
公民の連携をマッチングし、
社会課題の解決につなげていく。
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少子高齢化、人口減少などを背景として、今や行政だけで様々な社会課題を解

決できる時代ではなくなっており、民間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、企業や大学からは「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、民間との連携を積極的に進めた

いので、企業や大学との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、民間と行政のマッチングを行う府庁の「旗振り役」となる

公民連携の専任部門として設置されたのが、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、民間からの相談・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、

企業等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、

民間企業等との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。

About Us

「大阪府公民戦略連携デスク」とは

セブン -イレブン・ジャパンとの連携

［具体的な取組み事例］
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凸版印刷との連携

06 防災・減災に関する協定締結

りそな銀行との連携

07 多分野にわたる包括連携協定締結

大手コンビニチェーン４社との連携

08 高齢者にやさしい地域づくりに向けた協定締結

イオンとの連携
09 若年就職困難者への就業支援

関西ペイントとの連携

知的障がいのある生徒たちへの就労支援10

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。

チーフプロデューサー 東口勝宏

現在、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、民間企業等の皆

様と手を携え、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。

その旗振り役として、平成27年4月に『公民戦略連携デスク』を設置しましたところ、こ

の間、多くの取組みを進めることができました。

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、これまで御協力くださいました

企業の方々の声を掲載させていただいております。皆様には、これらの内容を御覧いただ

き、次はぜひ、御社の新たなビジネスチャンスの開拓や企業価値の向上につなげていた

だければと存じますので、どうぞお気軽に『公民戦略連携デスク』を御活用ください。



02

抱える課題は、様 （々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

府と民間企業との連携

府 庁

◯デスク設置後

教育
委員会

商工
労働部

府 庁

都市
整備部福祉部

◯デスク設置前

公民戦略連携デスク

ワンストップ窓口の役割

対話によるイノベーション
win-win の関係

対話によるイノベーション
win-win の関係

企業ニーズ つなぐ

つなぐ 事業連携
提案募集

府と企業・大学等との連携を
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）

府から、専任のデスク員が、企業・
大学などに対して、積極的にアプ
ローチをさせていただき、ご提案を
お聞きします。

府内バックアップ機能
（コーディネーター的役割）

経済活動の活性化 地域ニーズの反映

防災
防犯

府は広域行政体として、さまざまな分野を所掌

D 社C 社B 社A 社D 社C 社B 社A 社

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、
各企業からのご相談・庁内からの提案のマッチングを図ります。

