
【様式２】

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１
【多くの区民が、近所づきあい、つながり、きずながあり、ふるさと城東区を
誇りに思うまちづくり】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

さまざまな活動主体が互いに連携して活動し、コミュニティが豊かになっている

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

H28 区民アンケート
[問１]城東区は住みやすいまちと感じる区民　 95.5％

[問５]城東区に愛着を感じる　84.2％

[問２]住みやすいと感じる理由（２つまで選択）　　　　　　　　　　　　　　　　　[問６]愛着を感じる主な理由

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

・住みやすいと感じている区民は多いが、その理由の大半は「交通や買物が便利」ということである。また、愛着を感じると84.2％の
方が答えているが、その理由についても、「長年住んでいるから」「交通の便がよいから」が主なものとなっている。「地域コミュニケー
ションがよい」や「まちの雰囲気がよい」、「歴史伝統が残っている」という理由は10％に満たない値となっている。
・「つながり」「きずな」については高齢者層と若年層との感じかたに違いがある。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

交通や買物に便利という理由だけでなく、地域コミュニティや都市魅力を理由としてまちに愛着を感じ、また、年齢を問わず、「つなが
り」「きずな」を感じるまちづくりへの取組が必要である。

１．感じる
２．ある程度

感じる
３．あまり感

じない
４．感じない 無回答

14.9 43.3 31.0 9.5 1.3

20歳代 0.0 30.2 54.7 15.1 0.0

30歳代 6.6 39.6 39.6 12.1 2.2

40歳代 13.0 42.2 33.8 10.4 0.6

50歳代 11.0 40.4 31.2 15.6 1.8

60歳以上 22.0 48.2 23.3 5.2 1.3

◆H28区民アンケート：あなたにとって住民同士の「つながり」や「きずな」があ
ると感じますか。（単位：％）

問３

全体

年
代
別

１．日頃から
あいさつをす
る相手がい

るから

２．祭りなど
地域イベント
に参加して
いるから

３．ボランティ
ア活動に参

加しているか
ら

４．子育てや
学校を通じて
知り合いが

いるから

５．サークル
や習い事を

通じて知り合
いがいるから

６．ラインや
フェイスブッ

クなどのSNS
で知り合い
がいるから

７．その他 無回答

70.0 10.8 3.1 8.6 4.1 0.2 2.4 0.7

20歳代 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0

30歳代 42.9 16.7 0.0 31.0 4.8 0.0 4.8 0.0

40歳代 55.3 18.8 1.2 17.6 2.4 1.2 2.4 1.2

50歳代 67.9 19.6 3.6 7.1 0.0 0.0 1.8 0.0

60歳以上 79.9 5.1 4.7 1.9 6.1 0.0 1.9 0.5

問４

全体

年
代
別

◆H28区民アンケート：住民同士の「つながり」や「きずな」があると感じる主な理由をお選びください。（単位：％）
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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

地域活動協議会への支援や、ゆめ～まち～未来会議やアイラブ城北川等区民主体の取り組みについては、予定どおり実施、支援することができ、
おおむね目標を達成できていることから、めざす状態として掲げているコミュニティ豊かなまちづくりに寄与しているものと考える。一部、目標を達成
できていない取組については、引き続き関係団体と連携しながら取組を進めていく必要があり、特に地域活動協議会については、自立的な地域運
営の仕組みとして機能するため、中間支援組織と連携しながら支援を進めていく必要がある。
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【様式２】

　

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①中間支援組織・区役所による会計担当者情報交換会（4回）
　・中間支援組織と城東区ボランティア・市民活動センターが連携し、新た
な担い手の確保に向け取組みを実施
　・「企業・ＮＰＯ・学校・地域　交流会」開催(区役所・中間支援組織・社会
福祉協議会・城東区ボランティア・市民活動センター共催）
②SNS（フェイスブック、twitter）16地域
　・HP／2地域　　　・紙媒体による広報15地域
　・中間支援組織によるSNS講座開催（3回）
　・複合施設1階「区民情報コーナー」への広報誌配架
　・区広報誌における活動紹介（毎月）
　・区twitter、区ホームページによる情報発信（随時）

紙媒体による広報について、残り1地域が作成に至っていない。

業績目標の達成状況
地域活動協議会における広報誌の発行　15地域 ③ 改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

残る1地域については情報発信の重要性、広報誌などの紙媒体による広
報の有効性を周知し、来年度発行に向け引き続き取り組みを支援する。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

①区役所及び中間支援組織による地域活動協議会に対する活
動支援（会計処理及び情報公開、新たな担い手の発見と確保に
向けた機会の創出及び地域ニーズにマッチングした人材の紹介
ならびに地域活動への参加促進等の支援）
②地域活動協議会に関する各活動の情報発信支援
・SNSやホームページを用いた情報発信の継続支援、及び、他の
広報媒体の作成支援
・区広報誌等における活動紹介の継続

地域活動協議会に関する様々な活動について、より多くの地域の
方に情報発信できるよう、広報誌の作成を16地域で行う。
【撤退基準】
16地域すべてで達成できなかった場合、支援内容を再構築する。

前年度までの実績
平成28年度実績
・広報誌作成14地域(平成29年3月末時点）
・複合庁舎1階「区民情報コーナー」への広報誌の配架
・区twitter、区ホームページによる情報発信（随時）
・区広報誌における活動紹介（毎月）

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組１－１－１ 【地域活動協議会の情報発信などの支援】

27決算額 57,285千円 28予算額 60,409千円 29予算額 58,185千円

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
住民同士の「つながり」や「きずな」がある と感じ
る区民の割合　　58.0%

58.2% B

B

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

各活動を通じてまちづくりの輪が広がったと感じ
る区民の割合　81.8%

82.4% A

イベント・事業に参加したい（次回も参加したい）
と思う区民の割合　87% 73.7% A

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ

めざす成果及び戦略　１－１ 【タテ・ヨコ・ナナメでつながるまちづくり】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
様々な活動主体が連携し、コミュニティが豊かになっている状態 ・各地域活動協議会が取り組んでいる、様々な活動の内容や会計について、広く区民に周知し、

住民への活動の浸透と会計の透明化を図るとともに、その活動が地域課題の解決やコミュニティ
づくりに寄与していくように支援する。
・小学校等を拠点として取り組まれている生涯学習活動を支援し、それぞれの活動を通じて、「区
民同士を結ぶお互いのつながりと思いやり」を育むことにより、地域コミュニティづくりを推進する。
・城東区教育会議を開催し、地域や保護者の声を反映した学校・教育関係の具体的な取組やコ
ミュニティづくりを推進する。
・「城東区ゆめ～まち～未来会議」や「アイラブ城北川実行委員会」など、まちづくりの担い手となる
住民の自主的活動が活性化するように支援する。
・だれもが気軽に音楽・芸術文化にふれあえる機会の提供と、区民の芸術文化活動への支援によ
り、心豊かでうるおいのあるまちづくりを推進する。
・気軽にスポーツに参加できる機会を提供し、スポーツを通して人と人とのつながりを広げる。
・「区民による緑化活動」を支援することにより、主体的かつ継続して地域の緑化を担う人材を育成
し、花と緑にあふれたまちづくりを推進する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・区民アンケートで住民同士の「つながり」や「きずな」がある と感
じる区民の割合　平成29年度末までに60％以上（平成28年度実
績　58.2％）
・各活動を通じてまちづくりの輪が広がったと感じる区民の割合
平成29年度末までに80％以上（事業アンケート：平成28年度実績
82.4％）
・イベント・事業に参加したい（次回も参加したい）と思う区民の割
合　平成29年度末までに80％以上（区民アンケート：平成28年度
実績　73.7％）
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【様式２】

　

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・名曲の祭典（若手アーティスト応援事業）
・合唱祭
・ＳＡＲＵＧＡＫＵ祭
・第九演奏会
・キャンドルナイトｉｎ城北川

―

業績目標の達成状況
参加者アンケートで「参加してよかった」と感じる区民の割
合  93.11%

①（i）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ｉ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

