
城東区 運営方針改定履歴 
 

改定年月 変更内容 備考 

令和３年２月３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）具体的取組 1-1-2【生涯学習及びスポーツ等を通じたコミ

ュニティづくり】 

 【変更箇所】 

 （プロセス（過程）指標） 

 ②事業の参加延べ人数 600500人以上 

 【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症再拡大の影響により予定してい

た取組実施が困難となったため 

 

（２）具体的取組 1-2-3【花と緑と人を育むまちづくり】 

 【変更箇所】 

 （プロセス（過程）指標） 

 ・年間緑化ボランティア従事のべ人数 3,0002,500人以上 

 【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症再拡大の影響により予定してい

た取組実施が困難となったため 

 

（３）具体的取組 3-1-1【子育て支援事業の推進】 

 【変更箇所】 

 （プロセス（過程）指標） 

 ・子育て支援事業の認知度 前年度以上（区民アンケート・0

歳児事業利用者へのアンケート） 

 ・子育て支援事業の満足度（参加者からのアンケート） 

 （課題と改善策） 

 （改善）支援センター・子育てプラザ等の利用者アンケートを

実施し、子育て世代に対して事業の周知と共に事業への意見を

募る事業参加者に対する満足度の調査を削除し、子育て支援事

業の認知度の調査とする。また、0歳児事業利用者に子育て支

援事業の認知度のアンケートを実施 

 【変更理由】 

取組の有効性を判断するに当たり、より適切な指標となるよ

う精査したため 

 

（４）具体的取組 3-2-1【子どもたちの基礎学力や体力の向上】 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【変更箇所】 

 （プロセス（過程）指標） 

①事業の実施状況を検証し、参加者数（登録者数の最大値）の

前年度からの増加比増をめざす。 

【変更理由】 

 取組の有効性を判断するに当たり、より適切な指標となるよ

う精査したため 

 

（５）具体的取組 3-2-2【不登校など課題を有する児童生徒に対

する支援】 

 【変更箇所】 

 （プロセス（過程）指標） 

 ①②合わせて前年度からの増加をめざす。各校における、不登

校児童生徒（文科省が定義するもの）のうち、当該事業の

利用率前年比増をめざす。 

 （撤退・再構築基準） 

 ①参加者数が前年度５０％に達しない場合、手法を再構築す

る。 

①②当該事業の利用率が２０％に満たない場合、手法を再構築

する。 

【変更理由】 

 取組の有効性を判断するに当たり、より適切な指標となるよ

う精査したため 

 

（６）具体的取組 4-1-1【地域福祉支援事業】 

 【変更箇所】 

 （プロセス（過程）指標） 

 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、地域の情報収集や電話等による助言、支援等への参加・参

画件数 2,000件。 

【変更理由】 

 新型コロナウイルス感染症再拡大の影響により予定してい

た取組実施が困難となったため 

 

（７）具体的取組 4-2-1【医療・介護関係機関の連携推進】 

 【変更箇所】 

 （プロセス（過程）指標） 

 ・「在宅医療・介護連携推進会議」を年 5回 3 回以上実施し、
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参加者のべ 12575人以上。 

・医療・介護関係職種の「多職種研修会」への参加 9060人以

上。 

【変更理由】 

 新型コロナウイルス感染症再拡大の影響により予定してい

た取組実施が困難となったため 

 

（１）具体的取組 1-1-2【生涯学習及びスポーツ等を通じたコミ

ュニティづくり】 

 【変更箇所】 

（当年度の取組内容） 

①生涯学習ルームの開催 

②スポーツカーニバルの開催 

③②区民スポーツ大会の開催 

④③ミニマラソン・駅伝大会の開催 

（プロセス（過程）指標） 

①受講者延べ人数  30,0002,600 人以上、②事業の参加延べ

人数 1,200 人以上、③②事業の参加延べ人数 800600 人以

上、④③事業の参加延べ人数 400人以上 

【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた

取組実施が困難となったため 

 

（２）具体的取組 1-2-1【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】 

 【変更箇所】 

（当年度の取組内容） 

①こいのぼり大作戦やキャンドルナイト in 城北川の開催等、

アイラブ城北川プロジェクトの推進 

②「城東区未来わがまちビジョン」の実現に向けた城東区

SARUGAKU 祭、JOTO区ラシック等の開催支援 

【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた

取組実施が困難となったため 

 

