
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。
・意識改善セミナーの実施（全新規採用・
　異動者向け12回）
『Asahi Management System』による取組み
・５Ｓの実施、６つのムダ取りの等カイゼン
　を継続するとともに、区行政システムの
　再構築、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た
　めのシステムの構築。

[算定見込額 103千円]

　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
　24年度　20回（9月:全職員2回受講）
　25年度　11回（6月:全職員1回受講）
５Ｓの取組み
　24年度　（10月）
　25年度（４月～）
　　巡視チームの巡回による５Sの維持
　　（不定期）
　　1階東側執務室レイアウトの変更
６つのムダ取り
　24年度　ムダリストアップ（10月）
　　　　 他区研修への参加（12月）
　25年度　継続（4月～）
改革支援チーム（元気アップサポー
ター）
・会議（24年度：12回、25年度：5回、
　8月末現在）
・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～2月）
・改革改善通信の発行（25年6月）
　　　　　　〔24決算額　　－　〕
　　　　　　〔25予算額　46千円〕

改革3-⑼-ア
改革3-⑼-イ

【１－１－２ 区役所における窓口サービスの
向上】
各課・担当における区民サービス向上の目標
設定と検証の継続を行う。
・6月（設定）
・1月（振返り・見直し）
窓口一本化に向けてのハード整備によるレイ
アウト変更を実施する。

[算定見込額　　―　]

区役所業務の格付けにおいて、区の平
均評価点を3.5～4.4（★ふたつ）以上

【撤退基準】
区役所業務の格付けにおいて、区の平
均評価点が3.0（★ひとつ）未満の場
合取組内容を再構築する。

24年度
・区役所業務の格付け
　　平均評価点2.8（★なし）
・レイアウト変更案の作成
25年度
・区民サービス向上の目標設定（６
月）

[24決算額　　　―　]
[25予算額　　　―　]

【１－１－３ 業務スキルの向上のための職員
研修の実施】
情報公開制度の適正な運用の徹底を図る。
・情報公開研修の実施（全職員1回）
個人情報保護制度の適正な運用の徹底を図
る。
・個人情報保護研修（各課・担当者1回）
職員の公正・公平な職務遂行・法令遵守を徹
底する。
・事例の共有化を図る内部統制会議の開催
　（課長・課長代理級１回）
・コンプライアンス研修の実施（全職員１
　回）
窓口業務に精通した窓口マスターを育成す
る。
・住民情報、戸籍の両事務に熟知した職員
　の育成。（のべ3人）
その他の職場内研修の実施
・会計・契約事務研修（担当者1回）
・人権問題研修（全職員1回）

〔算定見込額　―　〕

　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　25年11月
内部統制連絡会議
　24年度　　１回開催
　25年度　　１回開催
コンプライアンス・服務規律研修
　24年度
　　各4回で係長以下全職員対象に実施
　25年度
　　各10回で係長以下全職員対象に実
　　施
職場内研修の実施
・会計・契約事務研修
　（24年6月、25年12月予定）
・接遇研修
　（24年12月）
・人権問題研修
　（24年12月、26年１月予定）
・窓口マスター2名、OJT研修の実施。
　（25年度通年）
　　　　　　　〔24決算額　　－　〕
　　　　　　　〔25予算額　　－　〕

１　重点的に取り組む主な経営課題

めざす成果及び戦略
【１－１ 区民から信頼される利便性の高い区役所づくり】

《めざす状態》
・職員の意識改革により業務全体の再構築が進むシステムが
　確立された組織となる。
・区長が、区民からの多様な声を受け止め、地域実情や特性
　に応じた個性あふれる区政運営を行う。

《アウトカム》
・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る区民の割合
　　平成26年度までに区で80％以上
　　（区民モニターアンケート）
　　　24年度　29.2%
　　　25年度　58.1％
・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

・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。
・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、業務に関するスキルアップ
　に取り組む。

・「安心して住み続けられるまち『旭区』づくりのために～
　旭区職員力向上基本プラン～」に基づく、職場風土改善に
　取り組む。
・区民との良好な関係を構築するうえで、公務外であっても
　職員の社会貢献に対する意識の涵養に取り組む。
・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。
・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。

【１ 区民サービスの充実】
《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
区民に最も身近な信頼される行政機関とし
て、ムダを徹底的に排除し、区民ニーズと
マッチした高品質の行政サービスを迅速に提
供できる仕組みを構築する必要がある。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
地方分権の進展に伴い業務量が増嵩している
一方で、厳しい財政状況により人員削減が求
められている。

めざすべき将来像に対して、今、
何が課題となっているのか

めざす成果

課題に対して、３～５年程度でどのような状態を
めざし、どういった施策をいかに展開するのか

戦略に即して、26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

戦　　　　略

めざすべき将来像に対して、今、
何が課題となっているのか

課題に対して、３～５年程度でどのような状態を
めざし、どういった施策をいかに展開するのか

戦略に即して、26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



《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
法律等に反しない範囲で、業務量を徹底的に
見直し削減しなければ、今後、人員削減が進
むと、必要な区民サービスを維持することが
できない。

《課題》
　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、区民サービスの維持・
充実を図る必要がある。

【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。
・職員ボランティア従事事業（10事業）
職員が、区民の一人として、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。

