【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】

【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。また近年、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、事業の継続が難しくなった多く
の企業等が、倒産の危機においこまれているが、特に中小企業のBCP策定率は23.0％（策定中企業を含む）と依然低い。
（中小企業庁編「2021年版中小企業白書」）
区民アンケート（令和元年度・令和２年度・令和３年度）
・「地域活動協議会を知っている」区民の割合 令和元年度41.3％ 令和２年度49.4％ 令和３年度48.0％

計 ・「東淀川区は様々な魅力を活かし、多様な主体（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）が連携したまちだと感じ
画

る」区民の割合

令和元年度29.7％ 令和２年度 27.4％ 令和３年度24.8％

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９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区民の割合は令和３年度は令和２年度と比べて減少しており、まだまだ浸透できていない現状で
あるため、より一層の認知度向上につなげる取組が必要である。
・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
きく減少しているが、引き続き区内の地域活動や地域資源の魅力を効果的に発信していく必要があり、合わせて、新たな担い手につながる取組
が必要である。

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・高齢化が進むなか、地域活動協議会の認知度向上のためにも、参加しやすい地域活動の発信等、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・拡充とともに、効率的・効果的な予算執行と事業運営につなげる支援が必要。
・地域と企業等が交流・連携できる場が少ないため、場づくりと情報の発信が必要。
・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。
・地域活動におけるインターネット活用の促進。

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

自
己
評
価

－1－

【様式２】
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）】

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）

新しい生活様式を取り入れながら、すべての世代が気軽に集う機会・
場所があり、住民が主体となって地域課題の解決をめざす取組が継続
されている。

地域住民に対し、地域活動協議会活動をはじめとした、多様な地域活
動への参画を促すために必要な情報の提供・発信を積極的に行い、コ
ミュニティビジネスの活用に向けた支援を行うとともに、新たな担い手の
発掘・気軽に人が集える居場所づくり等への支援を通して、地域活動協
議会による自律した地域運営と、多様な主体による、各地域での活動の
活性化をめざす。

計
画 アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
地域活動協議会の構成団体が、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
度末までに90.0％以上かつ令和８年度末まで毎年度90.0％以上を維持
する。

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

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

具体的取組１－１－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【地域活動協議会を中心とした地域活動への支援】
２決算額 45,054千 円 ３予算額 77,153千 円 ４予算額 76,924千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

【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
・インターネット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。

計
画

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％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：
58.8％以上
③区民アンケートで「地域活動協議会を知っている」と回答する人の割
合：48.0％以上
【撤退・再構築基準】
上記割合が次の数値未満の場合、事業の再構築を行う。
①40.0％、②40.0％、③30.0％

前年度までの実績
【地域実情に応じたきめ細やかな支援】
・全17地域で地域活動協議会結成（H24～）、補助金交付
・地域活動協議会連絡会議による組織運営の情報共有
・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（H30～）
・区役所１階待合スペースでの地域活動協議会PR
・地域づくりアドバイザーによる各種支援（H27～）
・地域づくりアドバイザー支援メニュー表の作成
・地域活動ヒアリング
・地域活動に係る研修会（地域カルテ作成支援）
・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HPにおいて「まちづくりお役立ち情報」を掲載
・インターネット活用支援
・区内企業、大学等との連携支援
【地域活動協議会の認知度向上に向けた支援】
・くらしの便利帳へ地域活動協議会広報ページの掲載
・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
・区役所１階待合スペースでの地域活動協議会PR
・広報学習会開催
・SNS広報支援
※ プロセス指標のR３年度実績：①69.5％、②58.8％、③48.0％

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－2－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
めざす成果及び戦略

１－２

【にぎわいのある元気なまち】

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）

区全体のにぎわいや魅力発掘・向上のため、区内外の人の交流が促 ・コロナ禍の経験を活かしながら、ICTを積極的に活用し、オンラインでつ
進され、多様な主体が連携できている。
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
アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標） 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
・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
計 携したまちだと感じる」と回答する人の割合：令和８年度末までに50.0％ 域力の向上とにぎわいのある元気なまちをめざす。
・自然を身近に感じられる貴重な環境、地下鉄今里筋線やJRおおさか
画 以上
東線などの鉄道網の充実・交通の要衝としてさらに発展する可能性、２
・区西部地域８地域のアクションプランを作成し、PDCAサイクルを実施 つの大学の発展によりさらなる文教化への期待や都市基盤整備の進捗
・新大阪駅東口のまちづくりビジョンに基づく土地活用：令和８年度末ま など、区内に存在する多様な将来性に合わせ、民間活力を最大限に生
でに２件以上実施
かした未利用地の活用を行うなど、地域との共生・にぎわいと交流を促
進し「住んでよかった、住み続けたいまち東淀川区」の実現とともに「行っ
てみたい、また訪れたい」と思っていただけるまちをめざす。

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

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

具体的取組１－２－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【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】
２決算額 1,581千 円 ３予算額 2,929千 円 ４予算額 2,639千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

ICTを積極的に活用し、「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組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。
【区民まつり】
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。
計 【東淀川みらいEXPO】
画 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。
【東淀川魅力発見プロジェクト】
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。
【BCP策定推進】
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
【大学連携】
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。
中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

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」と回答する人の割合：87.8％以上
【撤退・再構築基準】
上記割合が60.0％未満の場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
・BCP運営会議（平成25年度～）
・BCP学びの場（平成30年度～）
・東淀川みらいEXPO（平成30年度～）
・地域広報担当者向け広報講座（平成29年度～）
・東淀川魅力発見プロジェクト（平成28年度～）
・「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～）、フレイル予防講座（令和３年度～）
※プロセス指標のR３年度実績：74.8％

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－3－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
具体的取組１－２－２

【区民による西部地域まちづくり】
２決算額 2,589千 円 ３予算額 4,735千 円 ４予算額 21,318千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

