
（平成30年度中間・期末共通）[様式１－１]

事業の実施状況等について
【　　西区　　】　　（受託者等：有限会社ケース　）

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）

(1)「Ⅰ　地域課題への取
組」についての分析

(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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）
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【区の東部エリア】
各地域の考え方や組織体型、マンション形態(建設時期、分譲、賃貸、ファミリーや単身タイプ、地縁団体への参画
の有無等)や民間団体等（NPO・企業）の集積や地域との関わり等を鑑みて支援を行う必要がある。
また、開かれ安定した組織運営や地域活動実績があるなか、近年乱立するマンション住民とのニーズに生じる
ギャップを地域と協働することで緩やかに紡ぎ、新たな住民参加・参画のアプローチや団体間ネットワークを形成
する。

【区の西部エリア】
長年地域に居住している住民や中小企業、商店が多く、地域連携が図られている。しかし、地域全体の高齢化や
地域活動の担い手が不足しており、地域資源を活かした魅力発信や誰もが関わる防災活動等によるネットワーク
づくりや活力の向上、また、民間活力等を使い新たな資金の確保を通じて、自律的な活動につなげていく必要が
ある。

【各地域に合わせた柔軟な支援策の共有】
「公共」が担う考え方が変化するなか、今まで培ってきた人と人の「つながり・きずな」などのご近所の再生も必要と
なっている。地域が取り組むべき課題へ、市や区、民間の支援策も交えた協働のありかたの整理と共有『見える
化』が重要となる。
　地域と行政(まちセン含む)との双方向の理解のもと支援を進めなければ、一方的な支援や要求(依存)の関係と
なることも踏まえ、お互いの役割を整理してアプローチしていく。

つながりの拡充については、担い手の不足が全ての地域で見られるため地縁団体への参加・参画を促す広報面
での支援や防災などのわかりやすいテーマで多世代を巻き込めるよう支援していくことが地域ネットワークを強化
していくために必要である。電子媒体については担い手の年齢層が高いこともあり概ね不得手であるため、担い手
育成とと共に運用を支援していく必要がある。

組織運営については、地域活動協議会が全ての地域で基盤づくりが完了し、議決機関の適正な運営は行われて
いるものの会計事務については自立的な運用を目指してまちづくりセンターの助言を受けて行っている状況であ
る。構成団体加入や役員交代がスムーズに行われ組織継承がうまく行われるよう支援していく必要がある。法人
格の取得については一部地域で実施されているものの、他の地域では法人格取得の意義は一定理解できており
ＣＢ/ＳＢへの関心はあるが組織体制の変更へ至っていない。
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（平成30年度中間・期末共通）[様式１－１]

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】
（※）Ⅱ・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）支援状況（実績）

（下段）支援状況に対する区の意見
○地域ニーズを迅速に把握した支援を実施。
▶地域派遣型支援員体制：5地域で形成
▶研修会の実施：10回(8月・1月は個別対応)
▶全地域への支援：事業担当者や会計、地活協事務員等への自律
化に向けた支援を随時実施。

・年間を通して日常の支援等により地域の特性やニーズ把握がな
された。
・定期研修会及び都度における会計担当者等への支援が実施され
た。

○アドバイザーと地域支援員の地域に密着した支援のもと、担い
手育成と、構成団体活動を含めた自立した活動や会計、運営に繋
がっており、随時状況の把握が日常の支援を行う過程で相互でで
きている。
○地域支援員に対して行う研修内容などの情報を全地域に共有、
個別支援をすることで地域課題の共有に繋がっている。これらより
得られた地域のニーズを生かし、勉強会や見学会などの実施、意
見交換会につなげ、支援の幅を広げた。

・地域派遣型支援員体制等により、地域ニーズ等の的確な把握に
より、自律に向けた支援が効果的に実施されている。

・地域カルテの更新にあたり、まちづくりセンターがもつ地域情報は
有効であり、さらに、統計データの分析、地域での共有イメージも区
が求めるものになっており評価できる。
・区役所におけるマンションコミュニティ施策のとりくみに対して、有
効な情報提供等となった。

○広く住民への情報発信（つながり）が行われ、各地域の広報の企
画・作成段階でまちセンに声がかかっている。
・広報紙発行に向けた意見交換の場などでファシリテーションする
機会が増え、効果的な広報活動に繋がっている。

○「ひと と ひと」を提供したことで、区民へ活動の周知が進み、参
加促進への支援が行えた。
・地域とマンション居住者の接点を持つきっかけができ、同時にま
ちセンと地域の間に相談できる関係が構築できている。

○地域の課題解決に向けた動きがある中、各地域の目的に合わ
せた事業相談や広報支援等について、地域自身がまちセンに相談
する関係が出来ている。
・九条北地域では、地域防災の啓発に当たり、地域住民により広く
迅速に地域情報を伝える方法について相談を受け、”LINE＠”を提
案し試験的に導入した。合わせて、登録を促すために地域と相談
し、地域の緊急連絡先を掲載した広報物をまちセンが作成し、地域
に提供した。

○これまでのまちづくりセンターの支援を踏まえて、地域活動協議
会の構成団体からまちセンに相談が出来る関係が構築され、支援
の幅が広がった。
・西区女性会は各地域の地活協を構成する主要な団体であり、女
性会担当者からまちセンへ広報の取り組みへ参加要望を受け、地
活協の支援を包括した広報を支援を行った。
・女性会担当者へ今後の研修会等へ地域公共人材の活用に向け
た説明及び手続きについて支援を行い、２月開催の研修会にて活
用に至った。

・地域派遣型支援員配置以外の地域においても、地域ニーズや課題の把握状況
に問題はなく、支援もスムーズに進められている。今後は、さらなる地域活動協議
会の自律に向けた支援について、区と連携して支援構築を行ってもらいたい。

