
 25年度　城東区運営方針中間振り返り　自己評価シート 経営課題１

8月末現在

○戦略の進捗状況

今後の
方向性
（※１）

○業績目標の達成状況

取組内容 業績目標
達成状況

（※２）

戦略に
対する
有効性
（※３）

課題 課題対応の方向性
市政改革プラ
ンとの関連

【１－１－１「人と人をつなぐ城東区の絆プロジェクト」の推
進】
「城東区ゆめ～まち未来会議」、地域活動団体等と協働し
て、
　・合唱祭の開催
　・「ＳＡＲＵＧＡＫＵ祭」の開催
　・第九演奏会の実施
　　　等に取り組みます。
　・「城東区」の魅力発信・情報発信ＤＶＤを活用し、区内外
へ城東区の魅力を伝えます。

[予算額　850千円]

参加者に対するアンケート
を実施し、各種取組を通
じ、「つながり」「絆」が増え
たと感じた区民の割合を５
５％にします。

【撤退基準】業績目標が達
成できない場合、手法の見
直しを含めて再構築をはか
ります。

① ○

単に事業を実施するの
ではなく、地域団体と協
力しながら事業を推進す
る必要がある。

[9月以降]
11月に開催する
SARUGAKU祭におい
て、地域団体との連携を
進めるため、DVDを活用
した啓発活動につい継
続して実施する。

[次年度以降]
―

改革１－（１）

○戦略の進捗状況

今後の
方向性
（※１）

【経営課題１：地域コミュニティの活性化による地域の活性  】

めざす成果（アウトカム）

戦略

「自分たちのまちは自分たちでつくろう」を合言葉に活動している「城東区ゆめ～まち～
未来会議」と社会教育団体、人権・生涯学習等のとりくみを行う地域活動団体、ＮＰＯ、商
店・企業等との連携をより強化し、協働事業を展開します。

住民同士の「つながり」「絆」が増えたと感じる区民の割合を平成27年度までに７５％。

【取組実績】
・8月に合唱祭を開催。
今後、SARUGAKU祭、第九演奏会を開催予
定。
・DVDを活用し、区内の幼稚園等で啓発活動を
実施。

【目標達成状況】
事業実施時にアンケートにて業績目標を測定

業績目標の達成状況及び戦略に対する有効性による今後の方向性の点検

※今後の方向性が「ウ」の場合、戦略推進上の課題及び対応方向を記載してください。

（課題）

（対応方向）

内　容

（特性）
城東区は、地域振興会（加入率が約８割）や区社会福祉協議会などが中心となって、様々な行事や活動を活発に行っています。また、生涯学習や老人クラブ、民踊、よさこいソーラン、音楽（合唱、吹奏楽など）・芸術文化、花と緑な
どに、多くの区民が参加し、生活に潤いをもたらしています。城北川や区の歴史、景観など愛着をもてる都市資源への関心が高まっています。

（現状）
・地域経済が地盤沈下するなか、人口は増加しており、区では特色のあるまちづくりが行われている。
・地域のつながり・交流が活発で、各地域単位でコミュニティ活動、まち美化活動、福祉活動などが行われている。

（課題）
・地域資源、都市魅力を活用した地域経済の活性化。
・今後は従前の活動態様に加え、企業・学校・ＮＰＯなどの各種団体と一体化した、より多様で効果的な活動ができるよう検討する必要がある。

［戦略１－2： 城北川ブランド化プロジェクト（仮称）の推進］

［戦略１－１： 人と人をつなぐ城東区の絆プロジェクトの推進］

ア

8月末までの取組実績と
業績目標の達成状況

戦略 業績目標の達成状況及び戦略に対する有効性による今後の方向性の点検

城北川に集い、親しみながら、城東区が誇るランドマークとして愛着をもっていただける
ようとりくんできた「アイラブ城北川プロジェクト」を発展させ、より幅広い活動主体を育て
巻き込みながら、多様な協働によるイベントを実施し、まちの魅力発信を行っていきま
す。

ア

※今後の方向性が「ウ」の場合、戦略推進上の課題及び対応方向を記載してください。

（課題）

（対応方向）
めざす成果（アウトカム）

城東区に愛着を持っていると感じる区民の割合を平成27年度までに８５％

1 重点的に取り組む主な経営課題の進捗状況 様式４ 

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 
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○業績目標の達成状況

取組内容 業績目標
達成状況

（※２）

戦略に
対する
有効性
（※３）

課題 課題対応の方向性
市政改革プラ
ンとの関連

【１－２－１　「城東ブラント構築」に向けた城北川ブランド化
プロジェクト（仮称）の推進】

・「城北川ブランド」の基幹的要素としてあるアイラブ城北川
プロジェクト（城北川アメニティゾーン化計画）をより発展させ
るため、情報発信を含めて効果的に事業実施が展開できる
よう、地域住民・企業・商店などを中心として城北川ブランド
化プロジェクト（仮）を立ち上げます。
・城北川の魅力発信のため、四季を通じた城北川の良さを
アピールするため、イベントの開催を行います。
・区ホームページ、区広報紙等を媒介として城北川の魅力
発信を行います。
・「水都大阪プロジェクト」と連携を図りながら｢城北川」のＰＲ
活動も積極的に行います。

[予算額　16,011千円]

参加者に対するアンケート
を実施し、「城東ブランド」
構築に向けて、「城北川」を
区内外に発信し、城東区に
愛着を持っていると感じる
区民の割合を６０％にしま
す。

【撤退基準】
業績目標が達成できな場
合、手法の見直しを含め再
構築をはかります。

① ○

城北川をキーワードとし
た魅力的な事業ならび
に情報の発信に努める。

[9月以降]
引き続き、城北川ブラン
ド化プロジェクトを推進す
る。

[次年度以降]
―

○戦略の進捗状況

今後の
方向性
（※１）

8月末までの取組実績と
業績目標の達成状況

【取組実績】
・6月に、「城北川ブランド化推進委員会」、「城
北川ブランド化推進委員会プロジェクトチーム」
を設置し、ブランド化プロジェクトを推進中。
・4月に「城北川桜まつり」、5月に「城北川、泳ぐ
こいのぼり大作戦」、6月～11月にかけて城北
市民学習センターにおいて講習会「幻の大阪大
国技館と城北川歴史探訪」、7月に「七夕まつ
り」等を開催。
・ホームページ、広報誌を通じて城北川のイベ
ントやブランド化に向けた取り組みの情報を発
信。
・10月開催の「水都大阪プロジェクト」に参画し、
城北川をPR予定。

【目標達成状況】
4月と7月の参加者アンケートでは、城東区に愛
着を持っていると感じる区民の割合は、ともに
90％以上

［戦略１－3： 地域資源の活用による活力のある地域社会］

戦略 業績目標の達成状況及び戦略に対する有効性による今後の方向性の点検

城東区の地域資源（芸術・文化・歴史）を活用し、城東ブランドの推進とも連動しながら、
城東区の「住のまち」としての都市魅力を内外にアピールするとともに、多様な分野にお
ける市民活動やイベントへのビジネス手法の導入を促進し、地域におけるヒト・モノ・カ
ネ・情報・などの資源の循環による地域経済の活性化が図れるよう支援します。また、大
阪商工会議所と連携した経営相談などに取り組みます。併せて、城北川遊歩道沿いの
旭区、都島区等と連携した、ふん害防止など、地域マナーの向上に向けた取組や次世
代に向けての環境教育・環境まちづくりにも取り組みます。