〔算定見込額　－　〕

　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。

ボランティア参加職員数
　24年度　　6１名
　25年度　　80名（10月末）
表彰等の整理
　25年度　旭区職員力向上基本プラン
（8月）で位置づけ

　　　　　　〔24決算額　　　－　〕
　　　　　　〔25予算額　　　－　〕

　また、基礎自治に関する施策や事業につい
ては、財政状況を踏まえ、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。
　この前提として、区政に対する区民の信頼
関係を構築し、区民からの理解を得る必要が
ある。

【１－２－１　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ほ
か、インターネット区政会議を継続する。
・全体会議　5回
・部会　15回

[算定見込額　734千円]

区政会議委員の区政会議に対する満足
度　80％以上

【撤退基準】
区政会議委員の区政会議に対する満足
度が60％以下となれば運営方法を見直
す。

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
25年度（8月末現在）
　全体会議　1回
　部会　　3回

　 　　　　〔24決算額　283千円〕
　　　　 　〔25予算額　816千円〕

改革2-(2)-イ

【１－２－２ 広聴・区民モニター活用】
広聴処理簿の作成（市民の声を除く）。
・随時作成、月報の供覧実施
区民モニターの実施（年間3回実施）
・区ホームページにモニター募集バナー設置
・モニター以外の一般の意見も収集するた
　め、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。

[算定見込額　906千円]

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
　24年度　3回実施

[24決算額　466千円]
[25予算額　425千円]

【１－２－３ 広報・情報発信】
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
ナー等の更新頻度を高める。
　・毎月15回以上
25年度末までに取りまとめた区内高等学校の
改善提案の内容などを踏まえたリニューアル
案をもとに、ホームページを更新する。
　・やさしい日本語のページの完成
　・（その他の内容は調整中）

[算定見込額　9,504千円]

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

旭区見聞録　8回～29回更新　計190回/
年　更新

[24決算額72,627千円]
[25予算額8,969千円]

改革1-(1)

【１－２ 区役所の受発信機能の強化】

《めざす状態》
・区長が、区民からの多様な声を受け止め、地域実情や特性
　に応じた個性あふれる区政運営を行う。【再掲】
・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
　につなげることができる。
・区民に対し、必要な行政情報を確実に周知される。
・寄せられる区民の声を受け止め、区民満足度が高い対応が
　できている。

・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。
・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。

《アウトカム》
・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
・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
・区広報紙の世帯配付率を85％とする。（平成25年度
　80.41％）
・区広聴に満足している区民の割合　80％

めざす成果

戦　　　　略
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【２ 災害に強い、安全で安心なまちづくりの
推進】
《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　いかなる災害にも対応可能な区役所体制の
構築と維持がはかられるとともに、大地震時
の大火災を自主防災組織の活躍により、未然
に防止できる体制や能力が備わる地域をめざ
す。
　また、交通事故や犯罪のない安全で安心し
て暮らせるまちをめざす。

【２－１－１ 区職員の防災活動】★
職員に複数の役割（Ｗミッション）をもたせ
た災害対策本部体制の下、合同訓練を実施す
る。
・直近参集者を交えた合同訓練　１回
区役所と地域住民と合同訓練を実施する。
・１回
25年度末の『大阪市地域防災計画』の見直し
による対応を実施する。
・『旭区地域防災計画』の更新

[算定見込額　　324千円]

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。

（25年度）
・区職員震災訓練（11月）
・直近参集職員訓練（12月）
・市震災総合訓練（直近参集者・緊急
本部員）（1月）

[24決算額　324千円]
[25予算額　261千円]

改革2-(4)

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
　平成15年の住宅・土地統計調査で旭区は重
点密集市街地が存在する市区町のうち、昭和
55年以前木造住宅密度が全国で５番目に高い
地域である。
　災害時の避難所等との通信手段がMCA無線し
かない。
　全職員を対象とした防災訓練は、１度しか
実施していない。（平成25年3月）

【２－１－２ 災害時通信手段の確保を検討】
衛星携帯電話の各収容避難所等への配備
・10台（計25台）
通信訓練の実施
・MCA無線　4回
・衛星携帯電話　2回

[算定見込額　2,820千円]

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）
・衛星携帯電話の確保　各収容避難
所、災害対策本部分15台
・通信訓練の実施（MCA無線2回、衛星
携帯電話1回）（9月末現在）

[24予算額　　　 ―　]
[25予算額　1,803千円]

　区内交通事故発生件数　　24年実績286件
　負傷者の40％近くを自転車関連の事故がし
めている。なかでも、高齢者の交通事故に占
める自転車乗用時の比率が市内で最も高く、
57％を占めている。
　区内街頭犯罪発生件数　　24年実績563件
　街頭犯罪の50％以上が自転車盗で占められ
ている。

【２－１－３ 地域住民の命と財産を守る】
地域の初期消火能力増強の支援を行う。
・大型消火器の配備　25台（計30台）
各連合ごとに災害時要援護者の把握
・　5連合
携帯等による災害時緊急医療情報の確保策の
利用を促進する。
　500人

[算定見込額　9,286千円]

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】
　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。

（25年度）
・大型粉末消火器の配備 1台
 消防署との検討会議の開催4回

[24決算額　―　]
[25予算額　―　]

