
経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連

【１－１－１　職員の意識改革、人材マネ
ジメント】
・職員の主体的な参画のもと、改革に自
　ら取り組む自律的な職員の育成に向
　け、「職員の意識改革｣や組織風土の
　改善等を行う。そのため、意識改善セ
　ミナーの実施、５Ｓの実施、６つのムダ
　取りの継続等カイゼンの取組み―
　『Asahi Management System』による
　取組みを実施する。さらに、区の行政
　システムの再構築を行うことによって、
　政策立案能力の向上、迅速で高品質
　な行政サービスの提供を行う。
・新規採用、異動者を対象とした意識改
　　善セミナーの実施
・元気アップサポーターの取組み新たな
　　職場改善運動（1事業）を検討する。

　　　　　　　　　　　　　　　[予算額   －　]

・意識改革により業務全体の再構
　築が進み、行政サービスの向上
　につながったと感じる職員の割
　合80％以上

【撤退基準】
　意識改革により業務全体の再
構築が進み、行政サービスの向
上につながったと感じる職員の割
合が70％以下であれば取組内容
の再構築を行う。

・意識改善セミナー20回（24年度全
　職員2回受講）
　　５Ｓの取組み（10月）
　　６つのムダ取り（10月）
　　他区研修への参加（12月）
・職場内研修の実施
　　会計・契約事務研修
　　（23年6月、24年6月）
　　接遇研修
　　（23年12月、24年12月）
　　人権問題研修
　　（24年3月、24年12月）
・元気アップサポーター運動
　　エコキャップ運動の実施
　　　（22年10月～）
　　庁内情報誌の発行
　　　（24年3月～）

　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　　〔24予算額　45千円〕

改革3-⑼-ア
改革3-⑼-イ

【１－１－２　 区役所における区民サー
ビスの向上】
・全窓口のカイゼンを検討し、業務内容
　にただちに反映する。
・全市的な「証明書発行業務等の民間
　委託等について」による実施計画に
　基づき、円滑な実施が行えるよう、先
　行9区の状況について検証を行う。ま
　た、事務処理フローやフロアーレイア
　ウトの検討を行う（26年度予算要求に
　反映）
　　　　　　　　　　　[予算額   2,700千円]

・ 職員どうしの協力・連携がとれ
　ている職場である・どちらかとい
　えばそうであると感じている職
　員の割合　70％以上
・窓口業務についてサービスの
　向上が図られていると感じてい
　る区民の割合　60％以上

【撤退基準】
・ 職員どうしの協力・連携がとれ
　ている職場である・どちらかとい
　えばそうであると感じている職
　員の割合が70％以下であれば
　取組内容を再構築する。
・窓口業務についてサービスの
　向上が図られていると感じてい
　る区民の割合が60％以下であ
　れば、取組内容を再構築する。

・民間委託　平成23年度　フロアマ
　ネージャーの設置

　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　　〔24予算額　　　－　〕

改革2-⑸

１　重点的に取り組む主な経営課題

戦略

【１－１　市民から信頼される利便性の高い区役所づく
り】
・仕事のムダをとることから何がムダかに気づく意識改
　革を喚起することにより、業務全体の再構築を行い、
　市民から信頼される利便性の高い区役所をづくりを
　行う。
・真の住民自治の確立に向けた改革を進めていくた
　め、職員が前向きで主体性･チャレンジ意識を持つと
　ともに、職員の気づきを促進する取組を進める。ま
　た、ファシリテーション能力やコーディネート力など市
　民満足を高める能力の向上に取り組み、市民から信
　頼される自律的な職員と組織風土づくりを進める。
・区民との接点である窓口サービスの改善と公平・公
　正で迅速なサービスの提供をめざし、職員の意識改
　革や業務に関するスキルアップに努める。また、サー
　ビスの提供体制の整備・充実を図る。
・市民協働を市政運営の柱とし進めるうえで、公務外
　であっても職員の社会貢献に対する意識の涵養が
　重要となっており、職員の社会貢献・市民活動を促
　進する。

・積極的な情報公開や個人情報保護の徹底を図ると
　ともに、職員のコンプライアンス意識の向上に努め、
　公平・公正な職務の遂行に取り組む。
・職員間での仕事のめざすべき方向性や目標の明確
　化･共有化、人事評価の透明性のより一層の向上な
　どを通じて、職員の士気や組織パフォーマンスの向
　上に向けた人材マネジメントを推進する。
・25年度から実施予定の「職員力向上基本プラン」に
　基づき、人材育成に取り組む。

・来庁者への案内や証明書発行をはじめとする窓口
　業務についてサービスの向上が図られていると感
　じている区民の割合
　　（区民モニターアンケート　24年度　29.2%）
　　　平成26年度までに区で80％以上

【１　区民サービスの充実】
・ムダを徹底的に排除し、スリムで確固た
　る行財政基盤を構築し、区民サービス
　の充実を図る必要がある。
・厳しい財政状況のもと、ますます増大・
　多様化・複雑化・深刻化していく社会の
　課題に対応していくために、地域主権
　の基本に立ち戻り、多様な協働（マル
　チパートナーシップ）による地域力の復
　興と新しい形の公共づくりを進める必
　要があり、地域と密着した区役所が局
　区間の連携を図りながら、その機能を
　強化し、地域力復興に関わる業務につ
　いて中心的な役割を果たしていく。
・区内の基礎自治に関する施策や事業
　についての決定権を局から住民により
　身近な区に移管し、 24区一律ではな
　く、区長が自らの権限と責任で、各区･
　各地域の事情や特性に即して施策や
　事業を総合的に展開するとともに、そ
　の成果を区民が評価し、施策や事業の
　改善や新たな展開につなげて いく区
　政運営が求められている。

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

様式２

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

・コンプライアンスに関わり市民の信頼回
　復が急務であり、全職員の意識改革の
　必要があるほか、利便性の高い区役所
　をめざして不断の努力を行う必要があ
　る。
・市民生活を円滑にするための各種情報
　を効果的・効率的に発信するとともに、
　地域の実情や課題の把握、幅広い市
　民からの意見の把握を行い、組織内で
　縦割りに陥ることなく市政や区政に反
　映させることが求められている。

【１－１－３　業務スキルの向上のため
の職員研修の実施】
・情報公開制度の原則運用に加えて、
　「積極的な情報開示・市民との情報共
　有」をしていく姿勢の徹底を図るため、
　研修等を実施する。（全職員1回）
・個人情報に対する全職員の意識の高
　揚を図るとともに、区が保有している
　名簿等の再チェック、個人情報の厳格
　な保管、取扱いの徹底を図り、必要な
　研修を行う。（各課・担当者1回）
・内部統制連絡会議（5回）を開催し、事
　例の共有化を図るとともに、本市の制
　度に基づく公正確保の取組みの職員
　への周知徹底や法令順守の研修（全
　職員1回）を実施することにより、職員
　の意識改革と公正・公平な職務遂行
　に寄与する。
・職場内研修の実施
　　会計・契約事務研修（担当者1回）
　　接遇研修（関係者1回）
　　人権問題研修
　　　　（係長以下全職員1回）

　　　　　　　　　　〔予算額　2,782千円〕

・必要な研修がなされ、働きやす
　い職場と感じる職員の割合
　　80％以上

【撤退基準】
　必要な研修がなされ、働きやす
い職場と感じる職員の割合が
60％以下であれば取組内容を再
構築する。

・個人情報保護研修の実施（全職
　員対象）
　　24年3月　24年10月
・特記事項の明示について、趣旨
　の徹底を図るため庁内説明会を
　開催
　　23年6月実施
・内部統制連絡会議
　　23年度    4回開催
　　24年度　　　回開催
・コンプライアンス・服務規律研修
　　 22年度・23年度
　　　　各4回で係長以下全職員
　　　対象に実施

　　　　　　　　　〔23決算額　　－　〕
　　　　　　　　　〔24予算額　　－　〕

【１－１－４　職員の社会貢献活動・市民
活動への参加の促進】
・時間外における地域ボランティアや区
　役所関係事業へのボランティア参加な
　ど、職員による社会貢献活動を呼びか
　け参加を促進する。
・職員が、市民の一人として、主体的に
　地域の行事やＮＰＯ活動など大阪市に
　おける市民活動に参加することを促進
　するため、社会貢献活動が適正に評
　価されるよう、区長表彰などの制度と
　の関連を整理し仕組みを構築する。
　
　　　　　　　　　　　　　　　〔予算額　－　〕

・コミュニティ育成にかかる地域
　活動事業や区役所主催行事、
　居住地における地域活動など
　への区役所職員のボランティ
　ア参加職員の４割（のべ80人）

【撤退基準】
　職員の４割（のべ80人）に達しな
ければ、取組を再構築する。

24年度
・ボランティア参加職員数
　　　　60名（1月末現在）
・表彰等の整理については未着
　手。今後実施予定。

　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　　〔24予算額　　　－　〕

・区役所の効率的な業務運営に向け、区の実情や特
　性に応じて、取組が進められていると感じている区
　民の割合
　　　平成26年度までに区で80％以上
・ 効果・効率的に業務を進めるため職員どうしの協
　力・連携がとれている職場である・どちらかといえば
　そうであると感じている職員の割合
　　　平成26年度までに80％以上
・ 仕事にやりがいを感じている・ある程度感じている
　　職員の割合
　　　平成26年度までに90％以上
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

