
【様式１】1

経営課題の概要 主な戦略

（区長：前田　昌則）

【経営課題２　つながりと支え合いを大切にし、安心して暮らせる
地域福祉の推進】
・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・民
生委員・CSW、また各専門的機関という、地域における切れ目の
ない支援体制の構築を一層進める必要がある
・さまざまな福祉課題に対して、身近な地域で早期の段階から対
応できることにより、少しでも重篤化を防ぐことが望まれている
・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

【身近なところで気付き、スムーズに相談・支援につなげる地域づ
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

主な具体的取組（２年度予算額）

【きめ細かい相談・支援サービスの充実】（66,215千円）
・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）がキャッチする福祉課題を抱える家庭に対し、CSWが各関係機関とも連携しながら総合的な支
援を行う

経営課題の概要 主な戦略

令和２年度　北区運営方針 （自己評価）

◆計画

区・局の目標（何をめざすのか）

令和２年度　区・局運営の基本的な考え方（区・局長の方針）

・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、動画等、多様な媒体や手法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、地域の活性
化と地域愛の醸成、人材育成を図る
・職員一人ひとりが、より信頼される区役所を目指し、現状に満足せず、”プラスα＆チャレンジ”の精神で、期待されている以上の
サービス提供を目指す

重点的に取り組む主な経営課題（様式２）

主な具体的取組（２年度予算額）

【地域活動協議会による自律的な地域運営の向上】（85,314千円）
・地域活協議会の活動状況を把握し、地域カルテの更新支援を通じて課題を共有し、地域の実情に即して支援を行い、より多くの住
民参加を促す
・各分譲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（マンションコミュニティ支援事業）をマンショ
ンの実情に即して支援する
・マンションコミュニティ支援を受けたマンション居住者を地域の実情に即して地域の防災訓練などの地域活動につなぐ支援をする

資料　２

【経営課題３　子育て層が安心して子育てできるまちづくり】
・子育てに不安や悩みを持つ保護者への継続的な相談・支援が
必要である
・子育てニーズに対応したさまざまな事業の充足を図るとともに、
子どもたちの居場所の確保が必要である
・不登校やひきこもり等の課題を抱える家庭に対し、スクールソー
シャルワーカー（SSW）を活用し、学校・地域・コミュニティソーシャ
ルワーカー（CSW）などをはじめとするさまざまな支援機関と密に
連携しながら、家庭全体への支援が必要である

【子育て支援施策の充実】
・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

・”住んでよかった！”　”働いてよかった！”　”学んでよかった！”　在住・在勤・在学の区民の総合的な満足度を高める

経営課題の概要 主な戦略

【経営課題１　コミュニティがつなぐ安全安心なまちづくり】
・地域活動協議会による自律的な地域運営の促進を図る必要が
ある
・マンションの建設に伴い、新規住民が流入する中で、地域と連携
しながら、継続的に区民の「自助」「共助」の意識を向上させていく
必要がある
・商業施設やホテル等が林立する中、企業・学校との連携をさらに
進めていく必要がある

【コミュニティがつなぐ安全安心なまちづくりの推進】
・地域活動協議会に対し、各地域の特性や地域課題を把握したう
えで、地域の実情に即したきめ細やかな支援を実施する
・区内のイベント等を通じて、『大阪北区ジシン本』の啓発を行い、
加えて、『大阪北区ジシン本』を活用した防災講座を開催する
・警察とも連携しながら、地域が防犯カメラの設置・更新を効果的
に行えるように支援する

区・局の使命（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
・豊かな地域資源である人・モノ・コトの魅力を発信し、地元への関心を高め、つながりを生みだす
・区民一人ひとりが輝く多様な「場」を創造する
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【様式１】1

「市政改革プラン3.0」に基づく取組等（様式３）
主な取組項目 取組内容

－ －

１年間の取組成果と今後取り組みたいこと

・地域団体と協働して、大阪北区ジシン本の風水害編『台風がキタ！』を制作・発行し、全戸配布するとともに、普及啓発のため、コロ
ナ対策を施したうえで地域・学校での出張講座を開催した。また、災害時における非常用トイレの活用や防災食の体験など実践型の
講座や新しい生活様式に対応するためオンライン講座を積極的に取り入れた。今後は、現役世代も参加しやすいよう、講座や防災サ
ロンの土日開催に取り組む。
・放置自転車対策については、啓発活動や駐輪場整備等により放置自転車台数は減少してきた。今後は、自転車利用者の増加等を
踏まえた新たな対策を講じていく
・コミュニティ・ソーシャル・ワーカー（CSW）・地域福祉コーディネーター等が連携し、区民の生活課題の早期発見や解決に努めるとと
もに、児童・生徒を取り巻く課題に対しても、スクールソーシャルワーカー（SSW）を中心に、学校・家庭・地域とCSWをはじめとする各
関係機関の連携を深めた総合的な支援を行った。引き続き、「北区地域福祉計画」に基づいて、引き続き、住民主体の福祉コミュニ
ティづくりを推進する
・大規模マンションの建設による急激な人口増とともに、出産・子育て世帯が増加しているが、地縁もなく周囲に相談者がいない第１
子を子育て中の母親を対象にした「親子の絆づくり事業（BPプログラム）」を開催し、子育て世代が育児知識を習得しながら仲間づくり
も行えるよう、育児不安の軽減と安心して子育てできる環境づくりに取り組んだ。今後も、BPプログラムを通じて、支援者のいない第１
子を育てる母親をサポートする
・文化芸術体験を通した人材育成として、小学校及び中学校の児童・生徒に対する芸術鑑賞会を実施した。また、中学校の部活動に
おいて、専門家を講師として派遣するなど、個々の技術力やモチベーションの向上を図った。今後も、児童・生徒が本物を見たり体験
することで、将来に夢や目標を持ち、自ら考え行動できるよう支援を行う

