
【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

(防災・減災）
　行政主体の防災・減災対策のみでは地域住民への浸透に一定の限界がある。実際の災害時に減災効果を発揮するためには、予め地域住民が
自主的に防災・減災について考え、様々な状況を想定した地域主導の防災・減災対策が必要である。また、区全体の防災・減災意識の向上のた
め、今まで対策があまり採られていなかった層に対しても意識向上を図る必要がある。さらに、新大阪駅周辺で大災害が発生した場合は帰宅困難
者への対応に地域、企業、行政が協力する必要がある。
（地域防犯・交通安全・自転車対策）
　警察等との連携を広げ、地域の防犯意識を向上させるための情報提供の充実や防犯講習会を実施する。特に、女性や子どもの性犯罪抑止のた
めの取り組みも実施する。更に、増加傾向にある特殊詐欺被害撲滅に向けて啓発活動を強化する。また、自転車利用者の実態を踏まえて自転車
利用者の交通ルール順守と交通マナーの啓発・指導を徹底し、自転車利用適正化の対策を総合的に進めていく。

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

経営課題4 【安全・安心のまちづくり】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

災害に強く犯罪が少ない、安全で安心して暮らせるまちづくりのため、地域住民が自主的・主体的に防災・減災活動、防犯・交通安全活動に参加
し、多様な主体の連携・協働により進めている状態。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

(防災・減災）
・小学校下の防災マップの作成　全17地域で全戸配布（平成25年度）
・地域別防災計画策定　全17地域で実施（平成24～26年度）
・全世帯を対象とした東淀川区防災に関する区民アンケート調査による避難所の認知度　一時避難所53.0％　災害時避難所 47.7％（平成25年度）
・夜間や停電時を想定した避難所開設訓練の実施　3地域（平成28年度）
・河川氾濫を想定した夜間における避難所開設訓練の実施　３地域（平成28年度）
・地域における要援護者見守りネットワーク強化事業にかかる地域名簿提供 4地域（平成28年度）
（地域防犯・交通安全）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

(防災・減災）
　各地域での防災訓練や学習会など実施すべき取り組みは進めているが、訓練等に参加していない住民との防災・減災知識のギャップがあり、区
全体としての防災・減災知識の底上げが出来ていない。
　各地域で地域別防災計画に基づく地域の実情に応じた訓練実施が進められつつあるが、要配慮者に対する災害時の支援を含めた訓練が実施
されていない。
　新大阪駅のようなターミナル駅で大規模災害が発生した場合、駅周辺に多くの帰宅困難者が発生する。
（地域防犯・交通安全・自転車対策）
　平成21年から街頭犯罪発生件数は減少傾向にあるものの子どもや女性を狙った犯罪、特殊詐欺、自転車盗難被害が依然として後を絶たない傾
向にある。
　交通事故総件数が減少傾向にある中で、自転車事故の占める割合は依然として高い状況にあり、そのシェアは約4割を占めている。
　放置自転車が多いのが自転車盗の増加の一因であり、過去から啓発指導員の配置や駐輪場利用啓発を進めているが、依然多くの放置自転車
が存在する。上新庄・新大阪両駅は駐輪場の整備が進んでいる一方、淡路駅周辺では、都市基盤施設整備が進行中であり、駐輪場の整備が進ん
でいない。
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【様式２】

円 円 円

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　地域住民の防災・減災意識を高め、地域主体の自助・共助を基本とし
た取組の促進により、「自助・共助・公助」それぞれが責務と役割を果たし
ながら、災害に強いまちづくりが実現できた状態

　災害が発生した場合に、被害を最小限にとどめるため区民へ広く呼び
かけを行い、自発的に防災・減災活動を行う「自助」や、地域において連
携し、互いに助け合い、互いを災害から守るために自発的に防災・減災
活動を行う「共助」を基本とした活動を推進する。また、災害時の地域活
動の担い手確保のため、若い世代（中学生等）への集中的な防災学習に
消防・区役所・学校・地域と連携して取り組みを進める。さらに、新大阪駅
など駅周辺企業等の災害時における帰宅困難者対策を行うなどの取り
組みにより、幅広い区民等の防災意識の向上につなげていく。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
　被害を最小限にするには「公助」だけでなく、区民自身や地域による「自
助・共助」による取組が重要だと感じる区民の割合
区民の割合：平成30年度末までに80％

めざす成果及び戦略　4－１ 【自助・共助を基本とした災害に強いまちづくり】

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・区民の防災・減災に関する知識の普及のための広報啓発
・地域住民主体による防災・減災学習会　（年間17回）
・地域別防災計画をもとに地域特性や夜間・水害など様々な事象を想定
して、地域が主体的に関係機関と連携するなど、訓練参加者の増加をめ
ざした多様な訓練を実施する。　　（年間17回）
・高齢者、障がい者などの要配慮者に対する支援を想定した防災学習・
訓練の実施支援　（2地域以上）
・防災マップの配付による、避難場所や避難ビルなどの周知
・防災フェアの開催

