
【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。
・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19％と低い。
　（中小企業庁編「2020年版中小企業白書」）

区民アンケート（平成30年度・令和元年度・令和２年度）
・地域活動協議会を知っている人の割合　平成30年度35.0％　令和元年度41.3％　令和２年度49.4％
・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％　令和２年度27.4％

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８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。
・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２年度は令和元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が、まだまだ浸透できていない現状である。
・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はコロナ禍により地域活動も休止を余儀なくされたこともあり、大
きく減少したが、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。
・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。
・コロナ禍における「新しい生活様式」に沿った地域活動への支援が必要。
・地域活動におけるオンライン活用の促進

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９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。長引くコロナ禍の影響により、人と人とが直接交流する機会が激減したが、ICTを積極的に活用し、オンラインでつなが
る場・リアルにつながる場を設定。「東淀川みらいＥＸＰＯ」では循環型の助け合いシステムをテーマに、区内外の人の交流を促進し、日常から協力
し合える仕組みを共有した。また、地域活動協議会のこれまでの振り返りと、これからの10年を考える、「東淀川区まちづくりフォーラム」を開催し、
当年度に実施した「10年後の地域につなげるインターネットアンケート」調査結果を基に、新たな担い手づくりや、持続可能な地域活動に向けたヒ
ントを共有するとともに、地域活動協議会の仕組みについて再認識や地域活動の重要性を共有した。
　今後も広報講座の開催や、ICTを活用した地域のSNS等による周知支援等により、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
とともに、地域活動に対する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。
　一方で地域との連携に積極的な企業等も出てきており、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」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、コロナ禍における地域活動やアフターコロナの
地域活動を応援する動画を作製し、区役所庁舎壁面への投影を行いつつ、区公式YouTube等インターネットを活用した新たな取組を行った。
　今後もコロナ禍等の特殊な状況においても各種事業が開催できるよう、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。
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【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：79.9％

81.5% B

自
己
評
価

―
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
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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】

元決算額 75,154千 ２予算額 76,847千 ３予算額 77,153千

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　「新しい
生活様式」に沿った形で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
・オンライン活用への支援を充実
・区ホームページ等を活用した地域活動に役立つ情報等の発信
・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、庁内スペース等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：69.1％以上　　　　　　　　    【改定履歴あり】
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区民アンケートで「地域活動協議会を知っている」と回答する区民の
割合：49.4％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％、③30％

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職員用地域カルテを作成
H27年度　地域づくりアドバイザーを設置
H29年度～広報学習会開催
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～くらしの便利帳へ地域活動協議会広報ページの掲載
R２年度
・地域づくりアドバイザー支援メニュー表作成
・地域活動ヒアリング
・コロナ禍における地域活動アンケート実施
・コロナ禍における事業再開支援
・地域活動NEWS東淀川LINE公式アカウント開設
・区内企業、大学等との連携支援
・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共有
・地域用地域カルテ作成支援
・17地域活動協議会へ補助金交付
・庁内に設置している、各地域活動協議会発行の広報紙・チラシ配架用
ラックに、各地域活動協議会HP等にリンクするQRコードを貼付
・インターネット活用支援
・SNS広報支援
・地域活動に係る研修会
・区HPにおいて「まちづくりお役立ち情報」を掲載
・区役所１階待合スペースでの地域活動協議会PR

※　プロセス指標のR２年度実績：①69.1％、②47.0％、③49.4％

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)

「地域活動協議会を知っている」区民の割合が減少しているのは、コロ
ナ禍により、地域活動も休止を余儀なくされたことで、地域活動協議会
の存在や活動が、区民に広く認知されづらい状況が続いていることが要
因である。

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

これまでの紙ベースでの取組に加え、ICTも積極的に活用し、より一層
の認知度向上につなげる取組を進める。

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)

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（オンライン併用・３
回）
・区広報紙（６月号）への地域づくりアドバイザー記事等の掲載
・地域づくりアドバイザーによる地域へのサポート
・中学生以上の住民を対象とした「10年後の地域につなげるインターネッ
トアンケート」実施
・東淀川区まちづくりフォーラム開催（３月）
・大阪経済大学との連携によるフレイル予防講座・相談会
・区役所１階スペースでの地域活動協議会PR
・区HPやFacebook等による情報発信

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：69.5％
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：58.8%
③区民アンケートで「地域活動協議会を知っている」と回答する
区民の割合：48.0％

②(ⅰ)
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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）
　区民アンケートで「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」と回答する区民の割合：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】

元決算額 2,151千 ２予算額 3,557千 ３予算額 2,929千

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：24.8％ 27.4% 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）
　「新しい生活様式」に沿った形で区内の地域、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の方が参加し、楽しんでいただけ
るような仕組みとなるよう、実行委員会とともに新しい開催の方法も含め
て検討していきます。
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
・「東淀川エール飯」プロジェクトの実施
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、区役所窓口への「事業継続計画書（ひな形）」等
の設置
○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
の解決等に取り組む。

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44回、イベント
10回）
・「東淀川エール飯」プロジェクト（令和２年度～）
・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～H31（１回/年）開催）　、スマホLINE講座
（令和２年度～）

※プロセス指標のR２年度実績：74.1％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

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

・「コロナに負けるな！」をテーマにした地域活動応援動画作製
・東淀川みらいEXPO開催（１回）
・東淀川魅力発見プロジェクト実施（定例会議：11回、まち歩き：１回）
・「東淀川エール飯」プロジェクトの継続実施
・BCP学びの場開催（１回）
・区内２大学との継続した連携

長引くコロナ禍の影響により、人と人が接触する機会が激減したことで、
コロナ禍以前のような交流・連携が難しい状況が続いている。

プロセス指標の達成状況
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：74.8％

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)

コロナ禍だけでなく、アフターコロナも見据え、ICTを積極的に活用し、オ
ンラインでつながる場・リアルにつながる場を効果的に設定することで、
地域・企業・大学をはじめとする各種の教育機関・区内行政機関等の多
様な主体の連携を進める。各主体が連携して、まちの素晴らしさを伝え
たり、新たなまちの魅力を発見、さらには創造し、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、地域力の向上とにぎわいのある元気
なまちをめざす。
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【様式２】

