
【書類番号１】

担当
課

取組
番号 事業名 目的 内容 予算額

総
務

1
庶務業務及び
コンプライアン
スの確保

　効果的な区政運営の行うため、区業務の進捗管理
を行い、総合的かつ効率的に庶務業務を実施する。
また、職員のコンプライアンス意識を向上させ、区民
に対して説明責任を果たせる組織とすることで、区民
の区政に対する信頼を確保する。

庶務業務においては、区業務全般の進捗管理を行い、職員がスムーズに業務が行えるようサポートする。コンプライアンスの確保については、区民に対して説明責任を果
たすため、これまで、区長・副区長のマネジメントのもと、さまざまなコンプライアンス意識の向上の取組を行うことで、「来庁者等に対する窓口サービス」の格付で星二つを
獲得するなど、一定の成果をあげることができた。
　しかしながら、コンプライアンス違反に起因した不祥事等が依然として発生している。
　職員のコンプライアンス意識を向上させ、区民に対しての説明責任を果たすために自律的な取組をうながす。
【庶務経常事務】
・文書管理事務（文書収受、発送、各種照会・回答、情報公開・個人情報保護関係他）
・公益通報、服務規律、コンプライアンス関係事務
・内部統制関係事務
・法務・訴訟関係事務　（顧問弁護士の活用を含む）
・人材育成行動計画に基づく人材育成、研修の実施
・安全衛生、公務災害、環境管理関係事務
・会計年度任用職員等の臨時職員採用事務
・勤怠処理
・給与、福利厚生関係事務
・所属長等日程管理
・市会関係事務
・表彰関係事務（市民表彰、美化運動功労者等）
・監査関係事務
・ＩＣＴ関係事務
・自衛官の募集
・災害動員、業務継続計画関係事務
・経営会議の運営、課題の管理、事務改善
・計理（他課等起案決裁承認）、寄付収受、財産・物品管理、小口支払基金関係事務
・会計（支出命令の審査含む）、新公会計関係事務
・他の所属に属さないもの　等
【コンプライアンス意識の向上の具体的取組】
・区長、副区長が参加する朝礼の実施および職場巡視
・コンプライアンス、個人情報保護、接遇、契約・会計等に係る研修について、課題に対応した適切な研修テーマを設定するなどして効果的に実施
・人権問題についての理解・認識を深め、人権意識の高揚を図ることを目的とし、人権展への参加による人権研修を実施
・コンプライアンス推進強化月間の取組の実施
・他所属の不祥事案の共有
・適正な決裁・審査事務の実施

５２２千円（接遇研
修実施及び顧問弁
護士利用の報償
金）

総
務

2
人員マネジメン
ト

区役所が担うべく役割や業務が増加している中、効
率的かつ適正な業務執体制をめざす

事業担当主事（補）や再任用職員及び会計年度任用職員を活用するとともに、作成された事業・業務計画書をもとにヒアリングを行い、各課の
状況を把握し、適正な人員を配置する。

―

総
務

3

区長自由経
費・区ＣＭ（シ
ティマネー
ジャー）自由経
費にかかる予
算の編成

自立した自治体型の区政運営に向けて、住民・地域
に一番身近な区長（区ＣＭ）が、自らの権限と責任の
もと、住民の意見を聴き、その特性や実情に即した
総合的な施策を決定し展開する。

区長(区ＣＭ)がその権限と責任において、区域内の基礎自治に関する施策や事業について、地域の特性や実情に応じた総合的な予算を編成
する。
・区CM事業のPDCAサイクルガイドラインに基づく意向確認時に予算の観点から確認
・次年度事業・業務計画書にかかるヒアリング時に予算の観点から確認
・予算編成にかかる所属としての方針を作成・通知
・区CM予算にかかる意向調査・各局との調整業務
・所属内ヒアリング等を経て予算を編成
・財政局とのヒアリング
・予算（案）の公表（プレス）
・区政会議等での予算（案）の説明
・予算の公表
・予算関連の照会・回答

―

総
務

4
予算管理・決
算事務

一会計年度における歳入歳出執行予算の結果を表
わし、予算に表わされた１年間の計画に対して実績
の数値を確定し明確にすることで、いかなる執行が
行われたかを如実に表わすとともに、執行責任者の
財務上の責任を明らかにする。さらに、行政活動の
目的が達成できたかを検証、評価し、PDCAサイクル
のもと業務の効率化等を図ることで、今後の施策展
開に資することを目的とする。

予算執行状況の管理(随時）
執行見込額の作成（7月末・10月末・1月末・3月末時点）
執行状況にかかるヒアリング（8月末・11月末）
決算説明資料の作成（6月）

―
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総
務

5 契約関係事務

地方公共団体が締結する契約は、その公益性から、
地方自治法をはじめとする法令により、取扱いに係
る制度が構築されている。また、地方自治法におい
て、「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなけ
ればならない」と規定されており、契約締結にあたっ
ては、最も低い金額で契約するとともに、公平に契約
の相手方を選定することが求められることから、競争
性の向上と透明性、公正性の確保、不正な行為や不
適正な取扱いを行うことのないよう、厳正な事務執行
を通して、区政に対する信頼を確保する。

・契約にかかる決裁、審査事務（随時）
・契約事務研修の実施（年2回）
・契約事務審査会の開催（定例（年1回）及び随時）
・入札にかかる各所管課及び契約管財局との調整業務（随時）
・契約関係にかかる照会・回答（随時）
・競争入札参加停止関係の周知（随時）

―

総
務

6
いわゆる「ごみ
屋敷」問題へ
の対策

　「大阪市住居における物品等の堆積による不良な
状態の適正化に関する条例」にもとづく取組を進め、
いわゆる「ごみ屋敷」により、地域の生活環境が著し
く損なわれている状態を解消し、原因をつくっている
者及び近隣住民の健康で安全な生活を確保する。

現在、条例適用事案は発生していないが、事案が発生すれば適宜対策会議等を開き、環境局、建設局、区社会福祉協議会、警察等の関係機
関とも連携しながら進める。

―

総
務

7
弁護士による
無料法律相談
の実施

法的知識を要する問題を抱える市民の問題解決の
ため、弁護士が情報提供や助言を行い、市民福祉の
増進に寄与することを目的とする。

弁護士による無料法律相談（原則毎月第１～第４水曜日　午後１時～５時） 市民局予算

総
務

8
不動産に関す
る無料相談の
実施

市民が生活する上で生じる不動産の賃貸及び売買
や宅建業法に関する一般的な相談に応じて助言を
行い、もって市民の利益保護に資することを目的とす
る。

全日本不動産協会大阪府本部中央支部及び大阪府宅地建物取引業協会と協定を締結し、不動産に関する無料相談を実施。（奇数月の第3
火曜日　　午後1時～4時）

―

総
務

9

関係行政機関
との連絡調整
（行政連絡調
整会議の開
催）

区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置に
ついて協議し、大正区における総合行政の推進に資
するため

 行政連絡調整会議の開催
　・全庁的な「庁内会議のあり方の見直し」にあわせて、開催回数・構成員・会議内容など
　　について検討・議論を行い、下半期からはその結果にもとづいた会議運営を行う。

―

総
務

10
「市民の声」な
どの受付・回答

市政・区政に対する意見・要望等を的確に把握する
ため。

当区役所に寄せられた「市民の声」や団体等からの要望書などに対して、直接市民・団体等に回答するなど、説明責任を果たす。
また、ＳＮＳ（LINE・Twitter・Facebook）を活用した区民の意見やニーズの把握に努める。

3千円（通信運搬費
広聴事業）

総
務

11
区民意識調査
の実施

無作為抽出した区民に対する区民意識調査などを
実施することで、より幅広い区民ニーズや意見・評価
を的確に把握し、施策や事業に反映する。

無作為抽出した区民に対する区民意識調査を実施。（区役所実施分2回、市民局実施分1回）
また、これを補完するために、区内福祉関連施設や子育て関連施設などの協力を得て、高齢者・障がい者・子育て層などの声を把握に努め
る。
ＰＤＣＡサイクル徹底のため、各事業の効果測定を行うとともに、調査結果の分析・課題抽出により、今後の区政運営に活用する。

1,586千円（通信運
搬費委託料　広聴
事業）＋市民局へ
予算配付　407千円
（通信運搬費、委託
料）

総
務

12
区庁舎・設備
等の維持管理

区役所庁舎諸設備の各機能が、正常かつ安全に働
くように維持し、快適で衛生的な状態の管理を行う。
また、限られた予算の有効活用並びに、環境保全の
観点から光熱水費の削減を図る。

区役所庁舎設備の運営にかかる光熱水費の支払いをはじめ、設備の安全で快適、衛生的な状態での管理のための諸業務を行うとともに自衛
消防訓練など職員への防火教育を行う。
また、夏期冬期の庁舎内温度の適正管理や、不要な照明の消灯による節電等により光熱水費を削減するとともに、ＬＥＤ化等を含めた新たな
手法により、快適性と光熱水費削減を両立できるよう検討する。
更に市民利用スペース等の有効活用を実践するための整備を行う。

32,551千円（消耗品
費、光熱水費、建物
修繕費、手数料、委
託料、使用料、庁用
器具費、負担金　区
庁舎設備維持費）

2 / 27 ページ



担当
課

取組
番号 事業名 目的 内容 予算額

令和２年度大正区事業・業務計画書　概要版

総
務

13
庁舎を有効活
用した収入源
の確保

　本市では平成18年度以降、歳出の削減や歳入の
確保、市債残高の削減、職員数の削減、外郭団体の
見直しなど、一定の成果をあげてきた。
　しかしながら、大阪市の財政状況は依然として厳し
く、より一層の業務の効率化を図り、歳出の削減を図
ることとしているが、一方で自ら必要な財源を確保す
ることで、必要な区民サービスを維持し、地域福祉や
地域防災等の喫緊の課題に対応する。

　自動販売機、庁舎内広告、自動証明写真機、駐車場などによる収入源の確保に加えて、当区役所では取組んでいない手法により収入を得
ている他の公的施設等を参考にしながら新たな収入源も確保する。

5,122千円

総
務

14
選挙事務の実
施

　公正さ、正確さ、中立さが求められることを常に意
識して事務を遂行する。

　【選挙等執行事務】
・選挙等執行事務
　選挙等執行事務について、選挙従事者へのアンケート等により課題を検証し、その上で次回選挙に向けて対応策を検討する。
また、正確性を担保しながら、効果的・効率的な選挙執行体制を抜本的に再構築する。
・選挙執行体制にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策を行う。
　【選挙経常事務】
・選挙人名簿調整事務
・選挙管理委員会事務
・選挙啓発事務（成人の日のつどい・啓発ポスター募集・区民まつり・出前講義）
・選挙啓発事務（選挙等執行後の地域への啓発）
　選挙等結果を踏まえて、投票率が低い地域に対し、世代・性別等の観点から分析し、地域の行事開催等を活用して、効果的な選挙啓発を行
う。

予算主管＝大阪市
選挙管理委員会

総
務

15
統計事務の実
施

　統計法に基づき国勢調査等の基幹統計調査につ
いて、広報紙等様々な手法を用いてインターネット回
答を積極的に推進し、円滑な調査業務を実施する。

　各種統計調査において、
　・指導員、調査員の推薦
　・局区事務打合せ会への出席
　・調査員ごとに実地調査用諸用紙・諸物品の整理
　・調査員事務打合せ会の開催
　・調査員による実地調査の実施のフォロー
　・調査員から提出された調査関係書類の審査
　・調査員報酬の支払い
　・インターネット回答の推進（全市的な取組に加えて、広報紙等を活用した様々な手法を用いた区独自の取組の実施）　等

―

政
策
推
進

16

広報紙「こんに
ちは大正」の製
作（企画・編
集・印刷）

市政・区政の情報を分かりやすく的確に全ての区民
に伝える。特に区の重点施策についての情報発信を
強化する。
また、ニーズを意識した紙面作りや市・区の施策や
サービス情報を提供することにより、区民の市政・区
政への理解や関心を高め、まちづくりや地域活動へ
の積極的な参画につなげる。

広報紙「こんにちは大正」の企画・編集・印刷
・大正区年間広報計画を作成し、計画に基づき区の施策や事業を掲載する。
・各担当で紙面を受け持つ分権型広報の検討。
・区の重点施策である地域防災や地域福祉、子育て・教育、地域コミュニティの充実などの事業についての特集や報告記事を掲載し、情報発
信を強化する（1年の内５カ月の増ページ月）。
・区民意識調査等の結果を踏まえた区民のニーズに即した記事や、区民参加の記事など（具体的には「#WELOVE大正区」「ピンチをチャンス
へ」）を企画・掲載することにより、広報紙を読んでいない区民の、広報紙への関心を高める。
・企画編集・印刷業務の他区の状況「取材の有無やページ数、契約金額と事業者の質との関連や反響があった記事等」を調査し、反映させ
る。
・区の情報をどのような手段（広報紙・HP・SNS等）で入手しているかを区民意識調査で調査を実施。
・全ての世代において読みやすい紙面構成やデザインを意識した編集を行う。
・点字版・音訳版広報紙「こんにちは大正」の製作。

８，３３９千円（報償
金、印刷製本費、委
託料、リース料）

政
策
推
進

17
広報紙「こんに
ちは大正」の全
戸配布

訴求力のある広報紙を区内全ての方へ確実にお届
けすることにより、市・区の施策やサービス情報を提
供し、区民の市政・区政への理解や関心を高め、ま
ちづくりや地域活動への積極的な参画につなげる。

・広報紙「こんにちは大正」全戸配布
・ＣＢ化について他区の配布方法等を調査・研究した内容を、区の実情に合わせた形で反映することができるかどうか、地域活動支援担当と連
携し、検討する。
・令和2年度配布業務委託の入札が１社のみであったため、需要調査などを行い原因を把握し、複数の事業者が参加できるよう検討する。

４，０６７千円（委託
料）
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政
策
推
進

18
区の行政情
報・魅力発信
の充実

当区の行政情報や魅力を区内外に積極的に情報発
信することにより、当区の抱える喫緊の課題である人
口減少や高齢化、事業所の減少などの解決に寄与
する。

各種広報媒体を活用した区の行政情報・魅力発信の充実。
【行政情報発信】
広報紙（全戸配布）、ホームページ、ＳＮＳ（フェイスブック、ツイッター、ライン）、区内広報板（55ヵ所）、広報サポーター（34カ所（令和元年年9月
末））、バス停、イオン等大阪市包括連携先へのチラシ等の掲示。くらしの便利帳での情報発信。区の行政情報の動画をさわやか広場で放映。
広報サポーター拡大の検討・実施。
フェイスブック、ツイッターについて、行政情報とは別にテーマごとの５つの分野に分け情報発信を行う。
【魅力発信】
平成30年の台風21号により被害を被った千島公園植樹帯の復旧及びもと水景施設の再整備を記念して、「（仮称）千島公園植樹帯」及び「（仮
称）もと水景施設」 への愛称を募集。愛称の定着・浸透や区の魅力施設として利用促進を図るため、案内板設置の検討や区HP・SNSで情報
発信を行う。
区民向けSNS活用講座。区HP作成職員研修。
区のPR動画等をさわやか広場で放映。大正区オリジナルデザインの普及。
TUGBORT大正と連携した新たな魅力発信手法の導入。
大正島体感地図の更新。大正区の魅力を凝縮したポスターを掲示。
大阪マラソンEXPOでのPR。マスコットキャラクターの効果的な活用。
沖縄県与那原町との相互トッププロモーション。
【その他】
ラインのアンケート機能等を活用した区民ニーズ等の把握について、広聴担当と連携する。
また、発信するコンテンツに最適なツールを見極め、効果的な発信を行っていく。

１，５５８千円（旅
費、消耗品費、通信
運搬費、印刷製本
費、手数料、使用
料）

政
策
推
進

19

広報紙・ホーム
ページによる
広告収入の確
保

広報紙・ホームページへの広告掲載により、歳入確
保に努める。

広報紙紙面・ホームページバナーに、企業等の広告を掲載することで、広告掲載料による歳入を確保する。
ニーズを調査して新規顧客の開拓に努める。
タイアップ広報により経費削減に努める。

2,586千円（広告料）

政
策
推
進

20
沖縄県与那原
町との人材交
流

平成28年7月30日締結の友好交流に係る確認書第1
項「双方は、文化、教育、観光交流など多種多様な
分野における交流と協力を通じて、更なる発展と連
携を深める」に基づき、職員交流を通じて、お互いの
まちの優れた点を学習し、区の課題解決に取り組
む。そして、将来的には市民交流につなげ地域活動
の活性化をめざす。

　与那原町と大正区共通の重要課題や重点施策について事前に協議・テーマ設定し、そのテーマに関係する担当（２担当）の課長級及び係長
級２名ずつ計４名を与那原町へ派遣する。
与那原町が実施している施策で参考となる事例について検証し、区での事業実施に向け検討する。
交流頻度は、隔年度交流（N年度：大正区役所が与那原町役場を訪問、N＋１年度：与那原町役場が大正区役所を訪問）
　また、令和4年度に向けて市民交流に発展できるように、市民交流実施計画案を検討する。
　沖縄県の公立大学法人名桜大学との交流について、保健福祉課と連携し、検討する。

３００（千円）

政
策
推
進

21
T-1ライブグラ
ンプリの開催

音楽というツールを用いて、夢を本気で追い求め続
けている若手ミュージシャンが大正区で得たチャンス
を活かして世界へ羽ばたくきっかけや、区民それぞ
れが夢を育む機会を創出し、その「ゆめづくり」を支え
ることに区民が誇りを感じ、シビックプライドの醸成に
寄与することを目的とする。
また、子ども達の憧れとなるような夢を本気で追い求
め続けている若手ミュージシャンを区民が評価・応援
することにより区民自身の「ゆめづくり」への動機づけ
につなげる。

区役所が実施するコンテスト形式の音楽ライブイベントで優勝者（グランプリ）を決定し、優勝者は1年間区内で開催される地域活動や様々なイ
ベントに区の音楽振興大使として参画する。
なお、開催にあたっては、多数の区民のシビックプライドの醸成に寄与するライブイベントとなるよう、集客力の向上とそのクオリティを高めるた
め、運営（PA、審査員の派遣等）及びPR&魅力向上業務、優勝者プロモーション業務について業務委託する。
また、T-1ライブグランプリ出場者等のもと水景施設におけるイベントへの参画を検討する。
令和３年度以降のT-1ライブグランプリについて、開催の有無も含め方針を検討する。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、今年度はコンテスト形式での開催を見送り、年度内に代替となる音楽イベント開催(動画配信）の
可否を含め検討を進める。
また、プロモーションについても、当初出演を想定していたイベント等が中止となっていることから、もと水景施設オープニングイベントへの出演
等、検討をすすめる。

