
経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連

【１－１－１　近代化産業遺産を活かした『suminoe
アート・ビート』の推進】
・アートの集積地である北加賀屋周辺を核に、住
之江区内をアートで活性化し、「住之江」といえば
「アート」といわれるようなイベントを、地域で活動
しているアーティストとともに企画・開催するなど、
住之江のブランド化に向けた取り組みを実施す
る。
[予算額　2,500千円]

・区外からのイベント参加者数　　総参加
者数 50％
・「『アート・ビート』に携わったことで、新た
なつながりが生まれた」と答えたスタッフ
等の割合　60%

【撤退基準】
・区外からの参加者が30％未満であれ
ば、事業を再構築する。
・「『アート・ビート』に携わったことで、新た
なつながりが生まれた」と答えたスタッフ
等の割合が40%未満であれば、事業を再
構築する。

・「すみのえアート・ビート」開催(平成25年
10月19・20日)
[24決算額　3,201千円]
[25予算額　2,929千円]

改革1-⑴

【１－１－２　『suminoeクール・ビート』の推進】
・コスプレの聖地である南港を核に、住之江区内
をクールジャパンの聖地として活性化するため、
南港でシンボル的イベントなどを開催する。イベン
ト開催に際しては、住之江区制40周年記念事業、
「水と光のまちづくり」とも連携し、住之江の魅力を
広く発信するプロモーション事業として構築する。
[予算額　2,000千円]

・南港はコスプレ等による「ポップカル
チャー」が盛んであることを知っている区
民の割合　　60％

【撤退基準】
・上記割合が30％未満であれば、事業を
再構築する。

・イベント開催(平成25年3月予定)
[24決算額　- 千円]
[25予算額　2,487千円]

改革2-⑴-ウ

【１－２－１　「さざぴーカード」プロジェクトの推進】
・「さざぴーカード」の利用をさらに拡大させるため
に、区広報紙、HPやフェイスブックといった広報媒
体の活用や区民まつりや地域のイベントなどでの
周知など、積極的なＰＲを行い、カード利用者の
前年度比増を図るとともに、新規参加協力店舗の
開拓を行う。
[予算額　2,700千円]

・「さざぴーカード」発行枚数　4,000枚以
上
・参加協力店舗　70店舗

【撤退基準】
・発行枚数が3,000枚未満かつ新規参加
協力店舗が40店舗未満であれば、事業
を再構築する。

・「さざぴーカード」事業立ち上げ
[24決算額　- 千円]
[25予算額　3,000千円]

改革2-⑴-ウ

【１－２－２　夢を創造し実現へ向けた取り組み】
・区の施設などに関するネーミングライツパート
ナー募集などにより、子どもたちがすくすくと育つ
まちづくりに関する財源確保を進める。
[予算額　- 千円]

・ネーミングライツパートナー等の確保　１
件

【撤退基準】
・上記が達成できなければ、事業を再構
築する。

・「すみのえ太陽の子」事業スキームを構
築
[24決算額　- 千円]
[25予算額　- 千円]

改革2-⑴-ウ

１　重点的に取り組む主な経営課題

めざす成果及び戦略
【１　未来に向けて輝くまちづくり】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　住之江区がもつ豊かな資源を活用し、住之江の
ブランド化や未来を担う子どもたちの学力向上な
どに取り組むことにより、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。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
・近代化産業遺産「名村造船所大阪工場跡地」を
知っている区民の割合　53.4％（平成24年度区民
モニター）
・事業活動の指標となる南港への入港船舶数　△
30％（平成14年度比）
貨物トン数　△3％（平成14年度比）
・区の特徴的な産業の木材産業としての、製剤・
合板加工される木材量
　200,000㎥/年（昭和４５年）→1,000㎥/年（平成
24年度調査時点）
・高齢者人口比率（国勢調査）
　11.2%（平成7年　市内22位）→22.9%（平成22年
12位）
増加率市内4位
・年少者人口比率（国勢調査）
　17.3％（平成7年　3位）→12.2%（平成22年　8位）
　減少率市内1位
・身体障がい者手帳交付台帳登録者数　6,797人
（平成24年度、平成20年度比16.1%増）
・平成25年度　全国学力・学習状況調査におい
て、大阪市は全ての科目において、全国平均及び
大阪府平均を下回る結果となっている。
・住之江区内の小中学校で発達障がいのため支
援を必要とする児童・生徒の数
　平成24年度　小学校　265人　　中学校　21人
　平成25年度　小学校　318人　　中学校　38人
・子育てに関する相談先の認知度　「保育所・園、
幼稚園、学校」59.6%(1位)
「地域における相談の場」40.4%(2位)　「区役所内
の相談部署」37.2%(3位)(平成24年度区民モニ
ター)
・平成24・25年度で2ヶ所の保育ママ事業所を開設
・保育所待機児童数　11名(平成25年4月1日現在)
・平成23年度の虐待相談件数　高齢者 22件　児
童 61件
平成24年度の虐待相談件数　高齢者 32件　児童
242件　障がい者 6件※
※障がい者についてはH24年度の法施行より集計開始

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
・近代化産業遺産「名村造船所大阪工場跡地」の
認知度は過半数を超えているが、20歳代での認
知度はもっとも低い。
・区内産業の不振が続いており、活気がない。
・学力向上には家庭学習の習慣づけが重要な要
素の一つであるが、大阪市の小・中学生は、家で
学校の宿題をしたり、復習をする割合が全国平均
を下回っている。
・急激に進行する高齢化と少子化により世代間交
流をする機会が減少したため、地域コミュニティで
のつながりが希薄になっている。
・区内小・中学校で発達障がいのため支援を要す
る児童・生徒数の増加とともに、サポーターの必要
性も増している。
・様々な子育て相談窓口についての情報など、区
役所には子育て情報が多く集まるにも関わらず、
その認知度は高いとはいえず、その主な原因とし
ては周知不足が挙げられる。
・保育所入所枠が少ない。
・児童虐待に加え、高齢者の認知症や障がい者に
対する無理解による虐待も増えてきており、虐待
事案が多様化している。

《課題》
・20代・30代の若い世代に関心を持ってもらえるよ
うな事業（アートやポップカルチャーなど）を展開し
ていく必要がある。
・産業等の活性化に向け、平成25年度に構築した
資金循環システムを活用した取組みの推進が必
要である。
・学力の向上には、家庭学習の習慣づけと児童・
生徒の意欲の向上につながる施策が必要であ
る。
・発達障がいのある児童・生徒が学びやすい環境
をつくるため、サポーターの配置を進める必要が
ある。
・様々な子育て情報をさらに周知していく必要があ
る。
・待機児童を解消するため、入所枠の拡大やその
他の保育施策とのマッチングなどの取組みを進め
ていく必要がある。
・多様化する虐待に対しては、地域住民による見
守りネットワークをさらに強化していく必要がある。

【１－１ 「SUMINOE WONDERLAND」の推進】

《めざす状態》
・アートとポップカルチャーといえば『住之江』と区内外に
認知され、住之江区が高いブランド力を持つようになる。

《アウトカム》
・平成28年度までに、市政モニターアンケートや区民モニ
ターアンケートで、住之江が「アート」と「ポップカル
チャー」が盛んであると考える区内外の人の割合　80%

・区内外の皆さんにアート・ポップカルチャーといった地域
資源を有する住之江の魅力をイベントなどを通じて発信し、
住之江のブランド化を進める。

【１－２　住之江区「夢・未来創造」プロジェクトの推進】

《めざす状態》
・新たに構築した資金循環の社会システムや今まで活用して
いなかった資源の活用などを通じて、未来への夢につながる
地域の活力を創り出していく。

《アウトカム》※重点目標
・平成２７年度までに、区民モニターアンケートにて、「住
之江区の地域経済が活性化してきた」と感じる区民の割合
50%以上

・区民に区内の参加協力店でポイント利用での買い物をして
もらうことで、資金を循環させ、地域活性化を進める「さざ
ぴーカード」プロジェクトについて、さらなるプロモーショ
ン活動の展開により、拡大を図る。
・今まで活用していなかった資源を活用した事業を実施し、
子どもの学力向上のための財源として活用するなど、子ども
たちがすくすく育つまちづくりを進める。

めざすべき将来像に対して、今、

何が課題となっているのか 

めざす成果 

課題に対して、３～５年程度でどのような状態を

めざし、どういった施策をいかに展開するのか 

戦略に即して、26年度において、主にどのような取組・

事業を実施するのか 

戦    略 

めざす成果 

戦    略 

様式2 



経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連めざす成果及び戦略
【１－３－１　学力向上の取り組み】
・学校関係者・保護者・有識者と連携し、家庭学習
の手引書作成委員会を設立し、家庭学習の習慣
づけにつなげるためのリーフレット（家庭学習の手
引き）を作成。区内の乳幼児、児童及び生徒に配
布する。
[予算額    995千円]
・区内市立小学校の6年生全員を対象に日本漢
字能力検定（5級～7級を選択）受検を支援する。
[予算額　1,364千円]
・区内市立中学校の1年もしくは2年生全員対象に
実用英語技能検定（4級・5級を選択）受験を支援
する。
[予算額　1,126千円]

・家庭学習の習慣づけに効果が見られる
と考える学校長の割合　80％
・学習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】
・家庭学習の習慣づけに効果が見られる
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。
・学習意欲向上に効果が見られると考え
る学校長が50％を下回れば事業を再構
築する。

【平成25年度】
・区内市立中学1もしくは2年生を対象に実
用英語技能検定を受験
[24決算額　- 千円]
[25予算額　1,342千円]

改革2-⑴-ウ

【１－３－２　教育環境の整備】
・学習の習慣づけを行い、学力の向上につなげる
ため、夏休みや冬休みといった長期休業中に、1
回2時間の学習支援（年間最大90時間）を行う学
習指導員を派遣する体制を構築し、全小・中学校
に派遣する。
[予算額　5,966千円]
・前年度に増員したスクールカウンセラー（１０名）
を今年度も引き続いて配置する。
[予算額　9,800千円]
・学校からの申請に基づき発達障がいサポーター
を配置する。
[予算額　5,219千円]
・引き続き家庭児童相談員を１名増員（計３名）
し、就学期の児童の保護者や学校との相談体制
を充実する。
[局予算額　8,304千円]

・学習習慣の定着に有効であると考える
学校長の割合　80％
・「相談体制が充実したと感じる」学校長
の割合　80％
・申請のあった全ての学校への発達障が
いサポーターの配置
・家庭児童相談員の学校訪問が有効だと
考える学校長の割合　80%以上

【撤退基準】
・学習習慣の定着に有効であると考える
学校長の割合　50％を下回れば事業を
再構築する。
・「相談体制が充実したと感じる」学校長
の割合が70％以下であれば、事業を再
構築する。
・申請のあった学校への発達障がいサ
ポーターの配置が半数未満の場合は、事
業を再構築
・家庭児童相談員の学校訪問が有効だと
考える学校長の割合が50%以下の場合、
事業を再構築する。

・スクールカウンセラー配置（１名増員）
[24決算額　8,820千円]
[25予算額　9,800千円]
・発達障がいサポーター配置校・配置数
　　H25.9月末現在　小学校10校　11人
　　　　 　　　　　　     中学校 3校　  4人
[24決算額　    - 千円]
[25予算額　5,180千円]
・家庭児童相談員の2名から3名へ増配置
(平成25年度)
[24決算額　- 千円]
[25予算額　8,350円]

改革2-⑴-ウ
家庭児童相談員は

こども青少年局CM所管事業

【１－４－１　子育て支援室と地域との協働による
子育て支援】
・子育てサロン運営者による情報交換の場（子育
てサロン連絡会、年2回程度）を企画・提供するな
ど、子育てサロンの充実を支援する。
[予算額　- 千円]
・区の子育て支援策だけでなく、区で行われてい
るその他の子育てに関する情報をとりまとめ、区
広報紙、ホームページやフェイスブックなどを活用
した積極的な情報提供を行う。
[予算額　- 千円]

