
平 成 ３ ０ 年 度
北区運営方針

【概要版】

資 料 ２



・区内3警察署、北区役所、地域住民等の総合的な取組みにより、街頭犯罪の減少に効果があると感じている区民の割合：平
成30年度末までに70％以上

　◇具体的取組 １－１－１　防犯・交通安全対策事業　（H30予算算定額　１,５８５千円）

・区民の防犯意識を向上させるため、区内3警察署と市民との連携により、防犯パトロール、啓発活動（青パト、自転車による平
日の地域巡回、犯罪抑止のための啓発として、特に区内で多発している特殊詐欺に重点を置いた出前講座：年12回実施）に
取組む。
・犯罪の抑止効果が高い防犯カメラ設置に対する地域への支援を実施する。（通年・10地域以上）
・大阪市全体の課題である車上ねらい・部品ねらい・自転車盗の削減を図るため、区内3警察署と連携しながら、青パトによる
啓発活動やコンビニ等への協力依頼に取り組む（通年）

　【 30年度の業績目標 】

　【 30年度の具体的取組(何をやるのか) 】

経営課題1　誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり（地域防犯・地域防災・自転車利用適正化）

・アンケートにより、防犯パトロール等啓発活動、防犯カメラ設置が街頭犯罪減少に有効だと感じている区民の割合：平成30年
度末までに60％以上

　★戦略１－１　地域防犯

　【 めざす状態（概ね3～5年後の姿） 】

・ 街頭犯罪発生件数等が平成25年（1,585件）のレベルまで減少し、区民が安全と感じられる状態

　【 アウトカム(目標数値) 】
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　【 30年度の具体的取組(何をやるのか) 】
・地域主導による避難所開設訓練、災害図上訓練等の取組が実施できる環境を整えるため、防災学習会・講演会・訓練を積極
的に支援する（開催：計18回）.
・南海トラフ巨大地震による津波に備えるため、民間施設等に津波避難ビルの登録要請を行い、防災対策を強化し、防災備蓄
品を充実させる取組みを行う。（通年）
・帰宅困難者対策等、災害時や平時から区の防災への取り組みに、協力いただける新たな防災パートナーの登録事業者を獲
得していく（通年）
・地域防災力強化に向けた自主防災組織の活動支援として、各地域において地区防災計画の作成支援を行う。（通年）
・外国人観光客向けの多言語防災マップの普及促進（通年）

　【 30年度の業績目標 】

・避難所開設訓練等実施：6地域以上
・津波避難ビル：23施設以上
・地区防災計画を作成した地域：6地域以上

経営課題1　誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり（地域防犯・地域防災・自転車利用適正化）

　★戦略１－２　地域防災

　【 めざす状態（概ね3～5年後の姿） 】

・北区内全19地域において、地域住民の防災意識が高まり、定期的に避難所開設訓練が実施できる。
・区役所において、対処すべき危機事象を整理し、各地域の実情、特性に即した地区防災計画等の計画を策定して地域住民
に周知できている。

　【 アウトカム(目標数値) 】

・自主的に「住民参加型避難所開設訓練」を行うことができると回答した地域の割合：平成30年度末までに100％
・避難所の機能が充実してきたと感じる区民の割合：平成30年度末までに60％以上

　◇具体的取組 １－２－１　防災対策事業　　　　（H30予算算定額　７,１５１千円）
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経営課題1　誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり（地域防犯・地域防災・自転車利用適正化）

・北区内の3警察署、建設局、海老江工営所、地域との連携強化、情報の共有化を図り、以下の取組を推進する。
　　・啓発キャンペーンの実施及び参加：毎月5回
　  ・啓発指導員の効果的配置：毎日6駅7名

・曾根崎１丁目に自転車駐輪場整備予定（建設局 区ＣＭ事業）

　【 30年度の業績目標 】

・区内の全駅の放置自転車台数を平成29年度実績          台の10％減

　【 アウトカム(目標数値) 】

・平成31年度末までに、北区内放置自転車台数850台以下

　◇具体的取組 １－３－１　自転車利用適正化事業　　　　（H30予算算定額　１７,０００千円）

　★戦略１－３　自転車利用適正化事業

　【 めざす状態（概ね3～5年後の姿） 】

・行政、地域、事業者が連携・協働し、市民の自転車に関するマナーを高め、放置自転車のない「快適な道路空間の提供」をめ
ざす。

　【 30年度の具体的取組(何をやるのか) 】
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経営課題2　誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり（福祉・子育て関連）

