地域についてもそれぞれの地域の実情にあっ
た法人化に向けた段階的な支援を行っている。

(1)現時点での支
援の実施状況に
対する自己評価

■つながりの拡充

・「市岡地域の百歳体操」「田中食堂」「カレーまつり」「しあわせ食堂」等の先行
事例の情報提供や視察への働きかけは、他の地域で同様の取組みを促し、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や新たな活動主体の
参画につながることが期待できる。引き続き情報提供や視察の実施により具体
的な取組みにつなげてもらいたい。

・「桜通りde桜まつり」の継続的な支援により、桜並木の維持管理という地域課
題を市民活動で解決しようという取組みとして定着しつつあり評価できる。

項目 自己評価（受託者等記入） 項目 評価及び意見（区記入）
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（平成29年度中間）[様式１－１]

企画提案（事業計画書）等について(受託者等の自己評価) 区の評価及び意見について

■弁天地域：地域ニーズに応じたＮＰＯ法人化
・中学生を対象とした育成支援を目的とするＮＰＯ法人の設立をめざす、地活協の青少年部会に助
成事業やコミュニティビジネスなどの取組み方等の勉強会を実施したが引き続き、設立に向けての
勉強会の実施や、新組織が地活協内での充分な理解を得て地域にとっても有益な組織となるよう
に、今年度中に青少年部会単独のＮＰＯ法人化に向け諸準備の支援をし、法人申請に着手する。
・他の役員にも法人格取得の為の説明会等開催を働き掛け、依頼があれば随時対処する。

【地域実情に応じた支援の実施】

■波除地域：会計役員の人選に伴う体制（円滑な会計運営を図る）作りへ向けた支援。
・事務局機能の充実に向け、地域活動協議会認定要件の説明を通して、改めて区長が認定する地
域組織である事の認識を深める。
・開かれた組織運営、会計等の透明性確保に向けた助言・指導を行う。
・新しい会計役員との良好な関係は構築されており、連携をしながら事業計画と適切な会計処理を
行う。

■組織運営

・地活協形成より５年目となり、地域実情に即した各事業の見直しを図れるように支援している。

・運営委員会、役員会や部会会議など、地域ごとの実情に応じて実施のサポートを行った。

・各地域、会計監査内容の再確認等、地域活動協議会認定要件説明会を通して適切な指導を行っ
た。

・地活協自体の税務処理について、講師謝礼など源泉徴収やそれに該当する事業などの検証を行
い、担当課とも協議をしながら適切な処理に務めた。
・ホームページ、フェイスブックを有益に活用されるよう引き続き指導をしている。徐々にではあるが、
webを活用した有益性に地域も認識が広がりつつある。

・磯路地域活動協議会の地域広報紙をweb印刷（前年度広報研修会）活用でカラー紙面にし、全戸
配布。地活協の広報分野の充実を図る為に良い例となったが、企業広告枠を設ける下準備にも
なった。

組織運営

・運営委員会・役員会・部会会議の実施や多様な媒体での広報活動、税務処
理等のサポートにより議決機関の適正な運営と会計の透明性の確保に努めて
いる。

・各地域の監事監査内容の再確認等の指導は地域活動協議会認定要件の理
解を深めるのに有効であった。

・企業広告枠を設ける広告事業の取組みの支援も積極的に行っており、成果
を上げている。

・上半期に行ってきた支援については一定の成果を上げており、下半期も引き
続き積極的な支援が行われることを期待している。

・各地活協における自主財源の確保の取組みや、地活協を構成する活動主体
同士や他の活動主体との連携・協働の取組み、多様な媒体による広報活動な
どについては地域によって進捗に差が現れてきている。そういった状況を踏ま
え、各地域の現状や課題に即した支援内容が示されており、各地域の自律的
な運営レベルや地域実情に応じて、地域がそれぞれの課題解決を行いながら
ステップアップできるよう、助言・指導を行ってもらいたい。

・その際、各地域における成功事例を情報共有する機会を設けるなど、先行的
な取り組みが区内全地域へ広がるよう、支援を進めてもらいたい。

■磯路地域：事業内容の改善や地域（こども）食堂等新規事業支援と、地域福祉活動の原資となる
助成金等の情報提供を継続して行う。
・「田中食堂」「カレーまつり」「しあわせ食堂」「三先ハッピーハロウィン」などの新規事業の情報提供
を含めた視察を実施する。
・「コミュニティ回収」を活用したＣＢの取組みを実施出来るよう支援を行う。
・「桜通りde桜まつり」実行委員会の運営支援と財源確保（助成金）に関しては目標に達した。
・現状毎月発行全戸配布の地域広報紙に、企業広告枠を設けるための支援（磯路地域、毎月発行
地域広報紙の企業広告枠獲得など）を行い、今年度中に契約を結び財源獲得策として他地域にも
紹介する。

