
 26年度淀川区運営方針自己評価シート

【経営課題2：子育て世帯が住み続けたいと思うまち】

〇経営課題の評価結果の総括

［戦略2－１：学校教育の支援］

（１）戦略の有効性評価

（２）戦略の進捗状況とアウトカムの達成状況

個別 全体

結果を公開する
区内の21学校中

8校
Ｂ

結果を公開する
区内の21学校中

5校
Ａ

結果を公開する
区内の21学校中

4校
Ｂ

評価結果
（※３）

a

・平成２７年度までに、「全国学力・学習状況調査」結果の４科目中２科目以上の平均正答率が全
国平均以上である学校を、結果を公開する区内の学校のうち半数以上にする。

結果を公開する区内の21学校中の4校

Ｂ

・平成２７年度までに、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」結果において「運動することが好
き」と答えた児童生徒の割合が全国平均以上である学校を、結果を公開する区内の学校のうち半
数以上にする。

結果を公開する区内の21学校中の4校

戦　略
戦略の進捗状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※評価結果が「C」の場合のみ、記載

・平成２７年度までに、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」結果の体力合計点が、全国平均
の合計点以上である学校を、結果を公開する区内の学校のうち半数以上にする。

結果を公開する区内の21学校中の7校

・「学力」と「体力」の関連性は研究分野においても示唆されている。
　子どもにとって読書とは、言葉を学び、表現力や創造力を豊かにするうえで欠かすことができな
いものであり、学力を高める有効な手段である。はぐくみネット協議会等による小学校での読書活
動を支援し、小学生の学力向上をサポートしていく。
　基礎的体力を身につけるためには、学校・家庭・地域が連動して子どもの運動時間を増やす取
組を実施しなければならない。学校・家庭・地域がそれぞれの場で取り組めるプログラムを提供し、
意欲・気力が充実し困難に立ち向かう力のある「未来を切り拓くタフネス淀川っ子」を育成する。
　また、学力・体力の向上のために学校で取り組まれている様々な取組を側面的にサポートする
仕組みを作り、子どもを取り巻く環境の一層の充実を図る。

・区内中学校、地域と連携しながら食育の推進を図り、各校でのミニ食生活展と講話・調理実習・
試食を地域のボランティア団体（淀川区食生活改善推進員協議会）と協働で行い、朝食の摂食と
正しい食生活のあり方を実践できる力を身につけるよう取り組む。

（※２）アウトカムの達成状況
　　Ａ：順調
　　Ｂ：順調でない

（※３）戦略の進捗状況
　　a：順調
　　b：順調でない
    c：中間アウトカム未設定

アウトカム アウトカムの達成状況 前年度数値
評価結果（※２）

内　容 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

・子育て世帯が住み続けたいと思うまちをめざし、小学校・中学校における教育を支援し、小学生
の学力および体力が高い水準にあることをめざす。
　そこで、読書習慣及び運動習慣の形成に焦点を当てた取り組みを展開し、小中学生の学力・体
力向上を支援する。

・学力・体力と関係があると検証されている中学生の朝食喫食率は、改善傾向にあるものの、依然
として全国平均に比して低いため、朝食喫食率の向上に向けた支援を行う。

・民間事業者のノウハウを活用し、訪問型病児・病後児保育のサービス供給量を増加させる。

・発達障がいにかかる区民の相談ニーズに対応できるだけのサービス量や事業実施体制を整備
していく。

・障がい者を雇用する企業が増加し、法定雇用率達成割合が全国平均に到達することをめざし
て、障がい者の雇用に前向きな企業の発掘や企業への働きかけ、マッチングの機会創出などの支
援を行う。

・具体的取組の進捗により、小学生の読書習慣の形成について効果が表れている。平成27年度につ
いても、学力の向上につながるよう、読書量の増加への参加者増に取組み、引き続き事業を推進して
いく。

・小中学生の体力向上につき、具体的取組の進捗により、運動習慣の形成の基となる運動の機会の
提供において一定の成果が現れており、平成27年度も引き続き事業を推進し、運動習慣の形成を図
り、体力の向上へつなげていく。

・中学生への食育推進として、地域のボランティア団体（淀川区食生活改善推進員協議会）と協働した
事業を展開した結果、生徒の朝食に対する意識が高まっていると認識している。今後は、家庭への働
きかけも含めた生活習慣改善に取り組んでいく必要がある。

・訪問型病児保育事業については、政令指定都市で初めて共済型モデルを採用し、マスコミからも注
目を集めた。登録者数は順調に推移しており、「子育てしやすくなっている」と評価する方が増えた。

