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【子ども・教育部会】

めざす
状態

目標

達成状況

取組
内容

目標

取組
実績

達成
状況

課題

改善策

漢検の受検　小学校15校、中学校4校

英検の受検　中学校7校

①受験を通じて学習意欲の向上に肯定的だったと回答した学校長の割合
100％

②受験を通じて自分の強み・弱みを把握できたと回答した生徒の割合
67.7％

学習意欲の向上における目標は達成したが、学力の向上につながるよう取
り組む必要がある。

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

「学習指導員の派遣がこどもたちの学習習慣の定着に有効である」と回答した学校長の割合：100％、保護者の割合：93.7％
申請のあった全ての学校へ発達障害サポーターを配置
「家庭児童相談員の学校訪問が有効」と答えた学校長の割合：80％

学力向上・教育環境の整備

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。

平成28年度　区運営方針振り返り（案）

学習意欲の向上に向け、引き続き学校と連携し取組を進める。

①「生徒の学習習慣の定着に効果がある」と回答した学校長割合：100％、保
護者割合：93.7％「こども学習サポート事業の実施時間が適当」と回答した学
校長割合：83.3％、保護者割合：72.4％

②「スクールカウンセラーの増員により、相談体制が充実した」と感じる学校
長及び保護者の割合　100％

③申請のあった全ての学校へ発達障害サポーターを配置

④「家庭児童相談員の学校訪問が有効である」と回答した学校長割合：80％

発達障がいサポーターの配置について、申請のあった全ての学校へ配置し
ているが、実際の運用について学校の状況に応じて配置する必要がある。

●学力向上と教育環境の整備

効果的な発達障がいサポーターの配置に向け、学校の状況を十分に把握し
取組を進める。

教育環境の整備

①学習の習慣づけを行い、学力の向上につなげるため、学校の夏季・冬季
休暇中に、1回2時間の学習支援（年間最大104時間）を行う学習指導員を全
小・中学校に派遣する。

②引き続きスクールカウンセラー（13名）を増員し、全小・中学校に派遣する。

③引き続き発達障がいサポーターを配置する。

④引き続き家庭児童相談員を配置し、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生徒の学習習慣の定着に効果があると考える学校長および保護者の割合
を90％、こども学習サポート事業の実施時間数が適当であると考える学校長
及び保護者の割合を70％

②「スクールカウンセラーの増員により、相談体制が充実した」と感じる学校
長及び保護者の割合　80％

③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

④「家庭児童相談員の学校訪問が有効である」と考える学校長の割合　80％

①学習指導員の派遣　18校（小学校12校　中学校6校）、計2,259時間
②スクールカウンセラーの派遣　22校（小学校15校　中学校7校）
③発達障がいサポーター配置校　20校（小学校15校　中学校5校）
④家庭児童相談員の区内学校訪問　53件

①区内小学校8校の5年生もしくは6年生、小学校7校の2学年、中学校4校の
1学年を対象に日本漢字能力検定（3～10級を選択）受検を支援する。

②区内中学校6校の1年生もしくは2年生、中学校1校の2学年を対象に実用
英語技能検定（3級～5級を選択）受験を支援する。

①受検者アンケートにて「学習時間が増えた」等、学習意欲向上に肯定的な
回答60％、学校長アンケートにて「複数回受検機会があることで学習意欲
がより高まったと思われる」等、学習意欲向上に肯定的な意見90％

②受験者アンケートにて「英語学習に意欲がわいた」等、学習意欲に肯定
的な回答60％以上

学力向上の取り組み



【子ども・教育部会】　　

めざす
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目標

めざす
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取組内容

目標

①受検者アンケートで「学習時間が増えた」等、学
習意欲向上に肯定的な回答の割合 60％以上、学
校長アンケートで「複数回受検機会があることで
学習意欲がより高まったと思われる」等、学習意
欲向上に肯定的な回答の割合 90％以上

②受験者アンケートで「英語学習に意欲がわい
た」等、学習意欲に肯定的な回答の割合 60％以
上

学習意欲の向上に向けて キャリア形成に通じる教育の推進 ICTの活用

①区内小学校8校の5年生もしくは6年生、小学校7
校の2学年、中学校4校の1学年を対象に日本漢
字能力検定（3～10級を選択）受検費用を負担す
る。

②区内中学校6校の1年生もしくは2年生、中学校1
校の2学年を対象に実用英語技能検定（3級～5級
を選択）受検費用を負担する。

③区内全小、中学校に学習指導員を派遣し、長期
休暇中等に学習できる場を設ける。

④平成28年度に区内小学校7校に買入れた国語
辞典を活用し、辞書引き学習を行う。

国際的なネットワークを持つNGOと連携し、スカイ
プを用いた海外の子どもたちとの交流や、海外か
ら講師を招いて、その国の音楽やダンスを体験す
るなど、多様な文化体験や海外とのコミュニケー
ションを通じながら国際協力への理解を深める。

動くロボットを作ることができるパーツキットを導入
し、組み立てたロボットにICTを使って子どもたち自
身がプログラミングを行うことにより、物事を論理
的に考える機会を提供する。

事業実施後の児童生徒へのアンケートで「今まで
知らなかった知識を得ることができた」と回答した
割合 60％以上

事業実施後の受講者へのアンケートで「ICTを活
用した学習に意欲がわいた」と回答した割合 60％
以上

学校教育の場を通じた先進的な教育が積極的に進められていることによって、子どもたちが「生きる力」を身につけ、たくましく自立していくための力を育
てることができている状態

