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令和３年度中央区運営方針（案）のあらまし

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合い助け合う「ふれあい」あふれるまちの実

現をめざします。

区の目標（何をめざすのか）

令和３年度区運営の基本的な考え方

「にぎわい」と「ふれあい」あふれるまち、中央区をめざして、新型コロナウイルス

感染症の動向を注視しながら、従来の手法で実施が困難な取組は見直しを加え、感染

防止対策を適切に講じたうえで、各施策の趣旨が生かせるよう工夫して、次の取組を

実施していきます。

① 新型コロナウイルス感染症の影響で大きなダメージを受けている、まちのに

ぎわいを取り戻すため、コロナ後もにらみ、より多くの人がまちに関心をもち

訪れたくなるよう、商店会や企業等と連携・協働し、商店街や歴史的・文化的

資源等の魅力情報を積極的に発信するなど、区全体がにぎわうまちづくりを進

めます。

② 地域のふれあいや人と人とのつながり、絆づくりを推進し、地域コミュニ

ティの育成や自律的な地域運営の促進、生涯学習を通じた学びのコミュニティ

の形成、多様性が尊重される多文化共生のまちづくりを進めます。

③ 安全・安心で快適に暮らせるまちの実現に向け、自助や共助の充実等、防災

力の向上を図る。警察、地域と連携し、犯罪発生件数の多くを占める自転車

盗を中心に防犯意識を啓発する。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、見守り活動や認知症対策、介護予

防の取組を進めます。

④ 重大な児童虐待ゼロをめざし、関係機関・団体とのネットワーク拡大、虐待

リスクを抱える子どもや世帯を把握し適切に相談・支援する。安心して子育て

できるよう、マンション世帯へのアウトリーチを進めるなど相談・支援体制を

充実させます。様々な保育ニーズに対応した相談・情報提供を行います。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します。

⑤ 区民から信頼される区役所づくりとして、区政情報の効果的な発信、区民

ニーズを的確に把握し、区民サービスの向上と効果的・効率的な区行政の運営

を推進します。
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戦略 具体的取組

【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

【戦略２－１】

地域活動協議会による

自律的な地域運営の

促進

【２－１－１】区民の地域活動への参加促進

【２－１－２】自律的な地域運営の活動支援、

多様な主体による連携・協働の

促進

【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

【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

重点的に取り組む主な経営課題

【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。

【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、自律的な地

域運営が行われており、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

着や誇りが高められるとともに、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

尊重される多文化共生のまちづくりを進めます。

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、２０１５年９月の国連サミットで採択された「持

続課題に統合的に取り組むものです。可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記
載された２０１６年から２０３０年までの目標で、１７のゴールが設定されています。

中央区において、ＳＤＧｓの視点からの施策の見える化を図るため、各経営課題に、
対応するＳＤＧｓの「ゴール」を付記しています。
※ＳＤＧｓとは、「Sustainable Development Goals」の略称です。

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との関連について

-２- -３-



重点的に取り組む主な経営課題

【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

大規模災害が発生しても、被害が最小限に抑えられ、復旧・復興が速やかに開始される災害

に強いまちづくりが進み、住民・商店会・企業等と行政・関係機関との連携・協働により、防犯

意識を高め、安全・安心で快適に暮らせる環境が実現され、さらに、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。