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
ショップ等の開催や、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。
また、新大阪駅東口においては、まちづくりビジョン検討案（令和４年３
月にとりまとめ）に基づく本市未利用地の活用方針を検討する。
令和４年度は協議会(部会）を９回開催の予定。
計 関係機関と連携しまちづくりに関する情報を発信する。
画 また、もと西淡路小学校跡地について、今後、活用方針の策定を進め
るにあたり、現状の地域課題や活用事業者のニーズ、並びに既存校舎
等の法適合状態などの確認を行っていく。

①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：70.0％以上
②もと西淡路小学校検討会議の委員のうち、「活用方策の策定のため
の現状の取組が有効である」と考える割合：60.0％以上
【撤退・再構築基準】
①上記割合が50.0％を下回った場合、事業の再構築を行う。
②上記割合が50.0％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。
・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まちづくりビ
ジョン検討案のとりまとめを行った。
・協議会設置以降、協議会７回、まちづくり構想部会36回、新大阪駅東
口部会６回開催した。
※ プロセス指標のＲ３年度実績：①54.5％、②新規

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－4－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
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】

【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２年1,219人（市内第４位） 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２年10月 99,699（市内第２位） 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２年度113名（市内第３位） 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２年 5,972名（市内第２位） 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２年度 ３か月児健診1,120名（95.3%⇔市平均93.1%）
１歳６か月児健診1,067名（94.0%⇔市平均92.4%） ３歳児健診672名（91.1%⇔市平均88.4%）
◆専門的家庭訪問支援事業 令和２年度 東淀川区59名（市内第１位） 大阪市340名
◆児童虐待相談件数(福祉行政報告）
R２年度 東淀川区519件 大阪市3,601件 大阪市平均150件
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R元
R2
東淀川区
135
151
234
314
443
359
761
534
506
563
519
24区平均
85
90
119
150
178
200
222
215
142
131
150
大阪市
2,030
2,149
2,852
3,594
4,282
4,801
5,342
5,170
3,415
3,154
3,601
◆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1～17次報告 （H15～R1年度）R3.8公表
・心中以外の虐待死における主たる加害者 実母484件（54.4％） 実父140件（15.7％） 実母と実父77件（8.7％）
・死亡した子どもの年齢 ０歳423名（47.5％） 死亡した子どもの月齢（R元年度） ３か月児以下82.1％ ４か月児以上17.9％
◆10代の出産数 令和２年度11人（市内第３位） 令和元年度10人（市内第７位） 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％）
計 ・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
画 R３年度 158名（市平均98人） 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）
◆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
◆区民アンケート
（令和３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36.3％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、
25.1％で半数以上の人が感じていない。
（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。

－5－

【様式２】
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。
・要養育支援者のうち、拒否や訪問時不在など母子保健サービスにつながりにくい対象者がいる。
・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、区青少年指導員連絡協議会や区青少年福祉委員連絡協議会、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。

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。
・養育者が保健福祉センターでの助産師の専門相談や常設健康相談窓口等の相談機能を身近な相談窓口として活用しやすい体制をつくる必
要がある。
・引き続き、母子健康手帳交付時の妊婦全数面接や乳幼児健診でのこどもと養育者の全数把握を行い、すべてのこどもの発育発達に応じた支
援が受けられる体制を整備する必要がある。
・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。

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

自
己
評
価

－6－

【様式２】
めざす成果及び戦略

２－１ 【妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を受けることができ、東淀川区版ネウボラの体制が充実しているまち】

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）

東淀川区版ネウボラが広く定着し、安心してこどもを生み喜びを感じ
支援が必要なこどもや養育者に対して、きめ細かいフォロー体制を整
ながら子育てができるように妊娠期から子育て期まで切れ目のない支 備し、母子保健事業の活用や地域担当保健師のアウトリーチ・電話相
援が整備されている。
談等でそれぞれのニーズに応じた必要な支援が切れ目なく受けられる
体制を構築する。

計
アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
画

・対象者へ支援終了時にアンケートを実施し「支援を受けたことにより育
児の不安が軽減された」と答えた割合：令和８年度末までに100％
・希望するすべてのこどもが必要な健診を受けることができ、母子保健
事業が活用できる情報を受け取ることができた割合：令和８年度末まで
に100％

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

今後の対応方向
Ａ：順調 Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

ａ：順調
ｂ：順調でない
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※有効性が「イ」の場合は必須

【様式２】
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ない施策の推進】
２決算額 5,086千 円 ３予算額 2,607千 円 ４予算額 4,432千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

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。

①-1 対象者へ支援終了時にアンケートを実施し、「支援を受けたこと
により育児の不安が軽減された」と答えた割合：70.0％以上
①-2 助産師への相談利用者の満足度：90.0％以上
②住民票等により把握している全４歳児等の対象児童の現認率 （絵本
の配布）：100％
③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：70.0％以上

①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）

【撤退・再構築基準】
①-1：60.0％未満
①-2：80.0％未満
②90.0％以下
③50.0％以下

②４歳児訪問事業
当区に居住する全ての４歳児を対象に、ポピュレーションアプローチ
として、保健師等による健康教育や子育て相談、絵本配付を行う。

前年度までの実績

①助産師による専門的相談事業
①-1《専門的家庭訪問の延長》
計 ③子育てに活かせる知識・情報発信
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％
画 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
R２：育児に自信が持てるようになったと答えた割合95.8％
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
R３：育児に自信が持てるようになったと答えた割合100％
に関する出前講座等を行う。
①-2《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 96名 25回実施、利用者の満足度98.9％
R３：相談件数 124名 24回実施、利用者の満足度98.1％
②４歳児訪問事業
R２：対象児童の現認率（絵本配布）100 ％
R３：対象児童の現認率（絵本配布）100 ％
③子育てに活かせる知識・情報発信
子育て相談（R２：155件）、サロン向け出前講座（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、Ｈ
30：６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 R３：６回）
※プロセス指標のR３年度実績
①-1：新規、①-2：99.1％、②100％、③新規

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－8－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
めざす成果及び戦略

