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具体的な施策（① 魅力と活力あふれる大阪をつくる）
■大阪経済の活性化

具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

大阪の強みを活かし、イノ
ベーションが次々と生まれ
る好循環づくり

【進捗状況：順調】

先端技術等を活用した新たなプロ
ジェクトの創出・支援件数

400件
（令和３～７年度）

80件
（令和3年度）

★★★ 引き続き目標達成に向けて着実に推進

国際金融都市大阪の実現に向けた
取組の推進

国際金融都市大阪の実
現に向けた戦略の策定
（令和３年度）

「国際金融都市
OSAKA戦略」策定
（令和４年３月）

★★★★B 引き続き目標達成できるよう着実に推進

中小企業振興と経済成
長の担い手の育成

【進捗状況：順調】

大阪産業創造館の支援対象企業に
おける売上高変化DI（※）

府内企業DI値に上乗せ
37ポイント以上

（令和３～６年度）

府内企業DI値に上乗
せ23ポイント

（令和3年度）
★★★ 引き続き目標達成に向けて着実に推進

大阪産業創造館の支援対象企業に
おける損益変化DI（※）

府内企業DI値に上乗せ
32ポイント以上

（令和３～６年度）

府内企業DI値に上乗
せ17ポイント

（令和3年度）
★★★ 引き続き目標達成に向けて着実に推進

大阪産業技術研究所の技術相談の
満足度

90％以上
（令和２～３年度）

99.5％
（令和３年度）

★★★★B
引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和元年度98.6%
令和２年度98.2%

実践的な取組支援等によって実際に
商店街の活性化が図られたと回答し
た商店街の割合

80%以上
（毎年度）

86％
（令和３年度）

★★★★B
引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和元年度100%
令和２年度62%

市立大学の知的インフラ拠点としての
機能強化

新大学の設置
（市大と府大の統合）
（令和４年度）

新大学の設置
（令和4年4月1日）

★★★★B 引き続き目標達成できるよう着実に推進

※DIは「上昇又は増加等企業割合(%)」から「下降又は減少等企業割合(%)」を差し引いたもので、プラスは上昇・増加・黒字基調・順調等の企業割合が上回り、マイナスは下降・減少・赤字基調・
窮屈等の企業割合が上回ったことを示す。



具体的な施策（① 魅力と活力あふれる大阪をつくる） （つづき）
■大阪経済の活性化（つづき）
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具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

2025年日本国際博覧会の
開催による大阪・関西の経済
活性化及び都市格の向上

【進捗状況：順調】

2025年日本国際博覧会
の成功に向けた取組の推進

2025年日本国際博覧会
の開催

（令和７年度）

2025年日本国際博
覧会の円滑な開催
に向けた地元自治
体としての取組を着
実に実施した

★★★ 引き続き目標達成に向けて着実に推進

交流人口・ビジネスマーケット
の拡大推進

【進捗状況：概ね順調】

戦略的なMICE誘致の推進

国際会議開催件数をコロ
ナ前の水準に戻す

（入国規制解除から２年
後）

（※１）

未測定 ―

現時点で評価困難
令和元年 300件
令和２年 23件
（令和４年9月以降に公表予定）
入国規制未解除のため測定期間外

「大阪観光局」による観光振興
事業の推進

「大阪版DMO」事業等の
着実な推進
（毎年度）

大阪の観光振興にむ
けた取組を着実に推

進した
★★★★B 引き続き目標達成できるよう着実に推進

来阪外国人旅行者数
【再掲（基本目標）】

コロナ前の水準1,152.5万
人（※２）を上回る

（入国規制解除から２年
後）（※１）

未測定 ―

現時点で評価困難
令和元年 1,152.5万人
（令和２・3年外国人消費動向調査中
止）
入国規制未解除のため測定期間外

※１入国規制措置が概ね解除され、国際的な人の往来について感染症拡大前の状況を取り戻した後２年を想定。具体の時期は改めて設定。
※２「来阪外国人旅⾏者数」について、従来は「訪⽇外客数（JNTO）×訪問率（訪⽇外国人消費動向調査）」に基づき算出していたところ、平成30年より、観光庁において全国値との整合性を有し