◯社会貢献活動を

通じた企業価値の向上

◯ビジネスチャンスの開拓

民間企業等 大阪府

府と連携をしたいが、府
庁のどこに相談すれば
いいか分からない！

提案をしても、返事に
時間が掛かる！
（対応にスピード感がない）

連携にあたり、もっと企
業の意見を聞きたいけ
れど、ルートがない！

企業や大学とのマッチ
ングを橋渡しし、連携を
サポートをしてほしい！

質の高いサービス

◯施策効果の向上

◯府民サービスの向上

◯稼ぐ視点
（税投入からの転換等）

公民戦略
連携デスク

大阪府

1

2

教育
委員会

商工
労働部

都市
整備部福祉部

教育等 産業雇用等 福祉等 インフラ等

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



ネーミングライツ
民間事業者との契約により、スポーツ施設や歩道橋などに提案者の企業名や商

品ブランド名等を冠した「愛称」をつける権利を付与し、その対価を活用して、施

設の運営・管理に役立てる仕組みです。　
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公民連携の手法

【連携協定締結によるメリット】

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

 「防災」「産業振興」など、
各部局の施策単位での連携協定

広告事業
庁舎、冊子、封筒、ホームページなど、府が保有するあらゆる資産に民間企業の

広告等を掲載することにより、その有効活用を図るものです。広告事業で得た新

たな財源を活用することによる、府民サービスの向上を目的としています。

地域貢献企業バンク

「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。

PFI Private Finance Initiative
プライベート・ファイナンス・イニシアティブ

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能

力を活用して行う手法です。大阪府においては、府営住宅の建て替えなど、これ

まで多くの実績があります。

◯民間企業としての活動に「公共性」の位置づけができる。

◯個々の連携の取組みを行うごとに、
　社内で複雑な説明をする必要がなくなる。

◯社員個人のつながりを、組織的なつながりに昇華すること
　ができ、会社を挙げての協力体制をとりやすい。

◯協定を結ぶことによって、各部局の事業に対する企業、
　大学の積極的な協力が期待できる。
（ex. 府政 PR、事業のマンパワー提供など）

◯担当部局（担当者）ごとの個別の取組みを束ねて、
　府庁全体の取組みとして組織共有できる。

◯日常的にパートナーとして意見交換することができ、
　施策展開にあたってのアイデアがもらえる。

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

資金力

民
間
企
業

大
阪
府

公民戦略連携デスクが対応

各部局が対応

「強み」を束ね、
互いの「強み」を活かす。
「強み」を束ね、

互いの「強み」を活かす。

［ 行政の強み ］

新しい事業やアクションに対する抵抗感
施策の対象が網羅的・総花的

臨機応変な対応が難しい（硬直性）

［ 行政の弱み ］

利益が出ない時は早期に撤退
性急に結果を求める傾向

経営方針が景気の変動に大きく左右される

［ 民間企業の弱み ］

［ 民間企業の強み ］

デスクのミッション

ネットワーク企業の中には、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考えています。

包括連携協定

事業連携協定

包括連携協定

事業
連携協定

事業
連携協定

事業
連携協定

大阪府政・
地域貢献企業登録制度

公 民
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三方良し
CSV

共有価値
の創造

人口減少、少子高齢化が進む中、行政、企業が共通の社会課題を抱えているにも

かかわらず、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す。このようなニーズへと対応するために「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

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考えています。私たちが目指していることは、企業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です。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。そうした循環を実現するためにプロジェクトメイキングを

していきたいと考えています。

これまで、様々な企業の方 と々の「対話」を心掛けてきました。直接お会いして、話を

することによって、企業が考えておられることや、困っておられることが、よく分かります。

こうした対話を始めることが公民連携の第一歩となり、具体的な取組みにつながっていく

と考えます。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、様々な業種・業態の企業との連携が可能ですので、どんどん積極的

に対話し、取組みを進めたいと思います。

公民連携を進めれば、府民（住民）のみなさまに、よりきめ細かく、より良いサービス

を提供することができます。そのために、企業と行政のさらなるネットワークの構築を進め、

成功事例やノウハウを蓄積していきます。そして、大阪府がリーディングケースとなって、

公民連携の取組みを全国にも広げていきたいと考えています。

多様化する社会的課題の解決に向けて。

win-winの関係に向けた仕組みづくり。

大阪をリーディングケースとして、全国へ広げていきたい。

～CSRからCSVへ～
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。

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

ビジネスチャンス拡大

企業連携による施策効果向上、
きめ細かい府民サービスの提供

税投入の抑制による
住民負担の軽減

府 民

行 政企 業

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という段階から進化し、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Ｃ