２－２ 【こどもと子育て家庭が、地域の人々と交流し社会全体で支える総合支援体制が構築されているまち】

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）

・地域全体がこどもや青少年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ができている。
・すべてのこどもたちが安全・安心な環境で育ち、社会の一員として自
立できるよう、こどもや青少年、子育て家庭が抱えるさまざまな不安や
計
課題に柔軟かつ着実に解決を図るために必要な情報と仕組みが確立
画 している。

・こどもたちを健やかにはぐくみ、子育て家庭を支えるため、地域のつな
がりを一層強め、家庭や学校をはじめ、地域や企業など、社会総がかり
での取組を推進する。
・ ICTを活用した施策の拡大に取り組む。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
支援を必要とするこどもたちや子育て家庭を適切な関係機関につな
げられた割合：令和８年度末までに100％

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

今後の対応方向
Ａ：順調 Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

ａ：順調
ｂ：順調でない

－9－

※有効性が「イ」の場合は必須

【様式２】
具体的取組２－２－１

【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】
２決算額 5,626千 円 ３予算額 12,065千 円 ４予算額 12,065千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

保育所・幼稚園等乳幼児が通う施設や学校等において、課題を抱え 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
たこどもたちや子育て世帯を児童虐待防止、貧困、ヤングケアラーなど 子育て家庭のうち、適切な関係機関につなげた割合：80.0％以上
の視点から支援する。
②全対象児童に対するスクリーニング達成の割合：100％
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。

【撤退・再構築基準】
上記割合が次の数値未満の場合、事業を再構築する。
①40.0％、②50.0％

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、
前年度までの実績
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スクリーニング会議Ⅱ実施
（令和２年度）小学校（23）・中学校（15）
計
・支援が必要と判明した子育て家庭を適切な関係機関につなげた割
画
合：92.0％
（令和３年度）小学校（31）・中学校（27）
・支援が必要と判明した子育て家庭を適切な関係機関につなげた割
合：84.0％
②スクリーニング会議実施
（令和２年度）公立保育所（6）・私立保育園、幼稚園等（5）
・支援が必要と判明した子育て家庭を適切な関係機関につなげた割
合：100％
（令和３年度）公立保育所（5）・私立保育園、幼稚園等（37）
・支援が必要と判明した子育て家庭を適切な関係機関につなげた割
合：87.0％
※プロセス指標のR３年度実績
①84.0％、②87.0％
中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
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】
２決算額 9,041千 円 ３予算額 14,253千 円 ４予算額 13,781千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

地域全体がこどもや青少年の健全育成に高い意識を持ち、こどもたち ①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
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 答する人の割合：40.0％以上
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。
②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：30.0%
①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 【撤退・再構築基準】
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 上記割合が次の数値未満の場合、事業を再構築する。
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 ①20.0％未満 ②20.0％未満
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

②青少年育成推進事業
①学校を活用した地域連携事業
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
学校体育施設開放事業：H26～27：25校、H28～：23校
計 に議論し、健全育成に資する取組を支援し地域の意識向上を図るとと
画 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 ②青少年育成推進事業
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
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
る。
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）
※プロセス指標のR３年度実績
①42.9％、②未測定
【改定履歴あり】
中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
めざす成果及び戦略

２－３

【こどもが自立して「生きる力」を身に付けるために取り組むまち】

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）

・心身ともに健全な成長を促進する取組、自尊感情を向上させ、全ての こどもが「生きる力」を身につけるために大切な自尊感情を醸成し、確
こどもが「生きる力」を身に付けることができる仕組みが整っている。
かな学力、健やかな体の育成に向けて、教育環境や読書環境の充実を
・次世代を担うこどもが、夢や希望をもって未来を切り拓き、いきいきと 図るとともに、心身ともに健全な成長を促進する取組などの施策を推進
する。
計 自立して生きることができる力をはぐくむ環境が整っている。

画
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」をはぐくむための教育
環境が整っていると感じる」と回答する人の割合：令和８年度末までに
50.0％以上

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

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

具体的取組２－３－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【「生きる力」の獲得、「自尊感情」の向上のための施策の推進】
２決算額 15,041千 円 ３予算額 12,384千 円 ４予算額 7,440千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

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。
計 ・小中学校へのゲストティーチャー派遣事業
画 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。
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。

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

①本事業が役立ったと回答した学校の割合：90.0％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 ：80.0％以上
【改定履歴あり】
【撤退・再構築基準】
上記割合が次の数値未満の場合、事業を再構築する。
①40.0％、②30.0％

前年度までの実績
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会、
R元：42回、R２：40回、R３：28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、R３：32回
・鑑賞教育事業（H30：9回、R元：12回、R２：６回、R３：26回
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（瑞光中学校、柴島中学校、中島中学校、新東淀中
学、淡路中学）
※プロセス指標のR３年度実績
①100％、②77.0％

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
具体的取組２－３－２

【分権型教育の推進】
－
－
２決算額
円 ３予算額
円 ４予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

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。

－

円

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：90.0％以上
②区職員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：90.0％以上
【改定履歴あり】

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 【撤退・再構築基準】
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、 ①②ともに上記割合が50.0％未満の場合、事業の再構築を行う。
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
前年度までの実績
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
計 ②学校協議会への補佐
年度２回、R２年度２回、３年度２回
画 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について ●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
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 回、平成30年度３回、元年度３回、R２年度３回、３年度３回
を行う。
●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）、R２年度１回（１名参加※）、３年度（16名参加※）
※令和２年度のその他（24名）と令和３年度については、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R３年度実績：①75.0％、②100％

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
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】

【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、生活困窮者に係る「自立相談支援事業」の相談受付件数は1,032件（令和４年３
月時点）であり、住居確保給付金の申請をはじめ相談件数が増加している。
（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、令和元年度 593件、令和２年度 1,787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 R1：25.0％→R2：25.1％(推計人口)
・高齢者のいる世帯のうち単身高齢者の割合 H27：42.1％→R２：45.8％(国勢調査)
■データ
東淀川区推計人口177,120人(R2国勢調査)←175,530人(H27国勢調査) 65歳以上の人口の割合25.1％(R2国勢調査)←23.9％(H27国勢調査)