ア

※今後の方向性が「ウ」の場合、戦略推進上の課題及び対応方向を記載してください。

（課題）

（対応方向）
めざす成果（アウトカム）

・地域活動のビジネス手法の意義やメリットを知っている区民の割合を平成27年度まで
に６０％以上
・地域資源の活用による活力のある地域社会となっていると感じる区民の割合を平成26
年度までに６０％以上
・地域活動を始めたいときにどうすばよいかなど地域活動に参画しやすい環境が整って
いると感じている区民の割合：平成26年度までに６０％以上
・コミュニティ・ビジネスやソーシャル・ビジネスの意義やメリットを知っている人の割合：平
成26年度までに　区民６０％以上、職員１００％
・社会的にビジネス化された市の事務事業：平成26年度までに1件

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 
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○業績目標の達成状況

取組内容 業績目標
達成状況

（※２）

戦略に
対する
有効性
（※３）

課題 課題対応の方向性
市政改革プラ
ンとの関連

【１－３－１　城東区の魅力発信と地域ビジネスの担い手支
援】

・区制７０周年を記念した城東区歴史冊子の作成
　［予算額 3,381千円］

・区民から募集した城東区の魅力を描いた写真・絵画などを
各種イベントで展示し、城東区の魅力発信をします。
・地域経済活性化のためのビジネスについては、地域にお
いて活動されているボランティア団体等との連携をはかり、
地域の担い手を区広報紙・ＨＰなどを活用し幅広く募集しま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地域循環型経
済を確立するため各地域団体と協議・連携し、仕組みづくり
を行います。

［予算額　－　］

参加者に対するアンケート
を実施し、各種取組を通
じ、城東区の魅力を再確認
していると感じる割合を４
０％とします。

【撤退基準】
業績目標が達成できない
場合、手法の見直しを含め
再構築をはかります。

① ○

・各団体とのコミュニケー
ションを図り、現状把握
に努めなければならな
い。
・マッチングや起業に向
けた支援や、コーディ
ネートを行う仕組みづく
りが課題である。

・新たな地域課題や社会
的課題に対応するため、
既存の事務事業を再構
築し、新たな事務事業を
立ち上げる必要がある。

[9月以降]
引き続き、区民とのコ
ミュニケーションに努め、
地域実情や区民の意
見、ニーズなどの情報収
集を行う。

[次年度以降]
-

改革1-(2)-ｲ
改革1-(2)-ｲ
改革1-(5)-ｱ
改革1-(5)-ｲ

【１－３－２　商工業の活性化】

大阪商工会議所東支部と連携し、経営相談などを実施する
　［予算額 　-　 ］

参加者に対するアンケート
を実施し、地域資源の活用
による活力のある地域社
会となっていると感じる区
民の割合４０％以上

【撤退基準】
目標に満たない場合は、取
組の再構築を行う。

① ○

人材活用、及び区役所
の相談機能の向上に向
けて、利用者を増やし、
区民の認知度を高める
必要がある。

[9月以降]
モニターアンケートを利
用し、認知度調査を行
い、区民ニーズ及び、
ターゲット層を分析す
る。

[次年度以降]
定例・随時の併用での
運用について、費用面
や効果などの検証を行
い、大阪商工会議所東
支部との連携しながら、
来年度に再構築に向け
て検討する。

【１－３－３　市民マナーの向上】

・自転車の利用マナー向上に向けた、大人を対象とした交
通安全教室の実施を警察と連携。
　［予算額　440千円］

・城北川の飼い犬のふん害等の防止に向けた、マナー向上
策の仕組みづくり
　［予算額　－　］

・警察と連携した交通安全
教室の開催（年2回）

【撤退基準】
城東区を地域マナーの良
いまちであると感じる区民
の割合が５０％に達しなけ
れば事業を再構築する。

・旭区役所、都島区役所等
との連携による防止策の
検討会議の開催（1回以
上）
（平成25年度末まで）

① ○

　-

関係局、区との連携、協
力

[9月以降]
-
[次年度以降]
-

［9月以降］
関係局、区と連携し、条
例案を策定し、議会に上
程する。
［次年度以降］
条例施行に合わせ、区
民へ情報発信を行い、
啓発に努める。

【１－３－４　次世代への環境教育を通じたまちづくり】

実験・体験による環境学習推進事業
　［予算額　5,200千円］

参加者アンケートにより、
実験・体験を通じ理科・科
学や環境に興味を持つ子
どもの割合７５％

【撤退基準】
参加者アンケートにより、
実験・体験を通じ理科・科
学や環境に興味を持つ子
どもの割合５０％に満たな
い場合は事業の再構築

① ○

- [9月以降]
-
[次年度以降]
-

8月末までの取組実績と
業績目標の達成状況

【取組実績】
・城東区歴史冊子
　小中学校の各校長と意見交換を実施
【目標達成状況】
・城東区歴史冊子
　今年度末完成予定で進捗している。

【取組実績】
・写真・絵画　　未実施
・ビジネス　　未実施
・地域循環型経済　未実施
【目標達成状況】
・写真・絵画
　参加者アンケートにて業績目標を測定
・ビジネス
　参加者アンケートにて業績目標を測定
・地域循環型経済
　参加者アンケートにて業績目標を測定
【取組実績】
活動されているボランティア団体等の方々と連
携し担い手拡大のためのイベントを実施した。
また、HPなどで情報発信を行った。
【取組実績】
・ＣＢ・ＳＢの意義やメリットについて、中間支援
組織により勉強会を開催し、理解を深めた。
・中間支援組織により、地域の活動にかかる情
報を収集、ブログなどで情報発信している。
・社会的ビジネス化の実施事例について研究、
調査を行い、対象となる事務事業の洗い出しを
行っている。

【取組実績】
区ツイッターの効果的な活用、チラシの設置な
ど、事業の情報発信に取り組んだ。

【目標達成状況】
申込者月平均1,5人（8月末現在）
4月　定例0件、随時1件
5月　定例0件、随時1件
6月　定例1件、随時0件
7月　定例0件、随時3件

【取組実績】
中学生を対象に交通安全教室を実施

【目標達成状況】

【取組実績】
区長会議の安全・環境・防災部会における小委
員会の設置について、部会で合意された。

【目標達成状況】
小委員会に参加し、条例素案の検討をすす
め、年度内制定に向けて取り組む。

【取組実績】
3月実施に向け、計画を進めている。

【目標達成状況】
－

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 
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○戦略の進捗状況

今後の
方向性
（※１）

○業績目標の達成状況

取組内容 業績目標
達成状況

（※２）

戦略に
対する
有効性
（※３）

課題 課題対応の方向性
市政改革プラ
ンとの関連

【１－４－１　地域活動協議会の設立および活動の活性化
支援】

連合町会などの団体との橋渡しなどにより地域活動協議会
形成のために配置される中間支援組織を活用するほか、地
域担当職員によるバックアップも含めて、具体的な地域課
題を解決するための活動へとつなげていく。
　[予算額  42,643千円]

