
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
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【災害時に避難場所に安全に避難できると思
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（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
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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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(1-1-2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。

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

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）

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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円 円 円

具体的取組１－１－２ 地域防災力の向上

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

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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具体的取組１－１－３ 区災害対策本部機能の充実

○：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

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】
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。

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】

円 円 円

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＞
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

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

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

円 円 円

具体的取組１－２－２ 【地域の防犯活動普及】

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

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)

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

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

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】

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

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。

0%
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10～20代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代
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20%

40%
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40%
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【様式２】

1‐3‐2に含む 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

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＞
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】
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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）

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

具体的取組１－３－２ 【地域福祉活動推進事業】
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