計 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）】

画 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）
令和元年度 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4位、大腸5位、肺10位、子宮頸2位、乳5位】

がん検診受診率（％）
令和２年度 東淀川区
大阪市

胃

大腸

肺

子宮頸

乳

3.5
4.6

4.9
6.7

4.3
5.5

11.1
16.4

9.4
11.2

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）
高齢化率が年々上昇し(H27国勢調査 23.9％→R2国勢調査 25.1％)、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H27の42.1％からR２の45.8％と3.7％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り、一定、行政機関・支援関係機関間の連携がすすんでい
るが、各担当者の人事異動等により連携が薄れる場合もあり、継続的に連携を促進していく必要がある。また自ら声を上げない人を早期発見し早
期支援につなげるアウトリーチの支援はコロナにより十分できていない。
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組を進めていくにあたり、「他の地域の取組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組が必要であると考える。
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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加え、平成31年４月に設置した「支援会議」を活用することにより、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組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、啓発活動などの取組が必要である。

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

自
己
評
価
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【様式２】
めざす成果及び戦略

３－１

【住み慣れた地域や家庭で、安心して暮らし続けることのできるまち】

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（個人及び世帯で悩んでいることや困っていること）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
計 環境が整備されている。

画

・東淀川区社会福祉協議会と連携し、すべての地域に地域福祉コーディ
ネーターを配置するとともにスキルアップの取組を継続して行い、身近で
相談でき、解決につながるような仕組みを構築する。
・地域住民の地域福祉の意識の醸成を図り、区民一人ひとりが地域の課
題を「我が事」として意識していくような働きかけを行っていく。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
全ての地域の地域福祉コーディネーターに、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：令和８年度末ま
で毎年度90.0％以上を維持する。

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

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

具体的取組３－１－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【地域における福祉コミュニティづくり支援】
２決算額 3,449千 円 ３予算額 7,230千 円 ４予算額 6,473千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・区役所と東淀川区社会福祉協議会が連携して、地域福祉コーディネー
ターが未配置の地域に対して積極的に働きかけを行う。
・東淀川区社会福祉協議会が２か月に１回開催する「地域福祉コーディ
ネーター連絡会」に区役所も参加・協働し、地域福祉コーディネーターの
資質の向上に努める。
・各地域での地域福祉コーディネーターの認知度を上げるため、各種団
体の会議等に出席する。
・認知症の人にやさしいまちづくりをめざして、広報紙等を活用し、認知症
計 の早期発見や認知症について正しい理解を深めるための啓発活動を行
画 う。

①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：90.0％以上
②区民アンケートで「地域福祉コーディネーターを知っている」と回答する
人の割合：27.7％以上
【改定履歴あり】
【撤退・再構築基準】
①上記割合が50.0％を下回った場合、事業の再構築を行う。
②前年度の割合を上回ることができなかった場合、区民への周知方法を
検討する。

前年度までの実績
・令和２年度より地域福祉コーディネーター事業を区社協に委託。
・令和４年３月現在 区内16地域に配置済。
・各地域福祉コーディネーターは、電話・来館・訪問により、１か月につき
28件程度の各種相談を受けた。また、見守り・声かけ、各種会議への出
席、コロナワクチンの予防接種に係る対応等も行った。
※プロセス指標のR3年度実績：①100％、②27.7％

課題と改善策

プロセス指標の達成状況

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

中
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
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)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
めざす成果及び戦略

３－２

【「地域力」を活かした安心・安全な支え合いのまち】

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）

地域力構築に寄与するツールの１つである地域別の保健福祉計画が
区内17地域全地域で策定され、必要に応じて更新されている。

支援が必要な人が地域で安心して生活できるように、東淀川区社会福
祉協議会と連携して地域別の保健福祉計画の策定を支援する。策定の
過程で、地域住民をはじめ地域の関係機関が各取組を連携させること
で、課題発見や相談支援、関係機関への連絡調整、支援のあり方の検
討など、よりよい地域づくりのための仕組みを構築する。

計
画 アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・地域別の保健福祉計画が策定され、計画に基づいた活動が実施され
ている地域：令和８年度末までに17/17地域
・実情に応じて計画の見直しが行われ、更新されている地域：令和８年度
末までに17/17地域

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

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

具体的取組３－２－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【地域別の保健福祉計画につながる地域アセスメントの実施について】
－
－
２決算額
円 ３予算額
円 ４予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・地域福祉コーディネーターが、地域や東淀川区社会福祉協議会と連携
して、地域別の保健福祉計画を策定する際の基礎資料（地域の課題や
強み等）についてアセスメントを行う。
・地域別の保健福祉計画の新規策定及び更新について東淀川区社会福
計 祉協議会と共に支援する。

画

－

①アセスメントの実施：17/17地域
②新たに地域別の保健福祉計画の策定に向けた活動が実施されている
地域：３地域以上
【撤退・再構築基準】
地域別の保健福祉計画の策定に向けた活動地域がゼロの場合、事業を
再構築する。

前年度までの実績
地域別の保健福祉計画については、全17地域のうち３地域策定済（豊
新・新庄・井高野）

課題と改善策

プロセス指標の達成状況

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

中
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
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)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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

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)

－17－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
めざす成果及び戦略

３－３

【困りごとを受け止めるつながりがあるまち】

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）

・高齢者や障がい者をはじめ、様々な困りごとを抱えた人たちが地域から 様々な困りごとに幅広く対応できるよう包括的な相談窓口体制を構築
孤立せず、身近なところで気軽に相談できる仕組みが構築されている。 する。あわせて困りごとを受け止め、対応する力を向上させるために、相
・困りごとを丸ごと受け止める体制の構築を行い、制度の狭間にある人 談に関わる人の対応力の強化を図る。また、相談窓口の認知度向上を
や支援につながりにくい生活課題を抱えた人の早期発見と支援を行う仕 図る。
組みが構築されている。

