
【様式２】

－1－

【全体像】

※各項目をクリックすると、それぞれの記載箇所へジャンプします。

具体的取組
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（その１）

マネジメント改革担当所管分

（その２）

業務改革担当所管分

（その３）

行政リスク管理担当所管分
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－2－

【問題解決の８ステップ】

ＰＤＣＡサイクルをベースにした８つのステップを踏み、論理的に思考や分析をすることで、「なぜこれが問題なの

か」「どんな分析をして問題の原因を特定したのか」「具体的にどんな対策を取ればいいのか」といった思考の流

れを明確にし、勘や経験による問題解決を防ぎ、システマティックに問題解決を図る方法。また、問題解決のプ

ロセスを「見える化」するメリットもある。

１．問題を明確にする
あるべき姿と現状との差（ギャップ）から解決すべ

き問題を明確にする。

４．真因(根本的な原因)をつきとめる

２．現状を把握する
ステップ１で明確にした問題をブレイクダウンし、

問題点を特定する。

３．目標を設定する
ステップ２で特定した問題点をいつまでに、どのく

らい解決するかを示す。

ステップ２で特定した問題点の真因（複数あっても

よい）を探る。

５．対策の計画を立てる
ステップ４で特定した各真因に対して考えられる全

ての対策案から実際に実行する対策案を選び出す。

Ｐ

６．対策を実行する ステップ５で選んだ対策案を実行する。

７．効果を確認する ここまでやってきた効果を確認し、評価する。

８．成果を定着させる 成果を定着させるため業務の標準化を行う。

D

C

A

運営方針の策定・評価のプロセスと問題解決の手順がどのようにリンクするのかを示すために、運営方針の項

目に問題解決のステップを併記しています。
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課題（上記要因を解消するために必要なこと）
ステップ３：

目標を設定する

・安定した財政基盤のもと、効率的かつ質の高い市民サービスを提供す
るためには、施策・事業の見直しや未利用地売却など市政改革プラン2.0
（行革編）に掲げる取組を推進し、特にプランの柱のひとつである官民連
携において、各事業の経営システムの見直し、最適な民間活力の活用手
法の導入の取組を推進する必要がある。
・ニア・イズ・ベターが徹底された地域社会づくり及び区行政の運営を行う
ためには、人と人とのつながりづくりへの支援や地域活動協議会、ＮＰＯ、
企業等の多様な協働の推進、区民に身近な総合行政の窓口としての機
能の充実など市政改革プラン2.0（区政編）に掲げる取組を推進する必要
がある。

・市政改革プラン2.0の必要性や考え方を職員が十分に理解するなど、人
材育成の取組を進め、改革推進体制を強化する必要がある。
・市政改革プラン2.0に掲げる目標達成に向けて、所属横断的に改革を推
進できるよう市改革プロジェクトチームによる定期的な進捗管理を行い、
取組の改善を図っていく必要がある。

・安定した財政基盤のもと、効率的に業務を執行し、質の高い市民サービスを提供するとともに、ニア・イズ・ベターが徹底された地域社会づくり及び区行政
の運営が行われている状態。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）
ステップ２：

現状を把握する

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）
ステップ２：

現状を把握する

・本市の人口構造については、生産年齢人口（15～64歳）が減少する一
方で、高齢者人口（65歳以上）が増加することが推計されている（図１）。こ
のことから、市税収入の大きな増加は見込めず限られた行政資源で行財
政運営を行わなければならず、また、地域においても各種課題に対応す
るための自助・共助の機能が低下していく恐れがある。
・本市の支出においては、扶助費や公債費などの義務的経費が高水準
かつ増加傾向にあり（図２）、歳出の削減や歳入の確保などが必要であ
る。

・市政改革プラン2.0（行革編）に取り組んでいるが、質の高い行財政運営
の推進、官民連携の推進、改革推進体制の強化にかかる評価可能な29
年度目標35件のうち11件が未達成である（図３）。
・市政改革プラン2.0（区政編）に取り組んでいるが、地域社会における住
民自治の拡充、区長権限・責任の拡充と区民参画のさらなる推進にかか
る評価可能な29年度目標30件のうち13件が未達成である（図４）。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【市政改革の着実な推進】

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＞
ステップ１：

問題を明確にする

■大阪市の人口構造
（「大阪市人口ビジョン」（平成28年）より）
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H22 → H52 ▲40万人（▲23.1％）