105千円（報償金）、
46千円（消耗品
費）、42千円（通信
運搬費）、4,326千
円（委託料）

政
策
推
進

22
区役所内コン
サートの開催

プロの演奏家による上質な音楽を鑑賞する機会を区
民に提供することにより、区民の「ゆめづくり」への動
機づけや大正区におけるシビックプライドの醸成に寄
与することを目的とする。

区民の「ゆめづくり」への動機づけや大正区におけるシビックプライドの醸成につながるプロの演奏家による無料のコンサートを区役所内にお
いて開催する。
なお、開催場所については、来庁者が気軽に立ち寄れるよう区役所２階さわやか広場を基本とする。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大を考慮し、開催場所については、従来の区役所２階さわやか広場のみではなく、WEBを活用した開催や
屋外での開催も検討し、実施する。
また、開催時間については、客層の多様化に向け夕刻にも開催する。

40千円（手数料）、
165千円（委託料）
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政
策
推
進

23

尻無川河川広
場にぎわい創
造拠点の管理
運営

貴重な地域資源である尻無川河川広場を「にぎわい
創造拠点」と位置付け、区民はもとより観光客などの
来訪者の憩いの場となるとともに、本市観光施策に
おける新たな観光資源として位置づけられた舟運事
業の実施により、川と海をつなぎ、さらに水辺とまち
をつなぐキ－ステ－ションとして観光客や内陸部の
資源との連動や誘引を積極的に行うなど、中長期的
に水辺からまち全体を活性化する。

尻無川河川広場において、事業者の整備・運営する飲食店舗や宿泊施設等を有する「TUGBOAT TAISHO」（令和元度開業）について、区役所
は当該広場の占用等にかかる行政事務手続きの後方支援や同所において事業者が開催するにぎわい創出イベントの広報協力等を行う。
なお、当該イベントへの協力については、イベント内容等の精査を行ったうえで行う。
開催にあたっては市会議員・府会議員（各議員に開催案内を送付）など、行政ならではの告知も含め、周知を行う。
災害時等における外国人を含む同所来場者の避難誘導等に関して、地域の防災計画に基づいて防災訓練を実施し、当該訓練についてＰＤＣ
Ａサイクルをまわす。
同所における集客状況やイベントの実施等、適宜、事業者の運営状況を把握する。
また、必要に応じて、各地域まちづくり実行委員会や区政会議等において、地域の意見を聴取し、当該意見を運営に反映する。

11,063千円（14-1使
用料）【同額歳入あ
り】

政
策
推
進

24
公民連携手法
による活性化
の取組

まちの都市活動が活発化されている状態をめざす上
で、高齢化や医療・介護などの分野などにおいて、行
政が担う役割と、それにかかるコストが日々増大して
いる状況である。そこで、事業実施の主体となる民間
企業等と大正区が連携し、持続可能な社会の実現に
資する事業を実施できる体制を整え、民間活力を生
かしたまちづくりを行う。

既に行っている連携について、必要に応じて連携内容を検討しながら継続する。
医工連携や地元学校との連携（少年少女発明クラブ）等、新たな連携について検討する。
また、連携の考え方（イベント広報協力とその他の連携等）について整理する。

【既存の連携】
・山忠木材株式会社との連携でのきごころサロンまつりでの協働
・（独法）都市再生機構と㈱フィルとの連携での大正クラフトライフマーケットでの協働
・（独法）都市再生機構と㈱アイルとの連携した地域活性化
・小川文化（ヨリドコ大正メイキン）を活用した地域活性化

-

政
策
推
進

25
大正・港ものづ
くり事業実行委
員会の運営

区内ものづくり企業が、本事業により構築した企業間
ネットワークや技術力を活用することで区内の産業・
経済・地域を発展させ、更には我が国の経済・産業を
牽引できるような企業へと成長すること、また、自律
的、積極的に防災・防犯等のまちづくりや地域活動
へ参画・地域課題の解決等、地域に貢献する企業と
なり、「ものづくりのまち　大正」が企業（従業員）・区
民にとって「誇り」と「生きる力」になっていることをめ
ざす。

本実行委員会は、令和2年度～令和4年度中期三か年計画に基づき、「ものづくりのまちとしての独自ネットワークを活用し、産業振興や人材
の育成を通じて、世界や日本の繁栄に貢献するまちづくりに寄与することをめざす」ことを目標とし、「産業振興」、「人材育成・子どもたちのゆ
めづくり」、「持続可能な事業運営に向けたあり方の構築」に取り組む。
大正区役所の当該実行委員会への関わり方については、大正区長が実行委員会委員に就任し、また、当区役所に事務局を置くこととする。
具体的な役割としては、外部との折衝、区施策としての事業連携、広報、場の提供を担う。
大正・港ものづくり事業実行委員会の事務局の業務として、イベント企画会議の運営や工場見学受け入れ先の調整、見学当日の安全確保、
PR素材の作成等を行う。
区内ものづくり企業と医療機関との医工連携や、こどもたちが「発明」という観点からものづくりに親しむ場となる「少年少女発明クラブ」の設立
等について、事務局（大正区役所）はインキュベーターとしての役割を担う。
「ものづくり展示会」や「ものづくり企業への社会的責任啓発」の事業については、事務局は区内ものづくり企業の要望に応じて、関係機関等と
の窓口となり実施に向け連携する。
また、本実行委員会の令和５年度からの自律的運営をめざし、手法等（各イベントにおいて事業担当（各企業・団体）制を取り入れる等）につい
て検討を行っていく。
なお、本実行委員会の会計については、コミュニティ協会で行い、区はその管理について、逐次報告により把握する。

2,012千円（報酬）

政
策
推
進

26
ものづくりフェ
スタの開催

区民がものづくりの素晴らしさを知り、親しみを持つこ
とにより区内ものづくり企業への理解を深めると同時
に、これまでのものづくり関連事業により形成された
企業間ネットワークを活用し、医工連携や産学官連
携等、新たな連携のきっかけとする。
なお、本事業は、大正・港ものづくり実行委員会「令
和2年度～令和4年度中期三か年計画」にある、「人
材育成・子どもたちのゆめづくり」に資する事業であ
る。

区内の小中学生及びその保護者の方をメインターゲットとして、出展企業がチームを組んで、大正区の「ものづくり」の素晴らしい技術を分かり
やすく紹介する体験型イベント。
今年度より医工連携や産学官連携をテーマにコンテンツの構成を行う。
また、区役所はものづくり事業実行委員会の事務局として、その企画会議の案内・資料作成、広報媒体の作成・頒布、イベント会場の設営、当
日の運営・記録、総括会議を開催等を行う。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今年度については、従来の集客型のイベントではなく、WEBの活用や事前予約等により
参加人数を制限した小規模の体験型コンテンツの導入等、新たな開催形式により実施する。

2,012千円（報酬）
※再掲（取組番号
25）
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政
策
推
進

27
大正・港オープ
ンファクトリー
の実施

大正区は古くから鉄鋼をはじめとする多くの製造工
場があり、大阪市内有数のものづくりのまちとして発
展してきた。しかし、産業構造の変化等から事業所数
も減少し、区内大手企業も業務縮小・撤退の傾向に
ある。工業事業所数の推移を見ても、商品売上や人
口減少と同様のカーブで減少している。
この状況を打開するため、ものづくり企業の活性化
策の一つとして、大正区のものづくりのブランド化と、
企業と参加者の交流を通じた操業環境の整備や雇
用の確保への取組に繋げることにより、地域の中で
操業する企業の活性化と地域の活性化に繋げてい
く。
なお、本事業は、大正・港ものづくり実行委員会「令
和2年度～令和4年度中期三か年計画」にある、「人
材育成・子どもたちのゆめづくり」に資する事業であ
る。

“ものづくりのまち”大正区と港区で操業する企業が、工場を2日間一斉に開放し、普段は見ることのできない工場内部の様子や、職人達の技
や伝統を間近で見ることができる。その他、魅力ある区内の観光スポットも、工場見学と合わせて巡る街歩きツアーも行う。
また、参加ものづくり企業と就職希望者とのマッチングをはかり、同企業への就職者の増加をねらうため、一般工場見学者のコースとは別に、
求職者向けの就労前企業見学に活用できるようなコースの設定について検討する。
本イベントは従来ツアー形式の工場見学及び街歩きイベントであるが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今年度については、従
来の規模・形式による実施が困難であることから、規模の縮小による実施を含め、WEBの活用等、新たな実施形式による実施の検討を進め
る。
なお、区役所はものづくり事業実行委員会の事務局として、見学先の募集、打ち合わせ会の開催、広報媒体の作成・頒布、開催日当日の運
営・記録等を行う。

2,012千円（報酬）
※再掲（取組番号
25）

政
策
推
進

28
修学旅行をは
じめとする工場
見学会の実施

大正区内の高度な技術を有するオンリーワン企業
や、創業から100年を迎える伝統のある企業が多く存
在するというのは地域の最大の資源(強み)である。
参加者にものづくりの素晴らしさや面白さ、大切さを
身近に感じてもらい、将来の働き、生活する場所とし
て、ものづくり企業や大正区を選んでいただけるよう
PRすること。そして、区内企業や住民にとっても“もの
づくりのまち大正”の価値や魅力を見直し、誇りに感
じ、生きる力になっていることをめざす。
なお、本事業は、大正・港ものづくり実行委員会「令
和2年度～令和4年度中期三か年計画」にある、「人
材育成・子どもたちのゆめづくり」に資する事業であ
る。

最大の資源である工場群を活用した工場見学ツアーに、大正区の区内学校、地域団体や区外からの校外学習の他、全国からの修学旅行生
を本格的に受入れ、工場等の見学を行う。
区役所はものづくり事業実行委員会の事務局として、見学者の募集、見学先の選定・調整、時間や配車の調整、当日の資料の準備・同行、参
加者アンケートの集約等を行う。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大を考慮し、規模の縮小など感染拡大防止策をとるとともに、受け入れ企業の意向も確認の上、今年度の
実施手法について検討を進める。
また、更なる効率的な実施に向けて、学校等が修学旅行の計画を決定する時期に先んじて、大阪観光局や旅行会社等へのヒアリング、ニー
ズ調査を通じて、新たな募集の方法等を検討する。

2,012千円（報酬）
※再掲（取組番号
25）

政
策
推
進

29

区内企業にお
けるインターン
シップ（就業体
験）の実施

学校教育の一環として、生徒・学生がものづくりの実
務を体験し、日常の授業内容の意味と意義に気づく
ことで、学業への理解を深めるとともに、学習意欲を
向上させる。生徒・学生が、家族・地域・学校以外で
社会人と接する経験を得ることで、社会性を修得す
る。生徒がものづくりの現場を知り、社会動向と技術
動向の現在を知る。生徒・学生が自身の関心、適性
について見つめ直し、就職、進学に向けて考える契
機とする。企業が教育現場の現在と生徒の指向を知
り、雇用へ向けた取り組み、オンザジョブトレーニング
のあり方を考える契機とする。
このようなインターンシップを行うことで、地域の人材
に地域の企業を知ってもらうこと、地域の人材と地域
の企業との適切なマッチングを促進することを期待
し、大正区内の企業への若者の雇用を促進し、地域
社会を活性化させる。
なお、本事業は、大正・港ものづくり実行委員会「令
和2年度～令和4年度中期三か年計画」にある、「人
材育成・子どもたちのゆめづくり」に資する事業であ
る。

学校教育の一環として、生徒・学生が受入申し出のあった区内企業で就業体験を行う。
参加校のニーズに応じて、宿泊型の就業体験（～R1「ファクトリーステイin大正」）の実施についても対応する。
区役所はものづくり事業実行委員会の事務局として、参加者募集についての学校・大学への案内、受入先の募集と事業説明、参加者と受入
先の調整、実施報告書の集約等を行う。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大を考慮し、今年度の実施手法について検討を進める。

2,012千円（報酬）
※再掲（取組番号
25）
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政
策
推
進

30

人材確保に向
けた区内企業
と府内の高等
学校との交流
会の開催

大正区では人口の流出が喫緊の課題であるが、これ
は区内の事業所、従業員の減少と相関にある。大正
区内のものづくり企業における府内の高等学校に通
う学生の定着を図り、ものづくり企業の衰退と人口減
少を食い止める。
なお、本事業は、大正・港ものづくり実行委員会「令
和2年度～令和4年度中期三か年計画」にある、「人
材育成・子どもたちのゆめづくり」に資する事業であ
る。

企業の人事担当者と高校の進路指導担当者と一堂に会し、名刺交換と進路状況や採用環境に関する情報交換を通じて交流を深め、就職先
の確保や今後の人材確保の参考とする。
また、より有益なものとするため、中小企業支援を行う本市経済戦略局や他区役所と連携、情報交換を行い、改善案を検討する。
区役所はものづくり事業実行委員会の事務局として、学校への開催案内、企業の参加募集、当日の会場設営と運営、アンケート集約等を行
う。

2,012千円（報酬）
※再掲（取組番号
25）

政
策
推
進

31
区政会議の開
催

区が所管する施策及び事業について、立案段階から
区民の意見を把握し適宜これを反映させるとともに、
その実績及び成果の評価に係る意見を聴くことを目
的とし、区政におけるＰＤＣＡサイクルの確立を図る。

区政会議を年４回開催する。
・施策・事業の企画段階や事後だけではなく執行段階においても区政会議委員の意見を聴取して必要に応じて反映するなど、区政会議委員と
より活発な意見交換を行う。
・区政運営について、区役所の自己評価に対する意見に加え、委員の評価を直接受ける。前年度の結果を踏まえ、運営の改善に取り組む。
・委員から出された意見などについて、区政への反映状況や反映できなかった場合の理由を区政会議の場で明らかにする。
・当区役所の他の会議体（地域福祉推進会議、総合教育会議、防災会議）と連携する。
・地域活動協議会（地域まちづくり実行委員会）との連携を図る。

5千円（消耗品費）、
67千円（通信運搬
費）、196千円（筆耕
翻訳料）

政
策
推
進

32
区の政策決定
に関する事務

自律した自治体型区政運営の推進に向け、地域とし
ての区の将来像や施策展開の方向性等をとりまとめ
た「大正区将来ビジョン」を中心に据え、区民にとって
住みやすいまち大正の実現を図る。

「大正区区将来ビジョン2022」で掲げるめざすべき将来像の実現に向け、単年度ごとのアクションプランとして「大正区事業・業務計画書」「運営
方針」の策定および進捗管理の統括を行う。
また、各論となっている「大正区事業・業務計画書」について、将来ビジョン2022との関連性を明確にするため総論版を策定する。

―

政
策
推
進

33
千島公園（もと
水景施設・昭
和山）の活用

千島公園（昭和山）は、平成30年９月の台風21号に
よる倒木等の大きな被害を受けたことから、令和元
年度「港のみえる四季彩の丘公園」をコンセプトに復
旧され、また、同公園内のもと水景施設についても再
整備された。
建設局等と連携し、同所の区民等による活用を行
い、より一層愛着が持てる公園をめざす。

昭和山においてはコンセプトに基づき種々の植栽がなされているところであるが、区民等から受ける植栽に関する提案や申出について、管理
所管となる建設局等と協議し、植栽の実施に向け検討を行う。
提案や申出の受理・採用に関して、同基準等を精査する。
もと水景施設については、イベントを開催する等、活用できる場所となることから、その活用等について区民等に広く周知するとともに、区役所
事業等における積極的な活用を図る。

―

政
策
推
進

34
SDGs（持続可
能な開発目
標）の推進

SDGsは、2015年9月の国連サミットで採択された「持
続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載され
た2016年から2030年までの国際目標であり、持続可
能な世界を実現するための17のゴール・169のター
ゲットから構成されている。
大正区役所においても同目標の達成に向け取り組
むことで、「誰一人取り残さない」社会の実現をめざ
す。

SDGs達成に向け、SDGｓとそれに対応する大正区役所の事業との紐づけを行い、紐づけた事業の中から、大正区役所において重点的に取り
組む事業を選定する。
また、SDGｓに対する職員の理解を深めるため研修を実施し、SDGｓの意義や達成への取組みについて効果的な広報も実施する。

―

地
域

35
人権啓発活動
の推進

人権啓発活動を積極的に推進することで、市民自ら
が社会の構成員としての自覚を持ち相互の人権が
尊重されるまちづくりを実現していくため、より多くの
市民が参加でき、主体的に考えることができる効果
的な啓発活動に取組み人権意識の高揚を図ることを
目的とする。

・市長より委嘱された人権啓発推進員が地域における人権啓発活動の中心的な役割を果たすために、人権啓発推進員連絡会を定例化し、市
主催人権研修の内容の共有を行うとともに、地域における人権研修などの開催に向けた支援を行い、より多くの区民に人権について考えても
らう機会をつくる。
・学校教育現場における人権教育について、教育行連等を通じて各学校における人権教育情報を区として把握する。

30千円（通信運搬
費）
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地
域

36

浪速・西・港・
大正区合同で
の人権展の開
催

「あらゆる差別の早期撤廃と人権尊重のまちづくりを
めざす」とした区民宣言の実現に向けて、市長より委
嘱された人権啓発推進員をはじめ、区民一人ひとり
が人権課題について認識を深める機会として、４区
合同でスケールメリットを生かした人権展を開催す
る。

令和２年度で第36回を迎える事業で浪速・西・港・大正区の合同で開催区については輪番で実施している。関係4区以外からの参加者も含め
毎回1,500人を超え、人権について改めて考える機会として開催してきた。また初日は「人・愛・ふれあいプラザ」としてオープニングイベントを開
催しており、人権課題に長けた著名な講師による講演会は毎回大盛況で、幹事区の小中学校在校生作成の人権絵画や標語の展示は、人権
課題に対する区民の意識高揚に役立っている。また、職員向け人権研修としても全職員の参加があり、関係企業による協力もあるなかで重要
なイベントとして位置づけされている。
一方、4区合同実施により、来場者数が1,500名という受皿の設定としてのスケールメリットは活かせるものの、開催区が4年に一度であることに
ついては、より区民に寄り添った事業としてとらえた場合の課題もあるため、令和3年度に事業廃止し、大正区独自の取り組みを検討する。

893千円（報償金、
消耗品費、印刷製
本費、通信運搬費、
委託料）

地
域

37
地域防犯・安
全対策の推進

区民が「安全で安心して暮らせるまちづくり」のため、
地域や関係機関と一体となって取組み、区民の防
犯・安全意識の高揚を図り、地域における自主防犯
活動を推進することで、児童・生徒が被害を受ける犯
罪や街頭犯罪・交通事故の抑止を図る。

