
【様式２】

大正区の人口は年々減少しており、特に平成21年から22年にかけての減少率が特に大きい。
また、区内の製造業に従事する従業員数は平成20年から22年にかけて及び製造品出荷額についても平成20年から21年にかけて 大きく減少して
いる。
高齢化率も大阪市の平均と比較しても非常に高い状況となっている。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【まちを元気にする力】

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＞

区内の人口減少に歯止めをかけ、都市活動を活発化させる。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

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＞

社会動態による減少が続き、高齢化率が上昇したことにより、近年は自然動態による減少が著しい。また、平成20年に発生したリーマンショックの
影響による区内製造業従業員数の減少も人口減少の要因となっている。但し、平成25年においては社会動態による減少は鈍化しており、これまで
の区の取組や景気回復の効果が一定現れている。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

社会動態による人口減少をさらに抑えるため、引き続き区のイメージアップや関心を高めるための施策を推進し、水辺を生かした都市空間の創出
などを行う。また、ものづくりのまちである大正区では、製造業が人口やまちの活性化に与える影響も大きいことから、製造業の活性化や地域との
密接な繋がりを構築するための支援を行うことが、区内の人口減少に歯止めを掛けるために必要だと考える。

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
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【様式２】

円 円 円

区外の方が、にぎわい創造拠点に来訪したくなるよう、新たな水陸連動
型の都市ライフスタイルを発信するとともに、にぎわい創造拠点を中心
に、隣接4区（大正区・西区・浪速区・福島区）間を舟運や自転車、ランニ
ングなどのさまざまな手法で気軽に回遊でき、ショートステイできるようス
テーション（ハブ）化を図る。
また、にぎわい創造拠点を中心とした高い回遊性を広く認知・定着させる
ため、定期的に各区が連携した水陸連動体験型イベントなどを展開す
る。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

【28年度】
魅力拠点における各店舗来店者数　　6,000人/年度・店舗（全6店舗）

めざす成果及び戦略　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】

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＞
尻無川河川広場一帯に、常設の飲食店舗やイベント広場などがあるにぎ
わい創造拠点が整備され、拠点を中心に「水辺」と「陸地」のにぎわいが
効果的に連動するとともに、自律的で持続可能な地域再生事業などが展
開されることにより、区外の方が河川広場一帯はもとより、当区全域へ何
度も来訪し、新たな都市魅力空間として都市活動が活性化している状
態。

25決算額 ― 26予算額 ― 27予算額 90,674千

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・尻無川河川広場に常設の飲食店舗やイベント広場などを設置するた
め、「都市・地域再生等利用区域」の指定を大阪府（河川管理者）へ要望
するとともに、尻無川河川広場において事業展開する民間事業者を公募
する。
・大阪府より「都市・地域再生等利用区域」の指定を受け、にぎわい創造
拠点開業に向けたインフラ整備工事を実施。
・平成27年10月頃を目途に、尻無川河川広場を中心とした4区エリア（大
正区・西区・浪速区・福島区）において、「水辺」と「陸地」の連動性・回遊
性を体感できる魅力向上・体験型イベントを4区合同で実施。
　○参加者数　延べ2万人

・大阪府より「都市・地域再生等利用区域」の指定を受け、尻無川河川広
場において事業展開する事業者を決定する。
・平成27年度中にインフラ整備工事着工。
・「水辺」と「陸地」の連動性を体感し、当該エリアに再訪したいと回答した
参加者の割合60％以上。

【撤退基準】
・大阪府より指定が受けられなかった場合および尻無川河川広場におい
て事業展開する事業者が0社であった場合は、事業を再構築する。
・平成27年度中にインフラ整備工事に着工できなければ、事業を再構築
する。
・当該エリアに再訪したいと回答した参加者の割合が50％未満であれ
ば、事業を再構築する。

前年度までの実績

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
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

具体的取組１－１－１ 【尻無川河川広場を中心とした地域再生事業等】

アウトカムの達成状況 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

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」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

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
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)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」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)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
区内ものづくり企業の更なるネットワーク形成と地域活動への参画を促
し、地域の一員であるものづくり企業の活性化を図る。
○『大正ものづくりフェスタ2015』の開催（対象：区民中心）
○工場見学会の開催（1回以上、対象：区民、区内学校、その他）
○企業セミナーの開催（1回以上、対象：区内企業）
○インターンシップの実施等（対象：高校、大学）
○(仮)大正オープンファクトリーの開催

区内企業のニーズ把握
○企業訪問調査(20社)
○企業との意見交換会(2回以上)

イベントの参画者や参加者アンケートで、イベントの実施により地域と企
業の連携（交流）に有効であると回答した割合　80%以上

【撤退基準】
上記の割合が60%未満であれば事業を再構築する。

前年度までの実績
平成26年度実績(予定含む)
・大正ものづくりフェスタ2014実施に向けた企画会議の開催（6回）及び
フェスタの実施（9月6日、参加者数：800人）
・区民対象工場見学会の実施（2回）及び個別学校等の見学会(6回)の実
施
・インターンシップの実施（高校4校（区内2校・区外2校）　延べ18名参加）
・企業訪問調査数：30社
・企業との意見交換会：3回
平成25年度実績
・大正ものづくりフェスタ2013実施に向けた企画会議の開催(5回)及びフェ
スタの実施(11月2日、参加者数：700人)
・区民対象工場見学会の実施(1回)及び個別学校等の見学会(5回)の実
施
・企業訪問調査数：54社
・企業との意見交換会：2回

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組１－2－１ 【ものづくり企業活性化事業】

25決算額 3,429千 26予算額 2,911千 27予算額 2,565千

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
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