H22 → H52 ▲35万人（▲13.1％）

H22 → H52 ＋18万人（＋30.0％）

大阪市の人口構造

■性質別支出経費（一般会計）の状況
（「平成30年度大阪市の予算の概要と財政の現状」より）

【図１】

【図２】
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■市政改革プラン2.0（行革編）※1に掲げた目標の達成状況
（「「市政改革プラン2.0」の進捗状況（平成29年度末時点）」より）

【図３】
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■市政改革プラン2.0（区政編）※2に掲げた目標の達成状況
（「「市政改革プラン2.0」の進捗状況（平成29年度末時点）」より）

【図４】
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※1 市政改革プラン2.0（平成28～31年度）－新たな価値を生み出す改革－

※2 市政改革プラン2.0（区政編）（平成29～31年度）－ニア・イズ・ベターのさらなる徹底－
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－4－

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

自己評価
ステップ７：

効果を確認する
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円 円 円

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

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１－１－１ 【市政改革プラン2.0の理解と実践の促進】

29決算額 ― 30予算額 ― 元予算額 ―

計　　画 中間振り返り
ステップ７：

効果を確認する 自己評価
ステップ７：

効果を確認する

プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

ステップ３：
目標を設定する

※重点目標
・計画に定めた目標の達成率　計画期間満了時までに90％

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

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

戦略（中期的な取組の方向性）

ステップ４：
真因をつきとめる 課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

ステップ５：
対策の計画を立てる

・市政改革プラン2.0の進捗状況を管理するとともに、市改革プロジェクト
チームで状況を共有し、進捗にあわせて取組の改善を図るなど、ＰＤＣＡ
サイクルを回しながら改革を推進する。
・プランの柱のひとつである官民連携においては、官民の最適な役割分
担のもと、コスト削減とサービスの向上が期待できるものは民間活力を活
用することにより、積極的に促進する。

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

めざす状態
＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

ステップ３：
目標を設定する 戦略の進捗状況

ａ：順調
ｂ：順調でない

・市政改革プラン2.0に基づき、全市的に改革が推進されている状態。
アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

アウトカム（成果）指標
（めざす状態を数値化した指標）

ステップ３：
目標を設定する

めざす成果及び戦略　１－１ 【市政改革プラン2.0の推進】

計　　画 自己評価
ステップ７：

効果を確認する

プロセス指標の達成状況 プロセス指標の達成状況

・組織として、「市政改革プラン2.0」の基本的な考
え方が理解され、自身の職場に関連するプラン
に基づく取組が実践できていると評価している職
員の割合　73％
【撤退・再構築基準】
・上記割合が50％を下回った場合は、取組を再
構築する。

①
(ⅰ)

戦略に対する取組の有効性 ― 戦略に対する取組の有効性

当年度の取組内容
ステップ５：

対策の計画を立てる 当年度の取組実績（8月末まで） 当年度の取組実績（通年）

・市政改革プラン2.0を推進するため、プランにつ
いての職員の理解と実践を促進する。
・市政改革の必要性や考え方について、わかり
やすい資料を作成し、庁内ポータルや各種研修
の場を活用し、職員に周知する。
・市政改革の実践に課題がある所属に対し、効
果的な所属支援を実施する。

○庁内ポータル等を活用し、市政改革の必要性
や考え方、個々の取組の状況などについて随時
発信　４回以上
○人事室と連携した階層別の研修を実施　５回
以上

○情報発信
平成30年度末時点進捗状況の取りまとめ（ホー
ムページ掲載は９月）

○階層別研修
新任の課長／課長代理／係長級（３回）・係員層
（２回）

前年度までの実績
課題と改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

課題
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【平成30年度】　72.1％

―
改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
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円 円 円

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

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)

前年度までの実績
課題と改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

課題
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

当年度の取組内容
ステップ５：

対策の計画を立てる 当年度の取組実績（8月末まで） 当年度の取組実績（通年）

・市政改革プラン2.0について、市改革プロジェク
トチームを活用し、所属横断的に進捗状況の確
認を行い、進捗管理を徹底する。
・特に課題を有する取組等について重点的に進
捗管理すべき所属を選定し、市政改革室長が所
属長と進捗状況や課題等の把握を行うなど進捗
管理を実施し、改革の取組を推進する。
○市改革プロジェクトチーム会議の開催　２回
○市政改革プラン2.0の進捗状況の取りまとめ
２回
○市政改革室長による所属長との進捗管理

