
 

  

 

 

【経営課題 3：住民が主体となって運営されるまち】 

 

■目標を達成した取り組み 

【３－３－２ 地域活動協議会の自律運営支援】…p.13 参照 

・地域活動協議会への新たな担い手確保や「自律的な地域活動支援補助金」の活用支援 

  〔達成状況〕「自律的な地域活動支援補助金」新規申請５地域、継続申請１地域（目標５地域） 

 

【３－３－３ 地域活動協議会と地域担当職員との連携支援】…p.14 参照 

・地域担当職員による地域会議や各種地域行事への参加や会議の開催他 

〔達成状況〕・地域担当職員と地域との連携が進んでいると感じている人の割合 未測定（取り 

組み実績は順調に進捗しているため） 

 

■目標が未達成達成（撤退基準未達成を含む）の取り組み 

○【３－１－１ 地域活動の活性化支援】…p.10 参照 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【３－１－２ 校庭等の芝生化事業】…p.11 参照 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○【３－２－１ 地域団体のネットワーク拡充支援】…p.12 参照 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○【３－２－２ 地域団体の活動・連携促進支援】…p.12 参照 

  

 

 

 

 

 

 

 

○【３－２－３ 地域公共人材の育成支援】…p.12 参照 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○【３－３－１ 地域活動協議会の運営基盤強化支援】…p.13 参照 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【３－４－１ CB・SB の啓発】…p.14 参照 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○【３－４－２ 社会的ビジネス化の支援】…p.15 参照 

  

 

 

 

 

 

運営方針の達成状況 

目標未達成 

・地域活動の内容や会計

の状況を知る機会が増え

たと感じる割合

（32.4％：目標 60%） 

取組は予定どおり 

26年度取組 

・会計実務者に情報発信 

の重要性啓発､ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

運用中の地域(12地域) 

・広報誌(11回)とＨＰ

(10回)で地域を取り上

げて掲載 

課題と改善策 

情報発信の新たな担い

手確保や団体内の役割

分担等を支援するほ

か、ICT を活用した広

報手法の強化で活動の

活性化を支援。 

 

 

目標未達成 

芝生化で住民間のｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝなどが増えたと感じ

る委員の割合：40%（目標

50%） 

取組は予定どおり 

課題と改善策 

保護者などが気軽に参

加できる支援が必要。

専門業者の技術指導に

よる維持管理スキルの

向上 

26年度取組 

・小学校の校庭の芝生

化（３校） 

 

目標未達成 

中間支援組織の支援を受

ける環境が整備されてい

ると感じる団体の割合

58.5%(目標 60%） 

取組は予定どおり 

課題と改善策 

交流会等 NPO･企業･

地域の「顔の見える関

係作り」を通じた個別

ニーズの把握と、具体

的・個別的な支援。 

26年度取組 

NPO･企業･地域との交

流会:11回、会計実務者

向ﾏﾆｭｱﾙ作成､広報講

座:4回､出前講座:6地

域延 8回 

目標達成 

目標は達成 

 

取組遅れ 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 74 件(目標:100

件) 

26年度取組 

インタビュー：74 回 

マッチング検討事例：合

計 24 件（実施に至らな

かったもの 2 件含） 

課題と改善策 

インタビューの具体的

分析や地域の連携強化

とニーズの把握により

的確なマッチングにつ

なげる。 

 

撤退基準未達成 

地域でﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ能力を

持つ人材等が活躍して

いると感じる割合 

15.9%(目標 60%) 

 

課題と改善策 

中間支援組織以外の地

域公共人材の必要性を

感じてもらえるよう、 

意義啓発と人材育成支

援を継続する。 

26年度取組 

地域公共人材の活用に

よる地域会議運営 2地

域､「よどまち未来セッ

ション」ファシリテート

技法伝達:11回）他 

撤退基準未達成 

地域運営に様々な活動

主体が参画し、地域が一

体と感じる割合:50％ 

(目標 80%） 

課題と改善策 

会計の透明性確保や効

果的な広報等、地域特

性に応じた継続した支

援から区民に｢地域が

一体となっている実感

を持ってもらう。 

 