①「城東区ゆめ～まち～未来会議」が自律的な活動を継続して展
開できるよう支援する。
・SARUGAKU祭、合唱祭、第九演奏会等
②アイラブ城北川実行委員会と協働し、地域住民、地域活動団
体、学校、企業など、幅広い層と協力して各種事業を実施する。
・城北川フェスティバル、キャンドルナイトin城北川等

参加者アンケートで「参加してよかった」と感じる区民の割合90％
以上
【撤退基準】
75％に満たない場合は再構築

前年度までの実績
平成28年度実績
①SARUGAKU祭、合唱祭、第九演奏会、全体会議等の開催支援
②城北川桜まつり～桜の通り抜け・夜桜ライトアップ～、城北川
フェスティバル、キャンドルナイトin城北川の開催
・参加してよかったと感じる区民の割合98％

27決算額 7,625千円 28予算額 5,503千円 29予算額 4,047千円

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：撤退基準未達成

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

具体的取組１－１－３
【城東区ゆめ～まち～未来会議・アイラブ城北川実行委員会と協働したまちづく
り】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

平成29年度実績
①16校下/2,482名（協力者）
②160講座/32,976名（ルーム・受講者延べ人数）
③平成29年度　3回開催

全体の講座数は変わらないが、受講者はわずかではあるが減少してい
る。その原因は少人数での講座が多くなったことや、コーラスなど多くの参
加者が見込まれる講座で、内容が見直しされたことにより参加者数が大
幅に減になったものと考えられる。
生涯学習ルーム等については、20年以上の活動となり、今後の展開に向
けた検討が課題となっている。

業績目標の達成状況
取組実績どおり

③
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

生涯学習ルームのあり方や運営について講師の方も交えた研修等を行う
とともに、体験講座など受講者数を増やす取り組みを今後も粘り強く続け
ていくことが重要である。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ｉ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

③29年度は8月31日に1回目を開催。2学期、3学期に各1回開催予定

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：撤退基準未達成

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

①「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事業
・学校・家庭・地域が一体となって、子どもをはぐくむ「教育コミュニ
ティ」づくりの推進（16校下、2,000人）
②区における生涯学習事業
・生涯学習ルーム等の学びを通じた地域住民間の交流を促進す
ることによるコミュニティづくりの推進
③教育会議の開催

・①～②各事業の参加者数を前年度より増加させる。
・③教育会議の開催回数　３回以上
【撤退基準】
上記目標に達しない場合は実施手法を再構築する。

前年度までの実績
平成28年度実績
①16校下/2,031名（協力者）
②160講座/33,313名（ルーム・受講者延べ人数）
③1回開催

27決算額 3,381千円 28予算額 3,906千円 29予算額 4,147千円

具体的取組１－１－２ 【教育・生涯学習等】
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【様式２】

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・ミニマラソン・小学校駅伝大会  参加者数　５１４名
・区民スポーツ大会　　　　　　　　参加者数１５４０名
・城東区スポーツカーニバル　　 参加者数１５００名　　総数３５５４名

―

業績目標の達成状況
取組実績どおり

①（i)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ｉ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

区民へのスポーツの機会の提供
①ミニマラソン大会・小学校駅伝大会
②区民スポーツ大会（１１大会）
③城東区スポーツカーニバル

・事業参加のべ人数　3,000人以上
【撤退基準】
・事業参加のべ人数が1,000人未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
平成28年度実績
・事業参加のべ人数　3,416人
平成27年度実績
・事業参加のべ人数　3,030人

27決算額 1,529千円 28予算額 2,499千円 29予算額 4,430千円

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：撤退基準未達成

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

具体的取組１－１－５ 【スポーツを楽しみつながるまちづくり】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・吹奏楽フェスティバル
・ロビーコンサート　５回開催
・音楽の祭日
・合唱祭（再掲）
・第九演奏会(再掲）
・若い世代を対象とした音楽事業の開催

若い世代を対象とした音楽事業の開催について、音楽メニューについて
若い世代向きのメニューで来場者の若返りを見込んだが効果が上がらな
かった。新たな取り組みの検討が必要。

業績目標の達成状況
①～④の参加者数　4105名
④30歳代以下の占める割合　7.31％

③
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

青少年の音楽活動の支援を新たな取り組みとする。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ｉ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

①区内の中学生が音楽を通して交流する機会を提供する。
 ・吹奏楽フェスティバル
②区役所庁舎を活用し、区民に身近なところで気軽に音楽にふ
れあえる機会を提供する。
 ・ロビーコンサート（年間５回）
 ・音楽の祭日
③区民組織が主体となって開催する音楽事業への支援
 ・合唱祭（再掲）
 ・第九演奏会（再掲）
④若い世代を対象とした音楽事業の開催（年間１回）

・取組①～④における参加者数　4,000人以上
・取組④の来場者のうち30歳代以下の占める割合　30％以上
【撤退基準】
・取組①～④における参加者数　2,000人未満
・取組④の来場者のうち30歳代以下の占める割合　10％未満
の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
平成27年度実績
・事業参加者数　4,085人
・全事業における来場者30歳代以下の割合　14.5％

27決算額 852千円 28予算額 1,697千円 29予算額 2,031千円

具体的取組１－１－４ 【音楽にあふれるまちづくり】
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【様式２】

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

ボランティア従事者数　　総数　６８２５名
・緑化リーダー育成講習会　　 　　　　　 １００名
・緑のカーテン推進事業　　　　　　　　　 １０７名
・種から育てる地域の花づくり事業　　２５２７名
・地域の緑化ボランティアグループ活動の支援　　３１２２名
・その他（緑化相談・コスモちゃん花壇活動・寄せ植え講習会など）　９６９
名

―

業績目標の達成状況
取組実績どおり

①（i)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ｉ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

①「はなびとコスモスタッフ」「緑のカーテンサポーター」をはじめと
する緑化ボランティアの育成
・緑化リーダー育成講習会（年間６回）
・緑のカーテン推進事業
②緑化ボランティアの活動促進と支援
・種から育てる地域の花づくり事業
・地域の緑化ボランティアグループ活動の支援

・年間緑化ボランティア従事のべ人数6,000人以上
【撤退基準】
・年間緑化ボランティア従事のべ人数が3,000人未満の場合、事
業を再構築する。

前年度までの実績
平成28年度実績
・年間緑化ボランティア従事のべ人数　5,907人（3月末時点）
平成27年度実績
・年間緑化ボランティア従事のべ人数　6,059人

27決算額 1,084千円 28予算額 1,766千円 29予算額 924千円

具体的取組１－１－６ 【花と緑と人を育むまちづくり】
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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２ 【誰もが健康でいきいきと暮らし、支えあうまちづくり】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

・障がいのある方、高齢者や子どもを地域のみんなが互いに見守り、支えあう
・保育所、幼稚園などが充実し、安心して働くことができる

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・城東区では人口はほぼ横ばいに推移している。
・出生数平成23年度1,549人、平成24年度1,511人、平成25年度1,420人と減少傾向になっている。一方、平成12年の65歳以上人口は26,275人
（16.6％）が平成23年には36,537人（22.1％）と高齢化が進んでいる。
・また、要介護認定者数や障がい手帳所持者数なども年々増加傾向にある。
・平成20年度以降、毎年、保育所の整備が進み、保育所３か所、認定こども園４か所、小規模保育４か所、その他、分園整備等により保育所入所
児童数が拡充されている。また、平成28年2月に保育所1か所、4月に小規模保育1か所が新たに開設。

◆高齢者に関するデータ

◆子どもに関するデータ

◆障がい手帳に関するデータ

◆高齢者に関するデータ

◆子どもに関するデータ

◆障がい手帳に関するデータ
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【様式２】

計
　
画

・城東区では人口はほぼ横ばいに推移している。
・出生数平成23年度1,549人、平成24年度1,511人、平成25年度1,420人と減少傾向になっている。一方、平成12年の65歳以上人口は26,275人
（16.6％）が平成23年には36,537人（22.1％）と高齢化が進んでいる。
・また、要介護認定者数や障がい手帳所持者数なども年々増加傾向にある。
・平成20年度以降、毎年、保育所の整備が進み、保育所３か所、認定こども園４か所、小規模保育４か所、その他、分園整備等により保育所入所
児童数が拡充されている。また、平成28年2月に保育所1か所、4月に小規模保育1か所が新たに開設。