○市改革プロジェクトチーム会議の開催
令和元年７月開催

○市政改革プラン2.0の進捗状況の取りまとめ
平成30年度末時点進捗状況の取りまとめ（ホー
ムページ掲載は９月）

○市政改革室長による所属長との進捗管理
目標達成率等が良かった２区のベストプラクティ
スを区長会議で共有
12区長及び１室長を訪問し進捗管理に関する意
見交換等を実施

・市政改革プラン2.0に掲げた令和元年度の取組
のうち、同年度中に実施した取組の割合　行革
編 93％以上　区政編　86％以上
【撤退・再構築基準】
・上記割合が行革編80％以下かつ区政編70％
以下であった場合は、取組を再構築する。

①
(ⅰ)

戦略に対する取組の有効性 ― 戦略に対する取組の有効性

具体的取組１－１－２ 【市政改革プラン2.0の進捗管理の徹底】

29決算額 ― 30予算額 ― 元予算額 ―

計　　画 中間振り返り
ステップ７：

効果を確認する 自己評価
ステップ７：

効果を確認する

プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

ステップ３：
目標を設定する プロセス指標の達成状況 プロセス指標の達成状況

【平成30年度】　行革編　94.7％　　区政編
82.5％
【平成29年度】　行革編　92.5％　　区政編
85.0％
【平成28年度】　95.3％（行革編のみ）

―
改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
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円 円 円

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

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 中間振り返り
ステップ７：

効果を確認する 自己評価
ステップ７：

効果を確認する

プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

ステップ３：
目標を設定する プロセス指標の達成状況 プロセス指標の達成状況

具体的取組１－１－３ 【官民連携の促進】

29決算額 ― 30予算額 64千 元予算額 64千

・30年度  53.1％
・29年度　47.9％

―
改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

当年度の取組内容
ステップ５：

対策の計画を立てる 当年度の取組実績（8月末まで） 当年度の取組実績（通年）

・官民の最適な役割分担のもと、民間活力の活
用によりコスト削減とサービスの向上を図るＰＰＰ
／ＰＦＩ手法について、各所属での積極的な検
討・導入を促進するとともに、広く官民連携につ
いて情報発信することで、本市全体の官民連携
を促進する。
○職員アンケート結果等の分析を踏まえ、職員
の理解と実践の促進に向けた各所属への情報
提供や研修等を実施
   基礎研修、実践研修、幹部職員研修、eラーニ
ング等を計４回以上実施
   職員の理解度等に応じて手法や内容を変えて
アプローチするなど工夫した取組を実施
○案件形成に向けた各所属への支援
　 大阪市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程
の運用にあたっての相談対応や検討支援の適
宜実施

○職員アンケート結果等の分析を踏まえ、職員
の理解と実践の促進に向けた各所属への情報
提供や研修等を実施
・基礎研修（1回）、幹部職員研修（1回）を実施
・研修内容のポイントを取りまとめ、庁内ポータ
ルで発信することにより、研修未受講者への理
解促進を図った。
○案件形成に向けた各所属への支援
・大阪市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程の
運用にあたっての相談対応や検討支援を実施し
た。
・各所属での検討支援の一環として、「マーケット
サウンディング「官民対話」のポイント」を作成し、
庁内ポータルで発信した。

前年度までの実績
課題と改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

課題
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・事業の企画を担当している職員のうち、事業手
法としてＰＰＰ／ＰＦＩ手法を理解し積極的に検討
しようとする職員の割合　80%以上
【撤退・再構築基準】
・上記割合が30年度実績を下回った場合は、研
修計画・内容を見直す。

①
（ⅰ）

戦略に対する取組の有効性 ― 戦略に対する取組の有効性
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－8－

・各所属の運営方針に基づく自律的な組織マネジメントについて、ほとん
どの所属長が策定や進捗管理を自らの責任において実施している中で、
部下に任せている所属長が見受けられるなど、所属長によって組織マネ
ジメントのあり方にムラがある。（図１）

・自ら担当する業務について、ＰＤＣＡサイクルを回して５割以上の業務を
改善できた職員の割合は、61.2％であるが（図２）、自らの職場において５
Ｓ、標準化のどちらも、もしくはどちらかは「徹底されている」と回答した職
員では65.3％と、どちらも「徹底されていない」と回答した職員の39.0％と
比べ高いことから、組織レベルでの５Ｓ、標準化の徹底が、業務改善の推
進に寄与するものと考えられる。（図３）