【１－２－1　公募区長による個性あふれ
る区政運営】
・これまで局により画一的に行われてき
　た、区に関わる施策・事業について、
　区長が、自らの権限と責任に基づき、
　区独自のルール策定など、地域実情
　や特性に応じた施策・事業を実施す
　る。
・区将来ビジョンなど区長の意向を踏ま
　えた方針を区ホームページ等で公表
　する。
・区長が、自らに対する区民の認知度
　を高めるため、区や地域で活動されて
　いる各種団体主催の行事に出席する
　ほか、年頭や新年度における広報紙
　上のメッセージ、区ホームページの区
　長の部屋等の更新を随時行う。

　　　　　　　　　　　　　　〔予算額　―　〕

・公募区長により、基礎自治に関
　して、特色ある施策・事業が展
　開されていると感じている区民
　の割合60％以上

【撤退基準】
　公募区長により、基礎自治に関
して、特色ある施策・事業が展開
されていると感じている区民の割
合が、平成25年度までに50％を
達成できなければ広報内容を再
構築する。

・職員の意識改革
　　意識改善セミナーの実施
　　　（20回）
　　他区研修への参加（1回）
　　　　　　　　　　　　【1-1-1参照】
・防災体制の再構築
　　　　　　　　　　　　【3-1-1参照】
・放課後おさらい教室の制度設計
　　　　　　　　　　　　【6-1-1参照】

　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　　〔24予算額　　　－　〕

改革2-⑴-ウ

【１－２－２　区政会議の開催】
・区政会議を開催し、区民の意見を区役
　所の施策や事務事業に反映すること
　で協働による区政運営をめざす。
　　　全体会議　5回
　　　部会　15回
・区政会議で取り扱われた意見や提言
　などの成果について、区ホームページ
　等に公表する。
・委員の改選年度あたるため、委員の
　公募を実施する。
・インターネット区政会議を継続する。

　　　　　　　　　　　　〔予算額　816千円〕

・多様な意見やニーズが区役所
　に届いていると感じている区民
　の割合60％以上

【撤退基準】
　多様な意見やニーズが区役所
に届いていると感じている区民の
割合50％以下であれば、事業を
再構築する。

23年度
　全体会議　3回
　部会　6回
24年度
　全体会　3回
　部会　9回
　インターネット区政会議　2回

　 　　　　〔23決算額　270千円〕
　　　　 　〔24予算額　849千円〕

改革2-⑵-ア
改革2-⑵-イ

・区の区域内の基礎自治に関する施策や事業など区
 政運営について、計画段階から区民との対話や協
 働により進められていると感じている区民の割合
   （区民モニターアンケート　24年度　15.3%）
　　　平成26年度までに区で80％以上
・区の区域内の基礎自治に関する施策や事業など区
　政運営について、多様な区民による評価が区に届
　いていると感じている区民の割合
　　（区民モニターアンケート　24年度　　24.3%）
    　平成26年度までに区で80％以上
・区政会議等による区政への意見等を区政等に反映
　させた件数の割合
　　（区民モニターアンケート）
　　　23年度　46.7%　　27年度　50％

・公募区長により、基礎自治に関して、特色ある施策・
　事業が展開されていると感じている区民の割合
　　（区民モニターアンケート　24年度　24.5％）
　　　平成26年度までに区で80％以上
・居住する区の区長の顔や名前を知っている区民の
　割合
　　　（区民モニターアンケート　24年度　48.5％)
　　　　平成26年度までに区で60％以上
・多様な意見やニーズが区役所に届いていると感じ
　ている区民の割合
　　　（区民モニターアンケート　24年度　34.7%）
　　　　平成26年度までに区で80％以上

【１－２　地域力強化に向けた組織体制づくり】
・地域力の復興のため、新たな団体の参加を得なが
　ら、多様な協働による公共の再編に取り組み、市民
　のニーズや「地域をこうしたい」という地域の思いを
　鋭敏に受けとめる感度を高め、「地域力の復興と公
　共の再編」の実現を支援する区役所力を強化する。
・公募区長が、地域実情や特性に応じた個性あふれ
　る区政運営を行い、その取組や成果を自ら積極的
　に区民に対して発信する。
・区の地域事情や特性に応じて、サイレント・マジョリ
　ティなど表面化しにくいものも含めた多様な区民の
　意見やニーズを的確に把握できる仕組みづくりを行
　う。
・計画段階から多様な区民との対話や協働により推
　進していくとともに、より多くの区民から区政運営の
　評価をしてもらえる仕組みづくりを行う。
・収集･把握した地域活動に関する情報を区役所内で
　共有し、校区等地域ごとに区役所内の各課･各担当
　を越えて地域活動を支援する体制を整備する。

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

・市民生活を円滑にするための各種情報
　を効果的・効率的に発信するとともに、
　地域の実情や課題の把握、幅広い市
　民からの意見の把握を行い、組織内で
　縦割りに陥ることなく市政や区政に反
　映させることが求められている。
・コンプライアンスに関わり市民の信頼回
　復が急務であり、全職員の意識改革の
　必要があるほか、利便性の高い区役所
　をめざして不断の努力を行う必要があ
　る。

【１－３－１　広報・情報発信】
・区広報紙を毎月1日発行することに加
　え、地域の話題（地域団体やＮＰＯ、企
　業など地域のまちづくりに関する情報
　を含む。）を発信する区ホームページ
　の「旭区見聞録」コーナー等を充実し
　毎月1回以上更新する。
・地下鉄駅の旭区役所広報掲示板の掲
　出内容を充実・整備し、月にポスター7
　枚を作成するとともに、チラシ配置を毎
　月3回更新する
・広告入りＴＶモニターを活用した情報提
　供を充実し、７枠全てで放映する
・ツイッターによる情報発信を充実し、窓
　口の混雑状況を毎日2回更新する。
　
 　　　　　　　　　　　〔予算額　9,075千円〕

・区広報、区広聴に満足している
　区民の数の割合が80％以上

【撤退基準】
　区広報、区広聴に満足している
区民の数の割合が25年度末まで
に区で70％以上にならなければ
事業を再構築する。

・23年度
　地下鉄駅広報掲示板の月ポス
　ター7枚、チラシ配置、広報紙発
　行（毎月15日発行、年12回発
　行4ページ11回、8ページ1回）、
　区ホームページ（アクセス件数
　月平均120,089件情報コーナー
　の充実等
・24年度
　地下鉄駅広報掲示板の月ポス
　ター7枚、チラシ配置、広報紙発
　行（4～8月：15日発行4ページ
　4回、8ページ1回、9～3月：1日
　発行8ページ7回）、区ホームペ
　ージ（アクセス件数月平均10万
　件、情報コーナーの充実等
　　　　　〔23決算額 5,872千円〕
　　　　　〔24予算額 8,969千円〕

【１－３－２　広聴・区民モニター活用】
・区民モニターなど区民のニーズや傾向
　の把握を行い、区政に活用する。
　　・アイデア提案募集の積極的広報
　　　広報紙12回掲載
　　　区ホームページにバナー設置
　　・アイデア提案用紙の区内地下鉄
　　　5駅への設置

・区民モニターアンケートに電子アン
　ケート方式を導入する。
・市民の声等に対する改善事例などを
　すべて庁舎1Fの庁内掲示板と区ホー
　ムページに掲載する。
　　　　　　　　　　　　〔予算額  4,88千円〕

・区民モニターアンケート　回収率
　75％

【撤退基準】
　区民モニターアンケートの回答
率が70％に達しなかった場合は
取組を再構築する。

・区民モニター
　　23年度　4回実施　モニター数
　　　　  335人
　　24年度　4回実施　モニター数
　　　　　382人
・アイデア提案
    23年度　4件
　　24年度　0件（9月末現在）

　　　　　　〔23決算額　503千円〕
　　　　　　〔24予算額　722千円〕

【１－４－１　区割りの検討】
・具体的なブロックの区割りの考え方に
　ついて区長会議において検討し、複数
　の案を作成する。
　
　　　　　　　　　　　　　　　〔予算額　―　〕

・平成25年8月を目途に作成

【撤退基準】
　平成25年8月を目途に完了

24年度
・区長会で素案を取りまとめ。
　　（11月）
・11月14日に行政区のブロックの
　区割り試案を公表

　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　　〔24予算額　　　－　〕

改革2-⑺

・区政会議等による区政への意見等を区政等に反
　映させた件数の割合【再掲】
　　　（区民モニターアンケート）
　　　23年度　46.6%
　　　27年度　50.0%

【１－４　行政区のブロック化と円滑な組織運営】
・大阪にふさわしい大都市制度における基礎自治体
　への移行に向けて、行政組織の所管区域としての現
　在の行政区を8～9の単位にブロック化し、ブロック
　単位での行政運営を図る。

【１－３　地域の情報の受発信機能の強化】
・市政・区政情報や地域情報を誰もが容易に入手でき
　る環境をつくり、区民ニーズの把握や市政・区政に対
　するアイデアを募るため、情報媒体を増やし、既存の
　広報紙や区のホームページの充実を図る。
　　また、区民モニターを確保し、さらに幅広く区民から
　意見などを収集するとともに満足度などを把握し、検
　証に役立てる。

