
(様式1)平成31年度 都島区運営方針(案)

区の使命(どのような役割を担うのか)

・区⺠の⾃主的な活動を⽀援し、協働で取り組む
・多様な区⺠の声を把握し、施策に的確に反映する
・効果の高い行政サービスに選択と集中を図る

平成31年度 区運営の基本的な考え方(区⻑の方針)

区⺠の安全・安⼼を守る防災・防犯などを礎
に、活力ある地域社会の実現にむけて、様々
な活動主体の取組を支援し、地域活動協議会
(まちづくり協議会)を中心としたコミュニ
ティ活性化につなげる。

地域の見守りなど、誰もが安心して暮らすた
めの健康・福祉の充実、子育て・教育環境の
充実など、現役世代の活力を生み出す取り組
みを重点的に進める。

水と緑の豊かな都島区の魅力を発信し、わが
まち意識の醸成をはかるとともに、区⺠の視
点に立ったサービスの向上、質の高い行財政
運営に取り組む。

区の目標(何をめざすのか)

「安心のまち、人がつながるまち、明日に誇れるまち」の実現

重点的に取り組む主な経営課題(様式２)
経営課題1 安全・安心のまちづくり

経営課題の概要 主な戦略 主な具体的取組(31年度予算額)
区⺠の防災・減災に対する意識の向上に取り
組むとともに、災害時の行動の理解・実践に
つなげる必要がある。

(防災のまちづくり)
地域、行政、関係機関との連携した訓練や出
前講座等の実施を通じて、防災意識の向上を
図る。また、防災・減災について、日頃の備
えの必要性を広めるとともに、災害時の避難
行動につなげる。

(自助・共助の役割意識の醸成)
地域等が実施する防災訓練や防災・減災の啓
発等の取り組みを支援することで、自助・共
助の役割意識を高める。
(予算額 1,040千円)

経営課題2 人と人がつながり、助け合うまちづくり
経営課題の概要 主な戦略 主な具体的取組(31年度予算額)

これまで地域と関わりが少なかった若い世代
やマンション住⺠をはじめ、⼈と⼈がつなが
る機会の提供が必要である。

(コミュニティ豊かなまちづくり)
イベント開催などにより、これまで地域との
関わりが少なかった若い世代やマンション住
⺠も参加する、人と人とがつながる機会を提
供する。

(地域コミュニティの推進)
区⺠まつりを区⺠参画型で開催し、区⺠が企
画、運営、広報などを主体的に行えるよう実
行委員会を支援することで、人材育成、交流
促進、コミュニティ育成につなげる。
(予算額 8,071千円)

経営課題3 明日に誇れるまちづくり
経営課題の概要 主な戦略 主な具体的取組(31年度予算額)

都島区内では地域(小学校区)によって、生活
や学習状況の差が大きいことから、すべての
子どもの学習面での機会を確保する必要があ
る。

(未来の都島を担う人材育成)
経済的な理由等で学習面での機会が少ない児
童に対して、学習の機会を提供し、学習習慣
の定着に向けた取り組みを進める。

(小学生の放課後学習支援)
学習習慣の定着が十分でない児童を対象に、
⼩学校の放課後に⺠間事業者による学習⽀援
を行う。
(予算額 7,583千円)

経営課題4 区役所力の強化
経営課題の概要 主な戦略 主な具体的取組(31年度予算額)

行政や地域活動の情報を、読み手視点でわか
りやすく、かつ対象に応じた提供が必要であ
る。

(区⺠の声が区政に反映される仕組みづくり)
すべての区⺠に⾏政サービスや地域活動の様
子をわかりやすく提供するとともに、読み手
視点に立った情報をタイムリーに発信する。

(広報の強化)
広報誌を全⼾配付し、区⺠にわかりやすい情
報を提供する。また、ホームページやSNS等
を活用して、行政情報をはじめ、地域活動の
様子をタイムリーに発信する。
(予算額 19,910千円)
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(様式1)平成31年度 都島区運営方針(案)

１年間の取組成果と今後取り組みたいこと

市政改革プラン2.0に基づく取組等(様式3)
主な取組項目 取組内容

【取組項目1】
歳入の確保

区役所屋上で発電した電気の売却をはじめ、駐車場、自動販売機、自動写真撮影機、広告付電
子番号表示機、周辺案内地図等の使用料収入及び広報誌広告料、古紙売却料等により、継続的
に歳入を確保する。
(目標)
歳入 29年度比 5％増(H29 14,914千円 → H31 15,660千円)

【取組項目2】
人材の育成

• コンプライアンス研修 1回
• OJTの推進(日常業務を通じた職員の育成)
• 職員人材開発センター主催講座等への参加呼びかけ
(目標)
• 直属の上司が日々の業務においてコンプライアンスを意識していると評価する職員の割合
78％以上

• 組織として、「市政改革プラン2.0」の基本的な考え方が理解され、自身の職場に関連するプ
ランに基づく取組が実践できていると評価している職員の割合 65％以上

• 時間外自主研修に参加する職員の割合 20％以上
【取組項目4】
人と人とのつながりづくり
(区政編改革の柱1 Ⅰ-ア)

• 防災訓練をはじめ、区の各事業でつながりの大切さを啓発する。
• 若い世代を中心に、つながりづくりの大切さと興味を持っていただけるイベントづくりや、
人のつながりの大切さの情報発信を行う。

• ホームページ、SNS、広報誌、掲示板など様々なツールで、自治会・町内会などのつながり
づくりの活動を発信する。

(目標)
⾝近な地域でのつながりに関して肯定的に感じている区⺠の割合 47％以上

【取組項目10】
地域活動協議会への支援
① 活動の活性化に向けた支援(地域活動
協議会の認知度向上に向けた支援)
(区政編改革の柱1 Ⅲ-ア)

地域の情報発信ツールとも連携するなど、ホームページ、SNS、広報誌、掲示板など様々な
ツールで、地域活動協議会の活動を効果的に発信する。
(目標)
地域活動協議会を知っている区⺠の割合 40％

解決すべき課題と今後の改善方向
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平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)重点的に取り組む主な経営課題

防災のまちづくり

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＞

全区⺠が災害への備えをし、避難行動でき
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＞

• 広報紙や地域主体の訓練等を通じた防災に
対する啓発を⾏うことで区⺠の防災意識は
向上している。

• 一方、災害時の避難場所等を知っている区
⺠の割合は7割であり、更なる向上が必要
である。

• 備えの必要性を理解している区⺠の割合は
約8割であるものの、備えをしている区⺠
の割合は約半数に留まっている。
課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

• 区⺠の防災・減災に対する意識の向上に取
り組むとともに、災害時の行動の理解・実
践につなげる必要がある。

防犯のまちづくり

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＞

全区⺠が防犯を意識し、街頭における犯罪
を抑止する環境が整っている状態

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＞

• 警察や地域と連携した防犯啓発等に取り組
むことで、大阪重点犯罪5手口の平成29年
の区内犯罪発生件数のうち、ひったくり・
自動車盗・部品ねらいは昨年度に比べて減
少しているものの、発生箇所の特定が難し
い車上ねらいは増加している。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞
• 区⺠の防犯意識の向上や警察と連携した効
果的な啓発等により、犯罪を起こしにくい
環境整備に取り組む必要がある。

人に優しいまちづくり

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＞

喫煙マナーが守られるなど、人に優しく、誰
もが安全に通行ができる状態

現状＜課題設定の根拠となる現状・データ＞

• 京橋地域を「路上喫煙禁止地区」に指定
(27年2月)

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＞

• 落書き消去活動、区内⼀⻫清掃などの啓発
等を行っているが、ポイ捨てごみや不法投
棄、落書き等により、区⺠・来街者の不快
感などを抱かせている。

• 京橋地域の、「路上喫煙禁止地区」につい
て周知、啓発を行っているものの、路上喫
煙によるマナーの悪さがあげられている。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞
• ポイ捨てや受動喫煙被害の無いよう喫煙マ
ナーなど環境美化意識を向上させるととも
に、歩行者が安全に通行できる環境づくり
に取り組む必要がある。

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

経営課題１ 安全・安心のまちづくり

3

174件 159件

266件 256件

H26 H27 H28 H29

大阪重点犯罪5手口の
区内犯罪発生件数
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H29
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災害への備えを意識している区⺠の割合

備えをしている
備えをしようと思っている

77%

78%

81%

53％
66％ 67％ 70％

H26 H27 H28 H29

災害が起きた時の動きや避難する場所
を知っている区⺠の割合

5手口 ひった
くり

路上
強盗

自動車
盗

車上
ねらい

部品
ねらい

H28 10 4 15 172 65

H29 7 4 9 174 62

増減 -3 ±0 -6 2 -3 19% 26%
43% 47%

H26 H27 H28 H29

京橋地域の路上喫煙マナーが
向上したと感じる区⺠の割合

29年度都島クリーン作戦アンケート
道路や公園に落ちているごみについて、
以前より少なくなったと思いますか

少なくなった

73%
あまりかわらない

24%

(29年度区⺠アンケート)

(29年度区⺠アンケート)



