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区運営方針の構成
区運営方針のあらまし …「施策の選択と集中の全体像（概要）」
所属の目標や使命を示し、何について特に優先して取り組んでいくのかなど、区長とし

ての「選択と集中の方針」を記載しています。

施策の集中の方針 …「重点的に取り組む主な経営課題」
重点的に取り組むそれぞれの経営課題に対する戦略や具体的な取組の内容を記載してい

ます。

施策の選択の方針 …「『市政改革プラン2.0』に基づく取組等」
限られた財源のもと、施策や事業についてどのように見直しや再構築を行っていくのか

について記載しています。

区運営方針策定の年間スケジュール

８月
平成２９年度運営方針の振り返り（区政会議委員の意見聴取）
平成３１年度運営方針（素案）の作成作業

10月
平成３０年度運営方針中間振り返り

11月
平成３１年度運営方針（素案）の公表

1２月
平成３１年度運営方針（素案）（区政会議委員の意見聴取）

1２～２月
平成３１年度運営方針（素案）から（案）への作成作業

３月
平成３１年度運営方針（案）（区政会議委員の意見聴取）
平成３１年度運営方針（案）の公表
市会での審議、議論をふまえ必要な修正

4月上旬
平成３１年度運営方針の確定・公表

区運営方針とは…

全市的な方針をふまえ、区における「施策の選択と集中」の全体像を示す方針と
して毎年度策定しているものであり、区の目標像・使命、経営課題とともに課題解
決のための事業戦略（施策レベル）・具体的取組（事務事業レベル）を示していま
す。
なお、区運営方針については、自律した自治体型区政運営の推進に向け、地域と

しての区の将来像や施策展開の方向性等をとりまとめた「区将来ビジョン」の単年
度ごとのアクションプランになります。
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★中央区の概要★

・平成元年2月13日、旧東区と旧南区の合区により誕生した中央区は、市街地の形成として
は、わが国初の本格的な都城である難波宮から、近世の大坂城築城を経て今日に至る長い
歴史を有しています。

・証券、薬、卸商などの経済活動が活発に展開され、商店街、百貨店、飲食店街が集積し賑
いを見せています。区内各所には、大阪城、難波宮跡をはじめ由緒ある寺社、近代建造物等
の歴史的遺産が数多く存在し、ユネスコ無形文化遺産である文楽や、能楽、上方芸能といっ
た伝統文化をはじめ多彩な文化が息づいているなど、大阪を代表する経済・文化の中心地と
なっています。

一方、都心部でありながらも、地域の活動も活発であり、昔ながらのコミュニティが育まれて
います。

・区の北西部には、御堂筋を中心に、金融機関や総合商社をはじめとする企業が立地してお
り、活発な経済活動が行われています。中心部の「船場」地区には卸商、問屋街が集まり、証
券の「北浜」、薬の「道修町」、玩具・人形の「松屋町」など活発な経済活動を展開しています。

・区の北東部は大阪城公園を中心とする地域で、公園には大阪城天守閣を中心に、「大阪城
ホール」や「大阪歴史博物館」をはじめ様々な文化施設があり、内外からの観光客が訪れる
場所として、また市民の憩いの場所として大きな役割を果たしています。

・区の南部は「ミナミ」の愛称で呼ばれる“楽しみの街”であり、心斎橋筋・道頓堀などを中心に
賑わい、「ミナミの台所」と呼ばれる黒門市場が活気に満ち、若者文化の発信基地アメリカ村・
ヨーロッパ村や、なんばウォーク、クリスタ長堀など地下街が、多くの人たちでにぎわっていま
す。また、心斎橋の新町交差点を中心に、世界の有名ブランドの直営店が集積し、新しい魅
力を発揮しています。さらに道頓堀川岸に「とんぼりリバーウォーク」が設置され、水辺のにぎ
わいづくりが始まっています。

・対照的に南東部の中寺・谷町界隈には、近松門左衛門や井原西鶴にまつわる由緒ある寺
社などが数多くあり、落ち着いた歴史の匂いを漂わせています。

中央区ってこんなまち

★ 中央区のマスコットキャラクター★

「ゆめまるくん」

★プロフィール★
歴史・文化・商いの町、大阪市中央区のマスコット
キャラクターです。
平成20年（2008年）に中央区制 「ゆめまるくん」
は20周年を記念して公募により誕生しました。