・子育てサロン連絡会が子育てサロンの
充実に有効だと考える参加者の割合
80%

【撤退基準】
・子育てサロン連絡会が子育てサロンの
充実に有効だと考える参加者の割合が
50%以下の場合、事業を再構築する。

【平成24年度、25年度】
・子育て支援室の体制強化〔保健師のモデ
ル配置（1名）〕
【平成24年度】
・保育士による子育てサロンでの相談35回
[24決算額　- 千円]
[25予算額　- 千円]

改革2-(1)-ア

【１　未来に向けて輝くまちづくり】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　住之江区がもつ豊かな資源を活用し、住之江の
ブランド化や未来を担う子どもたちの学力向上な
どに取り組むことにより、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。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
・近代化産業遺産「名村造船所大阪工場跡地」を
知っている区民の割合　53.4％（平成24年度区民
モニター）
・事業活動の指標となる南港への入港船舶数　△
30％（平成14年度比）
貨物トン数　△3％（平成14年度比）
・区の特徴的な産業の木材産業としての、製剤・
合板加工される木材量
　200,000㎥/年（昭和４５年）→1,000㎥/年（平成
24年度調査時点）
・高齢者人口比率（国勢調査）
　11.2%（平成7年　市内22位）→22.9%（平成22年
12位）
増加率市内4位
・年少者人口比率（国勢調査）
　17.3％（平成7年　3位）→12.2%（平成22年　8位）
　減少率市内1位
・身体障がい者手帳交付台帳登録者数　6,797人
（平成24年度、平成20年度比16.1%増）
・平成25年度　全国学力・学習状況調査におい
て、大阪市は全ての科目において、全国平均及び
大阪府平均を下回る結果となっている。
・住之江区内の小中学校で発達障がいのため支
援を必要とする児童・生徒の数
　平成24年度　小学校　265人　　中学校　21人
　平成25年度　小学校　318人　　中学校　38人
・子育てに関する相談先の認知度　「保育所・園、
幼稚園、学校」59.6%(1位)
「地域における相談の場」40.4%(2位)　「区役所内
の相談部署」37.2%(3位)(平成24年度区民モニ
ター)
・平成24・25年度で2ヶ所の保育ママ事業所を開設
・保育所待機児童数　11名(平成25年4月1日現在)
・平成23年度の虐待相談件数　高齢者 22件　児
童 61件
平成24年度の虐待相談件数　高齢者 32件　児童
242件　障がい者 6件※
※障がい者についてはH24年度の法施行より集計開始

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
・近代化産業遺産「名村造船所大阪工場跡地」の
認知度は過半数を超えているが、20歳代での認
知度はもっとも低い。
・区内産業の不振が続いており、活気がない。
・学力向上には家庭学習の習慣づけが重要な要
素の一つであるが、大阪市の小・中学生は、家で
学校の宿題をしたり、復習をする割合が全国平均
を下回っている。
・急激に進行する高齢化と少子化により世代間交
流をする機会が減少したため、地域コミュニティで
のつながりが希薄になっている。
・区内小・中学校で発達障がいのため支援を要す
る児童・生徒数の増加とともに、サポーターの必要
性も増している。
・様々な子育て相談窓口についての情報など、区
役所には子育て情報が多く集まるにも関わらず、
その認知度は高いとはいえず、その主な原因とし
ては周知不足が挙げられる。
・保育所入所枠が少ない。
・児童虐待に加え、高齢者の認知症や障がい者に
対する無理解による虐待も増えてきており、虐待
事案が多様化している。

《課題》
・20代・30代の若い世代に関心を持ってもらえるよ
うな事業（アートやポップカルチャーなど）を展開し
ていく必要がある。
・産業等の活性化に向け、平成25年度に構築した
資金循環システムを活用した取組みの推進が必
要である。
・学力の向上には、家庭学習の習慣づけと児童・
生徒の意欲の向上につながる施策が必要であ
る。
・発達障がいのある児童・生徒が学びやすい環境
をつくるため、サポーターの配置を進める必要が
ある。
・様々な子育て情報をさらに周知していく必要があ
る。
・待機児童を解消するため、入所枠の拡大やその
他の保育施策とのマッチングなどの取組みを進め
ていく必要がある。
・多様化する虐待に対しては、地域住民による見
守りネットワークをさらに強化していく必要がある。

【１－３　学力向上と教育環境の整備】

《めざす状態》
・幼少の頃より家庭学習の習慣づけがなされ、学力向上のための
教育環境が整備されているとともに、発達障がいを持つ子どもを含
む全児童・生徒、またその保護者や教諭へのサポート体制が充実
している。

《アウトカム》※重点目標
・平成28年度までに、「住之江区の教育環境が整備されてきた」と
回答する学校長および保護者の割合　60％以上

・身近な目標を設定することで学力意欲の向上を図り、子どものみ
ならず保護者に対しても学力向上には教育環境が大切であるとの
意識付けを行うため、学校関係者・地域・保護者・区が連携した取
組みを進める。
・児童・生徒や保護者等の相談を受けるスクールカウンセラーの増
員を図る。
・発達障がいサポーターの配置を要望する学校のすべてに配置す
るために学校と連携して人材確保に努める。
・家庭児童相談員の学校訪問を実施し、就学期の児童の保護者や
学校との相談体制を充実する。

【１－４　住之江「子育てしやす区」プロジェクトの推進】

《めざす状態》
・子育て世代が身近な場所で子育て情報を得て、相談や交流がで
き、子育てがしやすいと感じる。

《アウトカム》
・平成27年までに「子育てがしやすくなった」と感じる区民の割合
50％以上
・平成26年度　虐待による死亡事案ゼロ

・住之江区子ども・子育てプラザと連携し、子育てサロン連絡会の
開催等による子育てサロンの充実など地域と協働して子育てを支
援する。
・安心して子どもを産み育てていけるよう、保育所入所枠の拡大
等、保育所待機児童の解消を目ざした取組みを進め、保育サービ
スの充実を図る。
・区民の方を対象に「虐待防止サポーター」（さざんかリボンズ）を
養成し、高齢者・障がい者・児童虐待防止に力を発揮することがで
きる仕組みを構築する。

めざす成果 

めざす成果 

戦    略 



経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連めざす成果及び戦略
【１－４－２　保育サービスの充実】
・区内全保育所への働きかけにより、入所枠の拡
大を図るとともに、こども青少年局と連携し、私立
幼稚園による認定こども園の開設や保育ママ開
設希望事業者に対する開設準備に関する支援・
促進を進める。（平成26年4月に認定こども園を南
港地区で1ヶ所開園）
[局予算額　50,804千円]

・保育所入所枠の拡大や認定こども園及
び保育ママの新規開設による受入数　前
年度比増

【撤退基準】
・上記が達成できなければ、事業を再構
築する。

【平成25年度】
・保育ママ事業所開設　1ヶ所
・認可保育所における入所枠拡大
・2ヶ所計20名の保育定員の増
【平成24年度】
・保育ママ事業所開設　1ヶ所
[24決算額　- 千円]
[25予算額　20,932千円]

こども青少年局CM所管事業

【１－４－３：区をあげた虐待防止の取組み推進】
・虐待防止リーダー、コーディネーターへのフォ
ローアップ研修を行いつつ、平成25年度に引き続
き、虐待の早期発見・防止のため、地域住民や新
たにライフライン事業者を対象に、虐待防止サ
ポーター（愛称：さざんかリボンズ）養成研修（14
回）を実施する。
[予算額　5,760千円]

・虐待防止サポーターの養成
　14地域×100名＝計1,400名
・虐待防止サポーターとなるライフライン
事業者　5社参加

【撤退基準】
・虐待防止サポーター数が目標の50％に
届かなければ、事業を再構築する。
・虐待防止サポーターとなるライフライン
事業者が3社未満であれば、事業を再構
築する。

・虐待防止サポーター養成講座受講者数
625名（平成25年10月現在）
・虐待防止リーダー養成講座受講者数　75
名
・虐待防止コーディネーター　14名

[24決算額　- 千円]
[25予算額　5,600千円]

改革2-⑴-ウ
改革2-⑶-イ

【１　未来に向けて輝くまちづくり】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　住之江区がもつ豊かな資源を活用し、住之江の
ブランド化や未来を担う子どもたちの学力向上な
どに取り組むことにより、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。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
・近代化産業遺産「名村造船所大阪工場跡地」を
知っている区民の割合　53.4％（平成24年度区民
モニター）
・事業活動の指標となる南港への入港船舶数　△
30％（平成14年度比）
貨物トン数　△3％（平成14年度比）
・区の特徴的な産業の木材産業としての、製剤・
合板加工される木材量
　200,000㎥/年（昭和４５年）→1,000㎥/年（平成
24年度調査時点）
・高齢者人口比率（国勢調査）
　11.2%（平成7年　市内22位）→22.9%（平成22年
12位）
増加率市内4位
・年少者人口比率（国勢調査）
　17.3％（平成7年　3位）→12.2%（平成22年　8位）
　減少率市内1位
・身体障がい者手帳交付台帳登録者数　6,797人
（平成24年度、平成20年度比16.1%増）
・平成25年度　全国学力・学習状況調査におい
て、大阪市は全ての科目において、全国平均及び
大阪府平均を下回る結果となっている。
・住之江区内の小中学校で発達障がいのため支
援を必要とする児童・生徒の数
　平成24年度　小学校　265人　　中学校　21人
　平成25年度　小学校　318人　　中学校　38人
・子育てに関する相談先の認知度　「保育所・園、
幼稚園、学校」59.6%(1位)
「地域における相談の場」40.4%(2位)　「区役所内
の相談部署」37.2%(3位)(平成24年度区民モニ
ター)
・平成24・25年度で2ヶ所の保育ママ事業所を開設
・保育所待機児童数　11名(平成25年4月1日現在)
・平成23年度の虐待相談件数　高齢者 22件　児
童 61件
平成24年度の虐待相談件数　高齢者 32件　児童
242件　障がい者 6件※
※障がい者についてはH24年度の法施行より集計開始

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
・近代化産業遺産「名村造船所大阪工場跡地」の
認知度は過半数を超えているが、20歳代での認
知度はもっとも低い。
・区内産業の不振が続いており、活気がない。
・学力向上には家庭学習の習慣づけが重要な要
素の一つであるが、大阪市の小・中学生は、家で
学校の宿題をしたり、復習をする割合が全国平均
を下回っている。
・急激に進行する高齢化と少子化により世代間交
流をする機会が減少したため、地域コミュニティで
のつながりが希薄になっている。
・区内小・中学校で発達障がいのため支援を要す
る児童・生徒数の増加とともに、サポーターの必要
性も増している。
・様々な子育て相談窓口についての情報など、区
役所には子育て情報が多く集まるにも関わらず、
その認知度は高いとはいえず、その主な原因とし
ては周知不足が挙げられる。
・保育所入所枠が少ない。
・児童虐待に加え、高齢者の認知症や障がい者に
対する無理解による虐待も増えてきており、虐待
事案が多様化している。

《課題》
・20代・30代の若い世代に関心を持ってもらえるよ
うな事業（アートやポップカルチャーなど）を展開し
ていく必要がある。
・産業等の活性化に向け、平成25年度に構築した
資金循環システムを活用した取組みの推進が必
要である。
・学力の向上には、家庭学習の習慣づけと児童・
生徒の意欲の向上につながる施策が必要であ
る。
・発達障がいのある児童・生徒が学びやすい環境
をつくるため、サポーターの配置を進める必要が
ある。
・様々な子育て情報をさらに周知していく必要があ
る。
・待機児童を解消するため、入所枠の拡大やその
他の保育施策とのマッチングなどの取組みを進め
ていく必要がある。
・多様化する虐待に対しては、地域住民による見
守りネットワークをさらに強化していく必要がある。

