
主な具体的取組（３０年度予算額）

【３－１－２　学校教育活動支援事業】　　（30年度  9,476千円）
・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
・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

平成30年度　北区運営方針
（ 区長：上野　信子　）

◆計画

区の目標（何をめざすのか）

・安全、安心で、誰もが住みたいまち
・区民の満足度・幸福度が高い、最も魅力的なまち
・地域資源やポテンシャルを活用して夢のあるまち

経営課題の概要 主な戦略

【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・放置自転車対策事業）】
防災関連では、住民･地域･民間企業の防災意識の向上と、幅広く連携･
協働できる環境整備、支援を行う必要がある。福祉関連では、住民主体
の福祉コミュニティづくりの一層の推進と高齢者、障がい者等の見守り活
動や支援のため、地域と連携し取組みを推進する必要がある。

【１－２　地域防災】
行政、地域、民間企業が連携・協働して防災意識の向上、｢自助｣と｢共
助｣を根付かせる。

区の使命（どのような役割を担うのか）

・地域の実情に応じた効率的で効果的なサービスを提供するなど、区民に身近な行政機関としての役割を果たす。
・区政にかかる様々な課題に対して、関係機関と調整を図り対応するコーディネータとしての役割を果たす。
・区民・まちづくり団体・企業などが協働してまちづくりに参加できる体制の構築及びその運営を支援する役割を果たす。
・区内小中学校の教育環境の向上を支援する役割を果たす。

平成３０年度　区運営の基本的な考え方（区長の方針）

・区民が幅広く地域活動に参画し、公共と民間が連携・協働して取り組む豊かなコミュニティづくりをめざす。
・区民にとっての大きな課題である「防災対策」、｢子育て支援｣、｢教育環境の支援｣を重点施策として取組む。
・地域包括ケアシステムを視野に入れ、住民主体の福祉コミュニティづくりを推進する。
・北区の有する地域資源とポテンシャルを活かして地域活力の向上に取組む。
・常にコンプライアンスを意識し適正な事務処理を実践するとともに、区民満足度が高く、区民にとって身近で親しみやすい区役所
運営に取組む。

重点的に取り組む主な経営課題（様式２）

主な具体的取組（３０年度予算額）

【１－２－１　防災対策事業】　（30年度  7,151千円）
・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の、防災学習会・講演会・訓練による積極的な支援
・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
・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の獲得
・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
・外国人観光客向けの多言語防災マップの普及促進

経営課題の概要 主な戦略

【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）】
住民主体の福祉コミュニティづくりの一層の推進と、高齢者、障がいのあ
る人々の見守り活動や支援のため、地域と連携した取組みを推進する必
要がある。

【２－１ 住民主体の福祉コミュニティづくりの推進】
・引き続きCSWを区内に5名配置し、専門的な知識や経験をもった相談支
援体制の充実・強化
・要援護者名簿の整理と要援護者名簿登載の同意確認のための調査員
を配置し、CSWとアウトリーチ等も行いながら、地域の見守り活動を実施

主な具体的取組（３０年度予算額）

経営課題の概要 主な戦略

【経営課題３　教育環境の充実】
教育環境充実のため、学校関係者との密な連携と児童・生徒・保護者や
地域住民のニーズを把握し、次世代の子どもたちの健全育成をめざす仕
組みづくりが必要である。

【３－１　教育環境支援】
・教育環境の充実に向けて、区内の小中学校と情報共有・意見交換、課
題の抽出など積極的に取組む。
・スポーツ推進員、青少年指導員などと協働した取組、事業を推進する。

【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  51,752千円）
・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）

様式１

－1－



１年間の取組成果と今後取り組みたいこと

解決すべき課題と今後の改善方向

◆自己評価

収納率向上のため、以下の取組を推進する。
・納期限後の早期催告と来庁勧奨による早期納付相談の実施
・他保険加入者への届出勧奨等国保資格の適正化
・口座振替の加入促進
・所得未申告者への適正な保険料賦課
・滞納者に対する財産調査及び支払能力判明時の滞納処分の執行

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等（様式３）

主な取組項目 取組内容

・区庁舎の維持管理経費の削減 ・節電対策に取り組むとともに、ＥＳＣＯサービス（高効率な空調熱源システムの導入及び運用
サービス、LED照明・誘導灯等の導入）に沿って、光熱水費の削減を進め庁舎維持管理経費を削
減する。

主な取組項目 取組内容

・国民健康保険料収納対策

主な取組項目 取組内容

・人と人とのつながりづくり ・ＷＥＢ（HPやFB、インスタグラムなどのSNS）やアナログ（広報紙・掲示板など）の多様な媒体を活用して全世代
に訴求するように地域情報を発信し、参加を呼びかける。
・区民カーニバルなどのイベントの場で、北区の地域活動を紹介したリーフレットにより情報発信し、参加を呼び
かける。
・９割の世帯が共同住宅居住であることをふまえ、マンションを対象に、防災講座の開催をはじめ、防災のワーク
ショップ運営や防災マニュアルの策定を支援することで、マンション内の住民交流を促進し、コミュニティ形成へと
誘導する。
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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）】

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＞

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

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＞

【地域防犯関連】
・区内3警察署、区役所や地域が連携し総合的な政策の実施により、街頭犯罪は一時に比べ減少したが、25年度以降再び増加に転じており、著しく
高い水準にある。
【地域防災関連】
・区内の地域単位での避難所開設訓練未実施の地域が存在する。
・行政、地域、民間企業との災害発生時の連携が未だ進んでいないと推察できる。
［自転車利用適正化関連］
・駅周辺などで、一部の市民による、安易に自転車を駐輪し放置させるというマナーの欠如とモラルの低さがある。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

【地域防犯関連】
・街頭犯罪発生件数は、平成21年以前の年間2,000件を大きく越える状況からは減少したが、大規模開発が続き、北区への買い物客等の流入が増
加しており、今後も犯罪件数の増加が懸念されるので、区民のさらなる防犯意識の向上が必要である。
【地域防災関連】
・住民、地域、民間企業の防災意識を向上させるため、幅広く連携・協働できる環境整備が必要である。
・策定した「北区防災計画」を元に、自主防災組織等の「地区（地域）防災計画」作成に向けた支援を行う必要がある。
・地域・学校・民間企業向けの出前講座の回数を増やすともに、あらゆる機会を捉えて区で作成した防災マップや水害ハザードマップの配布を行う
等、北区全体の防災意識の向上を図る必要がある。
・地域でワークショップを開催するなど働きかけを強化し、ステップアップした避難所開設訓練の実施を支援する必要がある。
・災害に備えて、北区災害対策本部の機能を充実させる必要がある。
［自転車利用適正化関連］
・放置自転車等の自転車に関わる問題を行政、地域、事業者が連携・協働して解決できる仕組みの構築が必要である。
・自転車マナー向上に関する市民啓発を充実させる必要がある。

【地域防犯】
・区内3警察署、北区役所、地域住民等が連携した防犯対策を行い、街頭犯罪発生件数が毎年減少を続け、年間1,000件を下回る状態
【地域防災】
・北区住民の誰もが、｢自助｣、｢共助｣の認識ができており、安全、安心に避難行動ができる状態
【自転車利用適正化】
・市民の自転車に関するマナー、意識が醸成されており、駅周辺に放置自転車がなく、住民にとって快適な道路空間が提供できている状態

【地域防犯関係】
平成19年末 2,736件
平成20年末 2,316件（▲15.4％）
平成21年末 2,337件（0.9％）
平成22年末 1,771件（▲24.2％）
平成23年末 1,491件（▲15.8％）
平成24年末 1,271件（▲14.7％）
平成25年末 1,585件（24.7％)
平成26年末 1,860件（17.4％）
平成27年末 1,728件（▲7.1％）
平成28年末 1,893件（9.5％）
平成29年末 1,623件(▲14.3％）