-２-

うめ パンジー

★ 中央区の花★

「梅・パンジー（平成元年制定）」



“にぎわい”と“ふれあい”あふれるまち

大阪を代表する業務・商業、観光の拠点として「にぎわい」あふれるまち、
そして豊かなコミュニティのもと地域で支えあい助け合う「ふれあい」あふれ
るまちの実現をめざします。

中央区がめざすこと

１ 地域住民、商店会、企業・団体等多様なまちづくりの担い手との連携・
協働

２ 地域のニーズ・課題を把握し、ニア・イズ・ベターの区政運営の実践

３ 自律的な地域運営、課題解決の取組への支援

中央区が担う役割

-３-

「にぎわい」と「ふれあい」あふれるまち、中央区をめざして、

 ミナミを中心にインバウンドで活況を呈している状況を発展させるため、まち全体

の魅力情報の積極的な発信など、内外から多くの人が集う、さらなる
にぎわいの創出を図ります。

 マンション建設等により新たな転入者が急増するなかで、広く住民に地域の活動

について知ってもらい、豊かな地域コミュニティや、多様なパートナーシップが育成

されるよう、地域のふれあい、絆づくりを推進します。

 地域でともに支えあい、助け合う地域福祉の取組や、地域をあげてまちの安全性、

快適性を向上させる防災・防犯の取組など、安全・安心で快適に暮らせ
るまちづくりを推進します。

 人口急増に伴い子どもの数も増加するなか、未来を担う貴重な人財である子ども

たちが健やかに育成されるよう、地域ぐるみで子育ての支援や、学校園の

ニーズをふまえつつ子どもたちの学びの支援を進めます。

 区政情報をより効果的に発信するとともに、区民、地域のニーズを把握し、区政に

的確に反映させるなど、区民から信頼される区役所づくりを進めます。

平成３１年度 区運営の基本的な考え方

中央区の目標・区政運営の基本的な考え方等



★重点的に取り組む主な経営課題★

区運営方針のあらまし

経営課題 戦略 具体的取組 記載ページ

【経営課題１】
内外から人が集う、さらなるにぎわいの創出

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・文化的資源等の情報を発信することにより、よ
り多くの人が集い、区全体がにぎわうまちづくりを進めます。

【戦略１－１】商店会等との協働による、にぎわい
魅力の創出、発信

【１－１－１】魅力情報の効果的な発信

【１－１－２】にぎわいスクエアを活用した、にぎわいの創出

【１－１－３】まち魅力アップ推進事業

Ｐ１１

Ｐ１１

Ｐ１２

【経営課題２】
地域のふれあい、絆づくりの推進

住み慣れた地域で人と人とがつながり合い、支え合う豊かな
コミュニティが育まれ、また、生涯学習を通じて学びのコミュニ
ティが形成され、地域への愛着や誇りが高まるとともに、人権
啓発の取組を通じて、互いの違いを認め合い、多様性が尊重
されるまちづくりを進めます。

【戦略２－１】人と人とのつながり・コミュニティづくり
の促進

【２－１－１】区民の地域活動への参加促進

【２－１－２】多様な主体による連携・協働の促進

Ｐ１６

Ｐ１６

【戦略２－２】学びのコミュニティの形成
【２－２－1】市民力を育む生涯学習の推進

【２－２－２】歴史・文化を活かした生涯学習

Ｐ１８

Ｐ１８

【戦略２－３】多様性が尊重されるまちづくり
【２－３－１】地域に根差した人権啓発の推進

【２－３－２】多文化共生に向けた環境づくり

Ｐ２０

Ｐ２０

【経営課題3】
安全・安心で快適に暮らせるまちづくりの推進

市民・商店会・企業等と行政・関係機関との連携・協働により、
安全・安心で快適に暮らせる生活環境が実現できており、高
齢者や障がい者など支援を必要とする方々が、自分らしく安
心して暮らせるまちづくりを進めます。

【戦略３－１】地域防災力の向上

【３－１－１】自助の取組啓発

【３－１－２】地域での共助の取組の推進支援

【３－１－３】区災害対策機能の強化

Ｐ２６

Ｐ２６

Ｐ２６

【戦略３－２】街頭における犯罪の削減と安全対策
の推進

【３－２－１】警察、地域と連携し、自転車盗難防止等、啓発活動の
推進

【３－２－２】防犯カメラの設置支援

Ｐ２８

Ｐ２８

【戦略３－３】要援護者の見守り、総合的な支援、
介護予防の推進

【３－３－１】見守りネットワークの強化
【３－３－２】総合的な相談・支援体制の充実
【３－３－３】認知症施策の推進
【３－３－４】在宅医療・介護の連携推進
【３－３－５】介護予防の推進

