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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。

専任のデスク員が、企業・大学に積極的に出向き、直接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

［ 公 民 連 携 に よ る 取 組 み の 事 例 ］
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企業と行政の共通課題をつなげ、
win-win の連携を実現していく。

公民戦略連携デスク

大阪府は、府庁という組織の中だけで物事を考えるのではなく、企業・大学のみなさまと手を携え、

様々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、様々な企業・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。

この小冊子では、その一部を紹介させていただくとともに、これまでご協力くださいました企業・

大学や府民の方々の声を掲載させていただいております。

今、あらゆる主体によるSDGｓの達成に向けた活動の重要性が高まっています。2025年大阪・

関西万博のその先の将来を見据え、「誰一人取り残さない持続可能な世界」の実現に向け、

私たちは様々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」に取り組んでいきます。

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、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。
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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

府庁の幅広い業務との連携

府と企業・大学との連携
◯デスク設置後◯デスク設置前

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

防災
防犯

府は広域行政体として、さまざまな分野を所掌

◯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

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

公民戦略連携デスクが、部局横断型のワンストップ窓口となり、
各企業・大学からのご相談・庁内からの提案のマッチングを図ります。

A 社

B 社

C 社

D 社

商工労働部

府 庁 企 業

都市整備部

福祉部

教育庁
教育等

産業雇用等

福祉等

インフラ等

府 庁 企 業

公民戦略
連携デスク

商工労働部

都市整備部

福祉部

教育庁 A 社

B 社

C 社

D 社
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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

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

公民戦略連携デスクが対応

各部局が対応

［ 行政の強み ］ ［ 企業の強み ］

デスクのミッション

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

「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。

公 民

「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。

府と企業が連携し、府内市町村の「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愛鑑の取

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 愛鑑 OSAKA もの・ことづくりラボ

創発ダイアログ

めいかん
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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

～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。

人口減少、少子高齢化が進む中、行政、企業・大学が共通の社会課題を抱えて

いるにもかかわらず、お互いが交わることなく、課題の解決に苦労しているケースが少

なくありません。また、行政に各部局間を連携させる体制が整備されていないために、

企業・大学の方々から「行政と連携したくても、どこに提案したら良いかがわからない」

「提案の返事に時間が掛かる」という声をよく聞きました。このようなニーズに対応する

ために「部局横断型のワンストップ窓口」として設置されたセクションが公民戦略連携

デスクです。企業・大学からの提案をしっかりとキャッチし、府庁内の各部局とのマッ

チングを行うだけでなく、庁内からの提案を企業につなげ、施策の効果を高めていく

ことを目的としています。

企業・大学にとってはビジネスチャンスの開拓、府庁にとっては施策効果の向上とい

う「win-win」の関係を築いていくことが、公と民の連携を広く、深く、継続的にす

るための重要なポイントだと捉えています。私たちが目指していることは、企業・大学

のメリットをしっかりと見据えて、ビジネスにつなげていくための「仕組みづくり」。企業

が事業成果を上げていくことによって、大阪の経済が活性化し、社会的課題の解

決に向けて、公と民がさらに力を注いでいくことができる。そうした「循環」を生み出

していくことが大切です。これまで、さまざまな企業・大学の方 と々の「対話」を心掛

けてきました。直接お会いして話を重ねていくことによって、企業・大学における社会

貢献への姿勢、地域活動においての課題点を理解することができます。このような

対話が公民連携の第一歩となり、具体的なアプローチにつながっていくと確信して

います。大阪府は、福祉や健康・医療、雇用、環境、教育など多くの施策分野を

所管しており、さまざまな業種・業態の企業と連携することができます。双方の積極

的な対話を通じて、あらゆる角度から可能性を導き出し、新たな取組みを進めていき

たいと考えています。

公民連携を進めれば、府民のみなさまに、より豊かで、きめ細かなサービスを提供

することができます。これまで蓄積してきた企業・大学、市町村とのネットワークや

ノウハウを活用し、従来の一企業との連携にとどまらず、行政と複数の企業や企業同士

の連携を深め、さらにスケールアップしたネットワークづくりを目指します。そのひとつの

形が、創発ダイアログであり、そこから生まれたものがWell-Being OSAKA Labです。

今後も複数主体による対話や情報の共有を通じてさまざまなアイデアを創出し、

新たな連携の実現を目指していきます。

多様化する社会的課題の解決に向けて。

対話によって生み出される「新しい仕組みづくり」。

企業と行政の共通課題をつなげ、
win-win の連携を実現していく。

スケールアップしたネットワークの構築を目指す。

公民戦略連携デスク
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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

フリーペーパーやSNSを
活用して子育て中の親世代に
必要な情報を効果的に発信

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

大阪府では、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を進め

ています。「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様々

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

新たな取組みがはじまっています。例えば、子どもたちに様々な経験の機会を

提供する「放課後子ども教室」や「えほんのひろば」の開催、トップアスリート

やアーティストとの触れ合い、乳児家庭を応援する「はじまるばこ」、子どもの

食事や居場所を提供する「子ども食堂への支援」、フリーペーパー「まみたん」

やSNSを活用した情報発信、子どもたちに将来の働く姿を伝える「就労体験」など

の取組みがあります。これらの取組みが、次世代を担う子どもたちの夢や希望を育み、

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
次世代を担う子どもたちの夢や希望を育む環境づくり

関西ぱどでは「地域の生活者に支持され続ける存在」

を目指して、地域密着型フリーペーパーの発行をはじめ、

地域活性化に向けてのプロモーションやイベントの

企画運営、生活者と企業をマッチングさせた地域の課題

解決事業を行っています。大阪府と包括連携協定を

締結することによって、私たちが地域の方々に果たす

べき役割の幅が広がり、より深く地域に根ざした事業

を展開できるようになったと実感しています。信頼できる

確かなパートナーとして「大阪府」と一緒になって推進

することで、生活者や企業への安心感につながって

います。また、地域密着での活動において欠かせな

い各自治体、各部局との調整業務や体制づくりを

ワンストップで対応していただけるので、新しい提案

や企画がスピーディに実現していきます。公民戦略

連携デスクとは、当社が発行する子育て支援情報誌

「まみたん」を軸に、子育てに関する施策の広報や啓

発活動、それにともなうイベントやセミナーの開催など

を協働でおこなっています。私たちが積み上げてきた、

地域に根ざした活動成果や情報ネットワークを理解

した上で、しっかりと行政課題の解決法へと導いて

いただける、まさにwin-winの関係。お互いに新しい

アイデアを思いついたら、すぐにテーブルに乗せ、一緒

にプランニングを進めていくというスタイルです。今後は、

さらに連携を強固なものにし、さまざまな課題解決に

取組んでいくプロセスを通じて、府民、行政、企業が一体

となり、地域のお母さんたちを、しっかりとサポートして

いくことができる「情報インフラ」を確立していきたい

と考えています。

柴田 寿江さん●  関西ぱど FC 推進部 まみたん編集長

行政とのチームワークで、より地域に密着した子育て支援を進めていきたい。
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ET-KING(BARIKI)/ NTTドコモ/FC大阪/大阪地区トヨタ各社/積水
ハウス/明治安田生命/ユー・エス・ジェイ/リコージャパン/他

「放課後子ども教室」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」

「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を提供しています。

企業のもつチームの公式戦観戦や選手によるスポーツ教室、音楽グループの

ライブなどに子どもたちを無料招待する取組みです。子どもたちにとって、迫力

のあるスポーツを間近で感じたり、トップアスリートやアーティストと触れ合う体験

は、将来の夢や希望につながる貴重な機会となります。

「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。府内の子ども食堂を運営する団体などに対

する、食材の支援やボランティア派遣などについて、企業・大学と連携して進

めています。また、このような取組みを知ってもらい、支援の輪を拡げていくため

のPR活動を行っています。

放課後子ども教室への参画

スポーツ観戦やライブへの子どもたちの招待

えほんのひろばの開催

子ども食堂等への支援

「えほんのひろば」は、たくさんの絵本などを並べた広場のようなスペースを設け

て、自由に本を読んだり、読み聞かせをする読書イベントです。企業から寄贈し

ていただいた絵本約450冊・展示用の面展台等を活用して、商業施設など

で開催しています。

いずみ市民生協/ANA/NTTドコモ/FC大阪/OSGコミュニケーショ
ンズ /カゴメ/カプコン/協和キリン/グンゼ/塩野義製薬/上新電機/積水
ハウス/セブン－イレブン・ジャパン/東京海上日動/日産大阪販売/ネス
レ日本/不二製油/ミズノ/ヤクルト/読売新聞/ライオン歯科衛生研究
所/リコージャパン/リーブ21/ロート製薬/他

イオン/大阪大学/近畿大学/サニクリーン近畿/三井不動産/他

あいおいニッセイ同和損保/アサヒビール/いずみ市民生協/ＮＴＴドコモ/
ＦＣ大阪/カゴメ/関西大学/キリン堂/キリンビバレッジ/グンゼ/小林
製薬/上新電機/積水ハウス/損保ジャパン日本興亜/大同生命/ダイドー
ドリンコ/ミズノ/明治安田生命/他

広瀬 邦彦さん●  リコージャパン 販売事業本部  地方自治体センター 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。

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 も々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。今回、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。
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生活習慣の改善
・

疾患予防

府民の「健康」を支援する体制づくり

病気の
早期発見

「がん検診」の
大切さを伝え、
定期的な検診の
促進を図る

健康で
暮らすための
「意識改革」を
進める

適切な食生活
・

適度な運動

府民の「健康寿命の延伸」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

健康状態を
知っておくために
「健康診断」の
受診率を高める

大阪府では、府民の健康寿命の延伸に向けた取組みを進めています。「健康」

には、健康状態を知り生活習慣の改善や疾病の予防につなげる「健康診

断」や、病気の早期発見のための「がん検診」の定期的な受診、バランスの

とれた食生活や適度な運動など継続的な取組みが重要です。こういった

「健康」につながる行動の重要性を伝えたい、健康的な食生活を広めたいと

いう行政側の思いと、府民のみなさんに健康になってほしい、美味しく健康的

な食事を提供した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「健康」に関する情報のきめ細やかな発信、美味しくて健康的な「V.O.S.