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

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＞
区内のものづくり企業の活性化が図られるとともに、地域活動への参画
がなされている状態。

区内企業のネットワークをより一層拡大し、地域活動への参画を促す。
地域との交流を目指し、区内企業とともに「大正ものづくりフェスタ」を開
催する。
企業への支援として、工場見学会・企業セミナー・インターンシップ等の事
業を継続実施し、まちの活性化を図る。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
様々な施策を通じ、ものづくり企業の活性化や地域との連携に有効であ
ると感じる割合70%以上（平成27年度）

めざす成果及び戦略　１－2 【ものづくり企業の活性化】
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【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題

経営課題２ 【まちを守りきる力 - 防災】

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＞

津波が襲来するまでに各世帯がどの建物に避難すればよいのか分かった上で、区民一人ひとりが自らの判断で、ご近所で助け合いながら避難で
きる地域防災体制の確立。
被災後の支援復興に向けた住民・企業・行政の協力体制の確保。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

平成23年区民モニター
これからの災害対策として必要と思うものの上位回答
○避難マップの充実（66.3％）
○避難誘導体制づくり（55.8％）

平成24年度区民モニター
区役所で防災など危機事象ごとの計画やマニュアルが作成されていることを知っている区民の割合
34.0％
（調査22区平均38.3％）

平成25年度区民モニター
津波の際にどの建物に避難するのか知っている区民の割合
71.3％

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＞

避難に関するものが、災害対策として必要と思うものの上位を占めており、災害に遭遇した場合はまず避難するという意識は非常に高いことがうか
がえるが、防災計画等の認知度は市平均に比べても低い。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

避難し、自らを守る意識は高いものの、防災計画等の認知度が低いため、防災訓練等を通して、周知を図るとともに全ての区民が安全に避難でき
る体制を構築する必要がある。

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
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【様式２】

円 円 円

めざす成果及び戦略　2－１ 【津波に強いまちづくりの推進】

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＞
区民の方が区役所で防災など危機事象ごとの計画やマニュアルが作成
されていることを知っており、それぞれが計画に沿った行動をとることが
できる状態
災害時の避難行動要支援者の支援が区内全域でできる状態

津波が襲来するまでに各世帯がどの建物に避難すればよいのか解った
上で、区民一人ひとりが自らの判断で、ご近所で助け合いながら避難で
きる体制を整備する。
自主防災組織が、避難行動要支援者の支援計画を策定できる環境を整
備する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
地域防災計画や津波避難マップが作成されていることを知っている区民
の割合80％以上（27年度）

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

戦略のアウトカムに対す
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

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

具体的取組2－１－１ 【地域防災力の向上をめざすまちづくり支援事業】

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

2,113千

自
己
評
価

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
津波災害初動時の安否確認方法や避難支援等を地域ごとに検討し、よ
り実践的な訓練ができるよう支援を行う。具体的には、地域の自主防災
組織が主体となった津波避難の体制づくりや、津波避難マップと安否確
認表示シートを活用した訓練の実施を支援する。
また、ホームページ等を活用して訓練の実施状況の広報を行うとともに、
災害時サポーターに対し自主防災組織の訓練実施情報の提供を行う。
さらに、「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」の実施
及び「防災・減災条例」制定等の情報提供の取組みを通して、地域の自
主防災組織による避難行動要支援者の支援計画の策定を全地域で支
援する。

津波の際に、どの建物に避難するのか知っている区民の割合70％以上

【撤退基準】
津波の際、どの建物に避難するのか知っている区民の割合50％以下の
場合は事業再構築

前年度までの実績
平成26年度実績
・地域自主防災訓練の支援：10地域（予定）
・地域防災計画の配布：10地域（予定）
・災害時サポーターズ制度加入企業：16社
平成25年度実績
・地域自主防災訓練の支援：8地域
・安否確認表示シートの配布：10地域
・災害時サポーターズ制度の策定

25決算額 2,567千 26予算額 2,111千 27予算額

中
間
振
り
返
り

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

業績目標の達成状況
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)
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【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ 【まちを守りきる力 - 防犯】

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＞

街頭犯罪の減少（24区中最少をめざす）

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

平成26年8月末（暫定値）
街頭犯罪７手口件数   320件（前年比＋15.5％）
うち自転車盗            211件（前年比+19.2％）

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＞

全体として減少傾向にあったが、25年度より街頭犯罪の発生が増加しており、中でも放置中の自転車盗の増加が顕著であることから、ツーロックの
励行、駐輪場への駐輪等、自転車盗への対策を含む自転車利用ルールの徹底に関する啓発も含めた犯罪防止に対する対策が必要。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

区民が街頭犯罪に巻き込まれないように啓発を行うとともに、街頭犯罪の起こりにくい環境整備が必要である。
また、自転車盗に対する啓発が必要である。
中でも、違法駐輪等は通行の妨げになり、特に子どもや高齢者等にとっては非常に危険であり、自転車盗を誘発する要因とも考えられることから、
違法駐輪等を『しない、させない』ための啓発も必要である。

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
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【様式２】

円 円 円

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

めざす成果及び戦略　３－１ 【安全・安心なまちづくりの推進】

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＞
犯罪や放置自転車の少ない安全安心に暮らせるまちをめざす ひったくり防止などの防犯対策など、安全・安心なまちの実現に向けた活

動を推進する。また、自転車盗を誘発する要因とも考えられる放置自転
車について、大正駅・バス停留所付近の放置自転車対策に取組み、快
適で暮らしやすいまちづくりを推進する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
街頭犯罪の抑止のための取組みにより、安全・安心に暮らせると感じる
区民の割合80％以上（29年度）
大正駅周辺の放置自転車台数を150台以下にする。（平成30年度）