【地域防災関連】
・避難所開設訓練の実施実績
　平成21年度：　3地域
　平成22年度：　3地域
　平成23年度：　4地域
　平成24年度：　6地域
　平成25年度： 10地域
  平成26年度： 10地域
　平成27年度： 14地域
  平成28年度： 16地域
  平成29年度： 14地域
・津波避難ビルとして登録された民間ビル：
22件（平成29年3月現在）

［自転車利用適正化関連］
・北区の放置自転車数
　　平成21年2月　　5,646台
　　平成24年2月　　1,328台
　　平成25年2月　　1,495台
　　平成26年2月　　1,363台
　　平成27年2月　　1,227台
    平成28年2月　　　 707台
    平成29年2月　　1,094台
 　平成29年11月　1,080台（平成29年度調査分）
　 平成30年2月　  1,684台（調査範囲を拡大）
・北区内駐輪場の整備台数（平成29年3月現在）：
8,895台

重点的に取り組む主な経営課題

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

様式２

－3－



千円 千円 千円

具体的取組１－１－１ 【防犯・交通安全対策事業】

28決算額 2,691 1,585

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
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)

戦略のアウトカムに対す
る有効性

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

・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31年度末までに
85％以上

自
己
評
価

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・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）

前年度までの実績

29予算額 2,175 30年度予算額

めざす成果及び戦略　１－１ 【地域防犯】

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＞
・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

・区民の防犯意識を高め、地域の主体的な防犯活動を推進するため、区
内3警察署と連携し啓発を行うとともに、繁華街、ターミナル駅周辺等の犯
罪発生可能性の高い箇所へ抑止のための環境整備を行う。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

・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80％以上

【撤退基準】
・上記のアンケート結果が50％未満であれば、事業を再構築する。

・青パトや自転車による地域巡回を平日に実施。
・地域の防犯巡回やパレードに参加し、防犯意識の向上を図る。
・犯罪抑止に向けた出前講座を実施
・29年度の区民アンケートの結果では、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：８７％

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況

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
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千円 千円 千円8,018 30年度予算額 7,151

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

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：順調
ｂ：順調でない

29予算額

具体的取組１－２－１ 【防災対策事業】

28決算額 9,021

○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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)

中
間
振
り
返
り

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

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

前年度までの実績
・避難所開設訓練等
27年度：14地域
28年度：16地域
29年度：14地域

・学習会・講演会等
27年度：27回
28年度：25回
29年度：31回

・津波避難ビル
～27年度：17施設
　 28年度：5施設
　 29年度：1施設

・29年度までに地区防災計画を策定した地域：6地域

計
画

・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）

・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
・29年度までに地区防災計画を作成した地域：6地域以上
【撤退基準】　避難所開設訓練等実施地域が5地域未満、津波避難ビル登
録数が20施設以下、地区防災計画を策定した地域が3地域未満の場合、
事業を再構築する。

【地域防災】

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＞
・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。

・行政、地域、民間企業が連携・協働して、防災意識の向上、「自助」と「共
助」を根付かせる取組みに重点を置いて、防災学習会の開催などの各種
施策を推進する。
・帰宅困難者対策について、大阪市地域防災計画の改訂に沿って、民間
事業者へ一時滞留スペースの確保などの協力依頼や社員に対しての帰
宅抑制や備蓄の推進を企業向け防災学習会などを通じて行なっていく。
・南海トラフ巨大地震や豪雨災害に備えた防災対策事業として、災害対策
本部機能の強化、自主防災組織の活動支援や企業等との連携強化を進
める。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・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31年度末までに100％
・避難所の機能が充実してきたと感じる地域の割合：平成31年度末まで
に19地域のうち17地域以上

戦略のアウトカムに対す
る有効性

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

めざす成果及び戦略　１－２

計
画

自
己
評
価

前年度 個別 全体
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千円 千円 千円

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

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

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 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)

めざす成果及び戦略　１－３ 【放置自転車対策事業】

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＞
・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。

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・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）

・区内の全駅の放置自転車台数を平成29年度実績 1,684台の10％減

【撤退基準】
・上記目標が3％未満であれば事業を再構築する。

前年度までの実績
・啓発キャンペーンの実施及び参加　27年度：毎月5回、28年度：毎月5回
・啓発指導員の配置　　27年度：毎日7駅18名、28年度：毎日6駅13名
・28年度の区内放置自転車台数：1,094台

具体的取組１－３－１ 【放置自転車対策事業】

28決算額 16,673 29予算額 23,430 30年度予算額 19,953

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

・放置自転車を減らすため、他の行政機関や地域との連携で啓発を行うこ
とで、市民の意識を高めるとともに、民間事業者との連携・協働し、自転車
を放置しないための環境づくりを行う。
・建設局が取り組む駐輪場整備や放置自転車撤去などの対策と連携す
る。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

・平成31年度末までに、北区内放置自転車台数1,200台以下
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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

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）】

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＞

・地域での福祉課題を解決に導く専門的人材が確保され、住民主体の福祉コミュニティづくりが構築できており、福祉の担い手が育つ地域。
・北区地域福祉計画に基づき、それぞれの地域の特性を活かした小地域における地域福祉活動の実践により課題を把握し、困っている人を見逃さない地域。
・区内の保育施設入所待機児童、入所保留児童数が解消された状態
・児童虐待を見逃さず速やかに対応でき、安心して子育てができ、子どもが健やかに育つ地域

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

［住民主体の福祉コミュニティづくり］
◇CSW相談支援延べ件数
平成27年度：3,449
平成28年度：3,065件
平成29年度：2,950件（3月末）
【参考：まちともサービス】
（平成27年度）
・相談件数：4,185件　 ・利用時間：3,786時間

・利用会員数：296人　・サポート会員登録数：135人

（平成28年度）
・相談件数：5,283件　 ・利用時間：5,735時間

・利用会員数：244人　・サポート会員登録数：116人

（平成29年度）（3月末）
・相談件数：6,097件   ・利用時間：4,679時間

・利用会員数：257人  ・サポート会員登録数：130人

［北区地域福祉計画に基づく地域福祉の推進］
◇小地域福祉活動計画の策定状況
　・計画策定完了　　　7地域
　・計画策定中　　 　　2地域
　・計画未策定地域　10地域
　小地域活動計画策定及び振り返りのワーク
ショップを開催し、地域住民とともに地域の課題
の抽出、共有を図っている。

［子育て］
◇北区における保育所施設入所待機児童数。
    （ ）は入所保留児童数
・平成26年度　　　6名（188名）
・平成27年度　　　3名（142名）
・平成28年度　　14名（238名）
・平成29年度　　　3名（218名）
・平成30年度　　　　名(　　　名）
◇相談件数
・平成25年度　　250件  ・平成26年度　　441件
・平成27年度　　688件  ・平成28年度　　539件
・平成29年度　　746件（3月末）
◇児童虐待相談件数
・平成25年度　　151件　・平成26年度　　213件
・平成27年度　　279件　・平成28年度　　275件
・平成29年度　　317件（3月末）

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＞

［住民主体の福祉コミュニティづくり］
・27年度からCSW 5名を新たに配置し、制度の
はざまにある解決困難な相談等に対して、専門
的知識を活かしてその対応にあたっている。各
地域で、様々な要因、課題も浮き彫りになり、対
応数や対応時間も増加の一途にある。