・全国交通安全運動期間の街頭啓発の見直し。
・地域と学校が連携してこども110番の家、通学路交通安全プログラムによる通学路等の安全対策の実施による子どもの安全安心をはかる。
・青色防犯パトロールカーの効果的、効率的な活用。
・防災スピーカーを活用した犯罪情報の地域住民への周知。
・「防犯カメラ作動中」表示板の設置による犯罪抑止力の向上。

638千円（消耗品
費、船車修繕料、備
品修繕費、通信運
搬費、手数料、損害
保険料、公課費）

地
域

38
放置自転車防
止対策

現在の放置自転車対策を継続展開するとともに、駐
輪場の増設と撤去回数の増加、放置台数の多い時
間帯や曜日に撤去を行うなどの工夫により放置自転
車台数の減少を図り、対策の効果を実感できるよう
にする。

・中央中学校バス停周辺の自転車等放置禁止区域の指定に向けた環境整備
・自転車対策関係機関会議（仮称）の開催
・啓発指導員の配置及び放置自転車台数の調査（JR大正駅周辺、大正区役所前・中央中学校前・平尾バス停）
・建設局による自転車駐車場（駐輪場）の整備及び放置自転車の撤去

2,685千円（委託
料、消耗品費）、別
途、整備費　73千
円、撤去費　8,377
千円（建設局ＣＭ予
算）

地
域

39
わがまちビジョ
ン３事業

区の特色を活かした文化事業や多様な世代が参画
できる事業を、わがまちビジョン運営委員会と区役所
が協働で地域・学校等も巻き込んだ事業形態として
実施することで、行政だけでは実現できない相乗効
果を生むことにより大正区におけるシビックプライドを
醸成し、地域コミュニティの充実につながる住民主体
のまちづくり活動の推進に寄与することを目的とす
る。

大正区の新たな「まちの魅力」の開発や、将来のまちづくり活動の担い手となる人材の発掘を行いまちづくり活動の活性化を図ると共に、区民
のシビックプライドを醸成するため、わがまちビジョン運営委員会と協働して企画・運営し、区民・地域団体等と協力・連携しながら、次の3事業
を実施する。
・10年後の手紙：大正区内の小学校４年生（１０年後に成人式を迎える子どもたち）全員に、「１０年後の私へ」というテーマで、Ａ６程度の大きさ
のポストカードに手紙を書いてもらい、提出された手紙を１０年後の成人式において新成人に返却する事業を小学校、こども会、わがまちビジョ
ン運営委員会と協働して企画・運営する。
・文楽公演：大阪が誇る伝統芸能である「文楽」に触れる機会を提供することにより文化の普及・振興を図るとともに身近に「文楽」に触れる場
のある地域への愛着を高める。企画・運営については、わがまちビジョン運営委員会と協働して実施する。
・40年後の同窓会：６０歳を迎えられる方々の新しい人生のスタートをお祝いするとともに、地域活動などを紹介し、これらに参加していただく
きっかけづくりの場として、わがまちビジョン運営委員会が企画・運営する事業に協力する。

992千円（印刷製本
費、通信運搬料、委
託料）

地
域

40
特定空家等の
是正

「空家等対策の推進に関する特別措置法（空家法）」
および「大阪市空家等対策計画」「大正区空家等対
策アクションプラン」などに基づき、特定空家等（保安
上危険・衛生上有害・景観・環境等）の所有者等に対
し助言指導を行い、改善に取り組む。

・特定空家等の是正に向け、通報等を受け付け現場調査を行い、登記簿等にて所有者を特定し、助言・指導を行う。
・特定空家と確定した物件が存在する地域の特定空家等対策PTを立ち上げ、特定空家等への対応を行い、の空家所有者に対し助言・指導を
行うとともに進捗管理を行う。また、今年度より安全対策チームが特定空家等対策に従事することになったので、特定空家等対策PTの招集は
行わす、地域Ｇ空家担当で対応を行う。必要性についても検証を行う。
・地域との連携による情報収集等の実施可能性について検討を行う。
・行政による特定空家等の是正に向けた指導や啓発等の取り組み、その成果を区民に対し区広報紙やＨＰなどで周知する。
・所有者不明物件への対応等の取組をさらに進める。
　＊財産管理人制度活用の検討を行う。

94千円(消耗品費、
通信運搬費、委託
料)

地
域

41
空家等の利活
用の促進

管理不全となった空家等は、周辺の生活環境に悪影
響を及ぼすとともに、地域の防災性や防犯性の低下
を招く恐れがあることから、これらの課題を解消する
とともに、空家等が倒壊等著しく危険な状態とならな
いよう、利活用可能な空家を地域資源として捉え、空
家等を活用した地域活性化にも注力して、まちの魅
力を向上させ、区内の人口増加に繋げる。

・H30、R1調査において判明した空家所有者とコンタクトを取ることを重点的に行っていく。その手法として、空家所有者に興味を持ってもらえる
セミナーや空家相談会を実施し、「空家相談員」に繋げることで、空家等の利活用の促進を図るとともに、除却など建物の新陳代謝を図る。ま
た、地域との連携による情報収集等の実施可能性について検討を行う。
・「空家相談員」の追加登録。
・掘り起こした物件のなかで、所有者が判明していない物件については、引き続き調査のうえ、判明次第、意向確認を行う。
・掘り起こした物件のうち、特定空家については、積極的に所有者調査を行い、判明した所有者を「空家相談員」に繋げ、除却も含めた早期解
決を図る。
・行政による是正に向けた指導や啓発等の取組、その成果を区民に対し十分に周知する。
・専門家団体等との連携の取組をさらに強化する。
・空家相談員への相談から利活用につながった成功事例等を他区へ展開する。

828千円（報償金、
通信運搬費、委託
料）
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地
域

42
大正区民ホー
ルの管理運営
（直営）

大正区民ホール諸設備の各機能が、正常かつ安全
に働くように維持し、利用者が快適に利用できるよう
に施設の維持管理を行う。

・施設利用申込の手続き、利用方法諸手続きの説明、 予約・申込受付、使用料の徴収、使用許可書の交付、 諸設備、機器、設備等の管理、
貸出、点検立会い、補修指示等
・優先使用・減免申請の受付広報
・指定管理者制度への移行について、検討する。

5,562千円（消耗品
費、光熱水費、通信
運搬費、委託料）

地
域

43
大正会館の管
理運営（指定
管理者）

コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の
向上及び福祉の増進を図るとともに、市民の集会そ
の他各種行事の場を提供することにより市民相互の
交流を促進し、連帯感あふれるまちづくりの推進に寄
与することを目的とする。

施設管理運営業務、徴収事務委託契約に基づく使用料徴収及び収納事務、施設総合管理業務、その他施設の設置目的に資する自主事業
の実施。
自主事業にかかる優先使用・使用料免除のあり方について、区長会議における議論の推移を注視しながら、適正化を図る。
噴水広場のベンチほか緊急性の高いものから計画的に修繕を行っていく。また、噴水設備については、廃止し、改修することを前提に関係局
と調整を行う。
次回（令和３年度～）指定管理者募集について、募集事務を実施。

29,279千円（建物修
繕料、委託料）

地
域

44
スポーツ推進
委員活動の推
進

　本市では従来より市民一人ひとりが日常的に、ス
ポーツ・レクリエーション活動に親しむことができるよ
うに、その普及・振興を推進しているところである。
　教育長より委嘱を受けたスポーツ推進委員が、特
に活動の拠点を地域において、住民との連帯の中で
スポーツ・レクリエーション事業の企画・立案を行い、
委員相互の協力体制のもと活発に事業の発展をは
かることにより、本市における生涯スポーツの振興の
より一層の充実を図る。

・改選事務（２年毎）
　候補者の推薦依頼（区→まちづくり実行委員会）、候補者の推薦（区→経済戦略局）
　定数に満たない場合は、不足分を公募する。
・支出事務
　報酬の支払い（年２回：９月・３月）

（参考）スポーツ推進委員の任務
　・地域（町会・小中学校区等）におけるスポーツ・レクリエーション事業の企画・実施
　・市・区におけるスポーツ・レクリエーション事業への参画並びに協力

　317千円(報酬）
（経済戦略局予算）
＠800×33名×12
月＝316,800円

地
域

45

大正区まちづく
り活動の強化
推進（大正区
民まつり）

大正区において、これまで培われてきた社会教育関
係団体等のノウハウを活かすとともに、地域活動団
体・ＮＰＯ等をはじめとした市民活動団体・企業等が
参画する仕組みづくりを構築し、連携、協力して事業
を実施することで、区や地域への愛着を高め、シビッ
クプライドを醸成し、「自分達のまちを自分達で守る」
との自律した意識のもと、地域福祉、地域防災、地域
コミュニティの充実につながる住民主体のまちづくり
活動を推進するための区民相互のつながりづくりの
活性化を図ることを目的とする。

・単にイベントを開催するということではなく、企画段階から区民・各種団体などが参画し、区民・各種団体の手によるステージ・各ブースの催し
を中心に、誰もが気軽に参加できる内容となるよう事業を企画する。
・当日の運営や、ステージ・各ブースの催しなどを区民・各種団体と協働して実施する。
・これまでより多くの区民が訪れ、各会場を回遊するように工夫して実施する。

5,082千円（報償
金、通信運搬費、委
託料）

地
域

46

大正区まちづく
り活動の強化
推進（ファミ
リージョギング
大会）

区民のスポーツ・レクリエーションへの関心や区・地
域への愛着心を育み、世代を問わず多くの区民が気
軽に参加し、スポーツ等の活動に触れる機会を提供
するとともに、区民・各種団体等が運営等に参画する
ことで人と人とのつながりを深め、まちづくり活動の
強化に資することを目的とする。

・単にイベントとして実施するのではなく、気軽に参加できるスポーツ大会とし、区民・各種団体等が運営に参画できる大会を企画する。
・より多くの方に参加していただくためのコース設定等を募集要項及び仕様書に明記する。

951千円（報償金、
通信運搬費、委託
料）

地
域

47

大正区まちづく
り活動の強化
推進（区民ギャ
ラリー）

区民の身近な場である区役所において、文化活動の
発表の場を提供することにより、区役所に対する親し
みや愛着の向上並びに文化意識の高揚を図ることを
目的とする。

区内のアマチュアグループなどの創作発表の場として、大正区役所２階の展示ケースに１カ月単位で作品を展示し、区民の芸術・文化の高揚
をはかる事業を実施する。
・区民ギャラリーの管理運営に関すること
・事業の広報に関すること
・展示希望の受付・相談に関すること
・展示品の管理に関すること
・展示品の展示に関すること
・事業の記録に関すること
・アンケート等の事業の効果検証に関すること
・その他、付随する事務

2千円（通信運搬
費）
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地
域
活
動
支
援

48

「地域包括支
援体制（大正
区地域まるご
とネット）構築
に向けた「地域
包括支援プロ
ジェクトチー
ム」の運用

　高齢者の医療、介護に加え、障がい、生活困窮、
子育て、教育、防犯、防災、そのほか地域生活課題
を「地域活動協議会(地域まちづくり実行委員会)」を
はじめとする各種団体等が一体となって、自律的に
解決する「大正区地域まるごとネット」を構築する。

　大正区役所内部の組織を横断した「地域包括支援プロジェクトチーム」において、地域での「大正区地域まるごとネット」構築に向けた最適な
支援方法を模索する。
　具体的には、地域まちづくり実行委員会の民主的運営にかかる支援のほか、地域福祉や地域防災、重大な児童虐待ゼロの実現にかかる取
組みについて、年度当初に取組内容を策定し検討していく。
　また、本プロジェクトチームにおいて協議、報告等がなされた事項は「地域福祉推進会議」、「総合教育会議」、「区政会議」等に報告等を行
い、施策提言につなげていく。

－

地
域
活
動
支
援

49

自律的な地域
活動の支援に
かかる地域活
動協議会補助
金
の交付

　より一層複雑・多様化している地域課題を解決する
ためには、「自助・互助・共助」の機運や「自分達のま
ちは自分達で守る」という自律した意識の醸成を図る
ことが求められている。そのため、これまで培われて
きた各種団体等のノウハウを結集し、災害時におけ
る住民同士の救助活動や見守り活動、まちづくり活
動への参画など、地域活動協議会（地域まちづくり実
行委員会）が実施する地域の自主的な活動を支援す
ることにより、概ね小学校区を単位とする地域コミュ
ニティの充実を図る。

地域コミュニティの充実に向け、各地域の幅広い自主的な活動に対する支援を行うため、各地域からの申請に基づき、地域活動協議会補助
金を交付する。
　なお、本事業は区長が指定する全ての活動分野において、各地域が実施する自主的な活動を支援する制度であり、具体的には、区長認定
を受けた各地域まちづくり実行委員会が防災訓練や要援護者見守り活動などを通じ、地域カルテを活用しながら実施する「自助・互助・共助」
の取組みを支援する。

26,836千円

地
域
活
動
支
援

50

新たな地域コ
ミュニティづくり
に向けた中間
支援組織の活
用

　各地域において組織されている地域活動協議会
（地域まちづくり実行委員会）は、準行政的機能や総
意形成機能を担うとともに、大正区将来ビジョン２０２
２に掲げる「地域包括支援体制（大正区地域まるごと
ネット）」において中心的な役割を担うことが期待され
ていることから、地域まちづくり実行委員会が、各地
域の将来像を共有し、自律運営を行えるよう、適切な
支援を行う。

　大正区将来ビジョン２０２２の実現に向け、地域まちづくり実行委員会に期待される機能を備えるための支援の手法としては、地域福祉や地
域防災といった専門的な知識やノウハウを有する民間活力を活用することが効果的・効率的であることから、区役所と連携を図りながら、社会
の変化やニーズを機敏に把握し、自律運営に向けて能動的に支援する中間支援機能を有する民間事業者に委託する。
　委託業務について、各地域まちづくり実行委員会の自律的運営に向けた取組が着実に進むよう、各地域の実情に即した支援を行うととも
に、次の項目について重点的に取組む。
　【委託業務内容】
　・「大正区地域まるごとネット」構築に向けた地域福祉・地域防災機能の強化、地区防災計画の運用・検証にかかる支援（地域カルテを活用し
た、地域住民との将来像や地域課題の認識共有支援を含む）
　・地域活動協議会補助金の適切な執行にかかる支援
　・担い手・人材育成・広報の支援などの地域まちづくり実行委員会の組織運営に向けた支援

13,935千円　14,134
千円

地
域
活
動
支
援

51
地域まちづくり
実行委員会委
員長会の開催

　自助・互助・共助の機運の醸成を図るためには、住
民自らその基盤となる地域に対する愛着心の高揚を
図ることをが重要であり、準行政的機能や総意形成
機能を担うとともに、大正区将来ビジョン２０２２に掲
げる「地域包括支援体制（大正区地域まるごとネッ
ト）」を構築するために、その中心的な役割を担うこと
が期待されている各地域活動協議会（地域まちづくり
実行委員会）と区役所がより連携を深めていくため
に、区役所から地域への報告や要請、協力依頼事項
及び区施策への協議・議論の場として、各地域まち
づくり実行委員会委員長等と意見交換を行うととも
に、各地域まちづくり実行委員会相互の情報交換や
情報共有の場という位置づけのもと、地域課題の解
決を自律的に進められる状態となるよう、各地域担
当相互の情報交換や情報共有を通じ、各地域の「自
助・互助・共助」の取組みの活性化を図ることを目的
とする。

　地域まちづくり実行委員会に期待する準行政的機能について説明を行うとともに、各地域まちづくり実行委員会それぞれの地域において、地
域が抱える課題や問題についてオフィシャルな協議・議論の場としながら、地域の課題解決やまちづくりを推進していく。また、地域まちづくり
実行委員会委員長会で審議・協議を行い、区施策への意見・要望へ向けて議論の取りまとめを行う。

－
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地
域
活
動
支
援

52
地域担当制の
推進

大正区の各地域の住民による、地域課題の解決に
向けた主体的な取組みを支援する。

・地域行事や活動への参加、地域の担い手へのヒアリング等による地域の実情や課題、要望等の把握及び整理
・市や区の制度、事業、予算など、地域の活動に役立つ情報の提供
・地域活動協議会(地域まちづくり実行委員会)の民主的運営のための支援の実施
・｢地域包括支援体制(大正区地域まるごとネット)｣構築に向けた支援
・各地域担当間、各課を横断した情報共有及び課題解決方策の検討を行うための地域情報連絡会の開催
・地域担当者と連携協力の上、統計データを活用し、地域ごとに、人口動態などの地域特性や地域課題、地域活動協議会（地域まちづくり実
行委員会）の活動状況や運営上の課題などについて、客観化・明確化するため作成した「地域カルテ」の整理を支援し、各地域活動協議会（地
域まちづくり実行委員会）との間で認識共有する。
・ｅラーニングによる職員への準行政的機能についての理解の促進

－

地
域
活
動
支
援

53
防災計画の策
定

南海トラフ巨大地震等の災害の発生が危惧される
中、災害発生時には自助・互助・共助が重要な役割
を果たすため、各地域で防災計画の策定や要援護
者支援の取組みを進めることにより、自助・互助・共
助の力を育成し、地域防災力の向上を図る。

・地区防災計画（津波編）の策定（全地域）
・要援護者支援システムの策定支援（3地域）
・大正区防災会議の開催
・区役所・自主防災組織連絡会（仮称）地域災害対策本部長・区役所連絡会の開催

97千円（通信運搬
費、筆耕翻訳料）

地
域
活
動
支
援

54
防災訓練の実
施

実際の災害時での行動を想定した地域災害対策本
部参加の総合防災訓練の実施により、区災害対策
本部機能の強化を図るとともに、全地域で自主防災
訓練を実施することにより地域防災力の向上を図
る。

・職員及び全地域並びに全小中学校参加による風水害を想定した総合防災訓練（勤務時間内想定）の実施
・直近参集者及び地域参加による防災訓練（夜間・休日想定）の実施
・地域災害対策本部（全地域）との情報伝達訓練（無線訓練）の実施
・地区防災計画に基づく地域自主防災訓練への職員（避難受入班）の参加
・防災スピーカーのイベント告知などでの活用
・要援護者システムの運用状況の把握及び他区の防災訓練への視察
・新型コロナ禍における避難所開設・運営に向けたマニュアルの作成やシミュレーションなどの実施
・新型コロナ禍における避難にかかる市民啓発