解決すべき課題と今後の改善方向

・地域活動において、新型コロナ感染症拡大の影響により、人と人が集う従来の実施方法のままでは制約が多く、大半の活動が中
止・休止を余儀なくされたことから、新しい地域活動スタイルを紹介するなど、各地域の活動が継続できるよう支援を行う

◆自己評価

【経営課題５　教育環境充実の取組み】
・学校関係者との密な連携をとり、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

【学校教育環境の充実】
・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

主な具体的取組（２年度予算額）

【学校教育活動支援】（14,847千円）
・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
・各校の課題解決に向けた取組への支援により、教員や児童生徒の意欲向上を図るため、専門講師等の派遣を区内市立小・中学校
へ専門講師を派遣する
・中学校の部活動において、個々のモチベーション向上や情報発信を図るため、専門講師派遣等を実施する

【経営課題４　健康長寿の取組み】
・元気ですこやかに長生きするためには疾病予防に努めるととも
に、疾病の早期発見・早期治療に努めることが重要である
・とりわけ、要介護につながる原因疾患の予防が重要であり、適
度な運動や栄養バランスのとれた食生活の実践など適切な生活
習慣に努める必要がある
・健康づくりに取り組んでいる北区民の割合は高く、健康寿命は延
びてきているが、今後も延伸を図っていくためには、これを維持し
ていくことが重要である
・このため、疾病の早期発見・早期治療及び適切な生活習慣の重
要性を啓発していく必要がある

【健康づくりの推進】
・元気ですこやかに長生きするためには、疾病予防に努めるととも
に、疾病の早期発見・早期治療に努めることが重要である。とりわ
け、要介護につながる原因疾患の予防が重要である。このため、
疾病の早期発見・早期治療及び適切な生活習慣の重要性の啓発
に努める
・また、高齢者の認知症予防も健康寿命の延伸に大きく影響する
ことから認知症予防の取組みに努める

主な具体的取組（２年度予算額）

【生活習慣病予防等の普及啓発】（14,523千円）
・窓口来庁者へのがん検診予防啓発・がん検診受診勧奨
・保健師活動（地域健康講座・子育てサークル等）の機会を活用した疾病予防・早期発見・早期治療の啓発及び受診勧奨
・はつらつ脳活性化プロジェクト事業の取組み推進
・地域とのつながりが希薄なタワーマンション等を対象にした新規開催の立ち上げ支援

経営課題の概要 主な戦略

経営課題の概要 主な戦略

主な具体的取組（２年度予算額）

【専門職等の配置や連携による相談体制の充実強化】（20,026千円）
・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
・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
・「子育て支援ルーム（キッキ）」での子育て相談
・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
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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

【地域活動協議会による自律的な地域運営の促進・地域防災力の向上】
・あらゆる地域活動に新型コロナ感染症の影響が生じ、人と人が集う従来の実施方法のままでは制約が多く、大半の活動が中止・休止を余儀なくさ
れたことから、新たな支援策を講じる必要がある
【街灯犯罪の抑止】
・アナウンサー音声による広報など啓発手法を工夫しながら、犯罪の抑止に努める必要がある
【放置自転車対策】
・啓発活動や駐輪場整備等により、放置自転車台数は減少しているが、自転車利用者の増加等を踏まえた新たな対策を講じていく必要がある

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【コミュニティがつなぐ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＞

・地域活動協議会による地域運営と地域課題の解決に向けた取組みが自律的に進められ、多く地域住民が地域活動に参加・参画している状態
・北区に住み・働き・学ぶ誰もが「安全安心なまち北区」を意識し、自ら行動し、相互に支え合える状態
・自転車利用者の交通ルール遵守とマナー向上により、放置自転車のない安全で快適な道路空間を確保する

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）

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

【地域活動協議会による自律的な地域運営の促進】
・地域活動協議会の構成団体が、地域特性に即した地域課題の解決に向けた取組が自律的に進められている状態にあると思うと答えた割合89.8％
（元年度アンケート）

【地域防災力の向上】
・「自助」「共助」について知っていると答えた区民の割合50.3％（30年度区民モニター）
・避難所開設訓練等の実施実績 （30年度 ： 14地域）
・津波避難ビルとして登録された民間施設：25施設（31年3月末現在）
・北区防災パートナー登録事業所：92事業所（31年3月末現在）

【街灯犯罪の抑止】
・区民の身近で起こる街灯犯罪の発生件数
　平成29年末 1,623件
　平成30年末 1,455件

【放置自転車対策】
・北区の放置自転車台数
　29年2月　 　1,094台
　30年2月　　 1,684台
　31年2月      1,125台
（※30年2月以降、調査エリアを拡大）
・北区内駐輪場の整備台数（31年3月現在）：9,053台

【地域活動協議会による自律的な地域運営の促進】
・北区民の約9割がマンション世帯であり、そのマンションでは、プライバシーを重視するなど、コミュニティが希薄になる傾向にあり、マンション内のコ
ミュニティはもとより、マンション居住者の地域活動の参加・参画が少なく、これまで共助の役割をはたしてきた地域のコミュニティにも影響を与えてい
る

【地域防災力の向上】
・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と都市で発生する災害への関心が高
いとは言えない状況が課題である
・災害に備え、地域・民間企業等とのより一層な連携が必要である