・高齢独居世帯の増加や町会加入率の低さか
ら、各地域での要支援者の把握が困難な状況
にあったが、全ての地域の団体等に要援護者名
簿の提供ができた状態である。

［北区地域福祉計画に基づく地域福祉の推進］
・小地域福祉活動計画未策定地域（10地域）は
あるものの、地域福祉活動は着実に取り組まれ
ていることを踏まえ、計画の策定に固執すること
なく、地域福祉活動の課題の抽出や解決に向け
た検討会等を開催する。

［子育て］
・引き続くタワーマンション等の建設により、就学
前児童が増加し、保育施設待機児童・入所保留
児童が発生している。
・核家族化が進み、育児や養育に不安を抱えた
保護者や人とのコミュニケーションがとりづらい保
護者が増加しており、家庭の抱える問題が複雑
化している。また、不登校やひきこもり等の児童
に関する相談も増加している。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

［住民主体の福祉コミュニティづくり］
・まちともサービスのサポート会員・地域福祉コーディ
ネーター・CSW、また専門的機関という切れ目のない地
域に対する支援体制を構築し、住民主体の福祉コミュ
ニティづくりを一層推進する必要がある。
・高齢者、障がいのある人々の日常及び災害時の見守
り活動や支援のため、要援護者名簿の活用について、
地域と連携した取組みを推進する必要がある。
・要援護者名簿を役立つものにするために、常に更新、
手入れが必要となっている。

［北区地域福祉計画に基づく地域福祉の推進］
・学識経験者や関係機関等の参加による学習会
等を開催することにより、各地域における地域福
祉活動内容を共有し更なる活動の活性化を図る
必要がある。

［子育て］
・保育所入所希望者が引き続き増加傾向にある
ため、認可保育所・小規模保育所の新増設が必
要である。
・子育てに不安や悩みを持つ保護者への継続的
な相談・支援を行うともに、引き続き子どもの居場
所の確保にも努め、不登校やひきこもり等の課
題を抱える家庭に対し、SSWを活用し、学校・地
域・CSWなどと連携していく必要がある。
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千円 千円 千円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 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)

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】

2８決算額 2９予算額 49,865 30年度予算額 51,752

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・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）

・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
【撤退基準】
・解決等ができた件数が1地域平均10件未満の場合は事業を再構築する。

前年度までの実績
・27年度　CSW相談支援延べ件数　3,449件
・28年度　CSW相談支援延べ件数　3,065件
・29年度　CSW相談支援延べ件数　2,950件（３月末）

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

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：順調
ｂ：順調でない

めざす成果及び戦略　２－１ 【住民主体の福祉コミュニティづくりの推進】

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＞
・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

・引き続き、事業を委託事業により実施し、「まちともサービス」を拡充し、
CSWを区内に5名配置し、専門的な知識や経験をもって相談支援体制を
充実・強化する。
・要援護者名簿の整理と要援護者名簿登載の同意確認のための調査員
を配置し、CSWとアウトリーチ等も行いながら、地域の見守り活動につな
げる。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・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
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千円 千円 千円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 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)

具体的取組２－２－１ 【各地域の特性を活かした地域福祉の推進】

2８決算額 4,115 2９予算額 4,275 30年度予算額 4,130

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・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）

・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）
【撤退基準】
・振り返りが1地域もできなければ、事業を再構築する。

前年度までの実績
（策定委員会等）
平成28年度：4地域22回、平成29年度：2地域7回
（振り返り等）
平成28年度：3地域4回、平成29年度：3地域4回

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

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：順調
ｂ：順調でない

めざす成果及び戦略　２－２ 【北区地域福祉計画に基づく地域福祉の推進】

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＞
・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

・地域福祉活動の担い手への研修及び地域住民を対象として地域福祉活
動に関する普及啓発活動事業を実施し、担い手の確保や資質向上を図
る。
・北区の地域福祉の推進状況を評価軸を立て確認しながら、第2期計画の
策定に取り組む。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

・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

－9－



千円 千円 千円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 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)

具体的取組２－３－１ 【待機児童の解消】

2８決算額 ― 2９予算額 ― 30年度予算額 ―

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
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
　　　１か所　80名（31年4月開園予定）
　・小規模保育
　　　３か所　57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。

・保育所待機児童数ゼロ。入所保留児童数の減少（前年比）。
【撤退基準】
・平成31年4月現在で、待機児童数及び入所保留児童数が前年と比して
減少していない場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
・認可保育所：６か所
（内訳）３か所250名（30年4月）、２か所190名（30年5月）、１か所80名（30年6月）
・小規模保育：３か所
（内訳）３か所43名（30年4月開園）
・途中入所児童数：113名

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

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：順調
ｂ：順調でない

めざす成果及び戦略　２－３ 【子育て支援策の強化】

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

・認可保育所や小規模保育、一時保育の新増設等により、保育所待機児
童の解消、入所保留児童の減少に努める。
・早い段階で継続的・専門的な見解をふまえての支援を行い、結果的に児
童虐待を防ぎ、要支援家庭や当該児童の発達のフォロー強化につなげ
る。
・学校と連携した取組による不登校やひきこもり等への支援や、子どもの
居場所づくり事業を行い、長期のひきこもりを防止する。
・子育て支援事業の一層の充実強化

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・平成31年度末までに保育所待機児童数ゼロ、入所保留児童数ゼロをめ
ざす
・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
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千円 千円 千円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 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)

具体的取組２－３－２ 【子育て支援事業の充実強化】

2８決算額 2９予算額 13,642 30年度予算額 16,156

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・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 ：7か所・14地
域以上

・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30年度末までに80％
以上
【撤退基準】
・上記の割合が60％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
【29年度（2月末）】
・子育て支援ルーム（キッキ）利用者数：延べ5,347組(うち相談数：24件）
・電話・メール・来所等相談：437件（うち心理士による相談：142件）
・出張イベント　7か所（14地域）実施：409組参加
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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＞

・区民の健康寿命の延伸を図るには、区民一人一人が健康意識を高め、生活習慣の改善に努めるとともに、疾病の早期発見、早期治療が重要であ
る。
・北区保健福祉センターが実施する集団検診におけるがん検診の充足率は大阪市平均を上回っている状況となっている。今後、個別検診（医療機
関）での受診者を増加させることが課題となっており、その取組の結果が平均寿命・健康寿命の延伸に影響すると考えられる。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・生活習慣病やがんを早期に発見し、早期に治療するには、特定健診・がん検診の受診等により日頃から自身の健康状態を把握し、健康づくりの必
要性を理解してもらうことが重要である。健康寿命の延伸に向けて、区民の健康に対する意識の向上を図るためにも、引き続き、啓発・広報等により
各種健診（検診）の受診勧奨を行っていくとともに、受診しやすい環境づくりに取り組む必要がある。

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

北区 84.4% 92.4% 88.9%

大阪市 71.8% 74.4% 68.3%

肺がん検診
（定員80人）

北区 89.8% 97.5% 83.0%

大阪市 80.3% 81.8% 79.1%

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）】

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＞

・区民が自主的に健康づくりに取り組み、元気ですこやかに生活できるまちの実現

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

　大阪市では「すこやか大阪２１（第２次）」におい
て、健康寿命（※）の延伸を目標にしている。達成す
るためには生活習慣病対策が重要となっている。
　北区においても、疾病の早期発見、早期治療のた
めに、特定健診やがん検診の受診勧奨、健康づくり
の啓発に取り組んでいる。
　とりわけ、保健福祉センターで実施している集団
検診（平日・休日）において各回の定員が決められ
ているが、最大限受診者を増やす必要がある。

