
【様式１】資料　２

主な具体的取組（31年度算定見込額　9,022千円）

【３－１　子育て環境の充実】
・2～5か月児の乳児（第１子）を育てる親と子を対象に、親子の絆づくりプログラム（週に１回２時間４回コース）を開催する。
【３－４　教育環境支援】
・地域資源を生かした文化芸術体験を通して、地域愛の醸成と人材育成を図るため、市立小学校・中学校の児童生徒に対する芸術
鑑賞会を実施する。
・体力向上等を目指し、専門家派遣を行ったり、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
小・中学校へ専門講師を派遣する。

主な具体的取組（31年度算定見込額　53,783千円）

・必要な地域に地域福祉コーディネーターを配置し、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。
・CSWと地域福祉コーディネーター等の連携を強化しながら、小地域における専門的な相談支援を行う。
・スクールソーシャルワーカー（SSW）とCSW、関係機関の連携により、総合的な支援を行う。

経営課題の概要 主な戦略

【経営課題３　子育て環境・教育環境の充実】
・大規模マンションの建設などが進み、子どもの数が急増し、学
校の運動場のスペースが十分にとれない学校が生まれている。
・近隣地域の関係性の希薄化により、子育ての孤立化が見られ
る。

【３－１　子育て環境の充実】
・第１子を子育て中の母の孤立化を防ぎ、仲間づくりと少し先の
育児知識の学習を通して、育児不安やストレスを軽減させる。
【３－４　教育環境支援】
・児童生徒の学力・体力・感性を育むために、文化芸術鑑賞の機
会の提供や各学校のニーズに応じた専門家派遣等の支援を行う
ことで、教育環境の充実を図る。

主な具体的取組（31年度算定見込額　8,751千円）

・北区在住・在学・在勤者を対象に、『北区ジシン本』の概要を紹介したミニ講座等でジシン本を配布しながら、アンケートを実施し、
理解度を確認するとともに、現状を把握してさらなる取り組みを検討する。
・地域・学校・マンションでの防災講座・訓練・マニュアル作成などを支援する。
・帰宅困難者対策協議会とともに、災害時に備えて区役所ができることを検討し、できることから実施していく。
・津波避難ビルと防災パートナーの登録数を増やすとともに、登録事業者の連絡会等を通して、連携を深める。

経営課題の概要 主な戦略

【経営課題２　地域福祉の推進】
・少子高齢化等を背景に、地域での福祉課題が多様化複雑化し
ていることから、解決に導く専門人材の確保と、住民主体の福祉
コミュニティづくりの構築、担い手づくりが求められる。
・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づくりが必要である。

【２－１　住民主体の福祉コミュニティづくりの推進】
・「まちともサービス」を継続的に実施し、住民相互の助け合いを
推進する。
・コミュニティソーシャルワーカー（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を継続す
ることで、地域における見守り活動の充足につなげる。

経営課題の概要 主な戦略

【経営課題１　安全安心なまちづくり】
・約9割がマンション世帯であること、転出入が多く、人口増加率
が高い特性から、近隣地域の関係性の希薄化が見られる。

【１－１　地域防災】
・だれもが関心の高い「防災」をテーマに、マンション、学校、地
域、一般と多様な対象に向けて、北区の特性をふまえて作成した
『北区ジシン本』による防災講座等を開催し、日ごろからの備えの
「自助」と近隣地域との「共助」の意識を醸成する。

区の使命（どのような役割を担うのか）

・近隣・地域の共助意識を醸成し、安全安心の暮らしを実現する。
・北区の豊かな資源である人・モノ・コトを活かし、区民一人ひとりが輝く「場」を創造する。

平成31年度　区運営の基本的な考え方（区長の方針）

・地域、民間企業・団体、学校等、多様な主体との連携・協働を推進し、福祉コミュニティ等、多様なコミュニティ形成に向けた支援を
行う。
・広報紙をはじめ、HPやSNS等、多様な媒体を活用した情報発信を通して、地域の魅力を伝えることにより、地域愛の醸成と人材育
成を図る。
・区民のみなさんにより信頼される区役所を目指し、職員一人ひとりが、現状に満足せず、期待されているサービス以上の提供を目
指し、”プラスα＆チャレンジ”の精神で取り組む。

重点的に取り組む主な経営課題（様式２）

平成31年度　北区運営方針（素案）
（区長：上野　信子）

◆計画

区の目標（何をめざすのか）

・”住んでいてよかった！”　”働いていてよかった！”　”学んでよかった！”　区民の総合的な満足度の高い北区を目指す。
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【様式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

