
平成27年8月末現在

達成
状況

有効性 進捗状況（課題と改善策等）

1-1-1
区地域防災計画の周知、
作成支援

区地域防災計画の作成支援ほか ①(ⅰ) ○
区防災計画の配布（５回）防災講座開催（７回）
地区防災計画作成に係る支援（２地域）
地区防災計画作成済地域（１地域）

1-1-2
防災アプリの普及 若年層向けに防災アプリの周知 ①(ⅰ) ○

防災講座などでの周知（14回）

1-1-3
地域防災力向上事業 区総合防災訓練、防災講座ほか ①(ⅰ) ○

防災リーダー隊長会議（１回）
子ども向け防災講座（２回）

1-1-4
津波避難対策事業

津波避難ビルの協力依頼ほか
①(ⅱ) ○

津波避難ビル（民間）への依頼（12件）

1-1-5
帰宅困難者対策事業 地域協議会の開催、帰宅困難者訓

練
①(ⅰ) ○

帰宅困難者体験訓練（1回）

1-1-6
防火備蓄物資の充実事業 備蓄物資の配備ほか ①(ⅰ) ○

民間津波避難ビルへの備蓄物資の配備（2施設）
災害弱者用物資(床用マット､投光設備)配備（全収容避難所）
備蓄物資の公開（2地域）

1-2-1
区民の防犯意識促進事業 安まちメールＨＰ発信ほか ①(ⅰ) ○

平成27年8月末、区内「安まちメール」登録者数 8,654件
（府下における区の登録者数の割合2.030％）

1-2-2
防犯活動普及事業 防犯活動に取り組む店舗の拡大 ①(ⅰ) ○

平成27年8月末、日常的に防犯活動に取組む企業・店舗数144件
（企業数：34社　店舗数：110店舗）

1-2-3
ひったくり被害対策

防犯キャンペーンほか
①(ⅰ) ○

平成27年1～7月末、区内ひったくり発生件数24件

1-2-4
青色防犯パトロールの実施 夜間のパトロールを3区合同実施 ①(ⅰ) ○

平成27年1～7月末、ひったくりの夜間発生件数10件、割合41％

1-2-5
犯罪抑止に配慮した都市環境づく
りの促進

駐車場防犯カメラ設置補助ほか ①(ⅰ) ○
平成27年1～7月末、車上ねらい発生件数154件

1-3-1
地域における要援護者見守り
ネットワーク強化事業

登録同意書未返送者への訪問ほか ①(ⅱ) ○
4～6月調査員決定、7月～未返送者への訪問開始。
行政名簿の発送業務が遅れているが発送・返送は年度内に完了見込
み。

1-3-2
地域ささえ愛推進事業 淀川区地域福祉推進ビジョンの啓

発
①(ⅰ) ○

地域福祉の推進の基本となるビジョンを区民に（わかりやすく）広く
周知できる工夫が必要。（広報掲載、パネル展、パンフレット・啓発
物品の配布等）

達成
状況

有効性 状況（課題と改善策等）

2-1-1
小学生の読書活動支援事業 図書の購入ほか ①(ⅰ) －

今年度5校ではぐくみ文庫を創設し、区内全校の設置を完了。
蔵書や図書管理のための物品は8月に納品済み。各校の希望日に配布
予定

2-1-2
淀川区小学生補習充実事業 学校を選定し、補習計画作成支援 ①(ⅱ) －

8ヶ月放課後補習実施（予定4校の内2校）原因は周知期間が短く、年
度当初に各校が指導者を確保できなかったため。

2-1-3
淀川区英語交流事業

ネイティブスピーカーによる英語
講座

①(ⅰ) －
前期講座は全クラスが定員達成。後期講座は小学生3～4年生が定員達
成、5～6年生と中学生は追加募集を実施。

2-1-4 児童・生徒の体力づく
り支援事業 区内プールの無料開放、水泳指導

教室ほか
②(ⅰ) －

区内プール無料開放の登録者数は768人(H27年7末）で昨年同月比32人
減少。今後、広報を充実し、登録・継続利用促進。

2-1-5
中学生の朝食喫食率向上 食生活講座、啓発リーフレット配

布
①(ⅰ) ○

朝食アンケート(6中学校実施、5校回収済)、食生活講座（1校：9月実
施予定）朝食喫食率は就寝時間の影響を大きく受けることが判明。

2-2-1
訪問型病児保育(共済型)推進
事業

共済型モデル事業の実施 ①(ⅰ) ○
平成27年7月末現在、138名（うち実会員116名、予約・休会22名）の登録。平
成27年4～7月までの4ヵ月間で、延112日の利用実績。