※介護の必要がなく「日常生活動作が自立している
期間」の平均。

・北区保健福祉センターにおける集団検診の充足率（各回定員に対する
受診者数の平均値）

検診区分 26年度 27年度 28年度

胃がん検診
（定員80人）

北区 81.1% 85.2% 82.7%

大阪市 74.6% 73.6% 69.6%

大腸がん検診
（定員100人）

80.75
78.9

80.5

86.8 86.23 86.83
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北区 大阪市 全国

平均寿命（平成26年）

男

女

79.02 77.15

83.2 82.46

70

75

80

85

90

北区 大阪市

健康寿命（平成26年）

男

女

17.1
17.7

18.9

19.4 19.8 20.1

平成26年度 平成27年度 平成28年度

特定健診受診率（％）

北区 大阪市
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千円 千円 千円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・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。

・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（胃・大・肺）の充足率（受診者数／定
員）：80％以上
【撤退基準】
・保健福祉センターでの特定健診・がん検診の受診者数が前年度実績
20％減少した場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
・保健福祉センターが実施する特定健診の受診者数：895人（3月末現在）
・保健福祉センターでのがん検診の充足率：78％（3月末現在）
・主な取り組み実績
広報紙（区広報紙の別冊）作成、転入者向け啓発として特定健診・がん検
診の啓発チラシ作成、受診勧奨うちわによる周知啓発、庁舎前へのノボリ
の掲出　地下鉄駅掲示板への各種検診のお知らせ掲示、食育まつり・健
康まつりでの啓発コーナーの開設、市ホームページへの集団検診の予約
状況の掲載

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 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)

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

具体的取組２－４－１ 【特定健診・がん検診の受診勧奨】

2８決算額 266 29予算額 452 30年度予算額 438

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＞
・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。

・窓口来庁者や広報紙等を通じて広く区民へ、各種健診（検診）受診の呼
びかけを行うほか、医師会等とも連携し、早期発見につながる健診（検診）
の受診勧奨を行う。
・健康に関する区民の関心・意識を高めるため、区民参加の健康イベント
を地域の団体等と協力して開催する。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

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31年度末時点で70％以
上

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

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

めざす成果及び戦略　２－４ 【区民の健康に対する意識の向上】
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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

経営課題３ 【教育環境の充実】

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＞

・行政からの教育環境の向上に向けた支援を実施し、誰もが学び育つ教育コミュニティの充実をめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・北区の人口及び児童・生徒数は区内の大規模マンションの新規
建設等により、年々増加傾向にある。
・学校関係者、児童・生徒・保護者や地域住民の教育環境に関す
るニーズが多様化している。

◇北区の人口及び公立小中学校の児童生徒数の推移（各年度5月1日時点）

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＞

・人口増加にあわせた、新規住民をはじめとする多様な住民の教育コミュニティへの参画が不足している。
・学校関係者、児童・生徒・保護者や地域住民の教育環境に関するニーズを把握する機会が少ない。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・青少年健全育成事業の推進ならびに生涯スポーツの振興をはじめ、地域や教育機関等と連携した取り組みによって、教育コミュニティへ参画する
様々な機会を提供する必要がある。
・教育環境の充実のため、学校関係者との密な連携と児童・生徒・保護者や地域住民のニーズを把握し、次世代を担う子どもたちの健全育成をめざ
す仕組みづくりが必要である。
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千円 千円 千円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 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)

具体的取組３－１－１ 【青少年健全育成推進事業】

28決算額 2,040 29予算額 2,897 30年度予算額 2,282

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・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。

・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
【撤退基準】
・指導ルーム延べ参加者：800名以下　　・はたちのつどい参加率：40％以
下
・吹奏楽演奏会参加者：300名以下
　であれば、事業を再構築する。
前年度までの実績
・指導ルーム参加者　28年度延べ1,108名
・はたちのつどい参加率　28年度51.5％
・吹奏楽演奏会参加者　29年度 550名

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

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：順調
ｂ：順調でない

めざす成果及び戦略　３－１ 【教育環境支援】

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＞
　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。

・区内の小中学校との情報共有・意見交換を積極的に行ない、課題を抽
出し、教育環境の充実に向けた各種支援を推進する。

・スポーツ推進員、青少年指導員などと協働した取組を推進する。

・生涯学習・生涯スポーツ、こども青少年健全育成活動などの各事業にお
いて、地域住民による事業を実施する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・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31年度末までに、50％以上
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千円 千円 千円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 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)

具体的取組３－１－２ 【学校教育活動支援事業】

28決算額 5,474 29予算額 11,305 30年度予算額 9,476

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・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

・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30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
【撤退基準】
・アンケートで「良くなかった」との回答：50％以上
・生涯学習講座出席率：50％以下
・スポーツ大会参加チーム：20％以上減少
の場合は、それぞれ事業を再構築する。

前年度までの実績
・小中学校教育行政連絡会の開催（各3回）　　　　　・区教育会議（2回）
・学校協議会への参加（20校・56回）
・小中学校を対象とした講座の開催、部活動や独自取組みへの支援
　（6事業・延べ50回）
・区生涯学習講座（歴史まちあるき 10回）
・区民スポーツ大会参加登録　団体3種目、個人1種目　　　※28年度実績
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「③」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目２ 【 国民健康保険料収納対策 】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
・国民健康保険料の負担の公平性と歳入増を図るため、新たな未収金を
発生させない方針のもと、保険料徴収の取組強化により収納率の向上を
図る。
（取組の概要）
・支払い能力があるにもかかわらず滞納のある滞納者に対し、滞納処分
の徹底を図る等、新たな未収金を発生させないことや既存未収金の解消
に努める。
（目標）
・平成30年度も引き続き本市平均を上回り、現年度及び滞納繰越分とも
前年度実績以上の収納率を確保する。目標収納率90.40％

（取組の内容）
収納率向上のため、以下の取組を推進する。
・納期限後の早期催告と来庁勧奨による早期納付相談の実施
・他保険加入者への届出勧奨等国保資格の適正化
・口座振替の加入促進
・所得未申告者への適正な保険料賦課
・滞納者に対する財産調査及び支払能力判明時の滞納処分の執行

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「③」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目１ 【区庁舎の維持管理経費の削減】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
・区庁舎の維持管理経費の削減
（取組の概要）
・区庁舎の省エネルギー化を図る。
（目標）
・ESCOサービスの運用により電気代を削減する。
　電気：ESCOベースライン（平成23年度～平成25年度の3ヵ年平均値を
元に算出した電気代）比32％以上の削減

（取組の内容）
・節電対策に取り組むとともに、ＥＳＣＯサービス（高効率な空調熱源シス
テムの導入及び運用サービス、LED照明・誘導灯等の導入）に沿って、光
熱水費の削減を進め庁舎維持管理経費を削減する。

様式３
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「③」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目３ 【職員づくりと人材マネジメント】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
・職員づくりと人材マネジメント

（取組の概要）
・大阪市を取り巻く様々な状況や環境の大きな変化に対応するために求
められる職員づくりや人材マネジメントの推進に取り組む。

（目標）
・職員アンケートで、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30年度末までに90％以上

（取組の内容）
・「北区役所職員力向上基本方針」に基づき庁舎周辺の清掃（週3回）、
外部講師による接遇研修（全職員、机上及び実地）、職員相互応援の強
化など各種取組の実行
・職員の課題発見力・企画力の向上を図るための研修を実施
・区長と職員との意見交換を実施
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

（趣旨・目的）
　近所に住む人同士の日常生活の中で顔見知りになる機会を設けてい
く。

（目標）
○　身近な地域でのつながりに関して肯定的に感じている区民の割合
　　【平成29年度】
　　・30％
　　【平成30年度】
　　・37％
　　【平成31年度】
　　・40％

