
【様式３】

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目１ 【男女共同参画センターにおけるサービス向上】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　男女共同参画センターで実施する事業への参加者（以下「利用者」とい
う。）及びホール・貸室の使用者（以下「使用者」という。）のニーズ（以下
「利用者ニーズ」という。）、費用対効果や他施設状況等をふまえ、利用
者の視点に立ったサービス改善策を検討・実施する。

（取組の概要）
①　開館日や開館時間について、利用者ニーズ、費用対効果や他都市
状況等を分析・検討し、拡充の内容を決定する。
②　利用者及び使用者にとって利用しやすい施設をめざし、施設の設備
等の改善・改修について検討・実施する。
③　使用者にとって使用しやすい施設をめざし、申込み方法や使用料納
付の方法等のサービス改善策について検討・実施する。

（目標）
①　開館日や開館時間の拡充について、平成30年夏頃までに決定する。
②　利用者ニーズ調査回答者の施設設備（施設・事業の案内表示のわ
かりやすさ）に関する満足度　【平成31年度】
　　　・「大変満足」と回答した利用者及び使用者の割合　60％以上
       　 《参考》　平成28年度　52.7％、平成29年度　56.5％
③　利用者ニーズ調査回答者のホールや貸室の使用（申込み、納付方
法）に関する満足度　【平成31年度】
　　　・「大変満足」「どちらかといえば満足」回答した使用者の割合
55％以上
　　　　　《参考》　平成28年度　31.7％、平成29年度　50.6％
 

（取組の内容）
①　開館日や開館時間の拡充について、利用者のニーズや他都市状況
の調査結果、拡充に要する経費シミュレーション等をもとに分析・検討を
進め、方向性を決定する。
②　今後、老朽化に伴う大規模な設備改修を優先的に実施する中、利用
者の意見やニーズ調査結果をふまえ、案内表示などの施設の改善につ
いては、指定管理者の裁量等により対応可能なものから実施する。
③　施設利用の申込みや、使用料納付方法の改善に向け、考えられる
各種方策メニューについて、費用対効果や実施にあたっての課題等を検
討し、取組の方向性を決定したうえで、すみやかに実施できるものから取
り組むとともに、システム改修の計画策定を行う。

（目標）
①　開館日や開館時間の拡充の方向性決定（夏まで）
②　利用者ニーズ調査回答者の施設設備（施設・事業の案内表示のわ
かりやすさ）に関する満足度
　　　・「大変満足」と回答した利用者及び使用者の割合　58％以上
③　利用者ニーズ調査回答者のホールや貸室の使用（申込み、納付方
法）に関する満足度
　　　・「大変満足」「どちらかといえば満足」と回答した使用者の割合
52.5％以上

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【課題】
①これまでの分析・検討では、全施設の開館時間を常時拡充することは
難しいと考えられるが、市政改革プランの方針であることを踏まえ、引き
続き様々な方策を検討していくことが必要である。
②利用しやすい施設に向けて、日常的に行える改善対応は実施しており
継続実施も予定しているが、一方で、老朽化に伴う大規模改修の必要性
がさらに増しており、安全安心の観点からそれらの対応も充実させていく
必要がある。
③指定管理者と協議し、現時点で対応できることは実施しているが、シス
テム改修とあわせることで申込み方法や納付方法のサービス拡充の余
地が残っている。

【改善策】
①さらに閉館日の分散や祝日の翌日の取り扱いを変更した場合の影響
等もシミュレーションしたうえで、方針を定める。
②より実効性のある大規模改修の年次計画を策定し、遂行することで、
指定管理者の対応と併せて、より利用しやすい施設としていく。
③来年度に迫った次期指定管理者の募集においてサービス拡充を可能
とするよう募集要件に反映すべき内容を整理するとともに、具体的なシス
テム改修の方針も決定し次年度の予算化を図る。

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み
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【様式３】

【取組実績】
①利用者の声の確認（指定管理業務のモニタリングによる）、他
都市状況の確認、開館日の拡充を行った場合のシミュレーション
を行ったが、現時点では、拡充を判断するまでの費用対効果は認
められなかった。平成30年度についても、臨時開館を実施した。

②アンケート調査や意見箱などを通じて利用者の声を把握し、改
善要望のうち指定管理者で対応可能なものは速やかに実施させ
ることとし、毎月のモニタリングによって進捗管理した。利用者の
声としては設備の補修等に関する声が主であり、補修にあわせて
機能面の向上を図る対応を行った。

③施設利用の申込みや、使用料納付方法の改善に向け、指定管
理者と協議を継続的に実施し、施設利用の申込み方法について
条例改正（2月施行）を行い利便性の改善を図った。また、納付方
法の改善についてはシステム改修にあわせて実施することとし、
令和３年1月稼働にむけて予算化を図った。

【目標の達成状況】
①臨時開館を継続する方針を決定
②施設・設備に関する満足度
　利用者ニーズ調査の設問を前年度と異なる内容としたため、趣
旨に沿った類似データ（施設の利用しやすさに係る満足度）により
評価した結果、前年度より満足度が向上した。
　　H31.3実績　65.0％　（H30.3実績　63.1％）
③納付方法については詳細な意見を把握する必要があったた
め、アンケート方式ではなく、利用団体へのヒアリングを実施。
　・ホールの申込み方法に関する変更は、好意的に受け止め
　　られている。※連続予約が可能となったこと、来館頻度など
　・窓口以外(ネット等）での申込みや納付を望む声はある。
（20.4％）

①

【課題】
①市政改革プランの方針であることをふまえ引き続き臨時開館を実施す
る。費用対効果の観点から通常の開館時間を拡充することは難しいと考
えられる。

②施設の設備等の改善については、設備の補修等に関する意見が多く
でていることから、利用しやすい施設とするためには、案内表示の充実の
ほか、適切な設備の維持管理が重要となっている。

③ホールの抽選方法の変更について、利用者からは好意的に受け止め
られている。一方で、窓口を訪れないで申込みできることを望む利用者の
声が一定あることから、システム改修のタイミングとあわせて申込み方法
や納付方法について利便性を高めていく必要がある。

【改善策】
①臨時開館の実施を継続するとともに、開館日の拡充以外に、施設利用
者の利便性が向上する方策を引き続き検討する。

②指定管理者と連携し取組を継続する。利用者の声をふまえたうえで、
適切に設備の補修等を行うとともに、あわせて機能向上を図れるような
対応を検討し、実施する。

③次期指定管理期間（令和２年4月～）に利用料金制を導入するととも
に、令和３年1月より新システムへ移行し、申込方法や納付方法にかかる
利便性の向上を図る。（クレオの窓口以外での手続きを可能とすることを
想定）

①：目標達成　②目標未達成

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須
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【様式３】

　

取組項目２ 【窓口等におけるサービス・満足度の向上（消費者センター）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【課題】
情報商材など、相談内容が複雑化し、相談時間が長くかかる傾向があ
る。

【改善策】
FAQの内容を更新していくなど、インターネットコンテンツをさらに充実す
ることで、相談者の利便性を向上していく。

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み

（趣旨・目的）
 　相談希望者が気軽に安心して相談でき、必要な情報を取得できる身近
な相談窓口をめざす。

（取組の概要）
①「消費者センター」の存在及び有用性に対する認知度を向上させる。
②利用者サービス及び満足度向上のため、職員の接遇力や専門知識な
ど、市民対応における業務スキルの維持向上を図る。
③利用者のニーズを把握し、ニーズに応じた改善を図る。

（目標）
①　「消費者センター」の認知度（市政モニターアンケート・世論調査等）
　　　・存在　80％以上　　・有用性　70％以上　【平成31年度】
　　　《参考》　平成29年度　　・存在　64.9％　　・有用性　70.9％
②　接遇状況に対する外部評価点
　　　電話調査　3.5以上　【平成31年度】
　　　《参考》 平成29年11月　　　3.4
③　利用者アンケートにおいて接遇について「とても良い」と回答した人の
割合
　　90％以上　【平成31年度】
　　　《参考》　平成29年度　未測定
④　利用者アンケートにおいて相談内容への対応について「とても役に
立った」と回答した人の割合　　80％以上　【平成31年度】
　　　《参考》　平成30年2月　74.7 %

（取組の内容）
①様々なイベントの機会を活用し、各種広報媒体（SNS、区広報紙、ポス
ター、チラシ、民間情報サイト、高齢者施設等へのメール、区役所等のデ
ジタルサイネージ、テレビモニター等）により、「消費者センター（相談窓
口）」の存在及び有用性について情報発信を行う。また、SNS、メール等
へのリンク掲載やポスター、チラシ等へのQRコードの掲載によりHPへの
アクセスを容易にする。
②職員の接遇力や専門知識の向上のため、外部評価結果等を踏まえ
て、接遇研修や国民生活センター等の専門機関等の研修参加による最
新の事例の情報収集及び職員同士の情報共有等の取組みを実施する。
③特殊詐欺の最新の事例等の情報を収集し、相談があった際には未然
防止に努める。
④利用者アンケートの結果を分析して、利用者ニーズを把握し、HPの更
新等改善につなげる。

（目標）
①　「消費者センター」の認知度（市政モニターアンケート・世論調査等）
　　　　　・存在　　75％以上　　　・有用性　　70％以上
②　接遇状況に対する外部評価点
　　　　電話調査　3.4以上
③　利用者アンケートにおいて接遇について「とても良い」と回答した人の
割合
　　　　90％以上
④　利用者アンケートにおいて相談内容への対応について「とても役に
立った」と回答した人の割合　　80％以上
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【様式３】

