
【様式２】
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

主なSDGsゴール
※SDGs（持続可能な開発目標）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国連
サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダに記載された2016年から2030年までの国際目標です。

・ゴール１　あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
・ゴール３　あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進す
　　　　　　　る
・ゴール４　全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機
　　　　　　　会を促進する
・ゴール５　ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女児の能力強化を行う
・ゴール８　包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ生産的
　　　　　　　な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進
　　　　　　　する
・ゴール９　強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の
　　　　　　　促進及びイノベーションの推進を図る
・ゴール10 各国内及び各国間の不平等を是正する
・ゴール11 包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居
　　　　　　　住を実現する

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）

・人口減少・高齢化の進展や地域コミュニティの機能低下が進んでいることなどに加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響により大阪経済や本市
財政は厳しい状況にある。

　◆人口推移　　＜「大阪市人口ビジョン令和2年3月更新」等より＞
　　　　1990年 262万人　→　2000年 260万人　→　2010年 267万人　→　2020年 275万人　→　2030年 269万人　→　2040年 257万人

　◆高齢者(65歳以上)を支える現役世代人数　　＜「大阪市人口ビジョン令和2年3月更新」等より＞
　　　　1990年 6.2人で1人　→　2020年 2.5人で1人

　◆GDP全国シェア(名目)　　＜内閣府「国民経済計算」「県民経済計算」等より＞
　　　　1990年度 5.0%　→　2017年度 3.7%

　◆世帯所得の所得別世帯数(200万円未満）　　＜総務省「就業構造基本調査」より＞
　　　　2017年 28.4%(21.2%)　　※()は全国

　◆子どもの貧困率(小5・中2世帯)　　＜大阪府立大学「大阪市子どもの生活に関する実態調査報告書」より＞
　　　　2018年度 15.2%(14.9%)　　※()は大阪府

　◆市内総生産(GRP:名目、2006年度を100とした場合)　　＜「大阪市民経済計算」より＞
　　　　2012年度 91.0　→　2017年度 98.1

　◆業況判断DI(前期比・季節調整値）　　＜「大阪市景気観測調査」より＞
　　　　2019年(4月～6月）▲16.1　→　2019年(10月～12月）▲30.5　→　2020年(4月～6月）▲62.3　→　2020年(10月～12月） ▲38.4

　◆一般世帯に占める単独世帯の割合　　＜総務省「国勢調査」より＞
　　　　1990年 32.4%(6.2%)　→　2015年 48.6%(14.9%)　　※()は内数で65歳以上の高齢単独世帯

　◆税収・公債費・扶助費（平成8年度を100とした場合）　　＜財政局「普通会計決算見込について」より＞
　　　　2019年度　税収 99.8　　　扶助費 263.2　　　 公債費 154.7

　◆市税収入　　＜財政局「普通会計決算見込について」より＞
　　　　 1996年度　7,776億円　→　2019年度　7,761億円

　◆通常収支の状況　　＜財政局「今後の財政収支概算（粗い試算）」[2020(令和2)年3月版]より＞
　　　　　2020年度　▲107億円　→　2024年度　▲108億円　→　2029年度　▲181億円

・民間ネット調査における評価（令和3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
　　　「めざす姿」を実現し大阪を豊かにするための施策　：　68.0%

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

・近年増加傾向にあった人口は今後減少傾向に転じ、人口減少・高齢化の進展が見込まれており、現役世代の負担はさらに大きくなるとともに、「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されている。
・大阪経済については、産業構造の転換の遅れや企業の流出等により、全国シェアは長期低落傾向が続くとともに、世帯所得についても、依然とし
て低所得者層が多い状況となっている。
・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。
・景気動向においては、近年は緩やかな回復基調にあったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、急速に悪化しており、厳しい状況となって
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、また、個人の生活様式や価値観も多様化するなど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・多様化している。
・本市財政は、人件費や投資的経費の抑制を図ってきているものの、義務的な経費が高い伸びを示す一方で、税収については低水準で推移してい
るなか、今後、新型コロナウイルス感染拡大の影響による税収悪化や社会保障費等の増大に加え、経済回復にも一定期間を要することが懸念され
ることから、依然として厳格な財政運営が求められている。
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【様式２】
課題（上記要因を解消するために必要なこと）