課題（上記要因を解消するために必要なこと）
ステップ３：

目標を設定する

・各所属において、真に自律的な組織マネジメントの強化がなされるため
の全体的なレベルアップを行う必要がある。

・自律的なＰＤＣＡサイクルの実践を定着させ、業務改善の推進を図るた
め、全庁的に５Ｓ、標準化を浸透させるとともに、改善手法の標準化を促
す必要がある。

自己評価
ステップ７：

効果を確認する

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２（その１） 【自律的な組織マネジメントの実践】（マネジメント改革担当所管分）

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＞
ステップ１：

問題を明確にする

・各所属において、 組織的な支援のもと、職員が現状と将来を見据え自ら率先して業務遂行能力を向上させ、恒常的な改善、施策・事業の見直し、リスク管
理の徹底など、組織マネジメントが自律的かつ継続的に実践されている状態。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）
ステップ２：

現状を把握する

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）
ステップ２：

現状を把握する

■運営方針に基づく各所属長による組織マネジメントの状況
（運営方針に関する所属長アンケート結果（H30回答数：48人））

【図１】

部下の自主的な

「報・連・相」に

任せている

６.3％

定期的に進捗管理を

行っている

75.0％

定期的に

部下に進捗を

報告させている

18.8％

運営方針の日常的な進捗管理について

■自ら担当する業務について、ＰＤＣＡサイクルを回して５割以上の

業務を改善できた職員の割合
（市政改革に関する職員アンケート結果（H30回答数：18,839人））

【図２】

８割以上
0.154

５割以上

８割未満
0.458

２割以上

５割未満
0.263

２割未満
0.12

無回答
0.006

５割以上

61.2％

■自ら担当する業務について、ＰＤＣＡサイクルを回して５割以上の

業務を改善できた職員の割合

（自らの職場における５Ｓ、標準化の徹底状況別）

（市政改革に関する職員アンケート結果（H30回答数：18,839人））

【図３】

５割以上
65.3%

５割未

満
34.3%

無回答
0.4%

５割以上
39.0%

５割未満
60.7%

無回答
0.3%

自らの職場において５Ｓ、標準化の

どちらも、もしくはどちらかは

徹底されていると回答をした職員

自らの職場において５Ｓ、標準化の

どちらも

徹底されていないと回答をした職員
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－9－

円 円 円

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

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)

めざす成果及び戦略　２－１ 【マネジメント改革によるＰＤＣＡサイクルの徹底】

計　　画 自己評価
ステップ７：

効果を確認する

めざす状態
＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

ステップ３：
目標を設定する 戦略の進捗状況

ａ：順調
ｂ：順調でない

・各所属におけるマネジメントの改革によって、全庁的にＰＤＣＡサイクル
が徹底され、恒常的に改善が行われている状態。 アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

アウトカム（成果）指標
（めざす状態を数値化した指標）

ステップ３：
目標を設定する

・自ら担当する業務についてＰＤＣＡサイクルを回して５割以上の業務を改
善することができた職員の割合：2022年度までに70％以上

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

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

戦略（中期的な取組の方向性）

ステップ４：
真因をつきとめる 課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

ステップ５：
対策の計画を立てる

・各所属長による組織マネジメントの強化を推進することにより、トップダ
ウンによるＰＤＣＡサイクルの徹底を図る。
・全庁的に５Ｓ、標準化を浸透させ、改善活動を推進することにより、全職
員に対してＰＤＣＡサイクルの実践を定着化させる。 今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

具体的取組２－１－１ 【各所属長による組織マネジメントの強化】

29決算額 １百万 30予算額 １百万 元予算額 １百万

計　　画 中間振り返り
ステップ７：

効果を確認する 自己評価
ステップ７：

効果を確認する

プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

ステップ３：
目標を設定する プロセス指標の達成状況 プロセス指標の達成状況

・有識者会議委員からの意見に対して年度内に
対応方針が提出された割合：100％

【撤退・再構築基準】
・上記目標が80％未満であれば事業を再構築す
る。

①
（ⅰ）

戦略に対する取組の有効性 ― 戦略に対する取組の有効性

当年度の取組内容
ステップ５：

対策の計画を立てる 当年度の取組実績（8月末まで） 当年度の取組実績（通年）

・各所属長による自律的な組織マネジメントを強
化させるため、次のとおり取り組む。

○組織マネジメントに課題があると思われる所
属を対象として所属長マネジメントの強化に向け
た支援を実施（２所属以上）
○外部講師による所属長を対象とした研修（１
回）
〇特定団体経営監視会議の開催