計
画 アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

・「困サポやつながる場の活用により、支援者間で顔の見える関係ができ
ており、支援がしやすくなった」と答える支援関係者の割合：令和８年度
末までに90.0％以上
・区民アンケートで「区役所の各窓口で様々な困りごとを相談できることを
知っている」と回答する人の割合：令和８年度末までに70.0％以上

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

今後の対応方向
Ａ：順調 Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

ａ：順調
ｂ：順調でない

－18－

※有効性が「イ」の場合は必須

【様式２】
具体的取組３－３－１

【生活困窮者の自立支援と貧困連鎖の解消】
２決算額 8,176千 円 ３予算額 8,664千 円 ４予算額 6,505千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

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「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：80.0％以上
②参加した中高生が「勉強会」を居場所として必要と感じる割合：90.0％
以上
（※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 【改定履歴あり】
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
【撤退・再構築基準】
①60.0％未満の場合、事業の再構築を行う。
②50.0％以下の場合、事業の再構築を行う。
②ひがよどなごみ勉強会（旧：東淀川区中学生勉強会）事業
前年度までの実績
生活困窮状態にある世帯の中高生(※2)を対象に居場所を提供して、 H25.8：東淀川区中学生勉強会事業開始
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 H26.1：生活困窮者自立支援モデル事業開始
計 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 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
画 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。
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
学生等サポーターによるマンツーマンなどの少人数体制で、区内２か H31.4：東淀川区支援会議設置
所において、原則週１回ずつ（年末年始等を除く）実施する。
R2.8：支援会議の体制整備
(※2)令和４年度から対象者を拡大し、新規の高校生を受け入れる。

R3.9：第14回困サポ兼支援全体会議
R4.3：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
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
Ｒ３：９名中、９名が高校等に合格
※プロセス指標のR３年度実績：①87.2％、②90.5％

課題と改善策

プロセス指標の達成状況

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

中
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
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)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－19－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
具体的取組３－３－２

【総合的な相談支援体制の充実】
－
－
２決算額
円 ３予算額
円 ４予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

－

円

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 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
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 場(つながる場)」を知っている割合：80.0％以上
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。
【改定履歴あり】

計
画

・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

【撤退・再構築基準】
上記割合が40.0％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：４回（Ｒ３年度）
・職員向け研修：５回（Ｒ３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
・困サポで当事業の研修を実施
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R３年度実績：83.6％

課題と改善策

プロセス指標の達成状況

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

中
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
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)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－20－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
めざす成果及び戦略

３－４

【いきいきと暮らす健康づくりに取り組むまち】

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 ・高齢者層に対しては、いきいき百歳体操の拠点を拡充し、継続して活動
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 できる場を支援する。また、その場を活用して認知症予防やフレイル予
の取組が実行されている。
防など新たな取組を加えていく。
・特定健診・がん検診の受診率向上にかかる取組等、健康づくりに関す
る啓発活動を推進する。
計

画

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「健康のために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」と回答する人の割合：令和８年度末までに
85.0％以上
・「いきいき百歳体操」または「わくわく！いきいき百歳体操」の実施会場
数および実施者数：令和８年度末までに60箇所以上・1500人以上

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

今後の対応方向
Ａ：順調 Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

ａ：順調
ｂ：順調でない

－21－

※有効性が「イ」の場合は必須

【様式２】
具体的取組３－４－１

【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組】
119千 円 ３予算額
218千 円 ４予算額
２決算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

60千 円

・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

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」と回答する人の割合：60.0％以上
・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
②いきいき百歳体操・いきいき百歳体操の場：51会場
・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
・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 取り入れている)の場：22会場
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 【改定履歴あり】
ての検診が受診できる土日の総合がん検診の実施等
【撤退・再構築基準】
・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）
①上記割合が20.0％未満の場合、啓発方法等の再構築を行う。
②上記数値が40会場を下回った場合、「わくわく！いきいき百歳体操」の
・既存の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
場が10会場を下回った場合は、事業の再構築を行う。
り、健康増進行動への機運を高める。

前年度までの実績
・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。また、コロナ禍で活動が休止している百歳体操実施
場所の活動再開に向けて注力する。

【健康診断（がん検診等）】
・総合がん検診：８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

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、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。

【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：197人

計
画 ・地域で実施している健康講座にて、リーフレットや広報などを活用しな

【ウォーキングイベントの実施】
・区長が参加するウォーキングイベントを実施。
【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：52会場
・わくわく！いきいき百歳体操会場数：21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R３年度実績：
①60.1％
②いきいき百歳体操：51会場
そのうち、わくわく！いきいき百歳体操：21会場

課題と改善策

プロセス指標の達成状況

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

中
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
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)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
具体的取組３－４－２

【高齢者等の在宅医療・介護連携の推進】
－
－
２決算額
円 ３予算額
円 ４予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・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
計 ・関係職種の研修、市民に対する学習会・講演会等を実施
画 ・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などの
見える化を進める。

－

区民アンケートで在宅医療について「知っている」と回答する人の割合：
60.0％以上
【改定履歴あり】
【撤退・再構築基準】
上記割合が60.0％未満であれば、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
・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。
・関係職種の研修、市民に対する学習会・講演会等を実施
※プロセス指標のR３年度実績：新規
【改定履歴あり】

課題と改善策

プロセス指標の達成状況

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

中
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
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)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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

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)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題
【安全・安心のまち】

経営課題4

【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
【３日分以上備えている・・・食品49.0％、飲料水59.5％）】（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３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～令和３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３年度）
（犯罪発生状況・交通事故発生件数）

