
《平成 29年度区政運営の基本的な考え方》 
淀川区では、災害や安全の対策の重要性、地域におけるつながりの必要性、子育て 

世帯の転出などの地域特性を踏まえた、特色のある取り組みの推進により、淀川区に住

みたい・住み続けたいと思う「淀川ブランド」を築く。 

・区民が安心をイメージできるよう、大規模災害に備えた｢減災｣の取り組みを浸透さ

せるほか、犯罪抑止に向けた環境を整備する。 

・現役世代が淀川区に魅力を感じるとともに子どもがしっかりと生き抜く力を身に着

けるよう、子育て支援(注１訪問型病児保育等)から教育支援(英語交流事業や｢注２ヨド

ジュク」）や生活習慣改善「注３ヨドネル」まで充実した子育て環境を整備する。 

・区民のニーズは的確に区政運営に反映し、広報誌などを通じて効果的・魅力的に情報

発信する。 

平成 29年度淀川区の区政運営について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度 淀川区関連予算(案)について 
 

平成 29 年度 ① 平成 28 年度 ② 差 引（①－②） 

3 億 9,233 万 6 千円 3 億 8,697 万 7 千円 535 万 9千円 

 

主な増額項目：   

 地域見守り活動サポート事業 新規 359 万 9 千円 

 子ども未来輝き事業 対象学年の拡充 292 万 2 千円 

 「淀川・図書のまち」環境整備 新規 199 万 3 千円 

 地域課題解決に向けた区民からの事業提案への補助事業 募集件数の拡充 114 万 7 千円 

主な減額項目：   

 コミュニティ回収促進モデル事業 環境局予算へ移行 △ 418 万円 

 広聴・広報情報発信事業 広報誌発行経費の平準化 △ 368 万 2 千円 

 児童生徒の体力づくり支援事業 教育委員会予算へ移行 △ 218 万 5 千円 

 市民協働型自転車利用適正化事業 配置人員の見直し △ 198 万 6 千円 

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。 

 

区の

目標 

 29年度の経営課題と具体的取組 

１．安全・安心に暮らせるまち ① 防災対策② 防犯対策③ 地域福祉の推進 

２．子育て世帯が住み続けたいと思うまち ①学校教育の支援 ②子育て支援 

３．住民が主体となって運営されるまち ①豊かなコミュニティの実現 

４．区民との協働による快適で魅力あふれるまち ①放置自転車対策②ＬＧＢＴ支援 

５．区民のお役に立つ区役所①多様な区民ニーズの把握②区政情報等の発信力の強化  

③区民の視点に立った区役所づくり 

「市政改革プラン 2.0」に基づく取組等 

  区独自財源の確保、５Ｓ活動の推進、コンプライアンスの確保ほか 

   



施策分野別の平成 29年度の主な事業(案)について 

 
 

安全・安心に暮らせるまち 

 
 

 
【子どもの安全見守り等防犯事業】           （６，８７４千円） 
――防犯カメラを設置・運用し、犯罪抑止に配慮した都市環境づくりを進めま

す。 
 
【地域防災力の向上】                 （５，７７３千円） 
――帰宅困難者訓練の実施や、区民の防災意識向上に向けた取組みを行います。 

 
【地域見守り活動サポート事業】            （３，５９９千円） 

――見守り相談室に、見守り支援ネットワーカーを増員して配置します。 
 
子育て世帯が住み続けたいと思うまち 

  
【子どもの睡眠習慣改善支援事業（ヨドネル）】      （２，０４４千円） 
――区内小中学生の睡眠の課題についての調査研究やデータ分析を行い、その

結果を各学校での睡眠習慣改善の取組みに反映します。 
 
【民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）】     （２，３８３千円） 
――区内の中学生に対して、各生徒の習熟度に応じた課外授業を実施し、学習

習慣の形成や学校授業の理解度向上を図ります。 
 
【子ども未来輝き事業】                （６，１３６千円） 
――貧困世帯の小中学生を対象に、学習支援やキャリア教育を行います。 

 
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運営支援】          （５８，１１３千円） 
――地域活動協議会に対する積極的な支援を継続します。 

 
【地域資源が循環する仕組みづくり】            （４０５千円） 
――コミュニティ回収未実施地域に対し、取組みのインセンティブとなる当初

活動支援金制度を継続実施します。 
 
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】          （８，７５２千円） 
――区内各駅（十三、三国、南方、新大阪、塚本）において、地域の実情に応じ