○組織マネジメントに課題があると思われる所
属を対象として所属長マネジメントの強化に向け
た支援を実施（２所属）
○外部講師による所属長を対象した研修（12月
実施予定）
○特定団体経営監視会議の開催（6/13、8/6、
12/18開催予定）

前年度までの実績
課題と改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

課題
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・外部講師による所属長を対象とした研修:12/17

・特定団体経営監視会議の開催：5/29、8/6、
12/26

―
改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
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－10－

円 円 円

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

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)

前年度までの実績
課題と改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

課題
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①
（ⅰ）

戦略に対する取組の有効性 ― 戦略に対する取組の有効性

・日頃からＰＤＣＡサイクルを意識して業務に取り
組んでいる職員の割合：92％以上

【撤退・再構築基準】
・上記目標が80％未満であれば事業を再構築す
る。

当年度の取組内容
ステップ５：

対策の計画を立てる 当年度の取組実績（8月末まで） 当年度の取組実績（通年）

・全職員にＰＤＣＡサイクルの実践を定着させる
ために、次のとおり取り組む。

○人事室と連携した「カイゼンツール」の活用促
進
○人事室と連携した管理・監督者層及び係員層
を対象とした階層別研修（４件以上）

〇人事室と連携し、「はなまる活動表彰制度」の
実施通知において、「カイゼンツール」等の活用
を促した。
〇階層別研修の実施
新任の課長・課長代理・係長級（３回）・係員層
（２回）

計　　画 中間振り返り
ステップ７：

効果を確認する 自己評価
ステップ７：

効果を確認する

プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

ステップ３：
目標を設定する プロセス指標の達成状況 プロセス指標の達成状況

具体的取組２－１－２ 【全職員におけるＰＤＣＡサイクル実践の定着】

29決算額 ― 30予算額 ― 元予算額 ―

・日頃からＰＤＣＡサイクルを意識して業務に取り
組んでいる職員の割合
　　平成30年度　89.6％
　　平成29年度　84.3％
　　平成28年度　81.7％
　　平成27年度　72.5％

―
改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
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・平成24年度から市政改革プラン等で取り組んできた施策・事業の見直し
は、効果額を得ながら概ね進捗してきたが、従来からの手法で見直すこと
ができる施策・事業数及び年度ごとの削減効果額が減少してきている。
（図４）

・職員アンケート等を通じて、改善にかかる提案等の意見が寄せられてお
り、その大半は各所属で取組むべき改善に関するものであるが、中には
所属での工夫では改善が困難な提案もあり、「物品購入や契約の見直し」
についてもその１つである。（図５）

課題（上記要因を解消するために必要なこと）
ステップ３：

目標を設定する

・今後は、従来からの施策・事業の見直しを継続しつつも、各所属が中長
期的な視点を持って3E（経済性：Economy、効率性：Efficiency、有効性：
Effectiveness）などの観点を持って施策・事業を点検・精査しながら、真に
効果的・効率的かつ持続可能な行財政運営をめざすことが必要である。

・これまで各所属が自律的に取組んできた業務改善に加え、全庁的な業
務執行プロセス等を見直すなどの抜本的な業務改革を行い、生産性の向
上を図る必要がある。

自己評価
ステップ７：

効果を確認する

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

経営課題２（その２） 【自律的な組織マネジメントの実践】（業務改革担当所管分）

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＞【再掲】
ステップ１：

問題を明確にする

・各所属において、 組織的な支援のもと、職員が現状と将来を見据え自ら率先して業務遂行能力を向上させ、恒常的な改善、施策・事業の見直し、リスク管
理の徹底など、組織マネジメントが自律的かつ継続的に実践されている状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）
ステップ２：