（３）具体的取組 1-2-2【音楽にあふれるまちづくり】 

 【変更箇所】 

（当年度の取組内容） 



①吹奏楽フェスティバル、ロビーコンサート、音楽の祭日の実   

 施 

②JOTO合唱祭 JOTO区ラシック等の開催支援 

③中学校吹奏楽部への練習会場支援 

【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた

取組実施が困難となったため 

 

（４）具体的取組 1-2-3【花と緑と人を育むまちづくり】 

 【変更箇所】 

（当年度の取組内容） 

・緑化リーダー育成講習会の実施 

・種から育てる花づくり事業等の支援 

・緑のカーテン推進事業 

・地域の緑化ボランティアグループ活動の支援 

（プロセス（過程）指標） 

・年間緑化ボランティア従事のべ人数 6,0003,000人以上 

（撤退・再構築基準） 

・年間緑化ボランティア従事のべ人数が 3,0001,500 人未満の

場合、事業を再構築する。 

【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた

取組実施が困難となったため 

 

（５）具体的取組 2-1-1【防災力の向上】 

 【変更箇所】 

（当年度の取組内容） 

① 地域ごとの防災計画および防災マップの作成支援 

② 災害発生時の職員の円滑な対応に向け、各職員用のマニュ

アル作成。 

②③ 区防災訓練の充実 

 ・中学校の生徒参加など学校や医療機関と連携した防災訓練

の開催緊急区本部員等を対象に本部立ち上げを含む災害時

初動体制構築を目的に訓練実施する。 

③④ 地域における防災訓練の開催支援 

 ・避難訓練をはじめとする各地域の防災訓練の充実 

 ・小学校の児童参加など学校や医療機関と連携した防災訓練

の開催 



④ 防災出前講座の開催 

⑤ 備蓄物資の増強など避難所の機能強化 

（プロセス（過程）指標） 

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） 

「ふれあい城東」や Twitterや Facebook等を見たと回答した

区民のうち、防災意識が向上したと回答した区民割合 55％以

上（区民アンケート） 

（撤退・再構築基準） 

前年度実績を下回った場合、手法を再構築する。 

上記アンケート結果が 45％を下回った場合、手法を再構築す

る。 

【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた

取組実施が困難となったため 

 

（６）具体的取組 3-1-1【子育て支援事業の推進】 

 【変更箇所】 

（当年度の取組内容） 

・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、親子で楽しめるような子育て支援事業等の開催 

・区広報誌での子育て支援情報の充実や、子育て応援情報誌「わ

くわく城東」・城東区子育てマップの発行 

・0歳児家庭の訪問見守り支援事業の実施 

・区こどもサポートネット事業の実施[区 CM 事業（こども青

少年局所管）] 

【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた

取組実施が困難となったため 

 

（７）具体的取組 3-1-2【保育事業の充実】 

 【変更箇所】 

（当年度の取組内容） 

・幼稚園・保育施設合同説明会「わくわく子育て情報ネット」

の開催 

・保育施設等一斉入所申込前説明会等の実施保育施設等一斉入

所申込手続き等の説明動画の配信 

・一時保育事業の実施 



（プロセス（過程）指標） 

・取組事業への参加者数 前年度以上 （参加者からのアンケ

ート） 

・前年度の参加者数を上回るアクセス件数（入所説明及び、申

請書書き方説明動画） 

・一時保育事業の実施（6か所） 

【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた

取組実施が困難となったため 

 

（８）具体的取組 3-2-1【子どもたちの基礎学力や体力の向上】 

 【変更箇所】 

（当年度の取組内容） 

・基礎学力及び体力の向上を目的とする取組みの実施及び学校

支援 

 ① 中学校等の場所において、塾代助成制度 15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 小学生の体力向上のため、プロスポーツ団体等との連携

による講師招聘の仕組み等を検討する。 

（プロセス（過程）指標） 

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当該事業が体力向上に効果があったと考える実施校教員（校

長・教頭・対象学年の担任等）の割合が８０％以上をめざす。 

（撤退・再構築基準） 

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上記目標が４０％に達しない場合、手法を再構築する。 

【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた

取組実施が困難となったため 

 