メニュー」の開発・提供などに取り組んでいます。また、毎年多くの府民が発

症し、生命に危険を及ぼすこともある熱中症への対策の重要性など、企業と

連携して正しい知識を広めていく活動も進めています。

健 康
地域や企業における健康づくりを推進し、健康寿命を延伸

大阪府は様々な行政課題を抱えており、「健康」に関

する優先度が非常に高い。そこで、生命に危険を及ぼ

すこともある熱中症対策に照準を合わせ、公民連携で

の取組みをスタートさせました。当社は1980年（昭和

55年）に飲む点滴というアイディアからポカリスエット

を開発しました。そして、1991年（平成3年）からは水分

と電解質（イオン）補給による熱中症対策を科学的

根拠に基づいて啓発してきました。今では、熱中症という

言葉は広く認知されるようになりましたが、活動を始めた

当時は熱中症対策の知識やメカニズムを十分理解し

ている人は、まだまだ少ない状態でした。熱中症対策を

民間企業と連携して行っていく、と門戸を開いた大阪府

に対して、私たちは全力で取組みました。大阪府と連携

して熱中症対策の啓発ポスターを制作し、府内の公共

施設や事業所、高等学校、更にはスーパー、ドラックス

トアなど、合計で約1300ヵ所に掲示し、積極的に

情報発信をしました。その他にも、健康寿命の延伸、朝食

欠食の改善、女性の健康などのテーマで、様々な部門

と連携した活動を行なっています。公民戦略連携

デスクは、府庁内での力強い体制づくり、企業とのビジョン

の明確化、加えてスピード感の優れたセクション。当社

の「健康につながる製品しかつくらない」という事業理念

と行政課題を強固に体系化し、協働を深めていけば、

府民の健康向上につながる多様なソリューションが生まれ

ていくのではないかと確信しています。これからも、公民

の枠に捕らわれない、斬新で画期的なしくみづくりや

取組みを実践していきたいと考えています。

赤木 大輔さん●  大塚製薬 ニュートラシューティカルズ事業部 大阪支店 次長（ソーシャルヘルス・リレーション担当）

培った企業ノウハウを活用し、課題解決のしくみづくりを実践する。
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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を製作し、ドラッグストアやスーパーマーケット、高等

学校に設置しています。さらに、路線バスの車内放送や、移動販売車による注意

喚起、各イベントにおける啓発活動など、さまざまなツールを活用し、情報発信に

取り組んでいます。

生命保険会社や損害保険会社などと連携し、「がん検診受診推進員」の養成、

リーフレットの配布など、がん検診・特定健診の受診率向上のための啓発を

行っています。また、企業・大学の持つノウハウやネットワークを活用し、

府民の「健康づくり」に向けた、さまざまな啓発活動を実施しています。

いずみ市民生協/大阪芸術大学/カゴメ/近畿大学/セブン－イレブン・ジャパン/
不二製油/三井不動産/ロート製薬/他

「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。大学と連携したロゴマーク作成、食品関連事業者と連携し

たメニューの企画・販売などに取り組んでいます。また、企業の取引先ネットワー

クを活用し、レストラン事業者などとV.O.S.メニューの企画・提供を進めています。

熱中症対策等の啓発

V.O .S .メニューの開発と普及

府民の健康づくりに関する啓発

歯科口腔ケアの普及

いずみ市民生協/小林製薬/ライオン歯科衛生研究所/立命館大学/他

歯と口の健康は、全身の健康の保持・増進に影響を及ぼします。企業と連携

して、府民に対して正しいブラッシングと歯科清掃具の使い方をテーマに「健口

セミナー」を開催しています。また、子どもたちに企業の出前プログラム「歯と口

の健康」を実施し、歯磨きのポイントや正しい知識を伝えるなど、歯と口の健康

づくりに取り組んでいます。

イオン/いずみ市民生協/NTTドコモ/OSGコーポレーション/大阪トヨ
ペット/大阪バス/大塚製薬/キリンビバレッジ/小林製薬/ダイドードリンコ/
三井不動産/他

あいおいニッセイ同和損保 /いずみ市民生協/ ET-KING(BARIKI)/FC大阪/
大阪大学/大阪バス/Osaka Metro/大塚製薬/関西大学/協和キリン/
キリン堂/近畿大学/グンゼ/小林製薬/住友生命/セブン－イレブン・ジャ
パン/セルビス/損保ジャパン日本興亜/第一生命/大同生命/東京海上日動/
日本生命/ファミリーマート/明治安田生命/ライザップ/LAVA/立命館
大学/他

ご存知のとおり、がんは日本人の死因の第1位。しかし、

定期的にがん検診を受けて、がんを早期に発見し、適

切な治療をすることで生存率を高めることができます。

残念ながら、大阪府のがん検診受診率は全国でも最

低水準のレベルです。大阪府民に「がん検診の大切

さを知っていただきたい」という行政課題に基づいて、

平成29年度より、公民連携によるがん検診の普及活

動を行っています。私たちが提供できる最大の「強み」

は、府内4300人の営業職員ネットワーク。府民の方々

と職員がface to faceで向き合って、しっかりと説明し、

理解を深めていただくということに、たいへん大きな意味

があると捉えています。行政には府民と直接出会える

機会に限界があります。そこに、当社ネットワークを

活用していただくことのメリットがあり、一方、職員も

「大阪府のために力を発揮できる」という誇りを持って

活動することができます。まさにwin-winの関係ですね。

「健康になる」ということに即効性のある手段はなく、

日々の生活の中で少しずつ実感されていくものです。

そのためには、継続的に実践を重ね、着実に成果を

出していくことが重要だと考えています。「本社創業の地、

大阪」は、日本生命にとってのアイデンティティであり、

特別な想いの詰まった場所です。大阪が元気になると

いうことは、私たちの原動力にもつながっていきます。

包括連携協定という、とても有意義な体制を設けて

いただいているので、日本生命ができること、大阪府がで

きることを、しっかりと見据え、双方のビジョンを明

確にし、一体となって課題解決に取組んでいきたい

と思います。

天野 哲至さん●  日本生命 近畿営業本部 担当課長

府民の方々としっかり向かい合い、「健康」の大切さを伝えていく。
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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、経営基盤強化、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、様々な中小企業振興に取り

組んでいます。近年では、大阪産業を支えてきた中小企業のものづくりの基盤を

活かし、ロボット、IoTなどを活用した、あらゆる産業分野での生産性向上やイノベー

ションの創出に向けた環境整備なども進めています。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を進めて

います。中でも、OSAKAしごとフィールドでは働きたいと思っているすべての人を

サポートしており、例えば、企業の「障がい者など多様な人材に働いてほしい」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、障がい者や女性、

高齢者など、一定の支援が必要な方の就業支援を積極的に行っています。

産 業・雇 用
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

田中 啓介さん●  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。

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年の

商用化を目指している「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、社会の様々なシーンに

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。
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ANA/川村義肢/カゴメ/関西ペイント/キリン堂/塩野義製薬/セブン－
イレブン・ジャパン/D＆I/東京海上ビジネスサポート/ミズノ/リコージャ
パン/ローソン/他

ＡＮＡ/味の素/大阪大学/大塚製薬/カゴメ/関西ぱど/協和キリン/キリン
ビバレッジ/グンゼ/小林製薬/住友生命/セブン－イレブン・ジャパン/
第一生命/東京海上日動/日本生命/ぷちでガチ！育休MBA/明治安田生命/
ヤフー/リコージャパン/他

あいおいニッセイ同和損保/エイチ・アイ・エス/ＮＴＴドコモ/大阪信用金庫/
大阪大学/関西大学/関西ぱど/関西みらい銀行/近畿大学/住友生命/
積水ハウス/ソフトバンク/損保ジャパン日本興亜/第一生命/大同生命/
東京海上日動/日本生命/不二製油/三井住友海上/明治安田生命/
りそな銀行/他

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ています。

中小企業の資金・経営・技術・人材面にわたる総合的なサポートを行うため、

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やビジネスマッチングイベントの開催、IoTなどの

次世代技術に関する技術的助言やセミナーへの講師派遣を行っています。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。