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)めざす成果及び戦略

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①地域防災リーダー研修の実施
2回以上

②地域主体の防災訓練への支援
9回以上

③広報みやこじま(区内全⼾配付)
を活用した防災マップ等の周知
1回以上

④出前講座や地域イベント等での
啓発を実施 15回以上

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

災害時の避難行動や日頃の食料備
蓄などの必要性が理解できた地域
主体の訓練参加者の割合
80%以上
【撤退・再構築基準】50％未満

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①地域、行政、関係機関と連携し
た防災訓練の実施 1回

②区職員及び直近参集者向け訓練
の実施 全職員1回

③区医師会、福祉避難所との連携
訓練や意見交換会の実施 1回以
上

④大規模災害時協力事業所、津波
避難ビルの指定及び企業等との
防災協定の締結 1事業所以上

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

災害時の役割を理解し訓練に参加
できた職員の割合 90％以上
【撤退・再構築基準】50％未満

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 津波避難ビルの指定 1事業所

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 地域主体の防災訓練 10回
• 広報みやこじまを活用した防災マニュアル・マップ、地区防災計
画の周知 1回

• 出前講座及び地域イベント等での啓発 20回

29決算額 925千円 30予算額 2,483千円 31予算額 1,040千円

取り組むこと
地域等が実施する防災訓練の支援や、防災・減災の啓発等に取り組
む。

29決算額 4,915千円 30予算額 3,578千円 31予算額 3,980千円

取り組むこと
災害時の職員の体制が迅速・効率的に機能するよう区本部体制を強
化するとともに、関係機関との連携に取り組む。

1-1 防災のまちづくり

具体的取組1-1-1 自助・共助の役割意識の醸成 具体的取組1-1-2 区防災対策機能の強化
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戦略＜中期的な取組の方向性＞ 戦略の
進捗状況

地域、行政、関係機関と連携した訓練や出前講座等の実施を
通じて、防災意識の向上を図る。また、防災・減災について、
日頃の備えの必要性を広めるとともに、災害時の避難行動に
つなげる。

めざす状態
＜概ね３〜５年間を念頭に設定＞

区⺠が⾃助・共助の
役割を認識し、日頃
から災害への備えが
できている状態

アウトカム(成果)指標＜めざす状態を数値化した指標＞ 前年度 今年度 個別
評価

全体
評価

日頃から防災・減災を意識している区⺠の割合
33年度までに80％以上

災害が起きた時に避難する場所を知っている区⺠の割
合 33年度までに80％以上

食料の備蓄や家具の固定、家族との連絡方法の確認な
ど、災害への備えが出来ている区⺠の割合
33年度までに60％以上

戦略のアウト
カムに対する
有効性

課題

今後の対応方向



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)めざす成果及び戦略

1-2 防犯のまちづくり

具体的取組1-2-1 警察等と連携した防犯活動

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①警察等の関係機関と連携した防
犯活動(ひったくり防止カバー、
盗難防止ワイヤーロックの普及)
各地域で2回以上

②職員による⻘⾊防犯パトロール
実施延べ件数700回

③夜間における⻘⾊防犯パトロー
ルの実施 週2回

④子どもの見守り防犯カメラ設置
補助 3台

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

区で実施している防犯事業が犯罪
抑止につながっていると感じる区
⺠の割合 60％以上
【撤退・再構築基準】30％未満

具体的取組1-2-2 交通マナーアップの啓発

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①交通安全教室の実施 5回
②警察等と連携した交通安全街頭
啓発 2回

③地域と連携した自転車マナー
アップ啓発 2回

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

区で実施している交通安全対策事
業が交通マナーアップにつながっ
ていると感じる区⺠の割合
60％以上
【撤退・再構築基準】30％未満

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 交通安全教室の実施 8回
• 警察等と連携した交通安全街頭啓発 7回

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 防犯キャンペーン ２回実施済 ６地域(残り３地域も実施予定)
• 防犯教室 １回、防犯出前講座 3回
• 職員による⻘⾊防犯パトロールの実施 404回
• 夜間における⻘⾊防犯パトロールの実施 週2回
• 子どもの見守り防犯カメラ設置補助 １台

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

29決算額 3,251千円 30予算額 4,331千円 31予算額 3,891千円

取り組むこと
警察等の関係機関と連携し、地域と協働して防犯活動、防犯啓発に
取り組む。

29決算額 92千円 30予算額 67千円 31予算額 66千円

取り組むこと
交通事故防止や自転車マナーアップをめざし、警察等の関係機関と
連携し、地域と協働して交通ルール及びマナーの啓発活動に取り組
む。

5

戦略＜中期的な取組の方向性＞ 戦略の
進捗状況

• 警察等の関係機関と連携し、地域の防犯力の向上に向けた
取り組みを進めるとともに、⻘⾊防犯パトロールによる巡
回など区⺠が安全で安⼼して暮らせるまちづくりの実現に
向け、防犯啓発等の取り組みを推進する。

めざす状態
＜概ね３〜５年間を念頭に設定＞

街頭における犯罪を
防止し、犯罪に巻き
込まれない安全で安
心なまち

アウトカム(成果)指標＜めざす状態を数値化した指標＞ 前年度 今年度 個別
評価

全体
評価

住んでいるまちの安全・安心につながっている
と感じている区⺠の割合
33年度までに60%以上

戦略のアウト
カムに対する
有効性

課題

今後の対応方向



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)めざす成果及び戦略

1-3 人に優しいまちづくり

具体的取組1-3-1 環境美化の推進

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①町会・企業・学校園・商店街と協働
し区内⼀⻫清掃活動「都島クリーン
作戦」 2回

②未来わがまちビジョン推進会議によ
る毛馬桜之宮公園内での清掃活動
「大川かたづけ隊」の支援 12回

③京橋地域の安全なまちづくり連絡協
議会主体のマナー啓発活動 24回以
上

④ゆめまちロードOSAKA 1回

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

道路や公園に落ちているごみが少
なくなり、まちが美しく維持でき
ていると感じる区内⼀⻫清掃活動
参加者の割合 60％以上
【撤退・再構築基準】30％未満

具体的取組1-3-2 路上喫煙禁止地区の啓発

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

京橋地域の「路上喫煙禁止地区」
が区⺠に浸透し、喫煙マナーが向
上したと感じる区内⼀⻫清掃活動
参加者の割合 60％以上
【撤退・再構築基準】30％未満

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 市⺠協働型の路上喫煙禁⽌の啓発活動 6回
• 区役所電子掲示板へエリアマップ等の掲載 通年
• 喫煙マナー啓発ポスターを作成し、京橋地域の飲食店・企業などの協力を
得て掲示 1回

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 区内⼀⻫清掃活動「都島クリーン作戦」 2回
• 未来わがまちビジョン推進会議実施の、毛馬桜之宮公園内を清掃する「大
川かたづけ隊」清掃活動 ５回

• 京橋地域の安全なまちづくり連絡協議会によるマナー啓発活動 31回
・ゆめまちロード0SAKA 1回

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

29決算額 158千円 30予算額 250千円 31予算額 238千円

取り組むこと
地域、企業、商店街等と協働し、区内のボランティア清掃活動を推
進するとともに、環境美化意識の醸成を図るための啓発活動に取り
組む。

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①市⺠協働型の路上喫煙禁⽌の啓
発活動 6回以上

②区役所内電子掲示板へエリア
マップ等の掲載 通年

③喫煙者のマナー啓発ポスターを
作成し、区内全域に掲示 1回

29決算額 1,420千円 30予算額 2,167千円 31予算額 1,781千円

取り組むこと
京橋地域の「路上喫煙禁止地区」の制度周知の徹底や路上喫煙やポ
イ捨てを防止など喫煙者のマナー向上に向けた啓発活動に取り組む。

6

戦略＜中期的な取組の方向性＞ 戦略の
進捗状況

• 清掃ボランティア活動への参加など区⺠の環境美化意識の
向上を図るとともに、歩行者が安全に通行できる環境づく
りに取り組む。

• 京橋地域の「路上喫煙禁止地区」における喫煙マナーの向
上に向けた啓発活動に取り組む。

めざす状態
＜概ね３〜５年間を念頭に設定＞

区⺠の環境美化意識
が向上し、路上喫煙
やポイ捨てごみの減
少による美しいまち

戦略のアウト
カムに対する
有効性

課題

今後の対応方向アウトカム(成果)指標＜めざす状態を数値化した指標＞ 前年度 今年度 個別
評価

全体
評価

喫煙マナー等、環境美化意識が向上したと感じ
る区⺠の割合
33年度までに 60％以上



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)重点的に取り組む主な経営課題

経営課題２ 人と人がつながり、助け合うまちづくり
コミュニティ豊かなまちづくり

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＞

これまで培われてきた人と人との「つなが
り」や「きずな」を礎にしながら、若い世
代やマンション住⺠など、より幅広く人と
人とがつながり、身近な地域の中で生活課
題の解決に取り組むなど、地域コミュニ
ティが活性している状態
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＞

• 個人の生活様式や価値観の多様化により、
人と人とのつながりの希薄化が進んでいる。

• 担い手・参加者が固定化しており、従来型
の画一的な地域活動が行われている。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞
• これまで地域と関わりが少なかった若い世
代やマンション住⺠をはじめ、⼈と⼈がつ
ながる機会の提供が必要である。