・新型コロナウイルス感染症との共存を前提に、新しい生活様式への対応促進を図り、感染拡大の防止と市民生活・経済活動の維持との両立が持
続的に可能となるようにしなければならない。
・その上で、将来にわたり、豊かな大阪を実現するため、これまでの改革の成果を活かし、市民の暮らしの満足度向上をめざしたさらなる改革に取り
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しなければならない。
・そのため、当面は新型コロナウイルス感染拡大防止対策と市民・事業者に対する必要な支援を実施し、市民生活や大阪経済の回復を図り、さら
に、大阪の再生・成長に向けた戦略を実行し、都市インフラの充実や防災力の強化など、未来への投資を続け、豊かな魅力を備えた国際都市へと
大阪をさらに発展させることをはじめ、現役世代への重点投資や真に支援を必要とする方へのサポートの充実、地域における自律的な取組みの支
援等を通じて自助・共助の力を取り戻す必要がある。
・これらを進めるにあたっては、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・支援を行うとともに、市民の理解
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。

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

・「市政運営の基本方針」をとりまとめ、本市の重要方針や喫緊の課題に関する取組みを中心に、進捗管理や総合調整を行いながら、全庁的な企
画立案機能の強化に努めるなど、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。
・令和４年２月の民間ネット調査において、67.6%(前年度：68.0％)の市民から「めざす姿を実現し大阪を豊かにするための施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。

計
　
画
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・令和3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」をとりまとめ、方針を示すとともに、令和4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。
・令和3年2月に改訂した「大阪市公共施設マネジメント基本方針」に基づ
き、関係部署が連携し施設の維持管理・更新に取り組むよう、施設マネジ
メントの推進を図った。
・コロナ禍における市民・事業者への支援等について、施策・事業の検
討・企画立案を行い、関係所属と連携して取組みを進めた。
・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
に取り組んでいる施策について情報発信を図った。

―

プロセス指標の達成状況
・「子育て・教育環境の充実について、進んでいると感じる」と回答
した市民の割合　32.0%（前年度27.0%）
・「大阪の再生・成長に向けた戦略の実行について、進んでいると
感じる」と回答した市民の割合　27.2%（前年度23.0%）

①(ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―
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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ⅰ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

68.0%

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・各方面における新型コロナウイルス感染症の影響を注視したうえで、本
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。
・公共施設マネジメント基本方針における総合政策部門を担う立場から、
関係所属と連携・協力し、持続可能な施設マネジメント等を推進する。【持
続可能な施設マネジメントの取組の推進（改革の柱３－２（１））】
・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する。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市民・事業者への支援
や、社会経済活動の維持・回復のための施策を含め、
・「子育て・教育環境の充実について、進んでいると感じる」と回答した市
民の割合が前年度（27.0％）を上回る。
・「大阪の再生・成長に向けた戦略の実行について、進んでいると感じる」
と回答した市民の割合が前年度（23.0％）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。市政運営の基本方針をとりまとめ、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】

元決算額 71百万 ２予算額 84百万 ３予算額 81百万

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

―

アウトカム指標の達成状況
「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」と回答した市民の割合：
67.6％

A

A

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

前年度 個別 全体

めざす成果及び戦略　１－１ 【全庁的な企画立案機能の強化】

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

・新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、豊かな大阪の実現に向
けて、①「新型コロナウイルス感染症対策と大阪の再生」、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（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・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」と回答した市民の割合を、半数以上とす
る。

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
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(2)広報紙に関して　(令和2年度民間ネット調査）
　「広報紙を読まない」、「読んだことはあるが継続して読んでいない」市民の割合　21.8％
　上記の理由として、情報発信全般にもみられた「興味・関心が無いから」　52.3％、　「自分に必要が無い（と思う）から」　26.6％の他に
　「活字が多い」　11.9％、「表現や内容が難しい」　11.0％、「活字が小さい」　10.1％