○地域が取り組むべき課題について、市や区、民間の支援策も交えた協働のあり
かたの整理を行い合わせて、ファシリテーション手法を用い、連携協働、ネット
ワークづくり、活動推進等の支援を行う必要がある。
○また、客観的視点のデータ(人口、経済等)の重要性も指摘されており、西区の
居住者の9割を締めるマンションの実態把握等も含め、まちの変化を見える化し
共有することで新たな地域課題テーマを見出していくことも重要になる。

○地域の想い描く将来ビジョンと支援メニューとのマッチングを行う
共有物として活用できている。

〈実績例〉
●事業計画変更
・九条北地域 ：九条北ﾊｲｷﾝｸﾞ→九条北社会見学
・千代崎地域：敬老会→千代崎社会見学
●新規事業追加
・千代崎地域：わくわく学習会を新規事業追加

・事業者による分析は妥当である。
・統計データから見える地域の姿を地域内で共有でき、より一層課題解決に繋げ
る仕組みを構築できるように支援に活かしてもらいたい。

（上段）左記の支援効果
（下段）支援効果に対する区の意見

○

事業者選定時における企画提案（事
業計画書）の概要

①地域に合わせた広報活動強化支援（広報
紙、WEB活用等）
・地域課題やニーズに応じた、広報活動の強
化
・課題や広報物配布ターゲットの整理、目的
整理のためのファシリテート
・広報の作成（ビジュアルや構成）やWEB活用
支援
・地縁団体やNPO、企業との連携、協働した
広報
・マンション住民や管理組合、管理会社等に
向けた広報
・予算決算や議決事項等の地活協の運営透
明化に向けた広報

（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

○地域派遣型支援員のいない地域や運営費を活用した地域（地域事務員）との
連携をよりはかることで、全地域における各事業担当のスキルアップを行うことが
でき、中間支援組織が無くなったあとの自律的な運営体制の継続や地域課題の
共有、解決に結びつくようになると考える。

○地活協の広報媒体の他に、地域にはさまざまな広報手段があり、相互連携を
することでより効果的な発信につなげていくことも考えられる。また、分譲マンショ
ン住民は、活動への参加・参画意向が高い住民もおり、より多くのマンションで実
施していくことが望まれるため、地域との連携・協力が不可欠である。
(今後、特に支援する広報)
・ 地縁団体やNPO、企業との連携、協働した広報
・ マンション住民や管理組合、管理会社等に向けた広報
・ 予算決算や議決事項等の地活協の運営透明化に向けた広報

○地域にあった広報支援のあり方
・広報作成に求められる能力の高度化や複雑化に適応するには課題が多く、新た
な人材の発掘や担い手の確保といった課題と合わせて解決する必要がある。ま
た、担い手が育成できていない地域は、広報担当者の退任に合わせ広報活動へ
の支障も懸念されている。
・継続して定期的に情報を発信する意義を地域が理解し広報の体制を整えていく
必要がある。また、目的にあった情報媒体を地域に合わせて提供、運用支援をし
ていく必要がある。

・分譲マンション住民の活動への参加・参画は区の課題であり、地域と連携した大
型分譲マンションへのアプローチは効果的である。さらに、他地域との事例共有
や取組みの拡大や、地活協の構成団体への支援についても取り組んでもらいた
い。

・継続した地域広報の発行支援と、地域からの突発的な支援要請
にも対応している。
・イベントや状況に応じた支援のあり方等、柔軟に対応が出来てい
る。
・WEB活用支援や地活の構成団体（女性会）に対して、新たな支援
の展開がはかられた。

②地域と区、民間の連携・協働（支援の共
有・見える化と活動推進支援）
・地域ニーズを捉え支援方針をまとめた「地域
カルテ」を活用
・各地域ニーズに応じた課題解決に向けた取
り組みについてファシリテーション手法等を用
い、連携協働、ネットワークづくり、活動推進
等の支援

項目（※）
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①地域ニーズに応じた運営（課題の共有と
担い手育成支援）
・地域派遣型支援員体制を継続実施
・地域支援員の配置要件の無い地域は、事
業担当者や会計、地活協事務員等と情報共
有を実施
・支援員や地域の事務員等の運営の担い手
を対象に研修会(月1回程度)を開催

・継続した支援により、地域自らが新たな参加・参画に向け広報活
動を行う機運が高まり、結果として実績に繋がっている。また、効
果的な広報が実施できるようにフォロー支援も行うことにより、地域
おける意見交流の場の設定等、広報にとりくむ地域の自律化にむ
けた動きは評価できる。
・新たな支援のとりくみとして、WEBの活用に至ったことは評価でき
る。
・既存の地活協への支援だけではなく、構成団体である女性会に
対しての支援は、今後の地活の更なる自律にむけたきっかけづくり
となり評価できる。

・区と連携、協働し地域カルテを更新した。
・区が進めているマンションコミュニティ施策に対して、まちづくりセ
ンターが保有する情報が提供された。

○地域の様々な意見や状況、人的資源、課題、地域内ネットワー
ク等を事業支援やヒアリング、意見交換等を行う中で、支援方針を
まとめた。
▶「全地域の現状分析と今後の支援方針」(地域カルテ)を作成(区と
共有)
▶人口動態について分析（地域活動協議会会長会（９月実施）にて
配布）

○防犯・防災担当課、きずなづくり課などと連携へ
・各地域の防災訓練
・マンションコミュニティに関する情報提供
・区政会議における研究提案協力
・西区役所によるマンション施策会議等への積極参加

○幅広い情報発信と情報の整理
・各地域のニーズに応じた地域広報発行へ支援を実施
・区民から問い合わせなど反響のある地域活動紹介冊子「ひと と
ひと」をHP掲載およびQRコードによる情報アクセスの簡易化を実
施
・夏祭り・盆踊りなどの地域活動情報を整理、明確化
・西区地域支援課発行「地域活動や町会活動の発信チラシ」の作
成協力

