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   ・第 2 次大阪市男女きらめき計画における平成 30 年度実績及び自己評価調査票 

   ・大阪市男女共同参画審議会委員名簿 

・大阪市男女共同参画推進条例 

  



 

は じ め に 

 

大阪市では、「大阪市男女共同参画推進条例」に基づき、「男女が、個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、社会

の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、かつ、共に責任を担う」男女共同参画社会の

実現を図るため、平成 18 年に「大阪市男女共同参画基本計画～大阪市男女きらめき計画」（平成 18～27 年度）を策定し、今日まで男女

共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図ってまいりました。また、現役世代の活力の底上げと経済活性化につなげるため、

女性が社会のさまざまな分野でその能力を十分に発揮し活躍できる都市をめざして、平成 26 年に「大阪市女性の活躍促進アクション

プラン」（平成 26～28 年度）を策定し、職場、地域等で女性が活躍できる環境づくりを進めてまいりました。 

そして、これまでの取組みの状況や国の動向、社会状況の変化に伴う今日的な課題などをふまえ、取組みのさらなる前進を図るため、

平成 29 年 1 月に「大阪市男女共同参画基本計画～第 2次大阪市男女きらめき計画」（計画期間：平成 28～32 年度）を策定しました。 

この新たな計画は、「大阪市女性の活躍促進アクションプラン」の取組みを継承し、男女共同参画及び女性の活躍促進の施策を一体

的・総合的に推進するもので、現在、この計画に基づき、「あらゆる分野における女性の活躍の促進」「安全で安心な暮らしの支援」「男

女共同参画社会の実現に向けた社会環境の整備」の３つを施策の柱として取組みを進めているところです。 

計画の進捗状況については、条例第 18 条に基づき、男女共同参画施策の実施状況等とともに公表するとしており、この報告は、平成

30 年度の実施状況等についてとりまとめたものです。 

平成 30 年度における計画に基づく取組みの実施状況としては、全体として、順調に実施されており、内部・外部の評価で明らかにな

った課題や、外部評価の結果を今後の施策・事業の展開に活かし、計画の効果的かつ着実な実施につなげていきたいと考えています。 

今後とも、男女がともに仕事や家庭、地域等で、その能力を存分に発揮し、活躍する豊かな活気ある大阪を実現できますよう、本計

画を推進してまいりますので、皆さまのご支援、ご協力をいただきますようお願い申しあげます。 

 

   令和２年３月 

 

大  阪  市 
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１ 計画のＰＤＣＡの実施手法について 

（１）計画の構成 

「大阪市男女共同参画基本計画～第 2次大阪市男女きらめき計画」（以下「計画」という。）では、男女共同参画社会の実現をめざ

し、この５年間に取り組む施策の柱立てとして、３つの施策分野を設定し、施策分野ごとに、全体で 10 の基本的方向を定めるととも

に、基本的方向ごとに、各所属で取り組む事業を「具体的取組み」として示しています。また、「女性の活躍促進」をテーマとして５つ

の「重点的取組み」を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的方向１   

雇用等における女性

の活躍促進と両立支

援 

基本的方向２  

地域における女性の

活躍促進 

基本的方向３  

政策・方針決定過程

への女性の参画の 

拡大 

計画の柱立て 

施策分野１   
 

あ ら ゆ る 分 野

における女性

の活躍の促進 

（１）企業等における男性中心型の働き方の見直しと仕事と家庭

の両立支援  

（２）雇用の場における女性の活躍に取り組む企業への支援  

（３）女性の多様な働き方の実現  

（４）雇用の場における男女の均等な機会と待遇の確保  

（５）市役所における働きやすい職場づくり  

施策の基本的方向と具体的取組み 

 （１）女性の地域活動への参画促進のための環境づくり 

（２）地域で活躍する女性の育成・支援 

(１) 企業や地域活動における方針決定過程への女性の参画 

の促進  

(２) 市政推進における女性の参画拡大 

 ① 

女性の登用、 

働きやすい職場づく

りに 取り組む中小

企業等への支援 

②  

女性の就業支援 

重点的取組み 

「女性の活躍促進」 

をテーマとして設定 

  （５テーマ） 
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基本的方向４  

女性に対する 

あらゆる暴力の根絶 

基本的方向５  
生涯を通じた健康支援 

基本的方向６  

困難を抱えたあらゆる

女性等が安心して暮ら

せるための支援 

基本的方向７  

男女共同参画の視点

に立った各種制度等

の整備 

基本的方向８ 

男女共同参画を推進

する教育・啓発の充実 

施策分野２   
 

安 全 で 安 心

な暮らしの 

支援 

施策分野３   

 

男 女 共 同 参

画 社 会 の 実

現 に 向 け た

社 会 環 境 の

整備 
基本的方向９  

男女共同参画の視点に

立った防災・減災対策 

（１）女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり  

（２）ＤＶ被害者の自立支援 

（１）女性の生涯を通じた健康保持・増進のための施策の推進  

（２）男女の健康をおびやかす問題についての対策の推進 

（１）生活上の困難を抱える女性等への自立支援  

（２）高齢者・障がいのある人等が安心して暮らせる環境の整備 

（１）男女の多様な選択を可能にする育児・介護の支援基盤の整備 

（２）相談体制の充実及び関連制度の理解促進  

（１）男女平等、男女共同参画の理解促進   

（２）男女がともに地域活動に参画するための意識啓発 

（３）男性の意識改革の促進   

（４）多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実  

（５）男女共同参画の視点を踏まえた情報発信 

（１）男女共同参画の視点を踏まえた地域防災の推進 

基本的方向 10  

国際社会と協調した取

組みの推進 

（１）男女共同参画にかかる国際的取組みの情報発信 

③  

地域で 

活躍する 

女性の支援 

④ 

保育サービス

の充実 

⑤ 

仕事と家庭の

両立に向けた

意識改革の 

推進 
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（２）ＰＤＣＡサイクルの推進 

   計画では、取組みの効果的かつ着実な実施を図るため、以下の手法により、年度毎にＰＤＣＡサイクルを推進することとしていま

す。この報告は、「③評価」の内容・結果についてとりまとめたものです。 

 

    

 

  

 

 

 

① 事業計画（Plan） 

具体的取組み及び重点的取組みの各事業について、所管する区・局において、毎年度、事業計画を作成する。 

② 事業実施（Do） 

区・局において、事業計画に基づき所管事業を実施する。 

③ 評価（Check） 

・ 区・局において、所管事業の実施状況や活動指標の達成状況について自己評価を行う。 

・ 本計画の進捗管理を行う市民局において、自己評価結果をもとに、計画の実施状況や各指標の達成状況、改善に向けた課題等

についてとりまとめる。 

・ その内容について、「大阪市男女共同参画審議会」において、男女共同参画施策の推進の観点から、外部の視点からの検証・評

価を行う。 

・ 計画の実施状況及び外部評価の結果を市民にわかりやすく公表する。 

④ 改善・検討（Action） 

外部評価の結果は区・局にフィードバックし、その後の事業の改善・実施や事業計画の検討・作成につなげる。 

 

 

 

自己評価 

（各所属） 

自己評価に基

づく課題整理 

（市民局） 

外部評価 

（審議会） 

 

 

事業計画 
（各所属） 

 

事業実施 
（各所属） 

 

 
Ｃ 

 

改善・検討 

（各所属） 

 

Ｐ Ｄ 
Ａ 
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２ 施策の基本的方向に基づく個別事業の自己評価の結果 

    計画に掲げた 10 の施策の基本的方向ごとの具体的な取組みに位置づけられた事業を対象に、各事業を所管する区・局におい

て、平成 30 年度の取組内容（事業計画）に対する実績を整理のうえ、実施状況について自己評価を行いました。 

 

【自己評価の方法】 

・ 各事業において平成 30 年度に実施を予定していた取組内容を、実際にどれだけ実施できたのかを検証し（平成 30 年度取組内

容と取組実績との比較）、その実施状況について自己評価を行いました。 

・ 評価にあたっては、各所属の運営方針や所属が策定した計画の中で位置づけられている事業については、当該運営方針や計画

に基づき別途、評価を行っており、その結果をふまえ自己評価としました。それ以外の事業については、ここで自己評価を実施

しました。また、自己評価とともに、課題と改善策がある場合は、記載することとしました。 

◆所属の運営方針に掲げる事業 

  運営方針の評価方法に合わせ、①達成、②未達成の 2段階で評価 

   ◆所属で策定した計画に掲げる事業 

①達成、②概ね達成、③ 未達成の 3段階で評価 

   ◆その他の事業 

    ①達成、②概ね達成、③ 未達成の 3段階で評価 

 

 

【自己評価の結果】 

・ 各事業の個々の評価結果は「参考資料 第 2次大阪市男女きらめき計画における平成 30 年度実績及び自己評価調査票」に添付

しています。各取組の進捗状況について、自己評価の結果を集計したものが、次の「資料１ 平成 30 年度 男女共同参画施策の

進捗状況 自己評価一覧」です。 

・ 各事業の自己評価結果を施策の基本的方向別にみると、平成 30 年度に実施した 293 事業のうち、「達成」が 234 事業、「概ね達

成」が 22 事業、「未達成」が 37 事業であり、「達成」、「概ね達成」の割合が 87.3％となっています。うち、基本的方向１、３、

７においては、「達成」、「概ね達成」の割合が全体平均より低くなっています。未達成の事業については、それぞれの課題をふ

まえ、令和元年度以降の実施につなげていくこととしています。 



①達成見
込み

②達成で
きない見
込み

①達成見
込み

②概ね達
成見込み

③達成で
きない見
込み

①達成見
込み

②概ね達
成見込み

③達成で
きない見
込み

達成見込
み

概ね達成
見込み

達成でき
ない見込
み

基本的方向１　雇用等における女性
の活躍促進と両立支援 1 9 0 0 0 29 0 1 40 30 0 10 0

基本的方向２　地域における女性の
活躍促進 4 0 0 0 0 7 0 0 11 11 0 0 0

基本的方向３　政策・方針決定過程
への女性の参画の拡大 3 1 1 0 0 6 2 2 15 10 2 3 0

基本的方向４　女性に対するあらゆ
る暴力の根絶 1 1 2 0 0 30 1 1 36 33 1 2 0

基本的方向５　生涯を通じた健康支
援 6 0 1 1 2 20 4 0 34 27 5 2 1

基本的方向６　困難を抱えたあらゆ
る女性等が安心して暮らせるための
支援

20 5 8 3 0 22 4 3 65 50 7 8 0

基本的方向７　男女共同参画の視
点に立った各種制度等の整備 15 6 11 2 4 23 3 0 64 49 5 10 1

基本的方向８　男女共同参画を推進
する教育・啓発の充実 10 1 3 0 1 29 3 3 50 42 3 5 0

基本的方向９　男女共同参画の視
点に立った防災・減災対策 3 0 0 0 0 7 0 1 11 10 0 1 0

基本的方向１０　国際社会と協調し
た取組みの推進 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0

合計 63 23 26 6 7 175 17 11 328 264 23 41 2

再掲数 4 4 0 0 0 26 1 0 35 30 1 4 0

差引合計 59 19 26 6 7 149 16 11 293 234 22 37 2

5

資料　1

平成30年
度より実
施してい
る事業数

自己評価一覧
局運営方針 局策定の計画 その他

合計事業
数

5



６ 
 

 

３ 自己評価結果に基づく計画の進捗状況・課題の整理 

本計画の進捗管理を行う市民局において、自己評価結果をもとに、施策の基本的方向ごとの取組みの実績及び進捗状況・課題、

重点的取組みの実績及び進捗状況・課題、並びに、成果指標・活動指標及び参考指標の推移について整理しました。 

 

「施策の各基本的方向の進捗状況」、「重点的取組みの進捗状況」、「成果指標・活動指標・参考指標の推移」について、それぞれ

整理した内容については、次の資料のとおりです。 

 

 

資料２ 「施策の各基本的方向の進捗状況」 

 

資料３ 「計画における成果指標・活動指標・参考指標の現状値一覧」 

 

 

 



資料　２

※網掛けは重点的取組

項目 主な取組み事業 平成30年度取組み実績 進捗状況、課題

（１）企業等における男性
中心型の働き方の見直し
と仕事と家庭の両立支援

【重点】
大阪市ワーク・ライフ・バランス推進
月間

8月を「ワーク・ライフ・バランス推進月間」として設定し、「大
阪女性きらめき応援会議」構成団体や市の各部局の事業と
連携し、ロゴマークも活用して広く企業、地域、社会に情報
発信を行った。

各種媒体を通じた情報発信、推進月間に賛同する企業の募
集、期間中の余暇を楽しむイベントの広報などを行った。

経営・管理者層の意識啓発、仕事と育児・介護等の両立支援について計
画どおり実施。
ワーク・ライフ・バランス推進月間については、市民、企業に広くワーク・ラ
イフ・バランスの意義、重要性を理解し、取組を進めていただけるよう、継
続的に啓発等を進めてきた。
令和元年度は4月に働き方改革関連法が施行されるなど、働き方改革元
年とも言われており、雇用関連施策の動きとも連携しながら、取組を強化
する必要がある。
大阪労働局、府、市、経済団体等が参画する「大阪働き方改革推進会
議」では、平成30年度から、11月を「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バラン
ス推進月間」に設定することとしたことから、今後、「大阪女性きらめき応援
会議」構成団体と共に、同月間と連携した取組への移行と内容の充実を
検討する。

（２）雇用の場における女
性活躍に取り組む企業へ
の支援

【重点】
大阪市女性活躍リーディングカンパ
ニー認証制度

リーディングカンパニー認証件数47件（累計406件）・イクメン
推進企業11件（累計147件）
女性活躍ネットワークフォーラム〔先進事例共有等〕
女性活躍セミナー〔先進事例共有等〕（年4回）
チャレンジ企業認証件数8件（累計109件）及び、企業の取
組支援（随時）
女性活躍チャレンジセミナー〔先進事例共有等〕
チャレンジ企業説明会〔制度説明等〕
リーディングカンパニー市長表彰（最優秀賞2社、優秀賞3
社、特別賞1社）

企業のモチベーションの向上、情報・ノウハウ等提供による支援、中小企
業のニーズをふまえた支援について、概ね計画どおり実施。
女性活躍リーディングカンパニー認証制度については、女性が働きやす
い職場環境づくりに積極的に取り組む企業等を認証し、広く認知されるこ
とで取組が普及することを目的に平成26年度から制度を開始。認証企業
の先進事例の共有など、中小企業等への支援も進めてきた。
認証制度発足後の社会環境の変化等を踏まえ、認証基準の見直し等、
制度検証を行いながら、リーディングカンパニー認証件数の令和2年度中
の500件達成にむけて、取組を継続する必要がある。
 「子育て期女性の就労状況に関する調査」で明らかとなった課題等を踏
まえ、女性活躍の取組が進んでいない中小企業等に対する働きかけ、取
組支援などを通じて、女性活躍に取り組む企業の底上げを図る。

施策の各基本的方向の進捗状況(施策分野ごとのまとめ)

大阪の25歳から54歳までの女性の就業率は全国平均より低くなっている。また女性が結婚や出産を機に一旦離職し、子育て後に再就職することにより描かれる就業率のM字型カーブの谷が
全国平均より深くなっており、引き続き女性の継続就労の推進に取り組む企業を支援するとともに、保育･子育て支援の情報提供をするなど再就職を支援する必要がある。

計画における課題の認識

基本的方向１　雇用等における女性の活躍促進と両立支援
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項目 主な取組み事業 平成30年度取組み実績 進捗状況、課題

（３）女性の多様な働き方
の実現

【重点】
① 就労支援機関等と連携したセミ
ナー(クレオ)
② 女性のためのお仕事相談
③ しごと情報ひろばにおける職業
相談・職業紹介事業
④ 若者・女性への就労支援事業

① セミナー・講座　7回開催
② キャリア相談：20件、企業相談：16件
③ 利用者満足度　85.3％　就職者数：1,301人
④ 職場復帰をめざす女性に対し、仕事と家庭の両立等に
ついてのセミナーを開催　年12回開催
働きたい女性を対象とした、求人企業の合同説明会の開催
年2回

女性の能力開発や継続就業等の支援、再就職の支援、未就業女性に対
する就業支援については、事業は概ね計画どおり実施したものの、６件
（再掲を除くと３件）の取組について目標を達成できなかった。
これは、共通の成果指標である、合同企業説明会等の就労支援事業の
業績目標として掲げた、女性の就職者数や参加者アンケートの肯定的評
価が目標を達成できなかったためである。
より多くの求職者の参加や掘り起しを図るため、女性をターゲットに効果
的な広報の工夫を図る必要がある。区役所をはじめ関係機関が実施する
女性向けイベント等の情報を収集し、広報協力を依頼する。
しごと情報ひろばの認知度を上げるため、より効果的な情報発信を行いな
がら、若者層に向けた、より効果的な広報を実施する必要がある。また、
ハローワーク、大阪府などの関係機関と連携し、各々の情報媒体も活用
し、情報発信を行うほか、区役所をはじめ関係機関が実施する若者向け
イベント等の情報を収集し、広報協力を依頼する。

（４）雇用の場における男
女の均等な機会と待遇の
確保

①母子健康手帳等による働く女性
への情報提供
②情報誌ｸﾚｵ、クレオＨＰを活用した
啓発

①保健福祉センターにおいて、母子健康手帳を交付し、働
く女性への情報提供を実施。
②情報誌クレオやＨＰで情報発信したほか、情報・図書コー
ナーにおいて、パワハラ・マタハラ・セクハラ防止、ＷＬＢ、メ
ンタルヘルスに関する啓発冊子や啓発ＤＶＤを提供した。
（企業1件、学校3件、団体3件）

「男女雇用機会均等法」等の理解の促進に向け、情報誌クレオ・HP等を
活用し広報を実施したほか、母子健康手帳等による働く女性への情報提
供について計画どおり実施した。今後も、イベント等を活用するなど効果
的に広報を行っていく。

（５）市役所における働き
やすい職場づくり

次世代育成支援対策推進法に基づ
く特定事業主行動計画の推進
女性活躍推進法に基づく特定事業
主行動計画の推進

管理職研修の実施（６月）、イクボス研修の実施（６月）、ワー
ク・ライフ・バランス推進期間の設定（７月～８月）、女性の多
様な働き方を考えるセミナー実施（11月）、男性職員の育児
休業取得率の向上に向け、庁内情報誌「ワーク･ライフ･バラ
ンスのススメ」の活用などによる職員への周知を実施（年１
回）
　

計画どおり取組を実施。引き続き、男性職員の育児参加を促すことを目的
として設定した数値目標の達成に向けた取組が必要である。
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項目 主な取組み事業 平成30年度取組み実績 進捗状況、課題

（１）女性の地域活動への
参画促進のための環境づ
くり

【重点】
① 地域出前セミナーの実施
② 女性の活躍促進情報発信事業

① 市内各地域で全50回実施、のべ2,447人（うち女性1,612
人）参加

② 女性活躍応援サイト「きらめく女性の応援ひろば」による
情報発信（HPページビュー数：63,988）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲
載（6件）
・市長・知事・大阪労働局長からのメッセージ動画、市長と企
業トップによる宣言リレー動画の配信
・大阪市の男女共同参画、女性活躍促進の取組の紹介
　Facebook、Twitter、LINE＠、Instagramによる情報発信等

地域活動への女性の参画にかかる啓発について、計画どおり実施。
地域出前セミナーについては、地域活動における女性の参画を一層促
すため、各種媒体による情報発信を実施し、セミナーへの男性の参加比
率は平成29年度の26.5％から、34.1％へと増加し、媒体へのアクセス数も
順調に伸びている。
セミナーへの男性の参加比率は依然として50％以下に留まっているた
め、引き続き、男性の参加比率増を目的に、区民まつりなど様々な機会・
媒体を活用して啓発を行う。
また、情報発信事業については、HPやSNSのアクセス数等は順調に増加
しているが、近年、情報媒体の多様化が進んでおり、広報対象となる属性
に応じた発信媒体の活用が求められている。発信媒体ごとの特性を活か
した効果的な発信に取り組む。

（２）地域で活躍する女性
の育成・支援

【重点】
女性チャレンジ応援拠点の運営

女性チャレンジ応援拠点　利用者1,242人
・ワークショップの開催（3回：参加者合計107名）
・交流会の開催（4回：参加者合計110名）
・ミニサロンの開催（17回：参加者合計128名）
・地域で活躍したい女性等の相談及び問合せ対応（897件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲
載（6件）

地域で活躍する女性の支援拠点づくり、地域課題の解決に向け起業した
い女性への支援について計画どおり実施。
女性チャレンジ応援拠点事業については、平成29年1月の開設以降、拠
点の利用者数、利用者アンケートの結果等は当初目標を達成するなど、
運営はこれまで順調に進捗している。
事業開始後、実質2年目を迎え、今後は地域活動の中で、特にリーダー
的な役割を担う女性の増につながることをより意識した取組、フォローアッ
プが必要である。
引き続き、地域活動協議会を構成する各地域団体等への認知度向上を
図る。
拠点利用者やイベント参加者が任意で登録している「拠点メンバー」への
メール配信などで、地域での活動状況をフォローアップしつつ、拠点運営
事業者と、地域活動で、特にリーダー的な役割を担う女性の増につながる
ことをより意識した取組を検討する。

基本的方向２　地域における女性の活躍促進

計画における課題の認識

　女性は地域活動に参加している一方で、地域団体の会長等はほとんど男性で、女性が方針決定等にあたって中心的な役割を果たしているケースが限られている状況が見受けられる。引き
続き女性が地域活動に参画し、地域活動に女性の視点を反映することの意義・重要性やメリットについて広く市民に認識してもらうとともに、地域活動への参画に意欲のある女性の発掘、育
成、支援を行っていく必要がある。
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項目 主な取組み事業 平成30年度取組み実績 進捗状況、課題

（１）企業や地域活動に
おける方針決定過程へ
の女性の参画の促進

①企業人権推進協議会や経済団
体等と連携したセミナー等開催
②女性後継者特有の事業承継に
係る悩みや不安解決の為の交流
促進を支援

①
・経営層人権啓発講座において、女性活躍に関する講演
を実施（1回）
・労務・人権ブロック別講座において、女性活躍に関する
講演を実施（2回）
・企業人権推進協議会総会、経営者層人権啓発講座に
て女性活躍推進の取組について啓発
・大阪女性きらめき応援会議の構成団体の共催により、企
業の経営管理者層等を対象に、先進的な企業の取組の
共有や、キャリアアップしたい女性向け意識啓発、男性の
意識改革の手法などを提供するフォーラムを開催
②産業創造館における創業・新事業創出・経営革新支援
事業において交流会を実施
　・女性後継者のための交流会　１回　22人

企業・地域における女性の登用の促進については、計画どおり実施。
人権の意識や人権尊重の重要性について企業・事業所等の理解を深
め、人権意識を定着させていく必要があり、より効果的な研修となるよう
取り組んでいく。

（２）市政推進における女
性の参画拡大

①審議会等への女性委員の積極
的登用
②女性職員の管理職への登用

①審議会の委員数について、各所属あて調査を実施し、
ＨＰで公表するとともに、各所属へ取組みの強化について
協力を依頼した。
　市の審議会等において女性委員の占める割合36.5％
（平成31年4月1日現在）
②女性管理職の割合（H30）
　・課長級以上13.8％
　・係長級以上25.5％
　※市長部局（各委員会・市会事務局含む）における事務
系（事務・福祉・社教）

審議会等委員における女性委員の比率は前年度より改善した（36.1％
→36.5％）が、令和２年度までに40％以上という目標に向けて、引き続
き各所属に対して、更新のタイミングに取組を進めてもらうよう、注意喚
起する。
市役所における女性職員の管理職登用については、特定事業主行動
計画における数値目標（H32）の達成に向けて、引き続き、女性職員の
積極的な管理職登用を進めていく必要がある。

基本的方向３　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

計画における課題の認識

　国は、社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30％程度とすることを目標に掲げ取組みを進めている。
大阪市における民間企業等の管理的職業従事者における女性の割合は、徐々に増加しているものの、今後とも政府目標をふまえ、企業等における女性の管理職登用をさらに進める必要があ
る。
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項目 主な取組み事業 平成30年度取組み実績 進捗状況、課題

（１）女性に対する暴力の
予防と根絶のための基
盤づくり

①「女性に対する暴力をなくす運
動」実施期間の取組
②相談窓口の認知度向上のため
の取組

①・女性に対する暴力をなくす運動期間（11月12日～25
日）に街頭啓発キャンペーンを実施（啓発用絆創膏・カー
ドを配布　場所：ＨＥＰナビオ周辺　配布人数：500人。大
阪府と連携して啓発ティッシュを配布　場所：京橋駅周辺）
・男女共同参画情報誌クレオ10月～12月号において、啓
発記事を掲載
・各区の広報紙11月号に「女性に対する暴力をなくす運
動」の啓発記事を掲載
②・男女共同参画情報誌「クレオ」　年４回掲載
・女性に対する暴力をなくす運動期間における啓発など

犯罪が発生しにくい環境づくり、暴力根絶に向けた予防教育・啓発等
の取組み等を概ね計画どおり実施。
配偶者・パートナー間において「なぐる・ける」や「友達や身内とのメー
ルなどをチェックしたり、付き合いを制限する」などの行為を暴力として
認識する市民の割合や配偶者暴力相談支援センターの相談窓口の
認知度があがっておらず、さらに啓発・広報に取り組んでいく必要があ
る。

（２）ＤＶ被害者の自立支
援

①大阪市配偶者暴力相談支援セ
ンターの運営
②区保健福祉センターにおける相
談事業
③社会福祉施設におけるDV被害
女性の緊急一時保護
④加害者から追跡される危険性の
高い被害者に対し同行支援を実
施

①電話相談：1,013件　面談相談：193件
②電話相談：197件　面談相談：1,433件（２４区）
③緊急一時保護件数　１６５件
④同行支援件数　８２件

相談、被害者の一時保護、被害者の自立支援等を概ね計画どおり実
施。
引き続き円滑に事務を遂行するため、職員のスキルアップや関係機
関・関連施設との連携強化を図る必要がある。とりわけ、ＤＶと児童虐
待については密接な関係があることを踏まえ、これまで以上に緊密な
情報共有、連携に取り組んでいく必要がある。

　大阪府内における相談件数は全国的に見ても多く、その内容も複雑で深刻なケースが増えてきている。被害者の安全確保に向け、関係機関との連携を強化するとともに、自立支援に向けて
は、医療機関や福祉機関との一層の連携も必要である。また、相談機関の認知度については、依然として低く、さらなる広報・周知が必要であるとともに潜在的な被害者に対しどのように情報を
提供・発信していくか、その工夫が求められている。

計画における課題の認識

基本的方向４　女性に対するあらゆる暴力の根絶
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項目 主な取組み事業 平成30年度取組み実績 進捗状況、課題

（１）女性の生涯を通じた
健康保持・増進のための
施策の推進

①母子健康手帳の交付
②妊婦健康診査の実施
③母子訪問指導（新生児訪問指
導）・乳児家庭全戸訪問の実施

①保健福祉センターでの妊娠届の受付時、保健師による
母子手帳交付時面接を全員に行い、妊娠中や出産後の
不安を把握し個別指導を実施。
②妊産婦健康診査受診手帳（受診票）を交付し、妊婦健
康診査にかかる費用を公費負担
③出生家庭に対する訪問による把握率　　　100％

生涯を通じた女性の健康支援、妊娠・出産にかかる健康支援として、さ
まざまな世代の女性を対象とした事業を実施している。概ね計画どおり
に取組みを実施しており、引き続き制度等の周知や啓発に努める。

（２）男女の健康をおび
やかす問題についての
対策の推進

①がん検診等の個別受診勧奨
②ＨＩＶ検査の実施
③エイズ相談の実施

①個別受診勧奨通知を10月に16.3万人に、31年3月に
12.5万人に送付した。
※10月に送付した一定年齢層のうち、平成30年度５がん
受診者数合計18,470人(令和1.5.30現在見込）
②HIV検査受検者数：14,342名
③相談件数：8,519件

生活習慣病の予防の取組みは概ね計画どおりに実施。がん検診等の
勧奨については、効果があがっており、ターゲットや方法が適切だった
と評価できるが、新たなターゲット層を掘り起こすなど、引き続きより効
果的な啓発に取り組む。心の健康づくりの推進、性を理解するための
啓発・相談についても概ね計画どおり実施。HIV・性感染症について
は、若年層を中心に感染が拡大していることから、早期に感染を発見
し早期治療に結びつけるなど今後も継続した対策が必要であり、より多
くの市民に対して検査事業の周知や検査体制の拡充を図る必要があ
る。

計画における課題の認識

　男女ともに生涯を通じて健康を保つためには、生活習慣病の早期発見・早期治療を行うため各種がんの検診受診率の向上が必要である。妊娠・出産や女性特有の疾病など性差に応じた健
康管理や思春期、出産期、更年期、老年期等ライフステージに応じた取り組みを進めていく必要がある。さらに、喫煙による健康への影響について情報提供し、対策を講じていく必要がある。

基本的方向５　生涯を通じた健康支援
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項目 主な取組み事業 平成30年度取組み実績 進捗状況、課題

（１）生活上の困難を抱え
る女性等への自立支援

①ひとり親家庭等就業・自立支援
センター事業
②ひとり親家庭サポーターによる
就業相談
③スクールソーシャルワーカー活
用事業
④外国籍住民相談窓口の開設
⑤生活困窮者自立支援事業

①就職率（求職者登録者に対する就職者の割合）
46.0％
②ひとり親家庭サポーターの相談件数　3,800件
③スクールソーシャルワーカーがそれぞれ3～4区を担当
し、要請のあった学校園に合計236回の派遣を行い教職
員と協働した支援を行った。
④外国籍住民相談の受付総件数
　　大阪国際交流センターにおける実施分　 2,930件
　　　・大阪国際交流センター 多言語による相談 1,457件
　　　・法律相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   51件
　　　・市政・区政相談
　　　　（大阪国際交流センターにおける実施分） 1,422件
　　大阪国際交流センター以外における実施分
　　　・市政・区政相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71件
⑤24区新規相談受付人数計　8,385人

ひとり親家庭への自立支援については、求人倍率の低下等に伴い、
就職率が低下している。将来設計、自立マインドの構築から就職支
援、定着支援までを全面的にバックアップするサポート講座を、就業支
援講習会のメニューに追加するなど、引き続き就業支援に取り組む。
こどもの貧困対策については、概ね計画どおり実施。スクールソーシャ
ルワーカー活用事業については、事業への理解を深め、各校の活用
を推進していく。
複合的な課題を抱える人びとへの支援について、概ね計画どおり実
施。

（２）高齢者・障がいのあ
る人等が安心して暮らせ
る環境の整備

①高年齢者就業機会確保事業
（大阪市シルバー人材センター）
②一般介護予防事業
③障がい者自立支援事業
④大阪市成年後見支援センター

①(会員数)
30年度：9,749人（29年度：9,693人）
（就業延人員）
30年度：56,041人（29年度54,706人）
②住民主体の体操、運動等の通いの場の創出　新規105
箇所
　（参考）平成29年度実績：新規97箇所
③地域活動支援センター　54ヶ所（30年度実績）
居宅介護事業　利用人数：11,641人／月（平成30年度実
績）
④
・市民後見人バンク登録者数　30年度：241人（29年度：
234人）
・市民後見人の受任者数　30年度：207人（29年度：153
人）
・日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行者
数　30年度：78人

高齢者・障がいのある人への支援等について、概ね計画どおり実施。
成年後見支援センターについては、現在登録されている市民後見人
の高齢化が進んでおり、70歳定年による自然減が多い状況である。広
報を強化するとともに、養成講座の開催場所・時間帯、内容を工夫し、
参加しやすい環境を整備するなど、養成に取り組む。

基本的方向６　困難を抱えたあらゆる女性等が安心して暮らせるための支援

計画における課題の認識

大阪市でひとり親家庭の母親は８割以上が就労しているが、非正規雇用で働く人の割合は５割を超えていることから、子育てをしながら、自立した生活を営むことができるよう、引き続き支援をし
ていく必要がある。また、子どもの相対的貧困率は、昭和60年頃からおおむね上昇傾向にあり、平成28年の国民生活基礎調査では低下しているものの、依然としてOECD加盟国の平均を上
回っているため、教育や福祉等の分野において関連する取組みを推進し貧困状況の改善を図る必要がある。
高齢者、障がいのある人が男女ともに住み慣れた地域で安心して暮らし、社会参加ができる環境整備が必要であるとともに、複合的な課題により困難な状況にある人々に対し状況に応じた支
援を行うことが求められている。
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項目 主な取組み事業 平成30年度取組み実績 進捗状況、課題

①ファミリーサポートセンター事業
②子育て活動支援事業（子ども・
子育てプラザの運営）
③児童いきいき放課後事業及び留
守家庭児童対策事業の実施
④介護保険事業（在宅サービス）
⑤地域包括支援センターにおける
総合相談支援

①就学前：17,595人日　学童期：3,584人日
②市内24施設　のべ利用者数　912,886人
③登録児童数　48,356人
④第1号被保険者数　686,968 人（平成31年3月31日現
在）
要介護・要支援認定者数　176,330 人（平成31年3月31日
現在）
⑤年間実相談人員  65,104人

地域の子育て支援、子育てしやすい環境整備については、概ね計画
どおり実施。ファミリーサポートセンター事業については、他施策の充
実に伴って本事業における支援方法が変化しており、計画の修正を
行っているが、学童期の利用については、さらに、次期計画検討時期
に、実情を踏まえた計画を検討する。
介護サービスの充実については、概ね計画どおり実施。地域包括支援
センターにおける総合相談支援について、高齢者が身近なところで気
軽に相談や支援が受けられ、介護や援護が必要になっても可能な限り
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで
きるよう取り組んでいく。

【重点】保育サービスの充実
⑤計画的な保育所の整備
⑥人材確保対策事業
⑦一時預かり
⑧病児・病後児保育
⑨夜間保育

⑤平成30年度　52か所　1,878人分の入所枠を確保
⑥年間通じて確保した保育士数　　1,579人
⑦こども・子育て支援計画に基づき、計画的に実施施設
を整備。一時預かり（幼稚園型）については、全市立幼稚
園で実施。子ども・子育て支援新制度へ移行している私
立幼稚園等については72％の園において実施。
⑧こども・子育て支援計画に基づいたニーズ量を達成して
いたが、平成29年度末に１施設閉鎖したため、実施施設
の整備を行った。
⑧公立１施設、民間５施設において、夜間保育を実施。

保育所の整備については、市内中心部でマンション建設等により保育
ニーズが急激に増加する一方で、土地や賃貸物件の賃料が高額なた
め物件の確保が困難などの課題がある。大規模マンションの建設前に
保育所設置の事前協議を義務化するなど、様々な手法で待機児童の
解消に取り組む。
人材確保対策事業については、これまでに比べ大幅に実績が上がっ
ているが、目標数値には達していない。また、すでに保育所等に雇用
されている保育士の業務負担の軽減を図り、離職防止に取り組む必要
がある。保育士・保育所支援センター運営事業について、長期継続契
約として実施し、長期的な取り組みを行えるようにするなど、引き続き積
極的な保育士の確保と保育人材の定着を図る。
病児・病後児保育については、事業者を公募したが、実施に至らな
かったため、引き続き整備を行っていく。

（２）相談体制の充実及
び関連制度の理解促進

①クレオ大阪における相談事業
②クレオ大阪における情報提供事
業

①相談件数
    女性の悩み相談：14,688件　男性の悩み相談：275件
②情報誌クレオの発行（年４回・季刊に発行　３回：２万
部、１回：２万５千部）
・クレオ大阪ＨＰにおける情報発信のほか、図書の貸出・
レファレンスコーナーにおける閲覧、行政情報・施設情
報・人材情報の収集提供、啓発ビデオの収集・貸出等を
行った。

相談体制の充実・認知度の向上、法令・制度の理解促進については、
概ね計画どおり実施。
認知度については昨年度と横ばいの水準であり、引き続き認知度の向
上が課題である。指定管理者と連携し、紙媒体・電子媒体の双方を積
極的に活用し、情報発信の機会を拡大するとともに、よりわかりやすい
内容となるよう工夫をして、認知度の向上を図る。

（１）男女の多様な選択を
可能にする育児・介護の
支援基盤の整備

基本的方向７　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備

計画における課題の認識

　長時間労働、男性中心型の労働慣行が存在する中で、育児・介護については女性の負担が依然として多くなっている現状があり、今後見直しや、ワーク・ライフ・バランスの推進を図るととも
に、男女ともに仕事と育児・介護を両立し多様な生き方、働き方を選択できるよう、特に女性の離職の主因ともなっている育児・介護について、支援基盤の充実を図ることが必要である。
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項目 主な取組み事業 平成30年度取組み実績 進捗状況、課題

（１）男女平等、男女共同
参画の理解促進

①男女平等教育の推進
②男女平等に基づく進路指導
③男女共同参画普及啓発事業
④クレオにおける講座・セミナーの
実施

①『学校園における人権教育・啓発推進計画』実施計画」
の年度末評価において「女性の人権」について実施した
学校園の割合は29％
②進路指導主事対象研修（年2回）、授業における均等法
や男女基本法の学習など
③区の啓発イベントにおけるのべ参加者数　6,492人
④各クレオで男女共同参画に関する講座・セミナーを実
施

学校・地域・企業での教育・啓発を通じた男女平等・男女共同参画意
識の醸成、男女共同参画や女性の活躍促進にかかる情報発信、男女
共同参画推進に向けた調査・研究の実施については、概ね計画どおり
実施。
男女平等教育の推進について、個別的な人権課題として「女性の人
権」を取り上げて実施した学校園の割合は、目標の３５％に満たなかっ
たので、より多くの学校園で「女性の人権」を取り上げるように各学校園
に指導していく。

（２）男女がともに地域活
動に参画するための意
識啓発

①大阪市市民活動総合支援事業
（市民活動総合ポータルサイト、交
流の場の開催）
②市民活動総合支援事業（市民
活動総合相談窓口）
③市民活動推進助成事業

①・ポータルサイト利用登録団体のうち、団体の活動を進
めるために活用できた割合：40.3％
・新たに生まれた連携取組の成立件数：17件
②相談件数302件　満足度99.2%
③平成30年度から引き続き申請可能な3団体のうち１団体
が継続助成を希望し、審査の結果継続）

地域活動への参加を促す情報発信・相談、地域で活動する市民・団
体の支援などについて概ね計画どおり実施。
大阪市市民活動総合ポータルサイトについては、認知度の向上に努
めるとともに、登録団体に対する活用を促進する必要がある。「交流の
場」については、市内で分散して開催するなどより参加しやすくなるよう
工夫をする。

（３）男性の意識改革の
促進

【重点】
①男性への意識啓発事業
②父親の育児参加啓発事業

①　区民まつり等地域イベントや父親講座等で「イクメン・
チェックシート」を配布、啓発。
市長・知事・大阪労働局長からのメッセージ動画、市長と
企業トップによる宣言リレー動画を配信。
男性への意識啓発を促す冊子等を紹介したチラシを関係
団体へ配布、地下鉄駅に配架。
情報誌クレオ、HP等の媒体で「イクメン・チェックシート」、
「イクメンインタビュー記事」を掲載。
中小企業のためのフォーラムでのイクメン・ロールモデル
によるワークショップ開催。
リーディングカンパニー対象の女性活躍セミナー等の機
会を活用した働きかけを実施。

②　区民センターにおいて、年15回、1,562組(3,099人)に
対して、参加型育児セミナーを実施。

男性を対象とした固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発、
男性の家庭生活や地域活動への参画の促進について、女性の活躍
促進情報発信事業も活用して、計画どおり実施。
「子育て期の女性の就労状況などに関する調査」の結果から、「勤め先
に子育てと仕事の両立を支援する雰囲気がない」などの課題が見られ
たことを踏まえ、男性が家事・育児等に参画することの必要性について
の意識啓発が必要である。
両立が課題となる場面を迎えている子育て層などをターゲットに、イクメ
ン・ロールモデル、啓発ハンドブックなど、既存の啓発素材も活用する
とともに、両立支援講座などの事業実施内容をホームページに掲載す
るなど、情報発信の手法等も工夫をしながら啓発を進める。

基本的方向８　男女共同参画を推進する教育・啓発の充実

計画における課題の認識

　平成27年度市民意識調査によると、「男性は仕事、女性は家庭を中心にする」という考え方について、肯定する割合は、依然半数近くを占めている。固定的な性別役割分担意識が女性の継
続就労や活躍促進に影響を与えないよう、男女共同参画についての理解を高めるための啓発が必要である。
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項目 主な取組み事業 平成30年度取組み実績 進捗状況、課題

（４）多様な選択を可能に
する教育・学習機会の充
実

①キャリア教育推進事業（小中学
校）【重点】
②大阪市女性活躍リーディングカ
ンパニー認証制度【重点】

①キャリア教育研修　年２回実施
・職業講話・職業見学等（全小学校）
・職業講話や職場体験学習等（全中学校）
・体系的な「キャリア学習」に取り組むための年間指導計
画作成の指導　全小・中学校で作成
②リーディングカンパニー認証事業の中で、多様な働き方
や仕事と家庭の両立をテーマに、大学生が企業取材し、
特色ある取組を紹介する「リーディングカンパニー図鑑」の
作成、発表、意見交換会の実施

多様な生き方・働き方を学び可能性を広げる学習機会の提供、これか
ら就職する若者に対する意識啓発、生涯学習の機会の充実について
は、概ね計画どおり実施。
キャリア教育については、小学校から中学校の各段階に適切に位置づ
け、PTAや地域の人材活用はもちろん、関係機関と密接に連携し、より
効率的・効果的なキャリア教育の推進を図る。
リーディングカンパニー認証企業と連携した、これから就職する若者に
対する多様な働き方の意識啓発については、企業訪問や意見交換等
を通じて、大学生等が自ら考える機会を提供する。

（５）男女共同参画の視
点を踏まえた情報発信

①クレオにおける講座の実施 ①「ニュースを読む」等関連講座　実施回数３回、受講者
数93名

男女共同参画の視点からの適切な行政広報・情報発信の推進、男女
共同参画の視点をふまえた表現等の推進については概ね計画どおり
実施。
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項目 主な取組み事業 平成30年度取組み実績 進捗状況、課題

（１）男女共同参画の視
点を踏まえた地域防災
の推進

①大阪市防災会議への女性委員
の登用
②クレオにおける講座等の実施
③災害時におけるクレオの活用に
向けた検討

①女性委員登用数：44名中11名が女性、25％
②クレオでの講座開催：計６回、１４３名
　地域出前セミナー：計30回、１，４３４名
③内閣府が作成した「災害時における男女共同参画セン
ターの役割調査報告書」を参考に、災害時にクレオ大阪
が果たすべき役割について検討し、マニュアルを作成し
た。

市地域防災計画における女性の参画拡大、地域防災活動への女性の
参画、 男女共同参画センターを活用した地域防災の取組みの強化に
ついて、概ね計画どおり実施。
大阪市防災会議への女性の登用について、会議の構成員を変更し、
女性委員の割合を高めた。
男女共同参画センターが災害時に担うべき役割については、マニュア
ルは初動対応と基本的な考え方を整理したものとしており、臨機応変
に対処することが求められるため、引き続き、災害が発生した時の対応
について指定管理者と意見交換していく必要がある。

項目 主な取組み事業 平成30年度取組み実績 進捗状況、課題

（１）男女共同参画にか
かる国際的取組みの情
報発信

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用
した啓発

国際的な取組をテーマとしたセミナー等の開催。
・シンポジウム ＳＤＧｓ達成に向けたパートナーシップ（6月
23日：クレオ中央）
・上本町ＳＤＧｓ大学　公益財団法人太平洋交流センター
と共催で、ＳＤＧｓ達成に関心のある方のネットワークを形
成
情報誌クレオ等を活用した情報発信
・大阪市・シカゴ市姉妹都市提携45周年記念・女性フォー
ラム（10月23日：クレオ中央）