◆健康に関するデータ

■高齢化率の年次推移 ■いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操

実施拠点数及び参加者数

■区民モニターアンケート 「いきいき百歳体操」認知度（60歳以上）

H23 36.9% H26 39.3% Ｈ27 47.0％

◆在宅療養に関するデータ

◆健康に関するデータ

■高齢化率の年次推移 ■いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操

実施拠点数及び参加者数

■区民モニターアンケート 「いきいき百歳体操」認知度（60歳以上）

H23 36.9% H26 39.3% Ｈ27 47.0％

◆在宅療養に関するデータ
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【様式２】

計
　
画

・城東区では人口はほぼ横ばいに推移している。
・出生数平成23年度1,549人、平成24年度1,511人、平成25年度1,420人と減少傾向になっている。一方、平成12年の65歳以上人口は26,275人
（16.6％）が平成23年には36,537人（22.1％）と高齢化が進んでいる。
・また、要介護認定者数や障がい手帳所持者数なども年々増加傾向にある。
・平成20年度以降、毎年、保育所の整備が進み、保育所３か所、認定こども園４か所、小規模保育４か所、その他、分園整備等により保育所入所
児童数が拡充されている。また、平成28年2月に保育所1か所、4月に小規模保育1か所が新たに開設。

城東区民へのアンケート結果（平成26年10月～11月調査）

テ ー マ ：「人生の最終段階における過ごし方について」

調査協力：城東区医師会、城東区歯科医師会、城東区薬剤師会、城東区内各地域包括支援センター、

城東区内訪問看護ステーション管理者会

回 答 者 ：城東区民799名（医療機関等の患者・利用者）及びその家族91名
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城東区民へのアンケート結果（平成26年10月～11月調査）

テ ー マ ：「人生の最終段階における過ごし方について」

調査協力：城東区医師会、城東区歯科医師会、城東区薬剤師会、城東区内各地域包括支援センター、

城東区内訪問看護ステーション管理者会

回 答 者 ：城東区民799名（医療機関等の患者・利用者）及びその家族91名
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ですか（家族）

■自宅療養困難理由は？（本人） ■自宅療養困難理由は？（家族）

■回復の見込みのない状況で希望するケアは？

（本人：複数回答あり）

■回復の見込みのない状況で希望するケアは？

（家族：複数回答あり）

往診医

不在
11%

訪問看護

師不在
0%

家族不在
14%

家族負担
35%

経済的負

担
11%

入院で

きるか

不安
10%

環境が不

整備
9%

どうしてよ

いかわから

ない
10%

往診医不在
0%

訪問看護師

不在0%

家族

不在
10%

家族負担
31%

経済的負

担0%

入院できる

か不安
26%

環境が不

整備16%

どうしてよ

いかわか

らない17%

－9－



【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

（子育て・教育）
子育て支援情報誌「わくわく城東」の配布方法の強化は、情報発信の区民評価や事業認知度の上昇に大きく寄与した。一方、待機児童解消に向
け、新たに認可保育所、小規模保育事業所の募集や、もと区民ホールの活用などにより、複数の施設が開設できたものの解消には至らなかった。
引き続き、保育ニーズの高い地域への保育所誘致等を進めていく必要がある。また、小学校、中学校の時間外学習会は、2年目を迎え、学習習慣
を身につけるための手法として徐々に効果が表れている。不登校生徒を対象とした「居場所づくり事業」については、引き続き事業者や学校と緊密
に連携を図りながら、進めていく必要がある。
（地域福祉）
地域における見守りや地域包括ケアシステムの構築については、地域や関係機関と連携を深めながら順調に進捗している。但し、地域包括ケアシ
ステムの認知度が伸びておらず、看取り等への区民の関心を高める取組が必要である。

計
　
画

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

・高齢者推計人口、要介護認定者数、障がい手帳所持者が増加傾向にあり、新しい住民の増加、高齢化が著しい地域など地域差
に加え、核家族化、生活様式の多様化など社会状況の変化により、児童・障がい者・高齢者への虐待、いじめ、DV、ネグレクトなど
多様な問題が発生している。
・団塊の世代の方の加齢により今後区民の高齢化が急激に進展することが見込まれる。一方で国や大阪府の動向から、病床数の
拡充は見込めない状況。
・城東区では、保育所の整備が毎年すすんでいるが、新規のマンション建設も次々と進み、待機児童は増加に転じている。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・誰もが安心して住み続けることができる地域社会の実現に向けた、地域住民や、様々な団体との協働により、高齢者や障がいな
ど、支援を要する方、子どもなど、地域ぐるみでの見守りなど地域の活動の支援。
・医療処置を必要とする高齢者や認知症高齢者等の急激な増加に備え、地域で支えるため、地域包括ケアシステムを構築し在宅
医療と介護の連携を推進。
・今後もマンションの建設がすすみ、待機児童や保育ニーズの増加が見込まれることから、保育施設・事業等の拡充が必要。
・ネグレクトや就学援助世帯の増加等の影響もあり、学習習慣が身についていない児童生徒が増加しており、学習の習慣付けや学
力アップが課題。
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【様式２】

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・子育てするなら城東区推進事業「ママカフェ」（10回）　・幼稚園説明会の開
催（5～6月、2回）　・子育てﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催（10月）　・絵本展（11月）、絵本講
演会（2月）開催　・気軽に立ち寄れる場所「絵本カフェ」の開催(26箇所)
・広報誌での子育て情報の発信、子育て支援情報誌「わくわく城東」の発行
・子育てマップ発行（3月）　・子育て関係機関との連携強化

子育て支援に関する様々な事業の認知度については、情報発信の強化
を行った結果、一定の成果が見られたものの、まだまだ半数の認知度で
あり、さらなる強化が必要である。

業績目標の達成状況
40歳代以下の子育て支援事業の認知度 50.7%

①(ⅰ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

子育ての情報がより多くの子育て層に届くよう、子育て応援情報誌「わく
わく城東」の配付先の再検討や、情報発信のツールについて見直し等を
行い、子育て支援事業への参加につなげていく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・子育てフェスティバル、絵本展や絵本のイベント、読み聞かせ会
など、子育て支援事業等の開催 （年10回）
・気軽に立ち寄れる場所「絵本カフェ」の開催（２０箇所）
・広報誌での子育て情報の発信、子育て支援情報誌「わくわく城
東」や城東区子育てマップの発行
　（情報誌毎月発行、マップ作成年１回）
・子育てサロン、子育て関係機関などとの連携の強化
　（イベント開催年２回）

40歳代以下の子育て支援事業の認知度
40％以上（区民アンケート）
【撤退基準】
上記目標が30％に満たない場合は再構築する。

前年度までの実績
平成28年度実績
・40歳代以下の子育て支援事業の認知度　　　23.6%

具体的取組２－１－１ 【子育て支援事業の推進】

27決算額 3,598千円 28予算額 6,243千円 29予算額 5,600千円

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

84人 Ａ
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

認可保育所や認定こども園、小規模保育事業所等の開設募集について
引続き行うとともに、区内の一時保育事業ならびに幼稚園の預かり保育
についても積極的な周知ＰＲを行うことで、待機児童の解消を図っていく。
又、子育て支援の情報発信に向けての取り組みを強化していく。

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

子育て支援の情報については、情報誌の配付の範囲を広げる等により情報
発信の強化に努めたが、発信手法についてさらなる改善が必要と考える。
待機児童については、前年度より減少となっているが、特定年齢児（1歳）の
待機児童数については、突出している現状である。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
子育てアンケートで子育て支援の情報が子育て層に向
けて発信されていると感じる区民の割合　70% 60% Ａ

