
【様式１】

主な具体的取組（2８年度予算額）

【2-1-4 子どもの睡眠習慣改善支援事業（ヨドネル）】（2,309千円）
・区役所と小中学校とが連携して、子どもの睡眠習慣の改善を支援する取り組みを行う。
【2-2-1 訪問型病児保育（共済型）推進事業】(7,423千円）
・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。

経営課題の概要 主な戦略

【経営課題３　住民が主体となって運営されるまち】
・地域活動協議会の自律的運営段階の向上に向けた支援のほ
か、地域活動に関わりの薄かった層の参加を促進する必要があ
る。また、地域資源が循環するための人材発掘等が必要であ
る。

【3-1 豊かなコミュニティの実現】
・多様な広報媒体を活用し、地域の情報発信・活動参加促進、地
域活動協議会の支援を行う。また、コミュニティ回収に取り組める
よう、環境局と連携した各種相談や報奨金などの支援を行う。

【1-1-2 地域防災力の向上】(4,997千円)
地区防災計画の策定支援や地域防災訓練実施にあたっての助言を行うとともに、新大阪駅周辺の帰宅困難者対策を実施する。
【1-2-3 犯罪抑止に配慮した都市環境づくりの促進】(5,936千円)
子どもや女性を狙った犯罪や街頭犯罪の抑止に向けて、効果的な防犯カメラの設置を促進する。
【1-3-1 要援護者見守りネットワーク強化事業】(28,819千円)
区社会福祉協議会に「見守り相談室」を設置するほか、要援護者支援や孤立世帯等への専門的対応などを実施する。

経営課題の概要 主な戦略

【経営課題２　子育て世帯が住み続けたいと思うまち　】
・学力や体力の向上には、子ども自身による継続的な活動（習慣
づくり）が重要であり、学校、家庭、地域等が連携して運動や学
習、睡眠習慣の形成を支援する必要がある。
・すべての子育て世帯が、安心して子育てするために、必要な支
援・サービスが受けられることをめざす必要がある。

【2-1 学校教育の支援】
・小学校の補習支援のほか中学校等において課外授業を実施す
る。また、子どもの成長の基礎となる睡眠を重視し、睡眠習慣の改
善に向けた取り組みを行う。
【2-2 子育て支援】
・子育て支援情報の積極的な発信や関係施設との連携により子育
て支援の充実を図る。共済型病児保育事業の供給量を拡大する。

経営課題の概要 主な戦略

【経営課題１　安全・安心に暮らせるまち】
・区内の想定被害の周知、多様な主体が参画する訓練など「自
助」「共助」の取り組みを促進する必要がある。
・企業・地域と連携した啓発により、防犯対策に対する機運を高
めるとともに、犯罪が起こりにくい環境整備を推進する必要があ
る。
・地域コミュニティが希薄になりつつある現状において、地域の
助け合い、ささえ合いの体制づくり、地域福祉の担い手づくりが
必要である。

【1-1 防災対策】
・防災講座などを通じた防災意識の向上を図るとともに、地区防災
計画を周知し、区民全体に「減災」の取り組みを浸透させる。
【1-2 防犯対策】
・犯罪発生状況に応じた啓発のほか、企業等での防犯腕章着用や
効果的な防犯カメラの設置など犯罪抑止の環境づくりを推進する。
【1-3 地域福祉の推進】
要援護者の支援体制を確立するほか｢淀川区地域福祉推進ビジョ
ン｣を各種啓発活動により広める。

主な具体的取組（2８年度予算額）

区の使命（どのような役割を担うのか）

・区民の日常生活の安全・安心を担う総合拠点としての役割
・活力ある地域社会づくりに向けた自律的な地域運営を支援する役割
・区の特性に応じた区政運営と総合行政の窓口としての役割

平成2８年度　区運営の基本的な考え方（区長の方針）

　淀川区では、災害発生時における自助・共助の機能や街頭犯罪に対する取り組みなど安全・安心に対する備えが十分とはいえ
ず、また、子育て世帯が区外へ転出する傾向がある。
　このため、「安全・安心に暮らせるまち」、「子育て世帯が住み続けたいと思うまち」、「住民が主体となって運営されるまち」、「区民と
の協働による快適で魅力あふれるまち」に向けた取り組みを進めてきた。
　今年度は、これまでの取り組み成果を基盤として、防災対策や防犯における環境整備のほか、子育てにかかる支援を更に推進す
る。特に分権型教育行政への転換を進めるため、「ヨドジュク」「ヨドネル」など特色のある取り組みにより、小中学校の教育支援を積
極的に行い、淀川区における教育環境の充実化を図る。
　また、区政運営等の情報を区民に対して確実に届けることで、淀川区に住みたい・住み続けたいと思う「淀川ブランド」の実現をめざ
す。

重点的に取り組む主な経営課題（様式２）

平成28年度　淀川区運営方針
区長：榊　正文

◆計画

区の目標（何をめざすのか）

区民との協働によるまちづくりを推進し、「子育てしやすく、つながりのある、安全・安心なまち」をめざす。
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【様式１】

主な具体的取組（2８年度予算額）

主な具体的取組（2８年度予算額）

【4-1-1 放置自転車対策協議会による取組】（10,738千円）
・放置自転車対策協議会形成4地域で放置自転車防止啓発活動。また、放置自転車対策協議会の開催、店舗へのアンケート調査を
行う。
【4-2-1 ＬＧＢＴ支援事業】（4,102千円）
・淀川区役所をＬＧＢＴの情報発信基地にとして位置づけ、各行政機関の情報をはじめ、あらゆる情報のプラットフォーム化を行う。

経営課題の概要 主な戦略

【経営課題５　区民のお役に立つ区役所】
・広聴に対する様々な取組を区民に周知する必要がある。
・区政会議が区民の意見を反映する重要な会議という認識を区
民に周知する必要がある。
・市政・区政情報をより多くの区民に浸透するため、区民が必要
とする情報を興味深くより効果的に発信する必要がある。
・窓口業務は職員一人ひとりが来庁者の来庁目的に対し満足し
ていただくという意識を持つ必要がある。

【5-1 区における住民主体の自治の実現】
・区民アンケートは幅広く的確に区民のニーズを把握するため、設
問から抽出する年齢構成を考慮した無作為抽出に変更する。
【5-2 区政情報等の発信力の強化】
・多様な媒体による効果的・魅力的な情報発信を行う。また、全戸
配布の拡大とニーズに合わせた情報発信により、区民の浸透を図
る。
【5-3 区民の視点に立った区役所づくり】
・「業務カイゼンチーム」「窓口サービスPT」を組織して改善する。

主な具体的取組（2８年度予算額）

【3-1-3 地域資源が循環する仕組みづくり】（4,585千円）
・コミュニティ回収に対する奨励金制度の継続等とともに、地域資源を活用したCB・SB化の仕組み構築や、地域資源が循環する仕組
みづくりに意欲を持った人材と地域とのコーディネートを行う。

経営課題の概要 主な戦略

【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】
・駅前等の集客施設密集地で放置自転車のない安全なまちを実
現するためには、集客施設の駐輪場整備が必要。
・「多様な方々がいきいきと暮らせるまちづくり」実現には、LGBT
等に関する区民や企業の正しい知識が大切である。

【4-1 市民協働型自転車利用適正化事業】
・放置自転車対策協議会の活動を通じた、啓発・撤去および駐輪
場利用促進策等に取組むほか、集客施設等に対する取り組みを
行う。
【4-2 ＬＧＢＴ支援事業】
・企業向・区民向けの講習会からＬＧＢＴの正しい知識の取得を促
す。

【5-1-3 区政会議の開催】（681千円）
・区政会議が区民の意見や評価を聴取する有意義な会議となるよう計画的に趣向を凝らして開催する。また、その反映等を広く区民
に周知する。
【5-2-1 市民が必要とする情報の発信】（35,643千円）
・広報誌の全戸配布を事業所にも拡大するほか、｢YODO-REPO｣のモニタリング調査を実施する。
【5-3-1 来庁者サービスの向上】（-千円）
・窓口応対について区民アンケートやセルフチェックリストで確認。レベルに達していない場合は職員研修など必要な取組を実践す
る。

現行の「市政改革の基本方針」に基づく取組等（様式３）

主な取組項目 取組内容

　【不適切な事務処理の根絶】 ・不適切な事務処理の根絶に向けて、標準作業書を作成する。

１年間の取組成果と今後取り組みたいこと

解決すべき課題と今後の改善方向

主な取組項目 取組内容

　【国民健康保険料収納率の向上】 ・国民健康保険料は口座振替納付が基本の取扱いを徹底し口座振替納付の割合を向
上させる。

◆自己評価
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平成28年度　淀川区運営方針

経営課題１ 安心・安全にくらせるまち（１　防災対策）

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

災害時に自助・共助を軸とした｢減災」の取り組みにより地域防災力が向上し、全区民が被害を最小限にとどめることが
できる状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

【国、大阪市の状況】
　・災害対策基本法の改正(平成25年6月）
  　  ｢地区防災計画制度」の創設（平成26年4月施行）
　・大阪市地域防災計画の改正（平成26年10月）
　 　 基本理念　｢被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る『減災』の考え方」
　・大阪市防災・減災条例(平成27年2月1日施行）
　

【地域の状況】
.・地区防災計画　18地域中1地域で作成済。（28年3月末現在）
・企業が参加（見学含む）した訓練の割合　22％
　（18地域中  4地域　　27年度）
・中学生防災リーダーの結成(区内６校中、半数で結成　28年3月現在）
・学校との合同防災訓練（9地域　27年度）

