
重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ にぎわいと魅力あふれるまちづくり

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

地域の独自性を軸に、住民、企業等と連携協力して、集客力の高いイベントを実施し、活気とにぎわいがあふれるとともに、うるおいとみどりのある
美しいまちを実現することで区の魅力を高める。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・地元団体や企業等と連携し、当区が主催・共催実施した各種イベントの平成28年度来客数は51,000人を超過した。
　（区が協力した民間主催のイベントを含めると145,903人を超過）
■主催・共催イベントの来場者数

　

■行政面積に対する公園・緑地面積の占める割合
　　　　　　　福島区内：2.64%
　　　　　　　(大阪市内：3.64%）（H29.3.31現在）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

隣接するキタには多くのビジターの集客があり、そのビジターを住民や企業等と一体となって、福島区に回遊させることができる新たな魅力づくりに
取り組む必要がある。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

区の玄関口となる駅周辺や水辺など、にぎわい創出の拠点となるエリアにおいて、住民や企業等と連携して区の魅力発信につながるイベント等を
開催し、集客力の強化を図る。さらに、マスコミ等と連携した効果的な広報を行うことで区の知名度を高めていく。

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

イベント名 26年度 27年度 28年度

のだふじ巡り 3,500 4,326 25,519
阪神野田駅前広場イベント(ノダヤオンほか) 1,355 995 1,755

ほたるまちジャズライブ 1,300 1,500 1,800

ふくしま水辺フェス 3,100 6,150 920

ざこばの朝市 25,843 31,445 19,090

その他 2,000

合計 35,098 44,416 51,084
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計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

区の玄関口となる駅周辺や水辺等、にぎわい創出の拠点となるエリアに
おいて、区の魅力発信につながるイベント等を開催し、集客力の強化を
図る。

住民や企業等と連携して、区内各所に点在する区の花「のだふじ」を活
用したイベントの実施や、名所旧跡を案内する『観光案内板』の設置、ま
た、区の主要ターミナルである野田阪神駅前周辺地域の活性化に向け
た駅前広場の活用や、「ざこばの朝市」などの各種イベントの実施、水辺
活性化事業として中央卸売市場前港に開設した「おおさかふくしま・中之
島ゲート海の駅」周辺の魅力向上など、エリアをさらに魅力あるものとす
る。さらに、マスコミ等へイベントの情報提供を積極的に行い、効果的な
広報周知を図る。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

平成33年度までに、区主催・共催イベントの来場者数を26年度の2倍増
にする(3.5万人⇒7万人)

めざす成果及び戦略　３－１ にぎわいと魅力あるまちづくり

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

区の拠点となるエリアをさらに魅力あるものとするため、集客力の高いイ
ベントをはじめ次の取り組みを実施する。
・「のだふじ」の観賞スポットとして下福島公園の藤棚を再整備したこと
で、区の花「のだふじ」を活用したイベントの充実実施(年1回)
・名所旧跡を案内する『観光案内板』の設置(1個所)
・区の主要ターミナルである野田阪神駅前周辺地域の活性化に向けた駅
前広場の活用(ノダヤオンほか 年50回以上)
・ほたるまちジャズライブ(年1回)
・イベントリーダー養成講座(年8回)
・水辺活性化事業として中央卸売市場前港にオープンした「おおさかふく
しま・中之島ゲート海の駅」を活用した催し(年1回以上)
・「ざこばの朝市」(年4回)
・地域住民や団体との連携協力による、地域イベント等への参加や広報
周知(商店街イベント（夜店）：年4回、地域の祭りなど）

・イベント開催回数：年6回以上／およそ2カ月に１回、来場者数：60,000
人／イベント来場者を対象としたアンケート調査により、「また来たい」と
の回答：90％以上
【撤退基準】イベント来場者数が目標の半数未満(25,000人)、もしくは同
上アンケート調査の結果、「また来たい」との回答が50％未満であれば事
業を再構築する。