○地域活動紹介冊子「ひと と ひと」を提供
・地域が増刷しマンション居住者へ別個配布を行った。（広教地域）
・掲載内容の見直しを行い改訂版の作成

○地域にあった広報支援
・靱公園ばら園コンサートを開催に当たり、まちセンが広報に関して
ファシテートし支援を行なった。（靱地域）
・新規事業　九条北地域がこども食堂の広報支援（九条北地域）
・防犯・防災まちづくりの周知・啓発を図るための広報支援（九条北
地域）
・地域情報をより迅速に伝えるツールとして”LINE＠”の提案（九条
北地域）

○西区女性会の研修会を支援
・西区女性会の広報紙（ウエストウーマン）の作成に向けたWS運営
やファシリテート、作成支援を実施。
・来年度以降の、地域公共人材の活用等について説明

〈広報支援例〉左から順

・九条北こども食堂テラキッズ

・バラ園コンサート

・西区女性会広報誌ウエストウーマン
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（平成30年度中間・期末共通）[様式１－１]

○窓口への直接的な問合せは決して多いとは言えないものの地域団体や住民か
らの問い合せ先として機能はしている。様々な活動でブース出店するなど、積極
的に出張窓口を開設し、窓口の活用を呼びかけていくことも必要である。

引き続きの対応等を実施してもらいたい。

○西区内の活動団体や一般住民から、地域活動などの問合せも
あり、必要に応じ地域へマッチングを行っている。

③西区まちづくりセンター開設業務
・区役所開庁時間にセンターの開設
　⇒各地域活動協議会の支援窓口
　⇒住民や地域団体、子ども会や福祉活動、
NPO等のサポート窓口

○
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○

○

○まちづくりセンターを事業計画どおり開設することができ、支援窓
口として取り組むことが出来た。

当初の事業計画どおり開設出来ている。

○他区の取り組みを視察及び、報告会、座談会を開催
▶勉強会の実施：4回（12月,1月,2月）
▶参加者：７地域（未参加の7地域は、後日内容の説明情報提供を
実施）　　　　　　+社会福祉協議会
・第1回　視察　港区南市岡ふれあい朝市（防災の先進的事例の視
察）
・第2回　視察　東成区中本地域ひだまり学習支援（こどもに対する
取り組み事例）
・第3回　視察　港区田中地域田中食堂（担い手確保の先進的事
例）
・第4回　視察報告会及び座談会

・区の様々な会議への出席や、さらに区における新たな取り組みに
伴う意見交換会等への参画などにより、新しい繋がりづくり等を展
開した。

事業計画どおりに窓口開設を行うなかで、様々な問い合わせ対応
や、地域とのマッチング等が丁寧に対応されている。

・防災をツールとしたネットワーク強化支援が他地域への広がりを
含めて実践されている。
・新たな手法の導入（WEB活用）の支援がなされた。

・継続した防災の観点からの支援、ネットワーク強化支援の両面で
の支援が実施されており評価できる。
・地域において、新たな手法（WEB活用）が実施されるに至った支
援は評価できる。

・事業者の分析は妥当である。
・引き続き、新たな住民の参加や団体間ネットワークの強化及び構築にむけ、さら
に、西区の課題であるマンション管理組合や企業等への働きかけの支援を実施し
てもらいたい。

②地域ネットワークの強化支援･･･地縁団体、
企業、マンション等のつながり
・誰もが関わる防災をきっかけとしたネット
ワークづくり
　(行政、マンション住民、学校、企業、商店
街、地域団体、他地域との連携)
・自主財源確保のための連携、協働
・新たな事業展開、事業の強化による連携
・マンション管理組合や管理会社への積極的
アプローチ

○誰もが関わる「防災」をきっかけに、地域内外のネットワーク強化
体制づくりへの支援や具体的な防災訓練メニューの提案等を行
い、課題の明確化と共有できるように支援している。

○マンションの実態、課題を把握するために、区の担当者と意見交
換を行っている。特に、今年度実施予定のマンション管理組合・管
理会社への意見交換に向けた体制を区担当者と協議しながら調整
を行った。
▶西区安全なまちづくり推進協議会
　主催「マンション管理組合合同意見交換会」ブース出展
▶西区区政会議（7月、10月、11月、1月)

○防災の高まる機運に対し各地域支援を行った。
・明治地域：西区防災担当者と連携した防災研修
　　　　　　　　※防災担当者と連携
　　　　　　　 マンションコミュニティを対象にした体験型防災訓練
　　　　　　　　※ 境壁の蹴破り体験の立案
・九条北地域：地域情報（避難所の開設情報等）を迅速に発信する
ツールとして”LINE＠”の導入

○勉強会を通じて先進事例の紹介
・第1回勉強会(視察)　港区南市岡ふれあい朝市（防災の先進的事
例）
・第4回勉強会　視察報告会及び座談会

○多くの住民の関心度の高い防災をテーマとした取り組みを継続
することで、マンション住民や企業などのこれまで以上の地域活動
への参加が見込まれる。

○防災をきっかけとした体験型の防災訓練は、マンションコミュニ
ティへのアプローチの手法として今後もモデルケースとして効果が
見込まれる。

○より円滑な情報発信媒体としてSNSの導入は有効であるが、実
施間もないことから今後とも地域と共に運用を検討している予定

○防災活動は、備蓄の確認や緊急時の体制づくり、災害用品の体験、先進事例
の勉強など数多くのメニューがあり、単発の活動ではなく、長期的な視野をもって
活動をすることによって理解が深まる。また、全ての住民や団体、地域に関係す
るテーマであり意見交換や訓練を積み重ねるとこによって、新たな住民の参加や
団体間ネットワークの強化、構築にもつながっていく。

○地域内の情報ネットワークの構築としてSNSの導入は一定の効果は見込まれ
るが下記の懸念事項について運用ルールの整備や議論が必要である。
・スマートフォンの所持などによる情報の格差が広まる点
・情報の責任などの体制整備の点

