
番号 担当 事業名

1 保健福祉課 大正区地域福祉ビジョンの推進（広報・啓発）

2 保健福祉課 地域における要援護者の見守りネットワークの強化

3 地域課 「地域包括支援体制」（仮称）の構築に向けたプロジェクトチームの設置

4 保健福祉課 民生委員・児童委員活動の推進（研修関係）

5 保健福祉課 大正区地域自立支援協議会の開催

6 保健福祉課 障がい当事者や家族による電話相談窓口の設置

7 保健福祉課 地域の見守り体制づくりの推進

8 保健福祉課 介護保険料の収納率の向上

9 保健福祉課子ども教育 児童への虐待防止

10 保健福祉課子ども教育 発達障がいサポーターの派遣

11 保健福祉課子ども教育 要保護児童対策地域協議会の開催

12 保健福祉課 障がい者・高齢者への虐待防止

13 保健福祉課 区の地域福祉施策の方針を検討・決定する仕組みの確立（地域支援調整会議）

14 保健福祉課 地域包括支援センター運営協議会の開催

15 保健福祉課子ども教育 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

16 保健福祉課 妊産婦を対象としたマタニティレッスンの実施

17 保健福祉課 幼児の保護者を対象としたペアレントトレーニング講座の開催

18 保健福祉課 こころの健康の保持・増進

19 保健福祉課 感染症に関する啓発

20 保健福祉課 狂犬病の予防及び動物の適正飼育・野生鳥獣の管理に関する啓発

21 保健福祉課 結核健診及び風しん抗体検査の実施

22 保健福祉課 『大正区健康の日　みんなの健康展』の開催

23 保健福祉課 栄養・食生活の改善の推進

24 保健福祉課 介護予防・認知症予防の推進

25 保健福祉課 在宅医療・介護連携の推進

26 保健福祉課 食品衛生に関する相談・啓発

27 保健福祉課 乳幼児健康診査の実施

28 保健福祉課 育児教室（親子にこにこ教室）の開催

29 保健福祉課 心理相談員による乳幼児の発達相談

30 保健福祉課 そ族昆虫の防除

31 保健福祉課 生活習慣病への知識を高める区民健康講座の実施

32 保健福祉課 がん検診・特定健診についての周知・啓発
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33 生活支援 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