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【当年度の取組実績】
①
・ホームページ更新(随時）
・フェイスブック　32回
・区広報紙掲載　１回（24区）
・ポスター：吉本興業株式会社とのタイアップポスターを各区役所
や市関連施設、地下鉄主要駅において掲示（８月）
・チラシ：福祉局と連携し、介護事業者が集まる場において2,500
部配布
・高齢者施設等へのメール配信：24回
・本庁1階モニターによるＣＭ放映
・市大附属病院、待合モニター（50台・計1,900人/日）による相談
窓口案内の放映及び民間病院（１か所）、西淀川区役所、市立大
学での放映
・消費者月間（5月）中、民間スーパーのチラシに相談窓口案内記
事の掲載(各戸配布）
・HPコンテンツの充実（よくある相談とその回答(FAQ)の内容の更
新、注意喚起情報の更新　等）
②
・国民生活センターや大阪府消費生活センター等専門機関等の
研修参加（25回、D-ラーニング12講座）
・外部機関による接遇実地研修（1回）、消費者センター内部で接
遇研修等（4回）を実施
③
・特殊詐欺の最新事例等の情報収集（随時）
④
・相談者に対してアンケート調査を実施（回収数：344枚）

【目標の達成状況】
①  市政モニターアンケート回答者の「消費センター」の認知度：
　・存在　72.6%　　・有用性　66.9％（平成30年10月）
②　接遇状況に対する外部評価点
　　　電話調査　3.5(平成30年11月)
③　利用者アンケートにおいて接遇について「とても良い」と回答し
た人の割合：84.9％（「良い」と回答した人の割合14.8％を加えると
合計99.7％）
④　利用者アンケートにおいて「とても役に立った」と回答した人の
割合：76.4％（「役に立った」と回答した人の割合22.1％を加えると
合計98.5％）
　

②

【課題】
・各世代に応じた周知をより一層実施し、「消費者センター」の存在及び
有用性に対する認知度を向上させていくことが必要である。
・情報商材など、相談内容が複雑化し、相談時間が長くかかる傾向があ
る。

【改善策】
・引き続き、講座において周知するとともに、講座以外の場（イベントや会
議、高齢者が集まる施設等）においてもチラシを配布するなどして、消費
者センターの有用性について周知していく。
　高齢者に対しては市関連施設や駅などでのチラシの配布、若年者に対
してはホームページやFacebookなどICTを活用するなど、各世代に応じた
効果的な媒体により周知する。
・FAQの内容を更新していくなど、インターネットコンテンツをさらに充実す
ることで、相談者の利便性を向上していく。

①：目標達成　②：目標未達成

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況
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(ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【課題】
①利用者は、中高年齢層の割合が多く、とりわけ若者層の利用促進に向
けた情報発信が引き続き必要である。
②求職者に向けて、より効果的な広報を実施する必要がある。
③利用者の満足度については、窓口ごとの特性を分析したうえで、満足
度向上に向けた取組みを強化する必要がある。
【改善策】
①・本市が主催する若者向けの就職支援イベントでの周知、並びに各種
支援事業の参加者情報（メールアドレス）の活用など、情報発信手法を検
討する。
　 ・若者を対象に就職支援事業を展開している事業者や、本市の若者就
職支援イベントの参加者などから、どのような手段で情報を得ているのか
をリサーチし、それに対応した方策を検討する。
②今後は大阪府・堺市などの自治体との連携した情報発信を行う。
③受託事業者との連絡会議において、窓口ごとの調査結果をもとにした
対応について検討を行うとともに、現場相談員への意識徹底を図る。

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【取組実績】
①・ハローワーク主催就労イベントと連携して、ひろば事業の有用
性のアピールや就職活動イベントなどの情報提供を行った。
　 ・ひろば事業のホームページを見やすさやわかりやすさなどの
観点から新たに構築し、情報発信を行った。
②・就職支援イベント（企業説明会20回、セミナー19回）において、
ひろば事業の広報・周知につなげた。
③・相談者ニーズの把握や利用者アンケート調査の無回答の割
合を減らすため、調査内容や方法を工夫し、またより丁寧な回答
依頼に努めた。

【目標の達成状況】
①「しごと情報ひろば」の認知度（市政モニターアンケート）
　　　　・存在　27.3%　　・有用性　58.0%
②「しごと情報ひろば」の認知度（若者・女性への就労支援事業と
して実施する企業説明会・面接会等に参加した若者（34歳以下）
に対するアンケート）：36.8％
③・利用者アンケートにおいて「満足」と回答した人の割合：85.3％
（参考：「どちらかと言えば満足」と回答した人の割合：14.7%）

②

【課題】
①・しごと情報ひろばの認知度を上げるため、より効果的な情報発信が
必要である。
②・若者層に向けたより効果的な広報を実施する必要がある。

【改善策】
①・ハローワーク、大阪府（OSAKAしごとフィールド・総合労働事務所）な
どの関係機関と連携し、各々の情報媒体（メールマガジンなど）も活用し、
情報発信を行う。
②・区役所をはじめ関係機関が実施する若者層向けイベント等の情報を
収集し、広報協力を依頼する。

①：目標達成　②：目標未達成

取組項目２ 【窓口等におけるサービス・満足度の向上（しごと情報ひろば）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　就職を希望する方が気軽に安心して相談でき、かつ、必要とする就職
情報を取得できる総合相談窓口をめざす。

（取組の概要）
①市民、とりわけ就職活動をしている若者（15歳から34歳）の「しごと情報
ひろば」の存在及び有用性に対する認知度を向上させる。
②利用者サービス及び満足度向上のため、相談者のニーズを的確に把
握し、ニーズに応じた改善を図る。

（目標）
①「しごと情報ひろば」の認知度（市政モニターアンケート）
　　　・存在　40％以上　　　・有用性　67％以上　　【平成31年度】
　　　　《参考》　平成28年度　存在　28％　有用性  50％
　　　　　　　　　　平成29年度　存在　26％　有用性　64％
②「しごと情報ひろば」の認知度（若者・女性への就労支援事業として実
施する企業説明会・面接会等に参加した若者に対するアンケート）
　　　・40％以上　　【平成31年度】
　　　　《参考》　平成28年度　35.4％
　　　　　　　　　　平成29年度　33.6％
③利用者アンケートにおいて相談内容への対応について「満足」と回答し
た人の割合
　　　・80％以上　　【平成31年度】
　　　　《参考》　平成29年度
　　　　　　　　　　　「満足」77.8％、「どちらかと言えば満足」21.9％

（取組の内容）
①しごと情報ひろばでの相談が利用者にどのように役立っているかにつ
いての情報を、ホームページ等で具体的に発信していくとともに、ハロー
ワーク、OSAKAしごとフィールド等関係機関との連携や、就職情報などを
提供する民間事業者のサイト等様々な情報媒体の活用により、 しごと情
報ひろばの存在及び有用性について広報を行う。
②若年層の利用を広げるため、企業説明会・面接会等様々なイベントの
機会や、若者がよく利用するSNS等の広報媒体の活用、大学と連携した
情報発信を行うとともに、キーワード検索を利用したひろばホームページ
への誘導や区役所等窓口への周知など、認知度向上の取組を進める。
③委託業者に利用者サービス及び満足度の向上の取組を提案させると
ともに、利用者アンケートの分析結果を踏まえ、相談者のニーズを中心
に的確に把握して改善を行い、さらなる満足度の向上につなげる。

（目標）
①「しごと情報ひろば」の認知度（市政モニターアンケート）
　　　・存在　36％以上　　　・有用性　65％以上
②「しごと情報ひろば」の認知度（若者・女性への就労支援事業として実
施する企業説明会・面接会等に参加した若者に対するアンケート）
      ・36％以上
③利用者アンケートにおいて相談内容への対応について「満足」と回答し
た人の割合
　　　・78％以上

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
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【様式３】

取組項目２ 【窓口等におけるサービス・満足度の向上（女性総合相談・男性の悩み相談）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　相談希望者が気軽に安心して相談でき、必要な情報を取得できる身近
な相談窓口をめざす。

（取組の概要）
①「女性総合相談・男性の悩み相談」の存在及び有用性に対する認知度
を向上させる。
②相談者のニーズを的確に把握し、ニーズに応じた改善を図る。
　
（目標）
［女性総合相談］
①「女性総合相談」の認知度(世論調査、利用者ニーズ調査）
　　　・存在　40％以上　　・有用性　80％以上　【平成31年度】
　　《参考》　平成29年度　　・存在　21.1％　　・有用性　76.5％
②利用者アンケートにおいて「女性総合相談」の接遇について「満足」と
回答した人の割合　95％以上【31年度】
　　《参考》　平成29年度　89.7％
③利用者アンケートにおいて「女性総合相談」の相談内容への対応につ
いて「満足」と回答した人の割合　90％以上【31年度】
　　《参考》　平成29年度　87.2％
④③のうち「適正な助言や解決方法が得られた」と回答した人の割合
　　60％以上　【平成31年度】
　　《参考》　平成29年度　46.2％

［男性の悩み相談］
①「男性の悩み相談」の認知度(世論調査、利用者ニーズ調査）
　　　・存在　26％以上　　・有用性　87％以上　【平成31年度】
　　《参考》　平成29年度　　・存在　12.4％　　・有用性　83.7％
②利用者アンケートにおいて「男性の悩み相談」の接遇について「満足」
と回答した人の割合　90％以上【31年度】
　　《参考》　平成29年度　75％
③利用者アンケートにおいて　「男性の悩み相談」の相談内容への対応
について「満足」と回答した人の割合　90％以上【31年度】
　　《参考》　平成29年度　71.4％
④③のうち「適正な助言や解決方法が得られた」と回答した人の割合
　　45％以上　【平成31年度】
　　《参考》　平成29年度　37.5％