【経営課題４】

子育て支援・子どもの学び支援の推進

地域ぐるみで子育てを応援する体制・環境が整備されるとともに、学校園の実情や地域の特性

をふまえ、子どもの学びを適切に支援するなど、安心して子育てができ、子どもが健全に育ま

れるまちづくりを進めます。

戦略 具体的取組

【戦略３－１】

地域防災力の向上

【３－１－１】自助の啓発強化

【３－１－２】地域における共助の取組推進の

ための支援

【３－１－３】区災害対策機能の強化

【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

【戦略３－３】

住み慣れた地域で安心

して暮らせる地域福祉

の取組推進

【３－３－１】新型コロナウイルス感染拡大防止に

向けた区民への広報・周知

【３－３－２】見守りネットワークの強化

【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

【戦略４－１】

地域ぐるみの子育て

支援

【４－１－１】重大な児童虐待「ゼロ」に向けた

取組

【４－１－２】区、地域が連携した子育て支援

【４－１－３】多様な保育サービスの提供

【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

-５--４-



（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

【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

にぎわいが区全体に創出されていると思う区民アンケート回答者の割合
➡ 令和４年度まで50％以上を維持（令和２年度：54.0％）

戦 略

・商店会・企業等と協働し、2025年日本国際博覧会の開催機運の盛り上げとも連動さ

せながら、総合的・効果的に中央区の魅力を発信

・「ミナミ」、「船場」等の地域のさらなる魅力向上の取組を官民協働で推進

・コロナ後をにらみ、まちのにぎわいを再び取り戻すためにも、まちの魅力情報やまち

の活性化につながる各種キャンペーン情報を発信

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

・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）

・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・ＰＲ（随時）

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

・にぎわい情報サイトで観光客に役立つ情報を掲載（随時）

関係団体等と連携し、地域資源を生かしたまちの歴史的・文化的魅力を体感できるイベントを
企画・実施する

・中央区見てある記事業の実施（２回）

➡ にぎわい情報サイト（ホームページ）のページビュー数の減少を、令和元年度実績（38,137件/月）の
25％ダウンまでに抑える

① 魅力情報の効果的な発信

② にぎわいスクエアを活用した、 にぎわいの創出
・にぎわいスクエア 10月開催

“デジタル版中央区にぎわいスクエア”を専用ホーム
ページやYouTubeに開設し、動画配信

とんぼりリバーウォークに大型スクリーンを動画ライブ配信
・中央区オリジナル動画の制作・配信

③ まち魅力アップ推進事業

中央区のまちのにぎわいを回復すべく、「ミナミ」「船場」地域をはじめとするまちの魅力
発信の取組を官民協働で進める
・まち魅力アップ推進事業の実施

➡ 効果的に官民協働の事業が行われ、「ミナミ」、「船場」等の魅力発信につながったと思う区民の
割合：80％以上を維持

令和２年度の取組（予定を含む）
具体的取組

「にぎわいスクエア」を開催し、中央区の魅力、元気を感じられる情報を効果的に発信する
・地元商店会等との連携・協力のもとイベントを開催（１回）
・にぎわいスクエアで区の魅力、区内イベント一覧を紹介、PR（１回）

➡ にぎわいスクエア参加者のうち、中央区のまちの魅力、元気を感じたと思う人の割合：80％以上

・令和元年度に作製した船場、道頓堀の魅力発信
パネルの貸出 （６件：２月末現在）、とんぼりリバー
ウォークに展示
・英・中・韓国語版パネルの作製
・中央区魅力アップ、元気アップ動画の制作

【R３予算額 13,177千円】
【R２予算額 13,177千円】

-６-

現状

‐７‐

（資料：大阪市経済戦略局）

（単位：台）

（資料：大阪市経済戦略局）

（単位：人）

中央区に訪れる外国人観光客数は大幅に減少
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（戦略２－１）地域活動協議会による自律的な地域運営の促進

【経営課題２】地域のふれあい、絆づくりの推進

めざす状態

地活協の構成団体が、地域特性に即した地域課題の解決に向けた取組が自律的に進め
られている状態にあると思う割合
➡ 令和５年度:90％以上を維持（令和２年度：93.9％）

戦 略

・マンション流入者等若い世代における地域への関心を高め、地域活動への参加を促進

・地域活動協議会の活動を効果的に支援し、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自律的な地域運営を促進

防災・防犯など安心安全なまちづくりにかかる取組及び地域福祉、子育て支援、地域
コミュニティづくりなどその他地域特性に即した地域課題の解決に向けた取組が自律
的に進められている状態

成果目標

【R３予算額 11,999千円】
【R２予算額 11,999千円】

・地域活動などに関する情報の広報紙への掲載 12回
・区ホームページ、チラシ等の活用による地域デビューの機会情報の
提供
・Twitterによる地域情報などの発信
・区民まつり（頑張ろう！中央区展）会場で地域活動団体をＰＲ
・区庁舎に地域活動協議会のパネルを掲示