ＳＶ、いわゆる「公と民による共有価値の創造」という段階へと移り

変わってきています。すなわち、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。

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。

東口 勝宏
大阪府 公民戦略連携デスク チーフプロデューサー



セブン - イレブン・ジャパンとの連携

意欲ある高齢者がいきいきと働ける場を、
企業と行政との連携でつくっていく。

高齢者雇用促進のための取組みを、大阪府とセブン-イレブン・ジャパンの

連携で展開しています。当連携は、高齢者の就業の場を開拓したいという

行政側の思いと、高齢社会への対応を見据えて「コンビニは若者の店」と

いうイメージを払拭し、高齢者の方たちに働く場として認知してもらい、雇用

につなげていきたいという、セブン-イレブン・ジャパンの思いが一致し、公

民戦略連携デスクが、府の担当部局とマッチングを図り、スタートしました。

府とセブン-イレブンの共同で、府内各地で、6月から12月まで計34回の

仕事説明会を開催。その後、高い採用率で雇用に結びつけることができま

した。雇用された高齢者の方たちは、「セブンミール」などの弁当宅配業務を

中心に、店舗での接客、品出しなどのさまざまな業務を担当するほか、地域

をよく知る「見守り役」として活躍されるケースもあり、加盟店舗からも高く評

価されるなど、雇用する側・される側の双方の成果に結びついています。

高齢者の就業の場を
開拓したい！

［セブン-イレブン・ジャパン］

府の政策目的と企業の経営戦略が合致

高齢者雇用の促進に向け「仕事説明会」を共同で開催
行政が関与することで、応募するシニアの方にも安心感！

結果、大阪府内で、6月から12月まで計34回の仕事説明会を実施し、

約900人の方が参加。約100名の採用につながりました。

地域をよく知る高齢者に、

弁当などの配達業務を

担ってもらい、地域の

見守り活動につなげたい！

［大阪府］

黒瀬陽一さんセブン -イレブン・ジャパン 関西ゾーン 総務担当マネジャー

大阪発の新しい連携モデルを、全国に発信して広げていきたい。

企業側からすると、どうしても行政は間口が狭いという通念

で捉えてしまいがちです。しかし、大阪府の公民戦略連携

デスクでは 、府庁内の部局間調整や連携、企業と行政の

相互利益につながる具体的な提案をしていただくなど、課

題解決を円滑に進めていくことができます。シニア層雇用に

関する「仕事説明会」の開催も、とてもスピーディに実現へ

と至りました。説明会は 毎回たいへんな盛況で、多くの

方々に参加して いただくことができ、加盟店での採用につ

ながっています。 シニア世代にとって、コンビニはまだまだ

若年層の店だという印象が強く、いざ働こうという時に選択

肢に入っていないという状況があります。企業努力だけでは

乗り越えにくい課題を、大阪府がバックアップしてくださるこ

とで、シニアの方たちの安心感につながり、より関心を持っ

ていただくことができたと思います。シニアの方にお店で働

いていただくことは、私たちにとっても大きなメリットです。社

会が高齢化を迎え、コンビニを利用されるお客様の年齢層

も増々高くなっていきます。同年代のスタッフが接客してい

るということで親近感が生まれますし、来店もしやすくなりま

す。また、みなさんとても真面目で、丁寧に仕事をしてくださ

ることで、シニア層雇用に積極的な加盟店が増えてきてい

ます。 企業も行政も、それぞれ単独では解決できない課題

をたくさん抱えていますが、目的が同じなのに、道が違うから

連携することが難しいとされていることが多いですね。それ

を、行政が率先して、一緒に課題解決に向かっていける仕

組みづくりを実践していることは、非常に画期的だと思いま

す。私たちも、大阪府での取り組みを先進事例として、全

国にもどんどん広げていきたいと考えています。

高齢者雇用は、
府の雇用施策の柱の一つ
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公民戦略連携デスクが、
担当部局とマッチング