【街灯犯罪の抑止】
・北区はターミナル駅とその周辺の歓楽街を抱えており、区民の身近で犯罪が起こりやすい傾向にある

【放置自転車対策】
・近年、タワーマンション建設等により、自転車保有台数が増加、駐輪場整備を進めてはいるが、周囲への影響等を意識せず、路上に自転車を放置
する自転車利用者が後を絶たず、放置自転車の増加が懸念される

【地域活動協議会による自律的な地域運営の促進】
・マンション居住者の地域活動への参加・参画を促す事業を地域の実情に合わせて進めて行く必要がある

【地域防災力の向上】
・マンションの建設に伴い、新規住民が流入する中で、地域と連携しながら、継続的に区民の「自助」「共助」の意識を向上させていく必要がある
・商業施設やホテル等が林立する中、企業・学校との連携をさらに進めていく必要がある

【街灯犯罪の抑止】
・街頭犯罪を減らすための環境整備を進めていく必要がある
・警察や地域と連携した啓発活動の継続的な実施が必要である

【放置自転車対策】
・自転車利用者が交通ルールやマナーを遵守するよう放置自転車の追放等を目的とした啓発活動を継続的に実施する必要がある
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【様式２】

めざす成果及び戦略　１－１ 【コミュニティがつなぐ安全安心なまちづくりの推進】

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）
・防災、防犯など安心・安全なまちづくりにかかる取組及び地域福祉、子
育て支援、地域コミュニティづくりなどその他地域特性に即した地域課題
の解決に向けた取組が自律的に進められている状態
・在住・在勤・在学する誰もが、率先して「自助」「共助」に取り組める状態
・犯罪の発生が前年度を下回り、減少傾向を維持している状態
・地域住民や企業、警察署、建設局等と連携・協力し、自転車利用者の交
通ルール遵守とマナーの向上で、放置自転車のない安全で快適な道路空
間の確保をめざす

・地域活動協議会の活動状況や自律の状況を把握し、地域カルテの更新
支援などを通じて課題を共有したうえで、地域の実情に即したきめ細やか
な支援を行い、マンション居住者を含め、より多くの住民参加による自律
的な地域運営を実現する
・区内のイベント等を通じて、『大阪北区ジシン本』の啓発を行い、加えて、
『大阪北区ジシン本』を活用した防災講座を開催する。
・警察とも連携しながら、地域が防犯カメラの設置・更新を効果的に行える
ように支援する
・地域住民をはじめ、企業や警察署、建設局等と情報共有を図るととも
に、連携した効果的な啓発活動により、自転車利用者の交通ルール遵守
やマナー向上で放置自転車のない、安全で快適な道路空間を確保する
・駐輪場整備や放置自転車撤去等の対策と連携する

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・地域活動協議会の構成団体が、地域特性に即した地域課題の解決に向
けた取組が自律的に進められている状態にあると思う割合　　５年度：
94％以上
・災害時には「自助」「共助」が重要である答えた区民の割合：3年度末ま
でに70％以上
・防犯カメラの設置等が犯罪抑止に効果があると答えた区民の割合：3年
度末までに85％以上
・北区内放置自転車台数：3年度末までに850台以下
・放置自転車が減少したと感じる区民の割合：60％以上

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

【放置自転車対策】
・タワーマンション建設・再開発による人口増加や環境に対応した社会情
勢の変化等、自転車利用者が著しく増加している

アウトカム指標の達成状況 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
ａ：順調
ｂ：順調でない

・地域活動協議会の構成団体が、地域特性に即
した地域課題の解決に向けた取組が自律的に進
められている状態にあると思う割合：90.1％

A

A

・災害時には「自助」「共助」が重要である答えた
区民の割合：95.9％

A

【放置自転車対策】
・プロセス指標見直し及び効果的な新たな対策の実施・北区内放置自転車台数：1,027台

・放置自転車が減少したと感じる区民の割合：
75.1％

－

1,085台

78.4%

・防犯カメラの設置等が犯罪抑止に効果があると
答えた区民の割合：90.1％

89.9% A

A－

A
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

具体的取組１－１－１ 【地域活動協議会による自律的な地域運営の促進】

30決算額 76,375千 元予算額 75,008千 ２予算額 85,314千

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）
・地域活協議会の活動状況を把握し、地域カルテの更新支援を通じて課
題を共有し、地域の実情に即した支援を行いながら、より多くの住民参加
を促す
・各分譲マンション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
ルールづくり等支援（マンションコミュニティ支援事業）を各マンションの実
情に即して実施する
・マンションコミュニティ支援で育まれた居住者間のつながりを広げて行く
ため、地域の活動事情を鑑みながら、マンション居住者を地域の防災訓練
などの地域活動につなぐ支援を実施する

・地域活動協議会の構成団体が、地域活動協議会の意義や役割を理解
し、地域特性に即した地域課題の解決に向けた取組みを自律的に進める
ことができていると思っている割合：91％以上
【撤退・再構築基準】
・上記、割合が80％以下の場合は、手法を見直す

前年度までの実績
・マンションコミュニティ支援実績
　【防災講座等の開催支援】
　　　H30　36件
　　　R元　50件

・コロナ禍における会議のあり方や地域活動について有効策を考察し、地
域と共有する中で、地活協の意義や求められる機能の理解が深まるよう
な働きかけや発信を行う

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①（ｉｉ） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、マンション支援の取組につ
いては実施できないが、今後、コミュニティ形成や防災講座等に興味のあ
るマンションの掘り起こしに取り組む。

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
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)

7,402千

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
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)

具体的取組１－１－２ 【地域防災の向上】

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

・会計説明会（地活協の意義や地域カルテ更新説明）の開催（18地域）
・マンションにおける防災講座等の開催（5件）
・分譲マンション（370件）に対する支援ニーズアンケート調査の実施

