
平成２８年度大正区運営方針 
        自己評価について 

平成２９年６月２７日 

         第１回区政会議 
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 運営方針の達成状況 

経営課題１ まちを元気にする力 

○尻無川河川広場「にぎわい創造拠点」整備・管理運営事業 
    

 取組：平成30年の開業に向け、委託事業者の選定を完了。事業用の台
船固定のための係船柱の制作。 

       
      目標：賑わい拠点を整備、管理運営する事業者の決定→選定完了 
      船着き場係船柱の設置→設置完了 
        

〔戦略〕1-1 水辺を拠点とした恒常的なにぎわい創出による人口増 

戦略の進捗状況 ｱｳﾄｶﾑの達成状況 戦略の有効性 

順調 有効であり継続して推進 順調 
2 



 運営方針の達成状況 

経営課題１ まちを元気にする力 

○ものづくり企業の活性化事業    

取組：大正ものづくりフェスタの開催・工場見学会の実施 

    企業セミナーの実施（1回以上）・インターンシップの実施等 

       第2回大正ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｸﾄﾘｰの開催 

       →大正ものづくりﾌｪｽﾀ開催（8/6 1,051名来訪） 

         ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｸﾄﾘｰの実施（11/25・26 延べ196名参加） 

          工場見学会（区民・修学旅行生対象）の実施 

                         （32回 延べ2,079名参加←昨年536名） 

                 インターンシップの実施（3校 24名参加） 

 目標：イベントの実施により地域と企業の連携に有効と感じる割合80％以上 

       → 有効であると回答した割合 イベント参画者 100％ 

〔戦略〕1-2 ものづくり企業の活性化 

戦略の進捗状況 ｱｳﾄｶﾑの達成状況 戦略の有効性 

順調 有効であり継続して推進 順調 
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 運営方針の達成状況 

経営課題２ まちを守りきる力－防災 

○地域防災力の向上をめざすまちづくり支援事業 

   取組：地域防災訓練に際し、津波避難マップ・安否確認シートを活用   

       した防災訓練の実施（10地域） →実施地域（10地域） 

 

       地域防災訓練率 １００％ 

  

      目標：津波の際に避難する建物を知っている割合 70％以上 → 86％ 

                                 （区民まつり時ｱﾝｹｰﾄ） 

  

 

〔戦略〕2-1 津波に強いまちづくりの推進 

戦略の進捗状況 ｱｳﾄｶﾑの達成状況 戦略の有効性 

順調 有効であり継続して推進 順調 
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 運営方針の達成状況 

経営課題３ まちを守りきる力－防犯 

○地域防犯対策事業 
   取組：ひったくり防止デー啓発実施（12回）、防犯カメラの設置（10台） 
          →ひったくり防止デー啓発実施（11回）、防犯カメラ10台設置  
      目標：啓発活動による防犯意識が高まったと感じる方 70％以上  
       → 92％（啓発時聞き取り調査） 
○地域安全防犯担当職員による区内巡視、青色防犯パトロールの実施 
   取組：青色防犯パトロールの実施 
    目標：青色防犯パトロールの認知度 80％以上 → 91％ 
○市民協働型自転車利用適正化事業 
   取組：啓発活動の実施 
   目標：ボランティア従事者が「官民一斉行動」が放置自転車台数減につな 
       がると感じる割合 80％以上 → 100％（聞き取り調査による）    
     

 

〔戦略〕3-1 安全安心なまちづくりの推進 

戦略の進捗状況 ｱｳﾄｶﾑの達成状況 戦略の有効性 

順調 有効であり継続して推進 
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順調 



戦略の進捗状況 ｱｳﾄｶﾑの達成状況 戦略の有効性 

順調ではない 有効であり継続して推進 順調 
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 運営方針の達成状況 

経営課題４ まちを守りきる力－健康づくり 

〔戦略〕4-1 生活習慣改善の促進 

○特定健診・がん検診の受診啓発 
  取組：勧奨ビラ等による周知啓発、区内学校・保護者向け周知啓発（10回） 
      広報紙による周知（12回）・窓口ｻｰﾋﾞｽ課と連携したｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（1回） 
       → 勧奨ビラ等による周知啓発(4回)、保健師健康教育にて特定健診・がん

検診の周知啓発を実施（15回） 、広報紙による周知（12回）、窓口ｻｰﾋﾞｽ
課と連携したｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（1回） 

