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公 民 連 携 に よ る 取 組 み の 事 例
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子ども・教育・福祉

健  康

産業・雇用

安全・安心

環  境

地域活性化

府政のPR

Withコロナ

府内市町村における公民連携

企業インタビュー（特集）

OSAKA MEIKAN

創発ダイアログ／Well-Being OSAKA Lab

公民連携フォーラム／ OSAKAもの・ことづくりラボ

リコージャパン

キリン堂

NTTドコモ

東京海上日動

積水ハウス

アサヒビール

F.C. 大阪

いずみ市民生協／小林製薬／ソフトバンク

日産大阪販売／大和ハウス工業／ユー・エス・ジェイ

大阪府は行政だけでなく、企業・大学のみなさまと手を携え、さまざまな社会課題の

解決を図る『公民連携』に積極的に取り組んでいます。『公民戦略連携デスク』はその

窓口となる専任組織です。設置からこれまで、さまざまな企業・大学のご協力のもと、数多く

の取組みを進めてまいりました。新型コロナウイルス感染症の拡大によって、生活様式

が大きく変化し、感染拡大を抑えつつ社会経済活動を維持することが重要となって

いる今、公民連携でも、コロナとの共存を前提としたさまざまな支援や連携の形が

生まれています。この小冊子では、これまでの取組みの一部を紹介させていただくと

ともに、ご協力くださいました企業・大学の方々の声を掲載させていただいております。

私たちはこれからも、さまざまなステークホルダーと、よりスケールアップした「公民

連携」を推進してまいります。そして、2025 年大阪・関西万博とその先の将来を見据え、

SDGsの達成される大阪、成長する大阪の実現に向け取り組んでまいります。本誌を

手に取っていただいたみなさまには、ぜひ公民連携を通じた、企業価値の向上や新た

なビジネスチャンスの開拓につなげていただければと存じます。

〈インタビュー〉



平成 28年度
（10件）

平成 27年度以前
（7件）

平成 29年度
（12件）

平成 30年度
（10件）

令和元年度
（9件）

令和 2年度
（5件）

包括連携協定　締結企業・大学
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少子高齢化、人口減少などを背景として、今や行政だけで

さまざまな社会課題を解決できる時代ではなくなっており、

企業・大学との幅広い連携やネットワークによって社会を

支えていくことが不可欠になっています。

一方で、企業・大学からは「府と幅広く連携したい」という

ニーズがあるものの「連携したいが、どこに連絡したらよい

か分からない」などの、庁内窓口の明確化を求める声や、

府庁内からも「施策立案にあたって、企業・大学との連携

を積極的に進めたいので、橋渡しなどサポートしてほしい」

という声がありました。

こうしたニーズを受けて、企業・大学と行政のマッチングを

行う公民連携の専任部門が、公民戦略連携デスクです。

企業・大学のワンストップ窓口として、相談・提案をお聞き

し、適切に府庁内の各担当セクションにつなぐ機能と、庁内

から公民連携の提案を受け、企業・大学と調整する機能を

兼ね備え、きめ細かな府民サービスの提供と、経済活性化

につながる活動を展開することを目的としています。

企業・大学のみなさまと、対話をしながら活動し、win-win

の関係で、府民にとってもメリットのある「三方良し」となる

連携を、スピーディに進めていきます。そして、その一つ

ひとつの取組みを持続可能な社会・SDGsの達成された

社会の実現へとつなげていきます。

「大阪府公民戦略連携デスク」とは

累計53 件（64社 4大学）令和 3年1月末時点

大阪地区トヨタ各社13社
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信頼性・信用性

公共性

安定性・継続性

スピード感

社会変化への対応力

多様な資源

［ 行政の強み ］［ 企業の強み ］

デスクのミッション

「強み」を束ね、新しい価値を生み出す。「強み」を束ね、新しい価値を生み出す。

民 公

ワンストップ窓口の役割

対話を通じたアイデアを
活かしたイノベーション

win-win の関係

対話を通じたアイデアを
活かしたイノベーション

win-win の関係

企業・大学ニーズ つなぐ

つなぐ 事業連携
提案募集

府と企業・大学との連携をコー
ディネートするだけでなく、府庁
内からの提案も企業・大学に
適切につないでいきます。

一元的な窓口・相談機能
（コンシェルジュ的役割）

企業・大学からアプローチがあれ
ば、その思いを十分に聞き取り、
スピーディに対応します。

バックアップ機能
（コーディネーター的役割）

地域の活性化 社会課題の解決

◯公的活動を通じた企業価値の向上

◯ビジネスチャンスの開拓

◯研究成果の実証、社会への還元

◯人材の育成

企業・大学等 大阪府

府の担当部局が分からなく
ても、デスクに相談できる！

スピード感を持って、適
切に対応してくれる！
（たらい回しがない）

対等な立場で「対話」ができる！

行政が特定企業・大学と
連携するルールや相場感
を府庁内で共有できる！

アイデアを実現可能とす
る上で参考となる情報が
得られる！

新しい価値の提供

◯多様な資源の活用

◯府民サービスの向上

◯地域イメージの向上

公民戦略
連携デスク

大阪府

抱える課題は、さまざま（社会課題の総合商社）
連携の仕方（組み方）は多様なパターンがある

府庁の幅広い業務

防災
防犯

府は広域行政体として、さまざまな分野を所掌

観光 文化 福祉 健康
医療

農林
水産

教育産業 雇用 環境 インフラ まちづくり
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公民連携の手法

ネットワーク企業・大学

［連携協定の分類］

府政全般を包括する連携協定

 「中小企業振興」「健康づくり」など、
個別政策分野での連携協定

三方良し
CSV

共有価値
の創造

きめ細かなサービスの享受

地域経済の活性化

公的活動を通じた企業価値の向上
ビジネスチャンスの開拓

研究成果の実証、社会への還元
人材の育成

行政だけでは実現しえない、
きめ細かい府民サービスの提供

地域イメージの向上

 府 民

 行 政企業・大学

公民戦略連携デスクが対応

各部局が対応

ネットワークのある企業・大学とは、府政のさまざまな分野で連携の取組みを進めています。

中には、連携・協働した活動・研究をより一層深化させることを目的に、「包括連携協定」や「事業

連携協定」を締結している企業・大学もあります。協定締結により、企業としての活動に「公共性」

の位置づけができるなど、企業においてもメリットがあると言われています。

包括連携協定

企業・大学 × 各部局の取組み

包括連携協定

「府政PR」「防災・災害支援」など、府の施策の一分野から連携いただける企業の登録制度です。

登録企業からのご相談・ご提案を受け、各部局施策とのマッチングを行っています。

府政全般を包括する
連携協定

事業連携協定

「中小企業振興」「健康づ
くり」など、個別政策分野

での連携協定

［複数の部局との取組み］ ［特定の部局との取組み］

子ども 健康 産業・雇用

安全・安心 地域活性化 府政のPR

複数主体による連携と協働

公民連携で解決すべき行政課題をテーマに設定し、複数の事業者（公・民）

間による「対話」からさまざまなアイデアを生み出す公民連携の新たな仕組み

です。

府や企業・大学それぞれが主体として参画し、働き方改革や健康経営に関

してさまざまな情報を共有・発信し、公民が連携した取組みを推進していくプ

ラットフォームです。

府と企業、府内市町村が連携し、「ひと・もの・こと」の魅力を発掘し、「オール

大阪」として発信する大阪愛に溢れたプロジェクトです。OSAKA MEIKAN

の取組みを通じて、大阪を「知って」もらい、「来て」もらい、「住んで」もらい、

そして、大阪に住んでいる府民のみなさんに地元大阪への「誇り」をより高く

持っていただくことを目指しています。

府と企業が連携して、ＳＤＧｓの推進に向け、大阪の魅力的な地域資源を活

用し、社会課題の解決を目指して、大阪の新たなもの・こと（サービス）等を

生み出すことにより、大阪の地域活性化及び観光振興を図る取組みです。

地域貢献企業バンク
大阪府政・地域貢献企業登録制度

事業連携協定

Well-Being OSAKA Lab

OSAKA MEIKAN OSAKA もの・ことづくりラボ

創発ダイアログ

「三方良し」の理念

～CSV（共有価値の創造）～
府民・企業・行政にとっての「三方良し」

CSV（Creating Shared Value）
米国ハーバード・ビジネススクールのマイケル・E・ポーター教授が提唱している
概念で、社会的課題の解決と自社の競争力向上を同時に実現する事業を指す。

