
 

 
 

 

 

 

 

 

 

資  料 ・令和元年度住之江区運営方針振返り(案)について 

 

 
 

（参考資料） ・令和元年度住之江区運営方針振返り(案) 

 
 

 

 

令和２年６月 22日（月） 

子ども・教育部会 

  

令和元年度住之江区運営方針振返り(案)について 



 



 



取組実績

・学校協議会へ参加（各校学期毎）
・区政会議子ども・教育部会３回開
催
・区教育行政連絡会（小・中学校の
部）それぞれ３回開催

達成状況

「住之江区の教育環境が整備され
ている」と回答した学校長の割合：
85.7％
「住之江区の教育環境が整備され
ている」と回答した保護者の割合：
75％

引き続き学校や地域などと連携し、
様々な機会を捉え意見を聴取し、
それぞれの取組について情報共有
を行うとともに、子どもの学習意欲
を引き出す工夫についても意見交
換を行う。また、区や学校の施策に
ついて広報紙や学校の掲示板等
で周知するなどの情報発信を行
う。

課　　　　題

引き続き、教育環境の整備を推進
するために、学校協議会や区教育
行政連絡会、区政会議等での意見
聴取を進めていく中で、より深く意
見やニーズを引き出せるように情
報共有の在り方等を工夫する必要
がある。

改　善　策

児童・生徒、保護者への
様々な支援
（１-２-２）

・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。
・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。
・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。
・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、「こどもサポートネッ
ト」を活用し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「支援が必要な児童・生徒
等に対する教育環境が整備されて
いる」と回答した割合 60%以上

・申請のあったすべての学校にス
クールカウンセラーを配置
・全小中学校に「こどもサポートネッ
ト」における支援体制を整備
・小学校13校、中学校６校に発達
障がいサポーターを配置
・家庭児童相談員による相談体制
を整備

「支援が必要な児童・生徒等に対
する教育環境が整備されている」と
回答した学校長の割合：90.5％
「支援が必要な児童・生徒等に対
する教育環境が整備されている」と
回答した保護者の割合：61.3％

学校における福祉的な課題は年々
複雑化しており、個々の学校の事
情に応じた支援となるよう取組みを
進める必要がある。

「こどもサポートネット」事業を活用
し、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。

・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
60%以上

●保護者、地域、区全体で支える学校教育　【戦略１-２】

令和元年度　区運営方針振り返り（案）

具体的取組
（項番号）

地域と一体になった
学校運営
（１-２-１）

取組内容

・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。

目　　　　標

めざす状態

目　　　標

達成状況

・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。

・全国学力・学習状況調査の「自分には，よいところがあると思いますか」の問いに肯定的な回答をする児童・生徒の割合　前年度以上

全国学力・学習状況調査の「自分にはよいところがあると思いますか」の問いに肯定的な回答をする
①児童の割合70.7%
②生徒の割合59.1%
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令和元年度　区運営方針振り返り（案）

●先進的教育にチャレンジ　【戦略１-３】

めざす状態 ・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。

目　　　標 令和元年度末までに、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

達成状況

①「漢検は有効である」と回答した学校長の割合81.2%
②「英検は有効である」と回答した学校長の割合100％
③「学習指導員の派遣が子どもたちの学習習慣の定着に効果がある」と回答した保護者の割合95.9%
④「海外派遣を通じて視野が広がったなど、心の知識の豊かさが増した」と回答した派遣者の割合100％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

引き続き学習の場の提供などに取
り組むとともに、学校において漢検
や英検の受験機会を活用した学習
の実施や、保護者へ事業の周知を
行うことで家庭学習につなげるな
ど、学力向上に向けた支援を行う。
さらに学力に大きな課題がある児
童に対しては、こどもサポートネット
や学校とも連携し、きめの細かい
サポートを実施する。

キャリア形成に通じる
教育の推進
（１－３－２）

①専門性の高い職業従事者や体
験者、プロスポーツ選手などを講
師に招き、小中学校において講話
やワークショップを開催し、多様な
体験などを通じて子どもたちのキャ
リア形成や体力向上につなげる。
②区内の市立中学校に在校する
中学生を海外に派遣し、現地では
英語を学ぶほか、グローバルな感
覚と柔軟性などを身に付け、視野
を広く持つ機会を提供し、派遣生
の体験等を他の生徒と共有するよ
う進める。

①事業実施後の児童生徒アンケー
トにおいて「今まで知らなかった知
識を得ることができた」など肯定的
な回答の割合 70％以上
②派遣生へのアンケートにおい
て、「視野が広がった」など参加前
よりも心や知識の豊かさが増したと
回答した割合　100％

①出前授業の実施（小学校）　8校
16回
　 出前授業の実施（中学校）　4校7
回
②7名派遣

①「普段の授業だけでは分からな
かった、知らなかったことを発見で
きた」と回答した児童・生徒の割
合：97.1％
②「視野が広がった」など参加前よ
りも心や知識の豊かさが増したと
回答した派遣生の割合：100％

キャリア形成に通じる教育として、
様々な出前授業を通じて子どもた
ちの「生きる力」を身に付けるほ
か、子どもたちの体力面や学習面
の課題の解消にもつながるよう取
り組む必要がある。

子どもたちのキャリア形成や体力
向上、学習意欲の向上に向けより
企画内容を充実し、様々な職業従
事者や体験者、プロスポーツ選手
などによる出前授業を実施する。

学習意欲の向上に向けて
（１－３－１）

①小学校８校の1学年、小学校6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中学校６校の１学年、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。

