
（平成29年度中間）[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） １　地域活動協議会の状況についての分析（年度当初）

(1)「Ⅰ　地
域課題への
取組」につ
いての分析

(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

(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

(3)「Ⅲ　組織
運営」につい
ての分析

(4)「Ⅳ　区独自取組」
についての分析
（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）

(4)「Ⅳ　区独自取組」
についての分析
（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）
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地域活動協議会の状況についての分析（受託者等記入）

【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への関心はあるもが組織体制の変更へ
至っていない。

項目 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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・区のエリアに応じた分析は妥当である。複数年にわたり支援を実施している成果もあり各地域活
動協議会の特性やニーズの把握は評価できる。
・地域課題解決の手法や支援方策は地域・区役所・まちづくりセンターの３者において共有する
ことが必要であり、地域活動協議会が自律して取り組んでいく意識醸成が必要である。また、地
域課題の解決にあたり、３者の役割の整理や、NPO等との連携等も検討していく必要がある。引
き続き、地域特性や課題に応じた対応を区と連携して行ってもらいたい。

　課題認識を持ち各地域活動協議会において取組みに工夫を凝らしているものの、担い手不足
の解消に至っていない現状がある。参加・参画しやすい仕組みづくりの提案や、活動を促進する
具体的な取組み支援を継続して行う必要がある。

　組織運営の基盤づくりが完了し、安定的・継続的な運営を課題として支援を実施する必要があ
る。さらに、地域活動協議会補助金や会計処理においては、正確性・透明性がより求められてお
り、引き続きの支援が必要である。

区の評価及び意見について企画提案（事業計画書）等について(受託者等の自己評価)
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（平成29年度中間）[様式１－１]

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

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）

(1)「Ⅰ　地
域課題への
取組」にか
かる支援の
提案内容

(1)「Ⅰ　地域
課題への取
組」にかかる
支援の提案
内容

(2)「Ⅱ　つな
がりの拡充」
にかかる支
援の提案内
容

(2)「Ⅱ　つな
がりの拡充」
にかかる支
援の提案内
容

(3)「Ⅲ　組
織運営」に
かかる支援
の提案内容

(3)「Ⅲ　組織
運営」にかか
る支援の提
案内容

(4)「Ⅳ　区独自取組」
にかかる支援の提案
内容
（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

(4)「Ⅳ　区独自取組」
にかかる支援の提案
内容
（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

項目

①地域活動協議会の事務機能の強化・支援
　・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　　・ノウハウの継承
　・地域の情報発信に係る指導及び助言等の支援(紙媒体、WEB等)

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
　・区民まつり等のイベントに参画し地域PRブースの設置、運営などを行う。

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

①地域に合わせた広報活動強化支援（広報紙、WEB活用等）
(区民・市民とのつながり)
・ 地域課題やニーズに応じて、広報活動の強化支援を行う。
(昨年度からの継続支援)
・ 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
(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

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
・ 各地域の課題解決のためには、多様なネットワークづくりによる連携と協働が必要であり、意見交換が活
発になるよう課題とテーマ設定のもと連携を推進する。
　(今後、特に支援する連携)
・ 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

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。
  （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　　　など

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。
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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し、構成団体や地縁団体の活動、会計等の運営状況の把握の
ほか、地域の課題やニーズの把握を図り、地域に応じた支援や体制を構築

・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行い、
より自律的な運営を目指した意見交換や支援を実施する。

・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)を実施し、支援方針や各
地域の状況把握、課題を共有する場をつくる。

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」を活用し、地域が取り組むべき課題の明確化
や地域との共有を行い、市や区、民間の具体的な支援策も交えた協働のありかたを整理し推進す
る。

・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、活動推進等の支援を行う。

①地域ニーズの応じた運営（課題の共有と担い手育成支援）
・地域派遣型支援員体制は、地域ニーズの把握や特性に応じた支援を実施するにあたり有効である。
・まちづくり支援員研修は、地域情報や好事例の共有の場としても効果的であり、評価できる。

