
（平成28年度期末）[様式６]

事業の実施状況等について（受託者自己評価）

【　西　区　】　（受託者：有限会社ケース）

（１）「Ⅰ　地域課題
への取組」にかか
る支援の実施状況

①地域派遣型支援員のいない地域や運営費を活用した
地域事務員との連携をより図るとともに、各事業担当のス
キルアップに繋げて行くことが、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。

②各地域の活動従事者との意見交換やヒアリングを行い
ニーズを捉え支援方針をまとめたもの(地域カルテ)である
が、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必要がある。
　また、地域と行政(まちセン含む)との双方向の理解のも
と「見える化」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、慎重なアプローチが必要不
可欠であり、中間支援組織が担う役目となる。

③各地域のニーズに合わせた支援として課題解決が図ら
れている一方、防災など地域を超えた連携が必要な課題
もあり、地域間で共通のビジョンをもてるような機会の創出
も必要である。

①5地域で地域派遣型支援員体制の構築ができ、地域
ニーズを迅速に把握し支援した。また、地域課題や取り
組みに対応した研修会など通じて個々のスキルアップに
繋がっており、地域の自律的運営や担い手育成にも繋
がっている。
また、地域派遣型支援員のいない地域でも、事業担当者
や会計、地活協事務員等と情報共有を行い、より自律的
な運営をざした意見交換や支援、研修会への参加を呼
びかけを行った。

②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)をまとめた。
　効果的な課題や方針の共有・具体的な支援につながる
資料とするため、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
見交換を通じ把握し、支援方針をまとめ共有することがで
きた。

③初動期の一律支援ではなく、各地域のニーズや課題を
捉えた効果的な活動へつなげるための支援を行い、新た
な活動や事業の立案、団体間の繋がりづくりの成果を得
た。
　・防災活動による連携強化　・分譲マンションへのアプローチ
　・地域広報力の強化　   　　・福祉分野の担い手づくり
　・生活道路の駐輪対策　　　・商店街との新たな連携事業
　・子どもの健全育成に向けた取り組み　　など

①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アン
ケートの結果でもあるように、参加や参画意向が高い住民
への効果的な広報を検討していくことが必要である。

②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。

③-テーマ別勉強会
勉強会は、地域への想いや関心が高い役員の方々の参
加が中心になる場合も多く、活動の中心を担っている
方々の生の意見を聞く場づくりも必要である。

③-マンション管理組合合同意見
支援のひとつとしての管理会社や組合、住民へ地域活動
を周知していくことは重要であるが、各地域の課題意識や
共有なども並行し、地域と協働でアプローチしていくこと
が必要である。

④西区では転入者が多く、その方たちへの情報の伝え方
の課題が顕在化される一方、既に住んでいる世帯でも町
会未加入世帯は地域とのかかわりが希薄になっている現
状がある。福祉や防災、地域の安全安心に関わるテーマ
はすべての住民にとって重要であり、継続的に実施して
いくことが大事である。

⑤単なる配布に終わらない、地域の方々がマンションなど
へアプローチする際の資料としても活用を検討しており、
意見交換の場をつくり、より具体的な配布方法についても
方針を共有ししていきたい。

ウ　支援の有効性についての自己評価
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①地域に合わせた広報活動強化支援

た地域広報紙の発行を支援

②防災をきっかけとした地域ネットワークの強化支援

の他法人などとの連携推進を支援

③多彩なテーマの情報共有会・勉強会
　・多様なテーマ設定の情報共有会や講演会、フォーラム等を開催

④西区まちづくりセンター情報発信
　・多様な広報媒体を使ったマンション住民や企業、新しい住民への情報発
信を行う
　　　・フェイスブックの運営　　　　・定期広報物の発行（まちセンだより）
　　　・区役所掲示板の活用　　　 ・各地域の魅力をまとめた冊子の発行

⑤地域紹介冊子の作成
　　・西区の魅力をたくさんの人に届けたい、知ってもらいたい広報活動

①今までの広報支援により、地活協活動を幅広い世代に
伝える機運が高まってきており、多くの地域で広報紙の発
行や発行に向けた動き、WEB活用の意向が高まってい
る。
また企画段階で、まちセンにも声がかかり、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
増えている。