Ｐ３０
Ｐ３０
Ｐ３１
Ｐ３１
Ｐ３２

【経営課題４】
子育て支援・子どもの学び支援の推進

安心して子育てできる環境が整備され、学校園の実情や地
域の特性をふまえた、「子どもの学び」が適切に応援されてい
る暮らしやすいまちづくりを進めます。

【戦略４－１】地域ぐるみの子育て支援
【４－１－１】区、地域が連携した子育て支援

【４－１－２】多様な保育サービスの提供

Ｐ３６

Ｐ３６

【戦略４－２】子どもの学び支援
【４－２－１】分権型教育行政の効果的な推進

【４－２－２】学校園のニーズに応じた教育支援

Ｐ３８

Ｐ３９

-４-



★「市政改革プラン2.0」に基づく取組等★

主な取組 取組内容 記載ページ

地域社会における住民自治の仕組みづくり

コミュニティ豊かな地域社会を実現するため、住民主体の地域活動協議会等の活動主体が、自律的
な地域運営が進めることができるための仕組みづくりに取り組みます。

・地域特性に即した地域カルテを更新
・地域活動協議会の認知度向上に向けた情報発信
・地域を担当する職員に対してeラーニング※
・地域活動協議会会長会などの機会をとらえ地域活動協議会に期待する準行政機能や総
意形成機能等について説明
・派遣の地域型公共人材に活用に向けた説明会の開催
・ＣＢ/SB※化、社会的ビジネス化の機運を高めるための説明会の開催

Ｐ４２

区民が区政運営に参加・参画する仕組みのさらなる充実

区政運営への区民の参画をより一層推進するため、区政会議等において区民の意見やニーズを的確
に把握するとともに、出された意見への対応について説明責任を充分に果たすことができるよう、より
効果的な区政運営に向けたＰＤＣＡを実施します。

・区政会議の運営についての効果的なＰＤＣＡ※の実施
・区政会議と地域活動協議会との連携
・意見やニーズの把握手法の多角化
・区政情報の発信

Ｐ４３

区民サービスの向上と効果的・効率的な区行政の運営の推進

区民の抱える様々な課題に対応する区役所の総合行政の窓口としての機能を充実するとともに、来
庁者などのニーズをふまえ、窓口サービスのより一層の向上を図る。また、不適切な事務処理の発生
を防ぎ、区役所事務について、計画的に標準化・ＢＰＲに取り組みます。

・区民に身近な総合行政の窓口としての機能の充実
・庁舎案内や窓口サービスにおけるサービス向上
・区役所事務についての標準化・ＢＰＲ※の計画的推進
・自主的・自律的なＰＤＣＡサイクル徹底
・大阪市ICT※戦略アクションプランに掲げる取組の推進
・若年層職員の育成及び管理監督者のマネジメント力の向上

Ｐ４４

国民健康保険料の未収額の圧縮に向けた取組の強化

国民健康保険料の未収金対策を強化し、収納率向上を図ります。

・滞納者に対する財産調査及び支払い能力判明時の滞納処分の強化
・他保険加入者への届出勧奨など資格適正化の強化
・口座振替勧奨の強化
・未収額を増やさないためのきめ細やかな納付相談や効果的な納付督励の実施

Ｐ４５

歳入の確保に向けた取組の強化

歳入確保に向けた取組を推進することにより、財源の確保を図ります。

・行政財産の目的外使用による使用料の確保
・広報紙を活用した広告料の確保

Ｐ４５

-５-

※用語解説

eラーニングとは・・・ electronic learningの略語で、インターネット環境を通して、パソコン等のデジタル機器を用いて行う、学習（学び）のことをいいます。

CB/SBとは・・・・・・・ Community BusinessとSocial Businessの略語で、地域の資源（ヒト・モノ・カネ・情報）を活かして、地域や社会が抱える様々な課題を地域の住民が主体となってビジネスの手法で課題
解決に取り組むもので、地域の活性化や雇用の創出に寄与する地域貢献型ビジネスのことをいいます。

PDCAとは・・・・・・・・ 成果を意識した区政運営の実現に向けて、施策及び事業において、「Plan＝計画」「Do＝実施」「Check＝点検」「Action＝改善」を繰り返すマネジメントサイクルのことをいいます。

