
【様式２】

・市長の方針を「市政運営の基本方針」としてとりまとめて示し、本市の重要方針や喫緊の課題に関する取組みを中心に、進捗管理・総合調整を実
施しながら、全庁的な企画立案強化に努めるなど、豊かな大阪の実現に向けた取組みを関係所属と連携して推進するとともに、それらの効果的な
発信に努めた。
・その結果、平成30年度世論調査において、78.4％の市民から「めざす姿を実現し大阪を豊かにするための政策」を「推進した方がよい」との評価を
得ているため、戦略は継続して推進する。

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【全庁的な政策推進】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

「将来にわたり豊かな大阪」の実現に向けて、全庁的に施策・事業が展開されている。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・少子高齢化の更なる進行、地域経済の地盤沈下、地域コミュニティの機能低下などが進んでおり、本市の財政状況も厳しい。
  ◇高齢者（65歳以上）を支える現役世代人数　　 H2　6.2人で1人　→　H29　2.5人で1人　　　　 (総務省「国勢調査」等より)

  ◇一般世帯に占める単独世帯の割合　 H2　32％（6％）　→　H27　49％（15％）　 ※（）は内数で65歳以上の高齢単独世帯
　　　（総務省「国勢調査」より）
　◇GDP全国シェア（名目）　 H2　4.8％　→　H26　3.7％　　 　（内閣府「県民経済計算」より）

  ◇子どもの貧困率（小5・中2世帯）　H28　15.2％　　（大阪府立大学「大阪市の子どもの生活に関する実態調査報告書」より）

　◇市税収入の推移　 H8　7,776億円　→　H28　6,595億円　　 （財政局「財政のあらまし」より）

・世論調査における評価（平成31年1月）
　◇重点的に進めている方針に沿った施策について、推進すればよいと回答した割合
　　①市民サービスの拡充　：　82.2％
　　②府市一体となった成長の実現　：　74.3％
　　③「めざす姿」を実現し大阪を豊かにするための施策　：　78.4％

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

•近年増加傾向にあった人口は今後減少に転じ、人口減少・高齢化の進展が見込まれており、「経済」「市民生活、医療・福祉」「まちづくり」の各分
野に影響を与えることが懸念。
•人口減少・高齢化が進展により、高齢者1人を支える現役世代が減少してきており、今後は現役世代の負担がさらに大きくなる傾向。
•また、近年の大阪経済は、長期的にみると、産業構造の転換の遅れや企業の流出等により、大阪の全国シェアの長期低落傾向。それに伴い、低
所得者層が増加するなど、現役世代自体の活力も低下。さらに、子どもの貧困率は、小5・中2のいる世帯において、概ね6人に1人が相対的貧困に
陥っている。
•地域においては、地域コミュニティを取り巻く社会環境の変化、人と人とのつながりの希薄化がみられ、これまで地域で担ってきた自助・共助の機
能が低下する一方で、地域課題はより一層複雑・多様化。
•本市財政は、最も税収の多かった平成8年度決算と比較すると、税収が約2割減少する一方で、義務的な経費が高い伸びを示し、今後の財政収支
概算は、2020年代前半に通常収支不足は一旦解消する見込みであるものの、高齢化の進展等に伴う扶助費の増や、投資的事業の本格化に伴う
公債費の増などにより、2020年代後半には再び収支が悪化する見込であることから、依然として厳格な財政運営が必要。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・本市を取り巻く厳しい状況を克服し、将来にわたり、豊かな大阪を実現するためには、これまでの改革の成果を活かし、新たな価値を生み出す改
革に取り組むとともに、都市の成長を実現することで、財源を生み出し、市民サービスを拡充する必要がある。
・なかでも、将来のまちを担う子どもたちへの支援をはじめ、現役世代へ重点的な投資、成長を通じた安全・安心を守る取組みの充実と未来への投
資、地域における自律的な取組みの支援等を推進することが必要である。
・これらを進めるために、新たに重点的に進めることとした方針に沿った施策・事業が展開されるよう、調整・支援する必要がある。
・また、これらの方針について、市民に理解を得られるよう、効果的な情報発信にも努める必要がある。
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・平成30年9月、全庁で予算編成を進めるため、「市政運営の基本的な考え方」を取
りまとめ、方針を示すとともに、平成31年2月には、予算編成過程で出てきた重要事
項等を反映した「市政運営の基本方針」を策定し、これに基づき次年度の区・局運営
に取り組むよう各所属に指示した。
・市民からの理解等をより得られるよう、関係所属と連携しながら重点的に取組んで
いる施策について情報発信を図った。