円 円 円

具体的取組１－2－2 【区民による西部地域まちづくり】

元決算額 2,998千 ２予算額 3,677千 ３予算額 4,735千

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の作成を
支援する。
　ワークショップ開催に向けては、部会員と積極的に調整を行い、アク
ションプラン作成を促す。
  また、新大阪駅東口においては、まちづくりを具体化するためのビジョ
ン案を検討する。
　令和３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６回、まちづくり構想部会31回、新大阪駅東
口部会４回開催した。

※ プロセス指標のＲ２年度実績：60％

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を１回開催した
・まちづくり構想部会を５回開催した（内１回は書面開催）
・新大阪駅東口まちづくり部会を２回開催し、【新大阪駅東口まちづくりの
考え方】～まちづくりビジョン検討案～をとりまとめた
・SNSによるまちづくり情報を発信した（バリアフリーマップの作成）

・地域間での取組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の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が続いてい
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：54.5％

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
・部会員を通じて各地域活動協議会へ活動状況の報告会を実施する
・関係機関と連携して、協議会（部会）で随時、まちづくりに関する情報を
提供する
・各部会によるSNSやオンライン会議等の活用を促進する

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)

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)
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【様式２】

東淀川区 100 135

H26 H27 H28

506 563

24区平均 73 85 90 119 150 178 200 222 215 142 131

151 234 314 443

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　令和元年1,160人（市内第5位）　平成30年1,305人（市内第5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　令和元年度125名（市内第3位）　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　令和元年　5,436名（市内第2位）

◆乳幼児健診受診者数（受診率）　令和元年度　３か月児健診1,066名（95.7%⇔市平均96.8%）
　１歳６か月児健診1,019名（95.4%⇔市平均96.1%）　３歳児健診981名（93.7%⇔市平均94.3%）

◆専門的家庭訪問支援事業　令和元年度　東淀川区30名（市内第2位）　大阪市373名

◆児童虐待相談件数(福祉行政報告）
 　R元年度　東淀川区563件　大阪市3,154件　大阪市平均131件

H21 H22 H23 H24 R元H29 H30

534359 761

H25

3,154

◆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1～16次報告　（H15～H30年度）R2.7公表
　・心中以外の虐待死における主たる加害者　実母454件（54.5％）　実父137件（16.4％）　実母と実父73件（8.8％）
　・死亡した子どもの年齢　0歳395名（47.4％）　死亡した子どもの月齢（H30年度）　3か月児以下59.1％   4か月児以上40.9％

◆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
　 Ｒ２年度　145人（市平均120人）　Ｒ元年度　206人（市平均113人）　Ｈ30年度　183名（市平均104人）　Ｈ29年度　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２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37.3％で、半数以上の人が感
じていない。
・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」・「ある程度感じる」人は、29.8％
で半数以上の人が感じていない。
（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。
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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）

・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。

・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、「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。

・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３年度は、新型コロナウイルス感染拡
大に対応して、安心・安全に実行できるように計画を立て、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。
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。
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【様式２】

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）
　区民アンケートで「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」と回答する区民の割合：令和４年度までに70％

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】

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

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：68.1％(子育て世帯)36.3％(子育て世帯以外
も含む）

52.1%
（37.3％）

B
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【様式２】

円 円 円

③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。

プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

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】

元決算額 4,871千 ２予算額 5,824千 ３予算額 2,607千

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

－

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)

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
　R元：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）
　R２：訪問件数　７件（新型コロナ感染防止のため訪問員の訪問中止）

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》
  R元：育児に自信が持てるようになったと答えた割合：70.8％
　R２：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》
　 R元：相談件数   137名　23回実施、利用者の満足度：99.2％
　 R２：相談件数　72名　18回実施、利用者の満足度：98.9％

　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
　こどもみのりサポートネット推進員等が区内保育施設や子育てサロン・
グループを訪問し、子育て・教育に関する情報提供を行い、健診などの
機会を捉えて養育者への支援を意識することで、子育てに関する不安を
解消し、地域の中で健やかにこどもが育つ環境整備を図り、こどもへの
不適切な対応を未然に防止するとともに、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】

【撤退・再構築基準】
①250件以下
②-1：60％
②-2：80％
③10％以下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

③子育てに活かせる知識・情報発信
子育て相談（R元：164件、Ｒ2：155件（R３.２月末現在）、サロン向け出前
講座（Ｒ元：15回、Ｒ２：２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（H29：６回、Ｈ30：６回、Ｒ元：６回、R２：６回）、
GoGoみのりちゃんおでかけカレンダーHP掲載（R元：６回　R２：６回）

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）

②-2　助産師への相談利用者の満足度：90％以上

③区民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
ていると回答する区民の割合：25％以上

①こどもみのりサポートネット推進員等が区内保育施設等を訪問し、子
育て・教育に関する情報提供を行った回数：370回以上

※プロセス指標のR２年度実績
①未測定（新型コロナウイルス感染症の影響により事業未実施）、②-
1：95.8％、②-2：98.8％、③未測定（新型コロナウイルス感染症の影響
により事業未実施）

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

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こどもみのりサポートネット推進員等が区内保育施設等を訪問し、子
育て・教育に関する情報提供を行った回数：380回
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30件217回
②－２《専門相談》124名　24回実施
③子育てサロン向け出前講座：3回
   GoGoみのりちゃんおでかけカレンダーHP掲載：６回発信
　 子育て情報マップ：１回発行

―

プロセス指標の達成状況
①取組実績通り
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：100％
②-2 利用者の満足度99.1%
③区民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
役立っていると回答する区民の割合：29.4％以上

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)

―
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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】

元決算額 － 2予算額 12,065千 ３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：80％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：80％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
①スクリーニング会議Ⅱ実施　小学校（16）・中学校（８）
②スクリーニング会議実施　保育所(10）

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スクリーニング会議Ⅱ実施　小学校31回、中学校27回
②スクリーニング会議実施　保育所全69カ所中29カ所のべ42回実施

―

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：
83.0％
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：87.0％

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】

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）
　区民アンケートで「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」と回答する区
民の割合：令和４年度までに50％

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】

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

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：37.0％(子育て世
帯)25.1％(子育て世帯以外も含む）

31.3%
（29.8％）

B
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【様式２】

円 円 円

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、
R元：42回）
・情報モラル（H27：42回、H28：57回、H29：53回、H30：54回、R元：42回、
R２：35回)
鑑賞教育事業（H30：9回、R元：12回、R２：10回)
プログラミング教育支援事業（R２：８回）

