
【様式２】

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題5 【住民自治の推進】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

人と人とがつながり合い、支え合うコミュニティ豊かな地域社会、多様な活動主体が主体的に地域の課題の解消に取り組む、住民主体の自律的な
地域運営が進められる地域社会の実現をめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

■日頃からあいさつするなど近所づきあいができる相手が増えてき　　　　■地域のまちづくり活動が、いろいろな団体が連携・協働して進められて
　たと感じる区民の割合(区民意識調査)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いると感じる区民の割合(区民意識調査)
　

■地域活動に参画しやすいよう支援体制等の環境が整えられていると感じる区民の割合（区民意識調査）

■地域活動協議会の認知度　12.5%（平成28年度　第2回　区民意識調査）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・マンションの増加や生活様式や価値観の多様化により近所同士のつきあいがなくなってきている。
・地域活動協議会の認知度はまだまだ低く、理念や活動が認識されていない。
・誰もが気軽に地域活動に参加しやすいような環境になっておらず、人材の発掘・育成につながっていない。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・近所に住む人同士のつながりづくりの促進
・マンション内でのつながりづくり、マンションと自治会・町内会とのつながりづくり
・地域活動協議会の認知度向上のための情報発信
・自己資金の確保や新たな人材の発掘の取組など自律運営に向けた支援。
・誰もが気軽に地域活動に参加しやすいような広報活動、情報発信
・企業やＮＰＯ等と地域活動協議会との連携協働に向けた支援

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

・約８割の地活協構成団体が、防災、防犯など安全・安心なまちづくりにかかる取組などを自律的に進められていると感じていること、コミュニティ・ビ
ジネスが広まりつつあること、企業やNPOとの連携、ホームページの作成などに取り組む地活協も増えてきていることなどから、自律運営は着実に
進んでいると考える。
・一方で、地活協の認知度が上昇しているものの37.3％、また地活協が自律的に様々な活動を行っていると感じる区民の割合は28.2%に留まってお
り、担い手の確保にも苦慮している。区が行う情報発信だけでなく地活協発行の広報紙作成や地活協ホームページの充実など様々な情報発信を
行っていく。
・町会加入率は年々低下している。つながりづくりのさらなる促進を図るために、防災を切り口としたマンションへの働きかけなど町会加入促進を
行っていく。
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【様式２】

円 円 円

45.0%

自
己
評
価

取組実績

めざす成果及び戦略　5－１ 【地域コミュニティの活性化】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・近所に住む人同士が顔見知りとなり、日頃から、「声掛け」、「見守り」、
「助け合い」、「支え合い」が行われる状態をめざす。

・近所に住む人同士が集まり、福祉や防災といった身近な課題に気づき、
日常から顔見知りになり、つながっていることの大切さを感じてもらえるよ
う、防災訓練などの機会を捉えて啓発を行う。
・若い世代をはじめ、多くの人につながりづくりの大切さと興味を持っても
らえるよう、事例の共有や取り組みの情報発信をおこなう。
・地縁による団体やグループへの加入を促進するため、地域のつながり
の基礎となる自治会・町内会などのつながりづくりのための活動を支援す
る。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・身近な地域でのつながりに関して肯定的に感じている区民の割合：令和
元年度までに55％

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・町会加入率の低下。
・近所付き合いの希薄化。アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

身近な地域でのつながりに関して肯定的に感じ
ている区民の割合：44.5％

B

B
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・町会加入促進。
・地域活動への参加促進。Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

【人と人とのつながりづくり】

28決算額 ― 29予算額 ― 30予算額 ―

○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・近所に住む人同士が日常生活の中で顔見知りになれるよう、引き続き、
地域見守り支援や町会エリアでの防災の取組を進める。
・マンション住民向け防災研修会を実施（5回）し、防災を通じて、住民同
士のつながりづくり、マンションと町会・自治会等とのつながりづくりを促
進する。
・若い世代を含むたくさんの住民が参加したくなる活動事例の情報提供を
地域振興会議や区ホームページで行う。

・身近な地域でのつながりに関して肯定的に感じている区民の割合：50％

【撤退基準】
・上記目標が、前年度より10ポイント下回れば事業を再構築する。

前年度までの実績
・身近な地域でのつながりに関して肯定的に感じている区民の割合：平成
29年度45％
＜平成29年度実績＞
・地域見守り支援システムの構築（声かけ・見守り開始14町会エリア・個
別支援プラン作成747名）
・住吉区総合防災訓練の実施（全町会で避難訓練・安否確認訓練）

具体的取組5－１－１

○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・多くの住民の訓練・研修会の参加を促すこと
・マンション住民向け防災研修会において、多くの住民の参加を促すこと
・若い世代の地域活動への参加促すこと
【改善策】
・住吉区総合防災訓練で町会災害対策本部（一時避難場所）の訓練を重点的に実
施し、住民同士のつながりづくりを促進する。
・マンション住民向け防災研修会を地域と連携して実施し、自助・共助の取組につい
て啓発を行うとともに、町会加入のきっかけづくりを行う。
・Twitter、LINEなどを活用し、若い世代を対象とした地域活動の情報を発信する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・各地域、町会単位で見守り支援の説明会等を実施：53回
・見守り支援事務所開設：1地域　計10地域
・総合防災訓練で町会災害対策本部の訓練を重点的に実施（11月）
・マンション住民向け防災研修会の実施（4回）し、自助・共助の啓発、町
会加入促進
・各地域活動協議会、町会で実施する盆踊りについて広報紙や区ホーム
ページで紹介
・町会加入促進チラシを転入パックへ封入、広報紙や区ホームページで
加入促進（7月）
・あいさつ運動を推進

・マンション住民向け防災研修会において、多くの住民の参加を得るこ
と、及び不参加の住民にも情報を届けること。
・町会加入率の低下。
・若い世代の地域活動への参加を促すこと。

業績目標の達成状況
身近な地域でのつながりに関して肯定的に感じている区民の割
合：44.5％

②( i ) 
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・マンション住民向け防災研修会の実施にあたっては、管理人等と連携
し、研修案内のポスティングや不参加者に対する情報発信を行う。
・町会加入促進チラシをリニューアルする。
・マンション建設時から管理者等に町会加入の働きかけを行う。
・地域活動協議会を対象に、印象に残る、わかりやすい広報を実施する
ための研修会を実施する。
・InstagramやYouTubeの活用した広報を実施する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
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【様式２】

・町会加入促進。
・地域振興会議や災害救助部長会議等においてニーズを把握し、ニーズ
に即した支援を行う。
・地域活動の情報発信の強化。市民活動相談窓口への問合せ件数：3件 1件 A