地域間比較が可能な「訪⽇外国人消費動向調査（都道府県別集計）」が公表されたため、当該統計による把握を⾏う。

15経済戦略②地方版総合戦略具体的施策、ＫＰＩ等（提出用）.xlsx
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具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

大阪の成長をリードする拠点
形成

【進捗状況：概ね順調】

都市基盤整備の進捗度
JR東海道線支線地下化
切換・うめきた新駅開業

（令和５年）

78％
（令和3年度末時点
事業進捗度）

★★★

引き続き目標達成に向けて着実に推進
55％（令和元年度末時点事業進捗
度）
67％（令和２年度末時点事業進捗
度）

阪神港（大阪港）の外貿コン
テナ貨物量

271万TEU
（2020年代後半）

213万TEU（令和３
年（2021年））

★★★
引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年 213万TEU
令和2年 206万TEU

15経済戦略②地方版総合戦略具体的施策、ＫＰＩ等（提出用）.xlsx


具体的な施策の評価（KPIの実績値の評価）
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具体的な施策（① 魅力と活力あふれる大阪をつくる） （つづき）
■大阪経済の活性化（つづき）

具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

交通ネットワークや交通環境の
充実

【進捗状況：順調】

渋滞の継続時間

現状値（平成27年度
平日 阿波座付近10.4
時間/日）を下回る
（令和３年度）

実績値（令和３年度
平日 阿波座付近6.6

時間/日）
★★★★Ｂ

引き続き目標達成できるよう着実に推進
実績値（令和元年度8.4時間/日、令和
２年度 2.9時間/日）
※いずれも平日 阿波座付近

なにわ筋線の事業の進捗度
なにわ筋線の開業
（令和12年度）

工事着手
（令和3年10月）

★★★

引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年７月 鉄道事業許可
令和２年２月 都市計画決定
令和２年８月 都市計画事業認可

15経済戦略②地方版総合戦略具体的施策、ＫＰＩ等（提出用）.xlsx
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具体的な施策（① 魅力と活力あふれる大阪をつくる） （つづき）
■都市魅力の創造・発信

具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

都市魅力関連施策等によ
る大阪の魅力向上

【進捗状況：概ね順調】

日本人延べ宿泊者数〔大阪〕
【再掲（基本目標）】

コロナ前の水準2,950万
人泊を上回る
（令和４年）（※１）

1,754万人泊
（令和3年）

★★

目標達成に向けて更なる取組が必要
令和元年 2,950万人泊
令和２年 1,649万人泊

来阪外国人旅行者数
【再掲（基本目標）】

コロナ前の水準1,152.5
万人（※２）を上回る
（入国規制解除から２
年後）（※３）

未測定 ―

現時点で評価困難
令和元年 1,152.5万人
（令和２・3年外国人消費動向調査中
止）
入国規制未解除のため測定期間外

大阪市が関与する主要な文化・芸
術事業（博物館・美術館含む）
への参加者数

人数：268万人
（令和６年度）

120万人
（令和3年度）

★★★

引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年度 268万人
令和２年度 59万人

スポーツ実施率
（※週に１回以上、運動・スポー
ツをする成人の割合）

65％以上
（令和３年度）

54.6％
（令和３年度）

☆A
目標達成に向けて更なる取組が必要
令和元年度 44.4%
令和２年度 52.6%

まちづくりに資する活動に関わりたい
（関わっている）と答えた割合

65％以上
（令和６年度）

58％
（令和２年度）

★★★
引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年度 57％
（次回、令和４年度調査実施）

今後５年程度の空家の
活用意向がある所有者の割合

９割以上
（令和７年度）

90.9％
（令和２年度）

★★★★Ｂ
引き続き目標達成できるよう着実に推進
平成30年度 91.2％
（次回、令和４年度調査実施）

※１大阪府域
※２「来阪外国人旅⾏者数」について、従来は「訪⽇外客数（JNTO）×訪問率（訪⽇外国人消費動向調査）」に基づき算出していたところ、平成30年より、観光庁において全国値との整合性を

有し地域間比較が可能な「訪⽇外国人消費動向調査（都道府県別集計）」が公表されたため、当該統計による把握を⾏う。
※３入国規制措置が概ね解除され、国際的な人の往来について感染症拡大前の状況を取り戻した後２年を想定。具体の時期は改めて設定。