【１－４　住之江「子育てしやす区」プロジェクトの推進】

《めざす状態》
・子育て世代が身近な場所で子育て情報を得て、相談や交流がで
き、子育てがしやすいと感じる。

《アウトカム》
・平成27年までに「子育てがしやすくなった」と感じる区民の割合
50％以上
・平成26年度　虐待による死亡事案ゼロ

・住之江区子ども・子育てプラザと連携し、子育てサロン連絡会の
開催等による子育てサロンの充実など地域と協働して子育てを支
援する。
・安心して子どもを産み育てていけるよう、保育所入所枠の拡大
等、保育所待機児童の解消を目ざした取組みを進め、保育サービ
スの充実を図る。
・区民の方を対象に「虐待防止サポーター」（さざんかリボンズ）を
養成し、高齢者・障がい者・児童虐待防止に力を発揮することがで
きる仕組みを構築する。

戦    略 



経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連

【２－１－１　地域運営にかかる支援】
・より一層の民主的で開かれた組織運営と会計の
透明性の確保が重要であることから、引き続き中
間支援組織とともに、地域団体における組織運営
や会計運営などに関する支援を行う。
・地域課題を区民の皆さんが自主的に解決できる
体制づくりとして「地域の未来像を語り合う懇談
会」（旧地域編集塾）を引き続き開催し、その運営
について中間支援組織及び区役所地域担当職員
が支援する。また、新たな開催地域の開拓も行う
・中間支援組織を活用して、地域団体の組織活性
化や地域活動協議会の法人化などを積極的に支
援する。
・区内企業やNPOなどに対して、それぞれのつな
がりづくりを支援しつつ、地域活動協議会への理
解と参画を促すことを目的とした「企業・ＮＰO」交
流会（年３回程度）を引き続き開催する。
[予算額　19,367千円]

・補助金等の公金を交付した全ての地域
団体の会計状況をホームページにより公
表
・「地域の未来像を語り合う懇談会」を開
催し、地域の課題解決に向けての新たな
取組活動が発生する件数　5件
・「地域の未来像を語り合う懇談会」新規
開催　3地域
・地域活動協議会の法人化　1団体
・「企業・NPO交流会」の開催を通じ、企業
同士、企業とNPO、企業と地域などのつ
ながりができる件数　5件

【撤退基準】
・公表する地域活動協議会が半数未満で
あれば、事業を再構築する。
・「地域の未来像を語り合う懇談会」を開
催し、地域の課題解決に向けての新たな
取組活動が発生する件数が3件未満であ
れば、事業を再構築する。
・「地域の未来像を語り合う懇談会」新規
開催ができなければ、事業を再構築す
る。
・地域活動協議会の法人化ができなけれ
ば、事業を再構築する。
・「企業・NPO交流会」の開催を通じ、企業
同士、企業とNPO、企業と地域などのつ
ながりができる件数が3件未満であれば、
事業を再構築する。

・「住之江区実務者交流会」　参加者44名
・「企業・ＮＰＯ交流会」　参加企業等29社
40名
・「敷津浦地域編集塾」　参加者46名
・「平林地域編集塾」　参加者31名
・「大阪市住之江区地域活動協議会補助
金　年間事業計画書の公表について」を区
ホームページにアップ

[24決算額　- 千円]
[25予算額　51,404円]

改革1-⑵-ア
改革1-⑷-ア

改革1－(4)－イ
改革1-⑹

改革2-⑶-イ

【２－１－２　社会的ビジネス化】
・地域見守りという課題解消に向けて、区広報紙
ポスティング業務を「配布業務を活用した配布先
宅の見守り業務」へ再構築し、平成26年度中に社
会的ビジネス化を行う。
[予算額　- 千円]

・区広報紙ポスティング業務の再構築に
よる地域見守りの社会的ビジネス化　1件

【撤退基準】
・上記が実現ができなければ、事業を再
構築する。

・社会的ビジネス化実現に向け、市政改革
室のプロジェクトチームに参加
・社会的ビジネス化対象事業の条件整備
に着手
[24決算額　- 千円]
[25予算額　- 千円]

改革1-⑸-イ

【２－２－１　多様な主体のつながりの場となるラ
ウンドテーブルの運営・拡充】
　・区民の方々や企業、NPO、学校関係者など
様々な人々が夢を語り合い、未来を創造できるラ
ウンドテーブルを引き続き開催(区内5カ所、月1回
程度)し、開催場所や機能の拡充を図るとともに、
「つながり」や「きずな」の大切さを啓発する。
[予算額　- 千円]

・ラウンドテーブルから生まれた新たなま
ちづくり活動　10件以上

【撤退基準】
・上記が5件未満の場合は、事業を再構
築する。

・ラウンドテーブル　区内5ヶ所で開催
[24決算額　- 千円]
[25予算額　- 千円]

改革1-⑴
改革1-⑵-イ
改革2-⑴-ウ
改革2-⑵-ア

１　重点的に取り組む主な経営課題

めざす成果及び戦略
【２　大きな公共を担う活力ある地域社会づくり】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　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を自分たちの手で解決
できる自律的な地域運営が全ての地域で行える
体制づくりの支援を行う。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
・さまざまな地域課題に取り組む自律的な地域運
営に向けた取組みの一つとして、住之江区全体の
地域活動協議会の担い手を対象に「住之江区実
務者交流会」・「敷津浦地域編集塾」・「平林地域
編集塾」を開催したが、いずれの参加者も現在の
地域活動協議会の役員で、65歳以上の高齢者の
参加が多かった。
・地域に愛着や親しみを「持っている」「どちらかと
いうと持っている」という年代別区民の割合　20歳
代以下　77%　30歳代　82%(平成24年度区民モニ
ター)
・地域課題の解決には、地域が主体となって取り
組みを進めていくことが必要であるが、それにか
かる経済的負担・人的負担は非常に大きい。
・地域のまちづくりに関する活動が地域団体、ＮＰ
Ｏや企業などさまざまな活動主体の連携・協働に
より、進められていると感じている区民の割合
20.0%(平成24年度区民モニター)

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
・30代以下の若い世代もまちに対する愛着や親し
みを持っているにも関わらず、気軽に参加できる
きっかけが少なかったため、こうした世代をまちづ
くり活動に巻き込めていない。
・経済的負担・人的負担を前提とした現在の体制
での地域課題への対応は限界を迎えている。
・今まで区内の地域団体やNPO、企業など様々な
活動主体が連携・協働に向けて、意見交換や話し
合いをする交流の場が無かったため、区民認知度
も低かった。

《課題》
・若い世代をまちづくり活動へ巻き込んでいくきっ
かけとして、気軽に参加できるラウンドテーブル等
の取組みを拡充していく必要がある。
・新たに社会的ビジネス化の手法を導入すること
により、地域の負担を軽減し、安定的・継続的な地
域課題解決へ向けた体制づくりを進めていく必要
がある。
・様々な活動主体が連携・協働に向けて、意見交
換や話し合いをする交流の場を設ける必要があ
る。

【２－１　市民による地域運営の活性化】

《めざす状態》
・若い世代やマンション住民といったこれまで地域活動への
関わりが薄かった人たちが地域団体の活動を理解し、参画す
る。
・地域課題を区民自らの手によって解消することができる。

《アウトカム》
・平成26年度までに、地域運営にさまざまな活動主体が参画
し、会計をオープンにするなど、地域が一体となって運営さ
れていると感じている区民の割合　80％以上
・平成26年度までに、中間支援組織による支援を必要とする
団体のうち、適切な中間支援組織による支援を受けることが
できる環境が整備されていると感じている団体の割合　60％
以上
・平成26年度中に、多様な協働による社会的ビジネス化　1件

・若い世代やマンション住民などこれまで地域活動への関わ
りが薄かった人たちなど、より幅広い人たちが地域団体の活
動に理解し参画するよう、より一層の民主的で開かれた組織
運営とや会計の透明性の確保を確立する。
・独居老人等を地域でどう見守っていくかという地域課題に
ついて、昨年度洗い出した事業の社会的ビジネス化により解
決する。

【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】

《めざす状態》
・区内全域で、若い世代によるまちづくりの動きが生まれ
る。

《アウトカム》
・平成27年度までに、区民モニターアンケートにおいて「若
い世代による住之江区のまちづくりが活性化してきた」と答
える区民の割合　50％以上

・ラウンドテーブルなどの場を活用し、幅広い世代に地域ま
ちづくり活動へ参加を促すことで、人のつながりや各団体間
の連携をコーティネートする。

めざすべき将来像に対して、今、

何が課題となっているのか 

課題に対して、３～５年程度でどのような状態を

めざし、どういった施策をいかに展開するのか 

戦略に即して、26年度において、主にどのような取組・

事業を実施するのか 

めざす成果 

めざす成果 

戦    略 

様式2 

戦    略 



経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連めざす成果及び戦略
【２－３－１　様々な活動主体の方々が情報共有
し、交流を図ることで団体どうしの繋がりを生み、
また継続していく拠点施設の運営】
・きずなステーションを拠点に様々な活動やイベン
トに関する情報を収集し、SNSなど多様な媒体を
適正かつ効果的に活用して発信するとともに、広
報手法に関するノウハウの提供などの支援を行
う。
・きずなステーションにおいて、若い世代やNPO、
地域の企業等様々な活動主体の交流の機会を
設け、「つながり」や「きずな」の大切さを啓発しつ
つ、個別のつながりやネットワークづくりを進め
る。
・きずなステーションにおいて、コミュニティビジネ
ス相談会（NPO相談会）を継続して実施（月１
回）。また、地域公共人材の情報を集めた「ボラン
ティア人材バンク」も新たに設立し、マッチングを
図る。
[予算額　2,584千円]

・きずなステーションでの様々な活動主体
による新たなまちづくり活動　10件以上

【撤退基準】
・上記が5件未満の場合、事業を再構築
する。

・きずなステーションの設立・運営
・きずなステーションHPの立ち上げ
・地域実務者交流会の開催
・企業・NPO交流会の開催
[24決算額　- 千円]
[25予算額　681千円]

改革1-⑴
改革1-⑵-イ
改革1-(3)-ア
改革1-⑶-イ
改革2-⑴-ウ
改革2-⑶-イ

【２　大きな公共を担う活力ある地域社会づくり】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　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を自分たちの手で解決
できる自律的な地域運営が全ての地域で行える
体制づくりの支援を行う。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
・さまざまな地域課題に取り組む自律的な地域運
営に向けた取組みの一つとして、住之江区全体の
地域活動協議会の担い手を対象に「住之江区実
務者交流会」・「敷津浦地域編集塾」・「平林地域
編集塾」を開催したが、いずれの参加者も現在の
地域活動協議会の役員で、65歳以上の高齢者の
参加が多かった。
・地域に愛着や親しみを「持っている」「どちらかと
いうと持っている」という年代別区民の割合　20歳
代以下　77%　30歳代　82%(平成24年度区民モニ
ター)
・地域課題の解決には、地域が主体となって取り
組みを進めていくことが必要であるが、それにか
かる経済的負担・人的負担は非常に大きい。
・地域のまちづくりに関する活動が地域団体、ＮＰ
Ｏや企業などさまざまな活動主体の連携・協働に
より、進められていると感じている区民の割合
20.0%(平成24年度区民モニター)

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
・30代以下の若い世代もまちに対する愛着や親し
みを持っているにも関わらず、気軽に参加できる
きっかけが少なかったため、こうした世代をまちづ
くり活動に巻き込めていない。
・経済的負担・人的負担を前提とした現在の体制
での地域課題への対応は限界を迎えている。
・今まで区内の地域団体やNPO、企業など様々な
活動主体が連携・協働に向けて、意見交換や話し
合いをする交流の場が無かったため、区民認知度
も低かった。

《課題》
・若い世代をまちづくり活動へ巻き込んでいくきっ
かけとして、気軽に参加できるラウンドテーブル等
の取組みを拡充していく必要がある。
・新たに社会的ビジネス化の手法を導入すること
により、地域の負担を軽減し、安定的・継続的な地
域課題解決へ向けた体制づくりを進めていく必要
がある。
・様々な活動主体が連携・協働に向けて、意見交
換や話し合いをする交流の場を設ける必要があ
る。 【２－３　多様なつながり（マルチパートナーシップ）の推

