
令和２年度都島区役所運営方針の改定履歴 

改定年月 変更内容 備考 

令和２年 10月２日 【具体的取組 1-1-1 自助の取組みの推進】 

当初の計画の有効性は認められるが、新型コロナウイルス感染拡大

の影響により、防災イベントなどの啓発は実施できていない。今後

は 3年度に向けた調整や SNSによる啓発に取り組む。 

プロセス指標設定について当初、防災イベント等参加者アンケート

結果を用いていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

防災啓発イベントを中止としたため、区民アンケートで取組の有効

性を確認する。（改定後は様式２に記載のとおり。他項目も同様。） 

 

※参考 

（当初計画） 

①広報みやこじま(区内全戸配付)を活用した防災マップ等による周

知 3回以上 

②出前講座での啓発の実施  9回以上 

③防災啓発イベントの実施 1回以上 

④マンション自治会等への啓発 1回以上 

⑤土曜授業等での小中学生等への啓発 1回以上 

⑥高齢者など要支援者への啓発 1回以上 

⑦子育て世帯への啓発 1回以上 

 

（当初指標） 

防災イベント等参加者アンケートにより、防災意識が高まったと感

じる割合 70％以上 

【撤退・再構築基準】50 ％未満 

計画及びプロ

セス指標の変

更 

令和２年 10月２日 【具体的取組 1-1-2 共助の取組みの推進】 

当初の計画の有効性は認められるが、新型コロナウイルス感染拡大

の影響により、地域主体の訓練等はできないため、プロセス指標を

「地域防災訓練の支援や出前講座の取組みで意識が高まったと感じ

る参加者の割合」に改訂し、計画どおり共助の取組みを推進し有効

性を確認する。 

 

※参考 

（当初計画） 

①地域、行政、関係機関と連携した防災訓練の実施 1回 

②地域防災リーダー研修の実施 1回以上 

計画及びプロ

セス指標の変

更 



③地域主体の防災訓練への支援 9回 

④マンション等防災組織への支援 1回以上 

⑤大規模災害時協力事業所、津波避難ビル等の連携にかかる区内企

業・事業者への協力要請 2事業所以上 

 

（当初指標） 

共助の大切さが理解できた地域主体の訓練参加者の割合 70％以上 

【撤退・再構築基準】50％未満 

令和２年 10月２日 【具体的取組 1-2-1 警察等と連携した防犯活動】 

当初の計画の有効性は認められるが、新型コロナウイルス感染拡大

の影響により、出前講座や警察と連携した取り組みはできていない

が、今後は 3年度に向けた調整や SNSによる啓発に取り組む。 

プロセス指標設定について当初、出前講座や防犯キャンペーン参加

者アンケートの結果を用いていたが新型コロナウイルス感染拡大の

影響により、出前講座や防犯キャンペーンの開催が中止となったた

め、区民アンケートで取組の有効性を確認する。 

 

※参考 

（当初計画） 

①警察等の関係機関と連携したひったくり防止カバー取付などの防

犯キャンペーン 12回以上 

②出前講座等での防犯啓発 12回 

③小中学生に向けた防犯教室 1回以上 

④高齢者に向けた特殊詐欺防止啓発 1回以上 

⑤子どもの見守り等防犯カメラ設置 9台及び設置補助 3台 

 

（当初指標） 

防犯意識が向上したと感じる出前講座や防犯キャンペーン参加者の

割合 60％以上 

【撤退・再構築基準】30％未満 

計画及びプロ

セス指標の変

更 

令和２年 10月２日 【具体的取組 1-2-2 交通マナーアップの啓発】 

当初の計画の有効性は認められるが新型コロナウイルス感染拡大の

影響により、交通安全教室や市民協働型の啓発が実施できていない。

今後は 3年度に向けた調整や SNSによるマナー啓発に取り組む。 

プロセス指標設定について当初、交通安全大会参加者アンケートの

結果を用いていたが新型コロナウイルス感染拡大の影響により、交

通安全大会を中止としたため区民アンケートで取組の有効性を確認

する。 

計画及びプロ

セス指標の変

更 



※参考 

（当初計画） 

①小学生に向けた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 

④高齢者向け交通安全セミナー2回 

 