　《参考》
・利用者アンケートで「役に立った」と回答した相談者の割合
　平成29年度　女性総合相談：94.9％　  男性の悩み相談：75％

(取組の内容）
①「女性総合相談・男性の悩み相談」の存在及び有用性について、様々
なイベントの機会を活用してチラシ等を配布し周知するとともに、各種広
報媒体（ＳＮＳ、区広報紙、ポスター、チラシ、民間フリーペーパー等）によ
り　情報発信を行う。
②指定管理者に利用者サービス及び満足度の向上の取組を提案させる
とともに、利用者アンケートの分析結果を踏まえ、相談者のニーズを的確
に把握し改善を行い、さらなる満足度の向上につなげる。

(目標）
［女性総合相談］
①「女性総合相談」の認知度(世論調査、利用者ニーズ調査）
　　　　・存在　31％以上　　・有用性　78％以上
②利用者アンケートにおいて「女性総合相談」の接遇について「満足」と
回答した人の割合　92.5％以上
③利用者アンケートにおいて「女性総合相談」の相談内容への対応につ
いて「満足」と回答した人の割合　88.5％以上
④③のうち「適正な助言や解決方法が得られた」と回答した人の割合
　　53％以上

［男性の悩み相談］
①「男性の悩み相談」の認知度(世論調査、利用者ニーズ調査）
　　　　・存在　20％以上　　・有用性　85％以上
②利用者アンケートにおいて「男性の悩み相談」の接遇について「満足」
と回答した人の割合　82.5％以上
③利用者アンケートにおいて「男性の悩み相談」の相談内容への対応に
ついて「満足」と回答した人の割合　81％以上
④③のうち「適正な助言や解決方法が得られた」と回答した人の割合
　　42％以上

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【課題】
①認知経路が紙媒体の方が有効性が高く、できる限り多くのイベントを活
用して情報発信の機会を増やす必要がある。
②事業は円滑に進んでおり、上半期は特段の問題が生じなかったが、よ
り高い水準をめざし取り組んでいく必要がある。

【改善策】
①ダイバーシティ推進室にとどまらず局内で未連携の部署からも情報発
信の機会を得られるよう協力を依頼する。
②下半期は能動的なモニタリングに取り組み、より高い満足度が得られ
るよう、指定管理者と連携を深める。

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み
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【様式３】

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【取組実績】
①区民まつりの場や各種広報媒体（HP、情報紙クレオ、KOKORO
ネットとの連携など）を活用し、情報発信に努めた。また、下半期
は指定管理者が実施する様々な事業の機会の活用を強化し、民
間との連携事業なども活用して情報発信した。

②様々な悩みを抱えている女性のための総合相談センターとし
て、指定管理者において、より的確な相談対応を行うため技術向
上の取組を実施した。

【目標の達成状況】
女性総合相談
　世論調査（30年度）　・認知度23.3％
　利用者ニーズ調査（30年度）　・有用性95.2％
　利用者アンケート（30年度）
　・接遇満足度98.1％　・対応満足度98.1％　・助言の適切性
61.0％
男性の悩み相談
　世論調査　・認知度12.7％　利用者ニーズ調査　・有用性88.5％
　利用者アンケート
　・接遇満足度77.8％　・対応満足度75.0％　・助言の適切性
55.6％

②

【課題】
①認知度については昨年度と横ばいの水準であり、引き続き認知度の
向上が課題である。

②相談者への対応については満足度が高いが、より高い水準をめざし取
り組んでいく必要がある。

【改善策】
①指定管理者と連携し、紙媒体・電子媒体の双方を積極的に活用し、情
報発信の機会を拡大するとともに、よりわかりやすい内容となるよう工夫
をして、認知度の向上を図る。

②相談者に満足していただける事業運営を図るよう、あらためて指定管
理者と対策の検討（特に男性の悩み相談）を行い、実施する。

①：目標達成　②：目標未達成
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【様式３】

取組項目2 【窓口等におけるサービス・満足度の向上（人権啓発･相談センター）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　市民が気軽に安心して相談できる、身近な窓口をめざす。

（取組の概要）
①市民の「人権啓発・相談センター」の存在及びその有用性に対する認
知度を向上させる。
②相談者のニーズを的確に把握し、ニーズに応じた改善を図る。

（目標）
①「人権啓発・相談センター」の認知度（市政モニターアンケート）
　　　・存在　35％以上　　・有用性55％以上　【平成31年度】
　　　　《参考》 平成29年度　　存在　18.6％　有用性  46.6％
②　相談者アンケートにおいて、「相談が満足である」と回答した人のう
ち、「適切な対応をしてもらえた」又は「問題の整理を図ることが実感でき
た」と答えた人の割合
　　・75％以上　【平成31年度】
　　　 《参考》平成29年度　72.7％

（取組の内容）
①「人権啓発・相談センター」の有用性の認知度を高めるため、センター
でどのような相談を受付け、どのように役立っているかを具体的に、様々
な手段を活用して広報する。
②若年層の認知度を向上させるため、LINE@の利用拡大を図るなど、若
年層がよく利用するSNS等を活用して情報を発信する。
③委託業者に利用者サービス及び満足度の向上の取組を提案させると
ともに相談者アンケート等により、どのような対応を行えば、「適切な対応
をしてもらえた。」又は「問題の整理を図ることが実感できた。」との回答
割合が増えるのかについて分析し、満足度の質的な向上につなげてい
く。

（目標）
① 「人権啓発・相談センター」の認知度(市政モニターアンケート)
　　　・存在　30％以上　　・有用性50％以上
②ポスター、HP、フェイスブック、LINE@、人権情報誌等、５手段以上での
情報発信
③LINE@の登録者数の拡大、定期的な情報の更新
　　　・LINE@の登録件数　新規100件以上
　　　・LINE@を通じた人権情報の発信　　週1回
④相談者アンケートにおいて、「相談が満足である。」と回答した人のう
ち、「適切な対応をしてもらえた。」又は「問題の整理を図ることが実感で
きた。」と回答した人の割合
　　　・73％以上

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【課題】
①「人権啓発・相談センター」認知度の向上方策として、センターの存在
だけでなく、相談の有用性について情報発信を強化していく必要がある。
また、LINE@の登録者数が少なく、利用拡大に向け、さらなる周知が必
要。ポスターの掲出場所の新規開拓については、今後民間商業施設へ
の掲載を進めていく必要がある。
②平成30年４月から開始した委託事業者によるメール相談の実績が低
調であり、利用拡大に向け、さらなる周知が必要。
③満足度の質的な向上をめざし、「適切な対応をしてもらえた。」又は「問
題の整理を図ることが実感できた。」と回答した割合を目標として設定し
ており、どういった相談であれば、どのような対応をすれば、上記の回答
が得られるのかについて分析し相談対応に反映させることで、さらなる満
足度向上につなげていくことが必要。

【改善策】
①センターの広報周知にあたっては、相談が実際に役に立っている事例
の紹介等センターの有用性についての情報発信に力を入れていくととも
に、大型商業施設など集客力が見込める場所に掲出を依頼する。LINE@
について、掲載情報（週1回配信）を充実するとともに、簡単に登録できる
よう各種広報媒体にＱＲコードを掲載するなど、周知方法に工夫を行う。
②メール相談については、人権情報誌や区広報紙への再掲載、人権啓
発推進員への案内など、あらゆる機会を活用し、また、24時間365日受付
可能であるといったメール相談のメリット・有用性をアピールしながら、広
報・周知を行っていく。
③満足度の質的向上（「傾聴で満足した」と回答のあった人権相談につ
いて、「適切な対応をしてもらえた」又は「問題の整理を図ることが実感で
きた」の回答につなげれる可能性の可否）に向け、受託事業者の専門相
談員に分析を依頼し、分析結果もふまえ相談者への対応方法の改善や
相談スキルの充実につなげていく。

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み
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【様式３】

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【取組実績】
１．様々な広報媒体を活用押した相談窓口の案内及び周知
○各区ホームページ及び広報紙（毎月掲載11区、全市版１回）
への掲載
○「KOKOROねっと」への掲載
・６月、12月、２月号に人権相談広報記事を掲載
○ポスターによる周知
・各区役所（通年）
・地下鉄（７～９月、２～３月：全駅、10月：22駅）
・民営鉄道　JR西日本：10月～11月 45駅
　　　　　　　　関西鉄道協会：10月～12月　55駅
・市立小・中・高等学校、幼稚園（９月～３月　500か所）
・近畿労働金庫（７月～10月　８か所）
・イオングループ（10月　30か所）
・大阪シティ信用金庫（10月　42か所）
・市及び各区社会福祉協議会（10月～25か所）
○カード型啓発物による周知(メール相談）
・市立小６年生・中３年生の保護者（９月　36,578枚）
・各区役所（10月　2,400枚）
・メール相談の広報・周知：　本市ＨＰやポスターなど様々な媒体
において、メール相談についてＰＲ（ＱＲコードも掲載）
・受託事業者メール相談開始　相談件数42件（３月末現在）

２．LINE@の登録者数の拡大、定期的な情報発信
・登録者数：461名（３月末現在）
・毎週月曜日に人権情報を発信

３．相談者アンケートの分析、満足度の向上
・アンケート総数（３月末現在）：3,079件
　回答数：2,641件
　役立った、どちらかといえば役立った件数：2,641件
うち、「適切な対応をしてもらえた。」、又は「問題の整理を図ること
が実感できた。」との回答：2,188件
・アンケート結果に基づく改善事項：傾聴に留めるだけでなく、でき
るだけ適切なネットワークにつなげることができるよう対応に心掛
けた。

【目標の達成状況】
１．市政モニターアンケートの実施（10月12日～10月22日）
　　　・存在　18.8％  　・有用性　47.3％
２．ポスター、HP、フェイスブック、LINE@、人権情報誌等、５手段
　　以上で情報発信
３．LINE@の新規登録341件（３月末現在）、LINE@を通じた人権
　　情報の発信　週１回
４．相談者アンケートにおいて「相談が満足である」と回答した人
　　のうち「適切な対応をしてもらえた。」又は「問題の整理を図る
　　ことが実感できた。」と答えた人の割合82.8％（３月末現在）