家具の耐震固定など自助の取組を行っていると答えた区民の割合：60％
以上
【撤退基準】
上記目標が40%を下回った場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
・防災学習会　H27年度37回、H28年度31回
・防災訓練　　 H27年度21回、 H28年度18回

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組4－１－１ 【地域防災・減災力の向上】

27決算額 6,138千 28予算額 7,481千 ２９予算額 5,126千

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
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【様式２】

円 円 円

具体的取組4－１－２ 【若年層への防災訓練】

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
　災害時に救助活動など地域活動の担い手となりうる中学生や小学生が
自ら考え命を守る行動ができるよう、学校や地域、関係機関と連携した防
災訓練や防災研修を実施する。
・避難所体験や地域防災（共助）の取り組みを知る学習
・防災○×クイズ、災害時に役立つものづくり、防災基礎知識学習
・防災クロスロードなど

区内全小中学校（16小学校　8中学校）

災害時に取るべき行動がわかったと答えた小学生の割合：80％以上
研修後、災害時に自分たちの役割がわかったと答えた中学生の割合：
80％以上
【撤退基準】
上記目標が50%を下回った場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
中学校等での土曜授業等を活用した防災研修の実施（H26年度5回、
H27年度6回、H28年度7回）

27決算額 28予算額 ２９予算額（4－1－1に含む） （4－1－1に含む） （4－1－1に含む）

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組4－１－３ 【帰宅困難者対策】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
　平成28年度に設置の帰宅困難者対策協議会に、より多種多様な企業
の参加を呼びかけ、協議会を通じて、地域や駅周辺企業・行政との連携
を深めるととともに、災害時の協力体制を構築する。また、協議会の円滑
な運営に向けて支援する。
　・協議会等開催　３回以上開催

新大阪駅周辺帰宅困難者対策協議会の運営を継続する必要があると思
う企業の割合　70%以上
【撤退基準】
上記目標が40%以下の場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
・「新大阪駅周辺防災計画」素案策定（H27年度）
・新大阪駅周辺帰宅困難者対策協議会設置準備（H27～28年度）
　ＷＧ３回　（約30社参加）　学習会　１回　（約70人）図上訓練（17人）
・新大阪駅周辺帰宅困難者対策協議会設置（H28年度）

27決算額 1,286千 28予算額 1,143千 ２９予算額 1,148千

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
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【様式２】

円 円 円

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組4－２－１ 【地域防犯対策】

27決算額 28,470千 28予算額 15,639千 ２９予算額 15,861千

自
己
評
価

取組実績

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・子どもや女性を狙った性犯罪防止教室　10回以上
・高齢者等に対して特殊詐欺被害防止や消費者保護のための啓発活動
10回以上
・犯罪抑止のために懸念箇所へ区防犯カメラを設置するとともに、維持管
理、運用を継続して実施
・夜間の青色防犯パトロールの実施（業務委託）
・東淀川区一斉青色防犯パトロールの実施　1回
・効果的な犯罪防止啓発ポスターなどを作成し、施設や各地域集会所、
大学等へ設置

女性被害犯罪の発生件数を平成２８年（85件）比10％減
【撤退基準】
女性被害犯罪の発生件数が平成28年より増加する場合、事業の再構築
を行う。

前年度までの実績
・夜間の青色防犯パトロールを実施（H27年度～）
・3区防犯プロジェクトで防犯カメラを30台設置（3区で100台。H26年度）
・隣接市境付近に防犯カメラを20台設置（H27～28年度）
・子どもや女性を狙った性犯罪防止教室（H28年度）

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

めざす成果及び戦略　4－２ 【防犯意識の高い安心のまちづくり】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　地域住民の防犯・交通安全に対する意識を高め、犯罪が少なく安心し
て暮らせるまちづくりが実現された状態

　街頭犯罪防止や交通事故減少のために地域が主体となり、警察、行政
と連携し取組みを進める。また、街頭犯罪の取組みに加え、区民に大き
な不安を与える子ども女性を狙った性犯罪や特に急増している特殊詐
欺、消費者保護のための取組みを強化する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
地域が主体となり、警察や行政と連携して犯罪の抑止、交通事故減少な
ど安全・安心に向けた取組みが進められていると感じる区民の割合：平
成30年度末までに60%
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【様式２】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組４－２－２ 【自転車利用適正化対策】