近年、企業の社会的責任として取り組む従来の社会貢献活動である、

いわゆるＣＳＲだけでなく、人口減少や高齢化といった社会の共通

課題に対して、企業の本業を通じて解決に取り組むＣＳＶ、いわゆる

「公と民による共有価値の創造」が広がっています。CSVは、企業

が行政と連携することによって、本業の売上げの増加や、企業価値

の向上を目指すことを指した連携手法とも言えます。公民戦略連携

デスクでは、この新たな潮流となりつつあるＣＳＶに着目し、「企業・

大学よし、行政よし、府民よし」のいわゆる『三方良し』によって、公民

連携を進めていくことを目指します。



次世代を担う子どもたちの夢や希望を育む環境づくり

課題共有と実践的アプローチ

強みを活かし、地域に密着した取組みを目指す

「放課後子ども教室」
への参画や、

トップアスリート等と
触れ合う場の提供　

成長を見守る 学びと体験

子育て支援 悩み相談

府内の「子ども食堂」などを
運営する団体に対して
食材の支援や

ボランティア派遣などを実施

企業の強みを
活かした
次世代支援

次世代を担う子どもたちが
健やかに成長できる環境整備

大阪府 企業・大学

©SoftBank Robotics

「子どもたちの成長に関わりたい」「子どもたちに豊かな学びと

さまざまな経験をしてほしい」「子育て中の親世代を支えたい」

「子どもたちの安全・安心を守りたい」このような企業の思いが、

大阪府の施策と一致し、多くの新たな取組みが始まっています。

今後ますますグローバル化する社会で活躍する人材を育成する

ことは、行政だけではなく、社会全体で取り組むべき重要課題

です。ここで紹介する企業等との協力した取組みを通じ、次世

代を担う子どもたちの夢や希望をはぐくみ、子どもたちがチャ

レンジできる、環境整備につながっていくことを目指しています。

子ども・教育・福祉

今、子どもの貧困などが社会課題となる中、次世代

を担う子どもたちの夢や希望に少しでも繋がれば

という思いで、子ども食堂等に通う子どもたちの

リコーブラックラムズラグビー観戦無料招待や、

楽しみながら科学を学んでもらう放課後子ども教

室のプログラム提供など、子どもの支援に取り組ん

でいます。私ども企業にも何かできるのではと手探

りで始めましたが、子どもたちの声援には選手や

我々も元気づけてもらいました。リコージャパン

は、リコーグループの国内販売会社として地域

密着型で事業を展開しています。多くの企業が目指

している働き方改革や健康経営の実現に向けて、

リコーグループ社内の実践事例のご紹介や、女性

活躍、ワークライフバランスをテーマとしたセミナー

を開催しています。大阪府と包括連携協定を締結

したのも、お客様の経営課題等を解決するために

培ってきたノウハウで、大阪府庁の、さらには府内

企業の職場環境改善にお役立ちすることができる

と感じたことに端を発しています。しかし、公民戦略

連携デスクを通じて府庁の各部局との対話を重ね

ていく中で、冒頭の子どもたちへの支援をはじめ、

多くの分野で連携が可能なことに気づかされまし

た。誰もがいきいきと働くことができる企業が増え

ることで、女性の雇用を増やし、さらには子どもたち

の生活環境の向上にもつながっていくのではないか。

公民戦略連携デスクは、このような私たちの描く

ビジョンを的確に捉え、強みを引き出し、具体的な

アクションプランへと導いていただきました。今後、

さらに大阪府との連携を強固にするとともに、

リコーグループのテクノロジーを駆使した課題解決

の方法を提供し、一緒になって府民の方々の生活

を支える「三方良し」を実現していきたいと思います。

●  リコージャパン　販売事業本部 自治体ビジネス本部 自治体営業部 部長

企業の強みを活用して、子どもたちの将来へつなぐ。

広瀬 邦彦さん

05



大阪府で赤ちゃんが生まれたご家庭に、乳児家庭向け

商品や子育て関連の行政情報を掲載したリーフレット等を

詰め合せたプレゼントBOX（はじまるばこ）を贈る企画を、

府との包括連携協定の締結を機に大阪いずみ市民生活

協同組合と協働で実施しています。いずみ市民生協の

HP等からお申込みいただければ、生協の宅配ドライバー

さんがご自宅までお届けするこの取組みは、孤立しがちな

子育て期のたくさんのお母さん方から喜びの声が届く

など、開始４年で6万件を超えるご家庭へお届けしています。

「放課後子ども教室」とは、府内の小学生を対象に、放課

後や週末等にさまざまな体験・交流・学習活動を行う

取組みです。「スマホ・ケータイ安全教室」や「ゲームリテ

ラシープログラム」、「肌着を着よう～汗の役割と肌着の

効果～」など、各企業の特性を活かしたコンテンツの

出前プログラムが提供されるので、普段の授業とは違う

内容に、子どもたちも興味津々。企業ならではの専門

的なスキル等を活かしたこの取組みは、子どもたちの

「学び」と「創造」を広げてくれます。

ユー・エス・ジェイが運営するパーク（ユニバーサル・

スタジオ・ジャパン）では、「道順を訊ねる」「イベントの

開始時間を訊く」「写真の撮影をお願いする」など、さまざま

な日常シーンが切り取られます。そんなシーンを想定しな

がら英会話を学べるDVDの教材「Have Fun Learning 

English !」をユー・エス・ジェイが制作し、府内の全

公立小中学校等へ寄贈。さらに、パークではそれらを

子どもたちがコンシェルジュとの実際のコミュニケー

ションを通じて、体験できるコンテンツ「Let’s Try English 

Communication」を提供いただくなど、楽しみながら

英語を学べる支援の取組みが始まっています。

「子ども食堂」等の居場所づくりは、子どもたちが安心

して過ごし、地域の大人が見守ることができる取組み

です。府内の子ども食堂等を運営する団体に対する、

食材支援やボランティアの派遣に加え、イベントや体験

学習、プロスポーツ観戦招待等、支援の形は企業により

さまざまです。迫力あるスポーツを間近で感じたり、

トップアスリートと触れ合う機会は、将来への希望へと

つながる貴重な機会となり、子どもたちや各団体からも

感謝の声が届いています。また、企業からもチームの

士気が上がったなど、win-winの取組みとなっています。

子育て支援

連携事例 1

放課後子ども教室

連携事例 3

英語教育支援

連携事例 2

子ども食堂等への支援

連携事例 4
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地域や企業と共に、オール大阪で府民の健康づくりを推進