①②受検者アンケートで「自分の
強み・弱みを把握できた」等、学習
意欲向上に肯定的な回答の割合
60％以上
③学習習慣の定着に効果があると
考える学校長及び保護者の割合
90％以上、放課後の事業について
は、対象者数（各校全児童数の
30％）の70％以上が参加
【撤退・再構築基準】
①②上記目標が30%未満であれば
事業を再構築する。
③上記目標が30%未満であれば事
業を再構築する。放課後の事業に
ついては上記目標が35%未満であ
れば事業を再構築する。

①小学校14校、中学校４校に漢字
検定の受検支援を実施
②中学校７校に英語検定の受験支
援を実施
③小学校８校、中学校６校に学習
指導員を派遣
④辞書引き学習実施（小学校7校）

①「受験を通じて自分の強み・弱み
が把握できた」と回答した児童の割
合：66.4％
②「受験を通じて自分の強み・弱み
が把握できた」と回答した生徒の割
合：未測定（新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため休校による）
③「学習習慣の定着に効果があ
る」と回答した学校長の割合：
92.9％
   「学習習慣の定着に効果がある」
と回答した保護者の割合：95.9％
　放課後の事業について、対象者
数（各校全児童数の30％）の82％
が参加

今後これらの取組みを継続していく
中で、学習習慣の定着につながる
よう、保護者への働きかけを充実さ
せる必要がある。また学力に大き
な課題はある児童に対して、よりき
めの細かかいサポートを行う必要
がある。
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令和元年度　区運営方針振り返り（案）

●先進的教育にチャレンジ　【戦略１-３】

めざす状態 ・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。

目　　　標 令和元年度末までに、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

達成状況

①「漢検は有効である」と回答した学校長の割合81.2%
②「英検は有効である」と回答した学校長の割合100％
③「学習指導員の派遣が子どもたちの学習習慣の定着に効果がある」と回答した保護者の割合95.9%
④「海外派遣を通じて視野が広がったなど、心の知識の豊かさが増した」と回答した派遣者の割合100％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

プログラミングロボットやe-ラーニ
ング教育の充実に向け、関係機関
とも連携しながら教員の指導力を
向上する必要がある。

区内全域においてプログラミング
教育を推進していくために、学校と
連携し教員向けの研修の充実を図
るなど、効果的に活用できるよう引
き続き取り組む。

ＩＣＴの活用
（１－３－３）

・プログラミングによって自由に動
かせるロボットやe-ラーニング教材
による学習を導入し、小中学校に
おいてICTを活用した取組みを進め
ることで、小中学生の論理的思考
力や総合的な問題解決能力の向
上を図る。

・事業実施後の受講者アンケート
で「ICTを活用した学習に意欲がわ
いた」と回答した割合 70％以上

・小学校2校、中学校1校でプログラ
ミング授業を実施
・小中一貫校においてe-ラーニン
グ教材による学習を実施

事業実施後の受講者アンケートに
おいて「ICTを活用した学習に意欲
がわいた」と回答した割合89.7%
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資  料 ・令和元年度住之江区運営方針振返り(案)について 

 

 
 

（参考資料） ・令和元年度住之江区運営方針振返り(案) 

 
 

 

 

令和２年６月２５日（木） 

福祉・健康部会 

  

令和元年度住之江区運営方針振返り(案)について 



 



 



・すぐにアクセスできる相談先を網
羅し周知する。
・母子健康手帳交付時の担当保健
師の周知や面談の実施などを継続
する。
・健診等の機会がない2歳児、4歳
児を対象とした区役所からのアプ
ローチ（状況把握、相談対応など）
を強化する。
・子育てサロンや乳幼児とその保
護者が集まる様々な場への専門職
の派遣を継続するほか、各関係機
関と課題や情報を共有することで、
相談対応力の向上を図る。

気軽に子育ての相談ができ
る居場所づくり

（1-1-3）

・「子育てサロン」や子ども・子育て
プラザ、つどいの広場等に、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。
・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、地域にも出向いて相談を受
ける。
・子育て機関等の連携により相談
窓口への間口を広げる。
・区内の子育て関連機関の更なる
質向上のための研修と情報共有の
機会を設け連携を強化する。

・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
90％以上

・「子育てサロン」へ保健師、保育
士、利用者支援専門員が訪問し、
講座や相談、情報提供を実施。
・広報紙の特集（１１月号）で、子育
てに関する様々な悩みに対応でき
るよう相談先を掲載。
・家庭児童相談員の相談件数：新
規　102件、面談527件（内学校保
育所での相談：22件）、保育所・学
校等訪問：104件
・利用者支援専門員の相談件数：
62件

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：
90％

・広報紙掲載記事等を活用し、継
続して相談先等の情報を発信する
必要がある。
・乳幼児健診の受診率や４・５歳児
の保育率は高いが、その他の年齢
層については、アプローチする機
会が少なく、状況把握や相談対応
が難しい。
・アプローチしやすいところで相談
を受けられるよう、各機関の相談
対応力をさらに向上していく必要が
ある。

・区内の大規模マンション開発に対
して、条例に基づく事業者への保
育所整備の働きかけなどに取り組
む。

・区内の保育所（園）、幼稚園、認
定こども園等の特色や入所申請に
関する情報を提供する場を設け
る。

子育て情報の発信
（1-1-2）

・情報紙の配架先を検討し、配架
先を増やす。
・子育てマップ、子育て情報紙「わ
いわい」を発行する。
・子育てマップ・子育て情報紙を
ホームページで公開、地域の子育
て情報をＳＮＳで公開する。
・官民問わない相互情報発信の場
となるSNS等を活用した子育て情
報コミュニティの立ち上げ