(3)大阪市ホームページの利用に関して　（令和2年度民間ネット調査）
　「大阪市のHPをここ１年で利用した」市民の割合　58.6％
　「大阪市HPの検索機能を使って目的の情報を探した」市民の割合　65.9％
　「目的の情報にたどりつけたが、検索に時間を要した」市民の割合　34.5％、「目的の情報にたどりつけなかった」市民の割合　12.0％
　「検索した結果、自分の探している情報（ページ）以外に、必要がない情報（ページ）も多く表示されてわかりにくい」市民の割合　36.8％

(4)新型コロナウイルス感染症の拡大に対して、社会的に不安な状況が広まっており、市政情報への関心が高まっている。
　（令和2年度民間ネット調査）
　「広報紙やホームページなどの広報媒体を通して発信している、新型コロナウイルス感染症に関する情報に接したことがある」市民の割合
40.4％
　「『新型コロナウイルス感染症対策支援情報サイト』を知っている」市民の割合　31.0％

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

(1)市政情報への興味・関心が低いこと。また、市政情報をさまざまな手法で発信しているにも関わらず、情報に接する機会がない、情報がわかり
にくいと市民が感じていること。

(2)広報紙を通じて、市政情報を発信しているにも関わらず興味・関心がなく、また文章が難解であること等が理由で十分に読まれていないこと。

(3)大阪市ホームページにおいて、情報の検索がしにくく、必要な情報を見つけづらいと市民が感じていること。

(4)新型コロナウイルス感染症関連の情報については複雑・多岐にわたるため、伝わりにくいこと。

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

(1)市政の課題や施策情報をさらに広く市民と共有し、より理解を得ていくためには、まず市政情報に対する興味や関心を高め、市政情報に接して
もらう機会を増やす必要があり、そのためには、市民が必要とする情報を分かりやすく、的確かつ、戦略的な情報発信を行う必要がある。

(2)広報紙について、手に取って読もうと思い、またその内容を理解していただけるよう、文章表現やレイアウトの工夫など紙面の改善を行う必要が
ある。

(3)大阪市ホームページについて、情報の見やすさ、探しやすさの向上のため、掲載している情報の整理を行うとともに、見せ方、伝え方の改善を
行う必要がある。

(4)新型コロナウイルス感染症については、市民が必要とする感染拡大の防止と市民生活及び社会経済活動の維持に向けた情報を、分かりやす
く、迅速かつ的確に発信する必要がある。

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

・市政情報への関心が薄い方の特性に合わせたWEB広告を含む複合的かつ戦略的な情報発信や、職員向け「動画制作マニュアル」の作成など、
「伝わる広報」の実現に向け、特別参与の意見も伺いながら、市広報全般について改善・強化を行ったほか、各所属の広報・報道・広聴担当者向
けの研修など様々な取組を行った。
・また、新型コロナウイルス感染症関連については、市民が必要とする情報が分かりやすく、迅速かつ的確に発信できるよう、関係所属と連携しな
がら優先的に取り組んだ。
・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は69.7％と、前年度の68.4％から改善し、目標とする７割以上にはわずかに届か
なかったものの、毎年度概ね７割の状態を継続できており、目標をほぼ達成できた。
・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、「伝わる広報」の実現をめざし、特別参与をはじめ有識者の意見も参考に
しながら情報発信を行っていく。

60歳代 67.5% 76.3% 78.9%
70歳以上 72.6%

年
代
別 50歳代 69.9% 68.3% 70.6%

68.4%
18～29歳 63.8% 66.6% 66.2%
30歳代 66.7% 79.0% 61.2%

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

主なSDGsゴール
※SDGs（持続可能な開発目標）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国連
サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダに記載された2016年から2030年までの国際目標です。

・ゴール16　持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人々に司法へのアクセスを
　　　　　　　 提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

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）

(1)情報発信全般に関して
　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：67.9％（平成30年度）　民間ネット調査：70.3％（令和元年度）、68.4％（令和2年度）　※年代別は下表のとおり

