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（戦略１－１）人が集い、にぎわうまちづくり

【経営課題１】商店会・企業等との連携・協働による人が集い、にぎわうまちづくりの推進

めざすべき将来像

戦略１－１に掲げる、商店会や企業等と協働し、観光・商業・歴史等の中央区の様々な魅力
を総合的かつ効果的に情報発信する取組みは、区内のにぎわい創出に寄与していること
から、上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であると考える。自己評価 2

平成29年度の取組平成２９年度の取組み

①にぎわいスクエアの開催
平成29年7月15日（土）・16日（日）
場所：とんぼりリバーウォーク
来場者数：約40,000人（2日間）

②イベント一覧MAP（多言語対応）の作成
15,000部

③情報サイト「大阪中心」を活用
したにぎわい情報の発信

にぎわいスクエアの来場者数

24,000人

商店会や企業等と連携・協働して中央区の持つ商店街の魅力や歴史的・文化
的資源等を発信することにより、より多くの人が集い、区内全域がにぎわって
いる状態 38,000人

H26 H29

40,000人

H28

指標：H32年度までに
26年度実績の30％増

（31,200人）

閲覧ページ数（月平均）

H27 39,983
H28 47,556
H29 47,877

大阪を訪れた海外旅行者数
➡ 1,111万人（H29）
そのうち、7割が大阪ミナミ・
心斎橋エリアを訪問



【経営課題２】市民との連携・協働による安全・安心なまちづくりの推進

市民・商店会・企業との連携・協働により、全ての区民に
対し安全・安心で快適な生活環境が実現できている状態

めざすべき将来像

自己評価 3

平成２９年度の取組み

①地域防災計画に基づいた避難所開設
運営訓練実施（全２５地域）

②地域防災リーダー実技訓練の実施（７回）

③災害時動員対象の全区役所職員参加
による訓練の実施
（９月２日（土）127名参加）

④区内防災関係機関（ライフライン関係、
医療関係等）連絡会の実施（１回）

（戦略２－１）地域防災力の向上

戦略２－１に掲げる、各地域での避難所開設訓練の充実や区役所（区災害対策本部）の防
災力の強化及び防災関係機関との連携強化の取組みは、区民の防災意識の醸成や大規
模災害時の地域防災力の向上に寄与していることから、上記のめざすべき将来像の実現
に向けて有効であると考える。

全２５地域で実施

指標：H29年度までに

「地区防災計画」に基づいた
避難所開設訓練の実施地域

（全25地域）

・訓練等が地域防災力の強化・向上につながって
いると感じている割合 ➡ ８５．２％
・訓練等が区防災力の強化につながっていると感
じている割合 ➡ ８１．１％
・防災関係機関連絡会が災害時の連携に有益で
あると感じている割合 ➡ ８７．５％

（参加者アンケート）



（戦略２－２）街頭における犯罪の削減

【経営課題２】市民との連携・協働による安全・安心なまちづくりの推進

市民・商店会・企業との連携・協働により、全ての区民に
対し安全・安心で快適な生活環境が実現できている状態

めざすべき将来像

戦略２－２に掲げる、自転車盗等の抑止に向けた啓発や防犯意識の向上を図る取
組みは、犯罪発生件数の減少や区民の防犯意識の向上に寄与していることから、
上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であると考える。