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）
・昨年度に更新した「地域カルテ」を踏まえた支援構築は妥当である。協働のあり方整理にも活用し、
積極的に提案してもらいたい。
・ファシリテーション手法は、地域活動協議会内の意見抽出に有効である。効果的に支援を実施しても
らいたい

①地域に合わせた広報活動強化支援
・支援内容は妥当である。特にマンション住民に向けた広報活動の支援は区の課題に合致した支援
であるため効果を期待したい。
・地域活動協議会運営の透明化を図るための広報支援については順調に進んでいない状況があるた
め、引き続き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
・防災をきっかけとした取組みは、事業者の得意とする分野であると認識している。これまでの支援方
策を検証し、効果的な支援を実施してもらいたい。
・新たな事業展開については、地域内の課題認識や共有化が伴うため、地域活動協議会の特性に応
じたきめ細かい支援が継続的に必要である。
　また、既に展開している地域活動協議会もあることから、他地域へ広げてもらいたい。

③多彩なテーマの情報共有会・勉強会の開催
・複数年にわたり、ニーズに応じた勉強会を実施しており、勉強会をきっかけに地域での取組みに至っ
たケースもあり、効果的である。今後は、地域活動協議会の構成団体にとどまらず、企業やNPO、マン
ション管理組合等も対象として実施してもらいたい。

④多様な主体の意見交換会等に参加、参画
・マンション管理組合へのアプローチは、各地域活動協議会の課題であり、昨年度はまちづくりセン
ターの支援を受けて、大型マンションへのアプローチが実現した事例がある。今年度においても区に
おいて意見交換会が実施される予定であるため、積極的に参加・参画し連携の仕組みづくりの構築に
繋げてもらいたい。

①地域活動協議会の事務機能の強化・支援
・地域活動協議会の特性に応じ自立にむけた支援を実施してもらいたい。

②まちづくりセンターと地域の協働による広報
・本支援が有効であると評価する。マンション住民や転入者に向けて、地域活動協議会や地縁団体等
の活動内容の広報を効果的に実施してもらいたい。その際には、地域活動協議会の認知度の向上、
地縁団体への参加・参画促進につながる様、地域活動協議会の意見を積極的に受け入れ、実施して
もらいたい。

③まちづくりセンター開設業務
・適切である。

項目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）
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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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（平成29年度中間）[様式１－１]

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

３　事業の実施体制等 ３　事業の実施体制等

(3)区のマネジメントに
対応した取組にかかる
提案内容

○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。

(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

項目

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

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） 提案内容に対する評価及び意見（区記入）項目

○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。

(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

アドバイザーによる区と支援員との情報共有が図られているとともに、各地域活動協議会の情況を鑑
み、アドバイザーや支援員が地域担当として支援を行う体制が整えられており、提案は適当である。

事務責任者、業務責任者、アドバイザーそれぞれのバックアップ体制は適切に行われており、提案は
適当である。

①まちづくり支援員研修
・地域活動拠点で支援を実施するまちづくり支援員制度の状況で、定期的な研修、意見交換、地域状
況の把握は必要であるため、研修は有効である。

②防災をテーマとした地域内連携の構築
・防災士の資格を持つアドバイザーを活用し、地域内の連携促進を図るきっかけとして防災をツールと
した支援は効果的であり、地域ニーズを踏まえている点も評価できる。

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
・地域活動協議会設立から４年が経過しており、改めて支援ツールの検討が必要であると認識してお
り、提案は評価できる。
・共有会・勉強会はこれまでも地域ニーズに応じて実施されており、地域での取組みに繋がっている。
引き続きの実施は効果的である。

(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）
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（平成29年度中間）[様式１－１]

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

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）

事務運営に必要な情報提供、効果的な活動運
営支援により、各地活協の事務機能の強化及び
自律運営を目指す。
(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
等について支援をしていく

役員交代などを得て、地域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。

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通
して、今後地域が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「見える化」支援を行ってい
く。
また、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。