街頭における犯罪7手口（東淀川区）
犯罪種別

計
画

令和2年

令和3年

交通事故発生件数
令和2年

前年比

ひったくり

1

7

6

路上強盗

4

1

-3

全交通事故

自動車盗

15

9

-6

自転車

車上ねらい

112

72

-40

部品ねらい

53

53

0

構成率

オートバイ盗

56

37

-19

高齢者

自転車盗

555

548

-7

合計

796

727

-69

関連事故

関連事故
構成率

令和3年

東淀川区

大阪市

367

8,256

172

3,538

46.9%

42.9%

117

2,518

31.9%

30.5%

全交通事故
自転車
関連事故
構成率
高齢者
関連事故
構成率

東淀川区

大阪市

394

8,296

192

3,639

48.7%

43.9%

128

2,397

32.5%

28.9%

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)
自助の備えが十分とはいえない。
適切な避難情報や避難行動（分散避難等）についての認識が低い。
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)
区内の女性被害件数については、減少傾向にあるが、子ども被害件数については、横ばい状態である。
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、特殊詐欺被害については、手口が巧妙で多様に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区内の交通事故総件数は、再び増加傾向にある。交通事故総件数のうち、自転車事故の割合は約48％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）の関連する事故の割合が交通事故総
件数のうち、約32％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。

－24－

【様式２】
課題（上記要因を解消するために必要なこと）
（防災・減災)
区民等が主体的に自助・共助の取組を実施するよう、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。
感染症がまん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)
子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、街頭における犯罪や特殊詐欺被害を防止するため、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。

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

自
己
評
価
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【様式２】
めざす成果及び戦略

４－１

【防災意識が高いまち】

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）

・各家庭で十分な備えができている。
・住民が災害種別ごとの適切な避難行動をとれる。
・地域が主体となって避難所開設運営ができる。
・感染症まん延下であっても安心して避難できる。
・行政と地域が相互連携できる。
計 ・災害時に、要配慮者が安心して避難できる。
画 ・災害時に、行政と福祉施設、医療関係機関が相互連携できる。

・地震や風水害等のあらゆる災害を想定し各家庭で十分な備えを促すこ
とや、適切な避難行動がとれるよう継続して啓発に努めるとともに、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。
・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） ・スマートフォンの普及に伴い、災害時のコミュニケーションツールとし
17地域で実施する防災訓練や学習会を行うなかで、令和３年度と比べ て、ＳＮＳや今後導入する大阪市防災情報システムの活用を推進する。
て新たな人材や繋がりが増えたと感じる地域の割合：令和８年度末まで
に15地域/17地域

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

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

具体的取組４－１－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【自助・共助による防災・減災力の向上】
２決算額 6,907千 円 ３予算額 3,890千 円 ４予算額 4,449千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

区民等が主体的に自助・共助の取組を実施するよう、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。
新大阪駅周辺の事業所や地域住民が連携して帰宅困難者対策に取り
組めるよう支援する。
・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）
計 ・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
画 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
・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）

区内イベント参加者及び区民アンケートで「災害時のため３日分以上の
食品と飲料水を備えている」と回答する人の割合：（食品52.0％、飲料水
62.5％）…元年度比３％増
【撤退･再構築基準】
上記アンケートの割合が令和元年度に満たない場合、事業の再構築を
行う。令和元年度の回答（食品49.0％、飲料水59.5％）

前年度までの実績
広報紙、区ホームページ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年度：８地域、H30年度：９地域、Ｒ１年度：３
地域、Ｒ２年度：４地域、Ｒ３年度：３地域（R４.３月末現在）
新大阪駅周辺地区帰宅困難者対策協議会および訓練（H29から継続実
施：協議会３回開催/年、訓練１回/年）

※必要に応じてそれぞれの取組にコロナ対策を含める
※プロセス指標のR３年度実績：新規
中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自 プロセス指標の達成状況
己
評
価

改善策

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)

－26－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
具体的取組４－１－２

【福祉・医療分野との連携】
２決算額 4-1-1に含む 円 ３予算額 4-1-1に含む 円 ４予算額 4-1-1に含む 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

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 福祉施設と医療関係機関との連携や要配慮者支援を盛り込んだ避難
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。
所開設・運営訓練の実施支援（３地域）
・福祉避難所や区医師会等を含めた防災訓練の実施（１回）
【撤退･再構築基準】
・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 ３地域に満たない場合、事業の再構築を行う。
練の実施支援
前年度までの実績
・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）
計
Ｈ28 区医師会との医療救護活動に関する確認書締結
画
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
※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 施設合同の総合防災訓練の実施
る
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）
R2 コロナの影響により実施せず

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－27－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
めざす成果及び戦略

４－２

【防犯意識が高いまち】

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 ・警察等と連携し、防犯カメラの設置や特殊詐欺被害防止対策など防犯
政・企業等と連携して犯罪の抑止の取組が進められ、みんなが安心して 対策を推進する。
暮らせる。
・地域への充分な犯罪情報の提供と地域住民の防犯意識の向上によ
り、青色防犯パトロール活動や子どもの見守り活動等、警察・行政等が
計
連携し、地域が主体となった防犯活動を促進する。

画

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組が進められている」と回答する人の
割合：令和８年度末までに令和３年度実績（44.0％）より１割以上増加さ
せる。

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

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

具体的取組４－２－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【地域安全防犯対策】
２決算額 6,647千 円 ３予算額 8,919千 円 ４予算額 8,386千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・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
計 の強化

画

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」と回答する人の割合：49.4％以上
【撤退・再構築基準】
上記割合が30.0％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（Ｒ２年度までに76台
設置、R３年度は３台を新規設置、４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～） 75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R３年度実績：48.8％

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－28－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
具体的取組４－２－２

【大阪重点犯罪の抑止】

【改定履歴あり】

２決算額 4－2－1に含む 円 ３予算額 4－2－1に含む 円 ４予算額 4－2－1に含む 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・子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）

計
画

①子どもをねらった犯罪の発生件数：前年認知件数（30件）以下
②特殊詐欺認知件数：前年認知件数（42件）以下
【撤退･再構築基準】
①子どもをねらった犯罪の発生件数が前年より10.0％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10.0％増加する場合、事業の再構築を
行う。

前年度までの実績
・子どもや女性をねらった性犯罪防止教室等 ０回(R２年度 )、７回（R４.３
月末現在）
・特殊詐欺被害防止講習会・キャンペーン実施 ６回（Ｒ２年度）、６回（R
４.３月末現在）
・ひったくり防止キャンペーン等 ４回（Ｒ２年度）、６回（R４.３月末現在）
・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、青パトアナウンス及び動画の作成・配付
※プロセス指標のR３年度実績：①30件 ②42件