②

【課題】
①相談窓口の広報・周知は当初の計画以上に取組を行ったが、市政モ
ニターアンケート調査結果では、存在、有用性の認知度の目標とも達成
できなかった。センターを知る媒体として効果のあるものを駆使し、認知
度の向上に向け広報・周知を行うこと、とりわけ、他の年齢層よりも認知
度が低い若年層への周知を行うことが課題。

②メール相談については、本市メール相談は利用者登録を必要とするな
ど利用者にとって手間がかかるため、受託事業者に直接相談可能なメー
ル相談を開始することで、利便性の向上を図ったが、引き続き必要な人
が利用しやすいよう周知を図ることが課題。

③相談者アンケートにおいては、100％の満足度を得ているが、傾聴に留
めている割合が17.1％あり、その相談部分をできる限り適切な機関に繋
げていくなどより有用な相談にしていくことが課題。

【改善策】
①区広報紙への掲載や地下鉄、ＪＲ等の民営鉄道におけるポスター掲示
等が効果的であることから、引き続き各区広報紙やＨＰへの掲載、ＪＲ等
民営鉄道の駅でのポスターの掲示を積極的に働きかけていく。
　また、若年層に利用頻度が高いLINE@の登録者の拡大を図るとともに、
LINE＠を活用して各区や他課のイベント情報を共有し、あらゆる機会を
捉えて相談事業の広報に取り組む。

②本市による現行のシステムでは、手続きの簡素化に限界があることか
ら、受託事業者において、本市とは別に相談者と受託者が直接送受信で
きるシステムをあわせて設置し、相談者の利便性の向上を図る。

③傾聴対応については、頻回相談者をはじめ、様々な相談があることか
ら、そのニーズに応えるため、連携機関の更なる拡充や相談員のスキル
アップ研修の受講などにより見識を深める。

①：目標達成　②目標未達成
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【様式３】

取組項目2 【窓口等におけるサービス・満足度の向上（市民活動総合相談窓口）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
 　相談希望者が気軽に安心して相談でき、必要な情報を取得できる身近
な相談窓口をめざす。

（取組の概要）
①「市民活動総合相談窓口」の存在及び有用性に対する認知度を向上さ
せる。
②利用者サービス及び満足度向上のため、利用者のニーズを把握し、
ニーズに応じた改善を図る。

（目標）
①「市民活動総合相談窓口」の認知度（市政モニターアンケート）
　　　　・存在　15％以上　　・有用性　10％以上　【平成31年度】
　　　《参考》　平成29年度　　・存在　6.9％　　・有用性　5.9％

②利用者アンケートにおいて接遇について「満足」と回答した人の割合
　　　　　90％以上　【平成31年度】
　　　　《参考》　平成29年度　100％（平成30年2月末現在）
③利用者アンケートにおいて「また相談したい」又は「他団体にも紹介し
たい」と回答した人の割合
　　　　　90％以上　【平成31年度】
　　　　《参考》　平成29年度　100％（平成30年2月末現在）

（取組の内容）
①（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。
　 （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。
　 （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。
②委託業者に利用者サービス及び満足度の向上の取組を提案させると
ともに、利用者アンケートの分析結果を踏まえ、相談者のニーズを的確
に把握して改善を行い、さらなる満足度の向上につなげる。

（目標）
①「市民活動総合相談窓口」の認知度（市政モニターアンケート）
　　　　　・存在　　10％以上　　　・有用性　8％以上
②利用者アンケートにおいて接遇について「満足」と回答した人の割合
　　90％以上
③利用者アンケートにおいて「また相談したい」又は「他団体にも紹介し
たい」と回答した人の割合
　　90％以上

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【課題】
総合相談窓口に対する市民の認知度を上げる必要がある。

【改善策】
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、より分かりやすい内容となる
よう工夫する。

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①「市民活動総合相談窓口」の認知度（市政モニターアンケート）
　　・存在　7.8％　　・有用性　5.7％
②利用者アンケートにおいて接遇について「満足」と回答した人の
割合：92.3％
③利用者アンケートにおいて「また相談したい」又は「他団体にも
紹介したい」と回答した人の割合：93％

②

・総合相談窓口を利用された方の満足度は高いものの、総合相談窓口
の認知度が低いため、十分に活用できていない。
・特に市民活動に関心のある市民の認知度が11.5％と低いことから、市
民活動に関心がある市民に対する様々な広報媒体の活用による周知を
強化し、認知度の向上を図る。

①：目標達成　②目標未達成
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取組項目２ 【窓口等におけるサービス・満足度の向上（郵送事務処理センター・サービスカウンター・証明書発行コーナー）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　市民が接遇態度や説明内容に満足していただける窓口をめざす。

（取組の概要）
　①利用者サービス及び満足度向上のため、職員の接遇力や専門知識
など、市民応対における業務スキルの維持向上を図る。
　②利用者のニーズを把握し、ニーズに応じた改善を図る。

（目標）
[郵送事務処理センター]
①接遇状況に対する外部評価点
　　　・電話調査　3.5以上　【平成31年度】
　　　　《参考》　平成29年度　3.2

[サービスカウンター・証明書発行コーナー]
①来庁者等窓口サービス調査における外部評価点　【平成31年度】
　　　・3.5以上を維持する
②利用者アンケートにおいて接遇について「とても良い」と回答した人の
割合
　　　80％以上　【平成31年度】
　　　　《参考》　平成29年度　77.7％
③利用者アンケートにおいて説明について「満足」と回答した人の割合
　　　80％以上　【平成31年度】

（取組の内容）
[郵送事務処理センター]
①職員の接遇力向上や専門知識の向上のため、外部評価結果等を踏ま
えて、接遇ハンドブックによる職員研修等の取組みを実施する。

[サービスカウンター・証明書発行コーナー]
①職員の接遇力向上や専門知識の向上のため、覆面調査による外部評
価結果等を踏まえて、接遇ハンドブックによる職員研修等の取組みを実
施する。
②利用者アンケートの結果を分析して、接遇の状況や利用者ニーズを把
握し、課題改善のため職員周知するとともに、必要に応じてマニュアルや
HPの改善等につなげる。

（目標）
[郵送事務処理センター]
①接遇状況に対する外部評価点
      ・電話調査　3.4以上

[サービスカウンター・証明書発行コーナー]
①来庁者等窓口サービス調査における外部評価点
　　  ・3.5以上
②利用者アンケートにおいて接遇について「とても良い」と回答した人の
割合
　　　78％以上
③利用者アンケートにおいて説明について「満足」と回答した人の割合
　　　75％以上

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【課題】
よりよい窓口サービスを提供するための接遇とわかりやすい説明を行う
ことの重要性を全職員に浸透させレベルアップすること。

【改善策】
区役所等における窓口サービス改善の優れた取り組みも参考として、各
窓口の実態に合わせた改善策を実施する。

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

(取組実績）
[郵送事務処理センター・サービスカウンター・証明書発行コー
ナー]
・接遇ハンドブック、証明書受付・発行マニュアル（３月に改訂）を４
月に全職員に改めて配付し、マニュアル等の継続した活用を図っ
た。

[サービスカウンター・証明書発行コーナー]
・前年度の接遇状況に対する外部評価及び来庁者等窓口サービ
ス調査における外部評価結果による課題・改善内容・期待する応
対事例を５月・７月に周知し、改善を促した。
・利用者アンケートを接遇だけでなく、わかりやすい説明に関する
設問項目を加えた内容に修正し、８月にアンケートを実施した。
・接遇力の向上のため、１０月に改善に取り組む内容資料の配付
と各施設内のポスター掲示等の改善に取り組み、１１月に来庁者
に対する窓口サービス調査を実施した。

（目標の達成状況）
【郵送事務処理センター】
①接遇状況に対する電話調査：１１月にモニタリング調査を実施し
た結果３．３（目標３．４以上）

【サービスカウンター・証明書発行コーナー】
①来庁者等窓口サービス調査：梅田SC　3.1　、　難波SC　3.1　、
天王寺SC　3.0　、　証明書発行コーナー　4.0　（目標　各施設ごと
3.5以上）
②窓口利用者アンケート調査（接遇）：「とても良い」と感じた割合
79.4％（目標78％以上）（肯定的な回答割合：98.5％）
③窓口利用者アンケート調査（説明）：「とても良い」と感じた割合
80.1％(目標75％以上）（肯定的な回答割合：99.0％）

②

（課題）
［郵送事務処理センター］
・電話応対で敬語を使うなどの丁寧な応対ができていない職員がいる。
[サービスカウンター・証明書発行コーナー]
・窓口利用者アンケート調査結果により、聞き取りにくい話し方（早口・小
さな声・下を向いたまま話す）が課題としてあることが判明した。
・来庁者等窓口サービス調査結果により、お客様への挨拶において声の
トーンが低く、あまり印象が良くないなどの課題があげられ、全職員に取
り組むべき接遇応対が浸透していないことが判明した。

（改善策）
［郵送事務処理センター］
・電話応対時に気づいた点を個別に注意喚起すること、電話応対時に多
い悪い事例を抜粋した改善周知を根気強く継続する。
[サービスカウンター・証明書発行コーナー]
・各サービスカウンターにおいて、聞き取りやすい話し方、早口にならない
話し方等について、職員同士のクロスチェックを実施するとともに、聞き取
る側が説明内容を理解しているか、表情の確認やアイコンタクトで確認し
ながら説明することを指導し、来庁者の目線になった改善を促す。
・各窓口担当者レベルにおいて、課題を認識すること、改善策を検討する
など、実際に窓口応対する職員からの積極的な取組を行う。