男女共同参画に関する海外の動向等について、情報発信・啓発を
行った。引き続き情報収集を行い、情報発信・啓発に努める必要があ
る。特に、2025年大阪・関西万博の開催目的であるSDGs（持続可能な
開発目標）が達成された社会に向けて、ＳＤＧsについて積極的に情報
発信していく。

国際社会との協調した取組みの推進については、情報誌クレオを活用し、ジェンダー・ギャップ指数のランキングを掲載するなど、日本の状況についての啓発に取り組んでいるが、今後さらに
国際的な取組についても市民に情報発信を行い、男女共同参画の取り組むを進めていく必要がある。

計画における課題の認識

　大震災の教訓から、避難所における男女によるニーズの違いが明らかになっているなど、災害対応において、男女共同参画の視点が欠かせないことが認識されている。今後、地域防災活動
においては、女性の視点をふまえた避難所運営が行われるよう女性の参画を進めるなど、男女共同参画に立った取り組みを進めていくことが求められている。

計画における課題の認識

基本的方向１０　国際社会と協調した取組みの推進

基本的方向９　男女共同参画の視点に立った防災・減災対策
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資料3

指標項目 計画策定時 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 目標値 備考

平成28年度調査 平成28年度調査 平成32年度

全体　26.6%
大企業　54.5％

中小企業　23.7％
―

全体　26.6%
大企業　54.5％

中小企業　23.7％
― ―

全体　44%以上
大企業　80％以上

中小企業　40％以上

平成28年度調査 平成28年度調査 平成32年度

全体　67.9%
大企業　90.9％

中小企業　65.5％
―

全体　67.9%
大企業　90.9％

中小企業　65.5％
― ―

全体　84%以上
大企業　98％以上

中小企業　82％以上

平成27年平均 平成27年平均 平成28年平均 平成29年平均 平成30年平均 平成32年平均

68.7% 68.7% 70.6% 72.1% 71.7% 72.7％以上

平成27年平均 平成27年平均 平成28年平均 平成29年平均 平成30年平均 平成32年平均

5.1% 5.0% 4.9% 4.0% 6.0% ４％以内

平成25年度調査 平成27年度調査 平成28年度調査 平成29年度調査 平成30年度調査 平成32年度

34.8%
（市民意識調査）

―
49.1%

（世論調査）
51.8%

（世論調査）
57.7%

（世論調査）
60％以上

基
本
的
方
向
１

※年度の表記は、計画策定時の元号（平成）表記としています。

成果指標・活動指標及び参考指標の現状値一覧

「ワーク・ライフ・バラン
ス」について「ある程度
知っている」「聞いたこと
がある」と答えた市民の
割合

大阪府と全国平均女性
（35～44歳）の就業率の
差

女性の管理職登用を進
めている企業の割合

* 従業員数３０１人以上の企業
を大企業、従業員数
３００人以下の企業を中小企業
としている。

市民局「企業に
おける女性活躍
促進に関する調

査」

成
果
指
標

総務省
「労働力調査」

指標

女性の継続就労を進め
ている企業の割合

* 従業員数３０１人以上の企業
を大企業、従業員数
３００人以下の企業を中小企業
としている。

市民局「企業に
おける女性活躍
促進に関する調

査」

市民局「男女共
同参画に関する
市民意識調査」

大阪市世論調査

女性（25～54歳）の就業
率（大阪府）

総務省
「労働力調査」
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指標項目 計画策定時 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 目標値 備考指標

平成28年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 毎年度

９回 ― ９回 ２２回 28回 年９回以上

平成29年度 平成30年度 平成29～32年度

― ― ― 101社 21社 計400件以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成28～32年度

1,131人 1,131人 1,171人 1,528人 1,420人 計5,900人以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成28～32年度

16件 16件 19件 15件 16件 計120件以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成32年度

5.6% 5.6% 7.2% 7.8% 9.1% 13%

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成32年度

77.4% 77.4% 72.4% 67.5% 75.8% 100%

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成32年度

49.0% 49.0% 48.6% 52.0% 54.5% 100%

基
本
的
方
向
１

大阪市職員（市長部局）
の育児参加休暇の取得
率

人事室
「大阪市特定事
業主行動計画」

市民局調べ

人事室
「大阪市特定事
業主行動計画」

大阪市の男性職員（市
長部局）の育児休業等
の取得率

大阪市職員（市長部局）
の配偶者分べん休暇の
取得率

活
動
指
標

市民局調べ

市民局調べ

（１）－②

（2）-③

（３）－
①②③

（３）－①

（5）-①

（5）-①

（5）-①

女性の起業に向けた相
談件数

「ワーク・ライフ・バラン
ス」の意義、重要性につ
いての啓発（情報誌、
ホームページ等の活用
やさまざまな団体と連携
した啓発回数）

市民局調べ

人事室
「大阪市特定事
業主行動計画」

女性活躍促進の取組み
について支援を行った中
小企業等の数

就労支援関連事業によ
る女性就職者数
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指標項目 計画策定時 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 目標値 備考指標

平成27年度調査 平成27年度調査 平成28年度調査 平成29年度調査 平成30年度調査 平成32年度

52.1%
（市民意識調査）

52.1%
45.8%

（世論調査）
53.7%

（世論調査）
49.4％

（世論調査）
60％以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成28～32年度

４回 ５回 ４回 ６回 6回 計30回以上

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成28～32年度

― ― 366人 1,029人 1,242人 計4,000人以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成28～32年度

４回 ５回 ４回 ６回 ６回 計30回以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成28～32年度

16件 16件 19件 15件 16件 計120件以上

「女性チャレンジ応援拠
点」の利用者数

市民局調べ

地域で活躍している女性
の活動事例等の情報発
信回数（情報誌、女性活
躍Webサイト等を活用し
た情報発信回数）

市民局調べ

地域で女性が活躍しや
すくなっていると答えた
市民の割合

基
本
的
方
向
２

成
果
指
標

（１）－①

（2）-①

（2）-①
（再掲）

市民局「男女共
同参画に関する
市民意識調査」

大阪市世論調査

地域で活躍している女性
の活動事例等の情報発
信回数（情報誌、女性活
躍Webサイト等を活用し
た情報発信回数）

市民局調べ

市民局調べ
女性の起業に向けた相
談件数

（2）-②
（再掲）

活
動
指
標
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指標項目 計画策定時 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 目標値 備考指標

平成28年4月1日現在 平成27年4月1日現在 平成28年4月1日現在 平成29年4月1日現在 平成30年4月1日現在 平成31年4月1日現在 平成32年4月1日現在

35.0% 31.7% 35.0% 35.2% 36.1% 36.5% 40％以上

平成28年10月1日現在 平成28年10月1日現在 平成29年10月1日現在 平成30年10月1日現在 平成32年10月1日現在

25.1% ― 25.1% 25.5% 25.5% 30%

平成22年調査 平成27年調査

17.7% 20.1% ― ― ― ―

平成28年4月1日現在 平成28年4月1日現在 平成29年4月1日現在 平成30年4月1日現在 平成31年4月1日現在 平成32年4月1日現在

38
（全審議会数95） ―

38
（全審議会数95）

36
（全審議会数96）

40
（全審議会数97）

47
（全審議会数101）

審議会の
半数以上

平成27年度調査 平成27年度調査 平成28年度調査 平成29年度調査 平成30年度調査 平成32年度

87.2%
（市民意識調査）

87.2%
78.5%

（世論調査）
82.0%

（世論調査）
80.5%

（世論調査）
100%

平成27年度調査 平成27年度調査 平成28年度調査 平成29年度調査 平成30年度調査 平成32年度

46%
（市民意識調査）

46.0%
43.3%

（世論調査）
46.3%

（世論調査）
42.2%

（世論調査）
70%以上

平成27年度調査 平成27年度調査 平成28年度調査 平成29年度調査 平成30年度調査 平成32年度

15.4%
（市民意識調査）

15.4%
26.7%

（世論調査）
22.2%

（世論調査）
21.1%

（世論調査）
50%

基
本
的
方
向
３

市の審議会等において
女性委員の占める割合

市役所（市長部局）の係
長以上管理職に占める
女性の割合（事務系）

女性委員の比率が40％
に達成している審議会
数

配偶者・パートナー間に
おいて「なぐる・ける」を
暴力として認識する市民
の割合

配偶者・パートナー間に
おいて「友達や身内との
メールなどをチェックした
り、付き合いを制限する」
を暴力として認識する市
民の割合

市民局「男女共
同参画に関する
市民意識調査」

大阪市世論調査

市民局「男女共
同参画に関する
市民意識調査」

大阪市世論調査

市民局調べ

市民局「男女共
同参画に関する
市民意識調査」

大阪市世論調査

配偶者暴力相談支援セ
ンターの相談窓口の認
知度

管理的職業従事者にお
ける女性の割合

人事室
「大阪市特定事
業主行動計画」

市民局調べ

国勢調査

成
果
指
標

成
果
指
標

（１）－①

（2）-①

参
考
指
標

活
動
指
標

基
本
的
方
向
４
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指標項目 計画策定時 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 目標値 備考指標

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 毎年度

年18回 年18回 年20回 年20回 年２０回 年20回以上

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成32年度

― ― 93.5% 93.4% 94.1% 70％以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

3,079件
(3,234件)

3,079件
(3,234件)

3,115件
(3,278件)

3,553件
(3,833件)

3,371件
（3,640件）

―

平成28年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成35年度

①31.0％
②33.6％

③男性：35.2％
　 女性：28.5％
④男性：32.8％
   女性：27.5％
⑤男性：40.1％
   女性：31.1％

―

①31.0％
②33.6％

③男性：35.2％
　 女性：28.5％
④男性：32.8％
   女性：27.5％
⑤男性：40.1％
   女性：31.1％

― ―

①～⑤
各50％以上

①53,700人以上
②75,900人以上
③46,500人以上
④109,400人以上
⑤69,700人以上

基
本
的
方
向
５

成
果
指
標

（2）-①

参
考
指
標

大阪市のDV相談件数
（大阪市のDV相談
窓口における相談件数）

市民局調べ

すこやか大阪21

緊急一時保護先からの
退所者に対するアン
ケートで意識が「前向き
に変化」したと回答した
割合

DVや相談窓口について
の認知度向上のための
啓発回数（ホームペー
ジ・情報誌・男女共同参
画センターイベント等活
用した啓発回数）

市民局調べ

市民局調べ

活
動
指
標

（１）－②

（2）-①②

がん検診受診率
①乳がん（40歳以上女
性）
②子宮頸がん（20歳以
上女性）
③胃がん（40歳以上）
④大腸がん（40歳以上）
⑤肺がん（40歳以上）

基
本
的
方
向
４
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指標項目 計画策定時 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 目標値 備考指標

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

287,624人 287,624人 283,398人 277,826人 270,567人 ―

平成28年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成35年度

男性：32.0％
女性：13.4％

―
男性：32.0％
女性：13.4％

― ― 男性:28.2％以下
女性:11.8％以下

平成27年平均 平成27年平均 平成28年平均 平成29年平均 平成30年平均 平成32年平均

68.7% 68.7% 70.6% 72.1% 71.7% 72.7％以上

平成26年度調査 平成28年度調査 平成29年度調査 平成30年度調査 平成32年度

57.3% ― 59.9% 64.1% 65.0% 60％以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年

7,285人 7,285人 8,419人 8,001人 8,385人 年9,000人以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成32年度

231人 231人 234人 237人 241人 300人

基
本
的
方
向
５

基
本
的
方
向
６

活
動
指
標

大阪市
市政モニター

女性（25～54歳）の就業
率（大阪府）
(再掲)

総務省
「労働力調査」

高齢者が住み慣れた地
域で安心して暮らせるま
ちであると思う市民の割
合

成
果
指
標

（2）-④

活
動
指
標

参
考
指
標

（1）-②

（1）-③

妊婦健康診査の実施人
数 (受診延人数 )

成人（男性・女性）喫煙
率

生活困窮者の自立相談
支援機関における相談
者数

（2）-①

市民後見人バンク
登録者数

福祉局調べ

こども青少年局
調べ

福祉局調べ

すこやか大阪21
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指標項目 計画策定時 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 目標値 備考指標

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

2,562件 2,562件 2,665人 2,625件 2,706件 ―

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

299,736件 299,736件 302,386件 353,867件 395,587件 ―

平成27年4月1日現在 平成27年4月1日現在 平成28年4月1日現在 平成29年4月1日現在 平成30年4月1日現在 平成31年4月1日現在 平成31年4月1日現在

49,385人 49,385人 50,640人 52,297人 55,652人 57,651人 54,386人

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

36,426人 36,426人 39,699人 40,953人 40,117人 40,953人

平成27年～31年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30～31年度

保育所等入所枠を
新たに5,001人分確保

2,013人分 1,990人分 4,745人分 1,878人分
4,054人分の

新たな入所枠を確
保

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

984,059人日 984,059人日 979,942人日 992,588人日 989,843人日 990,595人日

基
本
的
方
向
６

基
本
的
方
向
７

活
動
指
標

参
考
指
標

（1）-①

（１）－①

（2）-②

ひとり親家庭等自立支
援センター事業相談件
数

（1）-①

保育所等入所枠確保数

一時預かり事業
（述べ人数）

保育所等の利用定員数

福祉局調べ

大阪市こども・
子育て支援計画

大阪市こども・
子育て支援計画

病児・病後児利用確保
数（延べ人数）

こども青少年局
調べ

大阪市こども・
子育て支援計画

大阪市こども・
子育て支援計画

地域包括支援センター
の相談件数

成
果
指
標
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指標項目 計画策定時 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 目標値 備考指標

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

102ヶ所 102ヶ所 102ヶ所 110ヶ所 116か所 129ヶ所

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

44,138人 44,138人 46,246人 47,544人 48,356人 43,304人

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成32年度

　　ア 275,583回/週
　　イ 61,834回/週
　　ウ　　　―
　　エ 10,838人

　　ア 275,583回/週
　　イ 61,834回/週
　　ウ　　　―
　　エ 10,838人

　　ア 293,734回/週
　　イ44,360回/週
　　ウ23,150回/週
　　エ 11,677人

　 ア 307,532回/週
 　イ 44,794回/週
　 ウ　20,923回/週
   エ 12,272人

　 ア 310,569回/週
 　イ 46,346回/週
　 ウ 24,416回/週
   エ 13,248人

　 ア 328,811回/週
　 イ 47,168回/週
 　ウ25,333回/週
 　エ14,200人

平成27年度調査 平成27年度調査 平成28年度調査 平成29年度調査 平成30年度調査 平成32年度

24.5% 24.5% 28.5% 24.4% 23.3% 30%以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 毎年度

年18回 年18回 年18回 年20回 年20回 年20回以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

15,786件 15,786件 15,636件 14,268件 14,688件 ―

基
本
的
方
向
７

活
動
指
標

（1）-②

（1）-④

（1）-②

市民局調べ

市民局調べ（2）-①

活
動
指
標

（2）-①

参
考
指
標

成
果
指
標

地域子育て支援拠点事
業
（実施箇所数）

大阪市世論調査

大阪市こども・
子育て支援計画

相談窓口についての認
知度向上のための啓発
回数（ホームページ・情
報誌・男女共同参画セン
ターイベント等活用した
啓発回数）

女性の悩み相談件数

女性の悩み相談の認知
度

児童いきいき放課後事
業及び留守家庭児童対
策事業
利用児童数

大阪市高齢者保
健福祉計画・介
護保険事業計画

介護保険サービス量
　ア　訪問介護サービス
　イ　通所介護サービス
　ウ　地域密着型サービス
　エ　特別養護老人ホーム
(定員数)

大阪市こども・
子育て支援計画
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指標項目 計画策定時 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 目標値 備考指標

平成27年度調査 平成27年度調査 平成29年度調査 平成30年度調査 平成32年度

12.7%
（市民意識調査）

12.7%
（市民意識調査）

―
14.6％

（世論調査）
13.6％

（世論調査）
20%以上

平成29年度 平成30年度 平成32年度

― ― ― 51.7% 53.8% 30%以上

平成27年度調査 平成27年度調査 平成32年度

41.4% 41.4% ― ― ― 30%以下

平成27年度調査 平成27年度調査 平成32年度

①家事36.7%
②育児20.1%

①家事36.7%
②育児20.1%

― ― ―
①家事　50%以上
②育児　30%以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 毎年度

178講座 178講座 155講座 151講座 151講座
年150講座

（各館30講座）以上

平成28年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 毎年度

９回 ― ９回 22回 28回 年９回以上

社会全体として平等であ
ると思う市民の割合

市民局「男女共
同参画に関する
市民意識調査」

平日において、家事・育
児に費やす時間が30分
を超える市民の割合*（２
０歳～４０歳代男性）

市民局「男女共
同参画に関する
市民意識調査」

大阪市世論調査

市民局調べ

市民局調べ

大阪市世論調査

男女共同参画センター
における講座・セミナー
数

市民局「男女共
同参画に関する
市民意識調査」

「ワーク・ライフ・バラン
ス」の意義、重要性につ
いての啓発（情報誌、
ホームページ等の活用
やさまざまな団体と連携
した啓発回数）

「男女共同参画社会」に
ついて「ある程度内容を
知っている」「聞いたこと
がある」と答えた市民の
割合

男性は仕事、女性は家
庭を中心とするという考
え方を肯定する市民の
割合

成
果
指
標

（１）－①
（再掲）

（１）－①

基
本
的
方
向
８

活
動
指
標
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指標項目 計画策定時 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 目標値 備考指標

平成29年度 平成30年度 平成32年度

― ― ― 96.8% 100% 70％以上

平成29年度 平成30年度 平成32年度

― ― ― 96.5% 91.4% 70％以上

平成26年度調査 平成29年度調査 平成30年度調査

①男性の回答：23.8％
   女性の回答：23.1％
 20歳代の回答：35.5％
②男性の回答：33.6％
   女性の回答：36.1％
20歳代の回答：41.8％

― ―

①男性の回答：27.8％
   女性の回答：35.2％
 20歳代の回答：42.9％
②男性の回答：35.4％
   女性の回答：44.4％
20歳代の回答：43.0％

①男性の回答：32.0％
   女性の回答：39.6％
 20歳代の回答：45.3％
②男性の回答：40.3％
   女性の回答：45.7％
20歳代の回答：45.9％

―

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 毎年度

178講座 178講座 155講座 151講座 151講座
年150講座

（各館30講座）以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成32年度

71.2% 71.2% 98.8% 100.0% 90.8% 80％以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 毎年度

４回 ４回 ３回 ３回 ３回 年４回以上

（3）-①②

活
動
指
標

国際的な取組みの紹介・情
報発信回数（ホームペー
ジ・情報誌・イベント等を活
用した発信回数）

（1）-②

参
考
指
標

活
動
指
標

（１）－①

（5）－①
（再掲）

活
動
指
標

市民局調べ

男性の意識啓発に向けた
イベント等の参加者アン
ケートで、「男性も仕事と家
庭を両立させ、家事・育児
等に参画する必要がある」
と答えた男性の割合

大学生を対象とした啓発事
業等の参加者アンケート
で、「多様な働き方や仕事
と家庭を両立させることの
重要性について認識でき
た」と回答した人の割合

男性と女性のそれぞれ
について「仕事と家庭生
活・地域活動の関係にお
いて両立させるのが望ま
しい」と回答した市民の
割合
①男性のありかた
②女性のありかた

市民局調べ

男女共同参画センター
における講座・セミナー
数

防災に関する講座・セミ
ナー等において、地域防災
活動に女性の参画が必要
だと思う参加者の割合

市民局調べ

大阪市世論調査

市民局調べ

市民局調べ

基
本
的
方
向
１
０

基
本
的
方
向
９

（4）-②

基
本
的
方
向
８

（3）-②
（4）-②

活
動
指
標
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指標項目 計画策定時 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 目標値 備考指標

平成29年度 平成30年度 平成29～32年度

― ― ― 101社 21社 計400件以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成28～32年度

1,131人 1,131人 1,171人 1,528人 1,420人 計5,900人以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成28～32年度

４回 ５回 ４回 ６回 6回 計30回以上

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成28～32年度

― ― 366人 1,029人 1,242人 計4,000人以上

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成28～32年度

16件 16件 19件 15件 16件 計120件以上

女性活躍促進の取組み
について支援を行った中
小企業等の数

就労支援関連事業によ
る女性就職者数

「女性チャレンジ応援拠
点」の利用者数

地域で活躍している女性
の活動事例等の情報発
信回数（情報誌、女性活
躍Webサイト等を活用し
た情報発信回数）

女性の起業に向けた相
談件数

③地域で活躍する
女性の支援

①女性の登用、働
きやすい職場づくり
に取り組み中小企

業等への支援

②女性の就業支援

市民局調べ

市民局調べ

市民局調べ

市民局調べ

市民局調べ

重
点
的
取
組
み

(

活
動
指
標

）

28



指標項目 計画策定時 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 目標値 備考指標

平成27年～31年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30～31年度

保育所等入所枠を
新たに5,001人分確保 2,013人分 1,990人分 4,745人分 1,878人分

4,054人分の
新たな入所枠を確

保

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

984,059人日 984,059人日 979,942人日 992,588人日 989,843人日 990,595人日

平成28年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 毎年度

９回 ― ９回 22回 28回 年９回以上

平成29年度 平成30年度 平成32年度

― ― ― 96.8% 100.0% 70％以上

平成29年度 平成30年度 平成32年度

― ― ― 96.5% 91.4% 70％以上

男性の意識啓発に向け
たイベント等の参加者ア
ンケートで、「男性も仕事
と家庭を両立させ、家
事・育児等に参画する必
要がある」と答えた男性
の割合

④保育サービスの
充実

⑤仕事と家庭の両
立に向けた意識改

革の推進

大学生を対象とした啓発
事業等の参加者アン
ケートで、「多様な働き方
や仕事と家庭を両立させ
ることの重要性について
認識できた」と回答した
人の割合

保育所等入所枠確保数

一時預かり事業
（述べ人数）

「ワーク・ライフ・バラン
ス」の意義、重要性につ
いての啓発（情報誌、
ホームページ等の活用
やさまざまな団体と連携
した啓発回数）

市民局調べ

大阪市こども・
子育て支援計画

大阪市こども・
子育て支援計画

市民局調べ

市民局調べ

重
点
的
取
組
み

(

活
動
指
標

）
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４ 審議会からの主な意見、評価結果のまとめ 

外部の視点からの検証・評価を行うため、令和元年７月 11 日（木）に第 36 回男女共同参画審議会を開催し、市民局において

整理した計画の進捗状況・課題等について説明を行い、委員の意見を聴取しました。 

３つの施策の基本的方向ごとの主な意見は、以下のとおりです。 

 

資料４ 施策の基本的方向別の委員の主な意見 

 

＜施策分野１ あらゆる分野における女性の活躍の促進について＞ 

●全体的に、取組として計画どおりに行えているということは分かった。その取組によって、どのような結果が得られたのか、課題は何 

なのか、それを踏まえて、次年度はどのような取組をするのか。取組を強化するのであれば、具体的にどのようなことを強化するの

か。そうした点をより具体的にあげていただくと、評価するにあたって、意見が言いやすいと思う。 

●女性の多様な働き方の実現は、ほかの事業にも波及効果が高い項目ではないかと考えている。 

 事業の認知度や参加者の掘り起こしが課題となっており、区役所をはじめ関係機関が実施する女性向けのイベントの情報を収集し、

広報協力を依頼するということだが、目標達成にむけ取り組んでほしい。 

●「子育て期の女性の就労状況などに関する調査」の結果に関連して、回答された中で、１人目の子どもが小学校に入学したという人の

母数が特に多いので、「１人目」の課題について注意深くみて、いろんな施策を考えてもらった方がいいのかなと思う。 

●地域における女性の活躍促進について、活動の担い手不足が大きな問題となっている。特に市内ではマンションに引越ししてこられ

た方たちが町会に加入しないし、働きかけていく手段がない。結果、昼間に家にいる高齢の女性が、子育て支援、高齢者福祉サービ

ス、防災訓練、餅つき大会などに参加している。女性の地位を向上させていくためにも、まずは、対価が無いボランティア活動に理解

を持って積極的に参加する住民を増やしていくことが大きな課題である。そのうえで男女問わず、出来る人が率先して地域活動に取

り組めばよい。 

●様々なことを決定する場に女性が参画するのはとても重要なことである。数字だけが大事だとは思わないが、審議会等の女性委員の

比率について、昨年度より上昇はしたが、令和 2 年度までに 40％となると、あと 3.5％以上あげる必要があり、各審議会への注意喚

起がさらに必要である。 

 大阪市の施策として、各審議会において必ず女性を 4 割以上にするというような方針をたてることはできないか。 

●市役所の管理職に占める女性の割合について、平成 32 年度までに 30％の目標達成のためには、あと 4.5 ポイント上げないといけない
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ことになる。自治体や民間企業でこの数値を上げるのに苦労していることはよく理解している。管理職の数としては、まず係長を増

やして底辺を広げていくということと思うが、そろそろ課長級まで効果がでてきてもよいのではないか。 

●管理職になって働きたいという女性の意欲は、若い世代では強まっていると思うので、将来的には良くなっていくだろう。ただ、意欲

が高くても、子育てや介護といったものが、壁となっている。そこで、男性の育児休業など子育て支援の取組を女性のキャリアアップ

との関係でぜひ考えていただきたい。キャリアアップを単独で考えるのではなく、全体としてキャリアアップできる環境になってい

るかをご検討してほしい。 

●女性のキャリアアップの壁と考えられるものとしては、長時間労働がある。 

 わかりやすい例として、学校をあげると、女性校長が少ないのだが、それは、校長になる前のポストである女性教頭が少ないからであ

る。教頭は、学校の中で一番忙しいポジションになっており、自分の生活をなげうって仕事だけに集中できる人でないと教頭になれ

ないという状況が長く続いてきている。 

 大阪市役所の中の壁は何があるのか、意欲だけでは乗り切るのが難しいところは何か。具体的にあぶりだして、その解決策を検討し

てほしい。 

●市役所における男性職員の育児休業、配偶者分娩休暇及び育児参加の取得率において、目標に対する達成度が低い。男性の働き方が、

女性活躍や働き方改革、就業率向上に大きく影響することは言うまでもない。大阪市職員が率先垂範しなければ、大阪市民や企業の

意識改革を促す事はできない。他の施策と比較して市長のトップダウンで大きく改善できる施策なので、是非スピード感を持って遂

行していただきたい。弊社の事例では、トップが３歳までの子を持つ男性従業員に１カ月以上の育休を 100％取得する事を宣言し、実

際に 100％取得している。取得支援のツールの整備、処遇の担保等（最初の１カ月は有給、育休を取得することが、賞与、退職金の算

出、昇進昇格に一切影響しないこと）を明確にし、安心して取得できるように発信している。大阪市としても、本気で取り組むことが

伝わる市長のコミットを期待する。特に管理職に対して取得させることを徹底する仕組み（管理職の責務として対象者リストをもと

に推奨する等）を具体的に示す事が重要。男女ともに、仕事も家事育児も積極的に関わる大阪市の姿勢を示して、他の施策牽引の原動

力としていただきたい。 

 

＜施策分野２ 安全で安心な暮らしの支援について＞                                

●「生涯を通じた健康支援」で、取組事業としては、周産期をターゲットにしている事業が多い。女性の生涯を通じた健康問題として

は、月経や更年期など、また、男性の更年期障害など、周産期以外の課題についても取り組む必要があるのではないか。 

●子宮は女性のみが持っているものであるということを踏まえると、妊娠・出産というプロセスを経る、その部分の健康問題が非常に
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重要になってくる。思春期前からの、月経も含めた健康増進にむけた支援もすごく必要ではないかと思っている。すべての人が妊娠・

出産するわけではない。また、妊娠・出産をする以前の教育または支援が必要。昨今の妊娠しにくくなっている問題に取り組むこと

も必要ではないかと思う。 

 

＜施策分野３ 男女共同参画社会の実現に向けた社会環境の整備について＞ 

●男性の意識改革の促進について、個人的な意見かもしれないが、イクメンという言葉はもう古いように思う。 

 最近、若い子育て中の男性は育児も積極的に参加している方が多い。そういう人は「自分は父親なだけ」と言う。イクメンと呼ぶこと

が時代と合わなくなってきている印象をもっている。 

 大阪市として、男性の育児参加を促進していく中でイクメンにかわる言葉というか、新しいイメージを打ち出していくといいのではな

いかと思う。 

●イクメンに代わる新しい概念を作るのではなく、イクメンが古いことをアピールすることで、親として子育ては当たり前だということ

を啓発する手もあるのではないか。 

●親として当たり前のことをしているという捉え方をする方も増えてきつつある一方、まったく子育てに参画しない男性もやはり多いと

思う。そこの底上げが必要である。二極化しているように感じる。 

 みんなが親になっていくのが当たり前という意識改革、社会のありようを変えていくことがすごく必要だと思う。 
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審議会委員の意見をふまえ、計画に基づく取組みの平成 30年度実施状況について評価結果を以下にとりまとめました。 

 

資料５ 評価結果のまとめ 

施策分野１ あらゆる分野における女性の活躍の促進                              

 
 
 
・ 女性の多様な働き方の実現は、ほかの事業にも波及効果が高い項目ではないかと考えている。事業の認知度や参加者の掘り起こしが課題と

なっており、区役所をはじめ関係機関が実施する女性向けのイベントの情報を収集し、広報協力を依頼するということだが、目標達成にむけ

取り組んでほしい。 
・ 「子育て期の女性の就労状況などに関する調査」の結果に関連して、回答された中で、１人目の子どもが小学校に入学したという人の母数が

特に多いので、「１人目」の課題について注意深くみて、いろんな施策を考えてもらった方がいいのかなと思う。 
 
 
 
 
・ 女性の地域活動への参画促進のための環境づくりについては、地域活動の担い手不足が大きな問題であり、特に、マンション住民などの地域

団体（自治会・町内会等）への未加入者にどのように働きかけていくかが課題である。女性の地位を向上させていくためにもまずは、ボラン

ティアである地域活動に理解をもって積極的に参加する住民を増やしていくことも重要である。 
 
 
 
・ 様々なことを決定する場に女性が参画するのはとても重要なことである。数字だけが大事だとは思わないが、審議会等の女性委員の比率に

ついて、昨年度より上昇はしたが、令和 2 年度までに 40％となると、あと 3.5％以上あげる必要があり、各審議会への注意喚起がさらに必要

◇基本的方向１ 雇用等における女性の活躍促進と両立支援 

 

◇基本的方向２ 地域における女性の活躍促進 

◇基本的方向３ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 
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である。 
・ 管理職になって働きたいという女性の意欲は、若い世代では強まっていると思うので、将来的には良くなっていくだろう。ただ、意欲が高く

ても、子育てや介護といった壁があるので、男性の育児休業など子育て支援の取組を女性のキャリアアップとの関係で考えていただくなど、

全体としてキャリアアップできる環境になっているかをご検討してほしい。 
・ 大阪市役所の中で意欲だけでは乗り切るのが難しいところは何か、具体的にあぶりだしてその解決策を検討してほしい。 
・ 市役所における働きやすい職場づくりについて、男性の育児休業や配偶者分べん休暇の取得率に関して、目標に対する達成度が低い。大阪市

が率先垂範しなければ大阪市民や企業の意識改革を促すことができないので、スピード感をもって取り組んでほしい。特に管理職に対して

取得させることを徹底する仕組みを具体的に示す事が重要。男女ともに、仕事も家事育児も積極的に関わる大阪市の姿勢を示して、他の施策

牽引の原動力としていただきたい。 
 
 

施策分野２ 安全で安心な暮らしの支援                           

 
 
 
・ 配偶者・パートナー間において「なぐる・ける」や「友達や身内とのメールなどをチェックしたり、付き合いを制限する」などの行為を暴力

として認識する市民の割合や配偶者暴力相談支援センターの相談窓口の認知度があがっておらず、さらに啓発・広報に取り組んでいく必要が

ある。 
・ DV 被害者の自立支援については、引き続き、職員のスキルアップや関係機関・関連施設との連携強化を図るともに、とりわけ、ＤＶと児童虐待に

ついては密接な関係があることを踏まえ、これまで以上に緊密な情報共有、連携に取り組んでいく必要がある。 
 
 
 
・ 女性の生涯を通じた健康保持・増進のための施策の推進について、周産期だけでなく男女を問わず様々な世代を対象として、さまざまな健康問題に

◇基本的方向４ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

◇基本的方向５ 生涯を通じた健康支援 

 



 
35 

 

関する課題に取り組んでいくべきである。 
・ 健康支援に関する事業について、引き続き、制度等の周知や啓発に取り組むべきである。 
 
 
 
 
・ ひとり親家庭への自立支援については、求人倍率の低下等に伴い就職率が低下している。事業が拡充されるなど取組は推進されているが、従来から

の事業も含め、引き続き就業支援に取り組む必要がある。 
 

施策分野３ 男女共同参画社会の実現に向けた社会環境の整備                 

 
 
 
・ 男女の多様な選択を可能にする育児・介護の支援基盤の整備について、管理職になって働きたいという若い世代の意欲は高まってきていると思う

が、子育てや介護などが壁になっている現状がある。今後、ワーク・ライフ・バランスの推進を図るとともに、女性がキャリアアップするための環

境整備が重要である。 
 
 
 
・ 男性の意識改革の促進について、イクメンという言葉が古いという意見があるなど、親として当たり前のことをしていると捉えている人が増えてき

ている一方で、全く子育てに参画しない男性もやはり多い。二極化しているように感じるので、全体の底上げが必要である。みんなが親になってい

くのが当たり前という意識改革が必要だと思う。 
 
 

◇基本的方向６ 困難を抱えたあらゆる女性等が安心して暮らせるための支援 

◇基本的方向７ 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 

◇基本的方向８ 男女共同参画を推進する教育・啓発の充実 
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・ 男女共同参画の視点を踏まえた地域防災の推進について、防災会議への女性の登用に取り組み、女性委員の割合を高めている。女性ならではの視点

が重要であると言われている中で、あて職などにより男性が就いている場合も多いが、引き続き女性委員の登用に努めてほしい。 
 
 
 
・ 男女共同参画にかかる国際的取組みの情報発信について、２０２５年大阪・関西万博でＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）が達成された社会を目指し

ていることを踏まえ、ＳＤＧｓについて積極的に情報発信していく必要がある。 

◇基本的方向９ 男女共同参画の視点に立った防災・減災対策 

◇基本的方向 10 国際社会と協調した取組みの推進 
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参 考 資 料 



参考資料

運営
方針

局策
定の
計画

その
他

１－（１）①
イ

①

【人権啓発・相談センター】
人権の意識や人権尊重の重要性について企業・
事業所等の理解を深め、人権意識を定着させて
いく取組みが必要であり、より効果的な研修とな
るよう、講師の選定が必要。

1 ア

企業の経営・管理者層を対
象に、経済団体等と連携し、
長時間労働など働き方の見
直しなど働き続けやすい職
場環境についてセミナー・研
修会を開催するなど意識啓
発に取り組みます。

企業人権推進協議会や経
済団体等と連携したセミ
ナー等開催

・企業人権推進協議会総会、経営者層人権啓発講座にて女性活躍推
進の取組について啓発（男女共同参画課）
・公益社団法人関西経済連合会の共催により、働き方改革にかかるセ
ミナーを実施（男女共同参画課）
大阪市企業人権推進協議会への委託事業で、企業・事業所等を対象に
した、女性活躍推進やハラスメント等に関する研修を実施する。（人権
啓発相談センター）

平成30年度実績及び自己評価調査票  (全事業の自己評価調査票)         

2
クレオ大阪におけるセミ
ナーの実施

ワーク・ライフ・バランス等をテーマとして、企業及び地域等における取
組を推進する人材を啓発し、育成するセミナー等を開催する。

【中央】
・家事と仕事を効率化するための動線収納の考え方を学び、ワー
ク・ライフ・バランス実現に向けた日々の暮らしの在り方について
考えることを狙いとした「ワーク・ライフ・バランス実現のための動
線収納セミナー」を実施した。（実施回数2、受講者数40）
・働き方改革関連法案やパワーハラスメント法整備に向けての最
新情報を学び、働きやすい職場づくりに向けて企業がどのような
準備をすべきかを学ぶ「企業のためのパワハラ×働き方改革対策
セミナー」を実施した。（実施回数2、受講者数46）
・大阪市ワーク・ライフ・バランス推進月間に合わせた啓発（8～9
月）を実施した。
・情報誌クレオにて「パワー・ハラスメントの予防と解決」と「大阪市
ワーク・ライフ・バランス推進月間案内」について特集し、啓発に取
り組んだ。
【子育て館】
・タイムマネジメント等を効率的に実践するポイントを学ぶ「ワーク・
ライフ・バランス応援講座」を実施した。（実施回数２　受講者数
74）
【西】
・8月「大阪市ワーク・ライフ・バランス推進月間」に合わせて、ワー
ク・ライフ・バランスをテーマとしたブックフェアを実施した。
【南】
・8月「大阪市ワーク・ライフ・バランス推進月間」に合わせて、主催
事業の広報物にロゴマークを掲載する等で啓発に取り組んだ。
【東】
・8月「大阪市ワーク・ライフ・バランス推進月間」に合わせて、啓発
パネルや図書を展示し、啓発に取り組んだ。

①

・ 令和元年度は4月に働き方改革関連法が施行
されるなど、ワーク・ライフ・バランス等の取組を
推進する人材の啓発・育成はより重要性を増して
おり、引き続き、取組を進める必要がある。

１－（１）①
ア

計画の具体的取組み 平成30年度取組み内容

イ

①経
営・管
理者層
の意識
啓発

事業番号

企業のトップや管理職が「イ
クボス」として、部下のワー
ク・ライフ・バランスの推進や
家事・育児・介護への参加を
促すよう啓発に取り組みま
す。

平成30年度取組み実績

自己評価

課題と改善策事業名

【人権啓発・相談センター】
・経営層人権啓発講座において、女性活躍に関する講演を実施（1
回）
アンケートにおいて、講座内容が「活用できると思う・どちらかとい
えば思う」評価：91％
労務・人権ブロック別講座において、女性活躍に関する講演を実
施（2回）
アンケートにおいて、講座内容が「活用できると思う・どちらかとい
えば思う」評価：97.5％

【男女共同参画課】
・企業人権推進協議会総会、経営者層人権啓発講座にて女性活
躍推進の取組について啓発
・大阪女性きらめき応援会議の構成団体の共催により、企業の経
営管理者層等を対象に、先進的な企業の取組の共有や、キャリア
アップしたい女性向け意識啓発、男性の意識改革の手法などを提
供するフォーラムを開催



運営
方針

局策
定の
計画

その
他

計画の具体的取組み 平成30年度取組み内容事業番号 平成30年度取組み実績

自己評価

課題と改善策事業名

3
大阪市ワーク・ライフ・バラ
ンス推進月間

「ワーク・ライフ・バランス推進月間」を設定し、大阪女性きらめき応援会
議構成団体や市の各部局の事業と連携しロゴマークを活用して広く情
報発信を実施する。

・ 8月を「ワーク・ライフ・バランス推進月間」として設定し、大阪女
性きらめき応援会議構成団体や市の各部局の事業と連携し、ロゴ
マークも活用して広く企業、地域、社会に情報発信を行った。
・ 各種媒体を通じた情報発信、推進月間に賛同する企業の募集、
期間中の余暇を楽しむイベントの広報などを行った。

①

・ 令和元年度は4月に働き方改革関連法が施行
されるなど、働き方改革元年とも言われており、
雇用関連施策の動きとも連携しながら、取組を強
化する必要がある。
・ 大阪労働局、府、市、経済団体等が参画する
「大阪働き方改革推進会議」では、平成30年度か
ら、11月を「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バラン
ス推進月間」を設定することとしたことから、今
後、大阪女性きらめき応援会議構成団体と共に、
同月間と連携した取組への移行と内容の充実を
検討する。

4
１－（１）②

ア
ア

短時間正社員やテレワーク
など多様な働き方を支援す
る企業等における取組みの
好事例について情報発信を
行うなど、広報・啓発に取り
組みます。

女性の活躍促進情報発信
事業

Ｗｅｂサイト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」におい
て、多様な働き方を支援する企業等における取組の好事例について情
報発信を行う。また、企業の経営管理者層等に対して、先進的な取組
の必要性が浸透し、事例を参考に取組が普及するよう、女性活躍の先
進的な取組についてのハンドブック（仮）を作成する。

女性活躍応援サイト「きらめく女性の応援ひろば」による情報発信
（HPページビュー数：63,988）
・リーディングカンパニー認証企業情報の更新（毎月）
・同市長表彰企業の先進的な取組等の紹介（6社×2件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）
・市長・知事・大阪労働局長からのメッセージ動画、市長と企業トッ
プによる宣言リレー動画の配信
・中小企業の先進的な事例等を紹介したフォーラムのコンテンツ、
ハンドブック等の発信
・大阪市の男女共同参画、女性活躍促進の取組の紹介
・Facebook、Twitter、LINE＠、Instagramによる情報発信等

①

・ HPやSNSのアクセス数等は順調に増加してい
るが、近年、情報媒体の多様化が進んでおり、広
報対象となる属性に応じた発信媒体の活用が求
められている。
・ 発信媒体ごとの特性を活かした効果的な発信
に取り組む。

5
１－（１）②

イ
イ

男性従業員の家事や育児・
介護、地域活動への参画を
支援する企業を「イクメン推
進企業」として広報します。

大阪市女性活躍リーディン
グカンパニー認証制度

企業等からの認証申請のうち、「男性の育児や家事、地域活動への参
画支援」のチェック項目でファーストステージ、セカンドステージとも1項
目以上の取組が認められた企業等を「イクメン推進企業」として広報す
る。

リーディングカンパニー認証件数47件（累計406件）・イクメン推進
企業11件（累計147件）
女性活躍ネットワークフォーラム〔先進事例共有等〕
女性活躍セミナー〔先進事例共有等〕（年4回）
チャレンジ企業認証件数8件（累計109件）及び、企業の取組支援
（随時）
女性活躍チャレンジセミナー〔先進事例共有等〕
チャレンジ企業説明会〔制度説明等〕
リーディングカンパニー市長表彰（最優秀賞2社、優秀賞3社、特別
賞1社）
多様な働き方や仕事と家庭の両立をテーマに、大学生が企業取
材し、特色ある取組を紹介する「リーディングカンパニー図鑑」の
作成、発表、意見交換会の実施　ほか

①

・ 認証制度発足後の社会環境の変化等を踏ま
え、認証基準の見直し等、制度検証を行いなが
ら、リーディングカンパニー認証件数の令和2年
度中の500件達成にむけて、取組を継続する必要
がある。
・ 「子育て期女性の就労状況に関する調査」で明
らかとなった課題等を踏まえ、女性活躍の取組が
進んでいない中小企業等に対する働きかけ、取
組支援などを通じて、女性活躍に取り組む企業
の底上げを図る。
・ また、リーディングカンパニー認証企業と連携し
た、これから就職する若者に対する多様な働き方
の意識啓発については、企業訪問や意見交換等
を通じて、大学生等が自ら考える機会を提供す
る。

【人権啓発・相談センター】
・経営層人権啓発講座において、女性活躍に関する講演を実施（1
回）
アンケートにおいて、講座内容が「活用できると思う・どちらかとい
えば思う」評価：91％
労務・人権ブロック別講座において、女性活躍に関する講演を実
施（2回）
アンケートにおいて、講座内容が「活用できると思う・どちらかとい
えば思う」評価：97.5％

【男女共同参画課】
・企業人権推進協議会総会、経営者層人権啓発講座にて女性活
躍推進の取組について啓発
・大阪女性きらめき応援会議の構成団体の共催により、企業の経
営管理者層等を対象に、先進的な企業の取組の共有や、キャリア
アップしたい女性向け意識啓発、男性の意識改革の手法などを提
供するフォーラムを開催
（１－（１）①ア再掲）

①

【人権啓発・相談センター】
人権の意識や人権尊重の重要性について企業・
事業所等の理解を深め、人権意識を定着させて
いく取組みが必要であり、より効果的な研修とな
るよう、講師の選定が必要。
（１－（１）①ア再掲）