・コロナ禍により、大半の会議や地域活動等が中止・休止を余儀なくされ
たことから、従来のような地活協の意義や求められる機能の理解につい
て、支援や発信を行うことができない状況にあった

プロセス指標の達成状況
・地域活動協議会の構成団体が、地域活動協議会の意義や役割
を理解し、地域特性に即した地域課題の解決に向けた取組みを自
律的に進めることができていると思っている割合：90.1％

②（ｉ）
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

30決算額 7,732千 元予算額 6,655千 ２予算額

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）
・出前講座等防災の取り組みにおける『自助』『共助』の啓発を実施する
・実情に応じた防災訓練の実施を支援する
・津波避難ビル・防災パートナー連絡会を開催する
・災害時等における救命率の向上を図るため、地域防災リーダーを対象
に普通救命講習を実施する

・災害時には「自助」「共助」が重要であると答えた区民の割合：60％以上

【撤退・再構築基準】
・上記、割合が50％以下の場合は、手法を見直す

前年度までの実績
（令和元年度）
・出前講座の実施　25回
・防災訓練を実施した地域　11地域
・津波避難ビル・防災パートナー連絡会　1回

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①（ｉｉ） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、津波避難ビル・防災パート
ナー連絡会は開催できないが、連絡会メンバーに、ジシン本講座資料や
最新のハザードマップを送付し、防災知識を高める取組を進める。

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
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

・出前講座（1回）及び中学校での防災学習の実施（4校）
・防災訓練を実施した地域（6地域）
・津波避難ビル・防災パートナー連絡会メンバーに、大阪北区ジシン本（風
水害編）「台風がキタ！」及び水害ハザードマップを配布

－

プロセス指標の達成状況
・災害時には「自助」「共助」が重要であると答えた区民の割合：
95.9％

①（i）
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
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】

円 円 円

円 円 円

1,800千

具体的取組１－１－３ 【街頭犯罪の抑止】

30決算額 1,245千 元予算額 2,096千 ２予算額

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）
・地域の防犯カメラの設置・更新を支援する
・警察・地域と連携した各種キャンペーン等を実施する

・防犯カメラの設置等が犯罪抑止に効果があると答えた区民の割合：80％
以上
【撤退・再構築基準】
・上記、割合が70％以下の場合は、手法を見直す

前年度までの実績
（令和元年度）
・防犯カメラの設置・更新を支援した地域　19地域
・警察・地域と連携した各種キャンペーン　34回

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①（ｉｉ） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各種キャンペーン等は実施
できないが、Twitterなどを活用し、防犯啓発の取組を強化する。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
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

・防犯カメラの設置・更新を支援した地域（19地域）
・警察と連携したキャンペーン（出前講座含）（5回）

－

プロセス指標の達成状況
・防犯カメラの設置等が犯罪抑止に効果があると答えた区民の割
合：90.1％

①（i）
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
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)

具体的取組１－１－４ 【放置自転車対策】

30決算額 9,051千 元予算額 20,519千 ２予算額 21,381千

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）
・地域住民をはじめ、企業や警察署、建設局等と情報共有を図るととも
に、連携を強化し、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
　＊啓発指導員の効果的配置

・放置自転車が減少したと感じる区民の割合：60％以上

【撤退・再構築基準】
・上記目標が25％未満であれば事業を再構築する

前年度までの実績
（令和元年度）
・啓発キャンペーンの実施及び参加 ： 毎月5回
・啓発指導員の配置 ： 6駅7名

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①（ｉ） 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
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

・セレッソ大阪と連携した効果的な啓発キャンペーンの実施（毎月5回）
・啓発指導員の配置（駐輪場誘導の試行）（6駅7名）
・地域と連携した効率的な放置自転車撤去
・定点カメラ、アンケート実施による放置自転車分析
・鉄道事業者、大型量販店とのまちづくり協議

・タワーマンション建設・再開発による人口増加や環境に対応した社会情
勢の変化等による自転車利用者の増加等を踏まえて、さらなる削減目標
を掲げ、効果的な新たな対策を講じていく必要がある

プロセス指標の達成状況
・放置自転車が減少したと感じる区民の割合：75.1％

①（ｉ）
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【プロセス指標見直し】
・放置率削減（令和５年度目標：８％）
　※放置率＝放置自転車台数／（放置自転車台数+駐輪場利用台数）
【新たな取組（追加対策）】
・公開空地を活用した新たな駐輪場整備（歩道上への整備を含む）
・駐輪場誘導員の固定配置等

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
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

・平成27年度からコミュニティ・ソーシャル・ワーカー（CSW）を継続配置し、各地域の地域福祉コーディネーターやまちともサービスサポート会員等の
スキルアップを図り、区民個々の生活課題・福祉課題の早期発見につなげた。また、さまざまな専門機関や地域での福祉活動者とも機能的に連携し
て、早期支援・解決につなげた
・マンションコミュニティ支援事業が、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、実施自体が困難であったため、一部取組を行えなかったが、今後、
新型コロナウイルス感染状況を見定めて取組を再開する

【住民主体の福祉コミュニティづくり】
・27年度からコミュニティソーシャルワーカー（CSW）を配置し、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対応してきた中で、
各地域でのさまざまな課題が掘り起こされ浮き彫りとなってきた
・地域福祉コーディネーターやCSWが受けた相談件数や対応時間も増加の一
途にあり、身近な地域で相談できる環境が拡がりつつあるが、区役所以外の
福祉に関する相談窓口をどれも知らない住民が半数をしめている
・後期高齢者人口の増加が見込まれることに加え、高齢者の在宅生活に対す
る不安が高い状況にある
・各地域での要支援者の把握について、高齢単独世帯の増加や町会加入率
の低さから困難な状況にあったが、この間の取組の結果全ての地域団体等
に要援護者名簿の提供ができた状態である。今後は、その活用をより進める
必要がある