いずれの事業も各所属の予算化等を支援することで、事業実施に至った
が、一部項目（保育所等利用保留児童数の解消）において当初予定して
いた目標には到達しなかった。

業績目標の達成状況
保育所等利用保留児童数（平成31年4月：2,721人）、街頭犯罪の大幅な抑
止（平成29年：21,633件(うち街頭犯罪5手口7,211件)→平成30年：19,236件
(うち街頭犯罪5手口5,956件)）、来阪外国人数（平成27年：716万人→平成30
年：1,141万人(速報値)）など、いずれの取組みも実施済み。 ②(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

引き続き、めざす姿の実現に向け、各所属と連携し、重点的な方針に基
づく施策・事業の推進を図る。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・市をとりまく状況を分析し、関係所属と連携して政策課題の解決に必要
な政策を企画立案しながら、政策推進にかかる重点的な方針をはじめと
した、市政運営の基本的な考え方をとりまとめ、時機を逸することなく決
定する。
・市政運営の基本的な考え方に基づき、豊かな大阪の実現に向けた施
策が全庁的に行われるよう、関係所属との連携を強化するとともに、事
業の予算化等を支援する。
・こうした方針や、それに伴う施策に関して、市民からの理解等を得るた
め、積極的に情報発信が行われるよう、関係所属との連携を強化。

豊かな大阪の実現に向けた施策の代表的な項目として、以下の施策を
推進
＜重点的な方針にかかる代表的な項目＞
　・保育所等利用保留児童数の解消
　・街頭犯罪5手口の発生件数の減少（現状値(平成29年:7,211件)を下回
る）
　・来阪外国人数の増加
     （平成32年1,300万人達成に向けて、平成29年実績（1,111万人）
　　　を上回る）

前年度までの実績
本市の重要方針や喫緊の課題に関する全庁的な取組みを中心に、進捗
管理・総合調整を実施。市政運営の基本的な考え方をとりまとめ、豊かな
大阪をめざした政策推進を関係局と連携して推進するとともに、情報発
信を実施。

具体的取組１－１－１ 【迅速かつ的確な政策決定及び関係所属との連携強化】

28決算額 ９百万 29予算額 ２３百万 30予算額 ２２百万

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

-
Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

-
アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
「重点的に進めている２つの方針に沿った施策につい
て、推進すればよい」と回答した市民割合：78.4％ 77.2% -

A

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・市民ニーズや社会経済情勢を踏まえ、それに応じた政策形成や施策展
開の実現

・豊かな大阪の実現に向けて、①市民サービスの拡充、②府市一体と
なった成長の実現という方針に基づく各種施策が重点的に取り組まれる
よう、企画立案し、全庁的な調整を行う。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
・毎年度、市民ニーズ把握に向け、「重点的に進めている方針に沿った施
策について、推進すればよい」と回答した市民割合を、半数以上とする。

めざす成果及び戦略　１－１ 【全庁的な企画立案機能の強化】
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【様式２】

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・広報紙や大阪市ホームページなどの広報媒体、新聞・テレビなどのマスメディアを通じて、必要な市政情報が得られているとする市民の割合につ
いては、平成27年度調査結果では全体で73.8％、平成28年度調査結果では全体で73.6％と7割以上となっていたが、平成29年度調査結果では全
体で55.7％と7割を切っており、市政の情報や課題についての一定の共有・理解が常に得られているわけではない。
・既存の情報発信だけでは十分に必要な市政情報が得られていないとする市民も一定の割合で存在しており、その理由としては、関心や必要が
なく自ら入手していない、内容等がわかりにくい、入手手段を持っていない等となっている。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・市政の課題や施策情報をさらに広く市民と共有し、より理解を得るためには、今後も継続的かつより確実に必要としている情報が伝わるよう効果
的に発信していく必要がある。
・また、これまで市政情報が十分に得られていない層にも情報が伝わるよう、新たな手法の活用も含め、ターゲットを意識し、様々な機会を捉えた
戦略的・計画的な情報発信を行うための工夫を凝らす必要がある。