②仕事
と育児・
介護等
の両立
支援

ウ

経済団体等とも連携し、企業
に対し、従業員が育児・介護
休業等を取得しやすい職場
環境づくり等を進めるよう啓
発を行います。

企業人権推進協議会等と
連携したセミナー等開催
（再掲）

・企業人権推進協議会総会、経営者層人権啓発講座にて女性活躍推
進の取組について啓発（男女共同参画課）
・公益社団法人関西経済連合会の共催により、働き方改革にかかるセ
ミナーを実施（男女共同参画課）
大阪市企業人権推進協議会への委託事業で、企業・事業所等を対象に
した、女性活躍推進やハラスメント等に関する研修を実施する。（人権
啓発相談センター）
（１－（１）①ア再掲）

6
１－（１）②

ウ
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7
１－（１）②

エ
エ

ワーク・ライフ・バランス推進
の意義、重要性が広く社会
的に認められるよう、官民連
携・協働してキャンペーンを
展開します。

大阪市ワーク・ライフ・バラ
ンス推進月間（再掲）

「ワーク・ライフ・バランス推進月間」を設定し、大阪女性きらめき応援会
議構成団体や市の各部局の事業と連携しロゴマークを活用して広く情
報発信を実施する。（１－（１）①イ再掲）

・ 8月を「ワーク・ライフ・バランス推進月間」として設定し、大阪女
性きらめき応援会議構成団体や市の各部局の事業と連携し、ロゴ
マークも活用して広く企業、地域、社会に情報発信を行った。
・ 各種媒体を通じた情報発信、推進月間に賛同する企業の募集、
期間中の余暇を楽しむイベントの広報などを行った。

①

・ 令和元年度は4月に働き方改革関連法が施行
されるなど、働き方改革元年とも言われており、
雇用関連施策の動きとも連携しながら、取組を強
化する必要がある。
・ 大阪労働局、府、市、経済団体等が参画する
「大阪働き方改革推進会議」では、平成30年度か
ら、11月を「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バラン
ス推進月間」を設定することとしたことから、今
後、大阪女性きらめき応援会議構成団体と共に、
同月間と連携した取組への移行と内容の充実を
検討する。

9
１－（２）①

イ
イ

女性活躍推進の職場環境づ
くりを進める「大阪市女性活
躍リーディングカンパニー認
証企業（以下、認証企業とい
う）」等を増やすとともに、認
証企業等をPRし、社会的な
評価を高めます。

大阪市女性活躍リーディン
グカンパニー認証制度（再
掲）

大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証を受けることで企業のＰＲ
や人材確保につながったといった具体的なメリットや実績について積極
的に情報発信を行い、認証を申請するよう広く企業に働きかける。

【業績目標】
企業調査において、「認証済」「認証をめざしている」「認証制度について
関心がある」と回答した企業の割合：15％以上

リーディングカンパニー認証件数47件（累計406件）・イクメン推進
企業11件（累計147件）
女性活躍ネットワークフォーラム〔先進事例共有等〕
女性活躍セミナー〔先進事例共有等〕（年4回）
チャレンジ企業認証件数8件（累計109件）及び、企業の取組支援
（随時）
女性活躍チャレンジセミナー〔先進事例共有等〕
チャレンジ企業説明会〔制度説明等〕
リーディングカンパニー市長表彰（最優秀賞2社、優秀賞3社、特別
賞1社）
多様な働き方や仕事と家庭の両立をテーマに、大学生が企業取
材し、特色ある取組を紹介する「リーディングカンパニー図鑑」の
作成、発表、意見交換会の実施　ほか

②

・ 認証制度発足後の社会環境の変化等を踏ま
え、認証基準の見直し等、制度検証を行いなが
ら、リーディングカンパニー認証件数の令和2年
度中の500件達成にむけて、取組を継続する必要
がある。
・ 「子育て期女性の就労状況に関する調査」で明
らかとなった課題等を踏まえ、女性活躍の取組が
進んでいない中小企業等に対する働きかけ、取
組支援などを通じて、女性活躍に取り組む企業
の底上げを図る。
・ また、リーディングカンパニー認証企業と連携し
た、これから就職する若者に対する多様な働き方
の意識啓発については、企業訪問や意見交換等
を通じて、大学生等が自ら考える機会を提供す
る。

企業人権推進協議会や経
済団体等と連携したセミ
ナー等開催（再掲）

・企業人権推進協議会総会、経営者層人権啓発講座にて女性活躍推
進の取組について啓発（男女共同参画課）
・公益社団法人関西経済連合会の共催により、働き方改革にかかるセ
ミナーを実施（男女共同参画課）
大阪市企業人権推進協議会への委託事業で、企業・事業所等を対象に
した、女性活躍推進やハラスメント等に関する研修を実施する。（人権
啓発相談センター）
（１－（１）①ア再掲）

【人権啓発・相談センター】
・経営層人権啓発講座において、女性活躍に関する講演を実施（1
回）
アンケートにおいて、講座内容が「活用できると思う・どちらかとい
えば思う」評価：91％
労務・人権ブロック別講座において、女性活躍に関する講演を実
施（2回）
アンケートにおいて、講座内容が「活用できると思う・どちらかとい
えば思う」評価：97.5％

【男女共同参画課】
・企業人権推進協議会総会、経営者層人権啓発講座にて女性活
躍推進の取組について啓発
・大阪女性きらめき応援会議の構成団体の共催により、企業の経
営管理者層等を対象に、先進的な企業の取組の共有や、キャリア
アップしたい女性向け意識啓発、男性の意識改革の手法などを提
供するフォーラムを開催
（１－（１）①ア再掲）

①

【人権啓発・相談センター】
人権の意識や人権尊重の重要性について企業・
事業所等の理解を深め、人権意識を定着させて
いく取組みが必要であり、より効果的な研修とな
るよう、講師の選定が必要。
（１－（１）①ア再掲）

①企業
のモチ
ベー
ションの
向上

8
１－（２）①

ア
ア

企業の経営・管理者層に対
し、セミナー・研修会を通じて
職場で女性が活躍する意
義・メリット等について啓発を
行います。
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10 ウ

認証企業の中から、先進性
に富む、あるいは地道な努
力を行っている企業等を表
彰し、PRします。

大阪市女性活躍リーディン
グカンパニー認証制度（再
掲）

認証企業の中から、先進性に富む、あるいは地道な努力を行っている
企業等を選出し表彰する。

リーディングカンパニー認証件数47件（累計406件）・イクメン推進
企業11件（累計147件）
女性活躍ネットワークフォーラム〔先進事例共有等〕
女性活躍セミナー〔先進事例共有等〕（年4回）
チャレンジ企業認証件数8件（累計109件）及び、企業の取組支援
（随時）
女性活躍チャレンジセミナー〔先進事例共有等〕
チャレンジ企業説明会〔制度説明等〕
リーディングカンパニー市長表彰（最優秀賞2社、優秀賞3社、特別
賞1社）
多様な働き方や仕事と家庭の両立をテーマに、大学生が企業取
材し、特色ある取組を紹介する「リーディングカンパニー図鑑」の
作成、発表、意見交換会の実施　ほか

①

・ 認証制度発足後の社会環境の変化等を踏ま
え、認証基準の見直し等、制度検証を行いなが
ら、リーディングカンパニー認証件数の令和2年
度中の500件達成にむけて、取組を継続する必要
がある。
・ 「子育て期女性の就労状況に関する調査」で明
らかとなった課題等を踏まえ、女性活躍の取組が
進んでいない中小企業等に対する働きかけ、取
組支援などを通じて、女性活躍に取り組む企業
の底上げを図る。
・ また、リーディングカンパニー認証企業と連携し
た、これから就職する若者に対する多様な働き方
の意識啓発については、企業訪問や意見交換等
を通じて、大学生等が自ら考える機会を提供す
る。

11
総合評価一般競争入札制
度における取組み

継続実施予定（契約管財局）
総合評価一般競争入札発注時に評価項目として設定のうえ発注
発注件数：1件（住吉区）

総合評価一般競争入札発注時に評価項目として設定（19件）（契
約管財局）
発注件数：1件（住吉区）

① ―

12 １－（2）①エ
指定管理者制度における
選定基準の改正

現在においては予定はないが、ガイドラインの記載内容に変更の必要
が生じた場合、記載内容を変更する。（契約管財局）
現在においては予定はないが、ガイドラインの記載内容に変更の必要
が生じた場合、記載内容を変更する。（住吉区）

ガイドラインの記載内容は変更せず、継続して実施している。 ① ―

13
１－（２）②

ア
ア

認証企業等の先進的な取組
事例について情報提供を行
うとともに、企業間での交流
の機会を提供します。

大阪市女性活躍リーディン
グカンパニー認証制度（再
掲）

ネットワークフォーラムの実施や企業間の情報交流等の機会を設け、情
報・ノウハウの提供等を行い、取組のさらなる推進を支援する。

リーディングカンパニー認証件数47件（累計406件）・イクメン推進
企業11件（累計147件）
女性活躍ネットワークフォーラム〔先進事例共有等〕
女性活躍セミナー〔先進事例共有等〕（年4回）
チャレンジ企業認証件数8件（累計109件）及び、企業の取組支援
（随時）
女性活躍チャレンジセミナー〔先進事例共有等〕
チャレンジ企業説明会〔制度説明等〕
リーディングカンパニー市長表彰（最優秀賞2社、優秀賞3社、特別
賞1社）
多様な働き方や仕事と家庭の両立をテーマに、大学生が企業取
材し、特色ある取組を紹介する「リーディングカンパニー図鑑」の
作成、発表、意見交換会の実施　ほか

①

・ 認証制度発足後の社会環境の変化等を踏ま
え、認証基準の見直し等、制度検証を行いなが
ら、リーディングカンパニー認証件数の令和2年
度中の500件達成にむけて、取組を継続する必要
がある。
・ 「子育て期女性の就労状況に関する調査」で明
らかとなった課題等を踏まえ、女性活躍の取組が
進んでいない中小企業等に対する働きかけ、取
組支援などを通じて、女性活躍に取り組む企業
の底上げを図る。
・ また、リーディングカンパニー認証企業と連携し
た、これから就職する若者に対する多様な働き方
の意識啓発については、企業訪問や意見交換等
を通じて、大学生等が自ら考える機会を提供す
る。

14
１－（２）②

イ
イ

「大阪市女性活躍リーディン
グカンパニー認証事業（以
下、認証事業という）」を通じ
て、企業に対し、啓発と合わ
せて職場環境整備に向けた
情報・ノウハウの提供等を行
います。

大阪市女性活躍リーディン
グカンパニー認証制度（再
掲）

ネットワークフォーラムの実施や企業間の情報交流等の機会を設け、情
報・ノウハウの提供等を行い、取組のさらなる推進を支援する。
（１－（２）②ア再掲）

リーディングカンパニー認証件数47件（累計406件）・イクメン推進
企業11件（累計147件）
女性活躍ネットワークフォーラム〔先進事例共有等〕
女性活躍セミナー〔先進事例共有等〕（年4回）
チャレンジ企業認証件数8件（累計109件）及び、企業の取組支援
（随時）
女性活躍チャレンジセミナー〔先進事例共有等〕
チャレンジ企業説明会〔制度説明等〕
リーディングカンパニー市長表彰（最優秀賞2社、優秀賞3社、特別
賞1社）
多様な働き方や仕事と家庭の両立をテーマに、大学生が企業取
材し、特色ある取組を紹介する「リーディングカンパニー図鑑」の
作成、発表、意見交換会の実施　ほか

①

・ 認証制度発足後の社会環境の変化等を踏ま
え、認証基準の見直し等、制度検証を行いなが
ら、リーディングカンパニー認証件数の令和2年
度中の500件達成にむけて、取組を継続する必要
がある。
・ 「子育て期女性の就労状況に関する調査」で明
らかとなった課題等を踏まえ、女性活躍の取組が
進んでいない中小企業等に対する働きかけ、取
組支援などを通じて、女性活躍に取り組む企業
の底上げを図る。
・ また、リーディングカンパニー認証企業と連携し
た、これから就職する若者に対する多様な働き方
の意識啓発については、企業訪問や意見交換等
を通じて、大学生等が自ら考える機会を提供す
る。

１－（２）①
ウ

②情
報・ノウ
ハウ等
提供に
よる支
援

エ

 公共調達において、公正
性、経済性及び品質の確保
に配慮しつつ、積極的に女
性の活躍促進に取り組んで
いる企業等へのインセンティ
ブの付与を行います。
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15
１－（２）②

ウ
ウ

短時間正社員やテレワーク
など多様な働き方を支援す
る取組みについて、好事例
の発信を行い、普及に努め
ます。

女性の活躍促進情報発信
事業（再掲）

Ｗｅｂサイト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」におい
て、多様な働き方を支援する企業等における取組の好事例について情
報発信を行う。また、企業の経営管理者層等に対して、先進的な取組
の必要性が浸透し、事例を参考に取組が普及するよう、女性活躍の先
進的な取組についてのハンドブック（仮）を作成する。
（１－（１）②ア再掲）

女性活躍応援サイト「きらめく女性の応援ひろば」による情報発信
（HPページビュー数：63,988）
・リーディングカンパニー認証企業情報の更新（毎月）
・同市長表彰企業の先進的な取組等の紹介（6社×2件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）
・市長・知事・大阪労働局長からのメッセージ動画、市長と企業トッ
プによる宣言リレー動画の配信
・中小企業の先進的な事例等を紹介したフォーラムのコンテンツ、
ハンドブック等の発信
・大阪市の男女共同参画、女性活躍促進の取組の紹介
・Facebook、Twitter、LINE＠、Instagramによる情報発信等

①

・ HPやSNSのアクセス数等は順調に増加してい
るが、近年、情報媒体の多様化が進んでおり、広
報対象となる属性に応じた発信媒体の活用が求
められている。
・ 発信媒体ごとの特性を活かした効果的な発信
に取り組む。

16
１－（２）③

ア
ア

大企業に比べ、女性の登用
や女性が活躍し続けられる
職場づくりが進んでいない中
小企業における課題や支援
ニーズ等を把握する調査を
実施します。

企業における女性の活躍
に関する調査事業

経済団体と連携した調査実施を検討 ・ オンラインアンケートシステムを活用した調査の実施 ③

・ オンラインアンケートシステムを活用して実施し
たが、有意な調査回答数を得ることができなかっ
た。
・ 調査方法の再検討が必要。

１－（２）③
ウ

ウ

認証事業を拡充し、女性が
働きやすい職場づくりを進め
ようとしている意欲的な中小
企業を認証・PRするととも
に、取組みの向上に向け、
各企業のニーズ・状況をふ
まえた情報・ノウハウ提供等
の支援を行います。

大阪市女性活躍リーディン
グカンパニー認証制度（再
掲）

女性が活躍できる職場環境づくりを進めようとしている取組初期段階の
中小企業を「チャレンジ企業」として認証し、取組が進むよう各企業の
ニーズ・状況に応じて必要な情報・ノウハウを提供するなどの支援を行
う。
【業務目標】
チャレンジ企業として認証した企業（100社想定）にて行うアンケートにお
いて「支援を通じて取組が進展した（認証基準においてクリアする項目
数が増えた）」と回答した企業の割合　70％以上

リーディングカンパニー認証件数47件（累計406件）・イクメン推進
企業11件（累計147件）
女性活躍ネットワークフォーラム〔先進事例共有等〕
女性活躍セミナー〔先進事例共有等〕（年4回）
チャレンジ企業認証件数8件（累計109件）及び、企業の取組支援
（随時）
女性活躍チャレンジセミナー〔先進事例共有等〕
チャレンジ企業説明会〔制度説明等〕
リーディングカンパニー市長表彰（最優秀賞2社、優秀賞3社、特別
賞1社）
多様な働き方や仕事と家庭の両立をテーマに、大学生が企業取
材し、特色ある取組を紹介する「リーディングカンパニー図鑑」の
作成、発表、意見交換会の実施　ほか

②

・ 認証制度発足後の社会環境の変化等を踏ま
え、認証基準の見直し等、制度検証を行いなが
ら、リーディングカンパニー認証件数の令和2年
度中の500件達成にむけて、取組を継続する必要
がある。
・ 「子育て期女性の就労状況に関する調査」で明
らかとなった課題等を踏まえ、女性活躍の取組が
進んでいない中小企業等に対する働きかけ、取
組支援などを通じて、女性活躍に取り組む企業
の底上げを図る。
・ また、リーディングカンパニー認証企業と連携し
た、これから就職する若者に対する多様な働き方
の意識啓発については、企業訪問や意見交換等
を通じて、大学生等が自ら考える機会を提供す
る。

イ

経済団体と連携し中小企業
の経営層を対象としたセミ
ナー・研修会を開催するな
ど、職場環境整備を促進し
ます。

③中小
企業の
ニーズ
をふま
えた
支援

17
１－（２）③

イ

企業人権推進協議会や経
済団体等と連携したセミ
ナー等開催（再掲）

・企業人権推進協議会総会、経営者層人権啓発講座にて女性活躍推
進の取組について啓発（男女共同参画課）
・公益社団法人関西経済連合会の共催により、働き方改革にかかるセ
ミナーを実施（男女共同参画課）
大阪市企業人権推進協議会への委託事業で、企業・事業所等を対象に
した、女性活躍推進やハラスメント等に関する研修を実施する。（人権
啓発相談センター）
（１－（１）①ア再掲）

【人権啓発・相談センター】
・経営層人権啓発講座において、女性活躍に関する講演を実施（1
回）
アンケートにおいて、講座内容が「活用できると思う・どちらかとい
えば思う」評価：91％
労務・人権ブロック別講座において、女性活躍に関する講演を実
施（2回）
アンケートにおいて、講座内容が「活用できると思う・どちらかとい
えば思う」評価：97.5％

【男女共同参画課】
・企業人権推進協議会総会、経営者層人権啓発講座にて女性活
躍推進の取組について啓発
・大阪女性きらめき応援会議の構成団体の共催により、企業の経
営管理者層等を対象に、先進的な企業の取組の共有や、キャリア
アップしたい女性向け意識啓発、男性の意識改革の手法などを提
供するフォーラムを開催
（１－（１）①ア再掲）

①

【人権啓発・相談センター】
人権の意識や人権尊重の重要性について企業・
事業所等の理解を深め、人権意識を定着させて
いく取組みが必要であり、より効果的な研修とな
るよう、講師の選定が必要。
（１－（１）①ア再掲）
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18
１－（２）③

エ
エ

認証企業など先進的な取組
みを行いモデルとなる中小
企業の取組みの好事例を積
極的に情報発信します。

女性の活躍促進情報発信
事業（再掲）

Ｗｅｂサイト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」におい
て、多様な働き方を支援する企業等における取組の好事例について情
報発信を行う。また、企業の経営管理者層等に対して、先進的な取組
の必要性が浸透し、事例を参考に取組が普及するよう、女性活躍の先
進的な取組についてのハンドブック（仮）を作成する。
（１－（１）②ア再掲）

女性活躍応援サイト「きらめく女性の応援ひろば」による情報発信
（HPページビュー数：63,988）
・リーディングカンパニー認証企業情報の更新（毎月）
・同市長表彰企業の先進的な取組等の紹介（6社×2件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）
・市長・知事・大阪労働局長からのメッセージ動画、市長と企業トッ
プによる宣言リレー動画の配信
・中小企業の先進的な事例等を紹介したフォーラムのコンテンツ、
ハンドブック等の発信
・大阪市の男女共同参画、女性活躍促進の取組の紹介
・Facebook、Twitter、LINE＠、Instagramによる情報発信等

①

・ HPやSNSのアクセス数等は順調に増加してい
るが、近年、情報媒体の多様化が進んでおり、広
報対象となる属性に応じた発信媒体の活用が求
められている。
・ 発信媒体ごとの特性を活かした効果的な発信
に取り組む。

19
１－（２）③

オ
オ

各種就職イベントにおいて、
女性が働きやすい職場づく
りに積極的に取り組んでい
る中小企業を紹介する場を
設けるなど、優秀な人材が
確保できるよう支援を行いま
す。

合同企業説明会の開催
・合同企業説明会の開催　年２回
【業務目標】
女性の就職者数：75人

・合同企業説明会：２回開催
【実績】
女性の就職者数：67人

②

【課題】
より多くの求職者の参加や掘り起しを図るため、
女性をターゲットに効果的な工夫を図る必要があ
る。
【改善策】
区役所をはじめ関係機関が実施する女性向けイ
ベント等の情報を収集し、広報協力を依頼する。

20
１－（３）①

ア
ア

関係機関や経済団体等と連
携し、女性の生涯にわたる
キャリア形成やスキルアップ
を支援するため、きめの細
かな相談体制を充実すると
ともに、能力開発実施機関
の紹介や、それら機関が実
施するさまざまな知識・ノウ
ハウ等の習得機会にかかる
情報提供を行います。

就労支援機関等と連携し
たセミナー（クレオ）

・セミナー・講座の開催　年5回開催 ・セミナー・講座：７回開催 ②

【課題】
より多くの求職者の参加や掘り起しを図るため、
女性をターゲットに効果的な工夫を図る必要があ
る。
【改善策】
区役所をはじめ関係機関が実施する女性向けイ
ベント等の情報を収集し、広報協力を依頼する。

21
１－（３）①

イ
イ

育児・介護休業取得後に職
場復帰をめざす女性に対
し、保育サービスや仕事と家
庭の両立についての情報を
提供するとともにセミナーを
開催するなど支援を行いま
す。

女性向けキャリアサポート
事業

若者・女性への就労支援事業として実施
・仕事と家庭の両立支援等セミナー：13回開催
【業務目標】
女性の就職者数：75人

若者・女性への就労支援事業として実施
・仕事と家庭の両立支援等セミナー：12回開催
【実績】
女性の就職者数：67人

②

【課題】
より多くの求職者の参加や掘り起しを図るため、
女性をターゲットに効果的な工夫を図る必要があ
る。
【改善策】
区役所をはじめ関係機関が実施する女性向けイ
ベント等の情報を収集し、広報協力を依頼する。

22
１－（３）①

ウ
ウ

起業したい女性に対し、産業
創造館等の関係機関と連携
し、男女共同参画センター等
の相談体制を充実します。

クレオ大阪東における女性
のためのお仕事相談

女性のためのお仕事相談（女性のキャリア相談・女性の起業相談）
各相談　月１回実施

・女性のキャリア相談（第2木曜日14:00-20:00）相談件数20
・女性の起業相談（第4土曜日14：00-16：00）相談件数16

① ―

23
チャレンジスタジオの運営
（クレオ大阪東）

女性の就業・起業や地域・ボランティア・ＮＰＯ等の活動を支援するス
ペースの提供

【チャレンジスタジオの運営】
女性の就業・起業や地域・ボランティア・ＮＰＯ等の活動を支援する
ため、女性の技能の向上、集中的な学習、情報収集、情報交換の
できる場所として実施。窓口で使用受付を行うことにより、顔の見
える、親しみやすい、利用しやすい雰囲気づくりに努めた。
利用人数：288名

① ―

起業に向けたセミナーの開
催やイベント等の情報提供、
先輩起業家との交流の場づ
くりや・女性起業家同士がつ
ながるネットワークづくりへ
の支援を行います。

エ

①女性
の能力
開発や
継続就
業等の
支援
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24
クレオ女性起業家サロン
（クレオ大阪東）

女性起業家のネットワーク形成のため、ランチミーティングや先輩起業
家との座談会を実施

女性起業家サロンＮＥＭ：「ランチミーティング」
　各自昼食を持参し、食しながら自然に語り合える場を提供。新た
なメンバー（女性活躍促進セミナーの卒業生等）との情報交換の
機会、交流の場として支援した。
　実施日：奇数月１回土曜日11:00～13:00　実施回数６

① ―

25
クレオ大阪におけるセミ
ナーの開催

「起業したい女性のためのはじめてセミナー」
プチ起業応援事業「はぴマルクレオ」等実施

「女性のためのはじめて起業塾」実施回数3・受講者数28
「プロ講師になろう塾Challenge2018」実施回数9・受講者数146
「はぴマルクレオ～私らしく輝く女性の1DAYマルシェ～」実施回数
1・参加者数773人

① ―

26
１－（３）①

オ
オ

 社会課題をビジネスの手法
で解決するCB（コミュニティ
ビジネス）／SB(ソーシャルビ
ジネス)の起業を志す方々
や、既に活動中の事業者か
らの起業・運営などに関する
相談に対応します。

大阪市コミュニティビジネス
等促進事業

29年度末で事業廃止 ― ―

27
１－（３）①

カ
カ

商工業等の自営業における
家族従業者の実態をふま
え、女性が家族従業者として
果たしている役割が適切に
評価されるよう、国の税制等
の各種制度のあり方の検討
を注視していきます

関係局と連携した取組み 国の税制等の各種制度のあり方の検討を注視していく
関係局と連携して、国の税制等の各種制度のあり方の検討を注
視していく

① ―

28
就労支援機関等と連携し
たセミナー（クレオ）

クレオ大阪５館　年５回以上

中央館（実施回数：5回、受講者数：72名）
子育て館（実施回数：9回、受講者数：170名）
西部館（実施回数：6回、受講者数：110名）
東部館（実施回数：14回、受講者数：のべ78名）
南部館（実施回数：10回、受講者数：のべ47名）

① ―

ア

29

１－（３）②
ア

１－（３）①
エ

 「しごと情報ひろば」におい
て、ワンストップの総合相談
窓口として個々の状況に応
じたきめ細かな相談から就
職までのトータルな支援を行
います。特に、「しごと情報ひ
ろばマザーズ」においては、
子育てしながら働きたい女
性のニーズをふまえた仕事
先の開拓、紹介を行います。

しごと情報ひろばにおける
職業相談・職業紹介事業

【課題】
・しごと情報ひろばの認知度を上げるため、より
効果的な情報発信が必要である。
・若者層に向けたより効果的な広報を実施する必
要がある。
【改善策】
・ハローワーク、大阪府（OSAKAしごとフィールド・
総合労働事務所）などの関係機関と連携し、各々
の情報媒体（メールマガジンなど）も活用し、情報
発信を行う。
・区役所をはじめ関係機関が実施する若者層向
けイベント等の情報を収集し、広報協力を依頼す
る。

・無料による職業相談・職業紹介施設の運営
・出張相談、セミナーの開催など施設窓口以外の場所で、支援対象者
を掘り起こしていく事業
・大阪市立男女共同参画センター各館で毎週行う出張相談
・しごと情報ひろば「クレオ大阪西・マザーズ」における職業紹介に係る
求人開拓を実施し、独自の求人情報を開拓・収集
・その他、支援対象者の状況に応じ、仕事に就くこと、自分に合った仕
事を見つけることなどについての意識づけを行うなど就職準備支援等

（業績目標）
①「しごと情報ひろば」の認知度（市政モニターアンケート）
　　　・存在　36％以上　　　・有用性　65％以上
②「しごと情報ひろば」の認知度（若者・女性への就労支援事業として実
施する企業説明会・面接会等に参加した若者に対するアンケート）
      ・36％以上
③利用者アンケートにおいて相談内容への対応について「満足」と回答
した人の割合
　　　・78％以上

①「しごと情報ひろば」の認知度（市政モニターアンケート）
　　　・存在　27.3％
　　　・有用性　58.0％
②「しごと情報ひろば」の認知度（若者・女性への就労支援事業と
して実施する企業説明会・面接会等に参加した若者に対するアン
ケート）
      ・36.8％
③利用者アンケートにおいて相談内容への対応について「満足」
と回答した人の割合
　　　・85.3％

（就職者数：1301人）

②
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30
女性のチャレンジ支援事業
の実施

【チャレンジ相談】起業、地域活動、転職等にかかる相談
中央館：月１回、土曜日に実施

【女性のためのチャレンジ相談】
就業の場や地域をはじめ、さまざまな分野で女性が積極的にチャ
レンジして個性と能力を発揮できるよう、女性のキャリアコンサル
タントによるキャリアカウンセリングを実施した。
　月１回、土曜日に実施（相談件数：25件）

① ―

31
女性向けキャリアサポート
事業
（再掲：１－（３）①イ）

若者・女性への就労支援事業として実施
・合同企業説明会の開催　年２回
【業務目標】
女性の就職者数：75人
（再掲：１－（３）①イ）

若者・女性への就労支援事業として実施
・合同企業説明会：２回開催
【業務目標】
女性の就職者数：67人
（再掲：１－（３）①イ）

②

【課題】
より多くの求職者の参加や掘り起しを図るため、
女性をターゲットに効果的な工夫を図る必要があ
る。
【改善策】
区役所をはじめ関係機関が実施する女性向けイ
ベント等の情報を収集し、広報協力を依頼する。
（再掲：１－（３）①イ）

32
女性のチャレンジ応援サイ
トの運営

女性のチャレンジ支援ポータルサイトの運営

【女性のチャレンジ応援サイトの運営】
女性が様々な分野にチャレンジする際に役立つ情報として、起業・
学習・研究、市民活動、仕事と家庭の両立、関連施設等に関する
情報を提供した。

① ―

33
チャレンジスタジオの運営
（クレオ東）
（再掲：１－（３）①エ）

女性の就業・起業や地域・ボランティア・ＮＰＯ等の活動を支援するス
ペースの提供
（再掲：１－（３）①エ）

【チャレンジスタジオの運営】
女性の就業・起業や地域・ボランティア・ＮＰＯ等の活動を支援する
ため、女性の技能の向上、集中的な学習、情報収集、情報交換の
できる場所として実施。窓口で使用受付を行うことにより、顔の見
える、親しみやすい、利用しやすい雰囲気づくりに努めた。
利用人数：288名
（再掲：１－（３）①エ）

① ―

35
１－（３）③

イ
イ

認証企業をはじめ、女性が
働き続けられる職場環境づく
りに積極的に取り組む企業
とのマッチング機会を提供し
就職につなげます。

女性向けキャリアサポート
事業
（再掲：１－（３）①イ）

・合同企業説明会の開催　年２回
【業務目標】
女性の就職者数：75人
（再掲：１－（３）①イ）

・合同企業説明会：２回開催
【業務目標】
女性の就職者数：67人
（再掲：１－（３）①イ）

②

【課題】
より多くの求職者の参加や掘り起しを図るため、
女性をターゲットに効果的な工夫を図る必要があ
る。
【改善策】
区役所をはじめ関係機関が実施する女性向けイ
ベント等の情報を収集し、広報協力を依頼する。
（再掲：１－（３）①イ）

ア

 働きたい女性のニーズをふ
まえた育児と仕事の両立な
ど再就職の不安を解消する
ための講座や交流会を開催
するとともに、自分に合った
仕事選びと、保育サービス・
子育て支援情報の提供を一
体的に行うなど再就職を総
合的に支援します。

③未就
業女性
に対す
る
就業支
援

イ

34
１－（３）③

ア

１－（３）②
イ

②再就
職の支
援

未就業の女性に対し、継続
して働くことについて意識づ
けを行うセミナー・講座を開
催します。

しごと情報ひろばにおける
職業相談・職業紹介事業
（再掲：１－（３）②ア）

・無料による職業相談・職業紹介施設の運営
・出張相談、セミナーの開催など施設窓口以外の場所で、支援対象者
を掘り起こしていく事業
・大阪市立男女共同参画センター各館で毎週行う出張相談
・しごと情報ひろば「クレオ大阪西・マザーズ」における職業紹介に係る
求人開拓を実施し、独自の求人情報を開拓・収集
・その他、支援対象者の状況に応じ、仕事に就くこと、自分に合った仕
事を見つけることなどについての意識づけを行うなど就職準備支援等
（業績目標）
①「しごと情報ひろば」の認知度（市政モニターアンケート）
　　　・存在　36％以上　　　・有用性　65％以上
②「しごと情報ひろば」の認知度（若者・女性への就労支援事業として実
施する企業説明会・面接会等に参加した若者に対するアンケート）
      ・36％以上
③利用者アンケートにおいて相談内容への対応について「満足」と回答
した人の割合
　　　・78％以上
（再掲：１－（３）②ア）

①「しごと情報ひろば」の認知度（市政モニターアンケート）
　　　・存在　27.3％
　　　・有用性　58.0％
②「しごと情報ひろば」の認知度（若者・女性への就労支援事業と
して実施する企業説明会・面接会等に参加した若者に対するアン
ケート）
      ・36.8％
③利用者アンケートにおいて相談内容への対応について「満足」
と回答した人の割合
　　　・85.3％
（再掲：１－（３）②ア）
就職者数：1,301人）
《再掲》

②

【課題】
・しごと情報ひろばの認知度を上げるため、より
効果的な情報発信が必要である。
・若者層に向けたより効果的な広報を実施する必
要がある。
【改善策】
・ハローワーク、大阪府（OSAKAしごとフィールド・
総合労働事務所）などの関係機関と連携し、各々
の情報媒体（メールマガジンなど）も活用し、情報
発信を行う。
・区役所をはじめ関係機関が実施する若者層向
けイベント等の情報を収集し、広報協力を依頼す
る。
（再掲：１－（３）②ア）
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36
１－（４）①

ア
ア

「男女雇用機会均等法」等の
趣旨をわかりやすく情報発
信するとともに、適正な待遇
がなされるよう啓発を行いま
す。

男女雇用機会均等法等の
啓発
育児休業法、介護休業法
の普及啓発

情報誌クレオ、クレオＨＰ等を活用した啓発

【男女共同参画情報誌「クレオ」の作成】
男女共同参画施策情報と男女共同参画セミナーなどの事業紹
介、リケジョやSDGｓなどタイムリーな情報提供を行った。
【情報提供ネットワークシステム・ホームページの運営】
クレオ大阪５館で連携し、クレオ大阪の事業や男女共同参画に関
する施策の最新情報の他、調査研究報告や啓発資料、情報誌の
Web版など、学習や啓発効果を高める情報発信を行った。

① ―

37
１－（４）①

イ
イ

 「労働基準法」等に基づく女
性労働者の母性保護、母性
の健康管理について周知を
図ります。

母子健康手帳等による働く
女性への情報提供

引き続き、母子健康手帳等により働く女性への情報提供に努める。
保健福祉センターにおいて、母子健康手帳を交付し、情報提供を
実施。

① ―

38
１－（４）①

ウ
ウ

 「女性活躍推進法」の趣旨
等の周知を図ります。

女性活躍推進法の啓発
女性活躍推進法の趣旨等について情報誌クレオ等において周知を図
る。

【「情報誌クレオ」に関連記事を掲載】
5～7月号（女性の活躍促進ニュース）
7～9月号（女性の活躍促進ニュース）
10～12月号（女性の活躍促進ニュース）
1～3月号（「Real Voice」から学ぶ中小企業の女性活躍推進の「な
ぜ(WHY)？」と「どう(HOW)？」）

① ―

39
１－（４）②

ア

②不利
益処遇
防止
にかか
る啓発

ア

 企業におけるセクシュアル・
ハラスメントやマタニティ・ハ
ラスメント等の防止に向け、
啓発を行います。

情報誌ｸﾚｵ、クレオＨＰを活
用した啓発

クレオ情報図書コーナーにおいて、市民や団体企業等への要望に応じ
て啓発DVD等の貸出等を行う。

市民や企業、団体等からの問合せや要望に応じ、パワハラ・マタ
ハラ・セクハラ防止、ＷＬＢ、メンタルヘルスに関する啓発冊子や啓
発ＤＶＤを提供した。（企業1件、学校3件、団体3件、貸出期間3週
間）

① ―

１－（５）①
ア

ア

特定事業主行動計画の取組
みを進め、すべての職員が
「仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）」を確保で
き、「子育てしながらも働き
やすい」と実感できる職場づ
くりを進めます。

１－（５）①
イ

イ

ワーク・ライフ・バランスの推
進に向けて、年次休暇取得
の促進、超過勤務縮減の取
組みを引き続き実施するとと
もに、管理職をはじめとした
職員の意識向上に向けた研
修等を実施します。

１－（５）①
ウ

ウ

安心して出産・子育てをする
ことができる職場環境づくり
に向けて、休暇・休業等制度
の周知徹底、管理職をはじ
めとした職員の意識向上、
育児休業の代替要員の確保
や育児休業中の職員への情
報提供などに努めます。

１－（５）①
エ

エ

男性職員の育児参加を促進
するため、制度の周知や情
報提供を行うとともに、取得
しやすい職場づくりを進め、
男性職員の育児休業や配偶
者分べん休暇、育児参加休
暇等の取得を促します。

① 仕事
と生活
の調和
（ワー
ク・ライ
フ・バラ
ンス）と
安心し
て子育
てする
ことが
できる
職場づ
くりの推
進

①「男
女雇用
機会均
等法」
等の理
解の促
進

40

次世代育成支援対策推進
法に基づく特定事業主行
動計画の推進
女性活躍推進法に基づく
特定事業主行動計画の推
進

男性職員の育児参加を促すことを目的として設
定した数値目標の達成に向けた取組みが必要

・管理職研修の実施（6月）
・イクボス研修の実施（6月）
・ワーク･ライフ･バランス推進期間の設定（７月～８月）
・女性の多様な働き方を考えるセミナー実施（11月）
・男性職員の育児休業取得率の向上に向け、庁内情報誌「ワーク･ライ
フ･バランスのススメ」の活用などによる職員への周知を実施（年２回程
度）

・管理職研修の実施（６月）
・イクボス研修の実施（６月）
・ワーク・ライフ・バランス推進期間の設定（７月～８月）
・女性の多様な働き方を考えるセミナー実施（11月）
・男性職員の育児休業取得率の向上に向け、庁内情報誌「ワー
ク･ライフ･バランスのススメ」の活用などによる職員への周知を実
施（年１回）

【平成30年度実績】
男性の育児休業等の取得率：9.1％（目標13％）
配偶者の分娩休暇の完全取得率：60.8％（目標80％）
配偶者分娩休暇の取得率：75.8%（目標100％）
育児参加休暇の完全取得率：25.0％（目標50％）
育児参加休暇の取得率：54.5%（目標100％）

①
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41
クレオ地域出前セミナーの
実施

地域における男女共同参画を推進するための出前講座
各館担当区において、各区の課題に応じた事業を実施（各区２回以上）

【業績目標】
地域出前セミナー等の参加者へのアンケートで地域活動における女性
の参画を必要と考える人の割合　80％以上

【地域出前セミナーの実施】
（中央館）実施回数：8回、受講者数：200名
（子育て館）実施回数12回、受講者数：578名
（西部館）実施回数：8回、受講者数：188名
（東部館）実施回数：10回、受講者数：571名
（南部館）実施回数：12回、受講者数：943名

【実績】
地域出前セミナーの参加者へのアンケートで地域活動における女
性の参画を必要と考える人の割合　90.9％

①

・ 取組は予定通り実施し、地域出前セミナーへの
男性の参加比率は平成29年度の26.5％から、
34.1％へと増加した。
・ 地域出前セミナーへの男性の参加比率は依然
として50％以下であることから、固定的な性別役
割分担意識の解消に向けた意識啓発には、情報
誌クレオ、地域出前セミナー以外の様々な機会・
媒体による情報発信が必要である。
・ 引き続き、女性の地域活動への参画が進むよ
う、とりわけ男性をターゲットとした地域住民に対
して、地域出前セミナーや区民まつりなど様々な
機会・媒体を活用して啓発を行う。

42
女性の活躍促進情報発信
事業（再掲）

Ｗｅｂサイト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」におい
て、地域活動におけるロールモデルなどの情報や活動事例等について
情報発信する。

女性活躍応援サイト「きらめく女性の応援ひろば」による情報発信
（HPページビュー数：63,988）
・リーディングカンパニー認証企業情報の更新（毎月）
・同市長表彰企業の先進的な取組等の紹介（6社×2件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）
・市長・知事・大阪労働局長からのメッセージ動画、市長と企業トッ
プによる宣言リレー動画の配信
・中小企業の先進的な事例等を紹介したフォーラムのコンテンツ、
ハンドブック等の発信
・大阪市の男女共同参画、女性活躍促進の取組の紹介
・Facebook、Twitter、LINE＠、Instagramによる情報発信等

①

・ HPやSNSのアクセス数等は順調に増加してい
るが、近年、情報媒体の多様化が進んでおり、広
報対象となる属性に応じた発信媒体の活用が求
められている。
・ 発信媒体ごとの特性を活かした効果的な発信
に取り組む。

43
２－（２）①

ア
ア

・男女共同参画センターにお
いて、地域活動に参画し、活
躍する女性を発掘、育成、支
援する拠点となる「女性チャ
レンジ応援拠点」を運営しま
す。

女性チャレンジ応援拠点の
運営

「女性チャレンジ応援拠点」の取組を本格的に展開し、地域活動の主要
な担い手となる女性を育成・支援する。

【業績目標】
「女性チャレンジ応援拠点」メンバー登録者　150人以上

「女性チャレンジ応援拠点」利用者1,242人
・ワークショップの開催（3回：参加者合計107名）
・交流会の開催（4回：参加者合計110名）
・ミニサロンの開催（17回：参加者合計128名）
・地域で活躍したい女性等の相談及び問合せ対応（897件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）

【実績】
平成30年度「女性チャレンジ応援拠点」メンバー登録者　151人

①

・女性チャレンジ応援拠点の利用者数や利用者
アンケートの結果等は順調なものの、事業開始
後、実質2年目を迎え、地域活動の中で、特に
リーダー的な役割を担う女性の増につながること
をより意識した取組、フォローアップが必要であ
る。
・引き続き、地域活動協議会を構成する各地域団
体等への認知度向上を図る。
・拠点利用者やイベント参加者が任意で登録して
いる「拠点メンバー」へのメール配信などで、地域
での活動状況をフォローアップしつつ、拠点運営
事業者と、地域活動で、特にリーダー的な役割を
担う女性の増につながることをより意識した取組
を検討する。

44
女性チャレンジ応援拠点の
運営（再掲）

地域で活動する女性のロールモデル情報を収集し、ホームページ（女
性活躍応援サイト）等を活用し、情報発信する。

「女性チャレンジ応援拠点」利用者1,242人
・ワークショップの開催（3回：参加者合計107名）
・交流会の開催（4回：参加者合計110名）
・ミニサロンの開催（17回：参加者合計128名）
・地域で活躍したい女性等の相談及び問合せ対応（897件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）

①

・女性チャレンジ応援拠点の利用者数や利用者
アンケートの結果等は順調なものの、事業開始
後、実質2年目を迎え、地域活動の中で、特に
リーダー的な役割を担う女性の増につながること
をより意識した取組、フォローアップが必要であ
る。
・引き続き、地域活動協議会を構成する各地域団
体等への認知度向上を図る。
・拠点利用者やイベント参加者が任意で登録して
いる「拠点メンバー」へのメール配信などで、地域
での活動状況をフォローアップしつつ、拠点運営
事業者と、地域活動で、特にリーダー的な役割を
担う女性の増につながることをより意識した取組
を検討する。

地域で活躍している女性の
情報を収集し、地域活動へ
の参画をめざす女性のロー
ルモデルとなる活動事例の
情報発信や、地域活動に女
性が参画する意義・メリット
等についての啓発を行い、
地域活動参画への関心・意
欲を高めます。

地域活動の企画・運営に女
性の視点を入れる意義、重
要性や地域で活躍している
女性の活動事例について情
報発信するなど、男性がリー
ダーを務め女性は補佐的役
割でよいといった意識の解
消に向け啓発を進めます。

ア

① 地域
活動へ
の女性
の参画
にかか
る啓発

２－（１）①
ア

２－（２）①
イ

イ
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45
女性の活躍促進情報発信
事業（再掲）

Ｗｅｂサイト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」におい
て、地域活動におけるロールモデルなどの情報や活動事例等について
情報発信する。
（再掲：２－（１）①ア）

女性活躍応援サイト「きらめく女性の応援ひろば」による情報発信
（HPページビュー数：63,988）
・リーディングカンパニー認証企業情報の更新（毎月）
・同市長表彰企業の先進的な取組等の紹介（6社×2件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）
・市長・知事・大阪労働局長からのメッセージ動画、市長と企業トッ
プによる宣言リレー動画の配信
・中小企業の先進的な事例等を紹介したフォーラムのコンテンツ、
ハンドブック等の発信
・大阪市の男女共同参画、女性活躍促進の取組の紹介
・Facebook、Twitter、LINE＠、Instagramによる情報発信等

