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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」

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と安全対策の推進

(3)要援護者の見守り、総合的な支援、介護予防の推進

３ 安全・安心で快適に暮らせるまちづく
りの推進

４ 子育て支援・子どもの学び支援の推進

２ 地域のふれあい、絆づくりの推進

(1)商店会等との協働による、にぎわい魅力の創出、
発信

有効であり、
継続して推進

１内外から人が集う、さらなるにぎわいの
創出

有効であり、
継続して推進

令和元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

(1)人と人とのつながり・コミュニティづくりの促進

(2)学びのコミュニティの形成

(3)多様性が尊重されるまちづくり

(1)地域ぐるみの子育て支援

(2)子どもの学び支援

３

有効であり、
継続して推進



【経営課題１】内外から人が集う、さらなるにぎわいの創出

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

（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
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。

取組の成果

・

令和元年度の取組実績
① 魅力情報の効果的発信

 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
令和元年度月平均閲覧ページ数：38,137件

② にぎわいスクエアを活用した、にぎわい創出
 にぎわいスクエアの開催
令和元年７月13日（土）・14日（日）
場所：とんぼりリバーウォーク
来場者数：約44,000人（２日間）

③ まち魅力アップ推進事業
 道頓堀、船場の歴史、魅力をわかりやすく紹介したパネルを作成

パネル展 令和２年３月15日（日）から31日（火）
場所：区役所ロビー

にぎわいが区全体に創出されている
と思う区民の割合

パネル展を見た人のうち
道頓堀や船場地域の魅力
を感じ、誰かに伝えたいと
思う割合
➡ 80.4%（Ｒ元）

自己評価

「にぎわい情報サイト」の活用等により中央区の魅力を発信するとともに、「にぎわいスクエア」や「まち魅力アップ推
進事業」など、商店会や企業等と連携・協働した取組を推進し、にぎわい魅力の創出に成果をあげることができた。
しかし、年度末、新型コロナウイルスの影響により、まちのにぎわいは大きなダメージを受けたところであり、今後は、
感染の動向を注視しながら、商店会や企業等と連携し、まちへの関心を持続させ、感染が落ち着けば、このまちを再
び訪れたいと思ってもらえるよう、中央区の持つ魅力情報を発信していくことが必要。

31.9%

H30

４

令和元年度決算見込み １１，９３２千円

Ｒ元

目標：R4年度までに
H30年度数値の20％増

（38.28%）

48.1% にぎわいスクエア来場者数
Ｒ元 約44,000人
Ｈ30 約42,000人
Ｈ29 約40,000人



中央区魅力発信パネル ５

パネル展来場者の感想

 中央区の歴史がきれいにまとめてあったの
で見やすかった。

 わかりやすくてよかった。
 なつかしさが募る。昔のままのところを
探してしまう。

令和２年６月より、無償貸出をスタート
「大阪中心」でもＰＲ



【経営課題２】地域のふれあい、絆づくりの推進

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

（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
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。

取組の成果

・

令和元年度の取組実績

① 区民の地域活動への参加促進
 地域活動協議会（地活協）の取組などを区広報紙へ毎月掲載
 Twitterによる地域情報の発信
 地域団体等への加入促進パンフレット
作成の支援（6地域）

② 多様な主体による連携・協働の促進
 市民活動支援情報提供窓口活用に向けたPR、
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（20地域）

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

区広報紙等により、地活協の活動をPRし、その認知度も上昇してきているが、新たに転入したマンション居住者や
若い世代を中心に、人と人とのつながりづくりの大切さについての理解が十分に浸透しておらず、引き続き、こうした
層への広報・啓発を積極的に進め、地域活動への参加・参画を促進していくことが必要。また、コミュニティ活動の活
性化に向け、地域活動に関する情報の共有、発信を支援してきたことで、地活協を中心に活動は活発に行われてい
るものの、各地域においては、新しい担い手の確保、活動者の負担軽減、住民の地域活動の基礎的単位である自治
会、町会離れといった問題は依然として残っており、これらの課題に対応した取組を行うことが必要。 ６

Ｒ元

31.1％

令和元年度決算見込み １１，４６２千円

地域や団体が協力
し合って、地域活動
が進められていると
思う区民の割合

区内居住年数
　10年以上

42.7%
　1年未満

13.6%

　60歳以上
39.2%

　40歳未満
23.5%

目標：40％以上
を維持

Ｒ元 66.9%
Ｈ30 42.0%

地活協を知って
いる区民の割合

H29

14.4％
28.9％

R元



７による地活協の紹介区広報紙



【経営課題２】地域のふれあい、絆づくりの推進

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

（戦略２―２）学びのコミュニティの形成
生涯学習の活動や成果発表の機会を提供するとともに、区内の生涯学習活
動の場・機会の情報をわかりやすく総合的に提供していくなど、「学びのコ
ミュニティ」づくりを推進する。