27決算額 28予算額 ２９予算額

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・高齢者や小・中学生、高校生を対象に交通安全教室や自転車盗難防
止・自転車利用マナー向上の自転車利用キャンペーンを実施。　年10回
・警察署や地域と連携した春・秋の交通安全運動の実施（17地域）
・放置自転車の多い駅周辺に啓発指導員を配置（業務委託）
・防災・防犯面での学習会等の地域住民が集まる場所での自転車利用
マナー向上の啓発（マナー向上講習参加者以外にも啓発を広げる）

参加後、交通ルールとマナーを遵守しようと思う参加者の割合：70％
【撤退基準】
上記目標が40%以下の場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
平成27年度
小学生とその保護者及び中学生と地域住民を対象とした交通安全教室
2回
平成28年度
プロのスタントマンが交通事故を再現するスケアードストレート教室実施

（4－2－1に含む） （4－2－1に含む） （4－2－1に含む）
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【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・地域の特性やニーズに応じた区民協働型の区政運営を実現しPDCAサイクルを効率的に継続するために、区政会議をはじめとする各種会議、市民
の声や各種アンケート調査などにより、区民の意見を適切に集約できる体制の充実を図り、的確に区政に反映する仕組みづくりを進めていくだけでな
く、効果的な情報発信を行うことが必要である。
・基本的な問い合わせ等への対応については、それに適切に答えるだけでなく、その発生を抑制する効果的な広報活動につなげていくことまで行っ
て完結するものであるということを全職員が意識する。
・広報活動の実施にあたっては、広聴により把握したニーズを、必要とするターゲットに、効果的に伝わる手段を用いて確実に伝え、そのうえで行動に
移してもらうことを意識する。
・広報の効果検証を積極的に行い、「区民ニーズがある情報を発信できているか。」「区役所からの広報活動について、その情報を必要とする区民に
伝わり、行動を起こしてもらえるものであったか。」を測定、解析し、その内容を次回の事業実施・広報活動に活かすというPDCAサイクルを構築する。
・それらの取組により、区役所と区民の信頼関係を強化し、区民満足度の向上につなげる。

経営課題５ 【地域特性に応じた区政運営と広聴広報機能の強化】

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

計
　
画

区が実施する施策について広く区民の意見やニーズを把握し、それらを適切に区政に反映させることで、地域の特性やニーズに応じた区民協働型の
区政運営の実現をめざす。また、区民や事業対象者が区役所からの情報発信により必要とする市政情報を望む時に容易に入手できていると感じら
れる状態をめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・区長や担当課全員による事業検討会を実施し、前年度事業などの振り返りなどＰＤＣＡを回すとともに、地域特性に応じた次年度計画の検討を行っ
ている。
・区の施策事業について立案段階から、多様な区民（区政会議委員等）の実質的な意見を把握し区政に反映させるとともに、事業実施後に実績及び
成果の評価にかかる意見を聞き、さらに次年度の計画への反映を行っている。
・区政会議の強化により、区民の意見・ニーズを区政に反映する仕組みを発展させた。
・東淀川区役所広聴・広報戦略1.0を策定（平成28年12月）。
・広報紙、ホームページ、フェイスブック、ツイッター、掲示板などの広報ツールを利用して随時情報発信を行っている。

■データ
・地域実情や特性に応じた特色ある施策・事業が展開されていると感じる区民の割合：25.9％（平成28年度格付けアンケート）
・区役所が、区民の様々な意見や要望を聞くよう努めていると感じる区民の割合：28.8％（平成28年度格付けアンケート）
・区役所が、区民に身近な窓口として、責任を持って、適切に対応したと感じる割合：73.5％（平成28年度格付けアンケート）
・区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、区役所から情報発信が十分だと感じる区民の割合：27.0％（平成28年度格付けアンケート）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・地域実情や特性を反映した必要で特色ある区政運営を実施するために各事業に関するＰＤＣＡを徹底し改善を繰り返す手法が有効であり、区政会
議の強化や年度内振り返りなどを実施してきたが、「地域実情に応じた区政運営が展開されている」「区民の意見が区政に反映されている」という区
民の実感が低い。区政会議をはじめ、様々な意見やニーズを積極的かつ的確に把握し施策・事業に反映している実績についてより効果的な情報発
信することが必要。
・検診情報など従来から実施されている取組みに関することなど、区民が自発的に探したり、関心を持つことが想定される情報を適切に発信するだけ
でなく、新規事業やイベントの情報など、区民が知らない新しい情報を適切な対象に届け、行動を喚起することが必要であるが、現状では必要とする
情報についても区役所からの情報発信によって入手できているとの区民の認識は低い。
・広聴から区民が必要とする情報を分析し、広報や事業改善につなげる取組みが不足しており、その結果として区民に需要のある情報が発信できて
いない。
・広報の効果検証が不足しており、PDCAサイクルによる広報の改善ができていない。
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・区長や担当課をはじめとする関係者による各事業に関する検討会を実
施し、前年度及び当年度上半期を振り返ることでの有効性の検証や課題
の洗い出し、改善策や新たな展開を考えることで、今後の取り組みや次年
度予算への反映に向けた調整を行う。
・区政会議をはじめとする様々な場面で得た区民の意見や東淀川区の統
計データから得た課題から、改善策や新たな展開を検討し、今後の取り組
みや次年度予算への反映を行うよう調整する。