①：目標達成　②目標未達成
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(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【課題】
・現在の利用者満足度(接遇・説明とも95％超)を維持・向上させること

【改善策】
・アンケート結果について、８月・９月を分析期間とし、自由記述欄にあっ
た意見について改善を検討する。また、今回のアンケート結果の要因を
明確化及び共有化し、ノウハウの組織的資産化を図る。10月から12月に
再度アンケートを行う。
・ホームページの掲載内容について、引き続き随時見直しを行い、わかり
やすく効果的な情報発信に努める。

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【取組実績】
 　週１回定例会議を実施し、全体での情報共有及び職員のスキ
ルアップを図っている。内部研修については、合計12回実施した。
（接遇3回、専門知識9回）
　法人へ配付している既存の手引きよりもボリュームを抑え要点を
絞ったマニュアルをホームページに掲載し、法人運営手続きにつ
いてサポートするように努めた。
　また、ホームページ以外にも、大阪市市民活動総合ポータルサ
イトにおいて、NPO法人の設立や適正運営に役立つ情報を掲載
するなど、効果的な情報発信に努めた。
　法人セミナー（府と合同で実施）については、アンケート調査等で
聴取した要望を取り入れた内容で、11月に開催した。

【目標の達成状況】
①接遇状況に対する外部評価点（平成30年11月実施）
　　　電話調査　3.4
②利用者アンケートにおいて「接遇」について「満足」と回答した人
の割合　　　97.8％
③利用者アンケートにおいて「説明」について「満足」と回答した人
の割合　　　95.6％

①

現在の接遇状況に対する外部評価点及び利用者満足度を維持・向上す
ること。

①：目標達成　②目標未達成

取組項目2 【窓口等におけるサービス・満足度の向上（特定非営利活動法人の認定・認証申請窓口）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
 　市民が接遇態度や説明内容に満足していただける窓口をめざす。

（取組の概要）
①利用者サービス及び満足度向上のため、職員の接遇力や専門知識な
ど、市民応対における業務スキルの維持向上を図る。
②利用者のニーズを把握し、ニーズに応じた改善を図る。

（目標）
①接遇状況に対する外部評価点
　　　電話調査　3.5以上　【平成31年度】
　　　《参考》　平成29年11月　3.4
②利用者アンケートにおいて接遇について「満足」と回答した人の割合
　　　　95％以上　【平成31年度】
　　　《参考》　平成29年度　　94.0％
③利用者アンケートにおいて説明について「満足」と回答した人の割合
　　　95％以上　【平成31年度】
　　　《参考》　平成29年度　　94.0％

（取組の内容）
①職員の接遇力や専門知識の向上のため、外部評価結果等を踏まえ
て、研修や、マニュアルやポイント集の改善等の取組みを実施する。
　　・接遇力向上に向けた取組：2回
　　・専門知識向上に向けた取組：6回
②利用者アンケートの結果を分析して、利用者ニーズを把握し、HPの更
新等改善につなげる。また、ニーズに応じた法人対象セミナーを開催す
る。
※取組みにあたり、NPO法人の自主的・自発的に市民公益活動を行う志
にリスペクトを持ち、その手続き面等をサポートする役割を日々自覚す
る。

（目標）
①接遇状況に対する外部評価点
　　　電話調査　3.4以上
②利用者アンケートにおいて接遇について「満足」と回答した人の割合
　　　　95％以上
③利用者アンケートにおいて説明について「満足」と回答した人の割合
　　　　95％以上

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
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・平成30年度　広告収入額148千円（目標額の51.7％）
　※広告収入額は掲載月で計上

・協力広告代理店へのヒアリング情報を基に、大阪市ホームペー
ジ上の応募ページの刷新を行い、広告掲載希望者が広告媒体等
の内容を瞬時に理解できるようにすることによって、関心を持って
応募ページにアクセスしてくれた広告掲載希望者等の獲得に繋が
るようにした。

・各広告媒体の募集ページに、市民局の広告募集一覧ページのリ
ンクを掲載し、相互リンクした。

・広告料を徴収するすべての広告について、価格競争による広告
募集を開始した。

・男女共同参画センター中央館のホール部分について、昨年度に
引き続き、ネーミングライツパートナーの一斉募集を実施した。（財
政局実施）

取組項目3 【広告料収入の増収等の歳入の確保】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　広告料収入による歳入の確保を図る。

（取組の概要）
　市民局が保有する施設や事業を最大限に利用した広告事業を推進す
る。
　
（目標）
　広告料収入額：310千円　（平成28年度実績239千円の30％増）【平成
31年度】

（取組の内容）
①協力広告代理店へのヒアリング等を実施することにより、広告代理店
が広告媒体を探す方法や応募に際して求める情報の内容を把握し、広
告掲載希望者の獲得に取り組む。
②保有施設のネーミングライツを募集し、広告料収入を確保する。

（目標）
　広告収入額：286千円（平成28年度実績の20％増)

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

－

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

②

【課題】
・大阪市ホームページによる周知を行っていたが、新規広告掲載希望者
の獲得ができていない。

【改善策】
広告代理店等へのアンケートの結果をふまえて、ホームページの検索
ワードの設定やSNSなどを利用し、広告掲載希望者に効率的かつ効果
的に広告媒体の募集情報を提供する。

①：目標達成　②目標未達成
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【様式３】

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

[土地]
①１箇所（192.7㎡）について、道路との境界明示・分筆を完了。
　 １箇所（5,302.64㎡）について、隣接民地１箇所と境界を確定。
②１箇所について、測量を完了。
③１箇所（約2,900㎡）について、建物撤去・更地化。（H31.3）

[建物]
①１箇所（約1,200㎡）について、売却。（H30.8）
②１箇所について、廃棄物選別を完了。

①
－

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ）
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

－

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目４ 【用途廃止した施設等の有効活用】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　未利用地等の売却・有効活用により、税外収入の確保を図る。

（取組の概要）
【土地】
・早期売却が見込めない未利用地及び売却が困難な未利用地について
は、暫定貸付や長期貸付を積極的に取り入れて、迅速かつ効果的な財
源確保を図る。

【建物】
・もと市民交流センターのうち、耐震性を有する４箇所について、転活用
ができない場合は売却により歳入の確保を図る。

 
（目標）
【土地】
①売却可能な未利用地22箇所約20,400㎡のうち、
　ア　６箇所約8,300㎡について、平成31年度末までに順次売却する。
　イ　12箇所約6,400㎡について、平成32〜34年度末までに順次売却する
とともに、可能なものは売却までの間、暫定貸付による有効活用を図る。
　ウ　４箇所約5,700㎡について、商品化までに時間を要するため、平成
35年度以降に順次売却するとともに、可能なものは売却までの間、貸付
による有効活用を図る。

【建物】
①耐震性を有するもと市民交流センター４箇所約22,100㎡のうち、
　ア　１箇所約1,200㎡について、平成30年度末までに売却する。
　イ　２箇所約17,000㎡について、平成32〜34年度末までに順次売却す
るとともに、国庫補助金等の関係を整理検討した上で売却までの間、暫
定貸付による有効活用を図る。
　ウ　1箇所約3,900㎡について、商品化までに時間を要するため、平成
35年度以降に売却するとともに、国庫補助金等の関係を整理検討した上
で売却までの間、貸付による有効活用を図る。

（取組の内容）
[土地]
①　左記目標①アのうち、1箇所・192.7㎡について、道路との境界の明
示・分筆を完了し、1箇所・5,302.64㎡について、隣接民地１箇所との境界
を確定する。
②　左記目標①イについて、測量、隣接地との境界確定、土地上に残存
する施設内の廃棄物の選別・処分等、売却に必要な作業や手続きを進
める。
③　左記目標①ウのうち、１箇所約2,900㎡について、建物取り壊しを行
い、更地化する。

[建物]
①　左記目標①アのもと市民交流センターについて、上半期までに売却
する。
②　左記目標①イ・ウのもと市民交流センターについて、測量、隣接地と
の境界確定、施設内廃棄物の選別・処分等、売却に必要な作業や手続
きを進める。

（目標）
[土地]
①　左記目標①アのうち、1箇所・192.7㎡について、商品化を完了し、1箇
所・5,302.64㎡について、隣接民地１箇所との境界を確定する。
②　左記目標①イのうち、１箇所の測量を完了する。
③　左記目標①ウのうち、１箇所約2,900㎡の更地化を完了する。

[建物]
①　左記目標①アの１箇所約1,200㎡を売却する。
②　左記目標①イのもと市民交流センター1箇所について、施設内廃棄
物の選別を完了する
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【様式３】

当年度の取組内容
（趣旨・目的）
男女共同参画センターの使用料について、「市民利用施設にかかる受益
者負担のあり方（案）」に基づき、施設の特性等に応じた受益と負担の適
正化を図る。

（取組の概要）
①　指定管理者に各館の運営経費の削減と利用率の向上に向けた年度
計画を提出させ、計画が着実に実施されるよう管理する。
②　さらなる利用率向上と経費節減を図るため、利用料金制について、
遅くとも次期指定管理者の募集時には導入できるよう対応を図る。
③　使用料改定については、経費節減や利用率の促進等に努めたうえ
で、受益者負担率を点検・精査し、利用料金制度の導入や、平成31年10
月に予定されている消費税改定にかかる他施設の対応状況等も考慮
し、平成30年夏までに方向性を決定する。

