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区役所における
自己評価

重点経営課題の実現に向けた各戦略の取組は概ね順調に進捗した

・めざす状態の実現に向けた戦略の有効性 ⇒ 全項目で「有効であり､継続して推進」

(1) 要援護者の把握・見守りの強化

(2) 地域で健康に暮らせる環境づくりの充実

重点経営課題 戦略の有効性評価戦 略

(1)地域防災力の向上

(2) 街頭における犯罪の削減

(3) 快適で魅力ある環境の創出

３ 安全・安心で快適なまちづくりの推進

５ いきいきと健やかに暮らしやすいまち
づくりの推進

４ 子育て環境・教育環境の充実

２ 地域社会における住民自治の拡充

(1)人が集い、にぎわうまちづくり
有効であり、
継続して推進

１人が集い、にぎわうまちづくりの推進

有効であり、
継続して推進

平成３０年度中央区運営方針に関する自己評価結果の総括

有効であり、
継続して推進
有効であり、
継続して推進

有効であり、
継続して推進

(1) 豊かなコミュニティづくりの促進

(2) 地域課題の解決に向けた多様な協働の促進

(3) 地域に根差した活動の活性化

(4) 多様な市民協働に対する支援

(1)乳幼児期の子育て支援

(2) 子どもの学びと成長の応援

(3) 「ひと・まち・まなび」をつなぐ生涯学習の推進

有効であり、
継続して推進



【経営課題１】人が集い、にぎわうまちづくりの推進

めざす状態
中央区内のイベントを効果的に連携させるとともに、に
ぎわい情報サイトを活用して積極的に発信することに
より、区内のにぎわいが創出されている状態

（戦略１―１）人が集い、にぎわうまちづくり
中央区のまちのにぎわいを創出するため、ミナミにおいて、地元商店会等と
のイベントの連携を行うとともに、商店会・企業等と協働し、観光・商業・歴史
等、様々な情報を総合的かつ効果的に発信する、にぎわい情報サイトの機
能拡充・積極的PRに努める。

取組の成果

・

平成３０年度の取組実績

① ミナミのにぎわい創出
 にぎわいスクエアの開催
平成30年７月14日（土）・15日（日）
場所：とんぼりリバーウォーク
来場者数：約42,000人（２日間）

② にぎわい情報の効果的発信
 官民協働の観光情報サイト
「大阪中心」を活用した情報の発信
平成30年度月平均閲覧ページ数： 40,146

にぎわいスクエアの来場者数

大阪を訪れた海外旅行者数
➡ 1,142万人（H30）7年連続増
そのうち、8割が大阪ミナミ・
心斎橋エリアを訪問

にぎわいが創出されて
いると思う区民の割合
➡ 65.4％（H30）

自己評価

商店会や企業等との連携・協働による戦略の取組は、にぎわいの創出に寄与しており、有効であると考える。今後も、
中央区の持つ商店会の魅力や歴史的・文化的資源等の情報を発信し、区全体でのにぎわい創出につなげていく。

24,000人

H26

42,000人

H30

３

指標：R2年度までに
H26年度実績の30％増

（31,200人）

平成３０年度予算 １２，０９０千円



【経営課題２】地域社会における住民自治の拡充

めざす状態
大きな公共を担う活力ある地域社会づくりを構築する
ため、人と人が出会いつながる機会を作り、地域コミュ
ニティの再生を促進することにより、身近な地域の中で
「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感
できる状態

（戦略２―１）豊かなコミュニティづくりの促進
より幅広い住民の参加のもと、地域の特性を活かしたまちづくりや生活課題
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。

取組の成果

・

平成３０年度の取組実績

人と人とのつながりづくり
 各地域の防災訓練において身近
な地域でのつながりづくりの大切
さを啓発（25回）

 地域のイベントや活動情報を区広報
紙に掲載（12回・毎月）

 Twitter等の媒体を活用した地域
情報の発信（1,519回）

身近な地域でのつながりに関して
肯定的に感じている区民の割合

自己評価

地域の活動情報の広報や、つながりづくりを進めるといった取組は、成果指標の状況を見ると、長い居住年数や年齢の
高い層では、浸透してきており、一方で、新規の居住者や若い年齢層では、低い水準となっているが、こうした層でも地域
のイベントなどの情報が届いている割合が上昇していることから、一定有効であると考える。今後も引き続き、成果指標の
達成に向けて、新規の居住者や若い年齢層をはじめ多くの人が、つながりづくりの大切さに気付き、興味を持ってもらえる
よう、様々な機会・媒体を活用し、積極的に広報・啓発を行っていく。 ４