年度 H30 R１ R2 　
　一方、得られていないと回答した市民からの主な意見
　　・市政情報に興味・関心が無い
　　・市政情報を必要としない
　　・情報がわかりにくい
　　・情報量が少ない
　　・必要な情報がない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

全体 67.9% 70.3%

40歳代 62.0% 61.6% 61.3%
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【様式２】

円 円 円

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

【広報担当】
・「伝わる広報」の実現に向け、特別参与の意見を伺いながら、市広報全
般について改善・強化を行う。
・区の広報紙のうち市全体に関する情報を掲載している市政情報面につ
いて、平易な表現やイラスト・図表・写真を用いて記事内容を分かりやす
くする。
・「伝わるホームページ」の実現に向け、ホームページ掲載情報の見や
すさ、探しやすさの改善に取り組むとともに、外国人住民への支援も含
めたホームページの利便性の向上を図る。
・市政情報への関心が薄い市民の特性に合わせ、既存媒体に加えこれ
まで利用していない新たな広報媒体も複合的に活用し、効果を発揮でき
るような戦略的な情報発信を行う。

【報道担当】
・市長会見をはじめとする時宜を得た報道機関を通じた情報発信のほ
か、適切な報道対応や新聞記事の切り抜きなどを活用した報道確認等
について、各所属に対して指導・助言を行う。

【広聴担当】
・「市民の声」等の各種広聴制度を通じて寄せられた意見や要望等を集
約・分析し、各所属に情報提供するとともに、施策や事業に反映された
事案について、広く市民に向けて情報発信を行う。また、市民から寄せら
れた意見や要望等について、関係部署における処理が円滑に行われる
よう進捗管理を行う。

【広報担当・報道担当・広聴担当】
・新型コロナウイルス感染症に伴う市政情報の発信や問合せについて
は、分かりやすく、迅速かつ的確に対応できるよう、関係所属と連携し、
優先的に取り組む。

・災害時に、市民が必要とする情報の提供や市民等からの問合せに対
し、迅速かつ的確に対応できるよう、危機管理室をはじめ関係所属と連
携し、訓練や研修等を通じて検証を継続的に行う。

・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

【撤退・再構築基準】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

【広報担当】
・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
・広報物を作成する際の大切なポイントをまとめた「伝える広報から伝わ
る広報」を作成
・「意外と知らない　大阪市の29歳以下が得する10のコト」など属性に応
じたまとめページの作成や、WEB広告と動画を組み合わせるなど新たな
媒体との複合的な情報発信の実施検証
・広報紙の市政情報面について、「大阪市民のみなさんへ」にリニューア
ル
・ホームページについて、情報の見やすさ、探しやすさを改善するため、
アクセスの多い「子育て」に関する情報について課題を整理し、改善を実
施
・新型コロナウイルス感染症対策に関する支援情報を利用者の方が検
索しやすいよう、市ホームページのトップに「新型コロナウイルス感染症
対策支援情報サイト」を開設し、個人向け・事業者向けの支援情報を掲
載・更新
・効果的なホームページ構成ポイントをまとめた「伝わるホームページ」
の作成

【報道担当】
・報道内容の確認のため、各所属への新聞記事の切り抜きなどの提供

【広聴担当】
・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
・大阪市ＬＩＮＥアカウントに「市へのお問い合わせ」のメニュー画面を追加
・道路や公園等の不具合箇所・画像送信フォーム（愛称：おしえ太郎）の
本格運用開始

【参考】
・広報紙において必要な情報が入手できている市民71.6％（令和2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75.0％（令和
2年度）

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組2－１－１ 【市政情報の戦略的な発信】

元決算額 219百万 ２予算額 221百万 ３予算額 317百万

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
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：69.7％

A
A

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・市政情報に関心がある方への情報発信は継続しながら、市政情報へ
の関心が薄い方に対しては、その特性に合わせ、既存媒体に加え、これ
まで利用していない新たな広報媒体も複合的に活用し、効果を発揮でき
るような戦略的な情報発信を行う。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 b