・発達障がい児に関する相談ニーズに応じた事業構築が進んでおり、利用者の育児負担も軽減して
いる。

・障がい者の雇用支援対策として、就労支援に関する制度等の理解を深める取組みや、法定雇用率
未達成企業を対象に実習受入れに関する取組みを進めてきた結果、障がい者ほか区民の関心の高
まりや、障がい者の雇用受入れに関する企業の意識向上が図れ、課題解決に向けて戦略は順調に
進捗していると認識している。今後、就労支援関係機関と連携しながら、障がい者の雇用を前提とし
た就労訓練先企業をより多く開拓し、障がい者とのマッチング機会の増大を図るために、企業への啓
発強化に取組む必要がある。

戦略のアウトカムに対する有効性
評価結果

（※１）
課題と今後の対応方向

　　　　                                    ※評価結果が「イ」の場合のみ、記載

・戦略（小学生の読書活動支援）の進捗により、中間アウトカムを達成したが、アウトカムの実現に
は至っていない。読書習慣の形成による学力への影響は、今後、長期的に現れてくるものと考えら
れる。

・具体的取組の「児童・生徒の体力づくり支援事業」では、各種講座において区内の約1/4の小中
学生が参加し、満足度も目標値を大きく上回った。またプール無料開放においては利用者の9割以
上が運動習慣の形成に役立ったとのアンケート回答があり、運動を楽しむ機会、運動を習慣付け
る機会を提供できたので戦略は概ね有効と考えられる。
　しかし、アウトカムにおいて達成値が横ばいのものがあり、今後も多様な運動の機会を提供する
だけでなく、継続意欲への動機付けを行うことで、運動への意欲を高め、より多くの小中学生の運
動習慣の形成へつなげていく。

・なお、アウトカム指標の「全国学力・学習状況調査」「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の
調査時期は年度当初であり、年度内の取組の成果は、次年度以降の同調査結果に現れてくるも
のと考える。

・朝食の調理実習や講話を行ってきたことで、全体としてアウトカムの達成は順調であり、戦略は
概ね有効である。しかし、全校で取り組めていない事業もあるため、戦略を一部見直す必要があ
る。

イ

（課題）
・読書習慣の形成は、基礎的な理解力や読解力の形成に資すると考えられるが、その効果は長
期的に現れてくるものと考えられる。

（対応方向）
・平成２７年度は、合わせて、小学校児童の学習習慣の定着及び学力の向上をめざし、小学校に
おける補習の充実を支援する取組を開始する。これにより、学力の向上を強力に支援していく。

・小中学生が継続的に運動を行う機会を提供するため、取組への参加呼びかけの広報等に力を
入れるとともに、運動へのモチベーションを高める取組も行っていく。また、H27年1月に教育委員
会が改めて策定した「子どもの体力づくり強化プラン」を受けて、区役所と各学校間が連携して体
力向上の取組を進めていく。

（※１）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

４ 重点的に取り組む主な経営課題 
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（３）具体的取組の目標達成状況と戦略に対する有効性

取組内容 業績目標
評価
結果

（※４）

戦略に
対する
有効性
（※５）

課題 改善策
市政改革
プランと
の関連

【２－１－１　小学生の読書活動支援事業】
学力の向上をめざし、小学生の読書活動を支援するため、以
下の取組を行う。
・図書の購入（6校、4,400冊）
・図書関連物品（書架等）の整備（6校）

・本事業実施前後に実施する調
査において「読書冊数」の5％増
加。

【撤退基準】
・本事業実施前後で対象6校に実
施する調査において「読書冊数」
が2％増加しなければ、事業を再
構築する。

①
(ⅰ)

○

・読書冊数が
19.1%増加と、一
定の成果を得
た。合わせて行っ
たアンケートで
は、週２回以上
図書館に行くと答
えた生徒が23.0%
から30.2%に増加
するなど、読書習
慣形成に効果が
見受けられた。

・今後も、学校図
書館活性化の取
組を支援していく。

【２－１－２  児童・生徒の体力づくり支援事業】
　「未来を切り開くタフネス淀川っ子」を育成することをめざし、
小中学生の運動習慣の形成を促進するため、次の取組を行
う。
・中学生以下の区内プール無料開放（７・８月を除く通年）
・民間インストラクターによる水泳指導講座の実施（2回)
・民間インストラクターによる水泳出前講座を希望に応じて実施
（年間最大10回）
・各種スポーツの出前講座を希望に応じて実施（3種、年間最
大24回）
・スポーツ大会の実施（1回）