進】

《めざす状態》
・様々な活動主体が、情報を共有し、交流を図ることで団体
どうしの繋がりを生み、マルチパートナーシップの形成によ
る継続した活動を行っていく社会

《アウトカム》※重点目標
・平成26年度までに、「地域活動を始めたいときにどうすれ
ばいいかなど地域活動に参画しやすい環境が整っている」、
「地域まちづくりに関する活動が地域団体やNPO、企業などさ
まざまな活動主体の連携・協働により進められていると感じ
ている」、「地域の活動において、ファシリテーション能力
やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じ
ている」区民の割合　60%以上

・コミュニティ相談会(NPO相談会)の開催や「ボランティア人
材バンク」を活用したマッチングなどにより、きずなステー
ションを活用したまちづくりやまちおこしに向けた多様なつ
ながりづくりを進める。

めざす成果 

戦    略 



経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連

【３－１－１　地域および職員の防災力向上】
・事前学習会や次のような訓練を実施すること
で、わがまち防災プランを活用し、住民が主体と
なって防災訓練が出来るよう支援する。
　避難所開設運営訓練（14ヶ所）、津波避難訓練
（10ヶ所）、夜間津波避難訓練（1ヶ所）
・職員を対象に避難所に赴く地域研修を実施す
る。（職員の1/3対象）
・ITを活用した職員訓練（6回）
・Twitterを活用し災害情報をリアルタイムに発信
・避難勧告・避難指示に対して的確な対応がとれ
るよう広報紙などを活用し周知する。
[予算額　2,576千円]

・各訓練参加者に対しアンケートを行い、
「訓練に参加することが有意義である」と
回答した割合が80％以上

【撤退基準】
・上記割合が50％未満であれば、事業を
再構築する。

【平成25年度】
・12ヶ所で避難所開設訓練実施
・1ヶ所で夜間津波訓練実施
・ITを活用した職員訓練4回実施
【平成24年度】
・11ヶ所で避難所開設訓練実施
・ITを活用した職員訓練2回実施
[24決算額　1,235千円]
[25予算額　2,195千円]

改革2-⑶-イ
改革2-(4)

【３－１－２　津波避難ビル協定および企業との防
災協定締結の推進】
・わがまち防災プランにおいて、避難先として重要
な位置づけにある津波避難ビル・福祉避難所との
協定締結を進めていくことで、災害時の区民の受
入れ態勢を整える。また、企業と防災協定を締結
し、災害時に設備や技術の協力を得る。
[予算額　- 千円]

・津波避難ビルの協定を区内10ヶ所で締
結
・福祉避難所協定を区内3ヶ所で締結
・企業や店舗との防災協定を20社と締結

【撤退基準】
・津波避難ビル協定締結が5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が2ヶ所未満であ
れば、事業を再構築する。
・企業との防災協定締結が10社未満であ
れば、事業を再構築する。

【平成25年度】
・津波避難ビル協定締結28ヶ所
【平成24年度】
・津波避難ビル協定締結1ヶ所
[24決算額　- 千円]
[25予算額　- 千円]

改革2-(4)

【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。（3校）
[予算額　629千円]

・生徒へのアンケートで、防災出前講座
や防災研修会により「防災に対する意識
が高まった」と答える割合　80％以上

【撤退基準】
・上記割合が50％未満であれば、事業を
再構築する。

【平成25年度】
・防災出前講座を7校で実施
・防災研修会を2校で実施
【平成24年度】
・防災出前講座を7校で実施
・防災研修会を2校で実施
[H24決算額　160千円]
[H25予算額　356千円]

改革2-⑴-ウ
改革2-(4)

１　重点的に取り組む主な経営課題

めざす成果及び戦略
【３　安全・安心なまちづくり】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　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
上させることで、災害による死者・負傷者・重傷者
数ゼロを目ざす。
　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、犯罪と通行の妨
げとなるよな放置自転車のない安全に暮らせるま
ちをつくる。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
・津波による死者・負傷者・重傷者数（H25年10月
に公表された大阪府域の被害想定の公表より）
　早期避難率低　12,708名　　避難迅速化　0名
・津波避難ビル協定書締結（H25年9月末現在）
 16か所
・区内街頭犯罪発生件数
　H22年1,509件、H23年1,207件、H24年1,114件
・平成24年度区民モニターアンケートにて、自転車
の無謀な運転や放置自転車が原因で、危険なめ
にあった、危険だと感じたことがあるとの回答が
89.5％

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
・災害時に迅速に避難を行うことで、被害がかなり
軽減されるが、その際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い。
・より多くの安全に避難できる場所を確保する必要
があるが、緊急時の対応が困難、避難スペースが
少ないなどの理由で協定書の締結まで至らない。
・街頭犯罪全般は減少傾向にあるものの、自転車
盗や車上ねらいなど増加しているものもある。
・放置自転車による通行障がいが原因で安全な通
行ができなくなっていると考えられる

《課題》
・災害に立ち向かうには、自分が住む地域が地
震・津波・水害の時どのような状況になるのかを周
知しておく必要がある。
・命を守るための取組みであることを周知し引続き
津波避難ビルへの協力を求めていく必要がある。
また、地域によっては近くに津波避難ができる高
層の建物がないところもあるため、避難場所や避
難経路などを日常より周知する必要がある。
・平日昼間での災害発生時に戦力となることが期
待される区内中学生の防災力向上が必要であ
る。
・犯罪（特に自転車盗や車上狙いなど）が発生した
場所や時間に合わせ、地域や警察、区役所が合
同で啓発パトロールやキャンペーンを実施するこ
とにより区民の防犯意識を高め、街頭犯罪発生件
数の減少に向けた取組みを強化する必要がある。
・通行の妨げとなる放置自転車を減らすための、
マナー啓発や効率的な撤去が必要である。

【３－１　「わがまち防災プラン」プロジェクトの推進】

《めざす状態》
・わがまち防災プランに基づき地域実情に応じた避難方法を
全区民が認知していること

《アウトカム》
平成27年度までに区民モニターアンケートにて
・「災害時に自分が何をすれば良いのかを知っている」区民
の割合：80％以上
・「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

　
・災害時の地域特性を反映した各地域ごとのわがまち防災プ
ランを基に、事前学習会や各種防災訓練を実施するなど、地
域が自らの力で防災訓練ができるよう支援するとともに、災
害時の避難先となる津波避難ビル・福祉避難所のさらなる確
保に努める。

【３－２　「まちを守る中学生」プロジェクトの推進】

《めざす状態》
・区内中学生が災害発生時に自分がとるべき行動が分かる。

《アウトカム》
・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：27年度までに80％以上

・地域で災害時に役割が担えるよう防災教育を行うことで、中学生
の防災力向上を図る。

めざすべき将来像に対して、今、

何が課題となっているのか 

めざす成果 

課題に対して、３～５年程度でどのような状態を

めざし、どういった施策をいかに展開するのか 

戦略に即して、26年度において、主にどのような取組・

事業を実施するのか 

めざす成果 

戦    略 

戦    略 

様式2 



経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連めざす成果及び戦略
【３－３－１　「まちの危ないうかがい隊」プロジェク
トの推進】
・平成25年度実施の防犯アンケート（街頭犯罪に
関するアンケート）の結果や街頭犯罪発生状況を
踏まえ、警察と連携し、犯罪が発生したエリアを重
点的に巡回するなど、青色防犯パトロール及び自
転車によるパトロールを強化する。また全ての巡
回パトロール時において、区民の皆さんからいた
だいたご意見等を関係局へ引き継ぐ等、インター
フェイス機能の強化を図る。
・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50回以上)
・地域安全対策チームのユニホームを現在の物
から警備服タイプのものに変更し、目視による抑
止効果を図る。
[予算額　1,000千円]

・防犯アンケートにおいて、「青色防犯パ
トロールや自転車による防犯活動やひっ
たくり防止カバーの取付けなどの防犯
キャンペーンが防犯活動として評価でき
る」とした割合　70％以上

【撤退基準】
上記割合が50％未満であれば、事業を
再構築する。

【平成25年度】
・自転車ワイヤーロック及びひったくり防災
カバーの取付けキャンペーン年間30回実
施
【平成24年度】
・自転車ワイヤーロック及びひったくり防災
カバーの取付けキャンペーン年間20回実
施
[24決算額　  707千円]
[25予算額　1,000千円]

改革2-⑴-ウ
改革2-⑵-ア

改革2-(4)

【３－３－２　街頭犯罪対策事業】
・街頭犯罪7手口のうち特に犯罪発生件数が多い
自転車盗・車上ねらいの対策を始めとして、ひっ
たくりや強制わいせつ事案対策についても、警察
と合同で強化する。具体的な取組内容は次のと
おり。
　駐輪場や駐車場、地域の安全活動の拠点とな
る「地域安全センター」へセンサーライトを設置
　犯罪発生地点において防犯啓発を行い防犯ブ
ザーの配布を実施
　犯罪が多発する地域やこどもの通学路などに防
犯カメラを設置
　[予算額　5,880千円]

・防犯アンケートにおいて、「街頭犯罪手
口別に対策を行うことで街頭犯罪の減少
に繋がる活動として評価できる」とした割
合が70％以上

【撤退基準】
・上記割合が50％未満であれば、事業を
再構築する。

26年度新規事業
[24決算額　- 千円]
[25予算額　- 千円]

平成26年度新規事業

【３－３－３　放置自転車対策「Do！プラン」】
・引き続き、重点地域である地下鉄「玉出駅」、
「住之江公園駅」に、サイクルサポーターを週３～
６日配置し、駐輪場への誘導等の啓発活動を実
施する。
・建設局と連携し、放置自転車の撤去を休日に行
うなど、効率的に実施する。
[予算額　8,142千円]

・区民モニターアンケートで「駐輪場等へ
駐輪している」と回答した割合　85%

【撤退基準】
・上記割合が50%未満であれば、事業を
再構築する。

【平成25年度】
・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（玉出駅：9時間1名体
制、住之江公園駅：6時間3名体制）
[24決算額　 7,036千円]
[25予算額　12,487千円]

改革2-(4)

【３　安全・安心なまちづくり】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　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
上させることで、災害による死者・負傷者・重傷者
数ゼロを目ざす。
　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、犯罪と通行の妨
げとなるよな放置自転車のない安全に暮らせるま
ちをつくる。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
・津波による死者・負傷者・重傷者数（H25年10月
に公表された大阪府域の被害想定の公表より）
　早期避難率低　12,708名　　避難迅速化　0名
・津波避難ビル協定書締結（H25年9月末現在）
 16か所
・区内街頭犯罪発生件数
　H22年1,509件、H23年1,207件、H24年1,114件
・平成24年度区民モニターアンケートにて、自転車
の無謀な運転や放置自転車が原因で、危険なめ
にあった、危険だと感じたことがあるとの回答が
89.5％

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
・災害時に迅速に避難を行うことで、被害がかなり
軽減されるが、その際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い。
・より多くの安全に避難できる場所を確保する必要
があるが、緊急時の対応が困難、避難スペースが
少ないなどの理由で協定書の締結まで至らない。
・街頭犯罪全般は減少傾向にあるものの、自転車
盗や車上ねらいなど増加しているものもある。
・放置自転車による通行障がいが原因で安全な通
行ができなくなっていると考えられる

《課題》
・災害に立ち向かうには、自分が住む地域が地
震・津波・水害の時どのような状況になるのかを周
知しておく必要がある。
・命を守るための取組みであることを周知し引続き
津波避難ビルへの協力を求めていく必要がある。
また、地域によっては近くに津波避難ができる高
層の建物がないところもあるため、避難場所や避
難経路などを日常より周知する必要がある。
・平日昼間での災害発生時に戦力となることが期
待される区内中学生の防災力向上が必要であ
る。
・犯罪（特に自転車盗や車上狙いなど）が発生した
場所や時間に合わせ、地域や警察、区役所が合
同で啓発パトロールやキャンペーンを実施するこ
とにより区民の防犯意識を高め、街頭犯罪発生件
数の減少に向けた取組みを強化する必要がある。
・通行の妨げとなる放置自転車を減らすための、
マナー啓発や効率的な撤去が必要である。