（９）具体的取組 4-2-1【医療・介護関係機関の連携推進】 

 【変更箇所】 



（当年度の取組内容） 

医療・介護関係機関の円滑な連携体制構築のため、下記の取組

を実施。 

・「在宅医療・介護連携推進会議」の継続的開催 

・具体的事例を多職種で協議する研修会の開催 

・「在宅医療・介護連携マップ」作成 

・地域の医療・介護の資源の把握と活用 

・コーディネーター配置による医療・介護専門職への相談支援  

・医療・介護関係者の情報共有のためのしくみづくり 

・病気・介護に直面した人・家族に対し、心構えや選択につい

て医療・介護専門職が共に考えるサポート体制の促進   

（プロセス（過程）指標） 

・「在宅医療・介護連携推進会議」を年６回以上 5 回実施し、

参加者のべ 150125人以上。 

・医療・介護関係職種の「多職種研修会」への参加 90人以上。 

・「こころの声」リーフレットを利用し区民の認識向上を図る

連携先 18か所以上(地域包括支援センター、訪問看護ステー

ションなど) 

（撤退・再構築基準） 

・上記目標をいずれも下回った場合、実施方法を再構築する。 

・上記目標の 50％に達しない場合、実施方法を再構築する。 

【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた

取組実施が困難となったため 

 

（10）具体的取組 4-2-2【区民への地域包括ケアについての普及

啓発】 

 【変更箇所】 

 （当年度の取組内容） 

 区民の方の地域包括ケアに対する認識向上のため、下記の取組

を実施。 

・身近な事象から在宅療養や看取りについて考える区民講演会

の開催 

・在宅療養や看取りをテーマにした川柳など区広報誌での啓発 

（プロセス（過程）指標） 

・区民の「講演会」への参加延べ 300人以上 

・在宅医療や看取りをテーマにした川柳など区広報誌での啓発 

12回 



【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた

取組実施が困難となったため 

 

（11）具体的取組 5-1-1【職員のコンプライアンス意識の向上】 

 【変更箇所】 

（当年度の取組内容） 

・城東区服務規律確保推進委員会（経営会議）を開催し、コン

プライアンス関連情報の共有や注意喚起を行う。 

・全職員に対し、朝礼や庁内情報紙等による情報発信や、日常

的な啓発及び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とともに、コンプライ

アンスを重視する職場風土の醸成に努める。 

・個人情報の漏えい等を防止するため、定期的に個人情報等を

扱う業務プロセスについて再確認し、また、重要管理ポイン

トの遵守を徹底させる。 

・城東区において不適切事務が発生した場合、や、他区におい

て発生した事案の原因や改善策等を分析し、各課内で情報共

有を図る。 

・５Ｓの取組の推進。  

【変更理由】 

  目標達成に向けて、より効果的な取組となるよう精査したた

め 

 

（12）具体的取組 5-2-2【接遇能力の向上】 

 【変更箇所】 

（当年度の取組内容） 

・全職員新規採用者、転入者等を対象に、窓口応対・電話応対

等の接遇能力向上のため、外部講師による研修を実施する。 

【変更理由】 

  目標達成に向けて、より効果的な取組となるよう精査したた

め 

 

（13）具体的取組 5-3-1【区民との対話や協働による区政運営】 

 【変更箇所】 

（当年度の取組内容） 

①区政会議を効果的に運営  

 ・区政会議本会（年 2回）、３部会（年 2 回）実施（状況によ



り会議開催ではなく、書面での意見聴取を実施） 

 ・活発な意見交換に資するよう運営について委員アンケートを

実施し改善を図る。（年 1回） 

 ・区政会議における意見への対応状況（予算への反映状況を含

む）について、区政会議において説明する。 

 ・委員による区政の直接評価を実施し、点数化して公表する。 

 ・地域活動協議会から推薦を受けた区政会議の委員を選定。 

 ・区広報誌を活用し区政会議の PRを行う。 

②教育会議の開催 

【変更理由】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた

取組実施が困難となったため 

 

 

 

 