H30

31.3％

平成３０年度予算 ８，９８２千円

40歳未満

H30：39.8％

H29：35.0％

指標：R3年度
までに40％以上

様々な取組に
関する情報が
区役所から届いて
いると感じる割合

区内居住年数
10年以上

44.2%

1年未満

19.6%

60歳以上

36.9%

40歳未満

25.5%



【経営課題２】地域社会における住民自治の拡充

めざす状態
地活協をはじめ、市民、ＮＰＯ、企業などの様々な活動
主体が互いに協働し、また、これらの主体と行政とが協
働して地域課題の解決向けた活動が行われている状
態

（戦略２―２）地域課題の解決に向けた多様な協働の促進
地域活動協議会（地活協）が地域住民に知られるよう支援するとともに、地活協に
対して、「準行政的機能」や「総意形成機能」が求められていることについて、地域
住民の理解が深まるよう働きかける。

地域ごとの特性や地域課題を把握したうえで、地域実情に応じたきめ細かな支援
を実施するとともに市民活動団体、企業等、行政といった多様な活動主体の情報
を把握、蓄積し、一元的に提供することで各活動主体間の連携・協働を促進する。

取組の成果

・

平成３０年度の取組実績
① 地域実情に応じたきめ細かな支援

 地域カルテの更新（1回）

② 地活協の認知度向上に向けた支援
 地域のイベント、活動情報を区広報紙に
掲載（12回・毎月）

③ 地活協の準行政機能、総意形成機能の趣旨についての理解度向上
の啓発
 地活協の意義と補助金に関する説明会の開催（5回）

④ 多様なネットワーク拡充への支援
 好事例を紹介する地活協活性化セミナーを開催（1回）

まちづくりに関する活動が、地
活協をはじめ様々な活動主体
の連携・協働で進められてい
ると感じる区民の割合

自己評価

地活協の認知度向上に向けた支援等多様な協働の促進の取組は、成果指標も上昇し、地活協を知っている区民の割合
が上昇していることからも有効であると考える。今後も引き続き、地域実情に応じたきめ細かな支援を実施する一方、地域
と情報を共有し、地活協等の活動紹介については、様々な機会・媒体を活用し、積極的に広報周知を行っていく。

５

17.5％

H28 H30

42.0％

14.4％

H29 H30

29.9％

地活協を知っている
区民の割合

地活協の認知度は
上昇してきている

平成３０年度予算 ５９，０５７千円

指標：R3年度
までに50％以上



【経営課題２】地域社会における住民自治の拡充

めざす状態
身近な地域課題をより多くの住民間で共有し、その解
決に向けた活動が活発に行われている状態

（戦略２―３）地域に根差した活動の活性化
・住民に最も身近な自治会・町内会単位の活動支援に取り組むとともに地域活動
の担い手の拡大を図るため、区民に対して地域活動の必要性や重要性を啓発し、
幅広い層の人たちに活動への参加を促す。

・地域の方々が感じている「やらされ感」「負担感」を解消し、問題意識や意欲を
もって活動していただけるよう取り組むとともに地域活動が形骸化することのない
よう、本来の活動目的を改めて確認するきっかけとなる機会づくりに取り組む。

