
経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績
市政改革プランとの関連

【具体的取組１－２－１：近代化産業遺産を活かし
た「suminoe アート・ハート・ビート」（仮称）の推
進】
　名村造船所大阪工場跡地を媒介に、アーティス
トや地域住民が企画から実施まで主体的に活動
するまちづくりアートイベントを実施する。
[算定見込額　２，９２９千円]

　アーティストと地域住民との協働による
活動回数　１２回
【撤退基準】
　名村造船所大阪工場跡地の認知度が２
４年度の数値を上回らなければ事業を廃
止する。

　すみのえアートフェスタ開催
　すみのえミュージックフェスタ開催
　ウォールペイント事業実施
[２３決算額　３，５２０千円]
[２４予算額　３，３７０千円]

改革１－（１）

【具体的取組１－２－２：歴史的エリア・建造物を
活かした「suminoe アート・ハート・ビート」（仮称）
の推進】
　住吉大社・旧紀州街道筋に広がる歴史的建造
物を活かしたまちづくりアートイベントを開催する。
[算定見込額　９２７千円]

　まちづくりアートイベントの開催
【撤退基準】
　参加者アンケートにおいて、満足度が５
０％未満であれば事業を廃止する。

　平成２５年度新規事業 改革１－（１）

【具体的取組１－２－３：地域経済の活性化に向
けた「suminoe アート・ハート・ビート」（仮称）の推
進】
[地域経活力創造事業]
　区役所と地域（商店街、ものづくり企業、商工団
体、住民、NPO等）が協働事業に取り組み、地域
のブランドづくりや地域の魅力を発掘・発信を行う
ため、イベントを開催する。
[局予算算定見込額　２，４８７千円 ]

　区役所と地域が協働したイベント開催
（１回）
【撤退基準】
　２５年度事業において、参加者の満足
度（アンケート調査）が60％以下であれば
事業を廃止（再構築）する

　経営相談開始（平成２４年度から毎月１
回開催）
　地域経活力創造事業：区実績なし
　商業魅力向上事業：区実績なし
[２３局決算額　未定　]
[２４局予算額　未定　]

経済局決定権移譲事事業

１　重点的に取り組む主な経営課題

戦略

【戦略１－２：住之江ブランド「suminoe アート・ハート・ビート」（仮
称）の推進】
　アートによりまちの魅力を発掘し、区民の地域への愛着度向上を
目指す。 「アート」をまちの活性化の旗印として掲げて、人々に感
動を与えるもの・創造性をかきたてるものをアートと位置づけて、
アーティスト・地域・企業・住民等との交流を活性化し、地域への愛
情・誇りに高めるとともに、区内外へ住之江の魅力として発信す
る。
　「suminoe アート・ハート・ビート（仮称）」を合言葉に、住之江のブ
ランド化へとつなげる。

平成２７年度までに区民アンケートにて
・地域に愛着を持っている  ９０％
・平成２５年度区民モニターアンケートにて、「住之江=アートのま
ち」の認知度調査をし、成果目標における基準値とする。
（「suminoe アート・ハート・ビート」（仮称）」の認知度）

改革１－（１）
改革１－（２）－イ
改革１－（３）－ア
改革１－（６）
改革２－（２）－ア
改革２－（２）－イ

　平成２４年度新規事業
　市民ファンドの事業スキーム調査・検討
[２３決算額　－　]
[２４予算額　－　]

　市民ファンドを活用した事業立ち上げ
（１件）
【撤退基準】
　市民ファンド等への区民の方の参加協
力が１，８００件以上得られなければ、事
業を再構築する。

【経営課題１：未来に向けて輝くまちづくり】
　住之江区がもつ豊かな資源を活用し、まちが活
気を取り戻し、若い世代や子どもを含むすべての
区民の皆さんが明るい未来に向けての夢を持てる
まちをつくる。

　・人口の減少のみならず、高齢者人口比率の増
大・年少人口比率の減少がともに著しい。よって、
だれもが地域コミュニティとつながりを保ち、とりわ
け安心して子育てができ、子どもが夢をもって育つ
ことのできるまちづくりが必要である。
　・そのためにも、とりわけ児童虐待をなくす取り組
みが重要である。
　・主要産業の造船業や木材業もかつてほどの活
気がなく、商店街もかつてほどの賑わいがみられ
ないため、地域経済の活性化が必要である。
　・アートに対する、人的資源・歴史的資源・専門
的学校等を地域活力として活かしきれていないた
め、これらの潜在魅力をいかすことで、ひとつのブ
ランドとして情報発信し、住之江区の魅力向上に
つなげる取り組みが必要である。
　・古くは遣隋使の昔から、海に面した国際都市と
して文化の発信拠点であった。現在も、世界から
の海の玄関口であり、関西国際空港・大阪空港へ
のアクセスも便利な地域であることから、国際感覚
の育成に取り組む。また、地域の教育力を高める
ため、教育環境の整備が必要である。

　・高齢者人口比率は平成７年比＋１１.６６％で２
４区中４位、年少人口比率は平成７年比△４.９９％
で２４区中１位、人口総数は平成７年比△８.４％で
２４区中３位
　・子育て支援室の相談対応件数２１６件(平成２３
年度）・２７２件（平成２４年４～１０月末）
　・要見守り相談（虐待関連）：１５２件（子育て支援
室相談２７２件中）
　・待機児童：待機児童数１６名（全市１，２０８名：
平成２３年１０月１日現在）
　・障がい者手帳取得者：６，０２４人、２４区中９
位。（平成２１年度統計）
　・平成２３年度の高齢者虐待相談：２３件（うち虐
待判断は１７件）
　・北加賀屋を中心にアートの集積地として活動、
情報発信中
　・平成２１年度区民モニターアンケートの結果：住
之江区には「活気がある」２.１％、「やや活気があ
ると思う」２１.１％
　・平成２４年度区民モニターアンケートの結果：住
之江に「愛着を持っている」４９.７％、「どちらかと
いうと愛着を持っている」３６.３％

【具体的取組１－１－１：夢を創造し実現にむけた
取り組み】
　各話し合いの場から出された意見をもとに、取り
組みを開始する。
　また、市民ファンド等を活用し、地域を支えるた
めの資金が循環する仕組みづくりを行う。
［算定見込額　３，０００千円］

【戦略１－１：住之江区「夢・未来創造」プロジェクトの推進】
　区民の皆さんが、未来を語り合い、明るい「夢」を創造する場をつ
くる。創造した夢のひとつひとつについて実行委員会などを立ち上
げ、それぞれの夢の実現に向けて活動していただく。
　さらに、その夢を多くの皆さんで共有するための交流会や発表会
なども促進する。まちがこの取組みを通じて、活気を取りもどし、多
くの区民の皆さんが明るい未来に向けて、夢を共有できるようにす
る。
　また、活動を行うための資金を循環させる仕組みづくりを行う。