・子育て世帯保護者アンケートで
「区が発信する子どもや子育てに
関する情報を入手したことがある」
と答える区民の割合が80％以上

・子育てマップ、子育て情報紙「わ
いわい」を発行、HPで公開。
・地域の子育てサロン等の情報を
区のフェイスブックで発信。
・広報紙に子育てコラムを毎月、子
育て特集記事を年2回掲載。
・子育てマップを大阪市の地図情
報サイト「マップなびおおさか」に掲
載。QRコードを作成し、周知リーフ
レットをイベントや保育所入所受付
会場で配布し、広く周知を図った。
（閲覧数：364件）
・子育てマップ等の配架場所の拡
大（区内各郵便局、ATCなど）

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：85％

・デジタルマップの閲覧数は他区の
子育てマップよりも少ない状況であ
り、周知方法を工夫する必要があ
る。
・子育て世帯が必要とする情報を
把握し、タイムリーに発信する必要
がある。
・区政会議において、保育園の情
報はつかめるが幼稚園の情報は
つかみづらい、保育所等の制度や
申しこみ方法について説明の場が
欲しいという意見がある。
・特に就園前の児童のいる家庭に
対しては、「顔の見えない」情報発
信にとどまっていることが多い。

・子育てマップや子育て情報紙の
新たな配架先の開拓とともに、QR
コードをいろいろな媒体に掲載する
など、こども・子育て層にアプロー
チしやすい方法での周知に取り組
む。
・区内の保育所（園）、幼稚園、認
定こども園等の特色等、子育て世
代を支援する情報等を集め、イベ
ントを通じて直接保護者等へ発信
する。

待機児童解消の取組
（1-1-1）

・保育ニーズや待機児童の状況を
把握し、必要に応じて小規模保育
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。
・区ホームページに保育所の空き
情報を毎月掲載するとともに、子育
て世代に伝わりやすいよう、ＳＮＳ
等を活用情報発信を行う。

・令和2年4月の時点で待機児童0
をめざす。

・令和2年4月1日現在の待機児童
数0
・令和2年4月1日に小規模保育事
業所1施設を開設。
・区内の保育所の空き状況につい
て、毎月更新し、区ホームページに
掲載するとともに、SNS等を活用し
情報発信を行った。

令和2年4月1日現在待機児童数０
名

・未就学児童数の大幅な伸びは想
定されないものの、地域によっては
保育需要が増大することが考えら
れる。

・保育所の制度や申し込み方法を
含め、保護者がより情報収集をし
やすいよう周知方法を工夫する必
要がある。

達成状況 子育て世代保護者アンケートで「子育てがしやすくなった」と回答する割合：90％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

令和元年度　区運営方針振り返り（案）

●地域ぐるみで子育てする環境整備　【戦略1-1】

めざす状態 ・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。

目　　　標 ・令和元年度末までに、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75%以上
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・具体的な地域福祉活動につなが
るよう、活動事例の紹介などの啓
発を工夫する。
・各地域での新型コロナウイルス感
染症拡大防止時の見守り活動の
課題や工夫を集約し、共有する。

医療と介護との
ネットワークの構築

（2-1-2）

・地域の医療・介護連携の実態把
握や課題を抽出、対応策を検討
し、事業を計画、方針を決定する。
・区の高齢者の医療や介護に関わ
る課題を共有する機会を設けると
ともに、在宅医療を啓発し、多職種
が連携できるよう支援者の研修を
行う。
・「住之江区在宅医療・介護連携相
談支援室」の相談支援コーディ
ネーターと協働して連携体制の構
築を進める。
・区認知症施策推進会議を開催し
支援課題を整理し取り組みを進め
るとともに、研修会や講演会を開催
し、専門職の連携や区民の理解を
深める。
・区広報紙に認知症関係の特集を
掲載し、区民の理解を深める。

①区民啓発事業への参加者アン
ケートで「在宅医療について理解す
ることができた」と回答した割合
60％以上
②区民啓発講演会等で「認知症に
ついて理解した」と回答60％以上

・協議会１回
・コアメンバー会議３回（第４回は中
止※）
・ワーキング会議　計４回
・啓発３回（第４回は中止※）
・連携シート1回（第２回は中止※）
・資源リスト（関係者用）作成、配布
・区民啓発事業１回
・区民啓発事業（講演会）　1回
　　(南港エリアで開催）

（※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止）

①区民啓発事業への参加者アン
ケートで「在宅医療について理解す
ることができた」と回答した割合
86%

②区民啓発講演会等で「認知症に
ついて理解した」と回答した割合
97.2％

・区民啓発事業を効果的に開催す
るため、内容や日程の調整を行
い、他分野との共催を含め検討す
る必要がある。

・他の部署との年間計画など情報
の共有を図る。

身近な地域の
ひとびとによる

見守り活動
（2-1-1）

住之江区地域福祉計画に基づく
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
の開催や地域福祉を考える開かれ
た意見交換の場を創出する等、次
世代にもアプローチし地域福祉推
進の意識醸成を図る。

・地域福祉推進にかかるイベント等
で「地域福祉について考えるきっか
けになった」と回答する割合 60％
以上

・区広報紙への啓発記事の掲載
（令和元年12月号、令和２年１月
号）

・SＡlive実行委員会　　ミーティング
開催11回　参加者数延べ176人
・地域福祉防災講演会「72時間サ
バイバル　災害時に生き抜く力を
学ぶ」　　参加者数68人
・都市行政ネットワークセミナー「リ
アルな防災を考える～地域福祉視
点の防災」　参加者数43人
・地域福祉視点の防災「リアルな防
災訓練」参加者数約300人

（以下2事業は新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため中止）
・見守り名簿の活用を含めた見守
り活動研修
・SAlive実行委員会活動報告会