【３－３　区民の安全・安心を担う総合拠点としての区役所
づくり】

《めざす状態》
・区役所が安全・安心を担う区民に身近な総合行政の拠点となる。

《アウトカム》※重点目標
・平成26年度までに、日常生活の様々な相談や要望について、区
役所が適切に対応していると感じている区民の割合　80%
・平成26年度街頭犯罪発生件数　前年度比10％減
・平成28年度までに、区民モニターアンケートで、「以前より放置自
転車が少なくなったため、通行しすくなった」と答える区民の割合
60%
　

・区内の街頭犯罪発生状況や被害にあわないための心構えを広く
周知することで区民の防犯意識の向上を図る。また、犯罪が多発
する地域において重点的に対策を行うことで犯罪発生件数減少の
取組みを強化する。また、インターフェイス機能についても、さらに
強化を図っていく。
・サイクルサポーター事業を継続して行い、駐輪場への誘導を行う
とともに、放置自転車の撤去を効率的に実施することで、放置自転
車を減少させる。

めざす成果 

戦    略 



経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連

【４－１－１　コミュニティビジネスによる福祉交通
の育成】
・平成25年度の実証実験を踏まえ、高齢者・障が
い者、妊婦等を対象とした、新たな実証実験を行
い、福祉交通のコミュニティビジネス化を支援す
る。
・実証実験に対するアンケート調査を実施し、ニー
ズを把握する。
・福祉有償運送立上げ及び初期運営に対する補
助制度を運用する。
・地域交通手段確立へ向けたノウハウの提供な
ど、立ち上げを目ざす事業者へのさらなる支援を
進める。
[予算額　13,283千円]

・バスの利用者アンケート調査で「バスの
満足度（運行ルート）」について満足と回
答した割合　60％以上

【撤退基準】
・上記割合が40％未満の場合は、事業を
再構築する。

・年間利用者　651人（Ｈ25.9現在）
[24決算額　- 千円]
[25予算額　16,242千円]

改革1-⑸-ア
改革2-⑴-ウ

【４－２－１　小児・周産期医療を安定的かつ継続
的に提供できる民間病院の開設及び区民への情
報提供の充実】
・平成25年度に決定された民間病院事業予定者
の平成26年度中の整備スケジュールを着実に達
成できるよう進捗状況の管理を行い、関係局と連
携し必要な対応を行う。また、民間病院の整備に
関わる進捗状況をホームページをはじめとする広
報媒体を活用し、適宜・適切に広く区民に周知す
る。
[予算額　- 千円〕

・平成25年度に決定された民間病院事業
予定者の平成26年度中の整備スケ
ジュールの達成

【撤退基準】
・上記が達成できなかった場合、事業を
再構築する。

・公開市場調査に意向表明のあった6事業
者との意見交換会を平成25年4月から6月
に実施し、民間病院等が広く参入しやい公
募条件等を病院局と連携し検討
・８月に外部委員で構成する選定委員会を
開催し募集要項を決定。9月に公募を開始
し、11月に事業予定者を決定（予定）
・区民への周知については、住吉市民病
院にかかる取組状況等について区ホーム
ページに適宜掲載するとともに区広報紙に
も掲載
[24決算額　- 千円]
[25予算額　- 千円]

１　重点的に取り組む主な経営課題

めざす成果及び戦略
【４　幅広い世代が暮らしやすいまちづくり】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　こども・高齢者・障がい者を含むすべての区民
が、地域で支えあえるまちづくりをすることで、幅
広い世代がくらしやすいまちをつくる。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
・平成22年国勢調査において、住之江区の65歳以
上高齢者は28,911人、区内人口比22.7%、また独
居率は37.2%。高齢者人口の伸びに比例して、認
知症高齢者も増加傾向にある。
・身体障がい者手帳交付台帳登録者数　6,797人
（平成24年度、平成20年度比16.1%増）
・療育手帳交付台帳登載数　1,134人（H25.3.31現
在）
・精神障がい者保健福祉手帳所持者数　1,051人
（H25.3.31現在）
・出生者数　1,407人（H24.3.31現在出生届受理
数）
・平成25年3月31日で赤バスが廃止
・平成26年4月１日にバス事業民営化基本プラン
（案）に沿ったバスの路線の見直しが実施される予
定
・出生者数　1,407人（H24.3.31現在出生届受理
数）
・周産期医療（産科）の状況（南部医療圏）
分娩取り扱い施設数の減少　17ヶ所（平成17年）
⇒　14ヵ所（平成22年）
・小児救急搬送受入件数の発生件数に占める比
率（平成22年：大阪市消防局データ）
　南部医療圏　　33.1％
　北部医療圏　　78.3％
　東部医療圏　　41.4％
　西部医療圏　　47.2％
※南部医療圏・・・阿倍野区・住之江区・住吉区・
東住吉区・平野区・西成区
・地域における小児・周産期医療を将来にわたり
充実させるため、住吉市民病院を平成28年度に
府立急性期・総合医療センターへ機能統合〔府市
共同住吉母子医療センター(仮称)を新たに整備〕
する。
・「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%
「人種について関心がある」「少し関心がある」
65.7%　(平成22年度「人権問題に関する市民意識
調査」)
【再掲】・平成23年度の虐待相談件数
  高齢者 22件　児童 61件
平成24年度の虐待相談件数
  高齢者 32件　児童 242件　障がい者 6件※
※障がい者についてはH24年度の法施行より集計開始

・40～69歳の肥満者の割合（平成23年）
　　大阪市　男性　31.8％　女性　17.8％
　　住之江区　男性　31.7%　女性　19.2％
・高血圧症有病者数
　　大阪市　男性　50.6％　女性　38.8％
　　住之江区　男性　52.2%　女性　38.5％
・糖尿病有病者数
　　大阪市　男性　15.6％　女性　7.6％
　　住之江区　男性　16.9%　女性　7.7％
○運動習慣の割合
　　大阪市　男性　31％　女性25％
　　住之江区　男性　30％　女性28％
　　※運動習慣とは1回30分以上の運動を週2回以
上1年以上継続していることを指す。
・緑化の推進の活動に「参加したいが、できない」
と回答　28.2％(平成23年度区民モニター)
・15歳未満の人口（人口比）
南港ポートタウン　平成12年　4,590人(16.3％)　平
成25年推計　1,748人(7.9％)
住之江区 平成12年　19,895人(14.7%)　平成25年
推計　14,110人(11.3%)
・高齢者（65歳以上）人口（人口比）
南港ポートタウン　平成12年　2,083人(7.4％) 　平
成25年推計　5,472人(24.8％)
住之江区　平成12年　19,409人(14.3％)　 　平成
25年推計　31,762人(25.5%)

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
・高齢者は敬老優待乗車証、障がい者は市営交
通料金割引（身体障がい者手帳・療育手帳の呈示
による割引、介護人付無料乗車証、単独用無料
乗車証、乗車料金割引証）やタクシー利用（身体
障がい者手帳・療育手帳の呈示による割引、料金
の給付※初乗り運賃の9割給付）などを移動の際
に利用している。
・平成52年には65歳以上の高齢者は28,627人、区
内人口比40.6％にも及ぶ。（「日本の地域別将来
推計人口H25.3月推計　国立社会保障・人口問題
研究所」
・高齢者や障がい者などいわゆる交通弱者とよば
れる方々が増える一方で、厳しい財政状況のも
と、交通弱者の方々の移動サービスを提供する上
で、全市統一的なサービスの提供では限界があ
り、それぞれのニーズに沿った、ニアイズベターの
施策展開が必要である。
・南部医療圏は、他の地域に比べ小児・周産期医
療（産科）が不足している。
・高齢化の進行とともに、地域での見守りが必要
な要援護者も増加する。
・人権問題に関する学習経験の有無と人権問題
への問題意識の強さとは相関関係が認められる。
また人権学習の形式では、特に「教師・学識者に
よる授業・講演」や「映画・ビデオなどの映像媒体
を用いたもの」が役立ったという結果となった。(平
成22年度「人権問題に関する市民意識調査」分析
報告書より)
・健康的な暮らしを続けていくためには、適度な運
動習慣を身につけることが有効であるが、その習
慣を持つ区民の割合は高いとはいえず、生活習
慣病有病者が全市平均を上回る一因となってい
る。
・花と緑のまちづくり活動に参加したくてもできない
人の多くは、活動場所が遠い、活動時間が合わな
いといったことが主な要因となっている。
・大阪南港野鳥園、ノーカーゾーン、川のある緑道
などの多様な資源があるが、まちびらきから30年
以上が経過し老朽化等の課題が顕在化しており、
また日常生活に必要な商業施設や医療施設も少
ないことから、まちの魅力が減り、若者が減少して
いる。

《課題》
・料金に対する助成制度は存在するが、気軽に利
用できる交通手段や、福祉交通サービスに対する
立上げ・運営に向けての支援は存在しなかった。
・市民協働による持続可能な移動サービスの検討
ため、ニーズに沿った地域交通サービスの確立に
向け、検討を図る必要がある。
・民間病院の誘致等、小児・周産期医療の更なる
充実・強化を図るための更なる取組みを進める必
要がある。
・地域福祉の推進を目ざして、各種地域の団体や
企業、NPOなどから構成される地域活動協議会を
ターゲットに、意識の醸成を図るための取り組みを
推進する必要がある。
・より多くの人に人権について考える機会を設ける
ため、小学校等より身近な会場で人権学習会を開
催するとともに、映画・ビデオ等を用いて、効果的
な人権啓発を行う必要がある。
・多様化する虐待に対しては、地域住民による見
守りネットワークをさらに強化していく必要がある。
・生活習慣病の予防に向け運動の重要性の啓発
や気軽に取り組める体制の整備、食生活への意
識の向上を図る必要がある。
・花と緑のまちづくりに関する活動内容の多様化
が必要である。
・潜在する資源や新たな都市魅力の発掘、現有資
源の効果的な活用策などを検討し、南港・咲洲地
域が全体として活気のあるにぎわい豊かなまちと
なるための方策を検討する必要がある。

【４－１　コミュニティビジネスによる福祉交通の促進】

《めざす状態》
・福祉交通の促進により、交通弱者が気軽にでかけることが
できるまち

《アウトカム》
・コミュニティビジネスによる福祉交通の立上げ　1件

・コミュニティビジネスによる福祉的交通手段の立上げに向
けて、実証実験及び福祉有償運送交通事業者育成補助制度の
運用を行う。

【４－２　小児・周産期医療の充実】

《めざす状態》
・地域において、小児・周産期医療のさらなる充実・強化を
図ることにより、区民が安心して出産・子育てができる環境
が整っている。

《アウトカム》
・小児・周産期医療を安定的かつ継続的に提供できる民間病
院の開設

・他の地域に比べ、なお不足する小児・周産期医療を安定
的・継続的に提供できる民間病院を開設すべく、整備スケ
ジュール等の進捗管理を関係局と共に行っていく。

めざすべき将来像に対して、今、

何が課題となっているのか 

課題に対して、３～５年程度でどのような状態を

めざし、どういった施策をいかに展開するのか 

戦略に即して、26年度において、主にどのような取組・

事業を実施するのか 

めざす成果 

戦    略 

めざす成果 

戦    略 

様式2 



経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連めざす成果及び戦略
【４－３－１：地域福祉推進支援事業】
・「（仮称）地域福祉推進大会」を開催(年1回)し、
地域による見守り活動の重要性の啓発や各地域
活動協議会の活動事例の共有を行う。また、「（仮
称）地域福祉推進大会」について、住民主体での
企画・運営を行えるよう支援する。
[予算額　656千円]

・「（仮称）地域福祉推進大会」の参加者
アンケートで、「本大会の開催は、見守り
活動の活性化に向けた取組みとして意義
がある」と答えた割合　80%以上

【撤退基準】
・上記割合が70%未満であれば、事業を
再構築する。

・地域福祉推進大会
【平成24年度】
　実施回数1回　参加者数253人
[24決算額　224千円]
[25予算額　345千円]

