
【様式２】

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題４ 【多様な協働（マルチパートナーシップ）の推進に向けた支援】

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＞

多様な協働（マルチパートナーシップ）に向けて、市民活動の支援策が各活動主体に有効に活用されている状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

　市民活動を行う多様な主体のそれぞれのステージに応じた「１　市民活動をサポートする人材の養成及び派遣」「2　市民活動に関する相談対
応」「3　情報の蓄積・一元化と発信」といった市民活動に対する支援に取り組み、「4　他の活動主体等との連携」に向けた支援に取り組んでい
る。

１　市民活動をサポートする人材の派遣
　  地縁型団体への派遣件数は、制度設立当初と比べると増加傾向にあるものの、全区における活用までには至っていない。また、テーマ型団体へ
の派遣は平成27年度に急増したもののそれ以降伸び悩んでおり、とりわけ、平成29年度は過去2年に比べ大幅に少なくなっている。【表－1】

２　市民活動に関する相談対応
①主体的に活動を進めていこうとする市民活動団体(地縁型団体,NPO等）をはじめ、市民、企業等を対象に、市民活動全般に関する相談を行う「市
民活動総合相談窓口（以下『総合相談窓口』という。）」を設置しているが、1日あたりの相談件数は、約1件と少なく、低調な状態である。
　相談者をカテゴリ別でみると、地縁型団体の利用が14件に留まっている他、相談件数の42％を占めるNPO等からの相談件数（96件）も、本市が認
証しているNPO法人（1,523法人）の5％に留まっている。
②一方で、総合相談窓口の面談での利用者が「総合相談窓口で必要な情報を得ることができた」と答えた割合は100％となっている。

【相談実績】（平成29年4月～30年3月）
・相談開設日 243日
・相談件数　229件（開設日１日あたり約1件）

３　情報の蓄積・一元化と発信
①大阪市市民活動総合ポータルサイト（「以下『ポータルサイト』という。）について、登録団体数は735団体（30年3月現在）で、平成29年4月～30年3
月の新規登録は161団体である。登録団体の4分の1を占めるNPO法人（250法人）だけを見ても、本市が認証しているNPO法人（1,523法人）の13％
に留まっている（ページヴュー数は約59,000件／月）。
②登録団体のうち、活用していると答えた団体は増加したものの、40.7％に留まっている。
③機能面として、市民活動団体の情報や市民活動に役立つ資源情報など様々な情報を掲載しているものの、どのように活用すればよいか、わかり
にくいといった声もある。

４　他の活動主体等との連携
(1) プラットフォーム構築（※）
①他団体との連携により地域課題解決につながる活動を進めようとする市民活動団体(地縁型団体,NPO等）をはじめ、市民、企業等を対象に、広域
的な活動主体との連携・協働に向けた「交流の場」を設置しており、「交流の場に参加して満足した」と答えた割合は85％と高い、しかしながら、「交
流の場」の参加者が「新たなつながりの場となった」と答えた割合は65％となっており、新たな連携協働の件数は伸び悩んでいる。（目標15件、実績
6件 平成29年度）
②一方で、各区役所・各地域等においても交流の場が生まれてきており、それぞれの場で様々な課題解決に向けた対話が行われているが、「交流
の場」との連携はできていない。
（※）プラットフォームとは「継続的に多様な活動主体間がつながることができるよう、キーパーソン・情報・資源が集まる基盤」のこと

(2) 企業等との連携（ネットワーク）の活用
①企業等との連携も進めつつあるものの、まだまだ一部の企業との連携に留まっている。
　・市民局包括連携数6件（平成30年3月末）
　・クリック募金協定企業数20件（平成30年3月末）
　・企業バンク登録数65件（平成30年3月末）
②企業との連携（ネットワーク）が十分に活用されていない。

【表ー１】年度別派遣件数及び満足度（平成30年3月31日時点）
（単位：件）

地縁型 テーマ型

平成26年度 11 10 1 7 －

平成27年度 18 5 13 8
大いに有意義であった　71%
有意義であった           29%

平成28年度 22 9 13 12
大いに有意義であった　68%
有意義であった　　　　　 18%
講師派遣・次年度継続　14%

平成29年度 22 18 4 15
大いに有意義であった　57%
有意義であった　　　　  43%

計 73 42 31

件数
内訳

満足度年度 区数
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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
　多様な協働に向けて、「市民活動をサポートする人材の派遣」「市民活動に関する相談対応」「情報の蓄積・一元化と発信」「他の活動主体等との
連携」といった市民活動の支援策が各活動主体に有効に活用されている状態をめざして取組みを展開している。
　各戦略におけるアウトカムの進捗状況は必ずしも順調ではないが、一定の進捗は見られ、引き続き、各活動主体が市民活動の支援策の有用性な
どを認知し、有効に活用されるよう、区役所職員やまちづくりセンター職員への理解促進を図る取組を進める。
　また、「市民活動に関する相談対応」「情報の蓄積・一元化と発信」については、市民活動に関心のある市民の認知度が伸び悩んでいることから、
市民活動に関心のある市民に対する総合相談窓口やポータルサイトの周知の取組を強化し、市民活動への参加につながるように努める。

計
　
画

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＞

１　市民活動をサポートする人材の派遣
①人材の派遣制度についての地縁型団体の認知度が低いこと（現状の①）
②人材の派遣制度の有用性が地縁型団体に十分に認知されていないこと（現状の①）
③特に、地縁型団体は、活動の継続性に重点を置いているため、新たな活動をするために人材の派遣を求めるという発想には至りにくい傾向があ
ること（現状の①）
④地域公共人材のWebサイトやFacebookの更新頻度が少なく、魅力的な内容となっていないため、人材の派遣制度の有用性が十分伝わっていな
いこと（現状の①）

２　市民活動に関する相談対応
①総合相談窓口の認知度が低いこと（現状の①）
②総合相談窓口の有用性、利便性が十分に認知されていないこと（現状の②）

３　情報の蓄積・一元化と発信
①ポータルサイトの認知度が低いこと（現状の①）
②ポータルサイトの有用性、利便性が十分に認知されていないこと（現状の①）
③登録のメリットが認識されていないこと（現状の①）
④登録の事務手続が煩雑で活動団体の負担となっていること（現状の①）
⑤これまで市民活動に関わりの少なかった人が活動への参加のきっかけとなるような機能が不足していること（現状の①）
⑥ポータルサイトの機能は、多様な情報を一元化しているため、活用方法がわかりにくい面があること（現状の②③）