26年度取組 

実績報告書作成支援:全

地域､会計出前講座:6地

域､広報連続講座:4回､

地域ｲﾍﾞﾝﾄﾁﾗｼ作成ｻﾎﾟｰ

ﾄ:2地域他 

目標未達成 

CB・SB の意義やﾒﾘｯﾄ

を知る割合､区民

76.9%(目標 60％) 

職員 71.7%(目標 100%) 

課題と改善策 

メリットを実感できる

広報を展開する地活協

に対して具体的成功事

例を提示し導入の意義

を明確に感じてもらう 

26年度取組 

区民向け研修会の実績

なし、地域担当職員会議

にて自主財源確保の具

体的事例紹介 1 回 

撤退基準未達成 

・マッチング実施 22 件 

(目標 5 件) 

・社会的ﾋﾞｼﾞﾈｽ化実現事 

例 0 件(目標 1 件) 

 

課題と改善策 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ等で事業化の

意欲をもつ層を把握。

資源ごみｺﾐｭﾆﾃｨ回収を

きっかけに更なるビジ

ネス展開を支援する。 

26年度取組 

・マッチング検討事例 

24件 

・社会的ビジネス化検討 

事例１件 



【経営課題 4：区民との協働による快適で魅力あふれるまち】 

■目標を達成した取り組み 

【４－１－１ 淀川河川敷イベントの開催支援】…p.16 参照 

 ・実行委員の追加公募、現在の実行委員への委員推薦の依頼 

〔達成状況〕・実行委員数１4 名（企業２名ＮＰＯ１名区民１1 名）（目標 10 人） 

・淀川河川敷イベントの参加数：8,500 人（目標 8500 人） 

 

【４－２－１ 放置自転車対策協議会の運営を通じた市民協働型自転車利用適正化事業】…p.17 参照 

・放置自転車対策協議会形成と放置自転車防止啓発活動、協議会開催 

・撤去計画に関する意見交換（毎月）、土日・夜間等の撤去 

・駐輪場マップの店舗留置と利用者にわかりやすい広報板の設置等 

〔達成状況〕啓発活動や効率的な撤去活動への提案等、放置自転車対策協議会での各種活動に 

対して満足している協議会委員の割合が 85.4%（目標 80％） 

 

【４－２－２ 自転車利用者や集客施設側の啓発】…p.17 参照 

・駐輪場利用料金の上限撤廃・民間駐輪場への補助金制度の創設等、抜本的な放置自転 

車対策の実現化に向けた区長会、部会ワーキングチームの参画等 

〔達成状況〕商店街や店舗等集客施設側の放置自転車対策の協力：新たに７店舗（目標５店舗） 

 

【４－２－３ 新たな制度等の検討】…p.17 参照 

・店舗等の集客施設に対するサイクルサポーター登録、啓発活動の参加、駐輪場マップ  

の留置等、様々な協力を得られるような働きかけを行う。 

・区民だよりや区 HP 等で、自転車利用のルールや放置自転車対策協議会での活動等、適正な自転車利用につ

いての情報発信を行う。 

〔達成状況〕区長会部会ワーキングチームでの条例改正等も含めた抜本的な放置自転車対策の 

実現化に向けた検討 5 件（目標５件） 

 

【４－３－１ LGBT 支援事業】…p.18 参照 

・区内官公署職員対象研修、区民・区内企業等向けの啓発講演会、LGBT フレンドリー 

ステッカーを活用した啓発、LGBT の当事者や周囲の方々からの電話相談事業 

〔達成状況〕 

・研修に参加した職員等が LGBT の知識が得られたと感じる割合：100％（目標 90%） 

・講演会等に参加した区民等が、知識の取得を得たと感じる割合：92％（目標 60%） 

・相談者や意見交換会の参加者が取組みを理解したと感じる割合：100％（目標 60%） 

・ＬＧＢＴフレンドリーステッカー掲出事業者数：未実施（目標 100 事業所） 

 