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。就労に役立

つ内容に加え、女性の活躍を応援するための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。

セブン－イレブン・ジャパン/他

高年齢者の新たな職域拡大に向けて、企業の仕事内容を紹介する説明会や、

企業面接会などの就職イベントを実施しています。また、平成28年度からは、

OSAKAしごとフィールド内に開設された「シニア就業促進センター（※）」と連

携し取組みを推進しています。

シニア雇用の促進

障がい者の雇用・活躍促進 女性活躍の促進

中小企業振興

（※福祉施設で作られた製品）

（※運営：大阪府高年齢者就業機会確保地域連携協議会）

大阪府との包括連携協定では、雇用促進における行政

課題を主軸に協働を進めています。その一環として、平成

29年から知的障がいの方々への就労支援活動をスター

トさせました。身体障がいの方は当社プログラムに基づ

いて、着実に雇用へとつながっていますが、知的障がい

の方の雇用に関しては、今回の取組みが初めてのケース

となります。以前より「知的障がいの方でもコンビニで働

くことが可能ではないか」「当社の戦力になっていただけ

るのではないか」といった可能性の検討をしていたところ、

公民戦略連携デスクに府立支援学校とのマッチングを

していただき、双方の課題点や目標を共有するプロセス

を重ね、実現へと至りました。学校の先生や保護者の方々

に理解していただくためには、企業のアプローチだけで

は難しい面も多いのですが、やはり、行政側に体制が

整っているということで安心感が生まれます。行政課題と

企業ミッションを、このようにしっかりとコーディネイトで

きるセクションは、他の自治体には例がないと思います。研

修の実施は、当社の施設を活用し、ユニフォーム姿でレジ打

ちなどの業務を体験していただきました。最初は、とまどっ

ていたようですが、徐々に「できるんだ！」という自信につな

がっていき、なによりも、先生方の安心されている様子が印

象的でした。これを機に、店舗で働いていただく方の採用

も決まり、とても強い手応えを感じています。現在のような変

化の時代では、雇用のあり方をはじめ、商品やサービス、

流通チャネルなど、ますます多様化していくことになるで

しょう。その中でも「地域」は、重要なキーワードですね。さら

に大阪府との連携を深めていきながら、さまざまな地域課

題の解決に向けて、ともに歩んでいきたいと考えています。

行政課題と企業ミッションをつないで、新しい価値創造を確立していく。

藤本 圭子さん●  セブンーイレブン・ジャパン 取締役 常務執行役員 ダイバーシティ推進部長



11

交通安全防犯防災

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

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

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

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

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

府民の「安全・安心」につながる取組み

大阪府 企業

大阪府では、府民の「安全・安心」につながる取組みとして、防災、防犯、

交通安全などの取組みを進めています。「防災」については、南海トラフ地震

など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」「共

助」を進めるため、企業と連携して880万人訓練など大規模訓練の実施や、

防災情報メールの登録、個人備蓄の推進などの啓発を進めています。「防犯」

については、特殊詐欺・消費者被害の防止に向け、企業と連携した声掛け、

見守り運動、子どもの犯罪被害防止に向けた企業内研修など、普及啓発に

取り組んでいます。「交通安全」については、誰もが安全で安心できる交通環

境の整備を目指し、保険会社や自転車販売事業者と連携して自転車の適正

な利用と自転車保険への加入義務化を普及する取組みや、自動車メーカー

と連携した夜間の交通事故防止につながる「反射材の普及」を進めていま

す。このように、地域で活動する企業と連携することで、安全・安心なまち

づくりを目指します。

安 全・安 心
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

大阪地区トヨタ各社では、環境問題をはじめ、飲酒運転

の撲滅キャンペーン、交通安全の啓発や清掃活動な

ど、各販売店間で協力し合い、オールトヨタで社会貢献

に取組んでいくというミッションを進めています。ただ、行政

との関わりにおいては、各部局の窓口が多岐に及んで

いるため、事案ごとに各販売店が個々の窓口と対応し

なければならず、活動が小規模で一過性となるケースも

少なくありませんでした。しかし、平成28年、大阪府と

「大阪地区トヨタ各社」14社が合同で包括連携協定

を締結し、窓口の一本化が実現したことによって、大阪

地区での基盤を確かなものとし、より地域に根づいた活動

を継続的に実践していくことが可能になったと考え

ています。御堂筋イルミネーションとタイアップした

「マチホタル」キャンペーンでは、会場内にブースを設けて、

オリジナルの反射材キーホルダーを配布すると同時に、

夜間の歩行時における交通事故を大幅に防ぐ反射板の

有効性を啓発するイベントを開催しました。たくさんの

人々が集う大阪府主催行事の場で、行政と企業がとも

に課題解決に取り組んでいくという姿勢を打ち出す

ことで、各販売店、各地域の活動にも厚みと広がりが

生まれています。公民戦略連携デスクは、私たちの培った

ノウハウやネットワークを理解した上で、活動を具現す

る為のパイプ役を担っていただいております。このよう

な画期的なセクションができたことによって、オール

大阪 ×オールトヨタというスケールの大きな展開が実現

できるのではないかと期待しています。今後も、さらに

ビジョンをしっかりと共有していきながら、公民一体と

なって府民の安全安心を届けていきたいと思います。

岡 剛弘さん●  大阪トヨタ自動車 トヨタ事業部 車種第二グループ マネージャー

企業と行政の「強み」を集結させて、スケール感のある体制づくりを目指す。



12

イオン/いずみ市民生協/大阪信用金庫/大塚製薬/カゴメ/関西ぱど/
グンゼ/佐川急便/シューワ/上新電機/住友生命/積水ハウス/セブン－
イレブン・ジャパン/ソフトバンク/東京海上日動/日本生命/ハークスレイ/
三井住友海上/三井不動産/明治安田生命/リコージャパン/りそな銀行/他

大阪信用金庫/シューワ/上新電機/損保ジャパン日本興亜/ダイドードリ
ンコ/東京海上日動/三井住友海上/他

あいおいニッセイ同和損保/愛眼/イオン/いずみ市民生協/大阪信用
金庫/佐川急便/上新電機/住友生命/セブン－イレブン・ジャパン/第一
生命/大同生命/日本生命/ハークスレイ/ ファミリーマート/ヤマト運輸/
リコージャパン/りそな銀行/ローソン/他 

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。ポスターやリーフレットの作

成・配布による周知や、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、企業内訓練にも取り組んでいます。

企業と連携し、「大阪府建築防災啓発員」の養成や、大規模地震発生時にお

ける火災発生の危険性などの周知、通電火災を防ぐ「感震ブレーカー」の普及

活動を行っています。また、事業者向けの「BCP作成セミナー」を開催するなど、

災害への備えや防災意識の向上に取り組んでいます。

あいおいニッセイ同和損保/大阪地区トヨタ各社/大阪バス/キリンビール/
コーナン商事 /サニクリーン近畿 /全労災 /損保ジャパン日本興亜 /
東京海上日動/三井住友海上/明治安田生命/他

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。

交通安全啓発事業の実施

大阪 880 万人訓練への協力 防災意識の向上

特殊詐欺・消費者被害防止に向けた取組み

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、大阪府民の方々

と共鳴し合い、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。

賀川 寛之さん●  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。
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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） 水都大阪

2025年国際博覧会百舌鳥・古市古墳群 スポーツ

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

大阪府では、地域の活性化や大阪の成長の実現を目指し、地域活性化の

取組みを進めています。大阪には、さまざまな「魅力」があります。この「魅力」を

たくさんの方が知り、訪れ、体験することで、大阪の活性化につながるよう、魅力

の発信に取り組んでいます。例えば、「大阪産（もん）」のブランド化を進めたい

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広報の

展開なども始まっています。このほか「2025年国際博覧会」の誘致の際には、

国内外の機運醸成に向けた取組みをオールジャパンで進めました。また、

世界遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」や、「御堂筋イルミネーション」、

「水都大阪」などの大阪の歴史・文化や魅力を創出・発信したいという行政の

思いと、企業の地元大阪の経済を成長させたいという思いが一致し、企業の持つ

広報媒体や店舗、取引先ネットワークなどを活用した情報発信を行っています。

地 域 活 性 化
人口減少・高齢化社会に対応した豊かな大阪の実現を目指す

西脇 弥彦さん●  キリンビール 大阪支社 支社長

楽しくユニークな新しい発想で、大阪の食文化を盛り上げていきたい。

キリンビールでは、包括連携協定のキックオフとして、

大阪府が推進している「大阪産（もん）」と、当社商品の

「一番搾り」をコラボレーションさせ、食文化の新たな提

案による大阪活性化プロジェクトを実施してきました。過

去にはグランフロント大阪・ウメキタフロア全16店舗の

協力のもと、大阪産（もん）の食材を使った料理と一番搾り

のセットメニューを提供するイベントを開催。初日には、

松井知事が来られ、乾杯の音頭をとっていただいて、大変

な盛況となりました。同じように他の料飲施設やスーパー、

コンビニでも一番搾りのコラボ施策を展開することで、

多くの府民の方々に大阪産（もん）を味わっていただく機会

の創出に繋がってきていると実感しています。大阪の魅力

であります大阪産（もん）をはじめとする食をテーマに大阪の

地域性を活かしたユニークなプロジェクトとなってきました。

直近では、従来の食をテーマにした取組みに加え、2025年

国際博覧会の誘致をテーマに、一番搾りのデザイン缶の

発売や料飲施設やスーパー等での販促イベントの実施を

することで大阪府が目指す国内の機運醸成に向けて

一緒に取り組みました。これだけの多彩なプログラムを

スピーディーに動かすことができたのは、まちがいなく公民

戦略連携デスクがあったからこそと思います。食材の流通

をはじめとする部局間の連携から、詳細な行政チェックに

至るまで、すべてをワンストップで対応していただいており

ます。他の自治体では前例がない、柔軟な発想と実行力を

備えたセクションであります。今までの取組みによる成果を

資産とし、2025年国際博覧会に向けて、さらに斬新な

アイデアを出し合い、大阪の食文化をはじめとした魅力を

世界に発信できるよう、一緒に盛り上げていきたいですね。
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ANA/イオン/いずみ市民生協/FC大阪/大阪バス/カゴメ/関西ぱど/
キリンビール/セブン－イレブン・ジャパン/損保ジャパン日本興亜/東京海上
日動/NEXCO西日本/不二製油/三井住友海上/ヤマト運輸/ローソン/
ロート製薬/他