主な取組項目 取組内容

【取組項目４】
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

・約9割の世帯がマンション居住という形態であることを踏まえ、マンション内のコミュニ
ティ形成を目的とした防災講座や、防災の基本ルールづくり等の支援を行う。
・区ホームページや広報紙などのほか、マンション管理等の関係機関との連携を図りな
がら、マンション居住者に向けて、支援策を広く情報発信していく。
・防災の取組みを契機に育まれたマンション内のコミュニティを、周辺の地域活動につ
ないでいく。

◆自己評価

・区ホームページやフェイスブック、インスタグラムなどのSNSのほか、広報紙、広報掲
示板など多様な媒体を活用し、地域情報や魅力を発信することにより、地域活動等へ
の参加を促進する。
・区民カーニバル等のイベントの運営において、より多くの多様な区民のみなさんに参
加してもらえるように魅力的なプログラムや広報に工夫を凝らす。
・マンション居住者を対象にした防災講座や、防災の基本ルールづくり等の支援におい
て、居住者間のコミュニティ形成や地域とのつながりを図る。

「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

【取組項目２】
職員づくりと人材マネジメント

・全職員を対象に、職員の課題発見・解決力の向上を図るWS形式の業務改善研修を、
継続的に実施する。
・わかりやすく情報を伝えるために、広報物等の作成において、デザイン専門家のアド
バイスを受けながら、広報技術力の向上を図る。
・北区役所の職員ビジョン、区民のみなさんへのメッセージ、行動指針を職員全員で策
定し、それに基づいて、課及び個人の行動目標を定めて業務に取り組む。
・定期的に課内で相互に評価し、評価を得た職員を表彰することで、職員の意欲を高め
る。

主な取組項目 取組内容

【取組項目３】
人と人とのつながりづくり
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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１ 【安全安心なまちづくり】

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＞

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

【地域防災】
・約9割がマンション世帯であること、転出入が多
く、人口増加率が高い特性から、近隣地域の関
係性の希薄化が見られる。
・自主防災組織等の「地区（地域）防災計画」作
成やステップアップした防災訓練の実施に向け
た支援を行う必要がある。
・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。

【自転車利用マナー】
・行政・地域の交通安全関係者・関係事業者等
の各主体の役割分担のもと、市民に分かりやす
い効果的な啓発を相互に協力・連携しながら充
実させる必要がある。

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

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

【喫煙マナー】
・喫煙マナーの向上、路上喫煙禁止制度の定着
のための啓発活動の推進や、ポイ捨て、受動喫
煙被害防止のための環境整備。

【喫煙マナー】
・喫煙マナーが守られ、だれもが安全に通行で
きる道路状況

【地域防災】
・避難所開設訓練の実施実績
　　26年度 ： 10地域
　　27年度 ： 14地域
　　28年度 ： 16地域
　　29年度 ： 14地域

・津波避難ビルとして登録された民間施設：23施
設（30年3月末現在）

・北区防災パートナー登録事業所：79事業所（30
年3月末現在）

【自転車利用マナー】
・北区の放置自転車台数
　　26年2月　　1,363台
　　27年2月　　1,227台
　　28年2月　　　707台
　　29年2月　　1,094台
　　30年2月　　　968台

・北区内駐輪場の整備台数（平成30年3月現
在）：9,028台

【喫煙マナー】
・区内既存の路上喫煙禁止指定区域
　＊御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺

・たばこ市民マナー向上エリア（市民のマナー意
識を高め、路上喫煙防止に向けた普及啓発活
動に取り組む地域）
　＊大阪ステーションシティ周辺
　＊阪急百貨店、HEPNAVIO、阪神百貨店周辺
　＊天神橋1丁目、2丁目、3丁目商店街
　＊豊崎東小学校区
　＊梅田・茶屋町エリア
　＊芝田1丁目
　＊梅田2丁目、3丁目

・市民の声（29~30年度）199件中、北区の路上
喫煙関連13件
《内訳》
　＊喫煙所設置、店頭などの灰皿撤去等の要
望・苦情：5件
　＊ポイ捨て禁止、路上喫煙禁止地区指定、拡
大等に関する要望：8件