地域福祉推進にかかるイベント等
で「地域福祉について考えるきっか
けになった」と回答した割合79.5％

・SAlive実行委員会は自主的な運
営に移行しながら、連携協働して
地域福祉の推進を図っていく必要
がある。
・講演会等のアンケートで「地域福
祉について考えるきっかけになっ
た」と回答した割合は8割近いが、
「今後なにか行動してみたくなった」
と回答した割合は26％に留まって
おり、活動の入り口までつなげる仕
組みづくりが必要である。
・感染症対策として対面での対応
などが制限された場合に、見守り
等の地域福祉活動全般への影響
を把握し対応策を共有していく必要
がある。

達成状況 「過去3年以内に地域福祉活動に参加したことがある」と回答した区民の割合　　19.7％　　　【大阪市における地域福祉にかかる実態調査（世論調査）（令和元年度・大阪市福祉局実施）】

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

令和元年度　区運営方針振り返り（案）

●支援を必要とする人々を支える体制づくり　【戦略2-1】

めざす状態
・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。

目　　　標 ・令和元年度末までに、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
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達成状況 「過去3年以内に地域福祉活動に参加したことがある」と回答した区民の割合　　19.7％　　　【大阪市における地域福祉にかかる実態調査（世論調査）（令和元年度・大阪市福祉局実施）】

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

令和元年度　区運営方針振り返り（案）

●支援を必要とする人々を支える体制づくり　【戦略2-1】

めざす状態
・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。

目　　　標 ・令和元年度末までに、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

・研修等で、障がい者や児童もあっ
たかネットによる地域の見守りの対
象であることを周知啓発するととも
に、ひとり歩き高齢者への対応の
ような体験型の講座や、障がい者・
児童に関わる問題をテーマにした
講座など、地域の実情や社会情勢
に沿ったテーマに含めた講座を実
施する。
・学校と連携し、児童生徒に対し研
修を実施する。
・既存の協力企業等に向けて講座
を実施する。

地域と人によりそった
空家の見守り

（2-1-4）

・空家に関する所有者、近隣住民
等からの相談対応、所有者調査、
所有者への指導等を行う。
・地域福祉に関わる人たちが得る
空き家の発生情報を有効活用し、
適正管理や流通につなげる体制整
備の強化とネットワークづくりを行
う。

・「周辺の特定空家等に不安などを
感じている」と答える区民の割合
平成３０年度調査結果を下回るよう
にする。

・特定空家等の解体や補修等によ
る是正件数 年間11件以上

・地域福祉にかかわる人や団体等
からの空家に関する相談件数 年
間80件以上

・特定空家等対策業務における特定空家
に関する新規の相談及び通報件数　　27
件
・地域による人と家の見守り活動支援事業
新規案件数　37件
　　　支援センター開設からの案件累計数
　　　74件
（事業周知・啓発）　※主なもの
・居宅介護支援事業者連絡会、住吉川地
域「終活勉強会」等での事業周知
・都市行政ネットワークセミナー（事例検討
等）　約50名参加
・終活超入門講座（新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため中止）

・「周辺の特定空家等に不安などを
感じている」と答える区民の割合
平成31年度12.5％（平成30年度
13.7％）

・特定空家等の解体や補修等によ
る是正件数 年間21件

・地域福祉にかかわる人や団体等
からの空家に関する相談件数（支
援センターでの相談対応件数） 年
間455件

・特定空家等の是正は目標を達成
しているが、助言指導が長期化し
ている案件がある。
・空家の所有者が高齢の場合、健
康なうちから家の問題について関
心をもって対応していただけるよ
う、周知啓発を工夫する必要があ
る。
・介護保険制度との関係で、「家」
の問題については業務範疇を超え
ていると認識されることがあるた
め、福祉関係者への啓発方法を工
夫する必要がある。

・特定空家等への助言指導を実施
し、適正化を促す。
・区民に向けて、地域包括支援セ
ンター等とも連携し、終活や片付
け、相続などのテーマと合わせて、
元気なうちから「住み方」「住まい」
について考えられるような啓発を工
夫する。
・福祉関係者に対して、福祉的課
題を家や住まい方からアプローチ
し解決した事例などを共有し、福祉
的課題の解決に有効であることを
認識し、関心を持っていただけるよ
うにする。

次世代の担い手の育成
（2-1-3）

・地域の実情に合わせて、要援護
者の見守り体制構築や推進・維持
に関わる研修等を全14地域で各1
回以上開催する。
・見守りに関する研修等を学校等
でも開催するとともに、今まで見守
りの担い手となっていなかった方々
にも関心を持っていただけるよう、
体験型研修を行う。
・各地域にコーディネーターを1名
配置し、見守りボランティアの調整
や、地域における要援護者の見守
りや虐待防止、住民からの相談対
応や専門機関へのつなぎなどを行
う。

・区民モニター等で「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
答する区民の割合 75％以上

・見守りあったかネットサポーター
養成講座
地域向け：11地域・12回開催
　参加423人
・企業・学校向け：開催６回
　参加220人
　（企業向け１回、学校向け１回は
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止）
・見守りあったかネットリーダー・
コーディネーター研修　開催２回
参加33人

・地域で実施されている見守りの取
組みの認知度を問う質問におい
て、例示されている取組みのいず
れかを知っていると回答した区民
の割合　　74.4％

【大阪市における地域福祉にかか
る実態調査（世論調査）（令和元年
度・大阪市福祉局実施）】

・「地域での見守り」は見守り・支援
が必要な人を幅広く対象にする必
要があるが、講座では認知症など
を取り扱うことが多くなっている。ま
た、地域福祉活動への参加につな
がるよう、内容を工夫する必要が
ある。
・一部中学校を対象とした講座を実
施しているが、対象を広げていくこ
とが必要である。