① 区民の地域活動への参加促進

② 自律的な地域運営の活動支援、多様な主体による連携・協働の促進

・地域における担い手確保や人材育成等への助言・指導（随時）
・ＩＣＴを活用した情報発信に関する支援（全20地域）
・地域活動協議会活性化セミナー開催（１回）
・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（全20地域）
・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（全20地域）

具体的取組

マンション流入者等若い世代を含め、多くの住民に地域での人と人とのつながりや地域
活動への参加の重要性について広報・啓発を進める
・地域活動などに関する情報の広報紙への掲載（12回）、特集記事掲載（１回）
・区内新築マンションの新たな居住者に対する地域活動参加に向けた啓発物の作成

➡ 地域活動協議会を知っている区民アンケート回答者の割合：40％以上

令和２年度の取組（予定を含む）

各地域の実状に応じた地域活動協議会への支援をより効果的に行う
地域のつながりづくりの基盤となる自治会・町内会単位（第一層）への支援を行う

・地域における担い手確保や人材育成等への助言・指導
・マンション居住者等に対する地域団体加入促進の啓発支援（全20地域）

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
提供や、区役所と連携・協力協定を締結している各団体の協力を地域において活用する

・市民活動支援情報提供窓口活用に向けたPR（地域への説明の機会 全20地域）
・区役所と連携・協力協定を締結している各団体の活動の地域への活用（随時）

➡ 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：90％以上を維持

現状

‐８‐ ‐９‐

◆地域活動協議会を知っている区民の割合

（令和２年度区民アンケート調査）

地域活動協議会で利用できる各種制度

について説明

◆地域活動に参加している区民の割合

（令和２年度区民アンケート調査）

地域活動を知らない 27.1%

スタッフとして参加したことがある 5.7%
参加したことがある 17.0%

地域活動があることは知っているが参加したことがない 50.0%

【年齢別】
40歳未満 ・・・ 15.4％

【居住年数別】
1年未満 ・・・ 7.1％

知っている, 
39.8%

知らない, 
60.2%

知っている 知らない

【年齢別】
40歳未満 ・・・ 23.8％

【居住年数別】
1年未満 ・・・ 0.1％



（戦略２－２）学びのコミュニティの形成

【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とても思う生涯学習推進員の割合

➡ 令和３年度までに45%以上
（令和元年度：100％（とてもそう思う：43％、ややそう思う：57％））

戦 略

・生涯学習の活動や成果発表の機会の提供、区内の生涯学習活動のわかりやすく総

合的な情報提供などにより、学びのコミュニティづくりを推進

・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

区民が自らの学びを深めるなかで、区民の交流が進み、学びのコミュニティが形成され、

わがまち中央区への愛着や誇りが高まっている状態

成果目標

【R３予算額 1,073千円】
【R２予算額 1,103千円】

・生涯学習フェスタ １回
・生涯学習ギャラリー展（生涯学習
ルーム交流会含む） １回

① 市民力を育む生涯学習の推進

・伝統芸能の実演・解説・体験等の実施 ２回
「能 『難波』にまつわる“わがまち”再発見！」
「レッツゴー！おやこde文楽探検！」

-１１-

具体的取組

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
・生涯学習ルーム交流会、生涯学習フェスタ、生涯学習ルームギャラリー展の実施（各１回）
・中央区生涯学習区民会議メンバー間の情報、課題共有（１回）

活動の場・機会の情報を総合的に発信する
・中央区ホームページ等を活用した生涯学習情報の提供（10回）

➡ 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とても深まった」と回答した人の
割合：60％以上

② 歴史・文化を活かした生涯学習

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・ワークショップ等の実施（２回）
・「中央区まちのすぐれもん」活動を通じた歴史的・文化的魅力の紹介（随時）

