
【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【自助・共助を担う地域力と、にぎわいのある元気なまち】

計
　
画

【主なSDGｓゴール】

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＞

多様な主体による地域コミュニティの活性化を支援し、地域において自助・共助を担う豊かなコミュニティと、公助を担う行政が連携・協働を進める
ことで、地域課題の解決に取り組むとともに、にぎわいのある元気なまちをめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・地域活動協議会が区内17地域で設立されている。
・地域活動協議会に対し区内の行政情報や地域活動に関する情報提供を行っている。
・地活協の意義や地活協に求められる準行政的機能や総意形成機能について、地活協構成団体の理解が促進されているものの、理解度はそれ
ぞれ82.1％、71.9％にとどまっている。
・区役所に地域づくりアドバイザーを配置し（３名）、地域活動協議会による積極的・自律的なまちづくり活動を行えるよう、学習会の開催、情報発
信の支援など、地域の実情に応じた効率的かつ効果的な支援を行っている。
・東日本大震災では被災した企業や直接被災していない企業においてもサプライチェーンの影響で事業を継続できずに多くの連鎖倒産を招き、著
しい地域力の低下とまちのにぎわいが喪失されたが、特に中小企業のBCP策定率は16.9％と低い。
　（中小企業庁編「2019年版中小企業白書」）

区民アンケート（平成29年度・平成30年度・令和元年度）
・住んでいる地域で、日頃から、ご近所どうしで「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」が行われていると感じる割合　　平成29年度47.8％
平成30年度45.3％　令和元年度47.4％
・地域活動への参加状況　参加している　平成29年度27.5％　平成30年度23.1％　令和元年度26.4％
・地域活動協議会を知っている人の割合　平成29年度23.4％　平成30年度35.0％　令和元年度41.3％
・地域団体や大学などの教育機関、区民、企業、ＮＰＯなどいろんな方々が連携、協働していると感じる割合　平成29年度34.6％　平成30年度
29.5％　令和元年度29.7％

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

・地域活動協議会が区内17地域で形成され７年が経過したが、活動が充実し、会計処理、広報活動等が出来ている地域活動協議会と、これらが
十分ではない地域活動協議会の差があり、今後は全ての地域での活動を活発にする必要がある。また、全ての地域活動協議会において、新しい
担い手が不足していると感じており、担い手の育成と発掘が課題である。
・地活協の意義や求められる機能について、理解を促進するための取組が十分ではないと考えられる。
・アンケートでは、地域活動協議会を知っている人の割合は令和元年度は平成30年度と比べて増加しており、これまでの取り組みが一定の効果
をもたらしていると考えられる。
・地域団体や市民、NPO、企業などの連携・協働によるまちづくりを実感する割合と地域活動への参加状況は令和元年度は平成30年度と比べて
微増しているが、平成29年度の数値には届いていないため、引き続き区内のイベントや地域資源の魅力を効果的に発信していく必要がある。合
わせて、参加者から担い手になっていただくよう、引き続き取り組みを進めていく。

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

・地域活動協議会による積極的・自律的なまちづくり活動を行えるよう、地域の実情に応じた効率的かつ効果的な支援を行う。
・地活協の意義や求められる機能について理解が深まるよう、積極的な働きかけや情報発信を行う。
・担い手の固定化・高齢化が顕在化している一方で、地域活動に参加していない理由として時間の都合がつけられないから、どんな活動をしてい
るか知らないからという意見が多くあるため、スポット的に参加できる地域活動の発信等、広報に工夫が必要。
・地域活動を持続的に行うために自主財源の確保を行う必要があるが、具体的な事例紹介を通じて取り組みやすいことから始められるよう支援が
必要。
・地域と企業等が交流できる場が少ないため、場づくりが必要。
・住民しか知らない区内に埋もれている魅力等の発見・発信を通して、東淀川区への愛着を持つ区民等が増え、新たな地域づくりの担い手となる
ような仕掛けが必要。
・住民・企業・学生・行政が連携して、地域に埋もれた魅力を発掘することや、区内企業・事業所のＢＣＰ策定の推進など、様々な活動を通じて、日
常から協力し合える仕組みを構築し、地域力の向上と魅力あるまちづくりをめざす。

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

地域活動協議会が設立されて８年目となり、引き続き効果的な支援、情報発信、つながりの場づくりを軸に、コロナ禍という情勢も踏まえ、新しい
取組を検討・実施してきた。地域活動に参加していない理由として「時間の都合がつけられないから」「どんな活動をしているか知らないから」、とい
う意見が挙げられる。これに対し、現活動者に、若い世代に最も有効な広報手段と考えられるオンラインの活用方法を知ってもらい、活動の幅を
広げるため、今年度は大学連携を活用したスマホLINE講座を開催した。今後も広報講座の開催や、区のSNSを活用した地域のSNSの周知支援等
により、地域活動になじみの薄い層に対しての情報発信に努めていく。また地域活動の新たな担い手を発掘していくためにも、引き続き、様々な情
報に触れる機会を増やすことに取り組んでいく。
　また区内の飲食店を応援する取組として「東淀川エール飯」を区の各広報媒体上に掲載のほか、地域との連携に積極的な企業も出てきており、
新たな担い手づくりのきっかけ等、結果的に地域活動協議会の活動に有益となる、各種店舗・企業等とのつながりづくりに今後も注力していく。
　「区民まつり」、新たな担い手の発掘や参加者同士の繋がりづくりを行う場としての「東淀川みらいEXPO」、住民主体で行われる「東淀川魅力発
見プロジェクト」のイベントについては、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止したが、今後はコロナ禍等の特殊な状況に
おいても開催できるよう、オンラインも積極的に活用し、豊かな地域コミュニティの醸成に向け、取組を進めていく。

－1－



【様式２】

ａ：順調
ｂ：順調でない

めざす成果及び戦略　１－１ 【地域活動協議会による自律的な地域運営の促進（改革の柱４－１）】

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）
　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

　地活協のめざすべき姿に向けて、地域の実情に即したきめ細かな支援
を行い、仕組みの定着を図ることで、より多くの住民参加による自律的な
地域運営を実現する。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
　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年度までに
90％以上

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：81.5％ ― A

自
己
評
価

―
Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a

―
アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

A
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須
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【様式２】

円 円 円

具体的取組１－１－１ 【地域活動協議会を中心とした地域活動への支援】

30決算額 69,782千 元予算額 75,154千 ２予算額 76,847千

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

【地域実情に応じたきめ細やかな支援】
〇地域活動協議会が民主性・透明性を確保し自律した運営とニーズに
応じた活動が継続的に行えるよう支援する。
・地域課題やニーズに対応した活動の実施に向けた支援
・地域担当職員による地域防災力向上に向けた支援
・地域活動協議会への補助金交付

【地域活動協議会の認知度向上に向けた支援】
〇地域活動協議会の組織運営と活動が広く住民等に理解されるように
情報発信力の向上を支援する。
・地域活動協議会と連携して、認知度の向上および活動への参加・参画
者の増加につなげるために、転入者パックに封入するくらしの便利帳、
区広報紙、ホームページ、SNS、庁内スペースを活用した広報を行う。

①自分の地域に即した支援を受けることができていると感じた地域活動
協議会の構成団体の割合：54.4%以上
②地域活動協議会がアドバイザーによる支援に満足している割合：47.0%
以上
③地域活動協議会を知っている区民の割合：41.3%以上

【撤退・再構築基準】
　上記目標が次の数値未満の場合、事業の再構築を行う。
　①40％、②40％、③25％

前年度までの実績
H24年度　全17地域で地域活動協議会結成
H24年度～地域担当職員が地域に赴き地域カルテを作成
H27年度　地域づくりアドバイザーを設置
H30年度～地域担当職員による避難所開設等防災を基軸とした支援
R元年度
・17地域活動協議会へ補助金交付
・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共有（４回）
・補助金に係る中間決算の実施（会計の透明性の確保）
・地域カルテ作成支援
・地域活動協議会会長インタビュー
・地域担当職員による地域防災力向上に向けた支援（地域防災活動の
把握や避難所開設訓練への参加、地域担当連絡会議での情報共有、
防災知識の習得）
・広報学習会開催（Wordで作る技ありチラシ）
・各地域活動協議会が発行する広報紙やチラシの配架用ラックを区役所
庁舎内に設置
・くらしの便利帳へ地域活動協議会広報ページの掲載
・地域夏祭りのポスターや地域活動協議会紹介パンフレットの庁内壁面
への掲示
・広報ひがしよどがわ７月号に地域夏祭り情報の掲載
・SNSでの地域イベントの情報発信

※　プロセス指標のR元年度実績：①54.4％、②47.0％、③41.3％

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

―

プロセス指標の達成状況
①自分の地域に即した支援を受けることができていると感じた地
域活動協議会の構成団体の割合：69.1％
②地域活動協議会がアドバイザーによる支援に満足している割
合：47％
③地域活動協議会を知っている区民の割合：49.4％

①(i)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共有（３回）
・区HPやFacebookによる情報発信
・各地域の広報紙やチラシの配架ラック設置と、その付近に各地活協HP
リンクQRコード貼付
・スマホＬＩＮＥ講座（大阪経済大学連携による）の開催
・地域づくりアドバイザーによる地域へのサポート
・区広報紙（７月号）への各地域夏祭り（中止）記事の掲載
・区役所１階待合スペースでの地域活動協議会PR
・公式ＬＩＮＥアカウントの開設
・地域活動に係る研修会（３月）
・コロナ禍による地域活動状況アンケート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】
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【様式２】

円 円 円

めざす成果及び戦略　１－２ 【にぎわいのある元気なまち】

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）
　区の魅力を発掘して地域資源とし、それらを活かしたにぎわいのあるま
ちづくりを多様な主体が連携して行うことで、世代や地域・区を越えた交
流がうまれ、地域づくりに参画する人が増え、まちが元気になっている。

　地域・企業・大学をはじめとする各種の教育機関・行政等の多様な主
体が連携して、まちの素晴らしさを伝えたり、新たなまちの魅力を発見、
創造、発信することなどを通じて、区内外の人の交流を促進し、まちへの
愛着心を育むとともに日常から協力し合える仕組みを構築し、にぎわい
のある元気なまちをめざす。
　また、区西部地域を中心としたハード整備の進捗に伴うまちづくりにつ
いても、地域における多様な主体と連携・協議しながら進めていく。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
　東淀川区は様々な魅力を活かし、多様な主体が連携したまちだと感じ
る区民の割合：令和3年度末までに40%以上

―

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 b

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

B

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

具体的取組１－２－１ 【新たな担い手の発掘支援と地域・企業・教育機関・行政の連携による魅力あるまちづくり】

30決算額 3,542千 元予算額 3,872千 ２予算額 3,557千

自
己
評
価

東淀川区は様々な魅力を活かし、多様な主体
が連携したまちだと感じる区民の割合：27.4％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

29.7％ B

―

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
　区内の地域、企業、大学をはじめとする各種の教育機関、行政が様々
な活動を通じて連携を深めることができるように交流できる場づくりを行
い、地域の魅力発見や、日常から協力し合える仕組みを構築するととも
に、地域活動に関心のある方に各取り組みへの参加を促すことで、新し
い担い手の発掘と、地域力の向上、魅力あるまちづくりをめざす。

〇区民まつり実行委員会を中心に区民や様々な機関が連携し、地域の
魅力発信・世代を問わず楽しめる場となるよう区民まつりを支援する。
〇地域課題の解決を願う地域と、貢献活動に関心のある企業・教育機
関・NPO・個人等が意見や情報の交換ができる場を設けることで、連携・
協働が促される機会の場づくりを行う。
・東淀川みらいEXPOの開催
〇住民自らが主体となって東淀川区の魅力を発見・発信する活動のな
かで、新たな連携や東淀川区のにぎわいづくりの人材も育まれる取組を
支援する。
・東淀川魅力発見プロジェクトの支援
〇東淀川区内の企業・事業所のBCPの策定と地域連携の推進を図る。
・BCP学びの場の開催
○区内２大学(大阪経済大学・大阪成蹊大学)と連携し、区が抱える課題
への解決や魅力発信等に取り組む。

各種事業の参加者へのアンケートで「地域のまちづくりに関する活動
が、地域・企業・教育機関・行政等様々な活動主体の連携によって進め
られている」と答えた区民の割合：87.8％以上

【撤退・再構築基準】
　上記目標が次の数値未満の場合、事業の再構築を行う。
　60％

前年度までの実績
・ＢＣＰ運営会議（準備会含め平成25年度～。運営会議は13回開催）
・ＢＣＰ学びの場（平成30年度～　4回）
・東淀川みらいEXPO（平成30年度～　4回）
・地域広報担当者向け広報講座（平成29年度～　7回）
・東淀川魅力発見プロジェクト（平成28年度～　定例会議38回、イベント
10回）
・大学連携
（大阪成蹊大学）PBL授業「東淀川区の課題を考える」（H27～）、「オリジ
ナル婚姻届」（H28)、「がん検診啓発ポスター」(H28)
（大阪経済大学）地域活動協議会との協働による取組（H28～）、
「OSAKA５GO！WALK」（H29～（１回/年）開催）

※プロセス指標のR元年度実績：87.8％

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、区民まつりの取組について
は今年度実施しない。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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・東淀川魅力発見プロジェクトの実施（定例会議　６回）
・BCP学びの場開催（１回）
・「東淀川エール飯」プロジェクトの実施（通年）
・広報講座開催（３月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

・ＢＣＰ学びの場について、区内参加企業は２社しかなく、東淀川区のま
ちづくりについて関心のある参加者が少なかった。区内参加企業を増や
すため、広報をさらに充実させる必要がある。
・コロナ禍により開催中止を余儀なくされた事業も多かった為、オンライ
ン等の活用を検討する必要がある。

プロセス指標の達成状況
・区民まつり、東淀川みらいＥＸＰＯ、東淀川魅力発見プロジェクト
（イベント）は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中
止。
・各種事業の参加者へのアンケートで「地域のまちづくりに関する
活動が、地域・企業・教育機関・行政等様々な活動主体の連携に
よって進められている」と答えた区民の割合：74.1％

②(ii)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・コロナ禍を想定した、実現可能な事業実施の検討を進める。
・BCPについての認知度を上げるため、東淀川区でこれまでに作成した
「事業継続計画書（ひな形）」等を区役所窓口の目立つところに設置し、
誰でも閲覧できるようにする。
・「BCP学びの場」広報の際には、区ホームページ等の区の広報媒体だ
けでなく、大阪商工会議所等に広報依頼し広く周知する。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

－4－



【様式２】

円 円 円

具体的取組１－２－２ 【まちの魅力発信】

30決算額 － 元予算額 － ２予算額 －

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
　区内の歴史や名所など地域資源を活かし、東淀川区の魅力を区内外
に積極的に情報発信することで、誇りや愛着が持てるまちづくりをめざ
す。
・東淀川区の魅力あるスポット等についてのチラシを作成する。
・区役所内に設置したスポット紹介コーナーについて、区民の意見を取り
入れ内容を充実させる。
・Twitterで「みのりちゃんクイズ」と称しクイズ形式でまちの魅力を情報発
信する。
・大学等と連携し区内のスポットを巡るなど区民が体験できるイベント等
の事業を実施する。「OSAKA５GO!WALK」の共催

東淀川区の歴史やスポットについて知っている区民の割合：35％以上
（区民アンケート）
【撤退･再構築基準】
　上記目標が20％以下の場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
H元年：わたしが選んだ東淀川100選、H16年：東淀川区百選ウォーク
H17年：東淀川歴史探訪、H28年：東淀川区都市景観資源（23件）選定
H28年：なんかおもろいまち東淀川
H29年～：OSAKA５GO!WALK（1回/年）開催）
Ｒ元年：Twitterで「みのりちゃんクイズ」と称しクイズ形式で発信
　※プロセス指標のＲ元年度実績：37.7%

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、「OSAKA5GO!WALK」のイベ
ントの取組については今年度実施しない。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・魅力発見プロジェクトでスポット紹介コーナーを作成し、設置した。
・区の名所に関する絵本（瑞光寺のくじら橋）の読み聞かせ動画をYou
Tubeで公開した。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、大学連携事業
「OSAKA5GO!WALK」のイベントが中止となり、コロナ禍における連携の
新たな手法を検討する必要がある。

プロセス指標の達成状況
東淀川区の歴史やスポットについて知っている区民の割合：
44.1％

①(ii)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

コロナ禍における大規模イベントの開催が困難な状況においても、HPや
SNS等を活用した魅力発信を実施する。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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 イ
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