（次ページへ続く）
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具体的な施策（① 魅力と活力あふれる大阪をつくる） （つづき）
■都市魅力の創造・発信（つづき）

具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

都市魅力関連施策等によ
る大阪の魅力向上

【進捗状況：概ね順調】

大阪駅周辺地区における地域来
訪者等利便増進活動計画
（案）に対する想定受益事業者
の同意率

67％以上
（令和３年）

未測定 ―

現時点で評価困難
民間団体による計画の認定申請後に評価
実施（令和４年度予定）

（前ページからのつづき）



具体的な施策の評価（KPIの実績値の評価）
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具体的な施策（① 魅力と活力あふれる大阪をつくる） （つづき）
■都市魅力の創造・発信（つづき）

具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

多様な人材が集い、交流する
活気あるまちづくり

【進捗状況：概ね順調】

戦略的なMICE誘致の推進
【再掲】

国際会議開催件数をコロナ
前の水準に戻す

（入国規制解除から２年
後）

※１

未測定 ―

現時点で評価困難
令和元年 300件
令和２年 23件
（令和４年9月以降に公表予定）
入国規制未解除のため測定期間外

「大阪観光局」による観光振
興事業の推進【再掲】

「大阪版DMO」事業等の
着実な推進
（毎年度）

大阪の観光振興に
むけた取組を着実に

推進した
★★★★B 引き続き目標達成できるよう着実に推進

※１入国規制措置が概ね解除され、国際的な人の往来について感染症拡大前の状況を取り戻した後２年を想定。具体の時期は改めて設定。



具体的な施策（① 魅力と活力あふれる大阪をつくる） （つづき）
■環境先進都市大阪の実現

具体的な施策の評価（KPIの実績値の評価）
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具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

脱炭素社会の構築

【進捗状況：概ね順調】

自立・分散型エネルギー導入
量

府域250万kW以上
（令和12年度）

未測定 ―

現時点で評価困難
目標値を設定した「おおさかスマートエネル
ギープラン」（令和３～12年度）の初
年度実績の公表が令和５年度予定のた
め

国際的な気候変動対策等へ
の取組みの実施

海外で環境分野のノウハ
ウを提供した事業者数:

75事業者
（令和７年度累計）

68事業者
（令和３年度）

★★★
引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年度 51事業者
令和２年度 57事業者

市域の温室効果ガス排出量

温室効果ガス排出量を
平成25年度比で

30％削減
（令和12年度）

未測定 ―

現時点で評価困難
平成30年度 19.6%削減（確定値）
令和元年度 21.2%削減（暫定値）
（令和２年度実績：令和４年９月末に算
定完了予定）

循環型社会の形成

【進捗状況：概ね順調】

年間ごみ処理量
84万トン

（令和７年度）

85.6万トン
（速報値）

（令和３年度）
★★★

引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年度 93万トン
令和２年度 86万トン

ペットボトル資源のリサイクル率
（プラスチックごみ削減目標）

100％
（令和７年度）

88％
（速報値）

（令和３年度）
★★★

引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年度 91％
令和２年度 88％



具体的な施策（① 魅力と活力あふれる大阪をつくる） （つづき）
■環境先進都市大阪の実現（つづき）

具体的な施策の評価（KPIの実績値の評価）
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具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

快適な都市環境の確保

【進捗状況：順調】

自然や生き物を身近に感じる
市民の割合

50%以上
（令和12年度）

40.2%
（令和３年度）

★★★
引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年度 37.8%
令和２年度 42.6%

地球温暖化の影響を除外した
熱帯夜数

平成12年の46日より
３割減

（令和７年度）

31日
（令和３年度）

★★★★Ｂ
引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年度 30日
令和２年度 32日



具体的な施策（②誰もが活躍できる社会をつくる）
■若者・女性・外国人等誰もが活躍できる社会の実現

具体的な施策の評価（KPIの実績値の評価）

11

具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

若者・女性の活躍促進

【進捗状況：概ね順調】

若者の就業率（15～34歳）
【再掲（基本目標）】

全国平均を上回る
（令和６年）

66.5％
（令和３年）
※全国平均

67.0％

★★★
引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年 66.7％ ※全国平均 67.0％
令和２年 66.6％ ※全国平均 66.3％