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－29－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
めざす成果及び戦略

４－３

【交通安全への意識が高いまち】

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。

・警察等と連携し、通学路の安全点検を実施し、交通ルールの順守や交
通・駐輪マナーの啓発・指導を徹底する。
・地域住民が交通安全を自分自身や地域の課題として日常的に取り組
めるように、警察・行政等が連携し、地域が主体となった交通安全運動
の普及啓発活動を促進する。

計
画 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組が進められている」と回答する人の割合：令和８
年度末までに令和３年度実績（41.0％）より１割以上増加させる。

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

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

具体的取組４－３－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【自転車ルール・マナーの啓発】
２決算額 6,694千 円 ３予算額 7,448千 円 ４予算額 6,424千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・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･子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
計 ・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
画 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」と回答する人の割合：39.0％以上
【改定履歴あり】
【撤退･再構築基準】
上記割合が30.0％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）、７回（R４.３月
末現在）
※プロセス指標のR３年度実績：39.0％

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－30－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
具体的取組４－３－２

【交通安全運動の推進】
２決算額 4-3-1に含む 円 ３予算額 4-3-1に含む 円 ４予算額 4-3-1に含む 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・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） 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
・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Ｓ ている」と回答する人の割合：80.0％以上
ＮＳを活用した広報啓発活動の実施
【撤退･再構築基準】
上記割合が30.0％未満であれば、事業の再構築を行う。
計

画

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R３年度実績：96.5％

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
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】

【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＞
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）
（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：38.6％（令和３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：73.7％（令和３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と思う区民の割合：34.8％（令和３年度区民アンケート）
・SNSフォロワー数(令和４年３月末時点） Twitter：4,656名 LINE：3,531名 Facebook：703名 Youtube：153名 計：9,043名
・Twitterについて（令和３年４月～令和４年３月） いいね！の数：1,799 リツイートされた数：1,043 エンゲージメント率：1.61％
（窓口サービス提供状況）
・住民情報関係月平均受付件数 30年度：約18,000件/月 元年度：約15,500件/月 ２年度：約15,100件/月 ３年度：約13,800件/月
・個人番号カード交付数（28年１月～） 元年度：約5,300件（元年度末 交付数累計 約29,700件）
２年度：約19,300件（２年度末 交付累計 約49,000件）
３年度：約24,700件（３年度末 交付累計 約73,700件）
・コンビニでの諸証明発行件数
元年度：11,166件 ２年度：17,670件 ３年度：27,365件
（区役所発行件数
元年度：136,925件 ２年度：132,753件 ３年度：126,288件）
（証明書発行総数のうちコンビニ交付の割合 元年度：5.8％ ２年度：11.7％ ３年度：17.8％）
（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
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 ３年度：７件
・不適切な事務処理件数
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 ３年度：１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
３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
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％ ３年度：94.6％
・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
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％ ３年度：79.5％
・職場で自由に意見が言えると感じている職員の割合 28年度：85.2％ 29年度：86.5％ 30年度：85.2％ 元年度：85.3％ ２年度：90％ ３年度：
計 90.2％
・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 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％ ３年度：87.5％
画 ・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）
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
３年度：第１回(9月) 3.0点 第２回(11月) 3.1点

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。
・広報紙に関し、新聞発行部数減により発行部数減となっている。
・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フォロワー数は着実
に増えているものの区内世帯数の９％に留まっており、伝達力に課題がある。
・快適・迅速・確実な窓口サービスを提供するためには、窓口混雑の緩和を図る必要がある。個人番号カードの普及に伴い、区役所窓口での諸証
明書の発行件数は減少（月350件程度）しているものの、区役所窓口の混雑状況は大幅に改善されていない。「住民票等は区役所でとるもの」の
意識が依然強く、「住民票はコンビニでもとれる」という意識の醸成を図る必要がある。
・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、令和３年度実施の外部覆面調査結果が3.1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３年度時点で約８割に達する結果と
なっているが、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】
課題（上記要因を解消するために必要なこと）
・市民の声や区に寄せられた意見をもとに、区民が必要としている情報を抽出し、区民に行動を喚起する形で広報することにより、区民が問い合
わせせずとも情報を手に入る環境を構築する。
・SNSによる発信力を強化し、フォロワーを増やすことにより、SNSを起点とした口コミによる情報伝達を強化する。
・広報紙の配架場所を新規開拓し、区民が日常生活の中で広報紙を手に取りうる機会を創出する。
・アナログ、デジタルを問わず、マスコットキャラクターや住みます芸人を含め広報媒体をフル活用し、区民への広報を強化していく。
・広報紙とSNSをつなぐ広報を行うことにより、普段広報紙を手に取らない層へ広報紙をPRしていく。
・コンビニ等区役所以外の窓口で住民票等の諸証明の発行ができることを、SNS等を活用し案内する必要がある。また、個人番号カード交付時に
案内できるようポスター掲示やビラの配布等により案内する必要がある。
・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、変化に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３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94.6％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こと、また、職員間の接遇意識に差があることが原因と考えられるた
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については、上司が部下職員一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。

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

自
己
評
価
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【様式２】
めざす成果及び戦略

５－１

【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】

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 ・ICTの活用、会議資料やフィードバック内容の充実を図ることで、効果
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 的・効率的な区政会議の運営を行い、委員の知識・理解を深め、委員意
運営が行われていることを、多くの区民が実感している。
見等を区政に反映し、地域特性に応じた施策を推進する。
・区民からの様々な意見を受け止め、関係部署と連携して迅速確実に回
計
答のうえ、適切に事務改善につなげていく。

画 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」と回答する人の割合：令和８年度末までに
50.0％以上

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

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

具体的取組5－１－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【区民等の参画による区の特性に応じた区政運営の推進】
131千 円 ３予算額
446千 円 ４予算額
２決算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

効果的な区政会議を運営する。
・区政会議本会開催（２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
・ICTも活用し開催する。
・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
計 する。
画 ・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。