４　他の活動主体等との連携
(1) プラットフォーム構築
①「交流の場」開催時には交流が図られるものの、一過性のものとなっており、課題解決に向けた連携を進めるまでの段階には至っていないと推測
されること。（現状①）
②「交流の場」への参加者数が少なく、また、その場の参加者の活動に関する情報のみで運営されていることから、参加者以外との連携につながり
にくいこと。（現状①②）
(2) 企業等との連携（ネットワーク）の活用
①具体的な連携の取組が企業側に伝わっていないこと（現状の①）
②本市と企業等との連携状況が市内部において共有化されていないこと（現状の②）
③連携している企業等の活用方策が市内部でイメージしにくいこと（現状の②）

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

１　市民活動をサポートする人材の派遣
①地縁型団体に人材の派遣制度の存在や実績･有用性についての認知度を高めること（要因の①、②）
②地縁型団体が新たな活動に取り組むよう働きかける際に人材の派遣制度の紹介を合わせて行うこと（要因の③）
③情報発信の内容を分かりやすく、活用するイメージが伝わりやすい内容に改めること（要因の④）

２　市民活動に関する相談対応
①総合相談窓口の存在や実績、有用性・利便性についての認知度を高めること（要因の①②）

３　情報の蓄積・一元化と発信
①ポータルサイトの存在や有用性についての認知度を高めること（要因の①、②）
②ポータルサイトへの登録のメリットについての認知度を高めること（要因の③）
③ポータルサイトへの登録の事務手続の負担を軽減すること（要因の④）
④これまで市民活動に関わりの少なかった人が身近な地域活動を知るなど、活動への参加のきっかけとなるような機能を充実すること（要因の⑤）
⑤ユーザー目線でポータルサイトに掲載している情報を体系化し、その利便性を高めること（要因の⑥）

４　他の活動主体等との連携
(1) プラットフォーム構築
①「交流の場」での対話後も継続的なつながりを保ち、課題意識の共有が進むよう、フォローアップを行うこと（要因の①）
②「交流の場」の参加者数を確保し、各区役所・地域等での交流の場での話題なども提供できる仕組みを構築すること。（要因の②）
(2) 企業等との連携（ネットワーク）の活用
①本市の連携窓口及び本市と企業等との連携の具体的な取組についての企業等の認知度を高めること（要因の①）
②一元的に把握した企業等との連携状況を市内部で十分に共有化すること（要因の②）
③連携している企業等の持つネットワークやリソースなどの強みを整理し活用のメリットについての市内部の認知度を高めること（要因の③）
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円 円 円

自
己
評
価

・必要なときに地域公共人材による支援が受けられるよう、地縁型団体を
はじめとする市民活動団体に、地域公共人材の有用性や利便性をわかり
やすく伝える必要がある。
・とりわけ区役所職員について、来年度以降の地域支援のあり方も見据
え、地域の状況に応じた支援ができるように地域公共人材の有用性や利
便性に対する理解深化を促す必要がある。

・区役所職員・まちづくりセンター職員のうち、接
点を持つ地縁型団体に地域公共人材の有用性
や利便性が伝わっていると答えた職員の割合：
42.6％

28.3% Ａ

Ａ・市政モニターアンケートにおいて、市民活動に
現在参加している市民のうち「活動上の課題解
決のために人材派遣制度を利用したい」と回答
した市民の割合：68.7％

69.1% B

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・区役所職員等が地域公共人材の有用性や利便性に対する理解をより
一層深め、地縁型団体をはじめとする市民活動団体の実情に応じて地域
公共人材制度を紹介できるよう、活動内容や実績などをわかりやすく提
供する。
・市民活動ポータルサイトや市民局ホームページを積極的に活用し、テー
マ型団体への広報も積極的に行う。

・支援メニューを今後の活動に役立てられたと感
じた利用者の割合：94.9％

91.5% Ａ

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

７百万 29予算額 １０百万 ３０予算額 ９百万

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 〇
○：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)

・区役所職員･各まちづくりセンター職員のうち、人材派遣制度の有用性を
地縁型団体にPRできると答えた職員の割合　100％

【撤退基準】
・上記目標が80％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
①　区役所職員･各まちづくりセンター職員が地縁型団体に人材派遣制度
を適切に紹介できるよう、区役所職員･各まちづくりセンター職員を対象
に、これまでの派遣内容や成果の分析を踏まえた制度説明会･事例共有
会：11月28日開催（区66名、まちセン28名参加）
②　人材派遣の有用性を地縁型団体にわかりやすく伝えることができるよ
う区役所職員・各まちづくりセンター職員に情報提供
・動画を作成し、配信（2本）
・広報チラシの作成し、各区へ配布

28決算額

取組実績 課題 　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

自
己
評
価

市民協働基礎研修（5/22、6/4）において制度説明（区職員を対象）
事例共有会の開催（8/28）
市政改革プラン2.0（区政編）共有会（10/31）
公共人材制度周知ビラの提供（7月、10月、12月）
人材派遣実績状況・各区プラン達成状況の情報発信（所属サイトへ掲載）
派遣事例の紹介動画の提供（10派遣）
Facebookでの情報発信について各区へ提供（85件）
活動報告書の各区への送付（45件）

・PRできない理由として、制度を十分に理解できていない、活用例をよく
知らない、多様なニーズに対応した人材が派遣されるのかが分からない
といった意見が挙げられていることから、区役所職員及びまちづくりセン
ター等職員に、地域公共人材のスキルや支援方法、支援事例など、市民
活動団体の実情に応じた支援の実施が可能であることなど、制度の有用
性をより十分に浸透させる必要がある。

業績目標の達成状況
・区役所職員･各まちづくりセンター職員のうち、人材派遣制度の
有用性を地縁型団体にPRできると答えた職員の割合　91.1％

②（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区役所職員及びまちづくりセンター等職員へのアンケート結果を受け
て、人材派遣制度の有用性が職員に伝わるよう、より分かりやすい資料
を作成し、市民協働職員研修や、事例共有会で、これまでの派遣の成果
をよりわかりやすく提供する。