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絵本の読み聞かせ事業
H25年度より事業開始
・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
・令和２年度絵本バンク利用者延べ数：5,348人
・東淀川えほんまつり：H25年度から年１回
　Ｒ２は新型コロナ感染防止のため中止
・区内施設状況把握をする
・絵本読み聞かせアンケート実施中【保育所（園）・幼稚園等（35件）】
・絵本読み聞かせ事業を実施(16園)　ざぶとんよみ実施（10園）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

当年度の取組内容

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

絵本の読み聞かせ事業については、新型コロナウイルス感染症拡大に
伴う緊急事態宣言が長期間継続されたことから、予定していたイベント
の実施ができていない。今後はイベント実施を目指すとともに、オンライ
ンによる読み聞かせ講座等についても引き続き実施していく。

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)

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

①-1　ゲストティーチャー派遣事業（いのちと性：28回実施、情報モラル：
32回実施）
①-2　鑑賞教育事業：26回実施
①-3  プログラミング教育支援事業：５回実施
②民間事業者を活用した課外学習事業：中学校５校で実施（R２～：瑞光
中学校・柴島中学校・中島中学校　Ｒ３～：新東淀中学校・淡路中学校）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】
②絵本読み聞かせ講座：１回
　絵本読み聞かせ講座（オンライン）6回
   東淀川えほんまつりWeek：１回(2/14～2/18)
   寄贈絵本(絵本バンク)利用者延べ数：5,069人

①－１新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ゲストティーチャー派
遣事業（いのちと性）が４回実施できなかった。

プロセス指標の達成状況
①　本事業が役立ったと回答した学校の割合：100％
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：77.0％
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」と回答した参加者の割合：91.0％
「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：81.0％

①(ⅱ)

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】

元決算額 13,588千 ２予算額 12,381千 ３予算額 12,384千

※プロセス指標のR２年度実績
①新規、②80％、③未測定（新型コロナウイルス感染症の影響により事
業未実施）

計
画

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。

前年度までの実績

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、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。
・スクールカウンセラー事業
　いじめや不登校等の問題解決のために、児童・生徒の身近な相談場
所として、学校規模に応じスクールカウンセラーの配置を行ってきたが、
さらなる児童・生徒の相談支援体制の整備を図るため、スクールカウン
セラーの配置を拡充する。

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広く区民対象に実施する。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。

①　本事業が役立ったと回答した学校の割合：70％以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

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

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

【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％　　③50％

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

①－１新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、実施校と調整を
行いながら実施する。
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【様式２】

円 円 円

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

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

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

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：42.9％

　新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、学校や関係団体とも
調整を行いながら事業実施や啓発活動を実施する。

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（年２回・１回目新型コ
ロナ感染防止のため中止）、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（年１回）、区ＰＴＡ協議会共催の高校等進学説
明会（年１回・新型コロナ感染症拡大の影響により区ホームページに高
校等のリンクを掲載）、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）、青少年育成推進会議役員会等（年１回）、中学生ス
ポーツ大会 （年２回・新型コロナ感染防止のため中止）、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・各参加中学
校にて演奏を撮影し、DVDを作成）、中学生ウルトラクイズ大会（年１回・
新型コロナ感染防止のため中止）、中学生食パンデコグランプリ（年１
回・レシピと写真で審査を実施、パン屋で製品化を実施）、ユース・ダンス
フェスティバル （年１回・各チームごとに撮影し、DVDを作成）

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

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急事態宣言期間中は
活動を中止とするなど、緊急事態宣言解除後も学校や関係団体との調
整等により、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

―

自
己
評
価

戦略に対する取組の有効性

元決算額 11,750千 ２予算額 13,867千 ３予算額

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】

14,253千

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：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R２年度実績
①未測定（新型コロナウイルス感染症の影響により事業未実施）
②40.3％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

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・１回目新型コ
ロナ感染防止のため中止）、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（新型コロナ感染防止のため延期され、ＵＳ
Ｊ開業20周年記念新成人祝賀連携事業に替えて実施予定。令和３年３
月末現在））、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・新型コロナ感染防止のため中止）、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・新型コロ
ナ感染防止のため中止）、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・新型コロナ感染防止のため中止）、中学生
ウルトラクイズ大会（年１回・新型コロナ感染防止のため中止）、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。レシピ
集のみ発行）、ユース・ダンスフェスティバル（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
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【様式２】

円 円 円

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

－

  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区役所からの学校協議会に関する説明・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の対
象委員の割合：80％以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

【撤退・再構築基準】

－

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。

●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、２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、30年度３回、元年度３回、２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）、２年度１回（１名参加）※その他（24名）については、新型コ
ロナウイルス感染症対策のため学校協議会が書面開催となったため資
料送付により研修実施。
●書面開催以外の学校協議会に区役所職員が出席

※プロセス指標のR２年度実績：①90.9％、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運営状況を把握す
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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

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

３予算額 －元決算額

【分権型教育の推進】具体的取組　２－２－３

－ ２予算額

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新型コロナウイルス感染症対策で、ほとんどの学校協議会が書面で
の開催となったため、学校協議会や委員の役割の中で重要なポイント等
を分かりやすくした説明・情報提供資料を対象委員に送付し、理解の促
進を図った。

①新型コロナウイルス感染拡大の影響で、学校行事の保護者参観や地
域と連携したイベントが中止となるなど、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が難しい状況である。

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：
75.0％
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
会委員研修会の対象委員の割合：100％

②(ⅰ)

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ながら、区教育会議や区
教育行政連絡会で地域や学校現場の意見・ニーズを把握し、それらに
応じた施策・事業を安全かつ効果的に実施できるよう検討していく。