【地域防災】
・行政、地域、民間企業との災害発生時の責務
と役割に応じた連携が未だ進んでいないと推察
できる。

【自転車利用マナー】
・近年、人口増加に伴い、区内の自転車保有台
数は増加傾向にある。また、駅周辺には、区内
だけではなく、周辺区からの利用もあり、自転車
駐輪場等の計画的な整備を進めているものの、
周囲への影響や問題を意識することなく、安易
に道路上に自転車を放置する市民が少なくな
い。

【喫煙マナー】
・区の中心部には、巨大ターミナル、大型商業施
設、高層ビルが並ぶビジネス街などがあり、通
勤・通学客や観光客等、人の往来が激しく、喫
煙マナーやモラルの向上には区域外にもPR効
果が及ぶような規制・普及啓発活動が必要。

【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.、相
互に助け合える状態

【自転車利用マナー】
・市民の自転車利用に関するルール・マナーへ
の意識が醸成され、道路上に放置自転車がな
く、安全で快適な道路空間が確保された状態
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【様式２】

千円 千円 千円

めざす成果及び戦略　１－１ 【地域防災】

戦略（中期的な取組の方向性）
・北区に、在住・在勤・在学する誰もが、率先して『自助』の取り組みがで
きる状態
・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状態

・だれもが関心の高い「防災」をテーマに、マンション、学校、地域、一般と
多様な対象に向けて、北区の特性をふまえて作成した『北区ジシン本』に
よる防災講座等を開催し、日ごろからの備えの「自助」と近隣地域との
「共助」の意識を醸成する。
・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（成果）指標（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：33年度末までに、70％
・避難所の機能が充実してきたと感じる地域の割合：33年度末までに、14
地域以上

前年度 個別 全体

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
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

30予算額 8,736 31算定見込額 8,751

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム指標の達成状況

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・北区在住・在学・在勤者を対象に、『北区ジシン本』の概要を紹介したミ
ニ講座等でジシン本を配布しながら、アンケートを実施し、理解度を確認
するとともに、現状を把握してさらなる取り組みを検討する。
・地域・学校・マンションでの防災講座・訓練・マニュアル作成などを支援
する。
・帰宅困難者対策協議会とともに、災害時に備えて区役所ができることを
検討し、できることから実施していく。
・津波避難ビルと防災パートナーの登録数を増やすとともに、登録事業者
の連絡会等を通して、連携を深める。

・防災訓練等の実施支援：8地域以上
・津波避難ビル：25施設以上
・地区防災計画を作成した地域：７地域以上

【撤退・再構築基準】
・防災訓練等実施地域が年間5地域未満、津波避難ビル登録数が20施
設以下、平成31年度までに地区防災計画を策定した地域が7地域未満
の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
防災訓練等実施地域
　27年度：14地域
　28年度：16地域
　29年度：14地域

出前講座、学習会等
　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

具体的取組１－１－１ 【防災対策事業】

29決算額 10,109

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

千円 千円 千円

めざす成果及び戦略　１－2 【自転車利用マナーの向上】

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。

・放置自転車を減らすため、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（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

・北区内放置自転車台数：33年度末までに、850台以下

前年度 個別 全体

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
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

31算定見込額 20,519

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム指標の達成状況

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・北区内の３警察署、建設局自転車対策課、野田工営所、地域との連携
を強化し、情報の共有化を図りながら、普及啓発等の取組みを推進す
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13名

・西天満４丁目、曾根崎２丁目、中津１丁目等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871台（平成29年度実績968台の10％
減）以下を目指す。

【撤退・再構築基準】
・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　28年度：毎月5回、29年度：毎月5
回
＊啓発指導員の配置　　28年度：毎日6駅13名、29年度：毎日6駅13名

具体的取組１－2－１ 【放置自転車対策】

29決算額 17,061 30予算額 19,953

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

－5－



【様式２】

千円 千円 千円

前年度 個別 全体

めざす成果及び戦略　１－３ 【喫煙マナーの向上】

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）
・路上喫煙の減少によって喫煙者のマナーが向上した状態 ・JR大阪駅等周辺における路上喫煙対策により、喫煙マナーを向上し、

美しく、安全に通行できる環境を整備する。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・JR大阪駅等周辺の路上喫煙マナーが向上したと感じる区民の割合：33
年度末までに、50％以上

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
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

31算定見込額 6,756

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム指標の達成状況

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・ＪＲ大阪駅の周辺等を「路上喫煙禁止地区」に指定することにより、受動
喫煙による健康被害やポイ捨てを防止し、歩行者が安全に通行できる環
境整備を進める。

