
【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＞

・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
・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
・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

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

【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

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】
・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
数が増加傾向であるとともに、駅周辺には、区
内だけではなく、周辺区からの利用もあり、駐輪
場の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

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

【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

【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

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

【地域防災】
・『大阪北区ジシン本』をもとに「自助」の意識の
普及啓発に努め、特にPTA・子育て層やマンショ
ン住民等に重点的に啓発を行った。また、地域
の自主防災組織に対して、地域の実情に即した
地区（地域）防災計画の策定支援を行うととも
に、ステップアップした防災訓練の実施に向けた
支援を行い、「共助」の意識を高めることができ
た。さらに、北区災害対策本部の機能を強化す
べく、北区役所職員一斉消防・防災訓練を継続
して実施し、区職員の「公助」の意識の向上を
図った。今後も、「自助」「共助」「公助」が互いに
密接に連携し、災害に強いまちづくりを推進して
いきたい

【自転車利用マナー】
・タワーマンションの建設ラッシュや大型商業開
発により、自転車保有台数は急激に増加し、駅
ターミナル周辺の放置自転車は増加傾向にあ
る。このため、これまでの放置自転車撤去や
キャンペーンでは、官民がより一層連携して継
続的かつ効果的に実施するとともに、利用率の
低い公共駐輪場や附置義務駐輪場等の利用促
進を図るよう改善していく必要がある

【喫煙マナー】
・路上喫煙による迷惑や被害の未然防止といっ
た観点から、駅周辺や通行者数が比較的多い
地域、ＰＲ・抑止効果が極めて高いと思われるエ
リアを、「路上喫煙禁止地区」に指定し、令和2年
2月1日から運用を開始した
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【様式２】

千円 千円 千円

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

・ジシン本講座を50回開催し、今後の取組みを検討するための講師養成
講座を6回開催した
・地域・学校等での出前講座を33回実施した
・地区防災計画未作成地域（11地域）への支援を行い、区内19地域全て
の地域が策定済みとなった
・危機管理室と連携し、帰宅困難者への情報発信拠点運営訓練を実施し
た
・津波避難ビル・防災パートナー連絡会を開催し、災害時のイメージを共
有するワークショップを開催した

－

プロセス指標の達成状況
・防災訓練等の実施支援：14地域
・津波避難ビル：28施設
・地区防災計画を作成した地域：19地域 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)

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

－
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：新規7地域以上（現8地域→15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、令和元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
　28年度：16地域
　29年度：14地域
　30年度：14地域

出前講座、学習会等
　28年度：25回
　29年度：31回
　30年度：33回

津波避難ビル
　～28年度：22施設
　 　29年度：　1施設
　　 30年度：　2施設

具体的取組１－１－１ 【防災対策事業】

29決算額 10,109 30予算額 8,736 元予算額 8,751

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：73％

A

A
・避難所の機能が充実してきたと感じる地域の
割合：14地域

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

73%

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

14地域

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：3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：3年度末までに、14
地域以上
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【様式２】

千円 千円 千円

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

・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7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を整備中。
（新型コロナウイルス感染拡大の影響により工期延長、令和2年7月末完
成予定）

・タワーマンションの建設ラッシュや大型商業施設の開発により、在住者・
在勤者の急激な増加に伴い、自転車保有台数が増加し、駅ターミナル周
辺の放置自転車も増加している

プロセス指標の達成状況

令和2年2月の放置自転車台数：1,085台 ②i
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・利用率の低い公共駐輪場や附置義務駐輪場等の利用促進を図るた
め、啓発指導員を選択と集中により効果的に配置し、適正誘導していくと
ともに、民間駐輪場を含む案内サインや情報発信に関する課題等を整理
し、駐輪場を利用しやすい環境を整えていく
・加えて、放置自転車撤去とキャンペーン等を連携して効果的に実施す
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 イ
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

・タワーマンションの建設ラッシュや大型商業施設の開発により、在住者・
在勤者の急激な増加に伴い、自転車保有台数が増加し、駅ターミナル周
辺の放置自転車も増加している

