
【様式３】

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

（取組実績）
口座振替世帯は7420世帯から7524世帯へ増加、差押予告件数
は779世帯から586世帯へ減少、差押件数は336世帯から333世帯
と横ばい状態となっている。（前年3月末実績比）

（目標達成状況）
収納率は現年度分については3月末時点で84.17％、前年比0.53%
減となっているが、目標収納率の89.6%に向け更なる取組を行って
いく。
（滞納繰越分については3月末時点で24.29％、前年比で2.16％増
加しており、全市平均の20.54％を上回っている。）

②

現年度の収納率については平成30年5月末分までの収入額を算入する
ため、確定するのは6月中旬となるが、3月末時点で前年度の収納率を下
回っており、目標水準に達しない可能性がある。
主な要因としては減免申請に係る不承認件数の増や催告書及び差押予
告の送付件数の減等が考えられるが、今後、資格適正化の取組み、催
告書や差押予告の早期送付等の滞納整理を強化し、目標に達するよう
引き続き収納率向上対策を徹底していく。

①：目標達成　②目標未達成

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

―

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目2 【PDCAサイクルの徹底】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
区に関わる施策・事業について、目標とする成果を意識し、ＰＤＣＡサイク
ルを徹底することで、責任ある区政運営を進める。

（取組の概要）
施策の目的を明確にした上で事業を実施し、定期的に目的に対する成果
の有効性をチェックすることで、事業内容の改善や新たな事業展開につ
なげるよう、マネジメントサイクルを徹底する。

（目標）
・日頃からＰＤＣＡサイクルを意識して業務に取り組んでいる職員の割合：
29年度77％
【改定履歴あり】
【参考】　平成26年度実績 73％　平成27年度実績 78％
　　　　　 平成28年度実績 94.4％

（取組の内容）
・施策目的の達成度を可能な限り数値化した上で、区長、副区長、各事
業担当者によるＰＤＣＡを実施し、事業の有効性や進捗状況をチェックし
ＰＤＣＡを徹底する。
・区ＣＭ事業についてＰＤＣＡを実施し、区長の補助組織となる局の職員
と区の特性や課題の共有化を図り、事業をチェックすることでＰＤＣＡを徹
底する。
・職員のＰＤＣＡにかかる意識向上をめざし、職員アンケートや研修等を
実施する。

（目標）
・日頃からＰＤＣＡサイクルを意識して業務に取り組んでいる職員の割合：
29年度77％

取組項目１ 【未収金対策の強化】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
国民健康保険料の収入確保と負担の公平性確保のため、「新たな未収
金を発生させない」「既存未収金の解消」に努める。

（取組の概要）
きめ細やかな納付相談や納付督励に取組むとともに支払い能力のある
未納世帯への滞納処分、国民健康保険資格の適正化に取組む。

（目標）
平成29年度目標収納率　89.6％【改定履歴あり】
【参考】　平成27年度実績　88.09％　平成28年度実績89.3％

（取組の内容）
・ペイジーシステム等による口座振込の推進
・未納世帯・分割納付不履行世帯に対して早期に接触を行い納付相談・
納付督励に取組む
・未納世帯への財産調査による資力の把握と滞納処分
・社会保険加入等による資格喪失手続きの勧奨や居住実態のない加入
者実態調査による国民健康保険資格の適正化）

中
間
振
り
返
り

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み (ⅰ)
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

―

目標の達成見込み ①
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

・日頃からＰＤＣＡサイクルを意識して業務に取り組んでいる職員
の割合：29年度98.0％

①
―

①：目標達成　②：目標未達成
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【様式３】

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目３
【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

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（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。