具体的取組3－１－１ 【地域防犯対策事業】

25決算額 849千 26予算額 4,339千 27予算額 2,215千

自
己
評
価

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

戦略のアウトカムに対す
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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
「大正区の安全なまちづくり推進協議会」を中心に行政機関や区内団体
との協働のもと、「ひったくり防止デー」、「防犯キャンペーン」を実施し、区
民を対象に啓発グッズの配布・取付・防犯指導を実施する。
○ひったくり防止デー（ひったくり・自転車盗）の啓発実施回数（年12回）
○広報紙での地域防犯対策ＰＲ記事掲載（年1回）
○犯罪発生情報を速やかに周知し、注意喚起を図るために警察署と連
携した交番速報の印刷
○地域防犯カメラ設置（5台）

ひったくり防止デー・防犯キャンペーン・広報紙・交番速報による啓発・防
犯カメラ設置により防犯意識が高まったと感じる方の割合　70％以上

【撤退基準】
ひったくり防止デー・防犯キャンペーン・広報紙・交番速報による啓発・防
犯カメラ設置により防犯意識が高まったと感じる方の割合が50％以下の
場合、再構築

前年度までの実績
平成26年度実績
・ひったくり防止デーにおけるキャンペーンの開催 11回（予定）
・防犯キャンペーンの開催 2回　・広報紙に掲載（10月号）
平成25年度実績
・ひったくり防止デーにおけるキャンペーンの開催　12回
・防犯キャンペーンの開催 2回　広報紙に掲載（11月号）

中
間
振
り
返
り

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

業績目標の達成状況
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)

170台

208台

28年度目標

25年度実績

大正駅周辺放置自転車台数
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

具体的取組3－１－２ 【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】

25決算額 482千 26予算額 547千 27予算額 576千

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
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活動など
の効果的な防犯取組をするとともに、小学校の新１年生に防犯啓発を実
施し、子どもの防犯意識を高め犯罪に巻き込まれないようにする。
○地域安全防犯担当職員による青色防犯パトロール活動の実施244日

地域安全防犯担当職員による青色防犯パトロール活動の認知度
80％以上

【撤退基準】
地域安全防犯担当職員による青色防犯パトロール活動の認知度が50％
以下の場合、再構築

前年度までの実績
平成26年度実績
・地域安全防犯担当職員による青色防犯パトロール活動の実施244日
平成25年度実績
・地域安全防犯担当職員による青色防犯パトロール活動の実施244日

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」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)

具体的取組３－１－３ 【市民協働型自転車利用適正化事業】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

25決算額 3,897千 26予算額 5,323千 27予算額 5,375千

業績目標の達成状況
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)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
地域住民と関係行政機関が一体となった「大正区自転車対策連絡協議
会」を中心に、啓発や駐輪場の案内等「放置自転車禁止街頭キャンペー
ン」を実施する（15日）。
大正駅及び急行バス停留所の周辺に啓発指導員を配置し、指導、啓発
等を実施し、利用者の意識向上と放置自転車の減少を図る。
自転車適正利用ＰＲ記事掲載（年1回）など広報紙の活用。

ボランティア従事者が、「官民一斉行動」は放置自転車台数の減につな
がると感じると答えた割合が、80％以上

【撤退基準】
ボランティア従事者が、「官民一斉行動」は放置自転車台数の減につな
がると感じると答えた割合が50％以下で再構築

前年度までの実績
平成26年度実績
・官民一斉行動14日開催（予定）
・大正駅及び区内バス停（3か所）に啓発指導員を配置
・広報紙に掲載（10月号）
平成25年度実績
・官民一斉行動15日開催
・大正駅及び区内バス停（3か所）に啓発指導員を配置
・広報紙に掲載（11月号）

中
間
振
り
返
り

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

業績目標の達成状況
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)
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【様式２】

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

がん検診、特定健康診査受診率が市に比較して低い。

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＞

大正区の特定健診受診率は24区中下位から7位と低く、健診結果では内臓脂肪症候群該当者及び予備軍者の割合が市平均より高い。また、がん
検診受診率は増加傾向にあるものの、市目標値を下回っている。このような状況が平均寿命並びに健康寿命が短い要因と考えられる。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題４ 【まちを守りきる力-健康づくり】

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＞

区民がすこやかでいきいきと暮らせる状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

大正区の平均寿命は全国と比較して短く、健康寿命（日常生活に制限のない期間）も市より短い。死因別死亡では悪性新生物（がん）が最も多く、
全体の3割を占めている。市では「すこやか大阪21(第2次)」において健康寿命の延伸を目標としている。目標達成のためには生活習慣病対策が重
要であり区においても疾病の早期発見、早期治療のために特定健診、がん検診の受診勧奨や健康づくりの啓発に取り組んでいる。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

生活習慣病やがんを早期発見・早期治療するためには、特定健診・がん検診の受診により自身の健康状態を把握し、健康づくりの必要性を理解し
てもらうことが重要であり、各健診（検診）の受診率を向上させるための啓発・広報等が必要である。
「大阪市がん予防推進条例」
「すこやか大阪21（第2次）」
「大阪市国民健康保険第二期特定健康診査実施計画」

79.6
年 77.4

年

77.6
年

86.4
年

85.2
年

85.1
年

70

75

80

85

90

全国 大阪市大正区

平均寿命(H22) 

男性

女性
76.12
年

75.52
年

81.86
年 80.50

年

70

75

80

85

大阪市 大正区

健康寿命(H22)