A

B

・各団体により地域の特性や課題に応じた活動
が進められていると感じている区民の割合：
48.8％

ＩＣＴを活用した市民との対話を促進する取組が
新たに創出された件数：1件

41.7%

1件

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

戦略の進捗状況

自治会･町内会単位の活動に参加している区民
のうち、自治会・町内会単位の活動に対する市
からの支援が役に立っていると感じている区民
の割合：64.9％

地縁型団体が行う活動に参加している区民の割
合：22.8％

58.3%

22.5%

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

めざす成果及び戦略　5－２ 【地域課題解決に向けた活動の活性化】

A

A

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
身近な地域課題をより多くの住民間で共有し、その解決に向けた活動
が、活発に行われる状態をめざす。

・地域コミュニティの活性化に向けて、つながりづくりの基盤となる自治
会・町内会単位の活動への支援をおこなう。
・とりわけ地域防災力の向上に重点をおき、防災訓練や備蓄物資などの
配備により、自治会・町内会等の活動を支援する。
・子育てや高齢者への支援、安心・安全の確保など多様な分野における
地域活動について、それぞれの活動の範囲や状況に応じた支援をおこな
うとともに、活動への負担感の解消を進めることで活動の活性化をめざ
す。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・自治会･町内会単位の活動に参加している区民のうち、自治会・町内会
単位の活動に対する市からの支援が役に立っていると感じている区民の
割合：令和元年度までに65％
・地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合：令和元年度までに
30%
・各団体により地域の特性や課題に応じた活動が進められていると感じ
ている区民の割合：令和元年度までに50％
・市民活動相談窓口への問合せ件数：令和元年度は平成30年度の10%
増
・ＩＣＴを活用した市民との対話を促進する取組が新たに創出された件数：
令和元年度までに2件

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・町会加入率の低下。
・町会等のニーズの把握。
・各団体によって行われている地域活動の情報発信。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

A

自
己
評
価

ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない
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円 円 円28決算額 ― 29予算額 ―

具体的取組5－２－１ 【自治会・町内会単位（第一層）の活動支援】

30予算額 ―

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・町会災害対策本部へバール・ジャッキ等の救助資器材を配備
・携帯用簡易トイレの配備（各町会10個）
・水害時避難ビルへ布担架の配備
・マンション住民向け防災研修会を実施（5回）し、防災を通じて、住民同
士のつながりづくり、マンションと町会・自治会等とのつながりづくりを促
進する。（再掲）

・自治会･町内会単位の活動に参加している区民のうち、自治会・町内会
単位の活動に対する市からの支援が役に立っていると感じている区民の
割合：60％

【撤退基準】
・上記目標について、20%を下回れば事業を再構築する。

前年度までの実績
・自治会･町内会単位の活動に参加している区民のうち、自治会・町内会
単位の活動に対する市からの支援が役に立っていると感じている区民の
割合：平成29年度:58.3%

＜平成28～29年度実績＞
・区内全町会の一時避難場所で避難訓練、安否確認訓練等を実施
・全町会へデジタル簡易無線を配備
・布担架やメガホン等を各町会へ配備
・地域見守り支援システムの構築

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・配備した救助資器材などを使いこなすことにより地域防災力を高めること
・マンション住民向け防災研修会において、多くの住民の参加を得ること
【改善策】
・配備した救助資器材等を総合防災訓練で活用する。（11月）
・マンション住民向け防災研修会を地域と連携して実施（４回以上）し、自助・共助の
取組について啓発を行うとともに、町会加入のきっかけづくりを行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

・総合防災訓練や町会単位の防災訓練実施時に配備した物資等を活用
する。
・マンション住民向け防災研修会の実施（７回）にあたっては、管理人等と
連携し、研修案内のポスティングや不参加者に対する情報発信を行う。
・町会単位で防災ミニフォーラムを開催する。（5町会）
・町会加入促進チラシをリニューアルする。
・マンション建設時から管理者等に町会加入の働きかけを行う。
・町会活動の情報発信、未加入者（マンション）への働きかけ（3町会）

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・町会災害対策本部へバール・ジャッキ等の救助資器材を配備（ 92町会
配備）
・水害時避難ビルへ布担架の配備（全86箇所配備）
・マンション住民向け防災研修会を実施（４回）し、自助・共助の啓発、町
会加入を促進
・町会加入促進チラシの転入パックへの封入、広報紙や区ホームページ
での加入促進の実施

・配備した救助資器材などを使いこなすことにより地域防災力を高めるこ
と。
・マンション住民向け防災研修会において、多くの住民の参加を得るこ
と、及び不参加の住民にも情報を届けること。
・町会加入率の低下。

業績目標の達成状況
自治会･町内会単位の活動に参加している区民のうち、自治会・
町内会単位の活動に対する市からの支援が役に立っていると感
じている区民の割合：64.9％

①( i )
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円 円 円

具体的取組5－２－２ 【担い手不足の解消】

28決算額 ― 29予算額 ― 30予算額 ―

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・地域で行われている様々な活動が、地域活動協議会によって行われて
いることを広く知ってもらうための情報発信を広報板やホームページ、ツ
イッターを活用しおこなう。（全12地域で実施）
・担い手の拡大に向けた地域発信の広報を支援する。（各地域1回）
・地域リーダー活躍促進のため、本人の意向に基づき活躍の場につなぐ
取組を実施する。

・地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合：25%
・気軽に地域活動に参加できる機会の情報発信等を新たに行った件数：3
件

【撤退基準】
・上記目標について、前年度より10ポイント、1件を下回れば事業を再構
築する。

前年度までの実績
・地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合：平成29年度22.5％

＜平成29年度実績＞
・広報紙やホームページで子育てサロンやふれあい喫茶などの情報提供
・ツイッター等を活用した参加呼びかけ

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・区ホームページ（地域活動協議会）のアクセス数がまだまだ低い
【改善策】
・広報紙にＱＲｺｰﾄﾞを添付し、地域活動協議会の情報を発信している区
ホームページへつなげる。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

・地域活動協議会による地域情報紙発行を支援する。（30年度１地域、元
年度２地域、計３地域以上）
・地域活動協議会を対象とした、印象に残る、わかりやすい広報を実施す
るための研修会を実施する。
・InstagramやYouTubeを活用するなど、年代や生活状況に合わせた情報
発信を行う。

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・広報すみよしで地域活動協議会の活動の紹介：毎月
・区ホームページやTwitter、LINE＠、住みます芸人を活用して地域活動
協議会の活動情報を発信：通年
・担い手の拡大に向けた地域発信の広報を支援：６地域
・地域防災リーダー研修会の開催：２回
・総合防災訓練に向けた事前説明会で女性視点の重要性について啓発
を行い（2回）訓練への女性の参画を促進

・地域で行われている事業に参加する区民がまだまだ少ない。
・年代（ターゲット）や生活状況に合わせた情報発信手法を活用すること
が必要。

業績目標の達成状況
・地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合：22.8％
・気軽に地域活動に参加できる機会の情報発信等を新たに行った
件数：6件

②( i )
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・地活協等に対し、委嘱者の推薦をお願いする際、一人に多くの委嘱が
重ならないよう依頼する。
・会計ソフトの活用を促す。
・全地活協のホームページ開設（残３地域）及び更新を支援する。
・地域活動の楽しさや意義について広報すみよしやInstagramで情報発信
する。