25年度中の全16地域での
地域活動協議会の設立

【撤退基準】
設立されている地域が10
地域を超えない場合、アプ
ローチの手法を再構築す
る。

① ○

・協議会未成立地域につ
いては、引き続きの形成
支援が必要である。成立
した地域については、自
主運営に向けて運営支
援が必要である。
・地域公共人材の充実
への支援に向けて、さら
にきめの細かい支援体
制づくりを行う必要があ
る。

[9月以降]
・協議会未成立地域につ
いては、年内設立に向
け形成支援を継続する。
・成立した地域について
は、自主運営に向けて
の運営支援をする。
・地域担当職員が地域
で活動する人たちに対し
て、地域公共人材が重
要であることを働きかけ
ていくために、区職員対
象に勉強会等を開催す
る。

[次年度以降]
・全地域において、自主
運営に向け運営支援を
する。
・引き続き、地域での話
し合いなどの場において
地域公共人材を派遣し、
実際の活動を通じて地
域の人たちにそのノウハ
ウを学ぶ機会を提供す
る

改革1－（3）－ｱ
改革1－（3）－ｲ
改革1－（4）－ｱ
改革1－（6）
改革2－（3）－ｲ

［戦略１－4： 地域活動協議会の形成と活動の活性化］

8月末までの取組実績と
業績目標の達成状況

【取組実績】
・中間支援組織や地域担当職員等の支援を行
いつつ、地域活動協議会設立の具体化に向け
取組をおこなった。
・会計や会議録作成にかかる業務などについ
て、中間支援組織のアドバイザーや支援員を
派遣し、個別指導や支援を行った。
・中間支援組織により、勉強会を開催し、地域
公共人材の必要性などの啓発に取り組んだ。

【目標達成状況】
24年度中に15地域において地域活動協議会を
設立。残る1地域においても25年中に設立予
定。

戦略 業績目標の達成状況及び戦略に対する有効性による今後の方向性の点検

多様な団体が参画し、活動内容の透明性を確保しつつ、様々な地域課題に取組む自律
的な地域運営の仕組みである地域活動協議会の設立を支援するとともに、設立後の活
動が活発に行われるように支援する。

ア

※今後の方向性が「ウ」の場合、戦略推進上の課題及び対応方向を記載してください。

（課題）

（対応方向）
めざす成果（アウトカム）

・地域のまちづくりに関する活動が地域団体やNPO、企業などさまざまな活動主体に連
携・協働により進められていると感じている区民の割合：平成26年度までに６０％以上
・地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活
躍していると感じている区民の割合：平成26年度までに６０％以上
・地域運営にさまざまな活動主体が参画し、会計をオープンにするなど、地域が一体と
なって運営されていると感じている区民の割合：平成26年度までに全区で８０％以上
・中間支援組織による支援を必要とする団体のうち、適切な中間支援組織による支援を
受けることができる環境が整備されていると感じている団体の割合：平成26年度までに６
０％以上
・地域活動をしている人のうち、区役所が中間支援組織と連携して各地域の実情に応じ
た一体的･総合的な支援を行っていると感じている人の割合：平成26年度までに８０％以
上

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 

 



 25年度　城東区運営方針中間振り返り　自己評価シート 経営課題２

8月末現在

○戦略の進捗状況

今後の
方向性
（※１）

○業績目標の達成状況

取組内容 業績目標
達成状況

（※２）

戦略に
対する
有効性
（※３）

課題 課題対応の方向性
市政改革プ
ランとの関連

【２－１－１　地域の実情に即した防災力の向上】

<実践的な防災訓練と災害対応機能の充実>
地域の皆様とともに、区内の事業所などに対して、水害時
の高所避難や初期消火・救助などの協力依頼を進め、防
災マップへ反映することで地域と情報を共有する。
また、河川からの距離や木造住宅の密集度合い等、地域
の実情や特性を踏まえた計画を作成し、地域での防災訓
練などの取組を促進する。
　[予算額　6,400千円]

<水害対策の充実>
救命ボート等の確保
　［予算額　1,458千円］

地域防災活動が進展して
いると感じる区民の割合６
０％以上

【撤退基準】
地域防災活動が進んでい
ると感じる区民の皆様の割
合が５０％に達しなければ
事業を再構築する。

① ○

各地域での訓練の際、
防災リーダーや訓練参
加者など高齢の方が多
いため、若い年齢層の
参加を促進していく必要
がある。南海トラフ巨大
地震発生時の津波浸水
被害対策のため、垂直
避難施設の確保が必
要。

[9月以降]
・今後も各地域において
の防災訓練や災害時図
上訓練を実施し、防災
マップの作成を促進す
る。
・垂直避難施設の確保
に取り組む。
[次年度以降]
同上

改革2-(4)

 

○戦略の進捗状況

今後の
方向性
（※１）

※今後の方向性が「ウ」の場合、戦略推進上の課題及び対応方向を記載してください。

（課題）

（対応方向）めざす成果（アウトカム）

・平成27年度で、地域での防災活動が進展していると感じる区民の皆様の割合８０％以
上を目指す。
・区役所で防災など危機事象ごとの計画やマニュアルが作成されていることを知ってい
る区民の割合：平成26年度までに８０％以上

8月末までの取組実績と
業績目標の達成状況

めざす成果（アウトカム）

犯罪発生率が低い安全なまちを目指して、地域および警察と連携協働し、パトロールや
広報啓発活動を実施するとともに地域で実施される防犯活動の支援を行います。

【取組実績】
・各連合町会等において避難所開設訓練など
地域特性に応じた訓練が自主的に実施されて
おり、区役所としても危機管理室防災アドバイ
ザーの助力を得ながら、訓練内容へのアドバ
イス等の支援を実施してきた。
4/26 関目東防災講演会
5/8　中浜防災訓練WS
5/24 災害救助部長会
6/16 鴫野防災訓練
6/22 鯰江小学校防災訓練
7/3　東中浜防災マップWS
8/24 諏訪１泊防災訓練　　等

・9月に実施予定の城東区防災訓練において
は、若年層である中学生も含め、約900名もの
区民が参加予定で、津波想定訓練を行うな
ど、規模の大きな訓練の実施に向けて取り組
んでいる。
また、城東区医師会、城東消防署との災害時
における医療救護に対する活動協力について
の確認書を締結するなど、地域防災力の向上
に取り組んだ。

【目標達成状況】
業績目標達成を目指し、順調に事業を実施し
ている。

　区の地域防災計画の策定を行うとともに、浸水災害時に垂直避難場所を確保するた
め、公共建物を避難ビルとして利用するための条件整備や、地域の皆様とともに高所
避難が可能な建物の所有者に協力を依頼するなど水害避難ビルの指定を行う。
同時に、木造住宅が密集しているエリアにおいて倒壊や類焼による人的被害を最小限
に抑えることができるよう、初期消火や救助・救援などの地域防災訓練を支援するとと
もに、地域の皆様とともに区内の事業所などに対して協力依頼を進め、地域の皆様の
自助・共助の力を高めていただけるよう取組を推進します。