－5－



【様式２】

円 円 円

具体的取組１－2－３ 【区民による西部地域まちづくり】

30決算額 3,283千 元予算額 3,700千 ２予算額 3,677千

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
　西部地域では、阪急連続立体交差事業等の都市基盤整備が進めら
れ、今後、まちは大きく変化する。
　区役所ではこのような状況・変化を踏まえ、まちづくりを担う多様な主体
（地域・事業者・行政）による「東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり
協議会」を設け、学識経験者のアドバイスを得ながら、都市基盤整備を
踏まえた、「まちづくり構想」を平成30年３月に策定した。
　策定された「まちづくり構想」に基づき、各地域が主体となったワーク
ショップ等を開催し、地域課題の解決に向けたアクションプランを作成す
る。
　ワークショップ開催に向けては、部会委員と積極的に調整を行い、アク
ションプラン作成を促す。
　令和２年度は協議会(部会）を８回開催の予定。
  関係機関と連携しまちづくりに関する情報を発信する。

西部地域のまちづくりに参加した区民が、「当該まちづくりが有効であ
る」、または、「必要である」と考える割合：70％以上

【撤退･再構築基準】
 上記目標が50％を下回った場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
・東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり協議会を平成28年１月14日
に 設置し、学識経験者のアドバイスを 受けながら、平成30年３月８日協
議会において「まちづくり構想」が承認（策定）された。
・平成30年度より、「まちづくり構想」に基づき、地域が主体となり、各地
域でワークショップ等を開催し、アクションプラン策定に向けた議論がス
タートした。
・まちづくり構想部会において、各地域でのワークショップの状況や進捗
状況等の情報共有を行い、活発な意見交換を行った。
・協議会設置以降、協議会４回、まちづくり構想部会26回、新大阪駅東
口部会３回開催

※ プロセス指標のＲ元年度実績：66％

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・西部地域バリアフリーまちづくり協議会（部会）を８回（内２回は、部会と
協議会を同時に実施、また内１回は書面開催）開催した
・新大阪駅東口のまちづくりに関する地域説明会を１回実施した
・部会員向けのFacebookを開設した
・SNSによるまちづくり情報を発信

・地域間での取り組みに対する温度差が生じてきている（アクションプラ
ン完成２地域、未完成６地域）。
・新型コロナウイルス感染拡大の状況の中、議論や意見交換すること自
体が制限され、会議の開催や地域での対話が難しい状況にある。

プロセス指標の達成状況
西部地域のまちづくりに参加した区民が、「当該まちづくりが有効
である」、または、「必要である」と考える割合：60%

②(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・部会員（各地域代表）と積極的に連絡を取り、地域ごとのワークショップ
を開催し、「アクションプラン」の策定を促す。
・関係機関と連携して、協議会（部会）で随時、情報提供を行う
・SNSの活用を促進する。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

－6－



【様式２】

東淀川区 100 135

H26 H27 H28

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題２ 【こども・青少年の健全育成に地域が一体となって取り組んでいるまち】

計
　
画

【主なSDGｓゴール】

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＞

　こどもや子育て家庭が孤立することなく、地域コミュニティに溶け込み、地域全体のつながりの中でこどもを守り、子育て世帯の支援ができている
状態をめざす。
　また、こども自身が自らの力で成長していく「子育ち」を地域全体のおとなが支え、共に成長していくことで、将来の地域活動の充実をめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

◆出生数　平成30年1,305人（市内第5位）　平成29年1,341人（市内第4位）　平成28年1,363人（市内第4位）
◆世帯数　令和元年10月　97,990（市内第2位）　平成30年10月　96,308（市内第2位）　平成29年10月　95,174（市内第2位）
◆低出生体重児　平成30年度119名（市内第3位）　平成29年度129名（市内第3位）　平成28年度135名（市内第3位）　平成27年度153名（市内第1
位）

◆精神医療費公費負担受給者数　平成30年度　5,157名（市内第2位）

◆乳幼児健診受診者数（受診率）　平成30年度　3か月児健診1,278名（97.9％⇔市平均97.6％）
　1歳6か月児健診1,115名（97.1％⇔市平均96.0％）　3歳児健診1,078名（94.1％⇔市平均94.6％）

◆専門的家庭訪問支援事業　H30年度　　東淀川区29名（市内第2位）　大阪市380名
◆児童虐待相談件数(福祉行政報告）
 　H30年度　東淀川区506件（H21年度100件から5倍増）　大阪市3,415件　大阪市平均142件（H21年度73件から1.9倍増）

H21 H22 H23 H24 H29 H30

534 506

24区平均 73 85 90 119 150 178 200 222 215 142

151 234 314 443 359 761

H25

◆厚生労働省「子ども虐待による死亡事例等検証結果等について」第1～14次報告　（H15～H30年度）R1.8公表
　・心中以外の虐待死における主たる加害者　実母429件（55.1％）　実父128件（16.4％）　実母と実父66件（8.5％）
　・死亡した子どもの年齢　0歳373名（47.9％）　死亡した子どもの月齢（H28年度）　3か月児以下75.0％   4か月児以上25％

◆10代の出産数　平成30年度19人（市内第2位）　平成29年度24人（市内第3位）　平成28年度31人（市内第2位）、平成27年度21人（市内第3位）
◆平成28年度　子どもの生活に関する実態調査（東淀川区）
　小学５年児童・中学２年生徒への質問
　・自分に自信がある　48.1％（大阪市50.9％）
　・放課後一緒に過ごす人　おうちの大人　54.0％（大阪市　57.4％）　おうち以外の大人　15.9％（大阪市　18.4％）
　・授業時間以外の勉強時間　１時間未満　53.7％（大阪市　48.5％）　授業時間以外の読書　まったくしない　38.8％（大阪市33.7％）
　・平日の放課後どこで過ごしますか　（中学生）　公園・広場　43.0％（大阪市41.4％）、塾　東淀川区　27.0％（32.2％）
　・朝食を毎朝食べる　84.2％（大阪市　86.5％）食べない日がある　14.6％（大阪市　12.8％）
　・朝食を食べない理由　用意されていない・食べる習慣がない　10.8％（大阪市　9.0％）
　小学５年児童・中学２年生徒の保護者への質問
　・初めて親となった年齢　10代　4.8％（大阪市　3.5％）　20～23歳　16.5％（大阪市　13.7％）　24～26歳　23.1％（大阪市　20.8％）
　・心配事や悩み事を親身になって聞いてくれる人　　いる　85.6％（87.2％）　いない　8.0％（6.4％）
　・子どもとの会話　よくする　61.7％（大阪市　64.7％）、する　34.5％（大阪市　31.7％）
　・子どもとも関わりについて適切な助言をしてくれる人　いる　77.6％（大阪市　78.9％）
　・子どもの学びや遊びを豊かにする情報を教えてくれる人　いる　64.9％（大阪市　68.2％）

◆未入所児童数
　　令和元年度　東淀川区　206人（市平均113人）　平成30年度　東淀川区　183名（市平均104人）　平成29年度　東淀川区　210名（市平均124
人）
◆教育関係
　・区教育会議・区教育行政連絡会議の設置・開催（平成26年度から）
　・全小中学校への学校協議会の設置

3,594 4,282 4,801 5,342 5,170 3,415大阪市 1,759 2,030 2,149 2,852

◆区民アンケート
（令和元年度）
・子育てを長期的な視点でとらえた（各世代向けの）様々な施策が整備されていると「感じる」・「ある程度感じる」人は36.2％で、半数の人が感じて
いない。
・区内の各地域に「こどもの居場所」がつくられ、地域でのこどもとおとなの交流が進んだり、こどもが生活習慣や学習習慣を身につけ、元気になっ
たりしていると感じていない人が６割を占める。
・すべてのこどもが「生きる力」を主体的に身に付けられる子育て・教育環境が地域において整っていると感じている人は、２割程度だが、20～29
歳に関しては38.8％の人が感じている。
(平成30年度)
・あなたは、東淀川区では子育てを長い目で考えた（各世代向けの）様々な施策が、地域の多様な団体と行政により実施され、子育て環境が整備
されていると感じますか。　　あまり感じない・感じない　51.4％
・あなたは、区内の各地域に「こどもの居場所」がつくられ、地域でのこどもとおとなの交流が進んだり、こどもが生活習慣や学習習慣を身につけ、
元気になったりしていると感じますか。　　　あまり感じない・感じない　　62.1％
・東淀川区では、すべてのこどもが「生きる力」を主体的に身に付けられる子育て・教育環境が地域において整っていると感じますか。　　あまり思
わない・思わない　　65％
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【様式２】

計
　
画

・妊産婦に対して行政から提供される妊娠、子育てに関する情報が上手く伝わっていないために、適切な子育てに関する情報を入手する機会を
失っているケースもあると思われる。

・現在、待機児童を含め保育施設入所枠が不足している状況にあり、大規模マンションが比較的多く存在する区内中央から東部地域にかけて、未
入所児童が多く発生している。

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

・東淀川区では転入世帯が多く、加えて核家族化が進む今日においては、妊娠をした養育者が近隣に身内や知り合いがいないことなどから、妊
娠、育児などで気軽に相談できる環境に無く、地域から孤立してしまう傾向にあると考えられる。

・10代妊産婦数は全市と比べ多く、ハイリスク妊婦の割合は全体の30％を占めている。また、虐待のリスク要因の一つである発達障がい・発達に
関することの相談が年々増えており、子育てに関する困りごとや発達上の心配ごとに関する支援を必要とする家庭が多い状況である。

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

・育児不安を抱え孤立しがちな養育者も多くいることから、令和元年度「東淀川区版ネウボラ」として、妊娠期から子育て期に至るまでの切れ目の
ない子育て支援策を構築し、推進する。特に要支援家庭には、切れ目のない子育て支援を行い児童虐待の早期発見・早期支援につなげていく。

・妊娠・子育てに関する知識や情報が的確に伝わるよう、SNSの活用も含めた効果的な情報発信を進める。

・東淀川区では家庭で過ごすこどもの割合が低く、親と過ごす割合も低いため、家庭において勉強や読書をしたり、家族の人と話をしたりといった
一般的な家庭生活で身に付ける生活習慣や学習習慣を身に付ける機会が少ない子どもが多い状況である。

・居場所の開設・運営に関しては、「大掛かりにたくさんのメニューを揃えた運営を行わなければならない」というイメージを持たれている地域や団
体もあり、事業開始に向けて何から進めていけばよいのか悩まれているケースもある。

・自尊感情が低いことは、自己への肯定意識が低く、学習意欲の欠如などにつながり、ひいては自己の将来に対して夢や希望を持てない児童・生
徒を生み出す要因となり、学力低下や進学意欲の低下をまねき、貧困の連鎖を生み出す要因の一つとなっている。

・地域とこどもとの交流は、青少年育成推進会議を通して、青少年指導員や福祉委員、区ＰＴＡ協議会などその任を担う地域の人が活動内容につ
いて工夫を重ねているが、価値観の多様化や近所付合いの希薄化などから、新たな広がりにつながっていない。また学校を活用した地域交流を
図る事業についても同様である。

・学力や学習意欲の向上につなげるよう、地域や行政等と連携し特色ある学校づくりを行い、学校における課題などを整理していく必要があるが、
十分ではない。

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

地域全体のつながりの中で、安心して子育てができる環境づくりを目的に各施策・事業を進めてきた。令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡
大の影響により、当初の計画変更を余儀なくされ、規模の縮小や実施方法の変更等を行い事業を実施してきた。
地域全体で子育てを見守り、関わっている状態をめざして、区独自事業の保育所幼稚園等版こどもサポートネット事業（こどもみのりサポート事
業）を開始し、児童虐待未然防止の為、妊娠期から就学までの途切れない支援体制を計画通り構築してきている。
自尊感情を向上させ、生きる力を身に付けるためには、それぞれの学校の実情に応じた教育支援を区として実施していくことが重要である。また、
学力向上並びに学習習慣の形成及び定着を図ることを目的として、民間事業者を活用した課外学習事業を実施しているが、引き続き、学校や地
域と連携しながら、事業の拡大に向けて取り組む必要があると考えている。
また、家庭での読み聞かせ習慣の定着を図るために実施している『絵本読み聞かせ事業』では、区民等からの寄贈絵本（絵本バンク）の活用策と
して、委託事業者の提案により絵本図書館（Ciccia Books）を開設しており、親子でふれあう時間を持つ場の提供にも寄与している。
今後は、個々の事業において、今年度の取組で浮き彫りとなった課題や議論すべき項目の洗い出しを行い、区政会議等において、協議・調整のも
と来年度以降のより効果的な施策に繋げていきたい。

・こどもを取り巻く環境が大きく変わっていく中、家族とふれあうことで習得する生活習慣や学習習慣、社会性などを地域社会が家庭を補い、共に
担っていく必要があり、地域の実情にあった「こどもの居場所」などを作っていく。

・自尊感情が低いことは自己肯定感が低いことにつながり、学力向上など大きな影響がある。自尊感情を向上させ、全てのこどもが「生きる力」を
身に付けるために、親子の絆を深める機会や、心身ともに健全な成長の促進に向けた取組、成功を実感できる体験づくりにつながる事業に取り組
む。・こどもが地域の大人と接する機会を増やし、地域全体がこどもの健全育成に高い意識を持ち、こどもたちが地域の人のつながりの中で支えられ
るよう啓発活動や巡視、見守り活動を行うとともに、行政も含めた関係機関が連携して支援を行う体制を強化していく。

・こどもの成長に非常に大きな影響をもっている教育関連施策に関して、保護者や地域住民等の多様な意見を把握し、学校との調整を行いながら
進めていくことと、学校を核とした住民主体の学校支援・教育コミュニティの形成を図る。
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【様式２】
めざす成果及び戦略　２－１ 【こどもとおとながお互いに元気になれるまち】

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）
　こどもやおとなも含めたあらゆる世代が地域で元気に過ごし、地域で顔
見知りが増えて、誰もが自然に声を掛け合えるなど、地域全体で子育て
を見守り、関わっている。

　こどもも親も周りから見守り支えられているという安心感を得られるよ
う、『子育て＝保育』といった短期的な視点で捉えるのではなく、親になる
ための心と体の準備期間である思春期から妊娠、出産、乳幼児、小中学
生、青少年、成人となるまで長期的な視点を持ち、あらゆる世代が子育
てに関わっていくための切れ目のない施策を進める。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
　子育てが長期的な視点でとらえられ、地域の多様な団体と行政により
様々な施策が実施され、子育て環境が整備されていると感じる区民の割
合：令和４年度までに70％

子育てが長期的な視点でとらえられ、地域の多
様な団体と行政により様々な施策が実施され、
子育て環境が整備されていると感じる区民の割
合：52.1％(子育て世帯)37.3％(子育て世帯以外
も含む

60.4％
（41.4％）

B

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

B

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 b

―

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

ａ：順調
ｂ：順調でない
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【様式２】

円 円 円

④子育てサロンのアンケートで出前講座やホームページ上の子育て情
報が役立っていると感じる割合：70%以上

③4・5歳児就学前子育て相談事業
　R1心理相談延件数　825件。相談対象者の76.0％が支援機関につなが
り、22.0％が継続支援中。支援拒否２％。

④子育てに活かせる知識・情報発信
子育て相談（R１：164件）、サロン向け出前講座（Ｒ１：15回）、子育て情報
マップ発行（年１回）、子育て情報みのりちゃん発行（H28：４回、H29：６
回、Ｈ30：６回、R1：６回）、GoGoみのりちゃんおでかけカレンダーHP掲載
（R１：６回）

②-2　助産師への相談利用者の満足度：90％以上

③相談対象者のうち、伴走的な支援を行うことで支援機関に繋げた割
合：80％以上

※プロセス指標のR元年実績
①72.9％、②-1：70.8％、②-2：99.2％、③98.0％、④86.0％

具体的取組　２－１－１ 【あらゆる世代が子育てに関わっていくための切れ目のない施策の推進】

30決算額 7,594千 元予算額 4,871千 ２予算額 5,824千

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、赤ちゃん訪問員が訪問を実
施できていない。訪問希望の対象世帯に関しては職員が訪問している。
今後の改善策として乳児健診時に保護者の方に子育て相談方法と地域
のサロン等の紹介を職員より具体的に知らせていく。

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・再構築基準未達成

計
画

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

【撤退・再構築基準】
①40％以下
②-1：60％
②-2：80％
③60％
④50％以下

②助産師による専門的相談事業
・支援が必要な家庭に定期的に助産師を派遣して伴走支援を行う「専門
的家庭訪問支援事業」（こども青少年局所管・３か月児健康診査まで）
を、区独自に１歳まで延長、養育者の社会的孤立を防ぐ。　（対象者に毎
月訪問）
・３か月児健康診査時に授乳等の相談支援（24回）

③4･5歳児就学前子育て相談事業
　３歳児健康診査以降から就学まで切れ目なく、子育てに関する困りごと
や発達上の心配ごとのある養育者に対して相談しやすい個別対応を拡
充し、きめ細やかな相談体制をつくる。養育者への伴走型支援を行うこと
で良好な親子関係を保持し児童の発達を促すとともに、二次障がいを予
防し、児童虐待の発生を防止していく。