男性

女性

18.2
20.1 19.9

16.8 18.3 18.7

14%

16%

18%

20%

22%

24%

H22 H23 H24

特定健診受診率

大阪市

大正区

（H26市目標値30％）
（H24速報値全国市町村国保：33.7％）

26.3

26.6
26.1

29.7

30.2
28.7

20%

25%

30%

35%

H22 H23 H24

内臓脂肪症候群該当者、予備軍者の割合

大阪市

大正区

12.4
11.8

10.710.7
10.4 9.2

8%

10%

12%

H23 H24 H25

乳がん検診受診率

大阪市

大正区

（H26市目標値：29.2％）

8.8
9.2

8.5

8.3 8.8 
8.5 

6%

8%

10%

H23 H24 H25

大腸がん検診受診率

大阪市

大正区

（H26市目標値：26.5％）

212.7

104.5
81.5

39.1

205.8

106.9 93.8

42.5

0

50

100

150

200

250

男性 女性 男性 女性

悪性新生物（がん） 心疾患

年齢調整死亡率（H23）

大阪市

大正区

※年齢調整死亡率とは

地域比較や年次比較をより正確に行

うために年齢構成を調整した死亡率

で人口10万対の人数で表す。
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【様式２】

円 円 円

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

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」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)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
特定健診及びがん検診の受診を促すため、幅広く啓発活動を行うこと
で、健診（検診）に対する区民の意識を高める。
特に子育て世代や若年層に対する周知啓発を強化する。
○勧奨ビラによる周知啓発（随時）
○区内学校関係、保護者向け周知啓発（10回）
○広報紙による周知（12回）
○窓口サービス課と連携したキャンペーン（1回）

特定健診（集団健診)受診者数：600人
がん検診（集団検診)受診者数：前年度より2％増

【撤退基準】
各健診（検診）の受診者数が25年度実績を下回った場合、事業を再構築
する（25年度受診者数：特定健診549人、胃がん370人、大腸がん457人、
肺がん396人、乳がん（マンモグラフィ）250人）

前年度までの実績
26年度実績
・勧奨ビラによる周知啓発30回（予定）
・広報紙による周知12回（予定）
・窓口サービス課と連携したキャンペーン2日
25年度実績
・勧奨ビラによる周知啓発14回
・広報紙による周知12回
・窓口サービス課と連携したキャンペーン2日

具体的取組4－１－１ 【特定健診・がん検診の受診勧奨】

25決算額 387千 26予算額 594千 27予算額 488千

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
食生活の改善に取り組んでいる区民の割合：28年度までに21％以上
運動習慣のある区民の割合：28年度までに36％以上

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
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

めざす成果及び戦略　4－１ 【生活習慣改善の促進】

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＞
講座等を通じて、生活習慣の改善等の健康づくりに取り組む区民を増や
す

健康づくりに関する講座等において、生活習慣病等の疾患の正しい知識
及びその予防法を学ぶことにより、食生活及び運動への関心を高め、生
活習慣を見直し改善を促す機会を作る。
また、特定健診及びがん検診を通じて、自らの健康状態を把握し、健康
維持に取り組む。

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須
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【様式２】

円 円 円

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

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」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)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
生活習慣病等の疾患に関する正確な知識及びその予防法を学ぶための
講座を開催するとともに、食生活の改善や運動の機会を提供すること
で、区民の意識や行動の変化に繋げる。
○健康講座の開催（8回）
○食育に関する講座の開催（30回）
○健康展の開催（1回）
○食育展の開催（1回）

各取組を通じて、生活習慣病予防の重要性及び生活習慣の改善に対す
る理解が深まったと回答した参加者の割合が70％以上

【撤退基準】
上記目標が50％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績
26年度実績
・健康講座の開催13回（予定）
・食育に関する講座の開催30回（予定）
・健康展・食育展の開催各1回（予定）
25年度実績
・健康講座の開催5回
・食育に関する講座の開催30回
・健康展・食育展の開催各1回

25決算額 218千 26予算額 323千 27予算額 436千

具体的取組4－１－２ 【健康づくりに関する機会の提供】
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【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題

経営課題５ 【まちを守りきる力　-　子育て】

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＞

子育て世代が安心して子育てが出来る状態。
「すべての家庭が安心して子育てでき、育てる喜びを感じられるまち・大正区」の状態。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

平成24年11月実施　市政モニター
大阪市は、安心してこどもを生み、育てられるまちだと思いますか。
思う　（大阪市　30.0％、西ブロック（此花区・港区・大正区・住之江区）　28.8％）

施策の優先順位（上位3施策）
○放課後にこどもが安心して活動できる場の充実
○学校教育環境の充実
○こどもを犯罪や事故から守る対策の充実

平成26年6月実施　こども青少年局　市政モニターアンケート「児童虐待について」
「児童虐待が起こらないようにするために必要なこと」として、西ブロックでは、「地域全体でこどもを育てる環境をつくるべき(地域コミュニティの活性
化等）」(27.4%)「子育て支援施策を充実すべき（保育所、親子教室、養育支援等）」(23.3%)となっている。

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＞

大正区の存在する西ブロックでは、安心してこどもを育てられると思う割合が大阪市平均に比べて低く、施策を効果的に行われているとは言い難
い。

少子高齢化や人口減少が進む中、若い世代が大正区に移り住む契機のひとつとして、子育てしやすい環境づくりを進めていくことが求められてい
る。地域に密着した、きめ細やかな子育て相談・講座等の実施を通して情報を発信し、地域での見守りやネットワーク形成を図ることにより虐待の
予防につなげていくことが必要である。
大阪市では、児童虐待の痛ましい事件が後を絶たない中、大阪市次世代育成支援対策推進会議のもとに児童虐待対策専門部会を設置し、児童
虐待対策の充実について検討し、「大阪市における児童虐待対策の強化に向けて（提言）」を受け、児童虐待予防は喫緊の課題であり、提言にお
いても、「子育て家庭に対する情報提供と支援」「地域における支援者の活動の推進」と位置付けられている。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