③　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、市民活動への参加
を呼びかける。

③　気軽に活動に参加できる機会の提供
・誰もが気軽に参加できる場として区民まつり等のコミュニティ育成事業
を実施し、参加を促す。
・地域活動協議会を始めとする地縁型団体等が行う活動について、区
広報紙・区HP・まちづくりセンター広報紙により広く区民に周知する。
（目標）
【平成29年度】
○　まちづくりセンター定期広報紙発行回数：８回
○　コミュニティ育成事業広報紙発行回数：２回

④　ICT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、地域住民への情報発信や
対話を進める取組を進め、市民同士または市民と行政がつながり、
様々な地域課題を市民協働で解決するきっかけづくりを行うことにより、
地域課題解決に取り組む市民や市民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。

④　ICTを活用したきっかけづくり
　・地域団体の情報をＳＮＳなどを通じて情報発信する。

（目標）
・ICTを活用した市民との対話を促進する取組が新たに創出された件数
：　1件

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

（目標）
○　地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合
　　【平成29年度】
　　・15％
　　【平成30年度】
　　・前年度以上（具体的な数値は、平成30年度運営方針で設定
　　【平成31年度】
　　・前年度以上（具体的な数値は、平成30年度運営方針で設定

（目標）
○　地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合
　　・15％

・まちづくりセンター定期広報紙発行回数：８回
・コミュニティ育成事業広報紙発行回数：４回
・ICTを活用した市民との対話を促進する取組が新たに創出され
た件数：１件
・地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合：19.4％

①
―

①：目標達成　②目標未達成

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須



【様式３】

取組項目４
【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）】
　負担感の解消及び活動の充実

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（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、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。

⑥　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促進を図る。

⑥補助金についての理解促進
・地域活動協議会情報共有会等にて役員等に説明し理解促進を図る。

（目標）
　地域活動協議会補助金の趣旨について、地域活動協議会の会議の
場などで説明を行った回数　：　１回

⑦　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。

⑦　活動の目的の再確認
・各地縁型団体の会合への参加や地域活動協議会情報共有会、地域
活動協議会長会、まちづくりセンター勉強会等を活用する。

（目標）
　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
確認するきかっけとなる機会を作った回数　：　13回

⑨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）できるようにす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。

⑨　活動への参加促進
・まちづくりセンター勉強会や地縁型団体会議にて、誰もが気軽に参加
できるようにするための仕組みや工夫について話し合う機会を設け、情
報提供や会議でのファシリテートを行う。

（目標）
各団体に対し、短時間や短期間だけ活動に参加できるなど、誰もが気
軽に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回
数　：　５回

（目標）
○　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
感じている区民の割合
　　【平成29年度】
　　・40％
　　【平成30年度】
　　・前年度以上（具体的な数値は平成30年度運営方針で設定）
　　【平成31年度】
　　・前年度以上（具体的な数値は平成30年度運営方針で設定）

（目標）
　　【平成29年度】
　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
ている区民の割合：40％

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

・地域活動協議会補助金の趣旨について、地域活動協議会の会
議の場などで説明を行った回数：１回
・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
改めて確認するきかっけとなる機会を作った回数：14回
・各団体に対し、短時間や短期間だけ活動に参加できるなど、誰
もが気軽に活動に参加できるための仕組みや工夫に関する情報
を提供する回数：５回
・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
ると感じている区民の割合：41.7％

①
―

①：目標達成　②目標未達成

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み



【様式３】

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目５ 【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）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（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、「市民活動総合ポータルサイト」を活用するなど「Ⅳ多様な市民活
動への支援メニューの充実」で整理する支援メニューの情報を適切に提
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。

（取組の概要）
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、「市民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。

（取組の内容）
①テーマ型団体への支援窓口の設置
　・相談内容に応じ、市民活動団体の情報や市民活動に役立つ支援メ
ニュー等の情報を提供する「大阪市市民活動総合ポータルサイト」を案内
するなど、活動の活性化の支援を行うための窓口を設置し、ホームペー
ジや区広報紙等により周知する。