【４－３－２　人権尊重のまちづくり】
・各校下の、区民にとって身近な小学校や福祉会
館といった会場で人権学習会を開催(10カ所)し、
「人権」＝「難しい・堅苦しい」「自分には関係な
い」というイメージを払拭しつつ、日常生活の場で
ある家庭や地域、職場等にあるさまざまな人権問
題について考える、効果的な啓発交流の場をつく
り、地域の中の見守り強化、虐待防止の強化を推
進する。
[予算額　2,004千円]

・人権学習会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　80％以上

【撤退基準】
・上記意見が50%以下であれば、事業を
再構築する。

・地域と連携し、14地区で人権学習会を開
催
・人権啓発推進員による人権学習会を開
催
・「人権啓発推進協議会機関紙(あゆみ)」
の発行
・住之江まつり・生涯学習フェスティバルで
人権啓発コーナーを設置
[24決算額　1,814千円]
[25予算額　2,004千円]

【４－４－１：区をあげた虐待防止の取組み推進】
（再掲）
・虐待防止リーダー、コーディネーターへのフォ
ローアップ研修を行いつつ、平成25年度に引き続
き、虐待の早期発見・防止のため、虐待防止サ
ポーター（愛称：さざんかリボンズ）養成研修（14
回）を地域で実施する。
・ネットワークのすそ野を広げるため、ライフライン
事業者などの協力を得て、虐待防止サポーターと
して参加を促す。
[予算額　5,760千円]

・虐待防止サポーターの養成
　14地域×100名＝計1,400名
・虐待防止サポーターとなるライフライン
事業者　5社参加

【撤退基準】
・虐待防止サポーター数が目標の50％に
届かなければ、事業を再構築する。
・虐待防止サポーターとなるライフライン
事業者が3社未満であれば、事業を再構
築する。

・虐待防止サポーター養成講座受講者数
625名（平成25年10月現在）
・虐待防止リーダー養成講座受講者数　75
名
・虐待防止コーディネーター　14名

[24決算額　- 千円]
[25予算額　5,600千円]

改革2-⑴-ウ
改革2-⑶-イ

【４　幅広い世代が暮らしやすいまちづくり】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　こども・高齢者・障がい者を含むすべての区民
が、地域で支えあえるまちづくりをすることで、幅
広い世代がくらしやすいまちをつくる。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
・平成22年国勢調査において、住之江区の65歳以
上高齢者は28,911人、区内人口比22.7%、また独
居率は37.2%。高齢者人口の伸びに比例して、認
知症高齢者も増加傾向にある。
・身体障がい者手帳交付台帳登録者数　6,797人
（平成24年度、平成20年度比16.1%増）
・療育手帳交付台帳登載数　1,134人（H25.3.31現
在）
・精神障がい者保健福祉手帳所持者数　1,051人
（H25.3.31現在）
・出生者数　1,407人（H24.3.31現在出生届受理
数）
・平成25年3月31日で赤バスが廃止
・平成26年4月１日にバス事業民営化基本プラン
（案）に沿ったバスの路線の見直しが実施される予
定
・出生者数　1,407人（H24.3.31現在出生届受理
数）
・周産期医療（産科）の状況（南部医療圏）
分娩取り扱い施設数の減少　17ヶ所（平成17年）
⇒　14ヵ所（平成22年）
・小児救急搬送受入件数の発生件数に占める比
率（平成22年：大阪市消防局データ）
　南部医療圏　　33.1％
　北部医療圏　　78.3％
　東部医療圏　　41.4％
　西部医療圏　　47.2％
※南部医療圏・・・阿倍野区・住之江区・住吉区・
東住吉区・平野区・西成区
・地域における小児・周産期医療を将来にわたり
充実させるため、住吉市民病院を平成28年度に
府立急性期・総合医療センターへ機能統合〔府市
共同住吉母子医療センター(仮称)を新たに整備〕
する。
・「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%
「人種について関心がある」「少し関心がある」
65.7%　(平成22年度「人権問題に関する市民意識
調査」)
【再掲】・平成23年度の虐待相談件数
  高齢者 22件　児童 61件
平成24年度の虐待相談件数
  高齢者 32件　児童 242件　障がい者 6件※
※障がい者についてはH24年度の法施行より集計開始

・40～69歳の肥満者の割合（平成23年）
　　大阪市　男性　31.8％　女性　17.8％
　　住之江区　男性　31.7%　女性　19.2％
・高血圧症有病者数
　　大阪市　男性　50.6％　女性　38.8％
　　住之江区　男性　52.2%　女性　38.5％
・糖尿病有病者数
　　大阪市　男性　15.6％　女性　7.6％
　　住之江区　男性　16.9%　女性　7.7％
○運動習慣の割合
　　大阪市　男性　31％　女性25％
　　住之江区　男性　30％　女性28％
　　※運動習慣とは1回30分以上の運動を週2回以
上1年以上継続していることを指す。
・緑化の推進の活動に「参加したいが、できない」
と回答　28.2％(平成23年度区民モニター)
・15歳未満の人口（人口比）
南港ポートタウン　平成12年　4,590人(16.3％)　平
成25年推計　1,748人(7.9％)
住之江区 平成12年　19,895人(14.7%)　平成25年
推計　14,110人(11.3%)
・高齢者（65歳以上）人口（人口比）
南港ポートタウン　平成12年　2,083人(7.4％) 　平
成25年推計　5,472人(24.8％)
住之江区　平成12年　19,409人(14.3％)　 　平成
25年推計　31,762人(25.5%)

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
・高齢者は敬老優待乗車証、障がい者は市営交
通料金割引（身体障がい者手帳・療育手帳の呈示
による割引、介護人付無料乗車証、単独用無料
乗車証、乗車料金割引証）やタクシー利用（身体
障がい者手帳・療育手帳の呈示による割引、料金
の給付※初乗り運賃の9割給付）などを移動の際
に利用している。
・平成52年には65歳以上の高齢者は28,627人、区
内人口比40.6％にも及ぶ。（「日本の地域別将来
推計人口H25.3月推計　国立社会保障・人口問題
研究所」
・高齢者や障がい者などいわゆる交通弱者とよば
れる方々が増える一方で、厳しい財政状況のも
と、交通弱者の方々の移動サービスを提供する上
で、全市統一的なサービスの提供では限界があ
り、それぞれのニーズに沿った、ニアイズベターの
施策展開が必要である。
・南部医療圏は、他の地域に比べ小児・周産期医
療（産科）が不足している。
・高齢化の進行とともに、地域での見守りが必要
な要援護者も増加する。
・人権問題に関する学習経験の有無と人権問題
への問題意識の強さとは相関関係が認められる。
また人権学習の形式では、特に「教師・学識者に
よる授業・講演」や「映画・ビデオなどの映像媒体
を用いたもの」が役立ったという結果となった。(平
成22年度「人権問題に関する市民意識調査」分析
報告書より)
・健康的な暮らしを続けていくためには、適度な運
動習慣を身につけることが有効であるが、その習
慣を持つ区民の割合は高いとはいえず、生活習
慣病有病者が全市平均を上回る一因となってい
る。
・花と緑のまちづくり活動に参加したくてもできない
人の多くは、活動場所が遠い、活動時間が合わな
いといったことが主な要因となっている。
・大阪南港野鳥園、ノーカーゾーン、川のある緑道
などの多様な資源があるが、まちびらきから30年
以上が経過し老朽化等の課題が顕在化しており、
また日常生活に必要な商業施設や医療施設も少
ないことから、まちの魅力が減り、若者が減少して
いる。

《課題》
・料金に対する助成制度は存在するが、気軽に利
用できる交通手段や、福祉交通サービスに対する
立上げ・運営に向けての支援は存在しなかった。
・市民協働による持続可能な移動サービスの検討
ため、ニーズに沿った地域交通サービスの確立に
向け、検討を図る必要がある。
・民間病院の誘致等、小児・周産期医療の更なる
充実・強化を図るための更なる取組みを進める必
要がある。
・地域福祉の推進を目ざして、各種地域の団体や
企業、NPOなどから構成される地域活動協議会を
ターゲットに、意識の醸成を図るための取り組みを
推進する必要がある。
・より多くの人に人権について考える機会を設ける
ため、小学校等より身近な会場で人権学習会を開
催するとともに、映画・ビデオ等を用いて、効果的
な人権啓発を行う必要がある。
・多様化する虐待に対しては、地域住民による見
守りネットワークをさらに強化していく必要がある。
・生活習慣病の予防に向け運動の重要性の啓発
や気軽に取り組める体制の整備、食生活への意
識の向上を図る必要がある。
・花と緑のまちづくりに関する活動内容の多様化
が必要である。
・潜在する資源や新たな都市魅力の発掘、現有資
源の効果的な活用策などを検討し、南港・咲洲地
域が全体として活気のあるにぎわい豊かなまちと
なるための方策を検討する必要がある。

【４－３　すべての人が豊かにくらせるまちづくりの推進】

《めざす状態》
・要援護者の孤立化を防止し、要援護者を地域で見守り支え
あうまち
・区民一人ひとりがお互いの基本的人権やかけがいのない命
を尊重しあうまち、「人権が尊重されている」と多くの区民
が実感できるまち

《アウトカム》※重点目標
・平成29年度末までに、区民モニターアンケートで「地域に
よる見守り活動が盛んである」と回答する区民の割合　50％
以上
・平成２７年度までに、区民モニターアンケートにて「人権
が尊重されるまちである」と回答する区民の割合　60％以上

・地域福祉を推進するため住民主体の大会を開催し、「地域
で支えあうまちづくり」を目指した各地域の将来像や地域福
祉に貢献する事業などについて互いに情報交換を行う場とす
ることで、地域の各団体や企業、ＮＰＯからなる地域活動協
議会における地域福祉推進の意識醸成を図る。
・各小学校下の区民にとって身近な会場で人権学習会を開催
し、多くの区民に人権について考える機会を設ける。

【４－４　「虐待防止あったかネット」プロジェクトの推
進】

《めざす状態》
・地域での見守り活動など、虐待防止のネットワークが機能
している。

《アウトカム》
・平成26年度　虐待による死亡事案ゼロ

・区民の方を対象に「虐待防止サポーター」（さざんかリボ
ンズ）を養成し、高齢者・障がい者・児童虐待防止に力を発
揮することができる仕組みを構築する。

めざす成果 

戦    略 

めざす成果 

戦    略 



経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連めざす成果及び戦略
【４－５－１　すこやか住之江推進事業】
・区民が健康について考える契機となるよう楽し
みながら健康チェックや健康相談を行うイベントを
開催する。(年1回)
・地域で区民が継続してウォーキングに取り組め
るよう区民が主体となりコースを設定しマップを作
成(7中学校区)し、そのマップを区内施設や各種
講座などで配布する。また、地域健康講座におい
て、生活習慣病予防、認知症予防などの啓発と
併せて、ウォーキング実践(各地区1回、計7回)を
行いウォーキングに取り組む区民を増やす。
・幅広い世代で栄養・健康に配慮した食生活を実
践し、食についての関心を高められるようクッキン
グ教室や講座(計12回)、食育展(年1回)を開催す
る。
[予算額　69千円]

・健康チェックや健康相談を行うイベント
の来場者　500名以上
・ウォーキング実践への参加者　100名以
上
・講座などへの参加者　のべ360名以上
・食育展来場者　200名以上

【撤退基準】
・上記目標数値を下回れば、それぞれの
事業において再構築する。

・健康展開催（H25.10）
・7中学校区中6校区でコース作成（予定）
・ウォーキング会　1回開催予定
・親子クッキング、講座などの開催13回（予
定）
・食育展1回
[24決算額　61千円]
[25予算額　70千円]

【４－６－１　花と緑のまちづくり】
・花と緑のまちづくりの必要性や重要性を啓発す
るとともに、様々な世代の方が活動に参加できる
ように、より身近な場所（公園や学校など）に活動
の場を設けるなどの環境づくりを行う。
・花づくりに必要な資材の提供などにより、区民ボ
ランティアが自ら育てた花苗を、区内公共施設
（公園、学校、福祉会館など）に植える活動を支援
する。（年２回程度）
・ボランティアの知識や技術を高めるため、ボラン
ティア対象の勉強会(４回)を開催する。
[予算額　1,300千円]