BPRとは・・・・・・・・・ Business Process Re-engineeringの略語で、現状の業務の手順（プロセス）、組織・機構、諸規定・制度を抜本的に見直し、業務を再構築する手法のことをいいます。

ICTとは・・・・・・・・・・ Information and Communication Technologyの略語で、コンピュータやインターネットなどの情報通信技術のことをいいます。

区政運営のあらまし区運営方針のあらまし



安全・安心で快適に暮らせるまちづくりの推進

-６-

子育て支援・子どもの学び支援の推進

地域のふれあい、絆づくりの推進

内外から人が集う、さらなるにぎわいの創出

全市的な方針をふまえ、平成３１年度の区運営の基本的な考え

方（Ｐ３）に沿って実施する、特に重点的に取り組む経営課題や

施策を取りあげ、次ページ以降（Ｐ８からＰ３９）に、それぞれ

の経営課題に対する戦略や具体的な取組の内容を記載しています。

重点的に取り組む主な経営課題



-７-



めざすべき将来像

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・文化的資源等の情報を発信することにより、より多くの人が集い、
区全体がにぎわっている状態

現状・データ

中央区は、古くから大阪の経済・文化の中心地として内外から多くの人々が訪れるまちであり、
活発な経済活動で大阪の発展を支えてきた。近年、インバウンド効果等もあり、事業所数、年間
商品販売額は増加傾向にあり、大阪城や道頓堀など一部の観光地が活況を呈しているが、に
ぎわいが区全体に十分広まっていない状況にある。

内外から人が集う、さらなるにぎわいの創出

-８-

平成24年 平成26年 平成28年

市全体 189,234 190,629 201,559

中央区 31,807 32,854 38,012

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

市全体

中央区

中央区の事業所数の推移（単位：か所）

平成24年 平成26年 平成28年

市全体 38,141,269 34,747,852 41,563,672

中央区 13,269,114 12,214,622 13,856,450

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

市全体

中央区

中央区の年間商品販売額の推移

（単位：百万円）

平成27年 平成28年 平成29年

大阪城 2,337,813 2,557,394 2,754,395

2,000,000

2,200,000

2,400,000

2,600,000

2,800,000

大阪城天守閣の入館者の推移

（単位：人）

平成27年 平成28年 平成29年

大阪府 716 940 1,111

関空 1,100 1,137 1,501

0
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大阪府

関空

来阪外国人観光客の推移

（単位：万人）

（来阪外国人観光客）

（国際線外国人利用客）



分析

区全体のにぎわい創出につながっていないのは、中央区の持つまちの魅力が十分に発信さ
れておらず、認知されていないことが考えられる。

課題

区全体のにぎわいづくりに向けて、情報発信サイトを充実させるとともに、商店会や企業、まち
づくり団体、地域等と連携し、効果的なイベントを行うなど、中央区の持つ豊富な魅力を積極的
に発信し、にぎわいを区全体に広げていく必要がある。

-９-



【戦略１－１】
商店会等との協働による、にぎわい魅力の
創出、発信

めざす成果

《めざす状態》
商店会・企業等との協働により、魅力向上の取組が各所で進められ、そうした情報が総合的・効果
的に発信されることにより、内外から多くの人を惹きつけ、区全体がにぎわっている状態

《成果目標》
にぎわいが区全体に創出されていると思う区民の割合
２０２２年度（平成３４年度）までに平成３０年度数値（３１．３％）の２０％増

戦略

G２０大阪サミット開催により、大阪の国際的な知名度が上昇することをステップとして、商店会・企
業等と協働し、にぎわい情報サイトの積極的な活用・PRにより、中央区の魅力を総合的・効果的に
発信するとともに、「ミナミ」、「船場」等の地域において、さらなる魅力向上の取組を官民協働で推進
する。

-１０-



戦略１－１の具体的取組

【１－１－１ 魅力情報の効果的な発信】
中央区のまちのにぎわいを創出するため、様々な機会をとらえて
地域団体や商店会、経済団体等と連携したにぎわい情報サイト
「大阪中心」の周知・ＰＲを図るなど、観光・商業・歴史等の情報を
総合的・効果的に発信する。また、留学生と協働し、外国人の視点
からの中央区の魅力を発信する。