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 元予算額 20,519

令和2年2月の放置自転車台数：1,085台 B

B
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・利用率の低い公共駐輪場や附置義務駐輪場等の利用促進を図るた
め、啓発指導員を選択と集中により効果的に配置し、適正誘導していくと
ともに、民間駐輪場を含む案内サインや情報発信に関する課題等を整理
し、駐輪場を利用しやすい環境を整えていく
・加えて、放置自転車撤去とキャンペーン等を連携して効果的に実施す
る

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

968台

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

イ
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　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：3年度末までに、850台以下

－5－



【様式２】

千円 千円 千円

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

・令和2年2月1日より、JR大阪駅・阪急大阪梅田駅周辺（梅田3丁目、角
田町、芝田1丁目、茶屋町）を「路上喫煙禁止地区」に指定し、指定開始1
か月前から、鉄道事業者等民間企業の協力を得て、駅構内掲示板やデ
ジタルサイネージ等で広報・啓発を行った －

プロセス指標の達成状況
未測定（2月1日～JR大阪駅等周辺を路上喫煙禁止地区に指定
し、啓発に取り組み、喫煙マナーの向上を図った）

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：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：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

・喫煙により他人に迷惑や危険を及ぼすおそれがなく、かつ、PR効果を
持つ『喫煙所（喫煙設備）』の設置ができていない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 － 元予算額 6,756

未測定（2月1日～JR大阪駅等周辺を路上喫煙
禁止地区に指定し、啓発に取り組み、喫煙マ
ナーの向上を図った）

Ａ

Ａ

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・令和2年度中に設置予定
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

－

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：3
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
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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【様式２】
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）

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おり、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

【住民主体の福祉コミュニティづくり】
・平成27年度以降、コミュニティ・ソーシャル・ワーカー（CSW）を継続配置
することにより、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と個々の生活課題、福祉課題の早期発見
につながった。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、早期支援、解決を行うことができる体制を構築することが
できた

【北区地域福祉計画に基づく地域福祉の推進】
・第2期北区地域福祉計画の策定においても、体制構築について評価を
得たため、今後も、支援を必要とする人へ必要な支援が届くよう、地域で
見守り支え合える住民主体の福祉コミュニティづく りを推進していく
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【様式２】

千円 千円 千円

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

・CSW相談支援延べ件数：2,357件（1地域あたり124件）
・「まちともサービス」利用会員登録数：177名、サポート会員登録数：109
名、延べ利用回数：1,527回、延べ利用時間：2,788時間
・地域福祉コーディネーターへの相談件数：13,069件 -

プロセス指標の達成状況
・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124件

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)

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

－
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2,809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 元予算額 52,245

ＣＳＷ相談支援述べ件数：2,357件
（１地域あたり124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

2,809件
（148件）

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：5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
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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【様式２】

千円 千円 千円

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

第2期北区地域福祉計画策定（令和2年3月）
・地域福祉推進会議の開催（1回） ＊2回目を予定していたが新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響により資料送付のみ
・地域支援連絡会議の開催（1回）
・パブリックコメントでいただいたご意見総数：13件

・第2期北区地域福祉計画策定による小地域福祉活動計画の見直しや、
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、振り返りの実施を見
送った

プロセス指標の達成状況
・区内各地域で地域福祉活動の振り返り：0地域

②（ｉ）
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防止に向けた取組等の状況を見定めて、
振り返り等を実施する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
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

-
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（令和元年度末まで）

・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11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：2地域4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 元予算額 1,538

未測定（小地域における地域福祉活動が充実し
ていると感じる小地域福祉活動計画策定地域：9
地域中7地域）

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

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　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：5年
度末までに、80％以上

－9－



【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

【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
・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】
・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

【子育て環境】
・親子の絆づくりプログラムの受講割
合が４０％近くに達しており、育児不
安の解消や母親同士の横のつながり
に寄与できた

【子育て支援】
・未就学児への取組みとしては、
子育て支援ルーム（キッキ）をはじ
め、メール相談、専門職員による
相談、各地域への出張イベントな
ど順調に推移 している
・学校や家庭で課題を抱える児
童・生徒への取組みとしては、平
成28年度から配置しているスクー
ルソーシャルワーカー（SSW）の体
制を継続することで、学校におけ
る「気づき」を、区役所だけでなく
各関係機関や地域等のネットワー
クにより、問題解決に向けてきめ
細やかに取り組んでいる