ア

【経営課題２：災害発生時に自らの命を守る「自助」と、近隣住民同士が助け合う「共助」の力を充実させ、災害に強いまち 】

内　容

地盤が低いうえに河川が多く大雨による浸水被害を受けやすい地理条件にあるとともに、地震による倒壊・類焼被害を受けやすい古い木造家屋の密集エリアがあり、さらに鉄道敷と河川により避難経路が制約されるという条件
も重なっており、防災に対する住民意識の向上と、自助・共助を基本とする地域防災力の向上が必要である。

犯罪発生率（人口1000人あたりの刑法犯罪認知件数）の低さにおいて、ここ10年にわたり24区中1位もしくは2位を保っているが、空き巣や車上狙い、女性や子どもを狙った犯罪などが今もって少なからず発生しているという事実
があり、より一層犯罪の抑止に取組む必要がある。

［戦略２－１：　防災に対する住民意識の向上と、自助・共助を基本とする地域防災力の向上 ］

戦略 業績目標の達成状況及び戦略に対する有効性による今後の方向性の点検

［戦略２－２：　犯罪の少ない安全なまちづくりへの取組 ］

戦略 業績目標の達成状況及び戦略に対する有効性による今後の方向性の点検

犯罪発生率が低い安全なまちを目指して、地域および警察と連携協働し、パトロールや
広報啓発活動を実施するとともに地域で実施される防犯活動の支援を行います。

ア

※今後の方向性が「ウ」の場合、戦略推進上の課題及び対応方向を記載してください。

（課題）

（対応方向）

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 

 



 25年度　城東区運営方針中間振り返り　自己評価シート 経営課題２

○業績目標の達成状況

取組内容 業績目標
達成状況

（※２）

戦略に
対する
有効性
（※３）

課題 課題対応の方向性
市政改革プ
ランとの関連

【２－２－１　地域と連携した安全なまちづくりへの取組】
<地域と協働した防犯の取組>
地域・警察と連携して、ひったくり防止キャンペーン、防犯
教室、地域安全運動キャンペーンなどを実施し、街頭犯罪
の抑止に努める。また地域主体で実施される青色防犯パト
ロール活動を支援する。
　[予算額　2,292千円]

城東区を犯罪の少ないま
ちと感じる区民の割合６
０％

【撤退基準】
城東区を犯罪の少ないま
ちと感じる区民の割合が５
０％に達しなければ事業を
再構築する。 ① ○

犯罪発生率が高い時間
帯などの巡回等を行っ
ていく必要がある

[9月以降]
歳末夜間の青色パト
ロール車等による巡回
など行っていく。
[次年度以降]
より効果的な青色パト
ロール車等による巡回
方法など検討する必要
がある
[次年度以降]  

<地域安全対策チームによる防犯活動>
区役所地域安全対策チームが地域の「子ども見守り隊」な
どの活動と連携し、通学路、公園などの安全パトロールや
青色防犯パトロール車による巡回を行い、犯罪の抑止に努
める。
　[予算額　714千円]

① ○

犯罪発生率が高い時間
帯などの巡回等を行っ
ていく必要がある

[9月以降]
歳末夜間の青色パト
ロール車等による巡回
など行っていく。
[次年度以降]
より効果的な青色パト
ロール車等による巡回
方法など検討する必要
がある

 

<街頭防犯カメラ設置事業>
区内拠点への防犯カメラの設置
　[予算額　3,055千円]

① ○

警察との連携が重要 [9月以降]
警察との連携を強め取
組を進める
[次年度以降]
予算確保に努める

 

【取組実績】
年度末までに10箇所以上設定予定（現在調整
中）

【目標達成状況】
-

【取組実績】
区役所等による安全パトロールや青色防犯パ
トロール車による巡回を行ってきている。

【目標達成状況】
業績目標達成を目指し、順調に事業を実施し
ている。

8月末までの取組実績と
業績目標の達成状況

【取組実績】
地域および警察との協働により各種キャン
ペーンを実施し、地域主体の青色防犯パト
ロールの活動支援を行ってきている。

ひったくり防止キャンペーン
4/11～8/12（５回）
ナンバープレート盗難防止ねじ取り付け
4/28

榎並青色防犯パトロールの開始
鴫野青色防犯パトロールの継続実施

【目標達成状況】
業績目標達成を目指し、順調に事業を実施し
ている。

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 

 



 25年度　城東区運営方針中間振り返り　自己評価シート 経営課題３

8月末現在

○戦略の進捗状況

今後の
方向性
（※１）

○業績目標の達成状況

取組内容 業績目標
達成状況

（※２）

戦略に
対する
有効性
（※３）

課題 課題対応の方向性
市政改革プ
ランとの関連

【3－1－1区民の健康づくりの推進】

高齢者の運動機能を向上させ、閉じこもりの防止や介護予
防につなげる

＜いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操（高齢者介護予防
事業の普及）＞
　・「いきいき百歳体操」「かみかみ百歳体操」を地域のより
身近な場所へ展開します。
　　［予算額507千円］
　・健康づくり啓発事業
　　［予算額　596千円］

地域と連携したより身近な
健康づくりの拠点数　（63
拠点）

【撤退基準】
目標に満たない場合は事
業展開の方法を再構築す
る。

① ○

　「百歳体操」、出前講
座の依頼の減少により。
拠点数の増加が鈍化し
ている。

[9月以降]
　 ホームページに掲載
し啓発を強化する
　浴場で開始した取り組
みを、他の浴場組合会
員に紹介し、浴場を拠点
とした、取り組みが開始
出来るよう支援する。
 

[次年度以降]
　場所とボランティアを
別々に、確保し、76拠点
での活動を目指す。

○戦略の進捗状況

今後の
方向性
（※１）

【取組実績】
 地域と連携した、百歳体操実施拠点数56拠点

【目標達成状況】
　46%

［戦略３－２： ともに支えあう地域福祉の推進］

戦略

より身近で、楽しく健康を増進する機会を提供するなど、地域の協力を得て介護予防に
取り組みます。
また、地域・関係機関との連携により、中高年への健康づくりの啓発など、健康づくりに
取り組みます。

ア

※今後の方向性が「ウ」の場合、戦略推進上の課題及び対応方向を記載してください。

（課題）

（対応方向）

めざす成果（アウトカム）

地域と連携したより身近な健康づくりの拠点の増加
（76拠点・平成27年度までに）

8月末までの取組実績と
業績目標の達成状況

【経営課題３：区民の皆さまが健康で安心して暮らせるまち 】

内　容

高齢者推計人口、要介護認定者数が増加傾向にあります。また、新しい住民の増加や、高齢化が著しい地域など地域差があり、また、児童・高齢者虐待、いじめ、DVなど多様な問題が発生しています。

　◇高齢者推計人口（65歳以上）
　　平成22年10月　36,210人
　　平成23年10月　36,537人
　◇要介護認定者
　　平成23年3月　7,295人
　　平成24年3月　7,610人
　　◇児童虐待相談
　　平成22年度　70件
　　平成23年度　90件