前年度までの実績

平成29年度イベント来場者数（10月1日現在）
のだふじ巡り2017：32,175人、ノダヤオン：1,055人、ほたるまちジャズライ
ブ1,800人、ざこばの朝市：11,394人(2/4回)
平成28年度イベン来場者数
のだふじ巡り2016：25,519人、ノダヤオンスペシャルライブ300人、ふくしま
水辺フェス920人、ノダヤオン：1,455人、ほたるまちジャズライブ1,800人、
OSAKA水都フェスティバル2016：2,000人、ざこばの朝市：19,090人
イベント来場者を対象にしたアンケート調査：「また来たい」との回答した
割合　92％

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組３－１－１ 　福島区のにぎわいづくりのための事業

28決算額 3,132千 29予算額 3,245千 30算定見込み額 8,439千

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
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具体的取組３－１－２ 　水辺活性化事業（「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」運営）

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

　「海の駅」事業におけるインフラ整備を完了し、平成30年度は「海の駅」
来客数：年間40,000人以上をめざし、将来的には年間5万人以上の集客
をめざす。
【撤退基準】
・運営事業者が撤退した場合には、撤退。
・「海の駅」来客数20,000人以下であれば、更なる周知啓発を含めた事業
展開を再構築する。

前年度までの実績

28決算額 928千 29予算額 7,865千 30算定見込み額 11,673千

水辺エリアの魅力を高め多くの市民やビジターを集客し、恒常的なにぎ
わいづくりを図るため、安治川右岸の中央卸売市場前港周辺エリアにお
いて、都心では全国で初めてとなる「おおさかふくしま・中之島ゲート海の
駅」を平成29年3月26日に開設し、平成29年6月には運営事業者により水
上レストランをオープンした。今後、さらなるエリアの魅力アップに取り組
む。

・水辺活性化事業として中央卸売市場前港にオープンした「おおさかふく
しま・中之島ゲート海の駅」を活用した催し(年1回以上)　（再掲）
・「ざこばの朝市」(年4回)　（再掲）

・平成29年6月、運営事業者が水上レストランをオープンし、バーベキュー
施設などのハード・ソフト両面の整備に着手
・平成29年3月、「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」を開設
・平成28年7月、「海の駅」認定に必要なインフラ整備完了要件の一つで
ある「来訪者が利用できるトイレ」を設置
・平成28年2月、都市・地域再生等利用区域（準則特区）指定
・平成27年8月、「海の駅」運営事業者決定

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
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自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組３－２－１ 花とみどりのまちづくり事業

28決算額 882千 29予算額 1,010千 30算定見込み額 627千

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・緑化リーダー(ボランティア)と協働で種から花苗を育て、公共空間等に
花を設置し管理する。
種植え回数：2回(計20000粒の育成、設置)
・区民の緑化活動のきっかけ作りを目的として、区民へ花苗をプレゼント
を実施する。
花苗プレゼント：2回
・区役所前花壇の維持管理を行い、来庁舎にうるおいのある空間を提供
する。
区役所前花壇の植替え：2回

左記取組に対する区民の認知度：50％以上(区民モニターアンケート)
【撤退基準】
区民モニターアンケート調査の結果、認知度が30％未満であれば事業を
再構築する。

前年度までの実績

平成29年度
・緑化リーダーによる春植えの花の出荷(6,785株)、秋植えの花の出荷(平
成29年10月現在育成中)
・花苗プレゼント　2回（予定）
・区役所前花壇　植替え2回(夏・冬)
平成28年度
取組に対する区民の認知度：39.6％

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

めざす成果及び戦略　３－２ 花とみどりのまちづくり

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

区民自らが育てた花をまちなかに植えることにより、区民がうるおいとみ
どりのある美しいまちと感じられるようにする。

区民が自分たちの手で種から花を育て、その花をまちなかの駅前広場や
公園、区役所といった公共施設等に植えることにより、きれいな暮らしや
すいまちにし、愛着を深めながら、自主的なまちづくりへの参加意識を高
め、うるおいのある美しいまちづくりを進めていく。また、市民活動団体が
中心となった緑化活動を通じて、地域コミュニティの活性化を図る運動を
支援する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

緑が増えたと感じる区民の割合：平成33年度までに50％以上(区民モニ
ターアンケート)