具体的取組5－２－３ 【負担感の解消及び活動の充実】

28決算額 ― 29予算額 ― 30予算額 ―

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・委嘱する区民の方に、委嘱の趣旨・目的をしっかりと説明する。
・地域活動協議会の補助金が、事業間で流用が可能で、地域課題に応じ
て有効活用できること、仮精算を実施することで、会計担当者の負担が
軽減されることなどをあらためて説明する。（年2回）
・身近な地域課題に取り組む団体の情報を一元的に発信する「市民活動
総合ポータルサイト」を紹介し、登録を促進する。（新規登録件数3件）
・子育てサロンや食事サービス、ふれあい喫茶などの参加者が増えた事
例を地域活動協議会会長会で共有する。（年3回）
・活動団体と区長の意見交換会の実施（年3回）により、活動の目的の再
確認など活動の充実に向けた支援を行う。

・各団体により地域の特性や課題に応じた活動が進められていると感じ
ている区民の割合：45%
・情報提供により活動の実践につながった件数：3件

【撤退基準】
・上記目標が前年度より10ポイント、1件を下回れば事業を再構築する。

前年度までの実績
・各団体により地域の特性や課題に応じた活動が進められていると感じ
ている区民の割合：平成29年度41.7％

＜平成29年度実績＞
・補助金説明会の実施（年2回）
・地域活動協議会会長会の場で「市民活動総合ポータルサイト」の紹介
・地域活動協議会会長会の場で各地域での好事例の共有

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・会計担当者の負担軽減
・地域でのネット環境の整備、「市民活動ポータルサイト」の有効活用
・参加したいと思うような事業の実施
【改善策】
・仮精算の実施について説明（10月）
・地域での「市民活動ポータルサイト」の活用についてまちづくりセンターを通じて支
援する。
・参加したいと思うような事業の実施に向けた支援

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・委嘱状伝達式等の場において、委嘱の趣旨・目的を説明：９団体
・地域活動協議会補助金説明会の実施：２回、仮精算の実施
・市民活動総合ポータルサイトに新規登録：４地域（計8地域登録済）
・「いきいき百歳体操」・「地活協通信」・「マンション防災」の取組事例を地
域活動協議会会長会で紹介
・活動団体と区長との意見交換会の実施：２回

・負担感の解消に向け、一人に多く委嘱することがないよう配慮が必要。
・会計担当者の更なる負担軽減。
・地域活動に関する楽しさや意義について広く周知することが必要。

業績目標の達成状況
・各団体により地域の特性や課題に応じた活動が進められている
と感じている区民の割合：48.8％
・情報提供により活動の実践につながった件数：3件

①( i )
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
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具体的取組5－２－４ 【テーマ型団体への支援窓口の設置】

28決算額 ― 29予算額 ― 30予算額 ―

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・企業やNPOなどの団体を対象に、区内地域活動協議会や各種地縁型
団体などとの連携や情報収集にかかる相談を受け付け、団体間の橋渡
しをおこなう。

・市民活動相談窓口への問合せ件数：3件

【撤退基準】
・上記目標が、1件以下であれば事業を再構築する。

前年度までの実績
＜平成29年度実績＞
・市民活動相談窓口の設置（10月）
・市民活動相談窓口への問合せ件数：1件（10月～3月）

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・区役所への相談が少ない。
【改善策】
・区内のテーマ型団体と緩やかに連携する機会として、まちづくりセンター
が実施している「交流ライブ」事業を活用する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区役所において、団体間の橋渡しを行っていることについて、広報すみ
よしや区ホームページで周知を行う。①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・相談窓口の設置について区ホームページやTwitterで周知
・地元高校に地域活動協議会を紹介
・地元企業に地域活動協議会を紹介

・市民活動相談窓口への相談が少ない。

業績目標の達成状況

市民活動相談窓口への問合せ件数：3件 ①( i )
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B

・地域活動協議会の認知度のさらなる向上
・地域実情に応じたきめ細かな支援を行うため、地域ニーズを的確に把
握することが必要

地域活動協議会に求められている準行政的機
能を認識している地域活動協議会の構成団体
の割合：70.2％

54.4%

・地域活動協議会の構成団体が、自分の地域に
即した支援を受けることができていると感じた割
合：76.0％

78.9%

19.3%

6件

・地域活動協議会発行の情報紙の作成を支援する。（3地域以上）
・各地域の支援計画を作成する。（全地域）

B

B

Ｂ

総意形成機能を認識している地域活動協議会
の構成団体の割合：70.9％

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

めざす成果及び戦略　5－３ 【多様な協働（マルチパートナーシップ）の推進】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・地域活動協議会をはじめ、市民、NPO、企業などの様々な活動主体が
互いに協働し、継続安定的に地域課題の解決が図られる状態をめざす。

・あらゆる世代の住民に地域活動へ参画するよう促すとともに、地域活動
協議会の認知度向上に向けた取組の支援をおこない、地域活動協議会
を知っている区民を増やす。
・地域ごとの特性や地域課題を把握したうえで、地域実情に応じたきめ細
かな支援を実施する。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

・地域活動協議会の構成団体が、自分の地域に即した支援を受けること
ができていると感じた割合：令和元年度までに85%
・地域活動協議会を知っている区民の割合：令和元年度までに40％
・地域活動協議会に求められている準行政的機能を認識している地域活
動協議会の構成団体の割合：令和元年度までに85%
・総意形成機能を認識している地域活動協議会の構成団体の割合：令和
元年度までに85%
・新たに地域活動協議会とNPO及び企業等とが連携した取組を行った件
数：平成30・31年度各5件

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

地域活動協議会を知っている区民の割合：
37.3％

A

・新たに地域活動協議会とNPO及び企業等とが
連携した取組を行った件数：17件

A

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

59.1%

自
己
評
価
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・まちづくりセンターが構成団体全体に積極的にコミュニケーションを図
る。
・InstagramやYouTubeを活用するなど、年代に合わせた情報発信を行
う。
・地域活動協議会発行の情報紙の作成を支援する。（3地域以上）
・地域活動協議会を対象に、印象に残る、わかりやすい広報を実施する
ため地域活動協議会を対象とした研修会を実施する。
・準行政的機能、総意形成機能について地域活動協議会の構成団体へ
効果的な説明を行う。

28決算額 40,472千 29予算額 40,558千 30予算額 40,558千

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・まちづくりを推進する地域運営を行う等、準行政機能を有する地域活動
協議会に対し、地域の実情や特性にあった柔軟な地域活動が行えるよ
う、補助金を一括交付する。
・地域活動協議会の認知度向上に向け、「広報すみよし」において、各地
域活動協議会の紹介を掲載する。(毎月)また、広報板や区のホームペー
ジ、ツイッターを活用し、各地域活動協議会の活動を情報発信する。（各
地域月1回）
・地域活動協議会の準行政的機能・総意形成機能についての説明を補
助金説明会と合わせて実施する。（年２回）
・地域活動協議会に期待する準行政的機能・総意形成機能についてのe
－ラーニングを地域を担当する職員に実施する。（受験率100％かつ理解
度全員95点以上）