－　3　－



・地域で活動する団体等と連携して
健康づくりの情報を発信するなど、
若い世代から高齢者まで幅広い世
代を対象にした啓発やアプローチ
を行う。

・簡易に健康チェックができる機器
を準備し、「ミニまる得健診」を出前
実施し啓発活動を充実する。

地域で活動する団体、ＮＰ
Ｏ、企業との連携による健

康づくり
（2-2-3）

・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

・特定健診時の体力測定や食事診
断などの啓発（まる得健診） 2回 参
加者317名
・各種健（検）診、講座における指
導・啓発活動 参加者延べ8729名
・啓発事業の一環として、健診の一
部を地域で開催できる準備

・地域で活動する団体等と連携した
事業への参加者　2,830名

・実行しやすい運動習慣について
情報提供や指導・啓発を行うなど、
区民の方が自身の体や健康への
関心を高め、行動へと繋げることが
必要である。

若い世代から高齢者まで幅広い世
代を対象にした啓発やアプローチ
を行う。
・簡易に健康チェックできる機器を
準備し、「ミニまる得健診」を出前実
施し啓発活動を充実する。

健康に過ごすための食生活
（2-2-2）

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）
・幅広い世代が食生活改善に関心
を持ち取り組めるよう、若い世代か
ら高齢者まで、ターゲットに応じた
啓発やアプローチを工夫する。

・特定健診や食育講座等に初めて
参加した方へのアンケートで「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

・NOBYへの参加
・まる得健診　2回　参加者317名
・健診時に指導啓発（乳幼児健診
時指導・・地域健康講座等）延べ参
加者8729名

・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96.99%

・区民の方が自身の体や健康への
関心を高め、行動へと繋げることが
必要である。
＊食生活について「改善」を「実行」
へと繋げるための取り組みが必
要。

食生活に関するアドバイスや情報
提供を行い、若い世代から高齢者
まで、幅広い世代に応じた啓発や
アプローチを行う。

運動の習慣化による健康づ
くり

（2-2-1）

・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。（まる得健診　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）
・幅広い世代が健康づくりに関心を持
ち取り組めるよう、若い世代から高齢
者まで、ターゲットに応じた啓発やアプ
ローチを工夫する。
・健診の参加者を増やすため、健診の
一部を地域で開催するなど、より気軽
に参加できる方法を検討する。

特定健診や運動講座等への参加
者アンケートで「運動を習慣的にし
ている・習慣的にしようと思う」と回
答した割合 80％以上

・特定健診時の体力測定や食事診
断などの啓発（まる得健診） 2回 参
加者317名
・各種健（検）診、講座における指
導・啓発活動 参加者延べ8729名
・啓発事業の一環として、健診の一
部を地域で開催できる準備

特定健診や運動講座等への参加
者アンケートで「運動を習慣的にし
ている・習慣的にしようと思う」と回
答した割合81.25%

・実行しやすい運動習慣について
情報提供や指導・啓発を行うなど、
区民の方が自身の体や健康への
関心を高め、行動へと繋げることが
必要である。

達成状況
「健康のために運動は必要だと思うが実行できていない」と回答する割合  32.7%
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  27.1%

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

令和元年度　区運営方針振り返り（案）

●地域で取り組む健康づくり　【戦略2-2】

めざす状態 ・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。

目　　　標
平成32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

－　4　－



・生活保護受給者等に対して就労
意欲を高めるために、介護施設見
学や介護研修への参加を呼びか
け、就労定着ができるよう支援をし
ていく。
・介護事業所に加え人材不足を抱
える障がい者支援・児童福祉に関
わる事業所等も含め、広く社会福
祉に関わる事業所を就労先として
開拓する。
・介護関係以外への就労範囲の拡
大等の展開については、総合就職
サポート事業に、当区の介護人材
就労コーディネート事業をオプショ
ンとして組み込むよう、福祉局との
調整を進めていく。

就労による自立支援
（2-3-1）

・生活保護受給者等の中から介護
事業所の就労に興味があり、意欲
を持つ方について、適正にあった
アドバイスを行い就労意欲を醸成
し、将来の介護人材として育成する
とともに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。
・事業の実施にあたっては、介護
業界の実情に詳しく、また、生活保
護受給者等の就労自立に関する
専門的知識を有する事業者に業務
を委託する。なお、総合就職サ
ポート事業受託事業者と齟齬が無
いよう密接に連携し、雇用者側の
ニーズに沿う求人求職のマッチン
グに努める。
・生活保護受給者等の就労先とし
て、介護事業所だけではなく、障が
い者支援・児童福祉に関わる事業
所等も含め、広く社会福祉に関わ
る事業所を就労先として開拓を行
う。

令和元年度中に10名の就労 本事業の取組に同意した生活保護
者等17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者等のうち延
13施設に対し就労受け入れにかか
るアドバイスや施設見学などの調
整を行った。

令和2年3月末現在7名の就労 ・生活保護受給者等に対して介護
事業所に就労することへの苦手意
識を解きほぐすことが課題となる。
・介護事業所に加え障がい者、及
び児童福祉に関わる社会福祉の
事業所についても人材不足をかか
えている。

達成状況 アンケート調査による肯定的回答割合56％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

令和元年度　区運営方針振り返り（案）

●暮らしを支えるセーフティネット　【戦略2-3】

めざす状態
支えを必要としている人に寄り添い、地域の身近な相談相手である民生委員・児童委員とも連携しながら、日々の生活への必要な支援を行うとともに、自活した生活ができるよう、相談者と共に問題解決ができている
状態。