・外国人観光客に役立つ情報を掲載（随時）
・広報紙に、にぎわい情報サイトの二次元コードを掲載 （12回）
・LINEでの情報発信を充実（随時）
・区ホームページ、Ｔｗｉｔｔｅｒ等のＳＮＳや啓発チラシ等を活用して
にぎわい情報サイトを周知（12回）
・留学生と連携し、中央区の魅力情報を掲載（3回）

【業績目標】
にぎわい情報サイト（ホームページ）
のページビュー数 平成29年度実績
(月平均47,877件）の3％増

【撤退基準】
上記目標が平成29年度実績の50％
未満であれば、事業手法を再構築
する。

【前年度までの実績】
平成30年度実績
・LINEでの情報発信を開始(予定）
・「広報ちゅうおう」に、にぎわい情報
サイトの二次元コードを掲載 1回
・動画コンテンツ(ライブ配信等）の
充実
平成29年度実績
・にぎわい情報サイト（ホームペー
ジ）の年間ページビュー数
月平均47,877件
・ｆａｃｅｂｏｏｋの「いいね！」
6万件達成
・広報紙に、にぎわい情報サイトの
二次元コードを掲載 1回
・動画コンテンツ(ライブ配信等）の充
実

【１－１－２ にぎわいスクエアを活用した、にぎわいの創出】
例年、道頓堀の夏のイベントとして多くの来場者で活況を呈す
る「にぎわいスクエア」を開催・活用し、中央区の様々な魅力
ある情報を効果的に発信することにより、「ミナミ」さらには、区
全体のにぎわい創出につなげていく取組を進める。

・地元商店会等との協力・連携のもとイベントを開催（1回）
・区内イベント一覧を区ホームページで掲載（1回）

【業績目標】
にぎわいスクエアが区全体のにぎわ
い創出につながっていると思う参加
者の割合 60％以上

【撤退基準】
上記目標が30％未満であれば、事
業手法を再構築する。

【前年度までの実績】
平成30年度実績
・にぎわいスクエア開催 1回
平成29年度実績
・にぎわいスクエア開催 1回

Ｈ29
決算額

5,335千円
Ｈ30
予算額

5,335千円
Ｈ31
予算額

5,000千円

Ｈ29
決算額

6,658千円
Ｈ30
予算額

6,755千円
Ｈ31
予算額

5,000千円

-１１-



戦略１－１の具体的取組

【１－１－３ まち魅力アップ推進事業】
「ミナミ」及び「船場」地域におけるまちの魅力アップを推進す
るため、区政推進基金を活用して、「ミナミ」地域においては
「とんぼりリバーウォーク」の回遊性や魅力を高める取組を進
めるとともに、「船場」地域においては数多く存在する近代建
築物などの魅力を発信するなど、民間のアイデアを活用した
まちの魅力向上の取組を官民協働で進める。

・「ミナミ」及び「船場」地域におけるまち魅力アップ推進事業の
実施（1回）

【業績目標】
「ミナミ」、「船場」において、効果的に
官民協働の事業が行われたと思う
区民の割合 50％以上

【撤退基準】
上記目標が30％未満であれば、事
業手法を再構築する。

【前年度までの実績】
新規

Ｈ29
決算額

ー 千円
Ｈ30
予算額

ー 千円
Ｈ31
予算額

2,000千円

-１２-
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めざすべき将来像

住み慣れた地域で人と人とがつながり合い、支え合う豊かなコミュニ

ティが育まれ、また、生涯学習を通じて学びのコミュニティが形成され、
地域への愛着や誇りが高まるとともに、人権啓発の取組を通じて、互い
の違いを認め合い、多様性が尊重されるまちづくりが進んでいる状態

現状・データ

（地域コミュニティ）

中央区は転出入が多く、マンション居住者等新たな流入層が多いことなどで、人と人のつなが
りの希薄化といった問題が生じている。

また、平成25年に多様な活動主体が様々な地域課題に取り組む自律的な運営を推進するた

めに地域活動協議会が設立され、計画の立案、執行については一定の支援のもと円滑な運営
が行われているが、地域活動協議会の活動を「知らない」、「参加していない」区民の割合は高く、
また、地域活動協議会に参画している活動主体の広がりも十分とはいえない。

地域のふれあい、絆づくりの推進

-１３-

◆中央区の常住人口の推移（国勢調査による） ◆中央区の転出入の状況（区政概要による）
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（単位：人）