①

・ HPやSNSのアクセス数等は順調に増加してい
るが、近年、情報媒体の多様化が進んでおり、広
報対象となる属性に応じた発信媒体の活用が求
められている。
・ 発信媒体ごとの特性を活かした効果的な発信
に取り組む。

46
女性チャレンジ応援拠点の
運営（再掲）

地域活動に参画意欲のある女性を発掘し、育成・支援するため、ワーク
ショップや地域で活躍中の女性等との交流会を開催する。

【業績目標】
利用者アンケートにおいて「拠点事業が活動に役立った」と回答した人
の割合　70％以上

「女性チャレンジ応援拠点」利用者1,242人
・ワークショップの開催（3回：参加者合計107名）
・交流会の開催（4回：参加者合計110名）
・ミニサロンの開催（17回：参加者合計128名）
・地域で活躍したい女性等の相談及び問合せ対応（897件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）
【実績】
利用者アンケートにおいて「拠点事業が活動に役立った」と回答し
た人の割合　96％

①

・女性チャレンジ応援拠点の利用者数や利用者
アンケートの結果等は順調なものの、事業開始
後、実質2年目を迎え、地域活動の中で、特に
リーダー的な役割を担う女性の増につながること
をより意識した取組、フォローアップが必要であ
る。
・引き続き、地域活動協議会を構成する各地域団
体等への認知度向上を図る。
・拠点利用者やイベント参加者が任意で登録して
いる「拠点メンバー」へのメール配信などで、地域
での活動状況をフォローアップしつつ、拠点運営
事業者と、地域活動で、特にリーダー的な役割を
担う女性の増につながることをより意識した取組
を検討する。

47
クレオ東における女性のた
めのお仕事相談

女性のためのお仕事相談（女性のキャリア相談・女性の起業相談）
各相談　月１回実施
（再掲：１－（３）①ウ）

・女性のキャリア相談（第2木曜日14:00-20:00）相談件数20
・女性の起業相談（第4土曜日14：00-16：00）相談件数16
（再掲：１－（３）①ウ）

① ―

48
チャレンジスタジオの運営
（クレオ東）

女性の就業・起業や地域・ボランティア・ＮＰＯ等の活動を支援するス
ペースの提供
（再掲：１－（３）①エ）

【チャレンジスタジオの運営】
女性の就業・起業や地域・ボランティア・ＮＰＯ等の活動を支援する
ため、女性の技能の向上、集中的な学習、情報収集、情報交換の
できる場所として実施。窓口で使用受付を行うことにより、顔の見
える、親しみやすい、利用しやすい雰囲気づくりに努めた。
利用人数：288名
（再掲：１－（３）①エ）

① ―

49
クレオ女性起業家サロン
（クレオ東）

女性起業家のネットワーク形成のため、ランチミーティングや先輩起業
家との座談会を実施
（再掲：１－（３）①エ）

女性起業家サロンＮＥＭ：「ランチミーティング」
　各自昼食を持参し、食しながら自然に語り合える場を提供。新た
なメンバー（女性活躍促進セミナーの卒業生等）との情報交換の
機会、交流の場として支援した。
　実施日：奇数月１回土曜日11:00～13:00　実施回数６
（再掲：１－（３）①エ）

① ―

２－（２）①
ウ

２－（２）①
エ

① 地域
で活躍
する女
性の支
援拠点
づくり

ウ

エ 地域で活躍している女性同
士の情報交流の場を提供
し、互いの活動の活性化を
図るとともに、新たな活動を
生み出すための人的ネット
ワークづくりの支援を行いま
す。

地域活動参画に関心・意欲
のある女性に対し、相談に
対応するとともに、地域で活
躍している女性の経験からノ
ウハウ等を学べるワーク
ショップ・交流会を開催しま
す。
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50
女性チャレンジ応援拠点の
運営（再掲）

地域で活動する女性のロールモデル情報を収集し、ホームページ（女
性活躍応援サイト）等を活用し、情報発信する。
（２－（２）①イ再掲）

「女性チャレンジ応援拠点」利用者1,242人
・ワークショップの開催（3回：参加者合計107名）
・交流会の開催（4回：参加者合計110名）
・ミニサロンの開催（17回：参加者合計128名）
・地域で活躍したい女性等の相談及び問合せ対応（897件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）

①

・女性チャレンジ応援拠点の利用者数や利用者
アンケートの結果等は順調なものの、事業開始
後、実質2年目を迎え、地域活動の中で、特に
リーダー的な役割を担う女性の増につながること
をより意識した取組、フォローアップが必要であ
る。
・引き続き、地域活動協議会を構成する各地域団
体等への認知度向上を図る。
・拠点利用者やイベント参加者が任意で登録して
いる「拠点メンバー」へのメール配信などで、地域
での活動状況をフォローアップしつつ、拠点運営
事業者と、地域活動で、特にリーダー的な役割を
担う女性の増につながることをより意識した取組
を検討する。

51
２－（２）②

ア
ア

身近な地域課題の解決に向
け事業等を始めたい女性へ
の相談対応・情報提供を行
うとともに、地域で活躍して
いる女性や企業、ＮＰＯ、大
学等との交流の場を提供す
るなど、必要な知識・ノウハ
ウ等を習得できるよう支援し
ます。

女性チャレンジ応援拠点の
運営（再掲）

相談者のニーズ・状況に即した相談や問い合わせへの対応を行い、必
要に応じて関係の専門相談窓口やセミナー等について情報提供を行
う。

【業績目標】
利用者アンケートにおいて「拠点事業が活動に役立った」と回答した人
の割合　70％以上

「女性チャレンジ応援拠点」利用者1,242人
・ワークショップの開催（3回：参加者合計107名）
・交流会の開催（4回：参加者合計110名）
・ミニサロンの開催（17回：参加者合計128名）
・地域で活躍したい女性等の相談及び問合せ対応（897件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）
【実績】
利用者アンケートにおいて「拠点事業が活動に役立った」と回答し
た人の割合　96％

①

52
２－（２）②

イ
イ

また、地域で活躍している女
性等の交流やネットワークを
通じて出てきたアイディア、
提案等が、新たな活動等に
つながるよう支援します。

女性チャレンジ応援拠点の
運営（再掲）

地域で活躍中の女性の交流を支援し、活動を活性化するとともに地域
課題解決につながる新たな事業の創出を支援する。

【業績目標】
利用者アンケートにおいて「拠点事業が活動に役立った」と回答した人
の割合　70％以上
（２－（２）②ア再掲）

「女性チャレンジ応援拠点」利用者1,242人
・ワークショップの開催（3回：参加者合計107名）
・交流会の開催（4回：参加者合計110名）
・ミニサロンの開催（17回：参加者合計128名）
・地域で活躍したい女性等の相談及び問合せ対応（897件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）
【実績】
利用者アンケートにおいて「拠点事業が活動に役立った」と回答し
た人の割合　96％

①

53
２－（２）②

ウ
ウ

起業に向けた相談やセミ
ナーの開催、先輩起業家と
の交流の場づくりや女性起
業家同士の情報共有のため
のネットワークづくりへの支
援を行います。

女性チャレンジ応援拠点の
運営（再掲）

相談者のニーズ・状況に即した相談や問い合わせへの対応を行い、必
要に応じて関係の専門相談窓口やセミナー等について情報提供を行
う。

【業績目標】
利用者アンケートにおいて「拠点事業が活動に役立った」と回答した人
の割合　70％以上
（２－（２）②ア再掲）

「女性チャレンジ応援拠点」利用者1,242人
・ワークショップの開催（3回：参加者合計107名）
・交流会の開催（4回：参加者合計110名）
・ミニサロンの開催（17回：参加者合計128名）
・地域で活躍したい女性等の相談及び問合せ対応（897件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）
【実績】
利用者アンケートにおいて「拠点事業が活動に役立った」と回答し
た人の割合　96％

①

54
２－（２）②

エ
エ

 社会課題をビジネスの手法
で解決するCB（コミュニティ
ビジネス）／SB(ソーシャルビ
ジネス)の起業を志す方々
や、既に活動中の事業者か
らの起業・運営などに関する
相談に対応します。

大阪市コミュニティビジネス
等促進事業

29年度末で事業廃止 ― ―

②　地
域課題
の解決
に向け
起業し
たい女
性への
支援

・女性チャレンジ応援拠点の利用者数や利用者
アンケートの結果等は順調なものの、事業開始
後、実質2年目を迎え、地域活動の中で、特に
リーダー的な役割を担う女性の増につながること
をより意識した取組、フォローアップが必要であ
る。
・引き続き、地域活動協議会を構成する各地域団
体等への認知度向上を図る。
・拠点利用者やイベント参加者が任意で登録して
いる「拠点メンバー」へのメール配信などで、地域
での活動状況をフォローアップしつつ、拠点運営
事業者と、地域活動で、特にリーダー的な役割を
担う女性の増につながることをより意識した取組
を検討する。
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３－（１）①
イ

イ

外郭団体・地方独立行政法
人等に対して、それぞれの
機関の役員や管理職への女
性の積極的な登用を推進す
るよう要請します。

外郭団体・地方独立行政
法人等の役員や管理職へ
の女性の積極的な登用の
要請

― ― ―

３－（１）①
ウ

ウ

経営はもとより、女性後継者
特有の事業承継に係る悩み
や不安を解決するため、交
流を促進する支援を行いま
す。

産業創造館における創業・
新事業創出・経営革新支
援事業

女性後継者交流会を開催予定。
テーマ「女性後継者のための交流会」
開催回数　→　1回
受講者数　→　22人

①

引き続き、中小企業のニーズに沿った支援プログ
ラムの提供を行う必要があるため、中小企業が
直面する実情や課題、利用者ニーズの把握等を
通じ、より満足度の高いサービスを提供していく。

56
３－（１）②

ア

② 地域
におけ
る女性
の登用
の促進

ア

地域活動協議会などが地域
における課題解決に取り組
むにあたっては、女性の視
点を入れるよう促すととも
に、方針決定過程における
女性の参画の重要性につい
て啓発を行います。

性別役割分担意識の解消
に向けた啓発

― ― ―

57
３－（２）①

ア
ア

審議会等委員における女性
委員の比率を高める取組み
を引き続き行います。

審議会等への女性委員の
積極的登用

大阪市ＨＰにおいて、審議会等委員における女性の比率について公
表。各所属に対して、取組の強化について依頼。

大阪市ＨＰにおいて、審議会等委員における女性の比率について
公表。各所属に対して、取組の強化について依頼。
平成31年4月1日現在
　市の審議会における女性委員の割合36.5%

②

審議会等委員における女性委員の比率は前年
度より改善したが、引き続き各所属に対して、更
新のタイミングに取組を進めてもらうよう、注意喚
起する。

区政会議における女性委員の積極的登用 委員16名中９名の女性を登用（委員女性比率56.2％） ① ―

審議会所管課から団体等に対し、団体推薦による審議会等委員につい
て、女性委員の推薦について協力依頼を行う。

審議会所管課から団体等に対し、団体推薦による審議会等委員
について、女性委員の推薦について協力依頼を行った。(鶴見区
区政会議女性登用率38％)

③
団体からの女性委員の推薦が少ないため、今後
も本市の指針への理解を得ながら、女性比率の
向上に努める。

区政会議において、団体推薦により就任いただいている委員に欠員が
生じた場合、女性委員の推薦について協力依頼を行う。

団体推薦委員２名の欠員について女性委員の推薦協力依頼をし
たところ、２名の女性委員をご推薦いただいた。

①
各団体に女性委員をご推薦いただけるかが課
題。

区政会議委員に欠員が生じるなどした場合には、団体等に女性委員の
登用を要請する。

平成30年度中に区政会議委員の入れ替えが３名あり、推薦団体
に積極的な女性委員の登用を要請した。
結果、３名のうち１名が女性委員となった。

③
女性委員の積極的な登用を要請したが、推薦団
体では会長職を推薦する傾向があり、女性委員
の増につながっていない。

①　企
業にお
ける女
性の登
用の促
進

① 市の
審議会
への女
性の登
用

企業や民間団体における方
針の立案、決定過程への女
性の参画拡大に向け、基本
的方向１の「雇用等における
女性の活躍促進と両立支
援」の取組みを通じ、企業等
における女性管理職の登用
について啓発を行います。

イ

企業人権推進協議会や経
済団体等と連携したセミ
ナー等開催（再掲）

①

【人権啓発・相談センター】
人権の意識や人権尊重の重要性について企業・
事業所等の理解を深め、人権意識を定着させて
いく取組みが必要であり、より効果的な研修とな
るよう、講師の選定が必要。
（１－（１）①ア再掲）

審議会等への女性委員の
積極的登用

55

58
３－（２）①

イ

ア

団体推薦による審議会等委
員について、引き続き、各団
体等に対して、団体からの
女性委員の推薦について格
段の協力を要請します。

・企業人権推進協議会総会、経営者層人権啓発講座にて女性活躍推
進の取組について啓発（男女共同参画課）
・公益社団法人関西経済連合会の共催により、働き方改革にかかるセ
ミナーを実施（男女共同参画課）
大阪市企業人権推進協議会への委託事業で、企業・事業所等を対象に
した、女性活躍推進やハラスメント等に関する研修を実施する。（人権
啓発相談センター）

【人権啓発・相談センター】
・経営層人権啓発講座において、女性活躍に関する講演を実施（1
回）
アンケートにおいて、講座内容が「活用できると思う・どちらかとい
えば思う」評価：91％
労務・人権ブロック別講座において、女性活躍に関する講演を実
施（2回）
アンケートにおいて、講座内容が「活用できると思う・どちらかとい
えば思う」評価：97.5％

【男女共同参画課】
・企業人権推進協議会総会、経営者層人権啓発講座にて女性活
躍推進の取組について啓発
・大阪女性きらめき応援会議の構成団体の共催により、企業の経
営管理者層等を対象に、先進的な企業の取組の共有や、キャリア
アップしたい女性向け意識啓発、男性の意識改革の手法などを提
供するフォーラムを開催
（１－（１）①ア再掲）

３－（１）①
ア
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59
女性職員の管理職への登
用促進

女性職員がその能力を十分に発揮し活躍できるよう、数値目標等を掲
げた特定事業主行動計画を踏まえ、意欲、能力、実績を持った女性職
員を積極的に管理職に登用する。

女性管理職の割合（H30）
・課長級以上13.8％
・係長級以上25.5％
※市長部局（各委員会・市会事務局含む）における事務系（事務・
福祉・社教）

②
特定事業主行動計画における数値目標（H32）の
達成に向けて、引き続き、女性職員の積極的な
管理職登用を進めていく必要がある。

60 庁内公募の活用
意欲ある職員の能力を最大限発揮させ、行政サービスの向上に資する
ため、庁内公募を実施。

女性管理職の人事異動件数
・80ポスト中12ポスト

① ―

61
３－（２）②

イ
イ

女性教職員の管理職への登
用を推進するため、管理職
試験の受験を奨励するととも
に、 能力・適性に基づいた
登用を行います。

園長及び教頭、指導主事
等教職管理職への任用の
促進及び教職管理職登用
試験への出願促進

教頭・指導主事選考試験の実施要領において、管理職への女性登用を
促進するように明記するとともに、校長会等の会議の場において女性教
員の積極的な出願を依頼した。

平成30年度実施の教頭・指導主事昇任選考試験における小・中
学校の女性受験者の割合　20.2%

②

業務過多により管理職の魅力が低下しており、女
性に関わらず受験者の減少が顕著である。その
ため、管理職の補助要員を配置するなど負担軽
減を図っている。

消防吏員に占める女性消防吏員の割合
　平成29年度3.4％
　平成30年度3.5％（予定）

【業績目標】
平成32年度　消防吏員に占める
女性消防吏員の割合４％

平成３０年度中　女性消防吏員６名採用 ①

・女性消防吏員の継続的、安定的な採用を実施
する必要があり、女性に特化した採用説明会を
実施している。

・災害活動部門への積極的な登用をを行うにあた
り、女性待機室等の庁舎・環境整備が必要であ
るが、順次進めている。

63
女性職員向けのセミナー
やキャリアデザイン研修の
実施

女性の多様な働き方を考えるセミナー実施（11月） 女性の多様な働き方を考えるセミナー実施（11月） ① ―

64
ワーク・ライフ・バランス推
進に向けた管理職向け研
修

管理職研修の実施（6.7月）
イクボス研修の実施（６月）

管理職研修の実施（6月）
イクボス研修の実施（6月）

① ―

65
イクボスにかかる管理者層
向け冊子の作成・活用

管理職向けリーフレットの周知 管理職向けリーフレットの周知 ① ―

女性職員向けのセミナーや
キャリアデザイン研修などを
実施し、女性職員の活躍を
サポートするとともに、ワー
ク・ライフ・バランス推進に向
けた管理職向け研修などを
実施します。

62
３－（２）②

ウ

３－（２）②
ア

３－（２）②
エ

ア

エ

ウ

女性職員の職域を拡大する
とともに、 幅広い職務経験
を積むことができる人事配置
を引き続き行います。

女性職員の職域拡大と男
女のバランスのとれた職員
配置・職務経験付与

１．女性の働き方、昇任に関する意識調査を実施。
集約・分析によって新たな取組の必要性が生じた場合は、目的に応じて
取組を拡充していく。
２．多様な経験を積める人事配置を行うこととし、女性が活躍し、充実し
た仕事の経験やチャレンジングな経験を積み重ねられるような人事配
置を行うとともに、各課においては事務分担の工夫を行う。
３．人事室開催の「女性職員の多様な働き方を考えるセミナー」に参加
する
４．中堅職員（主担者）育成研修として、キャリアを意識した研修を行
い、多くの女性職員の受講を促す。
５．復職時面談（本人・上司・職員課の3者面談）を実施し、育児休業を
取得した職員の意欲を促し、復職後の勤務条件、事務分担等の調整を
行う。また出産・子育てのための各制度ガイドブックを送付する。

１．女性の働き方、昇任に関する意識調査として、女性職員を対
象としたアンケートを実施した。
２．多様な経験を積める人事配置を行うこととし、女性が活躍し、
充実した仕事の経験やチャレンジングな経験を積み重ねられるよ
うな人事配置を行うとともに、各課においては事務分担の工夫を
行った。
　　・課長級への昇任者に占める女性職員の割合
　　　12.5％（2/16人）
　　・係長級への昇任者に占める女性職員の割合
　　　15.2％（7/46人）
　　　（H28年度～H30年度までの累計）
３．人事室開催の「女性職員の多様な働き方を考えるセミナー」に
参加。
４．中堅職員（主担者）育成研修として、キャリアを意識した研修を
行い、多くの女性職員の受講を促した。
５．職員課から各種休暇制度等についての説明を出産・育児期を
迎えた職員（本人）に事前に行い、職場において産前・産後・復職
後面談（本人・上司）を実施し、出産・育児期を迎えた職員の子育
てをよりスムーズに支援。また、本人宛に、「出産・子育てのため
の各制度ガイドブック」および「水道局育児プランシート」を送付。

①

女性職員を対象としたアンケートを実施した結果
から、休暇取得等にかかる職場の理解が不足し
ている現状が伺えたため、次年度において、仕事
と子育て両立支援に関する意識を向上させるた
めの取組を行う。
また、同アンケートの実施結果から、「キャリアイ
メージがない」と回答している職員が一定数存在
していた。そのため、次年度においても、人事室
開催の「女性職員の多様な働き方を考えるセミ
ナー」への参加を促すとともに、「中堅職員（主担
者）育成研修」を活用し、キャリアの意識づけを行
う。
さらに、職場や上司・同僚等の理解不足を感じる
意見もあったことから、男性職員に対しても同趣
旨のアンケ－トを実施して、傾向を分析する。

② 市役
所にお
ける女
性職員
の登用

女性の活躍を推進し、組織
の活性化を図るため、女性
の管理職登用に関する数値
目標を設定し、意欲、能力、
実績を持った女性職員を積
極的に管理職に登用しま
す。
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66
子どものための「見守りカメ
ラ」設置事業

28～30年度における３カ年計画の市内1,000台の見守りカメラとアピー
ル看板の設置の計画の３年目として、16歳未満の身体犯等の認知件数
の減少率が低い道路（通学路等）において、カメラ300台とアピール看板
を設置し、公園と通学路等の犯罪抑止環境の整備を完成させる。
【業績目標】
・市内における16歳未満の子どもに対する声かけ等事案認知件数に占
める道路や公園での認知件数の割合：81％未満
・市内における16歳未満の子どもに対する身体犯等の認知件数：210件
未満
・府内における16歳未満の子どもに対する身体犯等の認知件数に占め
る市内の割合：35％未満

市内300箇所に見守りカメラ及びアピール看板の設置を行い、平
成28年度からの3年間で計1,000台の設置を予定通り完了し、公園
及び道路における犯罪抑止環境を整備した。
【業績目標達成状況】
・市内の16歳未満の子どもに対する声かけ等事案認知件数に対
する道路や公園の割合：87.0％（平成30年末）
・市内における16歳未満の子どもに対する身体犯等認知件数
：254件（平成30年末）
・府内における16歳未満の子どもに対する身体犯等の認知件数
に占める市内の割合：39.6％（平成30年末）

②

見守りカメラは、28年度に公園、29・30年度に道
路に設置しており、設置時期の早い公園における
犯罪抑止効果が定着し、道路においては犯罪抑
止効果が見えてきている状況である。
ハード面での犯罪抑止の整備は強化されたこと
から、今後は、より犯罪抑止効果を高めるための
ソフト面での取組を工夫する必要がある。

67 道路照明灯の整備 道路照明灯が故障等の場合、迅速な機能復旧に努める。 道路照明灯の故障等、迅速な機能復旧に努めた。 ① －

68
不審者情報などの地域へ
の伝達

不審者情報や子どもの被害情報など、子どもの安全にかかる情報を迅
速に伝達し、犯罪等の未然防止に努めるとともに、非常事態に際しての
初動体制を充実強化することや子どもを守る地域づくりを推進すること
を目的として、大阪府警察本部の「安まちメール」の活用を推進する。

大阪府警察本部生活安全部府民安全対策課の安まちメール周知
用チラシを小学校の入学式で配付し、活用の促進を行った。

①
引き続き、登録促進のための周知を行う。未登録
の保護者の加入を進めるため、周知チラシ配布
を進める必要がある。

本市業務用作業車両を活用し、地域で事業に従事する職員が犯罪等
の現場に遭遇した場合、被害者の保護や警察への連絡・通報などを行
う「あんしんパトロール」を実施

約2,400台の本市業務用作業車両を活用して、「あんしんパトロー
ル」を実施した。

①
地域の治安や子どもの安全を守るため、引き続
き「あんしんパトロール」を実施する必要がある。

平成16年2月から、ごみ収集作業の際に、事件などの早期発見や犯罪
の未然防止を目的とした作業エリア内パトロールを実施している。
ごみ収集車両等に「ふれあいあんしんパトロール実施中」のステッカー
を貼りつけ、収集作業員は腕章を着用して収集業務に従事している。

パトロール中に対応（市民の救護、事故現場での交通整理など）
を行った回数　54件

① ―

70
「こども110番の家事業」の
実施

各区において、こども110番の家事業の取り組みを推進 各区において、こども110番の家事業の取り組みを推進 ① ―

71 府と連携した取り組み 大阪府と協同で啓発物品の街頭配布
平成30年11月１２日
京橋駅前にて街頭啓発
（DV啓発カードを入れたポケットティッシュの配布）

① ―

72 広報誌等を活用した啓発
・男女共同参画情報誌クレオにおける啓発記事の掲載
・各区広報紙への啓発記事掲載

・男女共同参画情報誌「クレオ」　年４回掲載
・各区広報紙１１月号に啓発記事の掲載

①

73
男女共同参画普及啓発事
業

男女共同参画週間、女性に対する暴力をなくす運動期間での街頭啓発
や地域イベント等の機会を活用した男女共同参画の意義、重要性につ
いての啓発の実施、クレオ各館と連携した啓発の取組み

【業績目標】啓発用の絆創膏を500人以上に配布

・女性に対する暴力をなくす運動期間（11月12日～25日）における
街頭啓発
「フェイストゥフェイス手渡しで拡げる男女共同参画の輪」啓発絆創
膏500個、「ＤＶを知っていますか？」啓発カード500枚の配布　場
所：ＨＥＰナビオ周辺

①

74
４－（１）②

イ
イ

恋人同士の間に起こるデー
トDVが起きないよう、対等な
関係性やコミュニケーション
能力をつけるセミナーを実施
します。

デートＤＶ防止セミナーの
実施

男女共同参画社会の実現及び女性の活躍促進に向けて、企業及び地
域等における取組を推進する人材を育成するための学習会等を開催す
る。
テーマ「女性への暴力根絶」事業例「ＤＶ防止等」

大阪市内4か所（都島・旭・鶴見・西成）において「デートＤＶ」をテー
マとした地域出前セミナーを実施

① ―

75
４－（１）②

ウ
ウ

暴力によらず問題を解決し
ていくこと、暴力が許されな
いことについて、若者層を対
象とする教育・啓発の充実を
図ります。

学校安心ルールの活用
各学校の実情に応じてカスタマイズした○○学校版学校安心ルールに
より、子どもたちがしてはいけないことを自覚したうえで、自らを律するこ
とができるよう全校での活用を図る。

すべての小中学校において学校安心ルールの本格実施を行っ
た。各校において学校安心ルールを生活指導に活用した。

①

毎年、見直しを図りながらより学校用にカスタマイ
ズしていく必要がある。
児童生徒にルールを守ることの大切さをより深く
理解させるための周知方法や工夫が必要であ
る。

69

道路照明灯等の整備や防犯
カメラの設置など安全対策を
実施します。

地域の治安や子どもの安全
を守るための取組みを実施
します。

４－（１）①
ア

４－（１）①
イ

４－（１）②
ア

① 犯罪
が発生
しにくい
環境づ
くり

② 暴力
根絶に
向けた
予防教
育・啓
発等の
取組み

ア

ア

イ
市職員による「あんしんパ
トロール」の実施

 「女性に対する暴力をなくす
運動」実施期間（11月12日～
25日）等あらゆる機会を通じ
て、ともすれば女性に対する
暴力の問題に無関心になり
がちな男性をはじめ、広く市
民に対し積極的に広報・啓
発を進めます。

配偶者・パートナー間において「なぐる・ける」や
「友達や身内とのメールなどをチェックしたり、付
き合いを制限する」などの行為を暴力として認識
する市民の割合が増えていないことから、さらに
啓発に取り組んでいく必要がある。
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76
性感染症の正しい知識の
普及・啓発

ホームページ・パンフレットの充実を図るとともに、他都市と連携したエ
イズ予防啓発事業や産業医等と連携した職域への啓発等を実施。

○パンフレット「おおさかエイズ情報NOW」8,100冊発行
○エイズ予防週間事業を実施（大阪府・高槻市・東大阪市・堺市・
豊中市・枚方市・八尾市との共同事業）

①

HIV感染者・エイズ患者数は年々増加しており、ク
ラミジアも依然として多く、若年層に感染拡大が
続いていることから、今後も性感染症に関する正
しい知識の普及と、市民一人ひとりの意識に対す
る啓発が必要である。

77
エイズ対策にかかる個別
施策層への普及啓発

中学生及び高校生向けエイズ予防啓発冊子の作成・配布、MSM向け
HIV予防啓発季刊誌の作成・配布を実施するとともに、学校関係者等へ
の健康教育・研修の充実を図る。

【業績目標】
・健康教育を受講した生徒数3,780人以上
・研修を受講した教員数144人以上
・研修受講後、受講内容を生徒の教育に活かすと答えた教職員の割合
70％以上

○青少年向けエイズ情報誌「エイズのはなし」中学生用21,000冊、
高校生用5,500冊発行
〇ＭＳＭ向けＨIＶ予防啓発広報紙計8,000部発行（年2回、各回
4,000部発行。なお大阪府予算により別途年2回発行）

〇健康教育を受講した児童・生徒・学生：4,415人
（市内小学校・中学校・高等学校・大学・専門学校に対して実施）
〇研修を受講した教員：306人
〇研修受講後、受講内容を生徒の教育に活かすと答えた教職員
の割合：94.6％

① ①

感染報告について、年代別では若年層が、感染
経路では同性間性的接触が大きな割合を占めて
いる状況は変わらず、継続して施策を追加的に
実施し感染予防等にかかる普及啓発を実施する
必要がある。

78 性教育の推進

新学習指導要領等における保健、特別活動の内容を踏まえ、児童生徒
の発達段階に応じて性に関する科学的知識を理解させるとともに、これ
に基づいた望ましい行動がとれるようにすることをねらいとして、教職員
間で共通理解を図り、保護者の理解を得ながら地域の実情に合わせて
取り組む。
文部科学省の委託事業である「学校保健総合支援事業」を受け、教職
員向けの研修会や公開授業、保護者向けのシンポジウム等を実施する
予定である。

教職員向け性に関する指導についての研修会を1回開催、186名
対象、中学校の性に関する公開授業を1回開催、対象50名、教職
員向け性に関する指導についての講演会・シンポジウムを1回開
催、300名対象に実施した。

① ―

79
４－（１）③

ア
ア

職場、学校、地域等、社会の
あらゆる場におけるセクシュ
アル・ハラスメントを防止する
ための取組みが進むよう啓
発を行います。

広報誌等を活用した啓発
クレオ情報図書コーナーにおいて、市民や団体企業等への要望に応じ
て啓発DVD等の貸出等を行う。
（再掲：１－（４）②ア）

市民や企業、団体等からの問合せや要望に応じ、パワハラ・マタ
ハラ・セクハラ防止、ＷＬＢ、メンタルヘルスに関する啓発冊子や啓
発ＤＶＤを提供した。（企業1件、学校3件、団体3件、貸出期間3週
間）
（再掲：１－（４）②ア）

① ―

（１）セクシュアル・ハラスメント防止委員会を設置
（２）セクハラ等相談窓口体制の整備
　　・所属内相談員による相談窓口を各所属に設置
　　・専門相談員による相談窓口を開設
（３）セクハラ等防止
　　　指導者養成研修（所属内相談員対象）
（４）庁内ホームページでの啓発

（１）セクシュアル・ハラスメント防止委員会を設置
（２）セクハラ等相談窓口体制の整備
　　・所属内相談員による相談窓口を各所属に設置
　　・専門相談員による相談窓口を開設
（３）セクハラ等防止
　　　指導者養成研修（所属内相談員対象）　年１回
（４）庁内ホームページでの啓発

①

・所属内相談員の知識及びスキルを今まで以上
に向上させるために、指導者養成研修の内容を
充実させることが課題であることから、ヒアリング
のスキルアップ等、より実践的な研修内容に改善
していく。

・各階級、立場に応じたきめ細やかな研修の実施

・ハラスメントセルフチェクシートを作成し、全職員に対し実施

・各階層、立場に応じたきめ細やかな研修を実施した。
・ハラスメントセルフチェックシートを作成し、全職員に対し実施し
た。
・消防局ポータルサイトにおいて、各種ハラスメントに関して消防
局が策定した指針について消防局内所属に継続して周知を実施
した。

①
・ハラスメントに対する基本について周知し一定
の取り組みを実施できたので、次の段階として実
践を踏まえた理解の向上を図る。

（１）大阪市水道局働きやすい職場推進委員会を開催
（２）新規採用及び局間転入の全職員に対し、メールで内部相談員や専
門相談員を周知
（３）所属内相談員が、大阪市役所主催のセクシュアル・ハラスメント防
止指導者養成研修を受講
（4）ハラスメントに関するｅ‐ラーニング型研修の実施
（５）庁内パソコンのスクリーンセイバーを活用し、ハラスメント未然防止
のために継続的な啓発活動を実施

（１）大阪市水道局働きやすい職場推進委員会を開催した。
（２）新規採用及び局間転入の全職員に対し、メールで内部相談
員や専門相談員を周知した。
（３）所属内相談員が、大阪市役所主催のセクシュアル・ハラスメン
ト防止指導者養成研修を受講した。
（４）ハラスメントに関するｅ‐ラーニング型研修を実施した。
（５）庁内パソコンのスクリーンセイバーを活用し、ハラスメント未然
防止のために継続的な啓発活動を実施した。

①

　ハラスメントの未然防止には継続的な啓発・研
修が必要であり、これまでの活動を
次年度においても継続実施する。
　なお、当年度において、服務担当も、（５）スク
リーンセイバーを活用し、ハラスメントにまつわる
啓発を行っていた。次年度においては、服務担当
と連携して実施時期を調整しながら実施すること
でより効果的な啓発を行う。

４－（１）③
イ

４－（１）②
エ

80

③ セク
シュア

ル・ハラ
スメント
防止対
策の推

進

性犯罪を起こさないための
広報・啓発を行うとともに、児
童・生徒の発達段階に応じ
て、自分も他人も大切にする
人権の認識に立った性に関
する指導を深めます。

イ

エ

大阪市役所内においては、
セクシュアル・ハラスメント防
止委員会や各所属内に相談
窓口を設置するとともに所属
内相談員対象に指導者養成
研修を実施します。

セクシュアル・ハラスメント
防止に向けた取組み



運営
方針

局策
定の
計画

その
他

計画の具体的取組み 平成30年度取組み内容事業番号 平成30年度取組み実績

自己評価

課題と改善策事業名

○周知徹底に向け、各学校園へ年度当初のガイドライン配信にとどまら
ず、サポートルームや相談体制ついての掲示物を新たに配信するととも
に、研修の充実を図る。
○平成30年度においてもサポートルームの相談日を火曜日・金曜日の
12:00～19:00で設定し、教職員間のセクハラ事案についても、児童生徒
への影響を考慮した相談の紹介、促進を図るとともに、相談内容の集
約に努める。

・管理職研修（校園長及び副校長・教頭・首席・幼稚園主任対
象）、年次研修、新任教員研修等において、学校教育の場におけ
るセクシュアル・ハラスメント防止に向けての認識を深めることに
努めてきた。
・サポートルームの相談日を火曜日・金曜日の12:00～19:00で設
定し、必要に応じて面談による相談を行ってきた。

①

○スクール・セクハラの防止に関しては、教職員
のみならず、児童生徒及びその保護者にガイドラ
インや相談体制・窓口・サポートルームについ
て、より一層の周知徹底を図る。
○セクハラの相談件数は減少している。しかしな
がら、児童生徒に及ぼす影響が大きいことから、
そのケアの体制について確立していくようにす
る。

81 広報誌を活用した啓発
・男女共同参画情報誌クレオにおける啓発記事の掲載
・各区広報紙への啓発記事掲載
（再掲：４－（１）②ア）

・男女共同参画情報誌「クレオ」　年４回掲載
・各区広報紙１１月号に啓発記事の掲載
・女性に対する暴力をなくす運動期間（11月12日～25日）における
街頭啓発
啓発絆創膏500個、「ＤＶを知っていますか？」啓発カード500枚の
配布　場所：ＨＥＰナビオ周辺
（再掲：４－（１）②ア）

①
配偶者暴力相談支援センターの相談窓口の認知
度があがっていないことから、さまざまな機会を
捉えて広報に努める必要がある。

82
DV理解を深めるための多
言語リーフレットの作成

英語、韓国・朝鮮語、スペイン語、タイ語、中国語、フィリピン語、ポルト
ガル語の7言語によるリーフレットを平成23年度に改訂。周知。それを活
用して啓発を実施

英語、韓国・朝鮮語、スペイン語、タイ語、中国語、フィリピン語、
ポルトガル語の7言語によるリーフレットを活用した啓発を実施
（区役所配架及び通訳派遣時の説明資料として活用）

② 対応していない言語への対応

83
大阪市配偶者暴力相談支
援センターの運営

「配偶者暴力相談支援センター」において、ＤＶ被害者の相談、自立支
援、情報提供を行う

電話相談：1,013件
面談相談：193件

① 潜在的な被害者に対しての情報提供発信の工夫

84
区保健福祉センターにおけ
る相談事業

DV被害者の相談、緊急一時保護、自立支援に向けた調整及び情報提
供。

電話相談：197件
面談相談：1,433件
一時保護：165件

① 潜在的な被害者に対しての情報提供発信の工夫

85
４－（２）①

イ
イ

直接、被害者と接する職員
について、男女共同参画の
視点から、被害者の置かれ
た立場を十分に理解し、二
次被害を防止するとともに、
適切な対応を取ることができ
るよう、関係職員の資質向
上に向けた取組みを行いま
す。

「大阪市DV施策ネットワー
ク会議」における関係職員
研修

DV問題に対する共通理解を深めるとともに、相談体制の強化及び効果
的な自立支援策について検討する

ＤＶ施策ネットワーク会議研修実施
全4回　21時間50分
全19テーマ
参加者：のべ130名

①

各区の担当者が同じレベルで適切な支援を行っ
ていけるようにするため、「DV被害者保護・自立
支援対応QA集」について、さらに理解度向上に
つながるよう充実させていく必要がある。

86
４－（２）②

ア
ア

区や警察と連携し、母子生
活支援施設や社会福祉施設
を活用し被害者の緊急一時
的な保護を行います。

社会福祉施設におけるDV
被害女性の緊急一時保護

市内の社会福祉施設を活用してDV被害者の一時的な保護を実施す
る。

緊急一時保護件数　165件
退所者に対するアンケート調査で意識が「前向きに変化した」と回
答した割合：94.1％

① ―

87
４－（２）②

イ
イ

夜間においては警察の協力
のもと24時間体制で緊急一
時的な保護を実施します。

緊急母子一時保護事業 緊急一時保護の実施 24時間体制で緊急一時的な保護を実施 ① ―

88
４－（２）②

ウ
ウ

加害者から追跡される危険
性の高い被害者に対し同行
支援を行うなど、安全確保に
努めます。

安全管理担当要員の配置 安全管理員の配置
同行回数：82件
のべ同行時間：345時間30分

① ―

４－（２）①
ア

① 相談
体制の
充実

被害者の早期発見、早期対
応につながるよう相談体制
を充実します。

ア

潜在化している被害者を含
め、市民に対し、DV専門相
談、性暴力救済センター等
各種相談窓口やさまざまな
支援制度についてわかりや
すく広報・周知します。

　

②被害
者の一
時的な
保護・
安全確
保

ア

４－（１）④
ア

④ 相談
窓口の
認知度
向上
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89
４－（２）②

エ
エ

被害者に同伴し、一時保護
されている子どもや面前DV
の児童に対し、適切な支援
が実施されるよう母子生活
支援施設やこども相談セン
ターなどと緊密な連携を図り
ます。

DV問題に対する関係機関
の連携

DV問題に対する共通理解を深めるとともに、相談体制の強化及び効果
的な自立支援策について検討する

平成30年5月1日
ＤＶ施策ネットワーク会議開催

① ―

90
４－（２）③

ア
ア

警察や区担当者、施設関係
者等と共通理解を深め、緊
密な連携を図りながら、被害
者の支援を推進します。

DV問題に対する関係機関
の連携

DV問題に対する共通理解を深めるとともに、相談体制の強化及び効果
的な自立支援策について検討する（再掲　4－（2）②エ）

平成30年5月1日
ＤＶ施策ネットワーク会議開催
奇数月（年6回）
DV事例ケース検討会議開催
平成30年7・9・11月　平成31年1月
区ブロックDV担当係長会議出席

① ―

91
４－（２）③

イ
イ

障がい者・高齢者虐待防止
連絡会議、人権相談ネット
ワーク会議、犯罪被害者連
絡会と連携し、被害者の支
援を行います。

DV問題に対する関係機関
の連携

DV問題に対する共通理解を深めるとともに、相談体制の強化及び効果
的な自立支援策について検討する（再掲　4－（2）②エ）

平成30年5月1日
ＤＶ施策ネットワーク会議開催（再掲　4－（2）②エ）

① ―

92
４－（２）③

ウ
ウ

早期発見のため、養護教
諭、医療機関等さまざまな関
係者や関係機関への働きか
けを行います。

DV問題に対する関係機関
の連携

DV問題に対する共通理解を深めるとともに、相談体制の強化及び効果
的な自立支援策について検討する（再掲　4－（2）②エ）

平成30年5月1日
ＤＶ施策ネットワーク会議開催（再掲　4－（2）②エ）

① ―

93
４－（２）④

ア
ア

被害者に対し、住居、就業、
福祉制度、同居する子ども
の就学、住民基本台帳の閲
覧制限等に関する情報提供
や心理的ケアを行うとともに
各種制度を活用して、被害
者の自立を支援します。

社会福祉施設におけるDV
被害女性への自立支援

市内の福祉施設に入所しているDV被害者に対し、ケースワーカー・カウ
ンセラーを派遣して相談に当たっている。入所中はカウンセリングや必
要に応じて法律相談に繋ぐとともに、地域保健福祉担当と連携しなが
ら、自立支援に向けたケースワークを行った。

ケースワーカー派遣：244回
カウンセラー派遣：101回
事例ケース検討会議　6回

① 派遣先施設との連携強化

94
４－（２）④

イ
イ

外国人の被害者に対しては
通訳を派遣するなど、被害
者の支援を行います。

緊急的な一時保護時の通
訳者派遣

外国人DV被害者への相談対応のため、必要に応じて通訳者を派遣。 通訳派遣実績　12回 ① 対応していない言語への対応

95
４－（２）⑤

ア
ア

困難を抱える男性への支援
として男性相談を行います。

男性の悩み相談
男性相談を子育て活動支援館において週１日（２時間以上）並びに別

途月１回以上実施する。

【男性の悩みの相談】
子育て活動支援館において毎週金曜日及び、月1回（第3日曜日）
に実施した。（相談件数：275件）

①

認知度の向上が課題であり、様々な媒体を積極
的に活用して、情報発信の機会を拡大しながら、
引き続き、相談者に満足していただける事業運営
を図る必要がある。

96
４－（２）⑤

イ
イ

DV加害者更生プログラムを
実践する民間団体と連携す
るなど再発防止対策に取り
組みます。

連携先を調査中 ― ― ③ 具体的な取組みの検討が進んでいない。

97
クレオにおける女性総合相
談

女性総合相談センターにおいて、保健師によるからだの相談を実施す
る。

女性総合相談センターにおいて、保健師によるからだの相談を実
施した。（相談件数：91件）

①

認知度の向上が課題であり、様々な媒体を積極
的に活用して、情報発信の機会を拡大しながら、
引き続き、相談者に満足していただける事業運営
を図る必要がある。

⑤再発
防止に
向けた
取組み

④被害
者の自
立のた
めの支
援

③関係
機関と
の連携
強化
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98 骨粗しょう症検診

寝たきり等の原因となる骨粗しょう症の予防のために、定期的な受診促
進を図ることにより、骨量減少者の早期発見や早期予防指導等を通し
て、市民の健康保持に資することを目的として、乳がん検診やイベント
等に併設して実施する。（自己負担金無料）
目標：H35年度末までに受診者数19,000人/年以上を達成する。

各区保健福祉センタ―等での実施：298回
総受診者数：17,769人

②

平成30年度については、受診者数が対前年比
8％増と、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21
（第2次後期）」の目標である19,000人に迫る結果
となった。
各区・局での受診者数増加に向けた啓発活動等
の取組みが功を奏したと評価できる。

予約のキャンセル枠（現行6.3％）を出来るだけ当
日予約で埋めることが出来れば、ほとんど目標達
成となるので、来庁者に対し、どういった働きかけ
が有効なのかが今後の検討課題である。

子育て中に女性が保健福祉センターで実施する乳がん検診において未
就学児の子供を持つ受診者を対象に実施する。

【業績目標】
保育ボランティア付検診を希望する市民への対応100％

申込1回で実績１回　100％ ① ―

乳がん検診予約時に希望される方より申込みを受付し保育ボランティア
付き検診を実施（継続実施）。

０件 ① 特になし

乳がん検診実施日に、保育ボランティア付検診を実施 保育ボランティア申込み　　１件 ① ―

区保健福祉センターで実施する乳がん検診は40歳以上の女性が対象
であり、乳幼児健診受診者の母親と年齢層に若干の差異がある。
引き続き乳幼児健診での周知は行うが、あわせて「アラフォーママの集
い」での周知を行っていく。