Ａ
待機児童数　55人

めざす成果及び戦略２－１ 【子育て世帯が安心して、生み育て、働くことができるまちへ】

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＞
・子育て支援の情報が子育て層に向けて発信されている
・保育所、幼稚園などが充実し、待機児童がない

・区広報誌での子育て情報の拡充や、『子育てするなら城東区』
『絵本で子育て！みんなで子育て！』事業等を通じて、子育ての
情報発信を強化する。
・また、地域での身近な居場所や、相談拠点の開設や、子育て関
係機関の連携を強化する。
・マンション建築などの動向を注視し、潜在的な保育所ニーズも
把握した、保育所整備に向けた取り組みを行う。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
・子育てアンケートで子育て支援の情報が子育て層に向けて発
信されていると感じる区民の割合　平成31年度末までに60％以
上（平成28年度実績　59.8％）
・待機児童数　平成31年度までに０にする
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【様式２】

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・小規模保育事業所「もりのこルーム」開設(4月）、「とまり木保育園」開設
（12月）
・一時保育事業の実施（6か所）　・区役所における一時保育の実施（6、8
月、2月）
・もと城東区民ホールへの保育施設開設に向けた事業者の公募と決定
・認可保育所・一時保育事業所開設に向けた事業者の公募と決定（3か
所、509名）
・地域子育て支援拠点事業「東中浜みらいひろば」開設（12月）

保育ニーズに応じた保育所整備地域の選定や事業者誘致については、
実際に保育所が必要な地域とのマッチングが難しい。
また、区役所における一時保育の実施については、区役所内での保育
場所の確保が、他業務との調整で確保できない場合がある。

業績目標の達成状況
・小規模保育事業所の開設（1事業所）・家庭的保育事業所の開
設（1事業所）　・一時保育事業の実施（6か所）　・区役所における
一時保育の実施（4回）

②（ⅱ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

新規のマンション建設の動向に引続き注視しながら、待機児童解消に向
け保育所整備地域の選定や事業者誘致を行っていく。
区役所における一時保育については、子育てするなら城東区推進事業
「ママカフェ」において実施していることから、別立てで実施している状況
を見直しする。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・マンション建築等による新たな保育ニーズ等にも応じた、保育所
整備地域の選定や事業者誘致
・小規模保育事業の充実
・一時保育事業の実施
・区役所における一時保育の試行的実施
・未利用地等、公有財産の活用

小規模保育事業所の開設（1事業所）
一時保育事業の実施（6か所）
区役所における一時保育の実施（10回以上）
【撤退基準】
未開設の場合は、公募の方法などを見直し

前年度までの実績
平成28年度実績
・小規模保育事業所開設（4月）
・小規模保育事業所事業者公募（5・8・12月）、認可保育所等開
設に向けた事業者の公募（8・12・2・3月）　等

27決算額 2,048千円 28予算額 7,003千円 29予算額 4,697千円

具体的取組２－１－２ 【保育事業の充実】 ★
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【様式２】

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

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

地域サポーター・推進コーディネーターの配置：15地域
地域サポーター・推進コーディネーターの年間会議や事業活動等への参
加・参画件数2,156件
研修等含む連絡会を毎月1回開催

地域サポーター・推進コーディネーターの配置が16地域中、15地域となっ
ている。
地域でより機能的な相談支援体制づくりが必要。

業績目標の達成状況
地域サポーター・推進コーディネーターの年間会議や事業活動等
への参加・参画件数2,156件

①(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

未配置をなくすため、地域への支援を行うとともに、より身近な関係機関
等との情報共有、連携、相互支援が行えるしくみづくりをさらに進める。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・「地域サポーター」を中心に、地域における要援護者の情報収
集等、災害時要援護者支援を推進
・「推進コーディネーター」を中心に、各校下において地域の実情
に応じた多様な取組の推進支援を実施
・コミュニティカフェなどの新たな地域福祉活動を促進するコー
ディネーターを配置し、事業展開を図る

（研修等実施　毎月1回）

地域サポーター・推進コーディネーターの年間会議や事業活動
等への参加・参画件数2,000件。
【撤退基準】
上記目標を達成しない場合、事業の再構築を行う。

前年度までの実績
平成28年度実績
・研修を含む連絡会を毎月１回開催
・新たな地域福祉拠点の開拓を行った。

具体的取組２－２－１ 【地域福祉支援事業（ソーシャルインクルージョン推進事業）】

27決算額 21,327千円 28予算額 23,288千円 29予算額 22,866千円

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a
ａ：順調
ｂ：順調でない

地域でさまざまな福祉の担い手の協働により、支え合う活動がで
きていると感じている人の割合（事業アンケート（民生委員対象））
55.3％

― A

A

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・地域住民、NPO、企業などさまざまな福祉の担い手の協働によ
り、地域で支え合う活動ができている状態
・高齢者、障がい者など、支援を要する方を地域で把握できてい
る状態

・地域の特性を活かした、アクションプランを推進し、より地域の
実情に応じた地域福祉システムを構築する。
・これまで地域で活動への関わりが薄かった人や地域で働く人な
ど新たな地域福祉の担い手の育成を支援する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
地域でさまざまな福祉の担い手の協働により、支え合う活動がで
きていると感じている人の割合　平成31年度末までに60％以上
（事業アンケート）

めざす成果及び戦略２－２ 【高齢者、障がい者、子どもを地域が 互いに見守り、支えあうまちへ】
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【様式２】

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

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

要援護者名簿に係る郵送・訪問等による同意確認・名簿整備：2,075人
（累計6,775人）
見守りネットワーカーによる孤立世帯等への専門的対応：318人
行方不明高齢者の早期発見に向けたメール配信協力者：407人

整備された名簿をより有効に活用する方法を引き続き検討するとともに、
名簿整備の拡大が必要。

業績目標の達成状況
対象者の名簿整備 62.66％

①(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

要援護者を支援するため、これまでの取り組みを踏まえた地域ごとの見
守り体制の構築を支援。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・要援護者情報の整備
・孤立世帯等への専門的対応
・認知症高齢者等の行方不明時の早期発見

[区CM事業（福祉局所管）]
※対象者は高齢者から始め（27年度）、2年目に障がい者、3年目
に難病患者へと順次拡大する。

対象障がい者及び難病患者の60％以上の名簿整備を行う。
【撤退基準】
上記目標が40％に達しない場合、実施方法を再構築する。

前年度までの実績
平成28年度実績
・障がい者、高齢者の名簿整備
・対象障がい者の名簿整備：60.27%
・行方不明高齢者の早期発見に向けたメール配信協力者：357人
・高齢者徘徊時対応模擬訓練（11月開催）

27決算額 29,608千円 28予算額 28,818千円 29予算額 28,885千円

具体的取組２－２－２ 【地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業】 ★
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【様式２】

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・「在宅医療・介護連携推進会議」を年間9回実施（4.5.6.7.9.10.12.1.2月）
・「多職種研修会」1回実施（11月18日）
・「区民講演会」2回実施（1月18日、2月3日）
・区民への普及啓発として、パンフレット作成及び区広報誌へ川柳連載。

・連携推進会議や研修会で積み上げた多職種間の連携意識やノウハウ
を、区内の医療・介護関係機関全体に、より一層浸透させる必要がある。
・講演会参加者以外の多くの区民にも、広くわかりやすく意識啓発を図る
必要がある。

業績目標の達成状況
連携推進会議9回実施・参加者延べ245人、多職種研修会参加者
147人、区民の講演会への参加計492人（1月252人、2月240人）

①(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・医療・介護職全体の会議・研修に加え、各職種内及び特定職種間で
テーマを設定した研修を行い、取組の浸透を図る。
・区民に対しては、講演会の他、区広報誌・ホームページの活用、パンフ
レットの作成等により、地域包括ケアのイメージのみならず具体的事例も
交えての意識啓発を図る。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・4月～7月　連携推進会議4回開催　延べ112人参加
　引き続き多職種協働会議体での情報連携を図り地域の状況把握に努める。
・多職種研修会　11月18日開催予定
　様々な職種に関わる事例を提案し多職種の積極的参加を図る。
・区民講演会　2月3日開催予定
　区民にわかりやすく伝えるよう講演内容を吟味し広範囲への周知を図る。