また、区にゆかりのある歴史・文化の講座やワークショップ等の開催などを
通じ、地域に根差した学びでまちへの愛着や誇りを高める。

取組の成果

・

令和元年度の取組実績

① 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）

令和元年度生涯学習ルーム開催状況
52講座（489回） 延べ参加者数4,760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）
 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（9回）

② 歴史・文化を活かした生涯学習
 歴史・文化を学ぶ講座・ワークショップ等（成人向け）の実施（2回）
 伝統文化を学ぶ事業（親子向け）「こどももおとなも楽しめる
文楽のいろは」の実施（1回）

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

自己評価

生涯学習推進員と連携し、生涯学習の場・機会の提供や区ホームページ等を活用した総合的な生涯学習情報
の発信を積極的に行い、生涯学習活動の振興や活動を通じた学びのコミュニティづくりにつなげることができた。
また、歴史・文化を活かしたワークショップやこどももおとなも楽しめる「文楽のいろは」は参加者に好評を得、まち
への愛着を深めるきっかけとなった。今後も引き続き、より多くの人に生涯学習活動に参加してもらい、学びのコ
ミュニティづくり、わがまちへの愛着につながるよう、効果的な手法を検討し実施していくことが必要。 ８

Ｒ元

100%

令和元年度決算見込み ９５７千円

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

➡ 94.7％

目標：R2年度
までに60%以上 区民が地域の歴史・文化を学ぶ

ことが、まちへの愛着の醸成につ
ながっていると思う区民の割合
➡ 78.4％



文楽のいろは

参加者の感想

 子どもたちの公演に胸が熱くなりました。本
当にすばらしい教育だと思います。

 伝統芸能を知る、伝統芸能に触れる機会は
あまりないので、すばらしいと思う。

 こんなにすごい文化が中央区にあること
に驚きと親しみを感じました。

令和元年11月30日（土）
場所：高津小学校講堂
参加人数：129人
内容：①高津小学校「子ども文楽」

②「文楽」体験ワークショップ
③文楽座技芸員による
人形浄瑠璃文楽

９



【経営課題２】地域のふれあい、絆づくりの推進

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

（戦略２―３）多様性が尊重されるまちづくり
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。

取組の成果

・

令和元年度の取組実績

① 地域に根差した人権啓発の推進

 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
（小学校6校・中学校3校）

 区民まつりでの啓発（人権啓発チラシ、人権啓発コーナーの設置）
 人権週間での啓発（街頭啓発、講演会、パネル展の実施）

② 多文化共生に向けた環境づくり

 区人権啓発推進員学習会の実施（1回）
 パネル展の実施（1回）
 外国籍児童生徒サポート事業の実施（小中学校8校）
 人権学習会の実施 （小学校6校・中学校3校）

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

自己評価

人権啓発推進員と連携し、区民が多文化共生をはじめ様々な人権課題への理解を深めることができる人
権学習の機会を提供するとともに、小中学校における人権学習についても当初目標校数を上回り実施し、
人権意識の向上につなげた。多文化共生の環境づくりについては、区においてプロジェクトチームを設置し、
区として取り組むべき課題の洗い出しを行ったところであり、今後は取組の実施につなげるなど、引き続き、
多様性が尊重されるまちづくりを進めていくことが必要。 １０

令和元年度決算見込み ２，６９８千円

Ｒ元

目標：R2年度
までに60%以上

72%

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
➡ 78.6％

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

➡ 89.6％



１１

手話学習会

人権講演会盲導犬学習会

令和元年12月10日（火）
場所：J:COM中央区民センターホール
講師：ジェフ・バーグランド氏（京都外国語大学教授）
参加人数：200人
講演テーマ：異文化コミュニケーションのすすめ

参加者の感想

 異文化を理解する大切さに気付かせてもらった。
 お互いの文化をよく知り共生できたらいいなと
思った。

 障がいや異文化など、幅広い内容で考える
ことができた。



【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

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
・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。

取組の成果

・

令和元年度の取組実績
① 自助の取組啓発

 防災出前講座の実施(14回)
 区広報紙を活用した啓発(3回)

② 地域での共助の取組の推進支援
 避難所開設運営訓練実施（22地域）
 防災ワークショップの実施（5地域）
 防災図上訓練の実施（3地域）
 防災パートナー登録事業所（新規4カ所）
 地域防災リーダー訓練の実施（1回）
 津波避難訓練（１回）

