
【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
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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＞
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《〔平成２７年度〕全国学力・学習状況調査　結果》
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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】
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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

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
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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

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。
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【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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