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。ブース出店等を継続実施し地域
活動等のPRを行う。

支援策（取組）名称

多彩なテーマの
勉強会の開催（ま
ちづくりセンター

主催）

すべての支援と
連動した『見える

化』の推進

まちづくりセンターと
地域の協働による

広報活動

地域活動協議会の
事務機能の自律・
強化・透明性の確

保

委託事業の受託や
地域課題をビジネス
手法で解決するた
めの検討

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
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び同じ悩みを持
つ地域間の情報共有と連携を図り、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も図
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把握する。

区内における主な課題は、マンションや新住民とのコ
ミュニティの形成、コミュニティの強化、地縁団体への
参加・参画促進など「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る。
課題の認識や整理について地域のみで行っていくこ
とは不得手な面もあり現状では難しいため、支援策
を通して様々な事例を参考にしながら地域の課題認
識をより明確に整理することで既活動の向上を狙い、
地域が地域課題の解決を目指す中でビジョンが持て
るように支援していく。

昨年度は、これまで積み上げてきた地域課題の
情報について地域や団体との意見交換を踏ま
え、区と認識を共有しながら集約および整理を
し、そこから導き出した「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」を指標とした各地域の分析を行い、区役
所と連携・協働した「地域の現状分析と今後の支
援方針」(地域カルテ)を作成している。
　今年度は、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、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、各支援を行うと同時に「見える化」を推
進する。
　まず、年度当初に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く。

地域課題である「つながりの拡充」において、区民への
地域情報のわかりやすい整理や広報物作成は有効で
あり、広報物作成を通して情報の見せ方などを地域に
伝えることは今後地域が自らの活動を区民に伝えていく
上での取り組み向上へ繋げていけるため重要な施策で
あると考える。

(ア)行政からの委託事業を受託するための支援
　他区で行われている地活協への事業委託（広
報紙の配布等）などについて担当局や実施区に
ヒアリングを行いメリットやデメリットを把握し、区内
で活かせる土壌があるか区との協議を実施し、支
援メニューの検討を行う。また、国、府、市の協働
型委託事業の整理と地域への情報提供、受託支
援を行う。
(イ)CB/SBの促進に向けた支援
　地域のニーズの把握や機運の高まりとともに、
各地域で既に実施している多彩な取り組みから、
ＣＢ／ＳＢとしての要素を既に持っている活動など
を検証し、先進事例の調査等を踏まえ情報提供
(コミュニティ回収等)およびビジネス手法の提案
をする。

地域課題をビジネス手法で解決するCB/SBの導入
や法人化については、一部法人化した地域もあり意
義については理解が進んでいるものの、具体的な手
段については各地域が獲得出来ていないため、先
進地域の事例紹介や市内の制度への理解促進を中
間支援として行っていくことが必要である。

支援策（取組）の内容（受託者等記入） 重点的に取り組む理由（受託者等記入）

すべての支援と連
動した『見える化』

の推進

多彩なテーマの
勉強会の開催（ま
ちづくりセンター

主催）

地域ニーズに応じた多彩なテーマにより勉強会を実施してもらいたい。地域活動協議会の期待
度も高まってきており、取組みに繋がる事例もあり評価できる。受託者記載のとおり、押し付けで
はなく、自らが課題を認識して活動の向上を図れる仕組みづくりとして取り組んでもらいたい。ま
た、マンション住民やマンション管理組合等も参加できる様、取り組んでもらいたい。

まちづくりセンターと
地域の協働による

広報活動

　まちづくりセンター広報紙を年間を通して作成しており、地域活動協議会の活動を広く周知し、
活動への参加・参画を促す取組みの一つとして有効である。広報物の設置場所を増加する等、
効果的な手法を検討し実施してもらいたい。
　広報紙の内容も、地域ニーズや区の要望に柔軟に対応しており評価できる。

地域活動協議会の
事務機能の自律・
強化・透明性の確

保

　事務運営の基盤は完成しており、自立に向けた支援が必要になっている。安定的に事務運営
ができるよう、支援を実施してもらいたい。
 また、運営基盤の継承や、現時点の自律度レベルの保持も自立にむけて必要であり、地域特性
に応じて濃淡を持って支援が必要である。