取組の成果

・

平成３０年度の取組実績
① 自治会・町内会単位の活動への支援

 各地域の防災訓練において身近な地域でのつながりづくりの大切
さを啓発（全25地域）

② 担い手不足の解消に向けた支援
 地活協紹介パンフレットの作成支援（5団体）

③ 負担感の解消及び活動の充実に向けた支援
 市民活動総合ポータルサイトに関する情報提供（5回）

身近な地域団体等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感じている区民の割合

自己評価

地域活動活性化の取組は、各地域で地域の特性をふまえた様々な事業が活発に実施されていることや、成果指標が
上昇していることから有効であると考える。ただし、成果指標の状況を見ると、年齢の高い層の割合に比べ、若い年齢層
の割合が低い状況にあるため、今後も引き続き、成果指標の達成に向け、幅広い層の人たちが活動に参加できるよう、
地域団体等に対して誰もが気軽に参加できるための仕組や工夫についての情報提供を行い、各団体の持続的な活動を
促進していく。 ６

H30

36.5％

H29

40.5％

指標：R3年度
までに50％以上

平成３０年度予算 ― 千円

60歳以上

52.9%

40歳未満

26.3%



【経営課題２】地域社会における住民自治の拡充

めざす状態
地活協を核として様々な市民活動団体が幅広く参画し、
自律的に地域運営がなされている状態

（戦略２―４）多様な市民活動に対する支援
・様々な市民活動団体が幅広く参画する地活協の自律的運営に向けて、中間支
援組織と連携して支援するとともに市民活動を持続的に実施していくために必要と
なる自主財源の確保について、その手法のひとつであるＣＢ／ＳＢ※化、社会的ビ
ジネス化についての理解を促進し、活用に向けて的確に支援する。

・市民活動団体が求める地域資源情報や支援メニューの情報を収集・管理し、適
時・適切な情報を一元的に提供することで自律した地域運営を支援する。

取組の成果

・

平成３０年度の取組実績
① まちづくりセンター等による支援

 地活協の運営及び活動に対する支援
（全20団体）

② 派遣型地域公共人材の活用促進
 派遣型地域公共人材の活用事例を収集・
整理し、活用方策とともに情報発信（通年）
→ 派遣型地域公共人材の活用実績（3件）

③ 地域活動のCB/SB化、社会的ビジネス化の支援
 CB/SB化、社会的ビジネス化の機運を高める
ための説明会（5回 全20団体対象）
→ 大阪市ボランティア活動振興基金を
活用したNPO等への関与（5件）

自己評価

多様な市民活動に対する支援といった取組は、それぞれの地活協において、地域課題に応じた取組を行っており、成果
指標が達成されていることからも有効であると考える。今後も引き続き、市民活動団体が求める地域資源情報や支援メ
ニューについて、適時・適切な情報を一元的に提供することで自律した地域運営を支援していく。

７

様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を
形成しながら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ている区民の割合

H29

81.7％

H30

82.8％

指標：R3年度
までに50％以上

平成３０年度予算 １３，１３１千円

※「ＣＢ/ＳＢ」とは・・・

「Community Buisiness 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のビジネス。



【経営課題３】安全・安心で快適なまちづくりの推進

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

（戦略３―１）地域防災力の向上
・「地区防災計画」に基づき、区民等一人ひとりが災害時の備えができるよう、各地
域での避難所開設運営訓練の充実に取り組む。

・災害発生時の迅速な対応をめざし、区役所（区災害対策本部）の防災力の更な
る強化及び防災関係機関との連携の強化を図る。

取組の成果

・

平成３０年度の取組実績
① 地域自主防災組織の強化

 避難所開設運営訓練
（全25地域）

② 区防災力の強化
 区役所全職員による全体訓練（1回）

③ 防災関係機関との連携
 中央区防災関係機関連絡会（1回）

④ 防災パートナー登録事業所等の確保
 中央区防災パートナー登録事業所（2箇所）
（H３０年度末累計７箇所）

自己評価

全地域での避難所開設訓練等の取組は、防災力強化につながっていると感じている区民の割合が高いことからも有効で
あると考える。しかしながら、訓練への参加者の広がりが十分でなく、マンション住民の参加が課題となっている。今後も、
防災関係機関と連携した取組や、事業所・マンション住民への出前講座等による啓発を通じて、自助・共助による防災力向
上を進めていくとともに、区役所全職員参加の訓練等の実施など公助の強化にも取り組んでいく。