（Ｈ30予算算定額　５１,７５２千円）

　【 30年度の具体的取組(何をやるのか) 】

・区内に5名のCSWを配置し、小地域（19地域）の支援、地域福祉コーディネーター等の強化、専門的な知識や経験をもって相
談支援を行う。また、スクールソーシャルワーカー（SSW）をはじめ関係機関と連携した相談・支援を行う。（通年）
・必要な地域には地域福祉コーディネーターを配置して、身近な活動を通じて個々の生活課題を早期に発見し自ら支援を行っ
たり、CSWに繋ぐ役割を果たす。（通年）

　★戦略２－１　住民主体の福祉コミュニティづくりの推進

　【 めざす状態（概ね3～5年後の姿） 】

・CSWがその専門的知識を活用し、地域福祉コーディネーター等から受けたさまざまな生活課題の解決を図る状態

　【 アウトカム(目標数値) 】

・CSWや地域福祉コーディネーターが相談を受けたケースについて、専門機関につないだり、解決または支援方針を示すこと
ができた件数：平成31年度末までに各地域平均100件

　◇具体的取組 ２－１－１　コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の配置等による地域での福
祉コミュニティづくりの支援体制構築

　【 30年度の業績目標 】

・CSWや地域福祉コーディネーターが相談等を受けたケースについて、専門機関につないだり解決または支援方針を示せた件
数が各地域平均1年間で50件以上
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（Ｈ30予算算定額　４,１３０千円）

　★戦略２－２　北区地域福祉計画に基づく地域福祉の推進

　【 めざす状態（概ね3～5年後の姿） 】

・平成27年3月に策定した北区地域福祉計画に基づき、区内の小地域においてそれぞれの地域の特性を活かした地域福祉活
動が実践できている状態

　【 アウトカム(目標数値) 】

・小地域における地域福祉活動が充実していると感じる地域の割合：平成35年度末において、80％以上

　◇具体的取組 ２－２－１　各地域での地域福祉活動計画の策定

経営課題2　誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり（福祉・子育て関連）

　【 30年度の具体的取組(何をやるのか) 】

・小地域福祉活動計画の策定を希望する地域へ策定委員会の運営等の支援を行う。（2地域）
・専門講師等を招き、各地域の地域福祉活動における課題の抽出や解決に向けた検討会等を各地域で開催する：年5～10回
・学識経験者や関係機関等の参加による学習会等を開催し、各地域の取組活動を共有する。（年1回）

　【 30年度の業績目標 】

・区内各地域で地域福祉活動の振り返りを実施する。（小地域活動計画策定済：7地域）
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　◇具体的取組 ２－３－１　待機児童の解消　　（H30予算算定額　 ― 千円）

　★戦略２－３　子育て支援策の強化

　【 めざす状態（概ね3～5年後の姿） 】

・区内で、保育所待機児童解消・入所保留児童（※）が解消された状態
　　　※（入所保留児童）＝（入所申込児童）－（入所児童）
・子育てに関わる不安や悩みなどを早期に発見し、適切な対応を行うことができている状態

　【 アウトカム(目標数値) 】

・保育所待機児童数ゼロ、入所保留児童数ゼロ
・区民意識調査等により、北区の子育てに関する施策が区民に十分に浸透し、子育てに関する不安や悩みを解消でき、子育て
支援事業について満足できると感じる区民の割合：平成31年度末において、80％以上

経営課題2　誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり（福祉・子育て関連）

　【 30年度の具体的取組(何をやるのか) 】

・子ども・子育て支援新制度の充実により保育の場を増やす。
　（こども青少年局区CM事業）
　　・認可保育所の新増設
　　　　　か所　　名（31年4月開園予定）
　　・小規模保育
　　　　　か所　　名（31年4月開園予定）
・区内各保育所と密な連携を行い、途中入所枠の確保に努める。

　【 30年度の業績目標 】

・保育所待機児童数ゼロ。入所保留児童数の減少（前年比）
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 （２－３　子育て支援策の強化の続き）

　◇具体的取組 ２－３－２　子育て支援事業の充実強化　　（H30予算算定額　１６,１５６千円）

　【 30年度の具体的取組(何をやるのか) 】

・引き続き臨床心理士を配置し、子育て支援室でメール相談や家庭訪問など相談支援を行う。（通年）
・不登校やひきこもり等の児童・生徒について、SSW、CSW、学校、地域、各関係機関等と連携しながら支援を行う。（通年）
・「子育て支援ルーム（キッキ）」での子育て相談（通年）
・地域での子育て出張イベント及び個別子育て相談の充実 ：8か所・15地域以上