【家庭の備蓄割合（平成27年度第1回区民モニター）】

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・地域等の訓練に参加した市民の割合が低いことから、行政、市民、事業者の「減災」への役割が十分に浸透していないと考えら
れるため、法律や条例の趣旨を周知する必要がある。
・地域において、企業など事業者との連携が不足している。
・中学生防災リーダーが結成され、地域では学校との合同訓練の実施に伴って家族が参加するなど防災の機運が高まっている。
・訓練時や防災講座の啓発効果もあり、家庭での備蓄割合は約60％に上昇しているものの、備蓄の必要性が浸透してるとはいえ
ない。
・避難場所や避難経路が浸透していない。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・南海トラフ巨大地震の区内の被害想定の周知、備蓄の啓発を通じて、自らができる「自助」の取り組みを促進する必要がある。
・地域防災訓練に事業者の参加など多様な主体が参画する訓練について、助言、支援し、互いに助け合う｢共助｣の取り組みを強
化する必要がある。
・災害時に、区民が安全で安心して避難所生活ができるよう、職員ひとり一人が「公助」としての役割を認識し、区災害対策本部機
能を充実させる必要がある。

自
己
評
価

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

備蓄し

ている
49%

備蓄し

ていな

い
51%

備蓄

してい

る
61%

備蓄し

ていな

い
39%

26年度27年度

そう思う
11%

どちらかと

いえば

そう思う
41%

どちらかと

いえば

そう思わ

ない
20%

そうは

思わない
18%

わからな

い
9%

無回答
1%

【災害時に避難場所に安全に避難できると思

う区民の割合】

（平成26年度第1回区民モニター）
基本理念 「自らのことは自らが守るという自助の考え方、地域におい

て互いに助け合うという共助の考え方及び行政が市民等及び事業者の

安全を確保するという公助の考え方に基づき、本市、市民及び事業者

参加した

8%

参加して

いない

92%

市町村、自治会、職場・学校等が主催する

訓練に参加した割合

（平成26年度 市政モニターアンケート）
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①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・防災講座の開催(40回)
・Twitter、Facebookなどによる、地域防災計画、防災訓練、防災
アプリ等の周知（100回）
・大阪市防災アプリの周知（60回）

大阪市防災アプリをインストールした区民の割合　10％以上
【撤退基準】
上記目標が5％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績

【防災講座】平成26年度　27回、平成27年度　36回
【地域防災計画周知】平成26年度　33回　平成27年度　31回
【防災アプリ】平成26年度全国防災共助協会と協定締結、周知
開始
平成27年度　32回

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組１－１－１ 区民の防災意識の向上

26決算額 27予算額 28予算額

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

(1-1-2に含む）(1-1-2に含む）

めざす成果及び戦略　１－１ 防災対策（自助・共助・公助の役割分担による減災の推進）

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

(1-1-2に含む）

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

　全区民が災害時に迅速、安全に避難できる状態 ・平成28年度末までに区内18地域で地域特性に応じて作成され
る地区防災計画を周知し、区民全体に「減災」の取り組みを浸透
させる。
・職員個々の防災意識の向上と、災害時に対応できる組織力の
向上を図る。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

・区役所で防災等の危機事象ごとの避難場所を知っている区民
の割合を平成29年度末までに85％以上にする。
・災害に対して飲料水や食料の備えを行っている区民の割合を
平成29年度末までに60％以上にする。
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円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・地区防災計画の策定支援　(13地域)
・地域防災訓練実施にあたっての助言　(全地域）
・地域防災訓練への企業等事業者の参加（5地域）
・新大阪駅周辺の帰宅困難者対策　（協議会2回開催、図上訓
練又は実動訓練1回）
・消防署主催の防災リーダー対象の実践訓練の支援（1回）
・防災リーダー隊長会議（3回）
・浸水想定が１ｍ以上の地域（10地域）を中心に、津波避難ビル
指定の協力依頼を行う。
　1地域の依頼件数：10件以上
・地域防災訓練等で、災害時避難所の所要の鍵の解錠確認を、
地域の鍵の管理者が実施する。（全27箇所）

地域防災訓練の参加者数を平成27年度より10％増加させる。
（3,100名）
【撤退基準】
上記目標が60％未満であれば、事業を再構築する。

前年度までの実績

平成26年度　・訓練18地域（うち5地域は小学校と合同開催）
　　　　　　　　 ・新大阪駅周辺の帰宅困難者数調査
　　　　　　　　 ・災害時帰宅困難者体験訓練(475人)
　　　　　　　　 ・新たに自主防災組織確立、避難所開設訓練の
　　　　　　　　　実施（1地域）
　　　　　　　　・防災リーダー隊長会議（3回）
　　　　　　　　・新規津波避難ビル締結 4施設 4棟
　　　　　　　　　（すべて浸水想定１M以上の地域）
　　　　　　　　　 津波避難ビル確保率126％
　　　　　　　　　（93,810人／74,420人）
　　　　　　　　・民間津波避難ビルへの備蓄物資の配備
　　　　　　　　　（新たに23箇所）
平成27年度　・訓練　18地域
　　　　　　　　　　（うち9地域は小中学校と合同開催）
　　　　　　　　 ・新大阪駅帰宅困難者対策協議会の立上
　　　　　　　　　新大阪駅周辺防災計画(素案）策定、図上訓練、
　　　　　　　　　学習会
　　　　　　　　 ・災害時帰宅困難者体験訓練（620人）
 　　　　　　　　・新たに自主防災組織確立（1地域）
　　　　　　　　　 区内18地域すべてにおいて自主防災組織確立
　　　　　　　　・消防署と連携した防災リーダー対象の実践的
　　　　　　　　　訓練（3回　207人参加）
　　　　　　　　・防災リーダー隊長会議（3回）
　　　　　　　　・土嚢ステーションの設置（18箇所）
　　　　　　　　・新規津波避難ビル締結 4施設 7棟
　　　　　　　　　（うち浸水想定１M以上の地域 2施設 2棟）
　　　　　　　　　 津波避難ビル確保率130％
　　　　　　　　　（97,154人／74,421人）
　　　　　　　　・民間津波避難ビルへの備蓄物資の配備
　　　　　　　　　（新たに4施設）
　　　　　　　　・災害時避難所（28箇所）に、災害弱者用物資
　　　　　　　　　（アルミマット）、投光設備を配備

26決算額 6,395千 27予算額 12,029千 28予算額 4,997千

具体的取組１－１－２ 地域防災力の向上
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①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・全職員対象の研修
　異動者向け研修(1回)、役割に応じた研修(1回)
・地域、関係機関と連携した避難所開設訓練の実施（3地域）
・避難所収容班を対象とした災害時避難所の鍵の解錠確認及び
備蓄物資の点検（全27箇所）

「区災害対策本部員として、自己の役割を理解して行動できる」
と答えた職員の割合　60％以上
【撤退基準】
上記目標が50％未満の場合、事業再構築する

前年度までの実績

平成26年度　全職員対象　防災研修
平成27年度　避難収容班を対象とした災害時避難所の備蓄物
資の点検、新任職員研修（7月）、緊急区本部員研修(28年1月）

26決算額 27予算額 28予算額(1-1-2に含む) (1-1-2に含む) (1-1-2に含む)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性

具体的取組１－１－３ 区災害対策本部機能の充実
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【様式２】

自
己
評
価

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

平成28年度　淀川区運営方針

経営課題１ 【安全・安心に暮らせるまち】（２　防犯対策）

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

安全で安心して住み続けたいまちを目指すため,、街頭犯罪の発生率を大阪府北部エリアの衛星都市(豊中市550件/10万人当り
の街頭犯罪発生件数）並みに少なくする。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・防犯意識の高い区民の指標となる安まちメール登録者数：平成27年12月末8,580件（区人口割合5％　府登録者割合2％）

・街頭犯罪発生件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・10万人当りの街頭犯罪発生件数
　　27年12月末：1,412件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27年12月末：821件（市内11位）
（ひったくり31件、路上強盗5件、オートバイ盗87件、車上ねらい286件
部品ねらい80件、自動車盗難31件、自転車盗892件）

                                                                             　　　　　　　　・子ども女性被害の発生件数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27年12月末　子ども被害50件、女性被害79件

　

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

　街頭犯罪発生件数は減少しているが、10万人当たりの件数は依然高い水準にある。
　女性や子どもを狙った犯罪発生件数は増加傾向にある。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

　区民の犯罪に対する取組みや、地域や企業との連携した啓発等を行うことで、防犯対策に対する機運の一層の向上を図る。ま
た、犯罪抑止の環境づくりを推進する必要がある。
　女性や子どもに対する取り組みを強化する必要がある。

24年 25年 26年
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容

自
己
評
価

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

業績目標（中間アウトカム）

・安まちメールの防犯情報をHP等で発信　（200回以上）
・安まちメール登録チラシの配布（50回以上）
・ひったくり防止カバーの取付　（1,000個）

府下における淀川区の安まち登録者件数割合2.１0％以上

【撤退基準】
上記目標が2.03%未満であれば事業を再構築する。

前年度までの実績
〔平成26年度〕
・安まちメールH.P発信278回
・府下における安まちメール登録者数（平成27年3月末）　8,410
人　割合2.01%
〔平成2７年度〕
・安まちメールH.P発信204回
・登録推進チラシ配布50回、5,135人
・ひったくり防止カバーの取付（2,700個）
・府下における安まちメール登録者数（平成28年3月末）　8,479
人　割合2.03%

具体的取組１－２－１ 【区民の防犯意識促進】

26決算額 1,773千 2７予算額 2,262千 28予算額 1,877千

犯罪抑止の環境づくり等による区内の街頭犯罪件数の減少 ・安まちメールの登録を周知するとともに犯罪発生状況に応じた
啓発を行う。
･営業活動などで区内を回っている企業やコンビニエンスストア
店舗での防犯腕章の着用に向けてアプローチをする。
・防犯カメラ等の設置を地域・警察署と連携して進める。