・平成２７年度までに、区民モニターアンケートにて、「住之江区が
活性化してきた」と感じる区民の割合５０％以上
・平成２７年度までに、地域まちづくり活動への参加人数１，２００人
以上
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【具体的取組１－３－１：「すみのえ太陽の子」プロ
ジェクト事業スキームの開発】
　太陽光発電事業の調査研究を行い、必要に応
じて、専門家のアドバイスを得て事業スキームを
作成する。
[算定見込額　－　]

　事業スキームの作成
【撤退基準】
　太陽光発電等事業に着手出来なけれ
ば、事業を再構築する。

　平成２４年度新規事業
　事業開始に向けた調査研究
[２３決算額　－　円]
[２４予算額　－　円]

改革１－（５）－ア

【具体的取組１－４－１：学力向上の取り組み】
　区内それぞれの市立中学校で、実用英検５級
受検の取り組みを実施する。（対象１年生）
[算定見込額　１，３４３千円]

　「英語学習に対する意欲向上に効果が
見られる」と考える学校長の割合８０％
【撤退基準】
　「英語学習に対する意欲向上に効果が
見られる」と考える学校長の割合が５０％
を下回れば、事業を再構築する。

　平成２５年度新規事業

【具体的取組１－４－２：教育環境の整備】
　生徒・保護者・教諭の相談に対応する、スクー
ルカウンセラーの人員増（１人）を図る。
[算定見込額　９，８００千円]

　小・中学校に発達障がいサポートボランティアを
新たに配置する。
[算定見込額　５，１８０千円]

　学校から配置の要望９０％
【撤退基準】
　学校から配置の要望が８０％を下回れ
ば、事業を再構築する。

　スクールカウンセラー配置（平成２４年度
９人）
　発達障がいサポートボランティア：平成２
５年度新規事業

【具体的取組１－５－１：子育て支援室と地域との
協働による子育て支援】
　保育士による乳幼児健診や子育てサロン等で
の子育て相談実施（４０回）
  全ての地域の子育てサロン等へ専門職（保育
士）を派遣し、子育てに関する相談だけでなく子育
てサロン等のメニューづくりや開催についてのアド
バイス等を行う。
　家庭児童相談員を増員する（２⇒３人）
[算定見込額　３５，８０３千円]

　「子育てサロンの運営に有効である」と
するサロン運営者の割合を８０％以上と
する。
【撤退基準】
　子育てサークルから保育士の派遣希望
が５０％未満になれば、事業を再構築す
る。

　保育士による子育てサロン等での相談１
９回（平成２３年度）
　体制強化〔保育士の本配置（１名）・保健
師のモデル配置（１名）〕
　家庭児童相談員の配置（平成２４年度：２
名）
[２３局決算額　未定　]
[２４局予算額　未定　]

改革２－（６）

【具体的取組１－５－２：保育サービスの充実】
　保育ママ事業を保育所待機児童の解消に結び
つけるため、保育を必要とする保護者に周知し、
待機児童が多く見込まれる地域への保育ママ事
業の誘致に向けて事業説明会を開催する。
　年度途中の入所枠拡充を図り、保育所に働きか
ける。
　また、一時保育・休日保育・私立幼稚園での預
かり保育や認可外保育施設などの情報提供を行
う。
[算定見込額　－　]

　保育ママ事業を誘致、開設する。（1ヶ
所）
【撤退基準】
　保育ママ事業の開設がなければ、当該
事業を再構築する。

　年度途中の入所枠拡充可能な保育所
確保（１ヶ所）
【撤退基準】
　年度途中、入所枠拡充する保育所がな
ければ、当該事業を再構築する。
　ただし、保育所待機児童が解消されれ
ば、当該事業を撤退する。

　区内における現状調査
　保育ママ事業開始
[予算額　－　]

　改革２－（３）－イ

【戦略１－５：住之江「子育てしやす区」プロジェクトの推進】
　保育ママ制度の活用等により、保育所待機児童の解消を図る。
　また、放課後児童保育において預かり時間延長等を導入するこ
となどにより、子育てのしやすいまちとする。
　子育て支援室が、子育てに関する総合的な相談や支援を行うと
ともに、他の機関と連携し適切な機関につなぐことにより、子育て
支援体制の強化を図り、安全･安心な子育て支援体制の整備を図
る。
　区民の方を対象に「虐待防止サポーター（仮称）」を養成し、児
童・高齢者・障がい者虐待防止に力を発揮する事ができる仕組み
づくりを行う。

・平成２６年度までに「安心して子育てができる」と感じる区民の割
合６０％以上
・平成２７年度までに「子育てがしやすくなった」と感じる区民の割合
５０％以上

【戦略１－４：学力向上と教育環境の整備】
　海外交流に有利な住之江区にふさわしい国際感覚と語学力を向
上させ、将来への夢を持った子どもたちを育てるとともに、学校協
議会の活発化などで地域の教育力を高め、学校と一体となって教
育体制を充実する。
　また、こどもや保護者等の相談を受けるスクールカウンセラーの
拡充を図り、発達障がいの子どもをサポートするボランティアを配
置する。

　・平成２５年度までに、「英語学習に意欲をもつきっかけになった」
と考える区内中学1年生の割合５０％以上、「教育環境が良くなって
きた」と回答する学校長の割合８０％以上

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

【戦略１－３：「すみのえ太陽の子」プロジェクトの推進】
　太陽光発電事業などを立ち上げ、そこからの収益により、子ども
の学力向上などへの投資を継続的に行うなど、子どもたちがすくす
く育つまちづくりを進める。

・平成２７年度までに、「住之江区では、未来づくりに向けた取り組
みが行われている」区民の割合５０％以上

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 
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【具体的取組１－５－３：区をあげた虐待防止の
取組み推進】
　虐待の早期発見・防止のため、区民の参加協
力を募り、虐待に対する正確な知識を持つ「虐待
防止サポーター（仮称）」を地域で養成する。
　「虐待防止サポーター（仮称）」養成講座開催（１
４地域毎で年間５回）
　「虐待防止サポーター（仮称）」を養成するリー
ダー（５０人）、コーディネーター（１４人）を養成
　区内１４地域に「虐待防止サポーター（仮称）」の
活動拠点を設置しコーディネーター（連絡調整役）
の配置
　児童虐待については、「要保護児童対策地域協
議会」でケースの総合的な把握・進行管理を行
う。また、援助が必要な児童等に対する援助計
画・方針は関係機関・関係者で情報交換・情報共
有し決定する。
[算定見込額　５，６００千円]

　「虐待防止サポーター（仮称）」１４地域
×各１００名＝計１，４００名養成
　「要保護児童対策地域協議会」の実務
者会議を毎月1回定例開催（年12回）、及
び、個別ケース検討会議を随時開催
【撤退基準】
　「虐待防止サポーター（仮称）」の養成講
座を開催できず、サポーター数が目標の
５０％に届かない地域があれば、事業を
再構築する。

　広報紙にて虐待相談窓口の周知および
子育て情報連載開始
　区民主体の取組みや仕組みづくり
[予算額　－]