・日頃からPDCAサイクルを意識して業務に取り組んでいる職員の割合：
80％以上
・区民の意見や東淀川区のデータを活かして事業を見直したと考える職員
の割合：80％以上

【撤退基準】
上記目標が70％未満の場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
平成26年度　平成27年度予算に向けたサマーレビュー
平成27年度　区長ヒアリング(運営方針)、サマーレビュー
平成28年度　事業に関するダイアログ、サマーレビュー

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組５－１－１ 【PDCAサイクルの徹底による区政運営（区政編 改革の柱２Ⅳ-イ②）】

26決算額 － 27予算額 － 28予算額 －

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　各事業について十分な検証を行い課題や改善策を反映するＰＤＣＡサイ
クルを徹底して行うことで、地域実情や特性に応じた必要で特色ある区政
運営が実現できている状態

　区長や担当課全体による各事業に関する検討会を実施し、有効性の検
証や課題の洗い出し、改善策や新たな展開を考えることで、今後の取り組
みや次年度予算への反映に向けた調整を行う。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
　東淀川区の特性や地域実情に応じた特色ある施策・事業を行っていると
感じる区民の割合：平成29年度末までに35％以上

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

めざす成果及び戦略　５－１ 【地域の特性に応じた特色ある区政運営】

計
画
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【様式２】

円 円 円

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
　区の施策事業について立案段階から多様な区民等（区政会議委員）の
意見を把握し適宜これを反映させるとともに、執行段階及び事業終了段階
での実績及び成果の評価にかかる意見を聞くことで、地域の特性やニー
ズに応じた区民協働型の区政運営の実現をめざす。
　各専門部会を設け、それぞれの分野に関する学習会を多数開催し理解
を深めながら部会運営するとともに、区政会議委員を通じた地域との連携
を深めることで、より専門的で実質的な意見をいただくとともに、地域に根
ざした会議運営を推進する。また、必要な意見をまとめ確実に区政に反映
する仕組みづくりや反映プロセスの見える化を行い、区政への反映状況
や反映できなかった理由などを区政会議の場などで明らかにしていく。
　・本会開催　3回
　・各部会開催　各3回
　・各部会学習会開催　随時

・区政会議において、各委員からの意見や要望、評価について、十分に区
役所や委員との間で意見交換が行われていると感じている区政会議の委
員の割合：60％以上
・区政会議において、各委員からの意見や要望、評価について、適切な
フィードバックが行われたと感じる区政会議委員の割合：60％以上

【撤退基準】
上記目標が40％未満の場合、事業の再構築を行う

前年度までの実績
平成25年度　本会2回
平成26年度　本会4回　部会7回
平成27年度　本会3回　部会7回　意見交換会（公開）2回　学習会・
　　　　　　　　　意見交換会・説明会など8回
平成28年度　本会3回　部会20回　学習会33回　議長・副議長会2回
　　　　　　　　　（※同日開催含む）

具体的取組５－２－１ 【区政会議の強化（区政編　改革の柱２Ⅲ-ア）】

26決算額 372千 27予算額 932千 28予算額 1,225千

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　区役所が区政会議をはじめ、様々な機会を活用して、多様な区民の意
見やニーズを積極的かつ的確に把握し、施策・事業に反映することで、地
域の実情や特性に応じた必要な区政運営が実施されており、区民がその
ことを認識している状態。

区政会議等の運営や区政への反映手法について変革を進め、より多様な
区民の意見やニーズを把握し、的確に区政に反映する仕組みを構築す
る。
また、東淀川区役所広聴・広報戦略1.0に基づき、広報及び事業の実施に
あたっては、「広聴により把握した区民ニーズがあると判断される情報の
発信」、「区民との協働での事業企画など、「攻めの広聴」の実施による区
民ニーズの把握」を意識し、区民が必要とする情報の発信と区民ニーズに
マッチした事業の構築に取り組む。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
　区役所が様々な機会を通じて区民の意見やニーズを把握していると感じ
る区民の割合：35％

めざす成果及び戦略　５－２ 【多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政反映（区政編 改革の柱２Ⅲ-イ）】