• 地域課題に対応した活動の実施に向けた支
援などを⾏い、住⺠主体の⾃律的な地域運
営を推進することが必要である。

いきいきと健康に暮らせる
福祉のまちづくり(健康・福祉)

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＞

• 身近なところに福祉の相談窓口があり、気
兼ねなく利用できる状態

• 区⺠がいきいきと健康で⽣活することがで
きる状態

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＞

• 地域コミュニティの希薄化を背景に、年々、
課題が複雑化・多様化・深刻化している。
支援機関の窓口が多岐にわたることが多く、
支援につながらず、地域で埋もれている要
援護者は多数いると考えられる。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞
• 複雑化・多様化・深刻化する課題に対応す
るため、関係機関等と連携し、必要な支援
をコーディネートする体制が必要である。

いきいきと健康に暮らせる
福祉のまちづくり(子育て支援)

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＞

• ⺟乳・授乳や育児について相談しやすい環
境が整い、育児不安が解消され、いきいき
と健康に暮らせる状態

• 子育て世代の保護者が、身近なところから
支援を受け、子育てを楽しいと感じること
ができる状態
現状＜課題設定の根拠となる現状・データ＞

• 子どもの生活に関する実態調査（速報値）
において「だれにも相談できない」と回答
した子どもの割合が、本市平均15.9％を上
回っている。

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＞

• 子育てに不安のある保護者が、相談できる
場所が分からず地域で孤立する傾向にある。

• 当区における不登校の要因は、貧困を含む
家庭基盤の脆弱さやいじめ等さまざまであ
り、複雑化している。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞
• 子育てに不安のある保護者が孤立すること
を防ぎ、子育ての負担感・不安感を軽減す
るため、地域の子育て情報を周知するとと
もに、相談窓口を拡充する必要がある。

• 貧困を含む家庭基盤の脆弱さ等を起因とす
る不登校については、学校だけの対応では
解決が困難である。

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

7

5,544件

10,052件 9,154件

H27 H28 H29

地域福祉コーディネーターによる
相談・訪問等活動件数

42％
50％

H29

H28

H27

48％

26%

「子育て支援室」を知っている
区⺠の割合

(29年度区⺠アンケート)各団体により地域の特性や課題に応じた活動が
進められていると感じている区⺠の割合

身近な地域でつながりに関して
肯定的に感じている区⺠の割合

(29年度区⺠アンケート)

(29年度区⺠アンケート)



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)めざす成果及び戦略

2-1 コミュニティ豊かなまちづくり

具体的取組2-1-1 地域コミュニティの推進

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

区⺠まつり 1回

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

地域とつながる機会となったと感
じる参加者の割合
73%以上
【撤退・再構築基準】40%未満

具体的取組2-1-2 地域活動協議会の活動支援

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①地域活動協議会補助金の交付に
よる財政的支援 9地域

②中間支援組織による活動の支援

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

地域活動協議会の構成団体が、自
分の地域に即した支援を受けるこ
とができていると感じた割合
82％以上
【撤退・再構築基準】40%未満

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 地域活動協議会補助金の交付 9地域
• 中間支援組織による活動の支援
地域課題やニーズに対応した活動の実施に向けた支援
多様な活動主体の連携・協働に向けた支援
会計事務や組織運営の適正化に向けた支援

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 区⺠まつり(9月) 参加者約32,000人、参画者1,913人
• 前夜音楽祭(9月) 雨天のため中止

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

29決算額 7,424千円 30予算額 7,651千円 31予算額 8,071千円

取り組むこと
区⺠まつりを区⺠参画型で開催し、区⺠が企画、運営、広報などを
主体的に行えるよう実行委員会を支援することで、人材育成、交流
促進、コミュニティ育成につなげる。

29決算額 35,922千円 30予算額 37,214千円 31予算額 37,385千円

取り組むこと
地域活動協議会の活動を支援し、自律的な地域運営を促進する。

8

戦略＜中期的な取組の方向性＞ 戦略の
進捗状況

• イベント開催などにより、これまで地域との関わりが少な
かった若い世代やマンション住⺠も参加する、人と人とが
つながる機会を提供する。

• 地域課題に対応した活動の実施に向けた支援などを行い、
住⺠主体の⾃律的な地域運営を推進する。

めざす状態
＜概ね３〜５年間を念頭に設定＞

• 身近な地域で、「声
かけ」、「見守り」、
「助け合い」、「支
え合い」を実感でき
る状態

• 様々な活動主体が互
いに協働し、住⺠主
体の自律的な地域運
営が進められている
状態

アウトカム(成果)指標＜めざす状態を数値化した指標＞ 前年度 今年度 個別
評価

全体
評価

身近な地域でつながりに関して肯定的に感じる
区⺠の割合 33年度までに47%以上

各団体により地域の特性や課題に応じた活動が
進められていると感じる区⺠の割合 33年度ま
でに49%以上

戦略のアウ
トカムに対
する有効性

課題

今後の対応方向



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)めざす成果及び戦略

2-2 いきいきと健康に暮らせる福祉のまちづくり(福祉・健康)

具体的取組2-2-1地域福祉コーディネーターによる
福祉相談の充実や見守り体制の強化

29決算額 13,747千円 30予算額 13,347千円 31予算額 13,012千円

取り組むこと
地域の身近な相談窓口、関係機関とのつなぎ役や制度の狭間に埋もれている
人を発見する機能のほか、「要援護者の見守りネットワーク強化事業」との
連携により、要援護者名簿の管理や整備、見守りの担い手の調整、見守りの
同行訪問等を行い、見守りの体制を強化する。

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

地域福祉コーディネーター
・9地域10名
・訪問・相談等 年間240日

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

地域福祉コーディネーターによる
相談・訪問等活動件数
年間9,000件以上

【撤退・再構築基準】5,500件以下

具体的取組2-2-2 妊娠期からの親子のきずなはぐくみ支援

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

育児に関して役に立ったと回答し
た参加者の割合 80％以上
【撤退・再構築基準】50％未満

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• プレワーキングマザー対象出産直前講座 4回135名
• ⺟乳⼦育て教室 24回274名
• ふたごちゃん・みつごちゃんのプレパパプレママ教室 2回

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 地域福祉コーディネーターによる相談・訪問等活動件数 7,048件

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①プレワーキングマザー対象出産
直前講座 6回(土曜日午前)巡回

②⺟乳⼦育て教室 概ね毎月3回
30回程度

③ふたごちゃん・みつごちゃんの
プレパパプレママ教室 2回

29決算額 621千円 30予算額 729千円 31予算額 704千円

取り組むこと
就労妊婦や多胎妊婦が不安なく出産・育児が行えるよう支援すると
ともに、産後の授乳や子育てについて相談しやすいよう身近な地域
等で講座や教室を行う。

9

戦略＜中期的な取組の方向性＞ 戦略の
進捗状況

• 地域における身近な福祉課題への相談体制を強化する。
• ワーキングマザーなどさまざまなライフスタイルに応じた
支援体制や、身近な授乳や子育ての相談体制を整備する。

めざす状態
＜概ね３〜５年間を念頭に設定＞

• 福祉に関する困りご
とに対する相談窓口
があり、必要な支援
が見つかるなど、課
題改善に向かってい
る状態

• ⺟乳育児等に関する
育児不安が軽減され、
親子の健全な絆が育
まれるとともに子ど
もの安らかな発達が
促進される状態

アウトカム(成果)指標＜めざす状態を数値化した指標＞ 前年度 今年度 個別
評価

全体
評価

地域福祉コーディネーターの認知度
33年度までに50％以上

3か⽉健診時に⼦育てが不安と回答した⺟親の割
合 33年度までに 10％以下

戦略のアウト
カムに対する
有効性

課題

今後の対応方向



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)めざす成果及び戦略

2-3 いきいきと健康に暮らせる福祉のまちづくり(子育て支援)

具体的取組2-3-1 子育て相談体制の充実

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

健診や関係機関訪問等での子育て
支援室の周知 50回以上

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

子育て支援室での相談件数
400件以上
【撤退・再構築基準】200件未満

具体的取組2-3-2SSW (スクールソーシャルワーカー)
による相談支援体制の強化

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

スクールソーシャルワーカー
・区内小・中学校(14校)対応
・巡回訪問等 160日

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

スクールソーシャルワーカーが対
応したケース 60件以上
【撤退・再構築基準】30件以下

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• スクールソーシャルワーカーが対応したケース 46件

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 健診や関係機関訪問時と子育て支援室での子育て相談件数404件