■南市岡地域：ＮＰＯ法人事業運営の適切なアドバイスと事務局の設置支援。
・今年度地域こども食堂運営については区の実情に応じた大阪市ボランティア活動振興基金を有効
に活用している。
・同基金のコミュニティビジネス事業支援枠で助成金を獲得し体成分測定器を購入。それらの事業
企画・計画及び申請支援をしたが、今後区民が健康に対する認識を高め、総じて港区の健診率を
上げる事業につなげ、申請時の２９年度事業計画に沿った展開が出来るようるサポートを行う。
・他区の地域活動協議会も含め、多様な主体との連携も図り事業運営出来るよう支援をする。
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（平成29年度中間）[様式１－１]

企画提案（事業計画書）等について(受託者等の自己評価) 区の評価及び意見について

■三先地域：自主財源獲得のための事例紹介や実施支援。
・南市岡地域の朝市など収益事業の情報共有を行い、事業化に向けた支援を行なっている。
・コミュニティ回収などの地域資源を活用したコミュニティビジネスの理解を得られるよう務める。
・昨年より実施している「三先ハッピーハロウィン」事業を地域活動デビュー事業として定着を図る。ま
た
本事業での「こども１１０番の家」訪問を活かし、『地域活動協議会広報マップ』に「こども１１０番の家」
情報を反映させる。

■池島地域：「池島ふれあいまつり」協力スタッフなど、新たな担い手の発掘。
・「池島ふれあいまつり」のような大規模なイベントを擁する地域ではあるが、地域活動協議会の事業
などに参画する担い手が不足している為、地域住民に向けて地域活動協議会活動のＰＲを行う。
・その策として広報研修会を開催し、『地域活動協議会広報マップ』を制作し、その周知の素材とし
て活かせるよう支援する。

(2)上記を受け
た、年度後半の
支援についての

考え

(2)上記を受け
た、年度後半の
支援について
の考え

■八幡屋地域：地活協開かれた運営・体制作りへの支援。
・今年度改めて「地域活動協議会認定要件の説明」を機に事務局機能充実に向け、区長が認定す
る地域組織であることの認識を深め、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
を行った。
・執行部の認識・理解度に不安が認められる部分については、補助金を活用する協議体としての履
行義務は引き続き求めて行く。

■港晴地域：事業内容の改善や新規事業支援の助成金など情報提供。
・今年度より地域活動協議会執行部が新体制となり、まちづくりセンターでは旧役員とも協議をしな
がらサポートを行っている。
・それに伴い今までの事業の見直しの検討や無理なく地域の実情に即した運営が出来るよう続けて
支援を行う。まずは地域の実情に合った適切な事業予算計画の作成が出来るようサポートする。

■築港地域：地域活動などを広く住民へ周知するための広報支援。
・今年度まちづくりセンターのサポートで、地域活動協議会のホームページを開設した。
・NPO法人と連携した夏休み期間の地域の子どもの学習支援や地域の食堂と連携したコミュニティ
レストラン「しあわせ食堂」に取組むといった多様な活動主体との連携はできている。一方で、広報発
信が課題であるため、現行の広報紙と併せてホームページや研修会で作成する「地域活動協議会
広報マップ」の活用により、広報活動を充実させる。

■市岡地域：百歳体操などを始めとする地域福祉事業の有益な運営支援。
・体操が毎週１回固定の場所で実施される事から、定期的に集う地域の高齢者向けに、防災、防
犯、また福祉に関するきめ細やかな情報提供を行う場を作る。
・百歳体操を早くから実施していた市岡では既に参加者から指導スタッフが育成されており、この先
行事例を共有する事で、「百歳体操連絡会」のような場の形成や更なる人材の育成につなげる機会
をサポートする。少なくとも今年度中に、数地域の運営連携を模索する。

■田中地域：「田中食堂」など新規事業への取組みを多角的にサポート。
・今年度従来の食事サービスとふれあい喫茶事業にこども食堂の要素を加え、新たな地域活動協議
会の事業としてスタートした地域ふれあい食堂は、スタッフの高齢化や広く地域の方を対象に補助
金を有益に活用するため、まちづくりセンターと協議をしながら進めたもので、継続して地活協らしい
この取組みの周知に努め先進事例として情報の発信を行い、他地域での取組みにつなげていく。
・田中食堂開催時にこどもの遊び（学び）場を併設する為、原資となる補助金獲得のサポートを行っ
た。
・港区の他地域へ田中食堂の取組みを、来年度の事業計画作成の参考となるよう、会計説明会など
を通して情報提供を行う。
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