平成29年度末までに、学校長および保護者への当該事業に関するアンケートで「当該事業が有効である」と回答する割合 60%以上

学力向上・教育環境の整備

平成29年度　区運営方針

●保護者、地域、区全体で支える学校教育

学校、家庭、地域、区役所が連携し、一体で支えていく「地域ぐるみでの教育」が根付くことによって、子どもたちを取り巻く様々な課題に対応できている
状態。

平成31年度末までに、全国学力・学習状況調査の「学校に行くのは楽しいと思いますか」の問いに肯定的な回答をする児童・生徒の割合　全国平均以上

●先進的教育にチャレンジ

地域と一体になった学校運営 児童・生徒、保護者への様々な支援

各学校に設置されている学校協議会の運営を補佐するとともに、教育行政
連絡会や区政会議子ども教育部会で、学校や保護者、地域住民の意見を
聴取する。

①全小中学校へスクールカウンセラーを配置し、不安を抱える子どもや保護
者の相談に応じる。

②申請のあったすべての学校に発達障がいサポーターを配置し、支援が必
要な子どもの学校生活全般をサポートする。

③家庭児童相談員を増員し、子育てに悩む保護者の相談に応じる。

④全小中学校をスクールソーシャルワーカーが巡回し、福祉施策や関係機
関の適切な活用を促すことで、子どもや家族の問題の解決を図るとともに、
学校の福祉的課題への問題解決力向上を目指す。

学校長および保護者へのアンケートで「住之江区の教育環境が整備されて
いる」と回答した割合 50%以上

学校長および保護者へのアンケートで「住之江区の教育環境が整備されて
いる」と回答した割合 50%以上



【福祉・健康部会】
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めざす
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目標

子育て環境の充実

平成28年度　区運営方針振り返り（案）

●住之江「子育てしやす区」プロジェクトの推進

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。

平成30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60％以上 75.0%

待機児童解消の取組 子育て情報の発信 気軽に子育ての相談ができる居場所づくり

子育て世代への相談体制の充実と待機児童の解消

・子ども・子育て支援新制度により保育施設が多様化した中、区民の子育て相談に応えられるように保育コンシェルジュを配置。相談体制を充実し、保
育・教育施設等との連携による子育て情報の収集を強化し、区民の子育てニーズに即した情報提供・情報発信を行う。また保育所待機児童を解消する
ため、教育・保育の場を増やす取組を進める。
 子育てマップの発行（年1回）
 子育て情報紙「わいわい｝の発行（年12回）
 子育てマップ・子育て情報紙のホームページにアップ（随時）
 地域の子育て情報をフェイスブックにアップ（随時）

①子育て世代保護者アンケートで「子育て情報が入手しやすい」、「子育て相談の環境が整っている」に対する肯定的回答　60%以上
②平成29年4月までに保育所待機児童を解消する

子育てマップの発行（年1回）
子育て情報紙の発行（年12回）
子育てマップ・子育て情報紙のホームページ掲載
地域の子育て情報のフェイスブック掲載
保育所空き情報のホームページ掲載

①子育て世代保護者アンケートで「子育て情報が入手しやすい」「子育て相談の環境が整っている」に対して肯定的な回答をした割合：58.8%
②29年4月1日現在待機児童数：7人

・子育て情報の発信や周知方法は、区広報紙の活用など改善が必要。
・待機児童については、こども青少年局と連携をとり引き続き検討する。

・広報紙のさらなる活用や、区のイベントの機会に子育て情報の周知・ニーズの把握を行う。
・「第4回待機児童解消特別チーム会議」において確認された保育施設の設置に向け、こども青少年局と連携をとり公募の手続きを進め待機児童解消を
目指す。

平成29年度　区運営方針

●地域ぐるみで子育てする環境整備

親子が気軽に立ち寄り、親子一緒に交流したり、子育ての相談ができる居場所づくりが進んでいることなどにより、子育てに対する不安感、負担感が減っ
ていると感じることができる状態。

平成31年度末までに、子育てイベント等実施時の来場者アンケートで「子育てがしやすくなった」と回答する割合 60%以上

・保育施設と連携し、保育ニーズや待機児童の状
況を把握し、小規模保育事業所等を開設する。
【関係局予算】

・関係局や「待機児童解消特別チーム」と連携し待
機児童問題に取り組む。

子育て世帯に、効果的に子育て情報を届ける。
・子育てマップの発行（年1回）
・子育て情報紙「わいわい」の発行（年12回）
・子育てマップ・子育て情報紙をHPにて公開（随
時）
・地域の子育て情報をＳＮＳにて公開（随時）

・地域の人々が中心となって運営している「子育て
サロン」への支援や、子ども・子育てプラザ、つど
いの広場等、親子が気軽に集い交流できる場の
機能を充実させるため、要望に応じて、保育士・保
健師・利用者支援専門員を派遣する。

・子育ての様々な相談に応えられるよう、保育士・
保健師・家庭児童相談員・利用者支援専門員を区
役所に配置、また必要に応じて地域にも出向いて
相談を受ける。

・地域の人々が中心となって運営している「子育て
サロン」への支援や、子ども・子育てプラザ、つど
いの広場等、親子が気軽に集い交流できる場の
機能を充実させるため、要望に応じて、保育士・保
健師・利用者支援専門員を派遣する。

・子育ての様々な相談に応えられるよう、保育士・
保健師・家庭児童相談員・利用者支援専門員を区
役所に配置、また必要に応じて地域にも出向いて
相談を受ける。

平成30年4月までに保育所待機児童を解消する。
子育て世帯保護者アンケートで「子育て情報が入
手しやすい」に対して肯定的な回答をした割合 28
年度58.8％

子育て世帯保護者アンケートで「子育て相談の環
境が整っている」に対して肯定的な回答をした割
合 70％以上



【福祉・健康部会】
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区内各地域で高齢者、障がい者等の要援護者や虐待防止のための見守りネットワークが機能している。