市全体の事業であり、区独自の事業ではないため、30年度以降
削除します。

－

100
５－（１）①

ウ
ウ

各区の保健福祉センターと
地域住民や関係団体等との
連携により、身近な地域にお
いて生涯を通じた自主的な
健康づくりを支援します。

健康増進活動事業 健康増進活動に対し補助金の交付等を行う 22団体に対し補助金の交付を行った ①
申請期間について見直しを行い、利用促進に努
める。

・はつらつ脳活性化教室の啓発
・リーダー養成講座の開催

はつらつ脳活性化教室の啓発を医師会と連携して講演会及び
リーフレットを医療機関へ配架した。
8回コースの養成講座を区民対象に開催。

① ―

・高齢者自らが介護予防に取り組める地域づくりを進めるため、いきい
き百歳体操等の普及支援等を行う。
・いきいき百歳体操等の立ち上げ地域に対し、おもりやＤＶＤの貸出を地
域からの依頼に応じて随時実施。
・理学療法士等リハビリテーション専門職等による助言・指導等を地域
からの依頼に応じて随時実施。
【業績目標】
・住民主体の体操、運動等の通いの場の創出　新規70箇所

・おもりやDVDの貸出の実施　　138回　※追加貸出含む
・専門職等による助言・指導の実施　299グループ　※継続支援含
む
・住民主体の体操、運動等の通いの場の創出　新規105箇所
　（参考）平成29年度実績：新規97箇所

① ―

102 母子健康手帳の交付 引き続き、母子健康手帳の普及に努める。
保健福祉センターにおいて、妊娠届を受け付けし、保健師による
母子手帳交付時面接を全員に行い、妊娠中や出産後の不安を把
握し個別指導を実施した。

① ―

103 母親教室の実施
引き続き、各区の実情に合わせた実施が検討できるよう、区の独自取
組内容について24区に情報提供を行う。

各区の独自取組内容について24区に情報提供を実施した。 ① ―

５－（１）②
ア

ア

101

５－（１）①
イ

５－（１）①
ア

ア

子育て中の女性が検診等を
受診しやすいように一時保
育事業等を充実します。

① 生涯
を通じ
た女性
の健康
支援

イ

高齢化の進展のもと、加齢
に伴う心身機能の低下や要
介護状態への移行を防ぐた
め、高齢者の健康づくり、介
護予防を推進します。

エ

女性特有の疾病である子宮
頸がん、乳がん等、更年期
障害や更年期うつなど更年
期の心身の健康問題など、
女性特有の健康課題につい
て、検診の受診や疾病に関
する正しい知識などの啓発・
情報発信するとともに、相談
に応じます。

保育ボランティア付検診

５－（１）①
エ

99

一般介護予防事業

女性が妊娠・出産に関して
適切に自己管理ができるよ
う、情報提供や保健指導を
行います。
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104
５－（１）②

イ
イ

安心して安全に出産できる
ように支援するため、妊婦が
妊娠期間中に受診する健康
診査を公費負担します。

妊婦健康診査の実施

各区保健福祉センター において母子健康手帳交付時に妊産婦健康診
査受診手帳（受診票）を交付するとともに、妊婦が医療機関等を受診す
る際、交付された受診票を 使用することにより妊婦健康診査にかかる
費用を公費負担する。また、委託契約が締結できない医療機関におけ
る受診については償還払いを実施している。

各区保健福祉センター において母子健康手帳交付時に妊産婦健
康診査受診手帳（受診票）を交付するとともに、妊婦が医療機関
等を受診する際、交付された受診票を 使用することにより妊婦健
康診査にかかる費用を公費負担した。また、委託契約が締結でき
ない医療機関における受診については償還払いを実施した。
【業績目標に対する実績】
妊娠11週以内の妊娠届出率94.5％(平成29年度）

① ―

105 不妊治療に対する助成

特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極
めて少ないと医師に診断された戸籍上の夫婦で、夫婦合算の総所得金
額が730万円未満の者に対し、治療1回につき上限額15万円（ただし初
回の治療に限り30万円。治療ステージC・Fについては、上限額7.5万
円）まで助成。年間回数及び通算期間の制限はなく、初回治療年齢が
40歳未満は通算6回、40歳以上43歳未満は通算3回まで助成。特定不
妊治療のうち、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を
行った場合に15万まで助成。

特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又
は極めて少ないと医師に診断された戸籍上の夫婦で、夫婦合算
の総所得金額が730万円未満の者に対し、治療1回につき上限額
15万円（ただし初回の治療に限り30万円。治療ステージC・Fにつ
いては、上限額7.5万円）までを助成した。年間回数及び通算期間
の制限はなく、初回治療年齢が40歳未満は通算6回、40歳以上43
歳未満は通算3回まで助成した。特定不妊治療のうち、精子を精
巣または精巣上体から採取するための手術を行った場合に15万
まで助成した。

① ―

新規
不妊専門相談センターの
設置

― 平成31年度事業開始 ―

106
母子訪問指導（新生児訪
問指導）・乳児家庭全戸訪
問の実施

　新生児に限定せずに、里帰り出産からの帰宅直後や未熟児の長期入
院等多様なニーズに対応できるよう、3か月児健康診査までのできるだ
け 早期に、保健師・助産師の専門職が訪問を実施しアセスメントを行
う。子 育ての孤立を防ぐため、居宅において不安や悩みを聞き、子育て
支援に 関する情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては
適切な サービス提供に結びつける。訪問では、乳児及びその母（また
は養育者） の心身の様子及び養育環境の把握、乳児の計測や観察、
母（または養 育者）に対する指導を行う。

新生児に限定せずに、里帰り出産からの帰宅直後や未熟児の長
期入 院等多様なニーズに対応できるよう、3か月児健康診査まで
のできるだけ 早期に、保健師・助産師の専門職が訪問を実施しア
セスメントを行った。子 育ての孤立を防ぐため、居宅において不安
や悩みを聞き、子育て支援に 関する情報提供を行うとともに、支
援が必要な家庭に対しては適切な サービス提供に結びつけた。
訪問では、乳児及びその母（または養育者） の心身の様子及び養
育環境の把握、乳児の計測や観察、母（または養 育者）に対する
指導を行った。
【業績目標に対する実績】
出生家庭に対する訪問による把握率　　　100％

① ―

107
養育支援訪問事業
（専門的家庭訪問支援事
業）

各種母子保健事業を通して対象者を把握し、望まない妊娠・若年者の
妊娠等で妊娠を継続することに不安が強い妊婦や出産後も育児困難が
予想される妊婦、様々な原因で養育が困難になっている家庭に対して、
専門職である保健師・助産師が訪問し相談及び技術援助や関係機関と
の連携を行う。

各種母子保健事業を通して対象者を把握し、望まない妊娠・若年
者の妊娠等で妊娠を継続することに不安が強い妊婦や出産後も
育児困難が予想される妊婦、様々な原因で養育が困難になって
いる家庭に対して、専門職である保健師・助産師が訪問し相談及
び技術援助や関係機関との連携を行った。

① ―

108
出産前小児保健指導事業
（プレネイタルビジット）

出産日時点で20歳未満の妊婦及びその配偶者等に紹介状及び指導票
を交付し、かかりつけの産科医が個々の状況に応じた小児科医を紹介
し、小児科医は生まれてくる子の日常生活上の注意や乳児に起こりが
ちな疫病など健康上の注意事項等について個別指導を行う。

出産日時点で20歳未満の妊婦及びその配偶者等に紹介状及び
指導票を交付し、かかりつけの産科医が個々の状況に応じた小
児科医を紹介し、小児科医は生まれてくる子の日常生活上の注意
や乳児に起こりがちな疫病など健康上の注意事項等について個
別指導を行った。

① ―

109 妊産婦の保健指導
各種母子保健事業を通して対象者を把握し、訪問等により妊娠、出産、
育児に必要な保健指導を行う。

各種母子保健事業を通して対象者を把握し、訪問等により妊娠、
出産、育児に必要な保健指導を行った。

① ―

新規
赤ちゃんへの気持ち質問
事業の実施

― 平成31年度事業開始 ―

５－（１）②
ウ

５－（１）②
エ

ウ

② 妊
娠・出
産にか
かる健
康支援

不妊に悩む人に対し、不妊
治療に要する費用の一部を
助成します。

妊娠期から子育て期のワン
ストップ支援拠点として総合
的相談支援を提供する「子
育て世代包括支援センター」
の機能を確保し、こども相談
センター、子育て支援機関、
医療機関等の各機関との連
携を図り、利用者への情報
提供を行うとともに、地域の
実情に応じた産前・産後サ
ポートや産後ケアを実施す
ることを通じて、妊産婦等を
支える地域の包括支援体制
を構築します

エ
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周産期緊急医療体制整備
事業

（一社）大阪府医師会が実施する周産期医療体制整備事業に大阪府、
堺市とともに助成を行い、周産期緊急医療の整備・充実及び質的向上
に資する。

・産婦人科救急搬送体制確保事業
・周産期緊急医療体制確保事業
に対する分担金を支出。

①

厳しい勤務環境や医療事故等のリスクがあり、環
境の整備と医師の確保が大きな課題である。周
産期緊急医療体制を確保するためには本事業の
より一層の充実が求められている。

産婦健康診査の実施
産後２回の健康診査を公費負担し、産婦の健康管理の向上や要支援
産婦の把握に繋げるため、受診勧奨を行う。

各区保健福祉センター において母子健康手帳交付時に妊産婦健
康診査受診手帳（受診票）を交付し、産後の健康診査を公費負担
することで、産婦の健康管理の向上や要支援産婦の把握に繋げ
る。

① ―

111
健康増進法に基づく保健
事業の充実（健康教育事
業）

地域の実態を踏まえた生活習慣病の予防、健康に関する事項について
計画的に講座を開催するとともにリーフレット等の健康情報媒体を作成
し、広く区民に効果的に発信する。

各区で計1,114回講座を実施し、24,526人が参加した。 ① 今後も取組を継続し、さらなる啓発を行う。

112
健康増進法に基づく保健
事業の充実（健康相談事
業）

健康相談は心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び
助言を行う。

各区で計534回実施し、7,066人の相談を受け、指導及び助
言を行った。

①
今後も継続して実施し、さらなる周知・啓発を行
う。

113
すこやかパートナー登録制
度

すこやかパートナー等が実施する活動は、食習慣等生活習慣の改善に
繋がるものであり、市民がこうした活動に自ら参加し、健康づくりに取り
組むことを促すため、意見交換会を通じてすこやかパートナー同士等の
交流の場を提供し健康づくりに関する協働事業のさらなる増加につなげ
るとともに、その取り組みを本市ホームページや情報誌等から情報発信
するなど健康づくりに参加しやすい環境を構築する。
【業績目標】
すこやかパートナー同士の協働事業数　30件以上

すこやかパートナー同士の協働事業数　45件（見込み） ①
今後も取組を継続し、さらなる協働事業数の増加
をめざす。

115
５－（２）①

ウ
ウ

 「たばこをやめたい人の禁
煙」「未成年者の喫煙防止」
「妊娠中の喫煙防止」「受動
喫煙防止に向けた環境の整
備」を４本柱にたばこ対策を
推進します。

たばこ対策促進事業
禁煙希望者、小学6年生及びその保護者、妊婦及びその家族の対象者
別に各種リーフレット・パンフレット等を作成し、配布、または保健指導、
あるいは健康教育を実施する。

喫煙希望者向けリーフ、小学６年生向及びその保護者、妊婦及び
その家族の対象者別に各種リーフレット・パンフレット等を作成し、
配布、または保健指導、あるいは健康教育を実施した。
（小学６年生配布実績　18,500人）

①

喫煙しない生活習慣の形成のためには、家庭・
地域の環境が肝要となる。
今後も取り組みを継続し、さらなる喫煙率の減少
をめざす。

110
５－（１）②

オ
オ

① 生活
習慣病
の予防

５－（２）①
ア

安全で安心な妊娠・出産を
確保するため、周産期医療
の充実に向けた支援を行い
ます。

健全な食生活の実践に向け
た啓発や保健指導を行いま
す。

114
５－（２）①

イ
イ

早期発見・早期治療につな
げるよう、がん検診等の受
診を啓発します。

がん検診受診者数向上策
の推進

・大阪市国民健康保険の加入者は大阪市がん検診の対象者であるた
め、特定健診周知冊子へのがん検診情報の掲載等、担当所属と連携し
た受診勧奨を行うことにより、大阪市の実施するがん検診の対象者で
ある旨の周知を効果的に行う。 ・子宮頸がん検診勧奨用冊子のデザイ
ン見直しに際し、市大との協定に基づき女性病態医学の教授等に参画
してもらい、より勧奨効果を期待できる冊子を作成する。 ・５がん（胃・大
腸・肺・子宮頸・乳）すべてについて、20歳から69歳の方のうち、一定年
齢の方と勧奨効果が大きいと思われる方に、個別受診勧奨通知を送付
することにより受診行動に繋げる。（平成30年10月送付予定：約16万
人、平成31年3月送付予定：約13万人）
※一定年齢の方：25歳・30歳・35歳の女性市民、40歳の男性市民、45
歳、50歳、55歳、60歳、65歳の市民
※勧奨効果が大きいと思われる方：平成25年度から27年度に大阪市が
ん検診を受診した方で、その後受診されていない市民
平成30年度運営方針目標：10月に個別受診勧奨通知を送付する一定
年齢層のうち、平成30年度５がん受診者数合計15,200人以上

・大阪市国民健康保険加入者へ送付する受診勧奨冊子にがん検
診の情報を掲載（4月）
・子宮頸がん検診勧奨物のデザイン見直しに際し、市大との協定
に基づき女性病態医学の教授等に参画してもらい、より勧奨効果
を期待できるチラシを作成(12月)
・個別受診勧奨について　　平成30年10月16.3万人送付,平成31年
3月：12.5万人送付

10月に個別受診勧奨通知を送付した一定年齢層のうち、平成30
年度５がん受診者数合計17,500人(H31.3.18現在見込）

① ③

運営方針業績目標については、達成できたの
で、個別受診勧奨のターゲットや方法について
は、適切であったと評価できる。
しかしながら、大阪市健康増進計画「すこやか大
阪21（第2次後期）」の目標値を達成するために
は、新たなターゲット層の発掘等、より効果的な
啓発活動について、引き続き検討する必要があ
る。

ア
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116
５－（２）②

ア
ア

ストレス対策を含めた心の
健康問題に関する正しい知
識の普及・啓発に取り組み
ます。

精神保健福祉相談事業
必要な市民に事業情報が提供できるよう、各区が広報、関係機関への
周知に工夫を行いながら精神保健福祉相談事業を実施する。

精神科医師による精神保健福祉相談　1847件 ②
相談件数は増加しているが、さらに広報、周知の
工夫を行い、相談件数の増加を目指す。

117
５－（２）②

イ
イ

薬物に関する専門相談を行
うとともに薬物の精神・身体
的影響等に関する正しい知
識の普及を図ります。

精神保健に関する正しい
知識の普及・啓発

各区において、こころの健康づくりや保持増進についての普及啓発講
座を実施する

各区における普及啓発　139回 ②
　こころの健康センターが各区と連絡調整を行い
ながら、各区保保健福祉センターが効果的に実
施できるよう検討が必要。

118
５－（２）②

ウ
ウ

アルコール依存についての
正しい認識や予防、早期発
見・早期治療等について啓
発を行います。

こころの健康センターにお
ける啓発の推進（飲酒・薬
物乱用等）

薬物及びアルコール関連問題を抱える当事者・家族に対し、専門相談
や家族教室を実施するとともに、広く市民等に正しい知識の普及啓発を
行うための研修会を実施する。

【薬物関係】
薬物相談（年12回）　延30名
家族教室（年3回）　延23名
学生向け薬物乱用防止教室(年2回）　延250名
市民向け講演会（年2回）　延73名
【アルコール関係】
アルコール相談（年10回）　延30名
家族教室（年3回）　延55名
市民向け講演会（年2回）　延134名
飲酒と健康を考える会（年4回）　延142名

②
さらなる周知の工夫を行い、薬物、アルコール等
依存症について、正しい知識を啓発を行う必要

119 健全母性育成事業

平成30年度においては、71校の応募申し込みから50校を選出。
・生命誕生：妊娠成立の仕組み、胎児の成長、母体の変化、出産の仕
組み・様子
・二次性徴：月経・射精の仕組み、意識の差
・男女交際：デートＤＶ、性被害、コミュニケーションスキル、対等な関係
・性感染症：予期しない・望まない妊娠の予防、避妊法、人工妊娠中絶
・ＬＧＢＴ：多様な性のあり方、性に関する倫理や道徳
上記をテーマとして、セミナーを実施。

中学校に助産師が出向き、50講座を実施、中学生5969名が参加
した。性に関する正しい知識や生命の尊さを啓発する思春期健康
教育や、思春期特有の性に関する不安や悩み、性感染症に関す
る講習を実施。

① ―

120 性教育の推進（再掲）

新学習指導要領等における保健、特別活動の内容を踏まえ、児童生徒
の発達段階に応じて性に関する科学的知識を理解させるとともに、これ
に基づいた望ましい行動がとれるようにすることをねらいとして、教職員
間で共通理解を図り、保護者の理解を得ながら地域の実情に合わせて
取り組む。
文部科学省の委託事業である「学校保健総合支援事業」を受け、教職
員向けの研修会や公開授業、保護者向けのシンポジウム等を実施する
予定である。

教職員向け性に関する指導についての研修会を1回開催、186名
対象、中学校の性に関する公開授業を1回開催、対象50名、教職
員向け性に関する指導についての講演会・シンポジウムを1回開
催、300名対象に実施した。

① ―

121 思春期問題相談事業
思春期相談　月2回
思春期関連問題諮問講座
思春期関連問題支援者向け研修

思春期相談　延べ　58件
思春期関連問題諮問講座　延べ58名
思春期関連問題支援者向け研修　延べ　41名

②
思春期関連問題について市民（支援者を除く）の
参加が少ない。市民によってより身近なテーマを
取り上げ、正しい知識の啓発を行う。

② 心の
健康づ
くりの推
進

ア 思春期の早期から、性に関
する正しい知識や生命の尊
さを啓発するとともに、思春
期特有の性に関する不安や
悩みの相談、情報提供を行
います。

５－（２）③
ア
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122 ＨＩＶ検査の実施

３区保健福祉センター（平日昼間）及び大阪検査相談・啓発・支援セン
ター（平日夜間・土日）においてHIV検査を実施するほか、世界エイズ
デー等にあわせたイベント検査及びNGO等と協働したMSM向けイベント
検査を実施する。

【業績目標】
・HIV検査受検者数12,000人以上
・新規報告数（HIV感染者＋エイズ患者）に占めるエイズ患者の割合
19.0％以下

平成30年度HIV検査受検者数：14,342名
【内訳】
○保健福祉センター常設（週2～3回）：6,601名
○保健福祉センター常設即日（月1回）：244名
〇MSM向け検査（6回実施）：209名
○イベント検査（2回実施）：54名
○CC（火曜・木曜夜間（2月のみ水曜夜間）及び土曜・日曜昼間）：
7,234名
平成30年新規報告数（HIV感染者＋エイズ患者）に占めるエイズ
患者の割合：22.8％
※CC・・・大阪検査相談・啓発・支援センター「chotCAST」にて特
定非営利活動法人への委託により実施（大阪府との共同事業）

③

若年層を中心に感染が拡大していることから、早
期に感染を発見し早期治療に結びつけるなど今
後も継続した対策が必要であり、より多くの市民
に対して検査事業の周知や検査体制の拡充を図
る必要がある。

123 エイズ相談の実施
各区保健福祉センター等での保健師による常設相談、カウンセラーに
よる専門相談及び外国人に対する多言語による電話相談を実施。

平成30年度相談件数：8,519件
【内訳】
○保健福祉センター・保健所：8,245名
○カウンセラー相談：105名
○外国語による電話相談：169名

①

HIV感染者・エイズ患者が年々増加している中
で、エイズに対し不安や悩みを持つ市民も増加
し、相談件数も増加傾向にあるため、今後も継続
した相談事業の周知・啓発と相談体制の整備が
必要である。

124
性感染症の正しい知識の
普及・啓発

ホームページ・パンフレットの充実を図るとともに、他都市と連携したエ
イズ予防啓発事業や産業医等と連携した職域への啓発等を実施。

○パンフレット「おおさかエイズ情報NOW」8,100冊発行
○エイズ予防週間事業を実施（大阪府・高槻市・東大阪市・堺市・
豊中市・枚方市・八尾市との共同事業）

①

HIV感染者・エイズ患者数は年々増加しており、ク
ラミジアも依然として多く、若年層に感染拡大が
続いていることから、今後も性感染症に関する正
しい知識の普及と、市民一人ひとりの意識に対す
る啓発が必要である。

126
ひとり親家庭等就業・自立
支援センター事業

ひとり親家庭等就業・自立支援センターにおいて、ひとり親家庭の親等
に対する、就業相談、就職情報の提供、就業支援講習会、無料での職
業紹介など一貫した就業支援サービスを実施する。
【業績目標】
就職率（求職者登録者に対する就職者の割合）　48％

ひとり親家庭等就業・自立支援センターにおいて、ひとり親家庭の
親等に対する、就業相談、求人情報の提供、就業支援講習会、無
料での職業紹介など一貫した就業支援サービスを実施した。
【実績】
就職率（求職者登録者に対する就職者の割合）　46.0％

②

求人倍率の低下等に伴い、就職率の低下が顕
著。
ひとり親家庭の親に対し、精神的・経済的自立を
めざし、将来設計、自立マインドの構築から就職
支援、定着支援までを全面的にバックアップする
サポート講座を、就業支援講習会のメニューに追
加。

ア　ひとり親家庭の実情に応じ､
ハローワーク、ひとり親家庭等就
業・自立センター等を通じた一貫
した就業支援や学び直し支援等
を行います。

125

５－（２）③
イ

③ 性を
理解す
るため
の啓
発・相

談

イ

HIV／エイズを含む性感染症
について正しい知識の普及・
啓発を行うとともに、相談・検
査・医療体制を充実します。

性器クラミジア、梅毒及び
Ｂ型肝炎検査の実施

３区保健福祉センター（平日昼間）及び大阪検査相談・啓発・支援セン
ター（平日夜間・土日）においてHIV検査にあわせて実施する。（検査項
目は検査会場・曜日によって相違）

◎性器クラミジア
（保健福祉センターにて週2～3回実施）
平成30年度受検者数：5,855名
◎梅毒：平成30年度受検者数：13,905名
【内訳】
○保健福祉センター（週2～3回）：6,572名
〇MSM向け検査（6回実施）：208名
○イベント検査（2回実施）：38名
○CC（火曜・木曜夜間（2月のみ水曜夜間）及び土曜・日曜昼間）：
7,087名
◎Ｂ型肝炎
（CCにて火曜・木曜夜間（2月のみ水曜夜間）及び土曜・日曜昼間
に実施）
平成30年度受検者数：7,107名
※CC・・・大阪検査相談・啓発・支援センター「chotCAST」にて特
定非営利活動法人への委託により実施（大阪府との共同事業）

①

若年層を中心に感染が拡大していることから、早
期に感染を発見し早期治療に結びつけるなど今
後も継続した対策が必要であり、より多くの市民
に対して検査事業の周知等を図る必要がある。
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127
ひとり親家庭サポーターに
よる就業相談

各区保健福祉センターにおいて、就業相談の専門的知識をもつひとり
親家庭サポーターによる相談窓口を週２日開設するとともに、相談日に
来所できない方を対象に訪問による相談を実施する。

【業績目標】
ひとり親家庭サポーターの相談件数　3,300件

各区保健福祉センターにおいて、就業相談の専門的知識をもつひ
とり 親家庭サポーターによる相談窓口を週２日開設するとともに、
相談日に 来所できない方を対象に訪問による相談を実施した。

【実績】
ひとり親家庭サポーターの相談件数　3,800件

①
相談取扱い内容の増に伴い、区役所配置型のひ
とり親家庭サポーターを1名増員し、8区について
は相談窓口を週3日開設する。

128
母子・父子福祉センター
「大阪市立愛光会館」事業

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦を対象に、就業相談、就
業支援講習会の開催、求人情報の提供、無料による職業紹介、講演
会、 講習会その他の教養講座の開催、生活相談及び法律相談、児童
につい ての相談指導など、ひとり親家庭等の経済的自立を助長し、そ
の福祉を 増進するとともに、その扶養する児童の健全な育成に資する
ことを目的と した事業を実施する。

【業績目標】
就職率（求職者登録者に対する就職者の割合）　48％

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦を対象に、就業相
談、就 業支援講習会の開催、求人情報の提供、無料による職業
紹介、講演会、 講習会その他の教養講座の開催、生活相談及び
法律相談、児童につい ての相談指導など、ひとり親家庭等の経
済的自立を助長し、その福祉を 増進するとともに、その扶養する
児童の健全な育成に資することを目的と した事業を実施した。

【実績】
就職率（求職者登録者に対する就職者の割合）　46.0％

② ―

129 母子父子寡婦福祉資金

各区保健福祉センターにおいて、ひとり親家庭の親、寡婦の相談に応じ
るとともに、必要な場合は資金の貸付を行い、長期的な視点での自立を
目指した支援を行う。

【業績目標】
相談内容に応じて、貸付を決定

貸付件数　9件 ① ―

130
ひとり親家庭等日常生活
支援事業

ひとり親家庭等が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病
などの事由により、一時的に生活援助、子育て支援サービスが必要な
場 合、もしくは生活環境の激変により、日常生活を営むのに支障が生
じて いる場合に、家庭生活支援員を派遣するなど、その生活を支援し、
ひとり 親家庭等の生活の安定を図る。

【業績目標】
派遣要請に対応できた割合　90％以上

ひとり親家庭等が、修学等の自立を促進するために必要な事由
や疾病 などの事由により、一時的に生活援助、子育て支援サー
ビスが必要な場 合、もしくは生活環境の激変により、日常生活を
営むのに支障が生じて いる場合に、家庭生活支援員を派遣した。

【業績目標】
派遣要請に対応できた割合　96.6％

① ―

・塾代助成事業上限1万円で受講できる学習教室の開設促進・インター
ネット上の無料動画授業・教材をリスト化して活用の促進を図るなど、家
庭学習の環境の整備を図る

【業績目標】
各中学校で実施するアンケートにおいて、家庭学習や予習・復習の状
況を問う設問に対し、肯定的回答の割合が、平成28年度を基準として
改善している学校が３校以上
【撤退基準】
上記基準に対し、改善している学校が２校以下の場合は事業を再構築
する。

港エンパワメント塾開設（10月末～2月、2ヵ所）
インターネット上の無料動画授業・教材（小学校、中学校の各教科
及びエンパワメントに資するもの）のリストを区ホームページに掲
載した外、抜粋版の冊子を全児童生徒に配布

肯定的回答の割合が、平成28年度に基準として改善している学校
が５校（全校）

①

港エンパワメント塾への参加者が少なかった。

地域等においても家庭学習の促進に努めてもら
えるよう、インターネット上の無料動画授業・教材
の周知に努める。

大阪市こどもの貧困対策推進計画に基づき、各区・局が実施している
取り組みをとりまとめ、実績や進捗状況の確認を行う。

大阪市こどもの貧困対策推進計画に基づき、各局・各区における
こどもの貧困対策関連（重点施策推進経費分)事業を本格実施し
た。

① ① ―

ア

イ　家庭での育児等に悩みを持
つひとり親への生活相談や生活
支援講習会の実施、一時的に家
事援助、保育等のサービスが必
要となった際の家庭生活支援員
の派遣等、ひとり親の子育てや
生活・健康に対する支援を行いま
す。

６－（１）①
ア　イ

６－（１）②
ア

131 こどもの貧困対策

① ひと
り親家
庭への
自立支
援

子どもたちの未来が生まれ
育った環境によって左右され
ることなく、自らの可能性を
追求できる社会をめざし取
組みを推進していきます。
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133

学校活性化推進事業〔校
長経営戦略支援予算（学
力向上支援サポーターの
配置）〕
小学校学力経年調査に基
づく学習支援事業〔学習支
援教材データ配信〕

学力向上を図るために、校長経営戦略支援予算の基本配付の中で、学
校長の裁量により「学力向上支援サポーター（学びサポーター）」を配置
する。
・多様な問題で構成された学習教材データを全小中学校等に配信す
る。

・学びサポータの配置：小学校240校・中学校59校
・学校アンケートで「自校の学力の課題に応じた取組ができた」と
する旨の回答の割合 小学校96.9％、中学校96.9％

・学習教材データを全小中学校とこども相談センターに配信
・「データ配信された学習教材は役に立った」とする旨の回答
99.0％

① ①
・放課後学習における各学校のニーズに応じた
学びサポーター研修内容の工夫

◆スクールソーシャルワーカーを2名にして、定期訪問校を拡充

◆スクールソーシャルワーカーとコミュニティソーシャルワーカーの連携
にむけて、年度当初に研修開催するなどして、日常的な連携手法を検
討する

◇スクールソーシャルワーカーの配置により、不登校やひ  きこも
り等の課題解決に向けた支援体制づくりが図れた
 ＊スクールソーシャルワーカーを配置し、区内各小・中学校に拠
点を置き,関係機関をはじめ、コミュニティソーシャルワーカーとも
連携して、課題解決に向け調整を行った
 ＊支援延件数 1069件
　（幼稚園2件、小学校459件、中学校504件、校102件、特別支援
学校2件）
 ＊校内、関係機関とのケース会議86回
 ＊定期訪問校 中学校 5校中 4校　小学校 11校中 4校
 ＊各学校からの要望も多く、定期訪問校を拡充するため平成30
年度から1名増員

① ―

家庭の経済状況等によって
子どもの進学機会や学力・
意欲の差が生じないように､
生活困窮世帯等の子どもへ
の学習支援や､学校へのス
クールソーシャルワーカー等
の配置､地域における学習
支援等を推進します。

イ

② こど
もの貧
困対策

６－（１）②
イ

年間１２０日（週２～３日程度）、社会福祉等の専門的な知識や教育分
野に関する知識を有するスクールソーシャルワーカーが、こどもサポー
トネットと連携し、区内小中学校の問題課題を抱える児童・生徒への働
きかけや、関係機関等とのネットワークの構築・調整、学校に対しての
課題解決のノウハウの伝授等を行う。

訪問活動の回数
　・学校（小学校・中学校）：100回
  ・面談、家庭訪問回数：23回
主な会議等の出席回数
　・スクリーニング会議Ⅱ：21回
　・こどもサポートネット従事者研修：１回
　・ケース会議：２回

【業績】
スクールソーシャルワーカーにより解決・好転した相談ケースの数
(36件)
536件中36件（6.7%）

【成果目標】具体的支援により、課題や状況等が解決、改善され
たケースの割合：50％

③

平成30年度は、こどもサポートネット事業と連携
し、支援の必要な児童・生徒の課題解決に向け、
それぞれに応じた適切な支援につなぐことに努め
たが、支援が必要なケースに対して、課題が解
決・好転したケースの割合が低いことが課題とし
て挙げられる。
その理由としては、これまでの申請主義に基づく
支援ではなく、アウトリーチ型の支援を行っている
ところではあるが、特に困窮度の高い子育て世帯
には複合的な課題が多くあることから、課題が解
決・好転するには至らないケースがあった。
平成31年度においても、引き続き、行政・学校・地
域・関係機関が連携し、教育分野と福祉分野から
総合的に継続して支援することにより、対象とな
る児童・生徒（世帯）の環境整備を図っていく。

132 子ども未来輝き事業

生活保護受給家庭を含む生活困窮家庭において、子ども自立支援員
等が掘り起こした小中学生に事業者によるきめ細かい学習指導、キャリ
ア教育、体験学習を実施する。
・学習指導：週1回2時間程度で1コマの定員は6名または9名の個別指
導として実施。総定員51名。地域で取組まれている子ども食堂とも連
携。また、月2回の宿題会を新たに実施。
・キャリア教育：価値観の違いを知り、社会性を育み、自己肯定感を醸
成。年6回程度実施
・体験学習：夏休み等には自己肯定感や将来の夢や希望を持てるよう、
子どもの主体的な体験学習（例：科学実験、食育学習）や多様な体験活
動（例：野外キャンプ）を実施
・支援開始時に対象生徒及び保護者に面談し家庭環境等状況把握を
実施
・実施場所は主会場として区内中心部（主に区民センター。子ども食堂
との同時開催も実施。）の1か所と、区内中心部から離れたサテライト会
場（子ども食堂との同時開催も実施。）の1か所の計2か所で実施

・総定員を超える延べ73名の参加申込みがあり、最大17名のキャ
ンセル待ちが発生。
・学習支援は、全384回実施。年度末在席者50名については、延
べ1,580回参加。
・事業参加の子どもたちへのアンケートでは、「事業に参加するこ
とが楽しいと感じるか。」の問いに、肯定的回答が約96％。
・中学3年生4名については、全員高校又は高等専修学校へ進
学。

②

【課題】
・事業に参加することが楽しいと感じるだけでな
く、社会への関心が薄い子どもや自己肯定感が
低い子どもの学習意欲を呼び起こし、学力の向
上につなげること。
【改善策】
学習指導に加え、体験学習とキャリア教育を効果
的に実施し、社会への関心や自己肯定感を向上
させ、学習意欲を呼び起こし、学力の向上につな
げる。
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・社会福祉等の専門知識や技術を有するスクールソーシャルワーカー
（ＳＳＷ）１名を配置し、区内の小中学校を巡回し、いじめや問題行動、
不登校などの問題を抱える児童生徒の課題解決を図る。
・スクールカウンセラー３人を追加で配置し、区内の全小中学校を対象
として、児童生徒や保護者、教職員への相談体制を充実させる。

・区役所配置のＳＳＷと学校が連携して課題解決に取り組んでいると感
じる学校の割合:70%以上

・ＳＳＷ　解決に向けた相談支援：734件
　　　　　　関係機関と連携したケース会議：30件
　　　　　　学校訪問：128回　　家庭訪問：20回
　　　　　　児童・保護者面接：64回
・ＳＣ相談　　176件

　区役所配置のＳＳＷと学校が連携して課題解決に取り組んでい
ると感じる学校の割合：90.9%

①

　相談件数等が増え全体としては順調に進んで
いる。アンケート結果からも、ＳＳＷと学校が連携
して課題解決に取り組んでいると感じている学校
の割合も高い。
　引き続き、課題解決に向けて、SSWの役割につ
いて学校や関係機関との役割分担や認識の一致
を図りながら、さらなる連携強化を進める。

住吉区役所及び区内拠点校にスクールソーシャルワーカーを配置し、
学校園からの申請により、派遣相談を実施（平成30年度校長経営戦略
予算にて実施）

【業績目標】
スクールソーシャルワーカーを活用して解決を図ろうとした事案 14件

・スクールソーシャルワーカーを活用して解決を図った事案36件
・スクールソーシャルワーカーをより効果的に活用するため、区内
中学校１校を拠点校（モデル校）として配置し、その他の学校から
は要請に応じ派遣を行った。
・スクールソーシャルワーカー活用についての理解度を深めるた
め、スーパーバイザーによる学校長等に対する研修を実施。

①

・中学校での不登校やいじめ等の課題の早期解
決のために、小中連携が重要であることから、区
内拠点校の通学区域内小学校へもスクールソー
シャルワーカーを派遣する。

区専属のスクールソーシャルワーカーを配置し、区内の小・中学校を巡
回する。支援が必要な児童生徒及びその家族に対して、福祉施策の的
確な活用を行うとともに、関係機関や地域などの様々な社会資源を活
用した支援により、問題の解決や改善を図る。また教職員に対して福祉
施策の活用等、問題解決のノウハウを伝達することで、学校における福
祉的課題への問題解決力向上をめざす。

・全小中学校へ巡回訪問（原則月1回、必要に応じて複数回訪問）

・スクールソーシャルワーカーの支援によって解決・好転した相談
ケースの件数　17件

・スクールソーシャルワーカーによる支援対象児童生徒数　71人

①

学校における福祉的な課題の解決に向けては、
様々な面からサポートする必要があるため、より
一層関係機関が連携して取組を進める必要があ
る。
子育て支援室、スクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカーなど関係機関が一体となり学
校と連携を深めながら家庭、児童を支援していく
必要がある。

スクールソーシャルワーカー10名が３～4区を担当し、要請のあった学
校園に派遣を行い教職員と協働した支援を行う。派遣のない日は、拠
点校（および校区小学校）での支援を行う。また、こどもの貧困対策事業
の「大阪市こどもサポートネット」事業において、モデル7区に8名のス
クールソーシャルワーカーを配置し、学校での気付きをスクリーニング
会議において適切にアセスメントを行い、適切な福祉的支援につないで
いく。

スクールソーシャルワーカー（週3日勤務）がそれぞれ3～4区を担
当し、要請のあった学校園に合計236回の派遣を行い教職員と協
働した支援を行った。派遣のない日は、拠点校（および校区小学
校）での支援を行った。
「大阪市こどもサポートネット」事業において、モデル7区に8名のス
クールソーシャルワーカーを配置することができ、学校での気付き
をスクリーニング会議において適切にアセスメントを行い、効果的
な福祉的支援につながった。

①
スクールソーシャルワーカーの理解を深め、各校
の活用を推進する必要がある。

社会福祉の専門的な知識や技術に加えて教育分野に関する知識を有
するスクールソーシャルワーカーを区内市立幼稚園及び小・中学校へ
巡回・派遣すること等により、教育相談等の充実を図る。また、福祉的
課題をかかえた児童生徒及びその家庭に対し、関係機関等のネット
ワークを通じた福祉施策の的確な活用など、多様な支援方法を用いて
課題解決に向けた対応を行う。
○スクールソーシャルワーカー等
　・配置予定（１日６時間、153日従事）
　・区内17学校園を巡回するとともに、学校園からの要請に基づき派遣
　・教職員等を対象とした研修の実施
【業績目標】スクールソーシャルワークによって好転した新規ケースの件
数：10件以上
【撤退基準】
スクールソーシャルワークによって好転した新規ケースの件数が５件を
下
回った場合は事業を再構築する。

・スクールソーシャルワーカー巡回･派遣日数：計162日、相談ケー
ス：87件、うち好転件数58件
・臨床心理士の小学校配置日数：計15日

好転した新規件数16件

①

スクールソーシャルワー
カー活用事業

134

―
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135
６－（１）③

ア
ア

障がいがあること、外国人で
あること、同和問題等により
困難な状況に置かれている
ことに加え、女性であること
でさらに複合的に困難な状
況に置かれている場合があ
ることに留意して施策を推進
します。

複合的な課題を抱える人
びとに配慮した施策推進

事業を実施する際に継続して取り組む ― ―

137 多文化サービスの展開

・外国語を母語とする子どもたちへの図書館サービスの提供と広報の
充実
・やさしいにほんごモードのOPACの広報・周知
・外国語資料、外国語資料ページの充実

【業績目標】
・やさしいにほんごモードOPACのアクセス件数増
・外国語資料の蔵書増
・貸出冊数増

・いろんなことばのおはなし会（6回開催）
・セミナー『“絵本を通して多文化に出会う”場づくり』開催
・大阪市内日本語教室等国際交流関連団体や学校に対して多文
化行事の広報実施
【業績目標】
・やさしいにほんごモード アクセス件数 13,286件
・OPAC検索件数 1,655件
・外国語資料ページアクセス件数 3,451件
外国語資料を（1,749）冊受入れ（購入（1,175）冊、寄贈（574）冊）

① -

外国籍住民からの問い合わせには、トリオフォンを介して国際交流セン
ターに通訳を依頼したり、多言語による市民相談窓口等を案内するなど
して対応している。

外国籍住民からの問い合わせには、トリオフォンを介して国際交
流センターに通訳を依頼したり、多言語による市民相談窓口等を
案内するなどして対応している。

① ―

事業内容に同じ
（日々の相談窓口の運営であるため）

【業績目標】
大阪国際交流センター実施分
相談件数：3,150件

 外国籍住民相談の受付総件数
　　大阪国際交流センターにおける実施分　 2,930件
　　　・大阪国際交流センター 多言語による相談 1,457件
　　　・法律相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   51件
　　　・市政・区政相談
　　　　（大阪国際交流センターにおける実施分） 1,422件
　　大阪国際交流センター以外における実施分
　　　・市政・区政相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71件

③

　H30目標を下回ることとなった主な要因として
は、英語、中国語、韓国・朝鮮語での対応だけで
は十分ではなく、ベトナム語等のニーズの変更に
対応できない場合もあるからだと考えている。
　今後は、法律相談や行政書士相談も含む、相
談窓口の広報を強化するとともに、平成31年度に
は、入管法の改正にともない外国人数の増加も
見込まれるため、体制強化に努め、目標達成を
目指す。

【しごと情報ひろばにおける職業相談・職業紹介
事業】
【課題】
・しごと情報ひろばの認知度を上げるため、より
効果的な情報発信が必要である。
・若者層に向けたより効果的な広報を実施する必
要がある。
【改善策】
・ハローワーク、大阪府（OSAKAしごとフィールド・
総合労働事務所）などの関係機関と連携し、各々
の情報媒体（メールマガジンなど）も活用し、情報
発信を行う。
・区役所をはじめ関係機関が実施する若者層向
けイベント等の情報を収集し、広報協力を依頼す
る。
（再掲：１－（３）②ア）
【若者・女性への就労支援事業】
【課題】
より多くの求職者の参加や掘り起しを図るため、
女性をターゲットに効果的な工夫を図る必要があ
る。
【改善策】
区役所をはじめ関係機関が実施する女性向けイ
ベント等の情報を収集し、広報協力を依頼する。
（再掲：１－（３）①イ）

136
６－（１）③

イ
イ

仕事に就いてない、又は非
正規の仕事に就き、不安定
な生活を送っている若年の
独身女性の自立を促すため
相談・支援体制を整備しま
す。

・しごと情報ひろばにおけ
る職業相談・職業紹介事業
・女性向けキャリアサポー
ト事業
・合同企業説明会の開催
・就労支援機関等と連携し
たセミナー（クレオ）

【しごと情報ひろばにおける職業相談・職業紹介事業】
・「しごと情報ひろば」の認知度：市政モニターアンケート
　存在：36％以上　　有用性：65％
・「しごと情報ひろば」の認知度：本市が行う企業説明会・面接会等に参
加した若者（34歳以下）
　36％
・利用者アンケートにおいて「満足」と答えた人の割合：78％
（再掲：１－（３）②ア）

【若者・女性への就労支援事業】
女性の就職者数：75人
【合同企業説明会の開催】
・合同企業説明会：２回開催
　　女性向け合同企業説明会：２回
（再掲：１－（３）①イ）

【しごと情報ひろばにおける職業相談・職業紹介事業】
・「しごと情報ひろば」の認知度：市政モニターアンケート
　存在：27.3％　　有用性：58.0％
・「しごと情報ひろば」の認知度：本市が行う企業説明会・面接会等
に参加した若者（34歳以下）
　36.8％
・利用者アンケートにおいて「満足」と答えた人の割合：85.3％
（再掲：１－（３）②ア）

【若者・女性への就労支援事業】
女性の就職者数：75人
【合同企業説明会の開催】
・合同企業説明会：２回開催
　　女性向け合同企業説明会：２回
（再掲：１－（３）①イ）

②

138
外国籍住民相談窓口の開
設
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140
緊急的な一時保護時の通
訳者派遣

外国人DV被害者への相談対応のため、必要に応じて通訳者を派遣。 実績　12回 ① 対応していない言語への対応。

141 識字推進事業

識字日本語教室を41教室開設

【業績目標】
識字・日本語教室における「学習者の教室活動に対する満足度」　80％
以上（29年度～）

識字日本語教室を41教室開設

【業績目標】
識字・日本語教室における「学習者の教室活動に対する満足度」
91.5％（30年度）

①
引き続き、支援ボランティアと連携し、教室を開設
する。

外国人に対し、多言語で生
活支援や相談窓口の情報提
供を行うとともに、DV被害に
あった外国人女性に対し通
訳を派遣するなどの相談・一
時保護体制の充実を図りま
す。