府民の「健康」をオール大阪で支援

感染症
予防

熱中症
予防

早期発見の
重要性等
正しい知識の
理解促進

予防策の
ポイントや
リスクの
周知啓発

府民の健康の維持・増進に向けた取組みを推進

企業・大学のノウハウとネットワークを
活かした情報発信などの取組み

 適切な食生活や適度な運動
健診の受診等
「健活１０」の

実践を通じた健康づくりの推進

生活習慣の改善や
生活習慣病の予防等に向け
府民に取り組んでほしい
１０の健康づくり活動

健活10（ケンカツテン）
大阪府では、若い世代から働く世代、高齢者まで、幅広い府民が

生涯にわたって主体的な健康づくりに取り組んでもらえるよう、

『健活10』のキャッチコピーとロゴマークを掲げ、府民の健康寿命

の延伸に向けた取組みを進めています。こういった健康的な生活

習慣を広めたいという行政側の思いと、府民の皆さんに健康に

なってほしいという企業の思いが一致し、府民の健康づくりを支援

する取組みを行っています。例えば、企業の持つお客様へのネット

ワークを活かした情報発信や啓発ツールの共同制作、おいしく

て健康的な「V.O.S.メニュー」の提供・普及、例年対策が課題と

なる熱中症予防の取組み等、企業と連携し、正しい知識を広めて

いく活動をしています。

健康

●  キリン堂ホールディングス　コーポレートコミュニケーション室長

一人ひとりと向き合って、大阪府民の健康づくりに貢献したい。

赤路 洋介さん
キリン堂は、都市部から離れた郊外を中心に

店舗を展開する地域密着型のドラッグストア

チェーンです。一人ひとりのお客様に寄り添い、

常に地域の方々の健康を見守り、支え続けて

いくことが最優先の使命であると考えています。

また、「未病対策」の普及促進に力を注ぎ、病気

にかからない生活、健康な身体づくりに関する、

さまざまな提案を行っています。大阪府との包括

連携協定の締結においては、府内市町村と連携

し、健康関連セミナーへの講師派遣をはじめ、

府が推進する「Well -Being OSAKA Lab」や

「健活10」など、府民の健康づくりに向けた取

組みに参画。また、府内にある146店舗のネット

ワークを活用し、府政のPR 活動を実践してい

ます。当社では昨年、大阪府がん検診受診推進

員の研修を43 名が受講し、がん検診受診を推奨

するリーフレット等にて啓蒙することで、がんの

早期発見に至り、感謝されるという事例もあり

ました。行政と企業が一体となって課題解決に

取り組むことによって、新しい行政サービスの

あり方を切り開いていけることを実感していま

す。公民戦略連携デスクは、私たちの強みであ

る地域に深く根ざした企業姿勢や健康に対する

ビジョンをしっかりと理解した上で、適切な

プランを提供くださるとともに、各部局や府内

市町村へとつなぎ、より広域に届けるための

体制をコーディネートしてくださいます。キリン

堂にとって大阪は創業の地であり、大阪で暮ら

す方々が元気に過ごされることには格別の願い

があります。今後も、「真に健康な大阪」を創出

するための努力を惜しまず、貢献して参りたい

と考えています。
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※イメージ

熱中症を予防するには、正しい知識や対策・対処法を知る

ことが必要です。企業と連携して、啓発ポスターやパネル、

オリジナルPOPを制作し、ドラッグストアやスーパーマー

ケット、高等学校等に設置しています。一方で、今年の夏

は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、外出時に

はマスクの着用が欠かせないなど、熱中症のリスクがさらに

危惧されました。そのため、屋外においては、十分な距離を

保ちながら、時にはマスクを外すことの重要性についても、

連携して啓発を行うなど、企業と相談しながら、より効果

的な健康維持のための広報活動に取り組んでいます。

感染症には、インフルエンザやノロウイルスはじめ、梅毒

やＨＩＶ、風しん等があります。特に梅毒については、ここ

大阪で、若い女性の感染者数がこの数年急増しています。

また、これら感染症は、正しい知識や情報を得ること、

そして実践することで、防ぐことや、早期に発見すること

ができます。若者の利用が多いカラオケボックスのトイレ

の個室での啓発ステッカーの掲示や、ＳＮＳを活用した

スポーツ選手による動画配信など、企業と共に工夫しな

がら、届けたい層に少しでも多くの情報を届けることが

できるよう取り組んでいます。

Ｖ.Ｏ.Ｓ.（野菜たっぷり・適油・適塩）メニューは、大阪府

が推奨する健康的な食事メニューです。食品企業と連携

したコンテストの開催や、大学と連携したメニューの

開発、レストラン事業者によるメニューの提供、食品宅配

事業での取り扱いなど、多様な企業の強みを活かしな

がら、普及啓発を進めています。また、企業の機関誌で、

季節の食材を活かしたＶ.Ｏ.Ｓ.メニューのレシピを定期

的に掲載するなど、さまざまなアプローチで健康的な食

生活を府民が気軽に楽しめるよう取り組んでいます。

大阪府では、府民に『健活10』が広く浸透し、実践につな

がるよう、さまざまな事業の実施やインターネットなど

を活用した情報発信を通し、府民の健康づくりの機運

醸成を図っています。そのなかで、企業との連携により、

健康アプリ「アスマイル」のリーフレットの制作・配布

や、健康関連イベントでの啓発活動、がん検診受診率

向上に向けた「がん検診受診推進員」の養成・支援など

を行っています。また、学生に向けた健康セミナーを

府内大学と共催するなど、さまざまな啓発活動を実施

しています。

熱中症対策

連携事例 1

感染症予防

連携事例 3

Ｖ.Ｏ.Ｓ.メニューの
普及・啓発

連携事例 2

府民の健康づくりに関する啓発

連携事例 4
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多様な人材の活躍を支援するとともに中小企業の活力が発揮できる環境づくりをめざす

課題共有と実践的アプローチ

大阪経済の活性化・雇用機会の創出

新たな事業に
チャレンジするための
セミナーの開催

成長エンジンづくり 経営・技術・資金面
でのサポート

多様な人材が
活躍できる仕組み

企業ネットワークを
活用した支援策に
ついての情報発信

企業の仕事内容を
実感するための
仕事説明会の開催

大阪府 企業・大学

中小企業の活力が発揮できる環境づくりと
多様な人材の活躍支援大阪の中小企業は、大阪経済活性化の担い手として重要な役割

を果たしています。そのため大阪府では、地域の活性化と雇用の

創出をめざし、中小企業者の創意工夫と自主的な努力を尊重しつ

つ、販路拡大、資金供給の円滑化や人材の確保・育成の支援など、

さまざまな中小企業振興に取り組んでいます。また、働きたい人が

意欲をもって働けるよう、雇用の安定や、職場環境の改善に向け

た取組みも推進。例えば、OSAKAしごとフィールドでは働きたい

すべての人をサポートしており、企業の「多様な人材に活躍して

ほしい」という思いと、「働きたいけど不安」を抱える方の思いをつな

ぐなど、公民連携による、就業支援に積極的に取り組んでいます。

産業・雇用

NTTドコモでは、「5G」の技術検証環境である「ドコ

モオープンラボOSAKA」を開設しました。これは、

2020年に商用化された「5G」を活用し、幅広い

パートナーとともに新たな利用シーンの創出、拡大

を図るための「ドコモオープンパートナープログラム」

に参画いただいている企業・団体が無償で利用できる

施設です。「高速・大容量」「低遅延」「多数端末接続」

といった5Gの特長を活かした自社サービスの

品質向上や新しいサービス創出に活用いただいて

います。大阪府との連携では、5GとIoT技術による

産業振興に貢献したいと考えています。中でも、IoT

技術は現在の3G（FOMA）や4G（LTE）でも、社会の

さまざまなシーンに活用されていますが、これが5G時

代を迎えると、一層の進化を遂げます。多数端末接続

の特長を活かし、PCやスマートフォンに限らず、家電

製品や自動車をはじめ、工業製品、各種インフラなど、

より多くのものが通信機能を持ち、人々の生活環

境の隅々にまで通信が繋がっていくことになります。

これによって、産業や経済の構造も大きく変化する

ことが予測されます。大阪は、ものづくりの都市。

革新的な発想力と高度な技術力は、世界でもトップ

レベルです。時代の変革期を迎えることによる大阪

産業界のアドバンテージは高く、可能性に満ちてい

ると思っています。また、IoT技術は、少子高齢化に

よる担い手不足や地域の過疎化など、行政課題の

解決へと導くための有効な手段でもあります。医療、

介護、交通といった分野での新しい行政サービス提

供も期待されます。公民戦略連携デスクは、私たち

の技術やノウハウを、さまざまな社会需要とマッチング

していただける、欠くことのできないパートナーです。

今後も、しっかりと課題を共有し、一体となって、真に

豊かな大阪の未来を築いていきたいと考えています。

● NTTドコモ 関西支社　法人営業部 法人企画担当 シニアコンサルタント

次世代の通信ネットワークを活用した「新たな行政サービス」を共に考える。

田中 啓介さん
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支援学校などに通う生徒の自立支援のための職場実習

や環境整備を推進しています。障がい者雇用を積極的に

進める企業と連携して、実践的な研修や、塗装体験の

実施、職場見学などの機会を創出しています。また、事業

者向けに先進事例を紹介するセミナーなどを開催すると

ともに、「こさえたん（※）」の社会的認知度を高める取組みも

進めるなど、障がい者の工賃向上をめざしています。

（※福祉施設で作られた製品）

女性が持てる能力を十分に発揮し、活躍できる社会の

実現に向けて、女性の就業を後押しするさまざまなイベント

やセミナーを開催しています。就業に役立つ内容に加え、

女性の活躍を応援するような情報やサービスの紹介など、

各企業・大学の特性を活かした多様なテーマで実施して

います。例えば、女性のライフイベントに合わせた働き方の

ヒントや、多様な人材が活躍するための環境づくりなど、

企業から講師を派遣いただき、働きたい側だけでなく、

雇用する側にも役立つ情報の提供など、各社の専門性

や経験を活かした講演をいただいています。

大阪府では、住民の生活の質（QoL）向上を目指し、先端

技術を活用した住民サービスの向上、地域の交通課題

解決など、スマートシティ化に向けた取組みを進めています。

通信事業者は、「5G」技術検証環境を府内に常設し、

幅広いパートナーと共に新たな利用シーン創出に向けた

取組みを拡大しています。また、大阪府が実施するAIや

IoT、DXに関するセミナーへの講師派遣等を通じて、行政

課題の解決に向けた次世代情報通信技術の導入を支援

する取組みが始まっています。

中小企業の経営・技術・人材面等、総合的なサポート

に取り組んでいます。企業のネットワークを活用した中小

企業支援施策に関する情報発信や、企業の海外展開

サポートセミナー、ビジネスマッチングイベントの開催、

さらにはデザインシンキングの手法を活用したセミナー

や、スタートアップ企業向けの成長支援セミナーの開催

など、企業のノウハウを活用した多様な取組みが進ん

でいます。また、府内中小企業の優れた技術に裏打ち

された創造力にあふれる製品「大阪製ブランド製品」の

販売促進やPRも連携して取り組んでいます。

障がい者の雇用・活躍促進

連携事例 1

男女共同参画・女性活躍

連携事例 3

5G・スマートシティ

連携事例 2

中小企業振興・スタートアップ支援

連携事例 4
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地域の防災・防犯力の向上により、安全・安心なまちをつくる

