
めざすべき将来像

住民・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が
進んでいる状態

現状・データ

（防災）
・南海トラフ巨大地震の発生が懸念されている中、阪神・淡路大震災や東日本大震災等で得ら
れた「自助・共助による防災の取組が重要である」という教訓を生かす取組を進める必要がある
が、区民等に自助の取組が十分に浸透しているとはいえない。
・自主防災組織の設立・地区防災計画の策定は全地域で完了し、訓練を実施しているが、参加
者が限られているなど、想定される大規模災害への対応力が十分とはいえない。
・大阪府北部を震源とする地震や台風21号での課題をふまえ、区災害対策本部機能を強化し
ていくことが必要である。

安全・安心で快適に暮らせる
まちづくりの推進

-２１-

◆地域自主防災組織の年度別設立数

※中央区における地域（連合）数：25地域（連合）

5 4 16 25（全地域）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 合　　計

◆地区防災計画策定数

合　　計

5 20 25（全地域）

平成27年度 平成28年度

※中央区における地域（連合）数：25地域（連合）



現状・データ

（防犯）
犯罪発生件数は年々減少しているものの、自転車盗の件数を中心に依然として多い。また、

交通事故に占める自転車関連の事故の比率は高い状況である。

（地域福祉）

・中央区の世帯のうち、65歳以上が含まれる世帯は全体の約2割となっており、65歳以上が含ま
れる世帯のうち、独居高齢者の割合は5割弱と他区と比べて高い。独居高齢者世帯は、同居家
族のいる世帯に比べて、日常生活全般に関して不安を感じている割合が高く、とくに、孤立死に
関して「身近に感じる」という方が多い。
・高齢者人口に占める後期高齢者の割合が平成27年からの10年間で7.6ポイントアップと大幅
に増加することが見込まれ、認知症高齢者の方もさらに増加することが見込まれている。そうし
たなか、自分や家族が認知症になったらどう対処したらよいか、不安に思う人が多い。

-２２-

構成率 30.1% 30.6% 30.8%

40,607 37,920 35,997

自転車関連事故の全交通事故に占める割合〔大阪府警〕

（単位：件）

全件数

(12,222) (11,611) (11,089)( 内自転車件数)

平成27年 平成28年 平成29年

◆中央区における後期高齢者の割合（平成26年8月推計）

◆中央区における独居高齢者世帯の割合
（平成27年度国勢調査による）

◆ひとり暮らし調査（大阪市高齢者の実態調査：平成28年）※大阪市全体を対象
①日常生活全般の不安について

5.3%

無回答
独居高齢者世帯 11.5% 52.0% 24.8% 5.3% 6.4%

とても不安に感じる 多少不安を感じる 不安は感じない わからない

高齢者世帯 9.4% 48.2% 31.6% 5.5%

②孤立死について

とても身近に感じる やや身近に感じる あまり身近に感じない 全く身近に感じない わからない 無回答
独居高齢者世帯 26.7% 29.2% 19.7% 4.3% 13.5% 6.6%

5.8%高齢者世帯 13.8% 20.9% 33.4% 10.7% 15.3%

( 内自転車盗)

中央区の街頭における犯罪発生件数〔市民局調べ〕

発生件数 2,096 1,876 1,568

（単位：件）

平成28年 平成29年 平成30年12末

(1,426) (1,222) (1,077)



現状・データ

・団塊の世代が2025年には後期高齢者（75歳以上）となることで、医療と介護サービス双方を必
要とする高齢者が急増する見込みである。その際、在宅で必要医療・介護を総合的に受けられ
る仕組みの構築が急務となっており、中央区においても、在宅医療・介護連携の取組を進めて
いるが、関係者への浸透や区民の理解が十分には進んでいない。

・福祉課題が複雑化、多様化、深刻化する中、複合的な課題を抱えた要援護者が増えてきてお
り、各相談機関が個々に対応するだけでは適切な対応ができないと感じている相談機関が多い。

・健康寿命は大阪市平均よりも高くなっているものの、要介護認定率は年々増加してきており、
介護予防の推進は急務となっている。

分析

（防災）
・住民、企業、団体等において、自助・共助に取り組む危機意識が低く、実践している人がまだ
まだ少ない。とくに、マンション等に居住する住民は地域団体とのつながりが希薄化しており、居
住する地域の防災訓練への参加意識が低く、共助の取組もなかなか進まない。