・路上喫煙禁止地区指定前と比べて、ＪＲ大阪駅前等周辺の道路等のた
ばこの吸殻ごみが少なくなったと感じる区内清掃活動参加者の割合：
60％以上

【撤退・再構築基準】
・上記目標が30％未満であれば、事業再構築。

前年度までの実績

具体的取組１－３－１ 【路上喫煙対策】

29決算額 － 30予算額 －

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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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

【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件
平成28年度：3,065件
平成29年度：2,950件

［参考：まちともサービス］
（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
（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
（29年度）
＊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

・小地域福祉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。

【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。

【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。

経営課題２ 【地域福祉の推進】

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の状態
・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
ない地域の状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

課題（上記要因を解消するために必要なこと）
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【様式２】

千円 千円 千円

前年度 個別 全体

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

・「まちともサービス」を継続的に実施し、住民相互の助け合いを推進す
る。
・コミュニティソーシャルワーカー（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を継続すること
で、地域における見守り活動の充足につなげる。

アウトカム（成果）指標（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：35年
度末までに、各地域平均100件

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
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

31算定見込額 52,245

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム指標の達成状況

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・必要な地域に地域福祉コーディネーターを配置し、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。
・CSWと地域福祉コーディネーター等の連携を強化しながら、小地域にお
ける専門的な相談支援を行う。
・スクールソーシャルワーカー（SSW）とCSW、関係機関の連携により、総
合的な支援を行う。

・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・再構築基準】
・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
【CSW相談支援延べ件数】
・27年度3,449件　・28年度3,065件　・29年度2,950件
・30年度（8月末）1,426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】

29決算額 47,002 30予算額 55,882

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

千円 千円 千円

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】

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

・北区の地域福祉の推進状況について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（成果）指標（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：35
年度末までに、80％以上

前年度 個別 全体

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
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

31算定見込額 1,538

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム指標の達成状況

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・各地域の福祉活動の進捗を踏まえ、学識経験者や関係機関等の参加
による第2期北区地域福祉計画の策定に取り組む。（平成31年度末まで）

・区内各地域で地域福祉活動の振り返りを実施する。
　（小地域福祉活動計画策定済：9地域）

【撤退・再構築基準】
・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
　　28年度：4地域22回、29年度：2地域7回、30年度：2地域9回
・振り返り等
　　28年度：3地域4回、29年度：3地域4回、30年度（8月末現在）：2回

具体的取組２－２－１ 【第２期地域福祉計画の策定】

29決算額 － 30予算額 3,211

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】
経営課題３ 【子育て環境・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＞

・安心してこどもを産み、育てられるように、子育て中の母が、孤立することなく、育児不安やストレスが軽減され、子育てしやすいまちの状態をめざ
す。
・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をめざす。
・児童虐待を見逃さず速やかに対応でき、身近な地域で安心して子育てができる環境を整える。
・行政から学校教育環境の向上にむけた支援をすることで、児童・生徒の豊かな人間性を育み、将来の地域人材やグローバルな人材を育成する。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

【子育て環境】
・北区は近年、新築タワーマンション
などが相次いで建設され、出産子育
て世代が多く転入している。
・晩婚化と不妊治療等で高齢出産も
増えている。
・妊娠・出産が当面のゴールと考えが
ちになり、育児経験していくなかで、
不安や思い通りにならない生活にスト
レスをためる方が多くなっている。

【子育て支援】
・相談件数
　　25年度　　250件
　　26年度　　441件
　　27年度　　688件
　　28年度　　539件
　　29年度　　746件

・児童虐待相談件数
　　25年度　　151件
　　26年度　　213件
　　27年度　　279件
　　28年度　　275件
　　29年度　　317件

【待機児童】
・保育所施設入所待機児童数
　（ ）は入所保留児童数
　　26年度　　　6名（188名）
　　27年度　　　3名（142名）
　　28年度　　14名（238名）
　　29年度　　　3名（218名）
　　30年度　　　0名(174名）

【教育環境】
・北区の人口及び区内市立小学校児
童数は区内の大規模マンション新規
建設等により増加傾向にあるが、市
立中学校生徒数は変化なく、地域か
ら離れる傾向にあると考えられ、地域
への愛着が根付きにくい。
・児童急増による教育環境の悪化懸
念。

＊北区の人口
　　27年度　　122,563人
　　28年度　　125,735人
　　29年度　　128,170人
　　30年度　　132,109人

＊小学校児童数／中学校生徒数
　　27年度　　　  3,409人／1,552人
　　28年度　　　  3,512人／1,500人
　　29年度　　　  3,748人／1,491人
　　30年度　　　  3,938人／1,442人