府民の「安全・安心」につながる取組み

交通事故を
 未然に防止し、

府民が安全で安心できる
交通環境の整備

交通安全

大地震など
大規模の災害発生に
 対する備え、
府民への啓発活動

防災

特殊詐欺や消費者被害の
防止に向けての
 適切な情報伝達、
啓発・普及活動

防犯

大阪府の行政課題と
企業の社会貢献活動を
win-win の関係でつなげる

広域かつ地域に根ざした取組みを推進させる

公民一体となって
安全・安心なまちづくりを目指す

大阪府 企業

大阪府では、防災、防犯、交通安全など、府民の「安全・安心」に

つながる取組みを進めています。今後いつ起こるかわからない

大規模な災害発生に対する備えとして、「公助」のみではなく、

「自助」や「共助」を進めるため、880万人訓練など大規模訓練

の実施や個人備蓄の推進等を行っています。また、特殊詐欺や

消費者被害等の防止に向けた取組みや、交通事故の防止、安全で

安心できる交通環境の整備を目指した活動などにも取り組んで

います。これらは府民が安全で安心な生活を送るためには、どれも

重要です。このような取組みを地域で活動する企業と連携して

行うことで、安全で安心なまちづくりを目指しています。

安全・安心

平成28年に「大阪府自転車条例」が制定され、自転

車保険の加入義務化が決まりました。大阪府では、

自転車事故が非常に多く、行政課題としても、被害

にあった際は勿論、加害者になった場合にも備えて

おくという意識づけが大切となります。いざ事故

が発生すると、生命の危険性にともない、その後

の医療、賠償費など、金銭的リスクも付随してき

ますので、それらをしっかりと認識していただき

「自転車事故は危険である！」というメッセージを

発信し続けていくことが、私たちの使命だと捉え

ています。その一環として「大阪府自転車条例普

及推進委員」という制度に基づいて、社員をはじめ、

代理店の方々も委員認定を取得し、グループ内約

200名の委員が、府民の方々に自転車条例に関

する正しい情報をお伝えし、理解を深めていただく

ための普及活動を推進しています。また、幼いころ

から自転車のルールや知識を身につけていただ

くために「放課後子ども教室」の場で、小学生を

対象とした啓発活動を行っています。自転車シミュ

レータを使ったり、当社が独自に開発したプログ

ラムを用いて、楽しみながら交通安全を学ぶ機会

を提供しています。包括連携協定の締結によって、

大阪府との数々の取組みが始動していく中で、公民

戦略連携デスクの存在は大きいですね。当社の

強みと行政課題を見事にコーディネイトしていた

だいています。私たちも、培ったノウハウとネット

ワークを最大限に生かしたプランを、どんどん提案

し「新しい協働のかたち」を創出していきたいと

思います。経営理念である「安心と安全の提供」

が、大阪府民の方 と々共鳴し合い、真に住みよい

都市づくりに貢献することができれば、たいへん

幸せなことであると考えています。

●  東京海上日動　関西公務金融部 担当課長（地方創生支援担当）

大阪府と一体となって「安心安全」な都市づくりを実現したい。

賀川 寛之さん
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災害発生時には、企業が持っている、電気自動車（EV）

やパワームーバー（可搬型給電器）等を活用して、避難

所等での電力供給の支援や、大阪府災害派遣福祉チーム

（DWAT）の活動をサポートいただきます。また、避難所

等で使用する家庭用カセットガス燃料で動く発電機や、

プライバシーの保護や人との接触に配慮したパーテイ

ションを寄贈いただくなど、企業のみなさまと課題を共有

し取組みを進めることで、いざという時に、府民に安心して

いただけるような災害への備えを進めています。

「大阪880万人訓練」とは、府民の一人ひとりが地震・

津波発生時の行動を事前に考え、行動し、再確認する

ための訓練です。企業と連携し、ポスターやリーフレット

の作成・配布による訓練に関する周知を行っています。

また、訓練中に配信されるエリアメールに合わせた避難

行動などを、企業内訓練にも取り入れていただいています。

このように、訓練を通じて「自助」や「共助」の大切さを

ご理解いただき、府民の防災意識の向上に取り組んで

います。

特殊詐欺や消費者被害を未然に防ぐためには、継続的

な声掛けや周囲の見守りが重要です。企業が作成・配布

するリーフレットへの事例掲載や戸別訪問時の声掛け

などの注意喚起に取り組んでいます。また、お客様と

接する機会の多い事業者の従業員を対象に研修を実施

し、被害事例や声掛けのポイントなどの情報を伝える

ことで、多くの府民の方に周知いただき、被害を未然に

防ぐことへとつながっています。

重大事故につながりやすい夜間の交通事故を防ぐため、

反射材の普及を進めています。また、「大阪府自転車

条例」の周知に向けて、損害保険会社や自転車販売

事業者と連携し、自転車保険の取り扱いに関する相談

窓口の設置、リーフレットの作成・配布を通じて、条例の

正しい理解の向上に取り組んでいます。また、プロアス

リートを起用させていただき、飲酒運転根絶ポスターを

作成するなども行っています。このような、道路環境の

向上に向けた取組みを推進しています。

災害発生時の支援

連携事例 1

大阪880万人訓練への協力

連携事例 3

特殊詐欺・消費者被害防止
に向けた取組み

連携事例 2

交通安全啓発事業の実施

連携事例 4
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豊かな環境を育む持続可能な社会の実現を目指す

強みを掛け合わせた協働

将来の世代が安心して暮らせる環境

公民が一体となった
プラスチックごみ対策

脱炭素社会

資源循環社会生物多様性

水質・大気保全

企業のノウハウ等を
活用した

再生可能エネルギーの
普及促進

まちづくりへの
主体的な参画と協働
（アドプト）

持続可能なまちづくり

大阪府 企業・大学

--------

--------

©TAGAYASU

大阪府では、良好で快適な環境を守り育むため、脱炭素社会や

資源循環型社会の実現といった地球規模の環境問題から、大気

や水質などの身近な生活環境の保全など、幅広い取組みを進めて

います。企業においても、持続可能な企業経営を意識し、環境に

配慮したビジネスの展開や地域貢献など、主体的な取組みが多く

みられるようになりました。大阪府でも、プラスチックごみゼロ

宣言やマイボトルパートナーズなど、行政と企業、そして府民の協働

による取組みや、温室効果ガスの排出量削減に向け、企業の持つ

ノウハウ等を活用した家庭や事業所での再生可能エネルギーの

普及促進など、将来の世代が安心して住み続けられるまちづくりに

向け取り組んでいます。

環境

積水ハウスでは、国に先駆けて2013年よりZEH

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の本格的な

普及を目指した「グリーンファースト ゼロ」を商

品化しました。2020年上期には、すでに受注率

88％を実現しています。ZEHは、高効率設備や

高断熱仕様による大幅な省エネルギー化、再生

可能エネルギーの活用によって、年間の一次

エネルギー消費量の収支をゼロに近づける住宅

です。大阪府との包括連携協定においては、

府民に向けて、モデルルームでの宿泊体験や

事例紹介などを通じて、ZEHの普及活動を推

進していきます。当社には「『わが家』を世界一

幸せな場所にする。」というビジョンがあります。

いい家に住むということは、周りを取り巻く社会

の基盤が、しっかりと形成されていなければなり

ません。私たちは「住まい」を軸として、環境や

エネルギーをはじめ、高齢化、子育て、教育など、

さまざまな分野の課題解決に取り組んでいき、

「ここで暮らして良かった」と思えるような地域

づくりに貢献していきたいと考えています。公民

戦略連携デスクと一緒に仕事をしていると、民

間企業だけでは困難だと思われていたことも、

一歩一歩着実に前へ進んでいることが実感でき

ます。私たちが「やるべきこと」を敏感に捉え、

行政課題とマッチングさせていくスピード感、

きめ細かいサポート体制と提案力。常に一緒に

考えてくれるチームのような存在です。大阪の

地で創業し、国際的なランドマークである「梅田

スカイビル」を本社とする積水ハウスと大阪府

が連携し合うことで、新たなソリューションを

生み出し、大阪を世界一の場所にしていきたい

ですね。

●  積水ハウス　ESG 経営推進本部 部長

「住まい」を軸として、社会の課題解決に取り組んでいく。

小谷 美樹さん
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令和2年7月、レジ袋が有料化されました。SDGsの目標

達成への機運の高まりもあり、プラスチックを使用したスト

ローや包装具の紙仕様への切替え、食べられる容器の

開発等、プラスチックごみ削減に向けた取組みは、企業に

も急速に拡がっています。公民連携では、これら飲食関連

だけではなく、多様な業種の企業・団体に対し取組みを促進

しています。大阪府市共同で行った、2019年の「おおさか

プラスチックごみゼロ宣言」には、包括連携協定企業の

多くが趣旨に賛同し、各々の取組みを宣言しています。回収

したペットボトルをリサイクルしたエコバッグの制作・子ども

イベント等での配布では、子どもたちが環境を学ぶきっかけ

にもなりました。また、社内でのペットボトル回収の徹底

や、河川や海岸などの清掃活動の実施、海洋プラスチック

ごみ問題についての啓発など、その活動は加速しています。

府では温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。それ

らの取組みの一環として、太陽光発電・蓄電池システムの

共同購入支援事業を実施した際には、連携企業による広報

周知協力もあり、多くの府民の申込みが実現しました。

また、省エネ・創エネの機能を備えた「住まい」や「オフィ

ス」の実現も温室効果ガス排出削減の重要な要素です。

大手ハウスメーカーによるZEH仕様のモデルルームを

活用した宿泊体験の実施や、ZEB化のヒントとなるよう

中小事業者向けセミナーの開催など、「住まい」や「オフィ

ス」のリーディングカンパニーとの協働による普及促進

にも積極的に取り組んでいます。

プラスチックごみ削減の取組みと連動し、マイボトルの

普及には、給水スポットの設置促進が必要です。飲料

を扱う事業者をはじめ、府内に店舗がある企業では、

マイボトルパートナーズに登録し、店舗内に無料の給水

機を設置するなど、来場者だけでなく、気軽に立ち寄

れる給水スポットとして協力いただいています。また、

イベントでのマイボトルの協賛や普及啓発、また、府と

の連携を記念して、大阪府広報担当副知事もずやんの

イラスト入りマイボトルを従業員全員に配布するなど、

社内外での意識醸成に向けた取組みも進めています。

大阪は都市でありながらも、身近に自然の豊かさを感じる

ことができ、各地域では、自然環境を保全する活動も

活発に行われています。大阪府の最北端、能勢町では、

『クリ林再生プロジェクト』を実施し、企業の従業員や

クラブチームの皆さんがボランティアとして、植栽や草

刈りなどの活動に参画。活動を通じて、地域の価値を

再認識し、生物多様性にあふれた里山の自然を、それ

ぞれの立場の垣根を超え、皆で未来に繋いでいこうという

取組みです。また、「アドプト・ロード・プログラム」では、

府と地元市、そして企業の連携・協働のもと、「自分たちが

利用する道路を自分たちの子どものように育てていく」と

いう思いで、道路の一定区間の清掃や緑化などの美化

活動を継続的に実施していただいています。

プラスチックごみ対策

連携事例 1

再生可能エネルギーの普及

連携事例 3

マイボトルパートナーズ

連携事例 2

里山保全、アドプト・ロード・プログラム

連携事例 4
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地域資源や都市魅力を活かし、豊かな大阪の実現を目指す