－
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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んでいるところである。また、地域から孤立し自分から助けを求めることがで
きなくなっている方等に支援するにあたり、未だ十分に連携体制が整っているとは言い難い。
　 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」をモデル事業（平成31年度から全区展開）で実施し、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。その相談内容からは、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、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。
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い経済が停滞したことから、令和２年度は生活困窮者に係る「自立相談支援事業」の相談受付件数は2月
末時点で1,685件であり、住居確保給付金の申請をはじめ相談件数が急増した。また、令和元年度の当区における相談件数は24区中3位で、市
内他区と比較し多い。
（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、令和元年度 593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　H30：24.9％⇒R1：25.0％(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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【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。
　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。
　また、地域で孤立した生活困窮者を早期把握し適切な支援につなげるために、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、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、連絡会等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げる必要がある。あわせて、貧困の連鎖の解消に向けて、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。
今後とも、今年度の成果や反省点を来年度の取組に活かし、引き続き、各地域に配置されている地域福祉コーディネーター及び社会福祉協議会
に配置されているコミュニティソーシャルワーカーとも連携し、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

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連携し、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４年３月現在16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質の向上をめ
ざすとともに連携強化を図るため、隔月で連絡会を実施した。

―

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：継続も含め100%

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

令和３年８月末現在、区内17地域のうち2地域で地域福祉コーディネー
ターが未配置となっている。
区社会福祉協議会と区役所が連携し、未配置となっている地域にでき
るだけ速やかに地域福祉コーディネーターを配置する。

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）
　各地域に配置されている地域福祉コーディネーターの資質向上を目指
し、研修会の開催や各地域の課題等の情報共有を図るための交流会を
実施する。
　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し、支援が必要となる人に早期の
把握・対応ができる「予防的なアプローチ」が可能となる地域づくりを支
援する。
　令和３年度当初において、地域福祉コーディネーターが配置できてい
ない地域については、早急に配置できるよう調整する。

（※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、何らかの専門的支援につなげたり解決できた割合：各地域
の相談件数の90％以上

【撤退・再構築基準】
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、何らかの専門的支援につなげたり解決できた割合が各地
域の相談件数の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　5,980件（Ｒ３.２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策定（R２年３月）

令和２年４月以降、各地域に地域福祉コーディネーターを配置。各地域
で活動開始。
地域社会福祉協議会会長会、民生委員児童委員協議会委員長会など
で周知するとともに、「広報ひがしよどがわ」３月号でも広く区民に周知
し、地域においても広報板で周知している。

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組３－１－1 【地域における福祉コミュニティづくり支援】

元決算額 ― ２予算額 6,508千 ３予算額 7,230千

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
「自分でできることは自分で行い（自助）、解決
できないことは身近な人や地域の人に相談し共
に支えあう（共助）という意識を自覚している」と
回答した区民の割合：75.8％

― 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、第２期東淀川区地域保健福祉計画に基づき、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）
　区民アンケートで「自分でできることは自分で行い（自助）、解決できな
いことは身近な人や地域の人に相談し共に支えあう（共助）という意識を
自覚している」と回答する区民の割合が75％以上
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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

・つながる場の開催：４回
・つながる場でアンケートを実施し、世帯概要等の様式を改善した。
・職員研修：５回(４･６･９･２･３月実施）、研修内容の動画化
・地域福祉コーディネータ―や民生委員･児童委員を対象に、つながる
場のちらしを作成し、困りごとを抱える世帯への気づき、関係機関への
つなぎについて協力を依頼した。
・ワクチン会場の待機場所(東淀川区役所)でつなげるリーフレットの動画
を放映した。

―

プロセス指標の達成状況
地域福祉コーディネーターなどの地域支援者が「総合的な支援
調整の場(つながる場)」を知っている割合：83.6％ 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支えるためのしくみづくりを行う。
　
・つながる場の開催
・つながる場でアンケートを実施し、改善を図る
・職員研修
・つながる場について支援者への周知
・連携のためのツール開発

地域福祉コーディネーターなどの地域支援者が「総合的な支援調整の
場(つながる場)」を知っている割合：60％以上

【撤退・再構築基準】
上記の目標値が40％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
つながる場：H29、30モデル実施(市全体で３区)、H31～全区実施
　・つながる場の開催：10 回（新規６回、継続４回）（R２年度）
　・職員向け研修：２回（R２年度）
　・民生委員･児童委員、地域福祉コーディネーターにつながる場を周知
　・支援全体会議でつながる場の内容について報告

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、区HP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R２年度実績：73.0％

元決算額 ― ２予算額 ― ３予算額 ―

具体的取組３－１－２ 【複合課題世帯への支援】
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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 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

①-1 東淀川区生活困窮者サポートネット連絡会を２回開催
　・第14回困サポ兼支援全体会議（R3.9.9オンライン、10月末まで
　　動画配信)･･･視聴数286回
　・第15回困サポ兼総合的な相談支援体制の充実事業研修会
　　（R4.3.2オンライン、４月末まで動画配信）･･･視聴数275回(3/30時点)
①-2 支援全体会議を２回開催(8/5,9/9）(うち1回は第14回困サポを兼ね
る）
②　東淀川区中学生勉強会事業･･･合同イベント３回･他85回(２か所の
会場)実施

―

プロセス指標の達成状況
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：87.2％
②参加した中学生等が「中学生勉強会」を居場所として必要と感
じる割合：90.5％

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）
①生活困窮者の自立支援
　地域で孤立した生活困窮者の早期把握と自立のため、「東淀川区生活
困窮者サポートネット連絡会（困サポ）（※１）」と「支援全体会議」を開催
し、区役所内外の関係部署と連携を進める。

（※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（※２）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。

（※２）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

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：80％以上
②参加した中学生等が「中学生勉強会」を居場所として必要と感じる割
合：70％以上

【撤退・再構築基準】
①60％未満の場合、事業の再構築を行う。
②50％以下の場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
H25.8：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
H26.1：生活困窮者自立支援モデル事業開始
H27.4：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
H28.3：東淀川区生活困窮者サポートネット連絡会（困サポ）設置
H28.6：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
H30.10：生活困窮者自立支援法改正（一部を除き施行）
H31.4：東淀川区支援会議設置
R2.8：支援会議の体制整備
R3.2：第13回困サポとして動画配信

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）
　H30：15名中、14名が高校等に合格
　R１：12名中、12名が高校等に合格
  R２：９名中、９名が高校等に合格

※プロセス指標のR２年度実績：①81.8％　②新規

元決算額  8,560千 ２予算額  8,664千 ３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

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
「自分自身のために、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」と回答した区民の割合：80.0％

84.2% 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）
　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。
　新型コロナウイルス感染症により取り組んでいる区民の割合が減少してい
ると見込まれるが、令和５年度までに令和元年度程度まで増やしていく。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
　区民アンケートで「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」と回答
する区民の割合：令和５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