・日常生活に関するさまざまな相談や要望につい
　て、区役所が適切に対応していると感じている区
　民の割合
　　　平成26年度までに区で80％以上
・区広報、区広聴に満足している区民の数の割合
　　　22年度：十分またはどちらかといえば十分61.1％
　　　26年度までに区で80％以上

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

【１－４－２　８～９の各ブロックに必要な
施設の検討】
・区長会議において、市改革プロジェクト
　チームから提供された区内の対象施
　設ごとの規模、建設年度、運営経費、
　利用状況、設置場所等のデータに基づ
　き、複数の区からなる8～9のブロック
　ごとに必要となる施設についての検討
　を進め、平成25年8月を目途に見直し
　案を作成する。
　　　　　　　　　　　　　　　〔予算額　―　〕

・平成25年8月を目途に作成

【撤退基準】
　平成25年8月を目途に完了

24年度
　未着手
　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　　〔24予算額　　　－　〕

改革3-（6）

【２　地域主権の確立に向けた区民主体
の地域運営の推進】
・地域活動を行う担い手の高齢化や後
　継者不足が課題となっている。
・住民に身近な課題をできる限り住民に
　近いところで効率的、効果的に解決で
　きる仕組みづくりが課題となっている。

【２－１－1　地域活動協議会の運営支
援と会計の透明性の確保】
・地域が抱える課題等について、地域住
　民が自ら課題解決に向けて取り組める
　よう、各小学校下の住民による、自律
　的な地域運営を進めるための地域まち
　づくりラウンドテーブルや地域ビジョン
　策定促進など、地域活動協議会の運
　営支援を中間支援と連携して支援す
　る。
　　10校下各12回以上
・地域活動協議会に交付した公金の使
　途や地域活動協議会の活動をホーム
　ページ等多様な媒体を用いて公表す
　るよう必要な準備に取組む。

　　　　　　　　　　〔予算額　23,758千円〕

・全10連合で地域活動協議会を
　設立する。
・区民モニターアンケートで、地域
　活動協議会に関する公開情報
　の内容に満足している区民の
　割合　60％以上

【撤退基準】
　地域活動協議会が活動・運営情
報の広報を行っていると知ってい
る区民の割合に関する公開情報
の内容の満足度が50％以下であ
れば事業を再構築する。

・地域での説明及び勉強会等
　23年度　2校下　計3回
　24年度　1校下　計3回（見込）

24年度
　中間支援組織の支援を受けなが
　ら、地域活動協議会を設立し、必
　要な情報の取りまとめ準備を行
　う。

　　　　　　　　　〔23決算額　　－　〕
　　　　　　　　　〔24予算額　　－　〕

改革1-(2)-ア
改革1-（4）-ア
改革2-（3）-ア

【２－１－２　地域活動への参加促進】
・地域活動に対する信頼感や地域コミュ
　ニティの醸成、活動参加者や担い手の
　確保、地域活動への関心と参加の促
　進のため、公益性の高い地域活動の
　取組みや実績等の広報を行う。

　　区の広報紙や区ホームページに地
　域活動のイベント情報や紹介記事掲
　載　（記事数100件）

　　　　　　　　　　　　　　　〔予算額　－　〕

・地域活動情報提供に対して満足
　している区民の割合　60％
　（区民モニターアンケート調査）

【撤退基準】
満足度が50％以下であれば情報
提供の取組を再構築する。

・区ホームページへの記事掲載数
　　24年度　120件

　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　　〔24予算額　　　－　〕

改革1-(2)-ｱ、ｲ
改革2-（3）-ア

・少子高齢社会の到来、社会経済の低
　迷により、財政悪化など行政を取り巻
　く状況が厳しいなか、多様な行政ニー
　ズに対応していくためには新しい公共
　を活性化させる仕組みを構築してい
　くことが求められる。
・また、地域の特性に応じた効果的効率
　的な行政経営を行っていくためには地
　域住民自らがまちづくり活動やコミュニ
　ティづくりに参画していくことが必要で
　あり、次世代の育成や、地域コミュニテ
　ィ形成を図るうえで郷土愛の醸成が必
　要であると考えられる。
・実際に地域のまちづくりに参加してい
　る市民は少ないが、その必要性を認
　める市民や協力の意向を示す市民も
　多く、行政から市民への積極的なアプ
　ローチが必要である。

・地域におけるふれあいや交流を促進し、地域住民
　相互の連帯感や「つながり」、「きずな」の重要性
　の意識を高めるため、コミュニティ協会や地域各
　種団体が実施するコミュニティづくりの取組みを支
　援する。

・ボランティア・ＮＰＯ活動に参加した区民の割合
　（区民モニターアンケート）
　　24年度　31.2％　　27年度末　 50％
・住んでいる地域で、日頃から話をする相手が増えた
　と感じている区民の割合
　（区民モニターアンケート）
　　24年度　73.1％　　26年度までに区で60％以上
・住んでいる地域で、市民活動団体の活動内容や会
　計の状況を知る機会が増えたと感じている区民の
　割合
　（区民モニターアンケート）
　　24年度　45.8％　　26年度までに区で60％以上

【２－１　まちづくり活動への市民参加の拡大】
・ 自律的な地域運営を進めるための団体の立ち上げ
　を支援する。
・ 地域運営を行うために形成された団体について、民
　主的で開かれた組織運営、会計の透明性の確保、
　法人格の取得などの取組を支援する。
・ 若い世代やマンション住民などこれまで地域活動
　への関わりが薄かった人たちをはじめあらゆる世代
　を対象として、地域における｢つながり｣や｢きずな｣
　の大切さを伝えるとともに、人と人とが出会いつなが
　る機会を作る。
・ 市の財政的支援などを受けて行われる地域のイベ
　ントや活動については、主催者等と協力して、参加
　者同士、運営スタッフと参加者、運営スタッフ同士の
　つながりを広げる。

・施設の必要性･有効性、行政と民間の役割分担等
　を点検･精査し、施設の廃止･転用や機能統合など
　を含めた抜本的な見直しを行う。

・ブロック単位での行政運営

どのような成果（アウトカム）をめざすのか

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

【２－１－３　コミュニティの活性化】
・区民まつりや文化のつどい、こどもカー
　ニバルなど、コミュニティづくりに資する
　各種事業の企画会議への参画や会場
　及び広報関係経費の負担等の支援を
　行う。

　　　　　　　　　　　〔予算額　5,580千円〕

・各種事業参加者数
　　区民まつり　40,000人
　　文化のつどい　2,000人
　　子ども文化祭　700人
　　こどもカーニバル　500人
 　　合計43,200人

【撤退基準】
　効果に関するアンケート調査を
行い、コミュニティの活性化につな
がっていると回答した区民の割合
が５０％以下であれば事業を再構
築する。

・各種事業の参加者
　区民まつり
　　23年度　雨天のため縮小実施
    24年度　30,000人
　文化のつどい
　　23年度　　2,000人
　　24年度　　未実施
　子ども文化祭
　　23年度　　　700人
　　24年度　　　未実施
　こどもカーニバル
　　23年度　　　500人
　　24年度　　　未実施

　　　　〔23決算額　2、766千円〕
　　　　〔24予算額　9、689千円〕

【３　市民との連携・協働による災害に強
い、安全で安心なまちづくりの推進】
・災害に強く、安全で安心できるまちづく
　りのための、防災体制の再構築、防
　犯・交通安全等に対する意識向上をい
　かに図っていくかが、課題となってい
　る。

【３－１－１　区職員の防災活動】
・災害時、柔軟な防災本部構築のため、
　職員に複数の役割（Ｗミッション）をも
　たせた編成を行い、緊急時参集職員
　との合同訓練を実施する。
・区役所と地域住民と合同訓練を実施す
　る。
・災害時緊急医療情報の確保策につい
　て検討する。
・区の地域実情や特性に即して、地域
　防災計画など危機事象ごとの計画や
　マニュアルを作成するとともに、訓練な
　どを通じて、区民に周知する。

　　　　　　　　　    　〔予算額　870千円〕

・区民モニターアンケートを実施
　し、区職員の防災体制の再構
　築に満足している区民の割合
　　60％以上

【撤退基準】
　区民モニターアンケートで、区職
員の防災体制の再構築に対する
満足度が50％以下であれば事業
を再構築する。

（24年度）
・直近参集職員訓練（10月）
・市震災総合訓練（直近参集者・緊
　急本部員）（1月）
・区職員震災訓練（3月）
・区災害対策本部3班体制に編成
　（1月）
　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　　〔24予算額　　　－　〕

改革2-⑷

【３－１－２　災害時通信手段の確保を
検討】
・衛星携帯電話の確保
　各収容避難所、災害対策本部分12台
・通信訓練の実施（MCA無線年4回、衛
　星携帯電話年1回）

　　　　　　　　　　　〔予算額　1,800千円〕

・訓練による地域住民からの通信
　手段の有効性評価　80％以上

【撤退基準】
　訓練による地域住民からの通信
手段の有効性評価　60％以下で
あれば事業を再構築する。

【25年度新規事業】・災害発生時に、近隣や地域における自助・共助によ
　る救助・救出が迅速かつ的確に行えるよう、区民に
　対する防災意識の向上に向けた幅広い啓発講座を
　行う。