大阪府

大阪の魅力を創出し
国内外の人たちに
発信していきたい

御堂筋イルミネーション大阪産（もん）

2025年大阪・関西万博百舌鳥・古市古墳群

企業

大阪を魅力溢れる
都市にしていくことで
経済を成長させたい

大阪府の施策推進と
企業の市場開拓力を
コラボレーションさせる

 地域の活性化を図り、
国際都市にふさわしい

「大阪」をアピールしていく 

大阪のさまざまな「魅力」を
より多くの人が知り、訪れ、体験してほしい

提供：2025年日本国際博覧会協会

大阪府では、地域の活性化や大阪の成長の実現を目指し、大阪

のさまざまな「魅力」の発信に取り組んでいます。例えば、「大阪

産（もん）」のブランド戦略を進めたい大阪府と、新たな商品展

開を進めたい企業の思いが一致し、大阪産（もん）を活用した

新たなメニューの開発・販売や、企業の製品とタイアップした

府政情報の展開などに取り組んでいます。また、「2025年大阪・

関西万博」や、世界遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」、

「御堂筋イルミネーション」など、大阪の歴史・文化や都市魅力

の発信を、企業の持つ広報媒体や店舗、取引先ネットワークを

活用して行っています。

地域活性化

●  アサヒビール　近畿圏統括本部 理事 副本部長

大阪創業130年、「感謝の想い」をかたちにしてお返ししたい。

伊吹 弘行さん
アサヒビールは、1889年（明治22年）に前身

である大阪麦酒会社が設立されてから、2019年

（令和元年）11月に創業130年を迎えること

となりました。これを機に、創業の地である大阪

に貢献していきたいと思案していたところ、大阪

府との包括連携協定締結の運びとなり、アサヒ

スーパードライ「大阪創業130年記念ラベル」

が生まれました。商品の売上の一部を寄附し、

2020年から始まった大阪府能勢町でのホップ

栽培による地元産品開発を支援するなど、産業

創出という課題解決へつなげていきます。社会

課題の解決や地域活性化は、長期的な視野で

継続的に実践していかなくてはなりません。今後

も、大阪府と情報共有を図りながら、課題抽出

を行い、より効果的なアプローチを展開して

いきたいと考えています。大阪では長年非常に

多くの飲食店のお客様で弊社のビールを扱っ

ていただいています。大阪府民に永く愛され

続けている「感謝の想い」をかたちにしてお返し

していきたい。公民戦略連携デスクは、私たち

の使命と行政が解決しなければならない課題

をwin-winでつなぎ、どんどん新しい提案を

投げかけてくれます。お取引先の飲食店ネット

ワークを使った府政のPRをはじめ、子ども

食堂に通う子どもたちの吹田工場への招待。

また、世界遺産登録記念「百舌鳥・古市古墳

群デザインラベル」も売上の一部を寄附し、

古墳群の保全活動にお役に立てていただき

ます。今後も、大阪をもっと楽しく元気にして

いくために、府と一体となって、さまざまな取組

みを推進させていきたいと思っています。
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大阪府では、大阪府産の一次産品や加工食品を「大阪

産（もん）」として統一のロゴマークを使っての一体的

PRを行い、認知度向上を図ることにより、一次産業や

食品加工業の振興に取り組んでいます。これまで、コラボ

レーションポスターの制作によるPRのほか、レストラン

でのメニュー開発や提供が行われました。また、大手

スーパーや百貨店、コンビニエンスストアでも、大阪産

（もん）を使用した各社オリジナル商品の開発・販売が

進められるなど、お弁当から、カレーやパン、スイーツ

等そのメニューも多彩になっています。

令和元年7月に、大阪で初めての世界遺産に登録された

「百舌鳥・古市古墳群」については、登録への機運醸成

から現在まで、関係自治体や企業と連携して、資産の保護

保存、PR活動の展開や周遊時の利便性向上など、活用

の取組みや資産の価値を国内外に発信する取組みを

進めてきました。企業のさまざまな広報ネットワークを

活用した広報活動に加え、登録記念ラベルと寄附付き

商品の発売等、企業活動と連携したPRにも取り組んで

います。

大阪産（もん）の普及・促進

連携事例 1

世界遺産
「百舌鳥・古市古墳群」のPR

連携事例 2

大阪府では、国家プロジェクトである「2025年大阪・関西

万博」の開催に向けて、「いのち輝く未来社会のデザイン」

をテーマに、20２5年日本国際博覧会協会や国、経済界

と連携し、準備を進めています。多彩なチームと活動で

万博とその先の未来に挑む、みんながつくる参加型プロ

グラムである「TEAM EXPO 2025」への参画や、企業賞

への協力、各企業のネットワークを活かした周知広報

などを通じて、開催に向けた機運醸成を図っています。

2025年大阪・関西万博

連携事例 3

「御堂筋イルミネーション」は、「大阪・光の饗宴」の

コアプログラムとして、国内外の人 を々ひきつける大阪の

冬の風物詩です。さまざまな企業からの基金への寄附

や協賛のほか、ポスターの製作・掲示、ビルライトアップ

などの協力をいただいています。

御堂筋イルミネーションへの協力

連携事例 4

地元産品を使った産業創出は地域の大きな課題となって

います。アサヒビールには、ここ大阪での創業を記念して

発売したラベル商品の売上げ１本につき1円を地域振興

支援のために寄附いただきました。大阪府能勢町では、

ホップ栽培による地元産品の開発が始まっており、産業

創出の課題解決にむけ、地域の期待が高まっています。

地元産品の開発支援

連携事例 5
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府民のニーズを的確に捉え、広報媒体に応じた効果的な広報を展開
府民に伝えたい情報