ウ

②

③ 複合
的な課
題を抱
える人
びとへ
の支援

139

６－（１）③
ウ

多文化共生事業

・「一日インフォメーションサービス」
・「災害時外国人支援ネットワーク整備」
・「インターナショナルタクシー推進支援事業」
・「外国人向け情報の多言語翻訳支援と情報発信事業」
・「外国人住民向けテーマ別行政情報伝達事業」
・「私費外国人留学生への賃貸住宅提供」
・「留学生情報HPの作成及び運営」
・「多文化共生社会を担う外国人住民サポート事業」
【業績目標】
・「一日インフォメーションサービス」
　来場者アンケート満足度90％以上
　来場者数100名以上
・「災害時外国人支援ネットワーク整備」
　防災訓練・研修会の実施件数2回
　関係局会議3回以上
・「インターナショナルタクシー推進支援事業」
　研修開催回数10回
・「外国人向け情報の多言語翻訳支援と情報発信事業」
　翻訳支援件数60件以上
・「外国人住民向けテーマ別行政情報伝達事業」
　来場者アンケート満足度90％以上
　開催回数2回以上
・「私費外国人留学生への賃貸住宅提供」
　年間入居率90％以上
・「留学生情報HPの作成及び運営」
　情報発信件数24回
・「多文化共生社会を担う外国人住民サポート事業」
　外国人によるプログラム提供数30件
　プログラム提供外国人数25人

・「一日インフォメーションサービス」
　来場者アンケート満足度91％　相談件数119名(うち電話11件）

・「災害時外国人支援ネットワーク整備」
　外国人のための防災研修・被災外国人対策図上訓練1回、ボラ
ンティア説明会・外国人のための防災教室1回、近畿CLAIR研究
会4回、共催研修会・訓練3回、Osaka訪日外国人等への支援推進
会議2回、CLAIR大阪北部地震振り返り会1回、CLAIR北海道胆振
地震振り返り会1回、避難所多言語支援マニュアル検討会議1回

・「インターナショナルタクシー推進支援事業」
　開催回数　英語6回、韓国語2回、中国語2回（全10回）

・「外国人向け情報の多言語翻訳支援と情報発信事業」
　翻訳支援件数　英語14件、中国語3件、 韓国語42件、タガログ
語1件（うち区役所3件、保健所2件、消防局・教育委員会・市税事
務所・南部子ども相談センター各1件）

・「外国人向けテーマ別行政情報伝達事業」
　来場者アンケート満足度90％
　外国籍児童に係る相談会1回、保護者向け入園説明会1回

・「私費外国人留学生への賃貸住宅提供」
　年間入居率99％

・「留学生情報HPの作成及び運営」
　情報発信件数30件

・「多文化共生社会を担う外国人住民サポート事業」
　プログラム提供数31件、提供外国人68人

　

今年度「一日インフォメーションセンター」は、開催
日が大阪北部地震後の混乱が続いている中で
あったことも影響している可能性があると思われ
る。また、平成28年度より毎年相談件数の減少
が続いているが、地域で同様の相談会の開催機
会が増えたことや、ホームページ等での多言語で
の情報提供が進み、情報を得る機会・手段が増
えたことが考えられる。
　今後の実施形態については、現在連絡会議で
協議を進めているところではあるが、場所を変え
ての年2回開催を想定している。より利便性の高
い場所での開催や、複数開催をすることで、相談
が必要な外国人がより利用しやすい環境を整え
るとともに、SNS等を利用した多言語での広報を
さらに進めていく。
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143
６－（１）③

オ
オ

LGBTをはじめとする性的少
数者について市民の理解が
深まるよう、啓発を推進する
とともに、LGBTとアライ（よき
理解者）との協働・交流の機
会の提供や、相談体制の充
実を図ります。

LGBT（性の多様性）につい
ての啓発

・LGBTを始め多様性を力にする「レインボーカフェ3710」の開催（年6回
以上）

【業績目標】
人権啓発事業の参加者のうち、人権問題への関心や意識を高めるうえ
で役立ったと思う人の割合：80％以上
【撤退基準】
人権啓発事業の参加者のうち、人権問題への関心や意識を高めるうえ
で役立ったと思う人の割合が70％以下であれば事業を再構築する。

・レインボーカフェ3710の開催（年13回(交流会1回を含む)）
・区民まつりでのLGBT啓発ブースの設置（1回）
・みなと人権展における「LGBT×アライ交流会」及びLGBT写真展
の実施（1回）
・八幡屋スポーツみどりフェスティバルでのLGBT啓発ブースの設
置（1回）
・レインボーみなりんプロジェクトの推進

人権啓発事業の参加者のうち、人権問題への関心や意識を高め
るうえで役立ったと思う人の割合　81.5％

① ―

144
６－（１）③

カ
カ

複合的な課題を抱える生活
困窮者の自立を促進するた
め、相談対応を行うととも
に、それぞれの状況に応じ、
包括的支援を行います。

生活困窮者自立支援事業
生活に困窮した世帯からの複合的な課題に相談対応するため、 アウト
リーチの手法等も駆使しつつ、各区において総合的な自 立相談支援事
業を実施。（相談対象者数見込　9,000人）

24区新規相談受付人数計　8,385人 ①

生活困窮者自立支援法の改正により、H30.10.1
から、自治体の各部署に、生活困窮者を把握し
た場合には、自立相談支援事業の利用勧奨を行
う努力義務が課されるなど、早期支援のための
取組を進めた結果、前年度よりも相談件数が増
加している。
引き続き、関係部署、関係機関等との連携強化
を図り、取り組みを進めていく。

生活に密着した識字・日本
語教育を行うことにより、社
会的に不利な立場にある女
性のエンパワメントを図りま
す。

多文化共生事業

・「外国人ふれあいサロン」
・「たのしい日本語」
・「未就学・ダイレクト向け日本語・学習支援」
・「生活日本語コース」
・「日曜にほんごサロン」

【業績目標】
・「外国人ふれあいサロン」
　来場者アンケート満足度90％以上
　開催回数40回以上
・「たのしい日本語」
　来場者アンケート満足度90％以上
　開催回数132回以上
・「未就学・ダイレクト向け日本語・学習支援」
　来場者アンケート満足度90％以上
　開催回数プレ8回、こどもひろば79回以上
・「生活日本語コース」
　来場者アンケート満足度90％以上
　開催回数3クール6クラス以上
・「日曜にほんごサロン」
　来場者アンケート満足度90％以上
　開催回数36回以上

・「外国人ふれあいサロン」
　来場者アンケート満足度100％開催回数：40回
　参加者数：外国人のべ1,126名、ボランティアのべ1,149名
・「たのしい日本語」
　来場者アンケート満足度93％開催回数：147回
　参加者数：外国人のべ1,070名、ボランティアのべ429名
・「未就学・ダイレクト向け日本語・学習支援」
　(1)こどもひろば
　　　来場者アンケート満足度97％開催回数：40回
　　　参加者数：外国にルーツを持つこどものべ995名、ボランティ
アのべ840名
　　　・6月以降高校受験者対象補習授業　32回
　　　　　　　　参加者数のべ173人
　　　　　　　　ボランティアのべ181人
  　　・高校生勉強会（毎週木曜）　32回
　　　　　　　　参加者数のべ76人
　　　　　　　　ボランティアのべ60人
　　　・外国にルーツを持つ高校生交流会
　　　　第1回：平成30年12月27日
　　　　会　場：大阪国際交流センター
           　　  参加者36人
　　　　第2回：平成31年3月1日
         会　場：インド・ネパール料理「AGRIM」
          　　　 参加者44人
　(2)外国にルーツを持つこどものためのプレスクール
　　　開催回数：10回（2会場）
　　　参加者数：外国にルーツを持つ未就学児のべ78名、ボラン
ティアのべ146名
・「生活日本語コース」
　来場者アンケート満足度98％開催回数3クール6クラス
　参加者数：のべ229名
・「日曜にほんごサロン」
　来場者アンケート満足度100％開催回数35回

　日本語学習支援の担い手はボランティアが中
心であるため、継続的に活動できるボランティア
の確保と質の向上が課題である。
　そのため、今後もボランティアの育成に努め、
日本語教育を学ぶ大学生のボランティア・イン
ターンとしての活用等、ボランティアの確保に努
める。また、ボランティア養成講座や研修等を通
し、ボランティアを広く募集するとともに現在活動
に携わるボランティアのスキルアップを図る。

エ

142

６－（１）③
エ

③
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145
地域における要援護者の
見守りネットワーク強化事
業

区社会福祉協議会に福祉専門職のワーカーや名簿提供に係る同意 確
認の調査員を配置した「見守り相談室」により、以下①～③の 機能を一
体的に果たす「地域における要援護者の見守りネット ワーク強化事業」
を実施することにより、地域におけるきめ細や かな見守りネットワーク
の実現を図るため、全区共通の標準的な 事業を構築する。

・平成30年度より、名簿提供に係る同意 確認の調査員32名を福
祉専門職のワーカーに見直し
・同意名簿を提供し、地域での見守り活動を実施
・孤立死リスクのある要援護者に対して、アウトリーチの実施
・認知症高齢者等が行方不明時にメール配信を実施

① ① ―

146 地域福祉活動推進事業
引き続き、総合的な福祉システムの構築にむけて、定期的に区レベル・
地域レベルの会議等の開催や、地域福祉の担い手に対する研修事業、
地域住民を対象とした普及啓発を実施する。

各区において、総合的な福祉システムの構築にむけ、定期的に区
レベル・地域レベルの会議を開催した。
また、地域福祉の担い手に対する研修事業や地域住民を対象と
した啓発について、各区において、地域の実情･ニーズに応じた
テーマで直接実施、業務委託等により、開催した。

① ―

147
６－（２）①

イ
イ

社会福祉に関する各種の情
報を総合的に提供し、社会
福祉に関する地域の普及、
啓発等を行うとともに、社会
福祉に携わる人材の確保及
び養成を図ります。

大阪市社会福祉研修・情
報センターの運営

【社会福祉研修事業】
年間を通じた社会福祉施設職員等に対する研修や市民を対象とした講
演会等を実施。福祉に関する市民向けの学習を行う。また、福祉に接
点の乏しかった子育て層等をターゲットとした研修を実施する。
【調査研究、アーカイブ機能】
研修の情報及びその他福祉に関する様々な情報について、各種媒体を
用いてより積極的に発信する。
【施設管理】
施設の管理及び研修で使用していない部屋の貸室業務をより効率的に
行う。

【社会福祉研修事業】
社会福祉施設職員等に対する研修や市民を対象とした講演会等
を104回実施した。また、福祉人材の確保・定着に寄与するような
研修企画を積極的に行った。
【調査研究、アーカイブ機能】
広報誌「ウェルおおさか」やＳＮＳ等の各種広報媒体を通じて福祉
に関する様々な情報を発信した。
【施設管理】
貸室事業については、多くの利用者に使用して頂いた。

① ―

148 老人クラブ育成事業

大阪市老人クラブ連合会、各区老人クラブ連合会及び単位老人クラブ
が教養の向上を図る各種講習会・健康増進事業及び社会奉仕活動等
を自主的に行うことにより、老人クラブの円滑化、育成及び高齢者の社
会参加の促進を図る。

【老人クラブが開催する教養講座への参加延人数】
平成30年度：245,268人
（平成29年度：266,772人）

①
おおむね昨年度並みの取組み実績となっている
が、引き続き、同補助団体と連携することで、計
画の具体的取組みを推進していく。

149
高年齢者就業機会確保事
業（大阪市シルバー人材セ
ンター）

定年退職後などに、常用雇用でなくとも何らかの就業を通じて自己の労
働能力を活用し、それによって追加的収入を得るとともに、自らの生き
がいの充実や社会参加を希望する高齢者に対して臨時的かつ短期的
な仕事を提供する。

【会員数】
30年度：9,749人（29年度：9,693人）
【就業延人員】
30年度：56,041人（29年度54,706人）

①
おおむね昨年度並みの取組み実績となっている
が、引き続き、同補助団体と連携することで、計
画の具体的取組みを推進していく。

150
一般介護予防事業
（再掲：５－（１）①エ）

・高齢者自らが介護予防に取り組める地域づくりを進めるため、いきい
き百歳体操等の普及支援等を行う。
・いきいき百歳体操等の立ち上げ地域に対し、おもりやＤＶＤの貸出を地
域からの依頼に応じて随時実施。
・理学療法士等リハビリテーション専門職等による助言・指導等を地域
からの依頼に応じて随時実施。

【業績目標】
・住民主体の体操、運動等の通いの場の創出　新規70箇所
（再掲：５－（１）①エ）

・おもりやDVDの貸出の実施　　138回　※追加貸出含む
・専門職等による助言・指導の実施　299グループ　※継続支援含
む
・住民主体の体操、運動等の通いの場の創出　新規105箇所
　（参考）平成29年度実績：新規97箇所

（再掲：５－（１）①エ）

① ―

151
在宅高齢者日常生活用具
給付事業

防火の配慮が必要な在宅高齢者等に対し、火災の未然防止に資する
日常生活用具を給付する。

火災警報器(緊急通報システム連動型）6件
自動消火器　11件
電磁調理器　290件

① ―

152
高齢者ケア付住宅生活援
助員配置事業

ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者等の在宅生活を支援するため、生活
援助員（ライフサポートアドバイザー）による安否確認等の福祉サービス
が受けられる市営住宅の入居者募集を行う。

募集戸数：44戸
　（参考）平成29年度実績：43戸

① ―

② 高齢
者に対
する支
援 高齢者が住み慣れた地域で

安心して生きがいのある暮
らしができるよう地域包括ケ
ア体制を構築します。

ア

 誰もが住み慣れた地域で安
心して生きがいのある暮らし
ができるよう、要援護者を把
握し、地域の見守りや福祉
サービスにつなげるなど地
域の見守りネットワークを強
化するとともに、地域住民に
よる支え合い、助け合い活
動等、地域福祉活動の推進
を目的とし、研修・啓発を行
います。

ア

① 地域
福祉の
推進

６－（２）①
ア

６－（２）②
ア
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153
住まいに関する相談・情報
提供、普及啓発

住まい情報センターを中心に、住まいに関する相談対応や住宅の維持
管理や利活用などに関するセミナー・シンポジウムを実施するとともに、
住まいの歴史・文化の魅力情報を発信する。
・ セミナー等開催回数：66回

【業績目標】
セミナー・シンポジウム等参加者数：5,500人

住まい情報センターを中心に、住まいに関する相談対応や住宅の
維持管理や利活用などに関するセミナー・シンポジウムを実施す
るとともに、住まいの歴史・文化の魅力情報を発信した。
・ セミナー等開催回数：97回

【業績目標】
セミナー・シンポジウム等参加者数：5,824人

① ―

保健福祉センターにおける精神保健福祉業務の一環として、医師によ
る精神保健福祉相談を実施し、精神障がい者及びその疑いのある者の
早期発見、早期治療の促進並びに対象者の社会適応を援助するととも
に、市民の精神的健康の保持増進を図る

２１回　延相談者数４７人 ① 特になし

平成29年度と同様

精神保健福祉相談員による相談（訪問：5件、面接：8件、電話：5
件）
保健師による相談（訪問・面接・電話：0件、常設健康相談：3件）
精神科医による精神保健福祉相談（6件）

②
認知症高齢者が住み慣れた地域で暮らしていけ
る一助として、精神保健福祉相談等を区民や関
係機関に普及・啓発し活用を促す。

保健福祉センターにおける精神保健福祉業務の一環として、医師によ
る精神保健福祉相談を実施し、精神障がい者及びその疑いのある者の
早期発見、早期治療の促進並びに対象者の社会適応を援助するととも
に、市民の精神的健康の保持増進を図る

【業績目標】
年間の相談件数70件

保健福祉センターにおける精神保健福祉業務の一環として、医師
による精神保健福祉相談を実施し、精神障がい者及びその疑い
のある者の早期発見、早期治療の促進並びに対象者の社会適応
を援助するとともに、市民の精神的健康の保持増進を図った。

年間の相談実績件数　71件

① ―

155
６－（２）②

ウ
ウ

シルバー人材センター等と
連携し、リタイア層による子
育て支援など、高齢者の就
労といきがいを結びつけた
多様な活動機会の充実を図
ります。

高年齢者就業機会確保事
業（大阪市シルバー人材セ
ンター）
（再掲：６－（２）②ア）

　定年退職後などに、常用雇用でなくとも何らかの就業を通じて自己の
労働能力を活用し、それによって追加的収入を得るとともに、自らの生
きがいの充実や社会参加を希望する高齢者に対して臨時的かつ短期
的な仕事を提供する。
（再掲：６－（２）②ア）

【会員数】
30年度：9,749人（29年度：9,693人）
【就業延人員】
30年度：56,041人（29年度54,706人）
（再掲：６－（２）②ア）

①

おおむね昨年度並みの取組み実績となっている
が、引き続き、同補助団体と連携することで、計
画の具体的取組みを推進していく。
（再掲：６－（２）②ア）

156 消費者向け各種講座

①“わん”デー講座
日常の消費生活に役立つテーマを取り上げた参加費無料の講座を、年
５回（総受講者250人）以上実施する。
②地域講座・見学講座
社会福祉協議会や老人クラブ連合会などの地域団体等（これまで講座
を実施していない団体）を対象に、地域に無料で講師を派遣し、悪質事
業者の手口やクーリング・オフの書面作成方法などを解説する実践的
な講座を、年10回以上実施する。

①“わん”デー講座
・年5回（241人参加）実施
・講座受講者へのアンケートにおいて、「消費者被害を未然に防止
するための情報や知識を学ぶことができた」と回答した人の割合：
91.8％
②地域講座・見学講座
・年22回実施（これまで講座を実施していない団体）
　全体では、年58回実施
・講座受講者へのアンケートにおいて、「悪質事業者の手口や拒
否方法を習得することができ、実践できるようになった」と回答した
人の割合：85.3％

② ②

①“わん”デー講座
・高齢者等多くの方が関心を持ちやすいテーマ設
定や参加しやすい開催場所とするなど、工夫す
る。
・あらゆる機会を捉えて、高齢者等多くの方に対
して事業の周知を図る。
②地域講座・見学講座
・知識の習得だけにとどまらず、悪質な事業者に
対して実際に対処できると感じられるよう、受講
者参加型の実践的な学習方法も含めるなど講座
内容をより工夫していく。

精神保健福祉相談
こころの健康相談

認知症になっても、可能な限
り住み慣れた環境のなかで
暮らし続けることができるよ
う、認知症高齢者及び家族
への支援を進めます。

消費者被害に遭いやすい高
齢者と、地域で高齢者等の
見守り活動等を行う支援者
に向け、消費者教育を推進
します。

６－（２）②
イ

６－（２）②
エ

154

② 高齢
者に対
する支
援

エ

イ
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157
地域の見守りネットワーク
活動促進事業

①見守り講座
地域で高齢者等を見守る活動をされている団体等（これまで講座を実施
していない団体）を対象に、無料で講師を派遣し、高齢者の消費者被害
の特徴、よくある事例とその対処方法、声かけの方法等見守り活動に
必要な知識を習得できる講座を、10団体以上に実施する。

①見守り講座
・年17回実施（これまで講座を実施していない団体）
　全体では、年20回実施
・講座受講者へのアンケートにおいて、「今後、団体等として、地域
で講座等の被害防止活動に取り組む」と回答した団体等の割合：
95.0％

①

今後、引き続き、地域団体と連携するなどし、講
座の実施拡大に努めるとともに、地域団体等が
実際に消費者被害防止活動が行えるよう、講座
の案内やデジタルコンテンツを周知するチラシ、
啓発DVDを配布するなど活動支援を行う。

158
生活情報誌「くらしすと」の
発行

生活情報誌「くらしすと」を年２回（１回あたり15,000部）発行し、市内各
施設や本市関係機関、地域団体等に配付する。

８月と２月の年２回（１回あたり15,000部）発行し、市内各施設や本
市関係機関、地域団体等に配付した。

①

限られた予算の中で、より効果的な情報提供を
行い、最新の相談内容を反映した消費生活情報
の発信を行っていく必要があるため、発信方法を
工夫する。

159

大阪市障がい者就業･生活
支援センター（中央連携業
務・ジョブコーチ派遣事業・
発達障がい者就労支援事
業含む）

障がい者就業・生活支援センターにおいて、発達障がい者を含む 障が
い者の雇用促進や職場定着支援等を実施し、障がい者の就労促進を
図る。

支援対象者登録件数：3,402人
相談・支援件数：21,148件
一般事業所への就職件数：216件
職場定着支援の実施件数：1,717件

① ―

160 障がい者自立支援事業

【地域活動支援センター】
障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる
よう、社会参加や創作的活動などのサービスを提供することが望ましい
障がいのある方に対し、通所により創作的活動の機会の提供を行う。
※業績目標・・・54ヶ所（30年度見込み）

【居宅介護事業】
日常生活を営むのに支障のある障がい者（児）にホームヘルパーが訪
問し、介護や家事等、日常生活を営むのに必要なサービス（身体介護、
家事援助、通院介助）を提供する。
※業績目標・・・利用人数：12,191人／月（30年度見込み）

【地域活動支援センター】
54ヶ所（30年度実績）

【居宅介護事業】
利用人数：11,641人／月
（平成30年度実績）

② ―

161
心身障がい者リハビリテー
ションセンターの運営

相談・判定部門では、身体障がいに関する相談・診断・判定、訓練部門
への通所相談や、知的障がいに関する相談・判定・指導を行っており、
訓練部門では、身体に障がいのある方と障がいのある子どもの日常生
活及び社会生活の自立を目標に、それぞれの障がいに応じた専門的
訓練と支援などを行う。

相談・判定部門では、身体障がいに関する相談・診断・判定、訓練
部門への通所相談や、知的障がいに関する相談・判定・指導を行
い、訓練部門では、身体に障がいのある方と障がいのある子ども
の日常生活及び社会生活の自立を目標に、それぞれの障がいに
応じた専門的訓練と支援などを行った。

① ―

162 児童発達支援事業

身体、知的、精神（発達障がい含む）に障がいのある未就学の児童に
対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練を行う。

※業績目標・・・利用人数：2,778人／月（30年度見込み)

【平成30年度実績】
利用人数：2,668人／月 ② ―

163
放課後等デイサービス事
業

学校通学中の障がい児に対し、授業の終了後又は休業日に、生活能
力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を行う。

※業績目標・・・利用人数：5,065人／月（30年度見込み)

【平成30年度実績】
利用人数：5,076人／月 ① ―
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165 意思疎通支援事業
聴覚、音声言語機能に障がいのある市民に対して、手話や要約筆記を
用いて円滑なコミュニケーションを支援する手話通訳者や要約筆記者を
養成する。

平成30年度末手話通訳者：97名
平成30年度末要約筆記者養成：126名

② ―

（西区成人の日記念のつどい）
・新成人の門出を祝い、励まし、大人としての自覚を持つ契機となるよ
う、成人の日において成人の日記念の式典を実施。引き続き「障害を理
由とする差別の解消の推進に関する法律」を踏まえ、式典における手話
通訳者の配置を行う。
（西区青少年健全育成推進大会）
なし

（西区成人の日記念のつどい）手話通訳者2名配置
（西区青少年健全育成大会）なし

① ―

平成29年度と同様

・青少年健全育成鶴見区民大会
・地域人材育成講座
・生涯学習セミナー
・成人の日記念のつどい
・人権ヒューマンシアター

① ―

成人式・生涯学習フェスティバル及び地域支援教育資源ネットワーク事
業及び福祉系事業に手話通訳を実施

地域支援教育資源ネットワーク事業は手話通訳を必要とする参加
者がいなかったため実績なし。その他は予定通り実施。また、自
立支援協議会（地域当事者部会）に4回、福祉系行事（1回）にも手
話通訳を実施。

① ―

下記イベントにおいて手話通訳を実施。
・「人権を考える区民のつどい」（H30.11.17実施予定）
・「平成30年度男女共同参画事業『心に残るときめきプラザ』」（H30.11.9
実施予定）
・成人の日記念のつどい（H31.1.14実施予定)

下記イベントにおいて手話通訳を実施。
・「人権を考える区民のつどい」（H30.11.17）
・「平成30年度男女共同参画事業『心に残るときめきプラザ』」
（H30.11.9）
・成人の日記念のつどい（H31.1.14実施)

① ―

ア　 「障害を理由とする差別の解
消の推進に関する法律（障害者
差別解消法）」をふまえ､すべての
市民が､障がいの有無によって分
け隔てられることなく､相互に人格
と個性を尊重し合いながら共生
する社会の実現に向けた取組み
を推進します。

イ　障がいのある人が個人として
の尊厳にふさわしい生活を営む
ことができるよう、障がい福祉
サービス等の充実を図ります。

ウ　「障害者の雇用の促進等に
関する法律」をふまえ、障がいの
ある人への就労支援を行いま
す。

講座・イベントなどを実施す
る際に手話通訳等をつけ
る

166

164

・特別支援教育の充実

・特別支援教育推進事業
の推進

①特別支援教育サポーター、インクルーシブ教育推進スタッフの配置…
小・中学校における新たな人的支援体制の構築
②巡回相談体制の強化…全校園を対象に、多様化するニーズに応じる
巡回相談体制強化
③医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置（小・中学校）…医療
的ケアの必要な児童生徒への医療的ケアの実施
④多様な学びの場における通学支援（特別支援学校）…医療的ケアの
必要な重度肢体不自由児の通学支援
⑤インクルーシブ教育推進室への機能集約…インクルーシブ教育シス
テムの構築と推進に向けた管理・運営

・特別支援教育サポーター配置：
　 小学校４５４名、中学校１２３名
インクルーシブ教育推進スタッフ配置：
　 小学校１３名、中学校６名
・各校園への巡回相談体制の強化：
　 アドバイザー4名配置
　モデル研究実施校園への特別支援教育専門家チーム・アドバイ
ザーの派遣：
　派遣回数21回
・医療的ケアの必要な小・中学校への看護師配置：
　 常時配置47校
・特別支援学校への通学支援
　　看護師同乗タクシー事業の登録児童・生徒数：　24名
　　訪問学級通学用タクシー事業の登録児童・生徒数：　15名

①

③ 障が
いのあ
る人に
対する
支援

６－（２）③
ア

６－（２）③
イ

６－（２）③
ウ

課題
・障がいのある児童生徒は年々増加傾向であり、
障がいの状況も多様化している中、教員の特別
支援教育に関する専門性を含めた資質向上を図
る必要がある。
・「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の
作成及び効果的な活用による、適切な指導・支援
の実施をするとともに学年間、校種間等での確実
な引継ぎが必要である。
・医療的ケアの必要な児童生徒の増加、その内
容が多様化していることから、個々のニーズに応
じた支援体制の充実を図る必要がある。
改善策
・障がい種別研修に加え、特別支援教育コーディ
ネーターや通常学級担任等、対象者別の研修を
充実させるとともに、平成30年度から本市単独で
開催している、特別支援学校免許法認定講習の
受講科目および人数を拡大し、免許保有率およ
び特別支援教育に関する専門性の向上を図る。
・巡回相談時にアドバイザー、担当指導主事によ
る指導・助言や、教員研修等の実施及びインク
ルーシブ教育推進スタッフの助言等を充実し、教
員の資質向上を図る。
・HP、広報誌等を活用し、必要な看護師確保を図
るとともに、教職員、看護師対象の医療的ケアに
関する研修を実施することで、ニーズに応じた支
援体制を構築する。
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生野区地域自立支援協議会　年５回の会議にて委員として参加する視
覚障がい者にはガイドヘルパー、聴覚障がい者には手話通訳者を配置
する。

平成30年度生野区地域自立支援協議会において、全5回開催中
ガイドヘルパーは5回配置し、手話通訳者4回を配置した。

① ―

167
障がい児（者）サービスの
利用促進

・ＬＬブックの充実整備と利用促進
・マルチメディアデイジー資料の充実と利用促進
・視覚障がい者への資料提供充実

【業績目標】
・所蔵点数の増

・「LLブックセミナー」「さわって読む絵本展」「さわる楽しさ、ふれる
喜び」など開催  55 回 1,315 人
・国立国会図書館の「視覚障がい者用データ送信サービス」への
データ提供  8 件
・LLブック  600冊、マルチメディアデイジー  55 点 受入・ＬＬブック
の充実整備と利用促進

① ―

168
６－（２）④

ア
ア

高齢者、障がいのある人へ
の虐待の早期発見、解消の
ため、迅速で適切な対応を
行うとともに、未然防止に向
けた取組みを進めます。

高齢者虐待・障がい者虐
待の防止

前年度に引き続き、虐待の未然防止や早期発見の取組みを進めるとと
もに、虐待事案に迅速・適切に対応する。また、虐待防止連絡会議の開
催を通じて、関係機関が連携して虐待防止体制を構築し、広報啓発の
充実並びに虐待通報への適切な対応を行っていく。

虐待の未然防止や早期発見の取組みを進めるとともに、虐待事
案への迅速・適切な対応に努めた。また、虐待防止連絡会議を開
催し、関係機関が連携した虐待防止体制の構築に努めた。広報
啓発の充実並びに虐待通報への適切な対応を行った。

① ―

169
６－（２）④

イ
イ

成年後見支援センターにお
いて、成年後見制度に関す
る広報・啓発と専門相談を行
うとともに、地域福祉の視点
から身近な市民という立場で
後見活動を行う「市民後見
人」の養成とその活動を支援
します。

大阪市成年後見支援セン
ター

平成30年度から「地域福祉基本計画」に、成年後見制度の利用促進を
目標に掲げ、「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」を構築する。成
年後見支援センターはその中核機関として、成年後見制度の周知・啓
発及び相談、市民後見人の養成及び支援、相談支援機関の後方支
援、関係機関との連携、協議会の運営、親族後見人の支援、日常生活
自立支援事業から成年後見制度への円滑移行等を行う。
平成30年度目標
・市民後見人バンク登録者数234人→250人
・市民後見人の受任者数153人→180人
・日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行者数→年間100人

平成30年度から「地域福祉基本計画」に、成年後見制度の利用促
進を目標に掲げ、「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」の構築
を進めている。成年後見支援センターはその中核機関として、成
年後見制度の周知・啓発及び相談、市民後見人の養成及び支
援、相談支援機関の後方支援、関係機関との連携、協議会の運
営、親族後見人の支援、日常生活自立支援事業から成年後見制
度への円滑移行等を行っている。
平成30年度実績
・市民後見人バンク登録者数234人→241人
・市民後見人の受任者数153人→207人
・日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行者数→年間
78人

① ②

・市民後見人養成講座のオリエンテーション参加
者数は年々減少傾向にある。また、オリエンテー
ション参加者のうち、養成講座受講に進む人が少
なく、さらに、バンク登録まで至った人は少なかっ
た。また、現在登録されている市民後見人の高齢
化が進んでおり、70歳定年による自然減が多い
状況である。
・オリエンテーションの広報を強化するとともに、
養成講座の開催場所・時間帯、内容を工夫する
など、多くの方が興味を持ち、参加しやすい環境
を整備する。また、養成講座に進まなかった人の
意見を分析し、オリエンテーションでのＰＲ方法
や、養成講座のカリキュラムの見直し等を行う。

170 市営住宅のバリアフリー化

・市営住宅の建替事業において、全住戸にバリアフリー設計を導入す
る。
・地元要望がまとまった既存住棟において、エレベーター単独設置を実
施する。

建替事業による建設戸数：1,108戸
エレベーター設置基数：34基

① ―

172
民間建築物のバリアフリー
化

平成29年度同様に事前協議を行い、高齢者、障がい者の方々をはじ
め、すべての市民が、日常生活や社会活動に利用する施設について、
安全かつ快適に利用することができるよう指導する。

611件の事前協議を行った。 ① ―

173
市設建築物のバリアフリー
化

「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、ひとにやさしい公
共施設の建設・整備を行う。

ひとにやさしい公共施設の完成　　平成30年度　25件 ① ―

高齢者、障がいのある人を
はじめすべての市民が、日
常生活や社会活動に利用す
る施設について、安全かつ
快適に利用することができる
ようにバリアフリー化を進め
ます。

ア

④ 高齢
者、障
がいの
ある人
への虐
待防
止・権
利擁護

６－（２）⑤
ア

⑤ バリ
アフリー
化の推

進
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176 一時預かり

本市こども・子育て支援計画に基づき、平成31年4月までに当事業の
ニーズ量に対応するため、計画的な実施施設の整備を行う。

【業績目標】
95,759人日

本市こども・子育て支援計画に基づき、平成３１年4月までに当事
業のニーズ量に対応するため、計画的に実施施設の整備を行っ
た。

③
計画通りに整備が進んでいないため、各区と連
携しながら周知を強化していく。

177
一時預かり事業（幼稚園
型）

全市立幼稚園及び私立幼稚園等
子ども・子育て支援新制度へ移行している私立幼稚園等については70%
以上の園において実施

全市立幼稚園及び私立幼稚園等
子ども・子育て支援新制度へ移行している私立幼稚園等について
は72％の園において実施

①
子ども・子育て支援新制度へ移行している私立幼
稚園等において実施を促進していく。

178 病児・病後児保育事業

本市こども・子育て支援計画に基づいたニーズ量については達成したた
め、継続して事業を実施する。

【業績目標】
40,953人日

平成29年度末に１施設閉鎖したことにより、本市こども・子育て支
援計画のニーズ量に対応する必要が生じたため、実施施設の整
備を行った。

③
事業者公募を実施したが、結果的には実施に至
らなかったため、引き続き整備を行っていく。

イ

【課題】
・市内中心部でのマンション建設等による保育
ニーズの急激な増加
・市内中心部は、土地や賃貸物件の賃料が高額
なため物件の確保が困難
・公募が不調になる地域があり整備が進まない
【改善策】
・大規模マンションの建設前に保育所設置の事前
協議の義務化
・従来の手法にとらわれない待機児童解消策の
検討
・公募手法の見直しや民間事業者が参入しやす
い整備促進策の検討

① 多様
な保育
ニーズ
への対

応

【課題】
　新規採用保育士特別給付補助事業について、
昨年度から大幅に実績が上がっている。また、保
育士宿舎借り上げ支援事業についても、すでに
雇用されている保育士との差が広がることなどが
原因で申請件数が少なかったが、29.11月から補
助対象を拡充したことにより、これまでに比べ大
幅に実績が上がっている。
　しかし、いずれも目標数値には達していないた
め、今後はさらなる事業の周知と、長期的な取り
組みによる保育士確保策が必要である。
　また、新たな保育士確保とともに、すでに保育
所等に雇用されている保育士の業務負担の軽減
を図り、離職防止に取り組む必要がある。
【改善策】
　保育士・保育所支援センター運営事業につい
て、30年度以降は3年間の長期継続契約として実
施し、長期的な取り組みを通じて保育士確保につ
なげる。
　平成31年度からは他府県から新規採用保育士
を呼び込むための新たな補助や新規採用保育士
特別給付の拡充により、引き続き積極的な保育
士の確保と保育人材の定着を図る。

病児・病後児保育、一時預
かり、夜間保育など多様な
保育サービスを行います。

175

７－（１）①
ア

ア

変動する保育ニーズへ柔軟
に対応するため、保育所の
整備（認定こども園含む）や
小規模保育等を増やすこと
により入所枠の確保を図りま
す。

人材確保対策事業

本市の保育人材確保事業等により、市内民間保育所等で平成29年度
中及び30年度中に採用が必要となる保育士が各施設において確保で
き、必要な保育枠に対応する保育士数が充足している状態をめざす。
　①保育士・保育所支援センター事業
  ②保育士宿舎借上げ支援事業
  ③保育料一部貸付事業
  ④保育士の子どもの預かり支援貸付事業
  ⑤新規採用保育士特別給付事業
  ⑥潜在保育士再就職支援事業
  ⑦保育補助者雇上げ支援事業
　　　　　上記の計　〔目標：1,942人〕
 ⑧保育補助者雇上げ強化事業〔目標：61箇所〕
 ⑨保育体制強化事業〔目標：217箇所〕
 ⑩保育所等のICT化推進事業〔目標：121箇所〕

年間通じて確保した保育士数　　1,579人 ②

７－（１）①
イ

174 計画的な保育所の整備

平成30年度　113か所　4,054人分の入所枠を確保
内訳　認可保育所の創設　36か所　2,550人
　　　　認可保育所等の建替 7か所　　206人
　　　　地域型保育事業所の創設　70か所　1,298人
《平成30年度からの新たな取り組み》
　・保育所分園の賃借料加算補助の創設
　・幼稚園の認定こども園移行に伴う施設整備補助金の拡充
　・企業主導型保育事業所の施設情報の提供による支援
《平成29年度からの継続実施》
　・市有財産を活用した保育所等整備
　・保育送迎バス事業の実施
　・保育所用地へ提供した土地所有者へ固定資産税相当額を補助
　・都市公園を活用した保育所整備
【業績目標】
平成31年4月の保育を必要とする全ての児童の入所枠を確保

平成30年度　52か所　1,878人分の入所枠を確保
内訳　認可保育所等の創設　14か所　1,120人
        （府有財産、市有財産、保育所バス送迎事業　8か所638人
含む）
　　　　認可保育所の建替　7か所　255人
　　　　認定こども園への移行　15か所　262人
　　　　地域型保育事業所の創設　16か所　241人
　　　（庁舎内設置、市営住宅活用　5か所60人含む）

②
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179 夜間保育事業
公立１施設、民間５施設における夜間保育の実施及び市民の方への周
知に努める。

公立１施設、民間５施設において、夜間保育を実施。 ①
夜間保育実施施設について、引き続き市民の方
への周知が必要。

180 障がい児保育の実施

・民間保育施設への特別支援保育（旧障がい児保育）事業補助金の算
定基準額の引き上げ。
・障がい児保育巡回指導講師の研修受講の増加による組織力強化。

【業務目標】
・民間施設での障がい児の受入れ率：63％
・障がい児保育巡回指導講師の指導・助言により保育の質の向上が確
認できた施設数の割合：20％

・民間保育施設での障がい児の受入れ率：71.1％
・障がい児保育巡回指導講師の指導・助言により保育の質の向上
が確認できた施設数の割合：43％

①

全国的な保育士不足の影響を受け公立保育所
においても深刻な状況があり、入所する障がい児
に対応する保育士の確保が一部出来ず、受入れ
を制限せざるを得なかった。本務職員、非常勤嘱
託職員の募集を増やすと共に周知方法の充実を
図り、引き続き保育士の確保に努める。

181
７－（１）①

ウ
ウ

緊急時などに、就業の有無
にかかわらず子どもを預けら
れる仕組みなど、子育て家
庭を支援します。

保育所と幼稚園の連携
平成31年4月1日には22か所開設予定であり、合計82か所となる予定で
ある。

・平成31年４月１日現在の認定こども園数　76箇所 ① 引き続き連携に努める

182
こども相談センターにおけ
る相談事業の充実

北部こども相談センター（仮称）について、実施設計の策定及び既存建
築物の解体工事を行う。

北部こども相談センター（仮称）について、実施設計の策定及び既
存建築物の解体工事を行った。

① ―

183
住民に身近な子育て支援
のための総合的相談援助
体制の構築

相談担当職員がチームで子どもの心身の発達・性格行動・しつけ・非
行・不登校などの様々な相談に応じるほか、関係機関と連携し、専門機
関の紹介や地域での子育てに関する情報提供を行う。また、児童虐待
に関する相談や情報提供も行う。

相談担当職員がチームで子どもの心身の発達・性格行動・しつ
け・非行・不登校などの様々な相談に応じるほか、関係機関と連
携し、専門機関の紹介や地域での子育てに関する情報提供を行
う。また、児童虐待に関する相談や情報提供も行う。

① ―

184
子どものショートステイ事
業

本市こども・子育て支援計画に基づき、市内１３か所において事業を実
施する。

【業績目標】
1,352人日

本市こども・子育て支援計画に基づき、市内１３か所において事業
を実施を行った。

① ―

185 地域子育て支援拠点事業

公募型プロポーザルにより、新規開設事業者を選定し、平成30年8月、
10月に新規開設。
平成31年3月31日現在　124か所（子ども・子育てプラザを含む）

【業績目標】
67,464人日

平成30年4月1日現在　112か所（子ども・子育てプラザを含む）
（平成30年3月31日付1か所閉設、平成30年4月1日付3か所新規
開設）
平成30年8月1日付　3か所新規開設
平成30年10月1日付　1か所新規開設
平成30年3月31日現在 116か所（子ども・子育てプラザを含む）で
の事業を実施した。

③

公募にあたり、物件の確保や職員体制の整備に
加え、地域の実情や課題を踏まえたプログラム、
地域の社会資源の連携などについても提案を求
めているため、応募に至る事業者は、地域で子
育て支援活動を行っている実績のあるNPO法人
や社会福祉法人等が中心となる。
現在、市内70か所以上でつどいの広場を開設し
ていることから、既に事業を受託している事業者
も多くあるため、新たに応募する事業者が十分な
準備期間を確保するとともに、複数回の応募説
明会を実施するなど、公募に参加しやすい環境
づくりに取り組んでいる。

186
クレオ大阪子育て活動支
援館における子育て相談

子育てに関する総合的な相談に応じ、子育てに関するサービス機関の
照会や情報提供などを行っている

電話相談や面接相談（一般・専門）を実施した。
のべ相談件数　5,137件

① ―

187 子育て相談事業
すべての公立・民間保育所および乳児院において、子育てに関する相
談に応じる。

すべての公立・民間保育所および乳児院において、子育てに関す
る相談に応じる。

① ―
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188 幼児教育相談の実施

・幼児教育相談（就園前・就学前教育の相談）を全幼稚園で実施する。
・幼児教育の推進と子育ての支援の充実に向け、各園の実情に合わ
せ、園庭開放や未就園児とのふれあい活動、保護者と子どもとの交流
活動等を積極的に実施する（市立幼稚園全54園、月２回以上実施）。
・地域の子育て支援関連施設との交流を積極的に行う（子育てサークル
や子育て支援センター等）。

【業績目標】
・園庭開放及び未就園児とのふれあい活動、保護者と子どもとの交流
活動を市立幼稚園全54園で実施。

・幼児教育相談（就園前・就学前教育の相談）を全幼稚園で実施し
た。
・各園の実情に合わせ、園庭開放や未就園児とのふれあい活動、
保護者と子どもとの交流活動等、積極的に子育て支援体制を整え
るとともに、これらの機会を含め、子育てに関する相談を受け（市
立幼稚園全54園で月2回以上）、幼児教育の推進と子育て支援に
取り組んだ。
・地域の子育て支援関連施設と積極的に交流し、連携体制の充
実に努めた（子育てサークル・子育て支援センター等）。

① ① ―

190
ファミリーサポートセンター
事業

子育ての援助を提供したい者と援助を依頼したい者とを組織化し、相互
援助活動を行うことにより、仕事と子育ての両立を支援するとともに、市
民参加による協同の子育て支援を通じて地域コミュニティの形成と地域
安全ネットの充実に資する。

【業績目標】
就学前：17,151人
学童期：5,603人

就学前：17,595人日
学童期：3,584人日

③

計画作成時と比して、他施策の充実に伴って本
事業における支援方法が変化しており、実情に
応じた計画の修正を行ったため、就学前の対応
については、概ね見込みどおりとなった。学童期
の利用について、計画及び昨年度実績と比して
低調であったため、次期計画検討時期に、実情を
踏まえた計画を検討する。

191 地域ふれあい子育て教室
引き続き、各区の実情に合わせた実施が検討できるよう、区の独自取
組内容について24区に情報提供を行う。

各区の独自取組内容について24区に情報提供を実施。 ① ―

192
幼稚園における地域交流
事業の実施

・市立幼稚園全園において実施 ・市立幼稚園全園において実施 ① ―

身近な地域での子育てに関
する幅広い相談や支援体制
を充実します。

② 地域
での子
育て支
援

ア
７－（１）②

ア

189
よどっこ子育て相談事業
発達障がい児等子育て支
援事業

よどっこ子育て相談事業
・子育て講座「ハッピールーム」を年11回開催し、発達段階に応じた遊び
の提供や保護者のニーズに合った講座等を開催する。また講座の中で
子育ての情報提供や相談を受けるなど親子の関わり方を伝えたり、保
護者の困っている思いに寄り添い、児童虐待の予防、早期発見を行う。
・子育て情報誌「ゆめキッズ」の部数は（3,000部×6回）発行し、小規模
保育園や認可外保育施設にも配布する。
・区役所１階の「子育ての総合相談窓口（すまいるすてっぷ）」において、
保護者のニーズに応じた子育て講座や子育て支援施設などの案内をす
る。
・子育て支援連絡会（支援室・保健師・公立保育所幼稚園・子ども子育
てプラザ・支援センター・つどいの広場・淀川図書館・区社会福祉協議
会・博愛社・すまいるすてっぷ）においてさまざまな子育て支援サービス
について情報共有し区民に提供する。（年７回開催）
・発達障がい児等子育て支援事業
ピアカウンセリング（４０回）、親子講座（５回）の開催