（平成 27年 11月５日締結）

田淵直樹さん凸版印刷 西日本事業本部 関西生活・産業事業部 ビジネスイノベーション本部 本部長

凸版印刷との連携

企業の技術力とノウハウを活かし、
府民サービス向上のための連携強化へ。

大阪府と凸版印刷とは、「災害救助物資の提供及び防災・減災に関する

啓発活動への協力に関する協定」を締結。本協定に基づき、近い将来発

生が予想される南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生に備えて、府

へ非常用給水袋の提供をいただきました。

南海トラフ巨大地震が起こった際、府内では水道施設が被災し、全域で

完全に復旧するまで約４０日間要する想定になっています。その間、大阪

広域水道企業団の「あんしん給水栓」により、各市町村が給水車で府民

に水を届けることになりますが、その際、府民が水を受け取るために給水

袋は必要不可欠なため、防災イベントや発災時に活用します。また、包装

技術・ノウハウを活かした、備蓄対策に関するアドバイスをいただくなど、

南海トラフ巨大地震への対応をはじめとする防災・減災に連携して取り

組んでいきます。

２０００個の「非常用給水袋」を
備蓄用として大阪府へ提供

凸版印刷の包装技術・
ノウハウを活かし、府の備蓄対策

に関するアドバイス

凸版印刷

win-win の関係を築くことから、より高い府民サービスにつなげていく。

弊社「TL-PAK」の技術を給水袋に応用するきっかけとなっ

たのは、２０１１年に発生した東日本大震災の経験からでし

た。私の実家がある茨城県では、３月１１日から２ヶ月間もの

間断水が続き、給水ポイントから自宅まで水を運ぶ手段がな

く、とても困っていました。その時に「TL-PAK」が使えるの

ではないかと思い立ち、みなさんにお配りしたところ、水を運

ぶのに絶好の容器だということで、とても喜んで頂きました。

この経験をもとに、あらためて非常用給水袋として開発した

製品を大阪府にご提案させて頂いたところ、非常に高い評

価を頂戴しました。その後、公民戦略連携デスクから危機管

理室へと橋渡しがあり、昨年１１月５日「津波防災の日」に防

災・減災に関する協定を大阪府と弊社で締結、主に防災

の分野での協働がスタートすることになりました。これまでも、

自治体などに飛び込みのようなかたちで提案をすることも

あったのですが、複数部局をまたがる課題などでは、なかな

か成果に結びつかないケースが多くございました。しかし、公

民戦略連携デスクに相談すると、各部局とのマッチングだけ

ではなく「このソリューションだったら、このように活用できま

すね」というようにプロデュースをして頂くことが出来ました。

いわゆる自治体の印象が１８０度変わって本当に驚きました。

そして何より、府民へのより良いサービスを提供するために

は、行政、企業ともにwin-winの関係を築いていくことが重

要であると考えておられます。このようなセクションは、全国

の自治体にも前例がないと思います。今後、弊社としても公

民戦略連携デスクを通して、多くのアイデアを提案すること

で、大阪府と一緒になって府民サービス向上に向けた様々な

課題解決に取り組んでいくことができると期待しております。

「災害救助物資の提供及び
防災・減災に関する啓発活動への

協力に関する協定書」
大阪府
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低コスト 省スペース

凸版印刷の強みである液体梱包資材
「TL-PAK（ティーエルパック）」（※）の技術を応用し、
災害時に活用できる「非常用給水袋」を開発

［非常用給水袋の特徴］

水を入れた状態でトートバックに
入れて持ち運ぶことも！

従来のポリ容器と比較して
導入コストを約 5割削減！

※プラスチックフィルム内袋と段ボールの外装箱で構成される大容量液体製品向け複合容器

コンパクト設計

使用しないときは、
折りたたんで収納が可能に！



りそな銀行との連携

行政の強みと銀行の強みを活かした、
多様な分野での包括的連携の実現へ。