前年度までの実績
①こんにちは赤ちゃん訪問（H30は登校・登園サポート事業として実施）
　H28：訪問件数　143件（H28.11月より事業開始）
　H29：訪問件数　314件
　H30：訪問件数　265件
　R1：訪問件数　  117件（3月は新型コロナ感染防止のため訪問中止）

②助産師による専門的相談事業
②－１《専門的家庭訪問の延長》
        H30：延訪問件数　204件
　　　 　育児に自信が持てるようになったと答えた割合　66.7％
　　　 R１：延訪問件数　178件
　　　　 育児に自信が持てるようになったと答えた割合　70.8％
②－２《専門相談》
　　　　H29：相談件数　243名 24回実施、利用者の満足度99.6％
         H30：相談件数　188名 24回実施、利用者の満足度98.3％
         R１：相談件数　137名 23回実施、利用者の満足度99.2％

④子育てに活かせる知識・情報発信
　子育て情報マップ、子育て情報紙の作成及び区内の子育て情報を
ホームページ等で随時発信すると共に、地域子育てサロン等へ子育て
に関する出前講座等を行う。

　こどもたちの健やかな育ちを支えるため、切れ目なく長期的な視点を
もって、家庭だけでなく地域ぐるみで「こどもも親も周りから見守られ支え
られている」という安心感のある子育て環境を充実させる事業を進める。
　一方で地域では相談しにくいとの意見もある発育などに関する相談に
ついては行政としてどういった対応が可能か検討していく。

当年度の取組内容

①地域における見守り支援
・区内在住の乳児（満１歳未満）を養育している家庭のうち、希望する家
庭へ地域訪問員等（こんにちは赤ちゃん訪問員など）を派遣することを通
じて、子育て・教育に関する情報提供を行い、養育者の子育てに関する
不安を未然に解消するとともに、地域の中で健やかにこどもが育つ環境
整備を図る。　　【改定履歴あり】

①赤ちゃん訪問員等からの情報提供により子育てサロン等関係施設を
利用したと答えた保護者の割合：60％以上（施設利用者アンケート）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

②-1　対象者へ支援終了時にアンケートを実施し「育児に自信が持てる
ようになった割合」：70％以上

プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①新型コロナウイルス感染拡大の影響により、訪問員の訪問中止（職員
により訪問を実施）
②助産師による専門的相談事業
②－１《専門的家庭訪問の延長》延訪問件数258件
　　　　　育児に自信が持てるようになったと答えた割合　95.8％
②－２《専門相談》96名　25回実施
③４・５歳児就学前子育て相談事業
　心理相談延件数955件
　相談対象者の100%が支援機関につながる。
④子育て相談：　20件
   子育てサロン向け出前講座：　０回
   GoGoみのりちゃんおでかけカレンダーHP掲載：6回発信

①④については、子育てサロン等関係施設の事業自体が実施されな
かったことから、プロセス指標が未測定となった。
上記以外については、計画どおり実施した。

プロセス指標の達成状況
①赤ちゃん訪問員等からの情報提供により子育てサロン等関係
施設を利用したと答えた保護者の割合：未測定（新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により、子育てサロンが定期実施できなかっ
たため）
②助産師による専門的相談事業
②-1 育児に自信が持てるようになったと答えた割合：95.8％
②-2 利用者の満足度98.9%
③相談対象者のうち、伴走的な支援を行うことで支援機関に繋げ
た割合：100％
④子育てサロンのアンケートで出前講座やホームページ上の子
育て情報が役立っていると感じる割合：未測定（新型コロナウイル
ス感染拡大の影響により、子育てサロンが定期実施できなかった
ため）

―

②(ii)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

具体的取組　２－１－２ 【支援を必要とするこどもに合った施策につなげることができる体制の構築】

30決算額 － 元予算額 － ２予算額 12,065千

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
①区内全小中学校において実施される、こどもサポートネットにおけるス
クリーニング会議の結果を踏まえ、支援が必要な子育て世帯を適切な関
係機関につなげる。
②区独自の取組として上記①事業の対象を区内保育施設等に拡げて、
支援が必要な子育て世帯を適切な関係機関につなげる。

①こどもサポートネットの取組により支援が必要であることが判明した子
育て家庭のうち、適切な関係機関につなげた割合：60％以上
②区独自の取り組みにより支援が必要であることが判明した子育て家庭
のうち、適切な関係機関につなげた割合：60％以上

【撤退・再構築基準】
上記目標が次の数値未満の場合、事業を再構築する。
①40％、②30％

前年度までの実績
※令和２年度新規事業

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①スクリーニング会議Ⅱを開催：小学校（16校　23回）・中学校（８校　15
回）
②スクリーニング会議を開催：保育所（９施設　11回） ―

プロセス指標の達成状況
①こどもサポートネットの取組により支援が必要であることが判明
した子育て家庭のうち、適切な関係機関につなげた割合：100％
②区独自の取り組みにより支援が必要であることが判明した子育
て家庭のうち、適切な関係機関につなげた割合：100％

①(i)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―
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【様式２】
めざす成果及び戦略　２－２ 【すべてのこどもが「生きる力」を身につける「子育ち」、「共育」のまち】

ａ：順調
ｂ：順調でない

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）
　すべてのこどもが健康で心豊かに力強く生き抜き、未来を切り拓いてい
くために必要な「生きる力（自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動
し、よりよく問題を解決する能力）」を、主体的に身につけられるよう、地
域における子育て・教育環境が整っている。
　また、こどもの「生きる力」をはぐくむ土台となる自尊感情の重要性につ
いて、家庭や地域の人々が理解しており、共に学び、育てあう「共育」の
取り組みが進み、次の世代へとつながっている。

　「生きる力」を身に付けるために大切な自尊感情の向上のため、家族
や地域とのふれあいや絆を深める機会や、心身ともに健全な成長を促
進する取組、成功を実感できる体験づくりなどの施策を推進する。
　また、こどももおとなも共に学び育つ環境が地域で構築され、次世代に
つながるよう、子育て世帯と地域の人々との交流を進める施策を推進す
る。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
　すべてのこどもが「生きる力」を主体的に身に付けられる子育て・教育
環境が地域において整っていると感じる区民の割合：令和４年度までに
50％

すべてのこどもが「生きる力」を主体的に身に付
けられる子育て・教育環境が地域において整っ
ていると感じる区民の割合：31.3％(子育て世
帯)29.8％(子育て世帯以外も含む）

35.8％
（25.2％）

B

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

B

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 b

―

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体
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【様式２】

円 円 円

具体的取組　２－２－１ 【「生きる力」の獲得、「自尊感情」の向上のための施策の推進】

30決算額 12,104千 元予算額 12,120千 ２予算額 12,381千

①-2　鑑賞教育の実施後に、豊かな情緒や感性を育むことに役立ったと
回答した学校の割合：87％以上

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
　すべてのこどもが「生きる力」を身につけるために、心身ともに健全な
成長の促進に向けた取組や、親子の絆を深める機会、成功を実感でき
る体験づくりにつながる事業に取り組む。様々な体験学習の機会や生活
習慣を向上させる取組について、区政会議で出された意見も参考にし、
現在実施している事業内容の精査を行い、より良い内容となるよう検討
を進める。

①-1　ゲストティーチャー授業受講後、内容を理解したと回答した児童生
徒の割合：80％以上

①学校の実情に応じた教育支援事業
　東淀川区において課題である自尊感情と人権意識の向上、論理的に
物事を考える力の育成など、各学校が学校の課題に応じて事業を選択
することで、学校の実情に応じた教育支援を行う。
・小中学校へのゲストティーチャー派遣事業
　ネットワークを利用する際のルールやマナーの理解と遵守、情報の真
偽の見分け方を理解するための「情報モラル教育」と、生命の尊さや他
者の価値を尊重し、望ましい性行動を理解し、「十代の妊娠」や「望まな
い妊娠」を防止するための「いのちと性の教育」について、講師を派遣し
実施する。
・鑑賞教育事業
　豊かな情操や感情を育むため、小学校児童を対象に鑑賞教育事業を
実施する。
・プログラミング教育支援事業
　体験を重視した授業づくりの推進や観察実験等の充実、論理的に物事
を考える力の育成を図るため、市立小学校において、小学６年生に対し
民間事業者を活用したプログラミング教育を実施する。

①-3　本事業を活用し、物事を論理的に考える力が向上したと感じる学
校の割合：50％以上

②　受講前より学校の授業が分かるようになったと回答する受講者の割
合：50％以上

①-1　ゲストティーチャー派遣事業
・いのちと性（H26：45回、H27：47回、H28：57回、H29：57回、H30：46回、
R１：42回）
・情報モラル（H27：42回、H28：57回、H29：53回、H30：54回、R１：42回)
①-2  鑑賞教育事業（H30：9回、R１：12回)
①-3  プログラミング教育支援事業
　 新規事業のためなし

③　「絵本読み聞かせ事業の取組が、子育てに絵本を取り入れるきっか
けになると思う」また、「事業の取組に参加したことで、子どもと触れ合う
時間が増えた」と回答する参加者の割合：それぞれ60％以上

前年度までの実績

【撤退・再構築基準】
上記目標が次の数値未満の場合、事業を再構築する。
①-1：40％　　①-2：40％　　②30％　　③50％

②民間事業者を活用した課外学習事業
　中学生の学力の向上、学習習慣の定着を図ることを目的とし、民間事
業者を活用して、区内中学校で課外学習を実施する。

③絵本の読み聞かせ事業
　家庭での読み聞かせ習慣の定着を図るため、絵本読み聞かせの大切
さだけではなく「楽しさ」や「面白味」を伝える等、子育てに読み聞かせを
取り入れる動機づけを目的とした取組を実施する。登録ボランティアの派
遣や啓発イベント等の開催、区内保育施設等と連携した『ざぶとん読み』
（保育施設等のお迎えの時間に保護者の膝の上で絵本を読み聞かせる
ことで、親子でふれあう時間を持つ）活動を実施する。

②民間事業者を活用した課外学習事業
　新規事業のためなし

③絵本の読み聞かせ事業
平成25年度より事業開始（以下令和２年３月末時点）
・読み聞かせボランティア（ボランティアバンク）登録者数：９人
・読み聞かせボランティア（ボランティアバンク）活動数：53回／年
・寄贈絵本（絵本バンク）累計冊数：2,476冊
・東淀川えほんまつり：平成25年度から年１回
・令和元年度絵本読み聞かせ関連事業への参加者延べ数：7,702人

※プロセス指標のR元年度実績
①-1 ：「いのちと性」　93.9％、「情報モラル」　93.4％、①-2 ：86.9％、①-
3：新規、②新規、③「絵本を取り入れるきっかけになる」50％　「子どもと
触れ合う時間が増えた」87％

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

②新型コロナウイルス感染拡大の影響により、学校の臨時休業期間中
は中止とし、６月より開講した。開講当初は学校も分散登校期間中で
あったため、自習スペースを設けないことによる人数制限を行っていた
が、９月より自習スペースを設けて実施している。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①ゲストティーチャー派遣事業（いのちと性：37回実施、情報モラル：35回
実施）
①-２鑑賞教育事業：10回実施
①-3  プログラミング教育支援事業：８回実施
②民間事業者を活用した課外学習事業：中学校３校で実施（瑞光中学
校、柴島中学校、中島中学校）
③よみきかせWeek　６日間　58組　145人
　絵本バンク利用者延べ数：5,348人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

①-2希望する小学校の全学年を対象に実施する予定であったが、新型
コロナウイルス感染拡大の影響により、対象学年を限定しての実施や実
施中止の学校が発生した。
また、対象学年が小学１～６年生と幅広いため、演目の内容によっては
低学年には理解が難しいという課題がある。
③新型コロナウイルス感染拡大の影響により、予定どおりに事業を実施
することができなかった。
上記以外については、計画どおり実施した。

プロセス指標の達成状況
①-１　受講後、内容を理解したと回答した児童生徒の割合（いの
ちと性の教育）：94.2％、（情報モラル教育）：97.9％
①-2　鑑賞教育の実施後に、豊かな情緒や感性を育むことに役
立ったと回答した学校の割合：80.0％
①-3　本事業を活用し、物事を論理的に考える力が向上したと感
じる学校の割合：91.7％
②　受講前より学校の授業が分かるようになったと回答する受講
者の割合：80.0％
③　「絵本読み聞かせ事業の取組が、子育てに絵本を取り入れる
きっかけになると思う」また、「事業の取組に参加したことで、子ど
もと触れ合う時間が増えた」と回答する参加者の割合：未測定（新
型コロナウイルス感染拡大の影響により一部事業未実施のため）

②(ii)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①-2全学年の児童が豊かな情緒や感性を育むことができるような演目
を実施するよう取り組んでいく。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

具体的取組　２－２－２ 【子育て世帯を含む地域住民の交流促進】

30決算額 11,944千 元予算額 13,403千 ２予算額 13,867千

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
　地域全体がこどもの健全育成に高い意識を持ち、こどもたちが地域の
人のつながりの中で支えられるよう啓発活動や巡視や見守り活動を行
い、関係機関が連携して支援を行う体制の強化を行う。

①青少年育成区民大会等でアンケートを取り、子ども・青少年の健全育
成に関する取組に参加したいと思ったと回答する人の割合：30％以上

①青少年育成推進事業
　区内各関係団体等が一丸となり、こども、青少年の健全育成のために
議論し、健全育成に資する取り組みを支援し地域の意識向上を図るとと
もに、青少年健全育成に係る大会等を実施することで、青少年にも健全
育成活動への関心を持ってもらい、健全育成及び非行防止につなげる。

【撤退・再構築基準】
①②ともに上記目標に対する実績が20％未満の場合、事業の再構築を
行う。

②学校を活用した地域連携事業
　学校の教育活動を支援する仕組みづくりを推進する「はぐくみネット事
業」及び地域課題についての自主的な学習活動の場や機会を提供する
「生涯学習ルーム事業」、地域住民に継続的なスポーツ活動の場や機会
を提供する「学校体育施設開放事業」を、事業者に委託して実施する。こ
れらの事業実施により、学校・地域・保護者・行政が連携した地域ぐるみ
の子育て・教育活動の充実をめざす。

前年度までの実績
①青少年育成推進事業
　こども110番の家、見まもるデー、街頭啓発活動（年２回）、指導ルーム
活動（毎月１回）、成人の日記念のつどいの準備等の協力、区ＰＴＡ協議
会共催の高校等進学説明会（年１回）、青少年育成区民大会（年１回）、
青少年育成推進会議役員会等（年３回）、中学生スポーツ大会（年2
回）、中学生絵画写真コンクール（年１回）、中学校音楽フェスティバル
（年１回）、中学生ウルトラクイズ大会（年１回）、中学生食パンデコグラン
プリ（年１回　新型コロナ感染防止のため中止）、ユース・ダンスフェス
ティバル（年１回）、青少年育成区民大会（年１回　新型コロナ感染防止
のため中止）

②学校を活用した地域連携事業
はぐくみネット事業実施校：H26～27：17校、H28～：16校
生涯学習ルーム事業実施校：H26～27：17校、H28～：16校
学校体育施設開放事業：H26～27：25校、H28～：23校

②区民アンケートで「学校を活用した地域連携事業を知っている」と回答
する区民の割合：40％以上

※プロセス指標のR元年度実績
①53.3％（※Ｒ元年度未実施のためＨ30年度実績）、②50.1％

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、学校を活用した地域連携事
業の「はぐくみネット事業」「生涯学習ルーム事業」「学校体育施設開放事
業」は、学校の臨時休業期間中は活動中止としていたが、７月より活動
再開可能とした。しかし、学校との調整等により再開していない校区もあ
るため、今後、学校の教育活動の状況も踏まえながら活動再開について
調整していく。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①こども110番の家、見まもるデー、街頭啓発活動、指導ルーム活動、成
人の日記念のつどいの準備等の協力（延期）、区ＰＴＡ協議会共催の高
校等進学説明会（年１回）、青少年育成推進会議役員会等（年１回）、中
学生絵画写真コンクール（年１回）、中学生食パンデコグランプリ（年１
回）
②学校を活用した地域連携事業
はぐくみネット事業：16校で実施、生涯学習ルーム事業：16校で実施、学
校体育施設開放事業：23校で実施

①新型コロナウイルス感染拡大の影響により、青少年育成推進事業に
ついて、各事業ごとに安全安心の計画を立て事業を進めてきたが、緊急
事態宣言が出され不要不急の外出自粛を求められるなど、予定通りに
事業計画を進めることができなかった。
②新型コロナウイルス感染拡大の影響により、学校の臨時休業期間中
は活動を中止としており、活動再開が７月であった。しかし、学校との調
整等により再開していない校区もある中、十分な活動を行うことができな
かった。