女性の就業率（15歳～）
【再掲（基本目標）】

全国平均を上回る
（令和６年）

51.1％
（令和３年）
※全国平均

52.2％

★★★
引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年 51.1％ ※全国平均 52.2％
令和２年 51.2％ ※全国平均 51.8％

管理的職業従事者における女性
の割合（大阪府）

30％以上
（令和７年）

14.6%
（令和３年度）

★★★ 引き続き目標達成に向けて着実に推進

女性の継続就労に取り組む企業の
割合

90％以上
（令和７年度）

未測定 ―

現時点で評価困難
平成28年度 67.９％
令和元年度 78.4%

（次回、令和４年度調査実施）

地域活動において女性の参画が進
んでいると答えた市民の割合

60％以上
（令和７年度）

26.8%
（令和３年度）

★★★ 引き続き目標達成に向けて着実に推進

多文化共生のまちづくり

【進捗状況：順調】

「外国籍住民が地域社会の一員と
して、さまざまな相談や情報提供を
受けることができるなど、充実した生
活が営めるまちである」と思う市民の
割合

70％以上
（令和６年度）

60.2％
（令和３年度）

★★★
引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年度 58.0％
令和２年度 65.4％

外国から編入した児童生徒の日本
語能力試験Ｎ５・Ｎ４レベル（Ｎ
５：小１～３、Ｎ４：小４以
上）又は学齢相応の日本語の言
語レベルへの到達

95％以上
（毎年度）

97.4％
（令和３年度）

★★★★B
引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和２年度より事業開始



具体的な施策の評価（KPIの実績値の評価）
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具体的な施策（②誰もが活躍できる社会をつくる）（つづき）
■すべての子どもの成長を社会全体で支える仕組みの充実

具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

切れ目ない支援の充実と幼
児教育・保育の質の向上

【進捗状況：概ね順調】

幼児教育の質の向上に向け
た取組みの実施

対象となる就学前施設
参加割合 90％以上

（毎年度）

59.8％
（令和３年度）

☆A
目標達成に向けて更なる取組が必要
令和元年度 92.2％
令和２年度 66.7％

保育所等利用保留児童数
【再掲（基本目標）】

解消
（毎年度）

2,089人
（令和４年４月）

☆A
目標達成に向けて更なる取組が必要
令和２年４月 2,884人
令和３年４月 2,361人

合計特殊出生率
【再掲（基本目標）】

1.21（平成25年）を
上回る（毎年度）

1.17
（令和２年度）

☆A
目標達成に向けて更なる取組が必要
令和元年度 1.11

子育て世帯等の居住に資す
る住宅供給戸数

15,000戸
（令和２～６年度（累

計））

5,851 戸
（令和２～３年

度）
★★★

引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和２年度 2,984戸

こども・青少年の生きる力の
育成

【進捗状況：順調】

各区、局で実施されているこ
どもの貧困に関する取組状
況の把握

大阪市こどもの貧困対策推
進計画に基づき、各取組の
実績や進捗状況を確認

（毎年度）

大阪市こどもの貧困対
策推進計画に基づ
き、各取組について
着実に進捗している
ことを確認
（令和３年度）

★★★★B

引き続き目標達成できるよう着実に推進
（具体的取組み実績）
大阪市こどもサポートネットの全区実施
こども支援ネットワーク事業の拡大等

学習塾等の登録事業者数
2,850事業者以上

（毎年度）
3,213事業者
（令和３年度）

★★★★B
引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和元年度 2,834事業者
令和２年度 3,021事業者

「塾代助成カード」利用率 63％以上（毎年度）
60.7 ％

（令和３年度）
☆A

目標達成に向けて更なる取組が必要
令和元年度 58.2%
令和２年度 58.5%



具体的な施策の評価（KPIの実績値の評価）
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具体的な施策（②誰もが活躍できる社会をつくる）（つづき）
■すべての子どもの成長を社会全体で支える仕組みの充実（つづき）

具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

児童虐待防止体制の強化

【進捗状況：順調】

こども相談センター（児童相
談所）の４か所体制化

東部こども相談センター
（仮称）の

設置（令和８年度）

・北部こども相談センター
の設置・開設
（令和３年4月）
・東部こども相談センター
（仮称）の基本設計
作成に着手（令和３
年度）
・南部こども相談センター
一時保護所の基本計
画作成に着手（令和
３年度）