目　　　標 令和元年度年度末までに、「介護人材就労コーディネート事業」における対象者へのアンケートで「本事業の支援に満足した」とする肯定的な回答の割合　50％以上
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資  料 ・令和元年度住之江区運営方針振返り(案)について 

 

 
 

（参考資料） ・令和元年度住之江区運営方針振返り(案) 

 
 

 

 

令和２年６月 24日（水） 

魅力・ブランド部会 

  

令和元年度住之江区運営方針振返り(案)について 



 



 



取組実績

・令和2年3月14日加賀屋新田会所
跡にて「会所会」開催予定であった
が、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止。
・「すみのえ・南港・光のワンダーラ
ンド2019」開催（令和元年12月7・8
日） レーザー＆ライティングショー・
光のステージLIVE 来場者数：約
3,000 人

達成状況

・「すみのえ・南港・光のワンダーラ
ンド2019」実施時の来場者アン
ケート等で「満足」と回答した割合：
90.3％

・年1回のイベント開催だけでなく、
区民の方が日常的に気軽に訪れ
ることができるような仕組みづくり
を、引き続き検討する。

課　　　　題

・開催日程の早期公表や広報紙特
集頁の活用等を実施したが、より
効果的な情報発信が課題であり、
その方策を検討する必要がある。

改　善　策

アートを活用した
まちづくり
（3-1-2）

・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・学校などとともに、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。
・開催にあたっては、より多様なコ
ンテンツを楽しんでもらえるよう、イ
ベント内容を工夫する。

①イベント参加者数　6,000人以上
②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
90％以上

「すみのえアート・ビート2019」開催
（令和元年10月13日）
・インスタグラム・フォトラリー
・地域の高校生による作品展示
・北加賀屋の歴史を学ぶ映像等の
上映及びまちあるき
・「農」と「アート」を題材にしたマル
シェやワークショップ
・住之江区にゆかりのある飲食店
による飲食ブース
・ラバーダックの展示やドローン試
験飛行
・地域との連携企業によるワーク
ショップ　など

①イベント参加者数：9,000人
②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：93％

・来場者の80%近くが区外居住者で
あることから、より区民に愛着を
もってイベントに参加してもらうため
の仕組みづくりが必要である。

・地域との調整を綿密に行うととも
に、イベントの効果が地域へ波及
するようその方策と、イベント開催
以外での有効な魅力発信方法に
ついて、引き続き検討する必要が
ある。

・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

●住之江ならではのブランド力の向上　【戦略3-1】

令和元年度　区運営方針振り返り（案）

具体的取組
（項番号）

歴史と文化を生かした
魅力の創造、発信

（3-1-1）

取組内容

・住之江区の魅力を創出・発信する
ため、住之江区が有する有形無形
の地域資源を活用し、地域との協
働のもと魅力発信に関するイベント
を開催する。
・イベントなどの開催にあたって
は、開催日程など、早目に広報す
るよう努める。

目　　　　標

めざす状態

目　　　標

達成状況

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を創造し、効果的に発信することによって、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状
態。

令和2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

区民アンケートで「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 85.2％

－　1　－



令和元年度　区運営方針振り返り（案）

●情報発信の充実　【戦略5-1】

めざす状態 広報紙をはじめホームページ、SNSなどの広報媒体が、多くの区民に親しまれ、区民にとって有用な情報源となっている状態。

目　　　標 令和2年度末までに、区民モニターアンケートで「広報紙が見やすく（分かりやすく）なった」と回答する割合 60％以上

達成状況 区民アンケートで「広報紙が見やすく（分かりやすく）なった」と回答する割合 88.6％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

・若年層においても、区政情報の
入手元は広報紙が最も多いことを
踏まえ、若年層の関心をひくテーマ
での記事づくりにも努める。

多様な手法を活用した
情報発信
（5-1-2）

若年層に行政への関心を高めても
らえるよう、ホームページやSNSを
活用した情報発信を行う。
・タイムリーかつ迅速な情報発信を
行うため、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。

・区民モニターアンケートで「ホーム
ページやSNSを活用した区の情報
発信がタイムリーに行われている」
と感じる区民の割合　40％以上

・区ホームページやSNSを活用し、
緊急性の高い重要案件を含め、多
種多様な行政情報をタイムリーに
発信した。
・ホームページについては、ウェブ
アクセシビリティやガイドラインを遵
守し、分かりやすい内容での記事
掲載を心がけた。
・SNSについては、防災・防犯、子
育て支援、各種イベントなどの情報
を定期的に発信した。

・「ホームページやSNSを活用した
区の情報発信がタイムリーに行わ
れている」と感じる区民の割合
11.9％

・区民アンケートで、「区役所が
SNSで発信している情報を見てい
る」区民の割合は約13％と撤退・再
構築基準を下回り、広報紙に比べ
て認知度が大幅に低く、情報発信
ツールとしての役割を効果的に発
揮できていない。
・ホームページにおける情報が見
つけにくく、利用者が知りたい情報
を速やかに把握しにくい。

・ホームページのトピックス的な掲
載記事について、利用者がより把
握しやすいようページ構成などを整
理する。
・当区が取扱うSNSのツールや手
法、子育て層や若年層が関心を持
つコンテンツを分析して広報紙との
役割分担を明確にするなど、SNS
による情報発信のあり方を再構築
する。
・インターネットを日常的に利用し
ない区民（高齢層が主体）の割合
が多いという背景を踏まえ、広報紙
の紙面を活用し、区SNSのPRを行
うなどの工夫を積極的に行う。