【マンションコミュニティ支援事業との連携】
・区内世帯の約9割がマンション居住でプライバシー保護を重視した生
活をする区民が多い
・普段からのコミュニケーションが希薄であるため、情報が入りにくく、
些細な困りごとをご近所で相談しあう機会もたいへん少ない

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・民生委員・
CSW、また各専門的機関という、地域における切れ目のない支援体制の構築
を一層進める必要がある
・さまざまな福祉課題に対して、身近な地域で早期の段階から対応できること
により、少しでも重篤化を防ぐことが望まれている
・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

【マンションコミュニティ支援事業との連携】
・実施主体の地域課と連携しながら、福祉情報を必要とする世帯に
きっちりと届け、必要な人に、必要な制度や支援がつながるよう、ニー
ズの掘り起こしを行う必要がある

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題２

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＞

・人と人のつながりと支え合いが大切にされ、地域でいつまでも安心して暮らし続けられる状態
・地域での福祉課題を解決に導く専門的人材が確保され、地域で福祉の担い手が育つ状態
・各地域の特性を活かした地域福祉活動の実践により、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）

・団塊の世代（S22～24年）が75歳以上となる
2025年（令和7年）に向けて、後期高齢者人
口の増加が見込まれる

【北区民アンケート結果
（平成30年度）】

・「北区地域福祉計画」
を基にした取り組みの
中で、あなたが大切だと
思う取り組み
　身近なところで相談
できる仕組みづくり
（37.7％）

・区役所以外の福祉に
関する相談窓口
　どれも知らない
（50.0％）

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）

【つながりと支え合いを大切にし、
 安心して暮らせる地域福祉の推進】
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後期高齢者人口の増加

上段75歳以上 下段65～74歳
※CSW:コミュニティソーシャルワーカー

Co:地域福祉コーディネーター
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【様式２】

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 前年度 個別 全体
・CSW相談支援延べ件数：2,558件
（1地域あたり134件）

Ａ

Ａ

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
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

2,357件
(124件)

めざす成果及び戦略　２－１

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）
・地域福祉コーディネーターや民生委員等がキャッチしたさまざまな生活
課題に対し、CSWがその専門的知識を活用し、各関係機関とも連携し解
決ができる状態

・「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

【身近なところで気付き、スムーズに相談・支援に
　つなげる地域づくりの推進】

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：5年度
末までに、各地域平均100件
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

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

・マンションコミュニティ支援事業を活用した福祉制度や相談窓口の周知：
５棟
・要援護者名簿整備状況
　　同意書発送　　 865件　回答477件　同意379件
　　訪問同意確認　579件　同意50件

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、マンションコミュニティ支援
事業の実施自体が困難であったため、福祉制度等の周知が５棟しかでき
なかった

プロセス指標の達成状況
・マンションコミュニティ支援事業を活用した福祉制度や相談窓口
の周知：５棟

②（ｉ）
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・マンションコミュニティ支援事業と連携した取組については、新型コロナウ
イルスの感染状況を見定めて取組を再開する
・また、今後の取組手法については、有識者会議等に諮り検討していく

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
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)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①（ｉ） 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
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)

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）
・マンションコミュニティ支援事業を活用して、福祉制度や相談窓口の周知
を行うとともに、必要な人に、必要な制度がつながるよう、ニーズの掘り起
こしを行う
・地域が主体的に取り組んでいる見守り活動や居場所づくりを推進する
・日常的な見守り、支え合いの中で、緊急時等にも対応できる地域づくりを
進めるため、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

・マンションコミュニティ支援事業を活用した福祉制度や相談窓口の周知
年間50棟
【撤退・再構築基準】
目標件数の50％を下回る場合は手法を見直す

前年度までの実績
未測定

30決算額 － 元予算額 － ２予算額 －

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
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)

具体的取組２－１－２ 【つながり支え合い困っている人を見逃さないしくみづくり】

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

・CSW相談支援延べ件数：2,558件（1地域あたり134件）
・「まちともサービス」利用会員登録数：129名、サポート会員登録数：87
名、延べ利用回数：957回、延べ利用時間：1,462時間・地域福祉コーディ
ネーターへの相談件数：15,533件 －

プロセス指標の達成状況
・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：１
地域平均１３４件

①（ｉ）
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

－

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①（ｉ） 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
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)

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）がキャッチする福祉課題を抱える家
庭に対し、CSWが各関係機関とも連携しながら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
【相談支援延べ件数】
　令和元年度　CSW：2,357件、Co：13,069件

具体的取組２－１－１ 【きめ細かい相談・支援サービスの充実】

30決算額 55,882千 元予算額 52,245千 ２予算額 66,215千
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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

・親子の絆づくりプログラムについては、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、参加定員を減らしての実施となったが、参加者の育児不安の解
消や母親同士の横のつながりづくりを支援することができた
・子育て支援ルーム（キッキ）の開設や地域での子育て出張イベントなどの取組ができなかったが、子育ての不安や悩みに対して、電話や窓口で保
護者に寄り添うことができた。今後は、子育てに対する不安や悩みを持つ保護者に向けて子育てに役立つ情報の発信に着手する

　　　　　　ニーズに応じた
　　　　子育て支援施設・事業

　・子育て支援ルームKIKKI（キッキ）（1か所）
　・地域子育てサロン（16か所）
　・子育て支援施設（11か所）

　・幼稚園7か所
　・認可保育施設（26か所）
　・小規模保育事業（14か所）
　・企業主導型保育事業（22か所）
　・認可外保育施設（17か所）
　・一時預かり事業（区内3か所）
　・病児・病後児保育施設（区内2か所）