大阪府と企業・大学が一体となった
情報発信のしくみをつくる

大阪府

府民のニーズを的確に捉えた情報発信

府の広報媒体を
企業・大学のネットワーク
活用によって配布

企業・大学の
媒体と

コラボレーション

インターネットやアプリなど
さまざまなメディアの

活用による新しい情報発信

大阪府が進める主要プロジェクトをはじめ、
観光、福祉、健康、医療、子育てなど

施策に関する情報

府政だよりや
広報媒体、

府のホームページ

企業・大学

企業・大学が持つ
情報発信ツール
およびネットワーク

大阪府では、府政だよりの発行やホームページ等により施策の発

信をしています。健康や福祉など幅広い情報を府民や企業のみな

さまに伝えたいという行政側の思いと、企業が行政情報を発信す

ることで、信頼性の向上や社会貢献活動、新たな顧客の開拓につ

ながるという企業側の思いが一致し、連携した広報活動を推進し

ています。具体的には企業の「広報紙」や、「店舗内モニター」、イン

ターネットテレビでの府政情報の発信や新たな情報メディアの構

築等、利用者ニーズを踏まえたさまざまな形での発信が実現してい

ます。企業の持つ発信力を活用することで、府民のみなさまに府

政情報を幅広くお伝えし、関心と理解を深めていただく、より開か

れた府政の実現を目指しています。

府政の PR

F.C.大阪は、大阪から三番目のJリーグ入りを目指し

ているサッカークラブです。「大阪を世界へ」という

ミッションを掲げ、地域の方 と々共に大阪を盛り上

げていき、大阪の文化、風土、そして、大阪という名

前を世界に広げていくための活動を続けています。

公民戦略連携デスクとの、インターネットテレビを

活用した府政のPRの取組みをきっかけに、チャリ

ティゲームを通じたSDGｓの推進、子どもの貧困対

策への協力、府営公園への芝生の寄附・高度な維持

管理の提供など、さまざまな分野での連携を行って

います。オール大阪の公民連携のプラットフォームで

あるOSAKA MEIKANの取組みは、常に進化し続

けています。連携のスタートともなった大阪府チャン

ネルや、SNS・ボイスメディア、さらに、民間NEWS

メディアとも連携しているOSAKA MEIKAN NEWS

など、情報発信の幅は広がっています。そして、 子ど

もたちの成功体験機会を創出し、「やり抜く力」を養

う“OSAKA子どもの夢”応援事業や、公民連携を

加速させるOSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE

の実施など、新たな取組みにも挑戦しています。他

にも、市町村ライブチャンネルの配信など、府内市

町村にも取組みが広がっています。包括連携協定

を締結したことで、府が抱える様々な課題をタイム

リーに知り、アプローチすることができるようにな

りました。また同時に、府内市町村や、つながりの

ある企業・団体、キーパーソンなど、同じ思いを持つ

人たちと繋がることができ、活動の幅が大きく広が

りました。これからも大阪でできることを一緒に考

え、実践することで、win-winの関係を継続してい

きたいと思います。公民戦略連携デスクと繋がるこ

とで、今までできなかった日本初、世界初の取組み

を、大阪から築くことができると確信しています。

●  F.C. 大阪　取締役副社長

日本初、世界初の取組みを、ここ大阪で築き、発信していく。

近藤 祐輔さん

17



企業・大学が発行する情報誌への府政情報の掲載、

大阪府が発行する府政だよりやリーフレットの企業

店舗での配架、大阪府施策とのコラボレーションポス

ターの掲示など、各企業・大学のもつ情報発信ツール

やネットワークを活用し、府政のPRを進めています。

また、企業にとっても、伝えたいメッセージに公共性が

付加されることによって、新たな顧客へのアプローチに

つながる可能性があります。それぞれの強みを掛け合

わせることで、広報力が強化されていく、そういった

連携をめざして取り組んでいます。

府内に多くの店舗や取引先を持っている連携企業の

協力は府政のPRにはなくてはならないものとなって

います。府民が多く訪れるスーパーや販売店には、府政

に関するポスターの掲示やリーフレットの配架協力を

していただいています。また、企業のもつ店舗内外の

デジタルサイネージや大学キャンパスに設置された

モニターを活用した府政情報の放映、高速バスの車内

モニターへの情報掲載、さらに、ATM画面で周知・

啓発など、訪れた人が自然と目にできるような府政の

PRに取り組んでいます。

企業が配信・放送するインターネットテレビやSNS、ラジオ

などの音声メディアを活用して、府政や府内市町村の

施策情報やイベント、まちの魅力を国内外に発信してい

ます。加えて、企業のもつアプリやネットワークシステムを

活用した情報発信も行っています。また、スマートフォン

の普及にともない、急速に若年層にも広まったSNS上

での情報受発信は手軽に利用することができる反面、

情報のコントロールが課題となっています。そのため

SNS運営会社と連携した情報リテラシーや効果的な発

信のためのセミナーも開催しています。

企業・大学が主催するさまざまなイベントにおいて、大阪

産（もん）の出展や府民の健康増進、環境保全の啓発な

どを行ってきました。さらに広報担当副知事もずやんが

ステージでPRするなど、公民が一体となってイベントを

盛り上げます。新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、多くの人が集まり、密となるイベント等の開催は

なくなりましたが、インターネットを活用したオンライン

イベントなど、場所にとらわれず、多くの人が参加できる

というメリットを生かした府政PRにも取り組んでいます。

誌面等を活用した府政のPR

連携事例 1

店舗やサイネージでの府政のPR

連携事例 3

インターネットやマスメディアを
活用した府政のPR

連携事例 2

イベントでの府政のPR

連携事例 4
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医療

福祉

教育

-----

市町村

［ 各部局 ］

支援

ニーズ

支援

府民 公民戦略
連携デスク

大阪府

ネットワーク
企業

※使用イメージ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止への取組みにも、公民連携のネットワークで多くの支援をいただきました。

その支援の数は令和2年度の上半期で、約150件に及びました。

ここでは、そのほんの一例をご紹介いたします。

Withコロナ

初めて緊急事態宣言が発出された際、マスク
や消毒液等の品薄状態が続きました。多く
の方が不安を抱える中、その時期にも、医療
用マスク（N95）や、手指消毒液をはじめ、
軽症者向けホテルへの衛生用品や飲料
等、各企業の強みや企業活動を通じ、現場
のニーズに直結した支援をスピーディに
行うことができました。これらの、物品等に
よる支援内容は多岐にわたり、医療に従事
する方や、福祉施設や学校関係者等、さま
ざまな方の支えとなっています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する大阪府の取組み
を、より早く、広く周知するために、各企業の協力は不可欠です。
中でも、全国に先駆けてスタートした大阪コロナ追跡システムや
感染防止宣言ステッカーの広報周知では、その導入・利用促進に
おいて、大きな効果を発揮しました。具体的には、企業の会員向け
広報誌への掲載や店舗での掲示による利用者への周知、さらに、
対象となる取引先飲食店等へのきめ細やかなシステム導入支援等
が行われています。また、インバウンドによる影響が大きい観光や
飲食業でも企業が主体となって、応援ポスターを制作・掲示する
など、企業の持つネットワークを活かした取組みが広がっています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止や
事業者支援など、大阪府の取組みにご協
力いただきました。例えば、緊急雇用対策
事業を活用した採用制度の導入や、介護
施設に向けた再就職支援事業などへの
協力、さらに、医療及び療養に従事され
るみなさまを支援するために設置された
「新型コロナウイルス助け合い基金」へは、
約36億円（令和2年12月末日時点）の寄附
が集まりました。

物資支援

広報周知の協力大阪府の施策への協力
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より住民に近い市町村での公民連携で、
新たな住民サービスの創出へ

大阪府として、公民連携の取組みをより住民に近い市

町村へ広げるため、好事例の共有や、公民連携イベン

トへの参加呼びかけ、職員研修の支援など、さまざま

な働きかけを行っています。現在府内9市に担当部署

が設置され（令和３年１月）、今後さらに設置の動きも

あります。引き続き公民連携に取組む市町村を支援す

るため、積極的に取組みを進めます。

府内市町村における
公民連携

公民戦略連携デスクを通じて紹介した企業・団体と
様々な連携につながっています。

・阪南市×キリン堂、損保ジャパン
  ➡ 認知症をテーマとしたシンポジウムでのブース出展、広報支援
・門真市×ダイドードリンコ
  ➡ 情報発信ベンダー自動販売機の設置
・富田林市×NTTドコモ、小林製薬、ダイドードリンコ
  ➡ ドリームフェスティバルにおける熱中症予防の啓発
・守口市×ネスレ日本
  ➡ 介護予防カフェ試行協力　　　　　など

・東大阪市×東京海上日動
・八尾市×三井住友海上
・富田林市×CBcloud
・阪南市×大塚製薬　　など

大阪府公民戦略連携デスクでは、平成30年度から、市町村か
ら研修生を受け入れ、公民連携のノウハウを伝えるとともに、市
町村での公民連携の取組みの中心となる人材の育成を支援して
います。また、市町村での職員研修に講師として登壇するなど、
職員の機運の醸成、理解促進にも協力しています。

大阪府との連携を契機に、
市町村との協定締結に積極的な企業が増えています。

（近山） 市では「公民連携」自体なじみのないもので、行政と企業が対
等な関係で課題解決に向けて取り組むという、思いもよらな
かった手法に出会ったという感じでした。

（松本） 企業と接して、社会課題にとても敏感なことやスピード感に驚
かされました。

（岡田） その思いを受け止め、担当部署とコーディネートする。それを専
任部署として取り組んできたからここまで府のネットワークは広
がったのだと実感しています。

（松本） 多くの連携に取り組みましたが、初めて自身が関ったものがカタ
チとなり、商品として並んだ時の気持ちはっきりと憶えています。

（近山） 企業の商品化と府政のPRのコラボ例だけみても、行政活動
の幅が拡がっているのがわかりますね。

（松本） 企業の地域貢献への関心は高いと感じます。市町村でもその
声をキャッチすることで、新たな手法での社会課題解決へチャ
レンジできると思います。

（岡田） 市町村には、より住民に近いという府にはない強みがあります。
市町村単体ではハードルが高いものでも、府の実績をうまく活
用し、大阪府や他の市町村も巻き込んで連携することで活動
の幅は拡がるのではないでしょうか。

（近山） 地元にも、地域に思い入れを持ってくれている企業はたくさんあ
ります。市に戻ったらそういった方達と一緒に地域を盛り上げて
いきたいです。

（全員） 府で築いたネットワークを財産として、市町村ならではの公民連
携に取り組んでいけたらと思います。

市町村主催イベント等

研修生の受入れ等

市町村での連携協定締結

大阪府での公民連携の研修をふりかえって

市町村での公民連携についての思いは？

公民連携
市町村研修生　
座談会
● 岡田光央／守口市
● 近山伸幸／藤井寺市
● 松本　慶／田尻町
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企業インタビュー （特集）

山本 章代さん

●  大阪いずみ市民生活協同組合
  機関運営部
  部長

地域力と府政課題が共鳴することで、
真に豊かな生活を創出していく。

大阪府との包括連携協定締結から４年になります。社会課題となってい
る人口減少、少子高齢化、地域の人間関係の希薄化に対して、「放課後
子ども教室」への参画や「子ども食堂」の支援、府民の健康維持・増進に
向けたさまざまな啓発活動など、多岐にわたる取組みを行っています。ま
た、大阪府で生まれた赤ちゃんに乳児家庭向け商品等を詰め合わせた
プレゼントBOX「はじまるばこ」を贈る取組みは、コロナ禍だからこそ変

わらずお届けしたいという思いで、協定締結時から現在まで途切れるこ
となく続けています。大阪府の新型コロナウイルス助け合い基金が創設
された際には、短期間で組合員から多くの募金が集まりました。この1年
は思うように活動ができないこともありましたが、これら１つ１つは大阪
府の広域における課題解決へのミッションと、私たちが日々実践してい
る地域密着の活動が、お互いに共鳴し合い、相乗効果による協働により
実現できたのだと思います。公民戦略連携デスクは、私たちの「できるこ
と」「やるべきこと」を引き出し、各部局間のネットワーク、体制づくりへ
とつなげていき、新しい提案を投げかけてくれます。公民の共通課題の
解決をめざす「創発ダイアログ」、大阪府と企業・大学が連携し、働き方
改革や健康経営等に関する課題解決に取り組む「Well-Being OSAKA 
Lab」では、公と民１対1の協働の枠を超え、民と民が直接つながること
ができるプラットフォームを創出。これまでも数社との協働が実現し、確
かな手ごたえを感じています。今後さらに大阪が一つになって、さまざま
な課題解決に向かっていくことで、府民に寄り添った、真に豊かな生活
をお届けできるのではないかと確信しています。