82千円（消耗品費、
通信運搬費）

地
域
活
動
支
援

55
地域防災リー
ダーの育成

地域で率先して防災活動を実践する地域防災リー
ダーを区長が委嘱し、地域防災の担い手として、育
成するとともに、次世代の担い手も育成する。
また、防災活動体制については、地域防災リーダー
独自の班編成は廃止し、地区防災計画において編
成された地域災害対策本部を中心とした体制に移行
するとともに、その編成は地域災害対策本部長によ
り決定する。

・地域防災リーダーの育成（装備品の支給、保険加入、訓練・研修会の開催）
・小中学校の土曜授業での指導
・区役所・自主防災組織連絡会（仮称）を活用した地域防災リーダー同士のネットワーク構築
・防災士有資格者との連携

250千円（通信運搬
費、損害保険料）

地
域
活
動
支

援 56
津波避難ビル
協定等の拡充

南海トラフ巨大地震等の災害の発生に備え、津波災
害対応のため津波避難ビルや福祉避難所の拡充が
必要であり、引き続き関係企業・団体等へ働きかけを
行う。

・津波避難ビル、福祉避難所の拡充
・地域指定津波避難ビルから大阪市指定津波避難ビルへの切り替え －

地
域
活
動
支
援

57
防災用物資等
支援

南海トラフ巨大地震等の災害の発生に備え、各地域
において開設する災害時避難所運営の円滑化並び
に地域防災力の強化を図るため防災物資を整備す
る。

・地域にとって有用な防災物資を整備する。
・防災用物資にかかる寄付窓口の設置、HPでの周知。
・新型コロナ禍における避難所運営に必要な物資の調達。

5,975千円（消耗品
費、機械器具費、負
担金）

地
域
活
動
支
援

58
水防団との連
携

南海トラフ巨大地震等の災害の発生が危惧される
中、災害発生時には自助・互助・共助・公助が重要な
役割を果たすが、地域の自主防災組織や区役所等
関係機関と水防団との連携により、地域防災力の向
上を図る。

・新入団員確保のための広報等による支援を行い、地域防災力の向上を図る。
・確実に鉄扉操作が行えるよう水防団訓練の支援を行う。
・災害時にスムーズな連携が行えるよう、情報伝達訓練を実施する。
・企業を含めて指揮命令系統にかかる協議を行う。
・水防協議会への仕組みの提案

－
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窓
口
サ
ー

ビ
ス

59
窓口サービス
の充実

来庁者のニーズをふまえ、快適で利用しやすい区役
所となるよう利用者の視点に立ったサービスの充実・
提供を目的とする。

・５S（整理・整頓・清掃・清潔・習慣）や標準化等の取り組みにより職場環境の改善、事務の効率化を図るため、窓口5S推進会議を開催し、窓
口サービスの充実に向けた対策を講じ、市民満足度をさらに高めていく。
・窓口来庁者アンケートの実施することにより市民満足度を検証する。
・区民意識調査を活用することにより、普段は区役所に来ることのない人の窓口におけるニーズを分析する。
・増加する外国人の住民にスムーズに届出をしてもらえる仕組みや対応の構築。
・大正区によりいっそうの愛着を持っていただくため、庁内の掲示や広報紙での周知など、オリジナル婚姻届使用の普及に努める。

33千円（印刷製本
費）

窓
口
サ
ー

ビ
ス

60
マイナンバー
カードの普及
への取組み

政府が目標として掲げる令和4年度の個人番号カー
ド保有率100%に向けて、普及啓発等の取組みを行
う。

・区広報紙、SNS、HPでの情報提供
・庁内のポスター掲示やチラシの配布
・区政情報広告モニターでの動画再生
・各種申請書での記載例表示や提出物の案内時におけるマイナンバーカードを目立たせる表示物や説明
・出前講座の実施
・その他、普及に向けた取組み

―

窓
口
サ
ー

ビ
ス

61
住民情報業務
等の適切な運
営管理

区役所における市民サービスの向上及び効率的な
業務運営。
（市政改革プラン２．０　改革の柱２　Ⅳ－ア及びイ）

・民間のノウハウを活用した効率的・効果的な運営、市民満足度の向上、個人情報保護の徹底、モニタリングの実施と品質の向上を図る。
・委託者と受託者が意見交換を行うための定例会議を開催し、行政サービス水準の維持と市民サービスの向上を図ることを目的として、委託
者と受託事業者の双方の責任者（窓口サービス課長・プロジェクトマネージャー等）による月1回の定例会議を開催し、業務執行体制や事務改
善などの意見交換を行うことで、職員と受託事業者の社員が共に信頼し働きやすい職場環境をつくるとともに、サービス水準の向上と諸課題
の解決を図る。
・一方で、委託をすることによって失われる職員の処理スキルの回復のため、閑散期での端末研修を継続的に実施する。

43,933千円（委託
料）【内訳：39,790千
円（区まち）・4,316
千円（市民局）】

窓
口
サ
ー

ビ
ス

62
不適正事務の
防止

不適切な事務処理の発生を防ぎ、２４区における事
務レベルの底上げを図る必要がある。（市政改革プ
ラン２．０　改革の柱２　Ⅳ　イ）
当区では、戸籍の不正閲覧や窓口手数料の着服等
の不祥事が発生、国民年金については不適切な事
務処理による支給の一時停止が発生したため、二度
と起こさないという決意のもと不適正事務を防止し、
市民の信頼回復に努める。

・不適正事務を防止するため、ダブルチェック体制を徹底する。なお、不正閲覧防止対策として、年1回以上、アクセスログ調査を実施する。ま
た、毎月のセルフチェックの実施及び四半期ごとの検証を行い、重要管理ポイントの徹底を行う。
・不適切事務を解消するため、チェックシートや事務の標準化等の仕組みを立案した職員から、月例会議において、その取り組みを行うにあ
たっての意図や経緯を共有させ、全職員の改善意識の向上を図る。
・朝礼において前日の不適切業務の有無について確認し、常に不適切事務防止のモチベーションを維持するとともに、発生していない日数に
ついて職員が見える場所に掲示する。

―

窓
口
サ
ー

ビ

ス 63

受付窓口用広
告付き番号札
による広告収
入の確保

窓口番号札による広告収入により、大正区独自の歳
入確保に努める。

窓口サービス課（住民情報）の受付番号札に、企業等の広告を掲載することで、広告掲載料による歳入を確保する。区のＨＰに募集要領等を
掲載するとともにツィッターやフェイスブック等を活用し、市民や企業に対し効果的な周知を図る。

84千円（広告料）

窓
口
サ
ー

ビ
ス

64

窓口サービス
課（住民登録
グループ）窓口
受付等業務

あらゆる業務の要となる住民情報基本台帳の適正な
管理とそれに付随する業務の執行を行う。事務執行
に当たっては、区民サービスの向上と効率的な区行
政の運営を意識し業務を行う。
（市政改革プラン２．０　改革の柱２　Ⅳ　ア）

・住民基本台帳の管理、維持に関すること（異動届、証明書発行、不現住調査など）
・印鑑登録事務に関すること（登録・管理、証明書発行など）
・就学に関すること（就学通知、指定校変更申請など）
・マイナンバーに関すること（個人番号カードの交付、申請書発行など）
・住居表示に関すること（附番、証明書発行など）
・特別永住者制度事務に関すること（有効期限延長申請、永住者証の交付など）
これらの窓口サービス課の多岐にわたる受付業務において、丁寧で正確な対応を行えるように、受付業務に関する各種制度の知識向上及び
課題の抽出・検討を行う。

―

窓
口
サ
ー

ビ
ス

65
戸籍届書受
付・審査等業
務

戸籍は人の出生から死亡に至るまでの親族関係を
登録公証するもので、日本国民について編製され、
日本国籍をも公証する唯一の制度である。戸籍に係
る事務は市町村長に法定受託事務であり、その適正
な維持管理を目的とし事務を行う。事務執行に当
たっては、区民サービスの向上と効率的な区行政の
運営を意識し業務を行う。
（市政改革プラン２．０　改革の柱２　Ⅳ　ア）

　親族関係や身分関係を登録し公証することを目的とし、間接的には個人の国籍を証明するといった重要な役割を持っているともに、行政の
行う事務の遂行のために住民を特定する最も基本となる事務である戸籍事務を正確かつ速やかに行うために、担当職員のスキルアップが求
められており、そのため大阪法務局と大阪市戸籍住民基本台帳事務協議会共催の「戸籍事務従事職員研修会」等に積極的に参加する。
業務一覧
・戸籍届書審査、記載、点検（送付分も含む）・届書送付（本人確認通知、到達確認はがき、9条2項通知、データ送信）・附票処理、住基連携
（住基履歴追加、19条4項通知）・人口動態、相続税法58条報告・戸籍届書受理照会・戸籍訂正・民刑事務（犯歴、成年後見人、破産、在外選
挙人等）・統計・公用請求・DV等支援措置、発行停止措置、本人通知
・来庁者アンケートの実施

―
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窓
口
サ
ー

ビ
ス

66

国民健康保険
料の未収金の
減少及び未納
防止

令和２年度の国民健康保険料について、加入者の保
険料納付に対する公平性の観点から、未収金の減
少、未納防止に取り組むことにより、収納率の向上を
図る。
（市政改革プラン２．０の改革の柱１、１．質の高い行
財政運営　（２）効率的な行財政運営　イ歳入の確保
②未収金対策の強化）

初期未納からの督励強化及び処分財産判明世帯への滞納処分の強化を図る
保険担当と管理担当との連携により不現住調査、他保険加入調査など取り組むことにより資格の適正化を図る

国民健康保険事業会計
（区予算なし）
【参考】　福祉局予算（当区
配付分）
※当年度分については前
年度実績を参照して配付
のため現段階では未確定
（H31年度
（H30年度決算時）
5,180,277
171,615　　　　　　　　3,580
徴収事務用：通信運搬費
5,338,005、消耗品費
97,708、出張旅費　5,035
　　　　　　配付
（R2予算要求）
・区長マネジメント収納率
向上独自取組：報酬
2,745,000、消耗品費
97,000
・保険料徴収関係窓口業
務用：報酬　5,490,000

窓
口
サ
ー

ビ

ス 67

保険年金窓口
受付等業務に
おける事務改
善

市民サービスの向上と効率的な区行政の運営
（市政改革プラン2.0　改革の柱2　Ⅳイ）

保険年金担当職員による打合せ会を開催し、主に窓口業務における事務取扱いの確認と検証、課題等の情報共有を行い、事務改善や課題
解決を図ることにより、窓口対応の質を高め標準化を図る。また、随時の回覧等により、事務取扱いの変更・注意事項等の周知徹底を行う。
【業務内容】
　①国民健康保険（資格・賦課・給付・保険事業・返還金）②後期高齢（資格・給付・賦課・収納）③年金（資格・免除・給付）

―

こ
ど
も
教
育

68
児童への虐待
対応・防止

区における18歳未満人口当たりの児童虐待件数（平
成30年度）は、大阪市平均の約2.4倍となっているな
か、「行政未把握のリスクの顕在化」「養育能力に欠
ける保護者へのサポート」「こども相談センターなど
一時保護の仕組みの強化」「子育て、教育、福祉、行
政など関係機関どうしの緊密な連携」を課題とし取り
組みを行う。

〇要保護児童対策地域協議会の運営
・子育て支援室が事務局として調整機関の役割を担い、ケースの現状について関係各機関（学校、保育所、保健師、生活支援担当、こども相
談センター、警察、消防、民生委員、主任児童委員等）がそれぞれの情報を共有し、リスクアセスメントシートを活用してのリスク把握、主担当
機関の確認、危険度、援助方針の見直しをおこなう。
・「こどもサポートネット」のスクリーニング会議Ⅱ、４，５歳児対象のスクリーニング会議、「就学前こどもサポートネット」スクリーニング会議ⅱ、
情報共有会議を要保護児童対策地域協議会の部会として定期開催する。
・DV相談
・要保護児童対策地域協議会において協議、報告がなされた事項は「地域福祉推進会議」に報告等を行い、施策提言につなげていく。
〇児童虐待防止をテーマとした有識者のコラムなどを活用し、子育て世帯のみならず、区民全体に「大正区版ネウボラ」を周知する。
〇各種地域団体、学校、幼稚園、保育所等に呼びかけて重大な児童虐待ゼロ区民会議（仮称）を実施し、ネットワーク化を図る。
〇要保護児童対策、虐待予防について区内小児科医との連携を進めていく。

180千円（通信運搬
費・消耗品費・旅
費・報償金）

こ
ど
も
教
育

69

利用者支援専
門員（子育てコ
ンシェルジュ）
による子育て
支援

　「子ども・子育て支援新制度」に基づく利用者支援
事業により利用者支援専門員を配置し連絡調整、連
携・協働の体制づくり、地域の子育てプログラムの育
成、地域課題の発見・共有、地域で必要な制度や
サービスの開発等を担いすべての家庭が安心して子
育てができるよう、多様な保育サービスの内容や利
用方法について広報し、相談支援や利用支援を行う
ことを目的とする。

・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域との連携
を深めながら、地域の子育てプログラムの育成、地域課題の発見・共有に努め、地域で必要な制度やサービスの開発等に努める。
・保育・教育サービスに関する広報、利用支援を行う。

6,914千円（こども青
少年局ＣＭ予算）
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こ
ど
も
教
育

70
「こどもサポー
トネット」の実
施

子どもの生活に関する実態調査から「①困窮度の高
い子育て世帯には複合的な課題がある。」「②諸施
策はあるが十分に届かず適切な支援ができていな
い」ことが明らかになり、教育分野と福祉分野が連携
した総合的な支援が必要となっている。
支援の必要な子ども（世帯）を発見し、適切な支援に
つなぐ仕組みを構築する。

１．子どもたちが多くの時間を過ごす学校において、支援の必要な子ども（世帯）を発見する仕組みの構築。
（１）発見の場の設置⇒ チーム学校において、スクリーニング会議を設置する。
（２）発見ツールの導入⇒ 各校において全児童生徒を対象にしてスクリーニングシートを作成し、課題発見に活用する。
２．区役所、学校、地域、支援機関が連携し、スクリーニングシートにより抽出されたこどもと子育て世帯が抱える課題に対し、全件状況把握・
総合的支援を効果的に実施。
（１）必要な支援につなぐアセスメント⇒区役所（関係課・区ＳＳＷ・ＳＳＷ・推進員・ＳＣ等）、学校（校長・教頭・養護教諭・担任等）、地域（民生委
員・児童委員・主任児童委員・保護司等）、関係機関（こども相談センター、医療機関等）による教育分野・福祉分野の支援の見立て
３．区役所、学校、地域、支援機関が支援状況を情報共有することにより、より適切で効果的な支援を行う。
（１）支援状況（進捗）を推進員が把握し、スクリーニング会議で報告する。
（２）スクリーニングシートを定期的に更新することによって支援効果を検証し報告する。
（３）スクリーニング会議で全件情報共有することにより、支援方針を再検討し、より効果的で適切な支援につなぐ
また、会議等において協議、報告等がなされた事項は「地域福祉推進会議」に報告等を行い、施策提言につなげていく。

18,235千円（こども
青少年局（区ＣＭ予
算））

こ
ど
も
教
育

71
保育所入所事
務

　小学校就学前のこどもが、保護者の就労又は疾病
その他の事由により家庭において必要な保育を受け
ることが困難である場合、子ども・子育て支援法、児
童福祉法等に基づき、保育施設を利用することがで
きる。近年の保護者ニーズや働き方の多様化に対応
するため、利用調整の厳格性は維持しつつも柔軟性
も求められている。大正区においては、待機児童数４
名、待機児童とはならないが５４名(平成３１年４月集
計)の入所保留児童も存在する。保護者の意向もあ
るが、一人でも多くの児童が希望に近い形で保育施
設に入所できることができるよう、公平で円滑な保育
施設入所事務を行うことを目的とする。

・事務内容は、こども青少年局により定められているが、区民の誰もが納得できる運用が可能となるよう、利用者向け説明資料等の作成・配
布、利用者支援専門員による相談を行い、入所受付面談等で入所ニーズや状況を把握し利用調整を行う。また、企業主導型保育事業の活
用、保育無償化制度の周知、説明を行う。
・一斉入所受付同時面接が円滑に実施できる様、保育所等の意見も取り入れ実施する。

－

こ
ど
も
教
育

72

就学前こども
サポートネット
事業４、５歳児
スタートアップ
事業
（大正区版ネウ
ボラ）

妊娠期から中学生までの間、切れ目のない支援を行
うことめざし、「大正区版ネウボラ」の構築を進めてい
る中で、4・5歳児の健康状態や生活状況の把握が、
他の年齢と比べると不十分であるため、この年齢の
幼児状況把握ををし、課題を抱える幼児を発見し支
援につなげる仕組みを構築する。

4・5歳児の健康状態や生活状況を把握するため、ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ就学前こどもサポートネット推進員（会計年度任用職員）が区内保育所（園）、幼稚
園に在籍する課題を抱える幼児を発見し支援につなげる仕組みの構築を行なう。
①事業の必要性や、取り組みについて各保育所（園）、幼稚園に説明し協力依頼。
②協力を得られた各園より気になっている幼児の情報を収集。
③情報からｱｾｽﾒﾝﾄを実施し、幼児の支援につながる機関を交え情報共有を目的とした会議を開催し支援方針を策定。
④情報分析により健康状態や生活状況からリスク要因が発見できるようにｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｰﾄの素案を作成。
⑤ﾘｽｸ要因のある幼児については、就学予定小学校と情報共有を行なうことで支援を就学後につなげる。
⑥4歳児訪問事業

7,699千円(報酬・其
他委員報酬）（「重
大な児童虐待ゼロ」
に向けた区重点）

こ
ど
も
教
育

73

ひとり親家庭
の自立支援に
向けた取り組
み

・子育てと生計の担い手という二重の役割を担うひと
り親のおかれている状況は厳しく、子育てが困難な
家庭が増加している現状である。
・母子家庭の８割が就労している中で、非正規雇用
が５割を超え就労収入が少ないことがこどもの貧困
を招く原因ともなっている。
・現状では養育費の取り決めをしている家庭は３割も
満たない。養育は親の義務であるが、こどもの人権と
しての養育費の重要性が十分理解されていないとい
える。
・「困ったときに頼れる人がいない」等、相談支援・サ
ポート体制の充実が必要であり、子育て支援室・こど
もサポートセット推進員等と連携し、制度の情報提供
を行うことで、安心して子育てをしながら自立生活を
営むことができることを目的とする。