・地域運営にさまざまな活動主体が参画し、会計を
　オープンにするなど、地域が一体となって運営さ
　れていると感じている区民の割合
（区民モニターアンケート）
　　24年度　45.8%　　26年度までに区で80％以上
・地域活動をしている人のうち、区役所が中間支援
　組織と連携して各地域の実情に応じた一体的･総
　合的な支援を行っていると感じている人の割合
　　26年度までに区で80％以上

【３－１　防災体制の再構築】
・区民の日常生活の安全･安心を担う区民に身近な総
　合行政の拠点として、災害や事故をはじめ市民生活
　に重大な影響を与えるさまざまなリスクに対処する
　仕組みづくりを行うことにより総合的な危機管理機
　能を拡充する。
・特に、防災に関する体制の再構築については、次の
　とおり取り組む。
　① 震災時において、区役所が防災拠点として十二
　　　分に機能するような組織体制の確立し、訓練を
　　　実施する。
　② 避難住民の医療確保、健康確保のため、医療機
　　　関との連携、緊急時医療情報の確保等を行う。
　③ 震災時において、延焼を防止する視点から、でき
　　　る限り住民組織が初期消火をできるような体制づ
　　　くりに取組む。

・地域活動を始めたいときにどうすればいいかなど地
　域活動に参画しやすい環境が整っていると感じてい
　る区民の割合
　（区民モニターアンケート）
　　24年度　26.4％　　26年度までに区で60％以上
・地域のまちづくりに関する活動が市民活動団体や
　NPO、企業などさまざまな活動主体の連携・協働
　により進められていると感じている区民の割合
　（区民モニターアンケート）
　　24年度　20.0％　　26年度までに区で60％以上

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

【３－１－３　地域住民の命と財産を守
る】
・初期消火が特に必要な地域の啓発、
　地域消火隊の設立
・避難誘導支援ボランティア（地域の中
　学生、高校生、大学生等）の育成
　　　説明会：10連合×２回
　　　参加者数：900人
・消防署との連携のもと、初期消火が
　特に必要な地区の防火設備の検討
　を行う。
　　消防署との検討会議の開催　４回
　　大消火器配備
・10連合ごとの要支援者の把握
 　 100％
・緊急医療情報届出希望者　900人
　            　　　　　　〔予算額　268千円〕

・旭区の地域防災体制に満足して
　いる区民の割合　60％
（区民モニターアンケート調査）

【撤退基準】
　25年度で地域防災体制の満足
度が50％以下であれば事業を再
構築する。

24年度
・区内私立中学防災講話（2月）

　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　　〔24予算額　　　－　〕

【３－１－４　防災意識の啓発活動と地
域災害対策体制の確立】
・全年齢を対象に、意識付けに重点をお
　いた防災啓発講座を実施する。
　　実施回数　こども10回　大人30回
・これまで十分でなかった小学校低学
　年を対象にするため、親子の防災訓
　練を実施する。　参加者数　500人
・これらの事業のスタッフに昼間の防災
　の担い手として期待される中学生の参
　加を促し、地域防災力の向上につなげ
　る。
・商店街や地域を対象に自主防災組織
　の確立に向けた図上訓練や防災講座
　を実施する。
　　5連合×2回＝10回
・区内企業・事業所などと地域活動団
　体、行政が協力・連携をし、災害時に
　おける応急活動及び平時における防
　災まちづくりの取組みを進める。

・防災啓発講座受講者数
　こども500人　大人1500人
・親子の防災訓練参加者数
　　500人

・図上訓練や防災講座参加者数
　　5連合×20人×2回　　＝200人

・地域の企業、事業所(福祉施設）
　等や地域活動団体、行政との協
　定や覚書の締結　計110社（企
　業・事業所、寺院等含む）

・防災啓発講座
　実施回数
　　23年度　95回
　　24年度　24回（9月末現在）
　受講者数
　　23年度  延4,150人
　　　　（大人3,334 子ども816）
    24年度  延1,034人
　　　　（大人914 子ども120）
　　　　　　　　　　　（9月末現在）
・「笛（ホイッスル）」
　　防災啓発講座受講後の
　「笛（ホイッスル）」を配布等を行
　なった。
　　23年度　3,116個
　　24年度　1,034個（9月末現在）

・災害時の企業、寺院等との連携
　　23年度　 0社
    24年度　 4社（福祉施設含む）
　　　　（9月末現在）
　救助資器材の配備（20年度～）
　　23年度　10か所
    24年度　 9か所（9月末現在）

・１０連合会に地域消防隊を設置
・ 区役所で、防災など危機事象ごとの計画やマニュア
　ルが作成されていることを知っている区民の割合：
　　平成26年度までに区で80％以上
・全10連合（自主防災組織)における「避難所開設を
　含む防災訓練」の実施
　　　23年度：3連合　　27年度末：全10連合
・「防災啓発講座」受講後の、受講者による「笛（ホイ
　ッスル）」の購入等の取得数
　　　23年度実績　3,116個　27年度末目標 6,000個
・防災訓練にこの3年間で1回以上参加した区民の
　割合
　　（区民モニターアンケート）
　　　24年度　　　11.9％　　27年度末 　25%
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

・避難所のトイレ等衛生に関する課題を
　解消するための備蓄資材や、運搬方
　法・情報収集の確保のための資器材
　を配備する。
・協力企業及び商店街等への救助資器
　材の配備も引き続き行う（4ヵ所）
・連合の枠にとらわれない避難所開設
　訓練を含む防災訓練やワークショップ
　を実施する（10回）

・訓練の実施が成果につながって
　いると回答した区民参加者の割
　合　80％

【撤退基準】
・訓練の実施が成果につながって
　いると回答した区民参加者の割
　合が50％以下であれば事業を
　再構築する。

・防災訓練
　避難所開設を含む防災訓練実施
　　23年度　1連合
     24年度　2連合（2連合予定）
・災害時の企業、寺院等との連携
　　23年度　 0社
    24年度　 4社（福祉施設含む）
　　　（9月末現在）
　救助資器材の配備（20年度～）
　　23年度　10か所
    24年度　 9か所（9月末現在）

・地域防災リーダーの育成や、防災用
　品の提供など地域防災力の向上を図
　る。
　・地域防災リーダー研修の実施
　　新任研修　年１回
　　実技研修　各連合　１回
　　座学研修　年１回

　　　　　　　　　　　　〔予算額 6,885千円〕

・防災訓練
　避難所開設を含む防災訓練実施
　　23年度　1連合
    24年度　2連合（2連合予定）
・商店街と地域住民と連携を図る
　ために防災講座を開催。
　　23年度
　　　5月　千林大宮・旭通り・赤
　　　　　川・赤三商栄・城北の各
　　　　　商店街とフォーブルあー
　　　　　る館合同で、商店街と
　　　　　周辺区民対象に防災講
　　　　　座を実施。
　　　6月　今市商店街と商店街
　　　　　と周辺区民対象に防災
　　　　　講座を実施。
　　　7月　区商連青年部を対象
　　　　　に防災講座を実施。
　24年度
　　10月　古市連合地域の商店
　　　　　街と地域住民と連携を図
　　　　　るために防災訓練を開催。

　　上記訓練以外に、各連合で毎
　年1回、初期消火を中心とした訓
　練を実施しており、22年度から
　は企業・事業所も参加した地域
　一体型の訓練を行った。
・防災フォーラムの実施
　　23年度　中学校校下４回
　　　　　　　　大宮小学校　1回
・防災講演会
　　24年度　　11月18日

　　　　　　〔23決算額4,878千円〕
　　　　　　〔24予算額8,338千円〕
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

【３－２－１　防犯関連事業】
・子どもたちや高齢者に自主防犯を呼び
　掛けるため「防犯教室」を開催する（30
　回）。
・幼稚園・保育園などとの協働により、小
　公園内の遊具や地域の落書きを消去
　し、新たに園児が絵を描くことにより落
　書きの再発を防止する（2箇所）。
・子どもの安全を確保するために小学
  校の周辺や通学路等への防犯カメラ
　の設置費を補助する（8台）。
・各校下の実情に応じて子ども見守り隊
　の活動に必要な物品の支給をする（支
　援対象者数　610名）。
・区民まつりや年末防犯キャンペーン
　（2回）等で区民に自主防犯を呼びかけ
　る。
・街頭犯罪発生抑止のため自転車盗対
　策の啓発を行う。
　　啓発用品の配布　6,000個
　　広報紙の発行　　41,000部
　　中高生向けチラシの配布　 　6,000部

・地域防犯活動が成果につながっ
　ていると回答した区民の割合
　　　70％

【撤退基準】
　地域防犯活動が成果につな
がっていると回答した区民の割合
が50％以下であれば事業を再構
築する。

・防犯教室事業（子ども、高齢者、
　子育て世代向け)
　　23年度　48回、 4,496人
　　24年度　11回、　621人
　　　　　　　　（8月末現在）
・子ども達との落書き防止ペイント
　事業
　　23年度　2箇所
　　24年度　2箇所（予定）
・防犯カメラ設置台数
　　23年度　　38台
　　24年度　　5台（申請中）
・子ども見守り隊支援事業
　　23年度　590名
　　24年度　610名
・防犯キャンペーン実施事業
　区民まつり
　　23年度　1回
　　24年度　1回
　年末防犯キャンペーン
　　23年度　2回
　　24年度　2回（予定）
・自転車盗対策の啓発（24年度）
　　啓発用品の配布
　　　　6,000個配布予定
　　広報紙の発行
　　　　43,000部配布済み
　　小学生向けチラシの配布
　　　 　6,000部配布予定