★★★★B

引き続き目標達成できるよう着実に推進
北部こども相談センターの整備工事
（令和２年度）
東部こども相談センター（仮称）の基本計
画作成（令和２年度）
南部こども相談センターの再整備手法を決
定（令和２年度）

関係機関が一体となって更な
る児童虐待防止体制の強化
を実施

・児童虐待の発生予防
・児童虐待発生時の
迅速・的確な対応
（毎年度）

・児童虐待の発生予防、
児童虐待発生時の
迅速・的確な対応によ
り、重大な児童虐待ゼ
ロを達成
（令和３年度）

★★★★B

引き続き目標達成できるよう着実に推進
児童虐待の発生予防
児童虐待発生時の迅速・的確な対応
（令和２年度）



具体的な施策（②誰もが活躍できる社会をつくる）（つづき）
■子どもや保護者の期待に応える学校づくり

具体的な施策の評価（KPIの実績値の評価）
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具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

子どもが安心して成長できる
安全な社会（学校園・家庭・
地域）の実現

【進捗状況：順調】

「学校のきまり・規則を守ってい
ますか」という項目に肯定的な
回答をする児童生徒の割合

小学校 91.0％以上
中学校 94.0％以上
（令和３年度）

未測定 ―

現時点で評価困難
令和元年度
小学校88.4％ 中学校94.9％
（文部科学省全国学力学習状況調査
令和２年度未実施、令和3年度調査項目対象
外）

全小・中学校において、昼休
みや放課後等を活用した学校
図書館の開館日数や回数

全授業日
（行事実施日等を除く。
週当たりの開館回数は
平均８回以上）
（令和３年度）

小学校平均8.0回
中学校平均8.2回
（令和３年度）

★★★★Ｂ

引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和元年度平均
小学校8.8回 中学校8.3回
令和２年度平均
小学校8.1回 中学校8.1回

心豊かに力強く生き抜き未来
を切り拓くための学力・体力の
向上

【進捗状況：順調】

学校アンケートで「自校の学力
の課題に応じた取組みができ
た」とする回答の割合

90％以上
（毎年度）

小学校 99.0％
中学校 91.6%
（令和３年度）

★★★★B

引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和元年度
小学校98.3％ 中学校99.2％
令和２年度
小学校95.9％ 中学校96.8％

「学校における教育の情報化
の実態等に関する調査」（文
部科学省）における教員の児
童・生徒のICT活用を指導す
る能力についての肯定的な回
答の割合

80％以上
（令和３年度）

77.6%
（令和２年度）

★★★
引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年度 79.2％

校長経営戦略支援予算によ
り実施した取組みの年度目標
を達成した割合

90％以上
（毎年度）

92.1％
（令和３年度）

★★★★B
引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和元年度 90.5％
令和２年度 94.7％

中学校卒業段階でCEFR A1
レベル相当以上の英語力を有
する生徒の割合

50%以上
（令和３年度）

52.6％
（令和３年度）

★★★★B
引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和元年度 54.0%（令和２年度未測定）



具体的な施策（③ 健康で安心して暮らし続けられる地域をつくる）
■市民生活の安全・安心の確保

具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

市民の健康増進と暮らしを
守る福祉等の向上

【進捗状況：概ね順調】

健康寿命
【再掲（基本目標）】

平均寿命の延びを上回る
健康寿命の延び

未測定
―

現時点で評価困難
平成27年時点の延び
健康寿命:男性 ＋1.02歳、女性 ＋0.77歳
平均寿命:男性 ＋1.22歳、女性 ＋1.01歳
【参考】平成22年→平成27年
健康寿命 男性76.12歳→77.14歳
健康寿命 女性81.86歳→82.63歳
平均寿命 男性77.65歳→78.87歳
平均寿命 女性85.38歳→86.39歳
（令和5年度の「すこやか大阪21（第2次後
期）」評価後に公表予定）

※介護保険要介護者数から算出した参考値
令和元年時点
健康寿命 男性77.96歳
健康寿命 女性83.22歳
平均寿命 男性79.90歳
平均寿命 女性87.26歳

継続的な社会参加活動を行う
高齢者数

介護予防ポイント事業登
録者のうち活動した登録

者数：2,384名
（令和５年度）

226名
（令和３年度）

☆A
目標達成に向けて更なる取組が必要
令和元年度1,358名
令和２年度 286名

具体的な施策の評価（KPIの実績値の評価）
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（次ページへ続く）