・地域活動協議会の構成団体が、自分の地域に即した支援を受けること
ができていると感じた割合：80%
・地域活動協議会を知っている区民の割合：35％
・地域活動協議会に求められている準行政的機能を認識している地域活
動協議会の構成団体の割合：80%
・総意形成機能を認識している地域活動協議会の構成団体の割合：80%

【撤退基準】
・上記目標が前年度より30ポイント下回れば事業を再構築する。

前年度までの実績
・地域活動協議会の構成団体が、自分の地域に即した支援を受けること
ができていると感じた割合：平成29年度78.9%
・地域活動協議会を知っている区民の割合：平成28年度12.5％、平成29
年度19.3％
・地域活動協議会に求められている準行政的機能を認識している地域活
動協議会の構成団体の割合：平成29年度54.4%
・総意形成機能を認識している地域活動協議会の構成団体の割合：平成
29年度59.1%

＜平成29年度実績＞
・全⒓地域に一括補助金交付
・区ホームページに地域活動協議会のページを作成
・補助金、準行政的・総意形成機能についての説明会の実施
・地域を担当する職員に対し準行政的機能・総意形成機能についてのe₋
ラーニングを実施

具体的取組5－３－１ 【地域活動協議会への支援】

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・様々な手法による情報発信
・各地域構成団体の長への説明が必要
【改善策】
・「広報すみよし」、「区ホームページ」、「Twitter」、「LINE」、「啓発パネ
ル」、「住みます芸人」など活用した情報発信
・補助金説明会や区青少年指導員連絡協議会の場で説明

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・補助金の一括交付：４月
・地域活動協議会の認知度向上に向け、「広報すみよし」において、各地
域活動協議会の紹介：毎月
・区のホームページ、Twitter、LINE＠を活用し、各地域活動協議会の活
動情報を発信。
・地域活動協議会の準行政的機能・総意形成機能についての説明を補
助金説明会や運営委員会で実施：年２回
・地域活動協議会に期待する準行政的機能・総意形成機能についてのe
－ラーニングを地域を担当する職員に実施。

・各地域活動協議会の支援を行うまちづくりセンターについて、構成団体
全体に認知されていない。
・地域活動協議会の認知度を向上するため、年代に合わせた情報発信
（とりわけ若年層）や、わかりやすい、インパクトのある情報発信が必要。
・地域活動協議会に求められている機能について、構成団体の理解の促
進を図ることが必要。

業績目標の達成状況
・地域活動協議会の構成団体が、自分の地域に即した支援を受
けることができていると感じた割合：76.0%
・地域活動協議会を知っている区民の割合：37.3％
・地域活動協議会に求められている準行政的機能を認識している
地域活動協議会の構成団体の割合：70.2%
・総意形成機能を認識している地域活動協議会の構成団体の割
合：70.9%

②( i )

－37－



【様式２】

円 円 円

具体的取組5－３－２ 【多様な主体のネットワーク拡充への支援】

28決算額 ― 29予算額 ― 30予算額 ―

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・区に設置した市民活動相談窓口を活用し、NPOや企業等と地域活動協
議会やその他地縁型団体とのつなぎを行う。
・見守り支援や防災・防犯活動を通じ、地域活動協議会とNPOや企業等
が連携した取組を推進するとともに、各地域で情報の共有を図る。

・新たに地域活動協議会とNPO及び企業等とが連携した取組を行った
件数：5件

【撤退基準】
・上記目標が3件未満であれば事業を再構築する。

前年度までの実績
＜平成29年度実績＞
・新たに地域活動協議会とNPO及び企業等とが連携した取組を行った件
数：6件
　・住吉郵便局と地域活動協議会が連携した「かもめタウン」を活用した
　　防犯啓発
　・商店街や鉄道会社と地域活動協議会が連携した放置自転車対策
　　啓発の実施
　・民間施設と地域活動協議会が連携した水害時避難ビルとしての
　使用に関する協定締結
　・福祉施設（2施設）と地域活動協議会が連携し、見守り対象者が
　交流する「カレーまつり」の実施
　・地元企業と地域活動協議会が連携した防災訓練の実施

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・地元企業やＮＰＯを十分に把握できていない。
【改善策】
・区内のテーマ型団体と緩やかに連携する機会として、まちづくりセンター
が実施している「交流ライブ」事業を活用する。
・災害時協力事業所と地域活動協議会が連携した防災訓練の実施（11
月）

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

・地域の担い手不足解消と企業価値向上など互いにメリットを共有できる
ような連携を進める。

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・市民相談窓口や交流ライブにおいて企業と地域活動協議会の橋渡しを
実施：５件
・災害時協力事業所と地域活動協議会が連携した防災訓練の実施：12事
業所

・地域活動協議会と企業・ＮＰＯ等との連携が継続するよう支援が必要。

業績目標の達成状況
新たに地域活動協議会とNPO及び企業等とが連携した取組を
行った
件数：17件

①( i )

－38－



【様式２】

円 円 円

区が関与したＣＢ／ＳＢ起業件数及び社会的ビ
ジネス化事業創出件数：4件

１件 A

Ａ

・地域活動協議会構成団体と積極的なコミュニケーションを図り、以下の
支援を重点的に行う。
①地域活動協議会広報紙の発行
②話し合いの場の創出・定着、新たな人材の発掘
③地域課題の把握、地域課題に応じた支援
・区及び各地活協において、地活協が自律的に取り組んでいる防災やそ
の他の活動の様子を積極的に発信する。

1件

めざす成果及び戦略　5－４ 【多様な市民活動への支援メニューの充実】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・各地域活動協議会がそれぞれ地域の特性に即した地域課題の解決に
むけて、自律的に取り組んでいる状態をめざす。

・課題に応じて、まちづくりセンターや派遣型地域公共人材などが適切に
活用されるよう、それぞれの活用方策をわかりやすく取りまとめ、活用を
促進する。
・持続的な活動のための財源確保の手法としてのＣＢ／ＳＢ、社会的ビジ
ネス化を的確に支援する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・まちづくりセンター等の支援を受けた団体が、支援に満足している割合：
令和元年度までに85%
・派遣型の地域公共人材が活用された件数：平成30・令和元年度各1件
・区が関与したＣＢ／ＳＢ起業件数及び社会的ビジネス化事業創出件数：
平成30年度3件、令和元年度2件

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・自己資金の確保。
・新たな人材の確保。
・地域課題に応じた支援。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
まちづくりセンター等の支援を受けた団体が、支
援に満足している割合：67.4％

B

派遣型の地域公共人材が活用された件数：2件 A
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・CB/SBの推進
・企業、NPOとの連携促進
・話し合いの場の創出
・地域課題の掘り起し、課題に応じた支援Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