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
　非常に火災に対して脆弱な地域特性を有し
ている。
　区役所の防災対策拠点としての能力に疑問
がある。
　自転車を対象とした交通安全の取組みが必
要。
　自転車の盗難防止対策が必要となってい
る。

《課題》
　防災体制の再構築、質的向上が課題となっ
ている。
　自転車のマナー向上や盗難防止対策を強化
する必要がある。

【２－１－４ 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　大人30回　子ども10回
・受講者数　大人1500人　子ども500人
小学校低学年の子どものいる親子を対象とし
た防災訓練を実施し、スタッフに昼間の防災
の担い手として期待される中高生の参加を促
し、地域防災力の向上につなげる。
　　参加者数　500人
地域や商店街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。
・実施回数　5連合×2回＝10回
・参加者数　5連合×20人×2回＝200人
連合の枠にとらわれない防災訓練
・避難所開設訓練を含む訓練やワークショッ
　プ　10回
地域防災力の向上

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。

防災啓発講座
　24年度　40回　受講者延1,889人
　25年度　31回　受講者延1,363人
　　　　　　　（9月末現在受講者）
親子を対象とした防災訓練
  24年度  約 550名参加
　25年度　10月19日開催
避難所開設を含む防災訓練・ワーク
ショップ実施
　24年度　33回
  25年度　16回（9月末現在）
災害時の企業、寺院、福祉施設との連
携
　　24年度　12社（福祉施設含む）
    25年度　 0社　（9月末現在）
商店街と地域住民と連携を図るために
防災講座を開催。
　  24年度　10月　古市連合地域
    25年度  10月　古市連合地域（地
　　　域防災リーダー研修に参加。）

・地域防災リーダー研修の実施
　　新任研修１回、実技研修各連合１回、座
学研修１回
備蓄資材等の資器材の配備
・大型消火器の増備（25台）
・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）

〔算定見込額 5,765千円〕

防災講演会・防災セミナーの開催
　　24年度　防災講演会1回
　　25年度  防災セミナー4回
救助資器材の配備
　　24年度末　53か所
　　25年度　 2か所追加（9月末現在）
 
[24決算額　8,077千円]
[25予算額　7,699千円]

【２－１ 防災体制の再構築】

《めざす状態》
・旭区で最も被害が大きくなると想定されている大地震が起
　こった場合でも、地域の自主防災組織の高い初期消火能
　力により、同時多発的な火災の発生を未然に防ぐことがで
　きる。
・また、災害時に通常の通信インフラが壊滅的な被害を受け
　た場合でも、通信手段を確保でき、災害、医療、食料等に
　関する情報を適切に処理することができる。

《アウトカム》
・ 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
　　 24年度：3連合　　27年度末：全10連合
・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％

・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
　　能する組織体制を確立し、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体制づくりに取組む。
・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。

めざす成果

戦　　　　略
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【２－２－１ 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」を中
心に、交通安全大会の開催や街頭啓発を実施
するとともに、市民協働による「自転車安全
教育推進部会」の活動を通じて自転車利用の
マナー向上を呼びかける。
・交通安全大会（春秋2回開催）や区民との
　街頭啓発等（8回実施）
・区民と協働し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
　発等を実施（5回実施）
・交通安全教室事業（子ども、高齢者、子育
　て世代）として、自転車関連の内容を中心
　に教室を開催（15回開催）
・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

[算定見込額　639千円]

　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60％
以上

【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40％
以下であれば事業を再構築する。

・春と秋の各交通安全運動期間中に、
　交通安全大会（２回）や区民が参加
　しての街頭啓発等を実施
・区民と協働し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を実施
・交通安全教室事業（子ども、高齢
　者、子育て世代）として、自転車関
　連の内容を中心に教室を開催
　（16回開催）
・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

[24決算額　407千円]
[25予算額　687千円]

【２－２－２　防犯関連の取組み】
防犯パトロール活動や防犯啓発を実施すると
ともに、区民による防犯ボランティア活動を
支援することにより、自主防犯活動の意識の
向上を図り、安全で安心なまちづくりに取り
組む。
・ＥＶ車による青色防犯パトロールの実施
（200回実施）
・子どもの安全を確保するため巡回パトロー
　ルの実施（延べ回数1,000回）
・区民協働により自転車盗難防止キャンペ
　ーンや旭警察署との合同ひったくり防止キ
　ャンペーン等を実施（25回実施）
・防犯教室事業（子ども、高齢者、子育て世
　代）として、各世代向けに防犯教室を開催
　（15回開催）
・落書き防止ペイントや落書き消去活動の
　実施（2ヶ所実施）
・街頭犯罪の抑止と子どもの安全をはかる
　ために防犯カメラを設置（10台設置）

[算定見込額　6,073千円]