改革2-(4)

・「青色防犯パトロール活動」「落書き消
　去活動」の実施及び支援を行う。
　　青色防犯パトロール活動事業
　　活動団体数　　　　4団体
　　区青パト車両の青色防犯パトロール
　　活動団体への貸出　20回
　　落書き消去活動支援事業　１ヶ所
・地域安全対策担当職員による日常的
　な地域安全パトロールの実施
　　（ 17,000 件）

　　　　　　　　　　   〔予算額　469千円〕
        　　  　  〔局予算額　5,221千円〕

・補助金を支出した青色防犯パト
　ロール活動団体
　　23年度　1団体
　　24年度　1団体（申請済み）
・地域安全対策担当職員による
　EV車による「青色防犯パトロー
　ル」の実施
　　実施回数　212回（8月末現在）
・落書き消去活動支援事業
　支援事業を活用した落書き消
　去
　　23年度　2ヶ所
　　24年度　2ヶ所実施予定
・日常的な地域安全パトロールの
　実施
　　23年度 17,324件
　　24年度 　7,314件（8月末現在）

　　　　　　〔23決算額　2,850千円〕
　　　　　　〔24予算額　2,435千円〕

【３－２　防犯対策の推進】
・ 地域の防犯対策の推進に向け、警察等と連携した
　取組みを進めるとともに、市民の意識の高揚を図る。

・街頭犯罪認知件数
　　（大阪府警統計）
　　　　24年実績　579件　　27年目標　500件、
　　　　28年度目標　450件

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

【３－３－１　交通安全・自転車のマナー
アップ及び放置自転車対策の取組み】
・「交通事故をなくす運動旭区推進本部
　自転車安全教育推進部会」において、
　自転車のマナーアップや放置自転車・
　めいわく駐車対策（Ｄｏ！プラン）とし
　て、街頭や各種イベント会場で啓発等
　の事業を行う。
　　区民まつりなどにおける啓発　5回
・旭警察署と協働し街頭啓発・指導
　を実施　　　　　　　　　　　　　毎月1回
・駅や中心市街地の特性を踏まえた効
　率的な撤去の実施（区長権限建設局
　実施）：撤去対象駅　９駅
・交通安全運動区民大会、高齢者交通
　安全大会の開催
・交通安全や防犯に係る啓発事業の実
　施
　　交通安全教室事業（子ども、高齢者、
　　子育て世代）
　　　開催回数　  　30回
　　　参加者数　2,500人

　　      　　　    〔予算額　 　687千円〕

・「交通事故をなくす運動旭区推
　進本部自転車安全教育推進部
　会」事業における区民の参加
　者数　　　　　100人

・交通安全教室事業（子ども、高
　齢者、子育て世代）
　　　参加者数　2,500人

・交通安全運動区民大会、高齢
　者交通安全大会の参加者
　　延750人

【撤退基準】
　交通安全・自転車対策が成果に
つながっていると回答した区民の
割合が50％以下であれば事業を
再構築する。

・「交通事故をなくす運動旭区推進
　本部自転車安全教育推進部会」
　事業
　　24年度
　　　区民の参加者数　　　60人
　　　　　　　　　　　　　（8月末現在）
　　　区民まつりなどにおける啓発
　　　　　　　　　　3回（8月末現在）
・放置禁止区域の指定
　9駅（Ｈ23末）
・自転車駐輪車場の有料化
　9駅（Ｈ23末）
・交通安全にかかる市民協働事業
　への参加者数
　　　23年度　380人
　　　24年度　200人（8月末現在）
・交通安全運動区民大会、高齢者
　交通安全大会の開催
　　　23年度　延750人
　　　24年度　延650人（実施済み）
・交通安全教室事業（子ども、高齢
　者、子育て世代）
　　23年度　35回､　　4,451人参加
　　24年度　12回､　　1,620人参加
　　　　　　　　　　　　　（8月末現在）

　　　　　　　〔23決算額　428千円〕
　　　　　　　〔24予算額　470千円〕

改革2-(4)

【４　市民との連携・協働による元気で活
力あるまちづくりの推進】
・人口減少に伴い、地域の元気や活力が
　失われないよう、旭区を愛する思いを
　喚起し、にぎわいの創出、区民が文化
　に親しむ活力あるまちづくりをいかに行
　っていくかが、課題となっている。

【４－１－１　城北公園を舞台にした魅力
づくりと集客力の向上】
・貴重な地域資源である城北公園で魅
　力的な新たなイベントを実施すること
　により、京阪沿線からの集客を図り、
　旭区の地域活性化につなげる。

　　　　　　　　　　　〔予算額　8,320千円〕

・城北公園フェア2013来場者数
　　　区外からの来場者割合
　　　　50％以上
 

【撤退基準】
　区外来場者割合が50％を下
回った場合は事業を再構築する。

【新規事業】
（参考：旧事業実績）
・花しょうぶフェスティバル、菊まつ
　り
　　　23年度　来場者　49,700人
　　　24年度　来場者　43,800人
　　　　　　〔23決算額　2,991千円〕
　　　　　　〔24予算額　3,035千円〕

【３－３　交通安全・自転車対策の推進】
・ 交通マナーの向上や、「交通事故をなくす運動旭区
　推進本部」による交通事故をなくす取組み、放置自
　転車・自転車のマナーアップの取組みを継続して実
　施し、安全で安心して暮らせるまちづくりの取組みを
　進める。

・区内交通事故発生件数
　（大阪府警統計）
　　　24年実績　286件　　27年目標　250件、
　　　28年度目標　240件
・放置自転車台数（千林駅及び千林大宮駅周辺の晴
　天平日のある1日の瞬間放置台数)
　　（建設局データ）
　　　24年度現況値　　　台　　27年度目標　 140台、
　　　28年度目標　130台
・交通安全・自転車対策が成果につながっていると回
　答した区民の割合
　　　28年度目標　　70％

【４－１　区民が誇りを持てる旭区の魅力と活力のある
地域社会の実現】
・区民自らがまちの特性や魅力を活かした将来像を描
　き、その実現に向けて互いに協力しあいながら地域
　での活動に取り組んでいくための方向性を示した
　「旭区未来わがまちビジョン」の実現に向け、地域資
　源である城北公園やこれまでの取組みの成果であ
　る「旭区ブランド・お宝」等を活用するほか、魅力の
　発掘や創出、地域に対する愛着を育む。

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

・ 高齢者人口比率は26.3％（24区中3
　番目）であり、高齢化が進んでいる。
・ また、近年、15歳から24歳代の人口が
　増加している一方で、25歳から39歳代
　での減少が顕著になっている。
・これは地方のように働く場所がないの
　ではなく、住宅環境が整っていないこと
　が原因と推測される。
・旭区内の国道1号線沿いの建築制限が
　緩和されるほか、JRおおさか東線の整
　備も進むことから、これらを契機に25歳
　から39歳代の勤労世代を呼び戻す施
　策が効果的と考えられる。

【４－１－２　旭区魅力発信事業の推進】
・区民が自主的に旭区のまちづくりにつ
　いて取り組む場として「旭区未来わが
　まちビジョン推進会議」を開催する
　（12回）。
・「旭区未来わがまちビジョン」の推進
　の一環として、区の知名度アップ、区
　の歴史・地域資源などを知ることによ
　り、区の活性化に資するとともに、旭
　区を誇りに思い、郷土愛が芽生える
　よう、旭区の魅力を広く区内外にアピ
　ールする次の「旭区魅力発信事業」を
　実施する。

　①「あさひ、だいすき♪『旭区検定』」の
　　実施
　②実施に向けたワークショップの開催
　　（12回）
　③小・中学校など地域での旭区の歴
　　史を中心とした講座を実施　（2回）
　④まち歩きの開催（旭区検定プレイ
　　ベントを含む）　4回

　　　　　　　　　　　〔予算額　1,650千円〕

・旭区未来わがまちビジョン推進
　会議参加者延240人

・　「あさひ、だいすき♪『旭区検
　定』」　24年度申込者数10％増

・まち歩きの参加者　80人
・わがまちビジョンの推進により、
　魅力の向上につながっていると
　回答した区民の割合　50％

23年度
・旭区未来わがまちビジョン推進会
　議の開催　年間12回、参加者延
　 300人
・「あさひ、だいすき♪『旭区検定』
　の実施　（12.11実施）
　　ワークショップ　15回
　　申込者数　　　404人
　 受験者数　　　 309人
24年度
・旭区未来わがまちビジョン推進会
　議の開催
　　年間12回、
　　参加者延 300人見込
・「第2回あさひ、だいすき♪『旭区
　検定』の実施　（12.16実施予定）
　　　ワークショップ　19回
　　　申込者数　303人
　　　受験者数　210人

　　　　　　〔23決算額　1,750千円〕
　　　　　　〔24予算額　　968千円〕

【撤退基準】
　わがまちビジョンの推進により、
魅力発信の向上につながってい
ると回答した区民の割合が50％
以下であれば事業を再構築す
る。

・区内全地域（10地域、10冊）のこ
　れまでの地域史を再編集し１冊
　に合本。（23年度）
・区内中学校の「旭区を知 るフィ
　ールドワーク」に協力
　　　23年度　対象生徒数101人
　　　24年度　　　　〃　　　110
・地域史から地域史映像版（仮称）
　を製作（24年度）
　　　　　　〔23決算額　　732千円〕
　　　　　　〔24予算額　1,000千円〕
・まち歩きの開催
　23年度　12回　参加者　130人
　　　ルートの設定　6ルート
　24年度　20回予定　参加者　人
　　　案内人の養成　9人
・まち歩きの案内人養成（23年度）
　　5人　勉強会　１回
・案内板の設置3箇所（24年度）
　予定