　具体的施策として、就業支援、子育て・生活支援、養育費確保に向けての支援、経済的支援（児童扶養手当の支給やひとり親家庭医療費助
成等）、サポート体制の充実があげられており、大正区として重点的に取り組む項目を決め「行動計画」を策定し、実施していく。ひとり親家庭
サポーターから報告等がなされた事項は「要保護対策地域協議会代表者会議」に報告、課題抽出を行う。また、子育て支援室・こどもサポート
ネット・家庭児童相談員との連絡調整による子育て・生活支援のサポートを行う。
ひとり親家庭自立支援事業について、HP等を通じた広報を行う。
通年業務は以下のとおり。
【ひとり親家庭自立支援事業経常業務】
・ひとり親家庭サポーターによる相談
・ひとり親家庭生活（経済的支援・生活支援）助言指導
・弁護士による「離婚・養育費に関する専門相談」
・児童扶養手当の認定と支給
・母子父子寡婦福祉貸付金事業
・ひとり親家庭医療費助成

12,141千円　区CM
自由経費（こども青
少年局）
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こ
ど
も
教
育

74

児童手当認定
支給事務とこ
ども医療費助
成事務

　次代の社会を担う全ての子どもの発達や成長を社
会で応援するため、子どもの健全な育成に寄与し児
童福祉の向上を図る目的として、児童を養育してい
る父母その他保護者の経済的支援として「児童手
当」の認定と支給を行っている。
　「こども医療費助成」は、こどもの医療費の自己負
担の一部を助成している。
　いずれも、所得制限がある。

【児童手当】
＊支給認定を受けるためには申請が必要。
（原則申請月の翌月分から支給。出生等の事由発生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から１５日以内に申請
すると申請月から支給。）
（対象者）
　１５歳に達する日以後の最初の３月３１日（中学校修了）までの児童を養育している父母その他の保護者
（支給額）
　３歳未満：月額１万５千円
　３歳以上小学校修了前（第１子、第２子）：月額１万円
　　　　　　　　　　　　　　　　（第３子以降）：月額１万５千円
　中学生：月額１万円
＊所得制限に該当した場合は、月額一律児童1人あたり5千円
（支給月）
毎年６月、１０月、２月にそれぞれ前月分までの手当を支給。
＊毎年６月に「現況届」による更新手続きが必要。

【こども医療費助成】
＊支給認定を受けるためには申請が必要。
（対象者）
　健康保険に加入している、０歳～１８歳に達した日以後における最初の３月３１日までの子ども
　　＊対象児童が小学校修了までは保護者の所得制限無し
（助成内容）
　・医療費、訪問看護利用料
　１医療機関ごと　１日当たり　最大５００円（月２日限度）
　３日目以降自己負担無し
　同一月に自己負担額が２，５００円を超えた場合、申請により払い戻し

未定

こ
ど
も
教
育

75

子育て支援に
関する事例点
検会議
（児童虐待事
例対応の点
検）

児童虐待の未然防止・早期発見・支援強化に向け
て、有識者による意見や助言を受け、対応事例を経
常的に点検し、対応力の強化、関係機関との連携を
図る。

子育て支援室で取り扱った事例について、近隣３区（港区、浪速区、西淀川区）と合同で事例点検会議を設けて、こども相談センター等関係機
関との連携プロセスやケースワークについて、有識者による意見や助言を受け、対応事例を経常的に点検し、対応力強化を行う。
　事例点検会議には、こども相談センターやケースに関わる関係機関の参加を求め、ケース対応における関係機関の強化を併せて図ってい
く。

157千円（報償費・
通信運搬費・筆耕
翻訳料）

こ
ど
も
教
育

76
家庭児童相談
(家庭児童相談
員の配置）

近年の家庭形態や家庭における養育機能の低下に
より、複雑化かつ増加している児童や家庭が抱える
問題の解決と、家庭における児童の福祉の向上を図
ることを目的とする。

・家庭児童相談員の配置
家庭における児童養育の技術に関する児童の相談指導、児童虐待関係業務や要保護児童対策地域協議会関係業務を行う「家庭児童相談
員（こども青少年局会計年度任用職員）（Ⅱ）」を２名配置し、家庭児童相談の運営を行う。

7,066千円（こども青
少年局区CM自由
経費）

こ
ど
も
教
育

77

区独自スクー
ルソーシャル
ワーカーの活
用事業

今日の子どもの問題行動の背景には、児童・生徒の
心の問題や家庭、友人関係、地域、学校等の環境の
問題が複雑に絡み合っている。区役所、学校、関係
機関等が連携し、これら子どもの問題行動の課題解
決に努めるとともに、すべての家庭が安心して子育
てができる環境を作ることを目的とする。

社会福祉等の専門的な知識や教育分野に関する知識を有するスクールソーシャルワーカーを区独自に雇用し、課題を抱える児童・生徒及び
家庭への支援のアセスメントを行い、具体支援への働きかけや、関係機関等とのネットワークの構築・調整、学校に対しての課題解決のノウハ
ウの伝授等を行うとともに、こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー、こどもサポート推進員を総括し、区の児童、生徒への支援を円
滑に進める。
また、令和２年４月より会計年度任用職員制度の導入に伴い、雇用形態を有償ボランティアから会計年度職員へ変更する。

【校長経営戦略支
援予算】3,860千円
（国庫補助1/3）
（通勤手当、期末勤
勉手当、其他委員
等報酬、普通旅費、
通信運搬費、損害
保険料）

15 / 27 ページ



担当
課

取組
番号 事業名 目的 内容 予算額

令和２年度大正区事業・業務計画書　概要版

こ
ど
も
教
育

78
学習・登校サ
ポート事業

学校の授業以外で学習機会の少ない生活困窮家庭
の児童やひとり親家庭で家庭学習機会が失われて
いる児童、また不登校や病気による長期欠席等によ
り学習機会を逃した児童・生徒に、家庭や学校、関係
機関を含めた場所で、事業者による一人ひとりの状
況に応じたきめ細かい学習サポートや登校に向けた
支援を行い、基礎学力の向上を図り、貧困の連鎖を
断ち切る一助とするとともに児童・生徒の健やかな育
成を図ることを目的とする。

家庭や学校等で、事業者による貧困等により学習支援等が必要な児童・生徒一人ひとりの状況に応じたきめ細かい学習サポートや登校に向
けた支援を行う。
（１）学校、保護者等との面談
　こどもサポートネットスクリーニング会議で対象家庭を抽出し、支援内容（家庭への支援、児童・生徒への支援）について、学校、保護者と面
談等を行う。
（２）学習支援
　個別を基本とし、状況に応じて家庭、学校施設等で児童・生徒へ学習支援を行い貧困対策（貧困の連鎖を生まないため）に取り組む。
（3）登校支援等
　不登校や不登校傾向にある児童・生徒に対して、登校の再開や定着にむけ登校支援を行う。
また、支援の進捗について、スクリーニング会議で報告を行う。

【区重点】11,298千
円（報償金、通信運
搬費、委託料）

こ
ど
も
教
育

79
民間事業者を
活用した課外
学習支援事業

本市では「全国学力・学習状況調査」及び「大阪市子
どもの生活実態調査の結果」等から、課外学習時間
の短さが課題として現れており、各学校内での取組
みだけでなく、課外学習の充実が求められ、各区に
おいて課外学習支援事業が進められている。
当区においても、これら課題解決に向け、生徒の基
礎学力の向上及び学習習慣の形成を図ることを目
的とする。

子どもの習熟の程度に応じたきめ細かい指導を行うなど、民間事業者の学習支援のノウハウを活用した放課後課外学習を実施する。実施に
あたり、事業者に対して実施場所等を無償で提供し、また受講者の塾代負担の軽減を図るため、「大阪市塾代助成事業」で交付されているバ
ウチャー（塾代助成カード）でも受講可能とする。
これらの取り組みについて、対象者への周知を図るとともに区民への認知度も高めていく。
1クラス30名程度を定員とし、受講希望者が定員を超える場合は、クラス増を行う。

【校長経営戦略支
援予算】143千円
（報償金、普通旅
費、光熱水費、通信
運搬費）

こ
ど
も
教
育

80

教育に関し総
合的に議論す
る場の開催（総
合教育会議）

地域福祉・地域防災とともに、区内の子育て・教育・
青少年健全育成を大正区地域福祉ビジョンの柱に掲
げていることから、子どもにかかる福祉、教育の施策
及び事業について、区役所、学校、地域が連携して
活性化を図る。

立案の段階から保護者及び地域住民その他関係者等の意見を把握し、適宜これを反映させるため、年４回総合教育会議を開催する。
区長が会議において、子育て・教育・青少年健全育成等にかかる次の事項について委員からの意見を求める。
また、区政会議との連携を図る。（会議終了後、区政会議で意見聴取が必要と思われる事項については、政策推進課に報告する。）
(1) 所管施策等に関する計画及び方針に関する事項
(2) 所管施策等のうち主要なものの実績及び成果の評価に関する事項
(3) 上記のほか、所管施策等に関し必要と認める事項

221千円（通信運搬
費、筆耕翻訳料）

こ
ど
も
教
育

81
教育行政連絡
会の開催

区における本市教育施策の推進に関して、「ニア・イ
ズ・ベター」の観点から地域に身近な区と学校が連携
して、教育現場の充実を図ることを目的とする。

・区長と区内各小・中学校長との、本市教育施策に関する意見交換及び情報交換や連絡調整。
小学校においては、教育行政連絡会後、校長会（教育行政連絡会と同日）・教頭会（別日）を開催。

・事務連絡については校長会及び教頭会にて行う。
-

こ
ど
も
教
育

82
学校協議会の
運営補佐

保護者や地域住民などの学校運営への参加を促進
し、開かれた学校運営を実現し、より良い学校教育を
推進することを目的とする。

保護者や地域住民などそれぞれの意向を学校運営に反映させるとともに、学校協議会委員は学校協議会の目的や役割を理解し、各学校協
議会において活発に意見交換を行う。
地域担当課長及び区教育担当職員が各回の学校協議会に出席する。
学校協議会の趣旨を共有し、各学校協議会が適切に運営されるよう、区役所において日中と夜間の２回、委員研修会を開催し、学校協議会
や委員の役割について説明を行う。
学校協議会で活発な意見交換が行えるよう、事前に委員へ資料を送付することについて、教育行政連絡会を通じ、各校へ周知徹底を行う。ま
た、学校施策評価について報告を行い、学校運営に反映されるよう協議を行う。
協議会の役割等の周知や会議において議論が活性化されるよう学校・地域と協力して進めていくともに、各校の会議手法等の共有を図る。
また、学校園における学校協議会会長会を開催し、取り組み施策等について情報共有を行い、学校協議会が横断的に連携を図る。

-

こ
ど
も
教
育

83
学校選択制の
実施

子どもや保護者が自ら学校を選択することで学校教
育に深い関心を持つこと、またそれにより各学校が
特色ある学校づくりを進め、学校教育の活性化が図
られることを目的とする。

・校区外受入人数の調整
・児童･生徒、保護者への情報提供（学校案内冊子、個別相談会、学校公開・学校説明会等）
・希望調査（希望調査票の提出について、SNS等の活用や督促状を送付する等し、全件回収をめざす。）
・入学校の決定

728千円（消耗品
費、通信運搬費、印
刷製本費）　教育委
員会配付予算あり
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こ
ど
も
教
育

84
小学校の適正
配置

学校の適正規模は１学年２～４クラスとされており、１
学年１クラスでは、人間関係が固定化する傾向が高
く、また音楽の合唱や体育の集団競技などは困難な
場合もあり、教育活動の幅が狭くなることから、今後
の区内の開発状況や人口動向を踏まえながら、児童
にとってよりよい教育環境を確保し、教育活動の充
実を図ることを目的とする。

大阪市においては、令和元年５月１日現在、小学校が289校、中学校が130校存在しており、学校の維持管理等にかかる財政負担が大きくなっ
ている。また、規模の小さい学校においては、一人の教員が多くの校務分掌を兼ねて担わざるを得ない状況となっている。
大阪市学校適正配置審議会の答申により、適正配置の対象校とされた学校について、地域、保護者、学校、区役所が一体となって、今後の方
向性を決定していく。
《適正配置対象校の分類》
【速やかに「統合」に向けた調整を進める必要がある小学校】
①複式学級（２つの学年の児童で編制する学級のこと。編制は２学年あわせて16人以下、第１学年の児童を含む学級にあっては８人以下）を
有する小学校、もしくは複式学級を有してはいないものの、全ての学年の児童数が20名未満であり児童の男女比率に著しい偏りがある学年を
有する小学校
②①には該当しないが、児童数が120名を下回る状況であり、今後とも児童数が120名以上に増加する見込みが立っていない小学校
【今後の児童数の推移を注視し順次取り組みに着手する小学校】
③現在児童数が120名以上の状況ではあるが、今後児童数が120名を下回ることが見込まれる小学校
④①～③には該当しないが、今後とも全学年単学級の状況にあると見込まれる小学校
⑤現在７学級以上11学級以下の状況ではあるが、今後全学年単学級の状況になることが見込まれる小学校
⑥今後、７学級以上11学級以下の状況にあると見込まれる小学校

-

こ
ど
も
教
育

85
学校図書館の
活用推進

児童生徒の読書活動の推進を図り、読書習慣の形
成を図ることを目的とする。

「読書センター」・「学習センター」・「情報センター」機能を果たす魅力ある学校図書館づくりを行う。具体的には、学校図書館の開館日数や回
数を増やし、また、学校を巡回して開館や学校図書館の環境整備を行う学校図書館補助員と、活動のコーディネイトを行う学校図書館補助員
コーディネーターを配置する。
また、教育行政連絡会等において、学校長と読書力の向上について、議論を行う。

252,958千円（教育
委員会事務局）

こ
ど
も
教
育

86
基礎学力（漢
字能力）育成
支援事業

学力には、全ての学習の基礎となる「読んでわかる
力・聞いてわかる力・見てわかる力」や「書く力」の向
上が必要不可欠となっている。
大正区においては、昨年度子育て・教育・青少年健
全育成に係る課題に特化した議論を行う場として、区
総合教育会議を設置し、これまでの議論において、
「基礎学力が低い」、「中学校へ進学しても小学校の
基礎学力が身についていない」という意見があった。
特に小学校4年生においては、学力経年調査結果に
おいて、5年次進級後に国語の平均正答率が下がっ
ている。
ひとつの目的に向かって取り組む姿勢の醸成、合
格・成功体験を学習意欲の向上につなげ、自ら学ぶ
習慣を定着させることを目的とする。

教育現場において、「読む力」「書く力」の醸成に効果が見られている「日本漢字能力検定」を、学力経年調査結果において、5年生進級後の国
語の平均正答率が下がっている小学４年生を対象に実施し、日々の学習の成果を発揮する場とするとともに、受験時点での習熟度を図り、５・
６年で中学校入学に向けた基礎学力の定着を図る。
実施結果については、教育行政連絡会等の場を活用し情報共有するとともに今後の教育支援事業につなげる。

【校長経営戦略支
援予算】832千円
（手数料）

こ
ど
も
教
育

87

特別支援教育
サポーター（発
達障がいサ
ポーター）の配
置

発達障がいのある児童・生徒の行動面に対して、
ソーシャルスキル等の社会性・対人関係構築や適応
に向けた支援を行うため、特別支援教育サポーター
（発達障がいサポーター）（会計年度任用職員）を区
内小中学校に派遣する。

事業実施のため教育委員会事務局が定めている特別支援教育サポーター実施要項綱【仮】に基づき、区内小・中学校から区配置分の特別支
援教育サポーター（発達障がいサポーター）の配置申請を受領し、区配置分について配置決定を行う。採用手続き等については、教育委員会
事務局が行う。
学期ごとに教育委員会事務局より、各学校における特別支援教育サポーター（発達障がいサポーター）の活用状況を報告を受け、確認を行
う。

2,167千円（報償
金、交通費、旅費、
損害保険料）【教育
事務委員会事務局
予算】

こ
ど
も
教
育

88

青少年指導
員・青少年福
祉委員活動の
推進支援

青少年指導員・青少年福祉委員活動を推進すること
により、住民との連携の下で地域における青少年の
健全育成を図ることを目的とする

要綱に基づき市長から委嘱を受けた「青少年指導員」・「ユースリーダー」及び「青少年福祉委員」と良好な関係を構築するとともに、青少年の
健全育成に関する活動を推進する。

1,657千円（交付金）

こ
ど
も
教
育

89
大正区成人式
の実施

新成人としての自覚や地域に見守り、育てられ健全
に成長を遂げたことへの感謝を促すとともに、青少年
健全育成に関する各種団体と協力し、新成人を祝い
励ますことにより、区内における諸活動の担い手へと
繋がるよう、新成人と各種団体間のコミュニティづくり
を行う。

「大正区成人式を青少年指導員・青少年福祉委員・子ども会など地域団体と連携して開催する。

30千円（報償金）、
73千円（消耗品
費）、57千円（通信
運搬費）、
22千円（筆耕翻訳
料）、14千円（損害
保険料）
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こ
ど
も
教
育

90
生涯学習の実
施支援

　生涯学習推進員がまちづくり実行委員会の一員と
して、各種団体との連携を図りながら、身近な講座等
の開催を通じ学習機会の提供を行うことにより、地域
住民が自律的に生涯学習を進められるよう支援す
る。
　区役所は、区内の生涯学習施設や教育機関等と連
携し、学習機会の提供並びに情報の取りまとめを行
う。

生涯学習に関する取り組みの共有や、各校下間の生涯学習推進員の連携強化を図るため「生涯学習推進員・区役所連絡会」を開催する。
各生涯学習関連施設が行う取組みを情報共有し、啓発協力を行うとともに、区内施設館の連携強化を図るため「生涯学習関連施設連絡会議」
を開催する。
各連絡会で得られた情報や、それぞれの生涯学習関連施設の取組みを一堂に紹介する「生涯学習だより」の発行や生涯学習関連事業の実
施報告を区HPやSNS等へも掲載し、学びのきっかけづくりとなるよう区民へ広く周知を図る。

67千円（通信運搬
費）

こ
ど
も
教
育

91
学校体育施設
の地域への開
放

大阪市立の学校が保有する体育施設を地域に開放
し、地域住民に対して継続的にスポーツの場を提供
するとともに、自主的主体的に運営や活動の推進を
図ることによって、住民の健康・体力の維持増進、生
涯スポーツの振興等に寄与するよう支援する。

学校ごとに設置する学校体育施設開放事業運営委員会の自主的、主体的な運営により、地域住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの
振興等が図られるよう、運営支援を行う。