防犯関連の取組みが成果につながって
いると回答した区民の割合が60％以上

【撤退基準】
　防犯の取組みが成果につながってい
ると回答した区民の割合が40％以下で
あれば事業を再構築する。

・ＥＶ車による青色防犯パトロールの
　実施（24年度202回、25年度8月
　末現在 102回）
・子どもの安全巡回パトロールの実
　施（24年度延べ回数 1,149回、25
　年度8月末現在279回）
・区民協働による自転車盗難防止
　キャンペーンや旭警察署との合同
　ひったくり防止キャンペーン等を実
　施
　（24年度8回、25年度8月末 13回）
・防犯教室事業（子ども、高齢者、
　子育て世代）（24年度17回、25
　年度8月末現在 11回）
・落書き防止ペイントや落書き消去
　活動（24年度4ヶ所、25年度8月末
　現在 調整中）
・防犯カメラを設置（24年度5台、25
　年度8台設置予定）

[24決算額　1,986千円]
[25予算額　3,212千円]

・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。
・防犯パトロール活動や防犯啓発を実施するとともに、区民
　による防犯ボランティア活動を支援することにより自主防
　犯活動の意識の向上を図り、安全で安心なまちづくりの取
　り組みを進める。

【２－２　交通安全・自転車対策・防犯対策の推進】

《めざす状態》
・交通ルールの遵守と自転車利用のマナーの向上を、市民協
　働による啓発・指導等の取り組みをつうじて進めること
　で、交通事故のない安全で安心できるまち
・市民協働による防犯の取り組みをつうじて自主防犯の意識
　の向上を図ることで、安全で安心できるまち

《アウトカム》
・区による交通安全の取組みの成果が上がっていると思う区
　民の割合　28年度60％
・区による防犯の取組みの成果が上がっていると思う区民の
　割合　28年度60％

めざす成果

戦　　　　略
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【３　元気で活力あるまちづくりの推進】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　身近な地域の中で生活課題等の解決に取り
組むコミュニティや青少年が健全に育ち、自
立を支援する社会が形成され、区民がこうし
た地域に愛着や誇りを持つ旭区とする。

【３－１－１ 地域活動協議会の運営支援と会
計の透明性の確保】
地域活動協議会が、民主的で開かれた組織運
営と会計の透明性を確保し、自律的な地域運
営に取り組むことができるよう各連合に必要
とする運営支援を行う。
地域活動協議会に交付した公金の使途や地域
活動協議会の活動が、ホームページ等多様な
媒体を用いて公表されるよう取組む。

[算定見込額 23,045千円]

・全地域活動協議会（10連合）で会計
情報を公表する。

【撤退基準】
　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が50％以
下であれば事業を再構築する。

25年4月～9月
会計処理及びホームページ構築等につい
ての研修会等を開催（計14回）

[24決算額　－　]
[25予算額　20,263千円]

改革1-(2)-ア
改革１-(3)-イ
改革1-（4）-ア
改革2-（3）-ア
改革1-(6)

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
　地域活動やボランティア活動等に参加した
経験のある区民　36.9％
　65歳以上の人口比率は、24区中3番目に高
く、高齢化が進んでいる。
  5歳階級別5年経過の増減数は以下のとおり
であり、25 歳から39 歳代の人口は、減少が
顕著である。
　　15歳～19歳人口　H17-H22　＋349
　　20歳～24歳人口　　　〃　 ＋641
　　25歳～29歳人口　　　〃　 －967
　　30歳～34歳人口　　　〃　 －619
　　35歳～39歳人口　　　〃　 －370
  親と将来、同居あるいは近くに居住したい
と思う区民　25年度　30.9％
　就職などで区外に転出している世帯を旭区
に呼び戻すことに賛成だと思う区民　25年度
94.3%

【３－１－２ コミュニティの活性化】
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。
・旭区ホームページの旭区見聞録で随時発信

地域活動が持続的に実施されるよう支援を行
う。
また、区民まつりやスポーツフェスティバル
など、コミュニティづくりに資する各種事業
を実施し、人と人とが出会いつながる機会を
つくる。
・区民まつり参加者数　40,000人
・文化のつどい参加者数　2,000人
・子ども文化祭参加者数　700人
・こどもカーニバル参加者数　500人
　　（参加者合計数43,200人）

[算定見込額 6,229千円]

　区民対象のスポーツ大会やレクリー
エーション活動があることが知ってい
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。

・地域活動をホームページで紹介。
　（24年度　32回掲載）
・区民まつり
    23年度　雨天のため縮小して区民セン
ター
　　で実施
　　24年度　30,000人
・スポーツフェスティバル
　　23年度　参加者3,000人
　　24年度　雨天中止

[24決算額 9,691千円]
[25予算額 5,580千円]

改革1-(1)
改革1-(2)-ｱ、ｲ
改革2-（3）-ア

・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％
・旭区の高齢化率
　　22年国勢調査　26.3％
・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　25年度　54,6%
　魅力を感じる区民　25年度　85.9％
　宣伝・広報が充実　25年度　12.8％
・こどもの育成は、家庭、地域、学校、企
　業、行政が連携してそれぞれの役割を担い
　ながら社会全体で取り組むべきだと考えて
　いる人の割合・・・90.5％
　　※平成19年度大阪市世論調査より

【３－２－１　地元に帰ろう！ホームカミン
グ事業】★
今後、住宅の建替え、新築、大規模な高層建
築物の建設が進むことが予想されるため、旭
区の住宅地としてのＰＲを強化する。
・「地元に帰ろう！」PR計画の策定・実施。
　（居住魅力向上のための区ホームページ・
　　リーフレット作成）
・流出が目立つ25歳から39歳の世代の区内の
　住宅取得に対するインセンティブ制度の設
　定（20組）