　【 30年度の業績目標 】

・ 子育て支援ルームや相談事業等の利用者へのアンケートで、子育て支援室の認知やその支援策への満足度の割合：平成
29年度末までに80％以上

経営課題2　誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり（福祉・子育て関連）
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自らの健康のために、健診（検診）の受診や生活習慣の改善、体力づくりなどに意識して取り組んでいる区民の割合：平成30
年度末時点で70％以上（健康まつりにおける来場者アンケート実施）

　◇具体的取組 ２－４－１　特定健診・がん検診の受診勧奨 　（H30予算算定額　４３８千円）

　【 30年度の具体的取組(何をやるのか) 】

・庁舎出入り口に受診勧奨のぼり設置（通年）
・区広報紙４月号の別冊として保存版「各種検診のお知らせ」を全戸配布、並びに医師会等関係団体に配布。
・窓口来庁者への特定健診・がん検診の予防啓発・受診勧奨（通年）
・保健師活動（地域健康講座・子育てサークル等）の機会を活用した受診勧奨（通年）。特に、子育て世代や若年層に対する啓
発（乳健案内状等）
・各種イベント時にがん検診啓発・受付ブースの設置
・広報紙、HPによる検診日程等の案内（通年）
・がん検診の更なる受診率の向上を図るため、受診者に対するアンケートを実施し、結果を分析することにより、今後の行動計
画を策定する。

　【 30年度の業績目標 】

・保健福祉センターが実施する特定健診の受診者数：800人以上
・保健福祉センターでのがん検診全体の充足率（受診者数／定員）：80％以上

経営課題2　誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり（健康関連）

　★戦略２－４　区民の健康に対する意識の向上

　【 めざす状態（概ね3～5年後の姿） 】

・医師会等地域の活動団体とも協働し、「自らの健康は自ら守る」という健康づくり意識の醸成を図りながら、特定健診、がん検
診受診者を増やし、早期発見、早期治療につなげる。

　【 アウトカム(目標数値) 】
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（Ｈ30予算算定額　１２８千円）

　【 30年度の業績目標 】

・｢北区みんなの健康まつり｣を医療関係団体との協働による実行委員会方式により開催。参加者１,０００人以上

経営課題2　誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり（健康関連）

 （２－４　区民の健康に対する意識の向上の続き）

　◇具体的取組 ２－４－２　行政と医療関係団体との協働した取組

　【 30年度の具体的取組(何をやるのか) 】

生活習慣病等の疾病に関する知識やその予防法を学ぶことを通じて、食生活や運動への関心を高め、生活習慣を見直し改善
を促す機会として、医師会等の地域の団体と協力して健康まつりを開催し、区民の健康づくりの意識の向上や行動の変化につ
なげる。
　・10月（市民健康月間）に｢北区みんなの健康まつり｣を開催
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・青少年の健全育成のため、家庭・学校・関係機関等が連携して問題行動の早期発見・未然防止に向けて取り組む。
　青少年指導員による非行防止活動（指導ルーム）の実施（月1回）
・地域活動における次代の担い手の育成ならびに青少年の地域への愛着を醸成することを目的に、「はたちのつどい」を開催
（年1回）
・社会を明るくする運動において、区内中学校と連携した啓発活動（区内5中学校による吹奏楽演奏会）の実施により、非行防
止に取り組む。

経営課題3　教育環境の充実

　★戦略３－１　教育環境支援

　【 めざす状態（概ね3～5年後の姿） 】

　学校の教育環境の向上に向けた側面的支援を行うとともに、生涯スポーツ等を支援することにより、学校や地域において地
域住民が自主的に活動し、誰もが学び育つ教育コミュニティへの参画推進をめざす。

　【 アウトカム(目標数値) 】

・学校教育環境向上への支援や生涯学習講座、区民スポーツ大会などの取り組みが、子どもたちの健やかな成長や誰もが学
び、健康増進できる環境につながると感じる人の割合：平成30年度末までに、50％以上

　◇具体的取組 ３－１－１　青少年健全育成推進事業　　　（H30予算算定額　２,２８２千円）

　【 30年度の具体的取組(何をやるのか) 】

　【 30年度の業績目標 】

・指導ルーム延べ参加者：1,000名以上
・はたちのつどい参加率：50％以上
・社会を明るくする運動・吹奏楽演奏会参加者：400名以上
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　【 30年度の具体的取組(何をやるのか) 】