（当初指標） 

交通安全教室や街頭啓発、自転車マナーアップ啓発等の取組みが交

通事故防止につながっていると感じる交通安全大会参加者の割合 

60％以上 

【撤退・再構築基準】30％未満 

令和２年 10月２日 【具体的取組 1-3-1 環境美化の推進】 

当初の計画の有効性は認められるが新型コロナウイルス感染拡大の

影響により、環境美化イベント等が実施できていない。今後は感染

症対策を取りながら規模を縮小した環境美化活動や SNSによるマナ

ー啓発に取り組む。 

プロセス指標設定について当初、クリーン作戦参加者アンケートの

結果を用いていたが新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ク

リーン作戦を実施できていないため、区民アンケートで取組の有効

性を確認する。 

 

※参考 

（当初計画） 

①町会・企業・学校園・商店会と協働し区内一斉清掃活動「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 月 1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 

月 2回 

④ゆめまちロード OSAKA 1回 

 

（当初指標） 

ボランティア清掃等の活動が環境美化意識の醸成につながると感じ

る区内一斉清掃活動参加者の割合 60％以上 

【撤退・再構築基準】30％未満 

計画及びプロ

セス指標の変

更 

令和２年 10月２日 【具体的取組 1-3-2 路上喫煙禁止地区の啓発】 

プロセス指標設定について、当初、クリーン作戦参加者アンケート

プロセス指標

の変更 



の結果を用いていたが新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

クリーン作戦を実施できていないため、区民アンケートで取組の有

効性を確認する。 

 

※参考 

（当初計画） 

①市民協働型の路上喫煙禁止の啓発活動 6回 

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、路上喫煙禁止地区に掲示 

1回 

 

（当初指標） 

京橋地域の「路上喫煙禁止地区」が区民に浸透したと感じる区内一

斉清掃活動参加者の割合 60％以上 

【撤退・再構築基準】30％未満 

令和２年 10月２日 【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】  

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4 月～6 月に事業を中止

したが、以降拡大防止策をとった上で実施後の回数に変更する。 

 

※参考 

（当初計画） 

①プレワーキングマザー対象出産直前講座 5回(土曜日午前) 

②母乳子育て教室 概ね毎月 3回 25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 

計画の変更 

令和２年 10月２日 【具体的取組 3-1-1 水辺のにぎわいづくり】 

当初の計画の有効性は認められるが、新型コロナウイルス感染拡大

の影響により、スポーツイベント等の開催が中止となった。今後は、

3年度に向けた調整や、水辺の PR活動に取り組む。 

プロセス指標設定については、当初イベント等の来場者数の結果を

用いていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりイベント

等が中止になったため、 

「大阪ふれあいの水辺」の利用者数で取組の有効性を確認する。 

 

※参考 

（当初取り組み） 

桜ノ宮ビーチでのスポーツイベント等を共催するほか、イベントの

側面支援を通じ、民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。 

取り組み、計

画及びプロセ

ス指標の変更 



（当初計画） 

①桜ノ宮ビーチでのスポーツイベントの共催・協力 2回 

②大阪府などと連携した民間団体によるイベントの側面支援 通年 

 

（当初指標） 

桜ノ宮ビーチにおけるスポーツイベント等の来場者数 1,200名（前

年度実績）以上 

【撤退・再構築基準】前年度の 6割以下 

令和２年 10月２日 【具体的取組 3-2-2 小学生の放課後学習支援】 

プロセス指標設定について、当初、「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」としていたが、当該事業への参加により

学習の効率性向上が見られたため、学習時間の増減による効果測定

はなじまないとし、「学校の授業内容の理解が深まったと回答した児

童の割合」に変更する。 

 

※参考 

（当初指標） 

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 

プロセス指標

設定の変更 

令和２年 10月２日 【具体的取組 4-1-1 区民の意見やニーズの把握】 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、6 月に予定していた全

体会議が中止となったため、3回から 2回に変更する。 

 

※参考 

（当初計画） 

①区政会議 ・全体会議 3回 ・専門部会 適宜 

②区民アンケート 2回 

③区長がグループ等を訪問する「区長と話そう！」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 

計画の変更 

令和２年 10月２日 【具体的取組 4-2-1 区民サービスの向上】 

プロセス指標設定について、当初、窓口サービスに係るお客様アン

ケートの結果を用いていたが、事業の見直しにより、お客様アンケ

ートを実施しないため、接遇に関する職員アンケートで取組の有効

性を確認する。 

 

 

 

プロセス指標

設定の変更 



※参考 

（当初指標） 

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) 

 