〔算定見込額　1,300千円〕

　5大紙における旭区の魅力発信掲載
記事10件以上

【撤退基準】
　5大紙における旭区魅力発信掲載記
事が5件未満の場合事業を再構築す
る。

〔26年度新規事業〕

・地域の教育力について、以前より低下して
　いると感じている人の割合・・・43.9％
　　※平成19年度大阪市世論調査より
・家庭の経済的状況がこどもの学力に影響を
　与えている様子がうかがえる。
　　※平成21年度文部科学白書より

【３－２－２　城北公園を舞台にした魅力づくりと集
客力の向上】★
区外からの旭区への集客を図り、城北公園から
賑わいを創出し、広く旭区全体の活性化につなげ
るために、貴重な地域資源である城北公園で魅
力的なイベントを実施する。
・城北公園フェア2014来場者数 18,000人

〔算定見込額　7,910千円〕

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40％を下回った場合
は事業を再構築する。

・城北公園フェア2013来場者数　18,000人
・区外からの来場者割合 51％

〔24決算額　2,315千円〕
〔25予算額　8,320千円〕

【３－２　にぎわい・活力の創出と商店街振興】

《めざす状態》
若い世代が地域を支え、にぎわいや活力の源泉となるバラン
スのとれた人口構成となる。
地域の賑わいや活性化を進め、区民が旭区に愛着をもつ

《アウトカム》
・平成27年国勢調査時の高齢化率23.5％（平成17年国勢調査
時）にする。
・地域の賑わいや活性化が進んだと感じる区民の割合
　（区民モニターアンケート）
　27年度末　80%

《アウトカム》
　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％　　27年度　60％以上

地域団体やNPO、企業など地域のまちづくりに関するさまざま
な活動主体が幅広く参画し、民主的で開かれた組織運営と会
計の透明性を確保しながら自律的な地域運営に取り組む地域
を積極的に支援する。
　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。

・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）
　27年度末　90％
・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　27年度末　　70％
　　　　魅力を感じる区民　27年度末　　97％

【３－１ まちづくり活動への市民参加の拡大】

《めざす状態》
　地域課題を共有しながら活動できる校区等地域を単位とし
て、各種地域団体や企業、ＮＰＯ等、多様な主体が、地域社
会の将来像を共有しながらそれぞれ特性発揮し、さまざまな
地域課題に取り組む自律的に地域運営を行う活力ある地域社
会。

めざす成果

戦　　　　略

めざす成果

7



《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
　地域活動に参加している人は少なく、地域
社会が抱える課題に対応するため、若い世代
やマンション住民等からの参加を得たり、地
域団体のほかＮＰＯ、企業など、地域の多様
な主体の活動を行政が支援したりすることに
より、地域によって異なるさまざまな生活課
題等の解決に取り組んでいく必要がある。
　旭区から若い世代が流出超過になっている
のは、優良な住宅への更新が進んでないこと
が理由のひとつであり、今後国道1号沿道の建
築制限解除の効果やおおさか東線の開通を契
機に、若者の定住促進を進める好機である。

【３－２－３　旭区魅力発信事業の推進】
旭区の魅力を広く区内外にアピールする「あさひ、
だいすき♪『旭区検定』」を実施する。
・「あさひ、だいすき♪『旭区検定』」　○人（25年度
申込者数以上）

イタセンパラのマスコットキャラクターの作成や「区
の魚」への制定の検討などにより、環境保全や在
来種の生態系保全活動に関する意識を高め、区
の魅力向上に繋げる。
・城北ワンド関連事業

〔算定見込額　1,442千円〕

区外受験者割合　15％

【撤退基準】
　検定申込者数が100名を下回った場合
は、事業を再構築する。

イタセンパラの区民認知度　　 10％

【撤退基準】
イタセンパラの区民認知度が５％を下
回った場合は、事業を再構築する

24年度
・「あさひ、だいすき♪『旭区検定』の実施
（12.16実施）
　申込者数　　　303人
　受験者数　　  210人
　区外受験者割合　12.9%
25年度
・「第2回あさひ、だいすき♪『旭区検定』の
実施　（12.8実施予定）

　
〔24決算額　2,485千円〕
〔25予算額　1,650千円〕

　商店街については、モータリゼーション、
消費動向の多様化を背景に店舗数の減少等、
衰退は著しい。
　子育ては、家庭、地域、学校、企業、行政
が連携してそれぞれの役割を担いながら社会
全体で取り組むべきだと考えている人が多い
が、地域の教育力落ちている。
　小学生の段階で基礎的な学力に遅れが生
じ、その後ますますついていけなくなること
が、学力不足につながり、最終的に社会人と
しての生活に支障をきたしている人がいると
考えられる。これは、小学生の段階で、経済
的な事情などで家庭学習が不十分であるため
であり、こうした児童に対し、学習のサポー
トやフォローが不十分なであることが考えら
れる。

【３－２－４　商業振興事業】★
今後の商業振興施策を構築するため、経済・商業
分野の専門家等の意見を求め、課題抽出や施策
検討し、商業振興施策案を作成する。
・旭あったか商店街事業プラン（仮）の公表。