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

29決算額 3,043千円 30予算額 3,137千円 31予算額 3,312千円

取り組むこと
子育ての不安感や負担感を軽減するため、さまざまな機会をとらえ
て相談できる窓口等を周知し、相談に応じる。

29決算額 3,456千円 30予算額 3,493千円 31予算額 3,448千円

取り組むこと
不登校等の課題解決に向けて、スクールソーシャルワーカー1名を
子育て支援室に配置し、区内各校を巡回訪問し、解決を図る。

10

戦略＜中期的な取組の方向性＞ 戦略の
進捗状況

• 子育てに不安を持つ保護者等が気軽に相談できるよう、身
近なところで子育て相談等を実施するとともに、子育て相
談窓口を周知する。

• 不登校等の要因を顕在化させ、家庭的な要因等に社会的資
源やネットワークを活用して対応する。

めざす状態
＜概ね３〜５年間を念頭に設定＞

• 身近なところに福祉
の相談窓口があり、
気兼ねなく利用でき
る状態

• 保護者が、子育て(0
歳から18歳)の不安
を感じた時、すぐに
相談できる状態 アウトカム(成果)指標＜めざす状態を数値化した指標＞ 前年度 今年度 個別

評価
全体
評価

子育てに不安を感じたときに相談するところが
あると回答した区⺠の割合 33年度までに60％
以上
児童生徒に関する課題解決のための相談先としてス
クールソーシャルワーカーが有効に機能していると
回答した学校の割合 33年度までに60％以上

戦略のアウト
カムに対する
有効性

課題

今後の対応方向



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ 明日に誇れるまちづくり
魅力あるまちづくり

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＞

まちの魅力が高まり、区⺠が誇りを持ち、住み続けたいと思うとと
もに、多くの人々が訪れたい、住みたいと思う状態

現状＜課題設定の根拠となる現状・データ＞
水辺を活かした新たな名所「大阪ふれあいの水辺」の利用者数など

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＞
• 都島区の恵まれた自然環境、立地条件、歴史文化などの資源、京
橋が有する主な観光地とのネットワークなどを十分に活かしきれ
ていない。

• 区外、区内への情報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＞
• 恵まれた地域資源を活かし、さらに魅力あるまちづくりにつなげ
るため、区⺠の気運を醸成し、⺠間活⼒を活かすための仕組みづ
くりやサポートが必要である。

• 京橋をはじめ、地域のにぎわいづくりの取組を支援するとともに、
様々な方法での情報発信が必要である。

未来の都島を担う人材育成

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＞

経済状況や家庭環境に左右されることなく、すべての子どもの可能
性が最大限活かされる状態

現状＜課題設定の根拠となる現状・データ＞
「子どもの生活に関する実態調査」保護者(小学5年生)が回答(28年
度実施)

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＞
• 当区では、困窮度が高い世帯において、特に学習面での機会の差
を感じている保護者が多く、このことが児童の勉強時間や学校の
勉強の理解度にも影響を及ぼしている。

• グローバル化が進展し、2020年度から小学5〜6年生で英語教科化、
3〜4年生で外国語活動開始が予定される中、グローバル化時代に
求められる実践的なコミュニケーション能力を育む機会が留学等
の手段に限定されている。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞
• 経済的な理由等で学習面での機会が少ない児童に対する直接的な
支援が必要である。

• 小・中学生が、異文化を体験し、自ら積極的にコミュニケーショ
ンを図ることができるきっかけづくりに取り組む必要がある。

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
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28,582件
35,199件 32,194件

H27 H28 H29

大阪ふれあいの水辺利用者数推移

13.3%

16.2%

市平均

都島区

子どもの将来に期待していない

市平均 13.3%

24.30%

28.6%

市平均

都島区

子どもを学習塾に通わせることができなかった
(困窮度Ⅰ)

市平均 24.3%

6.7%
19.1%

10.6%

市平均

子どもを学習塾に通わせることができなかった
(区内小学校区の平均幅)

都島区

市平均 10.6%
0%

500%

1000%

1500%

H27 H28 H29 H30

Osaka Free Wi-Fi 認証数増加率(開設当初比)

京橋駅 大阪全体

区平均 10.3%



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)めざす成果及び戦略

3-1 魅力あるまちづくり

具体的取組3-1-1 区の魅力発信

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①区の歴史・文化などの魅力発信
通年

②スポーツイベントの共催 1回
③⼤阪府などと連携した⺠間団体
によるイベントの側面支援
通年

④京橋活性化等に取り組む関係者
のコーディネート 通年

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

区YouTubeチャンネル上の区の魅
力発信動画の年間再生回数の30年
度比25％増
【撤退・再構築基準】前年度未満

具体的取組3-1-2区の特色ある文化資源を活かした
⻘少年育成

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

「まちを育む〜中学校吹奏楽・合
唱力向上事業」プロ(事業者)の作
品理解・技術指導
・参加中学校当たり2回以上

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

地域にゆかりのある芸術文化に対
する興味がより深まったと感じる
参加者の割合 80%以上
【撤退・再構築基準】50%未満

前年度までの実績
30年度実績
・作品理解・技術指導 5校 各2回(予定)

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• ビーチバレー大会の共催 8月
• YouTube動画発信(ビーチバレー、蕪村踊り、毛馬きゅうりなど)
• 区役所デジタルサイネージにおいて動画コンテンツ放映

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

29決算額 1,065千円 30予算額 203千円 31予算額 197 千円

取り組むこと
与謝蕪村・毛馬きゅうり等、区の歴史・文化などの魅力を発信する。
また、ビーチバレー女子大会等を共催するほか、イベントの側面支
援を通じ、⺠間活⼒による⽔辺のにぎわいづくりなどを進め、魅力
向上につなげる。

29決算額 -千円 30予算額 1,500千円 31予算額 1,500千円

取り組むこと
世界的な音楽家「貴志康一」をはじめ、区の特色ある文化資源を題
材に、プロ(事業者)から作品理解・表現方法の指導を受け、地域の
芸術⽂化に関する豊かな感性を持った⻘少年を育成する。
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戦略＜中期的な取組の方向性＞ 戦略の
進捗状況

• 関係機関と連携・協働したイベントや情報発信による機運
づくりにより、水辺のまちづくり、地域の活性化を進める。

• 区の歴史文化資源の発信を行うとともに、区⺠が関⼼を持
てる事業を展開する。

めざす状態
＜概ね３〜５年間を念頭に設定＞

• 毛馬桜之宮公園を中
心とした水辺、まち
の賑わいづくりの活
動が⺠間主体により
継続的に実施されて
いる状態

• 区⺠が区の歴史⽂化
資源等を認識し、区
に愛着を持っている
状態

アウトカム(成果)指標＜めざす状態を数値化した指標＞ 前年度 今年度 個別
評価

全体
評価

⺠間主体による⽔辺を活⽤した賑わいづくり事
業の実施 33年度30件以上

区に愛着を感じる区⺠の割合
33年度までに80％

戦略のアウト
カムに対する
有効性

課題

今後の対応方向



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)めざす成果及び戦略

3-2 未来の都島を担う人材育成

具体的取組3-2-1 小学生の放課後学習支援

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

小学校の放課後に学習支援を実施
・2校(6〜3月)

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

学校の授業以外で勉強する時間が
増えた参加児童の割合 70%以上
【撤退・再構築基準】50％未満

具体的取組3-2-2グローバル化時代に必要な
コミュニケーション能力の育成

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①中学生対象のWeb交流会等
3回(事前学習会を含む)

②小学生対象の英語体験活動
1回

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

自分の考えや意見が言えるように
なった参加生徒の割合 80％以上
【撤退・再構築基準】60％未満

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 英語体験活動 1回(8月)
• 異文化理解を深めるイベント 1回（12月）
• 英対話講座 5回(9〜12月) うち最終回はWeb交流会

前年度までの実績
31年度新規事業

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

29決算額 - 30予算額 - 31予算額 7,583千円

取り組むこと
学習習慣の定着が十分でない児童を対象に、⼩学校の放課後に⺠間
事業者による学習支援を行う。

29決算額 144千円 30予算額 1,494千円 31予算額 1,271千円

取り組むこと
小・中学生を対象に、それぞれ異文化と触れ合うための交流会等を
提供し、児童・生徒が外国人と積極的にコミュニケーションを図る
よう促すことによって、グローバル化時代に必要なコミュニケー
ション能力を育成する。
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戦略＜中期的な取組の方向性＞ 戦略の
進捗状況

• 経済的な理由等で学習面での機会が少ない児童に対して、
学習の機会を提供し、学習習慣の定着に向けた取り組みを
進める。

• 小・中学生を対象に外国人とコミュニケーションを図る機
会を提供し、グローバル化時代に必要なコミュニケーショ
ン能力を育成するための取り組みを実施する。

アウトカム(成果)指標＜めざす状態を数値化した指標＞ 前年度 今年度 個別
評価

全体
評価

自宅学習のやり方がわかる参加児童の割合
33年度までに80%以上

外国人と積極的に対話・会話をしようと考える
参加児童・生徒の割合
33年度までに80％以上

戦略のアウト
カムに対する
有効性

課題

今後の対応方向

めざす状態
＜概ね３〜５年間を念頭に設定＞

• 児童が学校の授業以
外で勉強する、学習
習慣の定着した状態

• 児童・生徒が、英対
話力を含むグローバ
ル化時代に必要なコ
ミュニケーション能
力の向上した状態



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)重点的に取り組む主な経営課題

経営課題４ 区役所力の強化
区⺠の声が区政に反映される

仕組みづくり
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＞

• 多様な区⺠の意⾒やニーズを適切にとらえ、それらを踏まえた説
明責任が果たされるよう区政に関する情報が区⺠全体に着実に届
けられるとともに、施策や事務事業の企画･計画の段階から評価の
段階に⾄る全てのプロセスにおいて区⺠の参画を得ながら、区の
特性や地域実情に即した区政が運営される区⺠主体の⾃治が実現
している状態