岩田 和子さん

●  小林製薬 グループ統括本社
  広報・IR 部　担当課長

大阪府にとっての“あったらいいな”を
カタチにしたい。

公民戦略連携デスクとの出会いは平成28年。お電話をいただき、何か
連携ができないか、と考え始めました。初めに実現したのは、「働く女性
の健康」について。女性の就業や職場定着を進める大阪府と、「命の母」
「フェミニーナ」など、女性の悩みに寄り添う製品を提供することで、女
性の健康を応援している小林製薬。双方のニーズが合致し、大阪府の働
く女性向け健康セミナーに小林製薬の社員が講師として参加しました。

次に手掛けたのは「歯の健康」について。大阪府が進める歯科口腔
保健の推進に賛同し、「糸ようじ」の協賛や、歯みがきや歯間清掃セミナー
の開催、連携したポスターの制作が実現しました。そして令和2年度。在
阪企業として、コロナを乗り越えるために何ができるかと原点に立ち返
り、手探りの中、医療現場への支援に着手しました。いつも企画段階か
ら公民戦略連携デスクの方 と々一緒に進めるのですが、私たちの事業
方針や強みを上手く引き出し、課題解決のプランへと導く。その柔軟さと
スピード感にはいつも驚かされます。こちらも「絶対に手を抜けない」と
モチベーションが上がり、相乗効果による提案がどんどん生まれていき
ます。公民が連携して、新しい価値を作り出すことができるとは思っても
いませんでした。小林製薬はコーポレート・ブランドスローガン「“あった
らいいな”をカタチにする」を念頭に、常にお客様のお困りごとに目を
向け、解決するためのアイデアを考え、新製品を提供し続けています。
包括連携協定というパートナーシップを軸に、大阪・社会の課題が何か、
という点に目を向け、「大阪府にとっての“あったらいいな”」を大阪府の
皆様と共に考え、その解決に寄与していければと考えています。

東谷 次郎さん

●  ソフトバンク 
  スマートシティ事業開発部
  公共事業推進室　担当部長

積み上げてきた「知見」を、
大阪のスマートシティ化に活用する。

大阪府では「スマートシティ戦略部」を立ち上げ、住民の生活の質
（QoL）向上をめざし、先端技術を活用した住民サービスの向上、地域
の交通課題解決など、スマートシティ化への本格的な施策に着手されま
した。ソフトバンク株式会社、MONET Technologies株式会社は、
大阪府との包括連携協定を軸に、公民が一体となって、大阪のスマート
シティ化実現に向けて、さまざまな取組みを実践していきます。行政の

ICT化を推進させるための技術や人的サポートのほか、2020年の10月
には民間事業者が、５Gをはじめとする先端技術を体験したり、検証
したりできる施設（5G XLAB OSAKA）を大阪産業局等と共同で開設
するなど、我々の有する最新技術、ノウハウを提供することで産業振興
の促進を図っています。さらに、子どもたちの機会創出として「プログラ
ミング教室」や、府立学校での「出前授業」の実施など、次世代へのテクノ
ロジー教育を進めていきます。ソフトバンクは、2020年に本社を「竹芝
地区開発計画」のスマートビルへ移転。竹芝地区では、最先端のテクノ
ロジーを「まち全体」で活用するスマートシティの実現を目指します。
集積された検証事例や知見を大阪府の構想に取り入れていただくこと
も大切な役割だと考えています。スマートシティ化には、幾多のステーク
ホルダーがビジョンを共有し、連動するための「しくみづくり」が重要と
なります。公民戦略連携デスクは、全国でも稀有な行政セクション。
庁内の各部局、基礎自治体、企業間とのネットワークをワンストップで
つなぎ、迅速かつ丁寧にマネジメントしてくれます。今後、ますます進化する
大阪に貢献していくための、とても大切なパートナーだと思っています。
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小野寺 弘幸さん

●  ユー・エス・ジェイ
  エクスターナル・アフェアーズ部 
  シニアマネージャー

エンターテイメントの力を通し大阪から
世界中の方々を超元気にしていきたい。

ユー・エス・ジェイが運営するユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、世界
中の人々が大阪に訪れる際の玄関、あるいは拠点としての役割を担って
います。パークを楽しみ、周辺地域と触れ合い、大阪を中心とした関西
圏を体感する。そのすべてを提供し、満足していただくことが大切なミッ
ション。大阪府との包括連携協定の締結を契機とし、さまざまな分野で大
阪府と協働での取組みを推進できると確信しています。例えば昨年には、

外国人パフォーマーたちの実演を通して英語の日常会話が学べるDVD
教材を府内全公立小中学校および府立支援学校に寄贈。パーク内で
は、パークコンシェルジュとの会話を通じて英語を身近に感じても
らう企画を始めるなど、子どもたちの英語教育を支援しています。また、
「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」に賛同し、パーク内で回収したペット
ボトル等のプラスチック製品のリサイクルなど、プラスチックごみ削減に
向けた活動を実施。さらに今後は、当社が持つ、観光マーケティングの
ノウハウや資源等を活用し、2025年万博開催を視野に入れた、都市の
魅力アップや効果的なプロモーション、グローバル人材の育成など、
国際都市大阪の創出に協力していきます。ユー・エス・ジェイでは、2021
年に20周年を迎えるにあたり、新たなコーポレートスローガンとして
「NO LIMIT !」を掲げました。限界のないチャレンジで世界中の方々を
超元気にしていきたい。公民戦略連携デスクとのパートナーシップは、今後
ますます重要な鍵となることは間違いありません。想いを共有し、アイデア
を出し合い、プランを練り上げていく。そうして、「超元気な大阪」「チャ
レンジする大阪」の実現を目指し、共に歩んでいきたいと考えています。

岡安 浩伸さん

●  日産大阪販売
  営業本部 販売促進部・サービス部統括
  理事

府民の「安全安心」を守り、
地域の人たちと一緒に行政課題に取り組む。

日産大阪販売は、2010 年に日産プリンスと大阪日産自動車を合併して
設立に至りました。10 周年の節目を迎える2020 年に大阪府との包括
連携協定を締結する運びとなったことは、たいへん意義深いことである
と認識しています。公民連携の取組みとしては、当社の強みを最大限に
活かし、災害時における電気自動車、パワームーバー（可搬型給電器）を
府内市町村の避難所等へ貸与し電力供給の協力を行います。さらに、

災害派遣福祉チームに車両を貸与することで、各被災地への移動等の
活動を支援します。日産大阪販売は、府内に101の店舗を持つ地域
密着型の企業。お客様である地域住民の方 と々の信頼関係を築き上げ、
一人ひとりの声を聞き、ご提案を重ね、お互いが共感し合えるコミュニ
ケーションを何よりも大切にしています。環境をはじめ、教育や医療、福祉
など、多岐にわたる社会問題は、お客様にとっても重大な関心事です。
当社では、新車販売店舗にて府政をPRする告知ボードの設置、また、
毎月4～ 5万人の顧客に向けたDMを活用するなど、大阪府が行政
課題の解決へと向うプロセスを伝えていきます。これらをスタートアップ
とし、日産大阪販売の次なる10 年は、住民の方々、行政、企業が一体
となった地域づくりに取り組んでいきたいと考えています。そのような
ビジョンを掲げることができるのは、公民戦略連携デスクという強力な
パートナーに支えられているから。ネットワークや体制づくりを柔軟かつ
スピーディーに提案していただき、一緒になって実現へと推進していく
ことができる。今後も、お互いの「力」を束ねていきながら、地域愛に
溢れる大阪を生み出していきたいと思っています。

近久 啓太さん

●  大和ハウス工業
  サスティナビリティ企画部
  部長

地域づくりを通じて、
「強く新しい大阪」の実現を目指す。

大和ハウス工業では、当社が高度経済成長期に手掛けた住宅団地
などの再活性化にむけてさまざまな取組みを行っています。当初は
にぎわっていた住宅団地も開発から50年が経過し、高齢化の進展に
よるコミュニティの希薄化などさまざまな課題に直面しています。当社
では、あらゆる世代がいきいきと暮らせる地域社会の実現を目指し、
産官学民の連携によるプラットフォームを形成し、地域の住民が自由に

意見やアイデアを出しあいみんなで取り組んでいく「対話型のコミュニ
ティづくり」を推進しています。包括連携協定締結後は、ZEH、ZEB
などの再生可能エネルギーの普及支援や「おおさかプラスチックごみ
ゼロ宣言」への参画といった環境分野だけでなく府立工科高校での
建築に関する課題解決型授業、府内中学でのキャリア教育の実施など
の次世代の人財育成を見据えた教育分野についても大阪府と協働を
スタートさせました。大阪は大和ハウス工業の創業地です。大阪府が
抱える行政課題の解決は、当社にとっても一丁目一番地のミッション
であると考えています。公民戦略連携デスクは、私たちの想いと熱意
をしっかりと受け止め、実装可能なアクションプランへと落とし込んで
くれる画期的なセクションだと認識しています。民間企業、あるいは
行政だけでは困難な課題であったとしても、ビジョンを共有し、互い
の強みを発揮させ一体となれば解決へと向かっていくことができる。
今後は、私たちが実践している地域づくりの知見やノウハウを行政
サービスにも活用していただき、人々の暮らしの中に根差した「新しい
大阪」を共創していきたいと考えています。
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企業・大阪府・市町村が連携し社会課題の解決に取り組む公民連携プラットフォーム