具体的な施策（③ 健康で安心して暮らし続けられる地域をつくる） （つづき）
■市民生活の安全・安心の確保（つづき）

具体的な施策の評価（KPIの実績値の評価）
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具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

市民の健康増進と暮らしを
守る福祉等の向上

【進捗状況：概ね順調】

必要性・緊急性の高い高齢者
が、引き続き、概ね１年以内
に特別養護老人ホームに入所
可能となるよう計画的に整備
（整備数）

14,800床
（令和５年度）

14,500床
（令和３年度） ★★★

引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年度 14,267床
令和２年度 14,500床

認知症初期集中支援推進事
業の医療・介護等の支援につ
ながった割合（支援件数/相
談件数）

90％以上/年
（毎年度末）

95.6%
（令和３年度）

★★★★B 引き続き目標達成できるよう着実に推進

チームオレンジの設置数
300チーム

（令和５年度末）
53チーム

（令和３年度）
★★★

引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和２年度は体制構築
令和３年度より設置開始

犯罪被害者等へのアンケートで
「必要とする支援を受けることが
できた」とする回答の割合

70%以上
（毎年度）

91.7%
（令和3年度）

★★★★B
引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和２年度83.3%

（前ページからのつづき）



具体的な施策の評価（KPIの実績値の評価）
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具体的な施策（③ 健康で安心して暮らし続けられる地域をつくる） （つづき）
■市民生活の安全・安心の確保（つづき）

具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

地域の安全に向けた取組

【進捗状況：順調】

津波による人的被害想定
（死者数）

約2,000人
（令和６年度末）

未測定 ― 現時点で評価困難

街頭犯罪等（自動車関連
犯罪・子どもや女性への性犯
罪）の認知件数
【再掲（基本目標）】

現状値
（令和元年分：4,584件）

以下とする
（毎年）

3,708件
（令和３年）

★★★★B
引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和元年 4,584件
令和２年 4,037件

特定空家等の件数抑制
件数増加を抑制 900件未

満（令和7年度）
831件

（令和３年度）
★★★★B

引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和２年度830件

特定空家等の是正件数
是正件数300件/年 以上

（毎年度）
347件

（令和３年度）
★★★★B

引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和元年度 468件
令和２年度 359件



具体的な施策の評価（KPIの実績値の評価）
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具体的な施策（③ 健康で安心して暮らし続けられる地域をつくる） （つづき）
■地域の実情に即した特色ある施策の展開と地域コミュニティの活性化

具体的な施策 KPI 目標値 実績値 最新の実績に対する評価

活力ある地域社会づくり

【進捗状況：概ね順調】

大阪市市民活動総合ポータルサ
イトで情報発信された件数

1,000件
（令和６年度）

687件
（令和３年度）

★★★
引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年度 693件
令和２年度 805件

西成特区構想

【進捗状況：順調】

プレーパークの1日平均来場者数
120人

（毎年度）
115人

（令和3年度）
☆A

目標達成に向けて更なる取組が必要
令和元年度 81人
（83日実施、6,754人利用）
令和２年度 98人
（110日実施、10,763人）

課題解決に向けた具体的事例の
検討件数

100件
（毎年度）

83 件
（令和3年度）

☆A
目標達成に向けて更なる取組が必要
令和２年度 70件

課題解決に向けた広場の試行的
運用

広場運用ルールに基づく
運用

（令和３年度）

広場運用ルールに基づ
いて運用を行った
（令和３年度）

★★★★Ｂ

引き続き目標達成できるよう着実に推進
平成31年4月1日より暫定利用開始
令和3年 萩之茶屋１丁目ふれあい広場
の適切な利用

事業参加者等へのアンケートで、
西成区に魅力を感じたと答えた
割合

70％
（毎年度）

89%
（令和３年度）

★★★★Ｂ

引き続き目標達成できるよう着実に推進
令和元年度 74.3%
令和２年度 81%

あいりん地域の環境が良くなったと
感じるあいりん地域の住民や関係
者の割合

80％
（令和４年度）

77％
（令和３年度）

★★★
引き続き目標達成に向けて着実に推進
令和元年度 87.3%
（令和２年度未測定）