プロセス指標の達成状況
①青少年育成区民大会等でアンケートを取り、子ども・青少年の
健全育成に関する取組に参加したいと思ったと回答する人の割
合：未測定（新型コロナウイル感染拡大の影響により区民大会等
の実施ができなかったため）
②区民アンケートで「学校を活用した地域連携事業を知っている」
と回答する区民の割合：40.3％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

②(ii)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、安全安心に実施でき
る事業計画を検討し、実行していく。
②新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、今後、学校の教育活
動の状況も踏まえながら活動再開について調整していく。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

具体的取組　２－２－３ 【分権型教育の推進】

30決算額 － 元予算額 － ２予算算定額 －

●区教育会議：27年度１回、28年度２回、29年度２回、30年度２回、元年
度２回
●区教育行政連絡会：26年度１回、27年度３回、28年度２回、29年度３
回、平成30年度３回、元年度３回
●学校協議会委員研修会：27年度11回（127名参加）、28年度６回（92名
参加）、29年度２回（17名参加）、30年度２回（14名参加）、元年度９回
（10名参加）
●全ての学校協議会に区役所職員が出席

※プロセス指標のR元年度実績　①100％、②100％

②学校協議会への補佐
　区内各小・中学校で設置されている学校協議会の開催に際し、区役所
職員が出席し、運営状況について把握するとともに、運営補助や区内施
策に関する情報提供などの支援を行う。

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
  分権型教育行政の効果的な推進に向けて、保護者や地域住民等の多
様な意見やニーズを把握し、学校と調整を行い、教育関連施策を進める
とともに、学校を核とした住民主体の学校支援・教育コミュニティの形成
を進めていく。

①区内において、学校、地域の実情に応じた教育が行われたと感じる
「保護者・区民等の参画のための会議」の委員の割合：90％以上

②区職員からの学校協議会施策に関する説明・情報提供は、学校協議
会について理解を深めるのに役立ったと感じる学校協議会委員研修会
に参加する委員の割合：80％以上

【撤退・再構築基準】
①区教育会議、区教育行政連絡会
　区長が、区教育会議、区教育行政連絡会を開催し、区内の教育やこど
ものための施策・事業について、立案段階から意見を把握し、適宜これ
を反映させるとともに、実績・成果の評価にかかる意見を聞くことで、地
域や学校協議会からの意見・ニーズに応じた教育施策・事業の実現をめ
ざす。

①②ともに上記目標に対する実績が50％未満の場合、事業の再構築を
行う。

前年度までの実績

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①区教育会議２回実施、区教育行政連絡会３回実施
②学校協議会委員研修は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
学校協議会を書面での開催となったため、委員研修についても資料の
送付を行った。

②新型コロナウイルス感染拡大の影響により学校協議会自体が書面開
催となったことから未測定となったが、研修資料を送付するなどの対応を
行い、学校協議会の理解促進に努めた。
上記以外については、計画どおり実施した。

プロセス指標の達成状況
①区内において、学校、地域の実情に応じた教育が行われたと
感じる「保護者・区民等の参画のための会議」の委員の割合：
90.9％
②区職員からの学校協議会施策に関する説明・情報提供は、学
校協議会について理解を深めるのに役立ったと感じる学校協議
会委員研修会に参加する委員の割合：未測定（新型コロナウイル
ス感染拡大の影響により研修資料の送付での実施としたためア
ンケート未実施）

②(ii)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―
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【様式２】

　高齢化率が年々上昇し(H22国勢調査 20.5％→H27国勢調査　23.9％)、約４人に１人が高齢者、うち約４割が単身高齢者である。高齢者のいる世
帯のうち単身高齢者の割合は、H22の41.3％からH27の42.1％と0.8％上昇し、単身高齢者が年々増加している。
　 高齢者の約半数は、人生の最後を「自宅」で迎えたいとの希望であり、今後、地域での在宅医療・在宅介護の連携による「支え合い」が重要に
なってくるが、何らかの課題があるものの主たる支援機関が明確でないため、支援に繋がっていないケースがあるほか、支援に繋がっていない家
族がいることで、世帯としても支援困難になっていることもある。
　単一課題世帯への支援については、一定の仕組みがあるのに対し、複合課題世帯への支援については、平成29年度から「総合的な相談支援体
制の充実」事業で分野横断的な連携の仕組みづくりや支援に取り組み始めたところで、十分対応できる状態にあるとは言えず、このような場合は
地域から孤立し、自分から助けを求めることができなくなっていることも予想される。そのため、そのような方の早期把握については、庁内各部署間
の連携を強めるとともに、平成27年度に構築した困窮者支援のネットワークを広げ、連携をさらに深めながら、対応していく必要がある。
　 健康づくりにおいては、平均寿命や健康寿命が平成22年より延びてはいるものの不健康な期間も延びていることから、今後は健康寿命を延ばし
ていくことが重要であると考える。そのためにも、地域で健康づくりの取り組みを進めていくにあたり、「他の地域の取り組み内容の情報を共有した
い」「地域にあった活動方法などのアドバイス」「地域でのサポーター養成講座の実施希望」など各々の地域の特性に応じた取り組みが必要である
と考える。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ 【福祉と健康にみんなで取り組むまち】

計
　
画

【主なSDGｓゴール】

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＞

 　地域や行政をはじめ、地域に関わる全ての人の力を合わせて、共に生き共に支え合い、地域での「声かけ」「見守り」「支え合い」「助け合い」と
いった自助・共助による地域コミュニティが確立され、乳児から高齢者、障がいのある方などの誰もが住み慣れた地域で健康で安全・安心に暮らせ
るまちづくりをめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・地域における福祉課題が複雑化・多様化・深刻化し、各施策分野における相談支援機関だけでは解決できないような複合的な課題を抱えた世帯
が増加するなか、東淀川区では平成29年度から「総合的な相談支援体制の充実」モデル事業を実施し、分野横断的な連携の仕組みづくりや支援
に取り組んできた。平成31年度から「総合的な相談支援体制の充実」事業は全区で展開されているが、東淀川区でも、複合課題世帯の支援に向
け、引き続き取り組んでいく必要がある。
・平成30年度における生活困窮者に係る「自立相談支援事業」の新規相談受付件数は、668件で、24区中２位と多く、平成29年度の6位から順位を
上げている。この新規相談受付件数の増加は、「生活困窮者自立支援法」の施行（平成27年４月１日）から５年が経過し、区役所内の自立相談支
援機関（相談窓口）の存在が認知されてきたことを示している。しかし、一方で、相談内容からは、様々な課題を抱え、ひとつの機関・窓口だけでは
対応できないものが非常に多いこと、また地域社会とつながりを持たない孤立した生活困窮者を早期に把握すること等が課題として見えてきてい
る。
（新規相談受付件数（本人同意なしを含む）：平成28年度 418件、平成29年度 396件、平成30年度668件）
・単身高齢者や障がい者は、知り合いと疎遠となる可能性が高く、地域での見守りや地域とのつながりが重要となっている。このような要援護者を
地域が把握し、「助け合い・支え合い」により地域の課題を地域で解決する仕組みを構築する必要がある。
・高齢化率　H29：24.7％⇒H30：24.9％(推計人口)
・高齢者のいる世帯のうち単身高齢者の割合　H22：41.3％→H27：42.1％(国勢調査)
■データ
 　東淀川区推計人口　175,530人(H27)←176,585人(H22国勢調査)　　　65歳以上の人口の割合　23.9％(H27国勢調査)←20.5％(H22国勢調査)

平成28年 平均寿命（大阪市健康局）  男性79.55歳（H27年78.90歳）【市内ワースト9位】　女性86.94歳（H27年86.62歳）【市内ベスト12位】
平成28年　健康寿命（大阪市健康局） 男性77.53歳（H27年77.01歳）【市内ワースト10位】 女性82.67歳（H27年82.56歳）【市内ワースト8位）】
平成28年  不健康な期間の平均は男性2.02年（H27年1.89歳）【市内ワースト2位】女性4.27年（平成27年4.05歳）【市内ワースト2位】
　「治る見込みがない病気になった場合、どこで最期を迎えたいか」についてみると、「自宅」が54.6％　（平成28年版高齢社会白書より）
平成30年　東淀川区民のがん検診受診率が大阪市平均を下回っている。【市内ワースト：胃5位、大腸7位、肺9位、子宮頸2位、乳5位】

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）
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大阪市 5.6 8.4           6.9 16.2 13.2 
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【様式２】
課題（上記要因を解消するために必要なこと）

　高齢者のみの世帯や、単身高齢者、障がい者は、地域と疎遠となる可能性が高く、孤立死などの問題もあり、地域の見守りや地域とのつながり
が重要となっている。このような要援護者を地域が把握し、地域において助け合い・支え合い、地域の課題を地域で解決する仕組みを早急に構築
する必要がある。
　また、区役所では、複合課題を抱える要援護者のために、職員が連携して相談窓口を明確にすることで、複合課題の解決につなぎ、従来の仕組
みでは対応に限界のある複合課題世帯に対応する体制の充実が必要である。
　地域で孤立した生活困窮者の早期把握については、平成31年４月に設置した「支援会議」を活用することに加え、生活困窮者サポートネットを広
げ、連絡会を定期的に開催することにより、さまざまな分野を超えて顔の見える連携を作り、生活困窮者の自立のための取り組みにつなぐ必要が
ある。また、貧困の連鎖を解消することを目的に、困難な状況の世帯で育つこどもが生きる力を身に付けるために必要な、自尊感情を育成し、自己
肯定感の向上につながる事業に取り組む。
　 また、いつまでもいきいきと暮らし健康寿命を延ばすために、がん検診等の受診勧誘等を行うなど、健康格差の解消や自分の健康は自分で守
る(自助)意識づけ、住んでいる地域全体で支え合う(共助)ための人材育成や支援に取り組んでいく。高齢者等の在宅医療・介護連携についても、
医療・介護・地域・行政等が協働し、関係職種・関係団体による研修や情報共有、啓発活動などの取り組みが必要である。

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

だれもが住み慣れた地域で健康で安心して自分らしく暮らしていくため、引き続き「わくわく！いきいき百歳体操」の地域展開をはじめとする地域包
括ケアを推進するとともに、「総合的な相談支援調整の場（つながる場）」や「支援会議」等を活用して、複合課題世帯や生活困窮者への支援、地
域での見守り等を行ったほか、健康寿命延伸の取組や在宅医療・介護連携の取組も行った。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
当初の計画変更を余儀なくされ、規模の縮小や実施方法の変更等を行ったものもあった。
今後は、今年度の成果や反省点を来年度の取組に活かし、各地域に配置されている地域福祉コーディネーターをはじめ、社会福祉協議会に配置
されているコミュニティソーシャルワーカーと連携し、地域のみなさんと力をあわせて取り組んでいきたい。

計
　
画
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【様式２】

円 円 円

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・総合的な支援調整の場（つながる場）：10回（新規６回、継続４回）
・職員向け研修：２回
・民生委員児童委員協議会委員長会、地域福祉コーディネータ―連絡会
で事業説明 ―

プロセス指標の達成状況
①99.1％
②73.0％

①(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
　既存のしくみでは解決できない支援困難事例に対して施策横断的に関
係機関が参画し解決を図る「総合的な支援調整の場(つながる場)」を開
催し、有効な連携につなげる。また、今年度から新たに配置する地域福
祉コーディネーター等との連携により情報共有を行うなど、地域における
適切な支援にもつなげる。

　必要に応じてＳＶ相談（学識経験者・弁護士等への相談）を活用し、最
適な支援方針を構築する。
　
　アンケートを実施し、まだ支援につながらない課題を抱える方の発掘を
行うとともに、地域の中で支援者となり得る方々や新たな社会資源の創
出に向けた検討をする。

①「総合的な支援調整の場(つながる場)」参加者アンケートを実施し、つ
ながる場を有効と感じる方の割合：90％以上
②地域福祉コーディネーターをはじめ、地域の支援者の方々にアンケー
トを行い、つながる場を知っていると答えた方の割合：60％以上

【撤退・再構築基準】
上記①の目標値が70％、②の目標値が30％をそれぞれ下回った場合
は、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
　「つながる場」H29、30モデル実施(市全体で３区)、H31～全区実施
・総合的な支援調整の場（つながる場）：25 回（新規４回、継続21回）
・ＳＶ相談：６回
　スーパーバイザーへの相談（事前打合せ）：４回（５事例）
　弁護士への相談：２回（２事例）
・研修等： 13回
　ＳＶを活用した職員打合せ：10回
　職員向け研修：２回
　「地域包括支援センター・ブランチ連絡会」・「困サポ」と共催した研修
　：１回

連携のためのツール開発
・H29：「東淀川区つながる・ひろがる相談（支援）機関ファイル」を作成済
・R1 ：「東淀川区役所つなげるリーフレット」を作成し、ホームページに
　　　　て公表済。ツールは、区役所および関係機関等で共有した。
　
※プロセス指標のR元年度実績：①98.6％　②新規

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組３－１－1 【複合課題世帯への支援】

30決算額 － 元予算額 － ２予算額 －

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

Ａ

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 b

―
アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体
身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け
合い」、「支え合い」を実感している支援者の割
合：67.0％

Ａ―

めざす成果及び戦略　３－１ 【共に支え合い共に生きるまち】

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）
　地域のこどもから高齢者、障がいのある方などの誰もが自分でできるこ
とは自分で行い、みんなで支え合いながら暮らすコミュニティが育成さ
れ、不安や困りごとがあればすぐに身近な人や区役所などに相談でき、
必要な支援につながる。

　地域の中での自助・共助・公助の考えの理解と実践、地域の複合的な
課題の把握、職員間や関係機関、地域団体とのネットワークを充実させ
ながら、現行の東淀川区地域保健福祉計画の改定作業を行うことで、多
様な支援ニーズに対して、より一層、迅速・的確に対応していく。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
　身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を
実感している支援者の割合：令和５年度末までに70％

－18－



【様式２】

円 円 円

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

年度内に、区内17地域全てに地域福祉コーディネーターを配置できるよ
う、東淀川区社会福祉協議会と協議し、各地域にコーディネーターにふさ
わしい人材の推薦等を依頼してきた。令和３年３月現在12地域でコー
ディネーターが配置されている。また、コーディネーターの存在を広く知っ
てもらう必要があるため、地域社会福祉協議会会長会や民生委員児童
員協議会委員長会で周知した。加えて、地域の掲示板に活動日時を掲
示するとともに、地域連絡会議で活動内容の説明や広報「ひがしよどが
わ」で周知を行ってきた。

―

プロセス指標の達成状況
配置できている地域の地域福祉コーディネーターが、相談のあっ
たケースに対して、相談件数のうち何らかの専門的支援につなげ
たり解決できた割合：100％（継続対応中も含む）

①(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
　区内の各地域に地域福祉コーディネーターを配置し、地域における
様々な生活課題を抱えた住民の相談への対応、緊急時の一時的な援
助、また東淀川区社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーをは
じめ関係機関と連携して福祉の制度につなぐ役割を果たす。コーディ
ネーターの役割等の地域への周知を行う。
　また、「地域における見守りネットワーク強化事業（※１）」や「つながる
場（※２）」等と連携して切れ目のない支援体制を構築するとともに、地域
における福祉コミュニティづくりを推進する。
   一方で、今年度策定予定の第２期東淀川区地域保健福祉計画策定業
務と併行しながら、地域住民の地域別保健福祉計画策定の意欲醸成に
向けての働きかけなども行う。

（※１）見守り相談室で実施している個人情報提供に係る同意確認、孤
立死リスクの高い要援護者への訪問支援・行方不明者情報のメール配
信などの取り組み支援（実施事業者との調整会議など）

（※２）既存のしくみでは解決できない支援困難事例に対して施策横断的
に関係機関が参画し解決を図る総合的な支援調整の場

配置できている地域の地域福祉コーディネーターが、相談のあったケー
スに対して、相談件数のうち何らかの専門的支援につなげたり解決でき
た割合：相談件数の平均70％以上

【撤退・再構築基準】
年度末までに、区内17地域中３分の１以上が未配置の場合、事業を再
構築する。
配置できている地域の地域福祉コーディネーターが、相談のあったケー
スに対して、相談件数のうち何らかの専門的支援につなげたり解決でき
た割合が相談件数の平均50％未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
平成27年4月　見守り相談室開設
見守り同意確認件数　6,050件（令和２年３月末現在）

東淀川区地域保健福祉計画の策定（H28年12月）
３地域（いたかの地域・豊新地域・新庄地域）での策定支援
豊新地域保健福祉計画策定（H30年5月）、新庄地域保健福祉計画策定
（Ｒ元年12月）、いたかの地域保健福祉計画（R２年３月策定）