「ふだんのくらししあわせプラン」に基づき、各地域及び区全体の様々な地域福祉の課題解決に向けた取組が進められていることを区民が知っている。

平成29年度末までに、区民モニターにおいて「『ふだんのくらししあわせプラン』の内容を知っている」と答える区民の割合　60％

「ふだんのくらししあわせプラン」の周知

区民モニターアンケートで「見守り活動全般について知っている」と回答した割合：77.2％

平成30年度末までに、地域において高齢者、障がい者等の要援護者や虐待防止のための見守り活動が行われていることを
知っている区民の割合（区民モニター）が60％以上。（28末：40％、29末：50％、30末：60％）

地域福祉に関わる活動への更なる参加意識の向上
参照：区民アンケート結果（各活動へ直接関わったことのある割合　いずれも25％以下）

・次世代層の区民を中心とした実行委員による地域福祉に関するイベントを実施するにあたり、区民の企画段階からの参画を計り、防災等福祉以外の
分野と連携したアプローチを行う。
・上記の実行委員を中心とした地域福祉に関する意識醸成を図る機会を年10回以上設ける。
・後述する見守りあったかネット事業の推進

区内における要援護者への見守り活動に関する区民の認知度の向上

・見守りあったかネットｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座の受講対象者を企業や学校とにも広げる。
・見守り活動において企業等との連携を進める。
・各地域の見守り活動の実情に応じた講座や研修を実施する。

支援を必要とする人々を支える体制づくり

●すべての人が豊かに暮らせるまちづくり

平成28年度　区運営方針振り返り（案）

地域において高齢者、障がい者等の要援護者や虐待防止のための見守り活動が行われていることを知っている区民の割合（区民モニター）が40％以上

・地域福祉に関する広報さざんか11月号への特集記事掲載、SNS等での地域福祉に関する情報発信（計45回）、区HPへの新規ページ作成等を実施し
た。
・地域福祉推進大会をリニューアルし、次世代層の区民を中心とした実行委員による地域福祉に関するイベントを複数の団体等と連携しながら開催し
た。（来場者200名）

「『ふだんのくらししあわせプラン』の内容を知っている」と回答した区民割合：49.2％
（区民モニターアンケートで各活動について質問した9問への回答の平均）

・見守りあったかネットサポーター養成講座、同リーダー養成講座　開催12回　参加332人　（H28年12月末時点）
・見守りあったかネットコーディネーター連絡会　毎月1回開催

・「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」で整備する要援護者の名簿を各地域へ提供するにあたって、より効果的に地域での見守り活
動につなげるため、要援護者の見守り体制構築ないし推進・維持に関わる研修等を各地域の担い手（ネットワーク委員や町会長、社協メンバー、民生委
員やボランティアなど）を対象に開催する。（14回）
・高齢者、障がい者、児童に関する研修等を各地域で開催して虐待防止サポーターの養成やフォローアップを行い、平成25～27年度に要請した虐待防
止リーダーと連携しながら区内に虐待防止のネットワークを形成・維持する。（14回）
・見守り活動の推進および虐待防止の要として各地域にコーディネーターを配置。コーディネーターは区社協の見守り相談室とも連携することとし、業務
としては見守り活動に携わるボランティアの調整や、地域における要援護者の見守りおよび虐待防止の見守りのための研修等の開催および住民からの
相談対応や専門機関へのつなぎなどを行う。

見守りあったかネット事業の推進

・概要版の配布や広報紙やホームページといった区の広報媒体の活用による周知を行うとともに、各地域での説明会やワークショップ等の開催などによ
り、プランの認知度向上の取組を進める。
・地域福祉推進大会（年1回）を開催し、地域による見守り活動の重要性などを啓発するとともに、各地域活動協議会の活動事例を共有し、「地域で支え
あうまちづくり」をめざ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、地域福祉推進の意識醸成を
図る。

区民モニターアンケートにより、「『ふだんのくらししあわせプラン』の内容を知っている」と答える区民の割合　40％以上

●区をあげた要援護者の見守りならびに虐待防止の取り組み推進



【福祉・健康部会】

めざす
状態

目標

取組内容

目標

支援を必要とする人々を支える体制づくり

平成29年度　区運営方針

●支援を必要とする人々を支える体制づくり

地域コミュニティを主体とした地域福祉の推進や、福祉と医療との連携を強化することによって、高齢者、障がいのある方などの支えを必要とする人々が、
住み慣れた地域で安心して暮らしつづけることができている状態。

・平成31年度末までに、区民モニターアンケートで「地域福祉に関する取組に参加していることを実感している」と回答する割合 20％以上
・平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「地域において高齢者、障がい者等の要援護者や虐待防止のための見守り活動が行われていることを
知っている」と回答する割合 60％以上
  （29末：50％、30末：60％、31末：60％以上キープ）

身近な地域のひとびとによる見守り活動

・広報紙やHPなどの区の広報媒体にこだわらず、プランに基づ
く様々な地域福祉に関わる取組について、将来の担い手となる
次世代も含めた、区民に効果的に情報発信していく。