◆地域活動に参加している区民の割合

知っている
14.4%

聞いたこと

がある
22.8%

知らない
62.8%

◆地域活動協議会を知っている区民の割合

26.5%
参加していない（一度も参加なし） 54.2%

参加している 19.3%
参加していない（過去参加あり）



現状・データ

（学びのコミュニティ）
区民の生涯学習活動は、活発に行われているものの、転入者が多い割には新たな参加者が
限られているとともに、ひととまちをつなぎ地域への愛着を高めるよう学習する活動は十分とは
いえない。
≪参考≫平成29年度生涯学習ルーム開催状況 57講座（513回） 延べ5,848人

（多様性の尊重）

外国にルーツを持つ住民が増加しているが、住民相互の交流をはじめ、多様性を十分に理解
し尊重する状況に十分には進んでいない。

分析

（地域コミュニティ）
・若い世代をはじめ多くの人に、つながりづくりの大切さや地域活動への関心を持ってもらえる
きっかけが不足していると考えられる。
・連携可能と思われる市民活動団体や企業等との連携・協働は十分とはいえないことが要因で
あると考えられる。

（学びのコミュニティ）
・居住年数の浅い住民を中心に、生涯学習活動の情報が届いておらず、また、中央区の持つ歴
史・文化を学ぶ機会に触れることが少なく、地域への愛着が十分に育まれていないことが要因
であると考えられる。

（多様性の尊重）
・多文化共生に関して考える機会が少ないことが要因であると考えられる。

課題

（地域コミュニティ）
・人と人とのつながりの希薄化が進んでいることから地域コミュニティの再生に向けた新たな取
組が必要であり、住民の地域活動への参加促進など、地域の特性や実情に応じた支援を実施
する必要がある。
・多様な活動主体による連携・協働を進めるため、活動主体それぞれの情報を収集し、共有す
る取組が必要である。

（学びのコミュニティ）
生涯学習活動の場・機会の情報を総合的に情報提供していくとともに、歴史・文化等について
の学びを深め、区民の交流を促進することにより、地域への愛着や心豊かで生きがいのあるま
ちづくりにつなげていく必要がある。

（多様性の尊重）
区民が多文化共生など様々な人権課題への理解を深め、人権意識を高める啓発の取組を進
めることが必要である。とくに、小中学校では、外国籍の児童が急増してきており、人権学習の
機会を充実していくことが必要である。

-１４-

◆中央区の外国人人口の推移（各年3月末現在）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年（※増加率）

外国人人口 7,295 7,398 7,600 7,611 7,962 （109.1%）

※増加率：平成26年度を100とした場合の増加率



【戦略２－１】
人と人とのつながり・コミュニティづくりの促進

めざす成果

《めざす状態》
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

が形成されるとともに、多様な主体による連携・協働が活発に展開されている状態

《成果目標》
身近な地域でのつながりに関して肯定的に考える区民の割合
４０％以上を維持 （平成29年度34.7％）

戦略

より幅広い住民・企業・団体等の参加のもと、地域の特性を活かしたまちづくりや地域課題等の
解決に取り組むことができる豊かなコミュニティづくりを促進する。

-１５-



戦略２－１の具体的取組

【２－１－１ 区民の地域活動への参加促進】
福祉や防災といった身近な問題は、日ごろからの地域のつながり
が重要であることから、人と人とのつながりづくりを進めるため、各
地域活動への参加促進のための活動を支援する。また、活動する
地域のスタッフの高齢化による負担感の解消や、将来の活動の充
実を図るため、新たな担い手の掘り起しに向けた取組の支援を行
う。

・地域活動などに関する情報の広報紙への掲載（12回以上）
・Ｔwitterによる地域情報などの発信を行う（1,500回以上）
・地域団体等への加入促進パンフレット作成の支援（2地域以上）
・ＩＣＴを活用した情報発信に関する支援（7地域以上）
・市民活動総合ポータルサイトへの各団体の登録に向けた支援
制度と活用事例に関する説明の機会（3回以上）
・地域活動協議会の意義・目的と補助金の性質に関する説明の機
会（20団体）
・委嘱等の趣旨・目的の説明（1回）

【業績目標】
身近な地域でのつながりに関して
肯定的に考える区民の割合 40％
以上

【撤退基準】
上記割合が10％未満となった場合、
事業手法を再構築する。

【前年度までの実績】
平成29年度実績
・地域活動などに関する情報の広
報紙への掲載 10回
・Ｔwitterによる地域情報などの発
信を行う 2,331回
・地域団体等への加入促進パンフ
レット作成の支援 2地域
・ＩＣＴを活用した情報発信に関する
支援 7地域
・市民活動総合ポータルサイトへの
各団体の登録に向けた支援
制度と活用事例に関する説明の
機会 1回
・地域活動協議会の意義・目的と補
助金の性質に関する説明 19団体