  目標：特定健診受診者600人・がん検診受診者数 前年度より2％増加                
            →特定健診受診者631人・がん検診受診者数→1,725人（0.8％減） 
○健康づくりに関する機会の提供 
  取組：健康講座（12回）・食育に関する講座（30回）・健康展（1回）・食育展（1回） 
     → 健康講座（73回）・食育に関する講座（41回）・ 健康展（1回）・食育展（1回） 
    目標：各取組を通じて生活習慣の改善に対する理解が深まった人の割合 70％以上        
                                      →85.7％（アンケート実施） 
 

 
 
                



 運営方針の達成状況 

経営課題５ まちを守りきる力－子育て 

○地域で見守る子育て応援事業 

  取組：子育て講座の開催（7講座 31回） → 7講座34回 実施 

  目標：子育て講座で参加者ｱﾝｹｰﾄ「とても良い・良い」 以上の評価 50％以上 

                       → 「とても良い・良い」 以上の評価 98％ 

 

○発達障がいサポート事業 

  取組：小・中学校に在籍する発達障がいのある児童・生徒に対して、学校と   

      連携しながら適切なサポートを行う 

                → 小学校10校・中学校2校（ｻﾎﾟｰﾀｰ登録数35名） 

  目標：発達障がいサポーター配置学校において、発達障がいに対する理解が進んで

いないという回答 50％以下 

                    → 理解が進んでいないという評価 12％ 

 
  
    
                       

〔戦略〕5-1 子育て支援の充実 
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戦略の進捗状況 ｱｳﾄｶﾑの達成状況 戦略の有効性 

順調 有効であり継続して推進 順調 



  
○青少年健全育成 
  取組：夜間地域巡回（130回）、青少年の健全育成と非行防止を目的とし 
      た活動（年5回）、青少年健全育成に係る講演会（1回） 
      学校でこどもや保護者の相談に応じるスクールカウンセラーの配置 
      → 夜間地域巡回（130回）、青少年の健全育成と非行防止を目的と

した活動（5回）、青少年健全育成に係る講演会（1回） 
       
  目標：講演会でのｱﾝｹｰﾄで「区の青少年健全育成事業が青少年が育つ 
       環境づくりに効果がある」と回答した割合 70％以上 
                                            →効果があると回答した割合 81.5% 
   
 
   
 
 
 
 
                       8 

戦略の進捗状況 ｱｳﾄｶﾑの達成状況 戦略の有効性 

順調 有効であり継続して推進 順調 

 運営方針の達成状況 

経営課題５ まちを守りきる力－子育て 

〔戦略〕5-2 青少年健全育成 



 運営方針の達成状況 
経営課題６ まちを守りきる力－地域福祉 

○地域福祉ビジョンの策定 
  取組：策定会議の開催、区の地域福祉の現状調査・分析、区社会福祉協議会との協力によるビジョンの素案

作成と意見募集→大正区地域福祉ビジョンを策定 
   
○援護を必要とする方への支援 
  取組：高齢者や障がい者等に対する地域における見守りのしくみの充実・強化及び高齢者食事サービスの一
体的な実施により、要援護者のセーフティネット機能の強化を図る 
        →見守り推進員による相談援助(延べ4,858名)・関係機関との連絡調整(654回） 
  目標：地域福祉の担い手に対するアンケートで地域見守り活動が 
      要援護者の把握に寄与していると感じる割合 60％以上 → 88％が寄与と評価 
 
○要援護者の見守りネットワーク強化 
  取組：区社会福祉協議会に「見守り相談室」を設置し、「要援護者情報」の整備・管理、孤立世帯等への専門   
対応等に取り組む           
          →対象者2,401名へ同意確認書送付（1,085件回答） 
  目標：新規対象者に同意確認書の送付を行い、50%以上の回答を得る → 45%であり、目標には至らず。 
 
○ハートプラスマークの啓発・普及 
  取組：ハートプラスマークの普及・啓発  
  目標：カード・キーホルダーを身体障がい者手帳新規取得者の約５割に配付 → 84件（新規取得者の約9割） 

 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
 
 
                       

〔戦略〕6-1 地域福祉の向上 

戦略の進捗状況 ｱｳﾄｶﾑの達成状況 戦略の有効性 

有効であり継続して推進 
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順調ではない 順調 



 運営方針の達成状況 

経営課題７ まちがつながる力－地域活性化 

○地域まちづくり実行委員会の自律運営にかかる支援 
  取組：地域担当職員を配置し、市政情報の提供や活動支援を行う。 
       担い手拡大のラウンドテーブルの実施・コミュニティ育成並びに活性化   
      を促す事業を実施。 
        → ラウンドテーブルの開催（9回）、地域担当職員による活動 
            支援（延べ409回）、コミュニティ支援事業業務委託の実施 
           コミュニティ育成事業の実施等  
          