②まちづくりセンターと地域の協働による広
報
・まちセンの支援内容や地活協、地縁団体の
活動など地域と協働で多様な媒体を使って広
く住民に広報を行う。特に、マンション住民や
地域活動につながりの薄い住民、管理組合、
管理会社等へのアプローチを地域と協働で
検討、実施する。
（例）
フェイスブックの運営/定期広報物の発行（区
内各所に設置）
区役所掲示板の活用/地域紹介冊子の活用
（案）
・区と連携した転入者パックを利用した広報

○多様なテーマ設定の勉強会や情報共有会、講演会等を開催し、各地域間の課
題や取り組みについての意見交換や他地域の先行事例を学ぶとともに、同じ悩
みを持つ地域間の情報共有と連携を図り、地域のネットワーク拡大へとつなげれ
た。
今後、参加者をより広げる為に、地活協の委員に限らず、地縁団体や区内で活動
している団体、マンション住民や組合、企業などテーマにより呼びかけを行い、
様々な立場からの意見を共有する必要がある。
（テーマ案）
・ 担い手の高齢化、不足（担い手育成）・法人化・マンションとの関係づくり・広報・
防災
、 地縁団体の活動強化、子どもの支援　　　など
・視察は好評であり、中でも事業従事者自らが地域の背景や事業会用を丁寧に
説明を受けたうえで、視察先の関係者から得られる素直な意見は視察参加者に
与える刺激が大きく、今後各地域の取り組みを発展させる効果は見込まれる。

・情報共有会・勉強会については、様々な地域課題の解決にむけて地域自らが地
域活動への参加・参画を行うための効果的な手法や成功事例、さらに、マンション
コミュニティ課題等のとりくみについての具体実践的な内容の構築をはかってもら
いたい。

○マンション管理会社や組合、住民へ地域活動を周知していくことは重要であり、
各地域の課題意識や共有なども並行し、区や地域と協働でアプローチしていく体
制づくりを目指す必要もある

・引き続く積極的な各種会議への参加と、区の重要政策となっているマンションコ
ミュニティ課題へのアプローチにむけたとりくみを実施してもらいたい。

○

③多彩なテーマの情報共有会・勉強会の開
催･･･地域間のつながり
・多様なテーマ設定の勉強会や情報共有会、
講演会等を開催
・参加者は、地縁団体や区内で活動している
団体、マンション住民や組合、企業などテー
マにより呼びかけを行い、様々な立場からの
意見を共有する。
  （テーマ案）
・担い手の高齢化、不足（担い手育成）・法人
化・マンションとの関係づくり・広報・防災
・地縁団体の活動強化

○

④多様な主体の意見交換会等に参加、参
画・・・新しいつながり
・ 西区や社協、西区安全なまちづくり推進協
議会などが主催の意見交換会などに積極的
に参加・参画し、地域活動のPRや新しい繋が
りづくり等を検討する。特にマンション管理会
社など地域だけではアプローチが難しい団体
との繋がりづくりを積極的に行う。

○平成31年度は、これまでの支援を通じて得られたテーマや課題
に対するアプローチとして、勉強会（視察と座談会）を行い、さまざ
まな立場からの情報共有を行った。
・第1～３回は、課題解決のアプローチを学ぶために他区の取り組
みを視察し、地域間交流を促進し、西区の各地域を刺激する効果
は見込まれた。
（例：千代崎地域：ワクワク学習会の事業追加）

・第４回勉強会(座談会)は、西区内の他地域の取り組みや考えを
共有し、自分の地域を見直し、今後の地域活動の向上や新たな地
域課題を解決につながる意見交換の場として活用されている。

・災害関連により開催は遅れたが、新たなとりくみとしての情報共
有会・勉強会となった。

・今年度の勉強会については、地域における課題等を踏まえ他区
の先進事例の視察を行うという新たな観点から、より効果的な学習
会となり、さらに、第4回の総括学習会では、視察を踏まえた各地
域間の情報共有や現状における課題の解決がはかる内容であっ
た。
・今年度のとりくみにより新たな事業展開がはかられたことは評価
できる。

○区担当者との意見交換会などに積極的に参加・参画し、地域活
動のPRや新しい繋がりづくり等を検討した。
▶西区安全なまちづくり推進協議会
　主催「マンション管理組合合同意見交換会」ブース出展
▶西区役所主催「地域活動協議会情報共有会」
▶大阪市主催「地活協まちづくりフォーラム」　（予定）
▶西区区政会議（7月、10月、11月、1月)
▶西区役所によるマンション施策会議等への積極参加

○区内のマンション住民や地域活動に接点の少ない世代、転入者
に対して地域活動の周知や活動への理解に繋がった。

・会議等の場において、まちづくりセンターが持つデータや地域情
報等の提供により、区のとりくみと連携できたことは評価できる。

○

①地域活動協議会の事務機能の強化・支援
(ア)会計事務支援
(イ)事業実施支援
(ウ)会議の開催支援
(エ)地域の情報発信に係る指導及び助言等
の支援
(オ)その他、団体組織運営において必要な事
柄の支援

・個人情報保護等の制度に関する助言・研修
会の実施
・会計監査・労務事務・税務事務に係る支援
・各地域の自律運営に向けた、人材の発掘・
育成等について支援

○住民や転入者に伝えたい知ってもらうための広報を実施した。
▶まちセンだより作成・配布：1300部（9回：6～2月）
▶役所1階の魅力発信コーナーの広報パネル作成：　4枚(年間を通
じての掲載を実施)
▶フェイスブックの更新
▶地域支援課と連携し区広報誌”かぜ”へ地域活動の紹介記事掲
載

○広報紙の発行やフェイスブックの運営などを積極的に行うこと
で、一般住民から問い合わせがあり、マンション住民や企業などの
これまで以上の地域活動への参加が見込まれる。

〈問い合わせ例〉
・地域活動の携わり方等について
・まちセンだよりに掲載のイベント等について

○より多くの住民に情報を伝えていくためには、各地域やまちづくりセンター、区
役所などで行われている広報について各々のメリットを共有、活用し、協働で広報
を行っていくことで、課題が整理され効果的な広報活動につながってくる。