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

・必要とする市政情報が市民に伝わるよう、重点広報計画を策定し、各種媒体での情報発信や民間企業との協働、各所属の広報・報道・広聴担
当者向けの研修など、有識者の助言も踏まえ様々な取組みを行った。
・その結果、必要な市政情報が得られていると感じる市民の割合が67.9％と、前年度の55.7％に比べ大幅に改善し、目標とする７割以上には若干
届かなかったものの、ほぼ目標を達成できた。
・引き続き、市政情報が十分に得られていない層にも情報が伝わるよう、市民目線での「わかる広報」、「伝わる広報」をめざし、有識者の意見も参
考にしながら、効果的に情報発信を行っていく。

60歳代 78.0% 75.6% 60.4%
70歳以上 78.7% 75.3% 58.2%

20歳代 55.6% 72.3% 45.3%
30歳代 71.5% 69.4% 55.6%
40歳代

必要な市政情報が
得られている(H28)

必要な市政情報が
得られている(H29)

全体 73.8% 73.6% 55.7%

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題２ 【市民との情報共有と信頼の確保】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

市政の課題や施策情報について市民と共有し、理解が得られている。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・広報紙や大阪市ホームページなどの広報媒体、新聞・テレビなどのマスメディアを通じて、必要な市政情報が得られているとする市民の割合
　世論調査：73.8％（平成27年度）、73.6％（平成28年度）、55.7％（平成29年度）

必要な市政情報が
得られている(H27)

74.9% 74.7% 56.6%
50歳代 73.0% 71.3% 50.9%

年
代
別



【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・重点広報計画の策定（平成30年３月）、「大阪市民のみなさんへ」の発
行（原則毎月１日）、タイアップポスター（28回）等
・市民来訪施設等への大型ポスターの設置（38ヵ所）や小型デジタルサ
イネージ（映像機器）の設置（53ヵ所）、区役所の待合場所等に設置した
テレビ画面や市HPでの映像の放映（月1回配信）、総合コールセンター
の通話保留時のPRメッセージの発信
・市長会見（22回）、報道発表（2,454件）ほか、記者レクの指導・助言や
各所属に対する報道内容の確認等
・「大阪市民のみなさんへ」について、有識者の意見等も踏まえながらタ
イトルを親しみやすい表現にし、カテゴリの整理やデザインの統一化を
行い、理解しやすい平易な文書での紙面作成を実施（平成３０年７月よ
り）
・大阪市HPにおいて、市民ニーズの高いごみに関する情報について、関
係所属とともに情報の整理を行うなど、見つけやすさの改善を実施
・「市民の声」の施策反映事例にかかる市民向け発信拡大の本格実施

・市政情報の発信機会の拡充に向けて、市民来訪施設や市HP等での映
像コンテンツ放映等の取組みを推進すればよいと考える市民の割合に
ついては目標を達成できている。
・広報紙において必要な情報が入手できている市民の割合及び大阪市
HPにおいて必要な市政情報が得られていると感じる市民の割合につい
ては、取組を予定どおり実施することで前年度に比べ10ポイント以上改
善されており、目標は若干下回ったがほぼ目標を達成できている。

業績目標の達成状況
・広報紙において必要な情報が入手できている市民：77.0％
・大阪市HPにおいて必要な市政情報が入手できている市民：
79.2％
・市政情報の発信機会の拡充に向けて、市民来訪施設や市HP等
での映像コンテンツ放映等の取組みを推進すればよいと考える
市民　76.7％

②(ⅰ)