８

全２５地域で実施

指標：「地区防災計画」の改
訂や充実を図りながら、毎年
避難所開設訓練を実施

（全25地域）

訓練等が区の防止力強化につながって
いると感じる訓練等参加者の割合

98.3％

平成３０年度予算 ２，６０６千円



【経営課題３】安全・安心で快適なまちづくりの推進

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、区民の防犯意識の向上が図られている状態

（戦略３―２）街頭における犯罪の削減
・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、二重
に鍵をかけることの必要性について、「中央区安全なまちづくり推進協議会」を中
心とした啓発活動を推進する。

・また、増加傾向にあるひったくり及び車上ねらいについては、被害に遭わないよ
う、ひったくり防止カバーや車内カラッポ宣言車シートの普及など防犯意識のより
一層の向上に取り組む。

取組の成果

・

平成３０年度の取組実績
街頭における犯罪発生件数の削減

 啓発キャンペーン（122回）
 ひったくり防止カバー（752枚）
 車内カラッポ宣言車シート（53枚）
 防犯カメラの整備（23台）

Ｈ27年度 110台
Ｈ28年度 25台
Ｈ29年度 25台
Ｈ30年度 23台

自己評価

防犯啓発活動の実施や防犯カメラ整備等の街頭犯罪削減の取組は、防犯意識が向上したと感じている区民の割合が上
昇しており、街頭における犯罪及び自転車盗の発生件数は減少してきていることからも有効であると考える。今後も引き続
き、地域や関係団体と連携し、区民の防犯意識の向上を図ることで、「安全で安心して暮らせるまちづくり」を推進していく。

９

区設置
183台

H29

76.9％

H30

82.9％

指標：R元年度
までに50％以上

防犯意識が向上したと感じている
区民の割合

平成３０年度予算 ８，２５９千円

（単位：件）

H29 H30.12末

発生件数 1,876 1,568

（内自転車盗） (1,222) (1,077)

中央区の街頭犯罪発生件数

街頭における犯罪
発生件数は減少
している



【経営課題３】安全・安心で快適なまちづくりの推進

めざす状態
まちの清掃・美化活動、放置自転車に対する啓発活動
に地域住民や企業等が取り組んでいる状態

（戦略３―３）快適で魅力ある環境の創出
まちへの愛着を深め、まちづくりへの参加意識を高めるため、地域住民や商店会、
企業等のまちの清掃・美化活動を支援するとともに、新たな担い手を発掘する。ま
た、環境悪化の要因となっている放置自転車対策として啓発活動等を推進する。

取組の成果

・

平成３０年度の取組実績
① まちの美化の促進

 「橋洗いブラッシュアップ大作戦」
の実施（9回）

② 緑化の推進
 緑化講習会等の開催による人材育成（区民ボランティア27名）

③ 自転車利用の適正化
 街頭における交通安全キャンペーンを実施

④ 路上喫煙対策の強化
 戎橋筋・心斎橋筋地域を路上喫煙禁止地区に指定（H31.2.1）

⑤ 特定空家対策の推進
 通報・相談のあった全案件を調査し、必要な指導を実施
（改善済件数18件（うち解体5件））

自己評価

まちの清掃・美化活動や橋洗い、放置自転車対策等の快適で魅力ある環境の創出の取組は、魅力ある環境創出のため
の活動を行っている団体数が増えていることや、環境悪化の要因となる放置自転車の台数も減少してきていることから有
効であると考える。しかしながら、依然として放置自転車が多いことや路上喫煙などの課題があることから、今後も引き続
き、地域住民や商店会・企業等と協働し、取組を進めていく。
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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

H26

79団体

H30

88団体

平成３０年度予算 １１，１６３千円
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26年度実績の10％増

（87団体）



【経営課題４】子育て環境・教育環境の充実

めざす状態
子育てに課題や不安、悩みを抱える人たちが、地域に
おいて、いつでも気軽に相談できる状態

（戦略４―１）乳幼児期の子育て支援
子育て支援室や保育コンシェルジュなど、様々な課題やニーズに即した相談・支
援体制を強化するとともに、地域主体の取組を支援する。