・大規模災害を想定しての実践的な防災訓練について、どのように実施すればよいかわからず、
支援が必要となっている。

・大阪府北部地震等で区の災害対策本部機能においても、関係機関との連携や職員の参集状
況に応じた実効性のある体制構築など対応すべき課題が見えてきた。

（防犯）
・街頭における犯罪の約７割を占める自転車盗のうち、約3割が無施錠であり、防犯意識がまだ

まだ低い。また、街頭犯罪の抑止には、防犯カメラのが有効であり、この間、設置を支援してき
ているが、引き続き、効果的な設置が必要である。

・自転車利用の適正化や交通ルールの順守に向けた交通安全の意識が十分広まっていない。

-２３-

◆相談支援機関（中央区）が自機関のみでは対応が難しいと感じている割合

よくあてはまる 5事業者 71.4%

あてはまる 1事業者 14.3%

無回答 0事業者 0.0%

あまりあてはまらない 1事業者 14.3%

あてはまらない 0事業者 0.0%

（平成30年9月調査）

◆健康寿命（平成27年）

男 女

大阪市 77.14歳 82.63歳

中央区 79.34歳 83.17歳

◆要介護認定率

平成28年 平成29年 平成30年

大阪市 23.7%

中央区 20.2% 20.4% 21.0%

24.1% 24.6%

（各年3月末現在、介護保険第1号被保険者分）



分析

（地域福祉）
・独居高齢者は家族や地域社会との接触やつながりが希薄となりがちであり、地域での見守り
が必要となっている。

・認知症に関する取組（予防、早期発見、容態に応じた医療・介護の提供）についての情報提供
が十分ではない。
・相談支援機関同士が連携して要援護者に対処する仕組みが十分でない。

・在宅医療・介護の連携によって具体的にどのようなメリット・効果があるのかが見えにくく、関係
者間のネットワークづくりと区民の理解が十分に広がっていない。

・介護予防の活動を日常的に実践する高齢者が限られており、必要性・効果を含め、広報・啓発
が必要となっている。

課題

（防災）
地域防災力の向上をめざして、とくにマンション居住者等への啓発を進めるとともに、区内全

地域での実効性のある避難所開設運営訓練等の実施支援や、避難行動要支援者支援の取組
など、自助･共助による取組の促進を図る必要がある。災害時の迅速な対応を可能にするため、
関係機関や事業所等との連携を強化するなど、区役所の防災対応力のさらなる向上を図る必
要がある。

（防犯）
・街頭における犯罪件数を減らすためには、被害に遭わないよう、防犯意識の向上を図るととも
に、防犯カメラの整備を計画的に進めることで、犯罪発生の抑止効果を高める必要がある。

・交通ルールの遵守や自転車利用の適正化が図られるよう、学校園をはじめとした、地域・学校
等で交通安全意識の一層の醸成を図る必要がある。

（地域福祉）
・高齢者が孤立せず、自分らしく安心して暮らし続けることができるよう、見守りネットワークを強
化するなど、地域主体のセーフティネットを充実する必要がある。
・要援護者の複合的な課題にも的確に対処できるよう、地域・行政・相談支援機関が一体となっ
て連携する仕組みづくりが必要である。
・認知症になっても安心して暮らし続けることができるよう、取組（予防、早期発見、容態に応じ
た医療・介護の提供）を充実するとともに、これらの取組について積極的に情報発信する必要が
ある。
・団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、高齢者や介護を必要とする方が医療・介護
サービスを受けながら安心して暮らせるよう、在宅医療・介護の連携による具体的なメリット・効
果を示しつつ、医療と介護が連携した支援ネットワークの充実、区民の理解促進を図る必要が
ある。
・介護を受ける状態にならないよう、いきいき百歳体操など予防の活動を区全体に広げていく必
要がある。

-２４-



【戦略３－１】
地域防災力の向上

めざす成果

《めざす状態》
自助・共助・公助の役割分担のもと、大規模災害時の防災対策が進んでいる状態

《成果目標》
・避難所開設運営訓練を継続実施した地域 25地域を維持

・自助・共助が重要であると認識している区民の割合 70％以上を維持

戦略

・区民等一人ひとりの災害への備え（自助）の充実に向け啓発を進めるとともに、各地域で行
われる避難所開設運営訓練等の実施を通じて、地域による安否確認や救護、避難所運営等
の取組（共助）の充実に向けた支援を行う。

・区役所の災害対策本部機能について、実効性のある訓練の実施や、防災関係機関との連
携強化等により、災害対応力を向上させる。

-２５-



戦略３－１の具体的取組

【３－１－１ 自助の取組啓発】

自助による取組推進を図るため区民への啓発を行う。とくに事業
所・高層マンションの多い中央区の特性から、事業所・マンション
住民向けの防災意識の啓発を推進する。

・防災出前講座の実施（10回）
・防災講演の実施（1回）
・広報紙を活用した啓発等（2回）

【業績目標】
自助による備えが必要だと考える
受講者の割合70％以上

【撤退基準】
上記割合が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(2月28日現在)：防
災出前講座実施16回（学校等2か
所・一般企業7か所・福祉施設4か
所、マンション管理組合2か所、地
域老人会1か所）

【３－１－２ 地域での共助の取組の推進支援】

地域における安否確認や避難所運営等の災害対策活動の促進
のため、自主防災組織等が実施する訓練等の充実に向け支援を
行うとともに、区内事業所等との災害時の連携・協力を強化する。

・避難所開設運営訓練の実施（全25地域）
・防災ワークショップの実施（3回）
・防災図上訓練の実施（3回）
・防災パートナー登録制度の周知（随時）
・地域防災リーダー訓練の実施（1回）

【業績目標】
訓練等が地域防災力の強化・向上
につながっていると考える訓練参
加者の割合70％以上

【撤退基準】
上記割合が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：（2月28日現在)
避難所開設運営訓練実施23地域