企業・大学

大阪府 市町村

国内外への魅力の発信

地域課題の解決

未来へ向けたチャレンジ

企業との包括連携協定に基づく
大阪府及び府内43市町村の
オール大阪の公民連携プラットフォーム

〈具体的な取組み〉

・魅力発信
（大阪府・市町村チャンネル、HP、SNS）
・OSAKA MEIKAN NEWS
・OSAKA MEIKAN イノベーション
・“OSAKA子どもの夢”応援事業
・OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE

OSAKA MEIKAN公民連携による社会課題解決、企業価値の向上、府民

生活の質（QoL）の向上等に取組むプロジェクトです。

大阪府及び、府内43市町村の「ひと・もの・こと」の

情報を「オール大阪」で発信する情報発信や、未来を担

う子どもたちに対する成功体験機会の創出、さらにス

タートアップ企業の強みを活かした地域課題の解決な

どに取り組んでいます。

このようなさまざまな取組みに常にチャレンジし続ける

ことで、世界の共通目標であるSDGsの推進に向け

取り組んでいます。

大阪府では、企業・大学や市町村と連携した新たな広報の取組みを

進めており、動画配信やSNS(Twitter、Instagram、Facebook)、ボイス

メディアによる「OSAKA MEIKAN Voice ch.」、インターネットテレ

ビ番組「大阪府チャンネル」など、多様なツールを積極的に活用し、府民

にわかりやすい情報発信を行っています。

府内市町村にも、オリジナルコンテンツを発信する「とんテレ(富田林市)」

「阪南TV(阪南市)」「はなさくLIVE東大阪（東大阪市）」など、新たな取

組みが広がっています。さらに、さまざまな分野で活躍するトップランナーを

ゲストに迎え、気になる話題を掘り下げる「OSAKA MEIKANイノベー

ション」も府内市町村で開催を重ねています。

OSAKA  ME I KAN

魅力発信事業

こちらのQRコードから
OSAKA MEIKANのホームページに

アクセスできます。
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ニュース専用サイト「OSAKA MEIKAN NEWS」では、公民連携の事例や府政情報、府内43市町村の取組

みを広く発信することをめざし、大手民間ニュースメディアとのメディア連携を積極的に進めるなど、さらなる

発信力の強化を図っています。

民間メディアと連携することで、府内外の幅広い層にアプローチができ、連携企業にとっても新たな公民連携

の取組みにつながるなど、メディア活用による公民連携を促進し、府民・企業・行政の三方良しを実現します。

OSAKA MEIKAN NEWS

本事業は、将来を担う子どもたちの成功体験の機会創出や、「やり抜く力」「困難に立ち向かう強い心」を

育むことを目的に取り組んでいます。初年度の2020年度は、2021年1月17日（日）に、「オンラインで同時に

おにぎりを作った最多人数」の世界記録に挑戦しました。当日は1,022人が参加し、見事985人の新記録が

認定されました。2025年大阪・関西万博に向けて、毎年さまざまなテーマで世界記録に挑戦します。

“OSAKA 子どもの夢” 応援事業

自治体が抱える社会課題に対してスタートアップ・ベンチャー企業等が事業提案し、公民戦略連携デスクが

公民連携アクセラレーターとして、その課題解決に繋げることを目的に実施し、第1回目は、府内外から13社に

よる具体的な事業提案がなされました。

公民戦略連携デスクがこれまで培った公民連携のノウハウと、府内市町村とのつながりを活かし、企業からの

提案をアイディアで終わらせることなく、地域課題（実証フィールド）に繋げ、課題の解決を目指します。

OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE
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企業Ａ 企業B

大学 行政

創発ダイアログ
多様な参加者が主体となり、

課題解決をはかる

企業・大学と大阪府が1対1で実施

子どもの
貧困

スマート
シティ

etc..

障がい者
雇用

環境健康

包括連携協定 事業連携協定

Well-Being OSAKA Lab
企業・大学・行政機関が共通で有する課題・テーマに

連携してアプローチ

複数の企業・大学

1つの企業・大学

大阪全体（企業・大学・府民）

今までの取組み：企業・大学と大阪府が１対１で実施

共通の課題・テーマ

企業

健康経営 働き方改革 ダイバーシティ

大学 行政機関

子どもの
貧困

©TAGAYASU

多様な参加者（公・民）の対話により府政課題の解決を図る

大阪府では、公民連携で解決すべき行政課題・社会課題をテーマに設定

し、多様な参加者（公・民）による対話からさまざまなアイデアを創出する

仕組み、「創発ダイアログ（※）」の取組みを進めています。これまでの府と

企業・大学の１対１の関係の枠を出て、多様な参加者（公・民）による対話

から、行政と複数企業等、さらには企業同士といった連携により、新た

な取組みが生まれる契機となることを目指しています。これまで、「健康」

や「子どもの貧困」、「環境」などの府政の重要課題をテーマに「創発ダイ

アログ」を実施。参加企業等の横の繋がりも作りながら、相互に気付き

を得るなど、新たな取組みを生み出しています。今後も、企業や大学のみ

なさまとともに課題解決を目指して取組みを進めていきます。

※「創発」…複数の関わりから新しいものを形成する、 「 ダイアログ」…対話する

創発ダイアログ

大阪から「働き方改革」「健康経営」の機運を醸成
2025年大阪・関西万博に向けて”Well-Being OSAKA”を目指す

大阪府と企業・大学が連携し、働き方改革や健康経営等をテーマとした

公民連携の組織「Well-Being OSAKA Lab（うぇるびーんぐ おおさか 

らぼ）」を2018年3月に立ち上げました。このラボの目的は、大企業や

中小企業、大学、そして行政機関が、その枠組みを超えて、働き方改革

や健康経営など、各社共通のテーマについての情報を共有・発信し、大

阪からその機運醸成を図ることです。具体的には、ホームページでの情

報発信をはじめ、対話を通じ課題解決を目指す「ダイアログ」、情報共有

のための「セミナー」などの取組みを進めてきました。今後は、企業・大学

のノウハウや発信力を活かし、本組織を通じて、大阪の活力を牽引し、

2025年大阪・関西万博への大きな推進役の一つとなるとともに、

“Well-Being OSAKA”を実現していきたいと考えています。

Well‐Being OSAKA Lab
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新しい大阪の価値・魅力づくり

大阪府
企業

大阪観光局
環境農林水産総合研究所
なにわ名物開発研究会

ノウハウをもつ企業・団体

まちの資源
課題
歴史
文化
行事
伝統
観光
教育
福祉
環境
景観

活用

掘り起こし
発見

相談

・セミナー
・パートナー
   企業の紹介
・販路

事業者
農業生産者
商店街

まちづくり団体
学校（学生）
NPO
その他

OSAKA もの・ことづくりラボ

マーケティング／デザイン／
まちづくり／ファイナンス・・・

モノ コト

関係
団体

関係
企業

市民
顧客
・
府民

市町村企業 大阪府

新たなサービスの創出ネットワークの拡大 公民連携の機運の醸成

公民連携フォーラム

年に一度の一大交流会を通じ、今後の公民連携のさらなる推進をめざす

企業・大学のワンストップ窓口として平成２７年４月から活動を開

始した「公民戦略連携デスク」は、これまで双方がwin-winとなる

連携を進めてきました。これまで積み重ねてきた連携の取組みや

その成果、また、今後の展望について、公民連携に関心のある

企業・大学や市町村、さらに各関係団体の皆様と共有し、さらな

る公民連携の推進につなげていくため、「公民連携フォーラム」を

開催しています。本フォーラムには、企業や市町村、関係団体か

ら多彩なスピーカーを招き、それぞれの視点から公民連携につい

てお話しいただくなど、1年間の総括として、そして今後の公民連

携の機運醸成として多くの方にご参加いただいています。

公民連携フォーラム

SDGｓの推進に向け、
大阪の魅力的な地域資源から新たなもの・ことを生み出す

大阪府と企業が連携して、SDGｓの推進に向け、大阪の魅力的

な地域資源を活用し、社会課題の解決を目指して、大阪の新た

なもの・こと（サービス）等を生み出すため、「OSAKAもの・こと

づくりラボ」を立ち上げて、取組みを進めています。株式会社

バンタンと連携した若い学生の力を活用した大阪のシンボル（新

しいお土産）づくりでは、コンテストを開催し、入選した提案は、

商品化にもつながっています。社会課題の解決に向けた学生の

新しいアイディアが企業にも認められ、もの・ことづくり発の「カ

タチ」となりました。他にもネットワークを拡大するため、オー

プンフォーラムやワークショップなども開催。今後も、大阪の更な

る活性化に向け取組みを進めていきます。

OSAKA もの・ことづくりラボ
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（財務部行政経営課内）

弊府との連携について、ご相談、ご提案等がありましたら、

お気軽に当デスクまでお問い合わせください。

令和3年2月発行
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