・検診受診勧奨：乳幼児健診の受診対象者の保護者に対し、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
構築し、実施を継続する。

②新型コロナウイルス感染拡大の影響により、わくわく！いきいき百歳
体操が予定どおり実施できなかった。

プロセス指標の達成状況
①区民アンケートで「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：60.1％
②いきいき百歳体操の場：51会場
　 わくわく！いきいき百歳体操：21会場

②(ii)

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状況を踏まえつつ、実施会場運営者
と調整を行いながら実施する。

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）
・検診受診勧奨：乳幼児健診の受診対象者の保護者に対し、受診啓発
の実施等

・地域で行っている班回覧などを活用し、がん検診の受診啓発の実施

・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）

・既存の区内ウォーキングイベントに区長が参加する機会を設けること
により、健康増進行動への機運を高める。

・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
構築し、実施を継続する。

①健康診断（がん検診等）
区民アンケートで「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

②いきいき百歳体操
・いきいき百歳体操の場：51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：22会場

【撤退・再構築基準】
①上記割合が20％未満の場合、啓発方法等の再構築を行う。
②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）】
・総合がん検診：３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　190人　（R３.２月末現在）
【いきいき百歳体操等の介護予防】
・食育講座を開催し、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。
・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R２年度実績
①55.8％
②いきいき百歳体操：50会場
　そのうち、わくわく！いきいき百歳体操：20会場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

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】

元決算額 432千 ２予算額 119千 ３予算額 218千
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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・介護連携推進会議を文書開催にて実施（3月）
・こぶしネットに参画し市民公開講座実施（12月）
・広報ひがしよどがわ特集記事による周知（11月、３月）
・区役所正面玄関デジタルサイネージを活用した啓発（1～3月）
・区ホームページでの「在宅医療・介護のあんしんマップ」「ご存じですか
在宅医療」リーフレットの公開
・在宅医療・介護連携定例会議および在宅医療を考える会（こぶしネッ
ト）での意見交換等（各 月1回）

新型コロナウイルス感染拡大のため、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等が実施できなかった。
在宅医療・介護連携推進会議についても、対面による会議が実施でき
ず文書開催による意見聴取となった。
区民向け講演会についても一度のみの開催となった。

プロセス指標の達成状況
市民公開講座にて、アンケートを実施。市民公開講座が在宅医
療・介護について考えるきっかけとなった区民の割合：100％ ①(ⅱ)

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症の状況を踏まえつつ、関係機関と調整を行
いながら実施する。

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うとと
もに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、市民に対する学習会・講演会等を実施
・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。

講演会や学習会が在宅医療・介護について考えるきっかけとなった区
民の割合：70％以上

【撤退・再構築基準】
講演会・学習会等の安全な実施ができないと判断した場合や上記割合
が60％未満であれば、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

※プロセス指標のR２年度実績：新規

元決算額 ― ２予算額 ― ３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】

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)
・小学校区ごとの地域防災計画策定　全17地域で実施（平成24～26年度）
・感染症の流行時を想定した避難所開設訓練の実施　４地域（令和２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％】（令和元年度）
・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２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、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及び緊急連絡網の作成（～令和元年度）
・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）
・（新型コロナ禍版）避難所開設・運営マニュアル、手引きの作成（令和２年度）
・指定緊急避難場所（水害時避難ビル）協力事業所数　14施設（～令和２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）

（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)
　こども被害及び女性被害件数については、減少傾向にある。
  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・部品ねらいが多く発生している。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）
　令和元年に一旦減少した交通事故総件数は、再び増加傾向にある。自転車事故の割合は46％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）の関連する事故が全体の31％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。
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【様式２】

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）
・コロナ禍における避難の考え方や災害に対する備え等、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、地震だけではなく水害時の分散避難などの対策についても、引き続き、さまざま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実施を見送ることもあったが、学習会や会議はオンライン手法を
取り入れたり、啓発活動はホームページ、ＳＮＳ等を充実することで一部補うことができた。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。そのためにも、これまで地域活動に関わりの少なかった方達や、学生が参画できる取組を増やし、新たな
人材を取り込みながら地域防災力向上を進めて行く。

（地域安全防犯)
新型コロナウイルス感染拡大により、啓発活動が制約されているなか、警察と消防署と連携し新たに特殊詐欺被害防止のYouＴｕｂｅ動画の作成
やSNS等の発信やポスター掲示等を拡大することにより対応したが、コロナ禍が長引いていることからアウトカム指標は目標達成したが、プロセ
ス指標は目標達成をすることができなかった。引き続き、警察等と連携して、広く地域住民に犯罪情報を提供できるよう講習会の実施や広報活
動の充実を図っていく。

(交通安全）
コロナ禍で啓発活動に制約はあったが、アウトカム指標・プロセス指標は達成することができた。引き続き、警察等と連携して、交通事故防止啓
発活動及び自転車対策の拡充や地域の交通安全運動の普及啓発活動を推進していく。

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。
　感染症が蔓延している状況を想定した避難所開設運営方法の習熟が必要である。

（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。
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【様式２】

円 円 円

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

・防災に関する情報発信（区ＨＰやＳＮＳ、広報紙により毎月）
・コロナ禍における地域主体の避難所開設訓練への支援（３地域）
・区役所と地域の災害時連絡体制の強化及び情報発信訓練（１回）
・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一斉帰宅抑制にかかる図上訓練（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が92.5％

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）

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。

・ニーズや時期に適した防災に関する情報発信（区ＨＰやＳＮＳ、広報紙
により毎月）
・ＨＰやＳＮＳを積極的に活用した様々な地域の防災の取組に関する情
報発信（各地域での防災の取組紹介の手段としてHPにカテゴリーごとに
紹介を含む）
・地域特性に応じた避難所開設・運営体制の構築（隣接地域で合同学
習会実施を含む）
・地域主体の避難所開設・運営訓練等の実施支援
・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訓練の実
施
・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）

※必要に応じてそれぞれの取組にコロナ対策を含める

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から毎月実施
避難所開設・運営訓練　H29　８地域、　H30　９地域、　Ｒ１　３地域、Ｒ２
４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Ｒ２年度実績：96.7％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