Ｈ29
決算額

4,521千円
Ｈ30
予算額

2,606千円
Ｈ31
予算額

2,476千円

-２６-

Ｈ29
決算額

4,521千円
Ｈ30
予算額

2,606千円
Ｈ31
予算額

2,476千円

【３－１－３ 区災害対策機能の強化】

区災害対策機能の強化のため、訓練等を充実し、区職員及び区
役所へ参集する市職員が迅速に災害対応業務が行えるようにす
るとともに、各防災関係機関等との連携強化を進める。

・区災害対策本部設置運用訓練の実施（2回）
・中央区防災関係機関連絡会の開催（1回）
・防災パートナー登録制度の周知（随時）（再掲）

【業績目標】
訓練等が区の防災力向上につな
がっていると考える訓練等参加者
の割合70％以上

【撤退基準】
上記目標が50％以下であれば事
業手法を再構築する。

【前年度までの実績】
平成30年度実績：区災害動員対象
職員研修・訓練1回（8月）/中央区
防災関係機関連絡会実施1回（6
月）/防災パートナー登録1カ所/福
祉施設との協定締結（3施設）

Ｈ29
決算額

4,521千円
Ｈ30
予算額

2,606千円
Ｈ31
予算額

2,476千円

【３－１－１の再掲】

【３－１－１の再掲】



-２７-

【戦略３－２】
街頭における犯罪の削減と

安全対策の推進

めざす成果

《めざす状態》
街頭における犯罪が発生しにくい環境が整備されるとともに、区民の防犯意識が高まり、まち

の安全性の向上が図られている状態

《成果目標》
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

ていると思う区民の割合 ８０％以上を維持

戦略

街頭における犯罪発生件数の約7割を占める自転車盗の減少を図るため、警察、地域と連携し、
二重ロック等の啓発活動を推進するとともに、街頭犯罪の抑止につながる防犯メラの効果的・計
画的な設置を進める。また、自転車により交通事故の増加傾向をふまえ、適正な自転車利用を
促進する。



戦略３－２の具体的取組

【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】

警察、地域とも連携しながら、街頭における犯罪発生件数の約7
割を占める自転車盗を中心に、防犯意識の啓発を進めるとともに、
自転車の交通事故防止の啓発、放置自転車対策の推進など、自
転車利用のマナー向上に向けた取組を総合的に実施する。

・自転車盗防止・自転車利用者のマナー向上啓発キャンペーン及
び防犯教室・交通安全教室の実施（犯罪多発地域、幼稚園、小学
校、中学校等：60回以上）
・放置自転車対策（ゆめまちロードキャンペーン：2回）

【業績目標】
防犯意識が重要だと思う区民の割
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29年度実績
・啓発キャンペーン 80回、ひったく
り防止カバー 824枚、

車内カラッポ宣言車シート 197枚

【３－２－２ 防犯カメラの設置支援】

犯罪の発生を抑止するため、防犯カメラを整備する。

・防犯カメラの設置支援 10台（200台設置の5カ年目）

【業績目標】
防犯カメラの設置が防犯意識の向
上につながると思っている区民割
合40％以上

【撤退基準】
上記目標が30％以下だった場合、
事業手法を再構築する。

【前年度までの実績】
防犯カメラ設置台数Ｈ30年度23台・
Ｈ29年度25台・Ｈ28年度25台・Ｈ27
年度110台（4年間累計 183台）

Ｈ29
決算額

1,736千円
Ｈ30
予算額

1,002千円
Ｈ31
予算額

4,659千円

-２８-

Ｈ29
決算額

2,395千円
Ｈ30
予算額

2,300千円
Ｈ31
予算額

1,000千円



-２９-

【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

めざす成果

《めざす状態》
要援護者について多方面から包括的な支援ができる体制が充実している状態

《成果目標》
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思う区民の割合

７５％以上を維持 （H29年度：74.8％）

戦略

高齢者や障がい者等誰もが安心して暮らし続けていけるよう、要援護者の把握に努めるととも
に、地域や介護・医療機関等関係機関との連携・協働を進め、認知症高齢者等の見守り活動や
介護予防の取組など、要援護者の複合的な課題に対応しながら、支援活動を総合的に展開する。



戦略３－３の具体的取組

【３－３－１ 見守りネットワークの強化】

高齢者や障がい者などの要援護者を把握するとともに、地域福祉
コーディネーターを活用して、必要に応じた見守り活動を行うこと
により、見守りネットワークの強化に努める。

〇「要援護者名簿」の作成・活用等による見守りネットワークの強
化
・見守り相談室で実施している「要援護者名簿」への掲載（新規
分）にかかる同意確認、孤立世帯等への専門的対応などの取組
を支援する。（実施事業者との調整会議：6回）

〇地域福祉コーディネーターによる見守り活動の強化
・要援護者名簿及び地域が保有する要援護者情報をもとに、地域
において見守り活動を行う。（区内17地域）

・専門家等による研修の実施や定期的に情報交換を行う場を設
けることによって、多様な課題に対応できるようにコーディネー
ターのスキルアップに努める。（研修会の開催：4回）

【業績目標】
地域福祉コーディネーターが受け
付けた相談件数 7,800件以上

【撤退基準】
上記目標が平成29年度実績（7,757
件）の20％減（6,205件）以下であれ
ば、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
・研修会の開催 6回
・活動報告会の開催 11回
・地域福祉コーディネーターによる
見守り対象者数 1,014人