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

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

【子育て環境】
・近所に顔見知りがいない中、ネット
には子育て情報が氾濫する環境で、
多くの時間を母と子どもが２人で過ご
している。
・核家族化により子育てスキルの伝
承の機会は乏しく、少子化により母自
身のきょうだいや年少のいとこ等の育
ちを共有する機会もほとんどないまま
子育てがスタートしている。

【子育て支援】
・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。
・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。

【待機児童】
・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。

【教育環境】
・新規住民を含む人口増加にあわせ
た、地域性のある教育環境の整備と
情報の発信が不足している。

【子育て環境】
・個々の相談は保健師や助産師が受
けられるが、母親同士の横のつなが
りをつくるのが難しく、その機会やきっ
かけづくりが必要である。

【子育て支援】
・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。

【待機児童】
・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。

【教育環境】
・学校関係者との密な連携とり、本物
や地域文化に触れる機会の提供な
ど、教育環境の充実を図り、地域に根
差した人材育成につなげる必要があ
る。
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【様式２】

千円 千円 千円

課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

347

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
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

全体

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組３－１－１ 【親子の絆づくりと仲間づくり】

29決算額 － 30予算額 － 31算定見込額

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・2～5か月児の乳児（第１子）を育てる親と子を対象に、親子の絆づくりプ
ログラム（週に１回２時間４回コース）を開催する。
・31年度は４開設とし、対象者の利便性を考え、区内４か所で行う。

親子の絆づくりプログラムに参加した方へのアンケートで、育児に対し肯
定的に捉えることができる、育児ストレスが軽減されたと感じた方の割
合：80％以上。

【撤退・再構築基準】
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

めざす成果及び戦略　３－１ 【子育て環境の充実】

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

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別

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）
・第１子を子育て中の母の孤立化を防ぎ、仲間づくりと少し先の育児知識
の学習を通して、育児不安やストレスを軽減させる。

・親がいきいきと子育てできる子育てしやすいまちづくりを目指す。
・転入者で対象である母子に積極的に親子の絆づくりプログラムを勧め
る。
・親子の絆（愛着）を深め、児童虐待予防をはかる。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・第１子を子育て中で支援者のいない母親が、親子の絆づくりプログラム
を受ける割合：35年度末までに、50％以上
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【様式２】

千円 千円 千円

前年度 個別 全体

めざす成果及び戦略　３－２ 【子育て支援】

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）
・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

・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
居場所づくり支援事業を行い、孤独になりがちな世帯への支援を実施す
る。
・子育て支援事業の一層の充実強化を図る。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・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：35年度末までに、80％以上

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
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

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

具体的取組３－２－1 【専門職等の配置や連携による相談体制の充実強化】

29決算額 11,139 30予算額 16,156 31算定見込額 18,547

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム指標の達成状況

自
己
評
価

【30年度（8月末）】
・子育て支援ルーム（キッキ）利用者数：延べ2,478組(うち相談数：18件）
・電話・メール・来所等相談：148件（うち心理士による相談：73件）
・出張イベント：2か所（4地域）実施：58組参加
　　　　　　　　　※1か所（3地域）は台風接近により中止

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・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：80％以上を維持する。

【撤退・再構築基準】
・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

計
画

・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

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成
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【様式２】

千円 千円 千円

前年度 個別 全体

めざす成果及び戦略　３－３ 【待機児童の解消】

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）

・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。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・35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。

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
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

31算定見込額 －

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム指標の達成状況

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・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（32年4月開園予定）　　→ 局と協議中
　　＊小規模保育
　　　　●か所　●名（32年4月開園予定）　　→ 局と協議中

・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・再構築基準】
・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
【30年度（8月末）】
・認可保育所：０か所
・小規模保育：１か所  （内訳）19名（31年4月開園）
・途中入所児童数：145名

具体的取組３－３－1 【保育施設等の整備】

29決算額 － 30予算額 －

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

千円 千円 千円

・学校の教育環境の向上に向けた側面的支援について、各学校へのア
ンケートで「良かった」と回答した割合：32年度末までに70％以上

前年度 個別 全体

めざす成果及び戦略　３－４ 【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）
・児童生徒の学力・体力・感性を育むために、文化芸術鑑賞の機会の提
供や各学校のニーズに応じた専門家派遣等の支援を行うことで、教育環
境の充実を図る。

