
北区将来ビジョン〔３か年計画〕

令和２年１１月５日
北区役所

ミッション：存在意義や使命

ビジョン：将来こういう姿でありたいと言う展望

ストラテジー：ビジョン実現への手法 （３か年計画）

①

②

③

資料 １



３か年計画策定へのプロセス

８月 ：【教育分野】小中学校校長との連絡会議
９月 ：【教育分野】ＰＴＡ代表などとの連絡会議

【防犯分野】３警察署長と意見交換
１０月 ：【防犯分野】放置自転車対策連絡会議

【全分野】各種団体会長との連絡会議
１１月～ ：区政会議

地域活動協議会との連絡会議
民生委員児童委員協議会との連絡会議
社会福祉協議会との連絡会議
全校ＰＴＡ会長との連絡会議
地域女性団体協議会との連絡会議

・・・etc

Ｒ３年度 事業計画・予算編成・組織編制



北区の将来ビジョン←各地域の将来ビジョン
滝川 地域住民を主体としたまちづくりと、地域コミュニティの活性化を促進

堀川 安心安全なまちづくり・人と人との絆を深め「住み良い町」と実感出来る地域

西天満 地域とのつながりを作るために盆踊りや防災・防犯活動など地域の方々に広く参加を呼びかけ

菅南 清掃活動に奉仕して住民の皆さんのコミュニケーションも良くなり、連帯感が生まれてくるまち

梅田東 みんなつながり“えん（円・縁・援）”になるまち

北天満 多世代の参画・交流の充実

済美 みんながつながるまちづくり 新たなつながりづくり～交流の機会～

菅北 子どもや高齢者にやさしく、世代を超えて助け合える、地域力あふれた、住みよい町づくり

曽根崎 地域住民はもとより、周辺の事業所と連携を図り、放置自転車等交通安全運動等に取り組む

北野 多彩な地域行事を通じて、新旧住民の交流ができる、アットホームなまちづくり

堂島 地元企業や学校関係の参加を得て、地域力の向上と住みよいまちづくり

豊仁 自分の町は自分で守る意識を持ち、地域一体となり「安心・安全」で楽しく過ごせる町づくり

本庄 向こう三軒両隣の和 をめざします

豊崎 地域が交流するまち～地域交流の充実～

豊崎東 世代をこえて支えあい 声をかけあう やさしい豊崎東

中津 新しい参加者を増やし、多様なつながりが生まれる中津

大淀東 住民同士がささえ愛、お節介をかけあいながら古きも新しきもみんなが主役になれる！大淀東

大淀西 安心安全で めっちゃふれあう おせっかいがいる 大淀西



集 支 絆

２０２４年度計画

北区の将来ビジョン

２０２１年度計画

２０２２年度計画

２０２３年度計画

２０２５年度計画

ビジョンを
具現化する
定量化した
３ヵ年計画

人が い、ともに えあい、 をはぐくむまち

Kita-ku where the people gather ,support each other,and tie the KIZUNA

「北区がスキ！」
を拡大する。

ミッション



３か年計画の目標設定

目標値の定量化：定量化が可能な事業はシェアで設定
・導入期の目標値は ７％（聞いた事がある。）
・成長期の目標値は２０％（多くの方が知っている。）
・成熟期の目標値は４０％（ほぼみんなが知っている。）
・最終期の目標値は７４％（みんなが知っている。）