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・区内の医療・介護関係者等が参画する「在宅医療・介護連携推
進会議」を開催し、在宅医療・介護連携の現状と課題の抽出、解
決策等を協議。（年６回以上）

・区内の医療・介護関係者が相互に顔の見える関係を築くため、
グループワーク等を通じてそれぞれの役割や職種間連携方法に
ついて協議する研修会を企画・実施。（年１回）

・区民を対象に、誰にでも起こり得る身近な事象から命の尊厳や
看取り等について考えていただき、地域包括ケアシステムの普及
啓発につなげるための講演会を企画・実施。（年１回）

・パンフレット、チラシ、区広報誌、ホームページ等を活用し、区民
に対し地域包括ケアシステムにかかる更なる普及啓発を実施。

・「在宅医療・介護連携推進会議」を年６回以上実施し、参加者の
べ150人以上。
・医療・介護関係職種の「多職種研修会」への参加70人以上。
・区民の「講演会」への参加160人以上。

【撤退基準】
・上記目標をいずれも下回った場合は再構築。

前年度までの実績
平成28年度実績
・在宅医療・介護連携推進会議実施
  （11回実施、参加者延べ298人）
・10月29日 多職種研修会実施（参加者88名）
・1月28日 区民講演会実施（参加者350名）

具体的取組２－３－１ 【地域包括ケアシステムの充実・推進】

27決算額 － 千円 28予算額 － 千円 29予算額 － 千円

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・病気・介護に直面した際の相談先や提供可能なサービス等、具体的な
内容を含めた周知啓発に努め、認知度の向上につなげる必要がある。アウトカムの達成状況 前年度

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＞
・地域で暮らす高齢者に医療・介護等の必要な支援が切れ目なく
提供されるよう、区内の医療・介護関係機関が円滑に連携できる
状態。

・医師会・地域包括支援センター等、区内の医療・介護関係機関
との協働により、限られた医療・介護等の資源を効率的に活用で
きるように多職種間の連携体制の強化を図り、また区民に対し
て、在宅療養や看取り等に関する問題を提起しつつ地域包括ケ
アシステム構築の必要性についての意識啓発を図る。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・区民アンケートで医療・介護等を必要とする高齢者が住み慣れ
た地域で安心して暮らし続けられるよう医療・介護・予防・住ま
い・生活支援を一体的に提供する体制「地域包括ケアシステム」
についての認知度　平成３３年度までに60％（平成28年度実績
52.9％）

52.9% B

B

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

イ
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

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・様々な媒体を活用し、認知症の予防に関連づけるなど区民が関心を持
てるような具体的なテーマとその対応策を示す等の取組を進め、区民へ
の更なる情報提供・周知啓発を図る。

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

個別 全体
区運営方針関連アンケートにおける認知度
51.0％

めざす成果及び戦略２－３ 【高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるまちへ】

－15－



【様式２】

※教育委員会事務局予算

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①ＪＯＴＯ塾を5月より1か所追加し、計２か所で実施
②小学校にて時間外学習会を開催（１校）
③不登校生徒を対象とした「居場所づくり事業」を実施。また１月より、不
登校生徒宅への家庭訪問を前提とした、学校保護者との打合せを実施
（1校）。

①参加者のニーズに基づく実施手法の改善
②実施校の拡大とそのためのスタッフの確保
③スタッフを派遣する訪問型の取組みの手法の確立
　

業績目標の達成状況
①34人／月　　　②67％　　　③８名

①(ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①授業時間の延長と自習スペースの設置
②先行実施校の手法の紹介。スタッフ確保に向けての各校への支援
③事業者や学校と緊密に連携を図りながら、生徒や保護者のニーズを把
握し、その対応を検討。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①実施個所数を1か所（蒲生中学校）から2か所（東中浜公園集会所を追
加）
③委託業務内容に、区内中学校へのスタッフ派遣を追加し、不登校の未
然防止と事業内容の周知を図る。

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

① 中学校等の場所において、塾代助成制度を活用した区内中
学生対象の学習会【JOTO塾】の実施
② 学習会にニーズがあり、条件の整った小学校での時間外学習
会の実施
③ 区内中学校の不登校生徒を対象とし、学習支援や各種活動
プログラムの提供など、個々の生徒の実情に応じた支援を行う
「居場所づくり事業」の実施

① 事業の実施状況を検証し、参加者数の前年度からの増加を
めざす。
② 実施小学校における対象の児童のうち、５０％以上の参加を
めざす。
③ 参加者数の前年度からの増加をめざす。
【撤退基準】
① 区での参加者数が20名を下回った場合、手法を再構築する。
② 上記目標が２０％に達しない場合、手法を再構築する。
③ 参加者数が前年度２０％に達しない場合、手法を再構築す
る。

前年度までの実績
２８年度実績　①２６人／月　②６１％　③１名

具体的取組２－４－１ 【学習会等のモデル実施】★

27決算額 － 千円 28予算額 3,508千円 29予算額 7,092千円

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a
ａ：順調
ｂ：順調でない

学習習慣を身につけるための手法として効果が
あった参加児童生徒の割合　100％

100% Ａ

Ａ

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
家庭状況や経済状況にかかわらず、すべての子どもが学習習慣
を身につけ、学力アップを図ることができる状態

・地域やNPO等と学校が連携し、区役所が支援する学習
会等をモデル的に実施し、その効果や課題を検証すること
により、学習習慣を身につけることができる学習会の実施
方法を確立する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
地域と学校が連携して学習会を実施するなど、学習習慣を身に
つけるための手法として効果があった参加児童生徒の割合  平
成３０年度までに50％以上（学校関係者アンケート）（平成28年度
実績　100％）

めざす成果及び戦略２－４ 【子どもたちの豊かな心、確かな学力を育むまちづくり】

－16－



【様式２】

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・災害発生時には、地域住民による自主防災組織が重要であるが、現在その組織の構成員や防災訓練への参加者は高齢の方が
多い。組織の持続のための若い年齢層の参加促進や、災害発生時の避難行動要支援者（高齢者や障がい者等）に対する取組が
必要である。
・街頭犯罪件数については、減少傾向にあるものの、引き続き街頭犯罪の抑止に取組んでいく必要がある。

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

（防災）
子育てサークルやマンション管理組合の他、地域の避難行動要支援者と密接に関係する訪問看護師との懇談や訪問看護ステー
ションでの防災出前講座の開催は、利用者の安全確認や避難について課題を共有できるなど有効な取組であったが、防災活動に
参加する区民の割合は目標に達しなかった。地域と学校との合同訓練に保護者の参加を促進するなど、継続して広く住民の参加を
促進できる防災訓練の実施を進めるとともに、避難所開設訓練や地域防災計画の策定などを進めていく必要がある。
（防犯）
安全・安心と感じる区民の割合は目標を達しているものの、担い手の高齢化等により地域防犯活動の住民参加が広がっておらず、
有効な改善策を立てる必要がある。また、防犯カメラを目標台数設置するために、電柱使用許可にかかる期間を考慮し早期に地域
との調整を進める必要があるほか、街頭における犯罪抑止に有効な設置場所について事前に警察との協議を進めておく必要があ
る。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ 【地域で支えあう安全で安心なまちづくり】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

・災害に対する備えが充実している
・住民同士が助けあう体制が整っている
・区民が安全で、安心に暮らせる

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・東部の低湿地帯である旧大和川流域に属し、標高1～2mと区域全般に低く平坦で、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、南海トラフ巨大地震発生時にも、浸水被害にあうとされている。
・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区中上位3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。

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

・区民アンケートにおいて、自主的な防災活動に参加したことのあると回答した方の割合が23.9%あり、その中で20歳代は5.7％と低い。
・地域での防犯活動に参加したいという方の割合（複数回答あり）が、子ども見守り活動で25.0％、青色防犯パトロールが7.0%と低い。
・防犯に関して、城東区役所が今後もっとも力を入れるべきだと思う取組について、防犯カメラの設置と回答した方の割合が24.8％と最も高い。（平
成26年度区民モニター）