• 区役所が、区⺠に⾝近な総合⾏政の拠点として、信頼されている
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＞
• インターネット、ご意見箱等、様々な⽅法で区⺠の声を受け付け
ているが、意見があるにも関わらず行政へのアプローチに至らな
い、表面化しにくい意見を把握できていない。

• 広報誌の全⼾配付など、情報発信の強化に努めているものの、若
年層の「広報誌を読まないのでわからない」という回答が高く、
⾏政情報に⽐較的関⼼が少ない区⺠に対して、効果的な情報提供
ができていない。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞
• 区⺠の意⾒やニーズの的確な把握と、それを区政に活かすための
仕組みが必要である。

• 行政や地域活動の情報を、読み手視点でわかりやすく、かつ対象
に応じた提供が必要である。

区⺠が満⾜・納得できる
区役所運営

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＞

区役所が、区⺠をはじめ来庁者にとって快適で満⾜できる場所とな
るとともに、区役所業務の運営について、区⺠の視点から⾒て納得
していただける状態

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＞
• 継続的に研修を実施しており、わずかながらサービスレベルの向
上につながっているが、☆2つ(⺠間の窓⼝サービスの平均的なレ
ベルを上回るレベル)に至っていない。

• 庁舎の狭隘や設備の老朽化があり、施設環境でのサービス向上余
地は少ない。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞
• 窓⼝サービスの⺠間事業者の調査結果などを最⼤限活⽤した研修
により、引き続き、職員の接遇スキル向上に取り組む必要がある。

• 施設環境の抜本的な改善が困難なことから、ソフト面を中心に来
庁者の満足度向上を図る必要がある。

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
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区役所が、様々な機会を通じて
区⺠の意⾒やニーズを

把握していると感じる区⺠の割合

39.3%
(29年度区⺠アンケート)

区のさまざまな取り組みに
関する情報が、区役所から

届いていると感じる区⺠の割合

42.9%
(29年度区⺠アンケート)

広報誌を読んでどのように感じたか

来庁者等に対する
サービスの格付け結果

H26 ★☆☆ 3.1
H27 ★☆☆ 3.4
H28 ★☆☆ 3.2
H29 ★☆☆ 3.2

★3つ 全国に誇れる極めて高度なレベル(4.5〜5.0)
★2つ ⺠間の窓口サービスの平均的なレベル

を上回るレベル (3.5〜4.4)
★1つ ⺠間の窓口サービスの平均的なレベル

(3.0〜3.4)

55%
10%

5%
2%

18%

10%

(29年度区⺠アンケート)

お知らせなどの情報が役に立った (55%)
催し・講座・イベントなどに参加
したいと思った(10%)
特集・子育て・健康などのコラムが面白い(5%)
パソコンやスマホで見るので、要らない(2%)
読まないのでわからない(18%)
その他/無回答(10%)



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)めざす成果及び戦略

具体的取組4-1-1 区⺠の意⾒やニーズの把握

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①区政会議
・全体会議 3回
・専門部会 適宜

②区⺠アンケート 2回
③区⻑がグループ等を訪問する
「区⻑と話そう！」の実施
通年

④広聴・各種相談事業の実施
通年

⑤区出前講座の実施 通年

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

自分の意見を区に伝える方法を
知っている区⺠の割合40%以上
【撤退・再構築基準】25％未満

具体的取組4-1-2 広報の強化

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①広報誌の発行(20ページ建て)
全⼾配付 12回

②ホームページへの情報掲載
通年

③SNS(フェイスブック、ツイッ
ター)による即時性をいかした情
報発信 通年

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

広報誌、HP、SNSなどにより区の様々
な取組(施策・事業・イベントなど)に
関する情報がタイムリーに届けられて
いると感じる区⺠の割合 45％以上
【撤退・再構築基準】30％未満

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 広報誌の全⼾配付 9回
• ホームページ情報掲載(通年)
• SNS情報掲載(通年)

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
• 区政会議 全体会議2回 教育部会1回 健康・福祉部会1回
• 地域担当制の実施 通年
• 「区⻑と話そう！」の実施 1回
• 広聴・各種相談事業の実施 通年
• 区出前講座の実施 通年

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

29決算額 1,296千円 30予算額 1,670千円 31予算額 1,703千円

取り組むこと
幅広い区⺠の⽅々から区政運営の意⾒・評価を頂くため区政会議を
開催する。また、多様な区⺠の意⾒やニーズを把握するため、区⺠
アンケートを実施する。

29決算額 15,378千円 30予算額 21,120千円 31予算額 19,910千円

取り組むこと
広報誌を全⼾配付し、区⺠にわかりやすい情報を提供する。また、
ホームページやSNS等を活用して、行政情報をはじめ、地域活動の
様子をタイムリーに発信する。

4-1 区⺠の声が区政に反映される仕組みづくり
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戦略＜中期的な取組の方向性＞ 戦略の
進捗状況

• 施策・事業の方向性に対する意見や、成果における評価を
得られるよう、区⺠が参画できる取り組みを⾏う。

• すべての区⺠に⾏政サービスや地域活動の様⼦をわかりや
すく提供するとともに、読み手視点に立った情報をタイム
リーに発信する。

アウトカム(成果)指標＜めざす状態を数値化した指標＞ 前年度 今年度 個別
評価

全体
評価

区役所が、さまざまな機会を通じて区⺠の意⾒やニー
ズを把握していると感じる区⺠の割合
33年度までに41％以上

区のさまざまな取り組み(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⺠
の割合 33年度までに50％以上

戦略のアウト
カムに対する
有効性

課題

今後の対応方向

めざす状態
＜概ね３〜５年間を念頭に設定＞

• 区⺠の意⾒やニーズ
を的確に把握し、関
係局等と連携するな
ど、市政の総合拠点
としての役割を担い
つつ、施策・事業を
展開できている状態

• 区⺠に、区政運営等
の情報を届け、理解
が得られている状態



平成31年度 都島区運営方針(案)(様式2)めざす成果及び戦略

4-2 区⺠が満⾜・納得できる区役所運営

具体的取組4-2-1 区⺠サービスの向上

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①接遇研修 1回
(高齢者や障がいのある方など、
配慮が必要な方へのユニバーサ
ル・サービスを含む)

②庁舎の環境整備等 通年

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

窓口サービスに係るお客様アン
ケートの各項目で満足度80％以上
【撤退・再構築基準】
50％未満(1項目でも)

具体的取組4-2-2 効果的・効率的な業務運営

計画(取組内容) 中間振り返り 年度末(取組実績)

①5S活動、標準化の実施 通年
②ペーパーレス化の推進 通年
③スケジューラー・グループウェ
アなどの活用 通年

プロセス(過程)指標
＜取組によりめざす指標＞ 中間振り返り 達成状況

業務改善件数 5件
【撤退・再構築基準】3件以下

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
・5Ｓ活動・カイゼンチームの確立 4月
・5Ｓ活動・カイゼンチーム会議 1回
・スケジューラー活用の周知 10月

前年度までの実績
30年度実績(12月末現在)
・記念撮影コーナーのリニューアル(8月)
・接遇ハンドブックの作成・配付(全職員)(9月)
・外部講師による接遇研修(全職員) 1回(10月)
・コンプライアンス研修(全職員) 1回(10月)
・キッズ・スペースの運営

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

戦略に対する取組の有効性 課題と改善策

中
間

年
度
末

29決算額 259千円 30予算額 260千円 31予算額 260千円

取り組むこと
「来庁者等に対する窓口サービス」の⺠間事業者の調査結果を取り
入れ窓口サービス改善につなげるとともに、結果を活用して、外部
講師による接遇研修を実施し、職員のスキル向上を図るとともに、
快適な環境づくりを行う。

29決算額 - 千円 30予算額 - 千円 31予算額 - 千円

取り組むこと
他区の先進事例を調査しながら、ICTの活用による業務効率化など
組織的な業務プロセスの改善に取り組むとともに、広報誌、ホーム
ページ、SNSなどで、区⺠にお知らせする。

16

戦略＜中期的な取組の方向性＞ 戦略の
進捗状況

• 区⺠の皆さまが快適で利⽤しやすい区役所となるよう、庁
舎案内の改善や窓口での応対の向上を図るとともに、来庁
者の声を適切に把握し改善につなげる。

• 区役所業務の運営について、業務プロセスの改善・事務の
集約化などにより、効果的・効率的なものとしていくとと
もに、区⺠にそのことをお伝えしていく。

めざす状態
＜概ね３〜５年間を念頭に設定＞

• 区役所来庁者等に対
する窓口サービスを
向上させ、 24区中
トップレベルのサー
ビスを実現している
状態

• 区役所の業務が効果
的・効率的に運営さ
れるよう様々な取り
組みが進められてお
り、区⺠がそのこと
を知っている状態

戦略のアウト
カムに対する
有効性

課題

今後の対応方向アウトカム(成果)指標＜めざす状態を数値化した指標＞ 前年度 今年度 個別
評価

全体
評価

「区役所来庁者等に対するサービスの格付け結
果」において、33年度までに☆☆(⺠間の窓⼝
サービスの平均的なレベルを上回る以上)を獲得
する。
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趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績