・文化芸術体験を通して人材育成を図るため、区内市立小学校および市立中学校の児童生徒に対する芸術鑑賞会の実施（各
校1回以上）
・部活動支援において個々の技術力やモチベーションの向上を図るため区内市立中学校部活動への特別講師の派遣（各校1
回以上）
・各学校の部活動の特徴などを情報発信するため、各校における作品展の実施
（各校1回以上）
・教育行政連絡会による学校関係者との課題共有（2回以上）
･区教育会議の開催による保護者、地域住民等の意見交換（1回以上）
・歴史まちあるき等、区生涯学習講座の開催（年8回以上）
・区民スポーツ大会の開催（年4回）
・市長杯「市民ソフトボール大会」の区予選会を「区長杯」として実施

　【 30年度の業績目標 】

・芸術や部活動を通した独自取組による支援について、各学校へのアンケートで「良かった」と回答した割合：平成29年度末ま
でに60％以上
・生涯学習講座参加率：70％以上
・スポーツ大会参加チーム規模の拡大

経営課題3　教育環境の充実

 （３－１　教育環境支援の続き）

　◇具体的取組 ３－１－２　学校教育活動支援事業　　　　 （H30予算額　９,４７６千円）
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「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

「市政改革プラン2.0（区政編）」に基づく取組等

・区内の９割の世帯が共同住宅居住であることをふまえ、マンション（365棟）に、防災講
座の事業案内をDM送付するとともに、広報紙「わがまち北区」においても事業案内を掲
載し、マンションに呼びかける。
・29年度のアンケート結果を踏まえ、防災に関心を示されたマンションには、積極的にア
プローチを行い、防災講座を開催をはじめ、次にマンション住民によるワークショップ、さ
らに防災マニュアルの策定や防災訓練の実施を支援する。こうした支援を通じて、マン
ション住民間での交流を促進し、コミュニティ形成へと誘導する。

取組内容

　改革の柱１　質の高い行財政運営の推進

　改革の柱1　地域社会における住民自治の拡充

Ⅱ　地域課題解決に向けた活動の活性化

      5　地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体）　自治会・町内会単位の活動への支援

　3　職員づくりと人材マネジメント

　1　区庁舎の維持管理経費の削減

　2　国民健康保険料収納対策

 Ⅰ　地域コミュニティの活性化

      4　人と人とのつながりづくり

      6　地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体）　担い手不足の解消

      7　地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体）　負担感の解消及び活動の充実

      8　地域を限定しない活動の活性化（テーマ型団体）
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　改革の柱２　区長の権限・責任の拡充と区民参画のさらなる推進

 Ⅰ　区長の権限の明確化

    13　多様な主体のネットワーク拡充への支援

Ⅳ　多様な市民活動への支援メニューの充実

    14　多様な市民活動への支援メニューの充実
　         地域の実態に応じたきめ細やかな支援（まちづくりセンター等による支援）

    15　多様な市民活動への支援メニューの充実
　         地域の実態に応じたきめ細やかな支援（派遣型地域公共人材による支援）

    16　市民活動の持続的な実施に向けたCB/SB化、社会的ビジネス化の支援

    12　地域活動協議会への支援　　総意形成機能の充実

    17　「ニア・イズ・ベター」に基づく分権型教育行政の効果的な推進

    10　地域活動協議会への支援　　活動の活性化に向けた支援（地域活動協議会の認知度向上に向けた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支援）

    11　地域活動協議会への支援　　活動の活性化に向けた支援（準行政的機能の趣旨についての理解度
                                                  向上）

Ⅲ　多様な協働（マルチパートナーシップ）の推進

      9　地域活動協議会への支援　　活動の活性化に向けた支援（地域実情に応じたきめ細やかな支援）
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Ⅳ　区民サービスの向上と効率的な区行政の運営

    21　効率的な区行政の運営の推進

    19  多様な区民の意見やニーズの的確な把握

    20  さらなる区民サービスの向上

Ⅲ　区民が区政運営に参加・参画する仕組みのさらなる充実

    18　区における住民主体の自治の実現

取組内容

○庁舎案内や窓口サービスにおけるサービス向上
・接遇研修
・課題発見力・企画力の向上を図るための研修で取り上げたテーマに基づいた窓口
サービス向上の取組
・総合案内（広聴担当）、戸籍登録課、保険年金課で情報交換会の開催（年６回以上）
・フロアマネージャーの１名増員による窓口案内サービスの拡充（通年）

○区政情報の発信
・広報紙を手にとってもらえるよう、キャッチコピー、写真、イラストを効果的に使用するな
どの紙面構成の工夫
・区民に『北区』に愛着をもっていただけるよう、区の良いところを紹介する記事の掲載
・区の広報媒体（区広報紙、HP、ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、ユーチュー
ブ、掲示物、配付物）全てを相互に活用した、区政に関する情報が効果的に区民全体に
届けられるようきめ細やかな情報発信
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