②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、実践的な
防災訓練の開催へとつなげている。

③-テーマ別勉強会
地域ニーズを捉え、多様なテーマ設定の情報共有会や
勉強会等の意見交換会を開催した。勉強会をきっかけ
に、マンション世帯へのアンケート調査や地域と協働した
冊子づくりへと新たな展開に繋がった。

③-マンション管理組合合同意見
合同意見交換会に参画し、接点をもつことが困難な管理
組合等に向けて、区内の地域活動の報告と安全で安心し
て暮らせるまちづくりには地域活動が欠かせないものであ
るとPRすることができた。

④広報紙やWEB、掲示板等を利用して広く地域活動を
周知することができ、広報紙「まちセンだより」や区役所1
階に魅力発信コーナーを利用した各地域とタイアップし
た発信も順次行っている。

⑤勉強会などの意見交換を踏まえて、転入者や地域活
動との繋がりが希薄な住民に向けて地域活動をPRするた
めの冊子づくりを行うこととなった。具体的な配布方法や
ターゲットを明確にし、単なる地域紹介だけに留まらない
「地域活動に参加、参画したい」「みんながこんな想いで
地域活動を行ってる」「地域の子どもたちのために」「西
区、地域への愛」など地域の方々の想いをキーワードに
地域と協働で作成をおこなっている。
3月発行を目指し作成中であり、区の転入者パックなどへ
の活用も調整中である。

①広報の作成段階で意見交換を行うことで、広報の意図
や方針を関係者が共有し効果的な広報活動に繋がって
いる。

②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地域
活動への参加が見込まれる。

③-テーマ別勉強会
勉強会は地域間の課題認識、共有の場としての役割があ
り、意見交換で出てきた課題や方針に対して、新たな課
題解決に向けた活動に繋がる場として活用されつつあ
る。

③-マンション管理組合合同意見
各地域では、マンションに対し様々なアプローチで取り組
みの周知を行っているが、管理組合への周知はハードル
が高く、このような場で地域活動をしていくことが重要な支
援のひとつになる。

④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
繋がっている。

⑤冊子は地域や区の理解を得て転入者へ直接配布でき
るものにすることで、地域活動の接点をつくり、新たな住
民の参加や参画を促すことができる。

（２）「Ⅱ　つながり
の拡充」にかかる
支援の実施状況

エ　左記の自己評価を踏まえた課題分析と改善策等

①地域派遣型支援員体制等
　・地域ニーズに応じた運営支援・担い手育成支援
　・地域に密着した支援員の配置

②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」支援
　・区役所と連携・協働した支援ツール(地域カルテ等)の検討・提案
　・各地域実施事業の成果や課題、将来ビジョンの共有するための「見える
化」を図る。

③安全安心・新住民・法人化など、地域ニーズに応じた活動支援
　・地域の現状課題・ニーズに応じた新たな活動の検討・立案・実施等支援
　・区の地域的特色については以下の点に着目していく
　　【東部地域】・マンション住民の地域コミュニティ参加・参画
　　【西部地域】・地域活動や運営の担い手確保
     　　　        ・商店街や中小企業との連携や自主財源確保

①地域派遣型支援員体制により、地域に密着した支援の
もと、構成団体活動を含めた活動や会計、運営状況の把
握を日常の支援を行うなかでできている。また、地域派遣
型支援員がいない地域でも、研修内容などの情報を共
有、個別支援をすることで地域課題の共有に繋がってき
ている。

②地域課題を「新規住民とのコミュニティ形成」「旧住民と
のコミュニティ強化」「地域課題解決に向けた既活動の強
化」「開かれた組織運営の継承」を指標として各地域の分
析を行い、今後の支援方針の共有を行った。今後、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る。

③各地域の課題を把握し具体的な活動や事業につなげ
ていくことで、問題意識を共有され、新たな議論する場や
機会を創出できている。また、新たな担い手の育成やネッ
トワークづくりにもつながっている。

ア　事業者選定時における企画提案（事業計画書）の概要 イ　支援実績に対する自己評価
１　取組実績の評価（１）

項目

1



（平成28年度期末）[様式６]

（３）「Ⅲ　組織運
営」にかかる支援
の実施状況

（4）「Ⅳ　区独自取組」に
かかる支援の実施状況
（区が「自律的運営に向
けた地域活動協議会の
取組（イメージ）」におい
て設定したもの）

①支援員の会計･事務スキルのアップや地域課題の把握
意識の向上、他地域のとの情報共有の重要性などを感じ
ており、今後の地域運営にも役立てていくことができてい
る。また、まちづくり支援員から地域の担い手になる方々
への情報提供ができつつあり、より自律的な運営に繋
がっていくと考えている。