あいおいニッセイ同和損保/FC大阪/大阪地区トヨタ各社/セブン－
イレブン・ジャパン/損保ジャパン日本興亜/りそな銀行/他

平成30年11月に開催が決定した2025年国際博覧会の大阪・関西への

誘致や、令和元年7月に決定した「百舌鳥・古市古墳群」の世界遺産登録

にあたっては、企業の様々な広報ネットワークの活用、企業と関係自治体とが

連携したPR活動の展開など、国内外の機運醸成を進めてきました。

「大阪産（もん）」は、府内で栽培・生産される一次産品とそれらを原材料にした

加工食品です。コラボレーションポスターの製作によるPRのほか、レストランでの

メニュー開発や提供、スーパーやコンビニ店舗での商品展開・販売を進めています。

「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。

2 0 2 5 年国際博覧会の誘致、
百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録に向けた機運醸成

大阪産 (もん ) の普及・促進

御堂筋イルミネーションへの協力

NTTドコモ/ソフトバンク/MONET Technologies

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。

スマートシティの実現に向けた取組み

あいおいニッセイ同和損保/アサヒビール /イオン/ET-KING(BARIKI)/FC
大阪/大阪信用金庫/カゴメ/関西ぱど/キリンビール/キリンビバレッジ/
グンゼ/GOTO2025プロジェクト/関西大学/ 小林製薬/ 上新電機/ 住友
生命/ 積水ハウス /セブンーイレブン・ジャパン/ 損保ジャパン日本興亜/
大同生命/ 東京海上日動/ナリス化粧品/ 日本生命/NEXCO西日本/ハーク
スレイ/表示灯/ファミリーマート/ 不二製油/ 三井住友海上/ ヤマト運輸/
明治安田生命/リコージャパン/りそな銀行/ローソン/ロート製薬/他

薬膳フレンチレストラン「旬穀旬菜」は、ロート製薬本社

の社員食堂からスタートしました。「世の中を健康に

する」という経営理念を実践するためには、社員自身が

健康に働くことができる環境づくりが大切。非常に成果

があり、ぜひ一般の方々にも活用していただきたいとい

うことで、多くのオフィスが集まる「グランフロント大阪」

にて店舗展開をしています。私たちは、社内外に向け

て「薬に頼らない製薬会社になります」という宣言をし

ました。製薬会社としては、かなりダイナミックな方向

性を打ち出したと感じられる方も多いと思いますが、

「健康」をとことんまで追求していくと当然の帰結では

ないでしょうか。正しい食習慣を身につけ、体に良い食

材を毎日しっかりと摂取する。人を細胞、遺伝子レベ

ルで元気にしていくための多様なデータ、蓄積された

ノウハウは、製薬会社だからこそ提供できることである

と自負しています。大阪府の健康寿命は、全国でも最低

レベル。とても大きな行政課題ですね。包括連携協定

の取組みでは、府民の健康リテラシー向上に力を注い

でいきたいと考えています。「働き方改革」「健康経営」

をより推進していかねばならない現代において、行政も

企業も垣根を超え、お互いがフラットな立場で「強み」

を引き出し合えるネットワークづくりが重要となってき

ます。公民戦略連携デスクという心強い行政セクショ

ンと、在阪の企業同士が手を取り合ってチームを組み、

共通の課題解決を目指していくことで、新しいイノベー

ションを生みだしていく。そうすることで、真に「元気な

大阪」を創出していくことができると確信しています。

企業間のネットワークを構築して、大阪から新しいイノベーションを生み出す。

河崎 保徳さん●  ロート製薬 広報・CSV 推進部 部長
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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

インターネットやラジオなど
様々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。行政の発信する情報は、大阪府が進める主要なプロジェクト、観光、

福祉、健康、医療、子育てなど、幅広い分野にわたります。これらの情報を

さまざまな機会を通じて、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、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、取組みを推進し

ています。具体的には、企業の広報媒体を活用した「広報紙」や「店舗内で

のモニター」での府政情報の発信、特に若い世代を対象とする新たな情報

発信の手法としての「インターネットテレビ」の活用など、企業からさまざまな

提案をいただいています。これらを活用することで、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、より開かれた親しみやすい

府政の実現を目指しています。

府 政 の P R
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

大阪信用金庫では、現在、全72店舗にデジタルサイン

のシステムを導入し、当金庫に来られたお客様に向け

て、日々の暮らしに役立つ情報をはじめ、困ったときの

相談窓口、地域貢献活動に関する情報など、地元大

阪に根付いた情報発信を行っています。包括連携協定

の締結以降は、大阪府の施策やイベントの広報にシス

テムを活用するケースが多くなってきました。これまでも、

各部局からの相談を受けたり、こちらから提案すること

もありましたが、公民戦略連携デスクとの取組みは

「一緒に考え、一緒に創っていく」というスタンス。常に

win-winの関係を尊重し、お互いのメリットを見据えて

提案していただくので、こちらとしても、いかに最適な

表現で情報発信をすることができるかを創意工夫して

いき、レベルアップするためのモチベーション向上に

つながっています。信用金庫は、地域と深く関わり、

お客様とface to faceで向き合い、ともに成長していく

という命題のもとに営みを続けています。そういう視野で

捉えれば、行政と同じ立場であると言えますね。快適で

豊かな地域づくりのパートナーとして、双方が力を発揮

し合うことで、さまざまな地域課題の解決、行き届いた

行政サービスにつなげていけると考えています。さらに、

私たちには、大阪の産業・経済を支える中小企業との

強いネットワークがあります。社会貢献に積極的な事業

者の方 を々サポートし、情報共有やビジネスマッチング

を推進させていく過程において、企業と行政の橋渡し

となっていく。その一役を担うことで、大阪が一つになっ

て活性化に取り組んでいけるよう、一歩一歩、成果を積み

上げていく努力を尽くしていきたいと思います。

梅田 充紀さん●  大阪信用金庫 執行役員 CSR 推進部 部長

地元大阪の活性化に向けて、一緒になって行政サービスを提供していきたい。
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あいおいニッセイ同和損保/愛眼/イオン/いずみ市民生協/大阪信用金庫/
大阪大学/大阪地区トヨタ各社/関西大学/関西ぱど/近畿大学/佐川急便/
シューワ/住友生命/積水ハウス/セブン－イレブン・ジャパン/セルビス/
損保ジャパン日本興亜/第一生命/大同生命/東京海上日動/日本生命/ 
NEXCO西日本/ハークスレイ/ファミリーマート/三井住友海上/ヤマト運輸/
りそな銀行/ローソン/他

アサヒビール/NTTドコモ/大阪信用金庫/大阪バス/近畿大学/日本生命/
ハークスレイ/阪南大学/リコージャパン/りそな銀行/立命館大学/他

イオン/いずみ市民生協/ ET-KING(BARIKI)/ＦＣ大阪/ＯＨＰ/大阪地区
トヨタ各社/関西ぱど/関西ワイナリー協会/キリンビール/グンゼ/GOTO2025
プロジェクト/東京海上日動/三井不動産/楽花成の会/ロート製薬/他

いずみ市民生協/エフエムちゅおう/FC大阪/関西ぱど/ダイドードリンコ/
日本子育て制度機構/他

企業・大学が発行する情報誌への府政情報の掲載、大阪府が発行するリーフ

レットの配架や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・

大学のネットワークを活用し、府政のPRを進めています。

企業が持つデジタルサイネージ、大学キャンパスに設置されたモニターを活用した

府政のPRを行っています。また、全国のATM画面での万博誘致ロゴマークの

表示、高速バスの車内モニターへの情報掲載など、府外への発信も行っています。

企業・大学が主催する様 な々イベントにおいて、大阪産（もん）の出店や府民の健康

増進、環境保全の啓発などを行っています。さらに大阪府広報担当副知事「もずやん」

によるステージPRなど、各企業の企画力・ネットワークを活かした取組みを進めています。

企業が配信・放送するインターネットテレビやSNS・音声メディアなどを活

用して、府政や市町村の魅力を国内外に発信しています。また、企業のアプリ

やネットワークシステムを活用した情報発信に取り組んでいます。

誌面を活用した府政のＰＲ

デジタルサイネージを活用した府政の PR

イベントでの府政の PR

インターネットやマスメディアを活用した府政の PR

イオンは平成22年に大阪府と包括連携協定を締結

して以来、イオンモール等の店舗スペースを活用し、

「乳がん検診」「えほんのひろば」「環境パネル展示」

など、数々の府政PRイベントを実施してきました。健康

や教育をはじめ、環境や文化、くらしに関する多彩な

テーマ設定は、大阪府が抱える行政課題であると

ともに、お客様にとってのニーズでもあります。お買い物

の合間に、冊子やパンフレットでは伝えきれない正しい

情報を、スタッフがレクチャーしたり、体験を通じて学んで

いただくことができる。あるいは、集客力を活用した

幅広い情報発信が可能になる。企業と行政のミッ

ションが一致しているからこそ実現する理想的な行政

サービスの提供ではないでしょうか。このように公民

戦略連携デスクは、「三方良し」をしっかりと見据えた

上で、各部局と当社をつなぐ提案をどんどん投げかけ

ていただけるので、こちらも大いに触発され、新しい

アイデアが生まれ、ノウハウが集積されていきます。

例えば、若年就職困難者の職業訓練の実施も、

公民戦略連携デスクからの提案をきっかけにスタート

しました。このほか、（平成22年以降）当社が発行する

「大阪ミュージアムWAON」を活用し、利用金額の

一部を府ミュージアム基金に寄附するなど、PR

イベントに限らず、さまざまな活動を実践しています。

さらに大阪府とのパートナーシップを深め、地域密着

した企業である当社の強みを活かした行政課題の

新たな解決方法を一緒になって導き出し、もっと身近で、

参加性、持続性の高い取組みにチャレンジしていき

たいと思います。

大西 秀昭さん●  イオンリテール 近畿カンパニー 近畿エリア政策推進チーム リーダー

府民の生活に寄り添い、より持続性のある行政課題への解決法を導き出す。
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全国のATMを利用した