自己評価 4

平成２９年度の取組み

①自転車盗防止啓発キャンペーンの実施
区役所前等（３７回）

②防犯教室の実施
学校園、会館等（４３回）

③ひったくり・車上ねらい対策
ひったくり防止カバー、車内カラッポ
宣言シートの配布（随時）

④防犯カメラの設置促進
Ｈ26年度 16台
Ｈ27年度 110台
Ｈ28年度 25台
Ｈ29年度 25台

76.9％ （H29年度区民モニターアンケート）

指標：防犯意識の向上が

安全安心なまちづくりに役立
ち、街頭における犯罪の発生
抑止につながっていると
感じている区民の割合
H31年度までに50％以上

中央区管内の自転車盗発生件数

1,539
1426

1222

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

平成27年 平成28年 平成29年

区設置
約180台



（戦略２－３）快適で魅力ある環境の創出

【経営課題２】市民との連携・協働による安全・安心なまちづくりの推進

市民・商店会・企業との連携・協働により、全ての区民に
対し安全・安心で快適な生活環境が実現できている状態

めざすべき将来像

自己評価 5

平成２９年度の取組み

①みんなでクリーンゆめちゅうおう（環境浄化強化月間）
の実施（春秋2回）

② 「橋洗いブラッシュアップ大作戦」の実施
（戎橋などの６か所で７回実施）

③自転車利用の適正化の取組み
自転車利用マナーの啓発

魅力ある環境創出のための活動（清掃活動や
放置自転車に対する啓発活動等）を行っている
団体数

区内駅周辺の放置自転車台数

H26

79団体

H28

89団体

H29

87団体

指標：H32年度までに
26年度実績の10％増

（87団体）

戦略２－３に掲げる、まちづくりへの参加意欲を高めるための地域住民をはじめとする企業
等との連携による環境浄化活動や橋洗いなどの取組みは、地域が一体となった活動の促
進や快適で魅力ある環境の創出に寄与していることから、上記のめざすべき将来像の実現
に向けて有効であると考える。

6358台

1410台

H19年度 H29年度



（戦略３－１）乳幼児期の子育て支援

【経営課題３】ライフステージに合わせた支援による暮らしやすいまちづくりの推進

区民がすべてのライフステージにおいて、暮らしやすいまちだと感じている状態

めざすべき将来像

戦略３－１に掲げる、様々な保育ニーズに応じた相談や地域主体の子育て支援活動などの
情報提供の取組みは、子育てを行っている人たちの満足度も高く、保育所待機児童数ゼロ
を実現できていることから、上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であると考える。自己評価 6

①地域主体の子育て応援団の取組に対する支援

（ミニ講座等の実施：１３地域）

②保育サービスに関する情報発信

（広報紙２回、ホームページ１２回、ツイッター４０５回）

③保育コンシェルジュによる保育ニーズに応じた相談や情報提供

（相談等の対応件数：７６０件）

④保育所待機児童解消に向けた取組み

（認可保育所等の新規開設に向けた調整：３か所）

（企業主導型保育事業所に関する情報提供：１２回）

待機児童数

H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1

8人

12人 12人

平成２９年度の取組み
子育てが地域の人に（もしくは社会で）
支えられていると感じる保護者の割合

H28 H29

67.6%

74.5%

指標：H31年度ま
でに70％以上

指標：H31年度までに
H27年度の5割減

子育て応援団
参加者の満足度

H27 84％
H28 88％
H29 92％

ゼ
ロ



（戦略３－２）学齢期からの体験・学習の充実

【経営課題３】ライフステージに合わせた支援による暮らしやすいまちづくりの推進

区民がすべてのライフステージにおいて、暮らしやすいま
ちだと感じている状態

めざすべき将来像

戦略３－２に掲げる、様々な体験・学習の充実や生涯学習の推進などの取組みは、子ども
たちの健やか成長やまちへの愛着の醸成に寄与していることから、上記のめざすべき将来
像の実現に向けて有効であると考える。自己評価 7

平成２９年度の取組み

62.7％

H29

67.1％

H28

指標：H30年度
までに60％以上

各事業の取組みが、子どもたちの健やかな成長やまちへの
愛着につながっていると感じる区民の割合①こどもの教育支援の充実

民間事業者を活用した課外学習
支援事業 「寺子屋ちゅうおう」

29年8月～30年3月 30回実施
外国籍児童生徒サポート事業
小学校6校・中学校2校で活用

②区の歴史と文化を活かした生涯学習の推進

伝統芸能等の実演・解説・体験等の実施 3回
・ブラ・カブキ「歌舞伎を育んだまち・中央区」（９月 106人）
・“ぶんらく”深う知ったら おもしろおまっせ（10月 110人）
・はじめてお目にかかります！“ぶんらく”（１月 121人）

サポーターによる日本語学習支援により
児童・生徒の学習理解が進んだと感じる
学校（外国籍児童生徒サポート事業）100％



（戦略３－３）要援護者の把握・見守り

【経営課題３】ライフステージに合わせた支援による暮らしやすいまちづくりの推進

区民がすべてのライフステージにおいて、暮らしやすいま
ちだと感じている状態

めざすべき将来像

戦略３－３に掲げる、高齢者や障がい者をはじめとする要援護者を把握し見守る取組みは、
指標の目標は達成していないものの、地域での見守り活動が着実に根付いてきており、指
標の数値も上昇傾向にあることことから、上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効で
あると考える。平成30年度においては、現行の取組みに加え、見守り活動の認知度向上方
策を拡充し取り組む。