（目標）
　　【平成30年度】
○　身近な地域でのつながりに関して肯定的に感じている区民の割合
　　・37％（平成29年度：34.9％）

（取組の概要）
　・近所に住む人同士が集まり、福祉や防災といった身近な課題に気付
き日常から顔見知りになりつながっていることの大切さを感じてもらえる
よう、防災訓練などの機会を捉えて啓発を行う。
　・若い世代をはじめ多くの人に、つながりづくりの大切さと興味を持って
もらえるよう、事例の共有や取組の情報発信を行う。
　・地縁による団体やグループへの加入を促進するため、地域のつなが
りの基礎となる自治会・町内会などのつながりづくりのための活動（マン
ション内での活動を含む）を支援する。

（取組の内容）
  ・ＷＥＢ（HPやFB、インスタグラムなどのSNS）やアナログ（広報紙・掲示
板など）の多様な媒体を活用して全世代に訴求するように地域情報を発
信し、参加を呼びかける。
　・区民カーニバルなどのイベントの場で、北区の地域活動を紹介した
リーフレットにより情報発信し、参加を呼びかける。
　・９割の世帯が共同住宅居住であることをふまえ、マンションを対象に、
防災講座の開催をはじめ、防災のワークショップ運営や防災マニュアル
の策定を支援することで、マンション内の住民交流を促進し、コミュニティ
形成へと誘導する。

取組項目４ 【人と人とのつながりづくり（区政編 改革の柱１ Ⅰ-ア）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目５
【地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体）（区政編 改革の柱１ Ⅱ-ア）】
　自治会・町内会単位の活動への支援

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　地域コミュニティの活性化に向けて、身近な単位である自治会・町内会
単位の活動への支援を行う。

（取組の概要）
①　つながりづくりの基盤となる自治会・町内会単位の活動について、課
題やニーズの実態を把握し、活動を支援する。

（取組の内容）
　・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。
　

（目標）
○　自治会・町内会単位の活動に参加している区民のうち、自治会・町内
会単位の活動に対する市からの支援が役に立っていると感じている区民
の割合
　　【平成29年度】
　　・自治会・町内会単位の活動への支援策の策定、着手可能なものか
ら実施
　　【平成30年度】
　　・61％
　　【平成31年度】
　　・62％

（目標）
　　【平成30年度】
　・防災講座の開催：１０団体
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成

○　ICTを活用した市民との対話を促進する取組が新たに創出された件
数　：　1件

○　地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合：20％

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目６
【地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体）（区政編 改革の柱１ Ⅱ-ア）】
　担い手不足の解消

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　子育てや高齢者への支援、地域の安全・安心の確保、まちの美化、地
域の魅力創出など、多様な分野における地域活動について、担い手不足
の解消を進めることで活動の活性化をめざす。

（取組の概要）
①　地域リーダーの活躍促進
　・活動の担い手になることを期待して養成してきた地域リーダーなどの
人材を改めて把握し、既存のリーダー養成の仕組みで形骸化しているも
のがあれば見直しを行ったうえで、本人の意向に基づき活躍の場につな
ぐ取組を実施する。

（取組の内容）
①　地域リーダーの活躍促進
　・具体的な取組は区長会議で示され次第記載する

（取組の概要）
②　気軽に活動に参加できる機会の提供
　・高齢者や子どもの居場所づくりなど、誰もが気軽に参加できる場の情
報など、活動のきっかけとなる情報を収集・発信し、市民活動への参加を
呼びかける。

②　気軽に活動に参加できる機会の提供
  ・ＷＥＢ（HP、ＦＢ、インスタグラム）やアナログ（広報紙・リーフレット・掲
示板）の多様な媒体を活用して全世代に訴求するように地域情報を発信
し、参加を呼びかける。
　・地域活動協議会が発行する広報紙での活動紹介により、地域住民の
地域活動への参加を呼びかける。

③　ICTを活用したきっかけづくり
　・地縁型団体への参加が少ない若い世代に向けて、活動への参加を呼
びかけるため、SNSなどのICTを活用した、地域住民への情報発信や対
話を進める取組を進め、市民同士または市民と行政がつながり、様々な
地域課題を市民協働で解決するきっかけづくりを行う。また、ICTを活用し
て地域課題解決に取り組む「Code for OSAKA」によるCivicTech活動と、
地域課題解決に取り組む市民や市民活動団体との橋渡しを行うなど、地
域活動への新たな担い手の参画につなぐ。

③　ICTを活用したきっかけづくり
　・地域活動連絡会議で、FBなどに関する情報提供を行い、FBなどの
SNSの活用を促進する。
　

（目標）
○　地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合
　　【平成29年度】
　　・15％
　　【平成30年度】
　　・20％
　　【平成31年度】
　　・23％

（目標）
【平成30年度】
○地域活動連絡会議の場で、SNSを活用した広報活動に係る情報提供
の実施：１回
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⑤　活動への参加促進
　・区のHP、FB、インスタグラムや広報紙など広報媒体を駆使して地域活
動を紹介し、広く区民が参加できる情報提供を行う。
　・地域と企業・学校などとの交流イベント「異次元交流ライブ」を開催し、
地域活動の参加を呼びかける。

（目標）
○　各団体により地域の特性や課題に応じた活動が進められていると感
じている区民の割合
　　【平成29年度】
　　・40％
　　【平成30年度】
　　・45％
　　【平成31年度】
　　・48％

（目標）
【平成30年度】
○　委嘱式や研修会等を通じて趣旨・目的の説明を行った回数　：　１回
○　地域活動協議会補助金の趣旨について、地域活動協議会の会議の
場などで説明を行った回数　：　２回
○　地域に出向いて、　地域活動協議会補助金の趣旨について、説明を
行った回数　：　５０回

○　各団体に対して、活動が形骸化することのないよう活動目的を改め
て確認するきかっけとなる機会を作った回数　：　１０回

○　市民活動総合ポータルサイトへの各団体の登録件数　：　５件

取組項目７
【地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体）（区政編 改革の柱１ Ⅱ-ア）】
　負担感の解消及び活動の充実

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　子育てや高齢者への支援、地域の安全・安心の確保、まちの美化、地
域の魅力創出など、多様な分野における地域活動について、それぞれの
活動の範囲やステージに応じた支援を行う。
　地域の方々が感じている「やらされ感」「負担感」を解消し、問題意識や
意欲をもって活動していただけるよう、委嘱する活動内容を見直し地域の
実態に即したものとしていくとともに、補助金を出すことによって具体的な
活動内容まで指定してお願いしているものではないことをしっかりと説明
し理解していただく。

（取組の概要）
①　委嘱制度の再検討
　・委嘱による活動内容が地域実情に即したものとなるよう再検討したう
えで、委嘱する市民の方に委嘱の趣旨・目的をしっかり理解していただく
ための取組を進める。
　・委嘱にあたっては、一人に多くの委嘱をすることがないよう配慮する。

（取組の内容）
①　委嘱制度の再検討
　・委嘱する市民の方に委嘱の趣旨・目的をしっかり理解していただくた
めの取組を進めるとともに、一人に多くの委嘱をすることがないよう配慮
する。

（取組の概要）
②　補助金についての理解促進
　・補助金を出すことによって具体的な活動内容まで指定しているもので
はないことについて、地域活動協議会の会議の場などで説明を行うな
ど、毎年度、各区において具体的な目標を設定し、地域活動協議会のメ
ンバーの理解促進を図る。

②補助金についての理解促進
　・地域活動連絡会議において、補助金の説明を時宜に応じて行う。さら
に、日常的に地域の役員とのコミュニケーションを図り、補助金について
の理解促進に努める。
　・地域活動協議会に対して、補助金執行と会計事務の円滑化を図るた
め、上半期終了後に、中間決算の提出を求める。