　　　　　　〔23決算額　　943千円〕
　　　　　　〔24予算額　1,200千円〕

・「人が集まる場づくり」をめざし、音楽を活用した事業
　や旭区に関連のある大学・企業と連携した事業に取
　組むことなどにより区への集客を図り、区の活性化
　につなげる。
・区民の自主的なまちづくりへの参加意識を高揚させ、
　潤いのある美しいまちづくりへの気運を高めるため、
　区民との協働による花と緑のまちづくりを進める。
・地域環境の保全につながる地域の活動を支援する
　とともに、飼い犬等のフンの放置の防止等、安全で
　安心して暮らせるまちづくりの取組みを進める。

・旭区未来わがまちビジョンを知っている区民の割合
　（区民モニターアンケート）
　　24年度　29.7％　　　　27年度末　50%
・旭区へ愛着を感じる区民の割合
　（区民モニターアンケート）
　　24年度　　 80.3％　　27年度末　90％
・旭区に住み続けたいと感じる区民の割合
　（区民モニターアンケート）
　　24年度　　 91.6％　　27年度末　 95%

・旭区ブランド・お宝を知っている区民の割合
　（区民モニターアンケート）
　　24年度　34.6％　　　 27年度末　50％
・旭区内の企業が地域に役立っていると感じる区民
　の割合（区民モニターアンケート）
　　　　24年度　15.8％ 　27年度　30％
・旭区内の大学が地域に役立っていると感じる区民
　の割合（区民モニターアンケート）
　　　　24年度　47.8％ 　27年度　60％

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
チャレンジ目標
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

【４－１－３　音楽を通じた旭区の魅力づ
くり・元気づくり支援】
・音楽を通じて区民の心を豊かにし、地
　域の元気づくりをめざし、区民が自主
　的に開催する「旭ミュージックフェス
　タ」（「旭区民音楽祭」）を協働で開催
　する。
・「音楽の祭日」に参加し、「音楽の祭
　日inあさひ2013」を開催する。

　　　　　　　　　　　〔予算額　400千円〕

・「旭ミュージックフェスタ」（「旭区
　民音楽祭」）
　　　　　　　来場者数　1,400人

・「音楽の祭日」
　　　　　　　来場者数　　500人
　　　（参考：民間会場　100人）

【撤退基準】
　各来場者者数が前年度を下
回った場合は事業を再構築する。

・旭ミュージックフェスタ（旭区民音
楽祭）
　　23年度　来場者数　1,200人
　　　　　　　　出演応募者数　31組
　　24年度　来場者数　1,000人
　　　　　　　　出演応募者数　34組
・「音楽の祭日」
　　23年度　来場者数　　450人
　　　（参考：民間会場　100人）
　　24年度　来場者数　　300人
　　　（参考：民間会場　120人）
　
　　　　　　〔23決算額　402千円〕
　　　　　　〔24予算額　424千円〕

【４－１－４　種から育てる地域の花づく
り事業】
・区民が自らの手で種から花を育て、地
　域に花飾りを行い、潤いのある美しい
　まちづくりを行うとともに、まちへの愛
　着と自主的なまちづくりの参加意識の
　高揚を図る。

　　　　　　　　　　　　〔予算額　700千円〕

・市民ボランティア団体数及び人
　数　　　　　  7 団体、延1,500 人
・年間育苗花苗株数　 40,000 株
・花苗設置箇所数        45 箇所

【撤退基準】
　参加した市民ボランティアの人
数が延1,000人を下回った場合は
事業を再構築する。

23年度
・市民ボランティア団体数及び人数
 　 8団体、延1,500 人
・年間育苗花苗株数　 40,000 株
・花苗設置箇所数 　45 箇所
24年度
・市民ボランティア団体数及び人数
 　 8団体、延1,500 人
・年間育苗花苗株数　 40,000 株
・花苗設置箇所数 　45 箇所

　　　　　　〔23決算額　　721千円〕
　　　　　　〔24予算額　　712千円〕

【４－１－５　環境保全・美化】
・地域資源である城北公園やわんどに
　対する環境保全意識の高揚と自然環
　境の悪化を防ぐため、区民・大学等と
　連携し、淀川クリーンキャンペーンとし
　て清掃活動を行う。

　　　　　　　　　　　　〔予算額　122千円〕

・淀川クリーンキャンペーン
　　　　　　　参加者数　　800人

【撤退基準】
　連携する活動団体等が目標数3
団体を下回った場合は、事業を再
構築する。

23年度
・淀川クリーンキャンペーン
　　参加者　800人
24年度
・淀川クリーンキャンペーン
　　参加者　800人
　　連携活動団体　5団体
・花しょうぶフェスティバル、菊まつ
　りでのごみの分別啓発ボランテ
　ィア数　10人

　　　　　　　〔23決算額　　78千円〕
　　　　　　　〔24予算額　　87千円〕

【４－１－６　飼い犬のフン害の防止】
・都島区、城東区などと連携して検討し
　た条例制定目的や規制対象などの検
　討結果に基づき、関係局と調整を行
　い、条例制定等を依頼する。
・地域等と連携したフン害防止啓発キ
　ャンペーンの実施
　　　　　　　　　　　　　　　〔予算額　－　〕

・条例制定等実効性のある防止
　策の策定

【撤退基準】
・条例制定は25年度末に完了。
・キャンペーンは条例施行にあわ
　せて実施し25年度に完了。

24年度
・立法事実の調査実施

　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　　〔24予算額　　　－　〕
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

【４－２－１　Comeback to Asahi運動の
推進】
・ホームカミングのインセンティブにつな
　がる施策の検討を関係局と連携して
　行う。

　　　　　　　   　　       　　　〔予算額　－〕

・施策の制度設計を行うとともに、
　広報・啓発方法も含めた総合的
　な定住促進策を取りまとめる。

【撤退基準】
　制度設計は25年度上半期に完
了。

24年度
・ホームカミング（帰郷）につながる
　インセンティブ施策を検討するた
　め、独居高齢者の実態・意識の
　把握、他都市事例の調査・研究
　を行う。
　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　　〔24予算額　　　－　〕

【４－２－２　旭あったか商店街事業】
・商店街活性化チームの設置と実態と
　ニーズの把握を行う
　　　２回　【チャレンジ目標】　4回。
・安心して買い物ができ、くつろげる商
　店街とするための（旭あったか商店
　街）事業に着手する。
　　　　 　　　　　　　　　　　〔予算額　－　〕

・経済局からの決定権移譲事業を活
　用しながら、地域経済活性化にも資
　するよう取り組む。
　　城北公園フェアと連携した西部商
　　店街活性化
　　「広域集客事業」等との連携事業

　　　　　 　　　　〔局予算額　1,932千円〕

・把握したニーズを調査結果とし
　て、区ホームページに公表す
　る。
・高齢者の商店街利用満足度（利
　用者アンケート）を実態とニーズ
　調査と並行して実施し、６０％

【撤退基準】
　高齢者の商店街利用満足度（利
用者アンケート）を実態とニーズ
調査と並行して実施し、５０％以
下であれば、事業を再構築する。

・3商店街（今市・城北・赤三商栄
　会・赤川）と協働し、地域住民と
　たばこマナーキャンペーンを実
　施。　　　　　　　　　　（24年4月）
・１３商店街（会）が参加して「未来
　の商店街」を描くこども絵画展覧
　会を企画立案し、地域住民、小
　学校、商店街が協働実施。
　　　　　　　　　　　　　（24年10月）

　　　　　　　　　〔23決算額　　－　〕
　　　　　　　　　〔24予算額　　－　〕

改革1-⑸-ア

　（経済局決定権移
譲事業）

【４－２－３　地域経済の活力創出に向
けた支援】
・地域の中小企業に、より身近な場で支
　援サービスを利用してもらえるよう、経
　営相談を実施するとともに、課題やニ
　ーズに応じた支援サービスへ誘導す
　る。
　　　　　　　　　　〔局予算額　487千円〕
　　　※参考：全市予算額　5,193千円

・区役所における経営相談
　　毎月1回

【撤退基準】
　25年度全く相談実績がなけれ
ば、事業を廃止（再構築）する。

・区役所における経営相談
　
　　　　　　　　　　〔23決算額　－〕
　　　　　　　　　　〔24予算額　－〕

改革1-⑸-ア

　（経済局決定権移
譲事業）

・区内商店街の1か月間の利用が4回以上の区民の数
　及び商店街に魅力を感じる区民の割合
　　（区民モニターアンケート）
　　　　月4回以上利用区民
　　　　　24年度　51.7%　　27年度　70％
　　　　魅力を感じる区民
　　　　　24年度　93.1％　27年度　97％
・高齢者の商店街利用満足度
　（利用者アンケート）
  　27年度末　80％
・以前より安心して買い物ができると感じる区民の割合
　（高齢者を対象にした商店街利用者アンケート）
　27年度末　80％以上

