
３か年計画 Ｒ３年度中間報告

令和３年１０月２７日 北区役所

・ワクチンの集団接種・疫学調査・陽性者で自宅待機する
方の状態観察などコロナ感染防止対策を最優先する事で
今年度の事業計画に影響大

・中止事業：区民カーニバル・食育展、緊急事態宣言
期間中の会議帯・各種啓発活動

・延期事業：はたちの集い Ｒ２年度成人 Ｒ４年１月８日
（Ｒ３年度成人 Ｒ４年１月９日）



区政会議以外での施策検討会の予定

８～９月 区内校長との教育施策意見交換

（緊急事態宣言により開催延期）

１０月～ ＰＴＡとの意見交換会
放置自転車対策協議会
地域活動協議会連絡会議
民生委員児童委員連絡協議会
社会福祉協議会連絡会議



北区の将来ビジョンと３か年計画

【クープマンの法則】より

７４％ 皆が知っている。独占的シェア

安定シェア

上位シェア

市場存在シェア

４２％
ほぼ皆知っている。

２０％
多くの方が
知っている。

７％
聞いたこと
がある。

集 支 絆人が 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

定量目標を定めた３か年計画

北区の将来ビジョン



３か年計画

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



３か年計画 中間報告

指標
Ｒ１
実績

Ｒ３
目標

Ｒ３中間実績
中間
評価

Ｒ４
目標

年間防災訓練参加者数
（児童・保護者・地域合同訓練
を新たに計画）

５千人 ７千人

２千人（参加者を絞り２学期以降）
ｼﾞｼﾝ本ｵﾝﾗｲﾝ講座（毎月）

大阪工業大学ﾛﾎﾞﾃｸｽ技術の活用
NHK防災サバイバル開催（12月）

△ ９千人

こども１１０ばんの家掲載件数 ２千件 １.５万件 １．５万件 〇 ２万件

青パト稼働率 ８４％ ９０％ １００％（感染防止啓発） 〇 管理指標から削除

放置自転車の放置率 １７％ １２％ １４％（R２年度目標達成） △ 10％

夢や目標が持てた生徒の割合 ６８％ ７０％
大半の事業（ｷｬﾘｱ教育・芸術鑑

賞）は２学期以降に延期
△ ７２％

親子絆づくりプログラム受講数 ８０人 １００人

１０人
２０人/回＊５回→１０人/回＊４回

子育て相談が急増しており区内全９２か
所の保育園へのアウトリーチを実施中

× １２０人

介護予防の為の集いの場件数 ２１か所 ２２か所 ２２か所（コロナ休止期間有） 〇 ２２か所

重大な児童虐待“ゼロ” ０ ０ 子育て 〇 ０

待機児童“ゼロ”
０ ０

Ｒ２年度待機児童実績“１名”
Ｒ４／４ ３園開園（家賃補助制度）
ﾏﾝｼｮﾝ計画物件へ保育ｽﾍﾟｰｽ設置要請

△ ０

ＳＮＳアプリ「ピアッザ」登録数 未実施 ２千人 ２千人 〇 ３千人



こども１１０ばん活動

①新ステッカー ②ひったくり防止カバー ③缶バッチ
（自宅・店舗・自動車用） （自転車用） （歩行者用）

地域・ＰＴＡ・各種団体・企業に支援を頂き、現段階で
Ｒ３年度計画を達成

Ｒ３年度目標 ：１．５万件
Ｒ３年度中間実績：１．５万件

（企業や各種団体よりツールを継続して寄付）

拡大中



放置自転車対策【Ｒ２年度の取組】

【Ｒ２年度の新しい取組】

①定期利用・時間利用台数の見直しによる駐輪台数の拡大
②駐輪場誘導員を巡回配置に加えて重点エリアに固定配置を追加

（梅田東・北新地・茶屋町・天神橋筋六丁目・南森町）

②指導強化（連日撤去の実施や撤去基準の見直し）

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 ）

Ｒ２年度実績１４％で目標達成→ Ｒ３年度目標（１２％）