改革２－（３）－イ
改革２－（４）

【具体的取組２－１－１：地域運営にかかる支援】
　地域活動協議会の設立・活動支援と一括補助
金の交付により、自主的で特色のある地域運営
を進める。
[算定見込額　５１，４０４千円]

　地域活動協議会の設立（全１４地域）
【撤退基準】
　一括補助金の申請が予算に対して、７
割を切れば事業を再構築する。

　活動を支援する中間支援組織と連携を
取り、地域アンケートを実施し、住民特性
やニーズ把握に努めた。
　区のホームページに地域紹介として掲
載。
[予算額　－　]

改革１－（４）－ア
改革１－（４）－イ
改革１－（６）
改革２－（３）－イ

【具体的取組２－１－２：社会的ビジネス化】
　事務事業の洗い出しを行い、社会的ビジネス化
に向け検討する。
［算定見込額　－　］

  社会的ビジネス化対象事業の洗い出し
（１件以上）
【撤退基準】
　事業の社会的ビジネス化が出来なけれ
ば、事業を再構築する。

　平成２４年度新規事業：実績なし

【具体的取組２－２－１：テーマに応じて多様な主
体がつながるラウンドテーブル開催を支援】
　ラウンドテーブルなどの定期的開催の支援を行
う。
［算定見込額　－　］

　ラウンドテーブルの参加者：１ヶ所平均
２０人
【撤退基準】
　参加者が前年度（３２０人）を下回れば
事業再構築

　平成２４年度新規事業
　ラウンドテーブル開催（区内３ヶ所）
　参加者数：延べ約３２０人（１ヶ所１回平
均１６人）
[予算額　－　]

改革１－（１）
改革１－（２）－イ
改革２－（１）－ウ
改革２－（２）－ア

【具体的取組２－３－１：自主性を尊重した市民活
動の促進】
　来庁者・NPO団体・各種地域団体等が情報交換
などを行える交流の場「きずなステーション」を整
備する。
　インターネット・SNSを活用するなどにより、さま
ざまな活動主体が参加するネットワークづくりを進
める。
[算定見込額　６８１千円]

　きずなステーションの周知を図り、利用
団体を募集する（１２団体以上の利用）
【撤退基準】
　利用申込がなければ、事業を撤退す
る。

　平成２５年度新規事業 改革１－（３）－ア
改革１－（５）－ア

【経営課題２：大きな公共を担う活力ある地域社会
づくり】
　校区等地域を単位として、あらゆる年代・各種地
域団体や企業・ＮＰＯ等、多様な主体が、地域社
会の将来像を共有しながら、それぞれの特性を発
揮し、さまざまな地域課題に取り組む自律的な地
域運営を支援する。

　・若い年代の地域まちづくり活動への参加や各
方面で活動している方どうしの連携が進んでいな
いため、人のつながりから幅広い活動が生まれる
ようにコーディネートが必要である。
　・多様な団体間の交流を図るため、各地域団体
やNPO団体等が集い情報交換できる交流の場が
必要である。

　・区内３ヶ所でラウンドテーブル開催（月１回）

　
　

　

　

【戦略２－１：市民による地域運営の活性化】
　地域課題や資源など地域の実情を最もよく知っている住民等が
中心となって担うことにより、マルチパートナーシップによる取組み
を継承・発展させ、大きな公共を担う活力ある地域社会作りを推進
する。

・地域で「まちづくり活動への意識が高まり、自主的な取組みが進
んでいる」と感じる住民の割合が50％以上
・平成２６年度までに、多様な主体による事務事業の社会的ビジネ
ス化

【戦略２－３：多様な協働（パートナーシップ）の推進】
　 ＮＰＯの設立支援を行うとともに、ＮＰＯ・企業等さまざまな活動主
体が情報共有するための交流の場「きずなステーション」を構築す
る。

・平成２６年度までに区民モニターアンケートにて、「地域のまちづく
りに関する活動が地域団体やＮＰＯ・企業などさまざまな活動の連
携・協働により進められている」区民の割合６０％以上

【戦略２－２：「若い世代の地域まちづくり拡大」プロジェクトの推進】
　ラウンドテーブルなどの場を用い、幅広い世代に地域まちづくり
活動へ参加してもらうことで、人のつながりや各団体間の連携を
コーディネートする。

・平成２７年度までに、区民モニターアンケートにおいて、「住之江
区が活性化してきた」と感じる若い世代の区民の割合５０％以上
・平成２７年度までに、若い世代の方の地域まちづくり活動への参
加人数１，２００人以上

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 
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どのような成果（アウトカム）をめざすのか 



経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績
市政改革プランとの関連

戦略

今、何が課題で、その解決によっ

てどのような状態をめざすのか 
課題解決に向け、どういった施策をいか

に展開するのか 

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような

取組・事業を実施するのか 

【具体的取組３－１－１：地域および職員の防災
力向上】
　区内全連合町会において、災害時に備えた事
前学習会やワークショップを開催するなど、自主
防災体制確立のための支援を行い、住民が主体
となって地域の実情にあった防災訓練を実施す
る。
　避難所開設及び運営訓練実施（１４ヶ所）
　夜間の津波避難訓練を実施（１ヶ所）
　ＩＴを活用した職員訓練を実施（２回）
　職員を対象に、避難所に赴く地域研修を実施
　Twitterを活用しリアルタイムに情報発信する。
　（気象警報・注意報等）
[算定見込額  ２，１９５千円]

　各訓練参加者に対し防災アンケートを
実施し、「訓練に参加することが有意義で
ある」と感じる割合が８０％以上
【撤退基準】
　訓練への参加者アンケートにおいて、
「訓練に参加することが有意義である」と
感じる割合が半数以下になれば、事業を
再構築する。

　１１連合町会で避難所開設訓練を実施
（平成２４年度）
　職員向けＩＴ活用訓練２回実施（平成２４
年度）
　防災フェア開催１回（平成２４年度）
[２３決算額　１，４９８千円]
[２４予算額　２，２７７千円]

改革２－（４）

【具体的取組３－１－２：地域防災プランの作成】
　区の防災・減災計画（行動マニュアル）を基に、
区内各地域の特性を考慮した防災プランを専門
家の支援のもと作成する。
[算定見込額　２，２３４千円]

　地域別の防災プランを作成するにあた
り専門家と地域をコーディネートする。
【撤退基準】
　地域別防災プランの作成が全連合の半
数以下の場合は、事業を再構築する。

　平成２５年度新規事業 改革２－（４）

【具体的取組３－１－３：津波避難ビル協定書締
結の推進】
　津波避難ビルの協定を締結し、災害時の区民
の受け入れ態勢を図る。
[算定見込額　－　]

　津波避難ビルの協定を区内２８ヶ所で
締結
【撤退基準】
　協定書締結が１４ヶ所未満であれば、事
業を再構築する。

　津波避難ビル協定締結１社（平成２３年
度）
[予算額 － ]