（目標）
①　利用率　【平成31年度】
　　　・中央館　72.4％,　西部館　68.9％,　東部館　68.7％,　南部館
59.1％,　各館平均67％以上
　　　　《参考》　平成28年度 中央館　71.7％,　西部館　68.9％,　東部館
66.0％,　南部館　54.9％,　各館平均　65.4％
②　受益者負担率　【平成31年度】
　　　・中央館　80％,　西部館　85％,　東部館　80％,　南部館　80％,　各
館平均81.3％以上
　　　　《参考》　平成28年度 中央館　69.2％,　西部館　78.3％,　東部館
75.5％,　南部館　75.7％,　各館平均　74.7％

（取組の内容）
①　指定管理者に利用率の向上や経費縮減に向けた年度計画の提出
及び実施状況についての定期的な報告をさせ、計画に基づいた取組が
着実に進むよう管理するとともに、改善に向けて必要な指示を行う。
②　利用料金制の導入に向け、課題となる事項について検討・整理し、
実施フレーム・導入スケジュール案を策定する。
③　使用料改定については、利用料金制の導入、開館日の拡充の検討、
消費税の改定等もふまえ、今後の利用料金収入、経費の見込み及び、
受益者負担率を試算し、受益者負担率をさらに向上させるためには、利
用料金をどの程度改定する必要があるかのシミュレーションや、類似施
設の料金水準との比較考量も行ったうえで、夏までに方向性を決定す
る。

（目標）
①　利用率
　　　・中央館　72.0％,　西部館　68.9％,　東部館　67.3％,　南部館
57.0％
　　　・各館平均66％以上
②　受益者負担率
　　　・中央館　74.6％,　西部館　81.6％,　東部館　77.7％,　南部館
77.8％
       ・各館平均（子育て活動支援館を除く）77.9％以上

中
間
振
り
返
り

計
画

取組の方針・目標内容

取組項目５ 【男女共同参画センターの受益者負担率の向上】

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【課題】
①利用率について低下が見られ、改善措置が必要である。特に従来
ホールをご利用いただいていた利用者に関して利用者離れが起こってお
り、利用者の声としては、平成29年2月に実施した申込み方法の変更の
影響が見受けられる。
②③受益者負担率を考慮すると、使用料水準の値上げが必要というシ
ミュレーション結果に至っているが、例えばホールでは万円単位の値上
げ額となるなど非現実的な値上げ幅となっており、現実的な案とすべく再
精査が必要。

【改善策】
①ホールの利用申込みの方法について、ヒアリング結果をふまえた規則
改正を年内に行い、改善を図る。当該対応により改善が期待されるが、
上半期の利用率の低下が大きいことから年間を通じての目標達成は厳
しい状況にある。
②③シミュレーションの精度を上げるとともに、類似施設との比較方法も
見直し、仮に値上げしたとしても現実的な案として至急整理することで、
10月中には方針の判断を行う。

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み
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【様式３】

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【取組実績】
①毎月のモニタリングや四半期ごとの調整会議を通じ、進捗管理
を実施。指定管理者と連携し、利用者の声を聴き、利用率の低下
の大きな原因となっていたホールの申込み方法について条例改
正を行った。また、指定管理者において光熱水費の削減策や施設
紹介の動画の作成など取組を実施した。

②令和２年度からの次期指定管理期間にあわせて利用料金制を
導入することとし、平成31年度中に条例改正案の審議を諮るべく
整理を進めた。

③利用料金制の導入を念頭に、その上限設定とする料金を改定
すべきか、シミュレーションや類似施設との比較等などの検討を行
い、②に記載の条例改正案の整理を進めた。

【目標の達成状況】
利用率（平成31年２月）　※（ ）は、Ｈ29年６月
・中央館　68.7％（65.5％）　・西部館　62.3％（69.9％）
・東部館　60.5％（56.0％）　・南部館　54.0％（49.5％）

受益者負担率は平成30年度の結果数値が6月以降に算出が可
能となるため、平成30年度中に算出した平成29年度確定値によ
り、利用率の改善傾向を把握
・中央館　54.5％(吊り天井脱落対策工事の影響あり）
・西部館　85.0％　・東部館　82.3％　・南部館　83.9％

②

【課題】
①申込み方法の変更など、利用率向上に向けた対応を行ったが、年間
の利用率は目標を下回った。利用料金制への移行を念頭に、引き続き、
利用率の向上に向けて取り組む必要がある。

②次期指定管理期間の募集に向けて条例改正の準備作業を進めてお
り、今後、公募に向けて、具体的な利用料金制の要件を固める必要があ
る。

③他都市水準等を勘案し、事業者が適切に利用料金制のもとで施設運
営ができ、かつ市民にとって理解をえられる料金設定とする必要がある。

【改善策】
①モニタリングを通じ、指定管理者との定例会議で改善策を意見交換す
るなど密に連携し、引き続き、利用率の向上策を検討し、取り組む。

②５・６月市会において、利用料金制を導入する条例改正案について、審
議いただき、その結果をふまえて次期指定管理者の公募を行う。

③民間事業者による柔軟で機動的な運営を可能とする料金設定を決定
し、条例改正案に盛り込む。

①：目標達成　②：目標未達成
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【様式３】

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①ICTを活用した取組について、SNS等を活用した様々な地域課題を市
民活動で解決するきっかけづくりを推進するため、各区の事例を集約し、
24区に共有することで、新たな取組の促進を図る。
②地域で活動する市民や市民活動団体等と、ICTスキルを有する市民が
地域課題の解決に向けて話し合う機会の提供をさらに進めていく。目標の達成見込み ①

①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目６ 【ＩＣＴを活用した市民協働の促進】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　ICTを活用することにより、市民同士または市民と行政がつながり、
様々な地域課題を市民協働で解決するきっかけづくりを推進する。
（取組の概要）
①各区では、公共への市民の関心を高めるため、ICTを活用した市民と
の対話を進めることとしており、対話が促進されるよう、市民局において
支援を行う。
②ICT活用による課題解決をめざすコミュニティと課題解決に悩む地域コ
ミュニティ等との橋渡しを行うなど、新たな協働による地域課題の解決に
向けた活動へとつなぐ。

（目標）
　市政モニターアンケートにおいて、市民活動（公共的な活動）への参加
経験のある市民のうち、「行政からのICTを活用した情報発信や呼びかけ
により活動への参加のきっかけを得ることができた」と答えた市民の割合
【平成31年度】
　・10％

・ICT活用による課題解決をめざすコミュニティと課題解決に悩む地域コ
ミュニティ等の協働による取組が新たに創出された件数　３件【毎年度】

（取組の内容）
①ICTを活用した市民との対話が各区で促進されるよう、各区の取組状
況を把握し、先進的な取組事例の共有会を開催するとともに、各区の進
捗状況などの実情に応じ、取組の相談・支援を行う。

②「Code for OSAKA」や中間支援組織などと連携し、自らのICTスキルを
活かして社会貢献したい市民と地域課題解決に取り組む市民や市民活
動団体双方の課題やニーズを把握し、それらのマッチングを行うための
「対話の場」を設定する。

（目標）
①ICTを活用した市民との対話を促進する取組が新たに創出された件数
　　 ・12件以上

②地域で活動する市民や市民活動団体等と、ICTスキルを有する市民が
地域課題の解決に向けて話し合う「対話の場」の設定回数
 　　・６回以上

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①ICTを活用した市民との対話を促進する取組が新たに創出され
た件数　19件
（市民同士の対話を促進する取組は創出されたが、市民と行政と
の対話を促進する取組は創出されていない）
・庁内ポータルに各区事例を掲載し、周知を行った。
・SNSを含めたICTツールの活用に関する勉強会を開催した。

②地域で活動する市民や市民活動団体等と、ICTスキルを有する
市民が地域課題の解決に向けて話し合う「対話の場」を開催　6
回
・ICT活用による課題解決をめざすコミュニティと課題解決に悩む
地域コミュニティ等の協働による取組が新たに創出された件数　3
件

①

【市民同士がつながるきっかけづくり】
ICTスキルを有する市民による地域課題解決の取組の情報を収集、把握
する。
把握した情報をもとに、区役所を通じるなどにより、地域で活動する市民
等に情報提供を行い、つながりをつくるための働きかけを行う。

【行政と市民とがつながるきっかけづくり】
ICTを活用した市民と行政との対話を促進する取組が創出されていない
ことから、次の取組を行う。
　・ICTを活用した市民参加型の取組を紹介するなど、各区での市民との
対話を始めるきっかけとなるような情報提供を行う。
　・各区の状況や、抱えている課題を収集、把握し、課題解決のためICT
を活用した市民との対話による取組が創出されるよう、企画等に関する
相談など支援を行う。

①：目標達成　②目標未達成
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【様式３】

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

（取組実績）
［広報内容の改善］
・ポスター・チラシについて、区の窓口担当者の意見なども反映し
た上で、コンビニ交付のメリットを強調した内容のものを作成。
・ポスターについては、前年度はB3サイズだけの作成であった
が、新たにＢ２サイズも作成
・大阪市ホームページのコンビニ交付案内ページについて図を効
果的に取り入れるなど、構成を検討し、よりわかりやすいものに変
更
［広報機会の活用］
・本市への申請の添付書類として証明書を求める場合は、コンビ
ニ交付サービスを周知してもらうよう各局あて依頼を行った。
・庁内ポータルに市民局で作成した季節ごとのＰＲ動画を掲載した
上で、各区へ動画を利用した区役所庁舎内モニター（小型デジタ
ルサイネージ含む）での広報などを依頼するなど、各区における
広報活動への支援を行っている。
・コンビニ交付休止日について、大阪市ホームページ上に新たに
案内ページを作成し、日程に合わせ広報紙でのお知らせのほか
市民局フェイスブック、大阪市広報ツイッターで情報発信すること
で、コンビニ交付サービスを認知する機会としている。
（前年度から継続）
・本庁1階ロビーで季節ごとのＰＲ動画を発信
・各サービスカウンターで季節ごとのＰＲ動画を発信
・市民局ＹｏｕｔｕｂｅにＰＲ動画を掲載
・市民局フェイスブックでＰＲ動画を発信
・郵送事務処理センターにて精算書の裏面にコンビニ交付の案内
を掲載
・ポスターを市民利用施設、コンビニ（約1400箇所）、包括協定の
民間企業に掲示
・ポスターやチラシにはＱＲコードを入れて大阪市ホームページの
コンビニ交付サービスのページに誘導
・地下鉄掲示板へのポスター掲示
・区民まつりにおいて、財政局と共同でチラシの配布を行ってい
る。