75.2%

28決算額 18,977千 29予算額 18,266千 30予算額 17,573千

自
己
評
価

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・地域の実情に応じて、地域課題を自律的に解決できるよう、まちづくりセ
ンター等を活用しながら支援をおこなう。
・地域活動協議会が安定継続的かつ、自律的に運営できるように、以下
の点を重点的に支援する。
①自己資金の確保
②新たな人材の確保
③企業・ＮＰＯなど地縁型団体以外の団体との連携

・まちづくりセンター等の支援を受けた団体が、支援に満足している割合：
80%
・派遣型の地域公共人材が活用された件数：1件
・防災、防犯など安心・安全なまちづくりにかかる取組及び地域福祉、子
育て支援、地域コミュニティづくりなどその他地域特性に即した地域課題
の解決に向けた取組が自律的に進められている状態であると感じる地域
活動協議会構成団体の割合及び区民の割合：構成団体90％　区民40％
【撤退基準】
上記目標について、それぞれ30ポイント下回れば事業を再構築する。

前年度までの実績
・まちづくりセンター等の支援を受けた団体が、支援に満足している割合：
平成29年度75.2%
・派遣型の地域公共人材が活用された件数：1件
＜平成29年度実績＞
・ホームページの作成や地域情報誌の作成支援
・会計事務の適正な執行への支援
・ＣＢなどによる自己資金の確保のための支援
・話し合いの場の定着のための支援

具体的取組5－４－１ 【地域の実態に応じたきめ細かな支援】

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・自己資金確保につながるＣＢ／ＳＢについては、実施・未実施の地域が
2極化している。
【改善策】
・未実施の地域について働きかけを行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・自己資金確保について地域活動協議会会長会・地域の運営委員会で
説明
・企業・ＮＰＯなど地縁型団体以外の団体との連携に向け、まちづくり交流
ライブを実施（年３回）
・地域活動協議会会長会で地域公共人材の活用促進→地活広報紙作成
に向け活用（2地域）
・地域活動協議会ホームページ作成・運用支援（９地域）、会計支援、話し
合いの場の創出など

・各地活協の支援を行うまちづくりセンターについて、構成団体全体に認
知されていない。
・新たな人材の確保など地域課題に応じた支援が必要。
・地活協により、さまざまな取組が自律的に進められていると感じる区民
の割合が低い。

業績目標の達成状況
・まちづくりセンター等の支援を受けた団体が、支援に満足している割
合：67.4％
・派遣型の地域公共人材が活用された件数：2件
・防災、防犯など安心・安全なまちづくりにかかる取組及び地域福祉、
子育て支援、地域コミュニティづくりなどその他地域特性に即した地域
課題の解決に向けた取組が自律的に進められている状態であると感
じる地域活動協議会構成団体の割合及び区民の割合：構成団体
78.9％　区民28.2％

②( i )

－39－



【様式２】

円 円 円

具体的取組5－４－２
【コミュニティ・ビジネス（CB）／ソーシャル・ビジネス（SB）及び社会的
ビジネス化の推進】

28決算額 ― 29予算額 ― 30予算額

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・住吉区独自のＣＢ／ＳＢ化、社会的ビジネス化促進チームを結成し、人
と人とのつながりづくりの促進、地域コミュニティの活性化、自主財源の確
保を目的に、地域が抱える様々な課題を地域住民が主体となってビジネ
スの手法で課題解決に取り組むCB/SB、社会的ビジネス化を推進する。
・とりわけ広報すみよしの配布事業について、対象エリアを拡大して取り
組むとともに、コミュニティ回収事業については、各地域活動協議会へ情
報提供する。

・区が関与したCB/SB起業件数及び社会的ビジネス化事業創出件数
　　平成30年度：3件

【撤退基準】
・上記目標を下回れば事業を再構築する。

前年度までの実績

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・地域にとってのメリットや課題の共有が必要。
【改善策】
・地域活動協議会会長会で取組事例の報告を行い、事例の共有化を図
るなど、ＣＢ/ＳＢ化、社会的ビジネス化を促進する。

―

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・地域活動協議会会長会にてCB事業について説明・報告：11月
・各地域運営委員会でCB事業の説明
・区が関与したCB/SB起業件数：４件
　「広報すみよし」配布　　東粉浜・苅田南（４月～）　計３地域で実施
　コミュニティ回収　　山之内（4月～）・東粉浜（10月～）　計２地域で実施

・地域にとってのメリットや課題の共有が必要。

業績目標の達成状況
・区が関与したCB/SB起業件数及び社会的ビジネス化事業創出
件数：4件

・南海粉浜駅周辺地域
　自転車適正化協働パートナー事業

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・CB/SBの未実施地域へは、地域活動協議会会長会などで情報共有し、
働きかけを行う。①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

①( i )

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)

－40－



【様式２】

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題6 【区政改革の推進】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

・多様な区民の意見やニーズを適切にとらえ、区の将来像や現状の地域課題等について区民の参画を得ながら様々な意見や議論をいただき、施
策・事業に反映するなど、区の特性や地域実情に即した区政運営をめざす。
・また、市政、区政情報の発信により、区民の関心や理解を高め、地域コミュニティづくりの推進、市政・区政への参加促進を図るとともに、区民・利
用者の視点に立った質の高い窓口サービスをめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

【区政運営への住民参画】
・区民の様々な意見や要望が区役所に届いていると感じる区民の割合
　　平成27年度25.2％、平成29年度　45.6％
・区政運営について、計画段階から区民との対話や協議により進められていると感じる区民の割合
　　平成27年度20.7％、平成29年度　52.8％
・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、取組が進められていると感じる区民の割合　56.5％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　※区民意識調査結果

【情報発信の機能強化】
・住吉区役所の情報発信によって、必要な市政情報・区政情報を入手できていると感じる区民の割合
　　　平成27年度　62.6％、平成29年度　67.8％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※区民意識調査結果

【窓口サービスの向上】
・住吉区役所での来庁者への案内サービスや窓口での対応について、以前に比べてよくなったと感じる区民の割合
　   平成28年度 58.2％、平成29年度56.7％
・来庁されてから最初に目的とする窓口まで、迷わずに着くことができた区民の割合　89.1％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※区民意識調査結果（平成29年度8月実施）
・住民情報窓口における待ち時間（番号札を取ってから、書類等の交付を受けるまでの時間）
　　15分以内　60.8％、15分超30分以内　26.8％、30分超60分以内　9.2％、1時間超　3.2％　※住民情報窓口アンケート調査（平成29年度5月実施）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

【区政運営への住民参画】
・区政運営について、「区民との対話や協議により進められている」「区の実情や特性に応じて取組が進められている」と感じる区民の割合は、半数
程度にとどまるとともに、「区民の意見や要望が区役所に届いている」と感じる区民の割合は半数を下回っており、区民意識調査や各種事業･イベン
トなどでのアンケートの結果及びその結果を勘案した施策･事業への反映等について、効果的な手法の検討が必要である。

【情報発信の機能強化】
・市政･区政情報の発信については、「必要な市政情報・区政情報を入手できている」と感じる区民の割合が平成29年度には7割弱まで改善したが、
より一層の情報発信手法の工夫が引き続き必要である。