・区内プール無料開放の実利用
人数が区内小中学生の10％以上
・区内プール無料開放利用者へ
のアンケートにおいて50％以上が
運動習慣の形成に役だったと回
答

・各種講座等の参加人数の合計
が区内小中学生の１０％以上
・各種講座等参加者へのアンケー
トにおいて70％以上が講座等内
容に満足したと回答

【撤退基準】
・区内プール無料開放の実利用
人数が区内小中学生の５％未満
であり、かつ、利用者アンケートに
おいて運動習慣の形成に役だっ
たとの回答が30％未満であった
場合、事業を再構築する。
・各種講座等の参加人数の合計
が区内小中学生の５％未満であ
り、かつ、参加者アンケートにおい
て講座等内容に満足との回答が
50％未満であった場合、事業を再
構築する。

①
(ⅰ)

○

・プール無料開
放の実利用者数
は1012人と、25
年度利用者数
1390人に比べ減
少しているため、
実利用者増加へ
の対策が必要で
ある。

・一方、プール無
料開放の利用者
１人当りの平均
利用回数は約2.6
回と、25年度の
約2.3回に比べる
と増加している。
　無料開放利用
者へのアンケー
ト結果からも、運
動習慣の形成に
関し一定の成果
があったと考えら
れる。

・各種講座に関し
ては、人数目標、
満足度ともに、目
標を大きく上回っ
た。

・区内プール無料
開放に関するチラ
シの児童生徒保
護者への配付回
数を増やし、周知
の徹底を図る。

・プールの実利用
人数を増やすた
め、スタンプカード
を発行し、回数に
応じて特典を付与
することで、子ども
達のプール利用
へのモチベーショ
ンを高める。

【２－１－３　ミニ食生活展等の開催】
　区内の中学生を対象に「講話・ミニ食生活展・試食」や調理実
習・食生活改善推進員によるゲストティーチャー実施を働きか
け、家庭科調理実習のサポートを行えるようコーディネートす
る。
・「講話・ミニ食生活展・試食」実施の働きかけ：６校
・調理実習実施の働きかけ：６校
・アンケート調査：年2回×６校
・ゲストティーチャー実施の働きかけ：６校

・淀川区内の中学生のうち「朝食
を毎日食べる」生徒の割合：81％
以上
・「講話・ミニ食生活展・試食」実
施：６校
・調理実習実施：４校
・ゲストティーチャー実施：３校

【撤退基準】
　ミニ食生活展や家庭科調理実
習のサポート実施後のアンケート
調査の結果で「朝食を毎日食べ
る」生徒の割合が81％未満であ
れば事業を再構築する。

③ ×

・調理実習は参
加者が限定的で
有効性が不明で
ある。

・講話・ミニ食生
活展・試食は学
校との日程調整
が困難である。

・ゲストティー
チャーは希望さ
れない学校もあ
る。

・調理実習は対象
者が限定的である
ため、朝食レシピ
集やリーフレット配
付等、生徒および
家庭に啓発できる
方法を検討する。
　また、事業内容
を学年全体にアプ
ローチできる講
話・ミニ食生活展・
試食に集中するこ
とにより、全校で
の実施を目指す。

・ゲストティー
チャーは希望校に
のみ実施する。

【目標達成状況】
・区内プール無料開放の実利用人数は
27.3月末時点で1012人で区内小中学生
の10.0%。（区内小中学生の人数は10152
人）
・区内プール無料開放利用者へのアン
ケートにおいて94.0％が運動習慣の形成
に役だったと回答
・各種講座等の参加人数の合計は2528
人で区内小中学生の24.9%
・各種講座等参加者へのアンケート結果
において、87.6%が講座内容に満足したと
回答

【取組実績】
・5月10日から、小中学生に淀川屋内
プールを無料開放。（7月、8月は対象外）
（221日）
・民間インストラクターによる水泳指導講
座を実施（2回）
・民間インストラクターによる水泳出前講
座を実施（10回）
・各種スポーツの出前講座(3種)を実施
（29回）
・淀川区おおなわとび大会を実施（1回）

【目標達成状況】
・淀川区内の中学生のうち「朝食を毎日
食べる」生徒の割合：79.6％
・「講話・ミニ食生活展・試食」実施：4校
・調理実習実施：6校
・ゲストティーチャー実施：1校

【取組実績】
・アンケート調査2回×6校実施済
・｢講話・ミニ食生活展・試食」4校実施済
(残2校不調)
・調理実習6校全てで実施済
・ゲストティーチャー1校実施済（他1校不
調、残4校希望なし）