府政PRの実施

異業種交流会を活かした

若手職員の人材交流

ビジネスプラザおおさか

での経営課題解決支援

金融機関が有する

知見の提供及び

企業ネットワークの活用

府政のさまざまな分野での連携（７分野・28項目）

府政
PR

中小企業
振興・
雇用促進

人材
育成

地域
活性化

防災
防犯

健康
福祉

環境

包括連携協定の締結

©TAGAYASU

多分野にわたる取組み
府政全般の課題に取り組む企業・大学と「包括連携協定」を締結

りそな銀行と大阪府は、府政のPR、中小企業振興・雇用促進、人材育成、

地域活性化、防災・防犯、健康・福祉、環境など７分野にわたる連携と協

働に関する包括連携協定を締結しています。金融機関として、企業活動の

支援に関する豊富な知識・ノウハウを活用した取組みに加え、ATM画面を

活用した府政のPRや「公民連携フォーラム」への協力など、多岐にわたる

分野での連携を進めています。

［ 取組み例 ］
• 全国のATMを活用した2025年大阪・関西万博やG20大阪サミット開催に
  向けた周知
• 異業種交流会を活かしたセミナーの開催や若手職員の人材交流
• 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進シンポジウムの開催への協力
• 大阪880万人訓練をはじめとする各種防災訓練への協力
• 認知症見守りＳＯＳネットワークへの参画 など

りそな銀行との包括連携協定について

都道府県では全国初となる企業・大学のワンストップ

窓口「公民戦略連携デスク」が立ち上がって5年。これ

だけの期間で、数多くの企業と包括連携協定を実現さ

せ、さまざまな公民連携の取組みを進めていくパワー、

スピード、実行力をリスペクトしています。包括連携協定

において、りそな銀行が果たすべき役割は、行政、企業、

府民が一体となって課題解決に向かっていくことが

できる「プラットフォーム」を提供していくことだと認識し

ています。大阪府が抱える行政課題を突き詰めていく

と、各市町村レベルの地域課題に直面することになり

ます。そこに生活者の本質的なニーズがある。各部局

や自治体間のネットワークを高度化させ、常に地域の

ニーズをキャッチアップできる体制づくりが重要となり

ます。そして、集積された多様なニーズを「明確な課題」

へと可視化させていく。それぞれが求めること、できること

を共感・共有させながら、ぼんやりとしたイメージのピント

を合わせていくプロセスですね。当行では「お客さまの

いまだカタチになっていない課題を明らかにしていく」と

いうことをミッションの一つに掲げています。みんなで課

題を発見し、みんなが納得した上で、一緒になって解決を

目指していくことに意義があると考えています。そうする

ことで、行政の課題、企業のマーケット、生活者のニーズ

を網羅したダイナミックな展開につながっていきます。

プラットフォームは、それを実践していくためのフィールド。

今後も、社会のすべてにチャネルを持つ銀行にしかできな

い「CSV（Creating Shared Value）共有価値の創出」の

ノウハウを駆使し、提案とチャレンジを続けていくことで、

大阪の「新しい価値」を生み出していきたいと思います。

藤原 明さん●  りそな銀行 営業サポート統括部 地域オフィサー 兼 りそな総合研究所 リーナルビジネス 部長

課題を明確化することによって、大阪の「新しい価値」を生み出していく。
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府内の乳児家庭への

「はじまるばこ」のプレゼント

がん検診受診率向上に向けた

府民の健康づくりへの協力

放課後子ども教室への

プログラム提供

「とまとちゃん福祉基金」を

活用した

子ども食堂などへの支援

府政のさまざまな分野での連携（8分野・23項目）

防災
防犯

健康 教育 環境 雇用促進

包括連携協定の締結

地域
活性化

府政の
PR

福祉
子育て

行政だけで解決を図ることが困難な社会課題の解決に向け、大阪府では、企業・大学のみなさまのCSR・CSV活動との協働・コラボレーションにより、新たな
公民連携のモデルを確立していきます。 キーワードは、「対話」と「win‐winの関係で課題解決を図る」。 府政全般にわたって、府と連携いただける企業・大学と「包括
連携協定」を締結しています。

包括連携協定について

大阪いずみ市民生活協同組合と大阪府は、福祉・子育て、健康、教育、

環境、地域活性化、府政のPR、防災・防犯、雇用促進など、8分野にわ

たる連携と協働に関する包括連携協定を締結しました。地域に根付いた組

織として、府内の乳児家庭にへの「はじまるばこ」のプレゼントや、組合員への

府政のPR、他企業と連携した歯科口腔や熱中症対策の取組みなど、多岐

にわたる分野での連携を進めています。

［ 取組み例 ］
• 府内の乳児家庭への「はじまるばこ」のプレゼント
• 「とまとちゃん福祉基金」を活用した子ども食堂などへの支援
• 組合員向け機関誌やポータルサイトを活用した府政のPR
• がん検診受診率向上に向けた啓発
• コープフェスタにおける府政の各種分野との連携 など

大阪いずみ市民生協との包括連携協定について

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

民と民の「力」が集結するプラットフォームから、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3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、「親子・あそびのひろば」の

開催や「放課後子ども教室」への参画、「子ども食堂」

の支援、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を贈る「はじまるばこ」

の実施、さらに、府民の健康維持・増進に向け、さまざ

まな啓発活動を行うなど、多岐にわたる取組みを行って

います。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が実現できている

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。公民の対話から社会課題解決を目指す「創発

ダイアログ」、大阪府と企業・大学が連携し、働き方改

革や健康経営などをテーマに、健康に関する課題解決

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っていく

ことができるプラットフォームを創出。これによって、より

ダイナミックに、よりスピーディに取組みを推進させること

ができます。この短期間で、既に数社との協働が実現し、

確かな手応えを感じています。民が持っている「力」を集

結させ、それを大阪府がバックアップする、他に例を見な

い画期的なアプローチですね。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することがで

きるのではないかと確信しています。
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Well-Being OSAKA Labへの

参画を通じた働き方改革の推進

V.O.S.メニューの企画・普及に

よる府民の健康づくりへの協力

観光客に向けた

大阪の新しいおみやげ

づくりへの協力

様々な人材が活躍できる

ダイバーシティの推進

府政のさまざまな分野での連携（5分野・18項目）

子ども
教育

地域
活性化

働き方
改革

防災健康

包括連携協定の締結

不二製油グループと大阪府は、健康、子ども・教育、地域活性化、働き方

改革、防災など５分野にわたる連携と協働に関する包括連携協定を締結して

います。本協定に基づき、不二製油グループが得意とする食品加工技術を

活かし、府民の健康増進に寄与する食を広げるための取組み、地域活性化

を推進するおみやげの開発、災害時の地下水提供など、多岐にわたる分野

での連携を進めています。

［取組み例 ］
• 府内レストランと連携したV.O.S.メニューの開発
• 放課後子ども教室（食育授業：豆乳プリンづくり）への参画
• 2025年国際博覧会仕様の「神戸プリン」「京のお抹茶プリン」の製造・配布
• OSAKAしごとフィールドにおける求職者向けセミナー等への協力
• 災害時における水の提供 など

不二製油グループとの包括連携協定について

多分野にわたる取組み
府政全般の課題に取り組む企業・大学と「包括連携協定」を締結

大山 元康さん●  不二製油グループ 人事総務部門 部長補佐

オリジナリティ溢れる大阪の未来図を、ともに描いていきたい。

平成29年、大阪府と不二製油グループは、健康、子ども・

教育、地域活性化、働き方改革、防災の 5 分野にわたる

包括連携協定を締結しました。当社では、油脂、製菓・

製パン、大豆たん白などの事業領域において、さまざまな

「食」素材の可能性を追求し、社会に提供しています。

そこで、連携のスタートとして、大阪府が府民の健康寿

命延伸、健康的な食環境整備を目的として推進する

「V.O.S.メニュー」の普及活動を実施しています。

V.O.S.メニューとは、野菜、油、塩の量に配慮したヘ

ルシーメニュー。私たちが培ってきた技術を活かし、

「大豆の栄養成分を引き出す素材」「減塩に繋がる機

能性油脂」など、毎日の食生活を楽しみながら健康に

つなげていくための提案を行っています。欧米では、ベジタリ

アンに対する食の提供がスタンダードですが、日本では、

まだまだ定着していません。東京オリンピック、２０２５年

国際博覧会など、ますます国際化が進み、海外からの

旅行者が増加していく中で、食のあり方も変化していく

ことになるでしょう。大阪府が抱える行政課題に加え、

よりグローバルな視点からの意識改革が求められて

います。府民が健康で元気に暮らしていける社会基盤

をつくり、やがては、国際都市として誇ることができる

「新しい食文化」の発信拠点として成長していく。そう

することで、真にオリジナリティ溢れる大阪を創出し

ていくことができると考えています。公民戦略連携デスク

という、とても力強いパートナーとともに、行政と企業

が一体となった体制づくりに取組みながら、未来を見据え、

継続的に活動を進めていきたいと思います。
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OSAKA愛鑑（おおさかめいかん）

プロジェクトの企画・運営

インターネットテレビを通じた

府や市町村のPR

芝生の寄附及び

高度な芝生の維持管理

JFLの公式戦を通じた

SDGsの推進

府政のさまざまな分野での連携（5分野・12項目）

子ども
福祉

府政の
PR

地域
活性化

スポーツ
健康

防災

包括連携協定の締結

一般社団法人FC大阪スポーツクラブと大阪府は、府政のPR、地域活性化、

子ども・福祉、スポーツ・健康、防災など5分野にわたる連携と協働に関する包括連

携協定を締結しています。本協定に基づき、府の取組みを紹介する「大阪府チャン

ネル」をはじめ、市町村とも連携し、大阪の「ひと・もの・こと」の魅力を発信する

「OSAKA愛鑑（めいかん）プロジェクト」の企画・運営や、府営公園内陸上競技場

の芝生化を通じたスポーツ振興など、多岐にわたる分野での連携を進めています。

［取組み例 ］
• OSAKA愛鑑（おおさかめいかん）プロジェクトの積極的な展開
• 大阪府チャンネルにおける定期的な府政情報の発信
• 大阪府SDGsスペシャルマッチの開催を通じた府民へのSDGsの普及・啓発
• 芝生の寄附及び高度な芝生の維持管理 
• 子ども輝く未来基金への寄附（FC大阪子ども基金の創設） など