前年度 個別 全体

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

平成29年までに10万人当りの街頭犯罪件数が市内トップ6位以
内（6位：752件）

めざす成果及び戦略　１－２ 【防犯対策】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

子どもや女性を狙った犯罪や街頭犯罪の抑止に向けた取組を
図る。

・子どもや女性被害等の犯罪抑止を目的とした防犯カメラの設
置（30台以上）
・地域安全センターの登録促進（12か所）
・子供の安全に配慮した見守り活動（120回）
・青色防犯パトロールでの防犯広報（240回）

子ども女性被害の発生件数を対平成27年比10％減（116件）

【撤退基準】
上記目標が129件（平成27年件数）以上であれば事業を再構築
する。

前年度までの実績

〔平成26年度〕　防犯カメラ公設置：40台・防犯カメラ設置補助：
18台
〔平成27年度〕　防犯カメラ設置補助：19台・子どもの安全見守活
動115回・青色防犯パトロールでの防犯広報（246回）

2６決算額 779千 2７予算額 8,284千 28予算額 5,936千

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

具体的取組１－２－３ 【犯罪抑止に配慮した都市環境づくりの促進】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・防犯腕章新規配布　（50枚）
・１の付く日「淀川区安全なまちづくり推進デー」の腕章着用をHP
等で 広報（12回）
・「コミュニティ・アイ淀川」「淀川区コンビニエンスストア防犯連絡
協議会」の防犯活動をHP等で広報　（6回）
・防犯キャンペーン　（50回）

毎月1の付く日の「淀川区安全なまちづくり推進デー」において、
「コミュニティ・アイ淀川」「淀川区コンビニエンスストア防犯連絡
協議会」に加盟する企業、店舗の淀川区統一腕章の着用率を
80％以上
【撤退基準】
上記目標が70％以下であれば事業再構築する。
前年度までの実績
〔平成26年度〕
・防犯腕章新規配布：210枚・「コミュニティ・アイ淀川」参画企業：
33社・淀川区コンビニエンスストア防犯連絡協議会：４回
〔平成2７年度〕
防犯腕章新規配布：116枚
「コミュニティ・アイ淀川」会議：4回・淀川コンビニエンスストア防
犯連絡会議：8回・防犯キャンペーン45回

2６決算額 792千 2７予算額 6,461千 28予算額 420千

具体的取組１－２－２ 【地域の防犯活動普及】
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【様式２】
平成28年度　淀川区運営方針

経営課題１ 【安心・安全に暮らせるまち】（３地域福祉の推進）

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

区民が住み慣れた地域で安心して生きがいのある暮らしができるよう、福祉活動（ささえ合い助け合い活動他）に全区民が参加し
ている状態。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

･地域福祉活動に参加したことがある区民の割合（平成24年5月実施区民モニター）
　　40.1％　（内訳：　10～20代　42.3％、　30代　34.0％、　40代　32.8％、　50代　30.8％、　60代　44,9％、　70代　55.6％）
　

･単身世帯の割合（平成22年国勢調査）
　　淀川区　52.9％、　大阪市　47.6％、　全国の政令都市平均　38.3％
　

・高齢者がいる世帯のうち、単身世帯の割合（平成22年国勢調査）
　　淀川区　40.1％、　大阪市　41.1％、　全国の政令都市平均　24.8％
　
　

・認知症高齢者等データ（警察庁統計）
　　　　H25年中　　　　　　　　行方不明者　10,322人
　　　　H25年中　　　　　　　　所在確認　　　10,088人（うち死亡確認388人）
　　　　H25年中に受理　　　　所在不明　　　　　151人

・平成27年3月末現在淀川区各障がい者手帳所持者数
　　　（）内は平成26年3月末
　　身体障がい者手帳所持者　　　　　　　　　　6642人　　（6,607人）
　　療育手帳所持者（知的障害）　　　　　　　　1,215人　　（1,153人）
　　精神障がい者保健福祉手帳所持者　　　　1,492人　　（1,371人）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・淀川区では、単身世帯の割合が高く、65歳以上の高齢者の単身世帯の割合は全国政令指定都市と比べても非常に高い。
・障がい者手帳所持者は、三障がい（身体･知的･精神）とも前年度と比べ増加傾向である。
・地域福祉活動に参加したことのある区民は、4割程度であり、30～50歳代の参加が少ない現状である。
・地域コミュニティの希薄化が進み、社会的孤立等が社会的な問題となっている。社会的孤立は、心身の異変への気付きの遅れ
や必要な福祉サービス利用の導入の遅れ、病状等の長期化･重度化や、生活状態の悪化等に繋がってしまうことも少なくない。ま
た、急変時の対処の遅れや、死亡時の発見の遅れ等の状況を引き起こすことにもなりかねない。
・認知症高齢者が徘徊し、道路や線路内で事故に遭うなど認知症高齢者等の徘徊事故は深刻な問題となっている。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

　地域コミュニティの活性化、地域の助け合いささえ合いの体制づくり、地域の福祉の担い手づくりのために、誰もが地域福祉活動
に参加しやすい環境づくり、住民自ら問題意識を持って取り組める啓発活動、等が必要である。
　また、孤立予防･徘徊高齢者の早期発見および平時･災害時の要援護者支援のために、淀川区の見守り支援体制のネットワー
クを構築し連携を強化していく。

自
己
評
価

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
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【様式２】

1‐3‐2に含む 円 円

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

地域福祉活動に参加する区民が増えることで、区民同士の見守
り・ささえ合いが行われる状態

・「淀川区地域福祉推進ビジョン」を各種啓発活動により区民へ
浸透を図るとともに、各地域の実情やニーズに応じた地域福祉
の取り組みの推進を図る。
・要援護者の平時および災害時の支援体制を確立する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

※重点目標
地域福祉活動に参加した事のある区民の割合：平成29年度末
に65％

めざす成果及び戦略　１－３ 【地域福祉の促進】

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
事業委託先である区社会福祉協議会に「見守り相談室」設置（H27.4～）
し、要援護者見守りネットワーク強化事業の取り組みを実施する

１要援護者支援
・登録同意書未返送者への訪問：500件
・要援護者支援体制の確立
　　　要援護者と支援者をつなぐ体制の確立:12地域
　　　個別避難支援プラン作成：200件

２孤立世帯等への専門的対応
　見守り支援ネットワーカーによる相談支援（訪問･来所･電話等）：相談実
人数240件

３認知症高齢者等の行方不明時の早期発見
･認知症高齢者見守りネットワーク事業の周知と登録の推進：高齢者登録
数50人
・協力先の開拓：協力者（法人等含む）登録数30

要援護者の見守りネットワークの仕組みができている地域が12地域以上

【撤退基準】
　上記目標が8地域以下であるときは再構築する。

前年度までの実績
〔平成25・26年度（要援護者支援事業として）〕
・要援護者名簿登録数123,22人
・要援護者の状況把握：7,354人
･各地域における要援護者支援ワークショップ等開催：18地域　（支援者
の開拓・地域における要援護者名簿の管理と活用について等）
・災害研修の実施：４地域
・避難訓練支援：15回
(平成27年度)
・平成26年度未返送者訪問、登録勧奨1,972人
・新規者登録勧奨　480人
・孤立世帯等への専門的対応　H28.3末現在相談実人数183人、相談延
件数539件

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組１－３－１ 【地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業】★

26決算額 27予算額 29,657千 28予算額 28,819千

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
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【様式２】

円 円 円

具体的取組１－３－２ 【地域福祉活動推進事業】

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

区や地域での催しにおいて「淀川区おせっかいの輪」（淀川区地
域福祉推進ビジョン）を広める。

・区役所内パネル展（１回）
・広報等による周知：HP、よどマガ、「YODO-REPO」等
・パネル展示・啓発物品の配布：福祉関係イベント時等（2回）
・パンフレットの配布：区役所窓口や福祉関係等イベント時（随
時）
・区社会福祉協議会等と連携した各地域への周知啓発等を強化
（地域福祉活動は「自分ができる小さなおせっかい」から始まるこ
とを広める）18回

見守りネットワーク事業ワークショップ等の参加者アンケートで
「小さなおせっかいなら自分でもできる」と回答する者の割合が７
0％以上
【撤退基準】
目標達成が50％未満の場合は、事業の再構築する。

前年度までの実績
（平成26年度）
各地域において、ワークショップ等を実施し、住民と協働で、各地域の地
域診断と課題抽出（18地域）
（平成27年度）
・啓発パネル展の開催及び啓発物品の配付（12月14日～25日）
・「YODO-REPO」27号・｢よどマガ！｣2月号の特集記事の掲載
・淀川区民福祉のつどいにおけるビジョン概要版の配付・啓発（10月）
・各地域福祉計画の策定の推進

26決算額 9,578千 27予算額 2,165千 28予算額 496千

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
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【様式２】

・学力・体力の向上のためには、子ども達自身による、継続的かつ自主的な活動（習慣づくり）が重要である。また、そのためには、子ども達
の活動への動機付けが必要である。
・現状では全国における大阪市の小学生・中学生の学力は著しく低い。また、学力との相関性もあると言われている体力面に関しても大阪
市の児童生徒の体力合計点は低い。
　さらに、体力と運動時間の関連性についても、平成25年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査(文部科学省)」の結果において、小中
学校いずれにおいても、「男女とも、1週間の総運動時間が多い児童（生徒）の方が、体力合計点が高かった。」と報告されており、運動習慣
の形成が重要であると考えられる。
・全市的方針である「第２次大阪市食育推進計画」において、朝食を欠食する市民の割合の減少をその目標の一つに掲げている。
朝食を毎日喫食するという規則正しい生活が学力面や体力面にも影響をおよぼすものと考えられるが、淀川区の朝食喫食率は大阪市平
均を上回るものの全国と比べると低い状況である。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・学力・体力の向上について小学校の早い段階から継続的に、学校・家庭・地域が連携して運動や学習習慣の形成を支援する取組みを進
めることが大切である。
・中学生の朝食喫食率向上に向けて、中学校および地域と連携しながら啓発を図る必要がある。