➡ 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
とても深まった」と思う人の割合：65％以上を維持

令和２年度の取組（予定を含む）

-１０-

現状

令和元年度生涯学習ルーム開催状況
52講座（489回） 延べ4,760人



（戦略２－３）多様性が尊重されるまちづくり

【経営課題２】地域のふれあい、絆づくりの推進

めざす状態

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
➡ 令和３年度 75%以上（令和２年度：73％）

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

連携し、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推進

・外国籍住民への様々な情報提供やサポートを進め、地域住民の理解を深める多文

化共生の環境づくりに取り組む

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

【R３予算額 4,478千円】
【R２予算額 5,221千円】

・区人権啓発推進員学習会 ２回
・区内市立小・中学校で子ども対象の人権学習
（小学校６回、中学校１回実施）
<区民まつり>
・人権啓発コーナーの設置
<平和祈念>
・パネル展 １回
＜人権週間＞
・街頭啓発、講演会、パネル展

① 地域に根差した人権啓発の推進

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 ２回
・やさしい日本語を活用した情報発信研修
・やさしい日本語による区ホームページでの情報発信
・区役所の窓口・手続案内、記入例等の多言語チラシの作成
・地域住民と留学生等外国人住民との交流事業の実施
・外国籍児童生徒サポート事業
・外国籍や外国にルーツのある子どもの保護者等の
相談対応

-１３-

具体的取組

現状

外国人人口 7,398 7,600 7,611 7,962 8,583 9,119（123.3%）

令和２年（※増加率）平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

◆中央区の外国人人口の推移（住民基本台帳人口 各年3月末現在）

※増加率：平成27年度を100とした場合の増加率

国・地域別外国人人口（令和2年3月末現在）
中国 3,525人
韓国・朝鮮 2,750人
台湾 569人
フィリピン 523人 など

人権啓発推進員と連携し、様々な機会を活用して人権啓発を推進する
・区人権啓発推進員学習会の実施（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
・平和祈念： パネル展（２回）
・区民まつり： 人権啓発コーナー設置
・人権週間： 街頭啓発、講演会、パネル展

➡ 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：85％以上

外国籍住民への日本語学習の支援や、やさしい日本語、多言語による生活関連情報の
提供・発信を進める
・識字日本語交流教室の開催支援（随時）
・行政の窓口、手続きの案内等について、「やさしい日本語」や多言語による情報提供・発信

学校園に通っている外国にルーツのある子ども、保護者に対する支援を充実させる
・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回以上）
・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）
・外国にルーツのある子どもの保護者に対する、困りごとの相談対応、学校園の保護者説明会
等でのサポートの実施

・区主催イベントへの外国籍住民の参加（１回以上）

➡ 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：80％以上 等

-１２-

令和２年度の取組（予定を含む）

外国人住民も増え、多国籍化が進行
人口に占める割合９％
（市全体５％）

小学校での人権学習会

区人権啓発推進員学習会



（戦略３－１）地域防災力の向上

【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

・ 避難所開設運営訓練の25地域での実施（令和元年度23地域）
・ 自助・共助が重要であると認識している区民アンケート回答者の割合 90％以上を維持
（令和２年度：98.4％）

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推進

・大規模災害やコロナ禍にも対応し、地域による避難所の開設・運営や避難行動要支援

者の安否確認等の取組（共助）の充実に向け、実効性のある訓練の実施を支援

・区役所の災害対策本部機能（公助）について、大規模災害やコロナ禍にもより迅速に

対応できるよう、本部各班行動計画の実効性の確保など、さらなる機能向上を推進

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

【R３予算額 2,328千円】
【R２予算額 2,451千円】

・防災出前講座実施７回
(学校法人１か所、法人事業所２か所、地域団体等４か所）
・広報紙を活用した啓発 ３回

② 地域における共助の取組推進のための支援

・避難所開設・運営訓練実施４地域、感染
状況に配慮し、訓練を中止した地域に対し
ては、コロナ禍の避難所運営手法につい
て説明

・防災ワークショップの実施 ３回
・防災パートナー登録制度の周知(随時）

具体的取組

③ 区災害対策機能の強化

・コロナ禍に対応した区災害対策本部設置運用・
避難所開設運用訓練 １回（８月）
・中央区防災関係機関連絡会実施
・防災パートナー登録 ４か所

-１５-

① 自助の啓発強化

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回以上）、防災講演の実施（１回）
・広報紙を活用した啓発等（特集記事の掲載１回を含む）