介護が必要な高齢者の増加を抑制する介護予防、健康づくり。
地域の特性・実情に応じた地域福祉を推進し、地域ぐるみでの多様な問題を解決できる新たなシステムの構築。

［戦略３－１： 地域ぐるみの健康づくり］

戦略 業績目標の達成状況及び戦略に対する有効性による今後の方向性の点検

業績目標の達成状況及び戦略に対する有効性による今後の方向性の点検

地域の特性を活かした、アクションプランのさらなる推進、より地域の実情に応じた地域
福祉のシステムを構築します。
地域・関係機関の連携・情報共有による児童虐待防止など、地域ぐるみでの子育て支
援体制を充実します。
今後も、区の情勢に応じて、保育所待機児童の解消に努めます。

ア

※今後の方向性が「ウ」の場合、戦略推進上の課題及び対応方向を記載してください。

（課題）

（対応方向）

めざす成果（アウトカム）

子育て支援や障害者支援など、城東区で福祉が推進されていると感じている人の割
合：平成27年度までに６０％

全校下（16校下）での新たな地域福祉システムの構築（平成27年度までに）

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 

 



 25年度　城東区運営方針中間振り返り　自己評価シート 経営課題３

○業績目標の達成状況

取組内容 業績目標
達成状況

（※２）

戦略に
対する
有効性
（※３）

課題 課題対応の方向性
市政改革プ
ランとの関連

【3－2－1　子育て支援や障がい者支援など、地域の実情
に応じた地域福祉の推進】

地域、NPOなどさまざまな地域福祉の担い手との協働や、
地域の課題解決に向けた取り組みなど、地域ぐるみできめ
細やかな地域福祉活動が継続できるよう支援する。

・ソーシャルインクルージョン推進事業　～地域全体で考え
支えあう地域福祉システムの構築～
［予算額20,639千円］

５校下において新たな地域
福祉システムの構築

子育て支援や障害者支援
など、城東区で福祉が推
進されていると感じている
人の割合５０％

【撤退基準】
目標に満たない場合、各
事業の運営方法について
再構築を行う。

１校下について地域福
祉支援員が未配置。

災害時要援護者支援の
取り組みやアクションプ
ランプロジェクトなど、進
捗状況。

区の実情に応じた地域
福祉計画の策定。

[9月以降]
地域福祉支援員未配置
地区については早急に
適任者を選定し、配置す
る。
地域福祉支援員による
各校下相互の情報交換
により、先進的な他校下
の取組みの共有を図
る。
地域福祉計画について
は、計画案の作成を進
め、パブリックコメント等
を経て秋頃までに策定
する。

[次年度以降]
策定した地域福祉計画
にもとづき、各校下にお
いて地域の福祉課題に
対応できるよう団体間の
連携や、取組みの推進
を支援する。

　・こどもシェルター（処遇困難児童等支援事業）
［予算額3,001千円］

他都市に例のない事業
であり、事例や法的知識
も乏しい中、基準作りや
要綱作りに時間を要す
る。

[9月以降]具体的な事業
の流れについてフロー
チャートを作成し、事業
実施者の公募を早急に
実施する。

[次年度以降]本年度に
実施された具体的な事
例を検証し、事業の改善
を図っていく。

・子育てサロンの支援
［予算額　－　］

地域によっては、利用者
が少ないところも見受け
られる。本事業を様々な
手法や多くの場面でPR
し、子育て世代への周
知を図り、子育てサロン
への利用を促進する。

[9月以降]主任児童員と
連携を図り、子育てに関
する様々な活動状況を
子育て情報誌、ホーム
ページ、メールマガジン
で配信し、子育てサロン
の利用を促進していく。
現在の活動は相談が中
心であるが、出前講座
等の利用を促し、こども
との関わりや触れ合い
を通じて子育てに関する
悩みの解消を図ってい
く。
[次年度以降]メールマガ
ジンへの登録者の拡大
等、本事業のPR方法を
検討し、利用者の拡大を
図る。

・「わくわく子育てフェスティバル」の開催
［予算額90千円］

ポスターの掲示やチラシ
の配布等様々な媒体を
利用しイベントについて
子育て世代への周知を
図る。

[9月以降]作業部会、実
行委員会を開催し、周知
方法やイベントの内容を
検討していく。
[次年度以降]12年間継
続したイベントであり、過
去の実施状況を検証し、
継続に向けた新たな企
画を検討していく。

　・「発達障害児・者訪問相談支援事業」の実施
 ［予算額1,160千円］

障害者相談支援セン
ターへの円滑な事業移
行に向けた新たな支援
のあり方

[9月以降]専門相談員と
の関係づくりに困難のあ
る方にようやく改善の兆
しが表れていおり、障害
者相談支援センターへ
の事業移行について慎
重に検討していく必要が
ある。

[次年度以降]本年９月
以降の動向を精査し、新
たな支援のあり方につ
いて検証、次年度以降
の障害者相談支援セン
ターへの円滑な移行を
検討する。

① ○

【取組実績】16校下に1ヶ所ある子育てサロン
に概ね月1回程度、職員と家庭児童相談員が
訪問し、利用者の子育てに関する要望や各種
相談に応じた。
また、発達障がい等に関する相談は、家庭児
童相談員と連携し、関係機関を紹介した。
更には、子育て支援室の情報や各サロンの活
動状況を子育て情報誌、ホームページやメー
ルマガジン（平成25年3月末日登録者数581人
／月1回配信）で、利用者の拡大を図った。

【目標達成状況】各校下にある子育てサロンの
行事に定期的に参加できている状況にあり、
相談内容に関し、適切な処遇ができている。概
ね目標に達している。

【取組実績】5月14日「実行委員会」・7月4日、9
月6日「作業部会」を開催し、イベントの周知方
法・企画・立案を行った。

【目標達成状況】平成25年10月12日実施予定
のため不明

【取組実績】平成24年度10名（延87回訪問）、
平成25年度7名（延30回訪問）

【目標達成状況】平成23年度から実施した本事
業は、この間に一定のシステムやノウハウを構
築し、専門相談員との関係づくりに困難のある
方にようやく改善の兆しが表れてきた。概ね目
標は達成されている。

【取組実績】NPOや他団体で類似した事業を実
施しているところの情報を収集し、関係書類の
作成、基準作り及び要綱を完成

【目標達成状況】予定では、既に事業を実施し
ている状況になくてはならないが、進捗状況は
遅れている。

8月末までの取組実績と
業績目標の達成状況

【取組実績】
＜地域福祉支援員（地域サポーター・推進コー
ディネーター）の配置＞
４月より公募実施の上、8月末現在16校下中15
校下に配置し、研修や月１回の連絡会を実
施。高齢者等の見守りを通じた災害時要援護
者支援事業やアクションプランプロジェクトを推
進中。
＜地域福祉アクションプランの推進＞
　5月14日にプロジェクトチームリーダー会議、
5月31日にアクションプラン推進委員会、6月19
日にアクションプラン全体会議を開催し、昨年
度の活動報告の発表や25年度の事業計画に
ついて検討した。
　また、アクションプランのＰＲのため、2回の実
行委員会を開催し、8月31日に区民まつりにお
いてブースを設置し、広く区民に活動PRを行っ
た。
＜地域福祉計画策定のため検討チーム会議
を開催＞
　学識経験者や社会福祉事業者、区民等で構
成する検討チーム会議を５回開催し、区の実
情に応じた地域福祉計画の素案を検討。