当初の事業計画どおりに充実した内容の広報のとりくみ等が展開
された。

・まちセンだよりは、地域ニーズ、区の課題に合致した内容になっ
ており評価できる。また、作成にあたりスキルのある支援員を効果
的に活用しており内容の充実性も高い。さらに、地縁型団体への参
加・参画の促進を意識した広報や、転入者や子育て層をターゲット
とした広報も効果的である。
・区広報紙への記事掲載についても、まちづくりセンターが持つ有
効な地域情報等が反映された。

地域と協働した広報活動が必要であるため、引き続き勉強会等を活用し支援を実
施してもらいたい。

【地域活動協議会の運営】
◯定期的な研修会や意見交換を行い、新たな担い手の確保や会
計、運営委員会などの事務運営についても指導し安定した運営に
繋げている。
○運営委員会にて、2年に1度の役員改選を支援した。
◯既存の財産目録、備品台帳の更新、確認を行い、より適正な運
営の強化を図った。
○地域の熟成度に合わせた会計支援
○地域活動協議会・決算報告確認シートの更新
○会計カード”地活協の買い物のおとも”の配布による会計支援
(予定)

○すべての地域の事務や会計の情報共有を地域や区と図り、円滑
に会計が進めるようになった。また、より自律的な運営につながる
よう、いくつかの地域では、担い手の確保や育成、構成団体間の
協働の強化などにつながった成果もある。
○全地域の会計担当者の支援に加え、各事業の買い物担当者へ
の会計ルール浸透を目指し、領収書の取り方を記載したカードを作
成・配布し、今後の円滑な会計事務を図る。(予定)

○役員交代などを通じて、活動協議会運営のスムーズな継承を支援することは、
事務運営における適正な運営と透明性の確保など開かれた地域運営を行ってい
くうえでは必要不可欠であり、自立した組織運営へ必要なプロセスであるため今
後引き続き支援を行う。
○会計ソフト等の活用には、各地域によってPC等の得て不得手に差があり、今後
の担い手育成と合わせて取り組んでいく必要がある。

会計や補助金関係事務は支援実施により、より安定的かつ自律し
て行われている。

地域の実情に応じた支援により、全体的に地域活動協議会の運営
がスムーズに行われており、地域において自立度が向上している
ことは評価できる。さらに、担い手の育成支援に取り組んでいる地
域があり評価できる。

運営・会計について、より高い透明性が求められており、引き続き区と連携した支
援が必要な状況である。また、自立向上にむけた組織運営について、引き続き地
域実情に応じた支援を実施してもらいたい。
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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）

事
業
の
実
施
体
制
等

◯地域まちづくり支援員については、地域の自律的な地域運営を目指し、より地
域の自主性を尊重した支援を強化していく必要がある。

◯研修・講習業務による地域人材の育成を継続実施し、支援員以外の人材育成
も念頭に置いた支援が求められる。

◯支援員同士あるいは支援員と地活協構成員による情報交換をより密にすること
で、地域ニーズに即した新たな支援に結びつける。

定期的におこなわれているまちづくり支援員研修について、テーマにより対象を拡
大したり、他区の事例見学等地域役員等へのスキルアップに繋げてもらいたい。

（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

アドバイザーを３名体制にしており、地域支援を積極的に行ってお
り、フォロー体制に問題は無く評価できる。

◯円滑なフォロー体制が築けている。

（上段）左記の支援効果
（下段）支援効果に対する区の意見

（２－２）フォロー(バックアップ)体
制等

（３）区のマネジメントに対応した
取組

職員配置については適切であり、さらに、地域まちづくり支援員の
配置についても、地域との調整も十分に行われており評価できる。
また、スキルをもった支援員を有効に活用して支援が行われてい
る。

・支援項目①～③について事業計画どおりに開催され、特に地域
事情に応じた支援によりマンション住民を取り込んだ防災訓練への
支援が実施された。

①派遣型まちづくり支援員に対する研修は、地域間の課題共有や
各地域のニーズを集約する場にも活用され、支援策の構築におい
ても有効であり、さらに、研修会での議論を踏まえ視察等の勉強会
に展開できたことは評価できる。
②昨今の災害発生もあり防災・まちづくり支援の両面での支援実
施は地域ニーズも高く、区民の意識が高い防災をテーマとした具体
実践的な支援は有効であり、さらにマンション住民を取り込んだ訓
練は評価できる。
③区とまちづくりセンターとの共有、課題整理、支援策の検討にお
いて有効に活用されおり、事業の整理に繋がった地域もあり評価
できる。

◯地域まちづくり支援員の配置について、地域情報に精通している
ものとして、地域と相談した上で人選し、今後の自律運営へとつな
がる人材育成が実現しつつある地域がある。特に、各地活協事務
所に支援員を配置しているため、地域の実情に応じた支援を実施
できた。

◯定例会議において、各地域での支援内容を共有し地域間の情
報共有を行うほか、支援員への研修会を実施している。

◯まちづくりセンター常勤の支援員については、個々のスキル(会
計事務・イラストレーター)を活かした支援を行っている。

（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

○アドバイザー
・西区まちづくりセンター及び各地域、本社等
において業務
○地域まちづくり支援員(常駐勤務)
・常駐勤務
・地域の会議や運営、活動に合わせて臨機
応変に対応
○地域まちづくり支援員（配置要件のあるも
の）
・月48時間以上の勤務
・地域の会議や運営、活動に合わせて臨機
応変に対応

◯企画提案時における職員配置を下記の通り、達成・維持してい
る。
・事務責任者1人
・業務責任者・アドバイザー（兼務）1人
・アドバイザー2人
・地域まちづくり支援員8名
　(うち、地域派遣型支援員5人)

○事務責任者、業務責任者（アドバイザー兼務）、アドバイザーそ
れぞれの適切なフォロー体制を元に運営を行なった。

①継続した地域支援員への研修実施により地域活動協議会の理念と地域の担い
手との親和性が高まった状態で地域課題へと取り組む足がかりが出来ている。
・今後も中間支援組織が無くても自律的に地域活動協議会が運営できるように研
修の中でスキルアップと意識醸成を図っていく。