➡ 防災出前講座及び防災講演の受講者のうち、自助による備えがとても必要だと考える人の割
合：75％以上を維持

避難所の開設・運営や避難行動要支援者の安否確認等、自主防災組織等が行う訓練の効
果的な実施を支援する
・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）
・地域防災リーダー訓練の実施（１回）

区内事業所等との災害時の連携・協力を強化する
・防災パートナー登録制度の周知（随時）

➡ 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：90％以上を維持

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
・区災害対策本部設置運用訓練の実施（２回）

各防災関係機関等との連携強化を進める
・中央区防災関係機関連絡会の開催（１回）

➡ 自分が行うべき災害対応業務について、対応できるようになったと思う訓練参加職員の割合：
90％以上を維持

現状

◆自助、共助による防災の取組が重要であると思う割合
◆これまでに地域の防災訓練（避難所開設・運営訓練）
に参加したことがある区民の割合

（令和２年度区民アンケート） （令和２年度区民アンケート）

令和２年度の取組（予定を含む）

-１４-

防災出前講座

思う, 76.1%

どちらかといえ
ば思う, 22.3%

どちらかといえば思わない, 
0.2%

思わない, 0.7% 無回答, 0.7%

参加したことが
ある, 15.6%

知っているが、
参加したことが
ない, 33.7%

知らない, 50.4%

無回答, 0.3%



（戦略３－２）街頭における犯罪の削減と安全対策の推進

【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

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アンケート回答者の割合
➡ 80％以上を維持（令和２年度：84.4％）

戦 略

・街頭における犯罪発生件数の約８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、二重ロック等の防犯意識の啓発を推進

・自転車による交通事故の増加傾向をふまえ、適正な自転車利用を促進

区民の防犯意識が高まり、街頭における犯罪が発生しにくい環境が整備され、まち
の安全性の向上が図られている状態

成果目標

【R３予算額 5,053千円】
【R２予算額 5,309千円】

・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 70回以上
・放置自転車対策「ゆめまちロードキャンペーン」の実施 １回

具体的取組

① 警察、地域と連携し、自転車盗難防止等、啓発活動の推進

街頭における犯罪発生件数の約８割を占める自転車盗を中心に、防犯意識の啓発を
進める
自転車の交通事故防止の啓発、放置自転車対策など、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
・広報紙、ホームページ、ツイッター等を活用した広報・周知（12回以上）
・ 街頭犯罪等削減に向けた啓発（自転車盗・特殊詐欺被害防止等）及び自転車利用者の

マナー向上啓発キャンペーンの実施（60回以上）
・防犯教室・交通安全教室の実施（幼稚園、小学校、中学校等：10回以上）
・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

➡ 防犯意識が重要だと思う区民アンケート回答者の割合：80％以上を維持

現状

-１７--１６-

令和２年度の取組（予定を含む）

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

防犯教室・交通安全教室

( 内自転車盗)

※各年１月～12月（令和2年は暫定値）

(1,077) (1,286) (1,008)

平成30年 令和元年 令和２年

中央区の街頭における犯罪発生件数〔市民局調べ〕

（単位：件）

発生件数 1,568 1,643 1,330
構成率 38.9% 38.3% 39.0%

(内自転車件数)

全件数 1,200

(467)

1,040 1,158

(398) (447)