優先される施策を中心に効果的な実施を行うことが必要。
安心して子育てできる環境づくりをめざして、「子育てに関するネットワークづくり」や「情報発信」や「子育て支援施策」に取り組む必要がある。

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

－12－



【様式２】

円 円 円

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

めざす成果及び戦略　５－１ 【子育て支援の充実】

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＞
自主的な子育てサークルを運営する団体が1つ以上ある状態 子育てに関するネットワークづくりや情報発信の強化など、地域における

子育て支援の充実を図り、多様な保育サービスを柔軟に提供する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
○4年前（平成23年度）と比べて、地域との連携により子育てがしやすく
なったと感じる区民の割合60％以上（平成27年度）
○子育て支援にかかる各講座等の参加者数
23年度実績　親子約200組　　27年度目標　約600人

具体的取組５－１－１ 【地域で見守る子育て応援事業】

25決算額 335千 26予算額 292千 27予算額 272千

自
己
評
価

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

戦略のアウトカムに対す
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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
子育てに関する知識や情報提供、意識啓発のため子育て応援講座を開
催し、ネットワークづくりを推進する。
○8講座33回

27年度開催する子育て講座において、参加者アンケートの結果が5段階
評価で「とても良い」「良い」以上の評価が50%以上

【撤退基準】
上記の評価で「とても良い」「良い」の評価が30%以下の場合は、再構築
する。

前年度までの実績
7講座28回、参加者438人の内「普通」以上が、99.5%であった。
また、子育てプラザ主催で講師として参加した講座の参加者は324人で、
合計762人であった。

中
間
振
り
返
り

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

業績目標の達成状況
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)
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【様式２】

円 円 円

具体的取組５－１－２ 【発達障がいサポート事業】

25決算額 1,428千 26予算額 2,455千 27予算額 2,463千

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
小・中学校に在籍する発達障がいのある児童・生徒の生活上の行動面
に対して、社会性や対人関係の構築への適応に向け、学校と連携しなが
ら適切なサポートを行う。

発達障がいサポーターを配置した学校においてアンケート調査を行い、
発達障がいに対する「意識の向上が図れた」とする意見が50％以上

【撤退基準】
30％未満の場合は事業再構築。

前年度までの実績
・平成25年度：小学校:10校、中学校：1校（サポーター登録数　22名）
・平成26年度：小学校　9校、中学校：2校（サポーター登録数　20名）

中
間
振
り
返
り

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

業績目標の達成状況
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)
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【様式２】

円 円 円

めざす成果及び戦略　５－２ 【青少年健全育成】

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＞
青少年が健全に育つ環境づくりが推進されていると感じる区民の割合を
増やす

将来を担う子どもたちが健全に育つ環境の実現に向けて、青少年育成推
進会議を軸とした各種青少年関係団体相互の連携の充実を図りながら、
区民と協働して取組む。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
青少年が健全に育つ環境づくりが推進されていると感じる区民の割合
平成28年度までに60％以上

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
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

具体的取組５－２－１ 【青少年健全育成】

25決算額 6,512千 26予算額 9,079千 27予算額 7,301千

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

○青少年指導員、青少年福祉委員等を中心とした、地域住民による夜間
地域巡回の実施（年間120回)
○青少年指導員による青少年の健全育成と非行防止を目的とした活動
（多様な活動体験の推進等）（年5回）
○青少年の健全育成をテーマとした講演会（年1回）
○区ホームページ等を活用し、上記に掲げるような活動について広報を
行うことで,区民の青少年健全育成についての関心を高める（随時）
○いじめ、不登校等の未然防止・早期解決を図るため、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」を配置

講演会参加者アンケートにおいて、「区の青少年健全育成事業が青少年
が健全に育つ環境づくりに効果がある」と回答した割合が70％以上

【撤退基準】
上記アンケートで「区の青少年健全育成事業が青少年が健全に育つ環
境づくりに効果がある」と回答した割合が60％未満の場合、事業再構築

前年度までの実績

・夜間地域巡回数　　平成26年度　6回(4月～9月）
・青少年健全育成にかかる講演会　26年度　１回（9月)
・青少年健全育成活動についての啓発　26年度　1回（8月)
・スクールカウンセラーの相談件数　26年度 556回（9月末現在）

中
間
振
り
返
り

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

業績目標の達成状況
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)
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【様式２】

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

支援を必要とする方々を地域で見守り、安心して暮らせるまちづくりを行うためには、福祉活動の担い手の層を厚くし、地域における見守り体制を
強化することが必要である。また、継続して支援を行っていくためにも新たな担い手づくりにも取組んでいかなければならない。

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

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題６ 【まちを守りきる力 - 地域福祉】

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＞

高齢者・障がいがある方が安心して暮らすことが出来る状態。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

近年、社会的孤立の広がりにより、孤立死が社会問題となっている。また、台風や集中豪雨、地震など災害発生時における要援護者の避難支援に
ついても課題となっている。大正区は、大阪市平均と比べて高齢化率が高く、高齢者単身世帯については平成17年から22年の間に10％も増加をし
ている。また、人口に占める障がい者の割合も高く、日常生活等においてさまざまな支援を必要とする区民及び複合的な困難を併せ持つ世帯が多
く存在すると考えられる。