改革２－（４）

【具体的取組３－１－４：福祉避難所指定協定の
推進】
　老人福祉施設、障がい者福祉施設を福祉避難
所として指定する協定を締結し、災害時における
受け入れについて具体的な協議を進める。
[算定見込額　－ ]

　老人福祉施設や障がい者福祉施設と
の協定締結　６施設
【撤退基準】
　協定書締結が３ヶ所未満であれば、事
業を再構築する。

　福祉避難所協定締結　老人福祉施設　５
法人８施設（平成２４年度）
[予算額 － ]

改革２－（４）

【具体的取組３－２－１：中学生を対象とした防災
教育の実施】
　中学生（１年生）を対象とした防災出前講座を実
施する。（７校）
　中学生（２年生）を対象とした防災専門家による
研修会（計３回）を実施する。（２校）
[算定見込額　３５６千円]

　学校アンケートにより、防災出前講座や
防災研修会の実施により、「中学生の防
災意識の向上が図れた」との学校の評価
が８０％以上
【撤退基準】
　防災研修会を通じ、防災手帳の作成に
至らなければ、研修内容を再検討する。

　研修会を４校で実施

　７中学校での出前講座を実施（平成２４
年度）
　２中学校での防災研修会に向け調整（平
成２４年度新規事業）
[２３決算額　－　]
[２４予算額 ３５６千円]

改革２－（４）

【経営課題３：安心・安全なまちづくり】
　区内企業・福祉事業者などの協力で避難体制を
充実させるとともに、区民に防災に関する正しい
情報を効果的に提供し、とりわけ中学生からの防
災教育を充実するなど、地域全体の防災力を向
上させる。
　また、引き続き犯罪を未然に防ぐ取り組みや放
置自転車対策に取り組むことで、安全に暮らせる
まちをつくる。

　・区役所・各地域・学校がそれぞれで訓練を行っ
ており、湾岸沿いにある区の特性を反映した防災
計画がない。
　・住之江区の海抜標高は、一部を除き、ほとんど
が３メートル前後であり、被害想定の見直しの結
果、一層、津波被害が危惧される。
　・避難所生活に配慮が必要な高齢者や障がい者
の受入れ態勢を確保する必要がある。
　・災害時に地域の中心的な役割を担う方の高齢
化が進んでおり、特に平日の昼間は若い人が少
ない地域が多くあるため、新たな防災の担い手づ
くりが必要である。
　・街頭犯罪全般は減少傾向にあるものの、自転
車盗やひったくりといった犯罪は増加傾向である。

　・福祉避難所指定８ヶ所、津波避難ビル指定１ヶ
所（民間施設協力）
　・地下鉄玉出駅に続き、地下鉄住之江公園駅で
も地域、周辺関係諸団体による対策協議会の検
討を踏まえ、サイクルサポーター配置
　・区内街頭犯罪発生件数：平成２０年１,６５２件、
平成２１年１,５５１件、平成２２年１,５０９件、平成２
３年１,２０７件

　・放置自転車対策大阪市目標：放置自転車台数
全国ワースト１の返上

【戦略３－１：「わがまち防災プラン」策定プロジェクトの推進】
　港湾地区、大和川沿い、旧市街といった各地域の特性を考慮し
た防災プランの策定を促進し、いざというときのために防災マニュ
アルなどを作成する。区民主体で地域事情に沿った防災訓練を行
う。

・平成２６年度までに区民モニターアンケートにて、「災害に備えて
区役所が適切に対応している」と感じる区民の割合８０％以上
・平成２６年度までに区民モニターアンケートにて、「区役所で、防
災など危機事象ごとの計画やマニュアルが作成されていることを
知っている」区民の割合８０％以上
・平成２６年度までに区民モニターアンケートにて、「災害時に自分
がまず、何をすればよいのかを知っている」区民の割合８０％以上

【戦略３－２：「まちを守る中学生」プロジェクトの推進】
　新たな防災の担い手となる中学生を対象に防災訓練を行い、い
ざというときに災害に立ち向える若い世代の育成を図る。

・平成２７年度までに、「災害時に自分がまず、何をすればよいの
かを知っている」中学生の割合８０％以上

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 

チャレンジ目標 



経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績
市政改革プランとの関連

戦略

今、何が課題で、その解決によっ

てどのような状態をめざすのか 
課題解決に向け、どういった施策をいか

に展開するのか 

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような

取組・事業を実施するのか 

【具体的取組３－３－１：「まちの危ないうかがい
隊」プロジェクトの推進】
　防犯街頭アンケートの実施
  青色防犯パトロールの実施（週５日）
　自転車ワイヤーロック及びひったくり防止カバー
の取付けキャンペーン実施（年間２０回以上）
　職員対象（１／３）の地域研修により、地域に関
する情報を収集
[算定見込額　１，０００千円]

　防犯街頭アンケートの実施により危険
なポイントを把握し青色防犯パトロールの
巡回エリアに指定する。
　自転車二重ロック・ひったくり防止カ
バーの普及。（自転車ワイヤーロック１００
０件以上・ひったくり防止カバー１０００件
以上）　「まちの危ないポイント」アンケー
ト実施・データ作成
　職員対象の研修参加者アンケートにて
地域に関する情報を収集
【撤退基準】
　街頭犯罪件数が増加することがあれ
ば、事業を再構築する。

　自転車ワイヤーロックの取付けキャン
ペーン・ひったくり防止カバーの取付けキャ
ンペーンを年間２０回実施
[２３決算額　８４６千円]
[２４予算額　１，０００千円]

改革２－（４）

【具体的取組３－３－２：放置自転車対策「Do!プラ
ン」】
　地下鉄「玉出」駅・「住之江公園」駅でサイクルサ
ポーターの活動を継続する。
　子ども向けの自転車マナー教室など、啓発活動
を新たに展開する。
　地元高校と連携し若者をターゲットにした啓発活
動を展開する。
[算定見込額　１２，４８７千円]

　重点地域（２駅）での継続した放置禁止
の呼びかけや、子ども向け教室の実施な
ど啓発の充実を図る。
【撤退基準】
放置自転車台数が半数以下になれば、
事業手法を再構築する。

　玉出駅・住之江公園駅周辺でのサイクル
サポーターの配置（玉出：８H/２名、住之江
公園：６H/４名体制）
[２３決算額　８，５０３千円]
[２４予算額　１１，６６６千円]

改革２－（４）

【具体的取組４－１－１：コミュニティビジネスによ
る福祉的移動手段の確保】
　高齢者・障がい者・妊婦に対する移動手段の提
供により、外出を促し、地域コミュニティへの参加
機会を創出する。
[算定見込額　１０，２４３千円]

　福祉的移動手段の運行開始
　移動にかかる調査を実施「平均利用者
数：５人（１便当り乗車人員）]
【撤退基準】
　社会実験に２ヵ年の調査が必要である
と考えているため、２５年度の撤退ルール
は設定しない。