（経済戦略局ＣＭ予
算）781千円（光熱
水費））（【参考】地
域活動協議会補助
金26,836千円（全
体））

こ
ど
も
教
育

92
はぐくみネット
の連携強化支
援

「家庭」「学校」「地域」がさまざまな経験や学びを通
じ、子どもの人間性を豊かにし「生きる力」をはぐくむ
ため、はぐくみネット運営委員会がまちづくり実行委
員会の一員として、学校教育支援の活動を行えるよ
う支援する。

子どもの成長に役立つ活動を通じて人と人のつながりをつくることをめざし、構成する諸団体やはぐくみネット運営委員会により、自主的、主体
的に、休日や放課後などに子どもの体験教室や、大人と子どもが交流する催し、地域の子育て・教育について考える活動など自主的、主体的
にとりくまれるよう、運営支援を行う。

―（【参考】地域活
動協議会補助金
26,836千円（全体））

こ
ど
も
教
育

93 こども文化祭

次代を担うこどもたち一人ひとりが文化に対する関心
を高め、豊かな感性や創造性を培うとともに、イベン
トに関わったすべての区民の地域への愛着を醸成す
ることにより、児童・青少年の健全育成を図ることを
目的とする。

・子どもたちの夢と創造性、文化・芸術への関心や地域への愛着心を育むため、子どもたちの日頃の文化活動の成果の発表・紹介や誰もが気
軽に参加できる内容となるよう区民・各種団体と協働してこども文化祭を企画・実施する。

776千円（報償金、
通信運搬費、委託
料）

こ
ど
も
教
育

94
Taisho大正生
涯学習フェスタ
フェスティバル

区民の自主的・主体的な「学び」へ参加を促進すると
ともに、地域における生涯学習の拠点として区内各
小学校下で行われている生涯学習活動への更なる
意欲の向上を図り、その「学び」の成果を地域に還元
するといった活動を通じて、人と人がつながり、自ら
の住む地域に愛着が持てるような豊かなコミュニ
ティーづくりに資する生涯学習社会の実現をめざす。

・地域において文化活動を行っている生涯学習ルーム・各種サークル・団体等の活動の発表やこどもから大人まで世代を問わず多くの区民が
気軽に参加できる内容となるよう「Ｔａｉｓｈｏ生涯学習フェスタ」を実施する。

736千円（報償金、
通信運搬費、委託
料）

こ
ど
も
教
育

95
リーディングス
キルアップ事
業

学力には、全ての学習の基礎となる「読んでわかる
力・聞いてわかる力・見てわかる力」や「書く力」の向
上が必要不可欠となっている。
そうした中、大正区役所と大正白稜高校は、大正区
における地域の課題解決や発展に寄与するため平
成30年10月16日に包括連携協定を締結している。
大正白稜高校では、「リーディングスキルプログラム」
による授業に取り組んでおり、区の教育研究の向上
に資する内容となっている。
区内、学校（小・中・高）が連携して「リーディングスキ
ル」向上に取り組み、文章や資料・データを正確に読
み取る力を伸ばし育み、「考え抜く力」を向上させ育
てることにより、次世代を担う地域の子どもたちの基
礎学力の充実向上を図り、各学校全体の傾向を把
握する。

区内小学校、中学校、高等教育が連携して、「リーディングスキル」の取り組みを強化し、地域の児童、生徒が教科書をしっかり読み、理解でき
るよう「リーディングスキルテスト（RST)」に取り組み、各学校全体の傾向を把握し、タイプごとの偏差値、能力値に応じたカリキュラムを作成す
る。令和２年度は、令和元年度に受検した児童・生徒を対象とし、経年比較を行う。令和元年度、令和２年度の２カ年実施し、検証を行う。
・小学校については、６年生に実施し、経年比較する。
・中学校については、３年生に実施し、経年比較する。
１．児童・生徒が教科書の内容を正確に読み取れる力を測る 「RST」を企画 ・実施し、テスト結果のデータに基づいて「なぜ読めないのか」とい
う理由を分析する。
２．読解力の高低に関する要因の特定、診断方法の開発等を通じて欠けた部分を補う教育方法を考案し、読解力を向上させる。
３．「RST」の実施結果に関するデータベース等の作成および開発支援を行う。
※テスト結果については、教育行政連絡会等でも情報共有を行い、学校運営に反映する。
４．大正白稜高校、教育委員会事務局とも連携を図る。

1,743千円（手数料）
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こ
ど
も
教
育

96
ＰＴＡ活動の支
援

市民公益活動を行う「市民活動団体」として、保護者
と教職員が協力し家庭と学校と社会における、子ど
もの健全な成長を図ることを目的に、各校下でPTA
活動が行われている。
　PTAの自主的な活動に配慮しつつ、PTA活動がよ
り活性化するための支援を行い、学校教育の充実を
図るとともに、社会教育活動や生涯学習の振興を図
ることを目的とする。

公平性、公正性及び透明性の確保に努めながら、PTAとの協働の機会を拡大し、青少年の健全育成や教育全般に関する情報提供、活動内
容の充実に向けた支援・助言等を行う。
（情報の提供）
　区民のPTA活動への関心を高め、区役所、地域及び子どもの健全な成長に関わる団体相互の交流及び連携を促進するため、それぞれの団
体の活動に関する情報の積極的な収集及び提供を行う。PTA活動の広がりをふまえ、子どもの健全な成長に関わる情報の横断的な収集、発
信に努めるとともに、PTA活動の啓発を行う。
（活動の場所の提供）
　PTA活動を推進するため、当区が管理する施設の案内を行うなど、PTA活動・交流の拠点となる場所の提供を行う。
（高校説明会の支援）
区ＰＴＡ主催による高校説明会の支援を行う。

―

こ
ど
も
教
育

97

大正教育活動
協力隊（つつじ
サポーター）の
活用

　大阪市及び大正区では、授業中や放課後等に学
習支援を行う学力向上支援サポーターや学校図書
館の館内環境整備等の補助を行う図書館支援ボラ
ンティアなど各種サポート事業を実施しており、サ
ポーター・ボランティアをそれぞれ募集しているが、
人材確保が課題となっている。
　大正区で児童生徒に対する教育的支援や福祉的
支援を行うサポート・ボランティアを「大正教育活動協
力隊（つつじサポーター）」として、区において広く募
集し人材の確保につなげ、各サポーター制度やボラ
ンティア制度の効果的な実施を図り、区内教育活動
の活性化させる。

各学校や局で行う事業別の募集に加え、区役所の広報力（HP/SNS等）を活用し、広くサポーターやボランティアの募集を行う。
学校が必要としているサポーターやボランティアを確認したうえ、学校の希望条件を考慮しながら、適宜必要としている学校へつなぐ。
埋もれた人材を掘り起こすため、HP/SNS等を活用し、サポーターの活動の様子や学校の声などを積極的な発信を行い、様々な知識や技能を
持った人の情報の提供を呼びかける。

―

こ
ど
も
教
育

98
地域における
プログラミング
教育支援事業

　新学習指導要領（平成29年３月告示：文部科学省）
において、2020年度から小学校においてプログラミン
グ教育を導入することが示されている。児童が課外
においても、主体的にプログラミングに触れる機会の
提供を行うことにより、プログラミングに対する関心を
高めるともに、大阪市教育振興基本計画に基づき、
「複雑な情報を論理的に読み解く力」や「プログラミン
グ的思考」の育成、他者と協力して思考し、新たな価
値を創造する「主体的・対話的で深い学び」の実現等
を目指すことを目的として実施する。

地域が主催するプログラミングイベントについて情報共有し、区ホームページや広報紙、ＳＮＳ等区の広報媒体を活用し、広く周知を行う等、地
域におけるプログラミング教育活動を支援する。

-

生
活
支
援

99

生活保護担当
職員のスキル
アップ（職員の
資質向上）
に向けた研修
の実施

ケースワーカー（ＣＷ）・査察指導員（ＳＶ）は生活保
護業務以外に他法他施策の知識を必要とするが、当
区では経験の浅いＣＷ・ＳＶが多く、知識の習得が十
分でない。すべてのＣＷ・ＳＶが効率的な業務執行と
被保護者に対し同等の適切な指導援助及び事務処
理が行えるよう、業務の標準化・マニュアル化を行い
スキルアップを図る。

①新任・配転者研修（メンター制度による研修）

②全職員向け各専門研修（業務のスキルアップ）・福祉局主催生活保護担当職員研修への参加およびフィードバック

③地域包括支援センターと情報交換を行うなど、他部署との連携を図る。

－

生
活
支
援

100

生活保護世帯
への計画的な
訪問調査活動
の実施

訪問調査活動は、被保護者の生活状況を把握し、把
握した生活状況等に基づき世帯の課題を明らかに
し、その課題を解決していくというケースワークの一
連の流れにおいて基礎となる重要な業務である。訪
問活動の目的意識を持ち計画的な訪問の進捗管理
を行い、適切な援助を行う。

・目的を持った訪問調査活動を実施するに当たり、各ケースワーカーは、被保護者個々の性格や環境を把握理解し、それに応じた積極的な援
助を行うことに留意しながら、訪問調査活動実施直前に、各世帯の援助方針等の確認を行い、訪問時に漏れのないよう適切な指導を行う。ま
た、訪問調査実施後にケースワーカーから回付されるケース記録により、査察指導員・課長代理・課長が生活実態が的確に把握されている
か・訪問目的が達成されているかの確認を行う。
・家庭訪問実施状況などについては、新規開始後１か月以内の訪問実施状況をはじめ、定期訪問状況について、チェックリストやデータ化した
査察指導簿により、査察指導員・課長代理・課長が進捗管理を行う。
また、月初に行う管理職会議において、各ケースワーカーの訪問の進捗状況を管理職全員で確認し、計画のズレと原因を把握し、計画どおり
に訪問できていないケースワーカーに対しては、適宜進捗状況を確認し、訪問の指示を行うことにより、進捗管理の強化を図る。
さらに、年２回（５月末・１１月末時点）の６か月未訪問世帯リストを作成し、長期未訪問の解消を図る。

－
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生
活
支
援

101
生活保護受給
者への就労支
援

　就労阻害要因が無く稼働能力の活用が必要な生
活保護受給者及び生活保護申請中の者に対して就
労支援を実施することにより自立を助長する。

・稼働能力の活用が必要な支援対象者に対し、就労支援事業の活用率の向上を図り、効果的かつ的確に支援を行う為、事前面接を実施す
る。特に生活保護申請書受理時に自立支援担当係長が受付面接ブースに出向いて、事前面接を実施する。また、自主的に求職活動をしてい
るが、一定期間（約１か月）を経ても就労できない者について抽出し、担当ケースワーカーと連携し面接を実施し、就労支援事業の活用を積極
的に勧奨する。
・支援対象者の就労歴と生活歴の聞き取りを行い、支援内容についての方向付けを行うなど、就労支援について総合的にコーディネートをす
る。
・ハローワーク（生活保護受給者等就労自立促進事業）の豊富な求人案件と総合就職サポート事業のきめ細やかな支援の双方を強みを活か
すため、就労支援事業の二事業併用を促進する。
・支援対象者にかかる求職活動状況の把握を行うことにより、早期の就労と就労後の職場定着を図る。

福祉局予算（総合
就職サポート事
業）、国予算（生活
保護受給者等就労
自立促進事業）

生
活
支
援

102
生活保護不正
受給対策の実
施

　セーフティネットを悪用し、生活保護を不正に受給し
ている者が後を絶たない中、真に生活に困窮する者
に適切な保護を実施するため、生活保護の不正受給
の防止、排除に努める。

・不正の疑いが想定されるが、通常のケースワーク業務の範囲では調査困難な事案について、重点的な調査を行う。令和２年度においては、
特に保護開始時の資産の把握について重点的に取り組む。
・不正受給の疑いがある者にあっては、査察指導員、ケースワーカーのみならず、課全体で対応を行う必要があるため、ケース診断会議を開
催し、その措置や対応策を検討する。
・課税調査・資産調査による未申告収入の調査を強化することにより、認定を適正に行い、保護費の返還を求めるとともに適正に指導を行うこ
とで不正受給を防止する。
・生活保護の適正化に向けた取り組みをホームページの活用や広報紙等による区民への情報発信を行うことにより、区民の信頼度向上につ
なげる。
・不正受給が発覚した者で特に悪質なものは、警察署に被害届・告訴を行う。

－

生
活
支
援

103
生活保護費返
還金・徴収金
の適切な管理

生活保護費の返還金（63条）は、本来資力はあるが
直ちに活用できないため保護を行い、資力が換金さ
れるなど生活に充当できるようになった段階で既に
支給した保護費の返還を求めるものであり、資力の
把握と速やかな事務処理が必要である。また、徴収
金（78条）については、不正な手段により保護を受け
た場合にその期間に支給した保護費を徴収するもの
であるが、すでに保護費を消費している場合が多く、
返済については分割かつ低額とならざるを得ず、ま
た滞納となってしまう場合が多いのが現状である。
そのため、CWへ債権についての意識づけを行い、納
付指導を適時実施するとともに、時効中断措置の確
実な実行及び新たな債権を発生させない取組みによ
り、より適切な債権管理に努める。

・特に保護受給中の者に対する納付指導の徹底
・返還金・徴収金の督促状送付や分割納付誓約書、履行延期申請書、債務承認書の徴取による時効中断措置の確実な実行
・法63条返還金（特に遡及年金受給にかかるもの）の確実な徴収
・年金受給開始に伴う確実な収入認定の徹底、新たな債権を発生させない取組
・法78条徴収金の納付勧奨（申出徴収を基本）

―

生
活
支
援

104
生活保護にか
かる受付面接

生活保護にかかる相談及び申請書受理を適切に行
う。

①相談内容の聴取
②生活保護制度について説明
③他法・他施策について助言
④生活保護申請の意思確認
⑤申請書受理
⑥挙証資料について説明
⑦受付面接記録票の作成
⑧担当ケースワーカー及び査察指導員への説明
⑨受付面接記録票及び申請書類の回付

―

生
活
支
援

105
生活保護費支
払い業務

生活保護制度は、日本国憲法第25条「生存権、国の
社会的使命」の規定を根拠にして設けられた国民の
最低生活の保障制度です。保護費については、国民
の生活水準の変化・物価の変動等に応じてその額が
改定されている。平成30年度（10月1日）から32年度
にかけては、段階的に基準額の変更が行われる。基
準額は扶助の種類ごとに定められている。

保護費の支払いについて
　・定例払い・・・本人口座払いと、資金前渡金からの支払いである、現金払いがある。
　　　　　　　　　　毎月月初めに当該月分の生活保護費支払う。当日が閉庁日だった
　　　　　　　　　　場合、その前開庁日前となる。（１月分は12月下旬）
　・随時払い・・・資金前渡金からの支払いである現金払い。大正区では、毎月３回程度支
　　　　　　　　　　払いを行っている。
　・支出命令払い・・・財務会計システムにより随時個人や事業者の口座に直接保護費を
　　　　　　　　　　　　　振込む。

（扶助費）
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生
活
支
援

106
遺留金及び遺
留品の適正な
管理

　遺留金品とは、被保護者が死亡時に所有していた
金銭、有価証券その他の物品等の相続財産のことを
言う。
　単身の被保護者が死亡し、保護の実施機関におい
て葬祭扶助を行う場合のみ、残った金品は遺留金品
として取り扱うこととなる。そのため、死亡した医療機
関や、警察から遺留金品の報告書を受領し、遺留金
品処理台帳により適切に管理する。

・医療機関や施設からの報告により現金がある場合は、納付書を作成し当該医療機関等に送付し、納付を依頼。
・現金取扱員がやむを得ず現金を受領した場合は、現金の受領及び確認を行い、複写式の領収証書を発行し、現金保管簿（歳計・歳計外）へ
記載。現金は原則当日中に納付処理を行うが、時間帯等で当日納付が不可能な場合、翌日までに納付処理を行う。
・現金取扱員は、現金保管簿の内容を日々集計し、領収証書や金庫内の現金と照合のうえ現金出納簿（歳計・歳計外）へ記入。
・遺留品については受領後、遺留金品処理台帳別紙（遺留品保管簿）を作成。預金通帳・キャッシュカードは金庫、印鑑は施錠できるロッカー
に保管。
・遺留金を葬祭費に充当してもなお残預金がある場合は『一時取扱金』に収納し、相続人代表者又は相続財産管理人（30万円以上の場合）へ
引き渡す。
・キャッシュカードがある場合は、処分の意思確認に通知文書を金融機関に送付し、返却請求の連絡がなかった場合は、廃棄処分。
・遺留品は１年間保管した後廃棄。

―

生
活
支
援

107
ケース診断会
議

保護の決定や実施にあたり、特に複雑・困難を有す
る場合及び保護の要件に疑義がある場合などの援
助方針又は措置内容について、大正区保健福祉課
（生活支援）として組織的な判断を行うとともに、生活
保護法の適正実施おける知識の向上や取り扱いの
妥当性を確保することを目的とする。

対象ケース
（１） 保護の相談・申請段階で必要と思われるケース
（２） 保護の開始段階で開始に疑義があり、必要と思われるケース
（３） 稼働能力の不活用または稼働が不十分なもので必要と思われるケース
（４） 保護要件を欠く疑いがあり、法第２７条による指導指示が必要と思われるケース
（５） 不正の疑いがあるケース
法第７８条の適用を検討するケース
（６） 法第７８条の適用ケースで徴収する額に40/100を乗じた額以下の金額の加算を判断する案件
（７） 法第６３条の適用を検討するケースのうち、次のいずれかに該当するもの
ア  経費や自立更生に必要な額を実施要領の定める範囲で控除を行い返還額を決定するもの。（次第８－３－（２）－エのみを適用する場合を
除く）
イ　その他、ケース診断会議による決定が必要と考えられるもの。
（８）暴力団関係ケースおよびその疑いがあるケース（○暴照会ケースなど）
（９） 土地・家屋の保有ケースで「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」の利用活用で判断が困難なケース
（10）療養指導・生活指導にあたり、その取り扱いが複雑・困難なケース
（11）立ち退き（転居）関連で問題があるケース
（12）ＤＶ・家庭内暴力・児童虐待などの関連ケース
（13）その他生活保護の支援する上で、必要と思われるケース