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

○
○：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)

戦略に対する取組の有効性

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①区役所職員･各まちづくりセンター職員が、地域公共人材の有用性を理
解し、地縁型団体に人材派遣制度を適切に紹介できるよう、区役所職員･
各まちづくりセンター職員を対象に、人材の役割やこれまでの派遣内容
及び成果の分析を踏まえた制度説明を行うとともに、人材の派遣をきっか
けに派遣先の団体に変化が生じた事例を紹介する。
　　・事例共有会の開催　9月末までに実施

②区役所職員・各まちづくりセンター職員が、地縁型団体に人材派遣制
度を適切に紹介できるよう、具体的取組4-1-2【人材派遣制度の実績等
の整理･発信】で整理・作成・発信した情報や広報物を、適切な時期に区
役所職員・各まちづくりセンター職員に提供する。
　　・全ての情報及び広報物

めざす成果及び戦略　４－１ 【市民活動をサポートする人材の派遣】 

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

・地縁団体からの申請が増加しており、各区において積極的に制度の有
用性が伝えられている。【平成30年度申請件数　22件：地縁型団体16件、
市民活動団体6件）】一方、派遣に至っていない区も複数あり、活用してい
る区とそうでない区の偏りがみられる。【平成30年度（4月〜8月）申請区
数　12区　（平成29年度　15区）】
・引き続き、公共人材の活用による効果について情報提供していくととも
に、職員等が制度紹介等に活用しやすいビラを提供していく。

①地縁型団体の活動を支援する区役所職員や各まちづくりセンター職員
を通じて、あらゆる機会をとらえて人材派遣制度の存在や実績･有用性を
紹介する。（課題の①、②)

②地縁型団体に人材派遣制度の有用性をPRできるよう他都市の事例も
含めた派遣人材の活動内容や実績を整理し、発信する。（課題の①、②）

③地域公共人材のWebサイトやSNSを活用し、派遣人材の活動内容や実
績をわかりやすく、適切な頻度で積極的に情報発信する。（課題の①、
③）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・区役所職員・まちづくりセンター職員のうち、接点を持つ地縁型団体に地
域公共人材の有用性や利便性が伝わっていると答えた職員の割合
50％以上（平成31年度末）
・市政モニターアンケートにおいて、市民活動に現在参加している市民の
うち「活動上の課題解決のために人材派遣制度を利用したい」と回答した
市民の割合　75％以上（平成31年度末）
・地域公共人材バンク利用者の満足度：80％以上（毎年度）
・支援メニューを今後の活動に役立てられたと感じた利用者の割合　93％
（平成31年度）

具体的取組４－１－１ 【職員等による働きかけ】 

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

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

ａ：順調
ｂ：順調でない

ｂ戦略の進捗状況

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＞

計
画

・地域公共人材による支援が必要な市民活動団体（特に将来的にも支援
が必要と考えられる地縁型団体）に行き届いている状態
・市民活動団体が、持続的に自立した活動ができるよう、支援ができてい
る状態

－3－



【様式２】

円 円 円

取組実績 課題 　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

自
己
評
価

人材派遣実績情報・各区達成状況の情報収集・整理
公共人材制度周知用リーフレット作成（7月、10月、12月）
他都市事例（静岡県の取組）紹介　（3月）
地域公共人材のWebサイトの検索機能を充実させ、市民が容易に必要な
情報を入手できるようWebサイト機能の充実
動画による派遣の事例紹介（10派遣）
Facebookを活用し、最新の派遣内容を発信（85件）
市民活動ポータルサイト「資源の提供情報」「行政情報・お知らせ」の更新
（3回）
派遣件数　44件（地縁型団体35件、テーマ型団体9件）
派遣区数　23区

リーフレットの配布が７月になり年度当初の地域向けの会議の場での活
用ができなかった。また、市政モニターアンケートにおいて、市民活動に
現在参加している市民のうち「活動上の課題解決のために人材派遣制度
を利用したい」と回答した市民の割合が伸び悩んでおり、地縁型団体以
外の市民活動団体に制度の有用性が十分に伝わっていないと考えられ
る。そのため、提供・発信する情報の内容や時期について、効果が得られ
るよう改める必要がある。

業績目標の達成状況

区役所職員･各まちづくりセンター職員のうち、提供・発信した情報
が活用できる（役立つ）と答えた職員の割合　87.0％

②（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・リーフレットについては、年度当初から各区の相談窓口等に配架すると
ともに、より制度の有用性を伝えられるよう、掲載内容の充実を図る。
・制度の有用性が伝わるよう、市民活動総合ポータルサイトや市民局
ホームページ等ICTを活用し、地域公共人材の活用事例や実績などを適
宜発信し、また掲載についてSNS等を活用し、広く周知する。

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 ○
○：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)

①　地縁型団体にPRできるよう他都市の事例も含めた派遣人材の活動
内容や実績を収集・整理し、区役所職員･各まちづくりセンター職員に情
報提供
・派遣人材の活動内容等の情報提供（随時）
　・達成状況集約及び情報提供（随時）
　・仙台市の事例を各区と共有（3月）
②　派遣人材の活動内容や実績を地縁型団体の構成員にわかりやすく
伝えることができるよう情報提供
　・動画を作成し、配信（2本）（3月）
　・広報チラシの作成し、各区へ配布

具体的取組４－１－２ 【人材派遣制度の実績等の整理･発信】 

28決算額 　- 29予算額 - ３０予算額 -

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①区役所職員･各まちづくりセンター職員が地縁型団体にPRできるよう、
他都市の事例も含めた派遣人材の活動内容や実績を収集・整理する。
　　・派遣人材の活動内容等　　　派遣受付後随時提供
　　・達成状況集約　　　派遣受付後随時提供
　　・他都市事例　　　１回／年
②人材派遣の有用性が市民にわかりやすく伝わるような動画や画像・記
事等を作成してWebサイトやSNSを通じて発信する。
　　・地縁型団体の年間計画を勘案し、時期を逸することなく人材の役割
　　　や派遣事例を掲載した広報物を定期的に作成　　　4回／年
　　・地域公共人材のWebサイトを活用し、人材の派遣内容を発信すると
　　　ともに、検索機能を充実させ、容易に必要な情報を市民が入手でき
　　　るよう整備　　　８月末まで
　　・Facebookを活用し、最新の派遣内容を発信　　　1回／派遣
③より多くの市民活動団体に有用性が伝わるよう、大阪市市民活動総合
ポータルサイトの「資源の提供情報」「行政情報・お知らせ」メニューを活
用し、人材派遣制度をPRする。
　　・「資源の提供情報」「行政情報・お知らせ」メニューの更新
　　　　　合計3回以上／年

