
分野 施策

分野計画名称
行政経営戦略
参照ページ

P49

施策の展開（大項目）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

結果 結果 結果

増加 32.0%(令和2年度) 32.0% 33.5% 40.0%

中項目 分野計画参照ページ －

関連する主な事業 令和3年度

市民活動支援事業

自治振興課

中項目 分野計画参照ページ －

関連する主な事業 令和3年度

地区振興委員事業

自治振興課

自治活動推進事業

自治振興課

住民自治 市民活動支援

―

1市民活動の支援
の取組実績 分析・考察

1市民主体のまちづくりの推進

KPI
（指標）

「地域の活動に参画している」と回答した市民の割合

推移の方向性 基準値 目標値(令和7年度)

・市民活動支援団体交流会として、「会うてしゃべってぶっちゃけトーク
会」を3回開催し、延べ80名が参加した。（令和2年度は中止）
・市民活動支援講座として、「ZOOMを使いこなそう連続講座」を開催し、6人
が受講した。（コロナ禍のため応用編は中止）また、「初めてのSNS講座」を
開催し、16人が受講した。（令和2年度は中止）
・地域課題解決等に取り組む5団体（前年度比±0団体）に市民公益活動補助
金を交付した。

・交流会は新型コロナウイルスの影響で参加者数が減少しているが、団体同
士の情報共有や意見交換、さらにそれぞれが抱える悩みを相談し合える貴重
な場で、活動団体の育成や支援につながっているため、活動団体のニーズや
開催のあり方等を踏まえて継続実施していく。
・市民活動支援講座は、活動団体の構成員の能力向上や交流を育み、活動団
体の支援や活性化につながっているため、今後も引き続き実施していく。
・市民公益活動の補助金は3年を限度としているが、活動が持続可能なものと
なるよう、例えば法人化の検討を勧めるなど、市民団体を支援していく必要
がある。

・自治連合会からの要望を踏まえ、地域活性化事業補助金で備品の取扱いが
可能となるよう要綱の改正に向け着手した。また、集会所やちびっこ広場の
管理等、自治会への依頼事項を整理し、各課につないだ。
・6つの校区（地区）連合自治会に地域活性化事業補助金を交付し、美化活動
や防犯・防災活動等、10件（前年度比＋3件）の事業が実施された。

・自治連合会からの世帯数の少ない単位自治会・町会への重点的な支援や、
地域のこども会、老人クラブ、校区等福祉委員会、市民活動団体、事業者等
との連携強化を目的とするまちづくり条例等の制定についての要望を踏ま
え、具体化に向けた検討を進めていく必要がある。
・令和4年4月1日時点の自治会加入率は46.1％（前年度比－1.6％）となって
おり、年々減少傾向にあるため、自治会活性化策の検討や、新築の大型マン
ションにおける自治会組織化に向けた交渉を進める必要がある。

2地域コミュニティ活動の支援
の取組実績 分析・考察

・105人（前年度比－1人）の方を地区振興委員に委嘱し、地域住民と行政の
パイプ役として、選挙の立合いや空家に係る要望等、地域課題への意見等を
拝聴した。

・地区振興委員の担い手が減少しており、要因は少子高齢化を含む社会環境
の変化等と考えられるため、実情に応じた地域の活性化策を具体化する必要
がある。

P1 分野1：住民自治　施策2：市民活動支援　



分野 施策

分野計画名称
行政経営戦略
参照ページ

P49

施策の展開（大項目）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

結果 結果 結果

増加 32.0%(令和2年度) 32.0% 33.5% 40.0%

令和2年度 令和3年度 令和4年度

結果 結果 結果

増加 134人 ―（中止） 80人 200人

中項目 分野計画参照ページ －

関連する主な事業 令和3年度

市民活動支援事業

自治振興課

コミュニティプラザ管理事業

自治振興課

コミュニティセンター管理事業

自治振興課

2多様な担い手との協働の推進

KPI
（指標）

「地域の活動に参画している」と回答した市民の割合

推移の方向性

住民自治 市民活動支援

―

基準値 目標値(令和7年度)

KPI
（指標）

市民活動等に関する交流会の参加者数

推移の方向性 基準値 目標値(令和7年度)

1協働の土壌づくり
の取組実績 分析・考察

・市民活動支援の講座として、「ZOOMを使いこなそう連続講座」（参加人数6
人、コロナ禍のため応用編は中止）と「初めてのSNS講座（参加人数16人）を
実施した。（令和2年度は中止）
・市民公益活動補助金による財政的支援を地域課題解決等に取り組む団体5件
に行った。

・市民活動支援講座は、活動団体の構成員の能力向上や交流を育み、活動団
体の支援や活性化につながっているため、今後も引き続き実施していく。
・中間支援組織の必要性について認識しており、市民活動団体とのコミュニ
ケ－ションを深め、中間支援活動の基盤を形成する必要がある。