・プランに基づく様々な地域福祉に関する取組について、各事
業主体と連携し、区政会議の意見を参考に、進捗管理するとと
もに、必要に応じて各事業主体への支援を行う。

・地域福祉推進にかかるイベント等（年1回）を開催し、次世代
にもアプローチし「支えを必要とするひとを支えあう」ための地
域福祉推進の意識醸成を図る。

区民モニターアンケートで「地域福祉に関する取組が行われて
いることを知っている」と回答した人の割合 60％以上

次世代の担い手の育成

・「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」をより効果的に地
域での見守り活動につなげるため、地域の実情に合わせて、要援護者の見
守り体制構築ないし推進・維持に関わるチームビルディングや運営力アップを
中心にした研修等を各地域の担い手（地域ネットワーク推進員や町会長、区
社協スタッフ、民生委員やボランティア、次世代層等）を対象に14回以上開催
する。

・高齢者、障がい者、児童に関する研修等を5回以上開催し、将来の担い手と
なる次世代層も含めた、見守りあったかネットサポーターの養成やフォロー
アップを行い、平成25～27年度に養成した虐待防止リーダーと連携しながら
区内に虐待防止のネットワークを形成・維持する。

・見守り活動の推進および虐待防止の要として各地域にコーディネーターを1
名、計14名を配置。コーディネーターは区社協の見守り相談室と連携し、見守
り活動に携わるボランティアの調整や、地域における要援護者や虐待防止
や、住民からの相談対応や専門機関へのつなぎなどを行う。

区民モニターアンケートで「地域において高齢者、障がい者等の要援護者や
虐待防止のための見守り活動が行われていることを知っている」と回答した割
合 50％以上
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・生活習慣病予防となる運動習慣の大切さについ
て区民の理解を深めるため、特定健診の際に、体
力測定や運動機能に関するチェックを同時に実施
し、運動に関するアドバイスや情報提供を行う。
（年2回）

・地域で行う講座などの機会に、ウォーキングや
日常生活のすきま時間で身体を動かすことなど実
行しやすい運動習慣について情報提供や指導・啓
発を行う。（年10回）

特定健診や運動講座等への参加者アンケートで
「運動習慣の大切さに対する理解が深まった」と回
答した割合 80％以上

健康に過ごすための食生活

・健康づくりには、子どもから高齢者までの食生活
が重要であるため、食育講座などの機会に、食の
情報を分かりやすく提供することで、健康に対する
問題意識を喚起する。（年20回）

・特定健診の際に、食事内容の診断などを同時に
実施し、食生活に関するアドバイスや情報提供を
行う。（年2回）

特定健診や食育講座等への参加者アンケートで
「受講内容を活かして食生活を改善をしようと思
う」と回答した割合 80％以上

●地域で取り組む健康づくり

高齢者を含めた幅広い世代の健康づくりが、地域とともにより進められている状態。

・平成30年度末までに、区民モニターアンケートで
【40歳代以上】
「日常生活で体を動かす活動を特に何も行っていない」と回答する割合
 20％以下
「食生活の改善が必要と思うが実行できない」と回答する割合 25％以下

運動の習慣化による健康づくり
地域で活動する団体、NPO、
企業との連携による健康づくり

地域で活動するボランティア団体や企業等と連携
して健康に関する講座等を開催し、健康づくりの
情報発信を行っていく。（年70回）

地域で活動する団体等と連携した事業への参加
者　1,300名以上

健康づくりの推進

●すこやか住之江の推進

・内臓脂肪症候群や生活習慣病予防・改善のため、日常生活の中で習慣的に体を動かす活動を行い、食生活の改善に取り組む区民を増やす。

平成30年度までに
・40歳代以上で
①日常生活で体を動かす活動を「特に何も行っていない」区民の割合 10％以下
②食習慣の改善が必要と思うが実行できない人の割合 １７％以下

①24.2％
②28.1％

平成28年度　区運営方針振り返り（案）

・特定健診時の体力測定や食事診断などの啓発事業　2回開催
・特定健診、各種がん検診時における指導・啓発　36回開催
・地域健康講座における指導・啓発活動　63回開催
・食育関係講座　20回開催

・特定健診時の体力測定や食事診断などの啓発　参加者　325名
・特定健診、各種がん検診時における指導・啓発　1,346名
・地域健康講座における指導・啓発　1,505名
・食育関係講座　330名

講座などに参加出来ない方や関心のない方へのアプローチや啓発の工夫が必要。

すこやか住之江推進事業

・特定健診の際に、体力測定や運動に関するチェック、食事内容の診断などを同時に実施し、アドバイスや情報提供を行う。（年2回）

・がん検診など各種健診、講座などの機会に、日常生活で体を動かす活動を増やす方法や、実行しやすい食生活改善方法について、具体的な効果を示
した資料を作成し指導・啓発を行う。（年40回）

・特定健診時に同時に実施する体力測定などの参加者　300名以上
・各種健（検）診、講座における指導・啓発活動参加者　1,600名以上

ウォーキングマップや健康情報誌「メタボン」を区ホームページに掲載し、日常生活のすきま時間で身体を動かしたり、実行しやすい食生活改善の方法な
どに活用していただくよう、広く情報を提供し啓発していく。

平成29年度　区運営方針
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・速やかに事業を開始できるよう、事業者選定を前年度末に実施できるよう、スケジュールを工夫する。
・区内介護事業所への周知を引き続き努めるとともに、生活保護受給者等に対し、総合就職サポート受託事業者と一層の連携を図りながら、介護事業
所に就労することの苦手意識、嫌悪感を解きほぐすことに努める。

介護事業所へ就労する者への支援

・生活保護受給者等を将来の介護人材として育成し、介護事業所への就労
を支援するために、社会参加への不安、就労経験の希薄など、様々な就労
不安の解消を図る必要がある。

平成２９年度中に１０名の就労

介護事業所への支援

雇用者側の介護事業所に対して、雇用にかかる不安の解消や受け入れる
際のアドバイスを行う。

・就労支援のマッチングができた介護事業所へのアンケート調査により、介
護人材就労コーディネート事業が、平成29年度までに従事者の過不足状況
の改善に効果があるとする肯定的回答割合が50%以上。