30決算額 724千 元予算額 1,709千 ２予算額 10,410千

具体的取組３－１－２ 【地域における福祉コミュニティづくり支援】
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【様式２】

円 円 円

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 イ
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①困サポ：１回開催（第13回困サポ（R3.2.19～3.8）　WEBでの動画視聴
　支援全体会議：２回開催
　支援会議についてより活発な情報共有や適切な連携を図るため体制
変更するとともに関係機関へ周知した。
②東淀川区中学校勉強会事業：２か所の会場で計71回、合同イベント3
回

コロナ禍の中、各支援者が集合形式で一堂に会して情報交換する場を
設定することが難しい。

プロセス指標の達成状況
①81.8％
②13.3％ ①(ii)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

困サポは予定していた回数は達成しなかったものの、集合形式で一堂に
会さず、WEB視聴（放映会も並行して実施）を取り入れるなど新しい形を
試みた。ウィズコロナ、アフターコロナの時代でも効果的に支援者間で連
携できるように、来年度も開催方法等を検討してまいりたい。

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、東淀川区中学生勉強会事
業については、４～５月は実施を中止していたが、６月より実施してい
る。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
①生活困窮者の自立支援
　「東淀川区生活困窮者サポートネット連絡会（困サポ）（※１）」と「支援
会議（※２）」を活かし、区役所内外の関係部署と連携して、地域で孤立し
た生活困窮者の早期把握と自立のための取組みを進める。

「東淀川区生活困窮者サポートネット連絡会（困サポ）（※１）」、「支援全
体会議（※３）」について、それぞれ年２回以上開催。

（※１）区内に拠点を置き、社会福祉の増進を図ることを主たる目的とす
る団体及び教育機関等並びに行政の担当者で組織する「生活困窮者を
支える地域づくり」を目的としたネットワーク。
（※２）生活困窮者の早期発見及び迅速な支援開始、とりわけ、自ら支援
を求めることが困難な人たちの自立を支援するため、関係機関等が、生
活困窮者自立支援制度の理念及び生活困窮者の支援に関する情報や
考え方を共有し、適切な連携のもとで対応していくことを目的とした会
議。そのうち、地域の課題を地域の支援者と共有しながら、地域づくりを
検討することを目的とした会議を「支援全体会議（※３）」という。

②東淀川区中学生勉強会事業
　生活困窮状態にある世帯の中学生等を対象に居場所を提供して、自
尊感情を高め、自己肯定感の向上に取り組み、学習支援を行い、希望
する高校への進学につなげるとともに、高校中退を防止する基礎的な学
力を形成することで、貧困の連鎖を解消することを目的とする。
　中学生は学生等サポーターによるマンツーマン方式、高校生（※４）は
生徒３人に対して学生等サポーター１名を配し、区内２か所において、原
則週１回ずつ（年末年始等を除く）実施する。

（※４）過去に本事業に参加し、高校へ進学した者のうち、中退防止のた
め継続した支援が必要な高校生（東淀川区中学生勉強会実施要綱　第
４条第３項）

①「困サポ」に複数回参加された方にアンケートを実施し、『「困サポ」に
参加することで、顔の見える関係ができ、支援がしやすくなった』と答えた
方の割合：60％以上
②「中学生勉強会に参加登録後、３回以上継続参加した中学生のうち、
各学年最後の３か月に１度も勉強会に参加していないこと」を「定着しな
かった」と定義し、その定義に当てはまる中学生：20％以下（但し、特段
の事情により参加できなかった生徒を除く）

【撤退・再構築基準】
①上記目標数値が40％未満の場合、事業の再構築を行う。
②定着しなかった中学生が25％以上の場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
25年８月：東淀川区中学生勉強会事業を直営により、区内１か所で
             事業開始
26年１月：生活困窮者自立支援モデル事業開始
27年４月：生活困窮者自立支援法施行及び自立相談支援事業本格
             実施
28年３月：東淀川区生活困窮者サポートネット連絡会（困サポ）設置
28年６月：東淀川区中学生勉強会事業を委託により、区内２か所に
              事業拡大
30年10月：生活困窮者自立支援法改正（一部を除き施行）
31年４月：東淀川区支援会議設置

東淀川区中学生勉強会事業（継続して参加した中学３年生の進学実績）
　Ｈ25：11名全員が全日制高校に進学
　Ｈ26：７名中、６名が全日制高校、１名が全日制専門学校に進学
　Ｈ27：13名中、11名が全日制、１名が通信制、１名が定時制高校
    に進学
　Ｈ28：19名全員が全日制高校に進学
　Ｈ29：９名全員が全日制高校に進学
　H30：15名中、14名が全日制高校に進学
　R１：12名中、12名が高校等に合格

※プロセス指標のR元年度実績：①新規　②14.8％

30決算額 9,375千 元予算額 8,658千 ２予算額 8,664千

具体的取組3－1－3 【生活困窮者の自立支援と貧困連鎖の解消】
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【様式２】

ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

A

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

―

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体
自分自身の健康のために、過去１年間で少しで
も検診の受診や生活習慣の改善、体力づくりな
どに取り組んでいる区民の割合：84.2％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

82.8％ A

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）
いつまでもいきいきと自分らしく自立した生活をおくるために、区民の健
康づくりに対する意識が向上し、生涯を通して健康寿命を延伸するため
の取り組みが実行されている。

「今をいきいきと過ごせば、将来もいきいきと過ごせる」という意識づけを
行い、あらゆる区民が自主的に「栄養・運動・休養」を充実させるための
施策を進めるとともに、地域ともつながりながら健康づくりの取り組みを
進めていけるよう、担い手づくりや支援に各団体と連携して取り組んでい
く。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
自分自身の健康のために、過去１年間で少しでも検診の受診や生活習
慣の改善、体力づくりなどに取り組んでいる区民の割合：令和２年度末ま
でに83％以上

めざす成果及び戦略　３－２ 【いきいきと暮らす健康づくりに取り組むまち】
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【様式２】

円 円 円

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【がん検診等勧奨】
・総合がん検診：６回
・レディースデーの実施：H27年度より年1回開催
・レディースデーを女性スタッフで実施
・出張所での特定健診の実施
・かみしんプラザ等での乳がん検診の実施

【受動喫煙・禁煙指導】
・庁内に受動喫煙のビラを掲示。
・常設健康相談時の禁煙指導妊産婦等の数　205人

【介護予防】
健康づくりや介護予防活動として、各地域でいきいき百歳体操や食育講
座を開催した。
・いきいき百歳体操：50会場
・わくわく！いきいき百歳体操会場数：20会場
・地域健康講座で介護予防、認知症やうつ等の予防についてリーフレット
等で情報を提供。

―

プロセス指標の達成状況
①55.8％
②いきいき百歳体操の場：50会場
　 わくわく！いきいき百歳体操：20会場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

①(i)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ②(ii) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
健康診断（がん検診等）については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
４～６月までの全ての健診を中止した。７月から再開するも密を避けるため、定員
数を大幅に減らして実施している。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・検診受診勧奨：乳幼児健診の受診対象者の保護者に対し、地域と連携
した検診受診啓発の実施等
・検診受診機会の拡大：女性従事者によるがん検診の実施（レディース
デイの設定）、区内小中学校・淡路出張所等での検診の実施、半日で全
ての検診が受診できる土日の総合がん検診の実施等
・受動喫煙や禁煙指導の啓発活動（制度を知らない区民への啓発）
・介護予防活動：高齢者の健康維持増進のために、「いきいき百歳体操」
等の介護予防、認知症予防活動を通じた社会参加等への支援、サポー
ターの育成を行う。
・地域で実施している健康講座にて、リーフレットなどを活用しながらいき
いき百歳体操の開催場所を新たに開拓する。さらに、いきいき百歳体操
の内容についても、介護予防を目的とした百歳体操30分に加えて、新た
なものとして関係機関からのサポートを受けながら、認知症、閉じこもり
予防となる内容を30分ほど行う場(「わくわく！いきいき百歳体操」)に再
構築する。

①健康診断（がん検診等）
区民アンケートにおいて健康診断（特定検診・人間ドック・がん検診・職
場検診など）を受診したと回答する割合：30%以上
【撤退・再構築基準】
上記割合が20％未満の場合、啓発方法等の再構築を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

②いきいき百歳体操
・いきいき百歳体操の場：50会場
・そのうち、「わくわく！いきいき百歳体操」(新たないきいき百歳体操の内
容を取り入れている)の場：20会場
【撤退・再構築基準】
上記目標数値が40会場を下回った場合、「わくわく！いきいき百歳体操」
の場が10会場を下回った場合は、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
【健康診断（がん検診等）】
・がん検診受信者数合計1,722件(R1.11時点）
 (胃がん検診329件、大腸がん検診524件、肺がん検診501件、乳がん検
診418件)
・総合がん検診：5回（R1.12時点）
・レディースデーの実施：H27年度より年1回開催
・レディースデーを女性スタッフで実施
・出張所での特定健診の実施
・かみしんプラザ等での乳がん検診の実施

【受動喫煙・禁煙指導の啓発】
・庁内に受動喫煙のビラを掲示。
・常設健康相談時の禁煙指導妊産婦等の数　100人（R２．３時点)
・大阪経済大学において一酸化炭素濃度測定、禁煙などの健康情報
コーナーを実施。

【いきいき百歳体操等の介護予防】
・食育講座及び元気応援リーダー養成講座を開催し、地域で健康づくり
や介護予防活動を担う人材を育成・支援した。
・地域健康講座で介護予防、認知症やうつ等の予防についてリーフレット
等で情報を提供。
・血管年齢測定実施（健康展 計104人）

※プロセス指標のR元年度実績：
①62.1％
②いきいき百歳体操：49会場
　そのうち、わくわく！いきいき百歳体操：18会場

具体的取組３－２－１ 【いつまでもいきいきと自分らしく過ごすための健康寿命延伸への取り組み】

30決算額 － 元予算額 353千 ２予算額 119千
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【様式２】

円 円 円

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・在宅医療介護連携実務者会議を６月、12月に、在宅医療介護連携推
進会議を７月に開催し、また、定例会（ワーキング）を毎月開催し、当区
の取り組み内容の説明及び振り返りを実施した。
・東淀川区役所広報紙へ在宅医療・介護連携に関する記事を掲載した。
・区役所ホームページに専用ページを開設しており、適宜更新を行って
いる。
・区内全域（17地域）区民向け講演会を２月に実施した。

―

プロセス指標の達成状況
取組実績どおり

①(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・医療、介護、地域、行政等の各関係職種及び関連団体による在宅医
療・介護連携推進会議及び、より専門的な意見交換を行うための在宅医
療・介護連携実務者会議を開催し、連携に関する情報共有等を行い、事
業推進のための課題抽出等の検討を行う。
・区役所内で実施する事業・行事の中で在宅医療等のリーフレットの配
布等により、周知啓発を実施
・関係職種の研修を実施
・地域との関係を活かして、様々な機会を利用し在宅医療等について啓
発を実施する。そして、区役所の福祉や保健に関する窓口や取組みなど
の見える化を進める。

地域で実施される様々な機会を利用して在宅医療等について啓発を実
施：17地域

【撤退・再構築基準】
10地域を下回った場合は、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
・在宅医療を考える会（こぶしネット）に参画し、地域の各関係職種及び
関係機関と協働し、月１回の実行委員会にてワーキングを実施
・医療関係実務者との連絡会を月１回実施
・医療、介護、地域、行政等の各関係職種及び関連団体による在宅医
療・介護連携推進会議を開催
・より専門的な意見交換を行うための在宅医療・介護連携実務者会議の
実施

30決算額 － 元予算額 － ２予算額 －

具体的取組３－２－2 【高齢者等の在宅医療・介護連携の推進】
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【様式２】

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題４ 【安全・安心のまち】

【主なSDGｓゴール】

（防災・減災)
　災害時を想定した地域住民・区役所・関係機関が連携した対策・訓練が不足している。
　災害発生直後における地域内での安否確認方法や避難所開設の体制づくりなど、地域の初期初動体制が確立していない。
　災害発生後の迅速な福祉・医療救護体制を構築するための具体的取組が不足している。

（地域安全防犯)
　こども被害件数は減少しているものの、女性被害件数については、増加している。
  また、街頭における犯罪の発生件数は減少傾向にあるものの、自転車盗・部品ねらいが多発している。特殊詐欺被害については、手口が変化
する傾向があるため柔軟な対応が求められている。
　(交通安全）
　交通事故総件数が減少傾向にある中で、自転車事故の割合は40％以上を占めており、自転車利用のルールやマナー等の交通安全に対する
意識の向上が必要である。 また、高齢者（65歳以上）の死傷者が全体の16％以上を占めている。
　放置自転車が多く通行の妨げになり、交通事故や自転車盗の一因にもなりうるため、上新庄駅・淡路駅に自転車利用適正化指導員（啓発指
導員）を配置し駐輪場利用促進の啓発活動を進めているが、依然として多くの放置自転車が存在する。

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

（防災・減災)
　若年層も含めたあらゆる世代の区民等が主体的に自助・共助の取り組みを実施するよう、具体的な防災・減災対策に関する知識啓発を実施
する必要がある。
　避難所や避難行動に関する意識向上や訓練参加者を広げるために、地域で実施される防災訓練の周知が必要である。
地域住民が主体的に地域内での安否確認を行うとともに、避難者受け入れ体制の確立に向け、平時から初動対応のための避難所開設・運営
訓練等の実施を支援する必要がある。
　福祉避難所や区医師会等を含めた防災訓練を実施し、福祉・医療分野との連携を強化する必要がある。

（地域安全防犯)
　こどもや女性を犯罪から守るための防犯カメラの設置が必要である。また、街頭における犯罪防止や特殊詐欺被害防止として、広く地域住民
に犯罪情報を提供できるよう広報活動の充実を図り、地域や警察、企業等との連携を強め、効果的な防犯対策に取り組む必要がある。
(交通安全）
　交通ルール遵守と交通・駐輪マナーの啓発・指導を徹底し、交通事故防止啓発活動及び地域の交通安全運動の普及啓発活動が効果的に取
り組めるよう広報活動を充実する必要がある。

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

（防災・減災）
・昨年に引き続き、日本の各地で自然災害の脅威が多く報道されたことに加え、コロナ禍における避難の考え方など災害に対する区民の防災意
識は高まっている。特に東淀川区は河川に囲まれた低地であることから水害時の分散避難などの対策について、引き続き、さまざまな機会や媒
体を通じて啓発を実施する。
・地域や関係機関との防災訓練や学習会等については、コロナ禍であったため多くが実施を見送らなければならなかった。規模縮小や動画配
信、ＨＰ・ＳＮＳ等の活用により一部実施することができたが、今後さらに対面以外でのコミュニケーションや知識の向上の機会を増やしていく必
要がある。
（地域安全防犯）
　令和２年７月１日付で警察・消防と「東淀川区安全・安心なまちづくりに関する協定」を締結し、新たな取組として住みます芸人を活用した特殊
詐欺被害防止のためのYouTube動画の作成や広報紙掲載等啓発活動を実施したが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、防犯や特殊
詐欺対策に係る講習会やキャンペーン等の開催を見送らなければならなかった。子どもを狙った犯罪の発生件数は前年比６％減となっている
が、アウトカム指標等は目標未達成となった。引き続き、警察等と連携し、犯罪被害防止に向けた広報啓発活動等を実施することで、防犯意識
の向上を図っていく。
（交通安全）
　新たな取組として住みます芸人を活用した交通安全に関する動画を作成し、YouTubeで配信する等の啓発活動を実施したが、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により、交通安全教室やキャンペーン等の開催を見送らなければならなかった。アウトカム指標等は目標未達成となった
が、引き続き、警察等と連携し、SNSを活用した交通安全に係る広報啓発活動等を実施することで、自転車利用のルール周知・マナー向上を
図っていく。

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＞

安全で安心して暮らせるまちづくりのため、地域において多様な主体の連携・協働により防災・減災活動、防犯活動、交通安全活動が進められ、
地域住民が自主的・主体的に参画している状態をめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

（防災・減災)
・地域ごとの地域防災計画策定　全17地域で実施（平成24～26年度）
・夜間や停電時を想定した避難所開設訓練の実施　４地域（～令和元年度）
・河川氾濫を想定した夜間における避難所開設訓練の実施　3地域（平成28年度）
・地域住民、医師会、福祉施設、社会福祉協議会での合同防災訓練の実施（平成29年度）
・災害時の備えについてアンケート　【備えている・・・78.3％（食品３日以上62.7％、飲料水３日以上76.0％、家具固定41.7％）、
　備えていない・・・21.7％】
・地域住民が主体となって実施する避難所開設・運営訓練の実施　13地域（～令和元年度）
・福祉避難所への無線機の設置及び通信訓練の実施（平成30年度）
・医療機関との医薬品等の循環備蓄に関する協定締結（平成30年度）
・区医師会との医療救護活動に関する確認書締結（平成28年度）
・区歯科医師会、区薬剤師会との医療救護活動に関する確認書締結（令和元年度）
・区医師会、区歯科医師会、区薬剤師会、医療機関、福祉避難との図上訓練実施（令和元年度）