分かりやすい広報
（5-1-1）

すべての区民に分かりやすく情報
を伝える
・全ての広報媒体で、行政からの
情報をできる限り平易な表現で伝
える。
・広報紙からwebへの拡がりを持た
せることで、紙媒体とｗｅｂとの相乗
効果を図る。
・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。
・イベントなどの開催にあたって
は、開催日程など、早目に広報す
るよう努める。
・災害情報など緊急性の高い情報
は区HPなどに、より分かりやすく掲

・区民モニターアンケートで「広報
紙によって区の取り組みを知る機
会が増えた」と感じる区民の割合
40％以上

・広報紙について、バラエティに富
んだ特集ページや画像を多用した
構成など、分かりやすい紙面づくり
を心がけた。
・イベントの周知を効果的に行うた
め、開催日程などの情報を早めに
広報するよう努めた。
・広報の取組みについて区民アン
ケートを実施し、区民の認知度に
ついて把握した。

・「広報紙によって区の取り組みを
知る機会が増えた」と感じる区民の
割合　65.4％

区民アンケートで、若年層の約
20％が「広報紙によって区の取り
組みを知る機会が増えたかどうか
わからない」と回答しており、世代
によって偏りが生じていると考えら
れる。

－　2　－



①アンケート回答率が低迷した原
因が、多岐に渡った項目について
多数の質問をしたことにあるため、
本年度のアンケートについては、
設問内容・設問数を絞る

②意見やニーズが把握されていな
いと感じている区民について、特に
30歳から59歳の年齢層にその傾向
が見られる。
この年齢層については、ＳＮＳの活
用が効果的な取り組みと考えてい
ることから、ＳＮＳを活用したニーズ
の把握方法の検討を行う

質の高い行政サービスの提
供（②広聴機能の充実）

（５-３-１②）

・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ため、区
民モニターアンケートを実施する
・広報紙の懸賞応募を活用したア
ンケートを実施する。

区民モニターアンケート回答率
各回35％以上

・区民アンケートの実施（2回）
・広報紙の懸賞応募を活用したア
ンケート（12回）
・街かどご意見箱を区内２ヵ所に継
続して設置

区民アンケート回答率
・1回目：22.7%
・2回目：21.0%

①区民アンケートの回答率が目標
に満たない

②区民アンケートをはじめ区民
ニーズを把握するために、様々な
取り組みを行っているものの、意見
やニーズが把握されていないと感
じている区民の割合が高い

達成状況 区役所を過去１年間に訪れた区民のうち「相談や要望に区役所は適切に対応した」と肯定的に回答した割合　71.7％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

令和元年度　区運営方針振り返り（案）

●区の組織力の強化　【戦略5-3】

めざす状態 区民本位の視点に立ち、問題の解決や業務の改善にあたるとともに、法令等に基づき、公平、公正な質の高い行政サービスの提供をめざす。

目　　　標 令和2年度末までに、区民モニターアンケートで、区役所を過去１年間に訪れた区民のうち「来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた」と回答する割合　80％以上

－　3　－



 

 
 

 

 

 

 

 

 

資  料 ・令和元年度住之江区運営方針振返り(案)について 

 

 
 

（参考資料） ・令和元年度住之江区運営方針振返り(案) 

 
 

 

 

令和２年６月 19日（金） 

安全・安心部会 

  

令和元年度住之江区運営方針振返り(案)について 



 



 



津波避難ビルにの指定ついて、受
け手の合意形成に時間がかかる。

津波避難ビル所有者や事業者に
対して、津波避難ビルへの協力を
依頼していくとともに受け手の合意
形成に時間がかかる場合は説明
会を実施するなど、理解促進をめ
ざす。

津波避難ビル等の確保、
備蓄物資の充実

（４－１－３）

・津波避難ビル等の避難場所や備
蓄物資等の充実に向けた「防災
パートナー」の増加を図るため、企
業・NPO等との連携機会を拡大す
る。また、津波避難ビル協定企業
をはじめ、物資等の協力企業との
連携を深めるとともに、企業所在地
域とのつながりづくりを進める。
・災害時に避難所となる学校にお
ける初期対応が円滑に進むよう、
学校や地域と連携を図る。

新たに津波避難ビル（学校を除く）
を指定し、前年度比5％増とする。

新たな津波避難ビル指定状況：オ
フィスビル・駅等企業　１件増

オフィスビル・駅等企業　１件増加
（0.9％）したが、目標に届かなかっ
た。

取組実績

水害ハザードマップを区広報紙で
全戸に配布するとともに区HPで周
知を行った。

達成状況

区民アンケートで「水害ハザード
マップを確認し自宅の浸水想定を
知っている」と回答した割合　48.8%

自宅の浸水想定を知ることは災害
時の備えに対して非常に重要なこ
とであるため、自宅の浸水表示
シールの配布するなど広報に努め
る。

課　　　　題

近年全国で多発している台風や大
雨被害は海と川に面している住之
江区にとって懸念されるものである
が、自宅の浸水想定を知っている
区民は半数以下にとどまっている。

改　善　策

防災意識の向上に向けた
啓発

（４－１－２）

・地域防災の要となる防災リーダー
等の防災人材の養成(研修等２回
以上）
・防災出前講座の実施　(14回以
上)
・各取組情報をホームページ(3回）
やフェイスブック等SNSを活用し情
報発信（開催ごとに実施）
・防災パートナーの企業や区民等
にＳＤＧｓの考え方を取り入れた新
たな災害対策について、関係部署
と連携し検討をすすめる。

・区民モニターアンケートで、区役
所の取り組みは、「区民の防災意
識の向上に役立っていると思う」と
回答した割合 60％以上

防災出前講座の実施（11回）や地
域における各種防災訓練等の実
施時にSNSを活用し情報発信を
行った。
（出前講座予定17回→新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のためる
延期・中止等により10回）