クープマンの法則：目標値

７３．９％独占的シェア

安定シェア

上位シェア

市場存在シェア

４１．７％

１９．３％

６．８％

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ44%

ﾛｰｿﾝ 20%

MINI STOP ７%



導入期： ７％までは一点集中

成長期：４０％まではﾁｬﾝﾈﾙを拡大

成熟期：整理して新規事業の展開へ

ランチェスター【弱者の戦略】

導入期や事業推進が停滞している様な場合は
・事業や推進手法の選択と集中
・局地展開（成功モデルの構築）
・接近手法（Face to Face）

ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟによる各段階別の展開



３か年計画 Outcome目標＝出力結果を元にした「成果・効果」
Output目標 ＝定量的な「出力結果」

分野 ３か年（Ｒ５年度末時点）達成目標値 Ｒ１年度実績

防災 防災訓練参加者数は年間延べ１万人（人口の７％） ５千人（人口の３．５％）

防犯 こども１１０ばん運動 ２．７万か所（人口の２０％） 2000か所（人口の１．４％）

防犯 青パトの稼働率９５％（出動日数／開庁日数） 84％

防犯 放置自転車削減（目標放置率８％） 放置率１７％＝１日当りの放置自
転車台数／１日当りの乗入台数
（＝駐輪台数＋放置自転車台数）

教育 全校が学テの全国平均を上回る。 北区平均が全国平均を上回る。

教育 夢や目標が持てた中学校１年生の割合：７４％ ６８％

健康 親子の絆づくりﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ受講１４０名（対象の７４％） ８０名（対象の４０％）

健康 介護予防集いの場２４か所（国指針：高齢者千人に１か所） ２１か所

保健福祉 重大な児童虐待“０” 重大な児童虐待０

福祉 待機児童“０” 待機児童０

広報 地域ＳＮＳアプリ「ピアッザ」登録ﾕｰｻﾞｰ3500人
（３０～４０歳代の子育て世代７４％）

Ｒ２年度より実施

接遇 窓口接遇評価４．０ ３．５



３か年計画へ向けた単年度目標

分野 指標 Ｒ１実績 Ｒ３目標 Ｒ４目標 Ｒ５目標

防災 年間防災訓練参加者数 ５千人 ７千人 ９千人 １万人

防犯 こども１１０ばんの家掲載件数 ２千件 １.５万件 ２万件 ２.７万件

防犯 青パト稼働率 ８４％ ９０％ ９３％ ９５％

防犯 放置自転車（放置率） １７％ １２％ １０％ ８％

教育 夢や目標が持てた生徒の割合 ６８％ ７０％ ７２％ ７４％

健康 親子絆づくりプログラム受講者数 ８０人 １００人 １２０人 １４０名

健康 介護予防の為の集いの場件数 ２１か所 ２２か所 ２３か所 ２４か所

広報 ＳＮＳアプリ「ピアッザ」登録者数 未実施 ２０００人 ３０００人 ３５００人

接遇 窓口接遇評価 ３．５ ３．７ ３．９ ４．０



第２期北区地域福祉計画（令和２～６年度）

取り組みの柱１ 地域でつながり支え合う活動の支援

取り組みの柱２ “きめの細かい”相談・支援の充実

取り組みの柱３ ふくしのまなび

① 地域課題の解決に向けた取り組み
② 災害時にも支え合えるつながりづくり
③ 地域福祉活動への多様な主体の参画と協働の推進

① 相談支援体制の充実
② 安心して暮らすことのできる支援の充実
③ 虐待防止と権利擁護支援の強化
④ 子ども、青少年が健やかに育つための支援の充実

① 福祉マインド（意識）の向上
② 福祉人材の育成支援

計画に基づき継続



戦略① 学校をプラットホームとした事業展開

戸籍登録課

健康課

福祉課生活支援課

地域課 政策推進課

子育て支援
こどもサポートネット

就学事務

青少年育成・生涯学習
こども１１０番
学校体育施設開放

教育支援・地域活動
防災防犯

母子保健
ネウボラ

自立支援

地域 学校
青少年育成
地域活動
避難場所

児童生徒・教職員・ＰＴＡ



ＳＴＥＰ３
（Ｒ５年度）

ＳＴＥＰ２
（Ｒ３年度）

ＳＴＥＰ１
（現状）

戦略② 企業と行政の連携強化

地域連携

行政連携
（教育連携）

行政連携
（防災連携）



Ⓐ教育施策

・３ヵ年目標 （小学校）学テで全校が全国平均を上回る。
（中学校）夢や目標を持つ事ができた中学校

１年生の割合が７４％を上回る。

【重点施策】
“授業の質が向上する”の為の学校支援
①学活ボランティアの充実
②本物を本物の場所で芸術体験
③企業による教育支援（出前授業など）

“自分で考え行動する人財の育成”