（うち平成29年度中の新規見守り
対象者数 321人）
・相談件数 7,757件
平成28年度実績
・研修会の開催 7回
・活動報告会の開催 12回
・地域福祉コーディネーターによる
見守り対象者数 772人

（うち平成29年度中の新規見守り
対象者数 316人）
・相談件数 6,405件

【３－３－２ 総合的な相談・支援体制の充実】

相談支援機関（高齢福祉・介護・医療分野、障がい福祉分野、児
童・教育分野、生活困窮者支援）や地域との連携強化や、既存の
仕組みでは解決できない支援困難事例に対する分野横断的な課
題解決に向けた取組を行う。

・関係者に対する研修の実施（1回）
・「総合的な支援調整の場（つながる場）」の開催（1回以上）

【業績目標】
研修会の参加者へのアンケートで
「研修を受講して連携が強化され
た」と回答した割合が75％以上

【撤退基準】
上記アンケートの結果50％以下で
あれば、事業内容を再構築する。

【前年度までの実績】
新規

Ｈ29
決算額

17,967千円
Ｈ30
予算額

18,863千円
Ｈ31
予算額

18,933千円

-３０-

Ｈ29
決算額

ー 千円
Ｈ30
予算額

ー 千円
Ｈ31
予算額

ー 千円



戦略３－３の具体的取組

【３－３－３ 認知症施策の推進】

認知症の予防に努めるとともに、初期の段階での対応、徘徊によ
る行方不明時の早期発見のためのメール配信などの施策を推進
する。これら認知症施策の取組について積極的に情報発信し、区
民に総合的な案内・周知を行う。

・いきいき百歳体操の普及・啓発（随時）
・認知症講演会の開催（1回）
・認知症初期集中支援（中央区オレンジチームの支援として広報
紙へ掲載：1回）
・区ホームページ内への認知症情報サイトの立ち上げ、周知

（随時）

【業績目標】
講演会の参加者へのアンケートで
「認知症に関する理解が深まった」
と回答した割合が75％以上

【撤退基準】
上記アンケートの結果50％以下で
あれば、事業内容を再構築する。

【前年度までの実績】
平成30年度実績（2月末現在）
・いきいき百歳体操の普及 20グ
ループ
・認知症講演会の開催
・行方不明メール：協力者153名・事
前登録者39名

平成29年度実績
・いきいき百歳体操の普及 12グ
ループ
・認知症講演会の開催（9月）
・行方不明メール：協力者151名・事
前登録者32名（Ｈ30年3月末現在）

【３－３－４ 在宅医療・介護の連携推進】

区民や関係者に対して、在宅医療・介護の連携による具体的なメ
リット・効果を示し、必要性を啓発するとともに、「中央区在宅あん
しんマップ」により区内の関係施設等を検索しやすくするなど、区
民の利用や関係者の連携に役立つよう取り組む。

・在宅医療・介護連携推進協議会の開催（2回）
・在宅医療・介護連携施設マップシステムの更新（1回）
・区民向け講演会、関係者向け研修会の開催（各1回）
・在宅医療・介護連携の実例のホームページ掲載や啓発リーフ
レット作成
・健康展における啓発活動（1回）

【業績目標】
在宅医療・介護連携が図られてい
ると考える研修会参加者の割合
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
・在宅医療・介護連携推進協議会
の開催 2回
・在宅医療・介護連携施設マップシ
ステムの更新
・区民向け講演会、関係者向け研
修会の開催 各1回
・健康展における啓発活動

平成29年度実績
・在宅医療・介護連携推進協議会
の開催 2回
・在宅医療・介護連携施設マップシ
ステムの更新
・区民向け講演会、関係者向け研
修会の開催 各1回
・健康展における啓発活動

-３１-

Ｈ29
決算額

497千円
Ｈ30
予算額

462千円
Ｈ31
予算額

439千円

Ｈ29
決算額

ー 千円
Ｈ30
予算額

ー 千円
Ｈ31
予算額

ー 千円



戦略３－３の具体的取組

【３－３－５ 介護予防の推進】

生活習慣を見直し、健康づくりを促進するため、医師会等の関係
機関と連携・協働して健康展を開催するなど、区民の啓発に取り
組む。
また、「いきいき百歳体操」など、介護予防や健康づくりに資する
住民主体の通いの場づくりへの支援を行う。

・健康展の開催（1回）
・「いきいき百歳体操」及び「かみかみ百歳体操」の普及・支援
（DVDを活用した啓発、グループ立ち上げのサポート：随時）

【業績目標】
「いきいき百歳体操」の実施数 22
グループ以上

【撤退基準】
平成31年度中に実施数が増加しな
ければ、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
・健康展の開催 1回
・「いきいき百歳体操」の普及・支援
（2月末実施数 20グループ）

