
資料２　　

令和３年度西成区運営方針　（素案）から(案)への修正一覧
太字は修正・削除

ページ・項目 変更前（素案） 変更後（案） 修正理由
【様式１】１ページ
経営課題の概要
【経営課題１　子どもが育つ
環境の充実】

他の地域からの誘引と合わせて、現に居住している子育
て世代が定着し易くなるような、身近な地域で安心して子
育てできる環境づくりが必要である。

子育て世帯にとって魅力的な居住地として選択され、長く
住んでいただけるような、身近な地域で安心して子育てで
きる環境づくりが必要である。

（様式２の修正に伴い修正）
区政会議での議論を踏まえ
て、より適切な表現に修正

【様式１】１ページ
主な具体的取組
【２－１－１　地域密着型エリ
アリノベーションビジネス促
進事業】

【２－１－１　地域密着型エリアリノベーションビジネス促進
事業】（3算定見込額　10,777千円）
新今宮駅前エリア内において、来訪者をはじめ多くの区
民・市民が回遊し、にぎわいが創出できるよう、フォーラム
の開催やコーディネートの手法を用いた仕掛けづくりを行
うとともに、空き店舗等の改修費用についての一部補助制
度を実施する。

【２－１－１　地域密着型エリアリノベーションビジネス促進
事業】（3予算額　10,777千円）
新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、にぎわい創
出の取り組みが持続的に行われ、店舗等の繋がりづくり
や、地域ぐるみの協力によるエリアリノベーションが推進で
きるような地域ネットワークの基盤構築をめざす。
西成区の特性に合った、多様な地域ぐるみのエリアリノ
ベーションプロジェクトの創出を行い、２年間で発掘した店
舗等を基本とした、宿泊施設・アパート・店舗等の参加によ
る、地域連携を推進するプロジェクト等を支援するととも
に、空き店舗等の改修費用についての一部補助制度を実
施する。

（様式２の修正に伴い修正）
令和２年度の業務の成果や、
新型コロナウイルス感染症の
状況を踏まえて当年度の取組
み内容を設定

【様式２】１ページ
経営課題１
子どもが育つ環境の充実

○課題
・他の地域からの誘引と合わせて、現に居住している子育
て世代が定着し易くなるような、身近な地域で安心して子
育てできる環境づくりが必要である。

○課題
・子育て世帯にとって魅力的な居住地として選択され、長く
住んでいただけるような、身近な地域で安心して子育てで
きる環境づくりが必要である。

区政会議での議論を踏まえ
て、より適切な表現に修正

【様式２】３ページ
経営課題１
子どもが育つ環境の充実
具体的取組１－１－２
【こども食堂支援事業】

○当年度の取組内容
当年度の取組内容については、引き続き検討を行い、2月
中旬公表予定の運営方針（案）に反映します。

○当年度の取組内容
・区内でこども食堂を開設・運営する団体等に対し、こども
食堂の安定した運営ができるよう補助金により支援する。
こども食堂の運営費用について、補助対象経費の1/2を補
助する。
・こども青少年局実施の「大阪市こどもの見守り強化事業」
と連携し、見守り機能を有するこども食堂の充実を図る。

素案では未設定の当年度の
取組内容を設定

【様式２】３ページ
経営課題１
子どもが育つ環境の充実
具体的取組１－１－２
【こども食堂支援事業】

○プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
プロセス指標については、引き続き検討を行い、2月中旬
公表予定の運営方針（案）に反映します。

○プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・現在区内で開設している運営件数（令和3年1月現在15ヵ
所）すべてが継続されている状態をめざす。
【撤退・再構築基準】
・区内のこども食堂が休止または閉鎖になり開設運営件
数が令和2年度末時点の70％を下回った場合、事業の再
構築を行う。