②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地域
活動への参加が見込まれる。

③課題に合わせ各地域の分析を行い、今後の支援方針
の共有を行った。今後、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する。

①支援員を対象とした研修を、支援員に留めるのではな
く、今年度実施した発展的に地活協構成員を巻き込んだ
研修会の継続的な開催や情報提供を積極的に行うことで
活動の周知や理解に繋がってくると考えている。

②単発の活動ではなく、長期的な視野をもって活動をす
すめていくことで理解が深まり、。多様な団体との連携拡
大を図るっことができる。

③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必要がある。

事
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・継続的に情報共有体制を築く。

・継続的に区や様々な主体と積極的な連携を行う。

・各地域のマンションへのアプローチは多様であり、今回
の結果を地域ごとに分析、意見交換することが重要であ
る。また、調査を実施したマンション以外にも賃貸や管理
体制などの住民の意向は異なることが予想されることか
ら、継続的なニーズ把握は必要である。

（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

（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

○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つくる。

・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、地域の自主性を尊重した支援に移行し
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。

・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ており、
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。

・毎月実施の定例会議において、当月の各地域での支援
ニューを確認するとともに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
キルを活かした支援を行っている。

①会計担当者や役員、地活協事務員への理解は深まっ
ている一方、担い手となる人材にも周知、ノウハウの継承
が必要であり、より自律的な運営を目指し事業計画の検
討や決算報告書作成時に若い世代や担い手となる方々
の積極的な参加を呼びかけてい必要がある。

②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。

③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。

①地域活動協議会の事務機能の強化
　　・会計事務支援　　　・事業実施支援　　　・運営委員会等の会議開催支援
　　・構成団体の加入支援　　　・運営の担い手確保
　　・地域の情報発信に係る指導及び助言等の支援(紙媒体、WEB)

②まちづくりセンターと地域の協働による広報
　　・フェイスブックの運営　　　・広報紙「まちセンだより」の発行
　　・区役所1階魅力発信コーナー運営　　　・サテライト広報ブース

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を行う
　　　　⇒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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①運営委員会の開催や会計面について、各地域の判断
で行える部分も増え、自律的な運営を行える地域が増え
つつある。

②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、マンション住民や企業などのこれまで地域活
動への参加が見込まれる。

③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。

「
自
律
的
運
営
に
向
け
た
地
域
活
動
協
議
会
の
取
組

（
イ
メ
ー

ジ

）
」

継続的にフォロー体制を築く。

エ　左記の自己評価を踏まえた課題分析と改善策等ウ　支援の有効性についての自己評価

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)

・区の方針や地域のニーズに合わせた対応を行うことが
できた。

イ　支援実績に対する自己評価

○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を行う。
○地域まちづくり支援員(常駐勤務)
　・常駐勤務を行う。
　・地域の会議や運営、活動に合わせて臨機応変に対応を行う。
○地域まちづくり支援員（配置要件のあるもの）
　・月48時間以上の勤務を行う。
　・地域の会議や運営、活動に合わせて臨機応変に対応を行う。

・地域支援の方針等について進捗確認、情報共有を円
滑に行っている。

・区や社協主催の情報共有会や地域活動協議会会長
会、区内団体の意見交換会などは積極的に連携推進し
ている。

・マンション住民の意見を把握し、今後の支援方針を検討
することは、区内の課題として大きく取り上げられている。
今年度は地域と協働で分譲マンションへアンケート調査
を実施でき、ニーズの把握を行うことができた。

①地域活動協議会の事務機能の強化・支援
　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、円滑に行うことができた。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繋がった成果もあ
る。

②まちづくりセンターと地域の協働による広報
　住民や転入者に伝えたい知ってもらいたい、各地域の
魅力や活動を掲載した広報紙の発行や区役所1階の魅
力発信コーナーの運営を地域と協働で行った。また、積
極的に西区内のイベントに参加し、広報ブースを運営す
るなどの支援も行っている。

③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。

（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）

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

②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

①協議会運営や事業に実施、会計、地域課題を確認す
る場として研修を行い、より適切な支援の実施につなげる
事ができた。また、勉強会や新たな支援にたいしても事前
に地域ニーズに対する意見交換を実施し、効果的な支援
に結びつけた。