・目標はわずかに達成できなかったものの、前年度からは改善しており、
概ね７割の状態を継続できているため、市政情報に関心がある方に対し
ては有効であった。
・しかし、約３割の方については、市政情報をさまざまな手法で発信して
いるにも関わらず、市政情報への興味・関心が薄く、情報に接する機会
がないと感じており、まずは市政情報に対する興味や関心を高め、市政
情報に接してもらう機会を増やす必要がある。

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

68.4%

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、市政運営への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。
・区役所等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（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
※重点目標
必要とする市政情報が得られている市民の割合が７割以上である状態
とする。（令和2年度：68.4％）
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【様式２】

円 円 円

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ⅰ)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
【広報担当】
・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、伝わるホームページ
の実現に向けた研修など各種支援を行う。

【報道担当】
・効果的な情報発信及び説明責任を果たすため、各所属の伝えたい情
報が報道されるための知識・技術・手法の習得を目的とする研修等を行
う。

【広聴担当】
・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。

【広報担当・報道担当・広聴担当】
・新型コロナウイルス感染症による状況に留意しながら、研修などの支
援に取り組む。

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・再構築基準】
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）
88.1％（令和２年度）

元決算額 4百万 ２予算額 7百万 ３予算額 7百万

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

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】

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【広報担当】
・「伝わる広報」の実現に向け、特別参与の意見を伺いながら、市広報全
般についての改善・強化を実施（原則毎月１回）
・区の広報紙のうち、市全体に関する情報を掲載している「大阪市民の
みなさんへ」の発行（原則毎月１日）
・関係所属と調整し、「伝わるホームページ」をふまえたホームページ掲
載情報の見やすさ、探しやすさの改善を実施
・外国人住民等に向け、やさしい日本語による新型コロナウイルス感染
症にかかる緊急情報などの情報発信を実施
・映像を通じた情報発信力の強化のため、職員向け「動画制作マニュア
ル」を作成
・市政情報への関心が薄い市民の特性に合わせ、WEB広告を含む複合
的かつ戦略的な情報発信を実施（令和３年12月～令和４年１月）

【報道担当】
・市長会見（30回）、報道発表（1,897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

【広聴担当】
・大阪市総合コールセンター「なにわコール」にIVR機能(自動音声応答機
能)を導入（令和３年10月１日）
・市ホームページの上部に「よくある質問(FAQ)」へのリンクを追加及び
「よくある質問(FAQ)」の検索機能改良を実施（令和３年10月１日）
・「市民の声」の施策反映事例にかかる市民向け発信拡大の実施

【広報担当・報道担当・広聴担当】
・新型コロナウイルス感染症にかかる市政情報や問合せについては、市
長会見や報道発表をはじめ、広報紙や大阪市HP、ツイッターなどの各種
広報媒体においても迅速かつ的確に情報発信するとともに、関係所属と
の情報共有を実施。
・「新型コロナウイルス感染症対策支援情報サイト」において、市民生活
や社会経済活動の維持に向けた情報を分かりやすく発信。

・災害時広報にかかる研修及び訓練の検証結果をマニュアルに反映

・広報紙や大阪市ＨＰについては、取組を予定どおり実施したことによ
り、必要な情報が入手できている市民の割合がいずれも前年度から改
善し、７割以上となっているが、プロセス指標を下回ったことから未達成
となっており、必要な情報が入手できていないと感じる約３割の方に対し
て、いかに情報を届けていくかが課題となっている。

プロセス指標の達成状況
・広報紙において必要な情報が入手できている市民：74.1％
・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：
76.6％

②（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・必要な情報が入手できている方への取り組みは継続しながら、情報が
入手できていない方に対しては、市政情報に接してもらう機会を増やし、
広報紙や大阪市HPから市政情報を入手してもらえるような戦略的な情
報発信に努める。

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ⅰ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」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（４月資料送付）、研修（８月～11月、13回）
　報道担当…説明会（７月資料送付）
　広聴担当…説明会（６月）、研修（12月、４回） ―

プロセス指標の達成状況
・研修の業務への役立度：
　広報担当：92.0％、報道担当：86.8％、広聴担当：91.0％

①（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―
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