た効果的な放置自転車対策を実施します。 
 
【ＬＧＢＴ支援事業】                 （３，７６２千円） 

――LGBT 電話相談事業やコミュニティスペースの開催を引き続き行います。 
 
区民のお役に立つ区役所 

  
【区政情報等の発信力の強化】            （３６，７６２千円） 
――広報誌「よどマガ！」を、区内の全戸・全事業所に配付します。 
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（注１）訪問型病児保育（共済型）推進事業 

本市における病児保育サービスには、医療機関や保育所等の保育室でお子様をお預か

りする「施設型」と、ご自宅に保育者が訪問する「訪問型」の２つの類型があります。 

淀川区では、病児保育施設が不足していることから、訪問型の病児保育事業に取組んで

おり、平成 26 年度からは共済型事業を実施し、100%の保育者派遣を保証しています。 

「共済型」とは、利用登録者（保護者）が予め会費を出し合い、保育者を確保するもの

で、その月の 1 回目は、月会費（定額 3,000円）で利用できます。 

また、保護者のニーズをふまえ、かかりつけ医の受診代行や最大夜 8 時までの保育者

派遣等のサービスを提供しています。 

 

（注２）民間事業者を活用した課外授業(ヨドジュク) 

中学生の学習習慣の形成により授業の理解度を高めることを目的にしています。 

具体的には、民間事業者がそのノウハウを活用して各生徒の習熟度に応じた課外授業

を放課後等に中学校校舎で実施する事業です。実施にあたって、事業者は本市から実施場

所等を無償で提供を受ける事によるコストダウン分を受講者に還元するよう、受講料は

月額 1 万円の範囲内とし、また、「大阪市塾代助成事業」で交付されるバウチャー（塾代

助成カード）でも受講可能とすることとしています。これにより、バウチャー制度対象の

受講者は実質無料で個別指導を受けることが可能となっています。 

   

（注３）子どもの睡眠習慣改善支援事業(ヨドネル) 

子どもたちの睡眠習慣の改善について、分権型教育行政の仕組みを活用し、学校、保護

者・地域、区役所の三位一体で取り組む事業です。 

平成２７年度中から、大阪市立大学健康科学イノベーションセンターと連携した睡眠

啓発の広報のほか、小中学校へ睡眠習慣改善の取組を依頼。 

平成２８年度は、大阪市大への委託により、区内の小中学生約６０００人の睡眠実態の

詳細調査とその分析、各校あてフィードバックを実施中です（ヨドネル大規模調査）。分

析結果は、区の啓発や各学校の取組に生かしていきます。 

合わせて、オリジナルキャラクター「がんこおやじ 夢さん」を創作し、LINE＠を活

用して子どもたちや保護者へ睡眠啓発を行うなど、遊び心ある取組も合わせて行ってい

ます。 

 

（注４）地区防災計画 

東日本大震災の教訓を踏まえ、平成 25 年の災害対策基本法の改正で創設。 

（平成 26 年４月１日施行） 

地域コミュニティにおける共助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の 

地区の居住者及び事業者が行う自発的な防災活動に関して、それぞれの地域特性を踏ま

え作成する計画。平成 28 年度中に市内全地区で作成する予定です。 

 

（注５）安まちメール 

安まちメールは、ひったくりや、路上強盗、子どもに対する声かけ事案、通り魔など 

の「街頭発生情報」とそれの被害を防止するための「防犯対策情報」を警察署からリアル

タイムにお知らせする情報提供サービスです。 

事前登録が必要で、受信時間、必要な情報の種別、地域を自由に設定することができ、

知りたい情報のみの登録が可能です。 

 

≪用語解説≫ 



（注６）｢コミュニティ・アイ淀川」 

「コミュニティ・アイ」とは、「地域の目」という意味です。 

平成 23 年 7 月に開催された「淀川区安全なまちづくり推進区民大会」において、毎

月 1 の付く日を「淀川区安全なまちづくり推進デー」と定め、地域や企業、行政が一体

となり、淀川区の統一防犯腕章（夢ちゃん防犯腕章）を着用して、淀川区の安全・安心ま

ちづくりのための活動を推進しています。 

この活動趣旨に賛同する地元企業「コミュニティ・アイ淀川」が 1 の付く日に夢ちゃん

腕章を着用し、配達や営業をしながら見守り活動を行い、ひったくり防止キャンペーンへ

の参加や配達時に広報チラシを配布するなど、淀川区の安全・安心のための各種防犯活動

を展開しています。 

 