委託事業の受託や
地域課題をビジネス
手法で解決するた
めの検討

・地域活動協議会に対して、各種民間助成金等の情報を積極的に提供し、地域ニーズに応じて
活用に向けた支援を実施してもらいたい。
・CB／SB促進に向けた支援について、コミュニティ回収等の実施に向け、地域内意見集約のア
ドバイスや、実施に向けた課題整理等の支援を実施してもらいたい。

支援策（取組）名称 支援策（取組）に対する評価及び意見（区記入）

・「地域カルテ」を作成する際、これまでの支援実績や地域情報の蓄積が有効に活用された。今
後は地域活動協議会との共有を行う必要があり、今年度において順次実施されている。普段の
支援の中で共有が図られ、活動内容の再確認が行われている地域もあるが、共有に至っていな
い地域に対しては外部的要因テータを用いて地域実情を把握してもらう等、地域活動協議会の
自律に向け、引き続きの取組みが必要である。
・「地域カルテ」の更新にも区と連携して取り組んでもらいたい。
　引き続き、積極的に支援策を区へ提言し、各地域活動協議会の特性やニースに応じてきめ細
かい支援が実施できる様、取り組んでもらいたい。
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（平成29年度中間）[様式１－１]

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

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
項目 評価及び意見（区記入）

(1)現時点での支
援の実施状況に
対する自己評価

【地域活動協議会の運営】
・事務員や各担当者に対して定期的な研修会や意見交換を行い、新たな担い手などを見つけ会計や運
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。

【地域広報の強化】
○幅広い情報発信と情報の整理

ている。
区民から問い合わせなど反響のある地域紹介冊子のHP掲載およびQRコード化による発信を行い、地域
へのデータ提供しマンション世帯とのつながり拡充の取り組みへも活かした。
・夏祭り・盆踊りなどの地域活動情報をわかりやすくまとめ、区民の参加促進への支援として行うことが出来
た。

○構成団体の強化
・地縁団体への参加・参画促進について勉強会を通して作成した広報物を区および地域と協働して発信
することが出来た。　１０地域の盆踊りで地域と協働して配布、マンションへの配布も実施。
・勉強会は「地域とつながる魅力の伝え方を学ぼう」をテーマに実施し、地縁団体への参加・参画促進につ
いて地域との活発な議論につながり、地域の自らの活動をもっと知ってもらいたいというニーズにかなった
取り組みを打ち出すことが出来た。

【地域課題の対応】
・現状把握から対策・解決に向けて取り組み(広報物配布や自主防災組織強化、既活動の充実化等)が複
数の地域で実施され、多様なテーマ(防災、自主財源、マンション住民、違法駐輪、担い手、商店街)や地
域ニーズをとらえた支援へとつながっている。
・マンション住民の急増等に対して、地域活動への理解促進への取り組みとして地域紹介冊子、地縁団体
への参加・参画促進チラシの活用を行い地域と協働してアプローチすることが出来た。
・ＣＢ/ＳＢの地域における実施について複数地域が興味を示しており、他区や全国の事例について調査
やヒアリングの調整を行い地域への情報提供への準備とすることが出来た。

【地域カルテ・見える化】
・地域の特徴を踏まえ、各地域の意見のすり合わせや今後の方針、支援策などの共有化を図り、区役所と
連携・協働した支援ツール「地域カルテ」の更新を実施している。
・各課題に対応した事例の紹介、検討される支援策の共有を区と行うことが出来た。地域活動への理解促
進の広報物作成など方針の下地として地域カルテを利用している。

(1)現時点での支
援の実施状況
（目標の進捗状

況）

【地域活動協議会の運営】
・まちづくりセンターの支援により地域活動協議会の基盤づくりが完了している状況である。今後
は基盤の継承や安定的な運営、自立に向けた支援が必要である。その上で地域活動協議会の
特性に応じた支援を実施しており、新しい担当者への助言も順調に進んでいる地域もあり、一定
評価できる。より透明性のある会計処理を実施する必要性もあり、引き続き丁寧な支援を実施す
べきである。