【目標達成状況】
地域福祉支援員を配置は16校下中15校下。地
域福祉計画も未策定であり、目標達成には
至っていない。

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 

 



 25年度　城東区運営方針中間振り返り　自己評価シート 経営課題３
・「ピアフェスタin城東」の開催
［予算額116千円］

イベントを介してのつな
がりだけではなく、日
常、継続的に一層の理
解を深める内容を検討。

[9月以降]地域住民と障
がい者及び福祉作業所
とが一体となって取り組
み、障がい者への理解
をより一層深めると共
に、障がい者が安心して
暮らせる新たな地域づく
りをめざす。

[次年度以降]本事業の
イベントを通じ、障がい
者並びに福祉作業所へ
の理解を一層深め、障
がい者自身が住みなれ
た地域で友に生きるコ
ミュニティ豊かな地域社
会の形成を引き続き目
指していく。

① ○

【取組実績】今後関係諸団体と調整を図り、実
行委員会による企画会議においてイベントの
企画・検討を進めていく。

【目標達成状況】平成26年3月実施予定のため
不明

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 

 



 25年度　城東区運営方針中間振り返り　自己評価シート 経営課題４

8月末現在

○戦略の進捗状況

今後の
方向性
（※１）

○業績目標の達成状況

取組内容 業績目標
達成状況

（※２）

戦略に
対する
有効性
（※３）

課題 課題対応の方向性
市政改革プ
ランとの関連

【４－１－１　区長による個性あふれる区政運営と情報発
信】
・区将来ビジョンを踏まえた平成26年度区運営方針策定及
び予算編成
・区政運営について、区民の認知度を高めるため、効果的
に情報発信を行う。
（区のキャッチフレーズ・キャラクター・カラーに託す区の方
向性をスローガンとして、区広報紙やHPなどにより発信）
（区広報紙、HPに区長メッセージ掲載（年４回））
（区役所一丸となったツイッターによる情報発信）
・行政区のブロックの区割り案の区民への説明・意見聴取
の場の開催
　

［予算額　－　］

・区長により基礎自治に関
して、特色ある施策・事業
が展開されていると感じる
区民の割合　５０％以上
【撤退基準】
区長により基礎自治に関し
て、特色ある施策・事業が
展開されていると感じる区
民の割合が２５％に満たな
い場合はニーズ把握の手
法を再構築する。

・区のキャッチフレーズ・
キャラクター・カラーを知っ
ている区民の割合　５０％
以上
【撤退基準】
区のキャッチフレーズ・キャ
ラクター・カラーを知ってい
る区民の割合がそれぞれ
２５％に満たない場合は、
情報発信の手法を再構築
する。

・区民への説明・意見聴取
の場を開催する。（平成25
年度末まで）

① ○

－

行政区のブロックの区割り
案に基づいた府市再編の区
割り試案については、「大阪
府・大阪市特別区設置協議
会」において検討が行われ
ている段階であり、現時点で
は行政として説明する段階
には至っていいない。

[9月以降]
モニターアンケートを実
施し、その結果を分析す
ることにより、来年度の
業務運営につなげる。
[次年度以降]
-

行政区のブロックの区割り
案に基づいた府市再編の区
割り試案については、今後
の「大阪府・大阪市特別区
設置協議会」での検討の進
捗状況に応じて区民への説

明の場を設けていく。

改革2-(1)-ｳ
改革2-(7)

「ニア・イズ・ベター」を主眼として、地域に最も身近な区役所が、サイレント・マジョリティ
など表面化しにくいものを含めた多様な区民のニーズを的確に把握し、区長の判断と責
任で、基礎自治に関する事業や施策を地域の特性に即して展開する。

ア

※今後の方向性が「ウ」の場合、戦略推進上の課題及び対応方向を記載してください。

（課題）

（対応方向）

めざす成果（アウトカム）

・区長により基礎自治に関して、特色ある施策・事業が展開されていると感じる区民の割
合：平成26年度までに８０％以上
・区長の顔や名前を知っている区民の割合：平成26年度までに６０％以上
・多様な意見やニーズが区役所に届いていると感じている区民の割合：平成26年度まで
に８０％以上
・区の区域内の基礎自治に関する施策や事業など区政運営について、計画段階から区
民との対話や協働により進められていると感じている区民の割合：平成26年度までに８
０％以上
・区の区域内の基礎自治に関する施策や事業など区政運営について、多様な区民によ
る評価が区に届いていると感じている区民の割合：平成26年度までに８０％以上
・ブロック単位での行政運営

8月末までの取組実績と
業績目標の達成状況

【取組実績】
・HPに区長メッセージを掲載した（2回）。残り2
回を新年と、年度末に掲載予定。
・各課でツイッターによる情報発信を実施
【目標達成状況】
・区長により基礎自治に関して、特色ある施策・
事業が展開されていると感じる区民の割合の
アンケートについては未実施。2回目モニターア
ンケートにおいて実施予定。

【取組実績】
・区政運営に対する区民の認知度を高めるた
め、区のキャッチフレーズやマスコットキャラク
ター、区長の顔写真を区広報紙やHPに掲載す
るなどの取組を実施した。
【目標達成状況】
・区のキャッチフレーズ・キャラクター・カラーを
知っている区民の割合のアンケートについては
未実施。2回目モニターアンケートにおいて実
施予定

【取組実績】
・行政区のブロック区割り案に基づいた府市再
編の区割り試案については、「大阪府・大阪市
特別区設置協議会だより」の配付や窓口設置
などの区民周知を大阪府市大都市局と連携し
て取り組んだ。
【目標達成状況】
 -

【経営課題４：自立した自治体型の区政運営 】

内　容

（現状）
区内においても、新たなマンションの建設により、若い世代が増加する一方、少子・高齢化が進んでいる地域もあり、課題が多様化している。

（課題）
地域・住民により近い区役所が、地域の実情を最もよく知る区民と協働、活動支援していくことにより、ニーズにあった区政を実現。

［戦略４－１：区内の施策・事業を区長が自らの権限と責任で実施する区政運営 ］

戦略 業績目標の達成状況及び戦略に対する有効性による今後の方向性の点検

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 
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【４－１－２　サイレントマジョリティも含めた多様な区民の
ニーズや意見の把握】
各種ミーティングの開催・運営、及びその取組について情報
発信を行う
　
・区民会議などの開催
　［予算額775千円　（4-1-3区政会議分も含む）］

・区民モニターによる、区政運営の評価や区民ニーズ把握
のためのアンケートの実施
　[予算額804千円]