③ 区災害対策機能の強化
 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）

自己評価

避難所開設訓練等は新型コロナウイルスの影響で中止となった地域を除き各地域で継続して実施されており、地域の
自主防災力向上につながっているが、参加者が広がり、実効性のある訓練となるようにしていくことが必要。事業所やマ
ンション住民が多い区の特性から、マンション住民や事業所に対し防災出前講座等を実施しているが、自助・共助の重要
性を、機会あるごとに多くの人に広報・啓発を行っていくことが必要。区役所においては、全職員が参加する防災訓練を
実施しているが、災害対応は自らの業務であるとの意識をもって、自ら何をなすべきかを考え行動できるよう訓練内容を
充実していく。 １２

訓練等が地域防災力強化・向上
につながっていると考える訓練
参加者の割合
➡ 94.4％

令和元年度決算見込み １，９８６千円

Ｒ元

目標：70%以上
を維持

99%
自助・共助が重要であると認識している区民の割合

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

新型コロナウイルス感染症の影響により
2地域で訓練を中止



１３

地域の防災訓練

区広報紙で自助・共助の重要性を啓発



【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

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

（戦略３―２）街頭における犯罪の削減と安全対策の推進
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。

取組の成果

・

令和元年度の取組実績
① 警察、地域と連携し、自転車盗難防止等、啓発活動の推進

 街頭犯罪等削減に向けた啓発キャンペーン（93回）
 自転車利用者のマナー向上に向けた啓発キャンペーン（5回）
 防犯教室、交通安全教室の実施（39回）
 放置自転車対策「ゆめまちロードキャンペーン」の実施（2回）

② 防犯カメラの設置支援
 防犯カメラの設置（10台）

Ｈ27年度 110台
Ｈ28年度 25台
Ｈ29年度 25台
Ｈ30年度 23台
Ｒ元年度 10台

自己評価

警察、地域と連携した防犯意識の啓発により、街頭における犯罪発生件数は全体として減少傾向にあるが、令
和元年の件数は平成30年と比べ、自転車盗等の増により総数も増えており、被害の約3割を占める無施錠である
自転車盗への啓発（ツーロックの取組等）を強力に進めていくことが必要。街頭犯罪等の抑止に有効である防犯カ
メラについては、予定どおり設置することができた。令和2年度でもって計画の200台設置が完了することとなるが、
令和3年度以降の防犯カメラに関する支援の在り方も検討していくことが必要。 １４

区設置
193台

Ｒ元

81.6％

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

令和元年度決算見込み ５，２８４千円
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防犯キャンペーン

交通安全教室 １５

自転車盗難防止啓発絵画作品展



【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

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

（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
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。

取組の成果
令和元年度の取組実績
① 見守りネットワークの強化

 地域福祉コーディネーターによる見守り対象者数（1,139人）
（うち平成31年度中の新規見守り対象者数 214人）

② 総合的な相談・支援体制の充実
 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）

③ 認知症施策の推進
 区ホームページ内への「中央区認知症のことならなんでも案内サ
イト」の立ち上げ（8月）随時更新中

 認知症講演会の開催（1回：9月）
 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区広報
紙に掲載

 行方不明者の捜索支援要請メール
（協力者187名・事前登録者55名）

④ 在宅医療・介護の連携推進
 在宅医療・介護連携協議会の開催（2回）
 「中央区在宅あんしんマップ」システムの更新（1回）
 在宅療養体験談を募集し、ホームページに掲載

⑤ 介護予防の推進
 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
「いきいき百歳体操」の実施数
（H30年度末20グループ➡R元年度末22グループ）

自己評価
地域福祉コーディネータの見守り、相談件数の目標も達成するとともに、総合的な相談支援体制として、地域・行政・相談支援機関が一
体的に支援する「つながる場」を構築した。認知症対策として、区ホームページに「認知症のことならなんでも案内サイト」を開設し、積極的
な情報発信に努めた。在宅医療・介護連携の取組として、関係者の情報共有や顔のみえるネットワークづくりを進めるとともに、実際の在
宅療養の体験談を募集・公表し、取組の意義・必要性をPRした。介護予防は、いきいき百歳体操の活動拡大を支援し、実施数の目標を達
成できた。また、令和2年3月に「中央区地域福祉ビジョン＜改訂版＞」を策定・公表し、今後、改訂ビジョンに基づき、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となるよう、総合的に施策の推進を図っていく。 １６

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

H30

79.4%

Ｒ元

87.5%

地域福祉コーディネーターへの
相談件数 目標 7,800件以上

➡ 8,092件

令和元年度決算見込み １９，４３１千円

目標：75％以上を維持

「中央区在宅あんしんマップ」を知って
いる区民の割合 ➡ 70.7％



１７

地域での見守り声掛け訓練

いきいき百歳体操

基本理念

だれもが自分らしく安心して暮らし続けられる地域づくり
×

増進型の地域福祉をめざす

【基本目標１】
ともに支え合い、助け合う地域共生社会の実現
（１）地域での人のつながり、絆づくりの推進
（２）支援を必要とする人の把握、見守り活動の充実
（３）地域ぐるみの子育て支援
（４）介護予防・認知症予防の推進
（５）多様な主体の連携・協働による地域福祉活動の促進
（６）災害時に備えた体制づくり