自
己
評
価

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

40.62 48.12 75.8 65.8 41.6大阪市 52.23 53.50 64.465.4 75.2 45.0
62.0 40.1

順位
(47都道府県
中の仮定)

47位

合計
得点

国語A 国語B 算数A 算数B 国語A 国語B

経営課題２

全国 53.80 55.18 41.89 49.08
男子 女子 男子 女子

《平成27年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査　結果》

中学２年生
合計得点

小学5年生

44位 40位 42位 42位 41位

65.7

30位

数学A 数学B

平成28年度　淀川区運営方針

【子育て世代が住み続けたいと思うまち】（学校教育の支援）

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

区内小中学生の学力および体力が、全国の各都道府県の数値と比較した場合、上位20位までに入る水準にある。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

42.8 73.5 63.6
順位

(47都道府県
中の仮定)

46位

62.5 72.8

45位 40位 36位

大阪市
全国 70.0

小学６年生 中学３年生

《〔平成２７年度〕全国学力・学習状況調査　結果》

47位

77.7
76.3

83.8

70

75

80
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淀川区 大阪市 全国

（参考）データの出典

大阪市・全国：平成27年度全国学力・学習状況調査

淀川区：平成27年度に淀川区内全中学校（6校）に実施した

アンケート結果

◆朝食喫食率の比較（H27）
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【様式２】

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

区内小中学生の学力が全国平均を上回っている。
区内小中学生の体力が全国平均を上回っている。
区内小中学生に運動習慣が身についている。
朝食を毎日食べる中学生が増加。

　「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。下記
の取組により学力・体力の向上に向けて、子どもを取り巻く環境の一層の
充実を図る。

・区内小学校における補習の充実に向けた支援を行い、児童の基礎学力
の向上をめざす。
・英語によるコミュニケーション力向上を図る取組を行い、グローバル時代
を生きる力を育む。
・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。
・子どもの健やかな成長の基礎となる睡眠を重視し、子どもの睡眠習慣の
改善に向けた取組を実施する。
・市立中学校等において、放課後等に民間事業者のノウハウを活用した
課外授業を実施し、生徒の学習習慣の形成及び学校授業の理解度の上
昇を図る。
・区内6中学校の新1年生に、講座等を通じて小学校時の朝食喫食を継続
するよう啓発に注力するとともに、家庭への啓発を行う。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

※重点目標
・平成28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。
・平成28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。
・平成28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。
・朝食を毎日食べる中学生の割合：平成30年度までに83％以上
にする。

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

めざす成果及び戦略　２－１ 【学校教育の支援】

－14－



【様式２】

円 円

円 円

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

具体的取組２－１－２ 【淀川区英語交流事業】

2６決算額 ― 2７予算額 5237 千 28予算額 3,544千円

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

英語講座に満足した受講者の割合が80%以上、かつ、講座受講により子
どもが英語に興味を持つようになったと感じる保護者の割合が80%以上、
英語イベント参加者の満足度が８０％以上
【撤退基準】
英語講座の上記目標が50%未満または講座受講による上記目標が50%未
満かつ英語イベントの上記目標が50%未満の場合は事業を再構築する。

前年度までの実績

〔平成２７年度〕
民間事業者に委託して実施
・8～9月　前期講座の実施(発表会と合わせて25H）
・10～2月　後期講座の実施(発表会と合わせて25H）

　区内小学生の英語によるコミュニケーション力の向上をめざ
し、ネイティブスピーカーによる英語講座を実施する。講座では、
演劇等の表現学習を題材とし、文化交流を交えながら、英語で
自分を表現することを学ぶ。また、区主催のオールイングリッ
シュの英語イベントを実施することにより、区内の小中学生が英
語を身近に感じるような日常とは違う英語漬けの空間を提供す
る。

・英語講座の実施(合計24H）
・オールイングリッシュの英語イベントの実施（１回）
・英語講座の発表会の実施（１回）
・小学生英語暗唱大会の実施（１回）

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

具体的取組２－１－１ 【淀川区小学生補習充実事業】

2６決算額 ― 2７予算額 1,549千 28予算額 2,392千円

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

　区内小学校児童の基礎学力の向上をめざすため、小学校にお
ける補習を充実させることで、学習習慣の定着とともに、放課後
の居場所づくりを図る。そのため、各学校による自律的な補習指
導計画の立案を促進し、実施にあたって支援を行う。

・実施する学校（10校を想定）を選定し、補習計画作成支援

1校あたりの参加児童数・実施時間(準備等含む)・実施回数について区内
全実施校で合計を算出し、各数を乗じたものが予算上の想定である30人
×3時間×32回×10校＝28,800以上となること。
以前より授業が分かりやすくなったと感じる参加児童の割合が60%以上と
なること。
【撤退基準】
1校あたりの参加児童数・実施時間(準備等含む)・実施回数について区内
全実施校で合計を算出し、各数を乗じたものが20,160未満となり、
かつ、
以前より授業が分かりやすくなったと感じる参加児童の割合が60%未満
となれば、事業を再構築する。

前年度までの実績

平成27年度は8月末の時点で、2校が実施（平均利用児童数42名、平均
実施予定回数63回）、10月から3校が追加で実施予定

○：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)

○：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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【様式２】

円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

具体的取組２－１－３ 【児童・生徒の体力づくり支援事業】
2６決算額 3,780千 2７予算額 3,895千 28予算額 5,222千円

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

　「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）
・上記の実利用人数（登録者数）を増加させる対策として、小4以
下に必須の保護者負担額を区が半額負担する。
・民間インストラクターによる水泳指導教室の実施（6回、360人）
・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
（23回）
・各種スポーツの出前講座を希望に応じて実施（3種目、合計36
回）
・淀川区おおなわとび大会の実施（1回）

・区内プール無料開放の登録者数が区内小中学生の14％以上
・平均リピート回数を3.0回以上
・各種講座等の参加人数の合計が区内小中学生の25%以上
【撤退基準】
・区内プール無料開放の登録者数（実利用者）人数が区内小中学生の
10％以下
・リピート回数が2.4回以下
・各種講座等の参加人数の合計が区内小中学生の17%未満

前年度までの実績
〔平成26年度〕
・ﾌﾟｰﾙ無料開放　登録者数1,012人(小中学生の10.0%)　利用者延2,594人
・平均リピート回数2.6回
・水泳指導教室　2回実施　参加者数226人
・水泳出前講座（プール・陸上）10回実施（6～7月、１～2月）　参加者数459人
・スポーツ出前講座　4種目29回実施（9～3月）　（参加者数1,682人　17％）
・淀川区おおなわとび大会　1回実施（2月）　参加者数161人
〔平成27年度〕
・ﾌﾟｰﾙ無料開放　登録者数1,030人(小中学生の10％） 利用者延2,444人
・平均リピート回数2.4回
・水泳指導教室　2回実施　参加者数　230人
・水泳出前講座　2回実施（6～7月）参加者数45人
・スポーツ出前講座　4種目36回実施（10～2月）　（参加人数2,536人　　25%）
・淀川区おおなわとび大会　1回実施（2月）　参加人数160人

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

○：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：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
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【様式２】

円 円

円 円

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

戦略に対する取組の有効性

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

具体的取組２－１－５ 【民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）】

2６決算額 － 2７予算額 3,672　千 28予算額 1,414千円

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

　区内在住中学生を対象に、中学校施設を活用して、各学年、
各生徒の習熟度に応じた課外授業を実施し、学習習慣の形成
及び学校授業の理解度の上昇を図る。
　「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）での受講も可能とすることにより、負担の軽減を図る。
　実施事業者は、本市からの提供で得た受益を必ず受講者に還
元する。
　受講料月額10,000円の範囲内で可能な限りの内容を構築し、
実施をする。
実施場所：区内3ヶ所

・課外授業の参加生徒アンケート（年度末）で、「授業がわかる」と回答す
る生徒の割合を受講前の回答以上。
【撤退基準】
・上記目標が受講前の回答未満の場合は事業を再構築する。

前年度までの実績

〔平成27年度〕
民間事業者と協定を締結
平成27年8月から十三中学校、美津島中学校にて開校。
定員60名に対して51名が受講中（27年12月末）

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

　分権型教育行政の枠組みにより、区役所と小中学校とが連携
して、子どもの睡眠習慣の改善を支援するため、下記の取組を
行う。

・教育行政連絡会を通じ、各校に睡眠にかかる取組の実施を呼
びかけ、モニタリングを行う（年3回）
・区内小中学生の睡眠の課題についての調査研究、データ分析
（1回）
・その分析結果の各校あてフィードバック（1回）
・講演会の実施（2回）

・睡眠習慣改善の取組について、自律的に実施できた学校が区内23小中
学校のうち90％以上。
【撤退基準】
・上記目標が70％以下の場合は事業を再構築する。

前年度までの実績

平成28年度新規事業

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

○：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)

具体的取組２－１－４ 【子どもの睡眠習慣改善支援事業（ヨドネル）】★

2６決算額 - 2７予算額 - 28予算額 2,309千円

－17－



【様式２】

円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組２－１－６ 【中学生の朝食喫食率向上】

2６決算額 1,033千 2７予算額 425　千 28予算額  - 円

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

朝食の必要性や睡眠を含めた規則正しい生活習慣、学力・体力
との関係等の意識啓発・理解促進のため、中学生への食生活
講座を開催するとともに、家庭への啓発リーフレットを配付する。
　・食生活講座：全6校で各1回開催
　・啓発リーフレットの配付：全6校で各1回実施

朝食を毎日食べる生徒の割合80％以上
【撤退基準】
朝食を毎日食べる生徒の割合が77.7％未満であれば、事業を再構築す
る。

前年度までの実績

〔平成27年度〕
・食生活講座及びミニ食生活展：全6校で各1回開催
・啓発リーフレットの配付：全6校で各1回実施
・食生活改善推進員による家庭科調理実習サポートを1校で実施
〔平成26年度〕
・朝食料理講習会を6校で実施
・ミニ食生活展および講話を4校で実施
・食生活改善推進員による家庭科調理実習サポートを1校で実施
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【様式２】