具体的取組４－１－１ 【自助・共助による防災・減災力の向上】

元決算額 3,828千 ２予算額 5,827千 ３予算額 3,890千

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

B

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。

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

ホームページやＳＮＳ、オンラインを活用した取組については、今年度に
実施した経験をさらに継続発展していくとともに、平時からの地域のつ
ながりが災害時にも活かされるよう、防災学習会や防災訓練等の支援
を行っていく。

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

昨年度のアウトカム指標を下回っており、住民どうしの繋がりが低下し
ていることが伺える。コロナ禍が長引いていることから、多くの地域活動
が中断されていることが、災害時の助け合いにも影響していると考えら
れる。

アウトカム指標の達成状況

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
　区民アンケートで「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」と回答する区民の割合：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

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47.1％ B

B
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70.7％

48.6%

72.1%

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
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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：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

・福祉避難所との通信訓練（１回）
・区医師会との災害時連絡訓練の実施（１回）
・地域主催の訓練に福祉施設との連携や要配慮者支援を盛り込んだ訓
練の実施支援（３地域）
・災害時における福祉支援をテーマにした講演会の実施（２回）

コロナ禍が長引いている状況下において、特に業務がひっ迫している
保健福祉部署や医療・福祉機関との総合的な訓練実施は困難であっ
た。

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

令和3年度は、非対面でも可能な通信訓練やオンライン講演会として実
施した。

①福祉避難所・区医師会等を含めた総合防災訓練のアンケート
において意義のある訓練だと感じた参加者の割合：未実施
②福祉施設との連携や要配慮者支援を盛り込んだ避難所開設・
運営訓練の実施支援（３地域）

②(ii)

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

現状においては地域活動も自粛されていることと、コロナ対応業務を
担っている医療関係機関や保健福祉部門との調整が困難となっている
が、規模縮小や実施内容を工夫することで取組を進めて行く。

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)

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福祉避難所との
情報伝達や医療機関との備蓄などについて連携を深める。

・福祉避難所や区医師会等を含めた総合防災訓練の実施（１回）
・地域主催の訓練に福祉施設との連携や要配慮者支援を盛り込んだ訓
練の実施支援
・災害時における福祉支援をテーマにした講演会の実施（３回）

※上記それぞれの取組にコロナ対策やオンラインでの実施検討を含め
る

①福祉避難所・区医師会等を含めた総合防災訓練のアンケートにおい
て意義のある訓練だと感じた参加者の割合：60％以上
②福祉施設との連携や要配慮者支援を盛り込んだ避難所開設・運営訓
練の実施支援（３地域）

【撤退･再構築基準】
①50％未満の場合、事業の再構築を行う。
②年度中に実施支援の地域がなかった場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
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）

元決算額 (4-1-1に含む) ２予算額 (4-1-1に含む) ３予算額 (4-1-1に含む)

具体的取組４－１－２ 【福祉・医療分野との連携】
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【様式２】
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コロナ禍においても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HPやSNSでの発信やポスター掲示を更に増やすことにより
発信力を高める。

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)

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３台、取替４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に関する調整（５
地域）
・夜間の青色防犯パトロールの実施（業務委託）（75回）
・犯罪防止啓発チラシ配架、ポスター掲示（庁舎内、出張所、各地域広
報板や駅掲示板に注意喚起ポスター掲示）及び区HPやツイッター(年間
約200回)を活用した広報活動の実施

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、可能な範囲で取組内容を
拡充して進める。

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)

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）

・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

区民アンケートで「青色防犯パトロール活動等により地域住民の防犯意
識が向上している」と回答する区民の割合：49.4％以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

【撤退・再構築基準】
上記割合が30％未満であれば、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
・隣接市境付近、通学路周辺等に防犯カメラを設置（Ｒ元年度までに71
台設置、R２年度は５台を新規設置、５台を取替）
・自転車盗防止の啓発活動を実施 ３回
・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～） 96回
・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R２年度実績：49.4％

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】

元決算額 7,983千 ２予算額 8,938千 ３予算額 8,919千

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

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）
　区民アンケートで「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」と回答する
区民の割合：令和３年度末までに41.5％以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

区民アンケートで「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」と回答す
る区民の割合：44.0％

41.5% A

めざす成果及び戦略　４－２ 【防犯意識が高いまち】

新型コロナウイルス感染拡大により、啓発活動が制約されているため、
HPやSNSを用いた発信やポスター掲示により対応したが、コロナ禍が
長引いていることから目標を達成することができなかった。

プロセス指標の達成状況
区民アンケートで「青色防犯パトロール活動等により地域住民の
防犯意識が向上している」と回答する区民の割合：48.8％

②(ⅱ)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
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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

・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（６回）、ひったくり被害（６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啓発（百歳体操実施時
４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（１種類、３種類継続）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（のぼり更新）

新型コロナウイルス感染拡大により、キャンペーンや防犯教室等の啓
発活動が制約されているため、警察と消防署と連携し新たに特殊詐欺
被害防止のYouＴｕｂｅ動画の作成やSNS等の発信やポスター掲示等を
拡大することにより対応したが、コロナ禍が長引いていることから目標を
達成することができなかった。
また、特殊詐欺の件数については大阪府内で前年比で約4割増となっ
ており、一層の啓発が必要である。

プロセス指標の達成状況
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
信できるよう警察と連携してHPやSNSでの発信や、ポスター掲示を更に
増やす。
また、啓発物を配布するキャンペーンだけではなく、SNSと連動し啓発
動画を見てもらう等、内容を工夫しながら実施する。

①こどもをねらった犯罪の発生件数：前年認知件数以下
　令和２年：30件⇒令和３年：30件
②特殊詐欺認知件数：前年認知件数以下
　令和２年：26件⇒令和３年：42件

②(ⅱ)

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、可能な範囲で取組内
容を拡充して進める。

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)

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
・警察等と連携し、特殊詐欺被害防止や消費者保護を目的として、高齢
者を対象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（防犯機能付電話機実機デモの警察への要請、高
齢者が集まる場所で実施する講習会等への参加者以外の方への啓発
対象の拡大を含む）

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。

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 )、０回（Ｒ
２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)、６回
（Ｒ２年度）
・ひったくり防止キャンペーン等　32回(R元年度)、４回（Ｒ２年度）
・警察署、消防署と連携し、住みます芸人を活用したYouTube動画の作
成及び配信
・オール東淀川(行政連絡調整会構成団体)で取り組む特殊詐欺被害防
止の啓発実施（R元～）
・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R２年実績：①30件、②26件