自
己
評
価
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【様式２】

円 円 円

業績目標の達成状況

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・東淀川区役所広聴・広報戦略1.0に基づき、「業務における区民とのコ
ミュニケーション全てが広聴活動である」旨や「新規事業の実施や既存事
業の改善にあたっては、区民と協働で事業を企画する等の「攻めの広聴」
を行ってニーズの把握に努める」こと等について職員への意識浸透を図
り、区民の声を区政に活かす取組を進める。
・区民からいただいた「市民の声」について、適切に市政・区政に反映でき
るよう関係部署と連携し、区民に信頼される市政・区政の実現をめざす。
・それらの取り組みにより事業改善等を行ったものについては、積極的に
広報を行っていく。

日常生活に関する相談や要望を行った際に、区役所が区民に身近な窓口
として、適切に対応したと感じる割合：75％以上（区政運営に関する格付
けアンケート）
【撤退基準】
上記について50％以下の場合は事業の再構築を行う。

前年度までの実績
平成28年度の同項目のアンケート結果は73.6％
平成28年12月に広聴・広報戦略を策定

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

自
己
評
価

取組実績

具体的取組５－２－２ 【広聴相談・総合窓口機能の充実（区政編　改革の柱２Ⅳ-ア①）】

2７決算額 1,096千 28予算額 1,535千 ２９予算算定額 1,276千

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

計
画
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

自
己
評
価

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況

28予算額 19,576千 ２９予算算定額 19,418千

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・広報紙、ホームページ、フェイスブック、ツイッター、広報板等で情報発信
を行う。
・広報紙は毎月発行し、同時に点字版、音声データ、オープンデータの提
供も行う。
・ホームページ、フェイスブック、ツイッターでは即時性に富む情報提供を
行っていく。
・発信する情報については、東淀川区役所広聴・広報戦略1.0に基づき、
広聴による需要やターゲットの特性の分析、過去の広報の効果検証を
行ってその結果を反映したうえで発信することで、情報の質を高める。

　区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関する情報発信の内容
が、十分だと感じる割合：30％以上（区政運営に関する格付けアンケート）
【撤退基準】
上記目標が15％以下の場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

めざす成果及び戦略　５－３ 【情報発信力の強化（区政編　改革の柱２Ⅳ-ア③）】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　区の施策・事業を区民に適切に情報発信できている状態。またそのため
の区役所職員の情報発信スキルの向上ができている状態

　東淀川区役所広聴・広報戦略1.0に基づき、区民の声を分析・反映した施
策や必要な区政・市政情報を各種広報ツールを通じて発信するとともに、
広報の効果検証も充実させることで、広聴・広報のPDCAサイクルを構築
し、より質の高い情報を提供する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
区のさまざまな取組（施策・事業・イベントなど）に関する情報が伝えられて
いると感じている区民の割合：平成29年度末までに30%以上

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況

平成28年度のアンケート同項目の結果は27.0%
平成26年度末よりフェイスブックの運用を開始。
広報紙は毎月発行。通常号（8ページ）は年5回、特集号（12ページ）は年7
回。
平成28年12月に東淀川区役所広聴・広報戦略1.0を策定。

①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

具体的取組５－３－１ 【必要な情報を必要な人に届ける広報機能の強化（区政編　改革の柱２Ⅳ-ア③）】

27決算額 14,875千
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【様式２】

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題６ 【区役所力の強化】

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

　区役所が地域の要として、常に効果的で効率的な業務運営を行い、区民の方と直接対応する最前線として様々な住民サービスを提供し、来庁者の
目的を効率よく確実に達成できるよう取り組んでおり、公正で区民から信頼され、不適切な事務処理のない、風通しの良い職場が実現している状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

計
　
画

■区役所業務の格付け結果
　24年度　☆なし　25年度☆なし　26年度☆1つ　27年度☆１つ  28年度☆☆２つ
■市民の声のうち職員（委託事業者を含む）の応対に関する苦情の件数
　24年度　25件　　25年度　15件　　26年度　37件　　27年度　32件　 28年度　38件
■個人情報事務処理誤り等の件数
　24年度　3件　25年度　13件　　26年度　12件　27年度　11件　　28年度 　15件
■不適切な事務処理件数
　24年度　6件　25年度　3件　　26年度　7件　　27年度　8件　　28年度　7件
■住民情報関係受付件数
　25年度　約18,900件/月　26年度　約17,600件/月　27年度　約18,500件／月
■東淀川井高野郵便局取扱件数（27年1月から実施）
　26年度　約250件　27年度　約600件　 28年度　約800件
■個人番号カード交付状況（28年１月よりマイナンバー臨時窓口開設）
　H29.3月末現在　約16,000件
■コンビニでの諸証明発行件数
　27年度　813件　28年度（29年2月末現在）　1,938件
■職員アンケート調査結果
　①接遇が普通以上に出来ていると思う職員の割合
  25年度　97.0％　26年10月　98.8％　27年3月　97.7％　28年2月　90.2％  29年１月　91.6％
　②直属の上司にOJTをしてもらったと実感している職員の割合
  25年度　29.3％　26年10月　44.6％　27年3月　42.7％　28年2月　75.7％　29年1月　72.2％
　③職場で自由に意見が言えると感じている職員の割合
  25年度　63.5％　26年度　56.4％　27年度　86.2％　29年1月　85.2％
　④今年度、自身に関連する業務の改善（効率化等）を行った職員の割合　28年2月　76.1％　29年1月　64.6％
■接遇（電話・窓口対応）についての覆面調査結果（5点満点/全課平均）
　26年度第1回（7月）　2.9点　　第2回(10月）　3.3点　　27年度第1回（7月）　2.3点　　第2回（9月）　2.4点
　28年度第1回（7月）　3.5点　　第2回(10月)　3.2点
■区政運営に関する事項についてのアンケート調査結果（区民の肯定的意見の割合、市内順位）
　相談要望への対応　26年度　63,0％、20位　27年度　73.5％、12位　28年度　73.6％、12位