素案では未設定のプロセス指
標を設定



太字は修正・削除
ページ・項目 変更前（素案） 変更後（案） 修正理由

【様式２】７ページ
経営課題２
にぎわいとコミュニティが生
まれるまちづくり
具体的取組２－１－１
【地域密着型エリアリノベー
ションビジネス促進事業】

○当年度の取組内容
新今宮駅前エリア内において、来訪者をはじめ多くの区
民・市民が回遊し、にぎわいが創出できるよう、フォーラム
の開催やコーディネートの手法を用いた仕掛けづくりを行
うとともに、空き店舗等の改修費用についての一部補助制
度を実施する。（補助件数１件）

○当年度の取組内容
新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、にぎわい創
出の取り組みが持続的に行われ、店舗等の繋がりづくり
や、地域ぐるみの協力によるエリアリノベーションが推進で
きるような地域ネットワークの基盤構築をめざす。
西成区の特性に合った、多様な地域ぐるみのエリアリノ
ベーションプロジェクトの創出を行い、２年間で発掘した店
舗等を基本とした、宿泊施設・アパート・店舗等の参加によ
る、地域連携を推進するプロジェクト等を支援するととも
に、空き店舗等の改修費用についての一部補助制度を実
施する。（補助件数１件）

令和２年度の業務の成果や、
新型コロナウイルス感染症の
状況を踏まえて当年度の取組
み内容を設定

【様式２】７ページ
経営課題２
にぎわいとコミュニティが生
まれるまちづくり
具体的取組２－１－１
【地域密着型エリアリノベー
ションビジネス促進事業】

○プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
本事業の参加者へのアンケートで、西成区に魅力を感じ
たと答えた割合　70％以上
【撤退・再構築基準】
上記目標が30％を下回る場合は、事業を再構築する。

○プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
地域ぐるみのエリアリノベーションプロジェクトに参加する
施設・店舗数　３０施設・店舗以上
【撤退・再構築基準】
（令和３年度終了）

令和２年度の業務の成果や、
新型コロナウイルス感染症の
状況を踏まえて当年度の取組
み内容を設定
重点施策事業の最終年度の
ため撤退・再構築基準は設定
しない

【様式２】８ページ
経営課題２
にぎわいとコミュニティが生
まれるまちづくり
具体的取組２－１－２
【新今宮エリアブランド向上
事業】

○前年度までの実績 ○前年度までの実績
（令和２年度）
戦略策定に向けた民間事業者等への意見聴取（９月～１
月）
西成特区構想エリアマネジメント協議会「地域活性化交
流・観光専門部会」の開催（１０月）

時点更新

【様式２】８ページ
経営課題２
にぎわいとコミュニティが生
まれるまちづくり
具体的取組２－１－３
【西成区魅力発信事業】

○前年度までの実績
（令和元年度）
・西成しごと探偵団の実施
・外国語版西成観光マップ（英語・中国語（簡体字））を作成
各1,500部

○前年度までの実績
（令和元年度）
・西成しごと探偵団の実施
・外国語版西成観光マップ（英語・中国語（簡体字））を作成
各1,500部
（令和２年度）
・西成しごと博物館の実施
・西成観光マップ（改訂版）の作成（予定）　10,000部
・大阪フィルハーモニー交響楽団出前授業の実施（3中学
校、5小学校（予定））

時点更新
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太字は修正・削除
ページ・項目 変更前（素案） 変更後（案） 修正理由

【様式２】１2ページ
経営課題２
にぎわいとコミュニティが生
まれるまちづくり
具体的取組２－３－３
【地域における要援護者の
見守りネットワーク事業】

○プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・見守りフォーラムなどの参加者に対するアンケートで地域
における見守り活動に関わっていくことが必要だと感じてい
る割合60％以上

【撤退・再構築基準】
・上記アンケートの割合が50％以下の場合、事業手法の再
構築を図る。

○プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・見守りフォーラムなどの参加者に対するアンケートで地域
における見守り活動に関わっていくことが必要だと感じてい
る割合75％以上
・認知症高齢者の事前登録者数及び発見協力者登録数
については、前年度新規登録を上回ることを目標とする。
【撤退・再構築基準】
・上記アンケートの割合が50％以下の場合、事業手法の再
構築を図る。