ｻﾞ・ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ

四季劇場 大槻能楽堂

小学校

小学校中学校 中学校

評価者は中学校１年生

直接的・間接的に

大阪繁昌亭



芸術文化事業一覧

学年 Ｒ２年度事業 Ｒ３年度事業（案）

中学校

３年生 オーケストラ鑑賞
（ザ・ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ）

落語（区民センター・
または中学校）

－

２年生 演劇（大阪四季劇場）

１年生 落語（天満天神繁昌亭）

小学校

６年生
オーケストラ鑑賞
（ザ・シンフォニーホール）

５年生 能楽（区民センター等） 能楽（大槻能楽堂）

４年生
「各地域の伝統芸能」
（各校で実施）

同左
（各校で芸術鑑賞）

３年生

２年生

１年生



中学生の夢や目標に繋がる職業講話の充実

２月８日JAXA講演

スポーツ業界

特別講演

“企業の未来戦略＋夢に向かって頑張る大人の姿”
デザイン業界 通信・ロボット業界

航空業界 放送業界

医薬品業界 エンターテイメント 大学・専門学校 建設業界・前



職業出前授業提供企業（約６０社程度）

ジャンル 企業・学校名

放送業界
★毎日放送

★関西テレビ

建設業界

セキスイハウス

ダイワハウス

区長

教育機関

★大阪工業大学

上田安子服飾専門学校

★大阪ｱﾆﾒ声優専門学校

大阪医専

★大阪総合デザイン専門学校

食品業界 日本ハム

輸送業界

阪急阪神ホールディングス

ＪＲ西日本

ＡＮＡ

家電業界 パナソニック

銀行業界 りそな銀行

ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 劇団四季

ジャンル 企業・学校名

製造業界 ヤンマーホールディングス

商社 三菱商事

広告業界 電通

自動車業界 ダイハツ工業

通信業界 ★ソフトバンク

ｽﾎﾟｰﾂ業界

オリックスバファローズ

★セレッソ大阪

岡本依子（テコンドー銅メダリスト）

★コナミスポーツ

アシックス

新聞業界 産経新聞

薬品業界 武田薬品

ペット業界 日本獣医学会

化学業界 花王

ロボット業界 サイバーダイン

ホテル業界 帝国ホテル

水族館 海遊館

は北稜・大淀
中学校で開催



Ⓑ防災対策

海溝型地震 河川氾濫直下型地震

「北区の現状」
・上町台地直下型地震での避難想定１．２万人
・ジシン本の配布は全世帯の１４％
・災害訓練や防災講座参加者数は人口の３．５％

品川で帰宅難民仮設住宅の建設 民間空家の提供

東日本大震災阪神大震災 鬼怒川氾濫



災害時

通常時

Ⓑ防災対策

３か年目標：防災訓練・講座の参加者を１万人
（人口の７％）

【重点施策】
（拡大）小学校での児童・ＰＴＡ・地域合同防災訓練推進
（新規）大阪工業大学・企業連携による防災技術の検討

（例：ドローン技術・バーチャル防災訓練技術など）
（新規）区災害対策本部の常設化
（新規）薬剤師会との協定による医療品のﾛｰﾘﾝｸﾞｽﾄｯｸ
（強化）マンション管理組合や企業との防災への取組

薬剤師会
（医薬品ストック）

区民
（治療中）

処方 提供 災害時救護所

処方



Ⓒ防犯対策
「北区の現状」
・街頭犯罪発生件数は市内ワースト２
・「子ども声掛け事案」や「特殊詐欺」は増加傾向
・３か年目標：青パトの出動稼働率９５％

こども１１０ばん運動を２．７万か所（人口の20％）

【重点施策】青パト発信力強化（ｱﾅｳﾝｻｰ起用・ﾂｲｯﾀｰ）
庁内放送強化（ｱﾅｳﾝｻｰ起用）
自転車・自動車掲載用“こども１１０ばん“展開
（大阪総合デザイン専門学校が授業の一環でデザイン検討中）

毎日放送
松井アナウンサー

走る

毎日放送
上泉アナウンサー

関西テレビ
新実アナウンサー



Ⓓ放置自転車対策

【重点施策】
（継続）地域・商店街・企業と連携した啓発活動

（梅田東・曽根崎・西梅田・堂島・北野エリア）

（改善）駐輪場誘導員の配置見直（巡回型→集中型）
（新規）セレッソ大阪の啓発参加と広報
（改善）公開空地の活用を含む市営駐輪場の増設
（強化）回数やタイミングを工夫した撤去台数の拡大
（新規）大型量販店とのまちづくり協議
（強化）大阪工業大学との連携
（新規）シェアサイクルと連携した流入自転車の軌跡調査