元決算額 (4-2-1に含む) ２予算額 (4-2-1に含む) ３予算額 (4-2-1に含む)

具体的取組４－２－２ 【重点犯罪の抑止】
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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

・交通安全に関する動画を作成し、YouTubeで配信継続（５種類）
・自転車安全運転教室実施（３小学校：３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（４
回）
・阪急上新庄駅前周辺（120日）及び淡路駅周辺（120日）適正化指導員
の配置（業務委託）

―

プロセス指標の達成状況
区民アンケートで「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」と回答する区民の割合：
39.0％

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(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、可能な範囲で取組を進める。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 －
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）
・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
・放置自転車の多い場所にトリックアートを用いた路面シートを設置
・ＨＰやＳＮＳ等を活用した自転車利用ルール周知（ルール違反による罰
則を含む）・マナー向上の普及啓発の実施

区民アンケートで「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」と回答する区民の割合：38.6％以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

【撤退･再構築基準】
上記割合が30％未満であれば、事業の再構築を行う。

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自転車利用適正化指導員を配置（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)、４回（Ｒ２年度）
・警察署と連携し、住みます芸人を活用したYouTube動画の作成及び配
信
※プロセス指標のR２年度実績：38.6％

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】

元決算額 2,019千 ２予算額 7,895千 ３予算額 7,285千

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

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）

　区民アンケートで「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」と回答する区民の割合：
令和３年度末までに35.2％以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

区民アンケートで「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」と回答する区民の割
合：41.0％

35.2% A

めざす成果及び戦略　４－３ 【交通安全への意識が高いまち】

－29－



【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)

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 －
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

・自転車利用のルール・マナー等に関するチラのシ配架及びポスターの
掲示を庁舎内、出張所、各地域広報板等で実施
・区ホームページの作成、SNS更新（98回）、広報ひがしよどがわ掲載（２
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
区民アンケートで「日頃交通ルールを順守し、交通安全について
意識している」と回答する区民の割合：96.5％

①(ⅱ)
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

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

区民アンケートで「日頃交通ルールを順守し、交通安全について意識し
ている」と回答する区民の割合：80 ％以上

【撤退･再構築基準】
上記目標が30％未満であれば、事業の再構築を行う。

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R２年度実績：新規

元決算額 4-3-1に含む ２予算額 163千 ３予算額 163千

具体的取組４－３－２ 【交通安全運動の推進】
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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ニーズを把握していると思う区民の割合：37.8％（令和２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：71.7％（令和２年度区民アンケート）
・区から必要なときに必要な情報が届いている思うと区民の割合：35.5％（令和２年度区民アンケート）
・SNSフォロワー数(令和3年3月末時点）　　Twitter：4,364名　LINE：2,704名　Facebook：674名　Youtube：100名　計7,842名
・Twitterについて（平成31年４月～令和２年３月）　いいね！の数　2,888　　リツイートされた数　1,817　　エンゲージメント率　2.5％

（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数（28年１月～）　30年度　約4,300件　元年度　約5,500件（元年度末　交付数累計　約31,000件）
                                                    ２年度　約17,000件（Ｒ３.２月末現在）
・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月末現在）
・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月末現在）

（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）
・個人情報事務処理誤り等の件数
　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　２年度　５件
・不適切な事務処理件数
　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　２年度　６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　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　２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
  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％　２年度　92.9％
・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
　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％　２年度　82.5％
・職場で自由に意見が言えると感じている職員の割合　　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％
　 ２年度　90％
・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％　２年度　87.1％
・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）
　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　２年度　実施なし

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7.9％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の増加に伴い、コンビニでの諸証明発行は大幅に増加傾向にあるものの、窓口での証明書発行件数は減少傾向には
なっていない、東淀川郵便局取次サービスなど、区役所以外の他拠点への案内・周知が必要。
・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」と答えた職員の割合は、令和２年度に８割を超える結果となった
が、上司からのOJTを実感できていない職員が２割程度残っており、職員がOJTを実感できるための取組が浸透していない。
（※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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【様式２】

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

区政会議では、区役所の説明時間を短縮する等の取組を実施したが、引続くコロナ禍により全体の会議時間も短縮することになり意見聴取の時
間を充分に確保することが難しかった。今後もコロナ禍の状況は不透明であることから、日頃から積極的に区政に関する情報提供を行うとともに、
学習会を活用し、区の施策事業への理解を深めていただくことで、限られた時間の中でも活発な意見交換ができるよう、効果的・効率的な区政会
議の運営を図る。

区役所からの広報をきっかけに行動を起こした指標値は前年度より上がっているものの、広報紙の新聞折込等で直接配布できている世帯は限ら
れており、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ため、今までよりさらに区
民ニーズのある情報を抽出、発信し区民の興味を引く広報を行いフォロワーの更なる増加に努める。

個人情報処理誤りについては重要管理ポイントの不備やルールが守られずに起きた事案となっている。不適切な事務処理については内部統制員
である課長等から全市的な案件の再発防止策等について周知徹底がなされた結果、昨年度の件数から大幅に減少した。引き続き、内部統制員で
ある課長等が中心となり、各担当で対応策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、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ことで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。

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

・「広聴を広報につなげ、問い合わせを削減する」「行動につなげる広報の充実強化」の取組を進め、発信する情報の質を高める。
・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
ワー数を増やす取組を進めていく。
・住民票の写し等の各種証明書発行等が可能な、マイナンバーカードによるコンビニ交付サービスや区役所出張所、東淀川井高野郵便局などの
他拠点の案内を積極的に行う必要がある。
・区役所窓口における待ち時間の短縮などの適正化においては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（コロナのため当面運用停止）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、組織内で日常的な事務処理の点検を徹底するなどＰ
ＤＣＡサイクルを意識し、業務改善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風通しの良い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92.9％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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A

自
己
評
価

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

区民アンケートで「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」と答える区民の割合：38.6％

37.8% A

【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＞

　区民アンケートで「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」と答える区民の割合：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

609千 ３予算額 446千

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
・ＷＥＢ会議でも開催できるようにする。
・委員アンケー ト等を実施し、会議運営の改善を図る。（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。
・区政会議の場におけるやりとりを含めた区の対応をホームページで公
表する。