（達成状況）
コンビニ交付サービス利用率：5.18％（平成30年度累計）

①

（課題）
・世論調査及び各区共通実施区民アンケートで効果を測定したところ、①
コンビニ交付を知っている人の割合が、世論調査（12月実施）は70.6％
（H29年度61.6％）、区民アンケート（11月実施）は59.4％（H29年度
54.5％）、②窓口手数料よりコンビニ交付手数料の方が安いことを知って
いる人の割合が、世論調査はコンビニ交付サービスを知っている人のう
ち20.7％（H29年度26.2％）、区民アンケートはコンビニ交付サービスを
知っている人と知らない人含めた全ての人のうち、23.7％（H29年度
19.1％）であった。サービスの認知度は上がっているが、具体的な内容に
ついてさらに認知度を高める必要がある。
・世論調査でマイナンバーカードもしくは住基カードを持っていないから利
用したことがない人が26.9％であった。マイナンバーカードの取得方法を
わかりやすく周知する必要がある。

（改善策）
・継続してコンビニ交付の利便性（お得で便利）を強調した広報を行う。
・簡潔でわかりやすくマイナンバーカードの取得方法やマルチコピー機の
操作方法についても言及し、「マイナンバーカードを持っていない」や「よく
わからないから窓口で」という理由等でこれまで利用いただけなかった層
を取り込む。
・その時々に応じて利用者が必要な情報を得られるように、発信内容の
改善を行う。
・平成31年度のコンビニ交付関係の取扱い変更（住民基本台帳カードの
新規登録停止、本籍地サービスの開始）の広報機会を利用して、コンビ
ニ交付サービスの周知を計画的に行う。
・市民局からの直接的な発信だけでなく、区役所や他局、包括連携企業
などと連携し、広くポスターの掲示やチラシの配布、来庁者への積極的な
ご案内、記事の掲載、映像による発信などを行い、市民の方が情報に触
れる機会を多く設けることで、コンビニ交付サービスの具体的な利便性に
ついての認知度を向上させて利用率向上につなげる。

①：目標達成　②目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

－

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目7 【ICTの徹底活用（証明書のコンビニ交付サービス利用率の向上）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　証明書の発行・交付を求める市民が、区役所等の窓口に来庁するので
はなく、身近にあるコンビニエンスストアを利用し、証明書の発行・交付を
受けるようにする。

（取組の概要）
　コンビニ交付サービスの利便性とその利用方法を周知する。

（目標）
　コンビニ交付サービス利用率【平成31年度】
　・6.38%

（取組の内容）
[広報内容の改善]
①　ポスター、チラシ、SNS等の発信内容について、コンビニ交付サービ
スの利便性（安くて近くて早い）が、利用者層に効率よく伝わる様に内容
の改善を継続して効果の高い周知を行い、利用率向上につなげる。

[広報機会の活用]
②　市民局からの直接的な発信だけでなく、区役所や他局、包括連携企
業などと連携し、広くポスターの掲示やチラシの配布、記事の掲載、映像
による発信などを行い、市民の方の目に触れる機会を増やすことで、コン
ビニ交付による住民票の写し等の交付手数料は窓口交付等より安価で
あることとコンビニ交付サービスの利用方法の認知度を向上させて利用
率向上につなげる。

（目標）
コンビニ交付サービス利用率
・5.09％【平成30年度】
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【様式３】

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【課題】
　閲覧回数が伸び悩んでいる動画があるため、周知の取組みについて
一層の強化を図る必要がある。

【改善策】
　下半期に向けて、閲覧回数が伸び悩んでいる動画の周知の取組みを
検証・改善し、閲覧回数の増加を図る。

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み

（趣旨・目的）
　ICTを徹底活用した情報発信により、施策・事業の効果を高める。

（取組の概要）
　インターネット動画配信を活用した情報発信等、様々な機会・場面を通
じて、市民目線にたった情報発信を行う。

（目標）
　・情報発信の動画の本数
　　　 累計70本以上　　【平成31年度】

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①局トップページへの独自のバナーの設置やコンテンツの適切な
管理（不要なコンテンツの適切な削除、情報の更新等）を行い、市
民の利用ニーズの高い情報へのアクセスの向上を行うとともに、
市民への施策の周知や注意喚起情報等の情報を発信する市民
学習用の動画を作成し、YouTube上に掲載し、市ホームページ上
で紹介した。

②上記コンテンツについて、情報発信の対象者の年齢等の属性
に応じ、SNSへの記事掲載や区ホームページの掲載等の依頼を
行い、市民の情報の閲覧・活用の促進を行った。
・新たな情報発信の動画の本数　17本
・閲覧回数目標達成済の動画　5本(29本中)

②

　各施策においてICT活用を意識した情報発信の取組が進んできている
ものの、掲載動画の閲覧実績等から、市民による情報利用が格段に向
上しているとは言い難い状況が窺われる。
　より効果的な情報発信となるように、あらためて、各施策ごとに主たる
対象者の特性等を踏まえ、掲載動画をはじめ、ICTにより発信する情報
内容やその活用方法について精査を行い、取組の改善を図っていく。

①：目標達成　②：目標未達成

（取組の内容）
①　各行政サービスの利用者の目線に立ち、ホームページを修正・改善
するとともに、啓発・教育を目的とした市民学習用動画の作成等、コンテ
ンツの充実を図る。

②　上記コンテンツについて、施策・事業対象者の年齢や性別等の属性
を踏まえて、SNSや民間サイト等各種発信媒体に掲載するとともに、各種
団体との連携や開催イベント等を通じてQRコード等を活用した広報を行
い、市民の情報の閲覧・活用の促進を図る。

（目標）
　・新たな情報発信の動画の本数
　　　　10本以上
　・情報発信の動画の閲覧回数
　　　　各動画ごとに定めた目標回数以上

取組項目7 【ICTの徹底活用（施策における徹底活用）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み
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【様式３】

【ICTの徹底活用（ICTを活用した業務執行の効率化）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　ICTの徹底活用により、効果的・効率的な業務執行を進める。

（取組の概要）
　スケジューラーの活用や徹底したペーパーレス化を進めるとともに、新
たな業務効率化の取組を検討実施していく。

（目標）
①　 急な予定を除き、自分自身の予定をスケジューラーに常に登録して
いる職員の割合
　　　　90％以上【平成31年度】
　　　　《参考》　平成28年度　68％　平成29年度　85％
②　ペーパーレスを常に意識し、実践できていると感じている職員の割合
       　70％以上【平成31年度】
　　　　《参考》　平成28年度　51％　平成29年度　53％
　　・コピー用紙の削減率
　　　 　38％減（対平成27年度比）【平成31年度】
　　　　《参考》　平成28年度　22％減
　　　　　　　　　平成29年度　35％減
③　ICT活用により業務効率化が進んでいると感じている職員の割合
       ・80％以上【平成31年度】
　      《参考》　平成29年度　69％

（取組の内容）
①スケジューラーの活用により、事務の進捗管理をすすめ、事務の効率
化を進める。
②ペーパーレス化の取組により、コピー用紙の削減を進める。
③無線ＬＡＮ環境の整備に合わせて、組織共有情報の整理や各種資料
の電子データによる保管・共有を進める等により、局内の会議・打合せや
業務遂行における無線ＬＡＮの活用を徹底し、業務効率化を図る。

（目標）
①　急な予定を除き、自分自身の予定をスケジューラーに常に登録して
いる職員の割合
　　　　87.5％以上
②　ペーパーレスを常に意識し、実践できていると感じている職員の割合
       　60％以上
　　コピー用紙の削減率
       　36％減（対平成27年度比）
③　ICT活用により業務効率化が進んでいると感じている職員の割合
       　75％以上

今後も引き続き、職員からの意見聴取なども行い反映・改善しながら、
ICT活用による業務効率化の意識浸透、さらなる実施を図っていく。

①：目標達成　②：目標未達成

取組項目7

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①スケジューラー活用について、決裁の進捗管理等への活用手
法を改善し周知するとともに、職員相互の業務予定の共有のた
め、閲覧設定ルールを徹底した。
・急な予定を除き、自分自身の予定をスケジューラーに常に登録
している職員の割合　92.2％

②紙資料のスキャン推奨、組織共有情報のデータ保存領域を活
用した資料データの保存・共有等により、コピー用紙削減を進め
た。
・ペーパレスを常に意識し、ペーパレス化が可能な資料について
は印刷を行わない職員の割合　60.2％
・コピー用紙の削減率　45％減（対平成27年度比）

③無線LAN環境整備に伴うeスマート会議等の一層の徹底ととも
に、SkypeやBYOD（私物端末からのOutlook閲覧等）など新たに導
入されたICTツールの試用や利用勧奨、各担当のICT活用の工夫
の共有などにより、業務の円滑化・効率化を進めた。
・ICT活用により業務効率化が進んでいると感じている職員の割合
75.7％

①

中
間
振
り
返
り

(ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

【課題】
　各取組を進める中で業務におけるＩＣＴ活用は職員に浸透してきており、
実績としても表れ始めているが、さらなる業務効率化に向けて取組を進
めていく必要がある。