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

■コンビニを利用しての諸証明発行件数は個人番号カード（マイナンバーカード）の交付数の増に伴い利用者が増えてきてはいるものの27・28年度で
約2,800件に過ぎないまた区役所に比べ出張所の手続き件数が少ない。これらの区役所以外での手続きについて周知が不足している。
■平成25年度に窓口業務委託を実施したが、委託により業務プロセスが増加したことや、受託側のオペレーター・区役所側の審査職員のスキルにつ
いてばらつきがあることで、処理時間が長くなっている。また、受託管理者を介すことで受託側オペレーターに区役所側の意見などが届きにくくなって
いる。
■市民の声のうち職員の応対に関する苦情の件数は若干下回る件数であるが、個人情報等の事務処理誤りは増加している。
要因としては、定められた手順の違反、チェック体制の不備、チェック機能の不全などであり、その背景としてコンプライアンス意識の希薄さや内部統
制の弱さ、職場の風通しの悪さがあると考えられる。
　職員の接遇に関しては、平成28年度の接遇マナーアッププロジェクトを展開し、後期覆面調査結果は5点満点中3.2点と、民間の同種サービスの平
均を上回る結果となった。
　また、平成28年度に実施された「各区に共通する区政運営に関する事項についてのアンケート調査」において、「相談・要望への対応」についての区
民の肯定的意見の割合が73.5％で24区中12位となっているのに対し、平成28年度職員アンケートにおいて「必要な情報を確実に伝えられている」と
思う職員の割合が90.4％となっており、区民と職員の認識の差をなくすために職員の説明・折衝・クレーム対応などの対人能力を強化する対策が急
務となっている。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

■コンビニ等での証明取得や出張所など区役所以外で手続きできる窓口の周知がされていないため、区役所の窓口来庁者が多くなり待ち時間が長
いという苦情が多くなっている。
■待ち時間などを少しでも快適に過ごしていただくための取組みが必要。
■受託者・区役所側双方のスキルアップや情報共有のために、各種事例などの更なるマニュアル化やスキル継承のための手法の確立が必要であ
る。また受託者との連携を更に密に行う必要がある。
■マイナンバー臨時窓口終了後のフロアの有効活用について検討が必要である。
■めざすべき区の将来像を実現するためには、着実・確実な事務処理、コンプライアンスの確保等の取組みと、これらを実行する職員づくりを進める
必要がある。
今後も継続的に、職場の内部統制機能を向上させ、業務の効率化によりリスクの低減を図り、日常的な点検・見直しを行うことが必要である。
また、事故発生の防止には、まずは職員一人ひとりが業務を確実に行うとともに、声をかけあいお互いが助け合うことが重要であり、そのためには十
分コミュニケーションのとれた、風通しの良い職場づくりが必須である。
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

前年度までの実績
・待合フロアでのヒーリングCDの導入
・広告機能付電子番号表示機の設置
・絵本読み聞かせ事業との連携により待合フロアへ絵本等の設置
・井高野郵便局での証明書取次サービス開始【H27年1月】
・コンビニ交付開始【H27年1月】
・婚姻・出生届出者への記念品贈呈開始【H27年10月】
・絵本コーナー拡充【（出張所）H28年8月】
・東淀川区オリジナル婚姻届開始【H29年3月】