FC大阪との包括連携協定について

ローソン／イオン／セブンーイレブン・ジャパン／ファミリーマート／りそな銀行／大阪信用金庫／ NEXCO西日本／大塚製薬／関西ぱど／損保ジャパン日本興亜／
ヤマト運輸／佐川急便／大阪地区トヨタ各社／三井住友海上／東京海上日動／いずみ市民生協／ほっかほっか亭（ハークスレイ）／日本生命／第一生命／住友生命／
不二製油／ロート製薬／グンゼ／大同生命／大阪大学／関西大学／近畿大学／ FC大阪スポーツクラブ／ ET-KING（BARIKI）

包括連携協定締結企業・大学（～平成29年度）　

ＦＣ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」というクラブミッション

を掲げ、地域の方 と々とも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は、

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、連携がスタートしました。今では、広報に関する

新しい取組み（「大阪府チャンネル」、「ＯＳＡＫＡ愛鑑」）

や、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。これらのきっかけとなったのは、平成30年2月

に締結した「包括連携協定」です。これにより、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、公民戦略連携

デスクを通じ、府内市町村や、繋がりのある企業・団体、

キーパーソンをご紹介いただくことができ、同じ思いを

もつ人たちと繋がることで、活動の幅が大きく広がりました。

私たちからは、世界のサッカークラブの取組み事例、例えば

欧米のサッカークラブが有する地域の情報発信機能や、

ブラジルのサッカークラブが取り組む子どもの貧困対策

などを伝え、大阪でできることを一緒に考え、実践する

ことで、これからもwin-winの関係を継続していきたい

と考えています。公民戦略連携デスクの業務は今まで

の行政が行ってきたものとまるで別物です。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。

吉澤 正登さん●  FC大阪スポーツクラブ 会長

日本初、世界初の取組みを、ここ大阪で築き、発信していく。
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地域
活性化

環境健康

歯科口腔保健の推進を通じた

府民の健康づくりへの協力

セミナーの開催やブース出展による

暑さ対策の啓発

災害時の

物品支援に関する協力

自社商品とタイアップした

女性の就業促進に向けた連携

府政のさまざまな分野での連携（7分野・16項目）

包括連携協定の締結

子ども
福祉

雇用促進 防災
防犯

府政の
PR

小林製薬株式会社と大阪府は、健康、子ども・福祉、環境、地域活性化、

雇用促進、防災・防犯、府政のPRなど、7分野にわたる連携と協働に関

する包括連携協定を締結しています。大阪発祥の府民の「健康」を応援する

会社として、歯科口腔保健をはじめとした「健康」の分野を中心に、女性

活躍や子どもの分野においても自社製品とタイアップしたイベントやPRを

進めるなど、多岐にわたる分野での連携を進めています。

［取組み例 ］
• 口腔ケアに関するブース出展及び歯みがき教室の開催
・健活10と連携したポスターの店舗への掲示やアスマイル事業への協力
・暑さ対策啓発セミナーの開催やブース出展
・「OSAKA女性活躍推進フェスティバル」への協力
・府内小学校でのトイレ快適プロジェクトの実施　など

小林製薬との包括連携協定について

多分野にわたる取組み
府政全般の課題に取り組む企業・大学と「包括連携協定」を締結

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」「サラサーティ」など、女性を応援する製品を数多

く提供し、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するなど、取組みが

スタートしました。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

た啓発ポスターの制作などが実現しました。これらも、

公民戦略連携デスクの方々と企画内容やメッセージを

一緒に考えながら取組みが進められ、またその証として

包括連携協定が成立したものだと感じています。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、新しい価値を創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。この包括連携協定

の締結を機に、今後は社会、特に大阪府の課題が何か、と

いう点にも目を向け、「大阪府にとっての“あったらいいな”」

を公民戦略連携デスクの皆さまと共に考え、その解決に

寄与していければと考えています。

岩田 和子さん●  小林製薬 グループ統括本社 経営企画部 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。
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府政の幅広い分野における

課題解決での連携

産学共創・イノベーションの

促進に向けた連携

女性の活躍推進に

向けた機運醸成

学生の就職

キャリア支援に関する連携

府政のさまざまな分野での連携（5分野・23項目）

包括連携協定の締結

大阪大学と大阪府は、地域活性化全般、人材育成・教育、調査・研究及び

事業の実施、調査・研究及び事業の実施、産学共創・産業振興、ダイバーシ

ティの推進など5分野にわたる連携と協働に関する包括連携協定を締結しまし

た。学術研究機関として、知的財産とネットワークを活用した府政の幅広い施策

への助言や、大阪における新産業創出に向けた連携など、多岐にわたる分野で

の連携を進めています。

［ 取組み例 ］
• 学生の就職・キャリア支援に関する連携（府内への定着、留学生支援）
• 健康づくりに向けた意識醸成　「健康キャンパスプロジェクト」
  （学生のためのがん公開講座、子宮頸がん検診体験会）
• 統計普及活動の推進（共催セミナーの開催）
• 外国にルーツを持つ生徒等の支援に関する連携
• 女性活躍推進に向けた連携（大阪大学シンポジウムでの連携） など

大阪大学との包括連携協定について

立命館大学／ NTTドコモ／キリンビール・キリンビバレッジ・協和キリン／あいおいニッセイ同和損保／リコージャパン／小林製薬／ミズノ／ダイドードリンコ／
上新電機／明治安田生命

包括連携協定締結企業・大学（平成30年度）

人材育成
教育

調査研究
事業実施

地域
活性化

産学共創
産業振興

ダイバー
シティ
の推進

大阪大学

金田 安史さん●  大阪大学 理事・副学長

産業界、行政と大学が共創することで、社会に役立つ「知」を生み出していく。

大阪大学は、すべての人が豊かで幸せな人生を享受

できる社会の実現を目指しています。そのための基

本方針として「研究開発エコシステム」を展開してい

ます。これは、研究現場と社会を行き来しつつ、社

会課題の解決から研究推進を図り、さらなるイノベー

ションを通じて社会貢献を可能にする仕組みのこと

です。大阪府との包括連携協定は、私たちの取組み

にとって、たいへん大きな意義を持っています。「研

究開発エコシステム」に行政が参画することにより、

社会が抱える課題を共有し議論することで、課題の

本質を探り、社会実装を重ねる中で新たな課題を見

つけ出す。さらに、その課題を研究現場にフィード

バックすることで、一層大きな革新的価値を生み出

すことができると考えています。今後も、大阪府と

パートナーシップを維持し、大阪大学の持つ産学・

社学のネットワークと、公民戦略連携デスクが持つ

府庁内のネットワークを生かし、面と面でつながりな

がら、情報を共有し、双方の強みを引き出し合い、

画期的なイノベーションを生み出し、地域社会に貢

献していきたいと考えます。そうすることで、近未来

の課題解決をはじめ、大阪府民にとっての新たな「価

値」を共に創出できると思います。大阪大学は、大阪

の政財界、市民の皆様からの援助、強い熱意によっ

て創設された大学です。「地域に生き世界に伸びる」

をモットーに、その歴史の重みを守り継ぎ、「社会の

役に立つ大学」を目指したいと考えています。
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子どもたちの梅田スカイビル見学・

体験ツアーへの招待

梅田スカイビルでの

大阪製ブランド認証製品

販売・PRコーナーの設置

「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」に

賛同した

プラスチックごみの削減

施主向け広報誌への

動物愛護に関する記事掲載

府政のさまざまな分野での連携（7分野・21項目）

包括連携協定の締結

地域
活性化

環境子ども
福祉

雇用
中小企業
振興

健康
働き方改革

防災
防犯

府政の
PR

積水ハウス株式会社と大阪府は、子ども・福祉、雇用・中小企業振興、健

康・働き方改革、府政のPR、地域活性化、環境、防災・防犯など7分野

にわたる連携と協働に関する包括連携協定を締結しました。本協定に基づ

き、子どもたちの多様な体験機会の創出や、大阪製ブランド認証製品コー

ナーの設置や府政PRへの協力、ZEHの普及やプラスチックごみの削減を

はじめとする環境の取組みなど、多岐にわたる分野での連携を進めています。

［取組み例 ］
• 梅田スカイビル（「新・里山」「天空美術館」）等を活用した
  子どもたちの体験機会の創出
• 空中庭園展望台のギャラリーショップ（梅田スカイビル39階）での
  大阪製ブランド認証製品コーナーの設置
• 施主等とのネットワークや梅田スカイビルにおける府政PR
• 「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同した、
  エコボトル・エコバック使用の推進等プラスチックごみ削減の取組み

積水ハウスとの包括連携協定について

多分野にわたる取組み
府政全般の課題に取り組む企業・大学と「包括連携協定」を締結

積水ハウス株式会社では、国が掲げる「2020年までに

ハウスメーカー等の新築住宅の過半数をZEH（ ネット・

ゼロ・エネルギー・ハウス ）化する目標」を先取りし、

2013年よりZEH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。2019年上期には、

受注率85％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。

小谷 美樹さん●  積水ハウス株式会社 CSR 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。
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創業１３０周年を記念した