自
己
評
価

○病児保育について
　病児保育は、子どもが病気の場合にのみ必要となるというサービスの特性上、利用者数の変動が大きく、事業者にとっては運営
が安定し難いという特質がある。そのため、施設整備が進んでおらず、病児保育サービスの供給が不足している。淀川区が独自
に実施している共済型モデルの訪問型病児保育事業により、淀川区民の病児保育利用日数が715日（平成25年度）から934日（平
成26年度）まで増加しており、潜在的なニーズが掘り起こされている。

○発達障がい児等の子育て支援について
　発達障がい児等を育てる保護者の子育ては非常に困難で、同じ悩みや経験を持つ立場で身近に個別ニーズに応じて相談でき
る場所や機関があまりなく、子育ての負担感が高い。

○よどっこ子育て相談事業等について
  子育て支援室では、ひとり親世帯や精神疾患を抱えているケースの相談が多く、子育てが困難であるにも関わらず、適切な子育
て支援サービスを十分に活用できていない。（自ら情報をキャッチできる知識やパワーが弱かったり、人との繋がりが希薄でSOS
が出しにくい等）　また、支援者のいない孤独な状況で子育てしている場合、親としての自己肯定感が得られにくくなり、子育てに
対する不安が高まる。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

○訪問型病児保育事業
　民間事業者のノウハウを活用し、訪問型病児保育のサービス供給量を拡大させる必要がある。
○発達障がい児等子育て支援事業
　発達障がいに関する区民の相談ニーズに対応し、子育て負担感を軽減できるような事業内容に整備していくと共に、日々困って
いる保護者への事業内容の周知を徹底する必要がある。

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

平成28年度　淀川区運営方針

経営課題２ 【子育て世代が住み続けたいと思うまち】（２　子育て支援）

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

　全ての子育て世帯が安心して子育てでき、子育ての際に生じる様々な課題について、必要な支援・サービスを受けられる。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

○病児保育について
　平成25年度、区独自施策として訪問型病児保育の利用に対する補助事業を試行実施。平成26年度、共済型モデルの委託事業
として再構築した結果、利用実績は順調に伸びている。淀川区では約2,500日分の潜在的な病児保育ニーズが見込まれるが、実
際の利用は934日（H26実績）に止まっている。

○発達障がい児等の子育て支援について
　平成17年4月1日に施行した「発達障害者支援法」により、自閉症、アスベルガー症候群、ADHD、学習障がいなどの発達障がい
のある子どもとその家族への支援が開始され、社会での認知度も高まった。また、発達障がいのある子どもとのかかわり方や発達
障がいのある子どもの問題行動などで困ったり、悩む保護者も増え、子どもの発達障がいに関する相談が増加している。

○よどっこ子育て相談事業等について
　子育て支援室では18歳未満の児童とその保護者等を対象とした様々な相談支援業務を行っている。近年、子育て支援室での相
談件数は児童虐待の認知がすすんだこともあり、年々増加しており、虐待のリスクを回避するための予防的支援が必要なケース
も多い。子育ての負担感や孤独感を抱えながらも必要なサービスや援助を受けるに至っていない家庭や、子育ての知識が乏しく、
不適切な養育を継続してしまうケースもある。

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

○よどっこ子育て相談事業等
　子育て情報誌や子育て講座などで子育てにおける様々な情報を発信し、必要な支援やサービスを提供する必要がある。
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【様式２】

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・利用登録者が会費を拠出し、保育料に充てる共済型モデルの
事業を実施する。
・午後5時以降の保育者派遣、かかりつけ医への受診代行など、
病児保育サービスを必要としている保護者のニーズに合った
サービスを提供する。
・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。
（平成28年度の利用見込日数：延231日）

平成28年度の年間目標　実会員89名
【撤退基準】
上記目標が半分を下回れば、本事業を再構築する。

前年度までの実績

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組２－２－１ 【訪問型病児保育（共済型）推進事業】

26決算額 5,606千円 27予算額 6,698千円 28予算額 7,423千円

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・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。
・保護者の育児負担を軽減するため、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充実させる。
・子育て講座の開催、子育て情報誌の発行、子育て支援施設の
連携により、子育て支援の充実をめざす。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

・「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　平成29年度末までに70％以上
・「事業を利用して、育児負担が軽くなった」と回答した割合　平
成29年度末までに80％以上
・子育て中の保護者が、子育ての悩みや相談がしやすく、親子
で楽しめる場がたくさんあると回答した割合　平成２９年度末まで
に８０％以上

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

〔平成25年度〕 52名登録、延10日の利用実績。
〔平成26年度〕実会員82名、延166日の利用実績。
〔平成27年度〕 実会員132名、延372日の利用実績。

めざす成果及び戦略　２－２ 【子育て支援】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

・子どもが病気のときに、必要な病児保育サービスを受けられる
ことで、子育てしやすいと感じられる区民の割合を増やす。
・発達障がい児等を養育している保護者にとって、身近に相談で
きる場所があり、育児負担が軽くなったと感じられる利用者の割
合を増やす。
・子育て中の保護者が親子で楽しめ、子育ての悩みや相談がし
やすいと思える場がたくさんあると感じる割合を増やす。
・ニーズに合ったサービスの情報を区役所だけに限らず、様々な
機関からも得られる状態をめざす。

－20－



【様式２】

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・子育て講座「ハッピールーム」を年12回開催し、発達段階に応
じた遊びの提供や保護者のニーズに合った講座等を開催する。
また講座の中で子育ての情報提供や相談を受ける。
・子育て情報誌「ゆめキッズ」の部数を増加（3000部×6回）し、
小規模保育所での全員配布や、認可外保育施設で配布する。
・子育て支援マップは配布先と部数を増やし、年3回改訂版を発
行することで最新情報を常時提供できる状態にする。
・子育て支援に係る様々な事業内容について、「よどマガ！」や
「YODO-REPO」で紹介する。（年1回以上）
・区役所１階の「子育ての総合相談窓口（すまいる・すてっぷ）」
において、保護者のニーズに応じた子育て講座や子育て施設な
どの案内をする。
・子育て支援連絡会（支援室・保健師・公立保育所幼稚園・子ど
も子育てプラザ・支援センター・つどいの広場・淀川図書館・社
協・博愛社・すまいるすてっぷ）において様々な子育てサービス
について情報共有し区民に提供する。

淀川区役所内の相談窓口（子育て支援室、すまいるすてっぷ）
や子育て講座「ハッピールーム」について、利用した人の割合、
または利用(相談）しやすい状況にあると思う人の割合が80％以
上
【撤退基準】
上記の割合が５０％を下回る場合、事業や周知方法を再構築す
る。
前年度までの実績

〔平成26年度〕
子育て講座「ハッピーポケット」「ハッピールーム」の参加人数の
べ年間100組
子育て情報誌「ゆめキッズ」2500部を年間6回配布
子育て支援マップを1500部、年間4回改訂版として発行
〔平成27年度〕(H28.3末現在)
子育て講座「ハッピールーム」の参加人数のべ年間250組
子育て情報誌「ゆめキッズ」2500部を年間6回配布
子育て支援マップを1500部、年間4回改訂版として発行

26決算額 924千円 27予算額 7,931千円 28予算額 7,932千円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

戦略に対する取組の有効性
○：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)

具体的取組２－２－３ 【よどっこ子育て支援事業等】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・発達障がい児等を養育している保護者を対象とするピアカウン
セリングを実施（38回）
・保護者向け座談会の開催（6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(6回)
・事業内容を周知するため、年度当初に保育所、幼稚園、小中
学校、療育機関及び子育て支援関係機関等にチラシを配付す
る。
・保護者が本事業を利用中に子どもを預かる一時保育を実施
（12回）

・ピアカウンセリングの利用者　38回、延38人
・保護者向け座談会の参加者　6回、延48人
・親子講座　6回、延48組
【撤退基準】
ピアカウンセリング、保護者向け座談会及び親子講座の利用人
数（組）が平成27年度を下回る場合、事業内容を再構築する。

前年度までの実績

〔平成26年度〕
・ピアカウンセリング　全36回予定中34回実施、延34人利用
・保護者向け座談会　全6回予定中6回実施、延46人参加
〔平成27年度〕(H28.3末現在)
・ピアカウンセリング　全36回予定中36回実施、延36人利用
・保護者向け座談会　全4回予定中4回実施、延28人参加
・親子講座　全3回予定中3回実施、延23組50人参加

26決算額 460千円 27予算額 1,055千円 28予算額 1,350千円

具体的取組２－２－２ 【発達障がい児等子育て支援事業】
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【様式２】

地域活動協議会FBによる地域情報発信
地域内広報紙作成地域

自
己
評
価

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

・地域活動協議会における自律的運営の段階的な向上に向けて、中間支援組織と連携し、地域の取組状況や地域ニーズに
合わせた専門的・個別的な支援を行う必要がある。
・マンション住民や団塊世代等の地域活動参加促進を目的としたSＮＳ等を活用した広報、企業・NPO・専門学校、地域活動団
体同士の顔の見える関係作りのための交流会開催等、今まで地域活動に関わりの薄かった層の地域活動参画促進をより一
層推進する必要がある。
・地域資源が循環する仕組みを構築するためには、自主財源確保やCB・SBに向けて、中間支援組織と連携し、地域特性に
応じた個別的支援や、地域資源循環に意欲のある人材と地域とのコーディネートを推進する必要がある。

会計出前講座・会計個別改善実施地域 18地域中　　6地域
企業・NPO・専門学校等と地域活動団体との協働事例 7件
コミュニティ回収実施地域 18地域中　　4地域