大正区の65歳以上人口・高齢化率（平成22年10月国勢調査）・・・・・・・・・・・・・・・・・25.4％（大阪市平均：22.7％）
　　〃　   65歳以上の単独世帯（高齢単身者） の平成17年から22年の増加率 ・・・・10.0％増加
　　〃　   人口に占める障がい者の割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6.2％（大阪市平均5.2％：大阪市内第3位）

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＞

少子高齢化の進行によって単身高齢、高齢者のみの世帯は増加しているのに、マンションなど居住形態の変化や核家族化によって地域コミュニ
ティが希薄化しており、地域の支えあいの機能が低下しているため。

大正区内の共同住宅数（平成20年10月住宅・土地統計調査）・・・・・・・・・・・・・・・・18,480戸(大正区全体の64％)
　　　〃　 の核家族率（平成22年10月国勢調査）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56％（大阪市平均：47％）
　  　〃　  で地域活動に取り組んだことがない割合（平成24年度区民モニター）・・・68.67％（最も高い年代　30歳～39歳  　89％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最も低い年代　70歳～　　　　  56％）
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【様式２】

円 円 円

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

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」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)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
区役所と区社会福祉協議会との合同事務局により、それぞれが受け持っ
ている地域団体等に幅広くにアプローチすることで、地域住民主体の取り
組みへとつなげる。
○「情報の拠点づくり」事業により設置したバス停掲示板やラックを活用
した広報（12回以上）
○アクションプラン部会の開催（3回以上）
○地域検討会の開催支援（10地域）
○新しい担い手になりうる世代に向けた広報（1回以上）

事業参加者数　1,000名(27年度目標）

【撤退基準】
前年度参加者数を下回った場合は再構築

前年度までの実績
平成25年度事業参加者数　463名
平成24年度事業参加者数　559名

<取組内容＞
第3期大正区地域福祉推進アクションプラン策定（26・27年度）
区社会福祉協議会との合同事務局会議　5回（25年度）
アクションプラン部会　3回（25年度）
地域検討会　10地域（25年度）
合同地域検討会（6地域）　1回（25年度）

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組６－１－１ 【地域福祉アクションプランの推進支援】

25決算額 156千 26予算額 307千 27予算額 288千

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
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

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

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

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＞
地域に関わる人のすべてが、お互いに支え合いながら、住み慣れた地域
で自分らしく暮らせる地域づくり

・区民との協働による地域福祉アクションプランの推進
・地域見守り体制の充実・強化
・内部障がい者への理解の促進を通じた、人にやさしいまちづくりへの気
運の醸成

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
アンケートにおいて、「地域で支え合っていると感じる割合」が平成31年
度までに70％

めざす成果及び戦略　６－１ 【地域福祉の向上】
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

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

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

具体的取組6－１－3 【要援護者の見守りネットワーク強化】

25決算額 ― 26予算額 7,635千 27予算額 18,528千

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」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)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
高齢者や障がい者等に対する地域における見守り活動及び高齢者食事
サービス事業の一体的な実施により、セーフティ機能の強化を図るととも
に、活動を通して把握された要援護者の情報を、地域の防災対策や地域
福祉活動に役立てる。
「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」との連携によ
り、両事業を効果的に実施し、区内の要援護者の支援のネットワークを
張りめぐらせる。

地域福祉の担い手に対するアンケート調査で、地域見守り活動が区民の
福祉や災害時における要援護者の把握に寄与しているとの評価の割合
が60％以上

【撤退基準】
上記評価の割合が50％を下回った場合は,事業を再構築する。

前年度までの実績
見守り推進員による災害時要援護者の所在把握・ニーズ調査数
10地域　1,054人
見守り推進員による災害時要援護者の実情把握票作成数
25年度　10地域　728件

25決算額 8,668千 26予算額 16,823千 27予算額 16,828千

具体的取組６－１－２ 【援護を必要とする方への支援】

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
区社会福祉協議会に「見守り相談室」を設置し、調査員による要援護者
名簿に係る同意確認・名簿整備、福祉専門職のワーカーによる孤立世帯
等への専門的対応、認知症高齢者等の行方不明時の早期発見を強化を
行う。
「地域見守り活動を通した要援護者支援強化事業」との連携により、両事
業を効果的に実施し、区内の要援護者の支援のネットワークを張りめぐ
らせる。

年度末までに全地域において本事業に関する説明・打合せが完了し、地
域側に本事業に係る理解と機運の醸成を図る。

【撤退基準】
平成29年度末までに「同意」「不同意」の確認達成率が80％を下回った
場合は、実施手法を見直し事業を再構築する。

前年度までの実績
コミュニティソーシャルワーク推進事業相談支援件数
平成25年度　951件

中
間
振
り
返
り

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

業績目標の達成状況
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)
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【様式２】

円 円 円

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

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」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)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
外見からは障がいがあることがわからない内部障がい者への理解を深
め、社会のバリアフリー化に向けた機運を醸成するため、内部障がいを
表すマーク「ハート・プラス」マークの普及・啓発に向けて、広報紙・ホーム
ページでの紹介、チラシの作成・配布、交通局や各地域への掲示依頼に
取組むとともに、希望者へマークカード・キーホルダーの配布を行う。

マークカード希望者　年間60人（内部障害者手帳　新規取得者の約5割）

【撤退基準】
マークカードの希望者が12人（内部障害者手帳　新規取得者の約1割）を
下回った場合は事業を再構築する。

前年度までの実績
平成25年9月よりマークカード、キーホルダーの配布を開始
25年度配布数　38人

25決算額 178千 26予算額 64千 27予算額 61千

具体的取組６－１－4 【ハート・プラスマークの普及・啓発】
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【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題