②　ICT利活用による市民協働のきっかけづくり（取組項目３-④の再掲）
　・SNSなどのICTを活用した、地域住民への情報発信や対話を進める取
組を進め、市民同士または市民と行政がつながり、様々な地域課題を市
民協働で解決するきっかけづくりを行うことにより、地域課題解決に取り
組む市民や市民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。

②　ICTを活用したきっかけづくり（再掲）

（目標）
○　各区の市民活動支援情報提供窓口への問合せ件数
　　【平成29年度】
　　・窓口の設置
　　【平成30年度】
　　・29年度の窓口への問合せ件数（平年度化したもの）の10％増
　　【平成31年度】
　　・30年度の窓口への問合せ件数の10％増

（目標）
【平成29年度】
○　テーマ型団体への支援窓口を設置する
○　ICTを活用した市民との対話を促進する取組が新たに創出された件
数　：　1件

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

・窓口の設置（平成29年10月）
・ホームページでの周知（平成29年11月）
・広報紙での周知（平成30年2月号）
・窓口への問合せ件数（3件）

①

・支援窓口の認知度を高めるため、積極的な広報に取組む。

①：目標達成　②：目標未達成



【様式３】

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目６
【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（地域活動協議会の認知度向上に向けた支援）

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　地域活動協議会が地域住民に知られるよう支援する。

（取組の概要）
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。
　・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。

（取組の内容）
・各地域活動協議会に対して、広報紙作成等の支援を実施
・地域活動協議会の認知度を測定し、各地域、まちづくりセンターと連携
し課題を抽出、地域カルテに反映し、効果的な支援を実施する。

（目標）
○　地域活動協議会を知っている区民の割合
　　【平成29年度】
　　・30％
　　【平成30年度】
　　・35％
　　【平成31年度】
　　・40％

（目標）
○　地域活動協議会を知っている区民の割合
　　【平成29年度】
　　・30％

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

地域活動協議会を知っている区民の割合：17.9％

②

区民モニターアンケート結果では53.0％の認知度となっている（知ってい
る29.5％＋聞いたことがある23.5％）現状はあるが、引き続き、区の広報
媒体等を活用し周知を行っていく。

①：目標達成　②：目標未達成

－5－



【様式３】

取組項目７
【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（準行政的機能の趣旨についての理解度向上）

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（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、
地域住民の理解が深まるよう働きかける。

（取組の概要）
③地域活動協議会に期待する準行政的機能の趣旨についての理解度
向上
　・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、地域活動協議会の役員や構成団体の方をはじめ地域住
民の理解が深まるよう引き続き機会あるごとに積極的に発信する。

（取組の内容）
　・地域を担当する職員全員が、eラーニングを受講する。
   ・地域活動協議会会長連絡会等を通じて発信する。

（目標）
○　地域を担当する職員のeラーニング受験率及び理解度
　　【平成29年度】
　　・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
　　【平成29年度】
　　・80％

（目標）
○　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
　　【平成29年度】
　　・80％
　　【平成30年度】
　　・前年度以上（具体的な数値は平成30年度運営方針で設定）
　　【平成31年度】
　　・前年度以上（具体的な数値は平成30年度運営方針で設定）

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

・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%　　理解度：95点以上の職員数31名/36名（86.1％）
（全員の平均点97.9点）
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：59.1％
　

②

準行政的機能の意味理解の促進を図っていく必要性があり、地域活動協
議会運営委員会等において、理解促進を図っていく。

①：目標達成　②：目標未達成
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【様式３】

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目８
【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

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（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、地域住民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。

（取組の概要）
①　地域活動協議会の認知度向上に向けた支援（取組項目５-②の再
掲）
　・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
　・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

（取組の内容）
①　地域活動協議会の認知度向上に向けた支援（取組項目５-②の再
掲）
・各地域活動協議会に対して、広報紙作成等の支援を実施
・地域活動協議会の認知度を測定し、各地域、まちづくりセンターと連携
し課題を抽出、地域カルテに反映し、効果的な支援を行う。