③　活動の目的の再確認
　・各団体に対して、活動が形骸化することのないよう活動目的を改めて
確認する機会を作るなどの支援を行う。

③　活動の目的の再確認
　・地域活動の先進事例を情報提供しながら、議論を活発化させて、地域
活動をより活性化した活動へと変貌するきっかけとなる「地域活動連絡会
議」を開催する。
　・地域活動連絡会議において、地域活動の目的を時宜に応じて説明す
る。さらに、日常的に地域の役員とのコミュニケーションを図り、地域活動
の目的についての理解促進に努める。

④　市民活動総合ポータルサイトの充実
　・身近な地域課題に取り組む団体などの運営に関する情報を一元的に
発信する「市民活動総合ポータルサイト」に、各団体の登録及び積極的
な活用を促す。

④　市民活動総合ポータルサイトの充実
　・地域活動連絡会議や地域での会合において、市民活動総合ポータル
サイトの周知を行い、サイトへの登録を促す。

⑤活動への参加促進
　・各団体の活動が持続的なものとなるよう、誰もが気軽に参加（短時間
や短期間だけ活動に参加）できるための仕組みや工夫に関する情報を
提供するなどの支援を行う。
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

（目標）
○　各団体により地域の特性や課題に応じた活動が進められていると感
じている区民の割合
　　【平成29年度】
　　・40％
　　【平成30年度】
　　・45％
　　【平成31年度】
　　・48％

○　各団体に対し、短時間や短期間だけ活動に参加できるなど、誰もが
気軽に活動に参加できるための仕組みや工夫に関する情報を提供する
回数　：　１０回

○　各団体により地域の特性や課題に応じた活動が進められていると感
じている区民の割合　：　45％

計
画
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「③」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

（趣旨・目的）
・活動圏域を限定せず、地域社会の課題に取り組むテーマ型団体に対し
て、「市民活動総合ポータルサイト」を活用するなど、支援メニューの情報
を適切に提供することで、活動の活性化の支援を充実させる。

（取組の概要）
・テーマ型団体への支援窓口を設置し、「市民活動総合ポータルサイト」
の活用などによる支援情報の提供。
・ICTを利活用して団体の課題を協働で解決するきっかけづくりを行う。

（目標）
・多様な活動主体間の連携協働への情報提供を行うとともに、適切な支
援メニューを選択・提供するなど、新たな連携が創出されるよう支援を行
う。

（取組の内容）
①区広報紙、ＨＰやＳＮＳを活用した支援窓口の周知。
②後援、協力名義使用承認をはじめとする支援による、多様な主体と協
働・連携した賑わいづくりと、その情報発信。また、団体の課題をICTの利
活用による協働型での解決を図るため、「Code for OSAKA」による
CivicTech活動や大学、専門学校等につなげる。
　　・ボランティアとの協働による緑化事業（花苗出荷）
　　・商店街、企業等との協働・連携
　　・大学、専門学校等との協働・連携
　　・後援、協力等による広報を中心とした支援、情報発信

（目標）
【平成30年度】
・問合せ件数：前年度比10％増

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目８ 【地域を限定しない活動の活性化（テーマ型団体）（区政編 改革の柱１ Ⅱ-イ）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
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①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み

（目標）
○　地域活動協議会の構成団体が、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割合
　　【平成29年度】
　　・80％
　　【平成30年度】
　　・91％
　　【平成31年度】
　　・92％

（目標）
　　【平成30年度】
○　地域活動協議会の構成団体が、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割合：前年度以上（平成29年度：90.1％）

計
画

取組項目９
【地域活動協議会への支援（区政編 改革の柱１ Ⅲ-ア）】
　①　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）

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　地域活動協議会に対し、地域ごとの特性や地域課題を把握したうえで、
地域実情に応じたきめ細やかな支援を実施する。

（取組の概要）
①　地域実情に応じたきめ細やかな支援
　・統計データも活用して、地域ごとに、人口動態などの地域特性や地域
課題、地域活動協議会の活動状況や運営上の課題などについて、客観
化・明確化するための「地域カルテ」の作成を支援し、各地域活動協議会
との間で認識共有する。
　・各地域活動協議会に対し、地域カルテに基づくきめ細やかな支援を行
うとともに、支援の内容について各地域活動協議会の評価を受け、改善
につなげる。

（取組の内容）
　・区役所組織を横断した「情報共有会議」での会議内容を記録し、区役
所内での情報共有を図りながら、地域特性に応じた支援に取り組む。
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目１０
【地域活動協議会への支援（区政編 改革の柱１ Ⅲ-ア）】
　①　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）

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　地域活動協議会が地域住民に知られるよう支援する。

（取組の概要）
①地域活動協議会の認知度向上に向けた支援
　・地域活動協議会の認知度が低い原因を分析したうえで課題を抽出
し、地域カルテに記録する。
　・各地域の課題に応じ、学校との連携やICTなども活⽤しながら、認知
度向上に向けた効果的な支援を⾏う。

（取組の内容）
　・通年、区のHPやFBをはじめ、広報紙や地域活動紹介したリーフレット
などの広報媒体を駆使して、地域活動の紹介を行う。
　・地域活動協議会の広報板に、地域活動を紹介したチラシ・ポスターを
掲示し、地域情報を発信する。
　・９割の世帯が共同住宅居住であることをふまえ、マンションを対象に、
防災講座を開催をはじめ、防災のワークショップ運営や防災マニュアル
の策定を支援することで、マンション内の住民交流を促進し、コミュニティ
形成へと誘導するとともに、地域活動協議会を紹介する。

（目標）
○　地域活動協議会を知っている区民の割合
　　【平成29年度】
　　・30％
　　【平成30年度】
　　・35％
　　【平成31年度】
　　・40％

（目標）
　【平成30年度】
○　地域活動協議会を知っている区民の割合：35％
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目１１
【地域活動協議会への支援（区政編 改革の柱１ Ⅲ-ア）】
　①　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）

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　地域活動協議会に対して「準行政的機能」が求められることについて、
地域住民の理解が深まるよう働きかける。

（取組の概要）
①地域活動協議会に期待する準行政的機能の趣旨についての理解度
向上
　・地域活動協議会に期待する準行政的機能について、地域を担当する
職員全員を対象にeラーニングの実施などにより改めて職員の理解を促
進するとともに、地域活動協議会の役員や構成団体の⽅をはじめ地域住
⺠の理解が深まるよう引き続き機会あるごとに積極的に発信する。

（取組の内容）
　・地域を担当する職員全員が、eラーニングを受講する。

（目標）
○　地域活動協議会の構成団体が、地域活動協議会に求められている
準行政的機能を認識している割合
　　【平成29年度】
　　・80％
　　【平成30年度】
　　・80％
　　【平成31年度】
　　・81％

（目標）
　【平成30年度】
○　地域を担当する職員のeラーニング受験率及び理解度
　　：受験率100％　かつ　理解度全員95点以上

○　地域活動協議会の構成団体が、地域活動協議会に求められている
準行政的機能を認識している割合：前年度以上（平成29年度：67.5％）
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

○　地域活動協議会を知っている区民の割合（再掲）：35％

○　総意形成機能を認識している地域活動協議会の構成団体の割合
　　・各地域活動協議会からの推薦を受けた区政会議の委員を選定する
　　：70％（平成29年：66.7％）

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目１２
【地域活動協議会への支援（区政編 改革の柱１ Ⅲ-ア）】
　②　総意形成機能の充実

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　地域活動協議会が総意形成機能を期待されていることについて、構成
団体はもとより、地域住民の理解が深まるよう働きかける。
　総意形成機能を発揮するために地域活動協議会が備えておくべき要件
が、継続して満たされているかどうかについて、定期的に確認する。