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
令和２年度：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

※プロセス指標のR２年度実績：①77.1％、②71.4％

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】

元決算額 255千 ２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（動画配信含む）６回、議長
会１回、新委員説明会１回　開催。
・委員改選に伴い、部会を３部会から２部会に変更。

委員意見を踏まえ、区役所の説明時間を短縮する等の取組を実施した
が、引き続くコロナ禍での会議運営となったため、会議時間を短縮するこ
とによって意見聴取の時間を充分に確保することが難しかった。

プロセス指標の達成状況
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：51.7％
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：86.2％

②(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

日頃から積極的に区政に関する情報提供を行うとともに、学習会を活用
し、区の施策事業への理解を深めていただくことで、限られた時間の中で
も活発な意見交換ができるようする。
また、新たに区政会議委員から日常的に意見を聴取できる電子掲示板
の運用を開始する。
これらを行うことによ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

市民の声区回答分32件について、市のガイドライン14日以内のところ、
平均回答日数12.9日であった。
回答に当たっては区民から寄せられる様々な意見に対し、その主訴を的
確にとらえ対応した。

―

プロセス指標の達成状況
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：73.7％

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。

区民アンケートで「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」と答える区民の割
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Ｒ２年度実績：71.7％

元決算額 726千 ２予算額 945千 ３予算額 980千

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

・広報紙、ホームページ、SNS、広報板等で情報発信を行った
・新型コロナワクチン情報の積極的な広報
・地域のイベントで広報紙の特別配付の実施
・住みます芸人による広報紙宣伝動画を作成しSNSで公開 ―

プロセス指標の達成状況
令和４年３月末時点のSNSフォロワー等数9,043名：令和２年度末
比1,201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】

元決算額 18,149千

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

－

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

19,742千２予算額 20,843千 ３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。
・ホームページにおいて、情報の更新状況が一目で確認できるよう、表
現や更新方法を工夫する。
・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３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R２年度実績：1,471名増（Ｒ２.３末6,371名→R３.３末
7,842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：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ると答え
た区民の割合： 34.8％

35.5% 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。

「広聴を広報につなげ、問い合わせを削減する」「行動につなげる広報の
充実強化」の取組を進め、発信する情報の質を高める。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
　区民アンケートで「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」と答える区民の割合：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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【様式２】

円 円 円

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)

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。
SNSフォロワー数は着実に増えているが、区民の興味を引く情報発信を
継続的に行う事によりフォロワーの更なる増加に努める。

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

・広報紙やSNSで発信する際、自分とその周辺にとってのメリットにつな
がることが分かりやすい表現を用いた広報を行った。

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30.5％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

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

「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：21.0％

②(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)

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R２年度実績：20.6％

・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
とともに、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】
－ ２予算額 － ３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）
区民アンケートで「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

元決算額
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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

・個人番号カード来庁予約受付システムの積極運用
・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

―

プロセス指標の達成状況
コンビニ交付の取扱件数：54.9％増　【令和３年度（令和3年4月
～令和4年2月）27,365件　令和2年度　17,670件】

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 ②(ⅰ)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

マイナンバーカードの交付件数が想定数に到達が見込めないものの、マ
イナンバーカード交付普及及び証明書等のコンビニ交付の利用促進に
向けこれまで以上にSNS等を利用した広報活動を行います。

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5－3－１ 【心地よい窓口サービスの提供や利便性の向上】

元決算額 329千 ２予算額 383千 ３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。
・個人番号カード来庁予約受付システムの積極運用
・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

コンビニ交付件数を前年度比50％増
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改定履歴あり】

【撤退・再構築基準】
上記目標以下の場合は、事業の再構築を行う。

・コンビニ交付【H27年1月開始】
　　令和２年度実績　　約15,400件（Ｒ３.２月末現在）

・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】
　　令和２年度実績　　1,058件（Ｒ３.２月末現在）

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

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 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：
3.5

3.9 B

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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【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

・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（※コロナのため当面
運用停止）
・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

―

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」と答
えた区民の割合：97.5％

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】

元決算額 100,182千 2予算額 125,251千 3予算額 125,111千

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（※コロナのため当面
運用停止）
・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（※コロナ
のため当面運用停止）
・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）（※コロナのため当面運用停
止）
・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6月からTwitterによる繁忙情報などの発信

※プロセス指標のR２年度実績：98.0％
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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

・コンプライアンス研修、個人情報保護研修、服務研修（全職員）各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
・職員アンケートの実施
・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。
・各課において５S活動及び標準化の取組を実施

・①は重要管理ポイントの不備やルールが守られずに起きた事案となっ
ている。②は内部統制員である課長等から全市的な案件の再発防止策
等について周知徹底がなされた結果、昨年度の件数から大幅に減少し
た。引き続き、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、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：７件
②不適切な事務処理の発生件数：１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：87.5%

②(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)

・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。

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

不適切な事務処理については、発生件数が０であり目標達成（見込）である。個人情
報事務処理誤り等については、現時点で５件発生（誤送付が３件、誤交付が１件、そ
の他１件）している。発生原因は、ルール（重要管理ポイント）のとおりダブルチェック
したが、見落としにより発生した誤送付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、各担当内で現在のルールや手法などが有効であるか確認・検討し、業
務改善を図るとともに、職場でコンプライアンス違反を起こさせない仕組みが機能す
るといわれている風通しの良い職場づくりを推進する。

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)

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】

元決算額 － ２予算額 － ３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、個人情報保護研修、服務研修（全職員）各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
・職員アンケートの実施
・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：75%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・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

※プロセス指標のR２年度実績：①５件　②６件　③87.1％

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：92.6%

92.14% 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、
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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区役所において実施する研修に参加

―

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：３．１点
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

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)

―

－

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】

元決算額 244千 ２予算額 2,585千 ３予算額 220千

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区役所において実施する各種研修に参加す
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上司が組織目標を明確にして部下と共有するとともに、部下の役割を
明確にすることにより、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。

【令和３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区役所において実施する研修に参加
③　組織目標の共有及びそれぞれの職階の役割の明確化

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

【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

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。

【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

※プロセス指標のＲ２年度実績
　　①未測定（見実施のため） 　②☆☆

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
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