　・エンゼルサポーター派遣事業
　・ファミリー・サポート・センター事業　　など

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）

・子育て層の増加の要因は、ファミリー層向けの大規模マンション等の建設ラッシュが考えられる。特に、生活エリアとして、「うめきた2期」はその立地
が関西の巨大ターミナルで、大型の商業施設や活気あふれるオフィス街・経済の拠点でもあるため、子育て層からたいへん注目されており、今後も
子育て世帯の流入による大幅な児童の増加は必至である
・ファミリー世帯の増加の反面、核家族が多いため、初めての育児や養育に不安を抱えた保護者や、ご近所付き合いの少なさから、人とのコミュニ
ケーションがとりづらい保護者も多く、家庭の抱える問題が複雑化・深刻化している
・子育て層の多様なニーズに対応するため市・区共にさまざまな子育て支援施設・事業の展開を図っている。子育てに関する情報発信の強化と必要
に応じた利用促進を積極的に行う必要がある
・発達障がいなどによる集団生活のつらさから、学校になじめず、不登校やひきこもり等の児童・生徒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）

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ 【子育て層が安心して子育てできるまちづくり】

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＞

・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
・子育て支援活動を促進するとともに、児童虐待を見逃さず、速やかに対応できることにより、身近な地域で安心して子育てができる状態
・相談・支援体制を充実させ、子育てに関するさまざまな不安・悩みに気軽に相談できる状態
・さまざまな課題を抱える子どもやその家庭に対し、学校園や地域、各関係機関等との連携強化を図り、必要なサポートが行える状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

【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

【子育て支援施策】
・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
・子育てニーズに対応したさまざまな事業の充足を図るとともに、子どもたちの居場所の確保にも努める
・不登校やひきこもり等の課題を抱える家庭に対し、スクールソーシャルワーカー（SSW）を活用し、学校・地域・コミュニティソーシャルワーカー（CSW）
などをはじめとするさまざまな支援機関と密に連携しながら、家庭全体への支援が必要である
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※H30台風接近に伴う中止1回あり
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【様式２】

円 円 円

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

・親子の絆づくりプログラム（週１回２時間、４回コース）を開催

－

プロセス指標の達成状況
・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：97.5％

①（ｉｉ）
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
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)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①（ｉ） 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
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)

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・コロナ禍における事業の開催

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）
・ 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１回２時間、４回コース）を開催する
・区内の関係機関（医療機関や子育て支援機関）と連携・協働し、開設数
　を増やす

・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
【親子の絆づくりプログラム】
令和元年度　４開設

具体的取組３－１－１ 【親子の絆づくりと仲間づくり】

30決算額 74千 元予算額 347千 ２予算額 451千

・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：22.1％

Ａ

Ａ
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・参加定員を減らし、ソーシャルディスタンスの確保するなど感染防止策を
講じ開催Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ａ
ａ：順調
ｂ：順調でない

39.2%

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
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

めざす成果及び戦略　３－１ 【子育て環境の充実】

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
の習得を通して、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
・転入者で対象の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、児童虐待予防を図る

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：5年度末までに50％以上
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【様式２】

円 円 円

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

・子育て支援室における、電話・メール・来所等の相談：446件
・子どもとの関わり方などを学ぶ「ペアレント・トレーニング講座」の開催：8
組（6回のべ39組参加）

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、子育て支援ルーム（キッキ）
をオープンすることができず、地域での子育て出張イベントも実施できな
かった

プロセス指標の達成状況
・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：未測定

②（ｉｉ）
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・コロナ禍で日常生活が激変し、家庭保育をする保護者が増えたことで、
子どもの育ちにくさ、育てにくさに苦慮する保護者も多くなったが、子育て
の不安や悩みに対して、電話や窓口で保護者に寄り添うことができた
・今後は、子育てに対する不安や悩みを持つ保護者に向けて子育てに役
立つ情報の発信に着手する

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)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①（ｉｉ） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、キッキの通年開設や子育て
出張イベント等の実施は困難であるが、家庭児童相談員による家庭訪問
を実施するなど、子育て層に対する相談体制の充実強化に取り組む。

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
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)

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）
・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：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
（令和元年度）
・子育て支援ルーム（キッキ）利用者数
　　のべ4,244組（うち相談件数：8件）
・電話、メール、来所等相談
　　402件
・出張イベント
　　7か所（16地域）実施、303組参加（うち相談件数：97件）

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】

30決算額 16,156千 元予算額 18,547千 ２予算額 20,026千

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 前年度 個別 全体
未測定（子どもとの関わり方などを学ぶ「ペアレ
ント・トレーニング講座」の参加者アンケートにお
いて、「満足」と回答した人の割合 75％）

A

A
未測定（保育コンシェルジュによる相談を受けた
人のアンケートにおいて、「大変役に立った」「役
に立った」と回答した人の割合 75％）

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
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

A

－

－

めざす成果及び戦略　３－２ 【子育て支援施策の充実】

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：5年度末までに、80％以上
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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

・疾病の早期発見・早期治療及び適切な生活習慣の重要性を啓発するため、広報誌への記事掲載や地域健康講座の開催、また、健康相談時など
の様々な機会を捉えて保健師や栄養士による助言・指導などを実施してきており、令和２年度の区民アンケートにおいては、健康づくりに取り組んで
いる区民の割合は９３.１％となっている。引き続き、区民の健康づくりに繋がる取組みを推進する