（取組の概要）
①　地域活動協議会の認知度向上に向けた支援（取組項目９の再掲）
　・地域活動協議会の認知度が低い原因を分析したうえで課題を抽出
し、地域カルテに記録する
　・各地域の課題に応じ、学校との連携やICTなども活用しながら、認知
度向上に向けた効果的な支援を行う

（取組の内容）
①　地域活動協議会の認知度向上に向けた支援（取組項目９の再掲）
　・区役所組織を横断した「情報共有会議」での会議内容を記録し、区役
所内での情報共有を図りながら、地域特性に応じた支援に取り組む。

②　地域活動協議会に期待する総意形成機能の趣旨についての理解度
向上
　・地域活動協議会が総意形成機能を期待されていることや、そのため
に必要な要件について、地域を担当する職員全員を対象にeラーニング
の実施などにより改めて職員の理解を促進するとともに、役員や構成団
体はもとより地域住民の方の理解が深まるよう機会あるごとに積極的に
発信する

②　地域活動協議会に期待する総意形成機能の趣旨についての理解度
向上
　・地域活動協議会に期待する総意形成機能の趣旨についての理解度
向上に向け、携わる職員の資質向上のためのeラーニング実施する。
　・地域課内でのミーティングの回数を増やすことで、課内連携を強化し、
職員の理解度を高める。

③　総意形成機能を発揮するために備えておくべき要件の確認など
　・大阪市として、地域の総意を求める際には、地域活動協議会に積極
的に求めていく必要があるため、地域活動協議会において、総意形成機
能を発揮するために備えておくべき要件を満たしているか、行政として定
期的に確認するとともに、必要に応じて、各地域活動協議会への支援や
関係規定の整備などを行う。

③　総意形成機能を発揮するために備えておくべき要件の確認など
　・地活協認定要綱や補助金要綱を定期的に見直し、必要に応じて改正
を行う。

（目標）
○　総意形成機能を認識している地域活動協議会の構成団体の割合
　　【平成29年度】
　　・各地域活動協議会からの推薦を受けた区政会議の委員を選定
　　【平成30年度】
　　・67％
　　【平成31年度】
　　・68％

（目標）
　【平成30年度】
○　地域を担当する職員のeラーニング受験率及び理解度
　　　：受験率100％　かつ　理解度全員95点以上
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目１３ 【多様な主体のネットワーク拡充への支援（区政編 改革の柱１ Ⅲ-イ）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　市民活動団体、企業等、行政といった多様な活動主体間の連携協働の
促進に向けて、各地域・各団体の実情に応じた支援を行う。
　特に、地縁型団体に対しては、他の活動主体との連携協働のメリットが
実感されるよう事例の情報提供を積極的に行う。

（取組の概要）
①　交流やコーディネートの場づくりなど
　・多様な活動主体間の連携協働に向けた交流やコーディネートの場を、
より課題に近いエリアである各地域と、活動圏域を限定せず課題に取り
組む団体において提供する。

（取組の内容）
①　交流やコーディネートの場づくりなど
　・地域と企業や学校などが交流するイベント「異次元交流ライブ」を開催
し、連携協働の動きを促進する。
　・まちづくりや社会貢献活動を行う、団体・企業・学校などの「情報交換・
交流の場」として、日曜開庁時にサロンを開催する。
　・支援ニーズ、団体間の連携の糸口を把握するため、企業訪問を実
施。

②　地縁型団体への情報提供など
　・地縁型団体については、団体の課題やニーズを把握し、他の活動主
体との連携協働のメリットが実感されるよう事例の情報提供を行うととも
に、適切な支援メニューを選択・提供するなど、新たな連携が創出される
よう支援を行う。

②　地縁型団体への情報提供など
　・「異次元交流ライブ」で生まれた様々な事業成果を地域活動連絡会議
で紹介し、新たな連携の創出へと繋げていく。

（目標）
○　新たに地域活動協議会とNPO及び企業等とが連携した取組を行った
件数
　　【平成29年度】
　　・5件
　　【平成30年度】
　　・5件
　　【平成31年度】
　　・5件

（目標）
　　【平成30年度】
○　新たに地域活動協議会とNPO及び企業等とが連携した取組を行った
件数：5件

○　テーマ型団体、企業等、行政といった多様な活動主体間の連携協働
による事業の実施件数：5件
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目１４
【多様な市民活動への支援メニューの充実（区政編 改革の柱１ Ⅳ-イ）】
　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）

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　地域コミュニティの活性化から多様な協働（マルチパートナーシップ）の
推進に対する支援にあたっては、その課題に応じて、まちづくりセンター
等や派遣型地域公共人材などが適切に活用されるよう、活用方策をわ
かりやすく取りまとめ、活用を促進する。

（取組の概要）
①　まちづくりセンター等による支援内容の見直し
　・地域活動協議会の立上げを重点的に進めるために行ってきたまちづ
くりセンター等による支援について、地域活動協議会の自立運営に向け
た支援へと転換していくため、支援内容の見直しを行い、地域の実情に
即した支援を行う。

（取組の内容）
　・まちづくりセンターとの連携を密にして、地域毎に支援方針を定め、地
域活動協議会の自律運営に向けた支援を促進させる。
　・地域活動協議会の自律運営を促進するため、自主財源確保につなが
る「資源ごみのコミュニティ回収」などのCB/SB化への取り組み支援や、
地域と企業・学校との連携協働、さらには、会計支援を重点に、地域の実
情に応じた支援を行う。

（目標）
○　まちづくりセンター等の支援を受けた団体が、支援に満足している割
合
　　【平成29年度】
　　・75％
　　【平成30年度】
　　・89％
　　【平成31年度】
　　・90％

（目標）
　　【平成30年度】
○　まちづくりセンター等の支援を受けた団体が、支援に満足している割
合：90％（平成29年度：88.9％）
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目１５
【多様な市民活動への支援メニューの充実（区政編 改革の柱１ Ⅳ-イ）】
　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）

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　地域コミュニティの活性化から多様な協働（マルチパートナーシップ）の
推進に対する支援にあたっては、その課題に応じて、まちづくりセンター
等や派遣型地域公共人材などが適切に活用されるよう、活用方策をわ
かりやすく取りまとめ、活用を促進する。（再掲）

（取組の概要）
①　派遣型地域公共人材の活用促進
　・幅広い市民活動団体を対象として構築してきた派遣型地域公共人材
機能について、ホームページやSNSを活用した情報発信を行い、積極的
な活用を促す。

（取組の内容）
　・地域が必要とする地域公共人材の利用促進を図るため、地域活動連
絡会議の場で情報提供を行う。

（目標）
○　派遣型の地域公共人材が活用された件数
　　【平成29年度】
　　・1件
　　【平成30年度】
　　・1件
　　【平成31年度】
　　・1件

（目標）
　　【平成30年度】
○　派遣型の地域公共人材が活用された件数：1件
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目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（区政編 改革の柱１ Ⅳ-ウ）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　区役所職員がまちづくりセンター等の職員と連携して、持続的な活動の
ための財源確保の手法としてのCB/SB化、社会的ビジネス化を的確に
支援する

（取組の概要）
①　CB/SB化、社会的ビジネス化の支援
　・CB/SB化、社会的ビジネス化の支援を進める

（取組の内容）
　・地域活動協議会で「資源ごみコミュニティ回収事業」が取り組まれるよ
う、環境局やまちづくりセンターと連携しながら支援する。

（目標）
○　区が関与したCB/SB起業件数及び、社会的ビジネス化事業創出件
数
　　【平成29年度】
　　・３件
　　【平成30年度】
　　・２件
　　【平成31年度】
　　・２件

