
具体的取組１－２－１　【防災対策事業】

計画内容 取組実績 業績目標及び達成状況

・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）

・避難所開設訓練を実施した地域
（共催含む）：14地域

・出前講座（学習会・講演会等）の
開催：44回

・避難所開設に使用する新たな備
蓄物資の配備：23避難所

・平成31年3月末までの津波避難ビ
ルの確保：25施設

・平成31年3月末までの防災パート
ナー登録：92事業所

・平成31年3月末までに地区（地域）
防災計画を作成した地域：8地域

・梅田地区エリアマネジメント実践
連絡会及び防火協力会主催研修会
にて区内企業向け周知と配架依頼

・避難所開設訓練等の実施

　（目標）　　　　　　　（結果）
　　 6地域以上　→　　14地域

・津波避難ビル

　（目標）　　　　　　　　　（結果）
　　 23施設以上　　→　　25施設

・地区防災計画策定地域

　（目標）　　　　　　　 （結果）
　　6地域以上　　→　　8地域

具体的取組１－３－１　【放置自転車対策事業】

計画内容 取組実績 業績目標及び達成状況

・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を整
備する。

・北区内の３警察署、建設局、野田
工営所、地域との連携を図り、以下
の取組を実施した。
　○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を整
備した。

・区内の全駅の放置自転車台数

　（目標）
　　29年度実績1,684台の10％減
　　1,515台
　　↓
　（結果）
　　1,125台

　平成３０年度北区運営方針（自己評価）における主な取組の状況
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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】

計画内容 取組実績 業績目標及び達成状況

・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相談支援延べ件数：2,809件
（1地域あたり148件）

・「まちともサービス」利用会員登録
数：215名、サポート会員登録数：98
名、延べ利用回数：1,914回、延べ
利用時間：3,951時間

・地域福祉コーディネーターへの相
談件数：10,267件

・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

　（目標）
　　各地域平均  50件以上／年
　　↓
　（結果）
　　各地域平均 148件以上／年

具体的取組２－３－１　【待機児童の解消】

計画内容 取組実績 業績目標及び達成状況

・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。
　○認可保育所の新増設
　　　1か所 80名（31年4月開園）
　○小規模保育
　　　3か所 57名（31年4月開園）

・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。

・新規認可保育所：なし

・新規小規模保育：
　　 1か所 19名（31年4月開園）

・30年度途中入所児童数：194名

・31年4月の保育所待機児童数

　（目標）　　　 （結果）
　　 0名　　→　　1名

・31年4月の入所保留児童数

　（目標）
　　174名（前年数）以下
　　　↓
　（結果）
　　243名

具体的取組２－３－２　【子育て支援事業の充実強化】

計画内容 取組実績 業績目標及び達成状況

・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

・電話・メール・来所等相談：390件
（うち心理士による相談：129件）

・スクールソーシャルワーカー定期
訪問校：14校
　（内訳）中学校 5校中5校、小学校
11校中9校

・子育て支援ルーム（キッキ）利用
者数：延べ5,583組（うち相談数：29
件）

・出張イベント：7か所（16地域）実
施：363組参加

・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

　（目標）　　　　　　　（結果）
　　80％以上　　→　　94.9％
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具体的取組３－１－２　【学校教育活動支援事業】