Ｒ１年度実績 Ｒ２年度目標 Ｒ２年度実績 Ｒ３年度目標 Ｒ４年度目標 Ｒ５年度目標

放置率(%) 17% 14% 14% 12% 10% 8%

放置自転車台数 1,100台／日 968台／日 1,027台／日 904台／日 796台／日 700台／日

駐輪場収容可能台数 9,023台 9,123台 9,281台 9,366台 9,566台 9,666台

駐輪場利用台数 5,348台 5,848台 6,096台 6,596台 7,096台 7,596台

駐輪場利用率 59% 64% 66% 70% 74% 79%



定点カメラでの放置自転車調査と対応

放置自転車の発生状況、放置自転車所有者の動向把握

放置後、移動方向別割合 （ｎ＝489）

放置後、移動方向時間帯（6時～24時）割合 （ｎ＝489）

ビデオ調査概要（6：00～24：00）

放置開始、放置終了台数（時間帯別（ｎ＝510）

Ｎ

①（R2）量販店との協議・駐輪場誘導員配置
②（R3）子どもたちの絵を路盤へ設置
③（R3）梅田東・堂島エリアでマーケット調査を予定



Ｒ３年度 放置自転車対策への取り組み

歩道 公開空地

５ｍ超

①歩道上への駐輪場設置（南森町・梅田東・堂島に85台予定）
②公開空地に隣接する歩道への駐輪場設置の警察協議
（梅田東○、堂島×）

③公開空地内への駐輪場設置する為の所有者協議（堂島×）
④民間駐車場の駐輪場への用途転換協議（堂島・堂山×）
⑤シェアサイクル実証実験の開始（北区役所・堂島浜・西梅田）
⑥大阪工業大学による駐輪場調査
⑦御堂筋（大川以北）の沿道計画着手（調査開始段階）
⑧駐輪場デジタルマップ整備



市有地への設置計画案

※計画案として確定している内容ではありません。

効果が見込め、早期に実施できるところから整備を行う。



公開空地を活用した歩道上への駐輪場設置調整

歩道３M 公開空地

５ｍ超

×
歩道２M公開空地

○

公開空地＝敷地内に一般に開放される
空地を設ける事で建物の容積
率や高さ制限が緩和される。

【警察協議の一例】

駐輪場用地が少ない北区
では発想の転換が必要①



公園等を活用したシェアサイクル実証実験案

※プロポーザルを実施し、HUBchari・大阪バイクシェア連合体と協定を結び、
シェアサイクルが放置自転車を軽減できるかの社会実験を開始
(定期利用なら月額２０００円で乗り放題＜月額駐輪場代)

駐輪場用地が少ない北区
では発想の転換が必要②



Ｒ４年度 放置自転車対策への取り組み

①市有地への駐輪場設置（約２００台以上）
②Ｒ５年度の駐輪場設置へ向けた設計推進

・歩道など市有地への設置設計と地元調整
・公開空地に隣接する歩道への駐輪場設置の協議

③御堂筋（大川以北）の沿道整備計画の検討
④専門学校と連携した啓発用YouTube動画配信



優秀賞
最優秀賞

自転車マナー対策

①警察署と連携して啓発指導を強化
放置自転車啓発時に併せて啓発指導

②大阪モード学園が授業の一環で啓発用ポスターを作成
（広報紙１２月号掲載）

「前回の区政会議での要望事項」



全市教育施策との連携

施策内容

学校予算 ・学校の特色ある取組を推進する支援予算
例：ゲストティーチャー・体験学習・漢検・英検

・学力支援、特別支援教育サポーター配置予算
・学校維持運営予算
（消耗品・備品の購入・修繕、光熱水費など）

第２教育ブロック予算
北区・都島区・旭区・鶴見区
城東区・東成区・福島区

学校支援事業予算
例：自主学習支援・教員研修

北区教育予算 「子どもたちの夢づくり」を通じて「自分で考え行
動する人財の育成」を図る施策予算
・学活ボランティア配置予算
・小学校のプログラミング教育支援予算
・芸術鑑賞事業予算
・中学校部活動支援予算（専門指導者派遣など）