①施策事業のPDCAサイクルの徹底 運営方針を活用したPDCAサイクルの徹底
(策定時・評価時など 通年)

②内部統制体制の確立 内部統制連絡会議 2回

趣旨・目的 「市政改革プラン2.0」に掲げる、PDCAサイクルの徹底に取り組む。

取組項目03PDCAサイクルの徹底

趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
①コンプライアンス意識の徹底に必要な各種研
修等を行う。 コンプライアンス研修 1回

② 職員の士気や組織パフォーマンス向上のため、
OJTを推進するほか、自主的な研修参加を
促す。

OJTの推進(日常業務を通じた職員の育成)

職員人材開発センター主催講座等への参加呼びかけ

趣旨・目的 「市政改革プラン2.0」に掲げる「改⾰推進体制の強化」を進め、区⺠から信頼される職員と組織⾵⼟づくりにつな
げる。

取組項目02人材の育成

趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
区庁舎敷地等の使用許可や古紙の売却、太陽光
発電等により歳入増を図る。

区役所屋上で発電した電気の売却をはじめ、駐車場、自
動販売機、自動写真撮影機、広告付電子番号表示機、周
辺案内地図等の使用料収入及び広報誌広告料、古紙売却
料等により、継続的に歳入を確保する。

趣旨・目的 行政財産の活用や広告事業等の実施により歳入の確保に取り組む。

取組項目01歳入の確保

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
歳入 29年度比 5％増
(H29 14,914千円 → H31 15,660千円)

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
直属の上司が日々の業務においてコンプライア
ンスを意識していると評価する職員の割合
78％以上
組織として、「市政改革プラン2.0」の基本的な
考え方が理解され、自身の職場に関連するプラ
ンに基づく取組が実践できていると評価してい
る職員の割合 65％以上
時間外自主研修に参加する職員の割合20％以上

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
自ら担当する業務について、PDCAサイクルを
回して5割以上の業務を改善できたと評価して
いる職員の割合 50％以上
適切に業務が行われているか日常的にチェック
を行っていると考えている職員の割合 80％以
上
※ 31年度の目標は内部統制にかかる地方自治法の改正内容等を踏
まえて設定予定
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趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
つながりづくりの基盤となる自治会・町内会単
位の活動について、課題やニーズの実態を把握
し、活動を支援する。

防災訓練や子ども・要援護者の見守り、百歳体操、
まつりなど、地域活動への支援を行うとともに、自
治会・町内会、その他各種活動団体への支援を行う。

趣旨・目的 地域コミュニティの活性化に向けて、身近な単位である自治会・町内会単位の活動への支援を行う。

取組項目05

趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
①近所に住む人同士が集まり、福祉や防災と
いった身近な課題に気付き日常から顔見知り
になりつながっていることの大切さを感じて
もらえるよう、防災訓練などの機会を捉えて
啓発を行う。

防災訓練をはじめ、区の各事業でつながりの大切さを啓
発する。

②若い世代をはじめ多くの人に、つながりづく
りの大切さと興味を持ってもらえるよう、
事例の共有や取組の情報発信を行う。

若い世代を中心に、つながりづくりの大切さと興味を
持っていただけるイベントづくりや、人のつながりの大
切さの情報発信を行う。

③地縁による団体やグループへの加入を促進す
るため、地域のつながりの基礎となる自治会
・町内会などのつながりづくりのための活動
(マンション内での活動を含む)を支援する。

ホームページ、SNS、広報誌、掲示板など様々なツール
で、自治会・町内会などのつながりづくりの活動を発信
する。

趣旨・目的 昔から、「向こう三軒両隣」といわれるように近所に住む人同士の日常生活の中で顔見知りになる機会を設けていく。

取組項目04人と人とのつながりづくり(区政編 改革の柱1 Ⅰ-ア)

地域に根ざした活動の活性化(地縁型団体)(区政編 改革の柱１Ⅱ-ア)
自治会・町内会単位の活動への支援

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
自治会・町内会単位の活動に参加している区⺠
のうち、自治会・町内会単位の活動に対する市
からの⽀援が役に⽴っていると感じている区⺠
の割合 51％

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
身近な地域でつながりに関して肯定的に感じて
いる区⺠の割合 47%
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趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
①地域リーダーの活躍促進
活動の担い手になることを期待して養成してきた地域リー
ダーなどの人材を改めて把握し、既存のリーダー養成の仕組
みで形骸化しているものがあれば見直しを行ったうえで、本
人の意向に基づき活躍の場につなぐ取組を実施する。

関係部局と連携し、本人の意向に基づき活躍
の場につなげる。

②気軽に活動に参加できる機会の提供
高齢者や子どもの居場所づくりなど、誰もが気軽に参加でき
る場の情報など、活動のきっかけとなる情報を収集・発信し、
市⺠活動への参加を呼びかける。

地域活動協議会が実施している様々な取組を
情報発信し、市⺠活動への参加を呼びかける。

③ICTを活用したきっかけづくり
地縁型団体への参加が少ない若い世代に向けて、活動への参
加を呼びかけるため、SNSなどのICTを活用した、地域住⺠
への情報発信や対話を進める取組を進め、市⺠同⼠または市
⺠と⾏政がつながり、様々な地域課題を市⺠協働で解決する
きっかけづくりを行う。
また、ICTを活用して地域課題解決に取り組む「Codefor
OSAKA」によるCivicTech活動と、地域課題解決に取り組む
市⺠や市⺠活動団体との橋渡しを⾏うなど、地域活動への新
たな担い手の参画につなぐ。

• フェイスブック、ツィッターなどSNSを活
用し、若い世代に向けて地域活動への参加
を呼びかける。

• 市⺠局と連携し、CivicTecｈ活動を区⺠や
市⺠活動団体に情報提供する。

趣旨・目的 子育てや高齢者への支援、地域の安全・安心の確保、まちの美化、地域の魅力創出など、多様な分野における地域活
動について、担い手不足の解消を進めることで活動の活性化をめざす。

取組項目06地域に根ざした活動の活性化(地縁型団体)(区政編 改革の柱1 Ⅱ-ア
担い手不足の解消

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
地縁型団体が⾏う活動に参加している区⺠の割合 25％
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趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
①委嘱制度の再検討
委嘱による活動内容が地域実情に即したものとなるよう再検
討したうえで、委嘱する市⺠の⽅に委嘱の趣旨・目的をしっ
かり理解していただくための取組を進める。

委嘱する市⺠の⽅に委嘱の趣旨・目的をしっ
かり理解していただくための取組を進めると
ともに、一人に多くの委嘱をすることがない
よう配慮する。

②補助金についての理解促進
補助金を出すことによって具体的な活動内容まで指定してい
るものではないことについて、地域活動協議会の会議の場な
どで説明を行うなど、地域活動協議会のメンバーの理解度を
図る。

運営委員会などの機会に補助金の趣旨を説明
する。
※ 関連:様式2 2-1-2【地域活動協議会の活
動支援】

③活動の目的の再確認
各団体に対して、活動が形骸化することのないよう活動目的
を改めて確認する機会を作るなどの支援を行う。

改選時期などに応じて、委嘱団体に対し、活
動の趣旨・目的などを説明する。

④市⺠活動総合ポータルサイトの充実
身近な地域課題に取り組む団体などの運営に関する情報を一
元的に発信する「市⺠活動総合ポータルサイト」に、各団体
の登録及び積極的な活用を促す。

市⺠活動⽀援情報提供窓⼝において、区内の
各団体に「市⺠活動総合ポータルサイト」の
活用を促す。

⑤活動への参加促進
各団体の活動が持続的なものとなるよう、誰もが気軽に参加
(短時間や短期間だけ活動に参加)できるための仕組みや工夫
に関する情報を提供するなどの支援を行う。

周知方法の工夫など誰もが気軽に参加できる
情報発信を支援する。

趣旨・目的

子育てや高齢者への支援、地域の安全・安心の確保、まちの美化、地域の創出など、多様な分野における地域活動に
ついて、それぞれの活動の範囲やステージに応じた支援を行う。
地域の方々が感じている「やらされ感」「負担感」を解消し、問題意識や意欲をもって活動していただけるよう、委
嘱する活動内容を見直し地域の実態に即したものとしていくとともに、補助金を出すことによって具体的な活動内容
まで指定してお願いしているものではないことをしっかりと説明し理解していただく。

取組項目07

趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
①テーマ型団体への支援窓口の設置
多様な活動主体間の交流の場への参画などにより、テーマ型
団体とのつながりをつくるとともに、「市⺠活動総合ポータ
ルサイト」の活用などにより、テーマ型団体も対象とした支
援情報の提供ができる窓口を設置する。