中央区の自転車関連事故の全交通事故に占める 割合〔市民局調べ〕

（単位：件）

平成29年度 平成30年度 令和元年度



（戦略３－３）住み慣れた地域で安心して暮らせる地域福祉の取組推進

【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

高齢者・障がい者が安心して暮らし続けることができると思う区民アンケート
回答者の割合 ➡ 75％以上を維持（令和２年度：89.0％）

戦 略

・高齢者や障がい者等が安心して暮らせるよう、地域や介護・医療機関等関係機関との連携・

協働により、要援護者を把握し、見守り活動、認知症対策、介護予防の取組を推進

・コロナ禍では、高齢者等が感染により重症化しやすい傾向にあるため、感染しない、感染させ

ない注意喚起の情報を積極的に発信

・コロナ禍のもと、高齢者等における外出控えによる孤立化や体力の低下等の懸念にも留意し、

見守りや、介護予防活動が実施されるよう支援

要援護者に対し、見守りや多方面から包括的な支援が行われる体制が構築されている状態

成果目標

【R３予算額 20,339千円】
【R２予算額 20,372千円】

・見守り相談室と連携するための調整会議 ６回

・地域福祉コーディネーターを配置（17名）し、地域や

民生委員と連携した見守り活動を実施

・地域福祉コーディネーター連絡会・活動報告会 ９回、

研修会 ５回（令和３年１月末現在）

・地域福祉コーディネーターが受け付けた相談件数

➡ 8,271件（令和３年１月末現在）

具体的取組

① 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた区民への広報・周知

広報紙、ホームページ等を活用し、注意喚起や感染防止策、各種支援策等にかかるタイム

リーな情報を積極的に発信するとともに、問い合わせ、相談への対応等を行う

・広報紙、ホームページ、ツイッター等を活用した情報発信（随時）

・区民からの問い合わせ・相談対応（随時）

・地域活動等にかかる感染防止対策の周知（随時）

・外国籍住民に向けた積極的な情報発信（随時）

➡ 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた、情報が発信されていると思う区民アンケート回答者

の割合：60％以上

② 見守りネットワークの強化

-１９--１８-

要援護者を把握し、見守り相談室による専門的支援や地域福祉コーディネーターの見守り

活動を一体的に実施する

・見守り相談室と連携するための調整会議（６回）

・地域福祉コーディネーターを配置（17名）し、地域や民生委員と連携した見守り活動を実施

・地域福祉コーディネーター連絡会・活動報告会（6回）、研修会（４回以上）

➡ 地域福祉コーディネーターが受け付けた相談件数：7,500件以上を維持

令和２年度の取組（予定を含む）

現状

◆高齢者人口の割合（令和３年３月推計人口）

◆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）

◆中央区における後期高齢者の割合
（平成26年8月推計）

・区役所１階ロビーに新型コロナウイルス
感染症関連情報コーナーを設置

・広報紙、ホームページ、ツイッター等を活用した情報発信

・区民からの問い合わせ・相談対応

・地域活動等にかかる感染防止対策の周知 地域福祉コーディネーター連絡会

地域福祉コーディネーター研修会

65才以上人口 705,824人 16,617人

高齢化率 25.6% 15.8%

市全体 中央区

総人口 2,751,862人 104,855人

市全体（42.4％）



（戦略３－３）住み慣れた地域で安心して暮らせる地域福祉の取組推進

【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

③ 認知症施策の推進

・オレンジチームの活用について広報紙へ掲載 1回
・認知症施策推進会議（組織代表者級）の開催 ２回
・認知症高齢者支援ネットワーク連携会議の開催 ２回
・区ホームページの「認知症のことなら何でもサイト」を更新
・いきいき百歳体操の普及 22グループ
・行方不明メール：協力者188名・事前登録者67名

（令和３年２月末時点）
・オレンジチームへの相談件数

➡ （延）2,394件（令和３年２月末時点）

具体的取組

④ 在宅医療・介護の連携推進

・在宅医療・介護連携推進協議会の書面開催 １回
・在宅医療・介護連携事業者による新型コロナウイルス
意見交換会 １回

・在宅医療・介護連携施設マップシステムの情報更新、改善

⑤ 介護予防の推進

・「いきいき百歳体操」の普及・支援
22グループで実施

認知症の予防に努めるとともに、認知症の人を地域で支える活動の支援などを推進する。

・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）の広報・周知

・認知症カフェ等の紹介など、地域主体の活動の支援

認知症施策について区民に総合的な案内・周知を行う。

・区ホームページの「認知症のことなら何でも案内サイト」の内容更新・充実（随時）

・区認知症ケアパス（※）の内容をホームページに掲載

※認知症ケアパス：認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生した時に、いつ、

どこで、どのような医療や介護サービスを受ければよいか理解できるガイドブック

➡ オレンジチームへの相談件数 延1,500件以上を維持

在宅医療・介護連携のメリット・効果、必要性を啓発するとともに、「在宅あんしんマップ」

等により区民の利用や関係者の連携を促進

・在宅医療・介護連携推進協議会の開催（２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・介護連携施設マップシステムの情報更新