【待機児童】
・ファミリー層向けマンション建設
に伴う児童数の増加に対し、保育
施設・利用可能数の確保は大変
厳しい状況の中、待機児童は０
（ゼロ）となったが、引き続き、関係
各所と連携して、待機児童が発生
しないよう取り組む

【教育環境】
・各事業の実施において学校関係者
との連携を取り、本物や地域文化に
触れる機会の提供や、各学校の課題
解決に向けた取り組みを支援できた。
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

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
・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
・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状態
・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が育成される状態

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）

【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）
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【様式２】

千円 千円 千円

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

めざす成果及び戦略　３－１ 【子育て環境の充実】

親子の絆づくりプログラム受講割合：39.2％
H28出生数1,244人×第1子の割合40％×支援
者のいない母親の割合40％＝199人
H31参加者78人/199人＝39.2％

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

－

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別

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
・元年度は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

－

347

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

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 － 元予算額

－

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

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 ①（ｉ）

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）を区内４か所にて４
開設した

－

プロセス指標の達成状況
・参加者アンケートにおいて、親子の絆づくりプログラムが自身の
育児に役に立った回答した方の割合：98.6％

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】

千円 千円 千円

課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・電話・メール・来所等相談：402件（うち心理士による相談：149件）
・スクールソーシャルワーカー訪問校：区内全小中学校
　（内訳） 中学校 5校　小学校 11校中
・子育て支援ルーム（キッキ）利用者数：延べ4,244組（うち相談数：8件）
　（※コロナウイルス感染拡大の影響により3月休室）
・地域での子育て出張イベントの実施（個別子育て相談含む）：7か所（参
加地域16地域）

心理士による相談事例から、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、具体的な対応方法などを学ぶ機会を必要とする声が出て
いる

プロセス指標の達成状況
【子育て支援室の施策の満足度】
・子育て支援ルーム：また利用したい100％、利用したくない0％
・地域出張イベントアンケート：よかった99％、あまりよくなかった
1％

①（i）

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・令和2年度に向け、身近なところで子育てにおける具体的な対応方法が
学べる機会を検討する
・令和3年度に向け、体制の見直し（専門職種の配置等）を検討する

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

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)

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)

当年度の取組実績

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の実施（個別子育て相談含む）：7か所（参
加地域14地域）以上

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

－

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 元予算額 18,547

未測定（子育て支援室の施策の満足度：子育て
支援ルームをまた利用したい 100％）

A

A
未測定（子育て出張イベントの満足度：良かった
99％）

A

94%

99%
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

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：5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
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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【様式２】

千円 千円 千円

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

・認可保育所の新増設：なし
・新規小規模保育の新増設：なし
・企業主導型保育施設：Ｈ30年4月13か所　、Ｈ31年4月20か所、Ｒ2年4
月22か所
・元年度途中入所児童数：194名

・ファミリー層向けマンション建設が続き、児童数の増加が継続している
ため、待機児童・入所保留児童数も引続き増加している

プロセス指標の達成状況
・保育施設入所待機児童数：令和2年4月：0名（31年4月：1名）
・入所保留児童数：2年4月308名（31年4月：243名）

②ｉ
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・引続き企業主導型保育施設等との情報連携を行いながら、保育施設・
保育利用可能数の確保に努める
・保育事業指定を行うこども青少年局へは、引き続き区内での保育施設
開設に繋がる規制緩和を要求していく

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)

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
　　＊認可保育所の新増設
　　　　→ 局と協議する
　　＊小規模保育の新増設
　　　　→ 局と協議する

・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】
・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：194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 － 元予算額 －

・待機児童数（2年4月）        ：     0名
・入所保留児童数（2年4月） ： 308名

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

    1名
243名

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）
・5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
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

－13－



【様式２】

千円 千円 千円

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（全校）　　　　  4事業　  23回
ステップアップ事業（全校）　　　　 30事業　186回
中学校部活動支援事業（全校）　  7事業　  48回

－

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：88.6％

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)

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

－

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、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（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、専門講師派遣や作品展等を実施する（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：令和元年度末までに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 元予算額 8,675

・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：92.8％

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

82.3%

・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：2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
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

－14－