平成28年度　淀川区運営方針

経営課題３ 【住民が主体となって運営されるまち】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

・地域活動に様々な団体・個人が参画し、協働してまちづくりに取り組んでいる状態。
・区内18地域において地域活動協議会が自律的な組織として運営されている状態。
・全地域で「ヒト・モノ・カネ・情報」といった地域資源が循環する仕組みが構築されている状態。
・環境や地域活動に対する意識の高い「まち」としてのブランド化が図られている状態。

18地域中12地域：更新計約600回

18地域中　　11地域
中間支援組織による地域情報発信 広報紙：年9回、FB更新約100回

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・18地域の地域活動協議会としての活動は3年目となり、自律運営段階は着実に向上している。
・平成27年9月実施の中間支援組織アンケートによると、中間支援組織による各種支援が役に立っているとの回答:77.7％、今
後も地域活動支援窓口が必要との回答:82.5％、中間支援組織に期待する今後の支援内容は、地域活動に関わりの薄い住
民の活動参加促進と新たな担い手拡大の2点が高くなっている。
・コミュニティ回収実施地域：4地域

平成27年度　地域活動協議会の取組み状況（平成27年12月現在）
「自律的な地域運営を支援するための活動補助金」活用地域累計 18地域中　10地域
地域活動協議会構成団体への企業・NPO・福祉施設等の参画地域 18地域中　　6地域

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・地域活動協議会の自律的運営の進捗状況に地域差が生じつつある。
・地域活動に関わりの薄い住民への活動参画や新たな担い手拡大への取組が求められている。
・自主財源確保やCB・SB等、地域資源の循環への理解は進みつつあるが、地域資源循環に意欲のある人材と地域とのコー
ディネートが不十分であるため、実施には至っていない。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容

自
己
評
価

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

業績目標（中間アウトカム）

中間支援組織と連携し、今まで地域活動に関わりの薄かった新
たな層の地域活動参画促進を行う。

・SＮＳ等を活用してマンション住民や退職後の団塊世代等の地
域活動参画を目的とした積極的な情報発信（区HP、区FB、中間
支援組織FB、地域のFB等、SNSを活用した地域情報発信：年
600回以上）
・校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充を目的とし
た、企業、NPO、専門学校、地域活動団体同士の交流会の開
催。（交流会の開催：年2回以上）

・SＮＳを活用した、地域側の情報発信合計：年500回以上
・交流会参加団体数：延50団体以上

【撤退基準】
・地域情報発信回数合計が年400回以下および交流会参加
団体数が延30団体以下の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績

・中間支援組織および地域のFB更新回数：約７００回
・交流会開催回数：2回、延50団体参加

具体的取組３－１－１ 【地域活動への参画促進】

26決算額 (3-1-2) 27予算額 (3-1-2含) 28予算額 (3-1-2含)

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

めざす成果及び戦略　３－１ 【豊かなコミュニティの実現】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

・企業・NPO・専門学校やマンション住民・団塊世代等、今まで地
域活動への関わりが薄かった層の地域活動参画が増えている
状態
・地域活動協議会が自律的に運営されている状態
・企業や専門学校と地域活動団体とのコーディネートが促進さ
れ、「ヒト・モノ・カネ・情報」が地域で循環する仕組みが構築され
ている状態
・区内18地域全てにおいて、コミュニティ回収に取組んでいる状
態

・区広報紙や区HP、地域の広報紙や地域FB等、多様な広
報媒体を活用し、地域活動の情報発信と地域活動参画促
進を行う。
・中間支援組織と連携し、地域特性に応じた地域活動協議
会の自律運営支援を行う。
・企業・NPO・専門学校や地域活動団体との交流を促進し、
コーディネートを行う。
・地域がコミュニティ回収に取り組めるよう、環境局と連携し
た各種相談やインセンティブとなる報奨金などの支援を行
う。

ａ：順調
ｂ：順調でない

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

・身近な地域の中で「声かけ」「見守り」「助け合い」「支え合い」を
実感している区民の割合：平成29年度までに50％以上
・地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合：平成
29年度までに60％以上
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

・コミュニティ回収未実施地域に対し、環境局と連携して取組み
の意義等の一層の周知を図る。また、取組みのインセンティブと
なる奨励金制度を継続実施する。(5地域)
・中間支援組織と協働し、地域資源を活用したCB・SB化の仕組
みを構築する。（提案地域：3地域）
・地域資源が循環する仕組みづくりに意欲を持った人材と地域と
のコーディネートを行う。（提案地域：3地域）

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・コミュニティ回収実施地域：新規5地域
・地域資源を活用したCB・SB化事業実施地域：1地域
・人材と地域とのコーディネート実施地域：1地域
【撤退基準】
・コミュニティ回収新規開始地域が3地域未満かつCB・SB化
提案地域が2地域未満かつ人材と地域コーディネート提案
が2地域未満の場合は、事業を再構築する。

前年度までの実績

・コミュニティ回収実施地域：4地域
・CB・SB化事例検討：2事例

具体的取組３－１－３ 【地域資源が循環する仕組みづくり】

26決算額 - 27予算額 3,075千 28予算額 4,585千

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・中間支援組織と地域担当職員が協働し、地域団体、市民、
NPO、企業などが参画した地域活動協議会が核となって、地域
課題及びニーズに対応した活動ができるよう、積極的支援（幅広
い住民の地域活動参画促進支援、多様な団体とのネットワーク
づくり支援、自主財源獲得支援、事務局機能充実支援等）を実
施する。（18地域）

・地域活動協議会への新たな担い手確保およびNPO法人格取
得促進を目的とした「自律的な地域活動を支援するための活動
補助金」の活用の個別的支援（補助金活用提案地域累計：18地
域）

・地域活動協議会が課題やニーズに応じて中間支援組織か
ら支援を受けていると感じている割合：80％以上
・自律的補助金活用累計地域：18地域
【撤退基準】
・割合が60％以下の場合及び補助金活用累計地域が13地
域未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績

平成27年度自律的補助金活用地域累計：10地域

具体的取組３－１－２ 【地域活動協議会の自律運営支援】

26決算額 60,284千 27予算額 62,037千 28予算額 59,945千
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【様式２】

自
己
評
価

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

・区内4駅(十三、西中島新大阪、三国、塚本）において、地域・鉄道事業者・行政で構成される放置自転車対策協議会が、それぞれ
地域特性に応じた活動を実施している。
・各放置自転車対策協議会において、「集客施設や店舗等の従業員の意識が低い」「放置自転車禁止区域以外からの自転車利用
者の放置自転車も多いこと」「自転車利用者の条例等の認知の低さ」など、現状の問題点について意見が多くでている。
・建設局による放置自転車実態調査（11月午前、2月午前の平均台数）、平成21年度から約85％減少しているが、依然、放置自転
車が通行の安全に支障となっている。

 

　

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・店舗前の従業員や営業用の自転車が、放置自転車の呼び水になっているという認識が低く、集客施設の駐輪場整備に対する理
解が深まっていない。
・放置自転車禁止区域外からの自転車利用者の放置も多い。
・放置自転車が条例違反であることへの意識が低い。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

平成28年度　淀川区運営方針

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】（ 市民協働型自転車利用適正化事業）

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

駅周辺における放置自転車がなく、障がいのある方や高齢者、子どもなどの方々にとって住みやすいまちであるとともに、消防車
等緊急車両が円滑に通行できる安全なまちの実現。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・駅前等の放置自転車は、近隣地域からの通勤、通学での駅利用者の放置も多いことから、区全体への自転車利用の適正化に向
けた啓発が必要である。
・通勤、通学の駅利用者を対象とした行政による駐輪場整備だけでは、必要台数を充足しない駅もあることから、自転車利用の多
い集客施設への駐輪場整備を働きかけることが必要である。
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

自
己
評
価

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容

自
己
評
価

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

業績目標（中間アウトカム）

・放置自転車対策協議会による啓発活動等を行う（4地域、72
回）
・放置自転車対策協議会を開催（3地域、5回）
・店舗へのアンケート調査（190店舗）

協議会が行う啓発活動の参加人数延1000人以上
【撤退基準】
上記目標が900人未満である場合、取組を見直す。

前年度までの実績

〔平成26年度〕
・協議会運営、月1回以上の啓発活動、年2回以上の協議会開催
(4地域)
・小学校との合同啓発コンサート（1地域）
〔平成2７年度〕
・放置自転車防止啓発活動（4地域、77回）
・放置自転車等対策協議会（3地域、5回）
・店舗へのアンケート調査（191店舗）

具体的取組４－１－１ 【放置自転車対策協議会による取組み】

２６決算額 10,213千 ２７予算額 10,901千 28予算額 10,738千

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

めざす成果及び戦略　４－１ 【市民協働型自転車利用適正化事業】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

地域住民や店舗等との協働によって放置自転車のない状態 ・地域・鉄道事業者、行政の協働による放置自転車対策協議会
活動を通じて、より効果的な啓発活動、撤去方法および駐輪場利
用促進策等に取り組む。
・集客施設等に当事者意識を持ってもらい、様々な協力を得られ
るよう取り組む。
・｢よどマガ！｣、区HP等への自転車利用の適正化に関する啓発
記事の掲載などを通じて、区民に適正な自転車利用の意識向上
を図る。

　建設局による放置自転車実態調査において、放置自転車台数
を対平成27年度比20％減（平成29年度末）

平成25年度実績912台⇒平成26年度実績636台⇒平成27年度
目標451台⇒平成28年度目標406台⇒平成29年度目標361台

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

ａ：順調
ｂ：順調でない

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
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【様式２】

円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

自転車利用者向け
・「よどマガ！」や区HP等で、自転車利用マナーの向上等、自転
車利用についての情報発信を行う（年６回以上）
・自転車の適正化に関する啓発活動（10回）
・有償啓発指導員の配置（3地域、延べ1,372人）