➡ 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

医師会等の関係機関と連携・協働して、区民の啓発に取り組む

・健康展の開催（１回）、健康講座の開催（１回）

介護予防や健康づくりに資する住民主体の通いの場に、より多くの人が参加し効果を実感

できる活動の支援を行う

・「いきいき百歳体操」「かみかみ百歳体操」の普及・支援

➡ いきいき百歳体操が筋力の維持増進につながっていると感じている体操参加者の割合：70％

以上

-２１--２０-

令和２年度の取組（予定を含む）

見守り声かけ訓練（桃園地域）

在宅医療・介護連携施設マップシステム

いきいき百歳体操



（戦略４－１）地域ぐるみの子育て支援

【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

・ネットワーク拡大などにより発見した、ネグレクト等虐待リスクを抱え継続的にフォロー、支援してい
く児童・世帯数 ➡ 令和４年度までに40件以上に
・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 （令和元年度：79.4%）
・待機児童が解消されている状態をめざす（R２年度：１人（４月１日時点））

戦 略

・重大な児童虐待ゼロをめざし、関係機関・団体とのネットワークを拡大・強化し、ネグレクト

等児童虐待リスクを抱える子ども、世帯を把握し、相談・支援を実施

・子育てについて、いつでも気軽に身近で相談できるよう、マンション子育て世帯等へ出向い

ての（アウトリーチによる）相談の機会づくりや子育て応援団等地域主体の活動を支援

・子育て支援の情報発信や、様々な保育ニーズに対応した相談支援体制を充実

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
感が軽減され、安心して子育てができると感じられている状態

成果目標

【R３予算額 10,193千円】
【R２予算額 11,692千円】

① 重大な児童虐待「ゼロ」に向けた取組

② 区、地域が連携した子育て支援

・中央区「こねっと★ほーむ」強化プロジェクトの実施
新たに６団体とネットワーク構築
23件を継続的にフォローし、相談・支援を実施
（令和３年２月末時点）

・要対協 12回
・個別ケース検討会議（随時）
・要対協登録件数：128件（令和３年２月末時点）
・要対協登録児童の終了件数：43件（令和３年２月末時点）

具体的取組

③ 多様な保育サービスの提供
・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」（インターネット等で情報提供）

１回（R２.８.11～９.23）
・保育コンシェルジュによる相談等の対応件数
➡ 1,035件（令和３年２月末時点）

ネットワークを拡大・強化し、ネグレクト等児童虐待のリスクを抱える子どもや世帯を把握
し適切な相談・支援を行う、中央区「こねっと★ホーム」強化プロジェクト等を推進する
・こども食堂等のこどもの居場所を提供している団体等との連携、ネットワーク強化（４団体以上

と新規に連携）

・訪問、面談、様々な相談機会の提供などにより状況確認を行う児童、世帯数（130件以上）

・学校園と連携した子どもサポートネット事業の開始

虐待通告を受理した際、緊急度や重症度に応じて、適切に対処する
・こども相談センターと連携し、児童の安全確認を実施（48時間以内）

・要対協（要保護児童対策地域協議会）：年12回

➡ 中央区「こねっと★ほーむ」強化プロジェクトで、相談・支援を実施し、継続的にフォロー、支援

していく児童・世帯数：30件以上

マンション子育て世帯をはじめ、子育てに関する不安や悩みを抱えている世帯の孤立感
や不安・悩みを軽減し、安心して子どもを育てることができる環境づくりを推進する
・地域主体の子育て応援団の活動支援（連絡会：３回、支援者研修：２回、地域密着型ミニ講座等：

13地域）
・子育て情報マップ「てくてくナビ」の作成（日本語版：6,500部、英語版：800部）
・大規模マンション集会所での相談会開催（６回以上）
・地域集会所等での、子育て応援団と連携した相談会開催（13地域）