１．参加したことがある
２．活動は知っていた

が、参加したことがない
３．活動していることを知

らなかった
無回答

23.9 40.4 34.4 1.4

20歳代 5.7 24.5 69.8 0.0

30歳代 14.3 36.3 49.5 0.0

40歳代 22.1 37.7 39.6 0.6

50歳代 23.9 42.2 33.0 0.9

60歳以上 30.8 45.2 21.6 2.3

◆H28区民アンケート：自主的な防災活動に参加したことがある区民の割合（単位：％）

問８

全体

年
代
別

１．子ども見守り
活動

２．歳末時など
の夜警

３．青色防犯パ
トロール

４．各種防犯
キャンペーン

５．こども１１０
番の家

６．参加したくな
い

無回答

25.0 18.0 7.0 15.4 11.9 36.9 6.4

20歳代 20.8 5.7 3.8 17.0 11.3 47.2 7.5

30歳代 39.6 11.0 7.7 17.6 20.9 37.4 1.1

40歳代 27.9 11.7 3.9 18.2 11.7 37.7 4.5

50歳代 16.5 21.1 5.5 17.4 15.6 37.6 4.6

60歳以上 22.3 24.3 8.9 12.5 7.9 34.8 9.2

全体

年
代
別

◆H28区民アンケート：参加したいと思う取組（現在参加している方もお答えください）（複数回答）（単位：％）

問９
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【様式２】

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①中学校での地域防災訓練開催１ヶ所、 地域訓練等への中学生参加
１ヶ所、
・防災訓練実施全16地域（計22回）　避難所開設訓練実施地域数２⇒４
地域、地域防災講座開催2ヵ所（計７回）
②出前講座は子育てサークル２ヶ所、分譲マンション３ヶ所、訪問看護ス
テーション２ヶ所、その他３ヵ所

　防災訓練に避難訓練を取り入るなど、広く地域住民が参加できるよう訓
練内容の工夫はされているが、若年層の参加が少ない。

業績目標の達成状況
平成29年度区民アンケート結果25.3％

②(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

　学校土曜授業と地域の訓練の合同開催による保護者等の参加促進を
図るとともに、地域訓練実施の広報の充実を図る。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

①地域での防災訓練の充実
・中学校で生徒参加の防災訓練を開催
・各地域の防災訓練の充実
②出前講座の開催
・子育てサークルやマンション住民等を対象にした、世代や居住
形態に合わせた出前講座の開催

区民モニターにおいて、自主的な防災活動に参加したことがある
と回答した区民の割合30%以上（区民アンケート）
【撤退基準】
前年度実績を下回った場合、手法を再構築する。

前年度までの実績
平成28年度実績
自主的な防災活動に参加したことがあると回答した区民の割合
23.9%（区民アンケート）
平成27年度実績
自主的な防災活動に参加したことがあると回答した区民の割合
28.2%（区民モニター）

具体的取組３－１－１ 【防災意識の向上】★

27決算額 11,434千円 28予算額 17,310千円 29予算額 12,850千円

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 b
ａ：順調
ｂ：順調でない

平成29年度区民アンケート結果53.7％
51.3% Ｂ

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＞
住民各自が日頃から災害に対する備えを行い、災害が発生して
も、避難行動要支援者（高齢者や障がい者等）を含めた地域の
住民同士が助け合い、安全な環境で避難所を開設・運営する。

・災害に強いまちをめざして、区防災拠点を活用した防災訓練
や、避難所開設訓練、図上訓練等、地域で開催される各種防災
訓練の充実を図る。さらに、子育て世代向けやマンション住民向
けの防災講座を開催し、幅広い層の住民の防災意識の向上を図
る。
・避難行動要支援者（高齢者や障がい者等）を対象に、地域との
情報共有を進める。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
区民アンケートで地域が防災活動に取り組んでいると思う区民の
割合　平成29年度末までに60％以上　（平成28年度実績
51.3％）

めざす成果及び戦略　３－１ 【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】
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【様式２】

※「2-2-2地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」の事業全体の予算額を記載

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

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

要援護者名簿に係る郵送・訪問等による同意確認・名簿整備：1,772人 整備された名簿をより有効に活用する方法を引き続き検討するとともに、
名簿整備の拡大が必要。

業績目標の達成状況
対象者の名簿整備 62.66％

①(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

要援護者を支援するため、これまでの取り組みを踏まえた地域ごとの見
守り体制の構築を支援。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・要援護者情報の整備
　
[「2-2-2　地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」
の一部を再掲]

対象障がい者及び難病患者の60％以上の名簿整備を行う。
【撤退基準】
上記目標が40％に達しない場合、実施方法を再構築する。

前年度までの実績
平成28年度実績
・障がい者、高齢者の名簿整備
・対象障がい者の名簿整備：60.27%（2月末現在）

27決算額 29,608千円 28予算額 28,818千円 29予算額 28,885千円

具体的取組３－１－２ 【避難行動要支援者情報の共有】
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【様式２】

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・子ども見守り活動団体のボランティア保険加入
・子ども110番の家事業における協力家庭等が掲示する懸垂旗やステッ
カーの表示物の支援
・地域・警察と協働した防犯キャンペーンで使用する自転車盗難防止の
ためのワイヤーロック等の啓発品の支援

　子ども見守り活動等への活動参加者の確保が困難。

業績目標の達成状況
平成29年度区民アンケート結果：子ども見守り24.6％・青色防犯
パトロール4.7％

③
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

　防犯協会各支部やＰＴＡ協議会、警察との「子ども見守り」や「子ども110
番の家事業」に関する問題点等の洗い出しによる対策の構築。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・青色防犯パトロール車の普及・啓発
・子ども見守り活動等の地域防犯活動への支援

地域での防犯活動に参加したいと思う区民の割合（複数回答あ
り）子ども見守り活動40％以上、青色防犯パトロール15%以上（区
民アンケート）
【撤退基準】
前年度実績を下回った場合、手法を再構築する。

前年度までの実績
平成28年度実績
区民アンケート：　子ども見守り活動25.0％、青色防犯パトロール
7.0%
平成27年度実績
区民モニター：　子ども見守り活動42.3％、青色防犯パトロール
11.0%

具体的取組３－２－１ 【地域コミュニティによる防犯力の向上】

27決算額 2,066千円 28予算額 4,106千円 29予算額 3,123千円

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

平成29年度区民アンケート結果77.5％
79.00% Ａ

Ａ

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
地域防犯活動に多くの住民が参加し、地域コミュニティの防犯力
を向上させることで、安全・安心に感じて暮らすことができる状態

犯罪の少ない安全・安心なまちづくりをめざして、地域および警
察と連携協働して、青色防犯パトロール車の貸出や、子ども見守
り活動等の地域防犯活動を積極的に支援することにより、地域コ
ミュニティの防犯力を向上させる。また、区内小学生に対する防
犯ブザーの配布とあわせ、防犯カメラの増設に向けた取組によ
り、犯罪抑止に努める。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
区民アンケートで住んでいるまちが安全・安心だと感じる区民の
割合　平成29年度末までに75％以上（平成28年度実績　79.0％）

めざす成果及び戦略　３－２ 【犯罪の少ない安全・安心なまちづくり】
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【様式２】

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

防犯カメラ設置台数16台分の地域との調整、設置箇所所有者の同意は
得られたが、電柱使用許可申請等にかかる十分な期間を見込んだ発注
ができず5台の設置となった。

　最長6ヵ月かかる電柱の使用許可申請のために防犯カメラ機種の詳細
が必要となり、そのための早期の業者決定が不可欠である。

業績目標の達成状況
防犯カメラ設置台数5台

③
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

　年度当初から地域との調整を開始し、遅くとも6月には発注を終わらせ
る計画で取り組む。また、地域との調整時に設置希望場所回答の締め切
りを設けるとともに、地域へ有効な設置場所の提案ができるように、有効
な設置場所について警察と協議し、あらかじめ設置場所の候補地を決め
ておく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・防犯カメラの設置 １６台以上
【撤退基準】
上記目標を達しない場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
36台設置（28年度）
14台設置（27年度）