放置率＝
放置自転車台数

放置自転車台数＋駐輪場利用台数（駐輪場台数 ＊利用率 ）

Ｒ１年度実績 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

放置率(%) 17% 14% 12% 10% 8%

放置自転車台数 1,100台／日 968台／日 852台／日 750台／日 660台／日

駐輪場収容可能台数 9,023台 9,123台 9,223台 9,323台 9,423台

駐輪場利用台数 5,348台 5,848台 6,343台 6,848台 7,348台

駐輪場利用率 59% 64% 69% 73% 78%

３か年目標：放置率１７％→８％



Ｒ２年度の追加施策 ４

５

１

２

３

駐輪場誘導員の配置案

駐輪場増設検討中

天六エリア

南森町エリア

梅田東エリア

堂山エリア

曽根崎エリア

①撤去回数の増大
②誘導員のﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄ配置効果検証
５エリアに２名／組を配置（月移動）
③駐輪場増設検討

●



Ⓔ児童虐待防止対策

切れ目のない支援で「重大な児童虐待“０”」

年齢 制度

中学生 【こどもサポートネット】
ＳＳＷ・推進員を学校へ派遣しサポート小学生

０歳～５歳 【ﾌﾟﾚｽｸｰﾙﾜｰｶｰによる保育施設への支援事業】

４歳 【４歳児訪問事業】

妊娠期
～３歳

【ネウボラ】
母子健康手帳発行段階から乳幼児健診などの機会を活用し、
保健師との顔の見える関係構築

【親子の絆づくりプログラム】
第一子を育てる支援者のいない母親をサポート

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

古代文字で“友”は手をつなぐ▲



Ⓕ 待機児童対策

「北区の現状」
Ｒ１年度は待機児童は０であるが、マンション建築の急増
に伴い保育所ニーズは今後とも増加傾向にあると想定
※Ｒ１年度保育所数：７８園（認可４０園＋認可外３８園）

「３か年目標」 待機児童“０“の継続

「重点施策」
①入所面接での丁寧な情報提供とマッチング
②新築マンション（７０戸以上）での保育施設設置の協議
（Ｒ１年度：３件のマンションと協議し内、１件は設置予定）

③家賃・改修補助制度による保育施設の誘致
（Ｒ１年度実績：０件）

加点方法や各園の特徴
などの情報の共有



１階▶

Ⓖ接遇向上（庁舎改善計画）
実施年度 目的 実施内容と効果

Ｒ２年度

区民サービス向上
新型コロナ感染防止対策

①健診コーナーへのエレベーター増設（着工）
②飛沫感染防止対策としてアクリル板の設置
③幼児スペースの床仕上げ変更
④屋外待合コーナーへスポットクーラーの設置
⑤学生のイラスト作品展示を活用した座席

Ｒ３年度
災害対策本部の早期稼働 ３階地域課のレイアウトと設備見直し、発災時

に備え災害対策本部を常設

Ｒ４年度
区民サービス向上
（新型コロナ感染防止）

１階区民プラザを来庁者待合スペースへ変更
し、待合ロビーの混雑解消とサービス向上

３階 １階



Ⓖ接遇強化（おもてなし習慣）

お 電話ありがとうございます

も てなす気持ち「お待たせしました」

て は両手、書類等の受け渡し

な 札の位置はより高く

し 上げに起立でご挨拶

皆さんに身近な行政機関として
“♪あなたとともに♪”信頼される区役所を目指します。



令和３年度の区民カーニバル

今年度は新型コロナウィルス感染症防止対策として区民
カーニバルを中止しました。中止に伴い子ども達の吹奏
楽演奏会などの発表の場も無くなりました。

令和３年度も新型コロナウィルス感染症の状況で実施の
可否を決定致しますが、万が一区民カーニバルを中止す
る場合は、子どもたちの吹奏楽演奏会などは無観客等の
安全対策を講じ、オンライン視聴などの企画を検討します。

方向性