集客施設向け
・駐輪場マップの設置など適正な自転車利用の適正化に向けた
取り組みへの協力を呼びかける(20店舗以上）

放置自転車対策への取組み店舗　(新規　5店舗）
【撤退基準】
上記目標が3店舗以下であれば事業再構築する。

前年度までの実績

〔平成26年度〕
・区HP、Twitterで自転車利用の適正化に関する啓発実施
・建設局と協働で小学生向け自転車マナー教室の開催（3校）
・マナー向上に向けた啓発放送実施（6商店街）
・有償啓発指導員の配置（3地域）
・店舗、集客施設等への自転車適正利用の協力依頼
 （16店舗）
・依頼店舗のうち実施店舗　5店舗
〔平成2７年度〕
・区HP、Twitterで自転車利用の適正化に関する啓発実施
・小学生向け自転車マナー教室の開催（１校）
・マナー向上に向けた啓発放送実施（6商店街）
・有償啓発指導員の配置（3地域　延べ1,578人）
・店舗、集客施設等への自転車適正利用の協力依頼
 


2６決算額 ー 2７予算額 ー 28予算額 (4-1-1に含む）

具体的取組４－１－２ 【自転車利用の啓発】
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【様式２】

自
己
評
価

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

平成28年度　淀川区運営方針

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】（ＬＧＢＴ支援事業）

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

「多様な方々がいきいきと暮らせるまち淀川区」をめざすとともに、すべての人たちがLGBT等に関する正しい知識と理解を深め、
少数者の人権の尊重はもとより、すべての方々が自分らしく生きていける環境をめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

平成25年9月　淀川区は全国行政機関初となる「LGBT支援宣言」を実施

○各種調査結果
【民間調査機関】
・平成24年に7万人を対象とした調査の結果、調査対象者の約5.2％（20人に1人の割合）がLGBT当事者であると報告された、
・平成27年の調査では約7.6％と報告（LGBT当事者が増えたのではなく社会がLGBTに理解が進んできた結果）
【宝塚大学の調査結果】
・幼少期にいじめにあったことがある割合は約80％（内約65％が自殺を考えたことがあり、約15％は自殺未遂をしている）
【平成19年6月に内閣府が実施した「人権擁護に関する世論調査」】
・「性的指向及び性同一障がい者に対する理解が足りない」と回答した割合が49％であった。
【平成26年度区民モニター調査結果】
　　・LGBTと言う言葉を知っている及びその意味を知っている割合が33％
　　・まわりに当事者が現在・過去にいることを認識している割合33％
　　・淀川区役所がLGBTを人権課題として何らかの支援（事業）等を知っている割合23％
【平成27年区民まつり開催におけるアンケート調査結果】
　　・LGBTと言う言葉を知っている割合が38.2％　（その内意味がわかる割合71.9％）
　　・淀川区役所がLGBTを人権課題として何らかの支援（事業）を知っている割合36.9％
　　・区役所の取り組みについて　とてもいい25.3％　いい53.3％という結果がでた。
　

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

　LGBT当事者はいじめや偏見を受け、情報も少ないことから相談が出来ず、特に幼少期においては自己否定になりやすく、ひき
こもりや不登校、自傷行為に追い込まれる状態にある。
　このような悪循環を生み出す原因は当事者をとりまく周囲のＬＧＢＴに対する理解不足が原因として考えられる。

・ＬＧＢＴ当事者の存在を認識できていない。　（見えない環境）
・ＬＧＢＴに対する知識が不足している。
・幼少期における教育不足。
・安心して相談できる体制がない。（見えない存在の原因）

　2年間の取り組みにおいて各種調査において徐々に認識されている割合は増えているが、まだ全般的は不十分に思われる。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

　LGBTに対する理解を深めるためには以下の取り組みが必要である。

・アライ（理解者）を増やすための研修や講演会（職員や市民も含め）
・当事者、特に幼少期や学齢期の当事者を一人にさせない（サポート）
・LGBTの理解度
・LGBTの正しい情報の発信
・学校現場においての正しいLGBT教育
・区の取り組みから市・府・全国へと幅広い取り組みの拡充
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

　職員・区民に対し支援事業の取り組みの理解やLGBTの知識
の取得をめざすことから以下の取り組みを強化する。
・職員や教職員・企業・区民及び市民に対する研修や啓発を目
的として出前講座を開催（6回以上）
・電話相談事業（月8回）、コミュニティスペース（月2回）開催
・区民講演会を開催（1回以上）
・HPなどで各行政機関におけるLGBT情報の取得や医療機関の
情報なども含めリンクする。また、広報誌における情報発信を強
化する。

出前講座や講演会参加者のアンケートにおいて、LGBTを理解
できた割合を85％以上
【撤退基準】
上記目標が50％未満は事業を再構築する。

前年度までの実績

・平成26年度区民モニター　ＬＧＢＴという言葉を知っている
33％
・平成27年度区民意識調査　ＬＧＢＴという言葉を知っている
38.2％
・平成26年度電話相談件数115件、コミュニティスペース参加者
292名
・平成27年度電話相談件数234件、コミュニティスペース参加者
485名

具体的取組４－2－１ 【LGBT支援事業】

26決算額 3,649 27予算額 4,802 28予算額 4,102千

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

前年度 個別 全体

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

自
己
評
価

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

戦略＜中期的な取組の方向性＞

　LGBTも含めそれぞれがお互いを認め合い理解し合い、LGBT
当事者の方々が「自分らしく生きていける」環境

・LGBTの理解不足解消のため、区民向け啓発の実施
・LGBTの理解不足解消のため、区民向けに正しい情報の発信
・淀川区役所をLGBTの情報発信基地にとして位置づけ、各行政
機関のＬＧＢＴの情報をはじめ、あらゆるLGBTに関する情報のプ
ラットフォーム化を行う
・区民向けの研修の実施
・当事者が安心して相談が出来る体制の構築
・当事者が孤独にならずにつながりが出来る体制の構築

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

・区民意識調査において
LGBTという言葉を聞いたことがある区民の割合60％、そのうち
淀川区役所がLGBTを人権課題として何らかの支援（事業）等を
行っていることを知っている割合50％を平成29年度までに達成
する。

めざす成果及び戦略　４－2 【ＬＧＢＴ支援事業】
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【様式２】
平成28年度　淀川区運営方針

経営課題５ 【区民のお役に立つ区役所】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

　全区民が必要とする区政の情報を入手できる環境にあり、区民の意見やニーズが区政運営に反映されている状態。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

【平成26年度の区民アンケート調査】
・多様な意見やニーズが区役所に届いていると感じている区民の割合：16.1％（市平均19.2%）
・区政運営が計画段階から区民との対話や協働により進められていると感じている区民の割合：9.9％（市平均15.1％）
・区政運営について、多様な区民による評価が区に届いていると感じている区民の割合：11.7％（市平均15.9%）

【その他】
・区役所来庁者に対する窓口サービスにかかる民間事業者の覆面調査員による調査：評価は星一つ★（平成26年度）
・窓口の応対が良いと感じた区民の割合：84.3％（平成26年度窓口アンケート調査）
・最近の改善事例（各窓口における案内表示の充実、窓口担当者不在時における対策）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・区民の意見が区役所に届いていると感じている区民が少ないのは、「広聴」や「ご意見を反映した区政運営」など区役所の取り組
みが、区民に伝わっていないことが要因にある。
・区政会議の位置づけ（区民の意見を聴取する基本となる会議、計画段階から区民が参画できる仕組み）が区民に浸透していな
い。
・広報誌については、区役所からの情報発信により区の様々な取組に関する情報が届いていると感じる区民の割合が市平均より
低くなっている。これらから、区役所から発信している情報が区民のニーズを十分捉え切れていないものになっていると推測され
る。また、全戸配布の対象が有人世帯のみであり、事業所や店舗兼住居には配布できていないため、広報誌が全ての区民に行き
渡っているとは言えない状況にある。
・区役所来庁者に対する窓口サービスにかかる民間事業者の覆面調査員による調査での評価は星一つで民間の窓口サービスの
平均的なレベルにあるが、その評価の分析から、個々の職員が窓口や電話で応対する際に、区民に満足してもらおうとする意識
に差がある。
・窓口対応に満足している区民の割合は市政運営基本方針の目標80.0％を上回っている。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・区民からの意見やその対応など広聴に対する様々な取組を広報媒体を活用して周知する必要がある。
・区の取組内容等を評価する区民モニターアンケートは、毎回固定の区民モニターよりも幅広い区民に送付する手法が必要であ
る。
・区政会議の位置づけを区民が正しく認識できるようにするためには、会議で有意義な場として機能するとともに、会議で出た意見
の区政への反映状況などを広報誌などで広く周知する必要がある。
・市政・区政情報をより多くの区民に浸透するためには、区民が本当に必要とする情報を発信するとともに、その情報を興味深くよ
り効果的に発信する必要がある。
・窓口業務は職員一人ひとりが来庁者の「来庁目的に対し満足していただく」という意識を持つ必要がある。

自
己
評
価

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

窓口サービスの満足度

84.3
%

80.0%

82.0%

84.0%

86.0%

26年度 27年度

68000

111000

0

50000

100000

150000

26年度 27年度

25.4% 32.6%

0%

20%

40%

淀川区 市平均

区広報誌の発行部数 区のさまざまな取組（施策・事業・イベントなど）に関す

る情報が伝えられていると感じる区民の割合
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

区や地域での催しにおいて淀
川区地域福祉推進ビジョンを
啓発する。

○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

　区民の幅広いニーズや行政への評価を把握し、適切に区政運
営に反映するため、区民アンケートを拡大するほか、区長と区民
が気軽に意見交換をできる場として、車座会議に代えて、区長
意見交換会「区長とかたろう」を実施する。

・1,500人を無作為抽出する区民アンケート：年3回以上実施
・各種アンケートは結果を検証し「よどマガ！」で周知する。
・区長意見交換会「区長とかたろう」：30回以上開催（金曜日延長
時間帯と日曜日午前中に開催予定。ホームページや「よどマ
ガ！」等で告知する）