・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。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
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

31算定見込額 8,675

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム指標の達成状況

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・地域資源を生かした文化芸術体験を通して、地域愛の醸成と人材育成
を図るため、市立小学校・中学校の児童生徒に対する芸術鑑賞会を実
施する。（各校1回以上）
・体力向上等を目指し、専門家派遣を行ったり、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、区内市立小・中学校
へ専門講師を派遣する。（各校1回以上）
・各中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
展を実施する。（各校1回以上）

・芸術や部活動など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31年度末までに60％以上

【撤退・再構築基準】
・アンケートで「良くなかった」との回答：50％以上

前年度までの実績
・小中学校を対象とした芸術や部活動など独自取組への支援
　（3事業・延べ80校）

具体的取組３－４－１ 【学校教育活動支援事業】

29決算額 7,905 30予算額 8,573

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式３】

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

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目１ 【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）
　前年度実績以上の目標収納率をめざす。
　【29年度】　90.30％（実績：90.19％）
　【30年度】　90.40％
　【31年度】　90.50％

（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

（目標）
　目標収納率：90.50％
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【様式３】

取組項目２ 【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）
　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
　【30年度】　90％以上
　【31年度】　90％以上

（取組の内容）
　・全職員を対象に、職員の課題発見・解決力の向上を図るWS形式の業
務改善研修を、継続的に実施する。
　・わかりやすく情報を伝えるために、広報物等の作成において、デザイ
ン専門家のアドバイスを受けながら、広報技術力の向上を図る。
　・北区役所の職員ビジョン、区民のみなさんへのメッセージ、行動指針
を職員全員で策定し、それに基づいて、課及び個人の行動目標を定めて
業務に取り組む。
　・定期的に課内で相互に評価し、評価を得た職員を表彰することで、職
員の意欲を高める。
　・外部講師による接遇研修を実施する。（全職員、机上及び実地）
　・職員相互応援の強化など各種取組を実施する。

（目標）
　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：90％以
上

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

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
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【様式３】

取組項目３ 【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

（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。

（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）
　・区ホームページやフェイスブック、インスタグラムなどのSNSのほか、
広報紙、広報掲示板など多様な媒体を活用し、地域情報や魅力を発信
することにより、地域活動等への参加を促進する。
　・区民カーニバル等のイベントの運営において、より多くの多様な区民
のみなさんに参加してもらえるように魅力的なプログラムや広報に工夫を
凝らす。
　・マンション居住者を対象にした防災講座や、防災の基本ルールづくり
等の支援において、居住者間のコミュニティ形成や地域とのつながりを図
る。

（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
　【29年度】　30％（実績：34.9％）
　【30年度】　37％
　【31年度】　40％

（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：
40％

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

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
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【様式３】

取組項目４
【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）
　・約9割の世帯がマンション居住という形態であることを踏まえ、マンショ
ン内のコミュニティ形成を目的とした防災講座や、防災の基本ルールづく
り等の支援を行う。
　・区ホームページや広報紙などのほか、マンション管理等の関係機関と
の連携を図りながら、マンション居住者に向けて、支援策を広く情報発信
していく。
　・防災の取組みを契機に育まれたマンション内のコミュニティを、周辺の
地域活動につないでいく。

（目標）
　【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　（実績：実施した）
　
　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
　【30年度】　61％
　【31年度】　62％

（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：62％

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

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

－18－



【様式３】

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）】
　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。

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。

③ICT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。

（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。

②気軽に活動に参加できる機会の提供
　・区ホームページやフェイスブック、インスタグラムなどのSNSのほか、
広報紙、広報掲示板など多様な媒体を活用し、全世代に向けて地域活
動の魅力を発信するとともに、地域活動等への参加を呼び掛ける。
　・各地域活動協議会が発行する広報紙において地域活動を紹介すると
ともに、地域活動等への参加を呼びかける。

③ICTを活用したきっかけづくり
　・地域活動連絡会議において、フェイスブックやツイッターなどSNSを活
用し広報の好事例を紹介するとともに、その活用を促進する。
　

（目標）
　地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合
　【29年度】　15％（実績：18.6％）
　【30年度】　20％
　【31年度】　23％

（目標）
　地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合：23％

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

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
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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

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

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）】
　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
　・委嘱される方に対して、委嘱の趣旨・目的を理解いただけるよう丁寧
な対応に努めるるとともに、一部の方に負担が偏ることのないよう配慮す
る。

