
番号 委員 担当課
該当ページ

項目名
外部評価（区政会議委員）意見 回答

1-1 角元委員
政策推進課（政
策推進）

めざす成果及び
戦略1-1「まちの
活性化」

どのように活性化しているのか見えないと意味がないと
思う。目的はおもしろそうな町だから住みたいという発
想。

尻無川河川敷の「TUGBOAT_TAISHO」のような魅力ある賑わ
い施設を設置できるよう環境の整備・支援等を行うことで、ま
ずは、国内外からの交流人口を拡大させ、魅力的な施設の増
加だけでなく、新たな魅力発見や発信により流入人口の増加
につなげたいと考えています。
また、大正区役所としては、このような都市活動の活性化に加
え、地域福祉と地域防災、子育て・教育、さらにはコミュニティ
の充実により、区民の皆様にとって安心で安全な大正区のま
ちづくりに努めてまいりたいと考えております。

1-2 角元委員
政策推進課（政
策推進）

具体的取組1-1-
1「尻無川河川広
場にぎわい創造
拠点の管理運
営」

飲食料金が高く感じる。大正区民はわざわざ行かない
のでは？区民に対してクーポン発行などしてほしい。

「TUGBOAT_TAISHO」の各店舗の料金設定については、事業
者の裁量の中で行われることではありますが、貴重なご意見
として、事業者にお伝えさせていただきます。事業者は良質な
商品を提供することにより、同業種の既存施設との差別化を
図り、施設の存在意義を高めることを掲げています。また、区
民に対する優待につきましては、1次オープン時に飲食料金を
半額にするキャンペーンが実施されましたが、こうした優待や
地域活性化・産業促進などに向けて、包括連携協定の中で事
業者と継続的に協議を行い、取組の充実を図ってまいります。

1-3 竹村委員

政策推進課（地
域活動支援）

保健福祉課（福
祉）

具体的取組2-1-
1「防災計画の策
定」

地区防災計画、要援護者への支援を知っておられる方
は、町会に入会しておられる方だけ。もっと多くの方に
知ってほしい。

地区防災計画の作成や要援護者への支援システムの構築に
ついては、現在各地域でとりくんでいただいております。
地区防災計画については、令和2年度の「津波編」の作成を
もって完了する予定です。「津波編」の策定後、市民向けにわ
かりやすいマニュアルを作成し、区ホームページへ掲載すると
ともに、各戸配布していく予定です。また、要援護者支援の取
組みについても区ホームページや区広報紙を活用し周知する
予定です。

１．令和元年度大正区運営方針について

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

1



番号 委員 担当課
該当ページ

項目名
外部評価（区政会議委員）意見 回答

１．令和元年度大正区運営方針について

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

1-4 石田委員
政策推進課（地
域活動支援）

具体的取組2-1-
2「災害時協力協
定等の増強」

目標未達成だが、有効性ありですか。

昨年度は、大正区内の津波避難ビルが地域により偏りがある
ことから、津波避難ビルの協定締結に重点的に取り組みまし
た。
「津波の際にどの建物に避難するのかを知っている割合」は、
目標の80％以上に達しませんでしたが、平成30年度と比べて
着実に増加していることから、取組は有効であると考えていま
す。

1-5 石田委員
保健福祉課（福
祉）

経営課題３「【だ
れもが健康で安
心して暮らせる
まちへ】」

目標未達成が半分以上あるのは、計画にそもそも無理
がありませんか？目標が達成できない計画に対する予
算をつぎ込むのは勿体ないと思ってしまいます。

大正区地域包括支援体制の確立に向け、各取組は密接に関
わっており、それぞれに計画を策定し実施しているところでは
ありますが、委員ご指摘のとおり、めざすべき成果及び戦略３
－２「地域包括ケアシステムの構築」につきましては、「在宅医
療・介護連携の推進」「認知症施策の推進」という具体的取組
に課題を残しておりますので、その評価を見直すとともに、「大
正区地域福祉推進会議」により議論を重ね、具体的取組の改
善につなげてまいります。また、仮に、撤退・再構築基準に該
当する場合には、「大正区地域福祉推進会議」において、専門
家からの意見や評価をいただくこととしております。
いずれにいたしましても、区政会議においては、各事業の進捗
状況等に対してご意見をいただくことで予算の適切な執行に
努めてまいります。
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番号 委員 担当課
該当ページ

項目名
外部評価（区政会議委員）意見 回答

１．令和元年度大正区運営方針について

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

1-6 石田委員
政策推進課（政
策推進）

自己評価全般に
ついて

「戦略のアウトカム指標に対する有効性」について、「有
効である」「有効でない」の基準がわかりません。プロセ
ス指標未設定は、なぜ設定しないのですか
「戦略のアウトカム指標に対する有効性」について「有効
である」にもかかわらず、進歩状況が「順調でない」取組
に対し、「順調でない」フィードバックがどこもないです。
「順調でない」原因が明確になっていません。