34 生活支援 生活保護世帯への計画的な訪問調査活動の実施

35 生活支援 生活保護受給者への就労支援

36 生活支援 生活保護不正受給対策の実施

37 生活支援 生活保護費返還金・徴収金の適切な管理

38 生活支援 生活困窮者への自立支援

39 地域課 人権啓発活動の推進

40 地域課 浪速・西・港・大正区合同での人権展の開催

41 地域課 人権に関する効果的な啓発

42 地域課 防災計画の策定

43 地域課 防災訓練の実施

44 地域課 地域防災リーダーの育成

45 地域課 災害時協力協定等の増強

46 地域課 デジタル簡易無線機の導入

47 地域課 水防団との連携

48 地域課 地域防犯・安全対策の推進

49 地域課 防犯カメラの設置調整

50 地域課 放置自転車防止対策

51 地域課 特定空家等の是正

52 地域課 空家等の利活用の促進

53 総務課庶務担当 いわゆる「ごみ屋敷」問題への対策

54 保健福祉課子ども教育 スクールソーシャルワーカー活用事業

55 保健福祉課子ども教育 民間事業者を活用した課外学習支援

56 保健福祉課子ども教育 学校協議会の運営補佐

57 保健福祉課子ども教育 学校図書館の活用推進

58 保健福祉課子ども教育 学校選択制の実施

59 保健福祉課子ども教育 教育行政連絡会の開催

60 保健福祉課子ども教育 区における指定校変更独自基準の設定

61 保健福祉課子ども教育 教育に関し総合的に議論する場の開催（総合教育会議）

62 保健福祉課子ども教育 小学校の適正配置

63 保健福祉課子ども教育 学習支援・登校支援サポーターの派遣

64 保健福祉課子ども教育 英語力向上の推進

65 保健福祉課子ども教育 「こどもサポートネット」（仮称）の実施

66 総務課庶務担当 コンプライアンスの確保



67 総務課庶務担当 光熱水費の削減

68 総務課庶務担当 収入源の確保

69 政プロ 尻無川河川広場賑わい創造拠点の管理運営

70 政プロ （独法）都市再生機構と㈱フィルとの連携による地域活性化

71 政プロ 高校と区内企業とのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ（就業体験）の実施

72 政プロ 大正・港オープンファクトリーの実施

73 政プロ ファクトリーステイin大正の実施

74 政プロ ものづくりフェスタの開催

75 政プロ 修学旅行をはじめとする工場見学会の実施

76 政プロ 人材確保に向けた区内企業と高等学校との交流会の開催

77 政プロ ものづくり企業への社会的責任（CSR）の啓発

78 政プロ 区運営方針の策定

79 総務課庶務担当 区ＣＭ（シティマネージャー）自由経費予算の算定

80 総務課庶務担当 弁護士による無料法律相談の実施

81 総務課庶務担当 不動産に関する無料相談の実施

82 総務課庶務担当 関係行政機関との連絡調整（行政連絡調整会議・小会議の開催）

83 政プロ 赤バス廃止に伴い必要となる移動手段の確保

84 地域課 地域まちづくり活動の強化推進（地域版）

85 地域課 地域まちづくり実行委員会委員長会の開催

86 地域課 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

87 地域課 地域担当制の推進

88 地域課 大正区民ホールの管理運営（直営）

89 地域課 大正会館の管理運営（指定管理者）

90 保健福祉課子ども教育 生涯学習ルームの実施支援

91 保健福祉課子ども教育 はぐくみネットの連携強化支援

92 地域課 Ｔ－１ライブグランプリの開催

93 地域課 ランチタイムコンサートの開催

94 保健福祉課子ども教育 学校体育施設の地域への開放

95 地域課 スポーツ推進委員活動の推進

96 地域課 花と緑のあふれるまちづくりの推進

97 地域課 子どもたちによる公園への樹木札設置

98 地域課 『１０年後の私への手紙』の実施

99 地域課 文楽公演の実施

100 地域課 『40年後の同窓会』の実施



101 地域課 大正区まちづくり活動の強化推進（大正区民まつり）

102 地域課 大正区まちづくり活動の強化推進（こども文化祭、ジョギング大会）

103 地域課 大正区まちづくり活動の強化推進（区民ギャラリー、Taisho生涯学習フェスタ）

104 保健福祉課子ども教育 青少年健全育成の推進

105 保健福祉課子ども教育 成人の日のつどいの実施

106 保健福祉課子ども教育 青少年指導員・青少年福祉委員活動の推進支援

107 政プロ 区政会議の開催

108総務課庶務担当 「市民の声」などの受付・回答

109総務課庶務担当 区民意識調査の実施

110 政プロ 広報紙「こんにちは大正」の製作（企画・編集・印刷）

111 政プロ 広報紙「こんにちは大正」の全戸配布

112 政プロ 広報紙「こんにちは大正」点字版・音訳版の製作

113 政プロ 区の魅力発信の充実

114窓口サービス 窓口サービスの充実

115窓口サービス 住民情報業務等の民間委託による実施

116窓口サービス 住民情報窓口業務の民間委託会社との定例会議の開催

117窓口サービス 不適正事務の防止

118窓口サービス 受付窓口用広告付き番号札による広告収入の確保

119窓口サービス 国民健康保険料の未収金の減少及び未納の防止

120 保健福祉課 認知症施策の推進

121 保健福祉課 生活支援体制整備の実施

122 政プロ 広報紙・ホームページによる広告収入の確保

123 政プロ 大正・港ものづくり事業実行委員会の運営