自己評価 8

①「要援護者名簿」作成等による見守りネットワークの強化

②地域福祉コーディネーターによる見守り活動の強化

名簿への掲載にかかる同意確認（送付８９０人中、同意３９４人）

「認知症高齢者見守りネットワーク」構築による徘徊者保護の
強化：事前登録者数３２人）

Ｈ30年3月末現在の見守り対象者数：１,０１４人
（参考：Ｈ29年度中の新規の見守り対象者数 ３２１人）

Ｈ29年度 相談件数：７,７５７件

H27

70.5%

高齢者・障がい者等が安心して暮らし続けること
ができると感じる区民の割合

H28 H29

74.3% 75.0%

平成２９年度の取組み

指標：H29年度
までに80％以上

地域福祉コーディネーターへの相談件数
H27 4,651件 H28 6,405件 H29 7,757件

目標未達成

作成した名簿は、民生委員、地域福祉コーディネーターへ提供
⇒ 新規の見守り対象者の把握等に活用



（戦略３－４）地域で暮らす医療・介護の連携

【経営課題３】ライフステージに合わせた支援による暮らしやすいまちづくりの推進

区民がすべてのライフステージにおいて、暮らしやすいま
ちだと感じている状態

めざすべき将来像

戦略３－４に掲げる、高齢者等が安心して地域で暮らすための医療・介護の連携等の取組
みは、健康面での支援体制が充実してきていると思う区民の割合が６割前後で推移してい
ることから、上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であると考える。

自己評価 9

平成２９年度の取組み

①医療・介護関係施設など資源の把握

「在宅あんしんマップシステム」の運用

②関係者間の意見交換

「在宅医療・介護連携推進協議会」の開催

③医療・介護従事者の研修

多職種（医師、ケアマネージャー等）連携

のための研修の実施

④区民への啓発

「在宅医療講演会」の開催

「健康展」での啓発リーフレット配付

平成２７年度以降、在宅医療・介護連携推進事業
として、①～④の取り組みについて継続して実施

39.5％

65.7％

H27 H29

58.7％

H28

指標：H31年度
までに50％以上

健康面での支援体制が充実してきていると思う区民の割合

マップシステムのイメージ お住まいの近くを
マップで検索

身体状況、施設の立地、必要と
する処置などから、最適な施設
を検索可能

制度・手続きの紹介

位置検索

施設位置・ルート等詳細情報表示

50音検索

対応可能な処置で検索

心配ごとの相談先

閲覧端末ユーザー数 H28 1864 ➡ H29 3132
閲覧ページ数 H28 5853 ➡ H29 6386



（戦略４－１）豊かなコミュニティづくりの促進

【経営課題４】市民による自律的な地域運営の促進

区内全域において、人と人とのつながりづくりを進め、地
域コミュニティを再生させることにより、豊かなコミュニティ
を形成し、市民等による自律的な地域運営が進められて
いる状態

めざすべき将来像

戦略４－１に掲げる、地域の特性を活かしたコミュニティ活動を、より幅広い住民参加のもとで進める取組
みは、指標の目標は達成していないものの、地域のイベント等についての区民の認知度は高く、継続的に
イベント活動への参加を呼びかけることで、身近な地域の中での「声かけ」などを実感できるようになると予
見できることから、上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であると考える。平成30年度においては、

コミュニティ育成の意義等への理解を深め、地域活動への参加を促すため、広報紙等を通じた地域情報の
発信を強化する。

自己評価
10

平成２９年度の取組み

①地域活動協議会から提供されたまちづくり活動を
広報紙に掲載（10回）

②ツイッター等の媒体を活用した地域情報の発信
2331回

納涼ビアガーデン【桃園】 北大江ピクニックオフィス【北大江】南大江健康ウォーク【南大江】

37.7％

32.2％

H27 H29

34.7％

H28

指標：H29年度
までに50％以上

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「支え合い」を
実感している区民の割合

地域のイベント等を
知っていると答えた
区民の割合

➡ ８１．７％
（H29年度区民モニター
アンケート）

目標未達成



（戦略４－２）多様な主体の協働
（ﾏﾙﾁﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）の促進

【経営課題４】市民による自律的な地域運営の促進

区内全域において、人と人とのつながりづくりを進め、地
域コミュニティを再生させることにより、豊かなコミュニティ
を形成し、市民等による自律的な地域運営が進められて
いる状態

めざすべき将来像

戦略４－２に掲げる、地域活動の必要性や重要性を啓発し、活動への参加促進や担い手拡大を
図る取組みは、様々な市民活動団体が幅広く参画した自律的な地域運営につながることから、上
記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であると考える。平成30年度においては、地域活動
協議会の認知度向上に向け、広報紙等での情報発信を強化していく。