・区役所職員･各まちづくりセンター職員のうち、提供・発信した情報が活
用できる（役立つ）と答えた職員の割合　90％

【撤退基準】
・上記目標が50％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績

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

Webサイトの機能を充実させたことにより、派遣事例の情報収集が容易と
なった。
引き続き、広報物（周知ビラ、動画等）を作成し、より人材派遣制度の有用
性をPRしやすい広報資料を、適切な時期・頻度で提供していく。

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 〇
○：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)
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【様式２】

円 円 円

職員から「存在をはじめて知った。」「メリットを伝えるために、自分がメリッ
トを感じる必要がある。」「具体的な事例が少ない」等の意見が寄せられ
ていることから、区役所職員及びまちづくりセンター等職員に対し、相談
窓口の面談での利用者の満足度が99％を超え、大変有用な制度である
ことや、面談以外でも電話・FAX・メールにより気軽に利用できることなど、
有用性や利便性をより十分に浸透させるとともに、具体的事例の共有等
が必要である。

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区役所職員及びまちづくりセンター等職員へのアンケート結果を踏ま
え、地域に関わる具体的な事例を示すとともに、相談窓口の有用性や利
便性が職員に伝わり、地縁型団体にPRできるよう、より分かりやすい資
料を作成し、メールをはじめ、会議や研修の場を活用し、広く情報提供す
る。

めざす成果及び戦略　４－２ 【市民活動に関する相談対応】

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＞
・総合相談窓口が市民活動に関わる課題解決に役立つ窓口であり、市民
活動に関して気軽に相談できる窓口であると認知され、活用されている状
態

①区役所職員や各まちづくりセンター職員を通じて、総合相談窓口を必要
とする相手方にその存在や実績･有用性、利便性を紹介する。（課題の
①)

②NPO等の既存のネットワークを活用して、総合相談窓口を必要とする
相手方に、その存在や実績、有用性・利便性を紹介する。（課題の①）

③総合相談窓口の有用性や利便性をPRできるよう相談メニューや相談
実績等を整理し、発信する。（課題の①）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・市政モニターアンケートにおいて、市民活動に関心のある市民のうち「活
動上の課題解決のために総合相談窓口を利用したい」と回答した市民の
割合　75％以上（平成31年度末）
・支援メニューを今後の活動に役立てられたと感じた利用者の割合　93％
（平成31年度）（再掲）

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

・区役所職員及びまちづくりセンター等職員に総合相談窓口の有用性や
利便性が浸透することが必要である。
・区役所職員やまちづくりセンター職員が参考資料として使いやすいよう、
相談事例を分野ごとにまとめた資料を作成し、提供する。
・昨年度実施の区役所職員･各まちづくりセンター職員アンケートでの意
見をもとに、具体的な事例紹介のほか、総合相談窓口を理解、PRできる
ような資料を作成し、提供する。

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①説明会：5/22、6/4実施
②総合相談窓口の有用性や利便性を市民活動団体にわかりやすく伝え
ることができるような記事等提供：6回
③他の団体主催のイベント等を通じた総合相談窓口活用の働きかけ：11
回

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

・総合相談窓口の有用性や利便性をわかりやすくPRする必要がある。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
市政モニターアンケートにおいて、市民活動に関
心のある市民のうち「活動上の課題解決のため
に総合相談窓口を利用したい」と回答した市民
の割合　71.5％

71.4% A

Ａ

支援メニューを今後の活動に役立てられたと感
じた利用者の割合：94.9％

91.5% A
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・区役所職員及びまちづくりセンター等職員に総合相談窓口の有用性や
利便性をわかりやすく説明し理解を深めるための工夫を行う。
・これまでの周知方法を改めて見直し、よりターゲットに届くよう周知方法
を検討する。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

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)

・区役所職員･各まちづくりセンター職員のうち、総合相談窓口の
有用性や利便性を地縁型団体にPRできると答えた職員の割合：
85.7％
・相談窓口の面談での利用者のうち、既存のネットワークからの紹
介で利用した人数：15件

②(ⅰ)

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)

具体的取組４－２－１ 【職員等による働きかけ】

2８決算額 27百万 2９予算額 13百万 ３０予算額 10百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①区役所職員･各まちづくりセンター職員を対象に、これまでの相談実績
や相談窓口利用者の声などの分析を踏まえた説明会を行う。
　　　　・5月までに実施
②総合相談窓口の有用性や利便性を市民活動団体にわかりやすく伝え
ることができるような記事等を、区役所職員・各まちづくりセンター職員に
提供する。
　　　　・６回
③総合相談窓口の有用性や利便性を市民活動団体にわかりやすく伝え
ることができるような記事等を活用して、「Code for OSAKA」や「"大阪を
変える100人"会議」などの市民活動団体のネットワークを通じて、総合相
談窓口の活用を働きかける。
　　　　・他の団体主催のイベント等を通じたもの　10回／年

・区役所職員･各まちづくりセンター職員のうち、総合相談窓口の有用性
や利便性を地縁型団体にPRできると答えた職員の割合　100％
・相談窓口の面談での利用者のうち、既存のネットワークからの紹介で利
用した人数　10件

【撤退基準】
上記目標が80％未満かつ8件未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
①　説明会：９月実施
②　総合相談窓口の有用性や利便性を市民活動団体にわかりやすく伝
えることができるような記事等提供：４回
③　他の団体主催のイベント等を通じた総合相談窓口活用の働きかけ：
10回
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【様式２】

円 円 円

具体的取組４－２－２ 【総合相談窓口の実績等の整理･発信】

2８決算額 - 2９予算額 - ３０予算額 -

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①相談実績や相談窓口利用者の声を収集し、様々な相談メニューや
Skypeなどの相談ツールと併せて総合相談窓口の有用性や利便性を、地
縁型団体を含む市民活動団体にPRできるよう整理し、区役所職員･各ま
ちづくりセンター職員に提供する。
　　　　・3か月に1回