計画内容 取組実績 業績目標及び達成状況

・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

・文化芸術体験事業：4事業　各校
開催16回　合同開催7回　参加延べ
41校

・中学校部活動支援事業：6事業
46回　参加延べ19校

・教育行政連絡会：各3回

・区教育会議：1回

・学校協議会傍聴：20校 58回

・生涯学習講座の開催：歴史まちあ
るき 11回開催（各回定員40名／延
べ参加者数343名）

・区民スポーツ大会の開催：年4回
（団体3種目57団体、個人1種目24
名 参加）

・市長杯「市民ソフトボール大会」区
予選会「区長杯」の開催

・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

　（目標）　　　　　　　（結果）
　　60％以上　　→　　93.8％

・生涯学習講座参加率

　（目標）　　　　　　　（結果）
　　70％以上　　→　　78.0％

・区民スポーツ大会等参加チーム
規模

　（目標）
　　参加団体
　　64団体（前年度実績）の拡大
　　↓
　（結果）
　　66団体

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目３　【職員づくりと人材マネジメント】

計画内容 取組実績 業績目標及び達成状況

・「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

・庁舎周辺清掃実施：週３回

・全職員対象とした接遇研修（机
上・面談・実地）：１回

・繁忙職場への相互応援による人
材マネジメントの実施

・全職員対象に、職員の課題発見・
解決力等の向上を図るWS形式の
連続業務改善研修の実施：２回

・広報技術力等の向上のための専
門家によるデザインアドバイスの実
施

・北区役所「職員ビジョン」に基づ
き、課及び個人の行動目標を定め
た業務への取組の実施

・職場の活性化に貢献した職員を
選出し、賞することで意欲を高める
取組の実施

・区長と職員（転入者全員）との意
見交換を実施

・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

　（目標）　　　　　　　（結果）
　　90％以上　　→　　74.2％
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取組項目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～】

計画内容 取組実績 業績目標及び達成状況

・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。

・マンション向け防災講座の案内を
広報紙等で積極的に行った。

・防災に関心を示したマンションに
は、積極的にアプローチを行い、防
災講座や防災訓練の企画実施や
防災のルールづくり等を支援しなが
ら、マンション住民間での交流を促
進した。 ・防災講座の開催

　（目標）　　　　　　　　 （結果）
　　10団体以上　　→　　24団体

取組項目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～】

計画内容 取組実績 業績目標及び達成状況

・活動が形骸化しないよう、活動の
場の提供や場づくりの支援を行う。

・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。

・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。

・地域活動が形骸化しないよう、地
域主体によるまちづくり勉強会の設
置並びに運営を支援した。

・区が運営するＷＥＢ（HP、ＦＢ、イ
ンスタグラム）やアナログ（広報紙）
の多様な媒体の活用のほか、地域
活動協議会の広報紙でも積極的に
活動を紹介し、地域活動への参加
を呼びかけた。

・SNSを活用した情報提供の実施

　（目標）　　　　　　（結果）
　　1件以上　　→　　1件

・ICTを活用した市民との対話を促
進す新たな取り組み件数

　（目標）　　　　　　（結果）
　　1件以上　　→　　3件

・地縁型団体が行う活動に参加して
いる区民の割合

　（目標）　　　　　　　（結果）
　　20％以上　　→　　15.6％
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取組項目１０　【地域活動協議会への支援（活動の活性化に向けた支援）～認知度向上に向けた支援～】

計画内容 取組実績 業績目標及び達成状況

・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。

・区のHPやFBをはじめ、広報紙、地
域活動協議会の広報板など多様な
媒体を活用して、地域活動、地域情
報を発信した。

・各マンションにおける防災講座や
防災の基本ルールづくりの支援ノ場
で、地域活動協議会の取り組み等
を紹介した。

・地域活動協議会を知っている区民
の割合

　（目標）　　　　　　　（結果）
　　35％以上　　→　　28.7％

取組項目１３　【多様な主体のネットワーク拡充への支援】

計画内容 取組実績 業績目標及び達成状況

・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。

・「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。

・地域と企業や学校などが交流する
イベント「まちセンカフェ」を開催

・商店街、企業、学校との協働（7
件）

・女性会との協働による御堂筋清掃
活動実施

・ボランティア団体や有志と協働し
た御堂筋ギャラリーを活用したアー
トイベントの開催

・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

　（目標）　　　　　　（結果）
　　5件以上　　→　　5件

・市民活動団体、企業等多様な活
動主体間の連携協働による事業の
実施件数

　（目標）　　　　　　（結果）
　　5件以上　　→　　9件

取組項目２０　【さらなる区民サービスの向上（区政情報の発信）】

計画内容 取組実績 業績目標及び達成状況

・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

・広報紙を手にとってもらえるよう、
アイキャッチとなる表紙を中心に、
紙面構成等を十分検討する機会を
設けるとともに、区民の方に登場い
ただいたり各地域での取組みを紹
介するなど、北区への愛着を感じて
もらえるよう内容を工夫した。

・インスタグラムでは、ハッシュタグ
活用により、区民を巻き込んだ情報
発信を展開している。また、動画に
よる北区の魅力発信についても、15
名の区民リポーターとともに、
YouTubeで開始した。

・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

　（目標）　　　　　　　（結果）
　　42％以上　　→　　40.1％
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