②地活協間や小中学校、マンション住民の参加など地域
内外のネットワーク強化体制づくりを支援し、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、
実践的な防災訓練の開催へとつなげている。

②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)をまとめた。

円滑なフォロー体制が築けている。

◯区との定例情報共有（月2回）

◯様々な主体との連携
　・西区役所主催「地域活動協議会情報共有会」【年3回程度】

◯分譲マンションのニーズ把握

ア　事業者選定時における企画提案（事業計画書）の概要

・円滑な情報共有体制が築けている。

・区や様々な主体と積極的な連携を行えている。

・調査結果から、マンション住民にアプローチすることで、
地域活動に参加参画の増加が見込めると感じ取ることも
できた。今後、結果を踏まえた意見交換をかさね、今回の
結果を調査対象マンションや構成団体、他の地活協など
へ情報共有を図ることで、より発展的な活動へとつながっ
ていくことが予想される。

２　取組実績の評価（２）

項目

2



（平成28年度期末）[様式６]

３　区の方針・戦略を踏まえた今年度の重点支援策（取組）に関する評価

・地域課題を「新規住民とのコミュニティ形成」「旧住民と
のコミュニティ強化」「地域課題解決に向けた既活動の強
化」「開かれた組織運営の継承」を指標として各地域の分
析と今後の支援方針の共有を行った。

・今後、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を行う必要がある。

・地域と行政(まちセン含む)との双方向の理解のもと「見え
る化」を進める必要がある。

各地域の独自性を活かした
支援

地域カルテの作成

課題、将来ビジョンの共有
するための「見える化」

多彩なテーマの情報共有
会・勉強会

支援策（取組）名称

担い手の育成「まちづくり支
援員研修会」

ア　支援策（取組）の内容 イ　支援実績に対する自己評価 ウ　支援の有効性についての自己評価 エ　左記の自己評価を踏まえた課題分析と改善策等

◯まちづくり支援員研修会の実施

・協議会運営や事業に実施、会計、地域課題を確認する
場として研修を実施。

・各地域の地域ニーズの把握や意向、意見の把握を実施

・支援員の会計･事務スキルのアップや地域課題の把握
意識の向上につながっている。
・地域間の情報共有の場として重要な役割がある。

・研修テーマによっては、地活協構成員を巻き込んだ研
修会の継続的な実施が効果的となる

◯安全安心・新住民・法人化など、地域ニーズに応じた活動
　・地域の現状課題・ニーズに応じた新たな活動の検討・立案・実施等支援

◯各地域のニーズに合わせた支援を実施
　・防災活動による連携強化・分譲マンションへのアプ
ローチ
　・地域広報力の強化 　   　・福祉分野の担い手づくり
　・生活道路の駐輪対策　 　・商店街との新たな連携事業
　・子どもの健全育成に向けた取り組み　　など

・各地域の課題を把握し具体的な活動や事業につなげて
いくことで、問題意識が共有される。
・新たな議論する場や機会を創出できてる。
・新たな担い手の育成やネットワークづくりのきっかけとな
る。

・各地域のニーズに合わせた支援を行うことで、課題解決
が図られているため、継続的な実施支援が必要である。
・分譲マンションのニーズ調査結果を踏まえた、新たな活
動を取り組む地域への支援も必要となってくる。

◯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」支援
　・区役所と連携・協働した支援ツール(地域カルテ等)の検討・提案

・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)をまとめた。

◯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」支援
　・各地域実施事業の成果や課題、将来ビジョンの共有するための「見える
化」を図る

・現状の課題から地域の将来像を踏まえ、意見交換の場
をいくつかの地域でつくり、今後の地域の方針を話し合い
共有することができてきた。
　・地域の子どもたちのための地域活動のあり方(堀江)
　・地域の核となる商店街との協働(九条北)
　・分譲マンションへとの関係づくり(広教)

◯地域ニーズを捉え、多様なテーマ設定の情報共有会や勉強会等の意見交
換会を開催する。

◯実施した勉強会
　・第1回：地域活動とマンションコミュニティ
　・第2回：地域活動の魅力発信をみんなで考える会
　・第3回：マンションコミュニティ意識調査報告会
　・第4回：案)地域活動とのつながり
◯参加参画した意見交換会、情報共有会
　・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」
　・西区役所主催「地域活動協議会情報共有会」
　・社会福祉協議会主催「西区高齢者食事サービス事業
連絡会」