【基本目標２】
丸ごと、寄り添いの支援ができる地域包括支援体制の構築
（１）医療・介護等の連携による地域包括ケアシステムの充実
（２）認知症の人を支える取組の推進
（３）障がい者の相談支援体制の充実
（４）子育て・児童虐待の相談支援体制の強化
（５）総合的な課題を抱える人への総合的な相談支援体制の
充実

（６）権利擁護支援体制の充実

中央区地域福祉ビジョン＜改訂＞ 令和2年3月



【経営課題４】子育て支援・子どもの学び支援の推進

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

（戦略４―１）地域ぐるみの子育て支援
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。

取組の成果

・

令和元年度の取組実績

① 区、地域が連携した子育て支援

 マンション内において、子育て支援情報や地域での様々な取組を
紹介する場の開催（1か所）

 子育て応援団（13か所）の活動支援
 子育て応援情報Facebookを開設（Ｒ元.10）

② 多様な保育サービスの提供
 保育コンシェルジュによる相談等の対応件数（1,035件）
 「中央区保活応援ひろば」（合同説明会）の開催（１回）
 「てくてくナビ」の作成（日本語版：6,000部、英語版：500部）
 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）

自己評価

中央区では人口増に伴い子育て世帯が増加する一方、核家族化の進展、地域との関係の希薄化等により、子育て
に関する相談件数も年々増えているが、子育てが地域の人や社会に支えられていると感じる保護者の割合は79.4％
と高く、地域と連携した子育て支援の取組は有効であり、引き続き、活動を充実させていく。また、今後、とくに孤立し
がちなマンション世帯に対し、マンションへのアウトリーチを積極的に進め相談を受ける取組を進めていくとともに、重
大な児童虐待に陥らないようにするため、これまで以上に、関係機関・団体とのネットワークを広げ、ネグレクトなど児
童虐待のリスクを抱える子どもや世帯を把握し、適切に相談・支援を行っていくことが必要。 １８

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

Ｈ30
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目標：持続的に
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ロ
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令和元年度決算見込み ３８５千円

目標：75％以上
を維持

R元.4.1

1人

子育て相談室への
相談件数
Ｒ元 585件
Ｈ30 548件

増



１９

子育て応援団の活動
（地域で子育てサークル活動を展開）

保活応援ひろば
（区内の保育関係者が一堂に会し、情報
提供や相談等ができる機会を提供）

参加者の感想

 地域の人たちと結びつくイベントがうれしい。
 とても楽しく癒しの場です。
 子ども同士、親同士のコミュニケーション

づくりの場である。



【経営課題４】子育て支援・子どもの学び支援の推進

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

（戦略４―２）子どもの学び支援
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。

取組の成果

・

令和元年度の取組実績
① 分権型教育行政の効果的な推進

 教育会議の開催
（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催を中止し、
意見聴取のみ実施）

 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、

3回目は開催校のみ出席）

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の実施（15校園）、外国籍児童生徒サ
ポート事業の実施（8校）

 子どもの英語力向上支援事業
ネイティブスピーカーの派遣：7小学校
英検検定料の助成：3中学校

 体力向上支援事業
専門のスポーツ指導員を派遣：7小学校

 学力を向上させたいと思う中学生を対象に「寺子屋ちゅうおう」を
開講（45回）

自己評価

外国籍児童生徒の学習サポート、子どもの英語力・体力向上支援など、区の教育支援の取組は、区内小中学校長
からの評価もいずれも90％以上と高く、学校園のニーズに対応し有効であると考えられる、引き続き、分権型教育行
政の仕組を活用し、地域の実情や学校園のニーズを把握し、子どもの学びを効果的に支援していくことが必要。２０

Ｒ元 100％（思う：60％ やや思う：40％）

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
R2年度までに50％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

➡ 92.9％

令和元年度決算見込み ４，１７８千円
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教員から見た児童の反応について

英語力向上事業

２１

体力向上事業

教員の感想

 講師の先生の英語が聞きやすく、明るい雰囲
気だったので、児童たちは意欲をもって取り組
むことができていました。

 絵を使ってゲーム形式にしてくれたので、
わかりやすかった。

教員の感想

 指導後、明らかに走るフォームが変わった。
 子どもたちへの指示が的確でよかった。
 指導後も休み時間に児童が自ら行う姿が
見受けられた。
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