【４－２　地域活性化による高齢者対策】
・高齢者や地域を支える中堅世代の旭区への回帰
　（ホームカミング）運動を推進する。
・区への集客を図り、地域と商店街等との結びつきを
　深め、地域経済の活性化を推進する。

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

【５　市民との連携・協働により健康的で
地域福祉が充実し、安心して子育てがで
きるあたたかいまちづくりの推進】
・少子化が進むなか、いかに子育て中の
 親が地域の中で子どもを育み、安心して
 働きながら安心して子育てができるか、
 また、いかに高齢化に伴い顕在化する
 介護問題や健康づくり、高齢者対応の
 まちづくり、生涯学習に取り組むかが課
 題となっている。

【５－１－１　健康づくり支援】
・あさひ健康アップ事業
　　乳がん検診に併設の骨量検査時や
 校下社協実施の「ふれあい喫茶」、あ
 ったかきち、区民まつり、健康展などの
 イベントに出向いて、健康機器による
 測定を行い健康づくりへの関心を高め
 る動機付けを行うとともに、がん検診な
 どの各種検診や、いきいき百歳体操の
 ＰＲを実施する（事業実施回数　25回）。
・旭区高齢者いきいき生活推進プロジ
 ェクトの推進
　　高齢者の介護予防と地域との交流
  をめざす「いきいき百歳体操」を、身近
  な地域で継続的に実施する。
・旭区みんなの健康展
　　地域振興会、医師会、歯科医師会、
  薬剤師会、食生活改善推進員協議
  会、健康づくり推進協議会などで構成
  する実行委員会により３月第２土曜日
  に区民センターにて医師による健康・
  歯科・薬事・食生活の各相談、献血、
  結核健診などを開催する。

　　　　　　　　　　〔予算額　　1,257千円〕

・あさひ健康アップ事業
     25回
・｢いきいき百歳体操」体験者数
　　100人
・「いきいき百歳体操の会」の結成
　　　26箇所
・旭区みんなの健康展
　　　参加者数・・・500名

【撤退基準】
　健康づくり支援が自己の健康増
進につながっていると回答した区
民参加者の割合が５０％以下で
あれば事業を再構築する。

・あさひ健康アップ事業実施回数
　　　44回（23年度）
　　　40回（24年度）
・｢いきいき百歳体操」体験者数
　　2,003人（23年度）
    2,103人（24年度）
・「いきいき百歳体操の会」の結成
　　　　　22箇所（23年度）
　　　　　24箇所（24年度）
・旭区みんなの健康展
　　　参加者数　430名（23年度）
                        500名（24年度）

　  　 　〔23決算額　1,232千円〕
　 　　　〔24予算額　1,403千円〕

・市民の健康志向や高齢者対策など、保
　健・福祉や生涯学習などに対するニー
　ズは高く、各種の地域団体や社会貢献
　活動に取り組む企業等と協働した取組
　みをさらに活性化していく必要がある。

【５－１－２　地域福祉アクションプラン】
・地域福祉アクションプランの推進のた
　め、推進委員会（事務局：区役所）の
　開催を通じて様々な事業の企画に、
　参加する。
　　あさひあったかまちづくり計画推進
　　委員会の開催　2回
　　各種イベント等への参加　16回
　　和んで座談会（当事者、家族、支援
　　者）の開催 2回

　　         　　　 　　　〔予算額　338千円〕

・各種イベントの参加者アンケート
　を実施し、満足度が80％以下で
　あれば事業を再構築する。

【撤退基準】
　各種イベントの参加者アンケー
トを実施し、満足度が70％以下で
あれば事業を再構築する。

・あさひあったかまちづくり計画推
　進委員会の開催
　　23年度　　2回　　24年度　1回
・各部会の開催
　　23年度　15回　　24年度　  回
・各種イベント等への参加
　　23年度 15回　　24年度 　6回
・和んで座談会（当事者、家族、
　支援者）の開催
　　23年度　 3回
　　24年度   1回(9月現在)
 
　　　　　　〔23決算額　365千円〕
　　　　　　〔24予算額　352千円〕

【５－１　地域に即した保健・福祉の推進】
・「地域福祉」の考え方のもと区民が主体となって、行
 政・各種団体・関係機関・福祉事業者・NPOやボラン
 ティアなど旭区に関わるすべての皆さんと一緒につく
 り取り組む「旭区地域福祉アクションプラン（あさひあ
 ったかまちづくり計画）」を区民と協働して着実に推進
 し、誰もが集い、交流できる拠点「市民がつくるあさひ
 あったかきち」事業や、区民の健康づくりのために「あ
 さひ健康アップ事業」、「いきいき百歳体操」、｢旭区み
 んなの健康展」、がん検診受診率向上に向けた取組
 み等を進める。

・区民の健康に対する関心の高揚の目安として区内
   国民健康保険被保健者の特定健診受診率
　　　手法：福祉局調査
　　　21年度：15.4％　　27年度末：21.4%
　　　　　　　　　　　　　　　　（毎年度１ポイントアップ）
・健康意識の高まりを感じる区民の割合
　　（区民モニターアンケート）
　　　24年度　85.5％　　27年度　88.3％

・子育てをサポートする仕組みが整っていると感じる区
　民の割合
　　　（区民モニターアンケート）
　　　　24年度　39.6％　　27年度　50％
・障害者をサポートする仕組みが整っていると感じる区
　民の割合
　　　（区民モニターアンケート）
　　　　　　24年度　35.3％　　27年度　50％
・高齢者をサポートする仕組みが整っていると感じる区
　民の割合
　　　（区民モニターアンケート）
　　　　　　24年度　39.9％　　27年度　50％

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

【５－１－３　「あさひあったかきち」の推
進】
・年代を問わず、誰でも気兼ねなく立ち
　寄ることができ、さまざまな人が気軽
　に集い、出会い、交流する「あさひあ
　ったかきち」を、区民になじみのある商
　店街につくり、地域コミュニティの核と
　なる拠点として継続し、イベント等の開
　催を通じ、地域福祉の増進を図る。

　　　　　　　　　　　〔予算額　2,850千円〕

・「あさひあったかきち」に関わる
　各主体が開催するイベント等
　　190回
・利用者数　9,100人

【撤退基準】
　区民モニターアンケートを実施
し、あさひあったかきちが子育て
世代や高齢者、障がい者など誰
でも交流できる拠点として機能し
ていると回答した区民の割合が
50％以下であれば事業を再構築
する。

23年度実績
　・イベント数　179回
　・利用者数　8,642人
24年度実績(8月)
　・イベント数　84回
　・利用者数　3,602人

　　　　〔23決算額　2,457千円〕
　　　　〔24予算額　2,742千円〕

【５－２－１　生涯学習の推進】
・区内の生涯学習活動を広く情報提供
　するほか、区民が実施する人権や子
　育て等に関する学習会をサポートし、
　学習活動のきっかけをつくるため、講
　師謝礼などの経費の一部を支援す
　る。（　12回）。
・生涯学習関連施設や教育機関等と
　の共催事業等の開催

　　　　　　　　　　　　　[予算額953千円]

・支援する学習会　12事業

【撤退基準】
　生涯学習事業参加者の満足度
が80％以下であれば事業を再構
築する。

・情報提供
　23年度・24年度
　　生涯学習だより　12回・広報紙
　　等　随時
・生涯学習関連施設や区民ボラン
　ティアとの共催
　23年度　6講座　24年度　4講座
・教育機関との共催
　23年度　6講座　24年度　8講座
・生涯学習推進員研修
　23年度　3講座　24年度　3講座
　　　　　　　　　　　　　　　　（予定）
・生涯学習ルームにおける地域連
　携支援事業
　23年度　9校区　24年度　10校区
・旭区生涯学習フェスティバル
　23年度　１回　　24年度　　1回

　　　　　　　〔23決算額　995千円〕
　　　　　　　〔24予算額1,075千円〕

【５－２－２　区民レクリエーション事業】
・体育厚生協会を通じて、区民にスポー
　ツやレクリエーションに親しめる機会を
　提供するとともに、事業について広く
　周知する。
　　広報紙による事業スケジュールの情
　　報提供　　　　　　　　　　　　３回以上
　　区ホームページ・ツイッターによる情
　　報提供　　　　　　　　　　　　適宜

　　　　　　　　　　　　〔予算額　601千円〕

・スポーツフェスティバルの区民モ
　ニターアンケートにおける認知
　度　60％以上

【撤退基準】
　認知度が50％以下であれば事
業を再構築する。

・スポーツフェスティバル
　23年度　参加者3,000人
　24年度　中止
・区民レクリエーション
　23年度
　　個人種目　延1,612人参加
　　団体種目　延168チーム・グ
　　　　　　　　　ループ
  24年度
　　個人種目　延721人参加
　　　　　　　　　　（9月時点）
　　団体種目　延131チーム・グ
　　　　　　　　　ループ（9月時点）

　　　　　　〔23決算額　620千円〕
　　　　　　〔24予算額　601千円〕

【５－２　生涯学習・生涯スポーツの振興】
・区民が自主的・主体的に取り組んでいる生涯学習活
　動に対する支援や地域における生涯学習・スポー
　ツ・レクリエーションに関する情報や触れる機会を区
　民に提供する。
・「学び」を通じて、自分たちで物事を決め、共に様々な
　課題の解決にあたるという市民力の育成を図る。