27決算額 1,739千円 28予算額 6,997千円 29予算額 3,396千円

具体的取組３－２－２ 【犯罪抑止力の向上】

－21－



【様式２】

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・窓口での対応や電話対応など職員の対応については、民間の窓口サービスの平均的なレベルを上回るように全職員に対し、民
間業者による接遇研修を実施する。
・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。
・現状の人員体制で対処できる方法として、フロアマネージャーの活用や、繁忙期のみの職員配置などの工夫を通じて、窓口処理
がスムーズに進むように取り組む。
・多様な区民の意見やニーズを把握するとともに、それを反映した区政運営を行う必要がある。
・他部署の事件・事故であっても、自らの問題として日常の業務にコンプライアンス上の問題がないか常に点検できるような組織づく
りが必要である。

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

【信頼される区役所づくり】
不適切な事務処理件数が昨年度を上回っており、事務処理手順の再点検や重要管理ポイントの標準化に着手するなど、これまでの取組を更に進
めていく必要がある。
（窓口サービスの向上）
区役所業務の格付け結果において３年連続で「２つ星」を達成するなど、接遇研修の充実や窓口環境の改善の成果が表れていると考える。課題で
ある待ち時間については、昨年度導入したインターネット上での窓口呼び出し状況の可視化を一層周知するなど、時間を有効に過ごしてもらえるよ
うな取組を検討する必要がある。
（区政運営）
区政会議や区運営方針の認知度アップに努めるだけでなく、区政会議の効果的な運営や、区広報誌の全戸配布などの情報発信の強化に更に注
力していく必要がある。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題４ 【区民の皆さんに信頼される区役所づくり】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

・区民が利用しやすい便利で親切な区役所
・多様な区民の意見やニーズを区政に反映し、地域実情に応じた区政運営が行われており、区民がそれを実感している状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・区役所業務格付けの区役所来庁者サービスの格付けにおいて「２つ星」（民間の窓口サービスの平均的なレベルを上回るレベル）
の評価である。（平成28年度「来庁者等に対する窓口サービス」の格付け結果）
・旧庁舎は、昭和34年に建築され老朽化がすすみ、また狭隘のため、来庁者に不便をかけていたが、平成28年３月から区役所・区
民センター・図書館・老人福祉センターが一体となった複合施設を供用開始した。
・保険年金担当の窓口においては、来庁者数が多く、窓口での待ち時間が長くなっており、1時間を超える待ち時間となる場合があ
る。
・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　26.4％（平成28年度格付けアンケート）
・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　30.1％（平成28年度格付けアンケート）

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

・職員の窓口・電話対応などの向上をめざし接遇研修を行なっており、職員の市民対応に対する苦情は、減少し、お褒めの声も時
にはいただいている状況である。研修を継続する事が重要である。
・国民健康保険の資格・喪失及び給付関係や国民年金の資格・免除関係、さらに後期高齢者医療保険の資格・給付から保険料収
納までの全般といった多種多様な手続きを受け付けていること、また、申請期限が限定されている場合や、文書を大量に一斉発送
した直後などの特定時期（月初めと週初め）に来庁が集中することが主な原因である。
・区民にとって、多様な区民の意見やニーズが区政運営に反映されているという実感は薄い。
・職員による不祥事の発生が続き、個人情報の漏えい事故も減少していない。過去の事件や事故が他部署の事、他人の事としてと
らえられ、自らの問題として業務を検証していない状況がみられる。

－22－



【様式２】

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

○職員のコンプライアンス意識向上に向けた取組
・コンプライアンス研修の実施
・職員のコンプライアンス意識向上を図るため、事務室内への重要管理
ポイントの掲載及び朝礼時における重要管理ポイントの唱和
・他区で発生した不適切事案の検証と共有

・3月末現在、不適切な事務処理事案が16件発生（うち個人情報に係る
事務処理誤り等８件）している。
・各担当で設定している重要管理ポイントを遵守していれば防止できた事
案であることから、重要管理ポイントの設定見直しや周知徹底が課題。

業績目標の達成状況
不適切な事務処理16件（うち個人情報に係る事務処理誤り等８
件）

③
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・現行の重要管理ポイントの総点検・見直し（29年度中に実施済）
・事務処理手順の再点検・見直しや、５Sの徹底に取り組む。
・情報発信や研修、事例の共有など、重要管理ポイント遵守の意識をより
高める取り組みを実施する。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・城東区服務規律確保推進委員会により定期的にコンプライアン
ス関連情報の共有や注意喚起を行うとともに、全職員に対して朝
礼などで日常的な啓発やコンプライアンス研修・服務研修などに
より職員一人ひとりの意識向上に取り組む。
・個人情報の漏えいなどを防止するため、重要管理ポイントの遵
守を徹底する。また、ケアレスミスを減らすため身の回りの整理
整頓を図る。
・現金の取り扱いに関して現金等保管チェックリストなどを用い事
務の適正化に取り組む。また、現金取扱事務監察チームによる
金庫監査など実地調査を行い補完する。

不適切な事務処理の発生件数を前年度より半減させる。
【撤退基準】
前年度発生件数の半数を超えた場合、手法を再構築。

前年度までの実績
不適切な事務処理13件（うち個人情報に係る事務処理誤り等
11件）　（平成29年3月末現在）

具体的取組４－１－１ 【職員のコンプライアンス意識の向上】★

27決算額 － 千円 28予算額 － 千円 29予算額 － 千円

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 b
ａ：順調
ｂ：順調でない

不適切な事務処理16件（うち個人情報に係る事
務処理誤り等８件）

13件
（11件）

B

B

めざす成果及び戦略　４－１ 【コンプライアンスの確保】

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＞
個人情報の漏えい事故や職員不祥事などのコンプライアンス違
反が発生しない状態

コンプライアンス違反を発生させないための自律的な取組を促進
し、風通しのよい、職場づくりに向け職員一丸となって取り組む。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
個人情報の漏えい事故、及び職員不祥事の発生件数を前年度
より半減させる。（平成２９年度）

－23－



【様式２】

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・「くらしの手続き案内」、「お祝いカード」、「うちわ型番号札」の作成
・婚姻届者等が使用する「写真撮影スペース」の設置
・待合スペースに「図書コーナー」を設置
・タブレット端末を利用した通訳サービスの提供
・窓口呼び出し状況を区ホームページで見える化

来庁者アンケートにおいても、職員の窓口対応や待合スペースの環境に
ついて、評価いただいている一方で、待ち時間が長いことに対する意見
が多く寄せられていることから、全体として窓口利用に不満を抱く方が少
なからずいる状況である。

業績目標の達成状況
気持ちよく窓口利用できたと感じる来庁者の割合　72.4％（来庁者
アンケート）

②(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

29年度から導入した携帯端末等で呼び出し状況をリアルタイムで確認で
きるシステムの周知を行うなど、待ち時間を感じさせない環境の整備に引
き続き取り組んでいく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・「手続き案内書」の作成・配布、婚姻・出生届時の「お祝いカー
ド」（コスモちゃん挿入）の作成、ウチワ型「証明交付用番号札」の
使用など、時宜に応じた細やかなサービスを提供する。
・最繁忙期にフロアマネージャーや窓口以外の職員により事前の
申請用紙交付と記入補助を行い、窓口での所要時間を短縮す
る。
・回収するだけの書類は、専用ポストを設置して窓口処理の必要
をなくす。
・適正に手続きを行い、信頼される事務処理を実施する。
・子育て情報コーナーや、絵本スペース、授乳スペースなどを設
け、子育て世代の方が利用しやすい窓口にする。
・区役所における一時保育の試行的実施（※再掲２－１－２）
・タブレット型端末機のテレビ電話機能を使用した、遠隔手話、遠
隔外国語（英語、韓国・朝鮮語、中国語）通訳サービスの提供
・多くの来庁者が不満を感じる待ち時間に関して、待ち時間の短
縮、待ち時間を感じさせない環境の整備、待ち時間の明確化など
対策する。