〔局算定見込額　1,053千円〕

商店街を中心に区への集客を図り、活性化につ
なげるために、区HPに「旭区魅力満載にぎわい情
報」のページを設置する。
・アクセス件数　月300回

〔算定見込額　－　〕

商店街に魅力を感じる区民の割合
90％以上

【撤退基準】
商店街に魅力を感じる区民の割合
80％下回った場合、事業を再構築する。

・商店街の現状やニーズを把握するため、
区内商店街を対象に役員ヒアリング調査と
個店アンケート、利用者アンケートを実施。

・商店街に魅力を感じる区民の割合
　平成24年度　　　　　93.1％
　平成25年度　　　　　85.9％

《課題》
　大きな公共を担う活力ある地域社会の形成
には、長い年月を要する。行政の長期的・安
定的な支援が必要。
　国道1号沿道の開発やＪＲおおさか東線の開
通により、今後、旭区の住宅地としての魅力
が向上することが予想されるので、この機会
に、子育て世代を中心に旭区への定住促進や
旭区を愛する思いを喚起し、にぎわいの創
出、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。

【３－３－１　子ども・青少年の健全育成】
子ども・青少年に関わる諸機関と連携し、社
会総がかりで子ども・青少年を育む意識の高
揚を図る。
７月・11月に啓発事業実施

[算定見込額　684千円]

子ども・青少年の健全育成啓発に効果
があると回答した参加者の割合　70％
以上

【撤退基準】
子ども・青少年の健全育成啓発に効果
があると回答した参加者の割合が50％
未満であれば、事業を再構築する。

７月・１１月に子ども・青少年の健全
育成啓発事業を実施。

[24決算額　245千円]
[25予算額　384千円]

　経済活性化については、区内の商店街の活
性化及び賑いのある地域づくりのために、い
かなる視点・手法等に基づき事業を実施する
かを調査・検討する必要がある。
・青少年の健全育成や、地域の教育力を高め
る取組みが必要である。

【３－３－２　学習のサポート】★
・家庭学習が不十分である児童や学習のサ
ポートが不可欠な児童に基礎的な学力の遅れ
が生じさせないようにするためのフォローと
して、小学校と連携し、ボランティア教員学
生等による「放課後おさらい教室」を、区内
の８小学校において実施する。

[算定見込額　4,593千円]

・実施する８小学校全てにおいて先生
が、宿題をして来ない子が減ったと感
じること

【撤退基準】
・上記目標が6校以下であれば、事業
を再構築する。

・区内の2小学校をモデル校として「放
課後おさらい教室」を実施し、手法や
内容の検討を行った。

[24決算額　－　]
[25予算額　2,885千円]

・こ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％
・小学校で宿題をしてこない子がほとんどいないと感じて
　いる先生の割合　27年度　90％以上
・小学校で学習意欲が向上した子が増えたと感じる先生
　の割合　27年度　90％以上

区内から流出超過が目立つ25歳から39歳の世代の流出入の均
衡を図る。
地域資減である城北公園等を活用し、魅力の発掘や創出、地
域に対する愛着につなげるほか、区への集客を図り、区の活
性化につなげる。
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。

【３－３　青少年の健全育成と自立支援】

《めざす状態》
・子どもが安全かつ健全に育つ環境を整備するとするととも
　に、社会を支える自立した社会人となるために不可欠な
　学習レベルに到達できるよう支援する地域をめざす。

《アウトカム》

・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。
・家庭学習が不十分である児童や学習のサポートが不可欠
　な児童に基礎的な学力の遅れが生じさせないようにする
　ため、児童に対しフォローを行う。

　　戦　略
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【４ 地域の保健福祉が充実し、安心して子育
てができるあたたかいまちづくりの推進】
《めざすべき将来像》
　区民自ら健康づくりに関心を持ち、、障が
い者、高齢者、子どもなど誰でも自分らしく
安心してともに住み慣れた地域で末永く暮ら
せる環境を整備するとともに、子どもをいつ
くしみ、安心して子育てができる環境を整備
する。
　また、いきがいづくりを支援する生涯学習
を通じた地域コミュニティやお互いがお互い
を思いやり、支え合い、ひとりひとりの人権
を尊重し合うまちをめざす。

【４－１－１ 健康意識の向上】
健康測定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ために、結核
検診時や校下社協実施の「ふれあい喫茶」
「あったかきち」などで実施し、がん検診な
どの各種検診や、いきいき百歳体操のＰＲと
あわせて実施する。
・あさひ健康アップ事業25回　参加者数800名

〔算定見込額　414千円〕

3医師会等区内の関係団体と協議し健康に関す
る興味・動機づけとなる旭区みんなの健康展
を開催する。
・参加延べ人員500名以上

〔算定見込額　181千円〕

健康機器計測結果による自己の健康へ
の関心が高まったかについて、参加者
にアンケートを実施し高まったと回答
した参加者の割合を75％以上

【撤退基準】
上記目標割合が60％未満・参加人数
600名未満の場合事業を再構築する。

あさひ健康アップ事業
　平成24年度
　　開催回数45回　参加者605名
　平成25年度（見込み）
　　開催回数25回　参加数800名

[24決算額780千円]
[25予算額760千円]