平成29年度実績
・健康展の開催 1回
・「いきいき百歳体操」の普及・支援
（年度末実施数 12グループ）

-３２-

Ｈ29
決算額

94千円
Ｈ30
予算額

110千円
Ｈ31
予算額

105千円



めざすべき将来像

・安心して子育てできる環境が整備されて、暮らしやすいまちだと感じて
いる状態
・学校園の実情や地域の特性をふまえ、「子どもの学び」が適切に応援
されている状態

現状・データ

（子育て）
中央区では、子育て世帯が増加傾向にあり、子育てに不安感を持っている世帯が多く、相談

件数も年々増えている。また、共働き世帯も増え、保育ニーズも高まってきており、保育所を確
保できるかどうかが切実な心配事になっている。

子育て支援・子どもの学び支援の推進

-３３-

総人口 89,147 92,779 95,800 97,175 98,424 （110.4%）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年（※増加率）

未就学児人口 4,086 4,382 4,626 4,725 4,810 （117.7.%）

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

◆中央区の人口の推移（各年3月末現在）

※増加率：平成26年度を100とした場合の増加率

◆中央区の待機児童数（各年4月1日現在）

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年平成26年

11 8 12 12 0

◆中央区の子育て支援室における相談受理状況（各年度末現在）

相談件数 383 383 409 449 530

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（うち虐待相談） 152 163 161 159 54

※虐待相談件数の集計方法の見直しに伴い、平成29年度の虐待相
談件数については、こども相談センターからの取扱歴照会件数を含
んでいない。

◆中央区の保育施設数、入所者数

平成28年4月1日 19 ヶ所 14 ヶ所 5 ヶ所 1,151 人

平成29年4月1日 24 ヶ所 16 ヶ所 8 ヶ所 1,291 人

平成30年4月1日 28 ヶ所 17 ヶ所 11 ヶ所 1,441 人

時点
認可保育施設等

在籍児童数
認可保育施設等

うち、認可保育所 うち、小規模保育事業所



現状・データ

（子どもの学び）
・平成27年4月より区長が区担当教育次長に位置付けられ、区において保護者・地域住民、校
長等の多様な意見・ニーズをくみ取り、学校・教育コミュニティの状況と進捗のモニタリングと、そ
の状況に応じたサポートを行う仕組み（分権型教育行政）が導入されている。

・人口の増加に伴い、区内の子どもの数が増加するとともに外国にルーツを持つ児童・生徒や
発達障がい等支援の必要な子どもたちが増えてきており、各学校共通の課題として、その対応
が急務となっている。

分析

（子育て）
核家族化、地域との関係の希薄化が進む中で、周囲に、身近に気軽に相談できる相手が少な

いことから、また、保育ニーズに対応した相談や情報提供が十分とはいえず、不安感を醸成し
ている。

（子どもの学び）

区内の子どもの数が増加するなか、外国にルーツを持つ児童・生徒や発達障がい等支援の
必要な子どもたちに、学校の取組だけで十分に対応していくことが難しくなっており、分権型教
育行政推進の観点から、区としての支援の実施も必要となっている。

-３４-

◆多様なニーズ意見をくみ取るための仕組み

◆区内の市立小学校在籍児童数の推移

（学校現況調査・各年5月1日現在）

平成26年 平成28年 平成30年（※増加率）

2,368 2,652 2,957 (12４.9%)

課題

（子育て）
すべての子育て世帯が安心して子どもを産み、育てられるよう、身近な地域で子育てを支援す

る活動を促進するとともに、様々な保育ニーズに対応した相談や情報提供を充実していく必要
がある。

（子どもの学び）

分権型教育行政の仕組みを活用し、地域の実情や学校園のニーズに応じ、区として、外国に
ルーツを持つ児童・生徒や発達障がい等支援の必要な子どもたち等への教育支援を引き続き
実施していく必要がある。

区教育行 政連 絡会 区内小中学校長との必要な連絡調整、意見交換等を行うための会議（区において開催） H26年度～

学 校 協 議 会 保護者や地域住民の学校運営の参画を促進し、よりよい学校教育を推進する会議（各校園において開催） H24年度～

区 教 育 会 議 保護者・地域住民等の参画のための会議（区において開催） H27年度～



-３５-

【戦略４－１】
地域ぐるみの子育て支援

めざす成果

《めざす状態》
地域において、いつでも気軽に子育ての相談ができ、子育てに対する不安感や負担感が減っ

て、安心して子育てができると感じている状態

《成果目標》
・子育てが地域の人に（もしくは社会で）支えられていると思う保護者の割合
７５％以上を維持 （H29年度：74.5%）

・持続的に待機児童が解消されている状態

戦略

子育てについて、いつでも気軽に身近で相談できるよう、地域主体の取組を支援するとともに、
認可保育所をはじめとする様々な保育ニーズに対応した相談・情報提供を充実する。



-３６-

戦略４－１の具体的取組

【４－１－１ 区、地域が連携した子育て支援】

子育て応援団の活動等、区民に身近な地域での子育て支援活動
を促進するとともに、区民の子育ての不安・悩みに対する相談・支
援体制を充実する。

・地域主体の子育て応援団の取組が充実するよう支援する。（支
援者研修：年3回、地域密着型ミニ講座等：13地域で実施）
・保育士・保健師・家庭児童相談員を区役所に配置し、必要に応じ
て地域にも出向いて相談を受ける。（随時）
・障がい相談や育成相談に対しては、家庭児童相談員が必要に
応じて子育て支援関係機関と連携し、相談内容に応じた支援を行
う。（随時）
・マンションに居住する親子を対象に、子育て支援情報や地域で
の様々な取組を紹介する場をマンション内で開催する。