・公募委員による区民会議
（年４回）
・子育てミーティング（年４
回）
・青少年ドリームミーティン
グ（年１回）
・区長とランチミーティング
（年６回）
・区民モニター（年３回）

【撤退基準】
参加者アンケートにより、
多様な意見やニーズが区
役所に届いていると感じる
割合が５０％に満たない場
合は手法を再構築する。

① ○

取組内容について情報
を発信することにより、
多くの区民に多様な意
見やニーズが区役所も
届いていると感じていた
だくように取り組む必要
がある。

[9月以降]
参加者アンケートを実施
し、内容を分析したうえ
で、今後の運営に反映さ
せる。
・「区長とランチミーティ
ング」などの各種ミーティ
ングを効果的に実施す
るとともに、課題につい
て、実施以降も継続して
議論や対話を深めること
ができるような場づくりに
向けて取り組む。

[次年度以降]
-

改革2-(2)-ｱ

【４－１－３　区民が区政運営に参画する仕組みづくり】
・区政会議の開催
　［予算額775千円　（4-1-2 区民会議などを含む）（再掲）］
・各地域活動団体との対話と協働（随時）
　［予算額　－　］

・全体会議　年２回
・分科会　年３回

【撤退基準】
委員を対象にしたアンケー
トを行い、区政運営につい
て、計画段階から区民との
対話や協働により進められ
ていると感じている割合が
５０％に満たない場合は、
運営方法を再構築する。 ① ○

・区民が区政運営に参
画する仕組みとして条例
に基づき、区政会議を実
施していく。

[9月以降]
・区政運営について計画
段階から区民との対話
や協働により進めていく
ため、部会を設置し、議
論の場づくりを行う。
・区政会議の認知度アッ
プに向け、区広報紙にお
いて区政会議コーナー
を設け、毎号、記事を掲
載し情報発信を行う。

[次年度以降]
-

改革2-(2)-ｲ

【４－１－４　区民によるまちづくり優秀提案の募集】

区民によるまちづくり提案を集約し、優秀な提案を表彰す
る。
［予算額246千円］

提案の応募者数　５件
　<チャレンジ目標>　１０件
　
【撤退基準】
応募件数が目標の半数に
満たない場合は、運営方
法の再構築

① ○

・特色ある施策・事業が
展開されていると感じて
もらうように事業を展開
することが必要。

[9月以降]
選定委員会の審査等の
経過を公表する。
[次年度以降]
実施予定なし

改革2-(2)-ｲ【取組実績】
「輝く城東区」の実現に向けたアイデアを募集。
（募集期間9月2日～30日）

【目標達成状況】
区広報紙によりアイデア募集を掲載。募集締め
切り後、選定委員会の審査等を経て、優秀な
提案をされた方には表彰を行う予定。

【取組実績】
区民が区政運営に参画する仕組みづくりのた
め、次のとおり取り組んでいる。
・区民会議と区政会議、その他ミーティングを一
本化し、区政会議第1回会議を開催した（7月3
日）［再掲］
・10月からは女性委員、公募委員を拡充し、地
域活動団体からの推薦者も含め50名実施す
る。［再掲］
・区政会議の開催や議事内容などの情報を、
区広報紙、ＨＰやツイッターを活用し、発信して
いる。
・各地域活動団体との対話と協働について、随
時実施

【目標達成状況】
参加者アンケートは未実施であるが、区政会
議第2回会議以降に実施予定。

多様な区民の意見やニーズを区政に反映する
ため、次のとおり様々なツールを利用し、取り
組んでいる。
・区民会議と区政会議、その他ミーティングを一
本化し、区政会議第1回会議を開催した（7月3
日）。
・10月からは女性委員、公募委員を拡充し、地
域活動団体からの推薦者も含め50名実施す
る。
・「区長とランチミーティング」6回実施計62名参
加　（※平成24年度実績：計63名　H24・10月開
始）
・各取組状況について、区広報紙、HPにおいて
掲載し、情報発信を行った。
・区運営方針策定に向けた現状把握のための
モニターアンケートを企画中。
「区長とランチミーティング」にの実施状況につ
いて、区広報紙やＨＰ、ツイッターにおいて掲載
するなど、積極的に情報発信している。
【目標達成状況】
参加者アンケートは未実施であるが、区政会
議第2回会議以降に実施予定。
「区長とランチミーティング」参加者へアンケート
実施予定。

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 
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8月末現在

○戦略の進捗状況

今後の
方向性
（※１）

○業績目標の達成状況

取組内容 業績目標
達成状況

（※２）

戦略に
対する
有効性
（※３）

課題 課題対応の方向性
市政改革プ
ランとの関連

【５－１－１　窓口サービスの改善向上】

＜窓口サービスの改善＞
・国民健康保険事務の事前記入の対象として「限度額適用
認定申請書」等に加え、実施状況を検証しつつ対象書類を
拡大する。
・証明発行業務の民間委託について、全市的な取組の動
向や新庁舎の建設計画もふまえつつ、実施に向けて検討
を進める。
・前年度における検討結果をふまえ、試験的な実施手法を
構築
　（・転入、転出届時の「手続き案内書」の作成、婚姻・出生
地届時の「お祝いカード」の配布。）
　（・区長似顔絵と４カ国後で「ようこそ城東区へ」のことばを
記載した「証明交付用番号札」、また、ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ時期はウチ
ワ型の「証明交付用番号札」を使用するなど、よりきめの細
かいサービスを提供する。）
　（・窓口混雑時は、職員の配置を流動的に対応し、待ち時
間の短縮に努める。）

<区民サービスの効率的な業務運営>
区役所の来庁者への窓口サービスの向上を図るための取
組について、可能なものから順次実施する。

［予算額　－　］

・聴覚に障がいのある方や日本語を話すことができない方
を対象に、遠隔通訳による窓口対応を実施する。
　［予算額　816千円］

来庁者を対象にアンケート
を実施し、市民満足度８
０％

〔撤退基準〕
市民満足度が８０％を下回
れば、改善方法を検討す
る。

①

①

○

○

民間委託に関しては、実
施後の市民サービスへ
の影響を見て、サービス
低下にならないような取
組みが必要。
　手続案内の修正に関
しては、他課との連携が
必要。
　職員の流動的配置に
関しては、今後の職員
数の変化が大きく影響
する。状況によっては次
年以降の取組みへの影
響が懸念される。
　

導入後の利用者への周
知

[9月以降]
民間委託に関しては、公
募を経て、業者選定作
業中。ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの
後、業者決定される。
手続案内書や番号札、
お祝いｶｰﾄﾞなど、実施内
容に関してｱﾝｹｰﾄを行
い、実施の効果、市民の
意見を確認し、サービス
水準の点検を行なう。
[次年度以降]
　現在実施事案の継続
実施。窓口応援につい
ては職員数の変化によ
り、見直しが必要。

[9月以降]
窓口等への掲示。広報
紙で周知

[次年度以降]

改革２-（５）

＜開庁時間の検討＞
・開庁時間について、現在、金曜19時までの時間延長、第4
日曜日の開庁を実施しているが、市民のﾆｰｽﾞ及び利用実
態を検証し、今後の時間外の開庁のあり様について検討を
行う。
　［予算額　－　］