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題４ 【健康長寿の取組み】

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、元気ですこやかに長生きできているまち

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

○北区の主な死因（平成29年）
　　男性：　①がん（33.7%）　②心疾患（13.9%）　③肺炎（8.0%）　④脳血管疾患（7.4%）　⑤不慮の事故（3.2％）
　　女性：　①がん（24..6%）　②心疾患（17.3%）　③老衰（9.0%）　④肺炎（6.9%）　　　　　⑤脳血管疾患（6.4%）

○要介護の主な原因疾患（大阪市）
　　男性：　①脳血管疾患（19.3%）　②認知症（11.1%）　　　③高齢による衰弱（9.5%）　④心疾患（8.6%）　　　　　　　⑤関節疾患（7.8%）
　　女性：　①関節疾患（15.5%）　　 ②骨折・転倒（14.8%）　③認知症（13.6%）　　　　　 ④高齢による衰弱（11.4%）　⑤脳血管疾患（8.9%）

○健康寿命（平成25年→平成28年）
　　＜北区＞　　　　　　　　　　　　　　　　　＜大阪市＞　　　　　　　　　　　　　　　＜全国＞
　　　　男性：　78.39歳　→ 79.33歳　　　　　　男性：　76.74歳　→ 77.55歳　　　　　　男性：　78.72歳　→ 79.47歳
　　　　女性：　82.77歳　→ 84.08歳　　　　　　女性：　82.12歳　→ 82.91歳　　　　　　女性：　83.37歳　→ 83.84歳

○北区の健康づくり（令和元年度）
　　健康づくりに取り組んでいる北区民の割合： 93.7%
　
※参照：「平成29年度厚生労働科学研究費補助金分担研究報告書」（厚生労働省）
　　　　 　「保健衛生にかかる概況（北区）」「保健衛生ライブラリー」「健康増進計画『すこやか大阪21（第2次後期）』」（大阪市）
　　　　　 「令和元年度区民アンケート報告書」（北区）

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）

・北区民の主な死因としては、男女ともがん及び心疾患が上位を占めている
・要介護につながる原因疾患としては、男性が脳血管疾患、認知症、女性が関節疾患、骨折・転倒などが上位を占めている
・北区民の健康寿命は延びてきている状況にあり、男女とも大阪市平均より長く、平成28年では女性が全国平均を上回っている
・健康づくりに取り組んでいる北区民の割合は９０％を超えている

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

・元気ですこやかに長生きするためには疾病予防に努めるとともに、疾病の早期発見・早期治療に努めることが重要である
・とりわけ、要介護につながる原因疾患の予防が重要であり、適度な運動や栄養バランスのとれた食生活の実践など適切な生活習慣に努める必要
がある
・健康づくりに取り組んでいる北区民の割合は高く、健康寿命は延びてきているが、今後も延伸を図っていくためには、これを維持していくことが重要
である
・このため、疾病の早期発見・早期治療及び適切な生活習慣の重要性を啓発していく必要がある
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【様式２】

めざす成果及び戦略　４－１ 【健康づくりの推進】

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）
・多くの区民が健康づくりに取り組んでいる状態 ・元気ですこやかに長生きするためには、疾病予防に努めるとともに、疾

病の早期発見・早期治療に努めることが重要である。とりわけ、要介護に
つながる原因疾患の予防が重要である。このため、疾病の早期発見・早
期治療及び適切な生活習慣の重要性の啓発に努める
・また、高齢者の認知症予防も健康寿命の延伸に大きく影響することから
認知症予防の取組みに努める

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・健康づくりに取り組んでいる区民の割合（令和4年度）：90％以上
（平成30年度の割合92.3%同様、高い率を維持する）

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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

－
アウトカム指標の達成状況 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
ａ：順調
ｂ：順調でない

・健康づくりに取り組んでいる区民の割合：
93.1％

A

A

93.70%
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

・｢北区 健康食育まつり｣を地域団体との協力による実行委員会方式により開催し、
参加者1000人越えをめざす

【撤退・再構築基準】
来場者が500人未満の場合事業を再構築する

課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、「区民向けフォーラム」は開催できな
かった

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、「区民向けフォーラム」は開催できな
かったが、広報誌において、認知症やいきいき百歳体操に関する特集記事を掲載す
るほか、保健師がはつらつ脳活性化サポーターとの連絡を密にし、はつらつ脳活性
化プロジェクト事業を推進した

当年度の取組実績

課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、「健康食育まつり」は開催できなかった

・地域担当保健師が地域に出向き、「いきいき百歳体操」「脳活性化教室」運営上の課題への助言やサポーター支援
・はつらつ脳活性化サポーター養成講座を開催（年1回）
・はつらつ脳活性化サポーターレベルアップ講座を開催（年1回：各地域）
・はつらつ脳活性化サポーター支援チーム会議を開催（年2回）
・はつらつ脳活性化サポーターを対象にニュースレターを発行（年2回）
・防災担当と連携し、マンション自治会等に「いきいき百歳体操」の開催の働きかけ
・広報紙、DVDによる「いきいき百歳体操」の情報発信

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、「健康食育まつり」は開催できなかった
が、広報誌において、健康や食育に関する特集記事を掲載するなど、生活習慣病予
防等の普及啓発に取り組んだ

・窓口来庁者へのがん検診予防啓発・がん検診受診勧奨（通年）
・保健師活動（地域健康講座・子育てサークル等）の機会を活用した疾病予防・早期発見・早期治療の啓発及び受診勧奨（通年）
・他の窓口担当課と連携した周知広報（通年）
・広報紙（区広報紙の別冊）作成（年1回）および中間時期の受診啓発広報
・HIV他性感染症感染防止の取組みとして検査定例日に加えて第5金曜日に夜間検診を実施するとともに、検査結果交付時に保健指導を実施