（1か所以上）
・こども相談センターや地域における支援者等との連携強化を図
り、児童虐待の防止及び迅速な対応に努める。（随時）

【業績目標】
地域主体の子育て応援団の取組
に満足している参加者の割合
80％以上

【撤退基準】
上記目標が60％未満であれば、事
業を再構築する。

【前年度までの実績】
平成30年度実績
・地域密着型ミニ講座等の実施：13
地域

平成29年度実績
・支援者研修の実施：年3回
・ミニ講座等の実施：13地域

【４－１－２ 多様な保育サービスの提供】

保育所の待機児童ゼロを維持できるよう取り組むとともに、区民
の様々な保育ニーズに対応した相談・情報提供体制を充実する。

・引き続き、保育コンシェルジュ（利用者支援専門員）1名を配置し、
教育・保育施設や地域の子育て支援事業等をスムーズにご利用
いただけるよう、個別のニーズに応じた相談や情報提供を実施

（随時）
・企業主導型保育事業についての情報提供（12回）
・「中央区保活応援ひろば」（合同説明会）の開催（1回）
・区広報紙やホームページによる保育サービス情報の発信

（広報紙：2回 ホームページ：12回）
・子育て情報マップ「てくてくナビ」の作成

（日本語版：5,000部、英語版：500部）
・Twitterを活用した子育て情報の発信（随時）
・「わいわいねっと」新聞（中央区子ども・子育てプラザ発行）への
記事の掲載（12回）
・地域ふれあい子育て教室等の開催（50回以上）
・地域子育てサークルでの情報発信（6回以上）

【業績目標】
地域子育てサークルに参加した保
護者のうち、保育に関する必要な
情報が入手できていると思ってい
る方の割合 80％以上

【撤退基準】
上記目標が60％以下であれば、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 （H30.9月末現
在）
・保育コンシェルジュによる相談等
の対応件数 372件
・企業主導型保育事業についての
情報提供 6回
・「中央区保活応援ひろば」の開催
1回

平成29年度実績
・保育コンシェルジュによる相談等
の対応件数 760件
・企業主導型保育事業についての
情報提供 12回
・「てくてくナビ」の作成（日本語版：
5,000部、英語版：500部）

Ｈ29
決算額

467千円
Ｈ30
予算額

504千円 Ｈ31予算額 479千円

Ｈ29
決算額

467千円
Ｈ30
予算額

504千円 Ｈ31予算額 479千円

【４－１－１の再掲】



【戦略４－２】
子どもの学び支援

めざす成果

《めざす状態》
区内学校園、子ども・保護者や地域住民のニーズを把握し、学校園と連携しながら、子どもの教

育支援が行われている状態

《成果目標》
分権型教育行政の推進により、自校において、学校の実情に応じた教育が行われ、教育内容

がより充実したと思う区内小・中学校長の割合
２０２０年度（平成３２年度）までに５０％以上

戦略

分権型教育行政を推進し、学校園のニーズに応じ、各校園の取組や子どもの学びを支援する。

-３７-



-３８-

戦略４－２の具体的取組

【４－２－１ 分権型教育行政の効果的な推進】
保護者や地域住民の学校教育への参画を進め、その意向を学校
運営に反映し、地域の特性を活かした教育行政を推進する。また、
分権型教育行政の効果的な推進に向けて、具体的な取組を進め
る。

分権型教育行政の推進
・教育会議の開催（1回以上）
・区教育行政連絡会の開催：小中学校（各3回）、幼稚園（1回）
・区内18校園(幼・小・中・高）の学校協議会への職員の出席

（各3回）

分権型教育行政の理解促進に向けた取組
・教育委員会事務局兼務の区職員対象の研修（1回）
・区教育行政連絡会で小・中学校長向けの研修（1回）

【業績目標】
分権型教育行政の推進により
・自校において、学校の実情に応じ
た教育が行われ、教育内容がより
充実したと考える区内小・中学校
長の割合 40％以上
・委員を務める学校において、学校
の実情に応じた教育が行われ、教
育内容がより充実したと考える区
内小・中学校の学校協議会委員の
割合 40％以上
・ 区内において、学校、地域の実
情に応じた教育が行われていると
思う「保護者・区民等の参画のため
の会議」の委員の割合 40％以上

【撤退基準】
20％に達しなかった場合は、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
・教育会議の開催 1回（予定）
・区教育行政連絡会の開催 小中
学校 各3回、幼稚園 1回
・区内18校園の学校協議会への職
員の出席 各3回（予定）
・教育委員会事務局兼務の区職員
対象の研修（eラーニング） 1回（予
定）
・区教育行政連絡会で小・中学校
長、副校長・教頭向けの研修（e
ラーニング） 1回（予定）
平成29年度実績
・教育会議の開催 1回
・区教育行政連絡会の開催 小中
学校 各3回、幼稚園1回
・区内18校園の学校協議会への職
員の出席 各3回
・教育委員会事務局兼務の区職員
対象の研修（eラーニング）1回
・区教育行政連絡会で小・中学校
長、副校長・教頭向けの研修（e
ラーニング）1回