309千 円

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：90.0%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：80.0%以上
【撤退･再構築基準】
上記割合が次の数値未満の場合、事業の再構築を行う。
①60.0％未満、②60.0％未満

前年度までの実績
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
令和３年度：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
※プロセス指標のR３年度実績：①51.7％、②86.2％

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－34－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
具体的取組5－１－２

【広聴相談・総合窓口機能の充実】
705千 円 ３予算額
980千 円 ４予算額
1,130千 円
２決算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・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
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
切に事務改善につなげていく。
所が区民に身近な窓口として、適切に対応したと感じる」と回答する人の
・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 割合：70.0％以上
め、関係部署と連携してその解決に取り組む。
【撤退・再構築基準】
計 ・それらの取組結果について、積極的に広報を行っていく。
上記割合が50.0％以下の場合は事業の再構築を行う。

画

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Ｒ３年度実績：73.7％
中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－35－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
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】

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 SNSを中心にアナログ、デジタルを問わずあらゆる広報媒体をフル活
に容易に入手でき、何らかの行動につながる。
用し、区民への広報を強化していくことにより、区民が問い合わせせずと
も情報を入手できる環境を構築する。

計 アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
画 ・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」と回答する人の割合：令和８年度末
までに40％以上
・広報紙の配付部数及びSNSフォロワー数：令和８年度末までに
Twitter、LINE、Facebook、Youtube合計50,000以上

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

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

具体的取組5－2－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【区民が必要とする情報発信の強化】
２決算額 17,702千 円 ３予算額 19,742千 円 ４予算額 18,320千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・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。
計 ・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、
画 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４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R３年度実績：1,201名増（R3.3末7,842名→R4.3末9,043
名)

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－36－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
具体的取組5－2－２

【行動につなげる情報発信力の強化】
２決算額
円 ３予算額
円 ４予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・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・共助の取組の実行等の
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。
計 ・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
画 で、行動に繋げるコンテンツの作成に取り組む。

-

区民アンケートで「区役所の広報を見て、新たな発見や気づきがあった
り、ＳＮＳの拡散等の手段を用いて誰かに情報を伝えたり、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」と回答する人の割合：
30.0％以上
【撤退・再構築基準】
上記割合が10.0％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R３年度実績：新規
中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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

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)

－37－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
めざす成果及び戦略

計
画

５－３

【快適・迅速・確実な窓口サービス】

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）

・窓口での混雑緩和及び窓口での手続きの簡素化が図られている。
・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
目的を効率よく迅速・確実に達成できている。
・広聴を広報につなげ、問い合わせを削減することにより、窓口での対応
時間を削減し、快適・迅速・確実な窓口サービスを行う。

・マイナンバーカードの交付増加によりコンビニ交付利用を促進し、来庁
者の減を図る。
・スマート申請の導入及び普及により窓口での手続きを簡素化し待ち時
間の短縮を図る。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・マイナンバーカードの交付件数の増（年間10,000件の増）を行い、令和
８年度末までにコンビニ交付の件数の増（証明書発行件数の30.0％以
上）を図る。
・委託事業者による市民満足度アンケートで「良い」「やや良い」と回答し
た来庁者の割合：令和８年度末まで毎年度90.0％以上を維持する。

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

前年度 個別 全体

自
己
評
価

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

具体的取組５－３－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【心地よい窓口サービスの提供や利便性の向上】
372千 円 ３予算額
383千 円 ４予算額
２決算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

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・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
計 緩和を実現し、心地よい窓口サービスの提供に努める。
画 ・マイナンバー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
・マイナンバーカード交付時のコンビニ交付チラシの同封
・Twitterによる他拠点案内の発信
・スマート申請について、必要な手続きを判定する手続き判定ナビ（転
入）のリリースを行う。また、届出の受付の導入に向け引き続き検討を行
う。
中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

コンビニ交付件数：前年度比30.0％増
【撤退・再構築基準】
上記割合以下の場合は、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
・コンビニ交付【H27年1月開始】
令和３年度実績（令和4年2月末）

24,222件

※プロセス指標のR３年度実績：36.9%(R2:17,670→R3：24,222)

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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

673千 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)

－38－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
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】
２決算額 123,947千 円 ３予算額 125,375千 円 ４予算額 131,228千 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

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
計 ・Twitterによる繁忙情報などの発信
画 ・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
・総合案内窓口におくやみコーナーを設置

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
人の割合：90.0％以上
【撤退・再構築基準】
上記割合が50.0％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
・R3年から総合案内窓口におくやみコーナーを設置
※プロセス指標のR３年度実績：97.5％

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)

－39－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
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】

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。
・区役所が地域の要・まちづくりの拠点として「区民の役に立つ」区役所
計 である。

画 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８年度末まで毎年度90.0％以上を維持す
る。

戦略のアウトカム指標に
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

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

・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。
・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。

課題

※有効性が「イ」の場合は必須

前年度 個別 全体

自
己
評
価

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

具体的取組５－４－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【着実・確実な事務処理、コンプライアンスの確保等の取組】
－
－
２決算額
円 ３予算額
円 ４予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

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
計 ・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
画 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）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。

－

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：75.0％以上
【撤退・再構築基準】
①、②発生件数が合計11件を上回った場合、事業の再構築を行う。
③上記割合が50.0％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
・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R３年度実績：①７件、②１件、③87.5％

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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

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)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
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】
220千 円 ４予算額
２決算額 2,585千 円 ３予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

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。

220千 円

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・再構築基準】

計 ②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 上記が次の基準以下の場合、事業の再構築を行う。
画 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 ①2.5点 ②✩なし
キャリアプランに役立てる。

前年度までの実績

【令和４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 組織目標の共有及びそれぞれの職階の役割の明確化

接遇マナーアップ研修（新規採用者及び転入者） １回
※プロセス指標のＲ３年度実績
①3.1点、②☆☆２つ

中 プロセス指標の達成状況
間
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
振 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
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
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
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
己 プロセス指標の達成状況
評
価

改善策

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)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