【改善策】
　職員からの意見聴取なども行い反映・改善しながら、ICT活用による業
務効率化の意識浸透、さらなる実施につなげていく。

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み
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【様式３】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　改革を進めていくため、職員が前向きで主体性・チャレンジ意識を持つ
ことの重要性を認識し、かつ、具体の行動につなげることを目的とし、「プ
ロ意識」・「チャレンジ精神」・「市民志向」を備えた職員を育成する。

（取組の概要）
①　職員の改革に取組む意識の定着を図り、改革に向けた取組の実践
を促進する。
②　職員表彰制度を活用する等、職員全体の改善に向けた機運を高め
る。
③　職員研修を活用しながら、管理監督者のマネジメント力向上を図ると
ともに、職場でのＯＪＴ等による若年層職員の人材育成を図る。

（目標）
　・職員表彰の内申数　各課・グループ　１件以上（計16件以上）　【平成
31年度】
　　《参考》  平成28年度　11件（16課・グループ中６課・グループ）
　　　　　　　平成29年度　15件（16課・グループ中８課・グループ）

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

取組項目8 【改革を推進する職員づくり】

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み

①
・職員間の意見交換の場づくりとして、チームサイトを活用して、
「横のつながりを意識した情報交換の場」や「メンター・メンティ制
度における情報交換の場」を設定

・職員が改善提案について話し合い、意見交換する場として、
「ICTを活用した事例共有会と意見交換会」（地域力担当と総務担
当との合同企画）を実施（9月）

・職員が気軽に改善を提案できる環境づくりとして、引き続き、各
課・Ｇにおいてミーティングの取組みを実施

②
　・課長打合せにおいて、趣旨説明とともに市民局職員表彰の実
施
　　　・6月　内申　各課依頼
　　　・1月 各課からの内申集約　2月～3月 審査、3月表彰式
　・内申数　11件（16課・グループ中　８課・グループ）

③④
・管理監督者のマネジメント力向上を図るとともに、職場ＯＪＴ等を
通じた人材育成を図ることができるよう、管理者層を対象とした階
層別研修 及び マネジメント力向上に向けた研修(職場活性化研
修など)を積極的に受講するよう、引き続き勧奨。

・職場でのＯＪＴ等による職員の人材育成を図れるよう、学習用教
材を整理し、チームサイトに掲載。

　【実績】
　○階級別研修（管理者層）
　　・新任課長代理研修（H30.6～7実施）　4名
　　・新任課長研修Ⅰ（H30.6～7実施）　3名
　　・課長研修Ⅱ（現任課長研修）（H30.8実施）　3名
　　・コンプライアンス研修（部長級）（H30.7実施）　2名
　　・コンプライアンス研修（課長、課長代理級）（H30.7実施）
　　　　　課長　6名、課長代理　6名
　○専門研修（管理者層）
　　・人権問題指導者研修（H30.7実施）　3名

②

【課題】
・職員表彰の内申数は目標にまで届かず、8課・グループからの内申にと
どまっており、改善に向けた機運が局内全課へ広がるようにする必要が
あるとともに、職員へ課題をみつけだすことやチャレンジする意識の向上
を管理職員自らが行動をとる。
・職員のスキルアップにつながる研修メニューに関して、関心を持てるあ
るいは研修開催の認知をしてもらえるよう受講勧奨の工夫が必要

【改善策】
・改善提案しやすい機運醸成のため、職員に対して表彰実績や好事例の
紹介・共有を増やすともに、チームサイトを活用した環境づくりを実施する
ことや若手職員による「（仮称）改善チーム」を立ち上げ、課題と解決の検
討を実施する。

・「業務改善の取組みを上司が積極的に評価し内申することが、職員の
モチベーションアップ及び人材育成につながる」という職員表彰制度の意
義・趣旨を管理職に浸透させる。

・職員のスキルアップにつながる研修の受講勧奨について、既受講者の
声を研修開催に合わせ勧奨する。

①：目標達成　②：目標未達成

(ⅰ)

①

(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

－

目標の達成見込み

（取組の内容）
①　管理職員が、職員間の意見交換のできる機会を設ける等職員が気
軽に改善を提案できる環境づくりをする。
②　職員表彰を実施するとともに、職員表彰事例や業務改善の好事例を
共有する。
③　管理職員が、職員人材開発センターが実施するマネジメント力の向
上に向けた研修を積極的に受講し、その能力向上を図る。
④　管理職員が、日常の職務全般や業務打合せといったＯＪＴ等により、
業務上の課題解決に向けて指導・助言を行う。

（目標）
　・職員表彰の内申数　12課・グループ　15件以上

①：達成見込み
②：達成できない見込み
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【様式３】

（取組の内容）
①　５S
　局内現状をふまえた改善の達成水準・スケジュール(「５S取組計画」)を
定め、計画に則り、局統一的に各課・グループ単位の取組を進める。
②　標準化
　標準化が必要な業務単位ごとに、各課・グループが定めた作業要領書
等策定スケジュール(「標準化計画」)に基づいて、局統一的に各課・グ
ループ単位の取組を進める。

(目標）
①　「事務室内が常に整理・整頓されていて、最小限の移動で必要なもの
をすぐに取り出せる状態になっている」と感じる職員の割合　90％

②課・グループ単位で定めたスケジュールに基づく、作業要領書等の整
備
    　50本　（平成30年度策定予定分）

取組項目9

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①５Ｓ
・事務室の整理・整頓とロッカー・倉庫の整理・整頓及び適正配置
について、取組計画を策定（5月）
・事務室の整理・整頓の実施（5月～）毎月モニタリング
・男子更衣室・倉庫の整理・整頓の実施（6～7月）
・ロッカー・倉庫の適正配置に向けた調整、実施（第三四半期）
・アンケート実施（2月）
・アンケート（H31.2実施）
　『整理・整頓が進み、必要なものがすぐに取り出せる状態になっ
ている。』　50％　（H30.2　45％）
『整理・整頓は進んでいるものの、必要なものがすぐ取り出せる状
態までにはいたっていない。』39％　（H30.2　46％）

（参考）平成30年度市政改革に関する職員アンケート
　「あなたの職場では、５S活動が徹底されていますか」
　市民局　81.1％（市全体73.3％）
　　　　　　　（H29年度81.0％（市全体80.8％））

②標準化
・標準化が必要な業務単位ごとに、各課・グループが定めた作業
要領書等の策定スケジュールを策定し、取組を進めた。また、ス
ケジュールに基づき、取組状況を進捗管理を行った。
・課・グループ単位で定めたスケジュールに基づく、作業要領書等
の整備　　H30年度　50本中　47本完成
　　　　　　（平成29年度　114本中 90本完成）
・アンケート（H30.2実施）
『マニュアルなどを整備することにより、担当者による考え方の違
いをなくすことやルールの統一化ができることで、リスクが低減さ
れると思う。』　94％（ｈ30.2　93％）
『作業要領書等が整備され、適正に業務執行が行われている状
態となっている。』　50％（H30.2　41％）
『作業要領書等については、作成過程、検証過程にあり、適正に
業務執行が行われている状態までにいたっていない。』
　45％（H30.2　54％
『整備された作業要領書等は、実際に業務を行ううえで、役立つも
のになっていますか。』
①かなり役に立っている　27％
②ある程度役に立っている　67％

②

①５Ｓ
【課題】
・ロッカー、男子更衣室、倉庫の整理してきたが、アンケートでは「必要な
ものがすぐに取り出せる状態になっている。」と感じる職員が50％にとど
まっている。
・ロッカーの整理にあたっては、直近のものあるいは利用度が高いものは
近くのロッカー、それ以外は倉庫などといった仕分けはできているもの
の、必要なものがすぐに取り出せるよう更なる改善が必要。
【改善策】
・必要なものが取り出せるようするため、レイアウトを作成している担当が
あることから、こういった好事例を共有して、改善を図るよう取組を進め
る。
・紙文書等の整理を行ってきたが、データについても必要なものがわかる
ようXフォルダやチームサイトの整理を行うなど、引き続きの整理整頓と
習慣化が図れるようPDCAを実施する。

②標準化
【課題】
・必要な業務のマニュアル等の整備及び検証を行った結果、整備したマ
ニュアル等に基づき業務遂行できるかについては、アンケートにおいて9
割が「役に立つものとなっている」と肯定的であったものの、「適正に業務
執行が行われている状態となっている。」については５０％にとどまってい
る。
・適正な業務執行が行われるよう、整備した（整備する必要がある）マ
ニュアル等で引継ぎがスムーズにできすぐに業務に取組めることや省力
化につながるようなマニュアル等を整備あるいは見直しをしていくことが
必要。

【改善策】
・整備した（整備する必要がある）マニュアル等の検証について、業務の
省力化・効率化につながるよう視点をもって検証する。
・マニュアル等の整備あるいは見直しにおいては、引き続きスムーズな引
継ぎや省力化の視点をもって行えるようPDCAを実施する。

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

－

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み

【適正な業務執行を行うための基盤整備】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　「５Ｓ活動」・「標準化」を実践し、適正な業務執行を行うための基盤整備
を行う。

（取組の概要）
①　局全体で統一的に５Ｓ活動に取り組み、職場環境を改善・維持し、業
務執行の効率化を図る。
②　各業務に応じた作業要領書等を整備し、業務標準化の徹底を図るこ
とにより、適正な業務執行を行う。

（目標）
①　市政改革に関する職員アンケートにおいて「自身の職場で、５Ｓ活動
が徹底されていると感じますか」との質問に対して肯定的回答をした職員
の割合　【平成31年度】
　　 ・90％
　　　《参考》　平成28年度　62.1％　平成29年度　81.0％

②　「各業務に応じた作業要領書等が整備され、適正に業務執行が行わ
れている」と感じる職員の割合　【平成31年度】
　　90％以上
　　　《参考》　平成29年度　41％

－22－