子どもたちの夢づくり事業① 職業出前授業

企業名 北稜中学校（１月） 新豊崎中学校（７月）

大阪アニメ・声優・eスポーツ専門学校 ● ●

毎日放送 ● ●

日本動物病院協会 ● ●

サイバーダイン ●

劇団四季 ●

ヤンマーアグリ ●

コナミスポーツ ●

ソフトバンク ●

電通 ●

セレッソ大阪 ●

オリックス野球クラブ ●

リーガロイヤルホテル ●

産経新聞社 ●

安井建築設計事務所 ●

吉本興業 ●

大阪医療技術専門学校 ●

大阪ﾍﾞﾙェﾍﾞﾙﾋﾞｭｰﾃｨ＆ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校 ●

ECCコンピューター専門学校 ●

国際ソロプチミスト大阪 ●

生徒達か
ら大好評

７０社を
超える企
業・大学
が支援



子どもたちの夢づくり事業② 芸術鑑賞

学年 Ｒ３年度事業

中学校

３年生 （演劇（梅田芸術劇場）） Ｒ４

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ（大阪四季劇場）
落語（天満天神繁昌亭）

２年生

１年生

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（大槻能楽堂）

４年生 各校で芸術鑑賞

３年生

２年生

１年生



子どもたちの夢づくり事業③ ゆめキタフェス

区内５中学校の吹奏楽部がシンフォニーホールで演奏会
無観客・控室も各校分離しで感染対策
保護者向けにYouTubeで配信



【Ｒ４年度計画】子どもたちの夢づくり事業④

ダンス

eスポーツ



【全小中学校】感謝状でギネスに挑戦（Ｒ４年度）

【目的】
人に感謝する機会や自分を励ます機会を通じて
道徳価値の自覚・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の醸成、世界
１の目標達成による自己肯定感の向上を目的
【要領】
・友達・家族・先生・自分への賞状を作成
・賞状を持つ写真約３万枚集めてギネス記録達成

ほめられるとやっぱり嬉しい♪

【実際の授業風景】

仲良くして
くれてあり
がとう 世界記録

達成！
写真を撮る データで送る おめでとう！



年 齢 制 度
中学生 【大阪市こどもサポートネット事業】

16小中学校と区役所が連携し全児童・生徒をフィルタリングし
福祉的支援を展開

小学生

０歳～５歳

（重点予算事業）

【保育施設へのアウトリーチ支援事業】
Ｒ２年度：認可外保育園37園との連携（補足率95％）
Ｒ３年度：全保育園92園との連携（補足率95%）

４歳 【４歳児訪問事業】対象者約千人の状況把握完了

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

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”」
Ｒ２年度北区の子育て相談件数は対前年の１．８倍



withコロナの時代 地域活動の指針改訂

①

③

④

⑤

⑥

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

※1 「学校施設の消毒ルール」を順守すること。

※2 使用できる時間は「学校課業日：18時から21時まで、学校課業日以外：9時から21時まで」に限る。

コーラス ○
生涯学習活動（書道・生け花、絵画など） ○

ふれあい喫茶 ○

生涯学習活動（ダンス等運動を伴う） ○
カラオケ大会 ○
囲碁・将棋・麻雀　等 ○

⑦
食事サービス（施設内の調理・飲食） ○
食事サービス（持ち帰り・配達に限る） ○

こども食堂 ○
子育てサロン ○
いきいき百歳体操 ○
はつらつ脳活性化教室 ○
こども居場所（学習支援） ○

学校施設 ⑭
「教室」を使用する地域活動事業 　　 ○ ※1.2

「体育館・運動場」を使用する地域活動事業    ○ ※1

地域集会施設
区民ホール等

会議 ○

②
演奏発表会 ○

公園・運動場

ゲートボール・グランドゴルフ ○
地域清掃 ○
ラジオ体操 ○

その他

通学路見守り・見守り訪問 ○
防犯巡回 ○
防災訓練 ○

マスク・体温測定・換気・ソーシャルディスタンス・黙食な
どの感染対策を前提として地域活動を再開



withコロナの時代 Ｒ４年度北区民カーニバル

【背景】
・Ｒ２・Ｒ３年度 コロナ禍で区民カーニバルは中止
・ワクチン未接種の児童対策も踏まえイベントとしての

感染対策は重要

【区民カーニバル実行委員会（企画検討会）での検討開始】
・コロナ禍を想定し、開催可能な区民カーニバルの内容

を検討開始