【業績目標】
・よどっこ子育て相談事業
乳幼児健診や子育て講座、すまいるすてっぷ窓口、区内子育て支援施
設においてアンケートを実施し、近くの子育て相談窓口で相談したこと
があると回答した割合が８０％以上
・発達障がい児等子育て支援事業
事業を利用して「発達障がいへの理解が深まった」と回答した割合８
９％以上

○よどっこ子育て相談事業
・子育て講座「ハッピールーム」を年１１回開催、のべ参加人数３月
末４５２名。
・子育て情報誌「ゆめキッズ」・子育て支援マップの発行について
は計画通り発行配布済。
・「すまいる・すてっぷ」で子育て講座や施設等の案内
・「子育て支援連絡会」において、様々な子育てサービスについ
て情報共有した。
・「よどマガ」に年８回掲載し区民に、子育て支援サービスの情報
提供を行った。

○発達障がい児等子育て支援事業
・ピアカウンセリング（４０回）、親子講座（５回）の開催

②

・保護者の子育ての負担感を軽減することを主な
目標とすることのほうが良いと考えた。

・親子講座については広報の手法を工夫する。
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193
こども文化センターにおけ
る児童文化振興事業

・こども劇場（年24回）
優れた児童演劇・人形劇・音楽などの親子鑑賞会を行い、子どもたちの
豊かな感性を育み、親子の触れ合いを深める。
・こども広場（月1回）
ボランティアによる人形劇・紙芝居などを、事前申込なしで親子で気軽
に参加できる催しを開催する。
・こども教室（4教室を継続的に実施）
こども文化センターの特性を生かしながら、日頃体験できない事を、子
どもたちが主体的・創造的に体験できるように実施する。

・こども劇場　年24回実施
・こども広場　年12回実施
・こども教室　5教室実施

① ―

194
養育支援訪問事業
（専門的家庭訪問支援事
業）（再掲）

各種母子保健事業を通して対象者を把握し、望まない妊娠・若年者の
妊娠等で妊娠を継続することに不安が強い妊婦や出産後も育児困難が
予想される妊婦、様々な原因で養育が困難になっている家庭に対して、
専門職である保健師・助産師が訪問し相談及び技術援助や関係機関と
の連携を行う。

各種母子保健事業を通して対象者を把握し、望まない妊娠・若年
者の妊娠等で妊娠を継続することに不安が強い妊婦や出産後も
育児困難が予想される妊婦、様々な原因で養育が困難になって
いる家庭に対して、専門職である保健師・助産師が訪問し相談及
び技術援助や関係機関との連携を行う。

① ―

195 家庭教育振興事業の実施
市民グループ等との連携を進め、地域における家庭教育振興に資する
モデル事業を実施する。
年間：３講座以上

モデル事業18講座延べ参加者99名 ①
引き続き、親力アップサポーター等の市民グルー
プと連携し、事業を実施する。

子育て講演会実施時に親子で参加できる環境を提供

おおむね小学校３年生までの子を持つ保護者対象にした子育て
講演会を１回実施
　
　テーマ：発達が気になる子どもの理解と子育て
　参加数：親子６組を含む５０人

① ―

出産後おおむね１年未満までにある母親が、自身の健康回復を後回し
にせず、本講座に参加する事で、自分の心身の体調の変化に気がつき
対処できる場の提供を行う。母親と児が一緒に運動出来るよう、見守り
保育を行いながら実施。
3か月健診終了後～10か児程度の子と母　　概ね140組

概ね4ヵ月から10か月児を持つ母親のための健康講座を、年４回
実施。母親と児が一緒に運動出来るよう、見守り保育を行いなが
ら、実施している。
参加者：1回目25組、2回目32組、3回目36組、4回目32組

①

定員３５人で実施。申し込み数は毎回定員に達し
ており、ニーズは高い。
事業評価として、「受講後に自身の健康に関心を
持つようになった母親の割合」は98.4％と高く、教
室の目的に沿った内容であり、継続実施が望まし
い。

「大阪市旭区社会教育団体等対象地域課題や人権に関する学習会助
成事業」において、一時保育謝礼を助成対象とする。

・第1回あさひ夢・創造コンサート
・第1回あさひあったか里親家族シンポジウム
・春休みふれあいシアター
上記催し開催時に一時保育を実施

① ―

「音楽の祭日inあさひ」開催時に、１～３歳の子どもを対象に一時保育を
実施。

「音楽の祭日inあさひ」開催時に、1～3歳の子どもを対象に一時保
育を実施。定員10名で募集し、3名の申込み・利用があった。

① ―

子育て世代を対象とした区主催の生涯学習講座を開催する際に一時保
育を付ける

子育て世代を対象とした区主催の生涯学習講座を開催する際に
一時保育を付けた回数　１回

① ―

一時保育を行う講演会等の実施 一時保育を行う講演会等：10講座 ①
子どもと一緒に参加できる講座を積極的に開催
する。

講座・イベントなどを実施す
る際に一時保育をつける

イ 子育てに関する情報提供の
充実や、保護者や子ども同
士の交流機会を提供しま
す。

② 地域
での子
育て支

援

196

７－（１）②
イ
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198

199
携帯メール配信による情報
提供事業

引き続き城東区内の子育て支援施設の（つどいの広場・保育所）の行
事やおしらせ、親同士の交流ができる各地域の子育てサロン、親子で
参加できるイベントなど、子育てに関する様々な情報を提供する。

城東区内の子育て支援施設・子育てサロン・親子で参加できるイ
ベントなど子育てに関する様々な情報を年間12回配信

① ―

200 子育て支援情報提供事業
区内の保育園等の増加などを反映した子育て応援マップを6月に発行
し、2か月に1回子育て情報誌を発行するとともに、随時「まみたん」や住
吉区公式Twitterなどでも子育て情報を随時提供していく。

区内の保育園等の増加などを反映した子育て応援マップを6月に
発行し、2か月に1回子育て情報誌を発行するとともに、随時「まみ
たん」や住吉区公式Twitter、新たにLINEでも子育て情報を随時提
供した。

①

子育て情報を多様な媒体で提供することが課題
となったため、平成29年7月より（株）関西ぱど発
行の子育て情報誌「まみたん」大阪市版や住吉
区公式Twitterに加えて、新たにLINEでも子育て
情報を随時提供した。

７－（１）②
イ

イ

子育てに関する情報提供の
充実や、保護者や子ども同
士の交流機会を提供しま
す。

197
クレオ大阪における一時保
育の充実　※

中央・西・南・東部館は1歳～就学前、子育て館は生後3か月～小学校
低学年を対象とした一時保育を実施する。

【中央館】
「一時保育つき読書タイム～本を読む日～」実施回数12、参加保
護者数87、参加子ども数90
「一時保育事業」利用保護者数356、保育児童数369
【子育て館】
「保育室」利用者数23,977
「一時保育つき読書タイム～本を読む日～」実施回数12、参加保
護者数203、参加子ども数215
「一時保育事業」利用保護者数1,326、保育児童数1,524
【西部館】
「保育室開放デー」利用保護者数2、保育児童数2
「一時保育事業」利用保護者数36、保育児童数38
【東部館】
「一時保育つき読書タイム～本を読む日～」実施回数7、参加保護
者数20、参加子ども数21
「保育室開放デー」利用保護者数32、保育児童数31
「一時保育事業」利用保護者数31、保育児童数33
【南部館】
「保育室開放デー」利用保護者数38、保育児童数45
「一時保育事業」1～3歳未満5名、3歳～就学前11名

② ―

子育て活動支援事業（子ど
も・子育てプラザの運営）

次代を担う子どもの健やかな育成を図り、家庭や地域の子育て力を高
めるため、各区に1ヶ所設置している子ども・子育てプラザにおいて、次
の事業を行う。
（１）地域の自主的な子育て活動支援
・子育てサークルの立ち上げや活動への助言・支援
・活動場所の提供、遊具の貸出、子育て支援ボランティアの養成
（２）子育て情報の収集・管理・提供・区内の子育て支援サービス・施設・
団体等の情報
・サークル等の活動情報、バリアフリー施設情報
（３）子育て中の親子の支援
・子育て支援講座（リフレッシュ講座など）の開催
・親子イベントの開催
（４）児童の健全育成事業
・遊び場の提供、行事の開催、クラブ活動等、絵本の読み聞かせ、自然
体験活動事業
・子どもボランティアの育成支援
（５）つどいの広場
（ア）子育て親子の交流、集いの場の提供
　子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる場の提供
（イ）子育てに関する相談及び援助
　利用者の子育ての不安に対する相談・援助・専門機関との連携
（ウ）子育て関連情報の提供
　プラザとの連携による情報提供

市内24施設において、事業を実施した。
のべ利用者数　912,886人

① ―
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201
地域子育てサポートネット
ワーク事業

浪速区役所「子育てつどいのひろば」が保護者が気軽に相談できる場と
なるよう、相談会や講習会を随時開催するなど事業の充実を図るととも
に、身近な子育て支援の拠点である地域子育てサロンの活性化を図る
ためサロン運営者の研修や情報交換会を開催し事業内容の充実に側
面からの支援を行う。
外国語を母国語とする保護者の子育てを支援するため、外国語通訳派
遣による子育て相談の実施や、外国語版「子育て応援マップ」（英語・中
国語・韓国語）の作成配布を行う。

・浪速区役所「子育てつどいのひろば」利用者アンケートにおいて
「満足」と回答した割合　97.8％
・「子育てつどいのひろば」利用者数　9259名
・外国語版「子育て応援マップ」の作成（英語・中国語・韓国語）
・区内在住の4歳児がいる全世帯に対してアンケート調査を実施

① ―

202 東住吉区子育て応援ナビ 「東住吉区子育て応援ナビ」に、随時、新しい情報を掲載していく。
行政情報や子育てレポート、子育てにうれしいお店紹介を随時更
新するとともに、新たに、まちの写真館に、広報紙「なでしこ」に掲
載されたお子さんの写真をアップロードした。

① ―

203 家庭教育支援事業

子育て支援団体と区役所との協働により、区内を中心とした子育てや
子育ち、家庭教育に関わる親子などを対象とした講座やイベントなどを
実施。親子での体験や学びを通して、子育て世代の交流の機会を増や
し、周囲にも子育て・家庭教育への理解を深める機会とするなど、子育
て・家庭教育支援の一助とする。

子育て支援団体と区役所の協働により、子育てや子育ち、家庭教
育に関わる親子等を対象にしたイベントを実施。
平成30年度は1企画実施。

①

事業目的である家庭教育に関する学習機会の提
供や情報提供について、これまで様々な子育て
支援団体との連携を経て、区役所と協働せずとも
各団体で実施できている現状を鑑み、今年度限
りで事業を終了。

新規
すみちゃん子育て情報フェ
ア事業

平成30年8月25日（土）　13時～１６時（受付15時30分まで）　住吉区民
センターで開催。
区内の幼稚園、保育所（園）、認定こども園、子育て支援施設等を集
め、プレママ・プレパパから就学前の子どもさんの保護者などを対象に
施設等の情報を提供する。また、専門職による相談も行い、育児不安
の軽減を図る。

平成30年8月25日（土）　13時～１６時（受付15時30分まで）　住吉
区民センターで開催。
参加団体（保育施設、幼稚園、地域子育て支援等）59か所。約450
世帯が参加。施設等の情報を提供し、専門職による子育て相談も
行い、育児不安の軽減を図った。また、骨量検査も無料で実施し
た。

①

会場内のブースの配置がわかりにくく、行きたい
ブースに行くことができない保護者がいたため、
Ｈ31年度は、子育て支援施設マップや会場の配
置図等の掲示を数か所行うことにより保護者が
行きたいブースへスムーズに移動できるようにす
る。また、保育所申請の仕方講座場所が狭かっ
たため、Ｈ31年度は、区民センター小ホールでの
実施を検討する。

204
児童いきいき放課後事業
の実施

205
留守家庭児童対策事業の
実施

206
保育料・教育費等の負担
軽減　※

引き続き、４・５歳児の幼児教育の無償化を実施する。
また、平成30年度から「特色ある教育」を行っている認可外保育施設に
通う４・５歳児についても保育料の半額（教育費相当額）の補助を実施
する。

４・５歳児幼児教育の無償化を実施
【幼稚園等保育料（1号認定）】保育料を無料
【保育所等保育料（２号認定）】保育料の約50%（教育費相当額）の
負担軽減
【子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園等】就園
奨励費補助により308,000円を上限に補助
【一定の条件を満たす認可外保育施設・特色ある教育を行ってい
る認可外保育施設】利用料308,000円を上限に、保育料の半額（教
育費相当額）を補助

① ①
４・５歳児を対象に幼児教育の無償化を実施。引
き続き、3歳まで対象の拡大を検討。

207 児童生徒就学援助事業
経済的理由により就学が困難な大阪市立小・中学校の児童・生徒の保
護者に対し、一定の要件に応じ、学用品費等を給付する児童生徒就学
援助事業を行う。

平成30年度　就学援助費支給人員　39,143人 ①

平成29年度から新1年生のみ新たに申請区分を
設け、入学準備金の入学前支給を可能としたが、
更に保護者の負担軽減を図るため、同一校内に
きょうだいが在籍している場合は新1年生と同一
の申請書に記入することができるよう改めた。

② 地域
での子
育て支
援

７－（１）②
ウ

ウ

すべての子どもたちが家庭
の経済状況にかかわらず、
質の高い幼児教育を受ける
ことが必要であり、子どもの
教育費無償化を図ります。

平日の放課後・土曜日・長期
休業中などに、児童の居場
所を提供するとともに遊びや
スポーツなどの活動を行い、
児童の健全な育成を図りま
す。

エ

７－（１）②
エ

こども・子育て支援計画に基づき、登録児童数43,304人の利用を確保す
る。

【業績目標】
登録児童数　38,038人

登録児童数48,356人
目標達成を実現しており、引き続き現行事業を継
続実施していく。

①
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208 塾代助成事業

引き続き、市内に居住する中学生の養育者のうち、一定の所得要件に
該当する者を助成対象者として実施（市内居住中学生の約5割）

【業績目標】
登録事業者数2500事業者
カード利用率　60％

【平成3１年3月末現在】
登録事業者数2,656事業者
カード利用率　59.8％

①

引き続き、真に必要とする層へ制度を届けるため
の工夫として、月額1万円の助成で利用可能な選
択肢を広げるとともに、周りの支援者へのより一
層の周知を図り、申請に向けた支援を依頼した。

209 大阪市奨学費事業
経済的理由により、修学が困難な高等学校等に在学する生徒に対し
て、市民税非課税世帯を対象として、入学又は学習に要した費用（授業
料を除く。）の一部を支給する大阪市奨学費事業を行う。

平成30年度選定者数　1599人 ① ―

210
７－（１）②

オ
オ

すべての子どもたちが安心
して医療を受けることができ
るよう、経済的負担を軽減す
るため、こども医療費助成の
拡充を図ります。

こども医療費助成制度

　0歳から18歳（18歳に達した日以後における最初の3月31日）までのこ
どもが、医療機関を受診した歳に、保険診療が適用された医療費の自
己負担の一部を助成する。ただし、所得制限あり（0歳から12歳（小学校
修了）までは所得制限はなし）。
　医療助成の対象となるこどもの保護者に対してリーフレットを作成し、
制度の周知を行う。（対象者見込み　313,000人）
【業務目標】
　有資格者数が、本事業の対象となるこども（国制度などにより医療費
の全額支給を受けることができるこどもを除く）の割合　90％以上
【衰退基準】
　有資格者数が、本事業の対象となるこども（国制度などにより医療費
の全額支給をうけることができるこどもを除く）の80％を下回った場合、
周知方法を再構築する。

平成30年10月
　・制度周知リーフレットを作成

対象者実績　93.4％

① ―

211
新婚・子育て世帯向け分譲
住宅購入融資利子補給の
実施

リーフレット、ポスターを作成し、各区や市関連施設、金融機関、住宅販
売業者等に配布を行うとともに、区広報誌や市HPを活用することによ
り、広く市民に周知する。
・ リーフレットの作成、市関連施設等での配布：10,000枚
・ ポスターの作成、市関連施設等での配付：500枚

【業績目標】
新規受付件数：2,900件

リーフレット（10,000枚）、ポスター（500枚）を作製し、各区や市関連
施設、金融機関、住宅販売業者等に配布を行うとともに、区広報
誌や市HPを活用することにより、広く市民に周知を実施した。

【実績】
新規受付件数：3,113件

① ―

212
子育て安心マンション認定
制度の実施

‘子育てに配慮した仕様’と‘子育てを支援する環境’を備えた良質な民
間の新築マンションを「子育て安心マンション」として認定し、大阪市
HP、ポスター、リーフレット等での情報発信を実施。

分譲マンション2件（564戸）を計画認定、1件（98戸）を竣工認定。
リーフレットやポスターを作成し、子育て関連施設に配布を行うと
ともに、市HPを活用することにより、制度及び認定物件の周知を
実施。

① ―

213
市営住宅への優先入居の
実施

引き続き、各募集において、例年ベースの募集戸数を確保する。
7月・11月・2月に、高等学校修了前とされる年齢(18歳まで)の子ど
ものいる世帯を対象にした「子育て世帯向け」申込区分を設け、市
営住宅の募集を行った。

① ―

214
子育てバリアフリー（歩道
の段差解消）

横断箇所等における歩道と車道の段差については２cmを基準とし、誰
もが安全に安心して歩くことができる歩行空間への改善に取り組む。

横断歩道箇所等における歩道と車道の段差については、道路改
良路線工事発注により段差改善を行った。

②
予算確保及び他事業関連路線等の中長期課題
箇所の整理

216
公共施設、建築物等の多
目的トイレ等の整備

各図書館のトイレ等のベビーシート、授乳スペース、おむつ交換場所等
の設備状況を把握し、維持管理の継続に努める。

各図書館のトイレ等のベビーシート、授乳スペース、おむつ交換
場所等の設備状況を把握し、維持管理に努めた。 ① ―

③ 子育
てしや
すい環
境整備

７－（１）③
ア

ア

駅やショッピングセンター等
において、妊婦や親子連れ
の方などが利用しやすく、安
心して外出できるよう、トイレ
等のベビーシート、授乳室、
おむつ交換場所等の環境整
備を進めます。
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217
介護保険事業（在宅サービ
ス）

要介護（要支援）認定において、要支援または要介護と認定されて在宅
の介護を必要とする人には、訪問介護・訪問型サービスや通所介護・通
所型サービス等の居宅（介護予防・総合事業）サービスを提供する。

第1号被保険者数　686,968 人（平成31年3月31日現在）
要介護・要支援認定者数　176,330 人（平成31年3月31日現在）

② ―

218 介護保険施設の整備

特別養護老人ホームの入所待機者の解消に向け、特に必要性・ 緊急
性の高い入所申込者が概ね１年以内に入所できるよう整備 を促進す
る。

【業績目標】
13,900人

平成30年度末時点
13,994人

① ―

219 苦情処理制度

福祉サービスを提供する事業者が、「苦情解決責任者」と「苦情受付担
当者」を設置し、福祉サービス利用者の苦情を受け付け解決に努める
一方で、利用者と事業者の双方で話し合っても解決できないケースにつ
いては、「福祉サービス苦情処理解決委員会」において、必要な助言や
相談、調査、あっせん等を行い、双方の話し合いによる解決の促進を
図っていく。
なお、介護保険サービス等にかかわる苦情・相談等については、「おお
さか介護サービス相談センター」において相談等をうけ、中立的な立場
で解決にあたっていく。

利用者と事業者の双方で話し合っても解決できないケースについ
て、「福祉サービス苦情処理解決委員会」において、必要な助言
や相談、調査、あっせん等を行い、双方の話し合いによる解決の
促進を図った。
介護保険サービス等にかかわる苦情・相談等については、「おお
さか介護サービス相談センター」において相談等をうけ、中立的な
立場で解決にあたった。

② ―

220
福祉サービス第三者評価
事業の実施
（第三者評価制度）

介護サービスについては、介護保険法で介護サービスを提供するすべ
ての施設・事業所に介護サービスの情報を公表することを義務づけた
「介護サービス情報の公表制度」が平成30年度より大阪市に権限移譲
されるため、「基本情報」と「調査情報」を本市が指定する調査機関が事
実確認を行ったうえで公表し、事業所によるサービスの質の向上に向け
た取組みと利用者の福祉サービス選択の支援を行っていく。

大阪市内の介護保険事業所等のうち、公表対象となる事業所に
ついて、国の介護サービス情報公表システムを使用して情報公表
を行った。

① ―

221 地域密着型サービス事業
認知症高齢者や中重度の要介護状態になっても出来る限り、住み慣れ
た自宅又は地域で生活を継続できるように支援していく。

住み慣れた自宅または地域で生活が継続できるよう１２種の地域
密着型サービス事業について平成３０年度は９６事業所について
指定を行った。

① ―

222
地域ケア会議（高齢者）の
開催

平成30年度は、複合的課題を持つケースが増加することが見込まれる
ため、関係機関との円滑な連携や多職種協働による効果的な高齢者の
支援を引き続き実施することにより、高齢者が身近なところで気軽に相
談や支援が受けられ、介護や援護が必要になっても可能な限り住み慣
れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう
取組んでいく。

地域包括支援センター
相談実績
年間地域ケア会議会議開催回数　（1,676回）

②

高齢者自身の自立支援・介護予防の観点を踏ま
えた地域ケア個別会議を全区で開催し、多職種
協働による効果的な支援体制の構築を進めてい
く。

223
７－（１）④

ウ
ウ

介護サービス基盤を充実す
るとともに、介護人材の確保
を支援します。

大阪市社会福祉研修・情
報センターにおける福祉人
材の養成

大阪市社会福祉研修・情報センターを活用し現場のニーズに応じた専
門研修を実施するなど福祉専門職のキャリアデザイン形成に向けた研
修について、アンケートによる受講者のニーズを把握の上、そのニーズ
に則した研修内容の一層の拡充をＰＤＣＡサイクルに基づき行い、介護
人材の確保・育成に向けた支援を図る。

介護人材の確保・育成に向け、受講者アンケートの結果を活用し
て、福祉専門職研修へのニーズの反映、研修内容の改善等を行
うとともに、計画的に研修を開催した。

① ―

224
７－（１）④

エ
エ

地域包括支援センター等の
相談・支援体制を充実し、介
護する家族の不安、悩みに
対応し負担の軽減を図りま
す。

地域包括セ支援センターに
おける総合相談支援

平成30年度は、複合的課題を持つケースが増加することが見込まれる
ため、関係機関との円滑な連携や多職種協働による効果的な高齢者の
支援を引き続き実施することにより、高齢者が身近なところで気軽に相
談や支援が受けられ、介護や援護が必要になっても可能な限り住み慣
れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう
取組んでいく。

地域包括支援センター
相談実績
年間実相談人員　（65,104人)

②

関係機関との円滑な連携や多職種協働による効
果的な高齢者の支援を引き続き実施することに
より、高齢者が身近なところで気軽に相談や支援
が受けられ、介護や援護が必要になっても可能
な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生
の最後まで続けることができるよう取組んでいく。

イ

居宅・施設サービス等介護
の支援基盤の充実を図り、
特に特別養護老人ホームに
ついては、必要性・緊急性の
高い方が概ね１年以内に入
所可能となるよう計画的に
整備します。

誰もが住み慣れた地域で安
心して生きがいのある暮らし
ができるよう、地域包括ケア
体制を構築します。今後とも
増加が見込まれている認知
症高齢者及び家族への支援
を進めます。

ア

７－（１）④
イ

④ 介護
サービ
スの充
実

７－（１）④
ア
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225
クレオ大阪における相談事
業

・女性総合相談
・からだの相談
・弁護士による法律相談
・ガールズ相談（電話相談）
・グループワーク
・自助グループ
・チャレンジ相談
・男性の悩み相談

女性の悩み相談　14,688件
　・一般相談　電話：13,574　面接：418
　・自立・悩み相談　345
　・からだ相談　電話：86　面接：5
　・チャレンジ相談　25
　・法律相談　101
　・グループワーク等　126
　・女性のための特設電話法律相談（臨時開館）　8
男性の悩み相談　275件

②

認知度の向上が課題であり、様々な媒体を積極
的に活用して、情報発信の機会を拡大しながら、
引き続き、相談者に満足していただける事業運営
を図る必要がある。

226
男女共同参画苦情処理制
度の実施

平成15年1月に施行した「大阪市男女共同参画推進条例」に基づき、平
成15年7月に創設した男女共同参画に関する施策についての苦情処理
制度により、苦情を適切に処理する。

情報誌クレオ等で情報提供をしている。 ① ―

227 教育相談事業
　こどもや保護者が利用しやすい相談体制を整備し、いじめや不登校の
こどもが抱える問題の未然防止や早期発見・早期解決のために、こども
の心に寄り添った相談を行う

不登校児童通所事業の利用登録者が社会参加した割合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０．３％

① ―

229
クレオ大阪における情報提
供事業

・情報誌クレオの発行（年４回　各回20,000部以上）
・クレオ大阪ＨＰにおける情報発信

【業績目標】
「女性総合相談センター」の認知度：世論調査等の女性の回答者の
40％以上
「男性の悩みのための相談」の認知度：世論調査等の男性の回答者の
26％以上

・情報誌クレオの発行（年４回・季刊に発行　３回：２万部、１回：２
万５千部）
・クレオ大阪ＨＰにおける情報発信

【目標達成状況】
「女性総合相談センター」の認知度
　世論調査等の女性の回答者：23.3％
「男性の悩みのための相談」の認知度
　世論調査等の男性の回答者：12.7％

②

認知度については昨年度と横ばいの水準であ
り、引き続き認知度の向上が課題である。
指定管理者と連携し、紙媒体・電子媒体の双方を
積極的に活用し、情報発信の機会を拡大するとと
もに、よりわかりやすい内容となるよう工夫をし
て、認知度の向上を図る。

230
各種の広報媒体を活用し
た啓発活動の実施

クレオ大阪の各種相談窓口について、HP及びFacebookにより周知
クレオ大阪の各種相談窓口について、HP及びFacebookにより周
知

① ―

７－（２）①
イ

市民に、相談窓口を身近に
利用していただけるよう、「ど
のような相談を受けることが
できるのか」「どのように対応
してくれるのか」といった相
談事例や相談内容等の情報
も発信しながら、窓口の広
報・周知に努めます。

①相談
体制の
充実・
認知度
の向上

人権相談窓口が設置されていることに対する認
知度が低い。またメール相談については、受託事
業者に直接相談可能なメール相談を開始するこ
とで、利便性の向上を図ったが、必要な人が利用
しやすいよう周知を図ることが課題。引き続き各
区広報紙やＨＰへの掲載等を積極的に働きかけ
ていくとともに、LINE@の登録者の拡大を図り、
LINE＠を活用して、相談事業の広報に取り組む。
委託事業者の相談者アンケートにおいては、
100％の満足度を得ているが、傾聴に留めている
割合が17.1％あり、その相談部分をできる限り適
切な機関に繋げていくなどより有用な相談にして
いくことが課題。傾聴対応については、頻回相談
者をはじめ、様々な相談があることから、その
ニーズに応えるため、連携機関の更なる拡充や
相談員のスキルアップ研修の受講などにより見
識を深める。

イ

228

７－（２）①
ア

ア

女性のさまざまな悩みにか
かる女性総合相談、及び、
男性相談員による男性の悩
み相談、教育に関する相談
などの相談体制の充実を図
ります。

人権相談

「人権啓発・相談センター」の有用性の認知度を高めるため、センターで
どのような相談を受付け、どのように役立っているかを具体的に、様々
な手段を活用して広報する。・ 人権啓発・相談センターの認知度：存在
30％以上　有用性　50％以上・ポスター、HP、フェイスブック、ＬＩＮＥ＠、
人権情報誌等、５手段以上での情報発信及び人権相談カードを小・中
学校(保護者を含む)へ配付・ライン＠の登録者数の拡大、定期的な情
報の更新：　ＬＩＮＥ@の登録件数　新規100件以上　ＬＩＮＥ@を通じた人権
情報の発信　週1回・相談者アンケートにおいて、「相談が満足である」と
回答した人のうち、「適切な対応をしてもらえた」又は「問題の整理を図
ることが実感できた」と回答した人の割合：73％以上

「人権啓発・相談センター」の有用性の認知度を高めるため、セン
ターでどのような相談を受付け、どのように役立っているかを具体
的に、様々な手段を活用して広報する。
・ 人権啓発・相談センターの認知度：存在　18.8％　有用性
47.3％以上・ポスター、HP、フェイスブック、ＬＩＮＥ＠、人権情報誌
等、５手段以上での情報発信及び人権相談カードを小・中学校(保
護者を含む)へ配付
・ライン＠の登録者数の拡大、定期的な情報の更新：　ＬＩＮＥ@の
登録件数　新規341件　ＬＩＮＥ@を通じた人権情報の発信　週1回
・相談者アンケートにおいて、「相談が満足である」と回答した人の
うち、「適切な対応をしてもらえた」又は「問題の整理を図ることが
実感できた」と回答した人の割合：82.8％以上

②
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231
クレオ大阪における情報提
供事業

・情報誌クレオの発行（年４回　各回20,000部以上）
・クレオ大阪ＨＰにおける情報発信
・クレオ大阪において、男女共同参画・女性の著作・女性労働等女性に
関する図書の貸出・レファレンスコーナーにおける閲覧、行政情報・施設
情報・人材情報の収集提供、啓発ビデオの収集・貸出等を行う。

・情報誌クレオの発行（年４回・季刊に発行　３回：２万部、１回：２
万５千部）
・クレオ大阪ＨＰにおける情報発信
・クレオ大阪において、男女共同参画・女性の著作・女性労働等女
性に関する図書の貸出・レファレンスコーナーにおける閲覧、行政
情報・施設情報・人材情報の収集提供、啓発ビデオの収集・貸出
等を行った。

① ―

232
各種の広報媒体を活用し
た啓発活動の実施

地域の団体等からの要望に応じて、概要版を活用した出前講座の実施 平成30年度については、地域の団体等からの要望は無かった。 ―

233 総合的な人権施策の推進

　「人権が尊重されるまち」指標について、関係部署と調整し、法令や基
本計画の改正等を踏まえ、男女共同参画を含め指標内容及び項目を
適宜見直し、当該年度版として策定するとともに、当該指標の概要版等
を作成し、市民への広報・周知を図る。

「人権が尊重されるまち」指標　　　340部作成
　　　　　　　同　　　　　（概要版）　　5,000部作成
「大阪市人権行政推進計画～人権ナビゲーション」（概要版）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　5,000部作成

① ―

234 男女平等教育の推進
「『学校園における人権教育・啓発推進計画』実施計画」の年度末評価
において、個別的な人権課題として「女性の人権」を取り上げて実施し
た学校園の割合を35％以上にする。

平成30年度４月に、「大阪市教育委員会『人権教育・啓発推進計
画』実施計画」 を改定した。個別的な人権課題として「女性」の人
権についても取り上げている。「『学校園における人権教育・啓発
推進計画』実施計画」の年度末評価を行った結果、個別的な人権
課題として「女性の人権」を取り上げて実施した学校園の割合は、
29％であった。

③

年度末評価において、個別的な人権課題として
「女性の人権」を取り上げて実施した学校園の割
合は、29％であったので、より多くの学校園で「女
性の人権」を取り上げるように各学校園に指導し
ていくようにする。

235
男女平等に基づく進路指
導

各校の進路指導主事を対象に、年２回の研修を実施する。生徒に対し
ては、平等権理解を深めるため男女雇用機会均等法や男女共同参画
社会基本法について学習するとともに、就職を希望する生徒には面接
時の違反質問に対し、毅然とした態度で「回答できない」と答えるよう指
導するなど、生徒の自己実現に向けた取組みを実施する。

・各校の進路指導主事を対象に、年２回（５月１１日、７月１３日）の
研修を実施した。
・学校においては、平等権理解のため授業等で男女雇用機会均
等法や男女共同参画社会基本法を学習した。
・３年生の進路講話の中で就職差別事象に触れるとともに、面接
時の違反質問に対して、毅然とした態度で「回答できない」と答え
るよう指導を行った。

① 今後も学校に対して指導・助言を継続する。

236 性教育の推進（再掲）

新学習指導要領等における保健、特別活動の内容を踏まえ、児童生徒
の発達段階に応じて性に関する科学的知識を理解させるとともに、これ
に基づいた望ましい行動がとれるようにすることをねらいとして、教職員
間で共通理解を図り、保護者の理解を得ながら地域の実情に合わせて
取り組む。
文部科学省の委託事業である「学校保健総合支援事業」を受け、教職
員向けの研修会や公開授業、保護者向けのシンポジウム等を実施する
予定である。

教職員向け性に関する指導についての研修会を1回開催、186名
対象、中学校の性に関する公開授業を1回開催、対象50名、教職
員向け性に関する指導についての講演会・シンポジウムを1回開
催、300名対象に実施した。

① ―

237
エイズ・性感染症予防教育
の推進

大阪市保健所と連携し、中学生および高校生向けにエイズ予防啓発冊
子「エイズのはなし」を、市内全中学校・高等学校に周知するとともに、
校長会等において補助教材としての活用を指示する。

大阪市保健所と連携し、中学生および高校生向けにエイズ予防
啓発冊子「エイズのはなし」にいて、市内全中学校・高等学校に周
知を行った。

① 引き続き、周知を進める必要がある。

238
８－（１）①

イ
イ

男女共同参画週間、女性に
対する暴力をなくす運動、地
域イベント等のさまざまな機
会を活用し、男女共同参画
の意義、重要性についての
理解を促進するため、地域
団体等と連携しつつ啓発活
動を行います。

男女共同参画普及啓発事
業

男女共同参画週間、女性に対する暴力をなくす運動期間での街頭啓発
や地域イベント等の機会を活用した男女共同参画の意義、重要性につ
いての啓発の実施、クレオ各館と連携した啓発の取組み

【業績目標】啓発グッズ（絆創膏）を500人以上に配布

男女共同参画週間、女性に対する暴力をなくす運動期間での街
頭啓発や地域イベント等の機会を活用し、啓発グッズ（絆創膏）を
500人以上に配布した。

① ―

７－（２）②
ア

８－（１）①
ア

男女共同参画に関連の深い
法令、また大阪市の条例・基
本計画等について、市民に
わかりやすく、その内容につ
いて広報・周知に努めます。

ア

ア
学校における教育活動全体
を通して、男女平等教育を推
進します。

② 法
令・制
度の理
解促進
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239
８－（１）①

ウ
ウ

男女共同参画センターにお
いて、男女共同参画に関す
る情報提供を行うとともに、
各種啓発事業を実施しま
す。

クレオにおける講座・セミ
ナーの実施

企業及び地域等における取組を推進する人材を育成する学習会等の
開催
（女性の活躍促進、自立支援、女性への暴力根絶、男性への参画推
進、次世代育成、地域における男女共同参画推進：合計30回
コラボ型セミナー：１回）

クレオ大阪において、男女共同参画社会の実現に向けて、「女性
の活躍」など様々なテーマを、体系的に実施した。また、市民・ＮＰ
Ｏ団体等との協議による「コラボ型男女共同参画セミナー」や、地
域に出向く「地域出前セミナー」を実施した。「女性の活躍推進」に
向けては、「トライセクターリーダーシップセミナー」を実施し、行
政・企業・非営利の垣根を越えて課題解決に取り組む女性リー
ダーのネットワークづくりにもつなげることができた。また、企業向
けには、「パワハラ×働き方改革対策セミナー」を地域の企業・団
体の協力により「上本町SDGｓ大学」を実施することでSDGｓをとも
に学び、地域への広がりを図るなどの新たな取組みを行った。

① ―

240
クレオ地域出前セミナーの
実施

地域における男女共同参画を推進するための出前講座
各館担当区において、各区の課題に応じた事業を実施（各区２回以上）

【業績目標】
地域出前セミナー等の参加者へのアンケートで地域活動における女性
の参画を必要と考える人の割合　80％以上
（再掲：２－（１）①ア）

【地域出前セミナーの実施】
（中央館）実施回数：8回、受講者数：200名
（子育て館）実施回数12回、受講者数：578名
（西部館）実施回数：8回、受講者数：188名
（東部館）実施回数：10回、受講者数：571名
（南部館）実施回数：12回、受講者数：943名

【実績】
地域出前セミナーの参加者へのアンケートで地域活動における女
性の参画を必要と考える人の割合　90.9％

①

・ 取組は予定通り実施し、地域出前セミナーへの
男性の参加比率は平成29年度の26.5％から、
34.1％へと増加した。
・ 地域出前セミナーへの男性の参加比率は依然
として50％以下であることから、固定的な性別役
割分担意識の解消に向けた意識啓発には、情報
誌クレオ、地域出前セミナー以外の様々な機会・
媒体による情報発信が必要である。
・ 引き続き、女性の地域活動への参画が進むよ
う、とりわけ男性をターゲットとした地域住民に対
して、地域出前セミナーや区民まつりなど様々な
機会・媒体を活用して啓発を行う。

241
男女共同参画普及啓発事
業

区民まつり等、各区のイベントと連携した啓発事業の実施

【業績目標】
23区の啓発イベントにおけるのべ参加者数　4,100人以上
【テーマ１】男女共同参画の視点からの防災
「防災における男女共同参画の重要性」の理解度70％以上
【テーマ２】女性の活躍促進
「女性の活躍促進の取組みの重要性」の理解度70％以上
【テーマ３】男性にとっての男女共同参画・子育て
「ワーク・ライフ・バランス」の理解度70％以上

区民まつり等、各区のイベントと連携した啓発事業の実施

【業績目標】
23区の啓発イベントにおけるのべ参加者数　6,492人

【テーマ１】男女共同参画の視点からの防災
「防災における男女共同参画の重要性」の理解度99.5％
【テーマ２】女性の活躍促進
「女性の活躍促進の取組みの重要性」の理解度98.6％
【テーマ３】男性にとっての男女共同参画・子育て
「ワーク・ライフ・バランス」の理解度99.2％

① －

242 家庭教育充実促進事業
・市民や関係職員等対象の講座、学習会等実施
・「親力アップサイト」における家庭教育コラム等の情報発信

家庭教育に関する講演会等での参加者アンケートでの満足度
87％

①
さまざまな機会や広報媒体を活用して、「親力
アップサイト」の周知を図る。

日常的に自主的な活動をしているPTAをはじめとする社会教育関係団
体が人権や家庭教育に関する学習会を行う場合に、講師謝礼等を一部
負担する。

― ③

日常的に自主的な活動をしているPTAをはじめと
する社会教育関係団体が人権や家庭教育に関
する学習会を行う場合に、本事業をより活用しや
すいよう、積極的な宣伝活動を行う。

福島区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業として、ＰＴＡをは
じめとする社会教育関係団体や生涯学習を目的とするグループが、区
役所と協働して人権や家庭教育に関する学習会を実施する場合におい
て、区役所が団体等に対して講師謝礼等を一部負担する。

助成申請なし ③
課題：当制度の周知不足
課題策：ＰＴＡ総会等を通じてや、様々な広報媒
体の活用により周知を図る

① 学
校・地
域、企
業での
教育・
啓発を
通じた
男女平
等・男
女共同
参画意
識の醸
成

８－（１）①
エ

８－（１）①
オ

地域や企業に出向いて、男
女共同参画の視点から身近
な課題を取り上げた講座を
実施します。

家庭教育充実事業
地域における生涯学習の
推進

地域・家庭において、生涯学
習の一環として、男女共同
参画について学習する機会
を提供します。

オ

エ
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単位ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体の役員等が、自らの人権意
識を高めるとともに、地域における啓発指導者としての役割や活動方針
についての認識を深めることを目的として開催する人権に関する講演
会・研修会、また①思春期の子どもたちに対する家庭教育②不登校、ひ
きこもり、少年犯罪、児童虐待など、今日の青少年を巡るさまざまな課
題についての理解と支援をテーマにした学習会や研修会に対し、講師
謝礼金について経費を助成する。

【業績目標】学習会参加者数1,350人
【撤退基準】学習会参加者数950人未満

合同開催を含め、延２２学校園のPTAで開催

学習会参加者　延３７８人
③

人権や家庭教育の意識向上に取り組む新たな団
体の発掘。

244
８－（１）①

カ
カ

ワーク・ライフ・バランス推進
の意義、重要性が広く社会
的に認められるよう、官民連
携・協働してキャンペーンを
展開します。

大阪市ワーク・ライフ・バラ
ンス推進月間（再掲）

「ワーク・ライフ・バランス推進月間」を設定し、大阪女性きらめき応援会
議構成団体や市の各部局の事業と連携しロゴマークを活用して広く情
報発信を実施する。
（１－（１）①イ再掲）

・ 8月を「ワーク・ライフ・バランス推進月間」として設定し、大阪女
性きらめき応援会議構成団体や市の各部局の事業と連携し、ロゴ
マークも活用して広く企業、地域、社会に情報発信を行った。
・ 各種媒体を通じた情報発信、推進月間に賛同する企業の募集、
期間中の余暇を楽しむイベントの広報などを行った。

①

・ 令和元年度は4月に働き方改革関連法が施行
されるなど、働き方改革元年とも言われており、
雇用関連施策の動きとも連携しながら、取組を強
化する必要がある。
・ 大阪労働局、府、市、経済団体等が参画する
「大阪働き方改革推進会議」では、平成30年度か
ら、11月を「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バラン
ス推進月間」を設定することとしたことから、今
後、大阪女性きらめき応援会議構成団体と共に、
同月間と連携した取組への移行と内容の充実を
検討する。

245
クレオ大阪における情報提
供事業の実施

・情報誌クレオの発行（年４回　各回20,000部以上）
・クレオ大阪ＨＰにおける情報発信
・クレオ大阪において、男女共同参画・女性の著作・女性労働等女性に
関する図書の貸出・レファレンスコーナーにおける閲覧、行政情報・施設
情報・人材情報の収集提供、啓発ビデオの収集・貸出等を行う。
（再掲：７－（２）②ア）

・情報誌クレオの発行（年４回・季刊に発行　３回：２万部、１回：２
万５千部）
・クレオ大阪ＨＰにおける情報発信
・クレオ大阪において、男女共同参画・女性の著作・女性労働等女
性に関する図書の貸出・レファレンスコーナーにおける閲覧、行政
情報・施設情報・人材情報の収集提供、啓発ビデオの収集・貸出
等を行った。
（再掲：７－（２）②ア）

① ―

246
各種の広報媒体を使用し
た啓発活動の実施

男女共同参画普及啓発事業や女性の活躍促進事業について、市政だ
より、市民局市民局ｆａｃｅｂｏｏｋに掲載する

男女共同参画週間　ＦＢ掲載
ＤＶ防止週間　市政だより11月号　ＦＢ掲載
女性活躍フォーラム　市政だより9月号

① ―

247
８－（１）②

イ
イ

大阪市が実施する女性活躍
促進の取組みや成果等を
「見える化」し、効果的な情
報発信を進めます。

女性の活躍促進情報発信
事業（再掲）

Ｗｅｂサイト「きらめく女性の応援ひろば～未来へレディGo！～」におい
て、多様な働き方を支援する企業等における取組の好事例について情
報発信を行う。また、企業の経営管理者層等に対して、先進的な取組
の必要性が浸透し、事例を参考に取組が普及するよう、女性活躍の先
進的な取組についてのハンドブック（仮）を作成する。
（１－（１）②ア再掲）