・開庁時間延長の条件整
理を25年度中に検討する
ため、課内会議を実施す
る。

〔撤退基準〕
・25年度中に条件整理が
整わなければ、実施方法
を再構築する。

① ○

　現在の時間枠以外の
対応に関しては、システ
ムの能力によるところが
大きい。
　現行システムや現在、
本市で検討されているシ
ステム改修の範囲での
対応が必要。

[9月以降]
　資料の収集と、検討会
の実施。

[次年度以降]
　検討結果により、新た
な方向性の検討を行な
う。

【経営課題５：窓口サービスの向上 】

内　容

市内第4位の世帯数、国民健康保険世帯数を有しており、来庁者も多い。職員の発案により様々な窓口サービスの改善が図られてきた。今夏も1階、2階の待ち合いコーナーを整頓したところ、明るい雰囲気になったと来庁者の
評判が高く、職員の意欲も高まっている。

市民・職員に愛される区役所を創るためには、ES（職員のやりがい・環境等の満足）とCS（市民の満足）を満たす。

［戦略５－１：区民満足度の高い迅速・正確・丁寧な窓口サービスの提供と効率的な業務運営］

戦略 業績目標の達成状況及び戦略に対する有効性による今後の方向性の点検

【取組実績】
　戸籍、住民票等の証明書発行業務について
は、今年度末に民間委託を実施することとし、
市民局に業者選定を依頼し手続を進めてい
る。
　届出提出時の「手続案内書」については、制
度改正部分の修正を行なった。
　証明書不要番号札については、夏季におい
ては、ウチワ型を使用し、暑さ対策にも貢献で
きた。
　窓口混雑時の応援体勢については、特に、
休日明けなどに応援を実施した

【目標達成状況】
　予定通り実施している。

【取組実績】
通訳サービス会社との委託契約の締結及び端
末機の購入。9月2日よりの実施

【目標達成状況】

【取組実績】
　課内会議に付するための、検討資料の整
理。

【目標達成状況】
　検討資料の整理を行なった。
　今後は資料の追加作成とともに、それらを基
に検討を進める。

　国民健康保険窓口において、フロアマネジャーを活用し、窓口での手続き前に、申請
書類への事前記入を促進・支援するなど、受付窓口における待ち時間の短縮をめざし、
申請から手続き完了まで、来庁者の立場に立った窓口サービス改善に不断に取り組む
ほか、開庁時間の延長や民間委託を活用した窓口機能の機能・体制改善に取り組みま
す。

ア

※今後の方向性が「ウ」の場合、戦略推進上の課題及び対応方向を記載してください。

（課題）

（対応方向）

めざす成果（アウトカム）

　・来庁者への証明発行をはじめとする窓口業務についてのサービスの向上が図られ
ていると感じている区民の割合：平成27年度に８０％以上。
・区役所の効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、取組が進められてい
ると感じている区民の割合：平成26年度までに８０％以上

8月末までの取組実績と
業績目標の達成状況

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 
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○戦略の進捗状況

今後の
方向性
（※１）

○業績目標の達成状況

取組内容 業績目標
達成状況

（※２）

戦略に
対する
有効性
（※３）

課題 課題対応の方向性
市政改革プ
ランとの関連

【５－２－１　ES（従業員満足）の充足】

・職員のスキルアップのための研修実施
　[予算額700千円]

・職員のスキルを活かし、仕事に対するやりがいをアップす
るため職員の希望を重視した人事異動
　［予算額　－　］

・民間活用した研修（所属
研修やパワーアップ研修
等）の受講者を職員の４割
とする。
　（民間活用した研修とし
て、接遇・OJT・事務 改善
の研修を各2回、手話研修
を年間13回実施する。）

【撤退基準】
研修を受講した職員に対
するアンケートを行い、「満
足した」「概ね満足した」と
回答する職員の割合が７
０％に満たない場合、研修
の手法について再構築す
る。

① ○

・各課の繁忙時期が異
なるため、定期的な研修
時期の設定が課題。
・手話研修の実施方法
について検証する必要
がある。

[9月以降]
手話研修については、9
月より導入した遠隔手話
の効果等を検証し、今後
の実施のあり方につい
て検討、接遇研修他に
ついては、12月実施予
定
[次年度以降]
－

[9月以降]
2月～3月に実施予定

[次年度以降]

改革3-(9)-ｱ
改革3-(9)-ｲ

【５－２－２　庁舎の建替えによる狭隘の解消】
建設工事の円滑な進捗に向け、関係局と調整して取り組む
　［予算額　－　］

新庁舎移転後、市民に対
して庁舎環境のアンケート
調査を行い、新庁舎となっ
て、より気持ち良いサービ
スを受けられたと感じる市
民の割合５０％をめざして
取り組む。

① ○

[9月以降]
住民説明会の実施（11
月）
[次年度以降]

・市民アンケート・職員アンケートにおいて区役所へのCL（顧客愛顧・区役所のファン）
が７０％以上（平成27年度までに）
・仕事にやりがいを感じている・ある程度感じている職員の割合：平成26年度までに９
０％以上
・効果・効率的に業務を進めるため職員どうしの協力・連携とれている職場である・どち
らかといえばそうであると感じている職員の割合：平成26年度までに８０％以上

8月末までの取組実績と
業績目標の達成状況

【取組実績】
7月に策定した「城東区職員力向上基本プラ
ン」を踏まえた研修実施に向け、取り組んでい
る。

【目標達成状況】
－

【取組実績】
本人希望を重視したヒアリングを実施し、所属
内外の人事異動を行った。

【目標達成状況】
-

【取組実績】
工事開始にあたり、地域住民を対象にした説
明会の開催に向けて取り組むなど、建設工事
にかかる情報発信について、担当局と連携し
て進めている。

【目標達成状況】
-

［戦略５－２：ES（従業員満足）CS（顧客満足）を充足することにより、市民・職員がCL（顧客愛顧）をもつ区役所］

戦略 業績目標の達成状況及び戦略に対する有効性による今後の方向性の点検

ES（職員のやりがい・環境等の満足）を満たすために、職員の希望を重視した人事異
動・スキルアップのための研修などを実施。CS（市民満足）を満たすためには、ESの充
足も繋がるが、更に職員への接遇研修の実施などによる市民サービスの向上ととも
に、建設予定の新庁舎については市民の使いやすいレイアウト等を重視し、CS（市民
満足）を満たすよう取り組む。

ア

※今後の方向性が「ウ」の場合、戦略推進上の課題及び対応方向を記載してください。

（課題）

（対応方向）
めざす成果（アウトカム）

（評価区分の凡例） 
  

 
 
 
 
 

（※１） 
◆今後の方向性 
ア：継続して推進する  
イ：具体的取組を見直す必要がある 
ウ：戦略を見直す必要がある 

（※２） 
◆業績目標の達成状況 

①：目標を達成又は年度内に達成見込み 
②：目標を達成できない可能性がある 
③：目標の達成の見込みなし 

（※３） 
◆具体的取組の戦略に対する有効性 

○：戦略に対して有効である 
×：戦略に対して有効でない 

 