大阪府とりそな銀行は、府内の中小企業振興や雇用促進、府政PRなど、

府政の様々な分野における連携を、さらに深化させ、府民サービスの向上

及び府域の成長・発展を図っていくことを目的とした「包括連携協定」を

締結。府が金融機関と複数分野での包括連携協定を結ぶ、初の事例と

なります。協定締結および連携事業の推進にあたっては、公民戦略連携

デスクが庁内各部局とのマッチングを行い、事業を展開しています。府内

に本店を置く、りそな銀行の全国への情報発信力をはじめとする様々なサ

ポートを得て、府政のPRなどを展開するほか、府とのこのような連携を通じ

た、同行の新たな顧客開拓や信用力の向上を目指し、様々な分野での取

組みが進んでいます。

異業種交流会を活かした
若手職員の人材交流

全国のATMを利用した
府政PRの実施

中小企業振興
上海事務所への

りそな銀行社員の派遣

りそなキッズマネーアカデミー
×教育委員会

「こころの再生府民運動」

大阪府との包括連携協定の締結

入浦直仁さんりそな銀行 大阪公務部長

企業と行政のビジョンをつなげて、豊かな都市づくりにつなげていきたい。

行政と企業が連携を進める上で、大切なことは継続性であ

ると考えています。多様化する社会の課題解決のためには、

長期的な視野に立ち、ビジョンをしっかりと共有し、成果の

追求をしなければなりません。そのためには、参画する企業

のメリットを見据えたフレームワークが重要となってきます。企

業が社会に果たす役割りも「CSR=企業の社会的責任」か

ら、さらに発展し、企業が追求する経済的価値と社会的価

値を両立させる「CSV＝共通価値の創造」という考え方に

シフトしています。私たち銀行としても、いかに本業に即して

社会に役立つことができるかがミッションであると捉えていま

す。大阪府との連携の事例としては、子どもたちに、お金や

働くことの大切さを学んでもらい、将来の夢を自らで叶えられ

る力を身につけてほしいという着想から実施している「りそな

キッズマネーアカデミー」や、将来の大阪を担う若手人材を

対象に「行政と民間企業の異業種交流会」を行なうなどし

ています。これらは、大阪府との包括連携協定に基づいて

取り組んでいますが、公民戦略連携デスクができたことで、

さらに広く、横断的に連携することが可能となりました。私た

ち銀行が、たくさんの企業、お客様同士をつなげていく潤滑

油のような存在を目指していく上で、公民戦略連携デスクの

力には大いに期待を寄せています。これからも一緒になっ

て、行政と企業の「強み」を発揮させ、豊かで快適な都市づ

くりに参画していきたいと思います。

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、民間企業の皆さまの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と「包括連携協定」を締結しています。

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

［包括連携協定締結企業］ ローソン／サークルKサンクス／イオン／セブン-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 （平成28年3月31日時点）

◯包括連携協定について
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高齢者及び
若年性認知症者の雇用の促進

認知症に対する
正しい知識の普及・啓発等

地域活動支援等

セブン -
イレブン

ファミリー
マート

ローソン

大手コンビニチェーン４社との連携

高齢者が住み慣れた地域で
安心して暮らし続けることができる地域づくりを実現するため

５つの柱立てで、取組みを推進

「大阪府高齢者にやさしい地域づくり推進協定」締結
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阿部大介さん株式会社ファミリーマート 関西第３ディストリクト 東大阪北営業所 営業所長

