浪速区運営方針の改定履歴
傍線は削除、太字は改正
改定年月

変更項目

変更前

変更後

備考

・マンション住民や子育て層、外国人住民な
・マンション住民や子育て層、外国人住民な
ど、地域とのかかわりの薄い住民やマンション
ど、地域とのかかわりの少ない住民やマンショ
の理事会・自治会などに対し、新型コロナウイ 中間振り返り進捗状況により変更
ンの理事会・自治会などへ防災訓練や防災学
ルス禍に即した防災学習会や啓発を行う。
習会を周知し啓発する。（随時）
（随時）
R2.10
改定

具体的取組【１－１－１】
当年度の取組内容

―

・新型コロナウイルス禍での避難所運営にか
中間振り返り進捗状況により変更
かる必要な備蓄配備を進める。（全避難所）

・災害時に支援を必要とする区民のために関 ・災害時に支援を必要とする区民のために関
係機関と連携し日常の見守りと支援計画を策 係機関と連携し日常の見守りと支援計画の策 中間振り返り進捗状況により変更
定する。
定を支援する。

具体的取組【１－１－２】
当年度の取組内容

R2.10
改定

具体的取組【１－１－２】
プロセス指標

・防災意識の向上や、自主防災組織、災害時
要援護者支援に向けて、地域や学校の自主
的な取組を支援し避難所開設運営訓練をはじ
めとした各種防災訓練の実施を促す。（避難
所開設訓練 ４か所、地域防災訓練 ２か所、
防災教室 ２小学校）

・防災意識の向上や、自主防災組織、災害時
要援護者支援に向けて、地域や学校の自主
的な取組を支援し、新型コロナウイルス禍に 中間振り返り進捗状況により変更
即した避難所開設運営訓練をはじめとした各
種防災訓練の実施を促す。(11か所）

訓練参加者のうち防災意識が向上したと感じ 自主防災組織、地域防災リーダーのうちコロ
ている人の割合
ナ禍の避難所の開設・運営について理解でき
（区民アンケート（区実施分）） 50％以上
ている人の割合 80％以上
中間振り返り進捗状況により変更

【撤退・再構築基準】
【撤退・再構築基準】
・上記指標が、30％未満の場合は、事業を再 ・上記指標が、60％未満の場合は、事業を再
構築する。
構築する。

改定年月

変更項目

変更前

変更後

備考

・まちの美化や環境問題への区民意識の向
上、地域コミュニティの醸成などを目的に市民
協働型の清掃美化活動を実施する。（年６回
以上）

・まちの美化や環境問題への区民意識の向
上、地域コミュニティの醸成などを目的に新型
中間振り返り進捗状況により変更
コロナウイルス禍に即した市民協働型の清掃
美化活動を実施する。（年３回以上）

・区広報紙・ホームページ・ＳＮＳ（ツイッター・
フェイスブック）など、様々な広報媒体を活用
R2.10 具体的取組【１－２－１】当年 し、落書き消去活動・美化活動の周知や、防
改定
度の取組内容
犯意識の向上を図るための啓発記事を掲載
する。（月２回以上）
・ごみゼロ大作戦や区民まつりなどのイベント
において、ＳＤＧｓの趣旨にのっとり企業と協
働しエコバック活用、プラスティック製品の使
用抑制、フードドライブ、子ども服回収などの
環境リサイクルを啓発・推進する。（年６回以
上）

・区広報紙・ホームページ・ＳＮＳ（ツイッター・
フェイスブック）など、様々な広報媒体を活用
し、落書き消去活動・美化活動の周知や、防 中間振り返り進捗状況により変更
犯意識の向上を図るための啓発記事を掲載
する。（１１回以上）
・ごみゼロ大作戦や区民まつりなどのイベント
において、ＳＤＧｓの趣旨にのっとり企業と協
働しエコバック活用、プラスティック製品の使
中間振り返り進捗状況により変更
用抑制、フードドライブ、子ども服回収などの
環境リサイクルを啓発・推進する。（年３回以
上）

R2.10
改定

R2.10
改定

具体的取組【１－２－２】
当年度の取組内容

・地域の防犯パトロール活動などに区長はじ ・地域の防犯パトロール活動などに区長をは
め職員が積極的に参加し、地域防犯活動を支 じめ職員が積極的に参加し、地域防犯活動を 中間振り返り進捗状況により変更
援する。（年24回以上）
支援する（年12回）

具体的取組【１－３－１】
当年度の取組内容

・区広報紙・ホームページ・ＳＮＳ（ツイッター・
フェイスブック）など、様々な広報媒体を活用
し、区民に適正な自転車の利用を呼びかける
（年６回以上）
・区民交流イベントや自転車関連のキャン
ペーンなどで自転車マナー向上の啓発を行
う。（年５回以上）

・区広報紙・ホームページ・ＳＮＳ（ツイッター・
フェイスブック）など、様々な広報媒体を活用
中間振り返り進捗状況により変更
し、新型コロナウイルス禍に即した自転車適
正利用の啓発を行う。（年１１回以上）

改定年月

変更項目

変更前

変更後

備考

具体的取組【３－１－１】
当年度の取組内容

・子育て支援施設合同説明会を開催する。
（年1回）

具体的取組【３－１－１】
プロセス指標

・利用者支援専門員による相談時に実施する
利用者アンケートで「相談が大変役に立つ」と
・子育て支援施設合同説明会利用者アンケー 回答した割合 90％
中間振り返り進捗状況により変更
トで「大変役に立つ」と回答した割合 60％
以上
【撤退・再構築基準】
・上記指標が、80％未満の場合は、事業を再
構築する。