（※４）具体的取組の目標達成状況
　　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

（※５）具体的取組の戦略に対する有効性
　　○：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）

【目標達成状況】
・読書冊数の19.1％増加。
【取組実績】
・６校に対し、図書(合計7,676冊)及び書
架等の図書関連物品を整備。
・６校にはぐくみ文庫を設置。
・各校にてはぐくみ文庫の利用がスター
ト。

目標達成状況・取組実績
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［戦略2－2：子育て支援］

（１）戦略の有効性評価

（２）戦略の進捗状況とアウトカムの達成状況

個別 全体

21% Ａ

― Ａ

評価結果
（※３）

a

（３）具体的取組の目標達成状況と戦略に対する有効性

取組内容 業績目標
評価
結果

（※４）

戦略に
対する
有効性
（※５）

課題 改善策
市政改革
プランと
の関連

【２－２－１　訪問型病児保育（共済型）推進事業】
　利用登録者が会費を拠出し、保育料に充てる方式の共済型
モデル事業を実施する。
・午後5時以降（8時まで）の保育者派遣、かかりつけ医への受
診代行など、最も病児保育サービスを必要としている常勤就労
者等の実際のニーズに合ったサービスを提供する。
・民間事業者が、潜在的ニーズのある市民と制度を結ぶ営業
活動を積極的に展開する。
・定員で受入できない状況を不安に思う保護者のニーズに対応
し、100％の保育者派遣を保証する。

　H26年度の年間登録目標を100
人、利用目標（日数）を240日とす
る。

【撤退基準】
　H26年度実績において、年間利
用目標の半分を下回り、かつこど
も青少年局が実施予定の訪問型
病児保育事業の淀川区内におけ
る利用実績（日数）を下回れば、
本事業を再構築する。

①
(ⅰ)

○

・利用者の満足
度やサービスの
質についての評
価ができていな
い。

・H27年度も引続き
事業を実施する中
で、利用者アン
ケートなどにより、
H28年度以降に向
けた事業検証を行
う。

【２－２－２　発達障がい児等子育て支援事業】
・発達障がい児等を養育している世帯を対象とするピアカウン
セリング（36回以上）
・発達支援講座（18回以上）の開催。

・ピアカウンセリングの利用者　延
36人
・発達支援講座の参加者　延90人

【撤退基準】
　子育て支援室における発達障
がい相談件数及びピアカウンセリ
ング等の利用人数が平成25年度
を下回る場合、事業を再構築す
る。

①
(ⅰ)

○

・座談会よりも、
保護者の個別相
談ニーズの方が
高かった。今後、
事業の関係機
関、保護者等へ
の周知がより一
層必要である。

　・H27年度は広報
を工夫し、事業の
より一層の周知を
図る。また、座談
会に加えて、親子
講座を開催し、保
護者ニーズに対応
しながら、より多く
の方に参加してい
ただく。

戦　略
戦略の進捗状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※評価結果が「C」の場合のみ、記載

・中所得者層を中心とする共済型モデル（会費を拠出し、保育料に充てる保険的方式）による病児
保育事業を実施し、サービス供給量を拡大させる。
　また、発達障がい児等を養育している世帯を対象とする子育て支援事業を拡充し、保護者の育
児負担の軽減を目指す。

（※２）アウトカムの達成状況
　　Ａ：順調
　　Ｂ：順調でない

（※３）戦略の進捗状況
　　a：順調
　　b：順調でない
    c：中間アウトカム未設定

アウトカム アウトカムの達成状況 前年度数値
評価結果（※２）

・区民モニターアンケートで「訪問型病児保育事業により、子育てしやすくなっている」と回答した割
合　H26年度末までに50％以上。H27年度末までに60％以上。

47％（86/183名）

Ａ
・ピアカウンセリング及び発達支援講座利用者のうち、「事業を利用して、育児負担が軽くなった」と
回答した割合　H26年度末までに70％以上。H27年度末までに80％以上。

66％（42/64名）

戦略のアウトカムに対する有効性
評価結果

（※１）
課題と今後の対応方向

　　　　                                    ※評価結果が「イ」の場合のみ、記載

・訪問型病児保育（共済型）推進事業の実施により、「子育てしやすくなっている」と感じている方が
増えている。また、発達障がい児等子育て支援事業の利用者の約7割が「育児負担が軽くなった」
とアンケートに回答していることから、戦略はアウトカムに対して有効である。

ア

（課題）

（対応方向）

（※４）具体的取組の目標達成状況
　　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

（※５）具体的取組の戦略に対する有効性
　　○：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）

（※１）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

目標達成状況・取組実績

【目標達成状況】（3月末現在）
　登録者数100名（うち予約・休会者数18
名）。利用日数、延166日。

【取組実績】
・H26年4月から事業開始。
・SNS等を活用した広報を展開し、マスコ
ミでも取り上げられた。
・当日朝8時までの予約で100％の保育
者派遣を実現している。
・こども青少年局の訪問型病児保育事業
は、淀川区内で実施せず。