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、役員や構成団
体はもとより地域住民の方の理解が深まるよう機会あるごとに積極的に
発信する

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
・地域活動協議会情報共有会等を活用して、説明を行う。

（目標）
○　地域を担当する職員のeラーニング受験率及び理解度
　　【平成29年度】
　　・受験率100％　かつ　理解度全員95点以上

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。

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
・地域活動協議会に対して、総意形成機能の趣旨を理解のうえ区政会議
の委員選出を求めていき、要件の確認を行う。

（目標）
○　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
　　【平成29年度】
　　・各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
　　【平成30年度】
　　・前年度以上（具体的な数値は平成30年度運営方針で設定）
　　【平成31年度】
　　・前年度以上（具体的な数値は平成30年度運営方針で設定）

（目標）
○　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
　　【平成29年度】
　  ・各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する

○　地域活動協議会を知っている区民の割合（再掲）
　　【平成29年度】
　　・30％

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

・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%　　理解度：95点以上の職員数30名/36名（83.3％）
（全員の平均点97.2点）
・各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
する：28名選定
・地域活動協議会を知っている区民の割合（再掲）：17.9％

②

引き続き、地域広報紙作成、電子媒体の活用等の広報活動への支援を
行い、区役所広報媒体と並行して地域活動協議会の認知度向上を図っ
ていく。

①：目標達成　②：目標未達成
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【様式３】

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目９ 【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１ Ⅲ-イ）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　市民活動団体、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。

（取組の概要）
③　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。

（取組の内容）
③　交流やコーディネートの場づくりなど
・多様な活動主体の連携協働に向け、中間支援組織等と連携し、区内で
活動する活動主体等の情報のストックを行い、活動主体のニーズに即し
てつながりづくりを支援する。

④　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。

④　地縁型団体への情報提供など
　・地域活動協議会等の団体の課題やニーズを把握し、地域の実情に応
じた活動主体とのマッチングやコーディネートの場の提供を進め新たな連
携が創出されるよう中間支援組織と連携し情報提供を行う。

（目標）
○　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
　　【平成29年度】
　　・5件
　　【平成30年度】
　　・5件
　　【平成31年度】
　　・5件

（目標）
○　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
　　【平成29年度】
　　・5件

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

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：０件

②

これまで地域活動協議会事業において企業との連携を図っている事例
はある中、新たな連携促進の創出に向け引き続き情報のストックや地域
ニーズの把握を進め連携に向けた支援を行う。

①：目標達成　②：目標未達成
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【様式３】

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目10
【「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）】

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容

（趣旨・目的）
　職員や校長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。

（取組の概要）
①　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。

（取組の内容）
・分権型教育行政の理解をより深めるため、教育委員会事務局兼務の区
　職員対象の研修や小・中学校長との意見交換を行う

（目標）
○  分権型教育行政の制度、趣旨の理解に基づいて業務を進めている
　　 教育委員会事務局兼務の区職員、区内小・中学校長の割合
　　【平成29年度】
　　・教育委員会事務局兼務の区職員　50％
　　・区内小・中学校長　50％

○  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・中学校長の割合
○  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
○  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・区民等の参画のための会議」の委員の割合
　　【平成30年度】
　　・30％
　　【平成31年度】
　　・40％

（目標）
○　分権型教育行政の制度、趣旨の理解に基づいて業務を進めている
　    教育委員会事務局兼務の区職員、区内小・中学校長の割合
　　【平成29年度】
　　・教育委員会事務局兼務の区職員　50％
　　・区内小・中学校長　50％

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

分権型教育行政の制度、趣旨の理解に基づいて業務を進めてい
る教育委員会事務局兼務の区職員、区内小・中学校長の割合
・教育委員会事務局兼務の区職員　100％
・区内小・中学校長　100％

①
―

①：目標達成　②：目標未達成