「創業地大阪」活性化への取組み

製品パッケージや

ポスター等を活用した、

「百舌鳥・古市古墳群」の魅力発信  

子どもたちの

アサヒビール吹田工場

見学への招待

アサヒビール吹田工場を

活用した府政PR

府政のさまざまな分野での連携（7分野・21項目）

包括連携協定の締結

地域
活性化

環境健康子ども
教育

雇用促進 防犯
安全

府政の
PR

アサヒビール株式会社と大阪府は、地域活性化、子ども・教育、雇用促進、

健康、環境、防犯・安全、府政のＰＲなど７分野にわたる連携と協働に関す

る包括連携協定を締結しました。大阪で創業した企業として、製品パッケージ

やポスター等を活用した大阪の魅力発信や2025年大阪・関西万博の開

催に向けた協力といった地域活性化を中心に、吹田工場を活用した子どもの

体験機会創出など、多岐にわたる分野での連携を進めています。

［ 取組み例 ］
• アサヒスーパードライ「大阪創業130周年記念ラベル」の発売及び売上1本に
　つき1円を新しい地元産品の開発へ寄附
• アサヒスーパードライ「百舌鳥・古市古墳群デザインラベル」の発売による
　大阪の魅力発信
• 子どもたちのアサヒビール吹田工場見学への招待
• 社内や工場のデジタルサイネージでの府政PR

アサヒビールとの包括連携協定について

積水ハウス／キリン堂／三井不動産／カゴメ／アサヒビール／ネスレ日本／ソフトバンク・MONET Technologies

※令和元年12月31日現在で、46件（全57社4大学）と包括連携協定を締結しています。

包括連携協定締結企業（令和元年度）

アサヒビール株式会社は、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年から始まる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。来年度以降も、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、さまざまな取組を推進させていきたいと思っ

ています。

伊吹 弘行さん●  アサヒビール株式会社 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。
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２０２５年日本国際博覧会に向けた

大阪での実証実験の実施
５Ｇ等先端技術検証環境の

大阪府内への設置

ソフトバンクショップにおける

府政PR

府内母子生活支援施設での

人型ロボットPepperを活用した

プログラミング教室の実施

府政のさまざまな分野での連携（8分野・21項目）

©SoftBank Robotics

包括連携協定の締結

地域
活性化

雇用産業振興 子ども 健康 防災
防犯

環境
農業

府政の
PR

ソフトバンク株式会社、MONET　Technologies株式会社と大阪府は、

地域活性化、産業振興、子ども、府政のＰＲ、雇用、健康、環境・農業、

防災・防犯など８分野にわたる連携と協働に関する包括連携協定を締結

しました。5G、IoT等の先端技術を持つ企業として、大阪のスマートシティ

実現に向けた協力や府内企業の振興、人型ロボットPepperを活用したプロ

グラミング教室の実施など、多岐にわたる分野での連携を進めています。

［取組み例 ］
• 地域課題の解決に向けた実証実験の提案や行政のICT化に向けた人的支援
• ５ＧやＩｏＴ等の最新技術やノウハウの提供による、実証事業都市・大阪の実証
  環境の充実強化
• ５G技術検証環境の設置による大阪の産業振興や、起業支援への協力
• 府内母子生活支援施設での人型ロボットPepperを活用したプログラミング教室の実施
• ソフトバンクショップにおけるリーフレット配架やポスター掲示による府政ＰＲ

ソフトバンク、MONET Technologiesとの
包括連携協定について

多分野にわたる取組み
府政全般の課題に取り組む企業・大学と「包括連携協定」を締結

大阪府では「スマートシティ戦略準備室」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、2019年12月、大阪府との包括連携協定を締結

する運びとなり、これを機に、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、民間事業者が、2020年から商用化され

る５Gをはじめとする先端技術を体験したり、検証したりで

きる施設を開設するなど、両社の有する最新技術、ノウ

ハウを提供することで産業振興の促進を図ります。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」

の開催、府立学校での「出前授業」を実施するなど、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

ルへ移転することになりました。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。

東谷 次郎さん

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。

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



大きな箱で、想像していたよりたくさん入って
いてありがたいです／すぐに使えるものばかり
でありがとうございます ／ 1件1件回っている
ことにびっくりしました。

（利用者の皆さん）
@はじまるばこ

様々な業種の方々と1つのテーマについて
話し合うことはとても新鮮で勉強になります。
時には時間をオーバーして議論が白熱する
こともありますが、りそな総研の講師の方が
うまくリードしてくださるなど、回を重ねるごと
に次回の参加が楽しみになっています。

（参加者）
＠りそな銀行異業種交流会

プロのアーティストのライブを聞いたのは初め
てでした。知っている曲も知らない曲もありまし
たが、さすがプロ、そのパフォーマンスは圧巻
で、子どもたちも最初から最後まで、本当に喜
んでいました。ライブ後は楽屋に入らせてもら
い、メンバーの方々とお話しすることができ、
「大阪のために、子どものために、何でもやり
ます！」という力強いメッセージを聞き、改めて
ET-KINGのことを好きになりました。

（子ども食堂関係者）
＠ET-KINGライブ

・基金の援助が決まり、月に2回、現在の場
所とは別に、地域の自治会館を借りて食堂を
オープンさせることができました。ゆくゆくは毎
日開催を目指したいです。
・支援のおかげで、彩や栄養バランスに配慮
しながら、子どもたちが喜ぶメニューを提供でき
るようになりました。また、ボランティア保険に
も加入でき、活動の環境が整いました。

（子ども食堂関係者）
@とまとちゃん福祉基金

・中高生には、提出課題や個別学習、自由研
究などに、小学生には職員が一緒について調
べものをするなどに、活用したいと思います。
・中高校生以上には、余暇や求職活動に使
えるよう貸し出しを行いたいです。
・未就学児にアニメや映画等、動画鑑賞をさ
せてあげることができます。

（児童養護施設等関係者）
＠NTTドコモタブレット寄贈

歯みがきの大切さを教えてもらって勉強になり
ました。これからは、歯間ブラシもしっかりとして
いきます。

（参加した児童）
＠小林製薬　歯みがき教室

企業・大学とタイアップすることで、受診経験
のない方など、多くの方に乳がん検診を受診
いただくことができました。

（府担当者）
＠健康マルシェ・健康キャンパス

超楽しい！ありがとう！／近くで見れてかっこい
い！／将来はラグビー選手になりたい！／応
援や選手の熱気が、思っていたよりすごくて
面白かった。

（参加した児童の皆さん）

ラグビーを直接見たのも、応援したのも初めて。
手にした応援グッズにも喜んでいました。招待
いただいたブラックラムズが点をとると子どもた
ちも嬉しそうで、応援にも力が入り、このような
機会をいただいたことに深く感謝しています。

（子ども食堂関係者）
 ＠リコーブラックラムズラグビー観戦

本物の道具を使えるのはめったにない経験。
働く意欲につながればと思います。

（支援学校教諭）
＠セブンーイレブン・ジャパン就労支援研修

一生懸命に体験する姿を見て、子どもたちは、
こんなこともできるんだと改めて発見することが
できました。新たな職域の拡大、未知の職域
に対する関心につながりました！

（支援学校教諭）
＠関西ペイント府庁新別館塗装イベント

「大阪味」おにぎりがすごく斬新で、心に残り
ました。大阪産（もん）の商品を知ってもらう機
会になるので良いと思いました。ローソンに
寄ってぜひ買ってみたいと思います。

（講義を聴講した学生）
＠近畿大学　リレー講義

とても楽しかったです！まわりの人をよく見ること
が大切だということをおばたのお兄さんに教え
てもらいました。今度はブラインドサッカーをし
てみたいです。

（参加した児童）　
＠トヨ♡パラのふうせんバレー体験

参加した子どもは皆笑顔で、サッカーをした事
のある子もない子も楽しい１日を過ごせました。
普段、仕事に家事に忙しくしているひとり親家
庭のお母さん等はサッカーの試合をテレビで
観戦する事はあってもなかなか子どもを連れて
グラウンドに足を運ぶことはありません。子ども
と迫力のあるサッカーの試合を間近で観戦し、
価値のある休日になったと思います。子ども達
もプロのサッカー選手とふれあえて、とてもい
い体験になり、よりサッカーが身近になったよ
うに思います。新しい体験は、様々なことに興
味を持つ良い機会になりますので、親子の大
切な思い出となるこのような企画をぜひ、また
考えていただければ幸いです。本当にありがと
うございました。

（大阪府母子寡婦福祉連合会代表）
@大阪府SDGsスペシャルマッチ
　おおさかこどもデー

大阪の魅力を知ることができました。また、大
阪を愛する人がたくさんいることが分かりまし
た。私もインターネットテレビに出たいです。

（視聴した児童）

2017年10月からスタートした富田林市の公
式インターネットテレビ「富田林テレビ（通称：
とんテレ）」。職員だけでなく、地域の方 と々も
一緒に作りあげてきた番組で、2年目にはな
んと累計再生回数が260万回を超え、FC大
阪さんはじめご協力いただいている皆さまには
大変感謝しています。これからも、市民・府民
の皆様に愛されるよう富田林市の魅力を発信
していきたいと思います。

（富田林市）
＠OSAKA愛鑑

算数がゲームソフトを作る基礎になっている
ことを知り、学校の勉強が社会でどのように
役立つかが分かりました。 ＜カプコン＞

（参加した児童）

製作キット単体でプログラムの活用が可能なの
で、どのような場所でも実施ができとてもよいと
感じました。キットも本格的な作りで、参加者か
らも、もっと作りたいという声があり、参加者全
員が楽しんでいました。 ＜ダイドードリンコ＞

（市町村地域コーディネーター等）

企業ならではの専門的なスキルやコンテンツ
を活かした出前プログラムは、子どもたちの
‘学び’を広げてくれます。また様々な仕事を
されている大人との出会いは貴重な機会で
す。今後も多くの子どもたちの笑顔につなが
るようご協力よろしくお願い致します。

（府担当者）
＠放課後子ども教室

私たちが作った大阪産（もん）が、有名な食
品メーカーとコラボした商品となり、
コンビニの店頭に並ぶなんて、今までやって
きた成果が報われたようで、今後の励みにも
なり大変嬉しく思っております。

（大阪産（もん）加工者）
＠大阪産（もん）のサンミー

ありがとうの
感謝の声

公民連携に取り組んでいただいた
企業・大学の皆様に向けて
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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

障がい者
雇用

etc..