①テーマ型団体への支援窓口の設置
「市⺠活動総合ポータルサイト」を活用し
た講座や助成金など支援メニュー情報を提
供する。

②ICTを活用したきっかけづくり 【取組項目6】再掲 ②ICTを活用したきっかけづくり
※ 【取組項目6】再掲

趣旨・目的
活動圏域を限定せず、地域社会の課題に取り組むテーマ型団体に対しては、「市⺠活動総合ポータルサイト」を活用
するなど、市⺠に役⽴つ情報を適切に提供することで、活動の活性化の支援を充実させる。
また、区とテーマ型団体との接点が増加するよう職員意識の向上に取り組む。

取組項目08地域を限定しない活動の活性化(テーマ型団体)(区政編 改革の柱1 Ⅱ-イ)

地域に根差した活動の活性化(地縁型団体)(区政編 改革の柱1 Ⅱ-ア)
負担感の解消及び活動の充実

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
各団体により地域の特性や課題に応じた活動が進められている
と感じている区⺠の割合
49％

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
市⺠活動⽀援情報提供窓⼝への問合せ件数 7件
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趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
①地域活動協議会の認知度が低い原因を分析したうえで課題を
抽出し、地域カルテに記録する。

地域の情報発信ツールとも連携するなど、
ホームページ、SNS、広報誌、掲示板など
様々なツールで、地域活動協議会の活動を効
果的に発信する。

②各地域の課題に応じ、学校との連携やICTなども活用しなが
ら、認知度向上に向けた効果的な支援を行う。

趣旨・目的 地域活動協議会が地域住⺠に知られるよう⽀援する。

取組項目10

趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
①統計データも活用して、地域ごとに、人口動態などの地域特
性や地域課題、地域活動協議会の活動状況や運営上の課題な
どについて、客観化・明確化するための「地域カルテ」の作
成を支援し、各地域活動協議会との間で認識共有する。

データなどを基に地域状況や課題を共有し、
地域活動協議会が必要とする支援につなげる。

②地域カルテに基づくきめ細やかな支援を行うとともに、支援
の内容について各地域活動協議会の評価を受け、改善につな
げる。

趣旨・目的 地域ごとの特性や地域課題を把握したうえで、地域実情に応じたきめ細やかな支援を実施する。

取組項目09

趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
地域活動協議会に期待する準行政的機能について、地域を担当
する職員全員を対象にeラーニングの実施などにより改めて職員
の理解を促進するとともに、地域活動協議会の構成団体の方を
はじめ地域住⺠の理解が深まるよう引き続き機会あるごとに発
信する。

地域を担当する職員全員が、地域活動協議会
についてのeラーニングを受講する。

ホームページ、SNS、広報誌、掲示板など
様々なツールで地域活動協議会の役割につい
て情報発信する。

趣旨・目的 地域活動協議会に対して「準⾏政的機能」が求められることについて、地域住⺠の理解が深まるよう働きかける。

取組項目11

地域活動協議会への支援(区政編改革の柱1 Ⅲ-ア)
①活動の活性化に向けた支援(取組①地域実情に応じたきめ細やかな支援)

地域活動協議会への支援(区政編改革の柱1 Ⅲ-ア)
①活動の活性化に向けた支援(取組②地域活動協議会の認知度向上に向けた支援)

地域活動協議会への支援(区政編改革の柱1 Ⅲ-ア)
①活動の活性化に向けた支援(取組③準行政的機能の趣旨についての理解度向上)

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
地域活動協議会の構成団体が、自分の地域に即した支援を受け
ることができていると感じた割合 82％

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
地域活動協議会を知っている区⺠の割合 40％

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
地域を担当する職員のeラーニング受験率及び理解度 受験率
100％かつ理解度全員95点以上

地域活動協議会の構成団体が、地域活動協議会に求められてい
る準行政的機能を認識している割合 82％
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趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
①地域活動協議会の認知度向上に向けた支援
【取組項目10】再掲

※【取組項目10】再掲

②地域活動協議会に期待する総意形成機能の趣旨についての理
解度向上
地域活動協議会が総意形成機能を期待されていることや、そ
のために必要な要件について、地域を担当する職員全員を対
象にeラーニングの実施などにより改めて職員の理解を促進
するとともに、構成団体の⽅をはじめ地域住⺠の理解が深ま
るよう機会あるごとに積極的に発信する。

• 地域活動協議会の総意形成機能や要件につ
いて、地域担当職員にeラーニングを実施
する。

• ホームページ、SNS、広報誌、掲示板など
様々なツールで、地域住⺠に情報発信する。

③総意形成機能を発揮するために備えておくべき要件の確認な
ど
大阪市として、地域の総意を求める際には、地域活動協議会
に積極的に求めていく必要があるため、地域活動協議会にお
いて、総意形成機能を発揮するために備えておくべき要件を
満たしているか、行政として定期的に確認するとともに、必
要に応じて、各地域活動協議会への支援や関係規定の整備な
どを行う。

地域活動協議会運営委員会などにおいて、要
件を満たしているかの確認を定期的に行うと
ともに、必要に応じて助言・指導を行う。

趣旨・目的
地域活動協議会が総意形成機能を期待されていることについて、構成団体はもとより、地域住⺠の理解が深まるよう
働きかける。
総意形成機能を発揮するために地域活動協議会が備えておくべき要件が、継続して満たされているかどうかについて、
定期的に確認する。

取組項目12

趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
①交流やコーディネートの場づくりなど
多様な活動主体間の連携協働に向けた交流やコーディネート
の場を、より課題に近いエリアである各地域において提供す
る。

各地域の活動団体間の連携を支援する。

②地縁型団体への情報提供など
地縁型団体については、団体の課題やニーズを把握し、他の
活動主体との連携協働のメリットが実感されるよう事例の情
報提供を行うとともに、適切な支援メニューを選択・提供す
るなど、新たな連携が創出されるよう支援を行う。

「市⺠活動総合ポータルサイト」などを活用
し、NPOや企業の連携事例などを情報提供す
る。

趣旨・目的 市⺠活動団体、企業等、行政といった多様な活動主体間の連携協働の促進に向けて、各地域の実情に応じた支援を行う。
特に、地縁型団体に対しては、他の活動主体との連携協働のメリットが実感されるよう事例の情報提供を積極的に行う。

取組項目13多様な主体のネットワーク拡充への支援(区政編改革の柱１Ⅲ-イ)

地域活動協議会への支援(区政編改革の柱1 Ⅲ-ア)
②総意形成機能の充実

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
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 5件

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
地域を担当する職員のeラーニング受験率及び理解度 受験率
100％かつ理解度全員95点以上 ※【取組項目11】再掲

地域活動協議会を知っている区⺠の割合 40％
※【取組項目10】再掲

総意形成機能を認識している地域活動協議会の構成団体の割合
72％



平成31年度 都島区運営方針(案) (様式3)「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

23

趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
幅広い市⺠活動団体を対象として構築してきた派遣型地域公共
人材機能について、ホームページやSNSを活用した情報発信を
行い、積極的な活用を促す。

ホームページ、SNS、広報誌、掲示板など
様々なツールで、地域公共人材機能の情報発
信を行う。

趣旨・目的
地域コミュニティの活性化から多様な協働(マルチパートナーシップ)の推進に対する支援にあたっては、その課題に
応じて、まちづくりセンター等や派遣型地域公共人材などが適切に活用されるよう、活用方策をわかりやすく取りま
とめ、活用を促進する。(再掲)

取組項目15

趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
地域活動協議会の立上げを重点的に進めるために行ってきたま
ちづくりセンター等による支援について、支援を受けた地域活
動協議会の満足度、事務運営スキル向上についての評価なども
加味した評価基準を設定するとともに、地域活動協議会の自立
運営に向けた支援へと転換していくため、支援内容の見直しを
行い、地域の実情に即した支援を行う。

評価基準を踏まえ、アンケート実施などによ
る地域課題等を把握し、地域実情に即した支
援を行う。

趣旨・目的
地域コミュニティの活性化から多様な協働(マルチパートナーシップ)の推進に対する支援にあたっては、その課題に
応じて、まちづくりセンター等や派遣型地域公共人材などが適切に活用されるよう、活用方策をわかりやすく取りま
とめ、活用を促進する。

取組項目14

趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
CB/SB化、社会的ビジネス化の支援を進める。 区⻑会議、関係局による支援チームと連携し、

他区先行事例を参考に、地域でのCB/SB化、
社会的ビジネス化事業を支援する。

趣旨・目的 まちづくりセンター等の職員と連携して、持続的な活動のための財源確保の手法としてのCB/SB化、社会的ビジネス
化を的確に支援する。

取組項目16

多様な市⺠活動への⽀援メニューの充実(区政編改革の柱1 Ⅳ-イ)
地域の実態に応じたきめ細やかな支援(まちづくりセンター等による支援)

多様な市⺠活動への⽀援メニューの充実(区政編改革の柱1 Ⅳ-イ)
地域の実態に応じたきめ細やかな支援(派遣型地域公共人材による支援)

市⺠活動の持続的な実施に向けたCB/SB化、
社会的ビジネス化の支援(区政編改革の柱１ Ⅳ-ウ)