【窓口サービスの向上】
・「目的とする窓口まで迷わずに着くことができた」とする区民の割合は9割弱となっているものの、「案内サービスや窓口での対応についてよくなっ
た」と感じる区民の割合は約半数にとどまっており、窓口サービス改善の取組を促進する必要がある。
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【様式２】

計
　
画

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

【区政運営への住民参画】
・区民意識調査や各種事業･イベントなどでのアンケート結果の分析により、区民ニーズを的確に把握したうえで、区政会議や各種専門会議による、
施策や事業に対する立案段階から地域・住民の立場からの意見や専門的な見地からの議論もいただきながら、施策等の決定を図る。

【情報発信の機能強化】
・広報紙面の読みやすさに努めるとともに、ホームページやSNSを活用し、より一層の市政・区政情報の発信を図る。

【窓口サービスの向上】
・窓口サービス改善プロジェクトチームにおいて、各窓口でのアンケート調査を実施し、「待ち時間」の縮減対策を検討するとともに、「窓口サービス
改善アクションプラン」を活用して窓口サービスの改善を図る。

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

【区政運営への住民参画】
・区民意識調査や区政会議・専門会議などを通じて、意見やニーズの把握に努めるとともに、その反映状況についての発信に取り組んだ。しかしな
がら、区役所が意見やニーズを把握していると感じる区民の割合が半数に届いていない状況である。区政会議等でのグループディスカッションの積
極的な活用をはじめ、各種事業・イベントでのアンケート、庁舎内のご意見箱など、多面的な取組で意見やニーズをしっかりと把握していくとともに、
これらの取組と頂いた意見の中で区政に反映した内容を様々な広報ツールを用いて計画的に情報発信を行っていく。

【情報発信の機能強化】
・計画していた取組に加え、LINE＠を活用した新たな情報発信にも取り組んだが、区の様々な取組に関する情報が区役所から届いていると感じる
区民の割合は微増にとどまっており、また、全体の半数を下回っている。情報を届けたい世代等を明確に意識し、世代に応じた手法を活用した情報
発信に取り組むとともに、各課の事業・イベント・会議など、あらゆる機会、場も活用して情報発信を進めていく。

【窓口サービスの向上】
　・平成30年度の「来庁者等に対する窓口サービス格付け」では、昨年度に引き続き☆☆（星２つ）を獲得したものの、個々の評価では他の区役所を
下回る項目もあった。それらの項目を接遇研修や庁内環境の改善に反映させるとともに、職員にプロ意識や相手の立場に立つ想像力、チャレンジ
精神といった基本理念を浸透させ、市民サービスに対する住民の満足度が向上するよう取組を進めていく。
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【様式２】

42.4%

67.0%

区政会議において、各委員からの意見や要望、
評価について、適切なフィードバックが行われた
と感じる区政会議の委員の割合：70.0％

67.0%

Ａ

めざす成果及び戦略　6－１ 【区政運営への住民参画】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・区政会議をはじめ各種専門会議の開催により、区民や専門家から様々
な意見や助言を聴取・把握し、的確にフィードバックを行うことにより、地
域の実情やニーズに即した区政運営を行う。

・区政会議をはじめ、各種専門会議からいただいた様々な意見や専門的
な見地からの助言に基づき、各種施策や事業の見直し等への反映に努
める。また、各委員からの意見や要望、助言に対して適切なフィードバッ
クをはたす。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・区役所が、様々な機会を通じて区民の意見やニーズを把握していると
感じる区民の割合：令和元年度までに50％
・区政会議において、各委員からの意見や要望、評価について、十分に
区役所や委員との間で意見交換が行われていると感じている区政会議
の委員の割合：平成30年度73％、令和元年度73％
・区政会議において、各委員からの意見や要望、評価について、適切な
フィードバックが行われたと感じる区政会議の委員の割合：平成30年度
70％、令和元年度70％

戦略のアウトカムに対す
る有効性

イ
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・区民の意見やニーズの把握の徹底と、把握した意見・ニーズのうち、区
政に反映した事項について情報発信する取組の強化が必要。アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

区役所が、様々な機会を通じて区民の意見や
ニーズを把握していると感じる区民の割合：
42.2％ B

区政会議において、各委員からの意見や要望、
評価について、十分に区役所や委員との間で意
見交換が行われていると感じている区政会議の
委員の割合：80.9％

A

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・「意見やニーズの把握と反映アクションプラン」を策定し、意見やニーズ
の把握と区政への反映状況の情報発信を計画的に実施する。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

A

自
己
評
価
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【様式２】

円 円 円

・委員相互で活発な意見交換が行えるようにグループディスカッションを
積極的に活用する。
・区の現状、行政の仕組みについて、勉強会を兼ねた社会見学会や
フィールドワークを実施する。

28決算額 1,076千 29予算額 745千 30予算額 493千

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・区政運営への区民の参画をより一層推進するため、区政会議において
区民の意見やニーズを的確に把握するとともに、出された意見への対応
について説明責任を十分に果たすことができるよう、より効果的な会議運
営に向けたＰＤＣＡを実施する。

・区政会議の開催　４回
・地域活動協議会から推薦を受けた区政会議の委員を選定する。
・区政会議において、各委員からの意見や要望、評価について、十分に
区役所や委員との間で意見交換が行われていると感じている区政会議
の委員の割合：73％
・区政会議において、各委員からの意見や要望、評価について、適切な
フィードバックが行われたと感じる区政会議の委員の割合：70％

【撤退基準】
上記目標が50％未満の場合には会議の運営を再構築する。

前年度までの実績
＜平成29年度実績＞
・区政会議の開催　平成29年度４回
・地域活動協議会から推薦を受けた区政会議の委員を選定(2名）
・区政会議において、各委員からの意見や要望、評価について、十分に
区役所や委員との間で意見交換が行われていると感じている区政会議
の委員の割合：66.7％
・区政会議において、各委員からの意見や要望、評価について、適切な
フィードバックが行われたと感じる区政会議の委員の割合：66.7％

具体的取組6－１－１ 【区政会議の開催】

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・区政会議の場において、意見交換が区と委員間の一方通行となってい
る。
【改善策】
・委員相互で活発な意見交換が行えるようにグループディスカッションを
実施する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区政会議の開催：年４回
・区政会議委員による勉強会の開催：１回
・区政会議委員に対するアンケートを実施（１回）し、会議運営に反映

・委員相互の意見交換の活性化が必要。
・区の現状や行政の仕組みについての理解を深めていただけるように情
報提供が必要。

業績目標の達成状況
・区政会議の開催：４回
・地域活動協議会から推薦を受けた区政会議の委員の参加。
・区政会議において、各委員からの意見や要望、評価について、
十分に区役所や委員との間で意見交換が行われていると感じて
いる区政会議の委員の割合：80.9％
・区政会議において、各委員からの意見や要望、評価について、
適切なフィードバックが行われたと感じる区政会議の委員の割合：
70％