熱中症
対策

環境健康

包括連携協定 事業連携協定

子どもの
貧困

©TAGAYASU

創発ダイアログ
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新たな

仕組みとして、「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」などの府政の重要課題をテーマに「創発ダイアログ」を実施し、参加企

業等の横の繋がりも作りながら、新たな気付きを得るなど、相互に刺激する

ことで、取組みの充実や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まいります。

※「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

創発ダイアログから生まれた取組み

健康＠創発ダイアログ
・Well-Being OSAKA Labの発足
・企業等主催の健康に関するセミナーの開催

子どもの貧困＠創発ダイアログ
子ども食堂等に通う子どもたちを試合観戦に招待するなど
多様な体験機会の創出の取組み

環境＠創発ダイアログ

平成30年2月26日／（38社等/46名参加）

令和元年5月17日／（29社等9市町村/49名参加）

平成30年6月20日／（30社等/41名参加）

令和元年10月18日／（30社等1県５市町村/41名参加）

夏のイベントにおける暑さ対策への協力

障がい者雇用＠創発ダイアログ
企業等による

・支援学校等に通う生徒を対象とした
 職場実習等の受入れや出張セミナー
 の開催　
・障がい者理解の促進などへ

移動販売車を活用した熱中症ミニセミナー
（いずみ生協×大塚製薬）　　

食生活と熱中症対策に関する健康セミナー
（イオンリテール×大塚製薬）　　

富田林ドリームフェスティバルでの熱中症啓発
（NTTドコモ×小林製薬×ダイドードリンコ）　　

すいたEXPOにおける暑さ対策ブース出展
（三井不動産×小林製薬×キリンビバレッジ）　　

大阪府SDGsスペシャルマッチ
おおさかこどもデーの開催
（FC大阪×ET-KING×小林製薬
 ×ダイドードリンコ他）　　

ラグビートップリーグの試合観戦招待
（リコージャパン）　　

梅田スカイビルツアーや
ダイアログ・イン・ザ・ダークへの招待
（積水ハウス）　　
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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

Well-Being OSAKA Lab
大阪から「働き方改革」「健康経営」の機運を醸成
2025年国際博覧会に向けて“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新しい公民連携

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用し、府民の方に向けても「健康」を感じられるような取組み

を実現することを目指してまいります。本組織が大阪の活力を牽引し、2025年国際博覧会

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。

【第１回】　平成30年6月15日
   「組織を”Well-Being” にする方法」
   ～不二製油の事例から考える～
【第２回】　平成30年10月18日
   「健康経営、ワーク・ライフ・バランスについて考える」
   ～日本生命、積水ハウスの事例から考える～
【第３回】　平成31年3月14日
   「働き方改革、健康経営について」
   ～ロート製薬の事例から考える～
【第4回】　令和元年11月29日
   「働き方改革、健康経営について」
   ～味の素の事例から考える～

【第１回】　令和元年6月6日･7日／不二製油グループ本社、ロート製薬　他9社
「労働環境改善フェア　Well-Being OSAKA Lab 特別セミナー (10テーマ)」

【第２回】　令和元年9月18日／企業の健康いきいきプロジェクト
「健康経営体制について～健康経営を継続的に実現するための体制づくり～」

【第３回】　令和元年9月20日／ぷちでガチ！育休MBA
「子育てしながらも意欲的に働きたい！
 現役育児中ワーママが考える女性が活躍できる職場作り」

【第4回】　令和元年9月21日／カゴメ
「男性の育児（家事）参加と女性の職場復帰を後押しします！」

【第5回】　令和元年10月9日／東京海上日動火災保険、ミズノ
「中小企業が取り組む健康経営 ～人が集まる企業を目指そう！Well-Being ～」

【第6回】　令和元年11月26日／OKAN
「Work Life Value Conference」

【第7回】　令和元年11月28日／大塚製薬、プライマリー・アシスト
「睡眠セミナー ～ポジティブな生活に必要な「体内リズム」の重要性～」

・会員の取組みについての情報発信・共有

・主催イベント、関連イベント情報の発信・共有

・企業向け公開セミナー

ダイアログ（対話を重視した参加型イベント）

　HPを通じた情報発信

セミナー

・会員限定のイベント

・より深い内容で参加者同士の議論を活性化
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ホームページ

インターネットテレビ
ライブ配信

ボイス
メディア

取組
発信

SNS

連携
事業

セミナー

府政・市政等の
タイムリーな発信
大阪府チャンネル
市町村ライブ

大阪府、市町村のPR動画

府内各地の魅力紹介
Facebook
Twitter
Instagram

リアルな世界
OSAKA愛鑑イノベーション

企業等との
コラボレーション企画
Well-Being OSAKA Lab
OSAKAもの・ことづくりラボ

VoiceCh. 

知事インタビュー

知事インタビュー

コンテンツ・エンジン
大阪から世界へ

OSAKA愛鑑
新しい広報の仕組みを作り、
大阪をもっと好きになってもらうための情報を発信

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

ています。「OSAKA愛鑑(おおさかめいかん)」では、 動画配信やSNS

(Facebook,Twitter,Instagram)のほか、ボイスメディア(VoiceCh.)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。 また、大阪府職員が毎月、さまざまな府政情報を伝えるインター

ネットテレビ番組「大阪府チャンネル」を開設しました。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)」など、新たな取組みが広がっています。これらのプロジェクトを通じ、

より多くの人に大阪を知ってもらい、大阪に来てもらい、大阪に住み続け

てもらい、 そして大阪への誇りをより高く持ってもらいたいと考えていま

す。これからもさまざまな企業・大学や市町村と連携し、コンテンツをさ

らに充実させ、オール大阪の取組みを進めてまいります。

めいかん

石塚 理奈さん

たくさんの人と出会い、知識を深め、「大阪の真の姿」を伝えていきたい。

FC大阪スポーツクラブでは、大阪府との包括連携協定

に基づき、府政のPR、地域活性化、子ども、福祉、防

災、健康など、幅広い分野で協働を進めています。その

一環として、ホームページ、インターネットテレビ、SNSや

ボイスメディア等を通じて、大阪府や自治体から情報発

信を行っています。インターネットテレビの「大阪府チャン

ネル」では、その時々の府の施策、企業・大学との連携

やイベント、セミナー開催などのインフォメーションを。

「OSAKA愛鑑」では、主に府や府内市町村が取り組

んでいる、さまざまな活動を紹介しています。その中で、

私は、各番組でのMCを務めさせていただいています。公

民戦略連携デスクのみなさんと一緒に企画し、職員の方

も出演しながら、みんなで番組をつくっていく。とてもアッ

トホームな環境で、楽しくお仕事を進めることができて

います。MCとして参加して3年目になりますが、その間に、

多くの行政、地域の方たちと接する機会をいただきま

した。はじめた頃にはぼんやりとした知識でしかなかった

「社会問題」「行政問題」が、実際に現場で取組みを行っ

ている方 と々お会いし、お話を伺っていくことによって、自

分や家族、友人に関わる大切なテーマなんだということを

実感しています。私一人では解決できなくても、伝えるこ

とだったらできる！今では、自分自身の「やるべきこと」が、

より鮮明になってきました。大阪には、世界に誇ることが

できる、たくさんの人、もの、場所が溢れています。そのこと

に全国の人々も、実は府民の方々も、知らなかったり、

気づかなかったりすることが多いと思います。これからも、

大阪を深く見つめ、探求し、「大阪の真の姿」を積極的に

伝えていきたいと思います。

石塚 理奈さん●  株式会社アールダッシュ所属　FC 大阪 公式応援マネージャー

こちらのQRコードから
OSAKA愛鑑のホームページに

アクセスできます。
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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

OSAKA もの・ことづくりラボ
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。その第一弾として、株式会社バンタン

と連携し、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「Specialty OSAKA ～大阪らしさ×SDGｓの推進～」に取り組

んでいます。また、第二弾として、地域で活動をしている方同士で課題

を共有し、ネットワークを広げるため、「なにわ名物開発研究会」と連携し、

「オープンフォーラム」「未来の100人ワークショップ」を開催しました。

今後も、大阪の更なる活性化に向け活動する方々の、熱い思いを形に

するべく、取組みを進めてまいります。

第一弾 Specialty OSAKA ～大阪らしさ×SDGｓの推進～

課題共有と
ネットワーク拡大の取組み

オープンフォーラム

令和元年9月

未来の１００人
ワークショップ

令和元年12月

今
後
実
現
を
目
指
す

オリエンテーション
（令和元年7月）

大阪校と東京校でオリエン
テーションを実施
あわせて500名以上が参加

特別ゼミ
（令和元年9月）

学生チームの企画草案に特
別講師からアドバイスやディ
スカッションを実施

学内審査会
（令和元年10月）

5 0の学生チームによる、
学内プレゼン審査会を東京・
大阪各会場で実施 10チーム
を選抜

最終審査会
（令和元年12月）

学内審査会で選ばれた10チ
ームが府庁で最終プレゼン
テーション。最優秀賞1チー
ムと特別賞2チームを表彰

第二弾



（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。
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