―

保
健
福
祉
課

108
生活困窮者へ
の自立支援

自ら支援を求めることが困難な人たちをはじめとする
生活困窮者の早期の自立支援を図る目的で、生活
困窮者自立支援事業を行う。

生活困窮者を早期に把握し包括的に相談に応じるための窓口として自立相談支援窓口（インコス大正）を設置（区社協に事業委託）し、生活困
窮者が抱える課題を的確に把握し、生活、就労、家計相談等本人の意思に寄り添い包括的・継続的に支援する。生活困窮者自立支援担当
は、区役所内関係部署や区内関係機関との連絡調整を行う。支援内容は生活困窮者自立支援担当と自立相談支援窓口（区社協）で調整し、
区役所が最終決定する。
また、生活困窮者自立支援担当は自立相談支援窓口について区民への周知を委託事業者（区社協）とともに積極的に行い、生活困窮者の早
期把握につなげる。
地域において支援を必要としている高齢者・障がい者・こども等を含む生活困窮者について、地域包括ケアシステムやこどもサポートネット事
業等地域による見守りが進むよう、生活困窮者自立支援担当が関係機関等と調整し、サポートしていく。
また、生活困窮者自立支援事業担当職員が得た利用者や関係者のニーズ等は「地域福祉推進会議」にて報告等を行い、施策提言につなげ
ていく。

福祉局予算

保
健
福
祉
課

109
大阪市大正区
生活困窮者支
援会議

生活困窮者の早期発見、迅速な支援の開始、自ら支
援を求めることが困難な人たちの自立を支援するた
め、生活困窮所自立支援担当をはじめとして、関係
部署及び関係機関等が生活困窮者自立支援制度の
理念及び生活困窮者の支援に関する情報や考え方
を共有し、適切な連携の下で生活困窮者の支援方法
と各々の役割分担を議論し、地域を含めた支援機関
での適切な支援につなげていく。

①生困シェア会議（実務者レベル：支援実務者会議（定期開催）・支援検討会議（随時開催））
・生活困窮事案についての情報共有
・支援にかかる本人同意を得るためのアウトリーチの手法の検討
・個別ケースについての支援方針の検討
・関係機関の役割分担の検討
・「総合的な支援調整の場」として位置づけ、各支援関係機関等が分野を越えて集い、支援方針、役割分担を協議・検討し、各支援関係機関等
の連携により横断的に支援体制を構築
②生活困窮者支援会議（代表者レベル）
・生困シェア会議の活動状況の報告・総括
・生活困窮者支援の状況、課題の共有
・地域資源に関する課題の検討
・生活困窮者支援を通じたまちづくりに活かすための検討

―
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保
健
福
祉
課

110

大正区地域福
祉推進会議の
開催
【旧：区の地域
福祉施策の方
針を検討・決定
するしくみの確
立（地域福祉
推進会議）】

区の地域福祉全般（子育て含む）に関する施策のあ
り方（方針案）を検討・決定するために、学識経験者
や専門家などから意見聴取する「大正区地域福祉推
進会議」を整備し、「しくみ（地域支援システム）」を確
立することにより、地域福祉施策の充実をめざす。

各施策分野別会議体における課題と検討内容を集約し、地域福祉推進会議にて施策分野ごとの方針（大枠の方向性）及び区の地域福祉全
体に関わる方針案について学識経験者や専門家などから意見聴取する。
大正区地域福祉推進会議における議論を踏まえた検討内容を各施策分野別会議体にフィードバックするとともに、区政会議において報告し、
区の地域福祉施策について提言する。
これらの一連の流れを循環させることにより、区の地域福祉施策に関する方針を決定するしくみを確立する。

238千円

保
健
福
祉
課

111

要援護者支援
システムの構
築（日ごろの見
守り活動）
（地域における
要援護者の見
守りネットワー
クの強化＋地
域の見守り体
制づくりの推
進）

災害発生時に自力で避難することが困難な方（災害
時要援護者）を避難支援する体制を構築するために
必要な、地域における日ごろの見守り体制（見守り
ネットワーク）づくりを推進・強化する。

【地域における要援護者の見守りネットワークの強化事業】（区ＣＭ自由経費）
・大正区社会福祉協議会の「見守り相談室」により、①「要援護者情報」の整備･管理②孤立世帯等への専門的対応、③認知症高齢者等の行
方不明時の早期発見を行う。
・「地域見守り体制づくり推進事業」において配置する「見守り推進員」と連携し、支援を必要とする人の状況を把握する。
【地域見守り体制づくり推進事業】
・各地域に「見守り推進員」を配置し、地域住民の相談援助を通じて地域の見守り体制づくりを推進する。
・「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」における「見守り相談室」と連携し、地域で得た要援護者の情報を共有する。

16,346千円（区CM
自由経費）　/
11,156千円

保
健
福
祉
課

112
大正区地域福
祉ビジョンの改
定

「要援護者支援システム」をはじめとする大正区が推
進する地域福祉について、今後（令和３年度以降）の
方針を確立する。

・「要援護者支援システム」をはじめとする大正区が推進する地域福祉について、今後の方針として「大正区地域福祉ビジョン」を策定する。
・あわせて、広く区民に理解をしていただくために活用していただくツールの1つとして冊子（本編・概要版）を作成する。

1,320千円

保
健
福
祉
課

113
民生委員・児
童委員活動の
推進

民生委員・児童委員が地域住民への多様な相談・見
守り等の活動を円滑に行うために必要となる、各種
団体・関係機関との連携や助言等にかかる知識・ス
キルの習得並びに住民視点にたった地域レベルで
の福祉活動を担うために必要な支援を行うことで、地
域福祉の推進を図ることを目的とする。

民生委員・児童委員、自らが上記の目的達成のために、毎月開催（8月除く）の地区民生委員長会の場で見守り活動や相談支援に関する課題
の抽出や助言を行い、地域まちづくり実行委員会との連携を図る。
・地区民生委員長会・区役所連絡会の開催（毎月第３木曜日※８月は休会）
・費用弁償（年４回：６月・９月・12月・３月）
・研修会開催（年１回）
・民生委員児童委員の負担感減少に向けた支援
・親子のつどいのあり方についての整理
・補充委嘱・解嘱事務（随時）
・改選事務（３年毎）

福祉局・こども青少
年局より予算配付：
7,088（3,636＋
3,452）千円（費用弁
償）

保
健
福
祉
課

114
大正区地域自
立支援協議会
の開催

相談支援事業をはじめ、障がい者福祉にかかるシス
テムづくりに関し中核的な協議の場として大正区地
域自立支援協議会を設置し、地域における障がい者
等への支援体制に関する課題について情報を共有
し、ネットワークの構築を図る。

・障がい者総合支援法８９条の３にもとづき困難事例への対応や、地域の関係機関によるネットワーク構築等にかかる課題を協議するため、
年６回（隔月）協議会を実施。
・毎月、区役所で障がい者、その家族、事業所等を対象に無料相談会の実施。
・相談支援事業所との意見交換会を開催し、年4回事例検討会を実施する。
・区内の障がい支援事業所・児童通所事業所との意見交換会を開催し事業所間の連携を図る。
・また、本協議会において協議、報告等がなされた事項は「地域福祉推進会議」に報告等を行い、施策提言につなげていく。

136千円（消耗品費
42千円、通信運搬
費10千円、筆耕翻
訳料84千円）

保
健
福
祉
課

115

障がい当事者
や家族による
電話相談窓口
の設置

障がい当事者や家族という経験等を活かし、身近な
地域で障がい者や家族の目線に立った相談援助を
担い、区の地域実情の特性に応じた相談支援活動を
行う。

身体障がい者相談員3名、知的障がい者相談員2名により、障がいのある方や家族からの電話相談を受けることのできる体制をつくり、身近な
支援活動を進めていく。また、年に1回意見交換会を実施し、ニーズの把握や課題の共有、解決に向けた取り組みを進める。
・意見交換会の開催（年１回）
・報酬（＠1,900円/月・人）の支出（年2回、上半期分・下半期分）
・改選事務（２年毎）※次期相談員の改選：知的障がい者　R2.10.1、身体障がい者　R3.10.1）
・身体・知的障がい者相談員による委嘱業務（電話相談窓口活動）の実施にかかる支援

165千円（報償金
137千円、筆耕翻訳
料28千円）
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保
健
福
祉
課

116

保健福祉課
（福祉グルー
プ）窓口受付等
業務

区民サービスの向上と効率的な区行政の運営
（市政改革プラン２．０　改革の柱２　Ⅳ　イ）

保健福祉課の多岐にわたる受付業務において、丁寧で正確な対応を行えるように、受付業務に関する学習会を開催し、各種制度の知識向上
及び課題の抽出・検討を行い不適切事務の発生を防ぐとともに、区で開催する接遇研修を受講し、笑顔・あいさつを心がけるなど窓口に訪れ
た来庁者が気持ち良いと思える対応に取り組む。
【受付業務一覧】
・成年後見制度に係る審判の請求・老人医療費助成制度・重度障がい者医療費助成制度・障がい者福祉サービス・障がい児福祉サービス・
移動支援・日中一時支援・療育手帳・身体障がい者手帳・補装具費給付・日常生活用具給付（障がい者）・特別障がい者手当・障がい児福祉
手当・特別児童扶養手当・外国人心身障がい者給付金・精神保健福祉・精神保健福祉手帳・乗車料金福祉措置及び重度障がい者等タクシー
料金給付・自立支援医療（更生医療・育成医療）・住宅改修費給付事業・大阪府重度障がい者在宅生活応援制度・点字図書・ＮＨＫ放送受信
料免除基準該当証明・心身障害者扶養共済・自動車税軽自動車税の減免にかかる証明・有料道路障がい者割引・戦傷病者戦没者遺族弔慰
金
【接遇研修】
・窓口サービスアップ研修

―
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介護保険料の
収納率の向上

介護保険を今後も持続可能な制度として維持・継続
するとともに、被保険者間の公平性を確保するため
に介護保険料の収納率の向上を図る。

きめ細やかな納付相談・納付指導や口座振替勧奨、滞納者への計画的・継続的な納付督励、保険資格の確認の徹底、厳正な滞納処分の実
施など収納対策を強化し、収納率の向上に取り組む。

介護保険事業会計
福祉局予算 68,867
千円（内区配分予
算533千円）※平成
31年度
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障がい者・高
齢者への虐待
防止

障がい者及び高齢者の虐待の防止、早期発見及び
その適切な支援の実施を図るために、障がい者や高
齢者に関わる支援者や関係機関が情報を共有し連
携協力していくことを目的とする。

① 高齢者虐待防止法、障がい者虐待防止法に基づき虐待対応を行う。
② 通報受理窓口である地域包括支援センターや障がい者相談支援センターと連携し虐待対応を行うとともに、事業者向けに研修を開催し虐
待事案・件数等を報告。
③ 虐待対応したケースについては特別の配慮が必要なことから施設入所関係書類と一元管理を行う。
④ ＨＰ・ＳＮＳ・広報紙を活用するとともに健康展等各種イベント開催時に虐待防止リーフレット・啓発物を配布(※この発想が時代に合わないと
言ったはずです)して区民への相談窓口等の周知を図る。
④ ＨＰ・ＳＮＳ・広報紙・大阪市広報板を活用し障がい者・高齢者虐待防止に関する相談窓口等の周知を図る。

障がい者　8千円
高齢者　25千円（区
CM自由経費・福祉
局）
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地域包括ケア
システムの構
築
（地域包括支
援センターの
運営）

高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮
らし続けることができる地域包括ケアシステムを構築
するための一環として、大正区における高齢者の総
合相談支援窓口である地域包括支援センターの適
切な運営を図る

・ＨＰ・ＳＮＳ・広報紙・大阪市広報板を活用して地域包括支援センターの機能について区民への周知を図り、総合相談窓口としての機能を活性
化させる。
・大阪市地域包括支援センター運営協議会から報告を受けた必要な改善内容を、地域包括支援センターの事業内容に反映させるよう大正区
地域包括支援センター運営協議会において協議する（毎年度の事業計画や収支予算、収支決算、事業内容の評価）。
・包括圏域のあり方など大正区の地域包括ケアシステムに関する課題について大正区地域包括支援センター運営協議会において協議し、地
域福祉推進会議に報告することで施策の改善につなげる。

　　31千円（区CM自
由経費・福祉局）
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地域包括ケア
システムの構
築
（在宅医療・介
護連携の推
進）

高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮
らし続けることができる地域包括ケアシステムを構築
するための一環として地域における在宅での生活を
支えるための医療と介護の関係機関と従事者同士
の連携体制の構築を推進する。

・在宅医療と介護の連携を推進するために地域の課題を抽出し、その対応策を検討することを目的として、関係機関・団体及び区役所による
大正区在宅医療・介護連携推進実務者会議を開催する。地域課題・ニーズ把握に際し、地域包括支援プロジェクトチーム・地域支援会議・地
域ケア会議と連携する。
・医療、介護関係機関の連携促進や、在宅医療等に関して、地域住民を対象に啓発を行う。啓発事業の検討段階から医療・介護の関係機関
と協議することで、関係者間のネットワーク強化と情報共有を図る。
・会議等において協議、報告等がなされた事項は「地域福祉推進会議」に報告等を行い、施策提言につなげていく。
・災害時の早急な医療・介護事業者との情報共有を行うため「大正あんしんネット災害ＩＣＴ」に参画し試験運用を行う。
・ＨＰ・ＳＮＳ・広報紙を活用して区民への在宅医療や終活に関する啓発を図る

健康局予算
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地域包括ケア
システムの構
築
（認知症施策
の推進）

高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮
らし続けることができる地域包括ケアシステムを構築
するための一環として、認知症高齢者等を支援する
区内のネットワークの充実を図り、地域の認知症の
方の発見力や認知症対応力を強化する仕組みを構
築し、地域に潜在する認知症の方の早期把握や適
切な支援につなぐ取組みの推進を図る。

・ＨＰ・ＳＮＳ・広報紙・大阪市広報板を活用して認知症に関する相談窓口について区民への周知を図る
・地域包括支援センターが実施する認知症高齢者等を支援する区内のネットワークの充実にむけた協力
・認知症高齢者等の地域課題の共有・取組みの検討
・地域包括支援プロジェクトチーム・地域支援会議・地域ケア会議と連携し地域課題・地域ニーズを把握し関係機関で構成する会議で協議し、
報告等がなされた事項は「地域福祉推進会議」に報告等を行い、施策提言につなげていく。

福祉局予算
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地域包括ケア
システムの構
築
（生活支援体
制整備の実
施）

高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮
らし続けることができる地域包括ケアシステムを構築
するための一環として、生活支援・介護予防サービス
の充実と高齢者の社会参加の促進を図るための仕
組みづくりを目的に生活支援体制整備事業を実施す
る。

・ＨＰ・ＳＮＳ・広報紙を活用して生活支援・介護予防の取組みについて区民への周知を図る
・大正区社会福祉協議会に生活支援コーディネーターの配置及び関係機関が情報共有し高齢者の生活支援・介護予防につなげる事業を委
託し、生活支援コーディネーターが地域まちづくり実行委員会・地域支援会議等と連携し、高齢者のニーズや課題、地域資源等を把握したうえ
で、生活支援・介護予防の充実に向けて取り組む。

福祉局予算

保
健
福
祉
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123

保健福祉課
（介護保険グ
ループ）窓口受
付等業務

区民サービスの向上と効率的な区行政の運営
（市政改革プラン２．０　改革の柱２　Ⅳ　イ）

保健福祉課の多岐にわたる受付業務において、丁寧で正確な対応を行えるように、受付業務に関する学習会を開催し、各種制度の知識向上
及び課題の抽出・検討を行い不適切事務の発生を防ぐ。
受付業務一覧
・介護保険・敬老優待乗車証・成年後見制度に係る審判の請求・老人憩いの家・老人福祉センター・日常生活用具給付（高齢者）・介護用品支
給・養護老人ホーム・外国人高齢者給付金

―
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124
プレパパ・プレ
ママレッスンの
開催

・母子保健法第9条に基づき、母子保健に関する各
種の保健教育を行い、母性及び乳幼児の健康の保
持増進並びに父母の育児力の向上に努める。
・地域で安心して子育てできるように、身近な相談場
所等地域の子育てに関する情報提供に努める。
・参加者アンケートの結果より、約8割の方が沐浴体
験や衣類交換といった参加型の内容を希望してお
り、満足度も高い結果を得ていることから、参加型の
内容を取り入れた教室を継続し、妊娠期から父親が
一緒に子育てできるよう、子育ての孤立化を防止す
る。また、区内産科医療機関において妊婦教室は開
催されているが、沐浴体験は実施されていない状況
から、区内で実際に沐浴体験できる場は必要であ
る。
・保健師等従事者にとって、本教室がニーズ把握や
課題認識の場となり、妊婦の身近な相談者として真
に寄り添い対応する持続的なスキルアップの場とす
る。

◆レッスンAについて
偶数月第１月曜日：妊娠中および産後の過ごし方(保健師)、妊娠中の栄養(栄養士)、子育て情報提供（保健師）、妊婦歯科健診(歯科医師・歯
科衛生士)
◆レッスンBについて
6・10・2月第4日曜日：沐浴指導、妊婦疑似体験、衣類の交換（保健師）、お産の経過（助産師）、子育て情報提供（地域における支援者）

参加していない対象者に対して、ICTを活用し、上記内容をいつでも入手できるよう情報発信する。

こども青少年局予
算（報償金：220千
円・消耗品費：28千
円）
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125
こころの健康
の保持・増進

精神保健福祉相談や地域生活安定支援事業等を行
うことにより、精神障がい者及びその疑いのある者の
早期発見、早期治療の促進、回復途上の精神障が
い者の日常生活圏の拡大や仲間づくり及び自立に
向けた支援を行う。また、住民の精神障がい者への
理解を深め、依存症やひきこもり・思春期問題などこ
ころの病に関する正しい知識の普及を図り住民のこ
ころの健康の保持・増進を図るとともに、専門医療機
関との連携を強化して精神障がい者が相談しやすく
生活しやすい環境を整備する。

【当事者及び家族に対して】
①精神保健福祉相談
②地域生活安定支援事業、家族教室、酒害教室
③精神保健福祉相談員等による相談
【区民に対して】
④健康展等での啓発活動
⑤広報紙・チラシ(精神科の病院・クリニック、地域包括支援センター、相談支援センター)での保健福祉センター業務の周知

1,232,290円　(健康
局所管　保健医療
費　報償金・消耗品
費・通信費)
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126
高齢者の健康
増進

・大正区の高齢化率は31.1％（平成29年）と市内で3
番目に高く、今後も増加する見込みであり、高齢者が
自ら要介護状態になることを予防することが重要で
ある。
・高齢者が健康づくりに主体的に取り組むことができ
るよう「健康講座」等を実施し、要介護状態になること
の予防、ひいては健康寿命の延伸を図ることにつな
がる。
・高齢者だけでなく地域全体が高齢者の健康づくりに
対する理解を深め、高齢者の健康づくり活動を支え
る担い手を増やし、活動しやすい環境をつくる。