経営課題７ 【まちがつながる力-地域活性化】

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＞

地域の課題解決を地域自ら積極的に行える状態。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

平成24年区民モニター
住んでいる地域で、地域団体の活動内容や会計の状況を知る機会が増えたと感じている区民の割合
24.0％
（調査23区平均22.5％）
地域活動を始めたいときにどうすればいいかなど地域活動に参画しやすい環境が整っていると感じる区民の割合
23.4％
（調査21区平均26.9％）

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＞

市平均を上回っているものの、区役所からの地域への情報発信がまだ十分とはいえない状態である。
地域活動の担い手の高齢化に伴う、若年世代との情報共有や関係性の希薄化等により、次の世代が担い手と成り難い状況が生まれている。
これまで地域活動に取組んだことがある区民の割合（平成24年区民モニター）
40代未満　4.8％、40代以上　26.5％

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

地域活動の新たな担い手拡大に向け、地域活動を担う動機付けとなるよう、積極的な情報発信等が必要。

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
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【様式２】

円 円 円

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＞
地域まちづくり実行委員会が、さまざまな活動主体の参加を得て機能的
に活動できる状態

地域まちづくり実行委員会が、今後後継者を確保するため若い世代で構
成された地域団体の加入を促しネットワーク化を図るとともに、ＮＰＯや企
業などさまざまな活動主体の参加を得て機能的に活動できるよう支援す
る。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
地域のまちづくりに関する活動が地域団体やＮＰＯ、企業などさまざまな
活動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合：
60％以上（平成27年度）

めざす成果及び戦略　7－１ 【区民主体の地域運営の促進】

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

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
各地域の関係団体を中心に構成する地域まちづくり実行委員会の自主的
な運営に向け、地域担当職員を配置し市政情報の提供や活動の支援を
行う。
中間支援組織を活用し、区民の地域活動への関心や参加をしてみようと
いう意欲の向上が図れるよう、まちづくり実行委員会の存在や活動目的、
活動実績を地域の実態に応じた効果的な手法で広く周知するとともに、新
たな地域活動の担い手拡大に向けたラウンドテーブルを開催する。（年間
12回）
将来的に自律した地域運営を可能とするためには、地域におけるコミュニ
ティ作りが最も重要であり、準行政的な機能を担う地域活動協議会を中
心に、各種地域団体や企業、ＮＰＯ等、多様な主体が地域社会の将来像
を共有しながら、それぞれの特性を発揮した取り組みを行う。

地域活動をしている人のうち、区役所が中間支援組織と連携して各地域
の実情に応じた一体的・総合的な支援を行っていると感じている人の割
合を平成27年度までに全区で80％以上

【撤退基準】
50％以下の場合事業再構築

前年度までの実績
平成26年度実績
・地域担当職員による活動支援219回（4～ 9月）
・ラウンドテーブル等、各種支援事業の開催6回（4～9月)
・中間支援組織による広報支援　毎月1回～2回

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組7－１－１ 【地域まちづくり実行委員会の自律運営にかかる支援】

25決算額 35,847千 26予算額 33,541千 27予算額 33,089千

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
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

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」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

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
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【様式２】

円 円 円

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＞
区と区民で構成する「区わがまちビジョン部会」による魅力活性化事業
や、「Ｔ-1ライブグランプリ」等の音楽イベント、ボランティアとの連携による
緑化事業などを開催し、区民の大正区への愛着心を高める。

イベント･事業を通じて区民の大正区への愛着を深めることにより、これま
で地域活動に関わりの薄かった人たちと地域活動との連携を促し、地域
活動の新たな担い手の拡大を図る。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
（アンケートの実施）
区民の大正区への愛着が深まったと答えた人の割合　70％（27年度）

めざす成果及び戦略　7－２ 【地域活動と新たな担い手】

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

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
区役所と、区民で構成する「わがまちビジョン部会」が中心となり、区民協
働による魅力活性化事業を推進し、「いちばん住んでみたい・住んでよ
かったまち大正区」の実現に向けた取組みとして、区の特色を活かした文
化事業や小学生や高齢者まで多様な世代の参画ができる自主事業を企
画し、区民協働の拡充を図っていく。
○自主企画事業への参画者募集の実施（年間2回）
○区内学校・団体・地域団体等に協働・連携を呼び掛け自主企画事業を
実施する（年間4～5事業）

参加者のアンケートによる区への愛着度　80％以上

【撤退基準】
参加者のアンケートにより区への愛着度が60％未満であればその事業を
再構築する。

前年度までの実績
・子どもたちによる公園への樹木札設置（年1回）
・小学4年生を対象とした10年後の私への手紙（年1回）
・文楽体験と公演（年1回）
・40年後の同窓会（年1回）

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組7－２－１ 【区民協働による魅力活性化事業】

25決算額 585千 26予算額 609千 27予算額 461千

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
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

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」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

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

具体的取組7－２－２ 【種から育てる花づくり事業】

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
市民ボランティアなどが区内数か所の「花づくり広場」において、自らの手
で種から花苗を育て、区役所や渡船場等の公共空間に植えつけ管理を
行い、大正区のまちを美しく飾る。今後、複数の「花づくり広場」での花づく
りが更に効率的に実施されるよう、緑化リーダー・花のボランティアとの調
整会議を充実し（育苗作業の確認等）ボランティア間の連携を深め、花と
緑あふれるうるおいのあるまちづくりを推進する。
○調整会議の実施：年間13回
○市民ボランティアによる育苗数　24,000株