 区民アンケートで、区役所の取り
組みは、「区民の防災意識の向上
に役立っていると思う」と回答した
割合　48.7％

区民の防災意識の向上に役立って
いると思うかとの問いにわからない
との回答が多数（30.1%）あることか
ら、発信する情報の内容や手段に
ついて見直す必要がある。

若い世代への啓発のため、災害へ
の備えや災害時の行動等、防災関
連知識等について、地域防災訓練
や出前講座開催時だけでなく、HP
やTwitter・Facebook等SNSを活用
し広く情報発信する。

区民アンケートで「水害ハザード
マップを確認し自宅の浸水想定を
知っている」と回答した割合　50％
以上

●災害に強いまちづくり　【戦略４－１】

令和元年度　区運営方針振り返り（案）

具体的取組
（項番号）

防災計画に関する
情報発信の強化

（４－１－１）

取組内容

大雨、津波、大和川氾濫に備え
て、水害ハザードマップを全戸に配
布し、区内の浸水区域や浸水深の
想定と避難場所や避難行動の周
知を行う。
・住之江区の防災性の向上を図る
ため、必要に応じて危機管理室を
通じて国等に働きかけを行う。

目　　　　標

めざす状態

目　　　標

達成状況

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。

令和２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

区民アンケートで「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：36.9％
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令和元年度　区運営方針振り返り（案）

●自助・共助による災害への備え　【戦略４－２】

めざす状態 各家庭での災害への備えが進み、また、地域の自主防災活動が多様な人たちにより行わるなど「自助」「共助」による災害への備えができている状態

目　　　標 令和2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

達成状況
区民アンケートで
「お住まいの家庭（自助）で災害に対する備えができている」と回答する割合：72.8％
「お住まいの地域（共助）で災害に対する備えができている」と回答する割合：34.5%

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

HPや広報紙をはじめ、あらゆる機
会をとらまえて、周知・啓発を行う。

地域の自主防災組織等
による備え
（４－２－２）

・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。
・身近な災害経験を踏まえ、町内
会やマンション棟など身近な地域
単位での災害時の行動計画への
支援を行うとともに、こういった取り
組みを通じて、防災人材の養成に
努める。
・防災パートナーなど連携を進めて
いる企業等と企業の所在地域の自
主防災組織とをコーディネートし、
双方が災害時に協力しあえる関係
性を構築する。

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
70％以上

・「地区防災計画（わがまち防災プ
ラン）」の作成に向けた働きかけ
14地域
・自主防災組織により避難所開設・
運営訓練の支援　13地域

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
95.5%

各地域の訓練参加者は高齢世代
が多い傾向にあり、共助の強化に
は幅広い世代の訓練参加が必要
である。

訓練への参加が少ない子育て世
代をターゲットした防災人材養成に
取り組んでいく。

家庭での災害の備え
（４－２－１）

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
チェックなどの啓発をあらゆる媒体
や機会を通じて実施する。
・区広報紙（３回）
・ホームページ、フェイスブック等
SNSによる情報発信（10回）
・防災訓練(14回)
・出前講座（14回）等

区民モニターアンケートで「家庭で
の災害に対する備えができている」
と回答した割合 60％以上

区広報紙（５回）、防災訓練（１5
回）、出前講座（10回）、SNSによる
情報発信（12回）

区民アンケートで「家庭での災害に
対する備えができている」と回答し
た割合　72.8％

若い世代は避難場所・経路の確認
ができていないため周知が必要。
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防犯カメラの設置の推移と該当犯
罪の発生件数の推移を比較検証
し、検証結果について関係機関と
意見交換を行う。

防犯意識の向上に
向けた啓発
(４－３－２)

・街頭犯罪の抑止、特殊詐欺の被
害防止に向け防犯出前講座(28回)
を地域・警察等と協力し実施すると
ともに、ホームページ(3回）、
Facebook（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
付キャンペーンを区役所と地域で
実施する（年26回）。
・こども110番の家の拡充のため、
区内の事業所等に協力依頼し、新
たにこども110番の家（15件）を確
保する。

・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 70％以上

・防犯出前講座（47回）の実施とと
もに広報紙（４回）やHP等を活用
・ひったくり防止カバー取付キャン
ペーン　26回実施
・「こども110番」の家拡充キャン
ペーン24回、特殊詐欺被害防止
キャンペーン　8回実施　　など

・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 72.2％以上

特殊詐欺被害防止や街頭犯罪抑
止に向けて、より効果的な取り組
みとなるよう情報発信力を充実さ
せる必要がある。

広報紙及びFacebookでの発信に
加え、HP（住之江防犯さざぴー隊タ
イムリーニュース）でも周知を図
る。

街頭犯罪の抑止に向けた
継続的な取組

(４－３－１)

・警察等と連携し区内に設置した防
犯カメラなどにより街頭犯罪の抑
止の取組みを進める。
・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)

・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
70％以上

・区設置の防犯カメラの維持管理
を行うとともに警察等と連携し街頭
犯罪の抑止に取り組む。
・青色防犯パトロールカーなどによ
る地域の巡回（青色防犯パトロー
ル、地域巡回パトロール：2回／日）

・区民アンケートで「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　74.3％以
上

防犯カメラによる抑止効果を検証
し、関係機関と共有するなど、より
効果的な活用が必要である。

達成状況 区民アンケートで「安全・安心に暮らせるまちである」と回答した割合：73.5％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

令和元年度　区運営方針振り返り（案）

●防犯活動の充実　【戦略４－３】

めざす状態 地域や関係機関と連携し、一体となって街頭犯罪の抑止並びに特殊詐欺の被害防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。

目　　　標 令和2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 70％以上
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