取組の成果

・

平成３０年度の取組実績
① 相談援助による子育て支援

 子育てに関する相談受付（548件）
 個別ケース検討会議（20回）

② 待機児童解消に向けた保育サービスの充実
 保育サービス専門相談員による
相談対応（769件）

 保活応援広場の開催（1回、180名参加）

③ 子育て情報の発信
 保育サービスの情報発信
（区広報紙2回 ホームページ12回）

 「てくてくナビ」の作成
（日本語版5000部 英語版500部）

④ 子育てしやすい環境づくりの支援
 子育て応援団の子育て支援活動のサポート

自己評価

11

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

67.6%

76.5%

H30
待機児童数

H29.4.1 H30.4.1

12人

指標：持続的に
待機児童が解消
している状態

ゼ
ロ

H31.4.1

ゼ
ロ

乳幼児期の子育て支援の取組は、成果指標を達成しており、待機児童数が解消している状態を維持できているこ
とから有効であると考える。しかしながら、子育てに不安を抱える保護者が増え、子育てに関する相談件数が増えて
いることから、今後も引き続き、地域と十分に連携し、子育て支援活動を充実させるための取組を進める。

平成３０年度予算 ― 千円

指標：H30年度
以降75％以上



【経営課題４】子育て環境・教育環境の充実

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、健全
育成が行われている状態

（戦略４―２）子どもの学びと成長の応援
・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う。
・分権型教育行政を推進し、学校園の取組や子どもの学びを支援する。

・学校園・地域・家庭と連携しながら、様々な体験学習の機会を充実させ、子ども
の生きる力を育成する。

取組の成果

・

平成３０年度の取組実績
① 分権型教育行政の効果的な推進

 教育会議（1回）
 区教育行政連絡会
（小中学校 各3回、幼稚園 1回）

② 学校園のニーズに応じた教育支援
 発達障がいサポート事業、
外国籍児童生徒サポート事業

 子どもの英語力向上支援事業、
体力向上支援事業

 「寺子屋ちゅうおう」の実施

③ 青少年の健全育成
 青少年指導員によるスポーツ・体験
活動（10地域 各1回）

自己評価

学校園のニーズに応じた教育支援の取組は、成果指標を達成しており、区が独自に行っている発達障がいサポート事
業や外国籍児童生徒サポート事業に対する区内学校園長からの評価はいずれも90％以上と高いことから、有効であると
考える。今後も引き続き、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
学びを支援していく。
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100％

指標：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
より充実したと感じる区内小・中学校の

学校協議会委員の割合
R2年度までに50％以上等

指標：発達障がいサポート事業
・外国籍児童生徒サポート事業

事業が有効と感じている学校園長の
割合 目標70％以上 ➡ 95％

平成３０年度予算 ６，７９２千円



【経営課題４】子育て環境・教育環境の充実

めざす状態
区民が自らの学びを育むことにより、まちへの愛着や
誇りが高まるとともに、多様性が尊重されるまちづくり
が進んでいる状態

（戦略４―３）「ひと・まち・まなび」をつなぐ生涯学習の推進
区民が自らの学びを促進するとともに、多様性が尊重されるまちづくりを推進する
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。

取組の成果

・

平成３０年度の取組実績
① まちの歴史・文化を活かした生涯学習
の推進
 伝統芸能の実演・解説・体験・
連続講座の実施（4回、延べ参加者403人）

② 市民力を育む生涯学習の推進
 生涯学習ルーム交流会（1回）
 生涯学習講座（53講座、延べ参加者5,303人）
 生涯学習フェスタ（1回）
 生涯学習ルームギャラリー展（1回）

③ 多様性が尊重されるまちづくり
 憲法週間パネル展（1回）
 子ども、親子向け人権啓発事業（1回）
 人権講演会（1回）
 人権週間パネル展（1回）

自己評価

様々な区民の学び・交流・啓発の機会の提供による取組は、区内での生涯学習活動が活発に行われており、いずれも成
果指標を達成していることから、有効であると考える。今後も引き続き、様々な体験学習の機会の提供を通じて、子どもの
生きる力を育み、自己肯定的な意識をもって前向きに成長できるよう支援するとともに、「ひと・まち・まなび」をつなぐ生涯
学習を推進し、地域への愛着やコミュニティづくりに役立てていく。
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指標：伝統芸能に関する事業に参加した
区民のうち、「次回以降も参加したい」と
思う区民の割合
目標50％以上➡ 93.2％