①（i）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

－44－



【様式２】

円 円 円

具体的取組6－１－2 【専門会議の開催】

28決算額 444千 29予算額 729千 30予算額 492千

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・防災、地域福祉、こども教育に関し、住吉区が重点的に取り組むべき課
題等について、専門的な意見を求めるために会議を実施する。

・専門会議において、各委員からの意見が、区政に反映されたと感じてい
る委員の割合：70％
【撤退基準】
上記目標が50％未満の場合には再構築する。

前年度までの実績
＜平成28年度開催実績＞
・防災専門会議　3回
・地域福祉専門会議　3回
・こども教育専門会議　4回

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・多数の意見の下での議論が活発に行えていない。
【改善策】
・色々な意見を多数頂き、より活発に議論できるようグループワークを実
施する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・防災専門会議：３回
・地域福祉専門会議：３回
・こども教育専門会議：４回、プロジェクトチーム会議：２回

・区政会議との連携が必要。

業績目標の達成状況
・専門会議において、各委員からの意見が、区政に反映されたと
感じている委員の割合
　防災専門会議：100％
　地域福祉専門会議：81.8％
　こども教育専門会議：100％

①( i )

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区政会議委員の意見について、関連する各専門会議で情報共有を行う。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
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円 円 円

・区民意識調査を実施した項目について、運営方針の中間・期末振り返
り、ＰＤＣＡサイクルシートの作成を通じて改善等に活かされているか確認
する。
・「意見やニーズの把握と反映アクションプラン」を策定し、意見やニーズ
の把握と区政への反映状況の情報発信を計画的に実施する。

具体的取組6－１－3 【区民意識調査事業】

28決算額 2,993千 29予算額 3,897千 30予算額 2,897千

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
「声なき声」など把握しにくいものも含めた多様な区民ニーズや意見･評価
を的確に把握し、施策や事業に反映するため、区民意識調査を実施す
る。
・年2回（8月、1月）にインターネットによるモニターを対象としたWebアン
ケート調査を実施する。
・調査にあたっては、ＰＤＣＡサイクル徹底に向け、各事業の効果測定や
課題抽出等に生かし、今後の区政運営に反映する。

・区役所が、様々な機会を通じて区民の意見やニーズを把握していると
感じる区民の割合：45％
・区民意識調査を年2回実施し、調査結果の分析・課題抽出により、政
策・事業に反映した件数6件
【撤退基準】
・区民調査結果の分析・課題抽出により、政策・事業に反映した件数が2
件未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
・区役所が、様々な機会を通じて区民の意見やニーズを把握していると
感じる区民の割合：42.4％
・区民意識調査を年3回実施し、調査結果の分析・課題抽出により、政
策・事業に反映した件数：平成28年度5件
＜平成28～29年度実績＞
区民意識調査について
・平成28年度は3回（9月、11月、1月）実施。
・平成29年度は3回（8月、11月、1月）実施。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・多様な区民ニーズや意見等を把握し、施策や事業に反映するためＷｅｂ
アンケート調査以外の方法を実施する必要がある。
【改善策】
・新たにＳＮＳ（ＬＩＮＥ）を活用した調査を行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

戦略に対する取組の有効性 ○

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区民意識調査の実施：２回
・ＬＩＮＥ＠を活用した意識調査の実施：１回

・区民意識調査結果が改善等に活かされているかを確認する仕組みを構
築し、ＰＤＣＡサイクルの徹底を図ることが必要。
・区役所が様々な機会を通じて区民の意見やニーズを把握していること、
及び把握した意見・ニーズのうち、区政に反映した事項について広く発信
することが必要。業績目標の達成状況

・区役所が、様々な機会を通じて区民の意見やニーズを把握して
いると感じる区民の割合：42.2％
・区民意識調査を年2回実施し、調査結果の分析・課題抽出によ
り、政策・事業に反映した件数：6件

②（i）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

・「広報すみよし」の企画・編集・印刷業務の実施および全戸配布：１２回
・点字版「広報すみよし」の作成・希望者への送付：１２回
・住吉区SNS活用方針に基づくSNSによる情報発信（通年）
・区がＳＮＳを活用し情報発信に取り組んでいることの周知：３回
[SNSの周知（広報すみよしに掲載）：８回、子育て情報発信ツールとして
LINE＠開設、区ホームぺージの子育て関連コンテンツ集約]
・区ホームページのトップページ改修

取組実績

計
画

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

具体的取組6－２－１ 【広報「すみよし」・区役所ホームページ・SNSの作成、充実】

28決算額

業績目標の達成状況
・広報すみよしが読みやすいと感じる区民の割合：60.7％
・住吉区役所のSNSを見たことがあると答える区民の割合：22.8％
・区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関する情報が、区
役所から届いていると感じる区民の割合：48.7％

②( i )

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

20,390千 29予算額 23,065千 30予算額

自
己
評
価

47.5%

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

業績目標の達成状況 ①(i)

20,912千

業績目標（中間アウトカム）
・区民に読みたいと思ってもらえる「広報すみよし」の企画・編集・印刷業
務の実施および全戸配布　１２回/年
・点字版「広報すみよし」の作成・希望者への送付　１２回/年
・住吉区SNS活用方針に基づくSNSによる情報発信
・SNSの周知（広報すみよしに掲載　３回/年）

・広報「すみよし」が読みやすいと感じる区民の割合　　60％
・住吉区役所のSNSを見たことがあると答える区民の割合　　　20％
・区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関する情報が、区役所か
ら届いていると感じる区民の割合：50％
　【撤退基準】
・広報「すみよし」が読みやすいと感じる区民の割合　　30％
・住吉区SNSを見たことがあると答える区民の割合　　　10％

前年度までの実績
広報「すみよし」が読みやすくなったと感じる区民の割合：平成29年度
33％
住吉区役所のSNSを見たことがあると答える区民の割合：平成29年度
10.5％
区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関する情報が、区役所から
届いていると感じる区民の割合：47.5％
＜平成29年度実績＞
※平成29年度住吉区区民意識調査結果より
広報「すみよし」のデザイン変更（H29）、住吉区SNS活用方針の策定

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・ＳＮＳを見たことがある区民の割合は目標を達成（22.8％）したが、よく見
ている区民の割合はまだ少ない。
【改善策】
・普段、情報を収集するため利用している人が多いＬＩＮＥ・Twitterで区政
情報を積極的に発信していることの周知を広報紙で行う。

・「伝わる」広報を追及し、区民に確実に情報を届け、区政への関心につ
なげていくことが必要。
・災害発生時も想定し、区公式ＳＮＳの認知度の向上を図ることが必要。

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・「職員一人ひとりが広報担当者」の意識を持ち、区役所あげての情報発
信が必要。

・より分かりやすい広報紙とするため、掲載情報の分類、写真等の多用を
行う。
・１面の写真募集を行うなど、区民参加による紙面づくりを進める。
・YｏｕＴｕｂｅやInstagramなど、ＳＮＳを活用した情報発信を充実する。