現状を把握する

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）
ステップ２：

現状を把握する

■市政改革プラン等による施策・事業の見直し（削減効果額など）

0 2 4 6

Ｈ31年度

Ｈ30年度

Ｈ29年度
▲5億円

▲2億8,400万円

▲1億700万円

市政改革プラン2.0新たな見直し効果見込額（市政改革プラン等に基づく見直しに限る

（億円）

■全庁的な業務プロセスの改善が必要な事例

【図４】 【図５】

消耗品は、支出額の割に支出回数が多い（全予算科目中１位）

消耗品にかかる公金支出状況（H29年度 一般会計及び政令等特別会計）

支出額（全予算科目） ２３，１３４億円 支出回数（全予算科目） ２８８，６４１回

うち

消耗品費６０億円

（全体の0.26％）

うち

消耗品費55,068回

（全体の約19％）

消耗品調達は、支出回数が多く、全庁的に行っている

（想定効果）消耗品調達件数の1/2で1件あたり30分短縮できたと仮定すれば、約13,000

時間分の業務効率化が得られる
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－12－

円 円 円

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

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)

めざす成果及び戦略　２－２ 【効率的な行財政運営】

計　　画

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

自己評価
ステップ７：

効果を確認する

めざす状態
＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

ステップ３：
目標を設定する 戦略の進捗状況

ａ：順調
ｂ：順調でない

・市政改革プラン2.0に基づき、自律的な行財政運営に向けた取組が持続
的に市全体で行われている状態 アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

アウトカム（成果）指標
（めざす状態を数値化した指標）

ステップ３：
目標を設定する

具体的取組２－２－１ 【施策・事業の見直し】

29決算額 ― 30予算額 ― 元予算額 ―

※重点目標
・ 「施策・事業の自律的な見直しに向けての点検・精査の視点」に基づく
点検・精査並びに全庁的な業務プロセスの改革として優先的に実施する
３項目について実施している所属の割合：2020年度までに100％

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

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

戦略（中期的な取組の方向性）

ステップ４：
真因をつきとめる 課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

ステップ５：
対策の計画を立てる

・施策・事業の自律的な見直しと全庁的な業務執行プロセス等の見直しに
より、効率的な行財政運営をめざす。

計　　画 中間振り返り
ステップ７：

効果を確認する 自己評価
ステップ７：

効果を確認する

プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

ステップ３：
目標を設定する プロセス指標の達成状況 プロセス指標の達成状況

・自律的な施策・事業の見直しに取り組む所属
の割合：100％

【撤退・再構築基準】
・自律的な施策・事業の見直しに取り組む所属
が80％以下の場合は、関係所属と調整のうえ、
見直し内容を再構築する。

①
（ⅰ）

戦略に対する取組の有効性 ― 戦略に対する取組の有効性

当年度の取組内容
ステップ５：

対策の計画を立てる 当年度の取組実績（8月末まで） 当年度の取組実績（通年）

・平成30年度における各所属の自律的な施策・
事業の見直し状況を踏まえ、引き続き効率的な
施策・事業となるよう見直しを進める。

○令和２年度予算要求にかかる調整・指導

・各所属の自律的な施策・事業の見直し状況を
踏まえ、令和２年度予算要求にかかる調整・指
導内容の検討を実施。
・検討内容に基づき、令和２年度予算編成時の
照会の様式を昨年度から変更。

前年度までの実績
課題と改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

課題
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・平成30年度に行った「施策・事業の選択と集中
に向けた点検精査」17事業（30年度当初予算：
7,749百万円）

―
改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須



【様式２】

－13－

円 円 円

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

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)

前年度までの実績
課題と改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

課題
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①
（ⅰ）

戦略に対する取組の有効性 ― 戦略に対する取組の有効性

・29年度比で業務改革の取組による業務効率化
45,000時間／年
【撤退・再構築基準】
・業務効率化が36,000時間／年以下であった場
合は、関係所属と調整のうえ、見直し内容を再
構築する。

当年度の取組内容
ステップ５：

対策の計画を立てる 当年度の取組実績（8月末まで） 当年度の取組実績（通年）

・「庁内会議のあり方の見直し」、「決裁事務の効
率化」、「物品購入や契約の見直し」など、全庁
的な業務プロセスの改革を関係所属と連携して
取り組み、生産性の向上を図る。
・業務改革に問題解決手法を導入する。

・業務改革への取組要請を全所属に行った。
・Web会議の促進、庁内会議の『４ミニマム化』
（開催数・参加者数・所要時間・資料）の意識醸
成のための啓発資料の作成・周知
・文書主任による課長前審査を省略できる範囲
の明確化により決裁事務の効率化を促進
・問題解決手法として、「現状・課題」「原因追及」
「対応策」「成果・効果」の4ステップで業務改革
の検討を行った。