　平成２５年度新規事業 改革１－（５）－イ

【具体的取組４－２－１：小児・周産期医療の充
実】
　病院局と連携して、区民の地域医療体制の充
実を図る。
　地域医療の充実策について、検討を図る。
　区民への説明方法を検討する。
　必要に応じて、アクセスの検討を行う。
［算定見込額　－　］

　充実策に向けての方針策定
【撤退ルール】
　南部医療圏の充実強化に向けて、府市
統合本部の今後の進捗状況を見極めな
がら、病院局と連携した取り組みを行って
いくため、撤退ルールは設定できない。

　平成２５年度新規事業 改革２－（３）－イ【戦略４－２：小児・周産期医療の充実】
　医療資源の有効活用等により地域の小児・周産期医療の充実を
図るとともに、病院への良好なアクセスを確保するための検討を進
める。

・地域の小児・周産期医療の充実強化に向けて、府市統合本部の
今後の進捗状況を見極めながら、高度な医療支援体制整備等に
より、安心・信頼感のおける環境整備に努める。

【経営課題４：幅広い世代が暮らしやすいまちづく
り】
　こども・高齢者・障がい者を含むすべての世代の
区民が、地域で支えあうまちをつくる。

　・高齢者、障がい者の在宅生活のため、また、妊
婦にとっての外出のための交通手段を確保するた
め、新しい事業を展開する必要がある。
　・全ての区民が地域コミュニティとのつながりを
保ち、見守られ、地域福祉ネットワークに支えられ
るまちづくりが必要である。
　・とりわけ、虐待に対する知識を持ち、早期発見・
防止のための取り組みが重要である。
　・治療重点の医療から疾病予防を重視した保健
医療へと転換され、生活習慣病の予防は健康を
確保するうえで特に重要であり、日常的、継続的
な取組みとなるよう、地域レベルにおいて普及、浸
透化を図ることが必要である。
　・区内には３つの総合公園のほか、計画的に緑
地が配置された南港ポートタウンなどが存在する
一方、物流中心の花や緑の乏しい地域もあり、区
全体がうるおいのあるまちとはなってはいない。
　・南港・咲洲地域には、多様な資源があり、交通
アクセスも良いが、全体として活気がなく、にぎわ
いに乏しい。

【戦略４－１：コミュニティビジネスによる福祉的移動手段の促進】
　高齢者・障がい者の在宅生活にとって、外出のための移動手段
は重要であり、それは妊婦にとっても同様である。こうした支援を必
要としている人々の移動手段を確保するため、NPO等との協働に
よる新しい事業を展開させる。

・コミュニティビジネスによる事業展開

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

【戦略３－３：区民の安心・安全を担う総合拠点としての区役所づく
り】
　職員が出向いて、街頭犯罪の生じる恐れの高い場所や子ども・
高齢者の交通事故が発生しやすい危険な場所などの「まちの危な
いポイント」について、区民の皆さんの意見や情報を直接聞き、対
策に活かす。
　また、放置自転車対策にも、引き続き取り組む。

・平成２５年度街頭犯罪発生件数：平成２４年度比１０％減
・放置自転車台数を半数以下にする（Ｈ２３年度⇒H２５年度目標数
値：地下鉄「住之江公園」駅８９台→４０台）

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 



経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績
市政改革プランとの関連

戦略

今、何が課題で、その解決によっ

てどのような状態をめざすのか 
課題解決に向け、どういった施策をいか

に展開するのか 

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような

取組・事業を実施するのか 

【具体的取組４－３－１：地域福祉推進支援事業】
　支援を必要とする人々を早期発見するため、宅
配業者、郵便配達員、新聞配達員、水道・ガス・
電気メーター検針員、コンビニ等に協力を依頼し、
情報を関係機関へつなげる等の体制づくりを行な
う。
　企業と連携して、高齢者・障がい者の安否確認
訪問を行う「こころの宅配便」事業を構築する。
　高齢者や障がい者の地域生活を支えるため保
健・医療・福祉の連携をより一層推進する。
　認知症に関する正しい知識や理解の普及啓発
を行い、認知症の予防や早期発見・早期対応でき
る仕組みづくりを推進する。
　高齢者や障がい者虐待防止への取り組みを充
実させ、「虐待防止あったかネット」を構築
　あんしんサポート事業や成年後見制度等の活
用を推進する。
[算定見込額 １，２９０千円]

　「こころの宅配便」事業の立ち上げ
　見守り活動のため、民間企業の協力を
取り付ける（2社）
　認知症に関する市民向け講演会（1回）
　高齢及び障がい者の虐待防止連絡会
議開催（各１回）

【撤退基準】
　立ち上げられなければ事業を再構築す
る。
　ライフライン事業所等の協力が全く得ら
れなければ事業を再構築する。
　区民モニターアンケートにて、「認知症
高齢者について正しく理解している。」と
回答する区民の割合５０％以下であれば
事業手法を再考する。
　会議参加者からの参加意義についてア
ンケートをとり、参加意義が有ると回答す
る参加者の割合が８０％以下であれば事
業手法を再考する。

【新規事業】
【事業の手法見直し】
　住之江区地域福祉アクションプラン策定
（平成１７年度）
　地域のリーダーを対象に防災学習会及
び見学会を実施。
　自立支援協議会と共催で啓発イベントを
実施（平成２０年度）
　「南港こども広場」への支援を実施
　子育てに関する講演会を実施
　地域福祉アクションプラン推進大会を実
施予定（平成２４年度）
　講演会1回実施　参加者６００人（平成２３
年度）
[２３決算額　３７０千円]
[２４予算額　３５８千円]

改革１－（２）－イ
改革２－（３）－イ

【具体的取組４－３－２：人権尊重のまちづくり】
　子ども、高齢者、外国籍住民、障がいのある
人、女性等、さまざまな人権問題について、他の
団体と連携して、効果的な啓発、交流の場づくり、
地域の中の見守り強化、虐待防止の強化を推進
する。
　住之江まつり・成人の日記念の集いでの啓発活
動（各１回）
　人権学習会の開催（１１回）
　機関紙「あゆみ」の発行（年１回）
[算定見込額　２，００４千円]

　各事業の参加者アンケートにより、人権
課題への認識が深まったという肯定的な
意見や、満足度が８０％
【撤退基準】
　各事業の参加者アンケートにより、人権
課題への認識が深まったという肯定的な
意見や、満足度が60％を下回る場合は
事業を再構築する。

　イベントにおける啓発看板の設置
　住之江まつりにおいて「人権啓発コー
ナー」の出店
　人権啓発推進員による「人権学習会の
開催」
　人権週間の取り組み：街頭啓発・「住之
江区人権のつどい」開催
　「人権啓発推進協議会機関紙（あゆみ）」
の発行
　人・愛・ふれあいプラザ事業の開催
[２３決算額　１，８４７千円]
[２４予算額　２，８３３千円]