（注７）｢淀川区地域福祉推進ビジョン｣と地域福祉推進計画 

平成 25 年 11 月に策定された｢淀川区地域福祉推進ビジョン｣は、淀川区の特性を踏

まえた地域コミュニティの将来像を示したもので、地域福祉推進の取り組みの基本とな

るものです。 

①地域に愛着をもち、みんなが参画できるまちづくり 

②問題解決できるネットワークのあるまちづくり 

③公民協働―スピード感のある問題解決のまちづくり 

④淀川ブランドー個性あふれるまちづくり 

⑤住みやすい環境づくり、 

を掲げて「誰もが安心して暮らせるまち」を目指しています。 

  隣近所の助け合いは、「困っているのではないか」「何とかしてあげたい」という気 

持ちがあってこそ成り立つものであり、親身になって関わっていくという態度が必要で 

す。おせっかいをプラスのイメージに転換し、「おせっかい」をキーワードに地域福祉活 

動を展開していくという考えから淀川区地域福祉推進ビジョンを「淀川区おせっかい共 

和国宣言」と表現することにしました。 

また、「地域福祉推進計画」は、淀川区内の各々の地域で、各地域の特色を踏まえ、各

地域の福祉の将来の展望や道筋を示していくものです。住民が自分たちのまちを「こんな

まちにしていく」という思いを尊重し、公民協働で策定と実施を進めていきます。 

 

（注８）認知症高齢者見守りネットワーク事業 

認知症高齢者の方が徘徊等により行方不明となった場合に、警察による捜索を補完す

るものとして、早期発見・保護につなげるためのしくみづくりを行う事業です。 

行方不明となった方の氏名や身体的特徴等の情報を事前に登録しておき、民生委員や

民間事業所、交通機関などの協力者にメール配信等をすることにより、地域内での迅速な

徘徊者保護を可能とし、事故の発生等を防止します。 

 

（注９）見守り支援ネットワーカー 

ひきこもりやゴミ屋敷などにより地域から孤立している方、経済的困窮がうかがわれ

る方、高齢や障がい等の複合的な課題を抱える世帯等の要援護者への相談支援を行う福

祉専門職のことをいいます。 

 

 

 

 

 



（注１０）分権型教育行政 

大阪市では、学校や地域のニーズに合った教育施策を進めるための仕組みとして、平成

２７年度から分権型分権型教育行政を推進しています。 

分権型教育行政は、校長の裁量拡大と区担当教育次長（区長兼務）への分権をセットで

その実現を目指しています。 

・「全市における基本的な方針と目標」は市長・教育委員会が策定します。 

・それを踏まえて、｢学校の目標｣とそれを達成するための｢手段｣は学校長が担います。 

・学校と教育コミュニティの状況と進捗を「モニタリング」し、その状況に応じた「サ 

ポート」を区担当教育次長（区長兼務）が担います。 

区担当教育次長は、保護者・地域住民、校長等の多様な意見・ニーズをくみとるための

仕組みを設け、学校や地域の実情や課題により適応した取り組みを展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１１）中間支援組織 

区役所と地域との間にたって、様々な地域活動を支援する組織。淀川区では、平成 24

年度から区役所内に「淀川区まちづくりセンター」という名称で設置し、地域や企業、専

門学校、NPO 等の活動同士のコーディネートやまちづくりに関する各種支援を行ってい

ます。 

 

（注１２）コミュニティ回収〔よど★エコ回収〕 

古紙・衣類の回収を、それまでの大阪市（環境局）ではなく、地域活動協議会が契約し

た民間の回収業者に委託することにより、地域にその売却益が入るほか、大阪市からも奨

励金が入る仕組みです。 

地域にある資源を活かして、自主財源を獲得する手法として注目されています。 

特に 27年度から各地域で取組を促進する目的で活動初年度（次年度から環境局予算）

に限り、区役所まちづくり予算を活用して導入を図ってきたところです。 

現在、区内の１１地域（野中、木川南、十三、東三国、田川、三国、三津屋、神津、 

塚本、北中島、西中島は来年 1 月予定）で実施又は予定されています。（11 月現在） 

自立した住民自治を進めていくことで、まちのイメージが高まり、それは資産価値の向

上にもつながります。淀川区ではこういう取組みを「地域ブランドづくり」の一つにして

いきたいと構想しています。 

【注】29 年度は当初活動支援金制度のみ区役所まちづくり予算を活用し継続実施します 

 ◎平成 27～28 年度 当初活動支援金（区独自）+回収量に応じた報奨金（区独自） 

 ◎平成 29 年度   当初活動支援金（区独自）+回収量に応じた報奨金（環境局予算） 
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（注１３）ＣＢ・ＳＢ 