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。

（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
　【29年度】　40％（実績：41.5％）
　【30年度】　45％
　【31年度】　48％

（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：48％

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との会合において、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。

⑤活動への参加促進
　・区民が参加できる活動について、区の広報紙をはじめ、ホームページ
や、フェイスブック、インスタグラムなど多様な媒体を活用しながら、その
活動等を広く発信することにより活動への参加を促進する。
　・マンション居住者向け防災講座等や、地域や企業、学校等との交流イ
ベント「異次元交流ライブ」において、地域活動等への参加を呼びかけ
る。

②補助金についての理解促進
　・地域活動連絡会議をはじめ、会計事務に関する日常的な地域支援の
場において、補助金に関する趣旨・目的等を説明、確認により、地域活動
協議会役員の理解促進を図る。
　・適正な会計事務を遂行するため、中間決算を実施するとともに、必要
に応じて会計講座等、勉強会を開催して、地域活動協議会役員の理解
促進を図る。

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
　・地域活動連絡会議をはじめ、日常的な運営支援の場において、各活
動の趣旨・目的等を確認することにより、地域活動協議会役員の理解促
進を図る。
　・地域活動連絡会議をはじめ、日常的な運営支援の場において、地域
活動の先進事例を紹介など、地域活動がさらに活性化するようきっかけ
づくりを行う。

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。

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み
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【様式３】

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７ 【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
（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）
①テーマ型団体への支援窓口の設置
・多様な活動主体間の交流の場への参画などにより、テーマ型団体との
つながりをつくるとともに、「市民活動総合ポータルサイト」の活用などに
よ
り、テーマ型団体も対象とした支援情報の提供ができる窓口を設置する。

②ICTを活用したきっかけづくり 【取組項目５の再掲】

（目標）
　市民活動支援情報提供窓口への問合せ件数
　【29年度】　窓口の設置（実績：設置した（問合せ件数：1件））
　【30年度】　4件
　【31年度】　5件

（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）
　市民活動支援情報提供窓口への問合せ件数：5件
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【様式３】

取組項目８
【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）

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、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）
　区役所内において、組織横断的な連携が図れるよう、情報共有会議を
開催するとともに、その会議録を周知し、職員全体で地域特性に応じた
支援に取り組む。

（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
　【29年度】　80％（実績：90.1％）
　【30年度】　91％
　【31年度】　92％

（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：92％

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

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
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【様式３】

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）
　・区ホームページやフェイスブック、インスタグラムなどのSNSのほか、
広報紙、広報掲示板など多様な媒体を活用し、全世代に向けて地域活
動協議会の取り組みを紹介するとともに、地域活動等への参加を呼び掛
ける。
　・各地域活動協議会が発行する広報紙や、地域の広報板において、地
域活動協議会の取り組みを紹介するとともに、地域活動等への参加を呼
びかける。
　・マンション居住者を対象にした防災講座や、防災の基本ルールづくり
等の支援において、地域活動協議会の取り組みを紹介するとともに、地
域活動の必要性と地域活動等への参加を呼び掛ける。

（目標）
　地域活動協議会を知っている区民の割合
　【29年度】　30％（実績：18.1％）
　【30年度】　35％
　【31年度】　40％

（目標）
　地域活動協議会を知っている区民の割合：40％

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

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
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【様式３】

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（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）
　地域活動に携わる職員全員が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
　【29年度】　80％（実績：67.5％）
　【30年度】　80％
　【31年度】　81％

（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：81％

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

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
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【様式３】

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）】
　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８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）
　・区役所において、組織横断的な連携が図れるよう、情報共有会議を
開催するとともに、その会議録を周知し職員全体で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
向上のため、地域に携わる職員がeラーニングを受講し、資質の向上を
図る。
　・地域活動の場において、職員から地域住民に対して、地域活動協議
会に期待する総意形成機能の趣旨を説明し、その理解を求める。

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
　・地域活動協議会認定要綱や補助金要綱の定期的な確認を実施する
とともに、地域の実情等に応じて必要な改正を行う。

（目標）
　【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（実績：選定した）

　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
　【30年度】　67％
　【31年度】　68％

（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：
68％

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

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
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【様式３】

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１２ 【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。

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。

（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
　【29年度】　5件（実績：6件）
　【30年度】　5件
　【31年度】　5件

（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、企業訪問を随時
実施。

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：5件
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【様式３】