➡ ・子育て応援団参加者において活動に満足している人の割合：85％以上 等

現状

令和２年度の取組（予定を含む）

-２２-

保育所の待機児童ゼロをめざし、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
・保育コンシェルジュ（利用者支援専門員）を1名増員し、２名体制に拡充
・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）
・「中央区保活応援広場（合同説明会）」(１回）
・Twitter及びFacebookを活用した保育サービス情報の発信（随時）

➡ 保育コンシュルジュ（利用者支援専門員）への相談のうち、保育等に関する相談
や情報提供が役立ったと思う人の割合：80％以上

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（うち虐待相談） 161 159 54 85 170

相談件数 409 449 530 548 585

◆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）

※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。

令和2年4月1日 34ヶ所 20ヶ所 14ヶ所 1,565人

1,441人
平成31年4月1日 32ヶ所 19ヶ所 13ヶ所 1,523人

1,291人
平成30年4月1日 28ヶ所 17ヶ所 11ヶ所

うち、小規模保育事業所

時点

平成29年4月1日 24ヶ所 16ヶ所 8ヶ所

認可保育施設等
認可保育施設等

在籍児童数うち、認可保育所

◆中央区の保育施設数、入所者数

・支援者研修の実施 １回
・地域密着型ミニ講座等の実施 13地域
・「てくてくナビ」の作成（日本語版：6,500部、英語版：600部）
・子育て支援室相談窓口チラシの配布
（３か月健診対象者12回、児童扶養手当受給者１回）
・マンション集会所での「パンジーひろば」の開催 １回 地域密着ミニ講座

オレンジリボンキャンペーン

-２３-



（戦略４－２）子どもの学び支援

【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

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・中学校長のうち「大いにそう思う」と回答
する小・中学校長の割合➡ 令和５年度までに70％以上を維持（令和２年度：80％）

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

学校園と連携しながら、区内学校園、子ども・保護者や地域住民のニーズが把握
できており、子どもの教育支援が適切に行われている状態

成果目標

【R３予算額 3,780千円】
【R２予算額 2,592千円】

・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 各１回
・学校協議会での意見の把握（会議出席又は書面による）

① 分権型教育行政の効果的な推進

② 学校園のニーズに応じた教育支援

【外国籍児童生徒サポート事業】
・小学校６校、中学校３校で実施、サポーター数29名
【発達障がいサポート事業】
・幼稚園６園で実施、サポーター数13名
（小中学校は特別支援教育サポーターに移管）
【子どもの英語力向上支援事業】
・年間21単位の出張授業を実施（小学校）
・英検受験料を中学校３校に助成（中学校）
【子どもの体力向上支援事業】
・年間39単位の出張授業を実施（小学校）
【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）】
・令和２年６月～令和３年３月まで実施（中学生）

具体的取組

保護者や地域住民の学校教育への参画を進め、地域特性を活かした教育行政を推進する
・教育会議の開催
・区教育行政連絡会の開催（幼・小・中）
・区内18校園(幼・小・中・高）の学校協議会での意見の把握

➡ 「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
学校長のうち「大いにそう思う」と回答する小・中学校長の割合：70％以上を維持

学校園のニーズに応じた、子どもの学びを支援する
・学習面でとくに日本語の支援が必要とされる小中学校の外国籍児童・生徒に対しサポーターを配置
・発達障がい等の行動面で支援が必要な幼稚園児に対し、サポーターを配置
・英語力向上に向け、区内中学校において、英検受験料を助成
・体力向上に向け、区内小学校に専門体育指導員を派遣
・学習塾等民間事業者による中学生の課外学習支援事業（寺子屋ちゅうおう）を実施

➡ 事業の対象となった児童生徒のうち、サポーターの手助けにより教科学習の理解が進んだと教員
が思う児童・生徒の割合：60％以上を維持（外国籍児童生徒サポート事業） 等

-２５--２４-

令和２年度の取組（予定を含む）

現状

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～

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～

2,503 2,652 2,819 2,957 3,134 3,361（134.3％）

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年（※増加率）

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）

※増加率：平成27年度を100とした場合の増加率

多様なニーズ・意見をくみ取るための仕組み

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