改革２－（３）－イ

【具体的取組４－４－１：区をあげた虐待防止の
取組み推進】〔具体的取組１－５－３：再掲〕
　虐待の早期発見・防止のため、区民の参加協
力を募り、虐待に対する正確な知識を持つ「虐待
防止サポーター（仮称）」を地域で養成する。
　「虐待防止サポーター（仮称）」養成講座開催（１
４地域毎で年間５回）
　「虐待防止サポーター（仮称）」を養成するリー
ダー（５０人）、コーディネーター（１４人）を養成
　区内１４地域に「虐待防止サポーター（仮称）」の
活動拠点を設置しコーディネーター（連絡調整役）
の配置
　児童虐待については、「要保護児童対策地域協
議会」でケースの総合的な把握・進行管理を行
う。また、援助が必要な児童等に対する援助計
画・方針は関係機関・関係者で情報交換・情報共
有し決定する。
[算定見込額　５，６００千円]

　「虐待防止サポーター（仮称）」１４地域
×各１００名＝計１，４００名養成
　「要保護児童対策地域協議会」の実務
者会議を毎月1回定例開催（年12回）、及
び、個別ケース検討会議を随時開催
【撤退基準】
　「虐待防止サポーター（仮称）」の養成講
座を開催できず、サポーター数が目標の
５０％に届かない地域があれば、事業を
再構築する。

　虐待相談窓口の周知
　広報紙で子育て情報連載開始
　区民主体の取組みや仕組みづくり
[予算額　－]

改革２－（３）－イ
改革２－（４）

【戦略４－３：すべての人が豊かに暮らせるまちづくりの推進】
　地域活動協議会の設立を支援し、区民を対象とする研修会、地
域の中のネットワークの充実などを通じ、つながりと支え合いの中
で、すべての区民が暮らしやすい地域社会づくりを進める。

・平成２６年度までに事業アンケートにて、「各地域において、課題
を解決するための担い手をつくることが必要である」と感じる割合
が６０％以上
・区民モニターアンケートにて、「認知症高齢者について正しく理解
している」区民の割合６０％以上
・区民モニターアンケートにて、「包括支援センターを知っている」と
回答する割合６０％以上
・平成２６年度までに「住之江区が一人ひとりの人権が尊重されて
いるまちである」区民の割合５０％以上

　
　・ひとり暮らし高齢者の増加が著しく、平成２３年
度成年後見申請１５件、あんしんサポート利用者２
２件
　・平成２２年度（市民局調査）：人権問題に関する
市民意識調査において、「市民一人ひとりの人権
が尊重されているまちである」「どちらかといえば
そう思う」４４．０％
　・高齢者人口比率は平成７年比＋１１.６６％で２
４区中４位、年少人口比率は平成７年比△４.９９％
で２４区中１位、人口総数は平成７年比△８.４％で
２４区中３位
　・子育て支援室の相談対応件数２１６件(平成２３
年度）・２７２件（平成２４年４～１０月末）
　・要見守り相談（虐待関連）：１５２件（子育て支援
室相談２７２件中）
　・待機児童：待機児童数１６名（全市１，２０８名：
平成２３年１０月１日現在）
　・障がい者手帳取得者：６，０２４人、２４区中９
位。（平成２１年度統計）
　・平成２３年度の高齢者虐待相談：２３件（うち虐
待判断は１７件）
　・大阪市南部医療圏において、医療施設取扱分
娩件数と出生数との比率は７３．７％（平成２２
年）、小児救急搬送については、約４，０００件を超
える搬送が発生しているが、医療圏内での搬送受
入は１，３５０件と、３分の１である。
　

　・平成１７年度の国勢調査における市の平均寿
命：男性７７．０歳、女性８４．５歳
　・市の生活習慣病に起因する死亡率：政令市で
２番目、全死亡の約６割を占める。
　・死亡原因の３分の１は悪性新生物（がん）であ
る。
　・「健康づくりなどウォーキングの習慣がある」２
８．２％（市：平成２３年度）
　・「食育に関心を持っている」区民の割合８９％
（市：平成１９年度）
　・平成２２年度市政モニターアンケートの結果（住
之江区を含む西部ブロック）「公園を週１回以上利
用する人」の割合４０．８％、「身近な緑の満足度」
４５．８％

【戦略４－４：「虐待防止あったかネット」プロジェクトの推進】
　子育て支援室や地域包括支援センターを周知するとともに、区民
の方を対象に「虐待防止サポーター（仮称）」を養成し、児童・高齢
者・障がい者虐待防止に力を発揮する事ができる仕組みづくりを行
う。

　

・平成２６年度　虐待死ゼロ

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 



経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績
市政改革プランとの関連

戦略

今、何が課題で、その解決によっ

てどのような状態をめざすのか 
課題解決に向け、どういった施策をいか

に展開するのか 

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような

取組・事業を実施するのか 

【具体的取組４－５－１　：すこやか住之江推進事
業の推進】
　特定健診受診対象者に対し、受診勧奨を行う。
（９月～３月末）
　健康について考える機会を提供するため、健康
展を１回開催する。
　ウォーキング会を年・１回開催するとともに、地
域の団体にてウォーキング活動ができるよう支援
する。
　乳幼児健診について、受診しやすい環境整備を
行い、会場にて健康づくり・食育に関する情報提
供を行う。
　食育ネットワーク関連事業を開催する。
[算定見込額　７０千円]

・ウォーキング事業を地域レベルでの実
施展開に向けた推進会議を設置し、「ウ
オーキングなど健康づくりの習慣がある」
区民の割合を、各地域で30％とする。
・乳幼児健診時、健康づくり・食育・子育
て等に関する情報提供および相談（年間
４８回）
・食育に関する講座やクッキング教室等
の開催（年１３回）

【撤退基準】
・ウォーキング推進会議（調査事業）を設
置するとともに定例会議化を図り、区内で
７コースの考案・設定を下回った場合、要
因の分析とともに、取組み体制の再構築
を図る。

　ウォーキング事業（平成２４年１０月まで
２回開催：計３３２名参加）
　ウォーキングサポーター教室（平成２５年
３月末までに開催予定）
　食育ネットワーク会議（年２回開催）
　食育関連イベント（年間１３回開催）
　乳幼児健診実施日において、各種がん
検診の啓発を展開（年間：月６回×１２月
＝７２回）
　健康展開催（１回）
[２３決算額　５９千円]
[２４予算額　７２千円]

改革１-(２)-イ

【具体的取組４－６－１：花と緑のまちづくり】
　種から花苗を育てる環境づくりにより、区民ボラ
ンティアが花苗を育てて区内の公共施設等を彩
り、四季の移ろいを感じるうるおいのあるまちなみ
を創出する。
　若い世代を対象に花と緑のまちづくりにつなが
るミニ講習会を開催する。
　花と緑のまちづくりの新たな担い手づくりを行
う。
[算定見込額　１，３４０千円]