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
まちづくりセンター等の支援を受けた団体が、支援に満足して
いる割合 83％

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
派遣型の地域公共人材が活用された件数 1件

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
CB/SB起業件数及び、社会的ビジネス化事業創出件数 4件
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趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
①区政会議の運営についての効果的なＰＤＣＡの実施
• 施策・事業の企画段階や事後だけではなく執行段階において
も区政会議の委員の意見を聴取して必要に応じて反映するな
ど、区政会議の委員とより活発な意見交換を行う。

• 区政運営について、区役所の自己評価に対する意見に加え、
委員の評価を直接受ける。

• 区政会議の委員が区政運営に参画しているという実感がより
得られるよう、区政会議において委員から出された意見など
について、区政への反映状況や反映できなかった場合の理由
を区政会議の場で明らかにする。

【区政会議委員とのより活発な意見交換】
• より活発な意見交換に向け区政会議運営上
の課題把握のためのアンケートを区政会議
委員に対して実施する。

• アンケート結果に基づき会議運営の改善を
図るとともに、いただいた意見についての
対応状況を区政会議において示す。

【区政会議での委員の意見の反映状況の
フィードバック】
• 区政会議における意見への対応状況(予算へ
の反映状況を含む)について、区政会議にお
いて説明する。

【区政運営についての委員からの直接の評
価】
• 区の取組について、委員から4段階で評価
を受けて点数化し、各委員の評価を平均し
て公表する。

②区政会議と地域活動協議会との連携
区政会議と地域の総意形成機能を担う地域活動協議会との連
携を促進するため、各地域活動協議会からの区政会議の委員
の選定に向けて取り組む

地域活動協議会から推薦を受けた区政会議の
委員を選定する。

趣旨・目的
区政運営への区⺠の参画をより⼀層推進するため、区政会議において区⺠の意⾒やニーズを的確に把握するとともに、
出された意見への対応について説明責任を十分に果たすことができるよう、より効果的な会議運営に向けたＰＤＣＡ
を実施する。

取組項目18区における住⺠主体の⾃治の実現(区政編改革の柱２ Ⅲ-ア)

趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
分権型教育行政の効果的な推進に向けて、分権型教育行政の理
解促進に向けた取組等、具体的な取組を進める。

区教育行政連絡会等において小・中学校⻑等
と分権型教育行政の効果的な推進に向けた意
見交換を行う。

目的 職員や校⻑が分権型教育⾏政の制度や趣旨に基づいて業務を進めることで、「ニア・イズ・ベター」に基づく分権型
教育行政の効果的な推進を図り、学校や地域における教育の活性化につなげる。

取組項目17「ニア・イズ・ベター」に基づく分権型教育行政の効果的な推進(区政編 改革の柱２ Ⅰ-イ)

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
①-1区政会議において、各委員からの意見や要望、評価につい
て、十分に区役所や委員との間で意見交換が行われていると感
じている区政会議の委員の割合 79％以上維持

①-2区政会議において、各委員からの意見や要望、評価につい
て、適切なフィードバックが行われたと感じる区政会議の委員
の割合 77％以上維持

② 地域活動協議会からの推薦を受けた区政会議の委員を選定
9地域

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
自校において、学校の実情に応じた教育が行われ教育内容がよ
り充実したと感じる区内小・中学校⻑の割合 40％

委員を務める学校において、学校の実情に応じた教育が行われ、
教育内容がより充実したと感じる区内小・中学校の学校協議会
委員の割合 40％

区内において、学校、地域の実情に応じた教育が行われたと感
じる「保護者・区⺠等の参画のための会議」の委員の割合
40％
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趣旨・目的

取組の概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
①区⺠に⾝近な総合⾏政の窓⼝としての機能の
充実
区⺠が抱えるさまざまな課題に対して、関係
局と連携し対応するなど、インターフェイス
機能を充実させるとともに、政策課題を解決
するために区役所が中心となって関係局と連
携する総合拠点機能を充実させる。

• 区⺠から寄せられる相談や要望について、関係局等への連
絡や指示を速やかに行う。

• 区内の関係行政機関等との連携強化
• 広聴・各種相談事業の実施 通年

②庁舎案内や窓口サービスにおけるサービス向
上
区⺠が快適で利⽤しやすい区役所となるよう、
庁舎案内や窓口での応対の向上を図るととも
に、来庁者の声を適切に把握し改善につなげ
る。

「来庁者等に対する窓⼝サービス」の⺠間事業者の調査結果
を取り入れ窓口サービス改善につなげるとともに、結果を活
用して、外部講師による接遇研修を実施し、職員のスキル向
上を図るとともに、快適な環境づくりを行う。
• 接遇研修1回(高齢者や障がいのある方など、配慮が必要な
方へのユニバーサル・サービスを含む)

• 庁舎の環境整備等 通年
※様式2 4-2-1 【区⺠サービスの向上】再掲

③区政情報の発信
区政情報が区⺠全体に届けられるようきめ細
やかな情報発信を行う。

広報誌を全⼾配付し、区⺠にわかりやすい情報を提供する。
また、ホームページやSNS等を活用して、行政情報をはじめ、
地域活動の様子をタイムリーに発信する。
• 広報誌の発行(20ページ建て)、全⼾配付
• ホームページへの情報掲載 通年
• SNS(フェイスブック、ツイッター)による即時性をいかし
た情報発信 通年
※様式2 4-1-2 【広報の強化】再掲

その他、効果的な取組であると区⻑会議において判断された
内容を検討し、可能なものを実施する。

趣旨・目的 区⺠の抱える様々な課題に対応する区役所の総合⾏政の窓⼝としての機能を充実するとともに、来庁者などのニーズ
を踏まえ、窓口サービス、区政情報の発信機能のより一層の向上を図る。

取組項目20さらなる区⺠サービスの向上(区政編 改革の柱２ Ⅳ-ア)

趣旨・目的

取組の概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
意見やニーズの把握手法の多角化
• これまで区において実施してきた様々な取組を
継続するとともに、他区・他都市の事例を参考
に、効果的な取組であると区⻑会議において判
断され、ベストプラクティスとして、24区で
共有された内容について、当区においての実施
検討し、ニーズ把握の手法の多角化につなげる。

無作為抽出した区⺠を対象としてアンケートを実施、サイレ
ント・マジョリティなどを含めた多様な区⺠の意⾒やニーズ
を把握し、区政へ反映する。
・区⻑出前講座「区⻑と話そう！」の実施 通年
・地域担当制の実施 通年
・区⺠アンケート 2回
※関連様式24-1-1【区⺠の意⾒やニーズの把握】

その他、効果的な取組であると区⻑会議において判断された
内容を検討し、可能なものを実施する。

趣旨・目的 区⺠の意⾒やニーズの把握⼿法について、これまでの取組や他都市の事例を参考に様々な⼯夫を凝らしていく。

取組項目19多様な区⺠の意⾒やニーズの的確な把握(区政編 改革の柱２ Ⅲ-イ)

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
①区役所が、相談や問い合わせ内容について適
切に対応したと思う区⺠の割合 79％以上

②「区役所来庁者等に対するサービスの格付け
結果」☆二つ
※関連項目：様式2 4-2【区⺠が満⾜・納
得できる区役所運営】

③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
じる区⺠の割合 50％以上

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
区役所が、様々な機会を通じて区⺠の意⾒や
ニーズを把握していると感じる区⺠の割合
41％以上維持
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趣旨・目的

概要 取組内容 中間振り返り 取組実績
①区役所事務についての標準化・ＢＰＲの計画的推進
共通の区役所事務のうち区⺠への影響が⼤きいものから標準
化に取り組む。標準化の検討にあたっては業務プロセスを抜
本的に見直すＢＰＲの視点で取り組む。

• 5S活動、標準化の実施 通年
• ペーパーレス化の推進等 通年
※様式2 4-2-2【効果的・効率的な業務運
営】再掲

②各区による自主的・自律的なＰＤＣＡサイクル徹底の促進(※
「市政改革プラン2.0−新たな価値を⽣み出す改⾰−」Ｐ68
の再掲)
区各区の自主性・自律性の向上に向けたノウハウや成功事例
などの情報を共有。

• 「運営方針を活用したPDCAサイクルの徹
底(策定時・評価時など随時)

• 内部統制連絡会議 2回
※取組項目3【PDCAサイクルの徹底】再掲

その他、効果的な取組であると区⻑会議にお
いて判断された内容を検討し、可能なものを
実施する。

趣旨・目的 不適切な事務処理の発生を防ぎ、24 区における事務レベルの底上げを図るため、区役所事務について、計画的に標準
化・ＢＰＲに取り組む。

取組項目21効率的な区行政の運営の推進(区政編 改革の柱２ Ⅳ-イ)

目標 中間振り返り 課題と改善策（中間） 達成状況 課題と改善策（年度末）
①不適切な事務処理事案の件数(公表ベース)
30年度件数(●件)から10％減(●件以下)

②自ら担当する業務について、PDCAサイクルを回して5割以上
の業務を改善できたと評価している職員の割合 50％以上
※取組項目3【PDCAサイクルの徹底】再掲