平成29年度　区運営方針

●介護人材就労コーディネート事業の推進

・人材不足に悩む介護事業所と、就労意欲のある生活保護受給者等の就労をマッチングさせることにより、区内における介護人材の地産地消ともいうべ
き、循環の仕組みを進める。

・就労支援のマッチングができた介護事業所へのアンケート調査により、本事業が従事者不足の改善に効果があるとする肯定的回答割合が50%以上。

　本事業の利用に同意した生活保護受給者等20名に対し、就労にかかる不安要因の解消などのアドバイスや同行支援を行うとともに、区内の人材不足
に悩む介護事業所のうち20施設に対し、就労受入れにかかるアドバイスや施設見学などの調整を行った。

　平成28年度中に8名の就労を達成

・新規事業のため、年度開始当初は、プロポーザルによる委託事業者選定や総合就職サポート受託事業者との調整などに注力し、実際に事業を開始し
たのは7月からであった。
・また、区内介護事業所や生活保護受給者等への事業周知に時間がかかった。受給者等については、やはり介護事業所に就労することの苦手意識、嫌
悪感を持つ方が多く、支援半ばでの拒否も多く見られた。

介護人材就労コーディネート事業

　上記の課題を解決するために、総合就職サポート事業を利用する生活保護受給者等の中から介護事業所に就労する可能性のある人材を発掘、育成
し、不安要因の解消に向けたアドバイスをするとともに、雇用者側の介護事業所の不安要因を解消するため、区内の介護事業所の状況や介護の仕事に
対する知識・経験を有し、また介護事業所に対して、的確なアドバイスができるコーディネート業務を委託する。

　平成28年度中に10名の就労

就労による自立支援

●介護人材就労コーディネート事業

　人材不足に悩む介護事業所と、就労意欲のある生活保護受給者等の就労をマッチングするかたちをつくり、マッチング後は、総合就職サポート事業に
つなぐことにより、区内における介護人材の地産地消ともいうべき、循環の仕組みを立ち上げる。

・就労支援のマッチングができた介護事業所へのアンケート調査により、介護人材就労コーディネート事業が、平
成29年度までに従事者の過不足状況の改善に効果があるとする肯定的回答割合が50%以上。

100％

平成28年度　区運営方針振り返り（案）
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ブランド力の向上

アートとポップカルチャーを軸に住之江区の地域資源を活用し、『住之江』が区内外に認知され、住之江区が高いブランド力を持つようになる。

27.0%

地域への波及に向けて実行委員会において検討する。

区民モニターアンケートで「住之江区はクールジャパン（ポップカルチャー）
が盛んである」と回答した割合：25.2％

住之江区の魅力向上策について、地域の活性化につながるよう取り組む必
要がある。

平成28年度までに住之江が「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%

●「SUMINOE WONDERLAND」の推進

現取組の拡充も視野に区民のニーズを踏まえながら、住之江区の魅力向
上に向けた取組を検討する。

『suminoeクール・ビート』の推進

ポップカルチャーの聖地である南港を核に、住之江区内を「クールジャパン」
として活性化し、「住之江」といえば「クールジャパン」といわれるように対外
的に発信する。また、「大阪・光の饗宴」と連携し、住之江の魅力を広く発信
する。これらの取組により、住之江区のブランド化に向けた取組を進め、関
連イベントの参加者数50,000人を目指す。

住之江区はポップカルチャーが盛んであると思っている区民の割合　　50％

「すみのえ・南港　光のワンダーランド」開催（平成28年12月23・24日）
「会所会～加賀屋新田会所跡でふれる和～」開催（平成29年3月18日）

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、「SUMINOE アート・ビート」開催などにより、「住之江」といえば「アート」と
いわれるよう対外的に発信することで、住之江区のブランド化に向けた取組
を進め、関連イベントの参加者数5,000人を目指す。

・イベント参加者数　　　　　　　　5,000人
・うち区外からの参加者数割合　　50％

平成28年度　区運営方針振り返り（案）

・イベント参加者数　5,000人以上
・イベント実施時の来場者アンケートで　「満足」と回答した割合 60％以上

歴史と文化を活かした魅力の創造

住之江区が有する有形無形の地域資源を活用し、地域と協働しながらイベ
ント、もしくはこれに代わる魅力発信事業（2件）を通じ、住之江区の魅力を創
出・発信する。

イベント実施時の来場者アンケート等で　「満足」と回答した割合 60％以上

住之江区ならではのブランド力の向上やアートを活用したまちづくりに向け、
区役所・地域・地元企業・地元NPOなどとともに、近代化産業遺産（名村造
船所大阪工場跡地）を中心とした北加賀屋エリアにおいて、アートをテーマ
としたイベント「すみのえアート・ビート」を開催する。

アートを活用したまちづくり

平成29年度　区運営方針

近代化産業遺産を活かした『suminoeアート・ビート』の推進

「すみのえアート・ビート2016」開催（平成28年9月11日）

平成32年度末までに、区民モニターアンケートで「現在住んでいる地域に愛着や親しみを持っている」と回答する割合 90％以上

●住之江ならではのブランド力の向上

・イベント参加者数：約7,300人
・うち区外からの参加者数割合：77%

イベント内容について、地域への波及につながるよう取り組む必要がある。

長い歴史の中で蓄積されてきた有形無形の地域資源の発掘・活用や、住之江区ならではの文化の創造・発信などによって、地域の活性化が進んでお
り、住之江区のブランド力がより高まっている
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平成29年度　区運営方針