　新たな担い手の呼び込み。（前年比５％
増）
【撤退基準】
　花と緑のまちづくり事業に参加するボラ
ンティアが平成２４年度に比べ半減すれ
ば事業を再構築する。

　花苗づくり（総面積６１０㎡で年間約１万２
０００株を育苗）
　区広報紙・ＨＰによる広報
　天王寺動植物公園事務所職員による講
習会（計１１回）
[２３決算額　９２１千円]
[２４予算額　１，４４０千円]

改革１-(２)-イ

【具体的取組４－７－１：南港・咲洲地域の将来像
についての取り組み体制づくり】
　関係各部局がひとつのテーブルで検討し、「咲
洲リバイタルプラン（仮称）」の骨子を作成する。
　住民とともに南港・咲洲地域の将来像を話し合
う。
[算定見込額　－]

　「咲洲リバイタルプラン（仮称）」〔素案〕
の策定
【撤退基準】
　担当部局を超えた体制づくりが出来な
ければ、事業を再構築する。

　平成２５年度新規事業 改革２－(１)－ア【戦略４－７：南港・咲洲地域の将来像「咲洲リバイタルプラン（再生
計画：仮称）」の検討推進】
　南港・咲洲地域の将来像について、咲洲コスモスクエア地区の成
長戦略拠点特区として取り組みとも連携しながら、関係各部局がひ
とつのテーブルで検討し、「咲洲リバイタルプラン（仮称）」を策定す
る。

　南港・咲洲地域全体の将来計画の策定

【戦略４－６：ボランティア活動の推進による区民のまちづくりへの
参加促進】
　地域コミュニティに疎遠な住民が花と緑のまちづくりに参画するこ
とで、コミュニティ形成の促進や世代を超えた交流、生きがい健康
づくりを強化する。

・平成２５年度末までに、花と緑のまちづくりボランティアへの参加
者アンケートにて、「活動に満足している」回答６０％
・平成２７年度までに、区民モニターアンケートにて、「公園を週１回
以上利用する人」の割合４５％、「身近な緑の満足度」５０％

【戦略４－５：健康づくりと生活習慣病】
・各種健診への受診行動に繋がる啓発活動をはじめ、健康の保
持・増進及び疾病予防に向けた活動の一層の充実と、食育や運動
の機会を増やし、一人ひとりの主体的な取組みや地域特性に応じ
た健康づくりの環境整備を図る。

・特定健診受診率の１％UP（平成２４年度実績比）
・平成２７年度までに区民モニターアンケートにより「ウォーキング
など健康づくりの習慣がある」区民の割合４０％
・平成２７年度までに、乳幼児健診にて健診受診者アンケートを実
施し、「食育に関心を持っている」区民の割合９５％

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 



経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績
市政改革プランとの関連
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今、何が課題で、その解決によっ

てどのような状態をめざすのか 
課題解決に向け、どういった施策をいか

に展開するのか 

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような

取組・事業を実施するのか 

【具体的取組５－１－１：区政会議の開催】
　様々な区の課題に応じて、施策展開の方向性を
検討・評価する場として、区政会議を開催する。
　また、区の重要な課題に対する専門家による調
査・分析を行い、区政会議の議論に活かす。
[算定見込額　３，６２１千円]

　区政会議（部会開催含）開催（２０回）
【撤退基準】
　区政会議の委員募集の際、応募者がい
なければ事業を再構築する。

　防災をテーマとした区政会議を３回にわ
たり開催（平成２３年度）
　学校選択制・中学校給食について区政
会議５回開催予定（平成２４年１２月末時
点：４回開催）
[２３決算額　９千円]
[２４予算額　８３１千円]

改革２－（１）－ウ
改革２－（２）－ア
改革２－（２）－イ
改革３－（１０）－ア

【具体的取組５－１－２：「声なき声」に耳を澄ます
取り組み】
　事業・イベント会場等でアンケートを実施する。
（区役所主催事業すべて）
　区民モニターに対し、課題ごとのアンケートを実
施する。（４回）
　区民モニターの意見交換会を開催する。
[算定見込額　８１２千円]

　区民モニターアンケートが「区民ニーズ
を施策に反映させる有効な手段である」と
の回答７０％
【撤退基準】
　区民モニター応募数が３００人以下であ
れば、事業を再構築する。

　区民モニターアンケート４回実施（平成２
４年度）
[２３決算額　３４２千円]
[２４予算額　３３５千円]

改革２－（２）－ア
改革３－（１０）－ア

【具体的取組５－２－１：窓口サービスの改善・向
上】
　毎朝始業時に一斉あいさつを実行することによ
り、職員の窓口応対や仕事に対する意識の向上
を図る。
　窓口改善にむけた窓口サービス検討委員会を
立ち上げ、課題の洗い出しを行う。また、可能な
取り組みから順次実施する。
　２６年度着工予定の耐震工事および証明書発
行業務等民間委託の実施に向けたレイアウト変
更および届出窓口と証明発行窓口の分離を検討
する。
[算定見込額　　－　]

　職員アンケートにて、「仕事にやりがい
を感じる」と回答する割合が８０％
　検討委員会の開催（月１回）
　待合空間・窓口レイアウト案を作成
【撤退基準】
　職員の意識調査にて、一斉あいさつな
どの取り組みを通じて「仕事にやりがいを
感じる」と回答する割合が６０％を下回れ
ば、事業を再構築する。

　フロアマネージャーの配置
　来庁者に対して、窓口における待ち時間
や動線の調査（平成２４年５月実施）
　「住之江区民ＨＡＰＰＹ　ＤＡＹ」試行実施
（平成２４年１１月～）

改革２－（５）

【具体的取組５－３－１：広報の充実】
　より多くの情報を、広報紙「さざんか」へ掲載す
るため、年３回増ページし、発行する。
　広報紙の新たな設置場所を開拓する。
　地域情報として、区内の景観資源の情報を区広
報紙で紹介し、区民情報コーナーでパネル展を行
う。
　広報紙作成にあたり、コミュニティビジネス化や
区民の方と協働しての発行等広報紙の発行方法
について検討する。
　ＨＰのレイアウト変更を行い、より分かりやすく、
目当てのページにたどり着けるようにする。
[算定見込額　１２，３７２千円]

　広報紙配付部数増（月４８，０００部）
　広報紙の新規配布場所を開拓（２ヶ所）
　ＨＰのアクセス数増（月平均８，０００件）
【撤退基準】
　広報紙配布部数・ＨＰアクセス数が前年
度を下回れば、事業を再構築する。

　区役所や地域に関しての情報を区広報
紙「さざんか」へ掲載
　外国語版（英語・中国語・韓国語）ＨＰの
掲載内容精査・校正（平成２３年度）
　市政だより廃止に伴い、区広報紙への市
情報掲載（平成２４年度）
[２３決算額　６，７５２千円]
[２４予算額　１１，３５６千円]

改革２－（３）－ア
改革３－（１０）－イ

【具体的取組５－３－２：多様な広報媒体の活用】
　身軽にかつ迅速な情報を行うため、携帯サイト
やTwitter、メールマガジンを用いて、区のみなら
ず市の情報を発信していく。
[算定見込額　　－　]