緑化リーダー・花のボランティアの参画者　280人

【撤退基準】
緑化リーダー・花のボランティアの参画者が250人未満であれば事業を再
構築する。

前年度までの実績
・市民ボランティアによる育苗数　25年度　24,000株
・緑化リーダー・花のボランティアの参画者数　25年度267人
・調整会議の開催　25年度11回

25決算額 1,536千 26予算額 2,101千 27予算額 1,194千

中
間
振
り
返
り

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

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)

具体的取組7－2－３ 【「Music　Island　Taisho」音楽振興事業】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
若手アマチュアミュージシャンに演奏の機会を与え、育成することを目的
として「T-1ライブグランプリ」を「若者」と協働で実施（3回）し、区内の音楽
振興を推進する。そのうえで、出演者と地域や商店街がマッチングを行う
（15回以上）ことにより、若者世代の地域活動への参画を促し、地域の活
性化に繋げる。
気軽に良質な音楽を感じることができる環境を身近に整えることで、区内
における音楽活動の振興を促進することを目的に、さわやか広場でのラ
ンチタイムコンサート（4回）を実施する。

参加者のアンケート
音楽振興事業を開催することにより、区の魅力が向上したと感じる人の割
合80％以上

【撤退基準】
参加者のアンケート
音楽振興事業を開催することにより、区の魅力が向上したと感じる人の割
合が60％未満であれば当該事業を再構築する。

前年度までの実績
・T-1ライブグランプリ 　平成21年度から実施：年4回
・区民音楽祭 　平成11年度から実施：年1回
・ランチタイムコンサート
　平成20年度から実施：平成20年度年4回、21年度～年5回

25決算額 2,315千 26予算額 2,244千 27予算額 1,548千

中
間
振
り
返
り

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

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

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
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【様式２】

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

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題８ 【区民サービスの充実】

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＞

利用者が真に求めるサービスを的確に把握し、速やかに提供するなど、利用者の視点に立った自治体トップレベルのサービスが行われている状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

○平成24年度区民モニター
「日常生活に関する様々な相談や要望について、区役所が適切に対応していると感じている」区民の割合　　64.2％　＜調査23区平均61.2％＞
○区役所来庁者等に対するサービスの格付け結果について
　平成25年度　星1つ（評価点・・・大正区3.0　＜区平均3.0＞）
　平成24年度　星1つ（評価点・・・大正区3.0　＜区平均3.0＞）
○「個人情報漏えい等」発生状況
　平成25年度 2件　＜区平均　4.9件＞
　平成24年度 3件　＜区平均　5.8件＞

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＞

○相談や要望に対しては、市平均に比べて高い評価であり、概ね適切に対応できていると認識している。
○サービスに関しては評価点3.0と市平均並みであるものの、「民間の窓口サービスの平均的なレベル」である「星１つ」ぎりぎりの評価点であった。
○これは、次の評価項目が低評価であったことが要因である。
　・個々の窓口の接遇等に関して、挨拶や身だしなみの項目が評価点2.0～2.3。
　・電話応対の状況について、挨拶や話し方の項目の評価点2.0～2.7。
　・区庁舎内における取組の状況について、スムーズな案内や庁舎等を活用した周知の項目の評価点2.3～2.7。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

○引き続き、区民の意見・質問に、的確かつ丁寧でわかりやすい説明に努めるとともに、来庁される方への積極的で気持ちの良い挨拶を行うこと
の徹底を含めた接遇スキルの向上が必要である。
○誤交付や誤送付など個人情報漏えい防止、不祥事の根絶に努め、市民の信頼される区役所づくりを推進する。
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―

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況

― ―

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」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

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)

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
区民の意見・質問等に的確に丁寧で分かり易い説明に努めることを基本
に、区民の思い、気持ちに沿った接遇の実施。窓口混雑時における応援
体制の確立などによる待ち時間の短縮等、区民が利用し易い区役所づく
りを推進し来庁者の満足度の向上をはかる。
○窓口サービスに関するアンケートの実施（1回）
○金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁の取組の広報紙への周知
（毎月）
○人事異動職員等に対する「大正区サービスアップマニュアル」の配布・
啓発や市民の声などによる苦情に対する職員への改善指導・周知の実
施（随時）
○接遇研修の実施（1回）

窓口サービスに関するアンケートにおいて「良い」と回答した人の割合
85％以上

【撤退基準】
上記目標が60％以下であれば、取組を再構築する

前年度までの実績
・窓口サービスに関するアンケートを実施（23年度より毎年1回）
・金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁の取組の広報紙への周知
（毎月）
・区職員によるプロジェクトチームを設置し、総合力アップに向けた取組を
実施（26年度）
・全職員を対象とした接遇研修を実施（26年10月）

具体的取組8－１－１ 【区民サービスの充実】

25決算額 26予算額 27予算額

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

前年度 個別 全体

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
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

戦略＜中期的な取組の方向性＞
来庁される区民にとって利用しやすく信頼のできる区役所 職員一人ひとりが業務を見つめ直し、区民の思いや気持ちに配慮した接

遇、庁舎案内表示、窓口延長や待ち時間の短縮等、日常的に区民サー
ビスの向上に向けて取り組む。
市政改革室や人事室等関係局の取組と連携しながら、職員の意識改
革・組織風土づくりを推進するとともに、職場内での情報交換・情報の共
有化を推進する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
区役所来庁者等に対するサービスの格付け結果について、星2つの評価
を得る（平成27年度）

めざす成果及び戦略　8－１ 【区民から信頼される利便性の高い区役所づくり】
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