2-2-2
発達障がい児等子育て支援事
業 ピアカウンセリング、講座ほか ①(ⅰ) ○

・発達障がい児等を養育する保護者対象のピアカウンセリング：12回
・リトミックやダンス等、親子で参加・交流できる講座の開催:2回

2-3-1
障がい者の雇用支援 ハローワークと連携した啓発、研

修会ほか
①(ⅰ) ○

雇用実績の増加は受入企業の理解の強化が必要。今年度(９月開始)は
訓練先開拓業務と企業セミナー等を実施。就労移行支援事業所等の周
知強化。

戦略2－2　子育て支援

１　重点的に取り組む主な経営課題
評価

戦略1－1　防災対策

戦略1－2　防犯対策

戦略1－3　地域福祉の推進

経営課題１
　安全・安心に暮らせるまち

経営課題２
　子育て世帯が住み続けたいと思うまち

戦略2－1　学校教育の支援

評価

戦略2－3　障がい者の雇用支援

平成27年度 運営芳針の達成状況（概要） 



達成
状況

有効性 状況（課題と改善策等）

3-1-1
地域団体等のネットワーク拡
充支援事業

様々な活動主体の交流を促進 ①(ⅰ) －
区役所1階に地域情報コーナー設置。手続きに来られた方や若い世代
の方にまちセン通信で地域活動情報を発信。

3-1-2　校庭等の芝生化事業
小学校校庭の芝生化、維持管理サ
ポート

①(ⅰ) －
三津屋小、北中島小（年度末予定）で新規施工実施。昨年度施工の木
川小、加島小、田川小は、維持管理補助金や維持管理技術指導を実
施。

3-2-1
地域活動協議会の自立運営支
援

講座開催、補助金の活用支援 ①(ⅱ) －
8月末現在、自律的な地域運営支援補助金申請地域（新規1地域、継続
2地域受付）下半期は様々な機会を活用して補助金活用促進および個
別支援を実施。

3-2-2
地域と区役所地域担当職員と
の連携支援

地域担当者の地域行事参加 ①(ⅰ) －
地域担当職員が地域会議や地域行事などに積極的に参加して区役所と
地域との顔の見える関係を構築。今後、ブロック別意見交換会に出席
し地域との連携強化。

3-3-1
ＣＢ､ＳＢ､社会的ビジネス化
の事業化促進

交流会の開催、マッチングの推進
ほか

①(ⅰ) －
専門学校の地域イベント参加や企業の防災訓練参加等(6件)マッチン
グは成功。コミュニティビジネスにはつながっていないため起業意欲
のある層との関係構築を推進。

達成
状況

有効性 状況（課題と改善策等）

4-1-1
淀川河川敷フェスティバル 実行委員会の追加公募、集客数増

加ほか
①(ⅰ) ○

運営委員会の自律的な運営を図るための資金確保（協賛金やブースの
手数料等）が課題。

4-2-1
市民協働型自転車利用適正化
事業

放置自転車防止啓発活動ほか ①(ⅰ) ○
地域と放置自転車対策協議会で啓発活動や土日撤去の回数増に取組
む。

4-2-2自転車利用者や集客施設
への啓発 駐輪場マップの設置ほか ①(ⅰ) ○

無償サイクルサポーターの登録協力店舗　新規2店舗

4-3-1
LGBT支援事業 研修、啓発、区民の意識調査ほか ①(ⅰ) ○

職員研修の理解度は目標達成。区民モニターアンケートでは「自分の
周りに当事者がいない」と考えている区民の割合が５０％あるので市
民啓発の強化が必要。

達成
状況

有効性 状況（課題と改善策等）

5-1-1
地域ニーズや情報の的確な把
握 区民モニターアンケートほか

①(ⅰ) －
区民モニターアンケートは1回目を実施(8月)。車座会議は年度後半に
予定。モニター数が少なく、サンプルとして不十分なため、次年度は
変更予定。

5-1-2
市政総合窓口としての区役所 ２開庁日以内に適切な伝達 ①(ⅰ) －

8月末で通知の遅れは局間の調整で遅れた２件（回答60件）

5-1-3
区政会議の開催 議論の充実化 ①(ⅰ) ○

本会議1回、部会3回開催。的を絞った活発な議論を図るため事前に資
料を送付

5-2-1
市民が必要とする情報の発信 「よどマガ！」全戸配布 ①(ⅰ) ○

27年5月号から全戸配布を実施。有人世帯を対象としてるが、今後は
事業所を配布対象に追加。

5-3-1
来庁者サービスの向上 窓口サービスＰＴで各課の状況を

確認
①(ⅰ) ○

各担当が弱点を分析し、改善点を職員間で定め、その内容が運用され
ているか日々チェック。

5-3-2 プロセスの改善や集約
化による効果的・効率的な業
務運営

提案の働きかけ、改善内容の広報 ①(ⅰ) ○
今年度は業務の軽減を目的とした職員提案を募集。

経営課題３
　住民が主体となって運営されるまち

戦略5－1　区民意見の反映と評価できる仕組みづくり

評価

戦略4－2　市民協働型自転車利用適正化事業

戦略4－3　ＬＧＢＴ支援事業

戦略5－2　区政情報等の発信力の強化

戦略5－3　区民の視点に立った区役所づくり

戦略4－1　淀川の魅力を幅広く発信

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

経営課題５
　区民のお役に立つ区役所

評価

評価

戦略3－1　地域活動への参加促進

戦略3－2　地域活動協議会の自律活性化支援

戦略3－3　地域資源が循環する仕組みづくり