②総合相談窓口の有用性や利便性を市民活動団体にわかりやすく伝え
ることができるような動画・記事等を作成してWebサイトやSNS、企業連携
による各種広報媒体（インターネットTV、広報誌等）を通じて発信する。
　　　　・動画作成　7月中
　　　　・SNS等を通じた情報発信　６回

・市政モニターアンケートで、「市民活動に関する総合相談窓口があること
を知っている。」と答えた市民の割合　10％

【撤退基準】
上記目標が７％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
・総合相談窓口を市民局Facebookで発信　2回

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①総合相談窓口の有用性や利便性を、地縁型団体を含む市民活動団体
にPRできるよう整理し、区役所職員･各まちづくりセンター職員に提供：5
回
②動画作成：1月
SNS等を通じた情報発信：6回

・総合相談窓口に対する市民の認知度が低いため、広く市民に周知する
必要がある。
・市民活動に関心があると回答した市民のうち、「市民活動に関する総合
相談窓口があることを知っている。」と回答した市民は11.5％と低く、一
方、「活動上の課題解決のために総合相談窓口を利用したい」と回答した
市民の割合は71.5％と高いことから、市民活動に関心がある市民に対
し、より認知度の向上を図るとともに、相談のニーズに合った説明が必要
である。

業績目標の達成状況
・市政モニターアンケートで、「市民活動に関する総合相談窓口が
あることを知っている。」と答えた市民の割合：7.8％ ②(ⅰ)

①(ⅱ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・総合相談窓口に対する市民の認知度を上げる必要があり、総合相談窓
口の有用性や利便性が伝わるよう、記事等に具体的な相談事例と対応
方法、解決事例を掲載するなど、ターゲットにより利用したいと思われるよ
うなわかりやすい内容となるよう工夫し、企業連携による各種広報媒体
（インターネットTV、広報誌等）を通じて広く周知する。

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)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・広く市民に市民活動総合支援事業（総合相談窓口）をPRするために、
様々な広報媒体を活用した周知を行う。
・総合相談窓口の有用性や利便性を伝えるための記事に具体的な相談
事例と対応方法、解決事例を記載し、市民活動に関心がある市民に対し
て届きやすくなるような周知方法を検討する。

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 ○
○：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)

－6－



【様式２】

円 円 円

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

・区役所職員及びまちづくりセンター等職員にポータルサイトの有用性や
利便性が浸透することが必要である。
・区役所職員及びまちづくりセンター職員にポータルサイトをより身近に感
じてもらうことができるよう、区役所職員やまちづくりセンター職員から紹
介を受けた地域活動を引き続き掲載する。
・昨年度実施の区役所職員、まちづくりセンター職員向けアンケート結果
をもとに、ポータルサイトを理解、PRできるような資料を作成し、提供す
る。

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）
①区役所職員･各まちづくりセンター職員を対象に、ポータルサイトの目的
や機能についての説明会を行う。
　　　　・５月までに実施
②ポータルサイトの有用性やその利用登録のメリットを市民活動団体に
わかりやすく伝えることができるような記事等を、区役所職員・各まちづく
りセンター職員に提供する。
　　　　・６回
③ポータルサイトの有用性や利便性を市民活動団体にわかりやすく伝え
ることができるような記事等を活用して、市認証NPO法人をはじめ、
「Code for OSAKA」や「"大阪を変える100人"会議」が主催するイベントな
どに参加する市民活動団体や連携企業等にポータルサイトの活用を働き
かける。
　　　　・他の団体主催のイベント等を通じたもの　10回／年
　　　　・社会貢献に関心の高い企業　100社／年
　　　　・大学等を通じた学生に向けたもの　10校／年

・区役所職員･各まちづくりセンター職員のうち、ポータルサイトの有用性
や利便性をPRできると答えた職員の割合　100％

【撤退基準】
上記目標が80％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
①　説明会：９月実施
②　ポータルサイトの有用性やその利用登録のメリットを市民活動団体に
わかりやすく伝えることができるような記事等提供：３回
③　ポータルサイト活用の働きかけ
　・市認証NPO法人：1,550団体
　・他の団体主催のイベント等を通じたもの：１０回
　・社会貢献に関心の高い企業：111社
　・大学等を通じた学生に向けたもの：11校

具体的取組４－３－１ 【職員等による働きかけ】

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

・ポータルサイトに対する市民の認知度が低いため、広く市民に周知する
必要がある。
・市民活動に関心のある市民の認知度も11.8％と低いため、市民活動に
関心のある市民が、関わりを持つきっかけとなるよう、ポータルサイトの更
なる認知度の向上に努める必要がある。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
区役所職員・まちづくりセンター職員のうち、接点
を持つ地縁型団体にポータルサイトの有用性や
利便性が伝わっていると答えた職員の割合：
30.0％

19.0% A

市政モニターアンケートにおいて「ポータルサイト
を知っている」と回答した市民の割合：7.8％

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

支援メニューを今後の活動に役立てられたと感
じた利用者の割合：94.9％

91.5% A

A
A

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・広く市民にポータルサイトをPRするため、様々な広報媒体を活用した周
知を行うとともに、市民活動に関心のある市民に対する有効な周知方法
を検討する。
・より使いやすいサイトとなるよう、機能充実を図るとともに、有用性等に
ついて積極的な周知を行う

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＞
ポータルサイトに市民活動に関する様々な情報が収集・発信されているこ
とが認知され、市民、市民活動団体、企業等、行政や中間支援組織など
がそれらの情報を活用している状態

①区役所職員･各まちづくりセンター職員をはじめ、市民活動団体との接
点を持つあらゆる機関･団体を通じてポータルサイトの存在やその有用
性、登録のメリットを紹介する。（課題の①、②）

②地縁型団体、テーマ型団体や企業等などの対象に応じて、ポータルサ
イトの有用性や登録のメリットをPRできるよう活用事例や登録団体の声な
ど整理し、発信する。（課題の①、②）