計　　画 中間振り返り
ステップ７：

効果を確認する 自己評価
ステップ７：

効果を確認する

プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

ステップ３：
目標を設定する プロセス指標の達成状況 プロセス指標の達成状況

具体的取組２－２－２ 【業務改革の推進】★

29決算額 ― 30予算額 ― 元予算額 ―

・「会議のムダをなくすチェックリスト」の活用によ
る会議の簡素化促進
・Skype等のWeb会議ツールの活用促進
・決裁事務の標準化
・小額特名随意契約制度の活用状況や、さらな
る見直しの必要性の調査及び検討

―
改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須



【様式２】

－14－

１　処理を終えた事業（９事業）
　　　　・ビッグステップ　・ソーラ新大阪　・キッズパーク

　　　　・ＷＴＣ　　　　　・土地開発公社　・道路公社

　　　　・市民病院事業　　・ｵｽｶｰﾄﾞﾘｰﾑ　　 ・中央卸売市場事業

２　処理を進めている事業（８事業）

（１）計画的に処理又は健全化に向けた取組みを進めている事業
　　　　・阿倍野再開発事業　　　　　　　・オーク200

（２）抜本的対策に取り組んでいる事業
　　　　・MDC（湊町開発ｾﾝﾀｰ）　・ATC　・クリスタ長堀　　　　　　　　　

　　　　・国民健康保険事業　・バス事業

（３）健全化に向けた取組みにより、収支不足の解消が見込まれて

　　　いる事業
　　　　・此花西部臨海地区土地区画整理事業

・本市が保有する一般施設は、高度経済成長期以降、特に1990年代に集
中して設置されており、今後老朽化に伴う修繕・建替を行うと、費用が大
幅に増加し、将来の市財政に大きな影響を及ぼすことが想定される。厳し
い財政状況が続き、人口減少が本格的に進むとともに、施設利用者の
ニーズも変化していくなか、これまでどおり各所属所管が縦割りで施策目
的ごとに必要な機能を備えた施設を設置・維持していくのでは、規模の最
適化や集約化・複合化が進まないことが想定される。（図６）

・これまでに本市が実施してきた大規模事業の一部について、事業着手
時の意思決定の不透明さや体制の不備、収支実績が当初の事業計画か
ら大きく乖離したことなどにより債務保証や損失補償などを行っているも
のがある。本市が大規模事業を実施する際は、これまでの事例を認識す
るとともに、本市のリスクを整理・再点検しながら事業を進捗させることが
必要と考えられる。（図７）

課題（上記要因を解消するために必要なこと）
ステップ３：

目標を設定する

経営課題２（その３） 【自律的な組織マネジメントの実践】（行政リスク管理担当所管分）

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＞【再掲】
ステップ１：

問題を明確にする

・各所属において、 組織的な支援のもと、職員が現状と将来を見据え自ら率先して業務遂行能力を向上させ、恒常的な改善、施策・事業の見直し、リスク管
理の徹底など、組織マネジメントが自律的かつ継続的に実践されている状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）
ステップ２：

現状を把握する

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）
ステップ２：

現状を把握する

・「一般施設の将来ビジョン（2018年3月）に沿って、各所管所属が縦割り
で施策目的ごとに設置・維持していくのではなく、公共施設全体の現状を
踏まえ、地域特性に応じた利用者目線で施設の最適な設置・維持を行う
ための施策横断的な視点をもった施設マネジメント改革を推進していく必
要がある。

・大規模事業の実施に伴う本市のリスクについて、継続的な管理を行うと
ともに、リスク管理を職員自らが実践していく必要がある。

自己評価
ステップ７：

効果を確認する

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

■「一般施設の将来ビジョン」修繕費・建替費の予測（今後30年間）

【図６】

■「財務リスクの全体像（平成19年２月）」に掲げた事業（17事業）

にかかる財務リスクの取組・処理状況（平成30年３月末）

【図７】



【様式２】

－15－

円 円 円

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

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)