Ｈ29
決算額

― 千円
Ｈ30
予算額

― 千円
Ｈ31
予算額

― 千円
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戦略４－２の具体的取組

【４－２－２ 学校園のニーズに応じた教育支援】

学校園のニーズに応じ、区の特性や強みを活かした教育支援を
行い、学校園の取組や子どもの学びを支援する。

①発達障がいサポート事業の実施（12校園以上）、外国籍児童生
徒サポート事業の実施（8校以上）
・発達障がい等の行動面で支援が必要な子ども、また学習面でと
くに日本語の支援が必要とされる子どもに対し、サポーターを配
置し適切な支援を行う。

②子どもの英語力向上支援事業の実施、体力向上支援事業の実
施（各5校以上）
・学校園のニーズに応じ、区内小学校において民間事業者による
出張授業を行うとともに、中学生の英検受験料の助成を行う。

③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）
の実施（45回以上）
・学習塾等の民間事業者と契約を締結し、事業者が公共施設等を
活用し中学生の課外学習を支援することにより、中学生の学力の
底上げを図る。また、受講者が大阪市塾代助成事業を活用するこ
とにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る。

【業績目標】
①発達障がいサポート事業・外国
籍児童生徒サポート事業

事業が有効と考えている学校
園長の割合 80％以上
②子どもの英語力向上支援、体力
向上支援事業

事業の活用が、学校の教育力
向上に役立ったと考える学校長の
割合 60％以上
③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）

受講前より学校の授業がわか
るようになったと回答した受講者の
割合 50%以上

【撤退基準】
上記①の目標が50％以下の場合
事業手法を再構築する。
上記②③の目標が30％以下の場
合事業手法を再構築する。

【前年度までの実績】
【発達障がいサポート事業】
平成30年度実績
・幼稚園6園、小学校7校、中学校3
校で実施予定

平成29年度実績
・小学校7校、中学校１校で実施
サポーター数43名

【外国籍児童生徒サポート事業】
平成30年度実績
・小学校6校、中学校3校で実施予
定
平成29年度実績
・小学校6校、中学校2校 サポー
ター数22名

【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）】
平成30年度実績
・平成30年4月～平成31年3月まで
実施予定
平成29年度実績
・平成29年8月より30回実施
・ 受講前より学校の授業がわかる
ようになったと回答した受講者の割
合 100％

Ｈ29
決算額

3,669千円
Ｈ30
予算額

4,590千円
Ｈ31
予算額

4,700千円
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地域社会における住民自治の仕組みづくり

「市政改革プラン２．０」（平成２８年８月）「市政改革プラン

２．０（区政編）」（平成２９年８月）に基づく、区として進め

る取組について、次ページ以降（P４２～Ｐ４５）に記載してい

ます。

「市政改革プラン２．０」に基づく取組等

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

国民健康保険料の未収額の圧縮に向けた取組の強化

歳入の確保に向けた取組の強化
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〔１〕 地域社会における住民自治の仕組みづくり

（趣旨・目的）
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む。

（取組の概要）
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仕組みづく
りや活動に対する支援を行う。

（目標）
・地域活動協議会を知っている区民の割合

【31年度】 40％ （29年度14.4％）

＜その他市政改革プラン2.0（区政編）に関
する目標＞
・自治会・町会単位の活動に参加している区
民のうち、自治会・町内会単位の活動に対
する市からの支援が役立っていると思う区
民の割合
【31年度】 70％ （29年度62.1％）
・地縁型団体が行う活動に参加している区
民の割合
【31年度】 25％ （29年度19.3％）
・各団体により地域の特性や課題に応じた
活動が進められていると思う区民の割合
【31年度】 45％ （29年度36.5％）
・市民活動支援情報提供窓口への問合せ件
数【31年度 4件】 （29年度1件）
・地域活動協議会の構成団体が、自分の地
域に即した支援を受けることができていると
思う割合
【31年度】 95％ （29年度91.5%）
・地域活動協議会の構成団体が、地域活動
協議会に求められている準行政的機能を認
識している割合
【31年度】 97％ （29年度95.1％）
・総意形成機能を認識している地域活動協
議会の構成団体の割合
【31年度】 65％ （29年度55.7％）
・新たに地域活動協議会とNPO及び企業等
とが連携した取組を行った件数
【31年度】 5件 （29年度8件）
・まちづくりセンター等の支援を受けた団体
が、支援に満足している割合
【31年度】 90％ （29年度85.7％）
・派遣型地域公共人材の活用件数
【31年度 1件】（目標活用件数 １件）
・区が関与したＣＢ／ＳＢ企業件数及び社会
的ビジネス化事業の創出件数
【31年度】 3件 （29年度0件）

（取組内容）
・地域特性に即した地域カルテを更新 （1回以上）
・地域活動協議会の認知度向上に向けた情報発信

（広報紙 12回）
・地域を担当する職員に対してeラーニング

（受験率100％）
・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 （20地域）
・派遣の地域型公共人材に活用に向けた説明会の開催
（1回）
・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 （1回）
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〔２〕 区民が区政運営に参加・参画する仕組みのさらなる充実