③団体登録の事務手続フローを見直す。（課題の③）

④これまで市民活動に関わりの少なかった人が身近な地域活動を知るな
ど、活動への参加のきっかけとなるようなコンテンツを導入する。（課題①
④）

⑤一般利用者の視点、登録団体の視点の双方から、ポータルサイトの掲
載情報の構成を見直し、利便性を高める。（課題の⑤）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・区役所職員・まちづくりセンター職員のうち、接点を持つ地縁型団体に
ポータルサイトの有用性や利便性が伝わっていると答えた職員の割合
30％以上（平成31年度末）
・市政モニターアンケートにおいて「ポータルサイトを知っている」と回答し
た市民の割合　10％以上（平成31年度末）
・支援メニューを今後の活動に役立てられたと感じた利用者の割合　93％
（平成31年度末）（再掲）

2８決算額 17百万 2９予算額 14百万 ３０予算額 9百万

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①ポータルサイトの目的や機能についての説明会：5/22,6/4実施
②ポータルサイトの有用性やその利用登録のメリットを市民活動団体に
わかりやすく伝えることができるような記事等提供：19回
③ポータルサイト活用の働きかけ
　・他の団体主催のイベント等を通じたもの：11回
　・社会貢献に関心の高い企業：118社
　・大学等を通じた学生に向けたもの：52校

職員から「PRしたことによる効果が具体的にわかるもの」や「メリットを感じ
させる説明」がほしい、利用団体が入力などのパソコン操作が苦手である
といった意見が寄せられていることから、区役所職員及びまちづくりセン
ター等職員にポータルサイトの有用性や利便性を、より十分に浸透させる
とともに、ポータルサイトのわかりやすい操作マニュアルの整備等が必要
である。

業績目標の達成状況
・区役所職員･各まちづくりセンター職員のうち、ポータルサイトの
有用性や利便性をPRできると答えた職員の割合：82.9％ ②(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区役所職員及びまちづくりセンター等職員へのアンケート結果を受け
て、ポータルサイトの有用性や利便性が職員に伝わるよう、担当者の声
を踏まえた資料を活用した説明会を開催する。
・引き続き、区役所職員及びまちづくりセンター職員にポータルサイトをよ
り身近に感じてもらうことができるよう、ポータルサイトに掲載する市民活
動レポートの取材にあたっては、区役所やまちづくりセンターに相談し、紹
介を受けた地域活動を掲載していくなど工夫を行うとともに、掲載記事に
ついて広く職員に提供する。
・ポータルサイトの操作マニュアルについて、よりわかりやすいマニュアル
を作成する。

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 ○
○：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)

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

めざす成果及び戦略　４－３ 【情報の蓄積・一元化と発信】

5.9%
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

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

ポータルサイト登録団体が増えるよう工夫が必要であり、団体登録の事
務手続きの負担が軽減されていることを区役所職員、まちづくりセンター
職員、および市民活動団体のネットワークを通じて周知し、より積極的に
活用を呼びかける。

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）
①負担軽減の観点から団体登録の事務フローを見直す。
　　　　・平成30年7月中

・新規登録団体のうち手続が煩雑だったと答えた団体の割合　30％以下
【撤退基準】
上記目標が50％以上であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
地域活動協議会、ＮＰＯ法人に関しての添付資料の省略化

中
間
振
り
返
り

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

・多くの人に使用される必要があり、ポータルサイトをPRするための分か
りやすい資料を作成する。
・ポータルサイトの情報収集や、情報更新の簡易性、即時性など、登録団
体のメリットをとりまとめるほか、利用者が活動報告を行える機能を追加
する。これらのメリットを示しながら登録団体に情報の更新を働きかける。

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 ○

具体的取組４－３－２ 【ポータルサイトの実績等の整理･発信】

2８決算額 - 2９予算額 - ３０予算額 -

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①ポータルサイトの有用性をはじめ団体情報やボランティア募集情報など
を簡単に発信でき情報を発信することで団体の認知度や信頼性の向上
につながるなどの利用登録のメリットを取りまとめるとともに、登録団体の
声を収集し、地縁型団体を含む市民活動団体にPRできるよう整理し、区
役所職員･各まちづくりセンター職員に提供する。
　　　　・3か月に1回
②ポータルサイトの有用性やその利用登録のメリットを市民活動団体に
わかりやすく伝えることができるような動画・記事等を作成してWebサイト
やSNS、企業連携による各種広報媒体（インターネットTV、広報誌等）を
通じて発信する。
　　　　・動画作成　7月中
　　　　・SNS等を通じた情報発信　６回

・ポータルサイトページヴュー数　　70,000件／月（平成31年3月）
・市民活動総合ポータルサイトの情報収集件数　500件以上／年

【撤退基準】
上記目標が①50,000件未満かつ②500件未満であれば、事業を再構築す
る。

前年度までの実績
①　ポータルサイトの有用性等を整理し、提供：６か月で２回
②　SNS等を通じた情報発信：７回

具体的取組４－３－３ 【団体登録の事務手続の簡略化】

2８決算額 - 2９予算額 - ３０予算額 -

○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①ポータルサイトの有用性等を整理し、提供：年間18回
②動画作成：1月
　SNS等を通じた情報発信：7回

・より多くの市民に使用していただけるよう、ポータルサイトの認知度向上
に向けた周知が必要である。
・市民活動に関心がある方や参加している方等、ポータルサイトを真に必
要とする方がより活用できるサイトとなるよう、登録団体による掲載情報
の更新を促進し、ポータルサイトを活性化する必要がある。

業績目標の達成状況
・ポータルサイトページヴュー数　　106,000件／月
・市民活動総合ポータルサイトの情報収集件数　818／年 ①(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・ポータルサイトをPRするためのわかりやすい資料を作成し、様々な広報
媒体を活用した周知を実施する。
・ポータルサイト登録団体への情報更新の働きかけを引き続き行うととも
に、パソコンなどの操作が不慣れな団体に対し、電話での操作方法のサ
ポートを検討する。

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 ○
○：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

申請にかかる入力フォームを作成
パスワードの再交付自動化

―

業績目標の達成状況
・新規登録団体のうち手続が煩雑だったと答えた団体の割合
22.4％ ①(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」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)
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

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

ポータルサイトへの新たな掲載内容が広く認知されるよう登録団体に周
知するほか、区役所職員、まちづくりセンター職員、および市民活動団体
のネットワークを通じて周知し、より積極的に活用を呼び掛ける。