R2.10
改定

具体的取組【３－１－３】
当年度の取組内容

・浪速区役所子育てつどいのひろばにおいて ・浪速区役所子育てつどいのひろばにおいて
相談会や講習会を開催する。
相談会や講習会を開催する。 （子育て相談 中間振り返り進捗状況により変更
（子育て相談会 年12回、講習会 年12回） 会：年10回、講習会：年６回）

R2.10
改定

具体的取組【３－１－３】
プロセス指標

・子育てサロン利用者 年間700組以上（30年
削除
度実績並み）

R2.10
改定

具体的取組【４－１－１】
当年度の取組内容

・小学校（６校）、５～３月、指導員各２～３名、 ・小学校（６校）、６～３月、指導員各２～３名、
中間振り返り進捗状況により変更
各平均135日程度
各平均101日程度

R2.10
改定

R2.10
改定

具体的取組【４－２－２】
プロセス指標

・サポーターが活動している学校に対してアン
ケート調査を実施し、支援の必要な児童生徒
について、サポーターの配置により、学習の
理解が進んだと感じる学校の割合 80％以上

・子育て支援施設情報について、区広報紙等
中間振り返り進捗状況により変更
を活用して周知する。（年１回）

中間振り返り進捗状況により変更

・サポーターが活動している学校に対してアン
ケート調査を実施し、支援の必要な児童生徒
について、サポーターの配置により、日本語
の学習言語能力が学齢相応へ到達したと感
じる学校の割合
中間振り返り進捗状況により変更
60％以上

【撤退・再構築基準】
・上記指標が、60％未満の場合は、事業を再 【撤退・再構築基準】
構築する。
・上記指標が、48％未満の場合は、事業を再
構築する。

改定年月

変更項目

R2.10
改定

具体的取組【５－１－１】
当年度の取組内容

R2.10
改定

【取組項目３】
当年度の取組内容

R2.10
改定

【取組項目５】
目標

R３.３
改定

R３.３
改定

R３.３
改定

変更前

変更後

備考

・世代間の相互交流や新たな住民層の参加を
・世代間の相互交流や新たな住民層の参加を
促すために、あらゆる世代の誰もが楽しめる
促すために、あらゆる世代の誰もが楽しめる
区民まつりなどの地域コミュニティ事業につい 中間振り返り進捗状況により変更
区民まつりなどの地域コミュニティ事業を展開
て、新型コロナウイルス禍の感染防止策に即
する。（通年）
した新たな手法で事業を展開する。（通年）
・「区長とかたろう」の実施（毎月募集）

・「区長とかたろう」の実施（６～３月募集）

・（目標収納率は令和元年度の進捗状況を踏
目標収納率 81.06%
まえて設定） 目標収納率 81.22％

中間振り返り進捗状況により変更

中間振り返り進捗状況により変更

・令和３年度末までに、区民アンケートにおい
・令和３年度区民アンケート（市民局実施分）
て、身近な地域でのつながりに関して肯定的
市民局実施の区民アンケート
【めざす成果及び戦略 ２－１】 において、「身近な地域でのつながりに関して
に感じていると回答した区民の割合： 46.8％
アウトカム指標
肯定的に感じている区民の割合」を42.5％以
の設問内容変更に伴う変更
以上
上とする。（平成30年度実績：38.6％の10%増）
（平成30年度と比較して20％以上向上）
・令和３年度末までに、区民アンケートにおい
・令和３年度区民アンケート（市民局実施分）
て、身近な地域でのつながりに関して肯定的
市民局実施の区民アンケート
【めざす成果及び戦略５－１】 において、「身近な地域でのつながりに関して
に感じていると回答した区民の割合： 46.8％
アウトカム指標
肯定的に感じている区民の割合」を43.3％以
の設問内容変更に伴う変更
以上
上とする。（令和元年度実績 29.4％）
（平成30年度と比較して20％以上向上）
・各団体により地域の特性や課題に応じた活
・区民アンケートで、各地域での地域行事に
動が進められていると感じている区民の割合
「参加したことがある」と回答した区民の割
（区民アンケート（市民局実施分）） 41％
合：２５％以上
市民局実施の区民アンケート
【具体的取組5－1－２】
プロセス指標
【撤退・再構築基準】
の設問内容変更に伴う変更
【撤退・再構築基準】
・上記指標が、20％未満の場合は事業を再構
・上記指標が、24.6％未満の場合は、事業を
築する。
再構築する。

改定年月

R３.３
改定

R３.３
改定

変更項目

変更前

〇令和３年度区民アンケート（市民局実施分）
において、「身近な地域でのつながりに関して
【取組項目１】
肯定的に感じている区民の割合」
取組の方針・目標内容（目標）
【令和３年度】43.3％以上（令和元年度実績：
29.4％ 平成30年度実績：38.6％）

【取組項目１】
当年度の取組内容（目標）

変更後
○令和３年度末までに、区民アンケートにお
いて、身近な地域でのつながりに関して肯定
的に感じていると回答した区民の割合：
46.8％以上
（平成30年度と比較して20％以上向上）

備考

市民局実施の区民アンケート
の設問内容変更に伴う変更

〇令和２年度区民アンケート（市民局実施分）
〇区民アンケートにおいて、身近な地域での
において、「身近な地域でのつながりに関して
市民局実施の区民アンケート
つながりに関して肯定的に感じていると回答し
肯定的に感じている区民の割合」
の設問内容変更に伴う変更
た区民の割合： 44.2％以上
【令和2年度】 4１.6％以上

※ その他、誤字の修正、「前年度までの実績」欄の時点修正及びわかりやすい表現への修正等を行った。