【２－１－２ 多様な主体による連携・協働の促進】
地域活動協議会を核としながら、市民活動団体、企業等、行政と
いった多様な活動主体間の連携・協働の促進に向けて、各地域の
実情に応じた支援メニューの情報を適切に提供することで、活動
の活性化の支援を充実する。

・市民活動総合ポータルサイトへの各団体の登録に向けた支援
制度と活用事例に関する説明の機会（3回以上）（再掲）
・市民活動支援情報提供窓口活用に向けたPR

制度と活用事例に関する説明の機会（3回以上）
・派遣型地域公共人材の活用促進

制度と活用事例に関する説明の機会（3回以上）
・交流の場としての地域活動協議会活性化セミナーの開催

（１回以上）

【業績目標】
まちづくりに関する活動が、地域活
動協議会をはじめ地域団体や市民、
ＮＰＯ、企業など様々な活動主体の
連携・協働により進められていると
思っている区民の割合 30％以上

【撤退基準】
上記割合が15％未満となった場合、
事業手法を再構築する。

【前年度までの実績】
平成29年度実績
・市民活動総合ポータルサイトへの
各団体の登録に向けた支援
制度と活用事例に関する説明の
機会 1回
・市民活動支援情報提供窓口活用
に向けたPR
窓口の設置・制度と活用事例に関
する説明の機会 １回
・派遣型地域公共人材の活用促進
制度と活用事例に関する説明の
機会 １回
・交流の場としての地域活動協議
会活性化セミナーの開催 １回

Ｈ29
決算額

16,709千円
Ｈ30
予算額

13,131千円
Ｈ31
予算額

11,474千円

Ｈ29
決算額

16,709千円
Ｈ30
予算額

13,131千円
Ｈ31
予算額

11,474千円
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【２－１－１の再掲】



【戦略２－２】
学びのコミュニティの形成

めざす成果

《めざす状態》
区民が自らの学びを深めることにより、区民の交流が進み、わがまち中央区への愛着や誇りが

高まる、まちづくりが進んでいる状態

《成果目標》
区内各所で行われる生涯学習の取組への区民の参加・交流が進み、まちへの関心・愛着も深

まっていると思う生涯学習推進員の割合 ２０２０年度（平成３２年度）までに６０％以上

戦略

区民が自らの学びを深め、区内の資源・人材の活用と交流を進めることにより、誰もが自分らし
く心豊かに暮らせる環境づくりに取り組むとともに、区民が中央区の豊かな歴史・文化等を学ぶこ
とにより、わがまちへの愛着や誇りを高める。
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戦略２－２の具体的取組

【２－２－１ 市民力を育む生涯学習の推進】

小学校を拠点として活動している地域の生涯学習推進員と連携し
て、生涯学習活動を支援するとともに、活動の場・機会の情報を総
合的に発信するなど、「学びのコミュニティ」づくりを推進する。

・生涯学習ルーム交流会の実施（1回）
・生涯学習フェスタの実施（1回）
・生涯学習ルームギャラリー展（1回）

区役所、区内生涯学習関連施設、各小学校区等で行われている
生涯学習に関する情報提供を充実する。

・中央区生涯学習区民会議での情報共有（1回）
・中央区ホームページにおける生涯学習情報の提供（4回）

【業績目標】
生涯学習ルーム交流会参加者のう
ち、「学びを通じた交流が深まった」
と回答した人の割合 50％以上

【撤退基準】
上記目標が達成できない場合は、
事業手法を再構築する。

【前年度までの実績】
平成30年度実績
・生涯学習ルーム交流会 １回
・生涯学習フェスタ １回
・生涯学習ギャラリー展 １回
平成29年度実績
・生涯学習ルーム交流会 １回
・生涯学習フェスタ １回
・生涯学習ギャラリー展 １回

【２－２－２ 歴史・文化を活かした生涯学習】

区にゆかりのある歴史・文化の講座・ワークショップ等を開催する
ことで、地域に根差した学びと行動が循環する生涯学習のさらなる
活性化を図り、まちへの愛着や誇りを高めていく。