【経営課題 5：区民のお役に立つ区役所】 

■目標を達成した取り組み 

【５－１－１ 地域ニーズや情報の的確な把握】…p.19 参照 

 ・区民ニーズや行政への評価を把握するため、区民モニターにアンケートを実施する。 

 ・区長が区民から直接意見を聞く車座会議を開催し、区の運営方針等に反映させる。 

〔達成状況〕区民ﾓﾆﾀｰや車座会議が意見聴取に有効と感じる区民の割合 82.3%（目標 60％） 

 

【５－１－２ 区政会議の開催】…p.19 参照 

 ・淀川区区政会議で前年度の実績等を評価してもらい、事業が地域の実態に基づいたよ 

り効果的なものとなるよう意見を伺う。 

 

 

〔達成状況〕区政会議の意見を踏まえて予算や運営方針等に反映した件数 9 件（目標 8 件） 

 

【５－３－２ 改革を担う職員づくり、人材マネジメント】…p.22 参照 

・市民サービスやそのサービスを効果的に実践できる職員（人材）を育成する。 

・研修を年間５種類以上開催する。 

〔達成状況〕各種の区独自の研修及び区職員全員が参加できる事業でのアンケート結果で「役 

に立った・ある程度役に立った」と答えた職員の割合 76.4%（目標 70％） 

 

 

【５－３－４ 連絡調整機能の充実と住民との協働意識の啓発】…p.22 参照 

・区役所で受付けた多様な相談に充実した対応ができるよう、インターフェイス機能の仕組みを行政連絡調整

会議等を活用して整備する。局職員に区行事等への参加を促す。 

〔達成状況〕区民まつりほか区の行事等に参加する事業署（所）数 6 事業所（目標４事業所） 

 

■目標が未達成達成（撤退基準未達成を含む）の取り組み 

○【５－２－１ 市民が必要とする情報の発信】…p.20 参照 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【５－３－１ 来庁者サービスの向上】…p.21 参照 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【５－３－３ 区長による個性あふれる区政運営と自主的な組織運営】…p.22 参照 

  

 

運営方針の達成状況 

目標未達成 

広報誌､HP など広報媒

体が分かりやすいと感

じる割合 80.2%(目標

85%) 

取組は予定どおり 

 

26年度取組 

広報誌の A4 判化 

特色ある施策・事業の発

信。YODO-REPO の発行

（10 回） 

Facebook 191 件、 

Twitter 3,383 件他 

課題と改善策 

広報誌を「見やすい・分

かりやすい」誌面にする。

ホームページはコンテン

ツごとに読み手を惹きつ

ける表現やレイアウトに

工夫する。 

目標未達成 

ｻｰﾋﾞｽ向上を感じる区民

の割合市 63.9%( 目標

80%) 

・窓口ミシュラン星１つ

(目標２) 

取組は予定どおり 

 

課題と改善策 

・アンケート調査や窓口

ミシュランなどの結果

を検証し、サービス向上

のための改善策を実行

する。 

 

26年度取組 

「サービスアップ取組強

化週間」、フロア巡視点検

などの集中実施、出前講座

（他担当向けの職場研修

会）開催 

 

撤退基準未達成 

特色ある施策・事業が展

開されていると感じる割

合 11.5%(目標 80％) 

 

課題と改善策 

区の取組を広く区民に

伝えるため、広報誌「よ

どマガ!!」を全戸配布す

るほか、「ＹＯＤＯ－Ｒ

ＥＰＯ」を活用する。 

26年度取組 

地域特性に応じた事業

を実施。小学生の読書活

動支援事業、訪問型病

児・病後児保育（共済型）

推進事業、LGBT 支援事

業他 

を実施。 