②防災訓練や地域の話し合いにおいて専門性を活かした助言等の支援は地域の
協力体制づくりにのきっかけとして有効であり、今後も実施していく必要がある。
・本年度は台風や地震の影響により地域の防災意識が今まで以上に高く、今後
実施される避難訓練への参加促進や、地域内の防災備品を再検討するといった
具体的な支援が求められる。それらを実現するために、勉強会にて防災意識が
強い地域（南市岡）へ視察を行い、地域の防災計画を後押しを検討している。

③地域が取り組むべき課題や地域の今後のビジョンを地域が持って活動に取り
組めるように、市や区、民間の支援策も交えた協働のありかたの整理を行う必要
がある。
　また、客観的視点のデータ(人口、経済等)の重要性も指摘されており、まちの変
化を中間支援組織として見える化しながら地域及び区と共有することで、新たな
地域課題や事例を通じて知る地域での取り組みが必要なテーマを見出し意見交
換を重ねることも重要になる。

①定期的に地域まちづくり支援員を対象に会計や広報、地域課題
の把握などの基礎能力の向上を目指した研修を実施

②区担当課と連携したより実践的な活動に向けた検討
　・防災訓練をきっかけとした、地域内外のネットワーク強化を支援
中
　  ※自主防災組織の立ち上げと自主防災計画がまとまったため
　・具体的な防災計画の提案
　　明治地域：マンションコミュニティを対象にした体験型防災訓練
　　※事業内容の検討実施支援・住戸間の境壁を蹴り破る体験等
の立案
　
③勉強会の実施
　・支援ツール(地域カルテ等)の検討・提案
　・区役所と連携・協働および区民・市民への「地活協の見える化」
を推進
　・地域課題に合わせた共有会・勉強会の実施

支援

（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）

事業者選定時における企画提案（事
業計画書）の概要

①まちづくり支援員研修会の実施
・定期的に地域まちづくり支援員を対象に会
計や広報、地域課題の把握などの基礎能力
の向上を目指した研修を実施

②防災をテーマとした地域内連携の構築
・区担当課と連携した自主防災組織立ち上げ
に向けた検討
・防災訓練をきっかけとした、地域内外のネッ
トワーク強化
・具体的な防災訓練メニューの提案等

③地活協の「見える化」支援に関連した共有
会・勉強会の実施
・支援ツール(地域カルテ等)の検討・提案
・区役所と連携・協働および区民・市民への
「地活協の見える化」を推進
・地域課題に合わせた共有会・勉強会の実施

（上段）支援状況（実績）
（下段）支援状況に対する区の意見

○事務責任者、業務責任者（アドバイザー兼
務）、アドバイザーそれぞれの適切なフォロー
体制を構築

◯継続的にフォロー体制を築く。

引き続き、体制を継続してもらいたい。

①～③事業者の分析は妥当である。
・防災をツールとして、マンション管理組合や企業など新たな連携に繋がる様、引
き続き支援を実施してもらいたい。
・統計データ等を用い地域において状況の再認識を促し、課題認識、共有、解決
に導く支援が引き続き必要である。まちづくりセンターの支援ななくとも可能な地
域も出てきているが、地域実情に応じた支援を引き続き実施してもらいたい。

適切なフォロー体制により運営された。

事業計画どおりの職員配置が実施された。

①地域まちづくり支援員へ定期的に研修を行うことで、地活協の事
業運営に伴う状況報告にくわえ、地域の現状や課題、勉強会（視
察・座談会）開催に向けた情報交換や議論を積極的に行い、各支
援に波及させた。

②台風や地震などが地域の防災意識をより向上させており、防災
に関する事業の拡大など相談を受けている。（防災イベント、防災
備品の体験会など）

③地域の想い描く将来ビジョンと支援メニューとのマッチングを行う
共有資料として活用できている。地域の現状分析と支援方策の摺
合せが出来ることは地域が地域課題へ取り組もうとしている動きを
素早くキャッチして支援につなげることに役立っている。(九条北地
域：九条北社会見学、千代崎地域；千代崎社会見学、千代崎ふれ
あい学習会）
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（平成30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）

すべての支援と連動した
『見える化』の推進

◯昨年度は、下記の４つの視点をもとに、地
域課題や支援方針を分類し、区レベルの支
援方針を明確にするとともに、これをキッカケ
に各地域の特性に応じた支援へとつなげてい
る。
〈指標〉
①新規住民とのコミュニティ形成
②旧住民とのコミュニティ強化
③地域課題解決に向けた既活動の強化
④開かれた組織運営の継承」を指標
◯今年度は、地域の様々なデータ(人口動
態、経済状況等)と支援方針をまとめた「地域
カルテ」をブラッシュアップし、地域が取り組む
べき課題へ、市や区、民間の支援策も交えた
協働のありかたの整理を行う。地域との共有
の際には、、データ収集・調査・分析の活用の
ほか、ファシリテーション手法等を用い、連携
協働、ネットワークづくり、活動推進等の支援
を行い新たな活動展開へと繋げていく。

◯区役所と連携・協働し「地域の現状分析と今後の支援方針」(地
域カルテ)をまとめ、各地域のキーマン分析、統計データ分析などを
行い支援につなげている。

○明らかになった地域の課題やニーズ等を共有し、事業拡大が見
込める活動に対し事業計画修正を支援した。

◯支援方針を具現化するための具体的な支援策を区と共有し、各
地域の熟度に応じた形で地域と区(まちセン)の協働による課題解
決に向けた活動へと繋げている。

○事業計画の変更実績
・九条北地域：九条北ﾊｲｷﾝｸﾞ→九条北社会見学
・千代崎地域：敬老会→千代崎社会見学
・千代崎地域：わくわく学習会を新規事業追加

○高まる地域の機運に対し、実験的取り組みの実績
・九条北地域：九条北こども食堂　てらキッズ　プレ事業
・西六地域：マンションコミュニティへのアプローチ

○地域が取り組むべき課題について、市や区、民間の支援策も交えた協働のあり
かたの整理を行い合わせて、ファシリテーション手法を用い、連携協働、ネット
ワークづくり、活動推進等の支援を行う必要がある。