・花と緑のまちづくりのボランティア数
前年度比5%増（平成25年度ボランティア
数　240人）

【撤退基準】
・上記が半減すれば、事業を再構築す
る。

・花と緑のまちづくりへの参加者数　273人
・花苗づくり（花づくり広場3箇所、年間
15,000株）
[24決算額　609千円]
[25予算額　1,340千円]

改革1-(2)-イ

【４－７－１　南港・咲洲地域の将来像についての
「リバイタルプラン」の策定】
・専門的知識を有する有識者からの意見やまちづ
くりの諸課題に精通した事業者による分析結果等
を活用するとともに、検討会を開催（年5回程度）
し、咲洲リバイタルプランを策定する。
・南港・咲洲地域の住民との意見交換会を適宜開
催し、住民の意見と検討会での議論内容を双方
で反映させるなど検討会との効果的な連携を図
る。
[予算額　3,149千円]

・リバイタルプラン（案）が実現すれば、南
港・咲洲地域が活気のあるまちになると
感じる住民意見交換会メンバーの割合
70％

【撤退基準】
・上記割合が50％以下であれば、事業を
再構築する。

【平成25年度】
・検討会を年４回開催（予定）
・検討会の主要3局（都市計画局・港湾局）
にて課長会及び担当者会議を適宜開催
・7月に南港在住職員と意見交換
・9月に南港・咲洲地域再生のための調査
検討業務の事業者を決定
・10月以降住民との意見交換会を適宜開
催（予定）
・3月咲洲リバイタルプラン骨子を策定（予
定）
[24決算額　- 千円]
[25予算額　- 千円]

改革2-(1)-ア
改革2-⑴-ウ

【４　幅広い世代が暮らしやすいまちづくり】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　こども・高齢者・障がい者を含むすべての区民
が、地域で支えあえるまちづくりをすることで、幅
広い世代がくらしやすいまちをつくる。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
・平成22年国勢調査において、住之江区の65歳以
上高齢者は28,911人、区内人口比22.7%、また独
居率は37.2%。高齢者人口の伸びに比例して、認
知症高齢者も増加傾向にある。
・身体障がい者手帳交付台帳登録者数　6,797人
（平成24年度、平成20年度比16.1%増）
・療育手帳交付台帳登載数　1,134人（H25.3.31現
在）
・精神障がい者保健福祉手帳所持者数　1,051人
（H25.3.31現在）
・出生者数　1,407人（H24.3.31現在出生届受理
数）
・平成25年3月31日で赤バスが廃止
・平成26年4月１日にバス事業民営化基本プラン
（案）に沿ったバスの路線の見直しが実施される予
定
・出生者数　1,407人（H24.3.31現在出生届受理
数）
・周産期医療（産科）の状況（南部医療圏）
分娩取り扱い施設数の減少　17ヶ所（平成17年）
⇒　14ヵ所（平成22年）
・小児救急搬送受入件数の発生件数に占める比
率（平成22年：大阪市消防局データ）
　南部医療圏　　33.1％
　北部医療圏　　78.3％
　東部医療圏　　41.4％
　西部医療圏　　47.2％
※南部医療圏・・・阿倍野区・住之江区・住吉区・
東住吉区・平野区・西成区
・地域における小児・周産期医療を将来にわたり
充実させるため、住吉市民病院を平成28年度に
府立急性期・総合医療センターへ機能統合〔府市
共同住吉母子医療センター(仮称)を新たに整備〕
する。
・「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%
「人種について関心がある」「少し関心がある」
65.7%　(平成22年度「人権問題に関する市民意識
調査」)
【再掲】・平成23年度の虐待相談件数
  高齢者 22件　児童 61件
平成24年度の虐待相談件数
  高齢者 32件　児童 242件　障がい者 6件※
※障がい者についてはH24年度の法施行より集計開始

・40～69歳の肥満者の割合（平成23年）
　　大阪市　男性　31.8％　女性　17.8％
　　住之江区　男性　31.7%　女性　19.2％
・高血圧症有病者数
　　大阪市　男性　50.6％　女性　38.8％
　　住之江区　男性　52.2%　女性　38.5％
・糖尿病有病者数
　　大阪市　男性　15.6％　女性　7.6％
　　住之江区　男性　16.9%　女性　7.7％
○運動習慣の割合
　　大阪市　男性　31％　女性25％
　　住之江区　男性　30％　女性28％
　　※運動習慣とは1回30分以上の運動を週2回以
上1年以上継続していることを指す。
・緑化の推進の活動に「参加したいが、できない」
と回答　28.2％(平成23年度区民モニター)
・15歳未満の人口（人口比）
南港ポートタウン　平成12年　4,590人(16.3％)　平
成25年推計　1,748人(7.9％)
住之江区 平成12年　19,895人(14.7%)　平成25年
推計　14,110人(11.3%)
・高齢者（65歳以上）人口（人口比）
南港ポートタウン　平成12年　2,083人(7.4％) 　平
成25年推計　5,472人(24.8％)
住之江区　平成12年　19,409人(14.3％)　 　平成
25年推計　31,762人(25.5%)

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
・高齢者は敬老優待乗車証、障がい者は市営交
通料金割引（身体障がい者手帳・療育手帳の呈示
による割引、介護人付無料乗車証、単独用無料
乗車証、乗車料金割引証）やタクシー利用（身体
障がい者手帳・療育手帳の呈示による割引、料金
の給付※初乗り運賃の9割給付）などを移動の際
に利用している。
・平成52年には65歳以上の高齢者は28,627人、区
内人口比40.6％にも及ぶ。（「日本の地域別将来
推計人口H25.3月推計　国立社会保障・人口問題
研究所」
・高齢者や障がい者などいわゆる交通弱者とよば
れる方々が増える一方で、厳しい財政状況のも
と、交通弱者の方々の移動サービスを提供する上
で、全市統一的なサービスの提供では限界があ
り、それぞれのニーズに沿った、ニアイズベターの
施策展開が必要である。
・南部医療圏は、他の地域に比べ小児・周産期医
療（産科）が不足している。
・高齢化の進行とともに、地域での見守りが必要
な要援護者も増加する。
・人権問題に関する学習経験の有無と人権問題
への問題意識の強さとは相関関係が認められる。
また人権学習の形式では、特に「教師・学識者に
よる授業・講演」や「映画・ビデオなどの映像媒体
を用いたもの」が役立ったという結果となった。(平
成22年度「人権問題に関する市民意識調査」分析
報告書より)
・健康的な暮らしを続けていくためには、適度な運
動習慣を身につけることが有効であるが、その習
慣を持つ区民の割合は高いとはいえず、生活習
慣病有病者が全市平均を上回る一因となってい
る。
・花と緑のまちづくり活動に参加したくてもできない
人の多くは、活動場所が遠い、活動時間が合わな
いといったことが主な要因となっている。
・大阪南港野鳥園、ノーカーゾーン、川のある緑道
などの多様な資源があるが、まちびらきから30年
以上が経過し老朽化等の課題が顕在化しており、
また日常生活に必要な商業施設や医療施設も少
ないことから、まちの魅力が減り、若者が減少して
いる。

《課題》
・料金に対する助成制度は存在するが、気軽に利
用できる交通手段や、福祉交通サービスに対する
立上げ・運営に向けての支援は存在しなかった。
・市民協働による持続可能な移動サービスの検討
ため、ニーズに沿った地域交通サービスの確立に
向け、検討を図る必要がある。
・民間病院の誘致等、小児・周産期医療の更なる
充実・強化を図るための更なる取組みを進める必
要がある。
・地域福祉の推進を目ざして、各種地域の団体や
企業、NPOなどから構成される地域活動協議会を
ターゲットに、意識の醸成を図るための取り組みを
推進する必要がある。
・より多くの人に人権について考える機会を設ける
ため、小学校等より身近な会場で人権学習会を開
催するとともに、映画・ビデオ等を用いて、効果的
な人権啓発を行う必要がある。
・多様化する虐待に対しては、地域住民による見
守りネットワークをさらに強化していく必要がある。
・生活習慣病の予防に向け運動の重要性の啓発
や気軽に取り組める体制の整備、食生活への意
識の向上を図る必要がある。
・花と緑のまちづくりに関する活動内容の多様化
が必要である。
・潜在する資源や新たな都市魅力の発掘、現有資
源の効果的な活用策などを検討し、南港・咲洲地
域が全体として活気のあるにぎわい豊かなまちと
なるための方策を検討する必要がある。

【４－５　すこやか住之江の推進】

《めざす状態》
・健康の保持・増進、生活習慣病予防のため、運動習慣をつ
け栄養バランスなど健康に配慮した食生活をしている区民を
増やす。

《アウトカム》
平成27年度までに
・ウォーキングなど運動習慣のある区民　40％
・栄養バランスなど健康に配慮した食生活をしている区民
60％

・区民に生活習慣病予防のための運動・食生活についての情
報・知識を提供し、改善に取り組む動機づけとなるような講
座、催しを開催するとともに、運動を継続できるよう地域で
の取り組みを促進する。

【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】

《めざす状態》
・区民ボランティアがいきいきと花と緑のまちづくり活動に
参加し、うるおいのあるまちづくりが進められている。

《アウトカム》
・平成27年度末までに、「花と緑のまちづくり活動に参加し
てみたい」と答えた区民の割合　60％

・新たに花と緑のまちづくり活動に参加する区民を開拓する
ために、活動時間や場所などを多様化することにより、様々
な世代が無理なく楽しく参加することができる環境づくりを
行う。

【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）」の検討推進】

《めざす状態》
・若い未来を担う世代を含め幅広い世代が、夢と希望をもっ
ていきいきと暮らせるような活気のある南港・咲洲地域とす
る。

《アウトカム》※重点目標
・平成27年度までに「南港・咲洲地域には活気がある」と回
答する区民の割合　50％

・南港ポートタウンを中心とした南港・咲洲地域の再生を図
るため、専門家や住民意見を踏まえながら、平成26年度末ま
でに「咲洲リバイタルプラン」を策定し、個別取組みを順次
実施していく。

めざす成果 

戦    略 

めざす成果 

戦    略 

めざす成果 

戦    略 



経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連

【５－１－１　区政会議の運営】
・引き続き区政会議全体会(3回程度)・部会(随時)
を開催し、区の課題全般について議論する。
・効率的な部会運営を行うために、開催内容・方
法などの検証を行い、さらなる改善を図る。また、
その部会で議論する課題に対してさらに深い議論
が出来るよう、有識者の区政会議への参加を依
頼する。
・区政会議で議論され、出された意見を施策に反
映させる。
・区政会議について区民の認知度を向上させるた
め、区政会議の開催・議論や提案・区政への意見
反映の状況等について、HP及び区広報紙等での
周知を行う。
[予算額　946千円]

・区政会議参加委員から、「区民の意見を
聞き取るために区政会議は有効である」
との意見　80%

【撤退基準】
・上記割合が60%未満であれば、事業を
再構築する。

【平成25年度】
・全体会を１回開催（年間3回予定）、テー
マごとに議論を行えるよう、4つの部会（各
部会2～3回）を開催
【平成23・24年度】
テーマに応じた区政会議の開催〔平成23
年度：防災、平成24年度：学校選択制〕
[24決算額　147千円]
[25予算額　621千円]

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

【５－１－２　「サイレントマジョリティの声」に耳を
澄ます取り組み】
・区長自らが区民や地域の声を聞く機会を確保す
るため、引き続き出前区長を実施する。（月１回程
度）
・課題ごとの区民モニターアンケート（年間4回）を
実施する。
・「すみのえ大好き隊」による街頭アンケートの検
証結果をもとに、さらに効率的に意見やニーズを
聴き取る手法を検討する。（月１回程度）
[予算額　1,353千円]