取組内容

アウトカムの達成状況 前年度

めざす成果及び戦略　6－２ 【情報発信機能の強化】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・区民が区政情報を得ることを通じて、住吉区のめざすべき将来像および
区の施策や事業などへの関心や理解を深めてもらい、区民の区政への
参加を促進する。

・広報すみよし発行において、区民ニーズの高い情報の充実に引き続き
取組むとともに、民間委託していることの効果（編集業者の専門スキルや
ノウハウを生かす）を最大限実現しながら、読みやすい魅力ある紙面を効
率的に作成する（毎月）。
・広報紙の区政情報を気軽に取ることができるスマホアプリの周知を引き
続き行う。
・特に若い世代・現役世代など、これまで地域活動に関わりの薄かった
方々に向けて、行政や地域活動への関心を高めてもらうため、SNSによ
る情報発信を行う。

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関する情報が、区役所か
ら届いていると感じる区民の割合：令和元年度までに55％

・情報を届けたい世代等を意識し、広報すみよし、広報板、ホームペー
ジ、ＳＮＳ等を活用した、分かりやすい情報発信に取り組むとともに、各課
の事業・イベント・会議など、あらゆる機会・場を活用して情報発信に取り
組む。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

全体
区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関
する情報が、区役所から届いていると感じる区
民の割合：48.7％

B

B

個別

－47－



【様式２】

A

前年度 個別

56.7%

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・区民が抱える様々な課題に対し、その内容に応じて関係局と連携した
総合行政としての窓口機能の充実をめざす。
・来庁者がスムーズに目的の窓口に行き用件を終え、気持ちよく帰ってい
ただける快適な区役所をめざす。

・窓口サービス改善PTを中心に、関係課、職員が連携して改善に取り組
む。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・区役所が、相談や問い合わせ内容について適切に対応したと思う区民
の割合：令和元年度までに80％
・窓口対応や待ち時間対策などが改善されたと感じる区民の割合：令和
元年度までに60％以上
・平成30・令和元年度の「区役所来庁者等に対するサービスの格付け結
果」において、☆☆（民間の窓口サービスの平均的なレベルを上回るレベ
ル）以上を獲得する。

めざす成果及び戦略　6－３ 【区民が集う、快適な区役所づくり】

窓口対応や待ち時間対策などが改善されたと感
じる区民の割合：53.3％

B
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・平成30年度の「来庁者等に対する窓口サービス格付け」結果を分析し
たところ、☆☆（星２つ）を獲得しているものの、電話対応や窓口対応にお
いて、あいさつや部署の印象など全区平均を下回る項目も多くみられた。
次年度の接遇研修ではそれらの項目を中心に改善できるようプログラム
を構成し、窓口サービスの向上を図る。

全体

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a

平成30年度の「区役所来庁者等に対するサービ
スの格付け結果」において、☆☆以上を獲得。

71.6%

☆☆ A

ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

区役所が、相談や問い合わせ内容について適
切に対応したと思う区民の割合：78.0％

A

・窓口対応や待ち時間対策が改善されたと感じる区民の割合が前年度を
下回っており、接遇面など窓口対応に重点を置いた取り組みを強化する
必要がある。

アウトカムの達成状況
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【様式２】

円 円 円
業績目標（中間アウトカム）

・区に寄せられた意見や要望に対し、所管局等で対応すべき事項につい
て、適切かつ迅速に連携を図りながら課題解決を行う。
・全職員を対象とした接遇研修を実施するとともに、身だしなみチェック
シートによる自己点検を年2回以上行う。
・パソコンやスマートフォンにより、待ち人数や呼出番号を確認できる取り
組みについての認知度を高めるため、ホームページやツイッターを活用
した広報を年10回以上行う。
・待ち時間の縮減対策として、作業工程の見直しを引き続き取り組むとと
もに、アンケートや時間測定などによる分析・検証を年1回以上行う。

・区役所が、相談や問い合わせ内容について適切に対応したと思う区民
の割合：75％
・来庁者アンケートにおいて、年間の平均的な待ち時間が15分以内とす
る割合を70％以上とする。
・「区役所来庁者等に対するサービスの格付け結果」において、☆☆（民
間の窓口サービスの平均的なレベルを上回るレベル）以上を獲得する。

【撤退基準】
・来庁者アンケートにおいて、年間の平均的な待ち時間が15分以内とす
る割合が50％を下回るようであれば、事業を再構築する。計

画

取組内容

前年度までの実績
・区役所が、相談や問い合わせ内容について適切に対応したと思う区民
の割合：71.6％
待ち時間が15分以内の割合（来庁者アンケート結果）
・29年5月実施アンケート　　 60.8％
・29年2月実施アンケート　　 67.0％
・28年10月実施アンケート    56.3％
・「区役所来庁者等に対するサービスの格付け結果」において、☆☆（民
間の窓口サービスの平均的なレベルを上回るレベル）

具体的取組6－３－１ 【窓口におけるサービスの向上】
28決算額 727千 29予算額 794千 30予算額 760千

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・5月の来庁者アンケートでは、パソコンやスマートフォンで待ち人数等を
確認できることを知っていると回答した方の割合が14.2%と低かった。
・職員の接遇に個人差がある。
【改善策】
・より一層認知度を高めるため、区の広報板でも周知を行う。（10月予定）
・接遇研修を通じて得た知識を全ての職員が、しっかりと活用できるよう
にするための方策を検討する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(i)

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・全職員を対象とした接遇研修を実施：１回
・接遇状況チェックリストによる自己点検、改善指導：２回
・パソコンやスマートフォンで、待ち人数や呼出番号を確認できるサービ
スの広報：Twitter年27回、区広報板への掲示：10月～
・窓口サービスアンケートの実施：４回、分析・検証の実施：１回

・住民票など証明発行等の一部業務を民間事業者に委託しているが、令
和元年12月に事業者の更新があるため、更新後も現状の待ち時間の水
準を維持できるよう、円滑に更新を行う必要がある。

業績目標の達成状況
・区に寄せられた意見や要望に対し、所管局等で対応すべき事項
について、適切かつ迅速に連携を図りながら課題解決を実施。
・区役所が、相談や問い合わせ内容について適切に対応したと思
う区民の割合：78.0％
・来庁者アンケートにおいて、年間の平均的な待ち時間が15分以
内とする割合76.7％
・「区役所来庁者等に対するサービスの格付け結果」において、☆
☆（民間の窓口サービスの平均的なレベルを上回るレベル）以上
を獲得。

①（i）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・更新手続きをスケジュールどおり実行し、事業者選定後は、新規事業
者、現行事業者、本市の３者で協定を締結のうえ、十分な協議を行い、新
規事業者が円滑に運用を開始できるよう引継ぎを行う。
・更新後は、事業者の入力誤り等について職員が引き取って処理するこ
ととなるため、待ち時間が増すことがないよう、事業者によるＯＪＴ、端末
の研修モードなどを活用し、更新までに入力処理等の技術を習得する。

○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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