みんなの健康展
　平成24年度　参加数584名
　平成25年度（見込み）参加数500名

[24決算額100千円]
[25予算額192千円]

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
＊平均寿命の比較(H22)
男性
　全国79.6歳、大阪市77.4歳、旭区77.5歳
女性
　全国86.3歳、大阪市85.2歳、旭区85.3歳
＊健康寿命の比較(H22)
男性
　全国78.2歳、大阪市76.1歳、旭区76.1歳
女性
　全国83.2歳、大阪市81.9歳、旭区82.4歳
＊特定健診受診率
（H22）市：18.2％、旭区18.6％
（H23）市：20.1％、旭区20.8％

【４－１－２ 運動機能・認知機能の維持向
上】
高齢者の介護予防を地域住民と共に「いきい
き百歳体操」を身近な地域で継続的に実施す
る。
・全10校下で体験者数100名、継続箇所25箇所

体を鍛えることに加え頭を使うことも取り入
れ認知症予防ブログラムを活用し、区民に働
きかける
・認知症予防講演会　年1回

高齢者自らも担い手となる「リーダー養成」
を受講し、自主的に継続できるよう支援する
・リーダー養成講座　　年1回

継続者アンケートで体力の維持増進、
認知機能の維持向上と回答した割合
95％以上

【撤退基準】
継続者アンケートで体力の維持増進、
認知機能の維持向上と回答した割合が
80％以下であれば事業を再構築する。

「いきいき百歳体操」体験者数
　　2273人（24年度）
　　2373人（25年度）
「いきいき百歳体操」継続数
　　23箇所（24年度）
　　26箇所（25年度）

[24決算額　238千円]
[25予算額　305千円]

平成23年10月の高齢化率は26.4％と年々上
がっている。（大阪市22.6％）
介護保険認定者数（平成25年3月末）
高齢者人口　25,389人　(平成24年度推計）
要介護認定者　5827人
　要支援１　　　　1,326人　（22.8％）
　要支援２　　　　　875人　（15.0％）
　要介護１　　　　　851人　（14.6％）
　要介護2以上　　 2,775人　(47.6％）

【４－２－１ 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為、あさ
ひあったかまちづくり計画推進委員会のも
と、様々な事業を企画・支援する。
・同委員会の開催1回
・各種作業部会会議参加　11回
・各種イベントの参加　3回
・和んで座談会(当事者、家族、支援者　2回

[算定見込額　409千円]

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1回(年1回に集約化)
・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

[24決算額　241千円]
[25予算額　338千円]

在宅認知高齢者(平成24年11月末）
　高齢者人口　24,878人
　認知症高齢者1,129人
　高齢者の内4.5％(大阪市5.4％）を占める
　(要介護認定における認定調査結果に基づ
く）
平均寿命の比較（H22)
男性
　全国79.6歳　大阪市77.4歳　旭区77.5歳
女性
　全国86.4歳　大阪市85.2歳　旭区85.3歳
健康寿命（H22)
男性
　78.19歳　大阪市76.12歳　旭区76.13歳
女性
　83.16歳　大阪市81.86歳　旭区82.37歳

【４－２－２　｢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、様々な人が気軽に集い、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。

[算定見込額　　　2,690千円]

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。

24年度実績
・イベント数　153回
・利用者数 8.790人
25年度実績(8月)
・イベント数　　49回
・利用者数 4.607人

[24決算額　　2,206千円]
[25予算額　　2,850千円]

高齢者が介護状態になることを予防する取組み地域で実施す
るよう支援する。
地域において自主的に活動できるよう、準備、運営などを担
うボランティアを募り、育成する。
いきいき百歳体操の参加者をはじめ、地域住民に認知症予防
の取り組みを進める.
区民の健康づくりのための各種事業（あさひ健康アップ事
業・みんなの健康展等）を取り組みを進め1人1人が健康への
関心を高め動機づけを行う。

【４－１ 自身の健康に対する重要性の意識付けと介護予防の
推進】

《めざす状態》
高齢者一人ひとりが自らの健康に関心を持ち、日常生活の中
で自立した行動が出来るように支援し、区民が自らの力で自
立した生活ができる高齢者の割合を増やす。

《アウトカム》
区内国民健康保険被保険者の特定健診受診率
　27年度24.8％
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）27年度88.3%

･障がい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%

　｢地域福祉｣の考え方のもとに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
関わる全ての皆さんと一緒に作った｢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｣事業への取り組み等を進める。

【４－２ 地域に即した福祉の推進】

《めざす状態》
　障がい者、高齢者、子どもなど誰でも自分らしく安心して
ともに暮らせるまちとなる

《アウトカム》
･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%

めざす成果

戦　　　　略

めざす成果

戦　　　　略
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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)25年度33.9%
障がい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)25年度33.1%
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)25年度38.8%
区役所の行っている人権相談、啓発活動の多
様な取組みについて、成果が上がっていると
思う区民の割合・・・17.2％
区役所の行う人権啓発イベントに参加したこ
とのある区民の割合・・・15％
区役所の行っている映画や講演会などは引き
続き取り組むべきと思う区民の割合・・・
57.1％
※平成23年度 第4回 区民モニター「人権にか
かるアンケート」より