（趣旨・目的）
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十分に果
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を実施する。

（取組の概要）
①区政会議の運営についての効果的なＰＤ
ＣＡの実施
②区政会議と地域活動協議会との連携
③意見やニーズの把握手法の多角化
④区政情報の発信

（目標）
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思う区政
会議の委員の割合 【31年度】 73％ (29年
度実績：63.6％）

＜その他市政改革プラン2.0（区政編）に関
する目標＞
・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
が行われたと思う区政会議の委員の割合

【31年度】 85％ （29年度実績：81.8％）
・地域活動協議会からの推薦を受けた区政
会議委員を引き続き選定

【31年度】 2名 （29年度実績：2名）
・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思う区民の割
合 【31年度】 40％（29年度実績：36.4％）
・区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）
に関する情報が、区役所から届いていると
思う区民の割合

【31年度】 48％ （29年度実績：42.1％）

（取組の内容）
①区政会議の運営についての効果的なＰＤＣＡの実施
・より活発な意見交換に向け区政会議運営上の課題把握
のためのアンケートを区政会議委員に対して実施（1回）
・アンケート結果に基づき会議運営の改善を図るとともに、
いただいた意見についての対応状況を区政会議において
提示（随時）
・区政会議における意見への対応状況（予算への反映状
況を含む）について、区政会議において説明（随時）

②区政会議と地域活動協議会との連携
・地域活動協議会から推薦を受けた区政会議委員の確保
（2名）

③意見やニーズの把握手法の多角化
・市民の声の受付（随時）
・広く区民から意見を聴く改善箱を設置し、対応状況等を
ホームページで公開（随時）
・区民モニターアンケートの実施（2回）
・アンケートの結果をホームページで公開（2回）
・SNSを活用した区民の意見やニーズの把握の検討（随
時）

④区政情報の発信
・地域活動の紹介記事を掲載（12回）
・広報紙の全戸配布（12回）
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〔３〕 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

（趣旨・目的）
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、24 区にお
ける事務レベルの底上げを図るため、区役
所事務について、計画的に標準化・ＢＰＲに
取り組む。

（取組の概要）
①区民に身近な総合行政の窓口としての機
能の充実
②庁舎案内や窓口サービスにおけるサービ
ス向上
③区役所事務についての標準化・ＢＰＲの計
画的推進
④自主的・自律的なＰＤＣＡサイクル徹底
⑤大阪市ICT戦略アクションプランに掲げる
取組の推進
⑥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

（目標）
「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
【31年度】☆☆以上 （30年度実績：☆☆）

＜その他市政改革プラン2.0（区政編）に関
する目標＞
・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
【31年度】 76％ （29年度実績：72.4％）
・不適切な事務処理事案の件数（公表ベー
ス）【31年度】発生件数ゼロをめざす。（29年
度実績：1件）
・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
【31年度】 85％以上 （29年度実績：
93.2％）

（取組の内容）
①区民に身近な総合行政の窓口としての機能の充実
・窓口や電話、インターネット等に対す適切な対応（随時）
・研修参加等による職員の課題解決力の向上（随時）

②庁舎案内や窓口サービスにおけるサービス向上
・フロアマネージャー連絡票の活用（随時）
・フロアマネージャー打合せ会の開催（12回）
・市民アンケートの実施（1回）
・市民サービス向上委員会の開催（24回）
・住民情報業務等窓口にかかる情報交換会の開催
（12回）
・来庁者等サービス向上研修の実施（1回）

③区役所事務についての標準化・ＢＰＲの計画的推進
・５S活動、業務の標準化の実施（随時）

④自主的・自律的なＰＤＣＡサイクル徹底
・所属内研修及びeラーニングの実施（1回）

⑤大阪市ICT戦略アクションプランに掲げる取組の推進
・庁外からのメール、スケジュールの確認の実施（随時）
・タブレット端末を用いた外国人、聴覚障がい者との円滑
なコミュニケーションの実施（随時）

⑥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
・課長級職員を対象としたコーチングスキル研修の実施
（2回）
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〔４〕 国民健康保険料の未収額の圧縮に向けた取組の強化

（趣旨・目的）
国民健康保険料の未収金対策を強化し、収
納率向上を図る。

（取組の概要）
きめ細やかな納付相談や納付督励に努める
とともに、負担の公平性・公正性を確保する
観点から、支払い能力があるにもかかわら
ず滞納がある債務者に対して差押などの法
的措置の徹底を図る。

（目標）
平成31年度収納率 86.20％ 参考平成29年
度実績85.90％

（取組の内容）
・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（随時）
・他保険加入者への届出勧奨など資格適正化の強化
（随時）
・口座振替勧奨の強化（随時）
・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（随時）

〔５〕 歳入の確保に向けた取組の強化

（趣旨・目的）
歳入確保に向けた取組を推進することによ
り、財源の確保を図る。

（取組の概要）
歳入の確保に向けた取組の強化

（目標）
【31年度】区庁舎等を活用した行政財産目的
外使用料収入等の歳入の増

（取組の内容）
歳入の確保に向けた取組
・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
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