・市民公益活動に関するチラシを配架するとともに、利用者へコミュニティ
プラザ以外の利用可能施設の情報を提供した。
・指定管理者が主体となり、市民や文化関係団体と「10周年記念式典」
「2021南千里丘クリスマスバル」「ロビーコンサート」等のイベントを開催
した。（感染症対策のため規模を縮小）

・新型コロナウイルスの影響により、2年以上活動が実施できず、ノウハウの
継承がなされていない団体もあるため、引き続き、協働のきっかけづくりと
して、感染症対策を講じながら、イベント等を開催していく必要がある。

・市民公益活動に関するチラシを配架するとともに、利用者へ別府コミュニ
ティセンター以外の利用可能施設の情報を提供した。
・「のびのびストレッチ～体のバランス～」等の講座や、音楽、落語会、人
形劇等のイベントを計21回（前年度比＋10回）開催し、計696人（前年度比＋
443人）が参加した。
・別府コミュニティセンターまつりの開催を予定していたが、昨年度に引き
続き新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。

・開設後約5年が経過しているが、情報発信やノウハウの不足等から、地域と
の連携が不十分であると考えられるため、自治会等の地域のイベントに参画
していく必要がある。
・講座やイベントの参加者は高齢者が多い傾向にあり、若者特に男性が少な
い傾向にある。
・講座やイベントに、より多くの方が参加いただけるようSNSを活用した周知
を進めていく必要がある。

P2 分野1：住民自治　施策2：市民活動支援　



正雀市民ルーム管理事業

自治振興課

中項目 分野計画参照ページ －

関連する主な事業 令和3年度

自治活動推進事業

自治振興課

市民活動支援事業

自治振興課

・市民公益活動に関するチラシを配架するとともに、利用者へ正雀市民ルー
ム以外の利用可能施設の情報提供を行った。
・「ハッピーヨーガ教室」等、6講座（前年度比＋2講座）を開催し、延べ737
人（前年度比＋189人）が参加した。
・旧市民サービスコーナーのスペースに、市民が気軽に立ち寄れるきっかけ
づくりとして、コーヒーメーカーを設置した。

・新型コロナウイルス感染症の影響で、いくつかの講座が中止となってお
り、コロナ禍での講座等の開催を検討していく必要がある。
・既にたそがれコンサート等の地域のイベントに参画しているが、より多く
のイベント等に参画していく必要がある。

2市民公益活動の仲間づくり
の取組実績 分析・考察

・6つの校区（地区）連合自治会に地域活性化事業補助金を交付し、美化活動
や防犯・防災活動等、10件（前年度比＋3件）の事業が実施された。
・自治連合会・老人クラブ連合会・民生児童委員協議会・社会福祉協議会と
市で構成する「つながりのまち摂津連絡会議」においてつながりの大切さを
伝える活動として、市役所で啓発チラシの配架やのぼり旗の設置を行うとと
もに、JR千里丘駅ガード上の歩道橋に横断幕を掲示した。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、地域の活動が減少しているた
め、コロナ禍における地域活性化事業補助金の活用方法や事業に係わる備品
の購入を一定条件のもと認めるべきなど、自治連合会から市に要望が寄せら
れている。
・「つながりのまち摂津連絡会議」での街頭啓発や、地域交流研修会につい
て、コロナ禍における活動方法を検討する必要がある。
・年々自治会加入率が減少傾向にあるため、自治会の活性化策の検討や、新
築の大型マンションにおける自治会組織化に向けた取組を進める必要があ
る。

・市民活動支援団体交流会として、「会うてしゃべってぶっちゃけトーク
会」を3回開催し、80名が参加した。（令和2年度は中止）
・市民活動支援講座として、「ZOOMを使いこなそう連続講座」を開催し、6人
が受講した。（コロナ禍のため応用編は中止）また、「初めてのSNS講座」を
開催し、16人が受講した。（令和2年度は中止）

・市民活動支援講座は、活動団体の構成員の能力向上や交流を育み、活動団
体の支援や活性化につながっているため、今後も引き続き実施していく。

P3 分野1：住民自治　施策2：市民活動支援　



中項目 分野計画参照ページ －

関連する主な事業 令和3年度

市民活動支援事業

自治振興課

一般事務事業

政策推進課

・大塚製薬株式会社及び学校法人大阪成蹊学園と包括連携協定を締結するな
ど、公民連携に関する協定が88件（前年度比+11件）となった。
　■包括：2件
　■市民活動支援：1件
　■道路・交通：3件
　■防災：3件
　■福祉：1件
　■学校教育：1件

・引き続き、各課で抱える課題の解決や事業の磨き上げに向け、公民連携を
推進し、市民サービスの向上につなげる。

3市役所の協働力の向上
の取組実績 分析・考察

・「外国人市民へのわかりやすい情報提供ガイドライン」に基づき、市民団
体及び市職員を対象に「やさしい日本語」の活用に向けた協働研修を実施し
た。（参加人数　市民団体　16人　市職員　31人）