広　聴　機　能　の　充　実

・街頭やイベントなど様々な場所でアンケートを引き続き実施し、ニーズ把握に努める。
・区民モニターアンケートの実施（4回予定）
・広報紙の懸賞応募を活用したアンケート

区民モニターアンケートや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　50％

●広聴機能の充実

区政に対する区民ニーズを把握し、区政運営に反映させる。

区民モニターアンケートや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　50％

広報紙等の各種広報媒体で取組状況を積極的に周知していく。

・広報紙の懸賞コーナーでアンケートを実施（11回）
・区民モニターアンケートの実施（3回）
・街かどご意見箱　区内３ヵ所に継続して設置

区民モニターアンケートや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」と回答した区民の割合：30.5％

区政会議や市民の声で頂いた意見を施策に反映させた事例があるにも関わらず、その取組が区民に十分伝わっていない。

区民からの意見を集約する取組の推進

・街頭やイベントなど様々な場所でアンケートを引き続き実施し、ニーズ把握に努める。
・区民モニターアンケートの実施（4回予定）
・広報紙の懸賞応募を活用したアンケート
・市民の声に加えて、区役所や商店街等にご意見箱を設置し、投書のあった意見や要望を関係課・機関に引継ぐ。

区民モニターアンケートや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　50％

広聴機能の充実

●区の施策の方向性を決定する仕組みづくり

区民の区政運営へのご意見や評価を活かして、改善や新たな展開へとつなげている。

区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上 48.3%

平成28年度　区運営方針振り返り（案）



【魅力・ブランド部会】

めざす
状態

目標 達成状況

取組
内容

目標

取組
実績

達成
状況

課題

改善策

趣旨
目的

目標

取組内容

目標 「区政に関する情報が届いている」と感じる区民の割合　40％以上 Facebookページへのいいね数1,500件以上

広報紙「さざんか」の企画記事を地域密着型とし、メッセージ性を持たせるこ
とで、他の媒体にはない魅力を全面に押し出し、より多くの方に読んでいた
だけるよう工夫する。

紙媒体とWebの連動を強化することで、各広報媒体の機能向上を図る。

●分かりやすい広報

すべての区民に分かりやすく情報を伝える。
若年層に行政への関心を高めてもらえるよう、SNSを活用した情報発信を行
う。

「区政に関する情報が届いている」と感じる区民の割合　40％以上 Facebookページへのいいね数　前年以上

●多様な手法を活用した情報発信

分かりやすい広報 多様な手法を活用した情報発信

・動画コンテンツを拡充し、2次元コードで広報紙と融合させ、紙媒体から動
画への拡がりを持たせることで、広報紙の魅力アップを図る。
・広報紙を手にとって読んでもらえるよう、人の目を引く企画をはじめ、キャッ
チコピー、写真、イラストを多用した目にとまる紙面構成とする。
・地域情報の収集を積極的に行い、地域に根ざした記事を掲載する。
・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。

・身軽にかつ迅速な情報発信を行うため、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。
・若年層に圧倒的人気のＬＩＮＥを活用し、若者や子育て層への情報発信を
強化する。

平成29年度　区運営方針

・行政からの情報をできる限り平易に表現した。
・紙媒体とWeの連動させることで、広報誌の機能向上を図った。
・広報紙を手に取って読んでもらえるよう、人の目を引く企画をはじめ、
キャッチコピー、写真を多用した紙面構成とした。
・地域情報の収集を積極的に行い、地域に根差した記事を掲載した。

・Facebookいいね数1,043件（平成29年3月31日現在）
・Twitterフォロワー数1,880件（平成29年3月31日現在）
・LINE友だち登録数813件（平成29年3月31日現在）

区民モニターアンケートで「区の取組に関する情報が伝えられている」と回
答した割合：43.0％

区Facebookへのいいね数：1,043件

区政情報の入手ルートが広報紙「さざんか」である方の割合が高い状況か
ら、より多くの方に区政情報が伝わるよう、広報誌の魅力を向上させる必要
がある。

区Facebookへのいいね数をさらに増やすとともに、区民モニターアンケーの
「区の取組に関する情報が伝えられている」の回答割合の拡大につなげる
必要がある。

広報のさらなる充実 多様な広報媒体の活用

・動画コンテンツを拡充し、2次元コードで広報紙と融合させ、紙媒体から動
画への拡がりを持たせることで、広報紙の魅力アップを図る。
・広報紙を手にとって読んでもらえるよう、人の目を引く企画をはじめ、キャッ
チコピー、写真、イラストを多用した目にとまる紙面構成とする。
・地域情報の収集を積極的に行い、地域に根ざした記事を掲載する。
・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。

・身軽にかつ迅速な情報発信を行うため、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。
・若年層に圧倒的人気のＬＩＮＥを活用し、若者や子育て層への情報発信を
強化する。

「区政に関する情報が届いている」と感じる区民の割合　40％以上 区Facebookページへのいいね数1,500件以上

情報発信機能の充実

●区役所の情報発信機能の強化

区広報紙をはじめ、区のＨＰ・Twitter・Fａｃｅｂｏｏｋ・ＬＩＮEなど多様なツールを活用し、幅広い層に対し、迅速に地域情報・イベントやまちづくり活動等の情
報がいきわたっている。

区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

43.0%

平成28年度　区運営方針振り返り（案）



【安全・安心部会】

めざす
状態

目標 達成状況

 