（防犯発生状況・交通事故発生状況）

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

Ａ

めざす成果及び戦略　４－１ 【防災意識が高いまち】

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）
地域住民の防災・減災意識が高まり、地域主体の自助・共助を基本とし
た取組の促進により、要配慮者に配慮した防災・減災対策の実施など、
「区民等・法人及び団体等の事業者・行政」それぞれが責務と役割を果
たしながら、相互に連携及び協力し、災害に強いまちづくりが実現され
る。

防災・減災に関する知識の普及・啓発に努め、普段からあらゆる世代
の地域住民や団体等が自主的に防災・減災について考え、地域の特性
や様々な状況を想定した自主的な地域の防災活動の促進とその活性
化を図るための支援を行う。
また、災害時に要配慮者に支援が届くよう、平時から地域においてつな
がりをつくることを支援するとともに、福祉避難所、医療分野での災害
時の実行体制・連携強化に取り組む。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
大規模な災害時における住民どうしの助け合いが期待できると答えた
区民の割合：近所同士の安否確認について令和５年度末までに50％以
上
かつ安全な場所への避難について令和５年度末までに75％以上

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

動画配信、ＨＰ・ＳＮＳ等をさらに活用し、対面以外でのコミュニケーショ
ンや知識の向上の機会を増やしていく。Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a
ａ：順調
ｂ：順調でない

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

指標は達成したものの、これまで対面で行ってきた防災訓練や学習会
等については、多くが実施を見送らなければならなかった。アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

大規模災害時に住民どうしの助け合いの期待
値：近所同士の安否確認48.6％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

Ａ

Ａ
大規模災害時に住民どうしの助け合いの期待
値：安全な場所への避難72.1％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

46.9%

71.1%

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

自
己
評
価

具体的取組４－１－１ 【自助・共助による防災・減災力の向上】

30決算額 4,282千 元予算額 4,261千 ２算定見込額 5,827千

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
若年層も含めたあらゆる世代の区民等が主体的に自助・共助の取り組
みを実施するよう、備蓄や家具固定といった具体的な防災・減災対策に
関する知識啓発を実施する。
地域住民が主体的に地域内での安否確認を行うとともに、避難者受け
入れ体制の確立に向け、平時から初動対応のための避難所開設・運営
訓練等の実施を支援する。
新大阪駅周辺において駅周辺事業所や地域住民が連携して帰宅困難
者対策に取り組む。

・ローリングストック法、家具の転倒防止方法、災害情報発信ツールの
紹介といった防災に関する情報発信（毎月）
・地域ごとの地域防災計画の改正（17地域）
・区役所と地域の災害時における連絡体制の強化や情報発信・伝達手
法の検討
・新大阪駅周辺地区帰宅困難者対策協議会の開催（３回）と災害時に
おける新大阪駅周辺の情報提供拠点及び一時滞在スペースの開設・
運営訓練（１回）

訓練実施後のアンケートにおいて、「災害時に取るべき行動が分かっ
た」と答えた参加者の割合が90％以上
【撤退･再構築基準】
上記アンケートの割合が60％未満の場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
広報紙による防災情報発信　R１　10回
避難所開設・運営訓練　H29　８地域、　H30　９地域、　Ｒ１　３地域
新大阪駅周辺地区帰宅困難者対策協議会および情報伝達訓練（H29
から毎年３回開催、室内訓練１回、情報提供拠点及び一時滞在スペー
スの開設・運営訓練１回）

※プロセス指標のＲ元年度実績：91.6％

地域ごとの地域防災計画の改正については、新型コロナウイルス感染拡大の影響
により、地域とのコミュニケーションが制限されているなか、目前のコロナ禍におけ
る避難所開設の方法の共有を優先して行っていることから、予定どおりに進めるこ
とが困難である。コロナ禍における避難の在り方等を整理したうえで、改めて地域
防災計画の改正にむけた取組を行っていきたい。
他の取組については、新型コロナウイルス感染拡大防止の措置を図りながら、で
きる限り実施していく。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

①(i)

―

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・防災に関する情報発信（12回）
・コロナ禍における避難所開設訓練（４地域）
・区役所と地域の災害時における連絡体制の強化や情報発信・伝達手
法の検討
・新大阪駅周辺地区帰宅困難者対策協議会の開催（２回）、検討会議
（２回）、実地訓練（１回）

―

プロセス指標の達成状況
訓練実施後のアンケートにおいて、「災害時に取るべき行動が分
かった」と答えた参加者の割合：96.7％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】
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【様式２】

円 円 円

具体的取組４－１－２

(4-1-1に含む)

【福祉・医療分野との連携】

30決算額

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ②(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

コロナ禍においては多数の方が参加する訓練や講演会を行うことにつ
いて慎重に検討していきたい。とりわけ、医療機関や福祉施設について
は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に特段の配慮が必要であると
考えており、規模や内容について再検討している。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
災害発生時に迅速に福祉・医療体制を構築できるよう医療機関・福祉
避難所との連携を深める。

・福祉避難所とリモート会議や個別での意見交換を行う。
・区医師会を中心とした医療機関とリモート会議や個別の意見交換を行
う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

すべての福祉避難所と意見交換を行う。（22施設）

【撤退･再構築基準】
15施設未満の場合、事業の再構築を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

前年度までの実績

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・福祉避難所との意見交換（22施設）
・区医師会、区歯科医師会、区薬剤師会とメール等を活用した情報連
絡訓練（１回） ―

プロセス指標の達成状況
取組実績どおり

①(i)

(4-1-1に含む) 元予算額 (4-1-1に含む) ２算定見込額

Ｈ28　区医師会との医療救護活動に関する確認書締結
H29　区職員、区内地域住民、区医師会、区社会福祉協議会、区内福
祉施設合同の総合防災訓練の実施
H30　福祉避難所への無線機の設置及び通信訓練の実施
Ｒ１　区薬剤師会、区歯科医師会との医療救護活動に関する確認書締
結
Ｒ１　福祉避難所や区医師会等と災害時初期医療救護活動訓練の実
施（１回）

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

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）
地域住民の防犯に対する意識が高まり、地域が主体となり、警察や行
政・企業等と連携して犯罪の抑止の取り組みが進められ、みんなが安
心して暮らせるまちづくりが実現される。

警察等との連携を強め、地域への犯罪情報の提供等の広報活動を充
実し、幅広い地域住民の防犯意識を向上させるとともに、地域間の連
携を促進し、地域の自主的な防犯活動が効果的に取り組めるよう支援
する。また、こどもや女性を犯罪から守るための防犯カメラの設置や依
然多く発生している特殊詐欺被害防止対策などについて、地域や警
察・企業等とも連携しながら、地域の状況を踏まえ、防犯対策に取り組
む。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
地域が主体となり、警察、行政、企業等が連携して犯罪の抑止、防犯対
策に向けた取り組みが進められていると感じる区民の割合：令和3年度
末までに70%以上

めざす成果及び戦略　４－２ 【防犯意識が高いまち】

個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

地域が主体となり、警察、行政、企業等が連携
して犯罪の抑止、防犯対策に向けた取り組み
が進められていると感じる区民の割合：41.5％
（区民アンケート結果）
※前年度は講習会等の参加者への調査結果

93.1% B

新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮した講習会及び啓発活動の
実施方法を検討する。
より多くの地域住民に犯罪防止に関する情報を発信できるようチラシ配
架やポスター掲示等を更に増やす。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア

762千元予算額 939千 ２算定見込額

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・犯罪抑止のため懸念箇所へ区防犯カメラを設置及び維持管理、運用
・自転車盗被害の発生状況を分析し、ツーロック促進の啓発活動を実
施
・青色防犯パトロール活動の地域間連携による効果的な活動を促進
・犯罪発生時間帯等発生状況の分析を行い、より効果的な夜間青色防
犯パトロールの実施
・各犯罪防止の効果的な啓発ポスターなどを作成し、スーパー等の商
業施設や各地域集会所等へ設置するとともに、SNS等を利用した広報
活動の強化

地域住民の防犯意識が向上していると考える区民の割合：70％以上

【撤退・再構築基準】
上記割合が30％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
・３区防犯プロジェクトで防犯カメラを30台設置(H26年度～H30年度）
・隣接市境付近、通学路周辺等に防犯カメラを設置（H30年度までに56
台設置、R元年度は16台を取替設置）
・自転車盗防止の啓発活動を実施
・地域青色防犯パトロール地域間相互乗り入れの実施（H30年度より５
地域で実施）
・夜間の青色防犯パトロールを業務委託により実施（H27年度～）
・各町会、班、企業等に啓発ポスター・チラシの掲示と配布
※プロセス指標のR元年度実績：93.7％（講習会等の参加者への調査
結果）

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組４－２－１ 【地域安全防犯対策】

30決算額 1,931千

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、啓発活動の実施について
影響が出ているが、SNS等の発信やポスター掲示等、可能な範囲での
内容を検討し進める。

自
己
評
価

計
画

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

B

―

―

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 b

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

アウトカム指標の達成状況 前年度

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・区設置防犯カメラを新規５台、取替５台設置するとともに、維持管理、
運用を継続して実施
・自転車盗防止の啓発活動を実施　区役所前(３回)
・地域青色防犯パトロール地域間相互乗り入れの継続（５地域）
・夜間の青色防犯パトロールの実施（業務委託）（96回）
・犯罪防止啓発チラシ配架、ポスター掲示：庁舎内、出張所、各地域安
全センター等に注意喚起ポスター掲示及びツイッター(10回)、フェイス
ブック（39回）を活用した広報活動の実施

コロナ禍の影響により、講習会及び啓発活動が実施できなかったため、
今後の実施方法等について改善が必要。

プロセス指標の達成状況
地域住民の防犯意識が向上していると考える区民の割合
区民アンケート結果：49.4％

②(ii)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
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【様式２】

円 円 円

前年度までの実績
・こどもや女性をねらった性犯罪防止教室等　37回（R元年度 )
・特殊詐欺被害防止講習会キャンペーン実施　53回(R元年度)
・ひったくり防止キャンペーン等　32回(R元年度）

※プロセス指標のR元年度実績：①32件②27件

具体的取組４－２－２ 【重点犯罪の抑止】
(4-2-1に含む) 元予算額 9,816千 ２算定見込額 8,176千

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・こどもや女性をねらった犯罪や事案防止、防犯意識の向上を目的とし
た防犯教室・啓発活動の実施
・地域や警察、企業等と連携した、街頭における犯罪防止の啓発活動
を実施
・特殊詐欺被害防止や消費者保護を目的として、高齢者を中心に犯罪
発生状況や手口等に応じた講習会や自己防衛対策向上の啓発活動を
実施(高齢者が集まるところで講習会等の参加者以外にも啓発を広げ
る）

①こどもをねらった犯罪の発生件数：前年認知件数以下
②特殊詐欺認知件数：前年認知件数以下

【撤退･再構築基準】
①こどもをねらった犯罪の発生件数が前年より10％増加する場合、事
業の再構築を行う。
②特殊詐欺認知件数が前年より10％増加する場合、事業の再構築を
行う。

30決算額

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・区青パトアナウンスにより、子どもや女性を狙った犯罪や街頭におけ
る犯罪等防止の啓発の実施
・特殊詐欺被害（５回）、ひったくり被害（４回）、自転車盗難防止（３回）
キャンペーンの実施
・高齢者等に対して特殊詐欺被害防止のための（百歳体操実施時１回）
・警察署、消防署と連携し特殊詐欺被害防止動画の作成とYouTubeに
よる配信（３種類）及び商業施設においてキャンペーン実施
・行政連絡調整会構成団体による「オール東淀川で取り組む特殊詐欺
被害防止の啓発」実施（のぼり等設置他）
・警察と連携し「受け子お断り」ステッカー作成・配付

―

プロセス指標の達成状況
こどもをねらった犯罪の発生件数：前年認知件数以下
令和元年：32件、令和２年30件
特殊詐欺認知件数：前年認知件数以下
令和元年：27件、令和２年26件

①(i)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、キャンペーンや防犯教室
等の啓発活動が中止になるなど影響は出ているが、区・警察等連携し
たキャンペーンの実施やSNS等の発信、ポスター掲示等、可能な範囲
での内容を今後も検討し進める。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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円 円 円

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）
地域住民の交通安全・マナーに対する意識が高く、交通事故やトラブル
が少ないまちづくりが実現される。

警察等との連携により交通ルール遵守と交通・駐輪マナーの啓発・指
導を徹底するとともに、地域や企業等と連携した交通安全運動や普及
啓発活動の推進に取り組む。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

地域が主体となり、警察や行政、企業等と連携して交通安全に向けた
取り組みが進められていると感じる区民の割合：令和３年度末までに
70％以上

めざす成果及び戦略　４－３ 【交通安全への意識が高いまち】

個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

地域が主体となり、警察や行政、企業等と連携
して交通安全に向けた取り組みが進められて
いると感じる区民の割合：35.2％（区民アンケー
ト結果）
※前年度は安全教室等の参加者への調査結
果

91.7% B

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア

7,895千元予算額 2,210千 ２算定見込額

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・地域や学校、PTA等が主体となり、区民の交通安全、自転車利用の
ルール・マナー向上を目的とした安全教室を実施するための支援
・各地域のニーズに合わせた、高齢者･保護者･こどもに対する自転車
ルール（夜間のライト点灯など）の普及啓発活動の実施
・放置自転車の多い駅周辺に自転車利用適正化指導員を配置
・自転車マナーアップ強化月間中、地域や警察、企業等と連携して、自
転車利用適正化を目的にした普及啓発活動を実施

地域住民の交通安全、自転車利用のルール周知・マナー向上が進めら
れていると考える区民の割合：60％以上
【撤退･再構築基準】
上記割合が30％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
・H27年度・H28年度にプロのスタントマンが交通事故を再現するスケ
アードストレート教室実施
・放置自転車の多い駅周辺に啓発指導員を配置（業務委託）
・交通安全、自転車安全運転教室及び自転車利用マナー向上の啓発
等の実施　53回(H30年度）・26回(R元年度)

※プロセス指標のR元年度実績：81.3％ （安全教室等の参加者への調
査結果）

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

新型コロナウィルス感染拡大防止を考慮した講習会及び啓発活動の実
施方法を検討する。
より多くの地域住民に自転車利用のルール・マナーに関する情報を発
信できるようチラシ配架やポスター掲示場所等を更に増やす。

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組４－３－１ 【自転車ルール・マナーの啓発】

30決算額 1,931千

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、安全教室等の啓発活動に
ついて影響は出ているが、区・警察等連携した防犯との同時キャンペー
ンの実施やSNS等の発信、ポスター掲示等、可能な範囲での内容を今
後も検討し進める。

自
己
評
価

計
画

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

B

―

―

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 b

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

アウトカム指標の達成状況 前年度

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・交通安全に関する動画を作成し、YouTubeで配信（５種類）
・自転車安全運転教室実施（１回）
・自転車利用のルール・マナー向上を目的としたキャンペーンの実施（３
回）
・阪急上新庄駅前周辺（156日）及び淡路駅周辺（191日）適正化指導員
の配置（業務委託）

コロナ禍の影響により、講習会及び啓発活動の実施について影響が出
ていたため、今後の実施方法等について改善が必要。

プロセス指標の達成状況
地域住民の交通安全、自転車利用のルール周知・マナー向上
が進められていると考える区民の割合：38.6％ ②(ii)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
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【様式２】

円 円 円

前年度までの実績
・警察署や地域と連携した春・秋の交通安全運動の実施（17地域）
・区ホームページやSNS、広報紙等による広報啓発活動
※プロセス指標のR元年度実績：57回

具体的取組４－３－２ 【交通安全運動の推進】
4-3-1に含む 元予算額 150千 ２算定見込額 163千

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・地域や警察、企業等と連携した春・秋の交通安全運動の実施（17地
域）
・各交通事故防止運動期間中、チラシやポスターの配架等の実施及び
SNSを活用した広報啓発活動の実施

SNSを活用した広報啓発活動：40回以上
【撤退･再構築基準】
上記回数が20回未満であれば、事業を再構築する。

30決算額

自
己
評
価

当年度の取組実績

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、春・秋の交通安全運動の
実施（17地域）について中止になるなど影響は出ているが、SNS等の発
信、ポスター掲示等、可能な範囲での内容を今後も検討し広報啓発活
動を進める。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・自転車利用のルール・マナー等に関するチラシの配架及びポスターの
掲示を庁舎内、出張所、各地域安全センター等に実施
・区ホームページの作成、SNS更新（42回）、広報ひがしよどがわ掲載
（４回）等による交通安全やルール・マナーの周知を実施