  目標：区役所が中間支援組織と連携して各地域の実情に応じた支援を 
           行っていると感じる割合 80％以上  
                   → 実情に応じた支援を行っていると感じる人の割合 91.3％ 
 
 
 
                       

〔戦略〕7-1 区民主体の地域運営の促進 
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戦略の進捗状況 ｱｳﾄｶﾑの達成状況 戦略の有効性 

順調 有効であり継続して推進 順調 



 運営方針の達成状況 

経営課題７ まちがつながる力－地域活性化 

○区民協働による魅力活性化事業 
  取組：地域団体等に協働・連携を呼び掛け自主企画事業を4事業実施 
                           → 「文楽講座」等4事業実施 
  目標：区への愛着度 80％以上 → 80.66％（自主事業平均） 
 
○種から育てる花づくり事業 
  取組：調整会議13回、育苗数24,000株  
                     → 調整会議13回開催、育苗数26,000株  
  目標：緑化ﾘｰﾀﾞｰ・花のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの参画者280人 → 278人 
 
○音楽のあふれるまちの推進 
  取組：Ｔ－１ﾗｲﾌﾞｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ、ﾗﾝﾁﾀｲﾑｺﾝｻｰﾄ（3回）実施 
        → Ｔ－１（3回）、ﾗﾝﾁﾀｲﾑｺﾝｻｰﾄ（4回）実施 
    目標：音楽振興事業により区の魅力が向上したと感じる割合80％以上 
                              → 81.78％         
    
 
 
 
                       

〔戦略〕7-2 地域活動支援と新たな担い手 

戦略の進捗状況 ｱｳﾄｶﾑの達成状況 戦略の有効性 

順調ではない 有効であり継続して推進 順調 
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 運営方針の達成状況 

経営課題８ 区民サービスの充実 

○区民サービスの充実 
 
  取組：窓口ｻｰﾋﾞｽｱﾝｹｰﾄの実施（1回）、職員に対する接遇研修（1回）等 
               → 職員対象に接遇研修の実施（１回） 
                  窓口ｻｰﾋﾞｽｱﾝｹｰﾄの実施（1回）等 
  目標：窓口ｻｰﾋﾞｽｱﾝｹｰﾄにおいてｻｰﾋﾞｽが良いとの回答が80％以上 
                       → 良いと回答した人の割合 85％ 
 
     

〔戦略〕8-1 区民から信頼される利便性の高い区役所づくりの推進 

戦略の進捗状況 ｱｳﾄｶﾑの達成状況 戦略の有効性 

有効であり継続して推進 順調 順調 
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 運営方針の達成状況 

「平成28年度 市政改革の基本方針」に基づく取組等 
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番号 取組項目 達成状況 

1  歳入の確保(国民健康保険料の現年度及び滞納繰越分の収納率のアップ) 達成 

2  歳入の確保（介護保険料現年度･滞納繰越分の収納率アップ） 達成 

3  歳入の確保（広告収入等） 達成 

4  コンプライアンスの確保 達成 

5  広報・情報・魅力発信の充実 達成 

6  PDCAサイクルの徹底 達成 



一年間の取組成果と今後取り組みたいこと 

戦略に基づいた個々の取組事業において、年度当
初の目標設定に対し、概ね目標達成しており、一
定の成果が得られた。 
今後については、目標設定をアンケート調査での
評価としている場合には、アンケートの対象者が事
業の参加者であるなどの理由によって、区民全体
との意見のギャップがないかどうか認識することは
必要であると考えており、無作為抽出による意見
集約も取り入れたい。 
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解決すべき課題と今後の改善方向 

経営課題に対して、戦略的に事業に取り組み、成果を求め

る、というプロセスにおいて、その課題への第一段階の取

組成果を目標としているものは、達成された後にはさらなる

展開としての目標設定と取組が必要である。 

目標管理の方法としては、中期目標となる将来ビジョンに

対し、年度ごとに目標設定を行うことで、経営課題解決の

進捗管理を行いたい。 

区政のさらなる改善や市民の協働を推進する上で、職員の

意識向上も不可欠なものと考えており、どのような手法によ

りこれを達成するか検討したい。 15 