　メールマガジン登録者数増（１，０００件）
　Twitterフォロワー数増（６００件）
【撤退基準】
　Tｗｉｔｔｅｒフォロワー数・メールマガジン登
録者数が前年度を下回れば事業再構
築。

　平成２１年度よりメールマガジン（ＰＣ版・
携帯版）の発信を開始
　平成２３年度よりTwitter開始
[予算額　－　]

改革２－（３）－ア
改革３－（１０）－イ

【経営課題５：自律した自治体型の区政運営】
　区長が自らの権限と責任で、区民ニーズや意見
を集約し、各地域の事情や特性に即して、施策や
事業の改善および新たな展開につなげていく区政
運営を行う。
　また、人材の発掘･育成、地域活動の総合的な
支援を行う「かなめ」としての役割を果たす区役所
をつくる。
　こうした区政運営に欠かせない職員づくり、とり
わけ若い職員の自主性、チャレンジ精神を伸ば
し、前向きの職場風土を定着させる。

　

　・区将来ビジョン（区長素案）を策定しており、区
民ニーズや意見を聞き取り、区政に反映させる場
が必要である。
　・地域まちづくり活動への参加につなげるため、
区政全般の事業について、幅広い世代に広く周知
する必要がある。
　・区民にとって、より便利で快適な窓口サービス
の提供を行う。
　・職員の意識改革・職場風土改革を行い、職員
の士気向上を図る必要がある。

　・平成２３年度より、テーマを絞って区政会議を
開催
　・フロアマネージャー、ボイスコール、番号表示板
等の設置にて、待ち時間を短縮
　・広報紙配付数：月約４７，５００部（平成２４年１０
月末）
　・ホームページアクセス数：平成２３年度つき平
均７８，９００件、平成２４年４～１０月（７ヶ月）月平
均７６，８４０件
　・メルマガ発行：毎月２回（平成２４年１０月末発
信数：９７９件）
　・Twitterフォロワー数：平成２４年１０月末５４５件
　・平成２２年度区民モニターアンケートの結果：区
役所からのお知らせや行事などの情報を「区広報
紙で入手している」２３.２％、「HP・メールマガジン
で入手している」２.３％

【戦略５－１：区の施策の方向性を決定する仕組みづくり】
　区政全般の課題について、区民誰もが参加できるフォーラム（区
民集会）、区民モニター、アンケートなどで、区民ニーズや意見を聴
取する。
　区政会議を開催し、評価や意見をいただいて、区民の意見や
ニーズを施策や事業に反映させる。

・平成２５年度までに、区政会議参加者から「区政に参画するため
に有意義な場である」評価８０％
・平成２６年度までに、多様な意見やニーズが区役所に届いている
と感じている区民の割合８０％

【戦略５－２：区民から信頼される利便性の高い区役所づくり】
　平成２６年度着手予定の区役所耐震工事や窓口業務の民間委
託の実施に向け、待合空間や窓口レイアウトの変更を検討する。
　また、職員の意識向上を図り、前向きな職場風土づくりを行う。

・平成２７年度末までに、窓口対応が以前と比べて「良くなった」「ど
ちらかといえば良くなった」と回答する区民の割合８０％

【戦略５－３：地域情報の発信機能の強化】
　広く手に取って読んでもらえるよう、区広報紙「さざんか」の設置
場所を増やすとともに、分かりやすい紙面づくりを行い掲載内容を
充実させることで、区民の方の地域への関心を高める。
　また、効果的な情報発信を行うため、発行方法や配布方法につ
いて検討する。
　広報紙以外に、HP（携帯サイト含む）・メールマガジン・Ｔwitterな
ど様々な手法を用い、幅広い方を対象に迅速に地域情報を発信
し、イベントやまちづくり活動等への参加を促す。
　

・平成２５年度までに区民モニターアンケート及び事業・イベント参
加者アンケートにて、「会議や地域行事の情報を区からの情報発
信によって入手した」割合７５％以上、「情報入手が容易であった」
割合７０％以上

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 



経営課題 具体的取組 業績（アウトプット）目標 前年度までの実績
市政改革プランとの関連

戦略

今、何が課題で、その解決によっ

てどのような状態をめざすのか 
課題解決に向け、どういった施策をいか

に展開するのか 

戦略の実現に向け、25年度において、主にどのような

取組・事業を実施するのか 

【具体的取組５－４－１：職員の意識改革】
　区長による職員向けラウンドテーブルを開催し、
だされた意見や提案に基づいて、プロジェクトチー
ム等を立ち上げ、取り組みを開始する。
　区基本方針に基づき、外部講師による研修を実
施する。
　１／２職員対象に手話研修の開催
　毎朝始業時に一斉あいさつを実行することによ
り、職員の窓口応対や仕事に対する意識の向上
を図る。
　地域のボランティア情報を周知し、参加者を募
る。
　区役所周辺の清掃活動への参加人数拡大を図
る。
[算定見込額　１２３千円]

　ポジティブアプローチ手法を用いた研修
１００人
　手話研修１００人
　清掃活動２０人
【撤退基準】
　効果・効率的に業務を進めるため職員
どうしの協力・連携がとれている職場であ
ると感じている職員の割合が４０％を下回
れば、事業を再構築する。

　職員力向上基本プラン策定
　職員づくり・人材マネジメントに関する住
之江区基本方針の策定
　職員向けラウンドテーブル開催（７回）
　清掃活動（毎月１回・参加者延べ１５０
人）
　職員講師による研修開催
[予算額　－　]

改革２－（５）
改革３－（９）－ア
改革３－（９）－イ
改革３－（１０）－オ

【具体的取組５－５－１：行政のブロック化】
　行政区のブロック割り（素案）の区民への説明・
意見聴取を行う。
[算定見込額　－　]

　ブロック割り（素案）の区民説明会開催
（１回以上）
【撤退基準】
　平成２５年度完了予定

　ブロック化の素案の作成
[予算額　－　]

改革２－（１）－イ
改革２－（７）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

【戦略５－５：行政区のブロック化】
　大都市制度における基礎自治体への移行に向けて、現在の行政
区を５～７の単位にブロック化を進める。

・ブロック単位での行政運営により、一層効率的な事務執行を進め
る。

【戦略５－４：改革を担う職員づくり】
　市政改革室や人事室の取り組みと連携しながら、真の住民自治
の確立に向けた改革を進めていくため、職員が前向きになり、主体
性･チャレンジ意識を持つとともに、職員の気づきを促進する取組を
進める。
　また、ファシリテーション能力やコーディネート力など市民満足を
高める能力の向上に取り組み、市民から信頼される自律的な職員
と組織風土づくりを進める。

・平成２６年度までに「仕事にやりがいを感じている」「ある程度感じ
ている」職員の割合９０％以上

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 

どのような成果（アウトカム）をめざすのか 
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