・勉強会は、地域ニーズに合わせ、地域間の課題認識、
共有の場として運営できおり、新たな課題解決に向けた
活動に繋がる場として活用されつつある。

・様々な主体の開催する意見交換会等に参加参画するこ
とで、地域活動のPRや新たなネットワークの構築に繋が
る。

・地域間ネットワークや他主体との連携に向けた取り組み
として効果的であり、より地域ニーズに即したかたちで行う
ことで、新たな活動や連携につながっていく。

3



（平成28年度期末）[様式６]

（２－１）「Ⅰ　地域
課題への取組」の
達成状況

（２－２）「Ⅱ　つな
がりの拡充」の達
成状況

（２－３）「Ⅲ　組織
運営」の達成状況

（２－４）「Ⅳ　区独
自取組」の達成状

５　総合評価

総
合
評
価
Ⅱ

４　取組効果の評価（アウトカムに対する評価）［上記３の内容も含めて］

（１）地域課題等の把
握・分析・整理

（２）目標（支援策）の明
確化とそこに向けた戦
略・シナリオの策定

（３）区のマネジメントに
合った取組

総合評価（全体）

総
合
評
価
Ⅰ

・地域だけでは解決できない課題もあり、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。そのためにも、地域と行
政(まちセン含む)との双方向の理解のもと「見える化」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、慎重なアプローチが必要不可欠である。

・定例情報共有会などの機会に進捗の報告と今後の方針などの意見交換を適切に行っている。
・地域課題に応じて、各担当課との意見交換や協働支援のかたちをとり実施しており、また、地域活動協議会会長会や社協主催の意見交換会などに参加し柔軟な対応をしている。

・今年度は、区内の特性や課題をとらえ、マンションが急増しているエリア、商店街エリアなど地域の現状や地域の意見を踏まえた課題に対して明確な支援を行った。
・「地域カルテ」を活用し、地域と行政(まちセン含む)との双方向の理解のもと「見える化」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、慎重なアプローチが必要不可欠である。
・西区内で活動する構成団体(町会や子ども会、女性会、地域社協、青指・・)やNPO、企業、各種団体の活動把握や連携を促進し、地域活動協議会全体のボトムアップに繋げ自律的な運営につなげていく必要がある。

目
標
等
の
達
成
状
況

《アンケート回答数124件(46％)》　運営委員総数約270人
・地域の皆さんの活動に役に立ちましたか
　｢そう思う(23.3％)｣＋｢ややそう思う(42.2％)｣＝65.5％　※達成
・地域の活動や地域課題について話し合うことが活発になっていると思いますか
　｢そう思う(9.0％)｣＋｢ややそう思う(32.0％)｣＝41.0％
・自律的な地域運営に取り組めていると思うか
　｢そう思う(8.4％)｣＋｢ややそう思う(25.3％)｣＝33.7％　※未達成

・初動期から行っている、形成に向けた支援や会計事務、課題やニーズ
の把握、広報などの取り組みは今までの成果により、一定の評価と期待も
高いことがわかる。
・区内の多くの地域では、地域活動協議会形成前から、団体間のネット
ワークが形成されており、協議会形式の合議がなされ自律的な運営基盤
は当初よりあった。

・会計や運営支援のニーズは高く、より安定した自律に向けた支援を継続
的に行っていく。
・アンケート結果や普段の意見交換から特に期待度の高い、地域活動に
かかわりの薄い住民の参加や担い手の確保につなげるための、今年度の
マンションアンケートの成果や冊子づくりをベースに具体的な課題解決を
図っていくことが必要になってくる。

（３）その他の効果の
あった内容

・5地域で地域派遣型支援員体制の構築ができ、地域ニーズに迅速に対
応できる。また、研修会など通じて個々のスキルアップにも繋がっている。
また、まちづくり支援員から地域の事業担当者への連絡調整もスムーズに
行われてきた。

・効果的な配布方法を考え、地域の課題に合わせた冊子の活用の検討が
必要である。

・運営や会計は各地域の苦手な分野を把握し、人材育成や発掘も含めて
支援していくことで、より一層の安定した運営を目指していく必要がある。
・広報紙の発行やホームページ、SNSの活用と合わせて、議事録や事業
計画書、報告書、会計の公開などの促進へと繋げたい。
・協議できる基盤はあり、明確な課題認識や共有により、現在の活動のより
充実した実施や新たな事業の立案等につなげていきたい。