【目標達成状況】
・ピアカウンセリング利用者、延36名（当
日キャンセル2名含む）。
・保護者向け座談会参加者、延46名。
（H25年度利用者、延22名）
・発達障がい児相談件数：147件
（Ｈ25年度発達障がい児相談件数：103
件)

【取組実績】
・ピアカウンセリング実施、36回(当日キャ
ンセル分2回を含む）。
・保護者向け座談会開催、6回。
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［戦略2－3：雇用支援］

（１）戦略の有効性評価

（２）戦略の進捗状況とアウトカムの達成状況

個別 全体

0% Ｂ Ｂ

評価結果
（※３）

b

（３）具体的取組の目標達成状況と戦略に対する有効性

取組内容 業績目標
評価
結果

（※４）

戦略に
対する
有効性
（※５）

課題 改善策
市政改革
プランと
の関連

【２－３－１　　雇用促進の支援】
・障がい者の雇用を視野に入れた就労訓練の受け入れについ
て100社以上の企業（法定雇用率未達成）に協力を依頼する。
・就労支援機関と連携して、障がい者向けの就労相談会を2回
以上開催する。
・就労へ円滑につなげるために、就労移行支援事業所の活用
へ向けて障がい者向けの支援機関による合同説明会を2回以
上開催する。

　具体的取組で行われた就労訓
練や相談会などを利用すること
で、雇用が決定した障がい者の
人数が12人以上。

【撤退基準】
　具体的取組で行われた就労訓
練や相談会などを利用すること
で、雇用が決定した障がい者の
人数が8人未満の場合は、事業を
再構築する。

③ ×

・職場体験・雇用
前実習は利用者
が働くイメージを
具体的にもつこと
ができ、就労支
援には有効な取
組みであるが、
雇用までの実績
数を上げるため
には受入れ企業
の理解を深め、
就労をめざす障
がい者への就労
支援に関する制
度や関係機関の
周知強化に取組
む必要がある。

・障がい者就労支
援部会に所属する
事業所およびハ
ローワーク等関係
機関と連携して企
業への啓発・研修
会等を開催する。

・障がい者の就労
に向けた訓練先開
拓事業において企
業への啓発・研修
および医療機関等
への障がい者就
労支援制度や社
会資源についての
周知強化に関する
取組みを行う。

・就労支援機関等との連携により、企業が障がい者を雇用しやすい状況を創出していく。
　障がい者就労の推進を目的として、障がい者の雇用を前提とした就労訓練先企業の開拓と、障
がい者とのマッチング機会の創出を図る。

（※２）アウトカムの達成状況
　　Ａ：順調
　　Ｂ：順調でない

（※３）戦略の進捗状況
　　a：順調
　　b：順調でない
    c：中間アウトカム未設定

目標達成状況・取組実績

戦　略
戦略の進捗状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※評価結果が「C」の場合のみ、記載

・戦略の進捗が図られていないため、アウトカムは順調に推移していない。今後、雇用に至る障が
い者の実績を上げるために、企業への啓発・研修に関する取組や、障がい者の就労支援に関する
制度や社会資源等についての周知拡大に関する取組を強化する戦略の進捗を図ることで、アウト
カムも順調に推移することが見込まれるため、戦略はアウトカムに対して有効である。

ア

（課題）

（対応方向）

（※１）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

アウトカム アウトカムの達成状況 前年度数値
評価結果（※２）

戦略のアウトカムに対する有効性
評価結果

（※１）
課題と今後の対応方向

　　　　                                    ※評価結果が「イ」の場合のみ、記載

27年度末までに法定雇用率達成割合が全国平均に到達する。
未測定

※２２社の雇用前・体験実習受入れ可能企業を開拓。実習
済の障がい者：９社１３名、うち２名雇用確定。

【目標達成状況】
・２２社の実習受入れ可能企業を開拓。
実習実績：9社13名、うち２名は雇用確
定。

【取組実績】
・就労移行支援事業所ほか関係機関に
よる合同説明会および就労相談会（同時
開催）　各３回実施。
・障がい者の就労に向けた訓練先開拓
事業（業者委託）を１０月に開始。約３００
社の法定雇用率未達成企業に協力を依
頼、２２社の実習受入れ可能企業を開
拓。実習済の障がい者：9社13名、うち２
名は雇用確定。

（※４）具体的取組の目標達成状況
　　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

（※５）具体的取組の戦略に対する有効性
　　○：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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