915千

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 －

具体的取組４－１－１ 【生活習慣病予防等の普及啓発】

30決算額 139千 元予算額 936千 ２予算額 951千

前年度までの実績

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ②（ｉｉ） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、「健康食育まつり」は開催できないが、
広報誌において、健康や食育に関する特集記事を掲載するなど、生活習慣病予防
等の普及啓発に取り組む。

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

戦略に対する取組の有効性 ア
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)

（平成30年度）
　食育まつり　参加者 397名
　健康まつり　　　　　 未実施

（令和元年度）
　健康・食育まつり　参加者 832名

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）
・窓口来庁者へのがん検診予防啓発・がん検診受診勧奨（通年）
・保健師活動（地域健康講座・子育てサークル等）の機会を活用した疾病予防・早期
発見・早期治療の啓発及び受診勧奨（通年）
・他の窓口担当課と連携した周知広報（通年）
・広報紙（区広報紙の別冊）作成（年1回）および中間時期の受診啓発広報
・区民の健康づくり意識向上の取り組みの一環として、10月に｢北区 健康･食育まつ
り｣を実施
・HIV他性感染症感染防止の取組みとして検査定例日に加えて第5金曜日に夜間検
診を実施するとともに、検査結果交付時に保健指導を実施

具体的取組４－１－２ 【認知症予防の推進】

自
己
評
価

プロセス指標の達成状況
・｢北区 健康食育まつり｣を地域団体との協力による実行委員会方式により
開催し、参加者1000人越えをめざす

②（ｉｉ）

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)

30決算額 318千 元予算額 448千 ２予算額

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）
はつらつ脳活性化プロジェクト事業の取組み推進
①地域主体で開催している「はつらつ脳活性化教室（いきいき百歳体操＋脳活性化
レクリエーション）」の継続実施に向けた取組み
・地域担当保健師が地域に出向き、運営上の課題への助言やサポーター支援を行
う
・はつらつ脳活性化サポーター養成講座の開催（年1回）
・はつらつ脳活性化サポーターレベルアップ講座の開催（年1回：各地域）
・はつらつ脳活性化サポーター支援チーム会議の開催（年3回）
・ニュースレターの発行（年2回）
②地域とのつながりが希薄なタワーマンション等を対象にした新規開催の立ち上げ
支援
・防災担当と連携し、マンション自治会や管理組合に働きかける
③参加者及びサポーターを増やす取組み
・区民向けフォーラムの開催（6月）
・広報紙、DVD作成等による情報発信

教室プログラムの目的・効果を広く区民に伝え、サポーターを増やすとともに、新たな
開催場所を作ることで参加者の増加を目指す
（目標）・タワーマンション等での新規開催：2か所以上
 　　　　・サポーター養成講座参加者のうち、サポーター活動を
　　　　   希望する者の割合：50％以上
【撤退・再構築基準】
　新規開催に至らなかった場合

前年度までの実績
・はつらつ脳活性化教室：15か所
・いきいき百歳体操（単独実施）：7か所
・サポーター養成講座参加者のうち、サポーター活動を希望する者
　　H30年度 教室参加者 27人中 8人 （29.6％）
　　R元年度 教室参加者 18人中13人（72.2％）

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①（ｉｉ） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、「区民向けフォーラム」は開催できない
が、広報誌において、認知症やいきいき百歳体操に関する特集記事を掲載するほ
か、保健師がはつらつ脳活性化サポーターとの連絡を密にし、はつらつ脳活性化プ
ロジェクト事業を推進する

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

戦略に対する取組の有効性 ア
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

プロセス指標の達成状況

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ア
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)

・タワーマンション等での新規開催：２か所

・サポーター養成講座参加者のうち、サポーター活動を希望する者の割合：
69％

①（ｉｉ）

①（ｉｉ）

当年度の取組実績
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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

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部の事業が中止となったが、実施した各事業においては学校関係者と連携を取り、本物や地域文化
に触れる機会の提供や、各学校の課題解決に向けた取組を支援できた。今後も各校のニーズを把握し、必要な企画の提案や実施を行う

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題５ 【教育環境充実の取組み】

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）

・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（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

・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

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

・学校関係者と密に連携を取り、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】

円 円 円

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

文化芸術体験事業　　　　　4事業　  29回
ステップアップ事業　　　　 23事業　117回
中学校部活動支援事業    3事業　  43回
地域人材発掘事業　　　　  2事業      2回

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部の事業が中止となった
が、実施した事業における各学校へのアンケートでは、高い満足度が得ら
れており、芸術や部活動など独自取組の支援ができた

―

プロセス指標の達成状況
・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：87.7％

①(ⅱ)
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
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)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①（ｉｉ） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、芸術鑑賞会や専門講師の
派遣等の小中全校実施は困難であるが、区独自で、全校の学校活動に
対し、有償ボランティアを派遣し、教育活動を支援する

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
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)

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）
・各校の課題解決に向けた取組への支援により、教員や児童生徒の意欲
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）
・中学校の部活動において、個々のモチベーション向上や情報発信を図る
ため、専門講師派遣等を実施する（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：令和2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
（令和元年度）
・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（のべ82校）

具体的取組５－１－１ 【学校教育活動支援】

30決算額 12,848千 元予算額 14,800千 ２予算額 14,847千

・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：88.7％

A

A

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
ａ：順調
ｂ：順調でない

92.8%

前年度 個別 全体

めざす成果及び戦略　５－１ 【学校教育環境の充実】

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）
・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：3年度末までに70％以上

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

ア
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
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