【地域広報の強化】
○幅広い情報発信と情報の整理
・昨年度に作成された地域紹介冊子をSNSを活用して発信できた。転入者パックでの配付や活動
に参画していないマンションへのアプローチでの活用事例もあり評価できる。
引き続き、地域活動の理解促進を図る様、理解しやすい表現で作成してもらいたい。
・まちづくりセンター主催の勉強会で出た意見を基に、地域活動への参加・参画の呼びかけチラ
シを作成し、地域活動協議会主催の夏祭りで配付した。広く区民に活動を知ってもらい、参加の
きっかけに繋がる取組みであり評価できる。
　また、勉強会を通じて作成することができたことは、地域活動協議会の機運醸成に繋がり相乗
効果も得られた。

○構成団体の強化
・地域活動協議会の活動強化につながる地縁型団体での参加・参画促進をテーマに勉強会を
実施し、広報チラシの作成に至った。また議論の中で地域活動の目的の再確認が図られ、活動
への参加・参画や担い手発掘のきっかけとしての仕組みづくりとして評価できる。

【地域課題の対応】
・まちづくりセンターの支援により、地域課題解決の新たな取組みが構築された地域が複数出て
きている。取組み実施する際の課題等への対応支援も丁寧に行っており評価できる。
・マンション住民へのアプローチは区の課題である。地域活動協議会自らが取組みを行うことを
促す支援を実施しているが、順調に進んでいない状況がある。引き続き区と連携して支援策を検
討してもらいたい。
・CB／SBの促進について、コミュニティ回収実施に向けた地域ニーズの把握を実施した。地域説
明会では他区での情報収集を経て、課題整理を実施し、地域への提案が実施され、評価でき
る。

【地域カルテ・見える化】
・「地域カルテ」の更新を区と連携して実施しており、また「地域カルテ」を基に地域支援を実施し
活動の整理が図られた地域があり、評価できる。
・引き続き「地域カルテ」の外部的要因を活用し、地域活動協議会の現状や将来像の共有を進
め、活動の整理を図ってもらいたい。

項目 自己評価（受託者等記入）

地域紹介冊子のQRコード説明

HPに掲載した地域紹介冊子のダウンロード

方法を説明し、周知しやすいようにしている。

夏祭り・盆踊りの情報発信

取組開催までの動きをまとめて

区民に伝えている。

勉強会の様子とワークショップ結果、住民への情報提供につ
いて意見交換を行った。

勉強会を通して地縁団体参
加・参画促進チラシを作成し、
夏祭り・盆踊りにて地域と協働
して配布を行った。
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（平成29年度中間）[様式１－１]

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

(2)上記を受け
た、年度後半の
支援についての
考え

・地域活動協議会の運営支援や地域広報、地域課題に対応した個々の地域支援は地域の状況に合わせ
て継続的に実施する。
・地域活動協議会間で共有が必要な課題に対しては、勉強会等の開催をすすめ課題を打破できるような
キッカケづくりの場を設定していく必要がある。
後半では、前半での地域との協働を踏まえて地縁団体への参加・参画促進について、地域活動への区民
や構成団体内の理解促進へより深めた取り組みを行っていくため勉強会開催や地域と協働した広報物作
成を行っていく。
・作成した地域カルテについて、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」ツールとしていくため区と情報を共有しながらカルテの地域との情報共有へ向けて支援を行っていく。
・CB／SBについては前半で調整したヒアリングを淀川区まちづくりセンターに実施し、地域の自発的な取り
組み実施を促せるように勉強会や情報共有会を通して情報提供し個別に地域が自らCB/SBの取り組みに
ついて実施に繋がるよう支援していく。

(2)上記を受け
た、年度後半の
支援についての
考え

・事業者の記載内容は、区が求めるものと一致しており引き続きの支援を実施してもらいたい。
・地域活動への参加・参画促進のための広報物を作成予定であるが、地域活動協議会の認知度
向上に繋がり、気軽に参加できるできる場の情報提供を念頭において実施してもらいたい。
・CB／SB実施支援について、引き続き地域ニーズの応じて支援してもらいたい。
・引き続き、他区の好事例や他市町村の事例の収集に努め、当区における支援方策の提案を積
極的に区に対して行ってもらいたい。
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