・区民モニターアンケート及び街頭アン
ケート等で、「区役所に意見やニーズを届
ける機会が増えた」と回答する区民の割
合　80%

【撤退基準】
・上記割合が30%未満であれば、事業を
再構築する。

【平成25年度】
・区民モニターアンケート2回実施（年間4
回予定）
・市政モニターアンケート実施（12月6日実
施予定）
・市政改革室によるマーケット・リサーチ出
前研修受講（10月15日開催）
・出前区長の実施（10月1日現在　10回）
・「すみのえ大好き隊」による街頭アンケー
トの実施（10月開始・2回実施）
【平成24年度】
・区民モニターアンケート4回実施
[24決算額　600千円]
[25予算額　812千円]

改革2-(2)-ア

【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。
・引き続き、平成24年度に立ち上げた窓口サービ
ス検討委員会を月１回開催し、窓口改善に向けた
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。
・外部講師（年１回予定）や所属内講師（年３回予
定）による接遇研修により、市民接遇時の挨拶、
話し方、マナー、電話対応の向上を図る。
・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を行い、届出窓口と
証明発行窓口の分離等効率的な窓口体制を構
築する。
・フロアマネージャーと窓口案内員の業務を統合
し、総合的に窓口案内業務を行う。
[予算額　- 千円]

・来庁者アンケートを行い、窓口サービス
について「良かった」「どちらかといえば良
かった」の割合　80%

【撤退基準】
・上記アンケートの結果が50%以下であれ
ば、事業を再構築する。

【平成25年度】
・始業時、窓口にて一斉挨拶
・フロアマネージャーの配置
・「住之江区民ＨＡＰＰＹ　ＤＡＹ」実施（11
月）
・待合いスペースにキッズコーナー、絵本・
図書コーナーを設置
【平成24年度】
・来庁者に対して、窓口における待ち時間
や動線の調査(5月)
[24決算額　- 千円]
[25予算額　- 千円]

改革2-(5)

１　重点的に取り組む主な経営課題

めざす成果及び戦略
【５　自律した自治体型の区政運営】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　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す
とともに、全職員が自らの業務に対して前向きに
取り組む職場風土を定着させる。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
・平成24年度区民モニター結果
〔区民の意見やニーズが区役所に届いていると感
じるか〕
肯定的な意見・・・12.1％、否定的な意見・・・48.9％
〔区政に関する情報が区民に届いていると思うか〕
肯定的な意見・・・20.6％、否定的な意見・・・53.8％
〔区政運営が区民の対話・協働により進められて
いると感じるか〕
肯定的な意見・・・9.2％、否定的な意見・・・43.3％
〔区政運営が区民により評価され、区に届いてい
ると感じるか〕
肯定的な意見・・・7.6％、否定的な意見・・・46.2％
・平成24年度の区役所来庁者サービス格付け調
査結果において、窓口サービス課としては、フロア
マネージャー、ボイスコール、番号表示板等の設
置による待ち時間短縮など評価される点はあった
が、住之江区全体での評価は、星なし。
・仕事にやりがいを「感じる」「ある程度感じる」職
員の割合
　住之江区　75.7%　　大阪市全体　79.7%

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
・区民からの意見やニーズの聞き取り手法が区民
に浸透していない状況であるとともに、区政に関す
る情報も幅広くいきわたっているとはいえない。
・お客様目線に立つべき窓口担当職員の意識と接
遇方法に個人差があり、挨拶、名札の位置、話し
方などにおいて格付け低評価の原因となった。
・仕事にやりがいを感じている職員の割合が、全
市平均を下回っている。

《課題》
・区民の意見・ニーズの聴取方法等を検証し、積
極的に地域に出ていき、直接区民の意見・ニーズ
を聴取する等、新たな仕組みを構築する必要があ
る。
・区民に対し区政に関する情報が幅広くいきわた
るよう、新たな取り組みを行う必要がある。
・市民接遇時の挨拶、話し方、マナーの向上
・電話対応時の発言スタイルの統一
・狭隘スペースでのレイアウトや待ち時間短縮を
図るとともに、待ち時間を快適に過ごしていただく
ための工夫が必要である。
・職員が担当業務に対して、達成感を得られるよう
にポジティブアプローチを活用した取組みを進める
必要がある。

【５－１　区の施策の方向性を決定する仕組みづくり】

《めざす状態》
・サイレントマジョリティといわれる区民の意見も区政に反映するこ
とができる仕組みを構築することで、区民の区政への参画が拡大
する。

《アウトカム》
・平成26年度までに、「区政に意見やニーズが届いている」、区政
運営について「計画段階から区民との対話や協働により進められ
ている」「多様な区民による評価が区に届いている」と感じている区
民の割合　80%

・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、街頭アンケート、各種事業アン
ケートなどで、区民の意見やニーズを聴取する。また、聴取した意
見・ニーズを区政会議にて議論するとともに、区の施策について委
員から評価や意見をいただき、区政に反映させる。

【５－２　区民から信頼される利便性の高い区役所づくり】

《めざす状態》
・職員の意識向上を図り、区役所の窓口対応が改善されてい
る。

《アウトカム》
・平成26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%

・市民目線を重視した窓口サービスを提供するため、接遇に
特化した外部講師による研修やＯＪＴにより、接遇レベルの
向上を図る。
・快適な待合い環境整備を進める。

めざすべき将来像に対して、今、

何が課題となっているのか 

めざす成果 

課題に対して、３～５年程度でどのような状態を

めざし、どういった施策をいかに展開するのか 

戦略に即して、26年度において、主にどのような取組・

事業を実施するのか 

戦    略 

めざす成果 

戦    略 

様式2 



経営課題 具体的取組 業績目標 前年度までの実績 市政改革プランとの関連めざす成果及び戦略
【５－３－１　広報の充実】
・広報紙を手にとって読んでもらえるよう、写真や
イラストを多用した目にとまる紙面構成とする。
・地域担当制度等を活用し、地域に根ざした記事
の拾い上げを行う仕組み作りに取り組む。
・HPの住之江区の魅力・見どころをはじめとする
PRコンテンツの充実について、地域担当制度等
の活用を検討する。
・HP、広報紙に区長の写真入りメッセージを積極
的に掲載する。
[予算額　17,246千円]

・「区政に関する情報が届いている」と感
じる区民の割合　80％以上
・居住する区の区長の顔や名前を知って
いる区民の割合　60％以上

【撤退基準】
・「区政に関する情報が届いている」と感
じる区民の割合が50％を下回れば、事業
を再構築する。
・居住する区の区長の顔や名前を知って
いる区民の割合が50％を下回れば、事業
を再構築する。

・広報紙区内市営交通全駅配架（平成25
年5月号～）
・広報紙のデザインリニューアル（平成25
年7月号～）
・全戸配布開始（平成25年10月号～）
・ＨＰのリニューアル（平成25年8月～）
[24決算額　9,201千円]
[25予算額　12,372千円]

改革1-(1)
改革2-⑴-ウ
改革2-(3)-ア
改革3-(10)-イ

【５－３－２　多様な広報媒体の活用】
・身軽にかつ迅速な情報発信を行うため、メール
マガジン（年24回）や携帯サイト・Twitter・
Facebook等のリアルタイムでの更新が可能な
ツールを活用し、子育て支援情報及び若者向け
のイベント情報を積極的に発信する。
[予算額　－千円]

・Twitterフォロワー数2,500件以上
・メールマガジン登録数1,250件以上
【撤退基準】
・Twitterフォロワー数、メールマガジン登
録数が前年度を下回れば事業を再構築
する。

・メールマガジン（PC版・携帯版）開始（平
成21年度）
・Twitter開始（平成23年度）
・Facebook開始（平成25年度）
[24決算額　-千円]
[25予算額　-千円]

改革1-(1)
改革2-(3)-ア
改革3-(10)-イ

【５－４－１　職員の意識改革】
・前向きにチャレンジしていく集団として、区役所
全体にかかわる事業の企画立案から実施までを
携わったり、区役所の意識を変えるための改革を
行うため、区長からの委嘱や任用に基づく各課横
断的なプロジェクトチームを立ち上げる。
・省けるものはどんどん省いていく考えのもと、業
務改善や事務効率向上を目ざして、若手職員を
対象とした研修を実施する。（年２回）
[予算額　294千円]

・「仕事にやりがいを感じる」「ある程度や
りがいを感じる」職員の割合　90%以上

【撤退基準】
・上記割合が80%未満の場合は、事業を
再構築する。

・職員力向上基本プランを策定
・区役所格付け評価に対応するため、民間
講師による接遇研修を実施
・元気アップサポーターチームの再構築に
よる結成
[24決算額　  - 千円]
[25予算額　123千円]

改革2-(5)
改革3-(9)-ア
改革3-(9)-イ

改革3-(10)-オ

【５　自律した自治体型の区政運営】

《めざすべき将来像》
（最終的なめざす状態）
　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す
とともに、全職員が自らの業務に対して前向きに
取り組む職場風土を定着させる。

《現状》
（課題設定の根拠となる現状・データ）
・平成24年度区民モニター結果
〔区民の意見やニーズが区役所に届いていると感
じるか〕
肯定的な意見・・・12.1％、否定的な意見・・・48.9％
〔区政に関する情報が区民に届いていると思うか〕
肯定的な意見・・・20.6％、否定的な意見・・・53.8％
〔区政運営が区民の対話・協働により進められて
いると感じるか〕
肯定的な意見・・・9.2％、否定的な意見・・・43.3％
〔区政運営が区民により評価され、区に届いてい
ると感じるか〕
肯定的な意見・・・7.6％、否定的な意見・・・46.2％
・平成24年度の区役所来庁者サービス格付け調
査結果において、窓口サービス課としては、フロア
マネージャー、ボイスコール、番号表示板等の設
置による待ち時間短縮など評価される点はあった
が、住之江区全体での評価は、星なし。
・仕事にやりがいを「感じる」「ある程度感じる」職
員の割合
　住之江区　75.7%　　大阪市全体　79.7%

《要因分析》
（現状・データから導かれる分析結果）
・区民からの意見やニーズの聞き取り手法が区民
に浸透していない状況であるとともに、区政に関す
る情報も幅広くいきわたっているとはいえない。
・お客様目線に立つべき窓口担当職員の意識と接
遇方法に個人差があり、挨拶、名札の位置、話し
方などにおいて格付け低評価の原因となった。
・仕事にやりがいを感じている職員の割合が、全
市平均を下回っている。

《課題》
・区民の意見・ニーズの聴取方法等を検証し、積
極的に地域に出ていき、直接区民の意見・ニーズ
を聴取する等、新たな仕組みを構築する必要があ
る。
・区民に対し区政に関する情報が幅広くいきわた
るよう、新たな取り組みを行う必要がある。
・市民接遇時の挨拶、話し方、マナーの向上
・電話対応時の発言スタイルの統一
・狭隘スペースでのレイアウトや待ち時間短縮を
図るとともに、待ち時間を快適に過ごしていただく
ための工夫が必要である。
・職員が担当業務に対して、達成感を得られるよう
にポジティブアプローチを活用した取組みを進める
必要がある。

【５－３　地域情報の発信機能の強化】

《めざす状態》
・広報紙以外に、HP・メールマガジン・Twitter・Facebookなど様々な
手法を使い、幅広い方を対象に迅速に地域情報、イベントやまちづ
くり活動の情報がいきわたっている。

《アウトカム》
・平成26年度までに区役所からの情報発信により、必要とする市
政情報を入手できていると感じている区民の割合　80％

・広報紙の全戸配布実施によるスケールメリットを生かしつつ、広
報紙からHP・メールマガジンへ誘導できるよう、若年層及び子育て
世代の層をターゲットにしたコンテンツを充実させることで、HPアク
セス数及びメルマガ発信数の向上を図る。また、区長が自ら情報
発信に努めることで区民に親近感を持ってもらい、区政への関心を
高める。

【５－４　改革を担う職員づくり】

《めざす状態》
・みんなが住みたいまち住之江を目指して、前向きに行動が
できる職場風土の定着。

《アウトカム》
・平成26年度までに、「前向きに業務に取り組んでいる」と
答える職員の割合　90％以上

・ポジティブ・アプローチ手法を活用した組織の活性化や事
業等の企画立案および実行

めざす成果 

戦    略 

めざす成果 

戦    略 

めざす成果 