◯現状として地域の課題認識については整理された情報が必要であり、地域の
みで地域課題やニーズに対応するには至っていない。
地域課題の「見える化」としての地域カルテ整理を行うことは、地域が今後,地域課
題解決へのビジョンを持つ上で重要であると考えるため継続して「見える化」支援
を行っていく。
並行して、地域が地域課題の解決へのビジョンを明確にするために、勉強会を通
じて現地視察を行い、解決へのアプローチを行っていく。

◯地域だけでは解決できない課題もあり、地域カルテを基にした支援策では行政
との連携や民間制度の活用や明確化など柔軟な発想をもって、地域の現状、熟
度、課題把握の段階に応じたかたちで支援策とのマッチングしていくことが重要と
なってくる。

・区と連携、協働し「地域の現状分析と今後の支援方針」(地域カル
テ）の更新を行った。
・一部の地域において、地域カルテに基づく事業計画の修正がなさ
れた。

多彩なテーマの勉強会の開催
（まちづくりセンター主催）

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

◯地域課題に対応した勉強会・講演会等の
開催
・多彩なテーマ設定の勉強会、講演会等を開
催
・各地域間の課題や取り組みについての意見
交換
・他地域の先行事例を学び同じ悩みを持つ地
域間の情報共有と連携を図る
・ネットワーク拡大へとつなげるとともに新た
な支援の検討
・参加者は、地活協の委員に限らず、地縁団
体や区内で活動している団体、マンション住
民や組合、企業などテーマにより呼びかけを
行う

○他区の取り組みを視察及び、報告会、座談会を開催
▶勉強会の実施：4回（12月,1月,2月）
▶参加者：７地域（未参加の7地域は、後日内容の説明情報提供を
実施）
　　　　　　+社会福祉協議会
・第1回　視察　港区南市岡ふれあい朝市（防災の先進的事例の視
察）
・第2回　視察　東成区中本地域ひだまり学習支援（こどもに対する
取り組み事例）
・第3回　視察　港区田中地域田中食堂（担い手確保の先進的事
例）
・第4回　視察報告会及び座談会

・地域カルテの更新を行う際、まちづくりセンターが持つ地域情報
が有効に活用された。
・事業計画の変更にあたり、各地域の課題やニーズに応じた支援
が効果的に行われたことにより、新たな活動展開に繋がった。

・災害の影響により開催時期は遅れたものの、今年度新たな手法
としての視察等の勉強会が実施された。

・事業者の分析・改善策は妥当である。
・今回の事業計画の変更に伴う成功事例について、他地域に共有できる様工夫し
てもらいたい。
・連合振興町会からの事業を踏襲してきた当初段階から、地域活動協議会の運
営基盤づくりが完了した段階で改めて統計データを提供し、地域課題の再認識、
課題共有、課題解決を支援することが必要であると考える。成果が現れるのは時
間がかかると思うが、引き続きの支援を期待する。

○各地域間の課題や取り組みについて新たな機運が高まる中、他地域の先行事
例を学ぶとともに、同じ悩みを持つ地域間の情報共有と連携、地域のネットワーク
拡大へとつなげる。参加者は、地活協の委員に限らず、地縁団体や区内で活動し
ている団体、マンション住民や組合、企業などテーマにより呼びかけを行い、様々
な立場からの意見を共有する。

・視察は好評であり、中でも事業従事者自らが地域の背景や事業会用を丁寧に
説明を受けたうえで、視察先の関係者から得られる素直な意見は視察参加者に
与える刺激が大きく、今後各地域の取り組みを発展させる効果は見込まれる。

・各広報のとりくみにより問い合わせやマッチイング、さらに、会議
等におけるまちづくりセンターが持つデータや地域情報等の提供に
より、より充実した会議内容となっており評価できる。
・マンション住民を取り込んだ内容の防災訓練は評価できる。

・定期的な研修会等における協議により、勉強会において今年度
新たな手法としての視察のとりくみ、また、視察後における振り返り
や、西区における現状の共有等が行われ、有意義なとりくみとなっ
たことは評価できる。

・事業者の分析・改善策は妥当である。
・区、地域の課題解決に繋がるテーマ設定を引き続き行ってもらいたい。
・テーマによっては勉強会の対象者を広げるなど、より多くの参加が得られる様取
り組んでもらいたい。

○地域活動紹介冊子「ひととひと」を西区が配布する転入者パック
に2,400部同封し、配布を行った。

○地域活動紹介冊子「ひと と ひと」を提供を行った。
・地域が増刷しマンション居住者へ配布を行った。（広教地域）
・掲載内容の見直しを行い改訂版の作成

○マンションの実態、課題を把握するために、区の担当者と意見交
換を行っている。特に、今年度実施予定のマンション管理組合・管
理会社への意見交換に向けた体制を区担当者と協議しながら調整
を進めている。
▶西区安全なまちづくり推進協議会
　主催「マンション管理組合合同意見交換会」ブース出展
▶西区区政会議（7月、10月、11月、1月)

○各地域ごとの実践的な活動に向けた検討
・防災を通じたアプローチの立案
　明治地域：マンションコミュニティを対象にした体験型防災訓練
　※住戸間の境壁を蹴り破る体験等の立案
・地域交流を通じたアプローチ
　西六地域：他地域の取り組みの情報提供

○西区住民の9割を締め、近年増加の傾向に
あるマンション。地域に与える影響も多く、今
後の地域活動を検討する上で地域とマンショ
ンの関係形成は重要な課題の一つである。
・マンション管理組合や管理会社への積極的
アプローチを進めていく。