1　高齢者の健康づくりに関する情報発信
地域住民が主体的に健康づくりに取り組むことができるよう、高齢者の健康づくりに関する情報提供を様々な手段（広報紙、区ホームページ
等）、特にICTを活用し、誰もがいつでも情報を入手できるよう効果的に行い、広く区民に効果的に発信する。
2　健康講座・健康相談の開催
地域特性を活かして関係機関や地域住民・民間企業と連携し、あらゆる機会をとらえて、あらゆる場所を利用して健康講座・健康相談を効果
的に開催する。
3　健康づくり・介護予防スクール（仮称）げんきアップスクールinたいしょう6回シリーズ1クール（１回あたり約20人）
広く地域住民を対象に、健康づくりや介護予防（いきいき百歳体操、かみかみ百歳体操含む）等講演及び実技を実施する。来所困難な住民に
対し広く情報提供するために、ICTを活用し、誰もがいつでも入手できるように情報発信する。
4　地域に対する情報提供
地域活動協議会において、地域における高齢者の健康づくり活動（いきいき百歳体操等）の現状について情報提供を行い、地域資源に対する
理解と協力を得る。

福祉局区CM予算【介護
予防地域健康講座】（報
償金：58千円・消耗品
費：105千円・印刷製本
費：30千円・通信運搬
費：1千円・使用料：1千
円）
福祉局区CM予算【地域
健康情報発信事業】（印
刷製本費：41千円）
福祉局区CM予算【健康
づくりひろげる講座】（報
償金：47千円・消耗品
費：44千円・通信運搬
費：4千円）
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127
子育て支援機
関とのネット
ワーク強化

・育児不安をもつ養育者が安心して子育てできるよう
に、乳児の心身の健康に関する情報交換などを行う
ことにより養育者の育児力を高め、健康づくりの一層
の推進を図る。
・これまでの区役所内での教室から、養育者にとって
身近な地域でのサロン等子育て支援機関で開催され
ている講座に出向くことにより、子育てに関する情報
提供や相談しやすい体制をつくり、地域での子育て
支援機関と支援者間のネットワークを強化する。
・保健師等従事者にとって、地域での本教室がニー
ズ把握や課題認識の場となり、養育者の身近な相談
者として真に寄り添い対応する持続的なスキルアッ
プの場とする。

【養育者に対して】
・保健師等による育児相談等
・子育てに関する情報提供
【支援者に対して】
・子育て支援機関との情報交換や情報共有
・地域活動協議会において、活動状況の情報提供を行い、子育て支援に対する理解を協力を得る
参加していない対象者に対して、ICTを活用し、上記内容をいつでも入手できるよう情報発信する。

こども青少年局予
算（消耗品費：10千
円）
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128

狂犬病の予防
及び動物の適
正飼養・野生
鳥獣の
管理に関する
啓発

狂犬病の蔓延を防止するとともに、動物の適正飼養
の推進及び野生鳥獣の管理に関する知識の普及を
図る。

・狂犬病予防法に基づき、飼い犬の登録及び狂犬病予防注射を推進する。
・動物愛護管理法に基づき、動物の飼養者に飼い方指導や終生飼養の啓発指導を行う。
・犬のふん放置対策として、モデル地域についてイエローチョーク作戦を試験的に実施し、効果を検証する。
・動物の飼養に関する区民からの苦情相談に対応する。
・野生鳥獣（カラス・ハト・イタチ等）による生活環境被害の防除について啓発指導する。

健康局予算（通信
運搬費：146千円、
消耗品費：4千円）

保
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祉
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129
食品衛生に関
する相談・啓発

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、区民
の健康保護を図る。

・各種広報媒体（HP、フェイスブック、ツイッター、回覧ビラ）により食中毒予防の啓発を行う。特に、最近市内の飲食店で頻発しているカンピロ
バクター食中毒防止啓発に力を入れる。
・講習会により食中毒予防の啓発を行う。
・食品衛生に係る区民からの相談に対応する。
・夏祭りや学園祭等の臨時出店届を受け付け、食品の提供にあたっての衛生指導を行う。

－
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そ族昆虫の防
除

そ族昆虫が媒介する感染症の発生を未然に防止す
ることにより、健康かつ安全で快適な生活環境の確
保を図る。

・大阪市では自ら駆除を実施することは原則ないことから、区民の自主的な活動によるそ族及び蚊やゴキブリ等衛生害虫の防除の必要性に
ついて啓発し、駆除方法を指導する。
・区民からの衛生害虫等に関する苦情相談に対応し、必要に応じて機材の貸出し等を行う。

区まち（保健福祉セ
ンター事業用経費）
予算（消耗品費：10
千円・燃料費：1千
円）
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感染症対策の
充実・強化

感染症に関する啓発を行い、感染経路を正しく理解
して予防行動と早期発見・早期治療を促し、発症予
防や感染症拡大阻止を目的とする。

・ＭＲワクチンの接種率向上をはかるため、乳幼児健診時の個別接種勧奨、保育所・就学前説明会会場等での健康教育を実施する。
・乳児の先天性風しん症候群予防のため、国による風しんの追加的対策が行われ、昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性を対
象に令和４年３月31日までの３年間に限り、風しん抗体検査及び予防接種を公費負担により実施する。
・大阪市として、乳児の先天性風しん症候群予防のため、妊娠を希望する女性と国による風しんの追加的対策の対象者以外の妊娠を希望す
る女性の配偶者（妊婦の配偶者含む）を対象に風しん抗体検査を公費負担により、また、予防接種を費用の償還払いにより実施する。
・感染症発生時に疫学調査・指導を実施する。
・定期接種について、外出自粛要請等の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の影響によって、被接種者が定期接種を控えること
のないように、十分な情報発信を行う。

―
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結核対策の充
実・強化

大阪市における結核罹患率（人口10万人あたりの新
規登録患者数）の29.3に比し、大正区における結核
罹患率は36.1（平成30年）となっており、結核対策の
充実・強化が重要な課題となっている。そのために結
核の早期発見及びまん延防止のための結核健診、
罹患防止のための幼児期のＢＣＧワクチン接種、医
療費の公費負担による治療の徹底や患者管理指導
を目的としている。

・区民に対する結核予防の周知・啓発を行う
・結核発生時の疫学調査、指導の実施
・１歳の誕生日前日までの乳児を対象に、毎月第４木曜日に雇上げ医師によるBCGワクチン接種を行う（予約不要）。未接種者の保護者宛て
に接種勧奨を行う。
・大阪市に在住する15歳以上の市民を対象に、毎月１回の他に、「みんなの健康展」、「理容所講習会」「美容所講習会」開催時等に胸部Ｘ線
撮影による結核健診を行う（予約不要）
・全肺結核患者と保健福祉センターが必要と判断した患者を対象に、年２３回、コホート検討会を行う
・大正区として高齢者層の罹患率が高いことから、高齢者層に接する機会の多い、居宅介護支援事業者等介護保険事業者に対する結核対策
の周知・啓発のための学習会を行い、結核健診受診の啓発、事業従事者の感染防止の啓発を行う。

健康局予算（報償
金：619千円・普通
旅費：11千円）
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朝食欠食対策
の推進

大正区では、朝食を食べない児童・生徒の割合が全
国平均の約２倍となっている。区内の食育関係機関
と連携し、区民に食育の大切さの普及啓発を図り、
子どもの頃からの望ましい食習慣として朝食を食べ
ることを定着させる取り組みを行うことにより、朝食を
欠食する児童・生徒の割合の減少を図る。

令和元年度に実施した「食生活・生活習慣アンケート」の分析の結果、朝食欠食との関連性が認められた項目（就寝時刻・孤食等）について、
「朝食欠食対策推進会議」で検討される対策を中心に、朝食、睡眠、スマホ、自尊心に関わる課題へ包括的に取り組み学力向上へ役立つよう
推進する。食育ネットワークの各機関団体とも連携して児童・生徒の朝食欠食対策の取り組みを推進する。
また、保護者及び養育者が主体的に児童・生徒の朝食欠食率の減少に取り組むことができるよう、朝食摂食の重要性に関する情報提供を
様々な手段で提供するため、「食育講座：朝ごはんを食べよう」の開催、毎月19日（食育の日）に「栄養満点・簡単朝ごはんコラムレシピ」の発
信等、ICTを活用して誰もがいつでも必要な知識や情報を入手できるように内容の検討、作成・更新を行い、広く区民に効果的に情報発信す
る。

健康局区ＣＭ予算【食
育推進事業】（消耗品
費：28千円・印刷製本
費：50千円・通信運搬
費：4千円・委託料：320
千円）
健康局区ＣＭ予算【地
域活動育成事業】（報償
金：58千円・消耗品費：7
千円・通信運搬費：3千
円）
健康局予算【食育啓発
事業】（消耗品費：10千
円）
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乳幼児健康診
査等の実施

母子保健法に基づき、３か月児健康診査、１歳６か
月児健康診査、３歳児健康診査、発達相談、４・５歳
児発達相談、離乳食講習会を実施し、乳幼児期の健
全な発育、発達をもたらすため養護、栄養、育児に関
する指導を行うこと及び疾病の早期発見と予防を図
ること並びに健診対象児全員の健康状態の確認を
目的とする。

・身体の発育及び栄養状態　・身体の疾病及び異常の有無
・歯の疾病及び異常の有無　・行動発達、言語発達の状況及び異常の有無
・予防接種の実施状況　　　　・眼科・耳鼻科二次健診、尿検査
・その他育児上問題となる事項の指導
　医師、歯科医師による健康診査、心理相談員、歯科衛生士、保健師、栄養士等が幼児期の適切な栄養、生活習慣の自立、う歯予防等の育
児指導を実施する。
・生後７・８か月頃から18か月頃までの離乳食の進め方の指導
・当月未受診、前月及び当月未受診の児で面接困難なケースについては、子ども・子育て見守り推進事業、未受診者連絡会、関係部署と連携
して健康状態の全件把握を行う。

こども青少年局予
算（報償金：3,781千
円・消耗品費：52千
円）
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心理相談員に
よる乳幼児の
発達相談

発達障がいのある子どもと養育者が、速やかに診断
や医療につながる相談を受けることができ、早期の
療育や適切な保育・教育等につながるまで専門的な
支援のもとに安心して育児ができるよう、区保健福祉
センターにおいて臨床心理士等専門職を長期的・安
定的に確保し、早期の段階で継続的な相談支援を実
施する。

・１歳６か月児健診、３歳児健診、発達相談、４・５歳児発達障がい相談、各地域での子育てサロンなど各事業における心理相談業務
・乳幼児健診後の継続的支援及び関係機関連携（医療機関、療育機関、保育機関等）
・発達障がいの早期発見及び早期支援のための心理相談業務
・地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発業務
・乳幼児の発達相談ができる窓口が区役所に常時設置されていることを知らない保護者もいることから、より広く保護者等への周知啓発を行う
必要があるため、周知啓発チラシ・SNS・広報紙を活用し、乳幼児発達相談体制強化事業に関する事業周知を行う。
・保健師や子育て支援室と連携し、気になる乳幼児に対し、家庭訪問等により発達状況だけではなく養育環境等から課題を把握して個別対応
を強化する。

区まち（乳幼児発達
相談体制強化事
業）予算（報酬等：
2,903千円・旅費：
216千円・消耗品
費：８千円）
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健康増進普及
啓発事業
「大正区健康
の日　みんな
の健康展」の
開催

大正区の平均寿命は短く、健康寿命（日常生活に制
限のない期間）も市より短い。大阪市健康増進計画
「すこやか大阪２１（第２次後期）」に基づき区民の健
康に対する意識向上を図り、健康寿命の延伸に資す
ることを目的とする。

区の医師会・歯科医師会・薬剤師会、地域の諸団体で構成する「実行委員会」と共催にかかる協定書の締結により、「役割分担」及び「経費の
分担」を明確化し、健康・食育に関するイベント、各種健康相談・展示・体験、各種健康測定・診断、広報及び健康づくりにかかる啓発事業等を
実施する。
●主な出展団体の役割
大正区役所：さわやか広場において、骨折発生リスク測定・アルコールパッチテスト・結核健診・パネル展示コーナー及びスタンプラリーの設
営・運営及び周知広報
大正区医師会：区民ホールにおいて、健康相談・体力測定コーナーの設営・運営
大正区歯科医師会：区民ホールにおいて、歯科相談・歯科健診・口腔内健診・歯みがき指導・フッ素塗布コーナーの設営・運営
大正区薬剤師会：区民ホールにおいて、キッズファーマシー（薬剤師体験）・薬と健康相談・肺年齢測定・禁煙パネル展示コーナーの設営・運
営
新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、今年度の開催を中止。年度内に代替となる事業の検討を進める。

区まち（健康増進普
及啓発事業）予算
（消耗品費：35千
円）
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がん予防・生
活習慣病予防
の推進

大正区の平均寿命は国平均、市平均を下回り、健康
寿命（日常生活に制限のない期間）も同様である。死
因別死亡では男女ともに悪性新生物（がん）が最も
多く、全体の3割を占めており、その要因となる生活
習慣病対策が必要である。がん及び生活習慣病の
予防のためには正しい知識の普及と行動変容に向
けた主体的な取り組みを促進することが重要であり、
「自らの健康は自ら守る」という認識と自覚を高め、
生涯を通じた健康の保持増進に資することを目的と
する。

１　地域健康講座・健康相談
各地域の健康課題を把握し、課題解決に向けて、地域住民や関係機関と連携し、あらゆる機会をとらえて、あらゆる場所を利用して地域健康
講座・健康相談を効果的に開催する。
２　健康情報発信
地域住民が主体的に健康づくりに取り組むことができるよう、健康に関する情報の提供を様々な情報手段（広報紙、区ホームページ、郵便局
等の関係機関等）、特にICTを活用して誰もがいつでも健康情報を入手できるように内容の検討、作成・更新を行い、広く区民に効果的に発信
する。
３　訪問指導
健康づくり・介護予防の観点から、継続した支援を必要とする者に対し、生活困窮者支援会議（生困シェア会議）にて保健師等による訪問指導
の実施の可否について決定し、継続訪問指導を実施する。
４　大正区医師会、大阪府がん診療拠点病院である済生会泉尾病院と協働し、がんを含めた生活習慣病に関連する疾病の予防のための正
確な知識を学び、疾病の早期発見、早期治療のために特定健診、がん検診の受診率向上を図ることを目的として、広報紙に「健活コラム」の
掲載や特集号の発行を行う。

健康局区ＣＭ予算【地域健康
講座（壮年）】（報償金：10千
円・消耗品費：27千円・印刷製
本費：54千円・通信運搬費：1
千円・委託料：7千円）
健康局区ＣＭ予算【訪問指導
事業】（報酬：354千円・旅費：
38千円・消耗品費：12千円・備
品修繕費：1千円・医薬材料
費：8千円・損害保険料：1千
円・委託料：6千円）
区まち（健康増進普及啓発事
業）予算（印刷製本費：180千
円・委託料：124千円）
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歯・口腔の健
康の増進

　大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後
期）」に基づき、区民の健康寿命の延伸にかかわり
の深い、う蝕や歯周病の予防の早期発見・早期治療
につなげる歯科保健施策を積極的に展開することに
より、区民の歯科保健に関する意識を高め、家庭に
おける健康管理に資することを目的とする。

【歯科健康相談】（区保健福祉センターで実施）
・がん検診実施時に併設し、希望する市民に対して、歯科医師が「歯の健康」に関する個別相談や必要に応じて口腔内観察及び専門的見地
からの助言や指導を行う。また、65歳以上の方で口腔機能の低下が認められる場合は、介護予防事業等の紹介や保健指導の対象者となるこ
とから、保健福祉センターの常設健康相談を紹介する。実施に当たっては、区歯科医師会、府歯科衛生士会に従事者の選任を依頼し、従事
する歯科医師、歯科衛生士を雇上げる。相談及び指導等の内容については次のとおり。
（相談及び指導等の内容）
（１）未処置歯の相談及び指導 （２）補綴（義歯など）の必要性、不正咬合の相談及び指導 （３）歯周疾患の相談及び指導
（４）口腔軟組織疾患の相談及び指導 （５）顎関節疾患の相談及び指導 （６）その他、歯・口腔の異常に関する相談及び指導
（７）歯科保健に関する衛生指導 （８）基本チェックリストの口腔関連項目への該当確認及び指導
・歯周病検診及び後期高齢者医療歯科健診を取扱医療機関で行う。対象及び内容等については次のとおり。
【歯周病検診】（取扱医療機関で実施）
・対象：40・45・50・55・60・65・70歳の方 内容：問診並びに口腔内診査（治療は含まず） 　・費用：500円
【後期高齢者医療歯科健診】（取扱医療機関で実施）
・対象：後期高齢者医療保険の被保険者 内容：問診、口腔衛生状況、嚥下機能（治療は含まず）など　・費用：無料
【周知・啓発】（区保健福祉センターで実施）
・歯科健康相談・歯周病検診・後期高齢者医療歯科健診の周知・啓発、『歯・口腔の健康』に関する啓発・広報活動を行う。

健康局予算（報償
金：125千円・消耗
品費：2千円）
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保健福祉課
（健康づくり・保
健活動グルー
プ）窓口受付等
業務

区民サービスの向上と効率的な区行政の運営

保健福祉課の多岐にわたる受付業務において、丁寧で正確な対応を行えるように、受付業務に関する学習会を開催し、各種制度の知識向上
及び課題の抽出・検討、日々の朝礼における無事故への注意喚起を行い不適切事務の発生を防ぐとともに、区民に最も身近な存在であり、
区行政の印象を左右する重要な窓口受付業務であることから、所属が開催する「窓口サービスアップ研修」の受講を通じて、引き続き、窓口
サービスの質の維持・向上を図ることにより、来庁者に来てよかったと感じてもらえる接遇に取り組む。
●受付業務一覧
・母子保健・乳幼児健診・健康相談・新生児訪問・乳幼児精密検査依頼・妊婦健康診査受診還付・産後ケア事業・母子手帳・地区担当保健師
による予約制母子健康手帳交付時妊婦面接（試行実施）・不妊治療医療費助成・小児慢性特定疾病医療費助成・健康診査・特定健康診査・
特定保健指導・がん検診・長期療養児・歯科保健・栄養指導・食育・食生活栄養相談・公害健康被害補償・感染症対策・結核・ＢＣＧ・ＨＩＶ・予防
接種・難病・特定疾患・医療法届出・医師免許等・保健師業務・環境衛生・食品衛生・狂犬病予防・動物愛護
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