コンビニが地域コミュニティの拠点となり、府民が安心して生活できるまちに。

ファミリーマートでは、包括連携協定の締結以前から、各店

舗ごとには、高齢者の買い物支援などを行っています。地域

の商店がフランチャイズでコンビニ経営をされている場合など

は、もともと地域とのつながりを持っておられますから、自主

的に高齢者の買い物支援などを実践されています。この度、

大阪府との連携を図ることによって、市町村の「SOS見守

りネットワーク」への参画など、さらに細やかなサポートができ

るだけでなく、本社から各店舗に向けて一斉に情報を届ける

ことができ、地域サービスにつながる活動をより効果的に行

えるようになりました。

現在、東大阪市の店舗では、AEDの設置や、大阪府警と

の協働による防犯巡回などを行なっていますが、そうした地域

の安心・安全に寄与する取り組みにおいても、自治体との

連携は不可欠となります。私たちとしても、自治体のバック

ボーンがあることで、地域に役立つことができるコンビニとし

て、お客様への信頼につなげていくことができます。公民戦

略連携デスクでは、企業、行政の双方メリットが両立する仕

組みを提案していただけるので、とてもスムーズに連携体制

をつくることができます。今後の展望としては、店舗が行政

サービスの窓口になったり、電気自動車の充電スタンドを設

置し、クリーンエネルギーの供給拠点となるなど、私たちが果

たしていく社会的な役割は、まだまだ広がっていくと考えてい

ます。コンビニが地域コミュニティの拠点となり、府民のみな

さんが安心して生活できる大阪のまちづくりを実現するため

に、公民戦略連携デスクと連携しながら、企業と行政が一体

となった協働を推進していきたいと思います。

［大阪府］

大手コンビニチェーン４社との連携

コンビニを「地域の目」として、
高齢者にやさしい地域づくりを実現する。

大阪府では、認知症に伴う徘徊行動等による行方不明高齢者の早期発

見・保護への協力や見守り等を通じた、高齢者にやさしい地域づくりの実

現を図るため、大手コンビニチェーン４社と「大阪府高齢者にやさしい地域

づくり推進協定」を締結しています。大手４社が、一斉に認知症の見守り

に協力するのは、全国でも初の事例です。コンビニが地域に根差した存在

であることを活かし、高齢者見守り拠点としていくことが狙いで、協定締結

により、府内の約3500店舗におよぶコンビニの店舗網を、24時間365

日体制の「地域の目」として機能させていきます。コンビニエンスチェーン各

社では、行方不明高齢者の早期発見・保護における協力のほか、店頭ま

たは配達業務を通じて、支援が必要な高齢者を発見した際には、管轄の

市町村等に連絡などを行います。

サークルK
サンクス

認知症に伴う徘徊行動による
行方不明高齢者等の早期発見・保護

高齢者の見守り・安否確認等
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イオンとの連携

働くことへの不安を抱える若者に、
就業体験の機会を提供し、支援していく。

大阪府では、就業意欲のある方が、一人でも多く就職できるための支援に

取り組んでいます。とりわけ、「働きたいが、仕事や対人関係に不安があっ

て職業生活に自信がない」など、様々な課題を持つ若年就職困難者（ニー

ト状態の若者）に対しては、カウンセリングなどのきめ細かなサポートととも

に、社会への第一歩を踏み出す就業体験の機会を提供していただける企

業や事業所との連携を図っています。今回は、公民戦略連携デスクが、府

の就業促進セクションとイオン株式会社の連携を促し、同社と府が締結し

ている包括連携協定の一環として、イオン店舗での若年就職困難者の就

業体験を実施しました。イオン大日店では、20代と40代の男女2名が、

文具売り場等での就業体験を行い、パートとしての就職に結びつけること

ができました。 ◯若者２名のパートとしての就職が決定

◯今後も同様の就業体験を予定

対人面で
不安がある

対人接触の少ない
大規模バックヤード
での就業も可能

長時間の通勤が
精神的負担になる

大阪府域全体に店舗を展開
しており、居住地の近くでの

勤務が可能

職場でのサポート
体制に不安

障がい者雇用の実績など、
現場における指導ノウハウ

がある

イオン店舗にて、若年就職困難者の職業訓練を実施

［イオン］ ［イオン］ ［イオン］

課題 課題 課題

［大阪府］

現在、府内のニートは４万人を超える。
就業体験の場・機会をもっと増やしていきたい！

これまで大阪府があっせんする就業体験先は、中小企業が多かったが、
イオンと連携することで、若者の就業の可能性が広がっていく

山口弘恭さんイオンリテール株式会社 近畿・北陸カンパニー コミュニケーション部 広報マネージャー

お客様と接する仕事を通して、コミュニケーション力を身につけてほしい。

就業促進に関する連携事業は、大阪府と締結している包

括連携協定の一環として、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。大阪府が抱えていた課題とし

ては、行政があっせんできる就業体験先は、主に中小企業

が中心であったため、経験が少ない若者にとっては、受け入

れ体制の条件等が合わないケースが多かった。私たちイオ