・生涯学習フェスティバルやスポーツフェスティバルを
　認知している区民の割合
　　　（区民モニターアンケート）
　　　　23年度　生涯学習フェスティバル（34.2％）
　　　　　　　　　　スポーツフェスティバル（49.2％）
　　　　27年度　50%

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

【５－３－１　子育て情報紙の発行　】
・子育て支援機関と情報紙の掲載内容
　を検討し、年間を通じてタイムリーな子
　育て情報紙を発行することにより子育
　てを支援する。
・区内の保育ニーズの状況に応じて、
　保育ママ事業等を実施する。
　　情報紙の掲載内容を協議
　　　　　　　　　　　　　　　　　年4回以上
　　情報紙の発行　2013版　年1回
　　旭区子育てイベントカレンダー
　　　　　　　　　　　　　　　　　年4回
　　関係機関発行の情報紙収集・配布
　　　　　　　　　　　　　　　　　年4回

　　　　　　　　　　　　[予算額　216千円]

・情報誌の消費率　90％以上
・保育ママ事業者誘致　2箇所
・26年4月1日現在の待機児童
　数ゼロ

【撤退基準】
　9月末時点での情報紙の消費率
が80％を切れば、事業の再構築
を行う。
　4月1日現在の待機児童数100人
以上になれば、こども青少年局と
調整を行い事業を再構築する。

23・24年度
・情報紙の掲載内容を協議　各4回
・情報紙の発行
　　あさひ子育て情報紙　各1回
　　旭区子育てイベントカレンダー
　　　　　　　　　　　　　　　　　各4回

23年度待機児童数
　　4月1日現在　 14人
 　10月1日現在 　66人
24年度待機児童数
　　4月1日現在　   6人
 　10月1日現在　 97人

　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　〔24予算額　　227千円〕

【５－３－２　児童虐待防止・早期発見・
支援体制の強化】
・「要保護児童対策地域協議会」の実務
　者会議等を開催する。
　　代表者会議1回、
　　実務者会議12回、
　　個別ケース検討会議を随時
 ・区民まつりや人権週間などにおいて
　リーフレット配付などの広報活動を行
　う（4回）。
・学校や地域との協力体制を強化する
　ため毎月協議・検討する会議を行う
　（10回）。
　　　　　　　　　　　　　[予算額 114千円]

 児童虐待防止の仕組みが整って
いると感じる区民の割合　60％
（区民モニターアンケートを実施）

【撤退基準】
　児童虐待防止の仕組みが整っ
ていると感じる区民の割合が50％
以下になれば、事業を再構築す
る。

24年度
・「要保護児童対策地域協議会」
　代表者会議1回、実務者会議10
　回、個別ケース検討会議を　回
　開催
・広報啓発活動　年4回実施

　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　〔24予算額　120千円〕

【６　市民との連携・協働によるこども・青
少年の健全育成や人権尊重のまちづくり
の推進】
・青少年が健全に育ち、お互いがお互い
　を思いやり、支え合い、ひとりひとりの
　人権を尊重し合うまちづくりをいかに行
　っていくか。

【６－１－１　放課後おさらい教室の実
施】
・教育力の弱い家庭の児童、学習の遅
　れの目立つ児童の学習のサポートを
　行うため、ボランティア教員、学生等
　による、放課後おさらい教室の実施に
　向け、小学校と連携し、モデル校で実
　施する。

　　　　　　　　　　　〔予算額　2,885千円〕

・モデル校2校で実施し、手法や
　内容の検証を行う。

【撤退基準】
　モデル実施希望校がなければ
事業を再構築する。

・区内小学校長からヒアリングを
　行い、制度等を検討。

　　　　　　　　〔23決算額　　　－　〕
　　　　　　　　〔24予算額　　　－　〕

・子育て支援関係機関のメンバーで構成する「要保護
　児童対策地域協議会」を開催し、児童虐待防止・早
　期発見・支援体制を整備、充実させる。
・保健福祉課と市民協働課と連携するなど、児童虐待
　通報やＤＶ支援相談に関する情報発信を継続的に
　行う。

・平成26年4月1日現在の保育所待機児童の解消
・児童虐待防止の仕組みが整っていると感じる区民の
　割合
　　（区民モニターアンケート）
　　　27年度　75％

【６－１　青少年の健全育成】
・青少年の健全育成・非行防止と子どもの保護・安全
　の強化、犯罪の未然防止のため取組みを地域にお
　いて家庭・学校・関係行政機関が連携して進める。

【５－３　子育て支援・児童虐待防止】
・子育ての不安感・負担感を軽減するため、必要な支
　援、相談・情報提供を行う。特に地域の子育て支援
　情報の提供を通じて、地域子育て支援拠点事業
　（センター型・ひろば型）や子ども・子育てプラザ、子
　育てサロン・サークルなど、地域における子育て支
　援事業・活動への参加を促し、親子の交流や子育
　て支援者につなぐ「なにわっ子すくすくスタート」事業
　の取組みを進める。
・区内の保育ニーズの状況に応じて保育ママ事業を
　実施するほか、年度途中入所対策事業の拡充を図
　り、潜在的な保育ニーズや年度途中に発生する多
　様な保育ニーズに対応する。

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連戦略

今、何が課題で、その解決によっ
てどのような状態をめざすのか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような
取組・事業を実施するのか

・地域の将来を担う青少年の健全育成の
　ために、地域をあげて取り組む必要が
　ある。
・すべての人の人権が尊重される社会を
　実現するため、必要な施策を積極的に
　推進する必要がある。

【６－1－２　子ども・青少年の健全育成】
・これまでの取組みを青少年指導員、青
　少年福祉委員、ＰＴＡなどと継続すると
　ともに、特に地域が一体となって、子ど
　も・青少年の健全育成の取組みを進め
　るための「青少年育成推進会議」の活
　動を支援し、社会総がかりで子どもを
　はぐくむ意識の高揚を図る。
　　青少年育成推進会議　　　　１回
　　青少年健全育成区民大会　1回

　　　　　　　　　　　　[予算額　384千円]

・青少年の健全育成啓発に効果
　があると答えた参加者の割合
　　70％以上。
　（７月と１１月の強化月間に合
　わせて実施する事業でアンケ
　ートを実施）

【撤退基準】
　効果がないと回答した割合が
50％以上であれば、事業を再構
築する。

・はぐくみネット事業
　教育を語る会・フェスティバル
　　23年度　9校区　24年度　　校区
・人権・家庭教育学習会
　　23年度　16回　24年度　　　回
・青少年健全育成区民大会開催
　　23年度　1回　　24年度　1回
・青少年健全育成講演会開催
　　23年度　1回　　24年度　1回
・「こども110番の家」事業
　　23年度時点
　　協力家庭　469軒
　　協力事業所　118所
・青少年指導員による青少年非行
　防止活動
　　青少年に対する巡視（各校下）
　　　23年度　　12回
　　　24年度　　12回
　　　　　　〔23決算額　1,922千円〕
　　　　　　〔24予算額　1,982千円〕

【６－２－１　区における人権啓発推進事
業】
・区民の人権意識の高揚を図るため、記
　念講演会、映画上映会の開催や、人
　権情報紙の発行などの人権啓発推進
　事業を推進する。また、人権に関する
　相談事案に対し適切なアドバイスを行
　うほか、専門機関の紹介、取次ぎなど
　問題解決の支援を行う。

　　　　　　　　　　　　[予算額　3,218千円]

・来場者アンケートで「参加により
　人権意識が高まった」と回答し
　た人の割合が66％以上

【撤退基準】
　来場者アンケートで「参加により
人権意識が高まった」と回答した
人の割合が33％以下であれば事
業を再構築する。

・人権啓発推進事業
　　（23年度・24年度見込）
　①　憲法週間・人権週間での記
　　念講演会（各1回）、夏休みふ
　　れあいシアター、人権を考える
　　区民のつどい（各1回）
　②　講演会等での啓発冊子の
　　配布
　③　人権情報紙「じんけんあさ
　　ひ」の発行（1回）
　④　区広報紙への人権標語の
　　掲載（毎月）

　　　　　〔23決算額　2,135千円〕
　　　　　〔24予算額　3,346千円〕

【６－２　人権尊重のまちづくり】
・「旭区人権啓発推進会」を活用し、区内の人権関係
　組織と連携しながら、各種人権啓発の取組みや人
　権情報の発信体制の構築、人権相談窓口の区民
　周知の強化など、国おける人権啓発・相談事業を
　推進し、区民の人権意識の高揚を図る。

・区の人権啓発の取り組みの成果が上がっていると
　思う区民の割合
　　　（区民モニターアンケート）
　　　　　24年度　56.9％　　27年度　66％

・子どもを安全かつ健全に育てる地域や環境となって
　いると感じる区民の割合
　　　（区民モニターアンケート）
　　　　24年度　31.3％　　27年度　40％
・区の青少年の健全育成に係る主要取組の内容を認
　知している区民の割合
　　　（区民モニターアンケート）
　　　　子ども１１０番の家
　　　　　　24年度　　13.2％　27年度　50％
　　　　はぐくみネット事業
　　　　　　24年度　　37.1％　27年度　40％

どのような成果（アウトカム）をめざすのか

どのような成果（アウトカム）をめざすのか
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