【４－３－１ 子育て情報紙の発行・ネット
ワーク作り】
・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。
　 情報紙の掲載内容を協議　年4回以上
　 情報紙の発行　2014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
･子どもが地域で見守られていることがわかる
ように、医療、学校もふくめた総合的な子育
て地域ネットワークを作り、定期的に情報共
有や子育てに関する支援策を検討する。
　関係会議 年３回以上   研修会 年1回

[算定見込額　204千円]

・情報誌の消費率　90％以上
・子育て支援ネットワークにおいて何らか
　の支援策を提案をうけ実行にむけすす
　めていく。

【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。
･子育て支援ネットワークで支援策が１つ
　も提案されなかった場合は再構築する。

２４･２５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
　
[24局決算額　　227千円]
[25予算額　　216千円]

若い世代ほど、人権への関心が低く、また大
阪市は市民ひとりひとりの人権が尊重されて
いると思う割合が低い。
※平成24年度市政モニターアンケート「人権
行政について」より

【４－３－２ 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）。

[算定見込額 111千円]

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　５０％
（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４０％以下になれ
ば、事業を再構築する。

25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1２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

[24局決算額　120千円]
[25予算額　114千円]

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
　当区では健康管理意識が低く特定検診・が
ん検診等の受診率が全市平均は上回るが全国
平均より下回っている。そのため健康寿命も
全国平均より下回っている。
　平均寿命と健康寿命の差が大きいと寝たき
りなどの介護を要する期間となり、高齢者推
計人口や要介護認定者数が増加傾向にある。
　子育てにいろいろと悩む親が適切にサポー
トや相談がうけられる体制には十分なってい
ない。また体制として整っていても、周知さ
れていないところもある。
　いきがいづくりに資する生涯学習について
は、関連する各団体間の連携の場が少ない。
　人権の尊重される社会の実現のため、人権
啓発イベントの実施の必要性は感じている
が、実際に参加したことのある人や、成果が
上がっていると感じている割合は低い。
　人権」を強調しすぎず、身近なテーマを取
り上げて参加したことのない層にも興味を
持ってもらい、参加意欲を湧かせるイベント
を継続して実施し、多くの参加者に無意識的
に人権の内容に触れてもらう機会を増やすこ
とで、成果が上がっていると感じる割合が高
まっていくものと考えられる。

【４－４－１ 生涯学習の推進】
生涯学習関連機関・区民ボランティア・社会
教育関係団体等と連携した事業を実施する。
・6回（内容は未定）

[算定見込額　905千円]

生涯学習が人と人をつなぐきっかけと
なると感じたと回答した参加者の割合
70％以上

【撤退基準】
生涯学習が人と人をつなぐきっかけと
なると感じたと回答した参加者の割合
が50％未満であれば、事業を再構築す
る。

生涯学習関連機関・区民ボランティア
等との共催事業　　５回（25年度）

[24決算額　524千円]
[25予算額　953千円]

【４－４　区民のいきがいづくり】

《めざす状態》
・区民が生涯学習に取り組みやすい環境が整っている状態。

《アウトカム》
・主な事業（夏休みの親子でチャレンジ（親子工作教室）、
　生涯学習フェスティバル、子ども向け体験型学習）の認
　知度

・旭区生涯学習推進会議の主体的な取組を支援する。

【４－３ 子育て支援と児童虐待防止】

《めざす状態》
子育てのニーズに応じた取り組みを行うことによって、少し
でも安心して子どもを育てられ、地域全体で見守りがされて
いると感じるまちづくり。

《アウトカム》
・子育ての中の家族が様々なことについて相談やサポートが
　受けられるようになっていると感じる割合 50％以上
・児童虐待防止の仕組みが整っていると感じる割合　50％以
　上（平成28年度旭区区民モニター）

・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。
・子育てに関わる機関がネットワークを作り、地域で子育て
　がささえられている仕組みづくりを進める。
・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。

めざす成果

戦　　　　略

めざす成果
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《課題》
　区民が健康づくりに取組みやすい環境づく
りが必要であり、特に、要介護の認定を受け
ない元気な高齢者への健康づくりが重要であ
る。また、子育て世代のニーズにきめ細かく
対応する子育支援の取り組みと虐待防止の体
制作りを整える必要がある。
　生涯学習の機会は確保されているが、旭区
生涯学習推進会議の構成団体間で、横のつな
がりが構築できるような新たな機会が求めら
れている。
　さらに、これからの社会を担う若年層など
の人権意識をいかに底上げしていくか課題と
なっている。

【４－５－１　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、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。

[算定見込額　3,558千円]

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
①憲法週間・人権週間での記念講演
会、夏休みふれあいシアター、人権を
考える区民のつどい
②講演会等での啓発物品の配付
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）

[24決算額　3,067千円]
[25予算額　3,218千円]

【４－５　人権尊重のまちづくり】

《めざす状態》
区民ひとりひとりがお互いを思いやり、支え合い、人権を尊
重し合うことの重要性を理解し、その実現に向けて、家庭、
学校、その他個々人が各々の属する社会において意識的に行
動している状態。またその中で、青少年の心が健全に育まれ
ていく社会。

《アウトカム》
区の人権啓発の取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％

「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、区における人権
啓発・相談事業を推進し、区民の人権意識の高揚を図る。

めざす成果

戦　　　　略
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