―

プロセス指標の達成状況
取組実績どおり

①(ii)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成
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【様式２】

【主なSDGｓゴール】

計
　
画

（区政運営と情報発信）
・東淀川区役所広聴・広報戦略2.0を策定（令和元年度）。
・広報紙、ホームページ、フェイスブック、ツイッター、ＬＩＮＥ、Youtube、掲示板などの広報ツールを利用して随時情報発信を行っている。
・区役所が、区民の様々な意見や要望を聞くよう努めていると感じる区民の割合：42.0％（令和元年度区民アンケート）
・区役所が、区民に身近な窓口として、責任を持って、適切に対応したと感じる割合：78.0％（令和元年度区民アンケート）
・区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、区役所から情報発信が十分だと感じる区民の割合：38.2％（令和元年度区民アンケート）
・SNSフォロワー数(令和2年3月末時点）　　Twitter：3,839名　LINE：1,830名　Facebook：632名　Youtube：70名　計6,371名
・Twitterについて（平成31年4月～令和2年3月）　いいね！の数　3,463　　リツイートされた数　2,091　　エンゲージメント率　1.04％

（窓口サービス提供状況）
・住民情報関係月平均受付件数　　27年度　約18,500件/月　28年度　約18,300件/月　29年度　約18,000件/月　30年度　約18,000件/月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元年度　約18,000件/月
・個人番号カード交付状況（28年１月よりマイナンバー臨時窓口開設）　H31年3月末時点　約25,400件 　R２年３月末時点　約29,000件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ３.２月末時点　約17,000件　（累計約46,000件）
・東淀川井高野郵便局取扱件数（27年1月から実施）　26年度　27年度　約600件　 28年度　約700件　29年度　約1,000件　30年度　1,050件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元年度　1,056件　２年度1,058件（Ｒ３.２月末）
・コンビニでの諸証明発行件数　27年度　約800件　28年度　約2,300件　29年度　約6,100件　30年度　8,547件　元年度　11,166件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２年度　約15,400件（Ｒ３.２月末）

（着実・確実な事務処理、コンプライアンスの確保等の取り組み）
・市民の声のうち職員（委託事業者を含む）の応対に関する苦情の件数
　26年度　37件　　27年度　32件　 28年度　38件　29年度　54件　30年度　22件　元年度　17件
・個人情報事務処理誤り等の件数
　26年度　12件　27年度　11件　　28年度 　15件    29年度 　9件　　30年度　6件　元年度　5件
・不適切な事務処理件数
　26年度　7件　　27年度　8件　　28年度　　　7件　　 29年度 5件　　30年度　5件　元年度　10件

（効果的な施策を企画・立案・実行する主体性・チャレンジ意識を持った職員づくり）
・区役所業務の格付け結果　24年度　☆なし　25年度☆なし　26年度☆1つ　27年度☆１つ  28年度☆☆２つ　  29年度☆☆２つ　  30年度☆☆２つ
　元年度　☆☆２つ
・接遇が普通以上に出来ていると思う職員の割合
  26年度　98.8％　27年度　97.7％　27年度②　90.2％  28年度　91.6％  29年度　92.3％　30年度  93.2％　元年度　94.9％
・直属の上司にOJTをしてもらったと実感している職員の割合
　26年度②　42.7％　27年度　75.7％　28年度　72.2％  29年度  76.5％　30年度　78.4％　元年度　73.2％
・職場で自由に意見が言えると感じている職員の割合　　26年度　56.4％　27年度　86.2％　28年度　85.2％  29年度  86.5％　30年度　85.2％
　元年度　85.3％
・今年度、自身に関連する業務の改善（効率化等）を行った職員の割合　27年度　76.1％　28年度　64.6％  29年度　76.9％　30年度　79.6％
　元年度　85.3％
・接遇（電話・窓口対応）についての覆面調査結果（5点満点/全課平均）
　26年度第1回（7月）　2.9点　　第2回(10月）　3.3点　　27年度第1回（7月）　2.3点　　第2回（9月）　2.4点
　28年度第1回（7月）　3.5点　　第2回(10月)　3.2点　　 29年度第1回（7月）　3.2点　　第2回（10月）　3.2点
  30年度第1回（7月）　3.3点　　第2回（10月）　3.3点   　元年度第1回（7月）　2.9点　　第2回（10月）　3.5点

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題５ 【区民の役に立つ区役所があるまち】

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＞

　広く区民ニーズを把握し、的確に区政に反映させることで、住民参画型の区政運営を行うとともに、情報発信力の強化に取り組む。また、来庁者に
寄り添いながら、その目的を快適・迅速・確実に達成できる窓口運営を行っていく。それらの実現のため、区民の役に立つ区役所を担う職員づくりに
取り組む。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

・区民が自発的に探したり、関心を持つことが想定される情報を適切に発信するだけでなく、新規事業やイベントの情報など、区民が知らない新しい
情報を適切な対象に届け、行動を喚起することが必要であるが、広聴から区民が必要とする情報を分析し、広報や事業改善につなげる取組みや広
報の効果検証が不足しており、その結果として区民に必要な情報を届けることができていない。
・SNSは、災害時の情報発信の中心となるほか、HPへの導線やクチコミの起点といった点からも重要なツールであるが、SNSフォロワー数が区内世帯
数の6％に留まっており、伝達力に課題がある。
・個人番号カードの交付数は伸び悩んでいるものの、これまでの取り組みの経過から、窓口受付件数の微減やコンビニでの諸証明発行件数・東淀川
郵便局での取扱件数など区役所以外の他拠点での交付数は増加傾向にある。
・職員の応対に関する苦情、個人情報事務処理誤り、不適切な事務処理が発生する要因としては、定められた手順の違反、チェック体制の不備、
チェック機能の不全などであり、その背景としてコンプライアンス意識の希薄さや内部統制の弱さ、職場の風通しの悪さが要因であると考えられる。
・職員の接遇に関しては、区役所業務の格付け結果が☆２つ、外部覆面調査結果が3.5点と、民間企業の平均レベル（3.0点）を上回る結果となってい
るが、評価項目によっては3点を下回っている項目がある。
・職員アンケートにおいて「直属の上司にOJT（※）をしてもらったと実感している」と思う職員の割合は、平成25年度以降一度もプロセス指標を達成で
きておらず、職員がＯＪＴ（※）を実感できるための取組みが必要である。
（※OJTとは、職場内で実務をさせながら行う従業者トレーニング）
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自
己
評
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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

・情報発信力の強化については、新型コロナウイルス関係の情報等、即時性が求められる情報の発信に努め、SNSの登録者数は前年度比約1.2倍と
増加したものの、情報が伝えられていると感じる区民の割合は前年度から2.7％減少している。広聴から区民が必要とする情報を分析し、発信する情
報の質を高める。
・不適切な事務処理及び個人情報に係る事務処理誤りの発生件数については、昨年度の件数から大きく減少したものの、指標を達成するには至らな
かった。内部統制員である課長等が中心となって、各担当で対応策（ルール）が有効かどうかを確認し、必要に応じてその対応策を見直すとともに、
内部統制が有効に機能するよう、関係するすべての職員が対応策を遵守するよう内部統制の取組強化を進める。
・職員づくりについては、コロナ禍においても職員間の連携を図れるよう日頃から上司・部下のコミュニケーションを意識的に取ることや、他課職員との
意見交換についてもICTを積極的に活用するなどの取組により改善を図る。

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

・問い合わせに適切に答えるだけでなく、その発生を抑制する効果的な広報活動につなげていくところまで行うことを全職員が意識する。
・お知らせするだけでなく、「行動に繋げる」広報を意識し、実践する。
・広報の実施時には、過去の広報の効果検証も踏まえたうえでコンテンツを作成する。
・SNSについて、ユーザー数が多く、緊急情報をプッシュ通知で伝達できるLINE及びユーザー間での情報拡散力が高いTwitterを中心に、フォロワー
数を増やす取り組みを進めていく。
・住民票の写し等の各種証明書発行等が可能な、区役所出張所や東淀川井高野郵便局などの他拠点やマイナンバーカードによるコンビニ交付サー
ビスを積極的に周知し利用者の目的に合わせたサービスの提供が必要である。
・区役所窓口における待ち時間の短縮などの適正化のために、窓口業務を委託している民間事業者と連携し効率的な事務処理を行う必要がある。
・今までもWEBでの確認や雑誌設置など待ち時間を快適に過ごしていただく工夫を行っているが、さらなる改善も引き続き行う必要がある。
・着実・確実な事務処理、コンプライアンスの確保等の取組みと、これらを実行する職員づくりを進める必要がある。今後も継続的に、職場の内部統制
機能を向上させ、効率的かつ効果的に業務を遂行することにより、リスクの低減を図り、日常的な事務処理の点検を徹底するとともに、業務手順等の
確認・見直しを行うことが必要である。
・事故発生の防止には、まずは職員一人ひとりが業務を確実に行うとともに、声をかけあいお互いが助け合うことで組織的な対応を徹底し、適正に業
務を執行することが重要である。そのためには、職員が互いに持つ知識等を周りの職員に伝えるためのノウハウを身に付けるなど、職場力（チーム
ワーク）を発揮できる職場環境づくりに取り組み、職員間のムラをなくし、変化の強い職場にすることで、現場のノウハウを生かしつつ適正な業務執行
を行うための基盤整備を行うことが必要である。
・職員の接遇に関しては、区役所業務の格付け結果及び外部覆面調査結果において、３点未満の評価項目が複数あるのに対して、令和元年度の職
員アンケート結果では接遇が普通以上に出来ていると思う職員の割合が94.9％と前年度より高い数値になっている。これは、職員が民間企業の接遇
マナーの平均レベル（５点満点中３点）を認識できていない項目があると考えられるため、担当ごとに要因を分析し、管理職による指導や全職員への
啓発を継続して行っていく必要がある。
・職員がＯＪＴ（※）を実感できるための取組みについては、上司が部下職員１人ひとりに各々の立場にあった役割や具体的な目標を与え、部下職員
の役割や目標について、進捗状況の管理や成果の確認を行う必要がある。

計
　
画
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B

自
己
評
価

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

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感じる区民の割合：37.8％ 42.0％ B

【区民ニーズを的確に把握し反映する住民参画型の区政運営】

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＞
区の施策について多様な区民ニーズや意見を把握し、適切に対応すると
ともに、区政に反映することで、地域実情に応じた住民参画型の区政運
営が行われていることを、多くの区民が実感している。

区政会議をはじめとする各種会議、市民の声や各種アンケート調査などに
より、区民のニーズを把握し、適切に対応するとともに、いただいた意見や
課題から改善策を区政に反映するPDCAサイクルを徹底して行うことで、地
域実情や特性に応じた住民参画型の区政運営を行っていく。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

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感じ
る区民の割合：令和４年度末までに45％以上

戦略の進捗状況 b
ａ：順調
ｂ：順調でない

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

―アウトカムの達成状況

めざす成果及び戦略　５－１

614千 ２予算額 609千

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
効果的な区政会議を運営する。
・区政会議本会開催（３回）
・それぞれの分野に関する各専門部会を設けて部会別の会議・学習会を
適宜開催
・運営について委員アンケー ト等を実施し改善を図る。（年１回以上）
・論点が絞られたわかりやすい資料を作成する。
 ・意見への対応状況について、区政会議において委員へフィードバックす
る。

①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感じている区政会議の
委員の割合：90%以上
②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感じる区政会議委員の割合：80%以上

【撤退･再構築基準】
上記目標が60％未満の場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
平成28年度　本会３回　部会20回　学習会33回　議長・副議長会２回（※同
日開催含む）
平成29年度　本会４回　部会24回　学習会18回　議長・副議長会２回　新
委員説明会１回（※同日開催含む）
平成30年度　本会３回　部会15回　学習会および議長･副議長会等10回
（※同日開催含む）
令和元年度　本会２回　部会７回　学習会６回　議長･副議長会１回　新委
員説明会１回

※プロセス指標のR元年度実績 ①97.2％、②78.1％

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

具体的取組５－1－１ 【区民等の参画による区の特性に応じた区政運営の推進】

30決算額 530千 元予算額

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

―

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
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

―

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

本会（非公式含む）３回　部会５回　学習会（WEB会議・動画配信含む）４
回　議長・副議長会１回
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から学習会及び非公式の本
会をWEB会議で実施。
学習会や本会の議題についての説明動画を配信。

コロナ禍で新しい生活様式を取り入れた会議開催やWEB会議を導入する
ことで会議運営を実施したが、限られた会議時間の中で「区役所からの説
明が長く意見交換の時間が足りない」や「意見に対するフィードバックが実
際にどのように施策に反映されているのかわからない」等の意見が多かっ
た。

プロセス指標の達成状況
①77.1％　②71.4％

②(ii)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

コロナ禍においてもWEB会議や動画配信等により事業や施策の知識・理
解を深めていただく取組を進めるとともに、資料やフィードバック内容の充
実を図り、効果的な区政会議を運営する。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・東淀川区役所広聴・広報戦略2.0の取組を進める中で、各業務において
問合せが多い項目についての分析・対策を進めてきた。
・「市民の声」の平均回答日数について、前年度より大幅に短縮した。（令
和元年度14.2日⇒令和２年度9.2日）

―

プロセス指標の達成状況
日常生活に関する相談や要望を行った際に、区役所が区民に身
近な窓口として、適切に対応したと感じる割合：71.7％ ①(i)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・区民からいただいた「市民の声」について、迅速確実に回答のうえ、適切
に事務改善につなげていく。
・身近な総合窓口として市政・区政全般に対する区民のご意見を受け止
め、関係部署と連携してその解決に取り組む。
・それらの取組結果について、積極的に広報を行っていく。

日常生活に関する相談や要望を行った際に、区役所が区民に身近な窓口
として、適切に対応したと感じる区民の割合：70％以上

【撤退・再構築基準】
上記について50％以下の場合は事業の再構築を行う。

前年度までの実績
令和元年度に広聴・広報戦略2.0を策定
※プロセス指標のR元年度実績：78.0％

30決算額 588千 R1予算額 1,009千 ２予算額 945千

具体的取組５－１－２ 【広聴相談・総合窓口機能の充実】
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自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・SNSによる広報を通年で行い、新型コロナウイルス関係の情報は特に即
時性を意識して情報発信した。
・広報紙取材記事等を活用し、訴求力の高い広報に努めた。

―

プロセス指標の達成状況
令和２年度末時点のSNSフォロワー等数7,842名：令和元年度末比
1,471名増

①(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組５－２－１ 【区民が必要とする情報発信の強化】
30決算額 16,340千

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

令和２年９月１日現在のSNSフォロワー等数　7,544名（前年度末比1,173名
増）

自
己
評
価

計
画

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

B

―

―

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

アウトカム指標の達成状況 前年度

―

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア

20,843千元予算額 19,204千 ２予算額
当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・広報紙や各種通知の同封ビラ等作成にあたっては、区民から問合せの
多い情報やホームページのアクセス状況等、広聴及び過去の広報の分
析を行い、改善につなげていく。
・広報紙、ホームページ、SNS、広報板等で情報発信を行う。
・ホームページ、SNSでは即時性に富む情報提供を行っていくとともに、災
害時にはSNSの情報発信の優位性が高まることから、平時から、ユー
ザー数が多く、緊急情報をプッシュ通知で伝達できるLINE　及び　ユー
ザー間での情報拡散力が高いTwitterを中心に、SNSフォロワーの募集及
び積極投稿を行う。

令和２年度末のSNSフォロワー等数：前年度末比700名増

【撤退・再構築基準】
上記について増数が300名を下回った場合は、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
平成28年12月　広聴・広報戦略1.0を策定
平成30年１月　LINE公式アカウントを開設
令和元年度　　広聴・広報戦略2.0を策定
※プロセス指標のR元年度実績：1,386名増（H31.３末4,985名→R２.３末
6,371名）

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

区のさまざまな取組（施策・事業・イベントなど）
に関する情報が伝えられていると感じている区
民の割合：35.5％

38.2% B

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）
　区役所からの適切な情報発信により、区民が必要とする情報を望む時
に容易に入手できる。
　また、多くの区民の自助・共助の取り組みを喚起する広報が行われてい
る。

広報の効果検証を積極的に行い、「区民ニーズがある情報を発信できてい
るか。」「区役所からの広報活動について、その情報を必要とする区民に伝
わり、行動を起こしてもらえるものであったか。」を測定、解析し、その内容
を次回の事業実施・広報活動に活かすというPDCAサイクルを構築し、広
報の質の強化に取り組む。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
区のさまざまな取組（施策・事業・イベントなど）に関する情報が伝えられ
ていると感じる区民の割合：令和４年度末までに40%以上