・運営方針の自己評価については、成果を常に意識して取組
の有効性をチェックし、改善や新たな展開に繋げるPDCAサイ
クルの徹底を狙いとし、全市統一的に設定された基準の中で
取り組まれております。
・「戦略のアウトカム指標に対する有効性」については、「アウト
カム指標の達成状況」と「戦略の進捗状況」の評価をもとに、
総合的に評価を行っております。また、「戦略の進捗状況」に
ついては、各戦略に紐づく具体的取組の「プロセス指標の達
成状況」、「戦略に対する取組の有効性」により評価を行って
おります。「順調でない」戦略については、具体的取組の中で
課題の抽出及び改善策を明記し、フィードバックを行っており
ます。具体的には、別紙において経営課題１－１「活力ある元
気なまちへ」を例にして説明しておりますので、ご参照くださ
い。
・「プロセス指標」については、運営方針策定時にすべての具
体的取組で設定をしておりますが、区民意識調査（第１回）の
結果が９月中旬以降に出るなど、８月末時点で行う中間振り返
りにおいては、成果が測定できないため、未測定という意味
で、「―：プロセス指標未設定（未測定）」という評価を行ってお
ります。
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番号 委員 担当課 外部評価（区政会議委員）意見 回答

2-1 木村委員
政策推進課（政
策推進）

新型コロナウイルス感染症の影響、課題、対策はどう
か。

医療従事者をはじめ多くの皆さまのご尽力、ご協力により、現
在、大正区でも、新型コロナウイルス感染症患者の発生がな
い状態に抑えることができています。しかし、治療方法・体制
が世界的に整うまでは、区内での感染拡大へつながる可能性
はなくなりません。こうした背景のもと、私達の生活を大きく見
直し、一致協力して「新しい日常」をつくる必要があると考えて
おり、具体的には次の４点を掲げています。

一、「新しい日常」「新しいコミュニティ活動」「新しいまちづくり」
へ
一、地域医療を守る
一、夢と目標を再び輝かせよう
一、大正区役所からのお願い（「新しい日常」の時代に合った
区役所運営）

詳しくは、区ホームページ「「新しい日常」をめざして 〜区長
メッセージ〜」をご覧ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/taisho/page/0000504782.html

2-2 角元委員
政策推進課（地
域活動支援）

youtubeやインスタグラムを利用して、地域コミュニティを
活性化させる（年配の方にも理解してもらう事が必要⇒
一緒に作るイメージ）
・大正区内各地域で「まちづくり」に興味がある人を募集
する（各町１人ずつ）
・その人達がインスタグラムやツイッターを使い、地域の
「売り」を紹介する。その内容をyoutubeで配信する（企
業やお店の紹介、注意事項など）
・それにより大正区の有名人を作り、あこがれにつなげ
ていく
・地元民が区長を目指すきっかけ（レガシーとして引き継
いでいく）

地域まちづくり実行委員会の広報は、紙媒体を中心に行われ
ていることから、今年度の事業計画において、身近な地域での
人と人とのつながりづくりに関する支援のひとつとして、HPや
SNS等の様々な広報媒体を活用した情報発信など、まちづくり
センターと連携し、地域活動協議会の広報の充実にかかる支
援を行うこととしております。

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

２．その他意見、ご質問について
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番号 委員 担当課 外部評価（区政会議委員）意見 回答

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

２．その他意見、ご質問について

2-3 駒井委員
政策推進課（地
域活動支援）

（災害について）
今年はコロナ対策も必須であると考えられる為、仮に災
害で避難することになれば、何をどうしていいか分から
ない区民も多数いることと思います。地震のみならず、
大雨、台風というシーズンが間近に迫っている今、コロ
ナ対策も踏まえ、簡易なマニュアル等を作成し、区民に
発信することで少しは安心すると思います。

大正区役所では、「自分の身は自分で守る」という「自助」を基
本とし、その「自助」を「互助・共助」、「公助」でサポートしていく
という大きな方向性のもと、大正区地域防災計画を策定し、防
災の取組みを進めています。
災害発生時は、まずは「自分の身は自分で守る」必要があるこ
とから、防災・減災に関する正しい知識の習得や日頃から災
害に備えていただくため、大阪市では、市ホームページに「市
民防災マニュアル」などを掲載し、「大正区防災マップ」など大
正区役所独自の取組みについては、大正区役所ホームペー
ジに掲載しております。
また、気象警報の発令、防潮鉄扉の閉鎖、橋の通行止めな
ど、災害に関する緊急情報は、大正区公式ＳＮＳ（Facebook、
Twitteｒ、LINE）で発信しています。
災害発生時には、電話の不通等、区役所への問い合わせが
困難になるおそれがあるため、「日頃から正しい知識の習得」
「日頃からの備え」をしていただいた上で、「災害に関する緊急
情報」を自ら取りにいっていただき、「自分の身は自分で守る」
行動をとっていただきたいと考えております。
なお、コロナ対策をふまえた避難にかかる広報については、市
ホームページに掲載する方向で危機管理室において調整中で
す。