・歴史・文化を学ぶ講座・ワークショップ等（成人向け）の実施
（1回）

・伝統文化を学ぶ事業（親子向け）の実施（1回）
・「中央区まちのすぐれもん」活動を通じたまち魅力情報の発信

（随時）

※「中央区まちのすぐれもん」・・・まちあるきや講座等を通じて、積み重ねてきた自らの知識・
経験を活かし、まちの魅力再発見や情報発信を担う方々

【業績目標】
事業に参加した区民のうち、「区に
ゆかりのある歴史・文化等を学ぶこ
とによりまちへの愛着が深まった」
と思う人の割合 50％以上

【撤退基準】
上記目標が30%未満であれば、事
業手法を再構築する。

【前年度までの実績】
平成30年度実績
・伝統芸能の実演・解説・体験等の
実施 4回
平成29年度実績
・伝統芸能の実演・解説・体験等の
実施 3回

Ｈ29
決算額

249千円
Ｈ30
予算額

332千円
Ｈ31
予算額

305千円

Ｈ29
決算額

2,888千円
Ｈ30
予算額

2,930千円
Ｈ31
予算額

787千円
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【戦略２－３】
多様性が尊重されるまちづくり

めざす成果

《めざす状態》
互いの違いを認め合い、多様性が尊重されるまちづくりが進んでいる状態

《成果目標》
多文化共生など様々な人権課題への理解が進み、互いの違いを認め合い、多様性が尊重され
るまちになっていると思う人権啓発推進員の割合 ２０２０年度（平成３２年度）までに６０％以上

戦略

区民が多文化共生など様々な人権課題への理解を深めるよう、人権啓発推進員との連携を図
り、地域に根差した啓発や小中学の学齢期における人権学習を進め、多様性が尊重される環境
の醸成に取り組む。
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戦略２－３の具体的取組

【２－３－１ 地域に根差した人権啓発の推進】

互いの違いを認め合い、多様性が尊重されることで、すべての人
がいきいきと暮らすことができる社会につながることを目的として、
次の事業を実施する。

・憲法週間パネル展（1回）
・区人権啓発推進員学習会（1回）
・区内市立小・中学校で子ども対象の人権学習会の実施

（各1校以上）
・区民まつりにて人権啓発チラシの配布（1回）
・区民まつりにて人権啓発コーナーの設置（1回）
・人権週間街頭啓発（1回）
・人権週間講演会（1回）
・人権週間パネル展（1回）

【業績目標】
人権啓発事業の参加者のうち、事
業が人権問題への関心や意識を高
めるうえで役立ったと思う人の割合
60％以上

【撤退基準】
上記目標が50％未満であれば、事
業手法を再構築する。

【前年度までの実績】
平成30年度実績
・憲法週間パネル展 1回
・区人権啓発推進員学習会 1回
・子ども、親子向け人権啓発事業
1回
・区民まつりにて人権啓発のチラシ
配布 1回
・区民まつりにて人権啓発コーナー
の設置 1回
・人権週間街頭啓発 1回
・人権週間講演会 1回
・人権週間パネル展 1回
平成29年度実績
・憲法週間パネル展 1回
・区人権啓発推進員学習会 1回
・子ども、親子向け人権啓発事業
1回
・区民まつりにて人権啓発のチラシ
配布 1回
・区民まつりにて人権啓発コーナー
の設置 1回
・人権週間街頭啓発 1回
・人権週間講演会 1回
・人権週間パネル展 1回

【２－３－２ 多文化共生に向けた環境づくり】

外国籍住民の割合が市内でも高い中央区において、多文化
共生についての理解を深め、互いの文化の違いを認め合い、
多様性が尊重される環境づくりを進めるため、次の事業を実
施する。

・多文化共生をテーマとする区人権啓発推進員学習会の実
施（1回）
・多文化共生をテーマとするパネル展の実施（1回）
・区内小・中学校において外国籍児童生徒サポート事業の実
施（8校以上）

【業績目標】
人権啓発推進員学習会の参加者
のうち、多文化共生についての理
解が深まったと思う人の割合 60％
以上

【撤退基準】
上記目標が50％未満であれば、事
業手法を再構築する。

【前年度までの実績】
平成30年度実績
・外国籍児童生徒サポート事業
・人権週間講演会
平成29年度実績
・外国籍児童生徒サポート事業

Ｈ29
決算額

1,040千円
Ｈ30
予算額

970千円
Ｈ31
予算額

922千円

Ｈ29
決算額

1,691千円
Ｈ30
予算額

2,070千円
Ｈ31
予算額

2,180千円
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