めざす成果及び戦略　５－２ 【伝えて、行動につなげる情報発信力の強化】
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ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

令和元年度末に策定した広聴・広報戦略2.0の運用の中で、より区民ニー
ズのある情報を抽出し、発信表現の訴求力を高めていくよう努める。
また、前提条件として区の情報を確実にお届けすることが必要なため、
SNSフォロワー数の増加に努める。

②(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須自

己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・広報紙取材記事等活用し、訴求力の高い記事発信に努めた。
・広報シートの内容精査を随時行った。

指標値は前年度より上がっているが、広報紙を新聞折込等で世帯に直接
配布できている数が全世帯数の約50％であり、それを補完するSNSフォロ
ワー数も発展途上であることから、訴求力を高めた広報内容が広く浸透し
ていない。プロセス指標の達成状況

「区役所の広報をきっかけに、誰かに情報を伝えたり、自身の考え
を見つめなおしたり、必要な手続きを行うなど、何らかの行動を起
こしたことがある」と答えた区民の割合：20.6％

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

平成28年度に広聴・広報戦略1.0を策定
令和元年度に広聴・広報戦略2.0を策定
※プロセス指標のR元年度実績：19.1％

・イベントや自助・共助についての広報を行う際には、単なる告知に留まら
ず、区民のイベント参加や自助・共助の取り組みの実行等の行動を喚起
することを意識して表現や広報手法の工夫に取り組む。
・上記取組の一つとして、広報紙において取材による記事を充実させると
とに、その内容をホームページ等でも活用する。
・広報シートの内容精査により、過去の広報の効果検証も踏まえたうえ
で、行動に繋げるコンテンツの作成に取り組む。

具体的取組５－２－２ 【行動につなげる情報発信力の強化】
－ 元予算額 48千 ２予算額 －

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
「区役所の広報をきっかけに、誰かに情報を伝えたり、自身の考えを見つ
めなおしたり、必要な手続きを行うなど、何らかの行動を起こしたことがあ
る」と答える区民の割合：25％以上
【撤退・再構築基準】
上記について10％を下回った場合は、事業の再構築を行う。

前年度までの実績

30決算額
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円 円 円

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

取組内容どおりの実施に加え、令和２年８月より個人番号カード来庁予約
受付システムの活用。

―

プロセス指標の達成状況
コンビニ交付件数：17,670件（前年度末比6,504件増）

①(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

令和２年８月末現在のコンビニ交付件数　6,287件（前年度同月末比2,021
件増）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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

具体的取組5－3－１ 【心地よい窓口サービスの提供や利便性の向上】

30決算額 361千 元予算額 361千 ２予算額 383千

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
　区役所への来庁者の集中による混雑を緩和するため、区役所以外の窓
口（出張所・井高野郵便局・サービスカウンター・市税事務所等）でのサー
ビスの利便性を周知し、他拠点の利用促進を図る。
　また、国におけるマイナンバーカード取得促進策の実施に合わせ、当区
においても交付体制強化に向けて、関係部局との連携を密に行い、円滑
な実施に努めるとともに、コンビニ交付の利用促進を図ることで、混雑緩
和を実現し、心地よい窓口サービスの提供に努める。
・区役所内広報モニターにて出張所取扱業務ＰＲ
・近隣の鉄道駅、広報板に出張所取扱業務周知ポスター掲出
・個人番号カード交付時のコンビニ交付チラシの同封
・東淀川井高野郵便局周知ビラの配布
・Twitterによる他拠点案内の発信

コンビニ交付件数：前年度末比400件増

【撤退・再構築基準】
上記について増数が200件未満の場合は、事業の再構築を行う。

・東淀川井高野郵便局での証明書取次サービス【H27年1月開始】
　　30年度実績　1,050件　　元年度実績　1,056件
・コンビニ交付【H27年1月開始】
　　30年度実績　8,547件　　元年度実績　11,166件

前年度までの実績

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

―
アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

A
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
ａ：順調
ｂ：順調でない

「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、区役所来庁者等サービスの調査・
評価結果のうち窓口サービスエリアの評価：3.9 3.8 A

めざす成果及び戦略　5－３ 【快適・迅速・確実な窓口サービス】

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）
　区役所が「区民の役に立つ所」として、来庁者に寄り添いながら、その目
的を効率よく確実に達成できている。

　区役所職員及び窓口サービスの受託者のスキルアップを進め、迅速・確
実かつ来庁者に寄り添った窓口運営を行うとともに、区役所以外で手続き
できる窓口の周知や快適な庁舎づくりの取り組みを進める。また、区民の
満足度を高めるためのサービスの充実も引き続き行っていく。アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

「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、区役所来
庁者等サービスの調査・評価結果のうち窓口サービスエリアの評価：3.0
（民間の窓口サービスの平均的なレベル）以上
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自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

取組内容どおり実施した。

―

プロセス指標の達成状況
来庁者アンケートで「本日のサービスについて満足している」と回
答した区民の割合：98％

①(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

具体的取組5－3－２ 【民間活力・ICTを活用した窓口サービスの向上】

30決算額 89,431千 元予算額 98,473千 ２予算額 125,251千

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
民間活力をより効果的に活用するため、委託業者との連携を深め、恒常
的に利用者ニーズの検証を行うとともに、ICTを活用する等により、利用
者の立場にたった、窓口のわかりやすさ、快適性、迅速性の改善に努め、
窓口サービスの向上を図る。
・住民情報窓口、保険年金窓口、総合案内(1階)、保健福祉課総合相談窓
口(2階)において窓口業務委託実施
・待合フロア(出張所含む）でのヒーリングCDによるBGMの活用
・広告機能付電子番号表示機の使用
・待合フロアでの絵本等の設置及び貸し出し実施
・出生届出者への記念品の贈呈
・待ち状況をWEBで確認できるシステムの活用
・東淀川区オリジナル婚姻届の窓口無料配付
・Twitterによる繁忙情報などの発信
・総合案内窓口等に、遠隔手話・外国語通訳機能を持つタブレット端末の
活用

来庁者アンケートで「本日のサービスについて満足している」と答えた区民
の割合：90％以上
【撤退・再構築基準】
上記目標が50％以下の場合、事業の再構築を図る。

前年度までの実績
・総合案内に加え、H25年度から住民情報窓口・保険年金窓口・保健福祉
課総合相談窓口（２階）業務について民間事業者へ委託を開始
・H26年2月から広告機能付電子番号表示機の設置
・H27年から待合フロア(出張所含む）でのヒーリングCDによるBGMの活用
・H27年から待合フロアへ絵本等の設置、絵本の貸し出し実施
・H27年10月から出生届出者及び婚姻届出者への記念品贈呈開始（但し、
婚姻届についてはＨ29年度末で廃止）
・H28年8月から絵本コーナー拡充（出張所）
・H29年3月から東淀川区オリジナル婚姻届作成
・H29年5月から待ち状況をWEBで確認できるシステムの導入
・H29年8月から委託業者と協議し、窓口番号表示、発券機の場所の分かり
やすい表示の実施
・H30年4月タブレット端末(遠隔手話・外国語通訳機能）を総合案内窓口設
置
・H30年3月から東淀川区オリジナル婚姻届の窓口無料配付開始
・H30年3月から戸籍業務支援AIサービスのモデル区として運用開始
・H30年6月からTwitterによる繁忙情報などの発信

※プロセス指標のR元年度実績：97.9％

－38－



【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・コンプライアンス研修（全職員）　１回
・個人情報保護研修（全職員）　１回　・服務研修（全職員）　１回
・コンプライアンス推進強化月間の取組　１回
・事故防止強化月間の取組　１回
・職員情報誌に服務通信を掲載
・職員アンケートの実施
・過去の事故事案を分析し重点的な啓発と対策を実施
・各課において５S活動及び標準化・内部統制の取組を実施
・チームビルディング研修（全職員）を実施　前期１回　後期１回

①、②のプロセス指標は、昨年度の件数から大きく減少したものの、指標
を達成するには至らなかった。今年度の発生原因は、大半がマニュアル違
反や事故防止のためのルールである重要管理ポイントが守られずに起き
た事案となっている。
内部統制員である課長等が中心となって、各担当で対応策（ルール）が有
効かどうかを確認し、必要に応じてその対応策を見直すとともに、内部統
制が有効に機能するよう、関係するすべての職員が対応策を遵守するよう
内部統制の取組強化を進める。

プロセス指標の達成状況
①個人情報事務処理誤り等発生件数：５件
②不適切な事務処理の発生件数：６件
③５Ｓや標準化など自ら業務改善に取り組むことができている職員
の割合：87.1％

②(i)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

内部統制員である課長等が、全市的な不適切な事態について発生原因や
再発防止策等について確認し、自課（担当）でも起こり得る「不適切な事
態」であると考えられる場合は、自課（担当）内の各担当者へフィードバック
し注意喚起するなどの対応を行う。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ②(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
個人情報事務処理誤り等及び不適切な事務処理ともに、前年同月より発生件数が減
少している。発生原因をみると郵送する際の確認作業が不十分であったり、システム
の誤入力など単純な事務処理誤りにより発生している。あらためて、事務処理誤り等
のリスクや重要管理ポイントの意義などについて、さらに理解を深めるため、全職員
向け個人情報保護などの研修を実施する。また、管理職のマネジメント力を強化する
とともに、令和２年度から本格実施している法定内部統制の取組を進め、内部統制の
強化を図る。

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

具体的取組５－４－１ 【着実・確実な事務処理、コンプライアンスの確保等の取組み】

30決算額 － 元予算額 － ２予算額 (5-4-2に含む)

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
　区民から信頼され、区民の信託に応える組織風土をつくるため、コンプ
ライアンス研修や個人情報保護研修等を開催し、職場の内部統制機能を
向上させ、職員のコンプライアンスの自覚と覚悟の徹底、不正を未然に防
ぐ職場風土の醸成に取り組む。
　また、５S活動(※1)や標準化（※2）（BPR（※３）の視点での検討）を実践
し、適正な業務執行を行うための基盤整備の充実を図る。
・コンプライアンス研修（全職員）　１回
・個人情報保護研修（全職員）　１回
・服務研修（全職員）１回
・コンプライアンス推進強化月間の取組　１回
・事故防止強化月間の取組　１回
・職員情報誌に服務通信を掲載
・職員アンケートの実施
・過去の事故事案を分析し重点的な啓発と対策を実施
・各課において５S活動及び標準化・内部統制の取組
・チームビルディング研修（全職員）前期１回　後期１回

①個人情報事務処理誤り等発生件数：０件
②不適切な事務処理の発生件数：０件
③５Ｓや標準化など自ら業務改善に取り組むことができている職員の割
合：70%以上
【撤退･再構築基準】
①、②発生件数が合計16件を上回った場合、事業の再構築を行う。
③上記目標が50％以下の場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
・コンプライアンス研修（全職員）　１回
・個人情報保護研修（全職員）　１回
・服務研修（全職員）１回
・コンプライアンス推進強化月間の取組　１回
・事故防止強化月間の取組　１回
・職員情報誌に服務通信を掲載
・職員アンケートの実施
・朝礼の実施
・他区及び過去に発生した事務処理誤り等を分析し、対策を講じ再発防止
を図った。
・各課において５S活動及び標準化の取組

※プロセス指標のR元年度実績  ①５件　②10件　③74.5％

めざす成果及び戦略　５－４ 【区民の役に立つ区役所を担う職員づくり】

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）
職員ひとりひとりが、「市民志向」「チャレンジ精神」「プロ意識」を持ち、区
民の役に立つ区政を担っている。

継続的に業務の効率化を図りながら、着実・確実な事務処理、コンプライア
ンスの確保等の取組を進める。また、常に区民の視点に立ち、自らの職務
に取り組み、失敗を恐れず、広い視野と豊かな想像力、先見性を持って職
務に挑戦することや、仕事を成し遂げる高いプロフェッショナル意識を持ち
職務に取り組むことができるなど、自ら学び考え行動する自律した職員づく
りを進めていく。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
東淀川区の発展のために尽力したい、東淀川区を今以上に良くしていき
たいと思う職員の割合：令和３年度末までに90％以上

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

―
アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

A

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 b
ａ：順調
ｂ：順調でない

東淀川区の発展のために尽力したい、東淀川区
を今以上に良くしていきたいと思う職員の割合：
92.14%

88.3% A

（※１）５Ｓ活動：整理・整頓・清掃・清潔・習慣を徹底し、ムダを取り除き、業務

執行の効率化を図ること

（※２）標準化：作業要領（マニュアル、チェックリスト）などを整備し、作業効率

を向上させ、業務ラインなどの単位での情報の共有を徹底し、担当者間で発

生するムラや引継ぎ・制度改正時などに発生するリスクの低減を図ること

(※３)Business Process Re-engineering：現状の業務プロセス、組織・機構、諸

規定・制度を見直しゼロベースで業務手順を刷新するもの。
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・接遇マナーアップ研修（新規採用者及び転入者）　１回
・職員人材開発センターや外部講師の研修に参加
・チームビルディング研修（全職員）前期１回　後期１回

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、取組の一部について実
施に至らなかった。また、直属の上司にOJTをしてもらったと実感する割
合、並びに職場の改善について積極的に意見交換をしている職員の割合
が目標値を下回っている。プロセス指標の達成状況

①覆面調査において、職員の接遇マナーが民間の同種サービスと
比較して平均レベル（５点満点中３点）以上：調査未実施
②「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、
☆☆（民間の窓口サービスの平均的なレベルを上回るレベル）以
上：☆☆２つ
③直属の上司にOJTをしてもらったと実感する職員の割合：82.5％
④職場の改善について、職員同士で積極的に意見交換していると
実感する職員の割合：82.1％

②(ii)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

令和２年度は、来庁者への対応や職員間の連携、各種会議の開催手法に
ついて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から従来とは異なる対
応が必要となり、意思疎通や信頼関係の構築が困難な状況にあった。
プロセス指標未達成となった各項目については、令和元年度との比較では
数値が向上しているものの、目標達成には至らなかったことから、コロナ禍
においても職員間の連携を図れるよう日頃から上司・部下のコミュニケー
ションを意識的に取ることや、他課職員との意見交換についてもICTを積極
的に活用しするなどの取組により改善を図る。
「区役所来庁者等に対するサービスの格付け結果」においては、星２つを
維持する結果となったことから、これまでの取組を継続し、接遇マナー向上
をめざす。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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①(ii)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

具体的取組5－4－２ 【効果的な施策を企画・立案・実行する主体性・チャレンジ意識を持った職員づくり】

30決算額 1,580千 元予算額 218千 ２予算額 2,585千

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
①区役所職員が、区役所に訪れたすべての方が区役所での時間を気持
ちよくすごしてもらえるよう、相手に好印象を与える話し方や聞き方を習得
し、職場ぐるみで継続して接遇マナーの弱点に気付き改善する組織風土
の醸成が必要であるため、接遇力の向上の為の取組みを継続して実施
する。

②職員人材開発センターや外部講師の研修に参加することで職員力の
向上と、区民から信頼される自律的な職員育成と風通しのよい職場風土
改善を進める。

③上司から部下へ組織目標の明確化と担当内での共有化を図るため、
年度当初に職務デザインシートを作成し、上司が部下の役割を明確にす
ることで、ＯＪＴによる人材育成や将来の方向性の明示などキャリアプラン
に役立てる。

④職場力（チームワーク）を発揮できる職場環境づくりに取り組み、職員
間のムラをなくし、変化の強い職場にすることで、現場のノウハウを生かし
つつ適正な業務執行を行うための基盤整備を行う。

【令和２年度実施内容】
①　接遇マナーアップ研修（新規採用者及び転入者）　１回
②　職員人材開発センターや外部講師の研修に参加
③　職務デザインシートによるそれぞれの職階の役割の明確化
④  チームビルディング研修（全職員）前期１回　後期１回

①覆面調査において、職員の接遇マナーが民間の同種サービスと比較し
て平均レベル（５点満点中３点）以上
②「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、☆☆（民
間の窓口サービスの平均的なレベルを上回るレベル）以上
③直属の上司にOJTをしてもらったと実感する職員の割合：90％以上
④職場の改善について、職員同士で積極的に意見交換していると実感す
る職員の割合：90％以上

【撤退基準】
　上記目標が次の基準以下の場合、事業の再構築を行う。
①2.5点　②✩なし　③60％　④60％

前年度までの実績
「東淀川区職員力向上基本プラン（平成27年4月改訂）」に基づき、各取組
を実施した。
　区民から信頼される自律的な職員作りを進め、職員の知識・技能の向上
と仕事へのやりがい増進を図った。

【元年度実施内容】
・接遇マナーアップ研修（新規採用者及び転入者）　１回
・職務デザインシートによるそれぞれの職階の役割の明確化

※プロセス指標の元年度実績
　　①3.5点 　②☆☆ 　③73.2％　④77.4％
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