めざす成果及び戦略　２－３ 【財政的リスクの総括的な管理】

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

計　　画 自己評価
ステップ７：

効果を確認する

めざす状態
＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

ステップ３：
目標を設定する 戦略の進捗状況

ａ：順調
ｂ：順調でない

・将来を見通した本市の財政的なリスクが整理され、管理されている状
態。

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

アウトカム（成果）指標
（めざす状態を数値化した指標）

ステップ３：
目標を設定する

具体的取組２－３－１ 【一般施設の総合的かつ計画的な管理の仕組みづくり】

29決算額 ― 30予算額 ― 元予算額 ―

※重点目標
・2021年度に実施する、10億円以上の大規模事業に関わる所属への調
査において、対象の所属全てが、事業実施に伴う財務リスクを定期的に
点検し、最新の状態に更新する仕組を導入している状態。（参考：過去5
年に大規模事業に関わっている所属：9所属）
(*)リスクとは、事業期間延長や事業費増、収入減による本市の財政負担
の増加をもたらす可能性のある要因

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

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

戦略（中期的な取組の方向性）

ステップ４：
真因をつきとめる 課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

ステップ５：
対策の計画を立てる

・2020年度からの一般施設の総合的かつ計画的な管理ができる仕組み
づくりを行う。
・大規模事業実施に伴うリスクについて、有識者会議を中心とした継続的
なリスク管理を行うとともに、事業・財務リスクに関する職員の意識向上を
図る。

計　　画 中間振り返り
ステップ７：

効果を確認する 自己評価
ステップ７：

効果を確認する

プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

ステップ３：
目標を設定する プロセス指標の達成状況 プロセス指標の達成状況

・施設のマネジメントにかかる仕組みを構築す
る。

【撤退・再構築基準】
・施設のマネジメントに係る関係先との協議が完
了できない場合は、取組を再構築する。

①
（ⅰ）

戦略に対する取組の有効性 ― 戦略に対する取組の有効性

当年度の取組内容
ステップ５：

対策の計画を立てる 当年度の取組実績（8月末まで） 当年度の取組実績（通年）

・今後多くの施設が更新時期を迎え、施設の修
繕・建設費の増大が想定されることから、「大阪
市公共施設マネジメント基本方針」及び「一般施
設の将来ビジョン」を踏まえ、施設利用者の安
全・安心を確保しつつ、持続可能な施設マネジメ
ントを行うための取組を進める。

○「一般施設の将来ビジョン」で示したプロセス
に基づき、一般施設の再編に向けて必要となる
データ集約や再編に向けた調査を実施し、2020
年度以降の新しい施設マネジメントを進める。

〇一般施設の再編に向けて必要となるデータに
ついて、令和元年度末までに将来コストの全体
像を把握するための調査を進めている。
〇施設マネジメントの仕組みや体制に係る関係
先との調整を行った。

前年度までの実績
課題と改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

課題
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

･｢一般施設の将来ビジョン」策定（平成30年3月）
・一般施設所管所属に対し、個別施設計画策定
にあわせて将来コストの全体像を把握するため
の調査を開始

―
改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須



【様式２】

－16－

円 円 円

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

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)

・大規模事業実施に伴うリスクについて、有識者
会議を中心としたリスク管理を行うとともに、事
業・財務リスクに関する研修を実施する。

○大規模事業リスク管理会議の開催
○管理監督者を対象とした事業・財務リスクに関
する研修実施（１回以上）

○大規模事業リスク管理会議の開催（７月開催、
令和２年１月開催予定）
○管理監督者を対象とした事業・財務リスクに関
する研修実施（８月開催）

前年度までの実績
課題と改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

課題
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①
（ⅰ）

戦略に対する取組の有効性 ― 戦略に対する取組の有効性

ステップ３：
目標を設定する プロセス指標の達成状況 プロセス指標の達成状況

・事業・財務リスクに関する研修受講者（局部長
級を対象）に対する事後調査で「リスクの整理・
再点検を実施した」と回答する職員の割合：65%
以上（職員アンケートの結果を基に設定）

【撤退・再構築基準】
・上記目標が50％未満の場合は取組を再構築
する（職員アンケートの結果を基に設定）

当年度の取組内容
ステップ５：

対策の計画を立てる 当年度の取組実績（8月末まで） 当年度の取組実績（通年）

【平成30年度 有識者会議の開催実績】
・大規模事業リスク管理会議：9/7、2/6

―
改善策
　※上記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

具体的取組２－３－２ 【事業リスク・財務リスクの管理】★

29決算額 １百万 30予算額 １百万 元予算額 １百万

計　　画 中間振り返り
ステップ７：

効果を確認する 自己評価
ステップ７：

効果を確認する

プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）
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