取組
内容

目標

取組
実績

達成
状況

課題

改善策
出前講座や防災訓練、講演会等あらゆるツールを活用し、周知することで
地域住民の「備える」意識の向上を図る。

訓練に参加した職員に対しアンケートを実施し、「災害時の参集基準や自身
の任務を理解した」と回答した割合：90.0％

さらなる職員の防災意識の向上に向け、引き続き取り組む必要がある。

平成28年度までに区民に対しアンケートを行い、
・「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：60％以上
・「住んでいる地域で防災計画が作成されていることを知っている」区民の割合：60％以上

●区や地域の特性に応じた防災計画の推進

継続して、研修や訓練を実施し、区災害対策本部の防災力の底上げを図
る。

区災害対策本部の防災力の向上

・災害時において、被災者や自主防災組織に対して迅速かつ的確に対応で
きるよう、初期初動対応を担う緊急区本部員や直近参集者等も含め職員に
対し研修及び区災害対策本部設置運用訓練を実施する。（各1回）

・区災害対策本部に必要な情報伝達機器や機材、装備品等の整備を行い
体制整備を行う。

訓練に参加した職員に対しアンケートを実施し、「災害時の参集基準や自身
の任務を理解した」と回答した割合が80％以上

地域の防災力向上

防災講演会１回、出前講座12回、地域における各種訓練の支援14地域
中学校出前講座6回、防災リーダー研修1回、各避難所に大人用紙おむつ
や生理用品、汚物処理剤等備蓄物資配備
広報紙11月号防災特集掲載、ホームページのリニューアル

訓練に参加した区民に対しアンケートを実施し、「訓練に参加することが有
意義であった」と回答した割合：96.0％

「住民自らが非常備蓄品を備える必要がある」との意識醸成を図る必要が
ある。

・区民を対象とした防災に関する講演会や出前講座を開催する。

・地域における各種訓練実施に際し、事前に地域の防災計画や訓練参加の
必要性等についての講演等を行い、防災意識の高揚と防災知識の向上を
図る。

・地域が行う地域特性や災害の種類に応じた避難所開設訓練、津波避難訓
練等の各種訓練の実施を支援する。（14地域）

・防災活動の新たな担い手となり得る中学生や地域において中核的に防災
活動を行う地域防災リーダーに対し、研修及び訓練を実施する。

・高齢者、障がい者、妊婦等の要配慮者や女性に配慮した備蓄物資を災害
時避難所に配備・拡充し、災害時における避難生活環境の向上を図る。

・地域が行う避難行動要支援者名簿の作成や避難支援の取組に対し支援
する。

・広報紙、ホームページ、Twitter、facebook等の広報媒体を活用し、区の防
災計画や災害情報を効果的に広報・周知する。

訓練に参加した区民に対しアンケートを実施し、「訓練に参加することが有
意義であった」と回答した割合が80％以上

緊急区本部員研修5回、訓練5回　　直近参集者研修1回
区災害対策本部設置・運用訓練2回（うち1回は緊急区本部員、直近参集者
参加）
職員訓練1回
区災害対策本部用デジタル無線機の配備

平成28年度　区運営方針振り返り（案）

災害に備える

地域の特性や災害の種類に応じた避難方法を全区民が認知し、災害時に自助や共助の取組により安全に避難できる

・ 66.2％
・ 31.9％



【安全・安心部会】

めざす
状態

目標

取組内容

目標

めざす
状態

目標

取組内容

目標

家庭での災害の備え 地域の自主防災組織等による備え

非常備蓄品の備えや家具等の転倒防止対策、定期的な屋内外のチェックな
どについて防災訓練(14回)や広報紙(3回)、HP(3回)等で広く周知を行う。

・過去の大災害を教訓に、地域ごとに定める「地区防災計画（わがまち防災
プラン）」の作成を支援する。

・地域の自発的な「共助」による防災・減災の活動促進のため、自主防災組
織による避難所開設・運営や高齢者等の避難支援を想定した訓練等の実
施を支援する。

区民モニターアンケートで「家庭での備蓄や災害対策の必要性を感じる」と
回答した割合 60％以上

避難所開設・運営訓練実施時の参加者アンケートで「地域の防災力は向上
している」と回答した割合 60％以上

平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「お住まいの地域や家庭で災害に対する備えができている」と回答する割合 60％以上

防災計画の充実 防災意識の向上に向けた啓発 津波避難ビルの確保、備蓄物資の充実

災害に対する事前の備えや、災害発生時の区民
や地域、区役所の役割と具体的行動を定めた「住
之江区防災計画（住之江区防災プラン）」の改訂
版を作成する。

・地域における各種防災訓練等のサポートや防災
出前講座の実施(14回)・消防署等関係機関と連携
し、地域防災の要となる防災リーダーへの研修を
実施(1回)

・HP(3回）や広報紙（3回）などを活用した区民への
広報を実施

・学校、共同住宅、オフィスビルを津波避難ビルと
して指定するなど、避難場所、避難所の確保のた
め企業等に協力を依頼する。

・避難所での食料や簡易トイレ等生活関連用品等
の備蓄物資の充実を図るため、計画的に物資を
購入し、各避難所に配備する。

「住之江区防災計画（住之江区防災プラン）」の改
訂版を作成する。

区民モニターアンケートで、区役所が実施している
防災支援を知っていると回答したうち、「支援事業
が防災意識の向上に役立っている」と回答した割
合 60％以上

新たに津波避難ビル（学校を除く）を指定し、前年
度比10％増とする。

●自助、共助による災害への備え

各家庭での自主的な災害に対する備えが進み、また、自主防災活動の実施などにより地域の防災力が向上することによって、「自助」「共助」による災害
への備えができている状態。

平成29年度　区運営方針

●災害に強いまちづくり

避難場所の確保や備蓄の充実など、災害に強いまちづくりに取り組むことや、区民の防災意識向上の啓発を行うことによって、今後想定される大規模な
自然災害に備えることができている状態。