・研修後、摂津市国際交流協会のホームページで「やさしい日本語」が採用
されている。引き続き、研修等を通じて周知していく必要がある。
・市内で増加する外国人住民との協働の推進に向け、「やさしい日本語」だ
けではなく、例えば多文化共生をテーマとした研修の実施等を検討していく
必要がある。

P4 分野1：住民自治　施策2：市民活動支援　



分野 施策

分野計画名称
行政経営戦略
参照ページ

P49

施策の展開（大項目）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

結果 結果 結果

増加 33.0% 23.6% 28.2% 40.0%

中項目 分野計画参照ページ －

関連する主な事業 令和3年度

コミュニティプラザ管理事業

自治振興課

コミュニティセンター管理事業

自治振興課

3コミュニティ施設の整備

住民自治 市民活動支援

―

KPI
（指標）

コミュニティ施設の稼働率

推移の方向性 基準値 目標値(令和7年度)

1施設の維持管理
の取組実績 分析・考察

・パラペット廻りの改修工事、外部スロープ床の補修、スライディングドア
修理工事を実施した。
・飛沫防止用のアクリル板を追加購入し、調理室等に備え付けた。
・年間稼働率は34.9％（前年度比＋3.7％）であった。

※全日貸室停止期間：4月25日から6月20日までの間
　夜間貸室停止期間：4月9日から24日、6月21日から7月11日、8月2日から9月
30日までの間
　コンベンションホール夜間貸室停止期間：7月12日から8月1日までの間
　21時閉室とした期間：10月1日から10月24日までの間
　暴風警報による貸室停止期間：8月9日

・屋上に庭園を擁する特殊な造りとなっており、維持補修費が他の施設と比
較して大きいため、引き続き、今後の大規模修繕を見据え、計画的な維持補
修を行う。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため貸室停止や使用条件の変更、使
用取消等により稼働率が低下している。

・飛沫防止用のアクリル板を追加購入し、調理室等に備え付けた。
・年間稼働率は23.9％（前年度比＋6.4％）であった。

※全日貸室停止期間：4月25日から6月20日までの間
　 夜間貸付停止期間：4月9日から24日、6月21日から7月11日、8月2日から9
月30日までの間
　 21時閉館とした期間：10月1日から10月24日までの間
 　暴風警報による貸室停止期間：8月9日

・施設竣工後約5年程度であるため、大きな修繕が必要な状況ではないが、引
き続き、計画的かつ緊急性に応じた修繕を実施する。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため貸室停止や使用条件の変更、使
用取消等により稼働率が低下している。

P5 分野1：住民自治　施策2：市民活動支援　



市民ルームフォルテ管理事業

自治振興課

正雀市民ルーム管理事業

自治振興課

中項目 分野計画参照ページ －

関連する主な事業 令和3年度

コミュニティセンター管理事業

自治振興課

・飛沫防止用のアクリル板を追加購入し、調理室等に備え付けた。
・年間稼働率は19.5％（前年度比＋2.8％）であった。

※全日貸室停止期間：4月25日から6月20日までの間
　夜間貸室停止期間：4月9日から4月24日、6月21日から7月11日、8月2日から
9月30日までの間
　21時閉室とした期間：10月1日から10月24日までの間
　暴風警報による貸室停止期間：8月9日
　一部利用目的と定員に制限を設けた期間：6月21日から10月24日まで

・市民ルームフォルテは、建物を区分所有している施設であり、建物自体を
管理する組合が別に存在すること、また貸室が会議室であることから、イベ
ント等を独自に企画する余地が小さいことから、指定管理のあり方につい
て、検討する必要がある。
・引き続き、計画的かつ緊急性に応じた修繕を実施する。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため貸室停止や使用条件の変更、使
用取消等により稼働率が低下している。

・（仮称）味生コミュニティセンターの基本構想（素案）を作成の上、コ
ミュニティセンター基本構想策定支援業務の委託業者を決定した。
・味生地域で活動する各種団体の意向を把握するための懇談会を実施予定で
あったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、令和4年度に延期した。

・地域懇談会等を通じて、必要となる機能や規模等を整理する必要がある。
・運用については、地域に根差した施設として使用いただけるよう、他施設
の経過等を踏まえて使用料等を検討していく必要がある。

・飛沫防止用のアクリル板を追加購入し、調理室等に備え付けた。
・年間稼働率は34.5％（前年度比＋5.6％）であった。

※全日貸室停止期間：4月25日から6月20日までの間
　夜間貸室停止期間：4月9日から4月24日、6月21日から7月11日、8月2日から
9月30日までの間
　21時閉室とした期間：10月1日から10月24日までの間
　暴風警報による貸室停止期間：8月9日
　一部利用目的と定員に制限を設けた期間：6月21日から10月24日まで

・引き続き、計画的かつ緊急性に応じた修繕を実施する。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため貸室停止や使用条件の変更、使
用取消等により稼働率が低下している。

2施設のあり方の検討
の取組実績 分析・考察

P6 分野1：住民自治　施策2：市民活動支援　