取組項目１３
【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）
　・マンション居住者の地域活動への参加・参画を促進するため、これま
での中間支援組織による地域支援を見直し、非常勤嘱託職員が地域運
営アドバイザーとなり、地域と区役所がより密接に連携しながら、地域の
成熟度やニーズ、実情に合わせて重点的かつ効果的に支援する。
　・地域活動協議会の自律運営を促進するため、①マンションと地域との
接点形成、②地域の適正な会計事務の確保、③自主財源確保に向けた
ＣＢ／ＳＢ、➃地域と企業、学校との連携・協働を重点支援する。

（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
　【29年度】　75％（実績：88.9％）
　【30年度】　89％
　【31年度】　90％

（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：90％

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

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
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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（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）
　地域活動連絡会議をはじめ、日常的な運営支援の場において、地域の
課題解決のため活用可能な地域公共人材の情報を提供することにより、
これら人材の利用促進を図る。

（目標）
　派遣型の地域公共人材が活用された件数
　【29年度】　1件（実績：1件）
　【30年度】　1件
　【32年度】　1件

（目標）
　派遣型地域公共人材が活用された件数：1件

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

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
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取組項目１５
【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）
①CB/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）
　地域活動協議会において「資源ごみコミュニティ回収事業」がさらに取り
組まれるよう、環境局等関係機関と連携して支援する。

（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
　【29年度】　3件（実績：3件）
　【30年度】　2件
　【31年度】　2件

（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：
2件

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
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取組項目１６ 【 「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）
①分権型教育行政の効果的な推進に向けて、分権型教育行政の理解促
進に向けた取組等、具体的な取組を進める。

（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を行う。

（目標）
　自校において、学校の実情に応じた教育が行われ教育内容がより充実
したと感じる区内小・中学校長の割合
　【30年度】　30％
　【31年度】　40％

　委員を務める学校において、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区内小・中学校の学校協議会委員 の割合
　【30年度】　30％
　【31年度】　40％

　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
「保護者・区民等の参画のための会議」の委員の割合
　【30年度】　30％
　【31年度】　40％

（目標）
　自校において、学校の実情に応じた教育が行われ教育内容がより充実
したと感じる区内小・中学校長の割合：40％

　委員を務める学校において、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区内小・中学校の学校協議会委員の割合：
40％

　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
「保護者・区民等の参画のための会議」の委員の割合：40％

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

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
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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

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

取組項目１７ 【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。

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％（実績：91.7％）
　【30年度】　73％
　【31年度】　73％

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％（実績：72.7％）
　【30年度】　70％
　【30年度】　70％

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。
　【29年度】　選定（実績：選定した）
　【30年度】　選定
　【31年度】　選定

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）
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％

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％

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。

（取組の内容）
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。
　・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。
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取組項目１８ 【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
（趣旨・目的）
　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％（実績：38.8％）
　【30年度】　40％
　【31年度】　40％

（取組の内容）
　意見やニーズの把握手法の多角化
　・区政会議
　・区民アンケート

（目標）
　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％

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

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

－32－



【様式３】

取組項目１９ 【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
（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
　・市民の声
　・ご意見箱

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
　・企画力、コミュニケーション力、説明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３名体制による窓口案内サービスの実施
　・１階窓口の待ち人数や交付状況をスマートフォン等で閲覧できるサー
ビスの実施

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、区のよいところを紹介す
る記事の掲載
　・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、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、区役所１階待合モニター、掲示物、配付物）全てを相互に活用
した、きめ細やかな情報発信
　・区の魅力を発掘し、継続的に発信する区民リポーターを養成するとと
もに、区民が映像制作の技術を身につけられる講座や定期的なミーティ
ングを実施する。

（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：70％

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％

（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％（実績：67.8％）
　【30年度】　70％
　【31年度】　70％

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。
　【29年度】　☆☆（実績：☆☆）
　【30年度】　☆☆
　【31年度】　☆☆

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％（実績：40.7％）
　【30年度】　42％
　【31年度】　42％

(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

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

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
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【様式３】

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２０ 【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
（趣旨・目的）
　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）
　前年度の実績より10％減少させる。（28年度：8件）
　【29年度】　7件（実績：10件）
　【30年度】　9件
　【31年度】　8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
（※「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％（実績：95.3％）
　【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
　区役所の業務が効果的・効率的に運営されるよう、「5S活動」「標準化」
に取り組み、適正な業務執行の基盤を作る。

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）
①不適切な事務処理事案の件数（公表ベース）：8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：
85％
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