　アンケート及び区長意見交換会「区長とかたろう」が意見聴取
に有効な手段と感じている区民の割合が80％以上
【撤退基準】
　上記目標が60％未満の場合は取り組みを再構築する。
前年度までの実績

〔平成26年度〕
区民モニターアンケート2回実施
車座会議を各地域の会館で12回実施
〔平成27年度〕
区民モニターアンケート2回実施
区民アンケート（1,400人無作為抽出）　1回実施

具体的取組５－１－１ 【多様な区民のニーズや情報の的確な把握】

26決算額 (5-2-1に含) 27予算額 (5-2-1に含) 28予算額 (5-2-1に含)

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

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

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

計
画

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

めざす成果及び戦略　5－１ 【区における住民主体の自治の実現】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

・区役所が、区政会議をはじめ、様々な機会を活用して、区民の
意見やニーズを的確に把握するとともに、区の特性や地域実情
に応じた施策・事業を展開できている状態
・区役所が、区民に対して区政運営についての十分な情報を届
け、理解を得ている状態

・広聴の様々な取り組みを「よどマガ！」・「YODO-REPO」を利用
し、周知する。また、区民アンケートについて、より幅広く的確に
区民のニーズや評価を把握するため、固定モニターから無作為
抽出に変更するとともに設問によって抽出する年齢構成を考慮
する事により、より的確なニーズを収集する。
・区政会議における議論の充実と区民への浸透を図る。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

・区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映してい
ると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上
・過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行っ
た区民のうち、区役所が、区における市政の総合窓口として、適
切に対応したと思う区民の割合 平成29年度までに 80％以上
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・淀川区区政会議が委員から区政運営に対する多様な意見や
貴重な評価を聴取できるよう、計画的に趣向を凝らして開催する
とともに、開催内容は広く区民に周知する。

・会議の計画的な開催　4回以上（部会を含む）
　〔会議資料の創意工夫と市民や地域への会議案件(テーマ)募
集〕
・会議内容の効果的な周知（広報誌掲載1回、YODO-REPO4回）

区政会議を知っている区民の割合を70%以上とする。

【撤退基準】
上記目標が40%未満の場合は取り組みを再構築する。

〔平成25年度〕　区政会議3回開催、施策等に反映した取組14件
〔平成26年度〕　区政会議3回開催、施策等に反映した取組9件
〔平成27年度〕　平成27年12月末時点
　　　　　　　　　　区政会議3回開催、施策等に反映した取組9件

26決算額 667千 27予算額 788千 28予算額 681千

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

具体的取組5－１－3 【区政会議の開催】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

　市政の総合窓口としての適切な役割を果たすため、他部局が
所管する内容の市民の声は、区役所が規定の処理期限内（受
付日翌日から原則14日以内）に回答するようマネジメントする。
また、この結果を区民に周知する。

・適切な所管部署への伝達が受付日から2開庁日内にできな
かった案件：年間5件以内
・総合窓口としての実績を「YODO-REPO」等で周知：年間5回以
上

　区民アンケートにおいて、区役所が総合窓口として、適切に引
き継ぎを行っていると感じる区民の割合：70％以上
【撤退基準】
　区役所が総合窓口として適切に引き継ぎを行っていると感じる
区民の割合が40％未満であれば取組を再構築する。
前年度までの実績

〔平成26年度〕
平成26年4月～27年3月までに受付した案件の内、受付日から2
開庁日内に出来なかった案件は9件
〔平成27年度〕
平成27年4月～28年3月までに受付した案件の内、受付日から2
開庁日内に出来なかった案件は7件
（局間調整ののち判明3件、所属内事前連絡調整分4件）
「YODO-REPO」での市民の声の対応　6回掲載

26決算額 (5-2-1に含) 27予算額 (5-2-1に含) 28予算額 (5-2-1に含)

具体的取組5－１－２ 【市政の総合窓口としての区役所】
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【様式２】

円 円 円

　

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・広報誌の全戸配布を事業所にも拡大（発行部数：125,000部）
・区民が必要とする情報を確実に届けるとともに、日常生活や地
域活動に役立つ内容の広報誌を発行（12回）
・様々な機会を捉え、掲載記事に対する区民ニーズの把握（3回
以上）
・区政の「こんなことやってます・やりました」を発信する「YODO-
REPO」の発行（6回以上）
・「YODO-REPO」についてのモニタリング調査を実施（3回以上）
・区職員を対象とした広報スキルアップのための研修（１回）

広報誌、HPなどの情報により、区のイベント等への参加もしくは
施策・事業等を利用したことがある区民の割合が60%以上
【撤退基準】
上記目標が広報誌、HPなどの情報により、区のイベント等への
参加もしくは施策・事業等を利用したことがある区民の割合が
30%以下であれば取組を再構築する。

前年度までの実績

〔平成25年度〕
・広報紙をフルカラー化（25年5月）
・HPのトップページ改修（25年8月）
・各担当課によるHP・SNS（ツイッター・フェイスブック）・動画配信
の情報発信（ツイッター：4,455件、フェイスブック：約360件）
・｢YODO-REPO｣発行（10回）
〔平成26年度〕
・広報紙をA4版化して「よどマガ！」にリニューアル、読み物コー
ナー（よどじん等）新設。
・SNSの情報発信（ツイッター3,610件、フェイスブック約360件）
・｢YODO-REPO｣発行（10回）
〔平成27年度〕
・広報誌を有人世帯を対象に全戸配布を開始。（27年5月号～）
・｢YODO-REPO｣発行(10回）

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組５－２－１ 【市民が必要とする情報の発信】

26決算額 30,485千 27予算額 37,509千 28予算額 35,643千

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

　大多数の区民が市・区の施策・方針や事務事業について「知っ
ている」「聞いたことがある」と答えられる状態

　区広報誌を情報の入口とし、ホームページへ誘導を行ったり、
ツイッター、フェイスブック、動画などと連携させたりするなど、よ
り効果的・魅力的な情報発信を行う。
　また、広報誌記事に関するニーズ把握を行い、広報誌の誌面・
記事構成を随時修正し、ニーズにあった広報誌｢よどマガ！｣の
発行を行う。
　事業所も含め全区民に広報誌を行き渡るようにし、より多くの
区民へ区政情報を届ける。
　職員の広報マインドやスキルを向上させて広報人材の育成を
行い、情報発信力を強化する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

・区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性
や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合：平成29年
度までに60％以上
・区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの
必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割合：平成29
年度までに60％以上

めざす成果及び戦略　５－２ 【区政情報等の発信力の強化】
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【様式２】

円 円 円

戦略の進捗状況

自
己
評
価

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：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)

めざす成果及び戦略　５－３ 【区民の視点に立った区役所づくり】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

　職員の活気と各課間の情報共有により、窓口サービスに満足
している区民を増やす。
　区役所効果的・効率的に運営されるよう、様々な取組みが進
められ、区民がそのことを知っている状態。

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・全所属で来庁者アンケート調査やセルフチェックリストにより窓
口業務の応対がレベルアップしてるかを確認、目標レべルに達
していないと判断した場合は職員研修など必要な取組みを実施
する。（年3回以上）
・業務改善チームでこれまでの調査での減点ポイントを調査会
社などへ確認し、具体把握そして改善を行う。
・窓口サービス向上ＰＴにおいて、丁寧な言葉づかい、時宜を得
たあいさつができるように、朝礼等の機会に指導する。
・案内表示について、窓口までたどり着く時間をより短縮させら
れるように、具体改善を行う。

・区役所来庁者に対する窓口サービスにかかる民間事業者の覆
面調査員による調査（5点満点）での点数： 3.5 点以上（★★以
上）
・来庁舎アンケートにおいてサービスに満足している来庁者の割
合が85％以上

【撤退基準】　区役所来庁者に対する窓口サービスにかかる民
間事業者の覆面調査員による調査で★なし。または、満足度
70％未満の場合、取組みを再構築する。

前年度までの実績
[平成26年度]
チェックリストによる確認（10月）
アンケート調査（12月）
26年度区役所来庁者に対する窓口サービスにかかる民間事業
者の覆面調査員による調査結果の分析（3月）

具体的取組５－３－１ 【来庁者サービスの向上】
26決算額 ー 27予算額 ー 28予算額 ー

・「窓口サービスPT」を組織し、窓口サービスの向上を検討す
る。
・「業務カイゼンチーム」を組織し、業務の効果的・効率的な業務
改善を検討する。
・「区役所ダイエット」の取組などにより、業務プロセスの改善や
事務の集約化を実施し、効果的・効率的なものとしていくととも
に、区民に周知する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

 ・区役所来庁者に対する窓口サービスにかかる民間事業者の
覆面調査員による調査：平成29 年度までに 3.5 点以上（★★以
上）
・区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内
サービスや窓口での応対が良いと感じた区民の割合：平成29
年度までに 90％以上
・効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、
区役所の取組が進められていることを知っている区民の割合：
平成29 年度までに 60％以上

ａ：順調
ｂ：順調でない

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
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【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：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)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

　・事務プロセスの改善・削減のため、「業務カイゼンチーム」を
組織し業務の効果的・効率的な業務改善を検討するとともに即
座に実行に移す組織運営を行う。

・改善や効率化につながる提案を「淀川区ダイエット作戦」と称
し、職員からの提案を得ることにより、職場全体が改善を意識す
る風土を醸成する。
　
　淀川区ダイエット作戦による提案募集：上半期１回
　業務ガイゼンチームの会議：月１回開催

・業務の効率化が図れたカイゼン提案の件数：15件以上
・ムダ取り成功事例（庁内・他区）の庁内実施による業務改善：5
件以上

【撤退基準】
上記目標のそれぞれ3件未満、0件の場合は取り組みを再構築
する。

前年度までの実績

[平成27年度]
・平成27年9月に実施した際の職員提案数60件。

26決算額 ー 27予算額 ー 28予算額 ー

具体的取組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】
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