○マンション居住者に対し、地域との接点をつくり、地域活動の周
知に努める。

○「ひと と ひと」を提供したことで、区民へ活動の周知が進み、参
加促進への支援が行えた。地域とマンション居住者の接点を持つ
きっかけができ、同時にまちセンと地域の間に相談できる関係が構
築できた。

○今後も区と連携しつつ、効果的な支援を担当者と検討している。

○平成31年度は、これまでの支援を通じて得られたテーマや課題
に対するアプローチとして、勉強会（視察と座談会）を行い、さまざ
まな立場からの情報共有を行った。
・第1～３回は、課題解決のアプローチを学ぶために他区の取り組
みを視察し、地域間交流を促進し、西区の各地域を刺激する効果
は見込まれた。
（例：千代崎地域：ワクワク学習会の事業追加）

・第４回勉強会(座談会)は、西区内の他地域の取り組みや考えを
共有し、自分の地域を見直し、今後の地域活動の向上や新たな地
域課題を解決につながる情報共有・意見交換の場として活用され
ている。

（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

（上段）左記の支援効果
（下段）支援効果に対する区の意見

・引き続く積極的な各種会議への参加と、区の重要政策となっているマンションコ
ミュニティ課題へのアプローチにむけたとりくみを実施してもらいたい。

・地域とマンションの関係形成の課題については、主体的なとりくみ
による地域活動紹介冊子「ひととひと」の配布や、日常支援からの
展開による提供となっている。
・マンションコミュニティにかかる区の様々な会議への出席や、さら
に区における新たな取り組みに伴う意見交換会等への参画により
課題等の把握に努めている。
・特に地域事情に応じた支援によりマンション住民を取り込んだ防
災訓練への支援が実施された。

支援策（取組）名称

マンションコミュニティを核とした
地域とのよりよい関係形成支援

◯区内における主な課題は、マンションの居住者とのコミュニティの形成、コミュニ
ティの強化など地縁団体への加入促進など「つながりの拡充」、地域課題の解決
へ向けた取り組みの強化などがあげられ今後、課題解決に向けあプローチを行っ
ていく。
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まちづくりセンターと地域の協働
による広報活動

◯今まで繋がりの薄かった若い世代、新規住
民、地域団体、企業等へ地活協や地縁団体
活動を周知するとともに、まちづくりセンター
の活用を促す。
◯地域課題に基づいた広報内容のテーマ設
定を行い、地域でアピールしたいことなど分
かりやすく広報する。

○住民や転入者に、各地域活動協議会としての活動を紹介する広
報を実施した。
▶まちセンだより作成・配布：1300部/回（9回：6～3月）
【取材内容】
明治地域：明治ビオトープ
靱地域：靱公園バラ園コンサート
西船場地域：西船場獅子講
日吉地域：日吉こども夏祭り
堀江地域：にしこいマルシェ
広教地域：高齢者食事サービス
本田地域：いきいき百歳体操
江戸堀地域：もちつき大会
千代崎地域：地域防災・防犯
九条北地域：九条北ワクワクフェスティバル
号外：西区　納涼・なつまつり
　　　　西区　地域活動協議会とは

【発行予定（2月時点）】
高台地域、九条南地域、九条東地域、西六地域

○まちづくりセンターが発行する”まちセンだより”
インタビュー特集を中心に下記の成果が見込まれた。
狙い①地域の取組を地域の声として広く発信
狙い②情報発信の方法として、現場の声を伝える方法を体感
狙い③広報の質のスキルアップ

○地域の発行する広報紙は、行事の連絡や報告が多く、地域で携
わる人となりや思い、価値観については焦点に当てられにくい部分
がある。今回は地域から推薦された人物にインタビューを行い、地
域の声を中心に伝えることで取材のプロセスを疑似体感してもらう
ことで、地域の広報のスキルアップにつながった。

○広報紙の発行やフェイスブックの運営などを積極的に行うこと
で、一般住民から問い合わせがあり、マンション住民や企業などの
これまで以上の地域活動への参加が見込まれた。

○全戸配布へ切り替え（九条北）や店舗の配布（千代崎）といった
自主的な地域配布も行われている。

◯より多くの住民に情報を伝えていくためには、各地域やまちづくりセンター、区
役所などで行われている広報それぞれのメリットを共有、活用し、協働で広報を
行っていくことで、課題が整理され効果的な広報活動につながってくる。

○地域にあった広報支援のあり方
・広報手法の変化に適応するには課題が多く、新たな人材の発掘や担い手の確
保といった従来の課題と合わせて解決する必要がある。また、担い手が育成でき
ていない地域は、広報担当者の退任に合わせ広報活動への支障も懸念されてい
る。
・継続して定期的に情報を発信する意義を地域が理解し広報の体制を整えていく
必要がある。また、地域の負担が増えない配慮の下、情報媒体を地域に合わせ
て提供、運用支援をしていく必要がある。

○西区では、地活協が発足する前から地域振興町会が中心となり、さまざまな地
域団体と連携し、地域活動が行われていた。地活協を形成するに当たり、、西区
では14地域の地域振興町会の枠組みをベースとして発足した。
これらの経緯から、地域住民に制度の周知を進めるに当たり、組織の在り方や会
議形態、活動費の考えが他区と違うことを認識したうえで、より地活協の自律にむ
けた支援を行うにあたり、これまで以上に区役所と連携した取り組みが求められ
る。

・事業計画どおりの広報活動（作成・配布）と、当初の予定に無い地
域からの要望による支援依頼についても柔軟な対応がなされた。

・地域の課題を踏まえた内容での作成ができており、地域イベント
や地域団体事業にて配付するなど活用も効果的に行われており、
評価できる。
・作成にあたり、区との連携も十分に図られている。
・地域の広報紙を検証し、新たな支援手法によるまちづくりセンター
の広報活動は評価できる。

・西区における各14地域活動協議会がより自律した組織運営等を行えるように、
効果的でより具体実践的な広報のとりくみ支援を実施してもらいたい。
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