○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

○

計
画

取組内容
来庁者の視点に立ったサービス改善策を実施し、利用者満足度の向上に
取り組む。
【来庁者の待ち時間の短縮】
・各処理内容ごとの処理時間を分析し、短縮できる部分の検証を行う。
・窓口混雑予想カレンダーのＨＰ掲載（保険年金）
【心地よいサービスの提供】
・婚姻・出生届出者への記念品贈呈
・東淀川区オリジナルデザイン婚姻届
・1階待合フロアのヒーリングＣＤ・雑誌の設置
・絵本コーナー(1階・出張所)・キッズスペース(2階)の充実
・窓口呼び出し状況のスマホでの確認
【区民の利便性の向上】
・マイナンバーカードの普及等による区役所以外の窓口等の案内
（コンビニや出張所での手続きの周知）
・井高野郵便局での証明書取次サービスの周知
・区役所庁舎以外での証明書発行場所及び手数料改定に関する周知場
所の拡大
・総合窓口のタブレット設置による、各種案内の効率化（ネット検索など）
【わかりやすい窓口】
・色分けやサインの統一、看板の改善等による窓口のわかりやすさの向
上
・待合フロアを有効活用する

・待ち時間が妥当だと感じる者の割合70％以上
・出生・婚姻届の提出者のうち手続きが良い記念になった又は心地よくで
きたと感じる者の割合90％以上
・目的の窓口がすぐ分かったと感じる者の割合85％以上

【撤退基準】
上記各目標が50％以下の場合、事業の再構築を図る。

業績目標（中間アウトカム）

具体的取組６－１－１ 【信頼を得られるきめ細かいサービスの提供とわかりやすい窓口】

27決算額 947千 28予算額 1,436千 ２９予算額 725千

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

めざす成果及び戦略　６－１ 【窓口サービスの向上】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
待ち時間の最適化。
快適に待ち時間を過ごせたと感じるような待合フロアへの改善

来庁者の視点に立ったサービス改善策を実施し、来庁者の待ち時間の短
縮や心地よいサービスの提供、区民の利便性の向上、わかりやすい窓口
づくりに取組み、利用者満足度を向上させる。また、受託者とのコミュニ
ケーションを強化し、区役所・受託者双方のスキルアップや業務見直しに
より、処理時間短縮、接遇力に取り組むことで窓口サービスの向上を図
る。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
平成32年度まで市民満足度80％以上が維持できている状態
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組６－１－２ 【民間活力の活用（受託業者との連携強化によるサービス向上）】

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)

27決算額 16,468千 28予算額 17,336千

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

２９予算額 89,165千

前年度までの実績
・平成25年度委託実施（住民情報窓口・保険年金窓口・保健福祉課総合
受付）
・定例会の実施による情報共有など（月１回）

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
受託者とのコミュニケーションを強化し、スタッフの処理・接遇のスキルアッ
プについて区役所・受託者の連携のもと取り組む。業務を見直し最適な手
法を検討することで、処理時間を短縮、及び接遇力を向上させ、窓口サー
ビスの向上を図る。また、各種事例のマニュアル化や情報共有を徹底し、
受託者・委託者とも高いスキルの維持をめざす。
・住民情報窓口・保険年金窓口・総合受付(1階)・保健福祉課総合受付（2
階）において委託実施
・事業者との月1回以上の定例会の実施（住民情報・保険年金窓口）

※住民情報窓口委託料について、平成29年度より局から区へ予算移管

委託側・受託側それぞれが市民サービス向上できていると感じる委託及
び受託側職員の割合85％以上
【撤退基準】
上記目標が50％以下の場合、事業の再構築を図る。
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①　職員が、区民を気持ちよくお迎えするために、相手に好印象を与える
話し方や聞き方を習得し、職場ぐるみで継続して接遇マナーの弱点に気
付き改善する組織風土の醸成が必要であるため、引続き接遇力の向上の
取組みを実施する。
②　コンピテンシーモデル（高い業績に結びつく共通する行動や思考をま
とめたもの）による人材育成を継続して実施し、上司からのＯＪＴの充実に
より職員のモチベ ーションの向上を図るとともに、職員人材開発センター
や外部講師の研修に参加することで、職員力の向上と区民から信頼され
る自律的な職員の育成や風通しのよい職場風土改善を進める。
③　区役所職員が、区民に身近な窓口として、担当業務を責任を持って、
適切に対応していくため、説明・折衝・クレーム対応などの対人能力を強
化する。
④各担当の事務事業について組織的・機能的な改革運動に取組み、業務
間の連携と効率化を進めるため、有効な手法である変革実行手法のノウ
ハウを職員が専門家から学習する。

　【29年度実施内容】
①　接遇マナーアップ研修：２回実施
②　コンピテンシーモデルによる人材育成、各種研修に参加
③　コミュニケーション能力向上研修：３回実施
④　変革実行手法研修：11回実施

①　外部覆面調査において、職員の接遇マナーが民間の同種サービスと
　比較して平均レベル（5点満点中3点）以上
②　直属の上司にOJT（職場内で実務をさせながら行う従業者トレーニン
グ）をしてもらったと実感する職員の割合90％以上
③　「各区に共通する区政運営に関する事項についてのアンケート調査」
の「相談要望への対応」における区民の肯定的意見の割合が80%以上
④　今年度、自身に関連する業務の改善（効率化等）を行った職員の割合
90%以上
⑤　「区役所来庁者等に対するサービスの格付け結果」において、☆☆
（民間の窓口サービスの平均的なレベルを上回るレベル）以上を獲得す
る。