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・各所属の施策・事業や市民ニーズを把握して広報計画を策定し、広報
紙や大阪市HP等を充実させながら活用するほか、市民来訪施設や市
HPでの映像コンテンツ放映等、情報発信機会の拡充を図るとともに、職
員による情報発信や民間企業との協働など、有識者の意見等もふまえ
ながら、様々な手法で情報発信を行う。
・それぞれの情報発信媒体や対象の特性を考慮しながら、分かりやす
く、かつタイムリーに情報の発信・更新を行う。
・市長会見をはじめとする時宜を得た情報発信のほか、適切な報道対応
や、新聞記事クリッピングなどの検証ツールを活用した報道確認等につ
いて指導を行う。
・「市民の声」等の各種広聴制度を通じて寄せられた意見要望等につい
て、関係部署と連携しながら円滑に処理が進むよう進捗管理を行い、ま
た、意見要望等を集約・分析して関係部署と情報共有を図りながら、各
所属における施策・事業への反映情報について広く市民に向けて情報
発信を行う。

・広報紙において必要な情報が入手できている市民　8割以上
・大阪市HPにおいて必要な市政情報が入手できている市民　8割以上
・市政情報の発信機会の拡充に向けて、市民来訪施設や市HP等での映
像コンテンツ放映等の取組みを推進すればよいと考える市民　6割以上

【撤退基準】上記目標の達成度が8割未満の場合、各事業を再構築

前年度までの実績
・予算の主要施策を中心に策定した年間広報計画に基づく情報発信
・報道記事の検証のためのツール整備
・各種広聴制度を通じて寄せられた意見要望等を集約・分析

※参考
・広報紙において必要な情報が入手できている市民64.8％（平成29年
度）
・大阪市HPにおいて必要な市政情報が入手できている市民62.2％（平成
29年度）

具体的取組２－１－１ 【市政情報の戦略的な発信】

28決算額 336百万 29予算額 244百万 30予算算定額 226百万

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

必要な市政情報が得られていると感じる市民の割合について、取組を予
定どおり実施することで前年度に比べ10ポイント以上改善されており、目
標は若干下回ったがほぼ目標を達成できている。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a
ａ：順調
ｂ：順調でない

必要な市政情報が得られていると感じる市民の
割合：67.9％

55.7% B

B

めざす成果及び戦略　２－１ 【幅広い市民ニーズの把握と効率的・効果的な情報発信】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
市民にとって身近な施策や市政の重点的な施策等について、十分に情
報が伝わり、理解を得られるようにする。

・市民が求める生活に必要な情報や市政の重点的な施策に関する情報
等を、より計画的かつ効果的に発信するとともに、既存の広報媒体や報
道機関への情報提供等に加え、新たな広報媒体を活用し、これまで市
政情報が十分に得られていなかった市民にも伝わるようにする。
・各区役所が区民のニーズ等を的確に把握し、区の広報紙やホーム
ページなどの各種広報媒体、報道機関への情報提供等を通じて、区民
が必要とする情報をより効果的にわかりやすく発信できるよう支援する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
平成32年度まで毎年度、必要とする市政情報が得られている市民の割
合を7割以上とする。



【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・各所属の広報、報道、広聴担当者を対象とした研修を実施
　広報担当…説明会（５月）、研修（６～９月、６回）
　報道担当…説明会（５月）、研修（７月、１回）
　広聴担当…説明会（５月）、研修（11～12月、３回） ―

業績目標の達成状況
・研修の業務への役立度：
　広報担当：90.4％、報道担当：89.8％、広聴担当：90.4％

①（i）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・職員の広報マインド・スキルの更なる向上を図るため、各所属からの要
望を踏まえた専門性の高い研修を実施するほか、HP運用やウェブアク
セシビリティ対応等について技術面でのアドバイスや情報提供など各種
支援を行う。
・効果的な報道発表や危機管理報道について、記者など外部有識者を
講師とした研修を行う。
・市民の声の施策反映手法の習得と広聴マインドの向上を目的とする広
聴担当者向けの研修を実施する。

研修の業務への役立度（受講者の上司による評価）　8割以上

【撤退基準】
上記目標の達成度が8割未満の場合、各事業を再構築

前年度までの実績
・広聴広報マインド・スキルの向上や報道機関への効果的な情報発信、
市民の声の施策反映手法等について、研修などを通じて各所属を支援

※参考
・職員を対象とする研修の業務への役立度（受講者の上司による評価）
85.8％（平成29年度）

28決算額 4百万 29予算額 7百万 30予算算定額 6百万

具体的取組２－１－２ 【区役所等の広聴広報機能の強化に向けた支援】