ンであれば、府内にも多くの店舗を持っているので、営業時

間やシフト体制など、本人の二ーズに合わせて多様な働き

方に対応できるということで、ご協力させていただく運びとな

りました。店舗での就業体験にあたっては、対人面での不

安を抱える方もおられたのですが、あえてバックヤードなどの

裏作業ではなく、お客様と接する売り場の業務に就いてい

ただきました。接客を体験をすることによって、本人に「気づ

き」をもたらすきっかけになると考えたんです。売り場に出た

当初は、お客さまから質問をされても、別の従業員へ引き渡

すだけというような状況だったのですが、慣れてくると、積極

的に案内ができたり、自信を持って対話ができるようになり、

私たちもびっくりするくらいに表情も明るくなっていきました。

接客業で必要とされるスキルはコミュニケーション力ですか

ら、これから社会に出て、人間関係を築いていく基礎が身に

ついたのではないでしょうか。行政が抱える課題を、私たち

企業がサポートできることは、まだまだあると思います。互い

の「強み」を活かして、さらなる連携強化に取り組んでいきた

いと思います。



関西ペイントとの連携

企業と行政の連携で、これまでにない
新たな分野の就労支援の機会をつくる。

府立支援学校等に通う、知的障がいのある生徒たちが塗装作業を体験す

るイベントを、関西ペイント株式会社と大阪府が連携して開催しました。

このイベントは、府の就労支援の一環として実施しており、生徒たちの就

職や自立を後押しすることを目指しています。構想の企画立案に際しては、

府の担当部局と関西ペイントをつなぐ役割として、公民戦略連携デスクが

仲介し、度重なる意見交換を経て、これまでにない新たな分野での職業体

験が実現しました。実施にあたっては、同社の新製品塗料の無償提供や、

塗装における技術的なサポートのもと、府職員や同社スタッフも参加し、多

くの学校関係者が見守るなか、大阪府庁の新別館北館の壁の塗り替えを

行いました。

府による就労支援は

これまで、庁舎の守衛業務や、

植栽の刈り込みなどに

限られていた

知的障がいを持つ
支援学校の生徒たちへ
新たな分野の職業体験
の場を提供したい！

［関西ペイント］

塗装の楽しさを
実体験として、伝えたい！

［大阪府］

匂いがつくとか、汚れるなど、

ネガティブな印象を持たれがちだが、

塗装は、難しいものではなく、

誰でも手軽にできるという

良いイメージを持ってほしい

湿度調整や消臭、抗菌機能を持つ

新製品塗料のPRにつなげたい！

山瀬 直さん関西ペイント株式会社 経営企画室 広報・IR 担当部長

企業と行政の「強み」を掛け合わせ、新たな連携のかたちを追求していく。
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府の就労支援の一環として、

知的障がいのある生徒たちに向けた塗装体験イベントを実施

公民戦略連携デスクが、
担当部局とマッチング

今回の取組みは、公民戦略連携デスクと弊社が、一緒に企

画を考えていくという段階からはじめました。関西ペイントには

「塗装は難しい」「塗料は匂いがする」といったネガティブなイ

メージを払拭し、やってみると意外と簡単で楽しいことを知って

もらいたい思いがあります。実際、今回使用した弊社の塗料

「ALES SHIKKUI（アレスシックイ）」は、匂いがしないだけで

はなく、逆に消臭機能やウイルスを死滅させるといった効果も

あるんです。そのように「塗料も進化している」ということを業

界や生活者の方々に、もっとアピールしていきたかった。大阪

府としては、障がい者の方たちの就労支援を進めていく際に、

就労業務の範囲が狭く、限定されてしまっているという課題を

抱えておられます。そこで、行政と企業が一体となって、新しく

チャレンジする機会を創出し、可能性を広げていくという構想

へとつながりました。大阪府には場所提供と参加者の募集を

していただき、弊社は、塗料の提供と塗装技術をサポートしま

した。当日の塗装をはじめ、前日からの準備、最後の片付け

までの体験でしたが、参加者の方々から、後日にお礼状まで

いただきました。私たち自身も、新しい発見と、参画意義を再

認識することができたと感じています。今後も、塗装を楽しむ

というコンセプトで、このような企画を継続していきたいと考え

ています。企業と行政は、お互いにハードルが高いものだと

捉えがちですが、公民戦略連携デスクは、企業のミッションを

理解し、共有していただだいた上で柔軟に発想していただけ

る。他の自治体と比べても、斬新で独自なポジションではない

でしょうか。私たちも、社会の課題解決に向けて、企業にしか

できない様々な企画を提案し、実践していきたいと思います。



企業・大学のみなさま

弊府との連携について、ぜひ積極的にご検討いただき、

ご相談、ご提案等がありましたら、当デスクまでお問い合わせください。

〒540-8570　大阪市中央区大手前二丁目
TEL 06(6944)6401 ／ FAX 06(6944)1702
メールアドレス　koumin@gbox.pref.osaka.lg.jp
ホームページ　http://www.pref.osaka.lg.jp/gyokaku/kohmin/index.html

大阪府公民戦略連携デスク