5



（別紙） 

【評価の具体例】 

 ◎「具体的取組」の評価→「めざすべき成果及び戦略」の評価（別図参照） 

 

例：経営課題１「活力ある元気なまちへ」 

１ 具体的取組１－１－１【尻無川河川広場にぎわい創造拠点の管理運営】 

   〇当年度の取組実績 

     ↓※予定どおり実施 

    〇プロセス指標の達成状況：①（ⅰ）（目標達成、取組は計画どおり実施） 

     ↓※「TUGBOAT_TAISHO」の認知度：82.2％（目標 30％） 

    〇戦略に対する取組の有効性：ア（有効であり、継続して推進） 

２ 具体的取組１－１－２【公民連携手法による活性化の取組】 

   〇当年度の取組実績 

    ↓※連携先企業等が主催するイベントとの協働 

      新たな公民連携関係の構築（IKEA 鶴浜とのイベント広報協力） 

   〇プロセス指標の達成状況：②（ⅰ）（目標未達成、取組は計画どおり実施） 

    ↓※企業が地域の活動に寄与していると感じている区民の割合：53.6％（目標 69.8％） 

  ●課題：今年度も新たな公民連携関係を構築するなど、民間企業等との協働の充実が図

られているが、区民への認知度が低い。 

●改善策：新たな公民連携事業の構築を通じて、地域活性化の取組を推進するとともに、

連携事業の広報につとめるなど、区民への周知を図る。 

〇戦略に対する取組の有効性：ア（有効であり、継続して推進） 

※プロセス指標の達成状況：②（ⅰ）であるが、大正区の特色を活かした新たな公民連

携関係を構築するなど、取組内容を充実することができた。今後、広報の充実等を図

り認知度を高め、公民連携事業を通じた魅力を区内外に発信するとともに、新たな公

民連携関係の構築により地域活性化を図り、民間活力を生かしたまちづくりが一層推

進されることが期待でき、そのことが戦略に対して有効であると考えられるため、継

続して推進すると評価した。 

 

 ３ めざすべき成果及び戦略【まちの活性化】 

    〇戦略の進捗状況：ｂ－順調でない 

      ※２つの具体的取組のうち、１－１－２の「プロセス指標の達成状況」が②（ⅰ）（目標

未達成、取組は計画どおり実施）であることから、「ｂ」の評価となる。 

       該当する具体的取組（１－１－２）については、課題の抽出及び改善策を明記し、フ

ィードバックを行っている。 

    〇アウトカム指標の達成状況：B－順調でない 

      ※指標となっている社会動態の数値がマイナスとなっていることから「B」の評価となる。 

    〇戦略のアウトカム指標に対する有効性：ア 

※「アウトカム指標の達成状況」と「戦略の進捗状況」の評価をもとに、総合的に評価。 



（別紙） 

大正区役所では、これまで、「TUGBOAT_TAISHO」のような魅力ある賑わい施設を

誘致できるよう環境の整備・支援、また民間活力を活かした公民連携事業を行うこと

で、まずは、交流人口を拡大させ、魅力的な施設の増加だけでなく、新たな魅力発見

や発信により流入人口の増加につなげる取組等を進めている。 

「TUGBOAT_TAISHO」は令和 2 年 1 月に開業したばかりであり、今後、舟運事業、

ワークショップ施設、水上ホテルなど全面開業に向けて、大正区全体のまちの活性化

に繋げるとともに、公民連携事業においても、新たな連携先を増やすことで地域活性

化を図り、民間活力を生かしたまちづくりが一層推進されることが期待でき、今後、

交流人口の拡大、さらには流入人口の増加につながるものと考えている。 

従って、このような取組を継続的に続けることが、アウトカム指標の達成に寄与する

と判断したことから、「有効であり、継続して推進」の評価とした。 



【様式２】評価手順
重点的に取り組む主な経営課題

具体的取組１－１－１ 【タイトル】

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

めざす成果及び戦略　１－１ 【タイトル】

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

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

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

経営課題１ 【タイトル】

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

①

②
③

①’

②’

③’

④’

⑤’

⑥’

⑦’

⑧’

⑨’

⑩’

⑪’
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【様式３】評価手順
「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目１ 【タイトル】

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成

④

⑤
⑥

⑫’ ⑬’
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【様式１】評価手順

◆自己評価

平成○○年度　○○区・局運営方針
（区・局長：　　　　　）

１年間の取組成果と今後取り組みたいこと

解決すべき課題と今後の改善方向

⑭’

⑮’
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