女性活躍応援サイト「きらめく女性の応援ひろば」による情報発信
（HPページビュー数：63,988）
・リーディングカンパニー認証企業情報の更新（毎月）
・同市長表彰企業の先進的な取組等の紹介（6社×2件）
・地域で活躍する女性ロールモデルのホームページへの掲載（6
件）
・市長・知事・大阪労働局長からのメッセージ動画、市長と企業トッ
プによる宣言リレー動画の配信
・中小企業の先進的な事例等を紹介したフォーラムのコンテンツ、
ハンドブック等の発信
・大阪市の男女共同参画、女性活躍促進の取組の紹介
・Facebook、Twitter、LINE＠、Instagramによる情報発信等

①

・ HPやSNSのアクセス数等は順調に増加してい
るが、近年、情報媒体の多様化が進んでおり、広
報対象となる属性に応じた発信媒体の活用が求
められている。
・ 発信媒体ごとの特性を活かした効果的な発信
に取り組む。

８－（１）②
ア

ア

② 男女
共同参
画や女
性の活
躍促進
にかか
る情報
発信

ホームページやSNSをはじ
め、情報誌、ポスター・チラシ
等さまざまな広報媒体を活
用して、男女共同参画の意
義、重要性について広く情報
発信します。
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248
８－（１）③

ア
ア

地域や雇用の場における男
女共同参画意識の変化や動
向を把握するため、市民、企
業意識の状況を調査すると
ともに、男女共同参画推進
施策の調査・研究を行い、そ
の結果を効果的な施策実施
に活かしていきます。

クレオ大阪における調査･
研究事業の実施

地域や雇用の場における男女共同参画意識の変化や動向を把握する
ため、市民、企業意識の状況を調査するとともに、男女共同参画推進
施策の調査・研究を行う。

行政施策の対象となりにくい未婚で子どものいない女性の状況を
把握し、今後の施策についての検討材料とするため、大阪市内の
非正規女性労働者を対象に「非正規雇用で働くシングル女性の実
態調査」をテーマとし調査研究に取り組んだ。

① ―

249
８－（１）③

イ
イ

男女共同参画にかかわる統
計情報を収集・整備し、市民
等へ提供します。

男女共同参画に関する各
種統計資料の収集・提供

男女共同参画に関する図書や映像、資料等の収集と提供およびレファ
レンスサービスを行う

男女共同参画社会の形成に関する各種資料を収集・整備した
図書：1,620冊（収集）/84,279冊（総数）
ビデオ：27本（収集）/2,007本（総数）
行政資料：108冊（収集）/10,228冊（総数）

① ―

251
大阪市市民活動総合支援
事業
（市民活動総合相談窓口）

・市民総合相談窓口の開設時間を、週3日間は20時までとするなど、夜
間にも相談対応を実施する。
・相談・問合せへの対応後も、相談者が社会課題の解決に向けた活動
を進めることができるよう、適宜助言やフォローを行うなどのサポートを
行う。
【業績目標】
・相談窓口において「得たい情報を得ることができた」と回答した割合：
80％以上（毎年度）

・総合相談窓口における相談件数：302件
・相談窓口において「得たい情報を得ることができた」と回答した割
合：99.2％

①
・総合相談窓口の認知度が低いため、より多くの
方に相談窓口の存在と有用性を知ってもらう必要
がある。

252
ボランティア・市民活動セン
ター、ボランティアビュー
ローの設置

鶴見区有償ボランティア制度「あいまち」の活動促進
・ミニ講演会　数回
・はじめての「あいまち」講座
・「あいまちだより」機関紙発行　5回（5・7・9・12・2月）
・区広報紙での事業周知　1回
・HPやSNSなどでの情報発信　随時

・はじめての「あいまち」講座　2回連続講座
・「あいまちだより」機関紙発行　5回（5・6・9・11・1月）
・区広報紙での事業周知　4回
・HPやSNSなどでの情報発信　随時
・区社協だよりへの掲載　2回（8・1月）
・各機関や講座・講演会でのチラシの配布

①

運営方針の指標である、地域有償ボランティア活
動（あいまち活動）にかかる派遣数：1,000件/年
以上は達成できたが、引き続き「あいまち」活動
利用促進の為、認知度向上の取り組みをおこ
なっていく。

253
８－（２）①

ウ
ウ

リタイア層が就労の場等で
培ったスキルやノウハウを活
かせよう、地域活動への参
画を促す取組みを行いま
す。

クレオ大阪におけるセミ
ナーの実施

「地域デビュー応援セミナー」等地域活動を始めるきっかけや仲間作り
の方法を学ぶセミナーを実施

【子育て館】
・中高年男性を対象とし、男性の家事参画のきっかけとなることを
目的とした「シニア男性のための料理入門セミナー」を実施した。
（実施回数4、受講者数48）

② ―

ア

地域でどのような活動が行
われているか、どのようにす
れば参加できるのか等地域
活動情報を発信します。

大阪市市民活動総合支援
事業
（市民活動総合ポータルサ
イト、交流の場の開催）

・「大阪市市民活動総合支援事業」（ICTを活用した市民活動に役立つ
情報発信、市民活動総合相談窓口の開設・運営、社会課題解決に向け
たプラットフォーム構築）の有用性・利便性をわかりやすく伝えることで、
認知度向上に取り組む。
・ポータルサイトがより魅力的で訴求力のある情報発信サイトとなるよ
う、機能を追加する。
【業績目標】
・大阪市市民活動総合ポータルサイト利用登録団体のうち、団体の活
動を進めるにあたり、ポータルサイトを活用できた割合：45％以上（平成
30年度）

・「交流の場」が一過性のもので終わらないよう、交流の場開催後も双
方向の対話等を行うことができるＩＣＴを活用したネットワークを構築する
ことで、継続的な交流が可能な環境を作る。
【業績目標】
　・ネットワークを活用し新たに生まれた連携取組の成立件数：15件以
上

・大阪市市民活動総合ポータルサイト利用登録団体のうち、団体
の活動を進めるにあたり、ポータルサイトを活用できた割合：
40.3％

・ネットワークを活用し新たに生まれた連携取組の成立件数：17件

①

・大阪市市民活動総合ポータルサイトの認知度
が低いため、より多くの方に大阪市市民活動総
合ポータルサイトの存在と有用性を知ってもらう
必要がある。
・利用登録団体による利活用があまりなされてい
ないため、大阪市市民活動総合ポータルサイトの
利用者を増やし、登録団体の活用メリットをより向
上させるなど、登録団体に対する活用を促進する
必要がある。

・「交流の場」に地域で活動されている方の参加
がないため、「交流の場」を市内で分散して開催
する。

250

③ 男女
共同参
画推進
に向け
た調査・
研究の
実施

① 地域
活動へ
の参加
を促す
情報発
信・相
談

８－（２）①
イ

８－（２）①
ア

イ

組織づくりや運営、活動に関
すること、活動のネットワー
クを広げていくことなど市民
活動や社会貢献活動に関す
る相談窓口について広報・
周知を行い、地域活動への
参加を促します。
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254 市民活動推進助成事業

市民活動が活発に展開される環境づくりの一環と位置付け、行政だけ
でなく、市民、市民活動団体、企業がともに、ボランティア・ＮＰＯなどの
市民活動団体を支援する仕組みを構築し、市民、企業等からの寄附を
募っている。この寄附金を活用し、有識者の助言を得ながら、市民活動
団体が行う公益的な事業に対して助成することで、市民活動団体の活
性化を図る。

平成30年度に助成を受け、平成31年度も引き続き申請が可能な
団体３団体中、１団体が継続助成を希望し、選考審査における【適
格性・実現性・波及性・発展性】等の獲得点数が、一定水準（6割
以上）に到達した。

①

市民活動団体の自立運営に繋がるよう、平成２８
年度より最大３年まで継続助成可能としており、
継続団体に対しては、事業に対する支援のみな
らず、自立に向けたサポートを充実させる必要が
ある。

255
男女共同参画社会をめざ
すグループ活動の支援事
業

地域グループとのコラボ型セミナーの実施　各館１回 コラボ型男女共同参画セミナーを各館１回ずつ実施した。 ① ―

256
生涯学習まちづくり市民大
学

３コース以上のプログラムを提供 １４コースのプログラムを提供 ① ―

257
こども文化センターにおけ
るボランティア支援･講座等

こども文化センターにおいて、ボランティアグループへの発表機会の提
供として、毎月1回「こども広場」を実施。
「バルーンアートはじめま専科」などの講座を開催し、ボランティアおよ
び指導者等の養成を行う。

「こども広場」（月1回）および各種講座を実施 ① ―

258
「小学校区教育協議会-は
ぐくみネット-」事業

・はぐくみネット事業（学校・家庭・地域の連携によるネットワークの構築
と学校教育支援や地域における教育コミュニティづくり等）の実施。
・はぐくみネットコーディネーター対象の研修会等　５回

・はぐくみネット事業（学校・家庭・地域の連携によるネットワークの
構築と学校教育支援や地域における教育コミュニティづくり等）の
実施。
・はぐくみネットコーディネーター対象の研修会等の実施　11回
・はぐくみネットコーディネーター研修等アンケートで、
「新たな気づきやまなびがあった」　85.93%
「活動の参考になった」　89.06%

②
地域学校協働活動の推進に向け、学校教育・生
涯学習・地域活動の垣根を越え、局横断的に包
括的な議論を進める。

259 市民協働の促進

・ボランティア養成講座の開催
・ボランティア間の情報交換等交流の場の拡大
・子育て支援施設や高齢者福祉施設と連携し、幼児期・高齢者読書環
境整備事業の一層の周知と継続実施
・各区における絵本展開催支援
・市民協働事業OneBookOneOSAKAの継続・拡充

【業績目標】
・登録ボランティア2400～2500人継続維持
・絵本展開催に向けた支援件数の維持

・読書活動支援ボランティア　2583人登録
・幼児期ボランティア入門講座　44 回（阿倍野市民学習センター
実施分を含む）、ブックスタート入門講座 2 回　実施
・保育所、幼稚園等で活動する読書活動支援ボランティアを対象
としたステップアップ講座を　3 回実施、197 名が受講
・絵本セットや面展台などを貸出、絵本展開催を支援。支援件数
68 件
・　「ワークショップフェスinグランフロント」や文紙MESSE2018会
場、各区絵本展などで絵本の展示や読み聞かせとともに投票受
付

① ―

260
スポーツボランティア活動
の促進事業

スポーツボランティアの活動の場を創出し、新規スポーツボランティアの
育成をはかる。

平成30年度　計14のスポーツイベント等での活動の場を提供
若年層の登録者が増加

①
活動ボランティアの高齢化
電子システムを活用し、インターネットからの登録
を実施

261
８－（２）③

ア
ア

ワーク・ライフ・バランス推進
の啓発を通じて、男女ともに
地域活動への積極的な参加
を呼びかけます。

大阪市ワーク・ライフ・バラ
ンス推進月間（再掲）

「ワーク・ライフ・バランス推進月間」を設定し、大阪女性きらめき応援会
議構成団体や市の各部局の事業と連携しロゴマークを活用して広く情
報発信を実施する。
（１－（１）①イ再掲）

・ 8月を「ワーク・ライフ・バランス推進月間」として設定し、大阪女
性きらめき応援会議構成団体や市の各部局の事業と連携し、ロゴ
マークも活用して広く企業、地域、社会に情報発信を行った。
・ 各種媒体を通じた情報発信、推進月間に賛同する企業の募集、
期間中の余暇を楽しむイベントの広報などを行った。

①

・ 令和元年度は4月に働き方改革関連法が施行
されるなど、働き方改革元年とも言われており、
雇用関連施策の動きとも連携しながら、取組を強
化する必要がある。
・ 大阪労働局、府、市、経済団体等が参画する
「大阪働き方改革推進会議」では、平成30年度か
ら、11月を「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バラン
ス推進月間」を設定することとしたことから、今
後、大阪女性きらめき応援会議構成団体と共に、
同月間と連携した取組への移行と内容の充実を
検討する。

262
８－（２）③

イ
イ

地域活動を平日昼間だけで
なく、夜間休日等に実施する
など、多様な住民が参加し
やすい活動のあり方を提示
します。

８－（２）②
イ

８－（２）②
ア

② 地域
で活動
する市
民・団
体の支
援

③ 仕事
と家庭
生活・
地域活
動の両
立

イ

市内に活動拠点を有するグ
ループ・団体を対象として、
活動の場を提供するなど学
習活動や市民向け事業及び
研究活動への支援を行いま
す。

地域で活動する市民を育成
し、さまざまな分野での活動
を促進します。

ア
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263
８－（３）①

ア
ア

男性は仕事、女性は家庭を
中心とすべきであるといった
固定的な性別役割分担意識
の解消に向け、さまざまな広
報媒体や機会を活用して、
啓発を進めます。

クレオ大阪における情報提
供事業及び各種の広報媒
体を使用した啓発活動実
施

・情報誌クレオの発行（年４回　各回20,000部以上）
・クレオ大阪ＨＰにおける情報発信
・クレオ大阪において、男女共同参画・女性の著作・女性労働等女性に
関する図書の貸出・レファレンスコーナーにおける閲覧、行政情報・施設
情報・人材情報の収集提供、啓発ビデオの収集・貸出等を行う。
（再掲：７－（２）②ア）

・情報誌クレオの発行（年４回・季刊に発行　３回：２万部、１回：２
万５千部）
・クレオ大阪ＨＰにおける情報発信
・クレオ大阪において、男女共同参画・女性の著作・女性労働等女
性に関する図書の貸出・レファレンスコーナーにおける閲覧、行政
情報・施設情報・人材情報の収集提供、啓発ビデオの収集・貸出
等を行った。
（再掲：７－（２）②ア）

① ―

264 父親の育児参加啓発事業
区民センターにおいて、年15回　各110組の初妊婦及びその夫等に対し
て沐浴実技指導や子育てレッスン（おむつ換え、肌着の着せ方、抱っこ
の仕方）、妊婦擬似体験など参加型育児セミナーを実施。

区民センターにおいて年15回1562組（3099人）の初妊婦及びその
夫等に対して沐浴実技指導や子育て指導、妊婦擬似体験など参
加型育児セミナーを実施。

① ―

265
男性のための食生活講習
会

生活習慣予防に関する講話及び調理実習 ３回開催。合計３２人を対象 ① ―

267
８－（３）②

ア
ア

ワーク・ライフ・バランス推進
の啓発とあわせ、男性が仕
事と両立しながら家事や育
児・介護、地域活動を行うこ
とが社会的に評価されること
をアピールします。

各種媒体を使用した啓発
活動の実施

区民まつり等地域のイベントや父親講座などで「イクメン・チェックシー
ト」を配布し、啓発を実施する。

【業績目標】
企業アンケートで、職場で、男性従業員に、仕事と家庭の両立、カジダ
ン・イクメンの取組意識を高める啓発を行っている企業の割合：75％以
上
（８－（３）①イ再掲）

・ 区民まつり等地域イベントや父親講座等で「イクメン・チェック
シート」を配布、啓発。
・ 市長・知事・労働局長からのメッセージ動画、市長と企業トップに
よる宣言リレー動画の配信。
・ 男性への意識啓発を促す冊子等を紹介したチラシを関係団体
へ配布、地下鉄駅に配架。
・ 情報誌クレオ、HP等の媒体で「イクメン・チェックシート」、「イクメ
ンインタビュー記事」を掲載
【実績】
事業参加者アンケートにおいて「男性も仕事と家庭を両立させ、家
事・育児等に参画する必要がある」と答えた方：89.8％

①

・ 「子育て期の女性の就労状況などに関する調
査」の結果から、「勤め先に子育てと仕事の両立
を支援する雰囲気がない」などの課題が見られた
ことを踏まえ、男性が家事・育児等に参画するこ
との必要性についての意識啓発が必要である。
・ 両立が課題となる場面を迎えている子育て層な
どをターゲットに、イクメン・ロールモデル、啓発ハ
ンドブックなど、既存の啓発素材も活用するととも
に、両立支援講座などの事業実施内容をホーム
ページに掲載するなど、情報発信の手法等も工
夫をしながら啓発を進める。

・ 「子育て期の女性の就労状況などに関する調
査」の結果から、「勤め先に子育てと仕事の両立
を支援する雰囲気がない」などの課題が見られた
ことを踏まえ、男性が家事・育児等に参画するこ
との必要性についての意識啓発が必要である。
・ 両立が課題となる場面を迎えている子育て層な
どをターゲットに、イクメン・ロールモデル、啓発ハ
ンドブックなど、既存の啓発素材も活用するととも
に、両立支援講座などの事業実施内容をホーム
ページに掲載するなど、情報発信の手法等も工
夫をしながら啓発を進める。

266

８－（３）①
イ

① 男性
を対象
とした
固定的
な性別
役割分
担意識
の解消
に向け
た啓発

イ

地域社会において男性が
リーダーを務め女性は補佐
的役割でよいといった考え
方を解消し、男女がともに地
域活動を担っていくことの重
要性についての啓発を進め
ます。

男性への意識啓発事業

区民まつり等地域のイベントや父親講座などで「イクメン・チェックシー
ト」を配布し、啓発を実施する。

【業績目標】
企業アンケートで、職場で、男性従業員に、仕事と家庭の両立、カジダ
ン・イクメンの取組意識を高める啓発を行っている企業の割合：75％以
上

・ 区民まつり等地域イベントや父親講座等で「イクメン・チェック
シート」を配布、啓発。
・ 市長・知事・大阪労働局長からのメッセージ動画、市長と企業
トップによる宣言リレー動画の配信。
・ 男性への意識啓発を促す冊子等を紹介したチラシを関係団体
へ配布、地下鉄駅に配架。
・ 情報誌クレオ、HP等の媒体で「イクメン・チェックシート」、「イクメ
ンインタビュー記事」を掲載。
・ 中小企業のためのフォーラムでのイクメン・ロールモデルによる
ワークショップ開催。
・ リーディングカンパニー対象の女性活躍セミナー等の機会を活
用した働きかけ。
【実績】
事業参加者アンケートにおいて「男性も仕事と家庭を両立させ、家
事・育児等に参画する必要がある」と答えた方：89.8％

①
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269
８－（３）②

ウ
ウ

男性自身の意識だけではな
く､男性が家事や育児､介護
等に参画することに対する
周囲（家族、地域、職場等）
の理解を深め、男性がそれ
らの活動に前向きに参画で
きるよう、必要な広報・啓発
等を行います。

各種媒体を使用した啓発
活動の実施

・家事・子育てに関わる意義、家事・子育てに関わって良かった経験な
どの情報を情報誌クレオ、ホームページ、SNS、民間フリーペーパー等
各種媒体で発信：4件以上
・父親の育児参加事業、子育て支援施設等での啓発：6回以上
・イクメン・ロールモデルによるワークショップ開催

・ 区民まつり等地域イベントや父親講座等で「イクメン・チェック
シート」を配布、啓発。
・ 市長・知事・労働局長からのメッセージ動画、市長と企業トップに
よる宣言リレー動画の配信。
・ 男性への意識啓発を促す冊子等を紹介したチラシを関係団体
へ配布、地下鉄駅に配架。
・ 情報誌クレオ、HP等の媒体で「イクメン・チェックシート」、「イクメ
ンインタビュー記事」を掲載

①

・ 「子育て期の女性の就労状況などに関する調
査」の結果から、「勤め先に子育てと仕事の両立
を支援する雰囲気がない」などの課題が見られた
ことを踏まえ、男性が家事・育児等に参画するこ
との必要性についての意識啓発が必要である。
・ 両立が課題となる場面を迎えている子育て層な
どをターゲットに、イクメン・ロールモデル、啓発ハ
ンドブックなど、既存の啓発素材も活用するととも
に、両立支援講座などの事業実施内容をホーム
ページに掲載するなど、情報発信の手法等も工
夫をしながら啓発を進める。

270
８－（３）②

エ
エ

これまで地域とのつながりが
希薄であった男性がリタイア
等をきっかけに地域活動に
参画することを促す取組みを
行います。

クレオ大阪における講座の
充実

「地域デビュー応援セミナー」等地域活動を始めるきっかけや仲間作り
の方法を学ぶセミナーを実施
（再掲：８－（２）①ウ）

【子育て館】
・中高年男性を対象とし、男性の家事参画のきっかけとなることを
目的とした「シニア男性のための料理入門セミナー」を実施した。
（実施回数4、受講者数48）
（再掲：８－（２）①ウ）

② ―

268
８－（３）②

イ
イ

家事育児・介護等に男性も
積極的に参画するよう、「イ
クメン」「カジダン」という
キャッチフレーズや自ら行動
を確認するイクメン・チェック
シート等も活用しながら、男
女共同参画センターの事業
や地域のイベント等を通して
啓発に取り組みます。

男性への意識啓発事業
（再掲）

区民まつり等地域のイベントや父親講座などで「イクメン・チェックシー
ト」を配布し、啓発を実施する。

【業績目標】
企業アンケートで、職場で、男性従業員に、仕事と家庭の両立、カジダ
ン・イクメンの取組意識を高める啓発を行っている企業の割合：75％以
上
（８－（３）①イ再掲）

・ 区民まつり等地域イベントや父親講座等で「イクメン・チェック
シート」を配布、啓発。
・ 市長・知事・大阪労働局長からのメッセージ動画、市長と企業
トップによる宣言リレー動画の配信。
・ 男性への意識啓発を促す冊子等を紹介したチラシを関係団体
へ配布、地下鉄駅に配架。
・ 情報誌クレオ、HP等の媒体で「イクメン・チェックシート」、「イクメ
ンインタビュー記事」を掲載。
・ 中小企業のためのフォーラムでのイクメン・ロールモデルによる
ワークショップ開催。
・ リーディングカンパニー対象の女性活躍セミナー等の機会を活
用した働きかけ。
【実績】
事業参加者アンケートにおいて「男性も仕事と家庭を両立させ、家
事・育児等に参画する必要がある」と答えた方：89.8％

①

・ 「子育て期の女性の就労状況などに関する調
査」の結果から、「勤め先に子育てと仕事の両立
を支援する雰囲気がない」などの課題が見られた
ことを踏まえ、男性が家事・育児等に参画するこ
との必要性についての意識啓発が必要である。
・ 両立が課題となる場面を迎えている子育て層な
どをターゲットに、イクメン・ロールモデル、啓発ハ
ンドブックなど、既存の啓発素材も活用するととも
に、両立支援講座などの事業実施内容をホーム
ページに掲載するなど、情報発信の手法等も工
夫をしながら啓発を進める。

② 男性
の家庭
生活や
地域活
動への
参画の
促進
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271
８－（４）①

ア
ア

小中学校において、職業講
話・職場体験等の実施を通
し、職業観・勤労観等を育成
するキャリア教育を進めま
す。

キャリア教育推進事業（小
中学校）

小・中学校におけるキャリア教育を充実するために、研修等を通じて指
導改善を図る。
・職業講話・職業見学の実施　全小学校
・職業講話や職場体験学習等の実施　全中学校
・体系的な「キャリア学習」に取り組むための年間指導計画作成の指導
全小・中学校

・キャリア教育研修　年２回実施
・職業講話や職業見学等の実施　全小学校で実施
・職業講話や職場体験学習等の実施　全中学校実施
・体系的な「キャリア学習」に取り組むための年間指導計画の指導
全小中学校で作成

①

・小学校から中学校の各段階にキャリア教育を適
切に位置づけ、PTAや地域の人材活用はもちろ
ん、関西キャリア教育支援協議会等の関係機関
と密接に連携し、より効率的・効果的なキャリア教
育の推進を図る。
・「キャリア教育目標」に、「ボランティア活動など
の豊かな体験活動を通して、職業観・勤労観を育
み、社会奉仕の精神を養う」を位置づけ定着を図
る。

272
８－（４）①

イ
イ

中学・高校生を対象に、主体
的に人生をプランニングし、
考えを広げ、可能性を引き
出すことを目的とした体験型
指導プログラムを各学校で
活用するよう促します。

体験型指導プログラム
体験型指導プログラムについて、webサイト「きらめく女性の応援ひろば
～未来へレディGo!～」に掲載し、ダウンロードできるようにし、プログラ
ムの活用の場を広げる。

・ 体験型指導プログラムを、Webサイト「きらめく女性の応援ひろ
ば～未来へレディGo！」へ掲載

① ―

273
８－（４）①

ウ
ウ

 一人ひとりの個性と能力の
発揮に向けて、男女共同参
画の視点に立った進路指
導・生徒指導を推進します。

男女平等に基づく進路指
導（再掲）

各校の進路指導主事を対象に、年２回の研修を実施する。生徒に対し
ては、平等権理解を深めるため男女雇用機会均等法や男女共同参画
社会基本法について学習するとともに、就職を希望する生徒には面接
時の違反質問に対し、毅然とした態度で「回答できない」と答えるよう指
導するなど、生徒の自己実現に向けた取組みを実施する。

・各校の進路指導主事を対象に、年２回（５月１１日、７月１３日）の
研修を実施した。
・学校においては、平等権理解のため授業等で男女雇用機会均
等法や男女共同参画社会基本法を学習した。
・３年生の進路講話の中で就職差別事象に触れるとともに、面接
時の違反質問に対して、毅然とした態度で「回答できない」と答え
るよう指導を行った。

① 今後も学校に対して指導・助言を継続する。

274
８－（４）①

エ
エ

自立に向けたさまざまな体
験を重ね、子どもが「生きる
力」の基礎を身につけるよう
取り組みます。

こども　夢・創造プロジェク
ト事業

市内の小・中学生を対象に、企業や大学、専門学校などと協働で、こど
もたちが憧れる人物や大阪が誇る文化や産業の担い手から学ぶ機会
を 提供する体験プログラムを実施する。
・参画企業数　計20社（団体）
・実施事業数　計20事業
・プログラム応募者数　400人

【業績目標】
さらに学びたいと答えたこどもの割合　95％以上

・参画企業数　計27社（団体）
・実施事業数　計19事業
・プログラム応募者数448人

さらに学びたいと答えたこどもの割合　98.1％

① ①
目標達成を実現しており、引き続き現行事業を継
続実施していく。

275
８－（４）①

オ
オ

男女にかかわらず、幼いころ
から科学技術の魅力に接す
る機会を提供するとともに、
固定的な性別役割分担によ
る考え方にとらわれることな
く、理工系分野等女性の参
画が進んでいない分野にお
いても活躍の機会があること
への理解を深めます。

クレオにおける講座の実施
男女共同参画社会の実現に向けて、起業及び地域等における取組を
推進する人材を育成するための学習会等を開催する。
テーマ「次世代育成」事業例「理工系への進路選択支援等」

【子育て館】
　「リコチャレ応援セミナー」受講者数12
【東部館】
　「リコチャレ応援セミナー」受講者数13
【南部館】
　「サイエンスガールの実験室」受講者数44
　「理工系女子のおしごと研究」受講者68

① ―

① 多様
な生き
方・働き
方を学
び可能
性を広
げる学
習機会
の提供
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これから就業する若者の
キャリア形成支援事業

― ― ―

次代を担う若者のライフデ
ザイン支援事業

平成30年度は、大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証制度事業
の中で、認証企業の社員と大学生等が働き方について意見交換・情報
交流を行える場・機会となる取組を行う。

リーディングカンパニー認証件数47件（累計406件）・イクメン推進
企業11件（累計147件）
女性活躍ネットワークフォーラム〔先進事例共有等〕
女性活躍セミナー〔先進事例共有等〕（年4回）
チャレンジ企業認証件数8件（累計109件）及び、企業の取組支援
（随時）
女性活躍チャレンジセミナー〔先進事例共有等〕
チャレンジ企業説明会〔制度説明等〕
リーディングカンパニー市長表彰（最優秀賞2社、優秀賞3社、特別
賞1社）
多様な働き方や仕事と家庭の両立をテーマに、大学生が企業取
材し、特色ある取組を紹介する「リーディングカンパニー図鑑」の
作成、発表、意見交換会の実施　ほか

①

・ 認証制度発足後の社会環境の変化等を踏ま
え、認証基準の見直し等、制度検証を行いなが
ら、リーディングカンパニー認証件数の令和2年
度中の500件達成にむけて、取組を継続する必要
がある。
・ 「子育て期女性の就労状況に関する調査」で明
らかとなった課題等を踏まえ、女性活躍の取組が
進んでいない中小企業等に対する働きかけ、取
組支援などを通じて、女性活躍に取り組む企業
の底上げを図る。

277
生涯学習施設における事
業の推進

・NPO・市民活動企画助成事業：10団体程度
・大学等連携講座：２講座程度

・NPO・市民活動企画助成事業：10団体
・大学等連携講座：５講座

① ―

278
地域における生涯学習の
推進

・24区で生涯学習ルーム事業の実施。
・生涯学習推進員研修等の実施。
・区役所の生涯学習担当者を対象とした連絡会議　10回
・各区の生涯学習推進員を対象とした連絡会議　10回

・24区で生涯学習ルーム事業の実施。
・生涯学習推進員研修等の実施。
・区役所の生涯学習担当者を対象とした連絡会議　11回
・各区の生涯学習推進員を対象とした連絡会議　10回

①
今後も引き続き、学習機会の提供や情報の収
集・発信、学習相談、人材育成など、様々な方法
により市民の生涯学習支援を行っていく。

279

レファレンス（調査相談）・
情報サービス・情報発信機
能の拡充、課題解決支援
（情報検索支援）

・ビジネス講座の充実
・OMLIS（利用者用検索端末）使い方講座の開催
・横断検索（他機関の所蔵一括検索）、ディスカバリーサービス（各種
データベースの一括検索）の利用促進

【業績目標】
・ビジネス講座の参加者数増
・レファレンス公開件数の増
・横断検索、OMLINサーチのアクセス件数増

・ビジネス講座開催回数　10回
・OMLIS（利用者用検索端末）使い方講座の開催　25回
・メールレファレンス受信件数　306件

・ビジネス講座参加者　　535人
・レファレンス公開件数　749,652件
・横断検索のアクセス件数　376,701件、OMLINサーチのアクセス
件数　391,132件・ビジネス講座の充実

②
OMLIS（利用者用検索端末）使い方講座や、窓口
での案内時に横断検索およびOMLINサーチを積
極的に紹介する。

280
８－（５）①

ア

① 男女
共同参
画の視
点から
の適切
な行政
広報・
情報発
信の推
進

ア

大阪市において、女性の人
権、男女共同参画の視点か
ら適切な広報・情報発信を
推進します。

「人権の視点からの情報発
信の手引き」に基づく取組

引き続き庁内会議において、「人権の視点からの情報発信の手引き」に
基づく対応が必要な旨周知。

平成30年度については庁内会議を開催しなかった。 ―

８－（４）②
ア

８－（４）③
ア

これから就職しようとする若
者に対し、大学等との連携を
図りつつ、社会人との交流
等を通じて、多様な働き方や
仕事と家庭を両立すること等
の意義について考えてもらう
機会を提供し、自分にあった
生き方、働き方を主体的に
選択していくことを促します。

生涯にわたり男女がともに
個性と能力を発揮し、多様な
働き方を選択ができるよう、
生涯学習関連施設におい
て、キャリアアップ等に向け
たさまざまな学習機会を提
供します。

③ 生涯
学習の
機会の
充実

ア

② これ
から就
職する
若者に
対する
意識啓
発

ア276
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281 情報教育の充実

大阪府警察本部等が組織する「大阪の子どもを守るサイバーネットワー
ク」に参画し、子どもの被害防止に努めるとともに、「大阪の子どもを守
るネット対策事業」に参画し、教職員や保護者に向けたネット・リテラ
シー指導者養成研修について各学校に周知し、具体的なトラブル事例
とその回避策について研修を行う機会を、教職員や保護者に設ける。
子どもたちが携帯電話やインターネット等の利用におけるトラブル等の
事例を挙げ、その対応策を考えたり、自らルールを作ったりするといっ
た取組を大阪府等と連携して行う。その取組の内容を、先駆的な取組と
して市内の各学校へも情報提供を行う。

大阪府警察本部等が組織する「大阪の子どもを守るサイバーネッ
トワーク」に参画し、子どもの被害防止に努めるとともに、「大阪の
子どもを守るネット対策事業」に参画し、教職員や保護者に向けた
ネット・リテラシー指導者養成研修について各学校に周知し、具体
的なトラブル事例とその回避策について研修を行う機会を、教職
員や保護者に設けた。
「OSAKAスマホサミット」に参画し、子どもたちが携帯電話やイン
ターネット等の利用におけるトラブル等の事例を挙げ、その対応策
を考えたり、自らルールを作ったりするといった取組を大阪府等と
連携して行った。その取組の内容を、先駆的な取組として市内の
各学校へも情報提供を行った。

①
インターネットやSNSでのトラブルは増加傾向で
あり、引き続き、メディアリテラシー教育の充実を
図る必要がある。

282 クレオにおける講座の実施 「情報関連講座」「ニュースを読む」等の実施

【子育て館】
　「ニュースを読む」実施回数2、受講者数45
【南部館】
　「ニュースを読む」実施回数2、受講者数44
　「暮らし安心塾　どうする？子どものスマホトラブル」実施回数1、
受講者数4

① ―

283
８－（５）②

イ
イ

国や大阪府と連携して、各
種メディアにおいて女性の人
権、男女共同参画の視点を
ふまえた表現を行うよう働き
かけを行います。

女性の人権を尊重した表
現の推進に向けた取組み

― ― ―

284
９－（１）①

ア

① 市地
域防災
計画に
おける
女性の
参画拡
大

ア
大阪市防災会議における女
性委員の比率を引き続き高
めていきます。

大阪市防災会議への女性
委員の登用

会議の構成員を変更し、女性委員の割合を高める（平成30年3月31日
現在18％）

【業績目標】女性委員割合：25％（平成31年3月31日）

会議の構成員を変更し、女性委員の割合を高めた（平成31年3月
31日現在、防災会議委員44名中11名が女性、25％） ① ―

285
地域防災力向上アドバイ
ザーの地域への派遣

引き続き地域防災活動、特に避難所運営などに女性の視点を入れるこ
とや、そのためには女性の参画が必要であることについて地域を対象と
したセミナーや防災訓練等の場を通じて引き続き情報提供・啓発を実
施。

引き続き地域防災活動、特に避難所運営などに女性の視点を入
れることや、そのためには女性の参画が必要であることについて
地域を対象としたセミナーや防災訓練等の場を通じて引き続き情
報提供・啓発を実施。

【区アンケート結果】
区アンケートを実施し、地域防災活動の促進に地域防災力向上ア
ドバイザーが役立ったとの回答が91.7%

①
防災意識の向上は、継続的な情報提供・啓発が
必要なため、次年度以降も引き続き活動を行って
いく。

286
クレオにおける講座等の実
施

・地域出前セミナー
各区において、「地域防災における女性の参画」に向けた出前セミナー
を実施
・クレオ各館におけるセミナー
「女性のための防災教室」「小学生と考える防災・減災セミナー」等、女
性の視点で防災・減災を考えるセミナーを実施。
・情報・図書コーナーにおいて、防災に関するブックフェア等開催

【中央館】
　「女性のための防災教室」実施回数2、受講者数25
【子育て館】
　「家庭で取り組む防災～ポイントは「備え」」実施回数1、受講者
数41
【西部館】
　「めざせ！「すぐ出せる」「パッと使える」防災備蓄のコツ」実施回
数1、受講者数35
　「女性のための防災教室」実施回数2、受講者数42
【地域出前セミナー】
　（中央館）実施回数3、受講者数56
　（子育て館）実施回数9、受講者数271
　（西部館）実施回数5、受講者数97
　（東部館）実施回数6、受講者数226
　（南部館）実施回数7、受講者数784

① ―

９－（１）②
ア

既存のメディアに加え、近
年、普及が著しいインター
ネットやSNS等を通じて流れ
るさまざまな情報を、女性の
人権、男女共同参画の視点
から適切な表現かどうか判
断する能力、また適切な情
報を発信する能力を身につ
けるよう、メディア・リテラ
シー向上に向けた啓発を行
います。

地域防災活動、特に避難所
運営などに女性の視点を入
れることや、そのためには女
性の参画が必要であること
について地域を対象としたセ
ミナーや防災訓練等の場を
通じて引き続き情報提供・啓
発を行います。

ア

ア② 男女
共同参
画の視
点をふ
まえた
表現等
の推進

８－（５）②
ア



運営
方針

局策
定の
計画

その
他

計画の具体的取組み 平成30年度取組み内容事業番号 平成30年度取組み実績

自己評価

課題と改善策事業名

・地域防災訓練時に避難所開設・運営訓練等を通じて技術訓練（情報
伝達、救出・救護、避難誘導等）を実施する。

・地域防災訓練時に避難所開設・運営訓練等を通じて技術訓練
（情報伝達、救出・救護、避難誘導等）を実施　14地域
・区民まつりにおいて、全地域防災リーダーによる可搬式ポンプ放
水訓練（実演）の実施
・上記実施にあたって、事前に西消防署にて可搬式ポンプ操作訓
練を適宜実施
・災害救助部長・地域防災リーダー隊長会議の実施　１回
・地域防災訓練やワークショップ等を通じて、地域防災リーダー等
に対し、女性視点等に配慮した避難所運営の必要性等について
意識啓発

①

・毎年、継続的に地域防災訓練（避難所開設・運
営等）時の技術訓練等を実施することで、着実に
地域防災リーダーの防災スキルや防災意識の向
上が図られていることから、今後も継続的に実施
することで、さらなる地域防災力の向上につなげ
ていく必要がある。
・また、地域防災訓練やワークショップの場で、ト
イレ、更衣室、授乳室など女性視点に立った避難
所運営の必要性等について議論されるなど、少し
ずつではあるが地域の意識向上が図られている
ことから、さらなる地域の意識醸成が図られるよ
う、地域防災訓練等の機会を通じて意識啓発して
いく。

引続き地域の防災会議等の場で依頼する 地域の防災会議等の場で依頼した ①

平成30年度の更新時、女性の人数が56名から60
名と微増となった。参画率でみると約18％であ
り、地域において女性の担い手を増やしてもらう
よう継続した取組みが必要。

災害時に効果的な初期初動活動ができるよう、消防署主導のもと各地
域3回に分けて防災リーダーの技術訓練を実施。

30.6.10　下福島中学校下
30.6.17　野田中学校下
30.6.24　八阪中学校下

① ―

平成30年度住吉区総合防災訓練の実施
新任地域防災リーダー研修会の実施
地域・町会単位での防災訓練の実施

住吉区総合防災訓練や地域の防災訓練時に、防災活動を行ううえで女
性ならではの視点や気配りが必要なことを説明し、女性の参画を進めて
いく。

・住吉区総合防災訓練…１回実施（地域住民約5,000人参加のう
ち、アンケート回答者3,205人中、女性2,046人（63.8%）が回答）
・新任地域防災リーダー研修会…１回実施（参加者55人中、女性
リーダー９人参加（16.3%）)
・地域防災リーダー研修会・・・１回実施（参加者35人中、女性リー
ダー４人参加（11.4%））
※平成30年度地域防災リーダー294人中、女性リーダー38人（女
性リーダー率12.9%）
・地域、町会単位での防災訓練の実施…15回実施（のべ10地域・
５町会）

①

【課題】
・新任防災リーダー研修会の女性参加率16.3%、
防災リーダー研修会の女性参加率11.4%と低参加
率であった。
・総合防災訓練や地域、町会での訓練の実施時
に、女性役員の参加人数の把握ができていな
かった。
【改善策】
・防災リーダー研修会の実施にあたっては、女性
リーダーの参加を積極的に呼びかけ、参加率の
向上を図ることとする。
・訓練実施時には、女性役員の参加人数の把握
に努めることとする。

◆各区役所や地域団体との連携を図り、高度で専門的な技術を取得す
る「地域防災リーダーアドバンストコース」を継続して実施する。
◆災害時に市民を的確に指揮・指導できる地域防災リーダーを養成す
るため、「地域防災リーダー指導者講習会」を年４回開催する。

受講者のうち、アドバンストコースや講習会を受講したことで、他
の市民等に対する技術指導力が高まったと回答した割合
アドバンストコース：74.5％
指導者講習会：95.9％

① ―

地域に防災リーダーを選任する際に積極的に女性を選任していただくよ
う依頼。

平成30年度女性防災リーダー78名（前年度83名） ③
防災リーダーの高齢化となり手不足の解消をしな
ければならない。

288

９－（１）②
イ

② 地域
防災活
動への
女性の
参画

イ

地域防災活動の企画・実施
に中心的な役割を果たす担
い手として女性の参画を促
進します。

地域防災リーダーの女性
の参画

地域防災リーダーの育成287
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290
９－（１）③

イ
イ

避難所での女性に配慮した
対応等にかかる相談窓口の
設置など、センターが男女共
同参画の視点からの地域防
災について担うべき役割や
取組みについて検討を進め
ます。

災害時におけるクレオの活
用に向けた検討

地震をはじめとした様々な災害への対応について、指定管理者と調整
すべき内容等を整理し、具体的な業務の実施方法について検討を始め
る。

東日本大震災の際に内閣府が作成した「災害時における男女共
同参画センターの役割調査報告書」を参考に、災害時の対応につ
いて検討し、指定管理者と協議を行い、マニュアルを作成した。

①

東日本大震災の際には、各自治体の男女共同参
画センターが被災状況に応じた取組を行っている
ことから、マニュアルについては初動対応と基本
的な考え方を整理したものとしており、臨機応変
に対処することが求められるため、引き続き、災
害が発生した時の対応について指定管理者と意
見交換していく必要がある。

291
１０－（１）①

ア
ア

大阪市の国際交流の取組み
とも連携し、男女共同参画に
関する海外の動向、各国の
取組み等の情報を収集し、
分かりやすく市民へ情報提
供します。

各種媒体を通じた情報発
信

情報誌クレオ、クレオＨＰを活用した啓発 ①

292
１０－（１）①

イ
イ

世界女性会議や国際女性
デー等国際的な取組みの紹
介、情報発信を行うなど、国
際協調のもと男女共同参画
の取組みを進めます。

各種媒体を通じた情報発
信

情報誌クレオ、クレオＨＰを活用した啓発 ①

289
９－（１）③

ア
ア

平常時に地域の防災を担う
女性の人材育成や、男女共
同参画の視点をふまえた防
災・減災の重要性について
啓発を行います。

クレオにおける講座等の実
施
（再掲：９－（１）②ア）

・地域出前セミナー
各区において、「地域防災における女性の参画」に向けた出前セミナー
を実施
・クレオ各館におけるセミナー
「女性のための防災教室」「小学生と考える防災・減災セミナー」等、女
性の視点で防災・減災を考えるセミナーを実施。
・情報・図書コーナーにおいて、防災に関するブックフェア等開催

（再掲：９－（１）②ア）

【中央館】
　「女性のための防災教室」実施回数2、受講者数25
【子育て館】
　「家庭で取り組む防災～ポイントは「備え」」実施回数1、受講者
数41
【西部館】
　「めざせ！「すぐ出せる」「パッと使える」防災備蓄のコツ」実施回
数1、受講者数35
　「女性のための防災教室」実施回数2、受講者数42
【地域出前セミナー】
　（中央館）実施回数3、受講者数56
　（子育て館）実施回数9、受講者数271
　（西部館）実施回数5、受講者数97
　（東部館）実施回数6、受講者数226
　（南部館）実施回数7、受講者数784

（再掲：９－（１）②ア）

① 国際
的な動
きをふ
まえた
市民へ
の情報
発信

③ 男女
共同参
画セン
ターを
活用し
た地域
防災の
取組み
の強化

男女共同参画社会の形成に向けた講演会で国際的な取組をテー
マとしたセミナー等の開催。
➀シンポジウム ＳＤＧｓ達成に向けたパートナーシップ（6月23日：
クレオ中央）
目標５と17に着目して、ＳＤＧｓ達成に向けた国際社会の最新状況
と企業の取組に学ぶ　受講者数81名
②上本町ＳＤＧｓ大学　公益財団法人太平洋交流センターと共催
で、ＳＤＧｓ達成に関心のある方のネットワークを形成　受講者数
33名

情報誌クレオ等を活用した情報発信
・大阪市・シカゴ市姉妹都市提携45周年記念・女性フォーラム（10
月23日：クレオ中央）
シカゴのビジネス界で活躍する女性が来日。その経験や知恵を
シェアしていただき、大阪の様々な分野で活躍する女性との交流・
意見交換を実施。

―

① ―
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