　　平成29年度～平成31年度の3年間で6件

（目標）
　　【平成30年度】
○　区が関与したCB/SB起業件数及び、社会的ビジネス化事業創出件
数：２件
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「③」の場合は必須

①：目標達成　②：目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目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（区政編 改革の柱２ Ⅰ-イ）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
・職員や校長が分権型教育行政の制度や趣旨に基づいて業務を進める
ことで、「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を
図り、学校や地域における教育の活性化につなげる。

（取組の概要）
・分権型教育行政の理解促進に向けて、区教育行政連絡会等で小・中学
校長向けの研修実施。

（目標）
・校長、学校協議会委員、保護者等が、学校の実情に応じた教育が行わ
れ、教育内容がより充実したと感じる。

（取組の内容）
・区教育行政連絡会等で小・中学校長と意見交換実施。

（目標）
【平成30年度】
自校・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
：区内小・中学校長　30％
：区内小中学校 学校協議会委員　30％
：区教育会議委員　30％
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目１８ 【区における住民主体の自治の実現（区政編 改革の柱２ Ⅲ-ア）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（戦略）
　区政運営への区民の参画をより一層推進するため、区政会議において
区民の意見やニーズを的確に把握するとともに、出された意見への対応
について説明責任を十分に果たすことができるよう、より効果的な会議運
営に向けたＰＤＣＡを実施する。

（取組の概要）
①区政会議の運営についての効果的なＰＤＣＡの実施
　施策・事業の企画段階や事後だけではなく執行段階においても区政会
議の委員の意見を聴取して必要に応じて反映するなど、区政会議の委員
とより活発な意見交換を行う。
　区政運営について、区役所の自己評価に対する意見に加え、委員の評
価を直接受ける。
　区政会議の委員が区政運営に参画しているという実感がより得られる
よう、区政会議において委員から出された意見などについて、区政への
反映状況や反映できなかった場合の理由を区政会議の場で明らかにす
る。
②区政会議と地域活動協議会との連携
　区政会議と地域の総意形成機能を担う地域活動協議会との連携を促
進するため、各地域活動協議会からの区政会議の委員の選定に向けて
取り組む。

（目標）
①-1 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
　　29年度　60％
①-2　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の委員の割合
　　29年度　60％
②地域活動協議会からの推薦を受けた区政会議の委員を選定する。

（取組の内容）
※人事・財政部会及びその下に設置されたＷＧにおいて、整理中の内容
をもとに作成。部会決議内容により修正の可能性あり。

①区政会議の運営についての効果的なＰＤＣＡの実施
【区政会議委員とのより活発な意見交換】
　より活発な意見交換に向け区政会議運営上の課題把握のためのアン
ケートを区政会議委員に対して実施する。
　アンケート結果に基づき会議運営の改善を図るとともに、いただいた意
見についての対応状況を区政会議において示す。
【区政会議での委員の意見の反映状況のフィードバック】
　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。
【区政運営についての委員からの直接の評価】
　区の取組について、委員から4段階で評価を受けて点数化し、各委員の
評価を平均して公表する。

②区政会議と地域活動協議会との連携
　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する。

（目標）
【平成30年度】
①-1 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：73％（平成29年度：91.7％）

①-2　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の委員の割合：70％（平
成29年度：72.7％）
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目１９ 【多様な区民の意見やニーズの的確な把握（区政編 改革の柱２ Ⅲ-イ）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（戦略）
　区民の意見やニーズの把握手法について、これまでの取組や他都市
の事例を参考に様々な工夫を凝らしていく。

（取組の概要）
①意見やニーズの把握手法の多角化
　これまで区において実施してきた様々な取組を継続するとともに、他
区・他都市の事例を参考に、効果的な取組であると区長会議において判
断され、ベストプラクティスとして、24区で共有された内容について、当区
においての実施検討し、ニーズ把握の手法の多角化につなげる。

（目標）
①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
感じる区民の割合
　　29年度　35％
　（28年度　32.4％）

（取組の内容）
　これまで実施してきた次の取組を継続して実施する。
・区政会議
・市民の声
・ご意見箱
・区民アンケート

　効果的な取組であると区長会議において判断された内容を検討し、可
能なものを実施する。

（目標）
　　【平成30年度】
①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
感じる区民の割合：40％（平成29年度：38.8％）
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当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目２０ 【さらなる区民サービスの向上（区政編 改革の柱２ Ⅳ-ア）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
　区民の抱える様々な課題に対応する区役所の総合行政の窓口として
の機能を充実するとともに、来庁者などのニーズを踏まえ、窓口サービ
ス、区政情報の発信機能のより一層の向上を図る。

（取組の概要）
①区民に身近な総合行政の窓口としての機能の充実
　区民が抱える様々な課題に対して、その内容に応じて関係局と連携し
て、責任を持って対応するなど、インターフェイス機能を充実させるととも
に、政策課題を解決するために区役所が中心となって関係局と連携する
総合拠点機能を充実させる。

②庁舎案内や窓口サービスにおけるサービス向上
　区民が快適で利用しやすい区役所となるよう、引き続き、庁舎案内や窓
口での応対の向上を図るとともに、来庁者の声を適切に把握し改善につ
なげる。

③区政情報の発信
　区政に関する情報が区民全体に届けられるようきめ細やかな情報発信
を行う。

（目標）
①区役所が、相談や問い合わせ内容について適切に対応したと思う区
民の割合
　29年度 75％

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）以上を獲得する。

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関する情報が、区役所
から届いていると感じる区民の割合
29 年度 30％

（取組の内容）
①区民に身近な総合行政の窓口としての機能の充実
・区政会議
・市民の声
・ご意見箱の充実
・区民アンケート

②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）

③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

　効果的な取組であると区長会議において判断された内容を検討し、可
能なものを実施する。

（目標）
　　【平成30年度】
①区役所が、相談や問い合わせ内容について適切に対応したと思う区
民の割合：70％（平成29年度：67.8％）

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）以上を獲得する。

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関する情報が、区役所
から届いていると感じる区民の割合：42％（平成29年度：40.7％）
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当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目２１ 【効率的な区行政の運営の推進（区政編 改革の柱２ Ⅳ-イ）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（戦略）
　不適切な事務処理の発生を防ぎ、24 区における事務レベルの底上げ
を図るため、区役所事務について、計画的に標準化・ＢＰＲに取り組む。

（取組の概要）
①区役所事務についての標準化・ＢＰＲの計画的推進
　共通の区役所事務のうち区民への影響が大きいものから標準化に取り
組む。標準化の検討にあたっては業務プロセスを抜本的に見直すＢＰＲ
の視点で取り組む。

②各区による自主的・自律的なＰＤＣＡサイクル徹底の促進（※「市政改
革プラン2.0－新たな価値を生み出す改革－」Ｐ68 の再掲）
　各区の自主性・自律性の向上に向けたノウハウや成功事例などの情報
を共有。

（目標）
①不適切な事務処理事案の件数（公表ベース）
　29年度 28年度件数（８件）から10％減（７件）
　※30・31年度の目標は、29年度の結果を踏まえて設定

②日頃からPDCAサイクルを意識して業務に取り組んでいる職員の割合
（※「市政改革プラン2.0－新たな価値を生み出す改革－」Ｐ68の再掲）
　29年度 83％
　31年度 85％

（取組の内容）
①区役所事務についての標準化・ＢＰＲの計画的推進
　・具体的な取組は区長会議で示され次第記載する

②各区による自主的・自律的なＰＤＣＡサイクル徹底の促進
　・効果的な取組であると区長会議において判断された内容の共有

（目標）
　　【平成30年度】
①不適切な事務処理事案の件数（公表ベース）：9件（29年度：10件）

②日頃からPDCAサイクルを意識して業務に取り組んでいる職員の割合：
84％
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