気持ちよく窓口利用できたと感じる来庁者の割合80％以上。（来
庁者アンケート）
【撤退基準】
上記目標が７０％に達しない場合、再構築する。

前年度までの実績
平成28年度実績
気持ちよく窓口利用できたと感じる来庁者の割合　78.0%（来庁者
アンケート）
・「手続き案内書」の改訂・配布（年度当初・随時）
・「お祝いカード」の作成・配布（コスモちゃん挿入）
・うちわ型「番号札」の使用（夏季）
・写真撮影スペース（婚姻届者、出生届者などが利用）を設置
・待合スペースに図書コーナーを設置

具体的取組４－２－１ 【窓口環境の改善】

27決算額 － 千円 28予算額 － 千円 29予算額 － 千円

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 b
ａ：順調
ｂ：順調でない

未測定（窓口サービスの格付け結果：市民対応
の平均点上昇）

79.2% A

A
区役所業務の格付けにおける「来庁者に対する
窓口サービス」　　　「２つ星」

２つ星 A

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・迅速、正確、丁寧な窓口サービスを提供できる状態
・来庁者がストレス少なく窓口対応を受けられる状態
・職員が市民目線を理解し、区民とともに考え、市民の要求に迅
速・正確に行動できる状態

新庁舎への移転に伴い来庁者に快適で満足していただける窓口
サービスの提供に取り組む。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・来庁者への案内や、証明発行、届出受付をはじめとする窓口応
対について、サービス（説明や応対）の向上が図られていると感
じる区民の割合　平成29年度末までに80％以上（格付けアン
ケート：平成28年度実績　79.2％）
・区役所業務の格付けにおける「来庁者に対する窓口サービス」
の格付け結果、平成２９年度までに　「２つ星」（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（格付け調査：平成
28年度実績「2つ星」）

めざす成果及び戦略４－２ 【窓口サービスの向上】

－24－



【様式２】

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

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・接遇、謝罪対応の能力向上のため、外部委託による接遇研修及び覆面
調査を実施。

来庁されるすべての方が気持ちよく区役所を利用いただけるよう、高齢
者や障がい者の方への対応スキルの向上。

業績目標の達成状況
未測定（窓口サービスの格付け結果：市民対応の平均点上昇・星
二つ）

①(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

接遇研修と併せて全職員を対象とした高齢者や障がい者の方への対応
スキル向上を目的とした研修の実施を検討。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・全職員を対象に、窓口応対・電話応対の能力向上のため、外部
講師による研修を実施する。（年２回）

職員の市民対応の向上が感じられる市民が80％以上（格付けア
ンケート）
【撤退基準】
前年度実績を下回る場合は手法を再構築

前年度までの実績
平成28年度実績
職員の市民対応の向上が感じられる市民　79.2%（格付けアン
ケート）
平成27年度実績
職員の市民対応の向上が感じられる市民　80.0%（格付けアン
ケート）

27決算額 514千円 28予算額 700千円 29予算額 650千円

具体的取組４－２－２ 【接遇能力の向上】

－25－



【様式２】

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①区政会議の開催（本会３回、部会２回）
・委員の声を反映した部会を再編成やアンケートを踏まえ、資料（予算増
減説明等）や運営方法（配席等）を改善。
・区広報誌、ポスター、Twitterを活用した公募委員の周知
②全16地域活動協議会と区長が意見交換を行う場を設定（各地域2回実
施）
③教育会議の開催（3回）

今年度は区政会議委員の改選があったため、例年の広報誌での公募委
員の周知に加えて、町会掲示板でのポスター掲示やTwitterでの周知を
行うなど、区政会議の認知度の向上を図った。結果として委員募集は前
回を上回る応募があり、認知度についても前年度と比較して若干向上し
たものの、目標値には達しておらず、区民一般にはまだまだ知られてい
ない。
また運営についても、活発な意見交換が行われるための改善が必要で
ある。

業績目標の達成状況
・「区政会議」の認知度　12.2%（区民アンケート）
・教育会議の開催回数　3回

②（i）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

引き続き、区民が区政に参画するしくみとして区政会議が開催されている
ことを周知していく必要があるため、区広報誌を活用し、区の運営方針が
区政会議での意見をもとに作成されていることなど、区政会議の情報発
信を行う。区政会議の運営については、委員の意見や他区の事例も参
考にしながら、改善に努める。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

①区政会議を効果的に運営
　　区政会議本会（年3回）、３部会（年2回）
②区長と区民（グループ）が直接対話、交流できる機会の提供
③教育会議の開催 （※再掲１－１－２）

・「区政会議」の認知度　20%以上（区民アンケート）
・教育会議の開催回数　３回以上（再掲）
【撤退基準】
前年度実績を下回る場合手法を再構築

前年度までの実績
平成28年度実績
「区政会議」の認知度　10.5%（区民アンケート）
教育会議の開催回数　１回
平成27年度実績
「区政会議」の認知度　26.1%（区民モニター）
教育会議の開催回数　２回

具体的取組４－３－１ 【区民との対話や協働による区政運営】

27決算額 348千円 28予算額 931千円 29予算額 860千円

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 b
ａ：順調
ｂ：順調でない

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区民の割合　44.4% 26.4% Ａ

A
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　39.7%

30.1% A

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
区民ニーズを正確に把握し、区民が区政運営に参画できる仕組
みができている、と区民が実感している状態

・区政会議や教育会議等において、計画段階から区民との対話
や協働により区政運営を推進し、また、その評価をしてもらう仕組
みを効果的に運営する。

・区政会議をはじめ、様々な機会において区民ニーズを把握し、
それらの内容を踏まえて区運営方針を策定する。

・区政情報が区民全体に着実に届けられるようにする。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・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29年度末までに30％以上（格付け
アンケート：平成28年度実績26.4%）
・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29年度末までに30％以上（格付けアンケート：平成28
年度実績30.1%）

めざす成果及び戦略　４－３ 【区民の皆さんとすすめる区政運営】
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【様式２】

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

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

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区政会議（本会３回、部会２回）、教育会議（3回）、区民アンケート（年２
回）実施、コスモスメール設置。
・区運営方針冊子の発行、区政会議かわら版の発行（２回）、区広報誌で
運営方針の特集ページ掲載（４ページ）
・無料のスマホアプリ「マチイロ」で、広報誌を配信

運営方針の知名度については、昨年度より若干増加したものの、目標は
大幅に下回っており、一般区民はほとんど知られていない状況である。
一方で、無作為抽出アンケートにおける「区役所からの情報発信は十分
か」という問いに対して、28年度は肯定的意見が27.9%に対して、29年度
は38.5%となっていることから、情報発信は充実してきている。

業績目標の達成状況
「区運営方針」の認知度　5.7%（区民アンケート）

②（i）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

運営方針については、引き続き区広報誌等を活用し情報発信に努める。
また、平成30年５月から区広報誌の全戸配布を実施し、区政情報の発信
力を強化する。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・区政会議や教育会議、区民アンケート（年2回）、コスモスメール
（ご意見箱）、市民の声によるニーズ把握
・区の様々な取組や区運営方針などの区政情報が広く区民に
届くよう、工夫して情報発信する。（区運営方針冊子（区独自様
式）のカラー化、区政会議かわら版の発行、SNSの活用等）

「区運営方針」の認知度15％以上（区民アンケート）
【撤退基準】
前年度実績を下回る場合、手法を再構築

前年度までの実績
平成28年度実績
「区運営方針」の認知度5.6%（区民アンケート）
平成27年度実績
「区運営方針」の認知度21.6%（区民モニター）

27決算額 33,657千円 28予算額 38,425千円 29予算額 38,188千円

具体的取組４－３－２ 【区民ニーズの的確な把握と積極的な情報発信】
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