平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「住之江区は公助として災害に対する備えができている思う」と回答する割合 60％以上

災害に備える



【安全・安心部会】

めざす
状態

目標 達成状況

取組
内容

目標

取組
実績

達成
状況

課題

改善策
区民に対し、出前講座の開催情報・区役所による防犯対策の取組情報など
を広報紙やホームページで積極的に周知する回数を増加するなど「安全・
安心に暮らせるまちである」と感じる区民の割合を拡大していく。

継続して、地下鉄「玉出」駅、「住之江公園」駅に、建設局と連携し、サイクル
サポーターを効率的に配置し、駐輪場への誘導等の啓発活動、及び自転車
マナーアップの啓発活動を実施する。

街頭での安全・安心なまちづくり 放置自転車対策「Ｄｏ！プラン」

・地域・警察等と連携して、街頭犯罪抑止に効果的な防犯カメラを街頭犯罪
が多発する地域に増設する。(30台）

・街頭犯罪のうち、特に発生件数が多い自転車盗、車上ねらい、ひったくり、
強制わいせつについて、犯罪が多発する地域を重点として、自転車や青色
防犯パトロールカーにより防犯巡回パトロールを行う。

・地域・警察等と連携し、防犯出前講座を引き続き開催して区民の防犯意識
の向上を図る。（14回）

・子どもの安全確保を目的として小学校の下校時間帯における防犯巡回パ
トロールを行う。

・「まちの危ないうかがい隊」として区民に積極的に声かけを行い、まちの危
ないポイントの情報提供を求め、防犯巡回パトロールに反映させるととも
に、聞き取られた相談や要望、意見は適切に関係課・機関に引き継ぐなどイ
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。

・一般家庭や24時間営業のコンビニエンスストアなどを中心とした事業所に
「こども110番」の旗を広めて子どもが逃げ込める場所をより多く確保し、ま
た、子どもや保護者に周知して認知度を高める。

・地下鉄「玉出」駅、「住之江公園」駅に、サイクルサポーターを効率的に配
置することにより駐輪場への誘導等の啓発活動を実施するとともに、自転車
マナーアップを呼びかける啓発活動を地域住民と協働して実施する。

・建設局とも連携しながら、放置自転車対策を効率的に実施する。
（玉出駅：4時間、1名、平日週2日、土日祝日
  住之江公園駅：4時間、3名、平日週3日、土日祝日）

・平成28年度までに、区民モニターアンケートで、「安全・安心に暮らせるま
ちである」と感じる区民の割合　80％以上

・区内7駅周辺の放置自転車台数が、前年実績（平成27年11月調査）を下回
ること

・防犯カメラ設置49台（区28、安まち協8、市民局13）
・防犯出前講座24回実施
・自転車及び青色防犯パトロール車による巡回パトロール（毎日）
・「こども110番」の家登録数 957件

地下鉄「玉出」駅、「住之江公園」駅に、建設局と連携し、サイクルサポー
ターを効率的に配置し、駐輪場への誘導等の啓発活動、及び自転車マナー
アップの啓発活動を実施。
玉出駅：4時間、1名、平日週2日、土日祝日
住之江公園駅：4時間、3名、平日週3日、土日祝日

区民モニターアンケートで「安全・安心に暮らせるまちである」と回答した
割合：60.5％

区内7駅周辺の放置自転車台数：105台
（前年実績115台から9％減）

業績目標に掲げる区民モニターアンケートの割合は、60％（前年度49％）で
あり、各取組により着実に成果をあげていることから、引き続き区民に対し
て啓発等の取組を行うことが必要である。

継続して、駐輪場への誘導等の啓発活動、及び自転車マナーアップの啓発
活動を実施する必要がある。

安全に暮らせるまちづくり

平成28年度　区運営方針振り返り（案）

●区民の安全・安心を担う総合拠点としての区役所づくり

地域、警察等と連携して、街頭犯罪抑止に向けた総合的な対策を行い、区民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進する。

・平成29年度までに、区民モニターアンケートで「安全・安心に暮らせるまちである」と感じる区民の割合　80％以上
・平成29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、通行しやすくなった」と
答える区民の割合　80％

・60.5%
・区内7駅周辺の放置自
転車台数：105台
（前年実績から9％減）



【安全・安心部会】

めざす
状態

目標

取組内容

目標

街頭犯罪の抑止に向けた継続的な取組 防犯意識の向上に向けた啓発

・関係機関と連携し、公園や街頭での防犯カメラの設置(10台)を進める。

・青色防犯パトロールカーなどによる地域の巡回パトロールを継続する。
(全開庁日)

・街頭犯罪の抑止に向け防犯出前講座(28回)を実施するとともに、HP(3回)
や広報紙(3回)などを活用した広報を実施する。

・ひったくり犯罪の減少に効果が見込まれるひったくり防止カバーの普及の
ため、ひったくり防止カバー取付キャンペーン(22回)を実施する。

・こども110番の家の拡充のため、ひったくり防止カバー取付キャンペーンに
合わせて、協力依頼(22回)を実施する。

区民モニターアンケートで「防犯カメラの設置により、以前よりは安心感が高
まった」と回答した割合 60％以上

区民モニターアンケートで「区役所による防犯の取組は安全で安心して暮ら
せるまちづくりに寄与している」と回答した割合 60％以上

平成29年度　区運営方針

●防犯活動の充実

地域や関係機関と連携し、一体となって街頭犯罪の抑止に取り組むことによって、区民の日常生活での安全を確保できている状態。

平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「安全・安心に暮らせるまちである」と回答する割合 60％以上

安全に暮らせるまちづくり