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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

ポータルサイトの掲載情報の構成の見直し：2回 利用登録する団体が、ポータルサイトによる情報発信や情報収集といっ
た活用をあまりできておらず、「入力方法がわからない」「入力する時間が
ない」といった意見も多いことから、より使いやすいサイトにするとともに、
登録団体に対して積極的な活用を働きかける必要がある。

業績目標の達成状況
市民活動総合ポータルサイトに利用登録する団体が掲載情報を
活用した割合：40.3％ ②(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・利用登録団体に対するアンケート調査の意見を参考に、わかりやすい
マニュアルを整備するとともに、より使いやすいサイトとなるよう、機能の
充実を図る
・広く市民に周知を図り、ポータルサイトの利用者を増やすことにより、登
録団体が活用することによるメリットをより向上させる

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 ○
○：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(ⅱ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

新たな機能が広く認知され、活用されるよう、追加機能の内容及び新たな
機能のメリットを区役所職員、まちづくりセンター職員、および市民活動団
体のネットワークを通じて周知し、より積極的に活用を呼び掛ける。

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)

具体的取組４－３－５ 【ポータルサイトの構成の見直し】

2８決算額 - 2９予算額 - ３０予算額 -

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①一般利用者の視点、登録団体の視点の双方から、ポータルサイトの掲
載情報の構成を見直す。
　　　　・２回／年

・市民活動総合ポータルサイトに利用登録する団体が掲載情報を活用し
た割合　45％以上

【撤退基準】
上記目標が40％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
・平成28年11月に構築した「大阪市市民活動総合ポータルサイト」の掲載
情報の構成の見直し

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①身近な地域活動に関する情報を知ることができる機能を追加する（例
えば、住所を入力すると居住地の地活協やその取組内容が表示される機
能）。
　　　　　・平成30年7月中

②個人登録機能を追加するなど、活動へのモチベーションを高める機能
を追加する。
　　　　　・平成30年7月中

①画面のページビュー数　500件/月
②個人登録数　100人/年
【撤退基準】
上記目標が①400件未満かつ②80人未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
平成30年度新規

具体的取組４－３－４ 【これまで市民活動に関わりの少なかった人が活動への参加のきっかけとなるような機能の充実】

2８決算額 - 2９予算額 - ３０予算額 -

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・「住所を入力すると該当する地域活動協議会を検索できる」機能の追
加：8月
・個人のユーザー登録機能の追加：9月

・追加した新機能の周知とともに、ポータルサイトについて広く周知する必
要がある。
・個人のユーザー向けのさらなる有用性の向上を図る必要がある。

業績目標の達成状況
①画面のページビュー数：370件／月
②個人登録数　29人／年 ③

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・「住所を入力すると該当する地域活動協議会を検索できる」機能の活用
を引き続き呼びかけるとともに、区役所等と連携し、転入者への周知方法
などの検討を行う。
・新着情報通知機能を追加することにより、個人登録のメリットを生み出
し、個人登録者数の増加につなげる。

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 ○
○：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)
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【様式２】

円 円 円

91.5% A

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

・「交流の場」の参加者やそれらの情報を得たい人が双方向に情報を共
有できる「掲示板」の参加者が少なく活発な意見交換ができていないた
め、交流の場参加者に「掲示板」への参画を促すとともに、「掲示板」の活
性化に向けた工夫を行う。
・新たな連携取組の成立に向けた動きを把握するため、「交流の場」参加
者へのアプローチと、連携取組成立に向けたサポートを行い、連携の取
組が進むようフォローする。

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

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＞
市民活動団体、企業等、行政の相互で、課題に応じた多様な組み合わせ
による連携協働が活発に行われている状態

(1) プラットフォーム構築
①一過性の「交流の場」でのつながりを継続的に保つ仕組みを立ち上げ
る。（課題の①）

②①の仕組みに、「交流の場」の参加者や社会課題解決に関心のある活
動主体を呼び込む。（課題の②）

③各区役所・地域等での交流の場に参加しているキーパーソンや課題を
把握し、①の仕組みや「交流の場」の運営に活用する。（課題の①②）

(2) 企業等との連携（ネットワーク）
①企業等との連携に関する窓口や連携による具体的取組･連携企業の
声などを整理し、企業等にその内容を届ける。（課題の①）

②引き続き企業等との連携協定などによる連携の具体的な取組に関する
情報を一元的に把握し、各所属において各連携企業の強みや連携のメ
リットがわかるように整理して市内部で共有化する。（課題の②、③）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・市政モニターアンケートにおいて、市民活動に関心のある市民のうち「新
たなつながりをつくるために『交流の場』を利用したい」と回答した市民の
割合　60％以上（平成31年度末）
・支援メニューを今後の活動に役立てられたと感じた利用者の割合　93％
（平成31年度末）（再掲）
・市政モニターアンケートにおいて、「企業と行政との連携協働が進んで
いると思う」と回答した市民の割合　50％以上（平成31年度末）

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①「交流の場」の参加者やそれらの情報を得たい人が双方向に情報を共
有できる仕組みを構築：7月
②「交流の場」参加者へ①の仕組みへの参画呼びかけ：交流会開催ごと
（6回）
③市民活動団体のネットワークを通じた①の仕組みへの参画呼びかけ：
11回
④各区役所・地域などで開催される交流の場の情報収集：11件
⑤交流の場のキーパーソン等の発掘：19回
⑥⑤で発掘したキーパーソンへの①の仕組みへの参画呼びかけ：67名
⑦「交流の場」の開催：6回

・「掲示板」の参加者が少なく活発な意見交換ができていないため、掲示
板を活性化する必要がある。
・地域で活動されている方の参加が少ない。

業績目標の達成状況
ネットワークを活用し新たに生まれた連携取組の成立件数　17件

①（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・平成31年度は市民活動総合ポータルサイト上に移設し、ポータルサイト
閲覧者への認知を高めるとともに、受託事業者による「掲示板」での発言
を促す働きかけを行い、「掲示板」の活性化に取り組む。
・交流の場の開催場所を市内で分散し、地域での活動と市民活動団体・
企業との協働がより生み出されるよう、取り組む。