85％

指標：「歴史・文化、まちづくり等について

学びが深まることで、区民の交流が進み、心豊か
で生きがいのあるまちづくりにつながっていると感
じる区民が増えている」と感じる人権啓発推進員と

生涯学習推進員の割合：R2年度
までに60％以上

平成３０年度予算 ４，２３２千円



【経営課題５】いきいきと健やかに暮らしやすいまちづくりの推進

めざす状態
高齢者や障がい者等をはじめとする要援護者について
多方面から包括的に見守りができている状態

（戦略５―１）要援護者の把握・見守りの強化
高齢者や障がい者等誰もが安心して暮らしていけるよう、要援護者の把握を進め
るとともに、地域や関係機関との協働により様々な見守り活動を展開する。

取組の成果
平成３０年度の取組実績
① 地域における要援護者の見守りネット
ワークの強化
 要援護者名簿に掲載されている新規
対象者（668人）のうち、同意を得て
地域や関係機関へ提供 （257人分）

 孤立世帯等へ見守り相談室による
訪問等による対応
（延べ相談件数：2092件）

 「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
（協力者登録数：182件、
利用希望者：42名）

② 地域福祉見守り活動の強化
 地域福祉コーディネーターへの相談
件数（8907件）

 地域福祉コーディネーターによる新規
見守り対象者（415人、累計1118人）

自己評価
要援護者の把握・見守りの強化の取組は、区内の見守りネットワークが機能しており、成果指標も目標の80％をほぼ達
成し、ここ数年は順調に高くなってきていることから、有効であると考える。一人暮らし高齢者等が増加してきている中、
今後も引き続き、地域と連携して、地域における要援護者の見守り活動などに取り組んでいく。
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写真

写真

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

74.3%

H30

79.4%

指標：地域福祉コーディネーターへの
相談件数 目標 6,500件以上

➡ 8,907件

平成３０年度予算 １８，８６３千円

指標：H30年度以降
80％以上を維持



【経営課題５】いきいきと健やかに暮らしやすいまちづくりの推進

めざす状態
健康的な生活が維持でき、高齢になっても安心して地
域で暮らせる支援体制が充実している状態

（戦略５―２）地域で健康に暮らせる環境づくりの充実
高齢者等が地域で安心して生活できるよう、在宅医療・介護連携に関する取組を
推進する。また、第１位の死因であるがんの早期発見を支援し、早期治療につな
げる。

取組の成果

・

平成３０年度の取組実績
① 在宅医療・介護ネットワークの充実

 在宅医療・介護連携施設マップシステム
の更新（1回、掲載226施設）
年間閲覧回数（対前年度比53％増）

 区民向け講演会、関係者向け研修会
（講演会61名参加・研修会47名参加）

② 健康づくりの促進
 健康展（来場者数260人）
 「いきいき百歳体操」の普及支援（通年）

③ がん検診・特定健診の受診率の向上
 区広報紙による日程案内（12回）
 総合がん検診（2回、受診者数287名）
 健康展等での啓発及び予約受付
 電子申請システムによる予約方法の導入

自己評価

地域で健康に暮らせる環境づくりの充実に向けた取組は、「いきいき百歳体操」の普及支援により、地域での実施グ
ループ数が着実に増加するとともに、がん検診受診率も向上し、健康面での支援体制が充実してきていると思う区民の
割合も目標を超えて上昇していることからも有効である。 引き続き、介護予防、疾病の早期発見、医療・介護連携を進
め、区民が健康で安心して生活できるよう取組を進めていく。 15

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

H30

58.7％

H29

指標：R元年度
までに50％以上

67.7％

いきいき百歳体操実施数
H29 12グループ
H30 20グループ

平成３０年度予算 ５７２千円

がん検診受診率（取扱医療機関を含む）