（１）アンケート調査

・地域が自律的に運営されてい
ると感じている割合　50％以上
・課題やニーズに応じて中間支
援組織から支援を受けていると
感じている割合　　50％以上

・地域に寄り添った支援ができるよう、地域との協議に基づき支援員を選出し、5つの地域活動
協議会では、事務所等で地域活動の支援にあたる体制を構築している。

◯地域紹介冊子の作成
　・勉強会などの意見交換を踏まえて、転入者や地域活動との繋がりが希薄な住民に向けて
地域活動をPRするための冊子づくりを地域と協働で作成している。
　・3月発行を目指し作成中であり、区の転入者パックなどへの活用も調整中である。

・地域派遣型支援員については、今後の持続的な地域活動を支えるしく
みとして引き続き体制強化を図るとともに、その他の協議会への地域ニー
ズに応じた支援体制について、協議会や区役所とも十分協議のうえ、協
議会の自律的な運営の実現を目指す。

・冊子作成後の配布については、意見交換の場をつくり、より具体的な配
布方法についても方針を共有ししていく必要がある。

(

２

)

「
自
律
的
運
営
に
向
け
た
地
域
活
動
協
議
会
の
取
組

（
イ

メ
ー

ジ

）
」

イ　問題点の要因分析

・地域課題を話し合う機会が増えているが、固定化された役員や担当者の
みの議論になってしまう傾向にあり、地域活動全体の総意として若い世代
も含めた活動に繋げていく必要がある。
・法人化については、地域ニーズの高まりと合わせ、具体的な支援を行う。

・運営や会計については、自律意識が高まりつつあるが地域差が大きく、
実態に合わせた柔軟な対応が求められている。
・構成団体として多様な団体が加入し協議を行うことができており、地域課
題を明確にし共有していくことが必要である。

・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
かたの整理を行う必要があり、双方の理解のもと支援を充実させていくこと
が必要である。

・先行事例の把握や理解とともに、法人化意向の高まってきた地域に情報
を提供していく。

項目 ウ　今後の改善策等ア　取組効果に対する評価

⇒

・地域派遣型支援員体制を取り入れたことで、支援員から担当地域課題や隣接した地域の情報などの共有が行え、それぞれの地域に応じた対応がスムーズに行えている。
・地域課題を「新規住民とのコミュニティ形成」「旧住民とのコミュニティ強化」「地域課題解決に向けた既活動の強化」「開かれた組織運営の継承」を指標として、各地域のニーズの把握や意見交換を踏まえ、今後の支援方針として区との共有を
行っている。課題整理を行っていくなかで「商店街連携」や「分譲マンション住民へのアプローチ」「新たな防災の取り組み」「地域の駐輪対策」など目の見える成果につながってきた。

・「地域課題やニーズに対応した活動の実施」については概ね成果が有り、順調に取り組みが
進んできたと考えている。特に、地域課題などを考える場において、まちづくりセンターへアド
バイスを求めたり、会議への参加などを相談して頂ける地域も増えつつある。
・「法人格の取得」については不要と考えている地域も多い一方、一部の地域の役員から相談
を頂くようになった。

・多くの地域で広報や防災についての取り組みが充実してきており、新たな住民の参加や活
動主体同士の意見交換や連携が広がりつつある。また、マンション住民の具体的アプローチ
も実施できつつある。

・「議決機関の適正な運営」「会計事務の適正な執行」について、順調に取り組みが進んでい
る。
・多様な構成団体が協議し運営を実施できている。
・議事録や事業計画書、事業報告書を広く住民に周知するまでには取り組みが進んでいな
い。。

・マンションアンケートなどで住民の意向を知ることができたが、地域の広
報体制との差異も理解した上で、今後の広報体制の充実を図っていく必
要がある。また、ひとつの媒体では不十分であり、区の広報や防災をキー
ワードにした繋がり拡大も必要になる。

・各地域の広報や防災活動については、これまでの支援を継続実施、拡
大していくことでネットワークづくりに繋がっていくと考えられる。
・区の広報は転入者やマンション住民に直接伝わっていることから、地域と
連携し内容や配布方法等を模索することが効果的である。
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