【撤退基準】
　結果が次の目標に達しなかった場合、事業の再構築を行う。
　①2.5点以上 ②60％以上 ③69％以上  ④70％以上　⑤星なし

前年度までの実績
　人材育成PTを中心に「東淀川区職員力向上基本プラン」を充実し、各取
組みを実施する。
　職場ぐるみで継続して接遇マナーの弱点に気付き改善する組織風土の
醸成を進める。
　区民から信頼される自律的な職員作りを進め、職員の知識や、技能の
向上を図るとともに、仕事へのやりがい増進を図る。
①接遇マナーアップ研修（全職員）　前期１回、後期1回　計2回
　Ｓ－１グランプリ（職場環境・窓口レイアウト改善コンテスト）　１回
②コンピーテンシーモデルによる人材育成（全係員）
③変革実行手法研修　保健福祉課をモデル課として11回実施

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組６－２－１ 【職員力の向上（区政編 改革の柱２Ⅳ-ア②）】

27決算額 1,351千 28予算額 1,566千 ２９予算額 1,991千

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　職員の士気と組織パフォーマンスが向上し、職員が「やらされ感」から脱
却して「前向き感」を持ち、効果的かつ効率的に業務を進めるため職員同
士の協力・連携がとられ、来庁者へのCSの重要性を理解した上で、主体
的に基礎自治行政に取り組んでいる状態

　「東淀川区職員力向上基本プラン」に基づき、人事室や市政改革室の取
組みと連携しながら、区民から信頼される自律的な職員と組織風土づくり
を進める。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
　東淀川区の発展のために尽力したい、東淀川区を今以上に良くしていき
たいと思う職員の割合：平成29年度までに90％以上

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

めざす成果及び戦略　６－2 【区民の役に立つ区役所を担う職員づくり】
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

②(i)

今年度については、平成29年９月１日現在で、
・個人情報事務処理誤り等の件数：５件
・不適切な事務処理の件数：１件
発生してしまっており、既に目標未達成である。
今後については、これまでに発生した事案の再発防止策の見直しを行う
等を行いコンプライアンス推進強化月間の取り組みを強化し、個人情報事
務処理誤り等を発生させない体制を整備していきたい。

具体的取組６－２－２ 【コンプライアンスの厳格化（区政編 改革の柱２Ⅳ-イ①）】

27決算額 - 28予算額 - ２９予算額 -

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
区民から信頼され、区民の信託に応える組織風土をつくるため、職場の内
部統制機能を向上させ、職員のコンプライアンスの自覚と覚悟の徹底、不
正を未然に防ぐ「風通しのよい職場づくり」を推進する。
また、５S活動(※1)や標準化（※2、BPR（※３）の視点で検討）を実践し、適
正な業務執行を行うための基盤整備の充実を図る。
・コンプライアンス研修（全職員）　１回
・個人情報保護研修（全職員）　１回
・服務研修（全職員）１回
・コンプライアンス推進強化月間の取組み　１回
・事故防止強化月間の取組み　１回
・職員情報誌に服務通信を掲載
・職員アンケートの実施
・朝礼の実施
・他区及び過去に発生した事務処理誤り等を分析し、対策を講じることで
再発防止を図る
・各課において５S活動及び標準化の取組み

(※1)５S活動：整理・整頓・清掃・清潔・習慣を徹底し、ムダを取り除き、業
務執行の効率化を図ること
（※2）標準化：作業要領（マニュアル、チェックリスト）などを整備し、作業効
率を向上させ、業務ラインなどの単位での情報の共有を徹底し、担当者間
で発生するムラや引継ぎ・制度改正時などに発生するリスクの低減を図る
こと
(※３)Business　Process Re-engineering：現状の業務プロセス、組織・機
構、諸規定・制度を見直し、ゼロベースで業務手順を刷新するもの。

①個人情報事務処理誤り等発生件数：０件
②不適切な事務処理の発生件数：０件
③職場で自由に意見が言えると感じている職員の割合：80％以上
【撤退基準】
①、②発生件数が平成28年度を上回った場合、事業の再構築を行う。
③上記目標が65％以下の場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
・コンプライアンス研修（全職員）　１回
・個人情報保護研修（全職員）　１回
・服務研修（全職員）　１回
・コンプライアンス推進強化月間の取組み　１回
・事故防止強化月間の取組み　１回
・職員情報誌に服務通信を掲載
・職員アンケートの実施
・朝礼の実施
・他区で発生した個人情報事務処理誤り等を分析し防止策を講じる
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