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

具体的取組４－４－１ 【社会課題解決に向けたプラットフォームの構築】

2８決算額 3百万 2９予算額 3百万 ３０予算額 11百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①ICTを活用し、「交流の場」で話し合った課題を発信し、「交流の場」の参
加者やそれらの情報を得たい人が双方向に情報を共有できる仕組みを
立ち上げる。
②「交流の場」の参加者に①の仕組みへの参画を呼びかける。（交流会
開催ごと）
③「Code for OSAKA」や「"大阪を変える100人"会議」などの市民活動団
体のネットワークを通じて、市民活動に関心にある人たちに①の仕組み
への参画を呼びかける。
　・他の団体主催のイベント等を通じたもの　10回／年
④各区役所・地域等で開催される交流の場の情報を収集する。
⑤④の交流の場への参加などにより、交流の場のキーパーソンや課題を
発掘する。
⑥⑤で発掘したキーパーソンに①の仕組みへの参画を呼びかける。
⑦①の仕組み上で話題となる課題などを活用し、「交流の場」を開催す
る。　４回／年

・ネットワークを活用し新たに生まれた連携取組の成立件数　15件以上／
年

【撤退基準】
上記目標が12件未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
・交流の場　６回開催

めざす成果及び戦略　４－４ 【他の活動主体等との連携】

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・「交流の場」の有用性が伝わるよう周知に取り組むとともに、地域での活
動と市民活動団体・企業との協働がより生み出されるよう、取り組む。

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

・「交流の場」を利用したいと回答した市民の割合が低く、「交流の場」の
有用性があまり理解されていないため、有用性を広く周知する必要があ
る。
・戦略の有効性をより高め、様々な活動主体間の連携協働が行われるよ
うにする必要がある。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

Ａ

市政モニターアンケートにおいて、「企業と行政との連携協働が
進んでいると思う」と回答した市民の割合　45.5％ 44.6% A

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

市政モニターアンケートにおいて、市民活動に関
心のある市民のうち「交流の場」を利用したいと
回答した市民の割合：48.8％

57.5% B

支援メニューを今後の活動に役立てられたと感
じた利用者の割合：94.9％
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

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

より企業等との連携の取組が活発に行われるよう、取組を行うにあたって
の事務フローを作成するほか、具体的な連携事例を収集し、各所属に周
知する。

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)

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

企業等と本市が様々な方法で連携できることが企業等に広く認知されて
おらず、企業との具体的な連携事例を整理し、企業連携窓口の役割や窓
口活用のメリットを明確に示すことで、より企業等との連携の取組を促進
していき、その成果を広く企業等へ発信する。

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）
①「企業連携窓口」の役割や窓口活用のメリットをわかりやすく伝えること
ができるような記事等を作成してWebサイトやSNS、企業連携による各種
広報媒体（インターネットTV、広報誌等）を通じて発信する。
・SNS等各種広報媒体を通じた情報発信　６回

②企業との連携による取組や連携企業の声などを、ホームページやSNS
等を通じて発信するとともに、社会貢献に関心の高い企業ネットワークを
通じて企業等に個別に発信する。
・大阪市ホームページや市民活動総合ポータルサイトへの掲載　12件
・SNSを通じた情報発信　6回
・社会貢献に関心の高い企業ネットワークを通じた個別発信　３回／年

③各所属と企業等との連携（ネットワーク）状況を集約し、本市ＨＰに掲載
する。
・収集･把握・掲載　半年ごと

・新たに連携した企業等の数　　10社／年

【撤退基準】
上記目標が８社未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
②連携による企業としてのメリットや連携企業の声などの発信
　・SNSを通じた情報発信：3回　　・社会貢献に関心の高い企業ネットワー
クを通じた個別発信：3回
③企業連携状況の収集･把握・掲載：７月、３月実施

2８決算額 ― 2９予算額 ― ３０予算額 ―

具体的取組４－４－２ 【連携状況の企業等への発信】

具体的取組４－４－３ 【連携企業の市内部の活用】

2８決算額 ― 2９予算額 ― ３０予算額 ―

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①各所属と企業等との連携（ネットワーク）状況を集約し、庁内ポータルに
掲載するとともに、各所属にも個別に発信する。
　　　　・収集･把握・発信　半年ごと
②各連携企業等が持つネットワーク、リソース等の強みを分析･整理し、
庁内ポータルに掲載するとともに、各所属にも個別に発信する。
　　　　・各所属への個別発信　２回
③企業との連携による取組や連携企業の声などを、ホームページやSNS
等を通じて発信するとともに、各所属にも個別に発信する。
　　　　・12回／年

・企業等と各所属とのコーディネート件数　800件／年

【撤退基準】
上記目標が640件未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
①　企業連携状況の収集･把握・掲載：７月、３月実施
②　各連携企業等が持つネットワーク、リソース等の強みを各所属への個
別発信：１件

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①企業連携窓口の役割や窓口活用のメリットの発信
　・SNS等各種広報媒体を通じた情報発信　7回
②企業との連携による取組や連携企業の声などの発信
　・大阪市ホームページや市民活動総合ポータルサイトへの掲載　12件
　・SNSを通じた情報発信：6回
　・社会貢献に関心の高い企業ネットワークを通じた個別発信：3回
③企業連携状況の収集･把握・掲載：2回

企業等と本市が様々な方法で連携できることが企業等に広く認知されて
いない。

業績目標の達成状況
・新たに連携した企業等の数：13件

①（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

包括連携協定締結企業との連携事例の他、包括連携協定締結企業以外
の連携企業等との連携事例も広く周知する。

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 ○
○：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

①企業連携状況の収集･把握・掲載：2回
②市民局が締結している包括連携協定企業が持つネットワーク、リソース
等の強みを庁内ポータル掲載、各所属への個別配信　2回
③SNS等を通じて発信、各所属に個別に発信：12回

・企業等との連携した取組を行うにあたっての事務フローを作成し、庁内
ポータルに掲載、各所属に発信

企業等との各所属とのコーディネート件数は目標値を上回っているが、企
業等との連携に取り組む新たな所属への拡がりが乏しい。

業績目標の達成状況
・企業等と各所属とのコーディネート件数：1154件

①（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

新たに企業等との連携に取り組む所属が増えるよう、企業等との連携が
可能な様々な分野の取組内容や事例を整理し、各所属に周知する。

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 ○
○：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)
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