自己評価 11

平成２９年度の取組み

①地域活動協議会を核とした地域運営の支援
中間支援組織を活用した地域活動協議会の運営
及び活動に対する支援（区内全地域）

②情報発信に関する地域への支援
ＩＣＴ等を活用した情報発信に関する地域
への支援 ３地域（桃谷、東平、渥美）

③広報紙への地域活動協議会の紹介 ２回

様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意形成し自
ら地域課題の解決に取り組むなど地域が自律的に運営され
ていると感じる区民の割合

中間支援組織から地域ニーズに応じた支援を
受けていると感じている活動主体の割合

→９１．５％ （H29年度地活協の構成団体等を
対象としたアンケート）

地域活動協議会を
知っている区民の割合

→ ３０．８％
（H29年度区民モニター
アンケート）

86％

H29

81.7％

H28

指標：H29年度
までに50％以上



（戦略５－１）区の特性を活かした
区政運営の推進

【経営課題５】総合拠点としての区役所機能の強化

区民から信頼される区役所となるよう、多様な区民ニーズ
や地域実情等を把握し、区長が自らの権限と責任で、区
の特性に応じた区政運営を総合的に展開している状態

めざすべき将来像

戦略５－１に掲げる、多様な区民の意見・ニーズの把握や地域実情に応じた区政運営の推進に向
けた取組みは、指標の目標は達成していないものの、指標の数値が上昇傾向にあり区の取組み
が徐々に認知されてきていることから、上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であると考
える。平成30年度においては、区の取組みが区民にわかりやすく伝わるよう、民間事業者と連携
した情報発信を積極的に行っていく。

自己評価 12

平成２９年度の取組み

①区政会議の開催（２回）

②広聴機能の強化
市民の声、ゆめまるくんのアイデアBOX（ボックス）
地域担当者の配置（区内11ブロック 23名）
⇒ 積極的に地域の会議等へ出席し、地域に関わる情報
を収集・把握

区民モニターアンケートの実施（2回）
行政連絡調整会議の開催 10回など

③区政情報の発信
区の特色ある取組みや地域活動の紹介等
を広報紙に掲載12回
ツイッター 2,337回

H27

28.7%

H28 H29

28.6%
36.4%

区の様々な取組みが、区の特性や地域実情に応
じたものであると感じる区民の割合

H27

70.6%

H28 H29

71.8%
72.4%

相談や要望を行った区民のうち、区役所が、総合
窓口として、適切に対応したと思う区民の割合

指標：H29年度
までに60％以上

目標未達成

目標未達成

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ていると感じ
ている区政会議委員の割合
➡ 81.8％

指標：H29年度
までに80％以上



（戦略５－２）区民から信頼される
区役所づくり

【経営課題５】総合拠点としての区役所機能の強化

区民から信頼される区役所となるよう、多様な区民ニーズ
や地域実情等を把握し、区長が自らの権限と責任で、区
の特性に応じた区政運営を総合的に展開している状態

めざすべき将来像

戦略５－２に掲げる、区民サービスの向上の取組みは、一部指標の目標を達成していないものの
「区役所の格付け結果」では高い評価を維持できており、市民の視点に立ったサービスを提供でき
ていることから、上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であると考える。平成30年度にお
いても職員の主体性・チャレンジ意識・職員の気付きを促進し、市民サービスの向上に努める。

自己評価 13

平成２９年度の取組み

①市民サービス向上委員会による改善活動

②来庁者等サービス向上研修の実施

26.2% 24.5％

72.4%

窓口サービスの向上が図られていると感じる来庁
者の割合

区役所が、相談や問い合わせ内容について適切に
対応したと思う区民の割合

H27 H28 H29

指標：H29年度
までに60％以上

職員の公募により委員を選出（13名）し、接遇や

業務改善などの取組みを実施

・キッズコーナーなど１階待合スペースの充実
・エレベーター内椅子の設置
・定期的な庁舎前清掃の実施など

市民局「区役所来庁者等に対するサービスの格付け結果」
H29年度☆☆（評価点3.7）
H28年度☆☆（評価点3.7） H27年度以降維持
H27年度☆☆（評価点3.7）
H26年度☆☆（評価点3.6）

H27

77.9%

H28 H29

77.9%
60%

指標：H29年度
までに80％以上

目標未達成