区政会議での議論を踏まえ
て、プロセス指標を追加・修正

【様式２】１4ページ
経営課題３
防災・防犯・安全対策

○現状
〔防災〕
・地域防災活動の中核を担う地域防災リーダーの高齢化が
進んでいる。（平成31年4月1日現在　平均年齢65.7歳）

○現状
〔防災〕
・地域防災活動の中核を担う地域防災リーダーの高齢化が
進んでいる。（令和2年4月1日現在　平均年齢65.6歳）

時点更新

【様式２】１4ページ
経営課題３
防災・防犯・安全対策

○現状
〔空家等対策〕
・特定空家等認知件数  ※特定空家等：管理不全などによ
り安全、衛生、景観等の面で近隣住民の生活環境に支障
をきたす空家
　　令和2年9月末時点　西成区内　85件
・今後5年程度の空家の活用意向がある所有者の割合（平
成28、30年大阪市調べ※2年に1回）
　　平成28年　大阪市平均　84.5％　　平成30年　大阪市平
均　91.2％

○現状
〔空家等対策〕
・特定空家等認知件数  ※特定空家等：管理不全などによ
り安全、衛生、景観等の面で近隣住民の生活環境に支障
をきたす空家
　　令和2年12月末時点　西成区内　80件
・今後5年程度の空家の活用意向がある所有者の割合（平
成28、30年、令和２年大阪市調べ※2年に1回）
　　平成28年　大阪市平均　84.5％　　平成30年　大阪市平
均　91.2％　令和２年　大阪市平均　90.9％

時点更新

【様式２】１9ページ
経営課題３
防災・防犯・安全対策
めざす成果及び戦略３－３
【空家等対策の推進】

○アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
アウトカム（成果）指標については、引き続き検討を行い、
2月中旬公表予定の（案）に反映します。

○アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
アウトカム（成果）指標については、現在実施しているパブ
リックコメントの結果を踏まえて検討し、4月公表予定の運
営方針に反映します。

時点更新

【様式２】２４ページ
経営課題４
あいりん地域対策
具体的取組４－２－１
【結核患者の早期発見・早
期治療】

○前年度までの実績
平成２７年：１．７％
平成２８年：２．３％
平成２９年：２．９％
平成３０年：１．６％

○前年度までの実績
平成２７年：１．７％　　　   令和元年：２．２％
平成２８年：２．３％
平成２９年：２．９％
平成３０年：１．６％

時点更新

【様式３】１ページ
取組項目２
【未収金対策の強化（国民
健康保険料）（改革の柱３－
３（4））】

○取組の方針・目標内容
（取組の概要）
財政局市債権回収対策室と連携して、滞納整理を強化す
る。

○取組の方針・目標内容
（取組の概要）
市債権回収対策室と連携して、滞納整理を強化する。

市の表現に統一
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太字は修正・削除
ページ・項目 変更前（素案） 変更後（案） 修正理由

【様式３】２ページ
取組項目３
【次代を担う職員の育成（改
革の柱５－１）】

○当年度の取組内容
（取組の内容）
研修の開催方法等、取り組み内容について引き続き検討
を行い、2月中旬公表予定の運営方針（案）に反映します。

○当年度の取組内容
（取組の内容）
・コンプライアンス研修・服務研修・不祥事撲滅研修の実
施（係長級以下全職員対象）
・新規採用者研修・所属間転入者研修の実施
・各種業務にかかる理解度向上研修の実施
なお、それぞれの研修について、従来の集合型等ではなく
ｅラーニングを積極的に活用していく。

素案では未設定の当年度の
取組内容を設定

【様式３】４ページ
取組項目６
【区における住民主体の自
治の実現】

○取組の方針・目標内容
（目標）
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換が行われて
いると感じている区政会議の委員の割合：80％（元年度実
績92.3％）
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：80％（元年度実績96.2％）

○取組の方針・目標内容
（目標）
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換が行われて
いると感じている区政会議の委員の割合：80％（２年度実
績：全体会85.2％、部会96.3％）
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：80％（２年度実績：全体会95.5％、部会
95.7％）

時点更新
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