ＣＢ(コミュニティビジネス)とは、地域の住民が、地域課題やニーズに対応し、 

その解決のために必要なサービスなどをビジネスの手法で提供する事業をいいます。 

営利目的ではなく、地域の利益を増大させることを目的としています。 

ＳＢ(ソーシャルビジネス)とは、市民が、社会的課題やニーズに対応し、その解決の

ために必要なサービスなどをビジネスの手法で提供する事業をいいます。営利目的では

なく、社会の利益を増大させることを目的としています。 

 

（注１４）地域公共人材 

地域で活動しているさまざまな団体や人をつなげてコーディネートしたり、課題を解

決するためのアドバイスができる様々な経歴やスキルを持った人材のことです。 

 

（注１５）自律的な地域活動を支援するための活動補助金 

地域活動協議会が行う、これまで地域活動に関心の薄かった住民の地域活動への参加

の促進や、地域活動の新たな担い手育成などを目的とした事業を対象とする補助金です。 

 

（注１６）放置自転車対策協議会 

地域・鉄道事業者・行政機関が一丸となり「放置自転車対策協議会」を立ち上げ、放置

自転車が発生する要因を調査・分析し、地域実情に合わせた活動を展開しています。 

（十三駅、新大阪・西中島駅、三国駅、塚本駅） 

※放置自転車は目の不自由な方や車いす利用者等の通行を妨げるだけではなく、 

 緊急車両が通行する際に支障となっています。 

 

（注１７）ＬＧＢＴ 

LGBT とは L=レズビアン（女性同性愛者）・G＝ゲイ（男性同性愛者）・B＝バイセク

シャル（両性愛者）・T=トランスジェンダー（生まれた時に割り当てられた性別にとらわ

れない性別のあり方を持つ人）など、性的少数者の総称です。 

淀川区では、LGBT 当事者との意見交換を積み重ねてきた結果、人権課題として LGBT

当事者を取り巻く現状と課題を浮き彫りにしました。そして、平成２５年９月に全国行政

機関初となる「ＬＧＢＴ支援宣言」を行い、様々な LGBT 支援事業を行っています。 

日本全国をはじめ世界中から注目されるほど、多様性（ダイバーシティ）のまち「淀川

区」のブランド化を図っています。 

 

（注１８）ネーミングライツ 

淀川区が管理する施設等を自主財源確保の観点から有効活用し、得られた収入を行

政施策等に活用することを目的として、事業の趣旨に賛同し、契約料を負担いただいた

企業に施設等の通称名の命名権を付与することです。 

 

（注１９）５Ｓ 

「業務の効率化」「事故の未然防止」「安全性向上」を目的に、職場環境において５Ｓ（整

理・整頓・清掃・清潔・習慣化）を徹底し、ムダを取り除き、業務執行の効率化を図って

います。 

 

 

 



（注２０）ＰＤＣＡサイクル 

効果的・効率的な行政運営を確立するためには、事業の目的（どのような状態にするの 

か）を明確にしたうえで、成果（市民や社会にどのような変化が生じているか）を常に意

識し、定期的に当該事業を進めることにより、事業内容の改善や新たな事業展開につなげ

ていくことが必要です。 

このため、課題ごとにめざす目標やそれを実現するための戦略と具体的取組を明らか 

にする運営方針を策定し、ＰＤＣＡサイクルによる点検・評価を通じて、取組の成果を常

に意識しています。 

 

 Plan（計画） ：行動の計画を立てる    

Do（実行） ：計画にそって行動する。 

Check（評価）：計画にそって行動できているか、 

成果が出ているかを確認する 

Action（改善）：評価の結果に基づいて行動を継続的に改善する 

 

 

 

＜参考＞ 淀川区概要 

■総面積                   12.64 ㎢（市内６位） 

  ■人口                   176,411 人（市内２位） 〔平成２７年国勢調査〕 

■世帯数                   96,009 世帯（市内１位）〔     〃     〕 

■昼間人口比率                128,8％（市内７位）  〔平成２２年国勢調査〕 

■外国人登録                 5,535 人（市内８位）〔平成２８年３月末現在〕 

■市立学校児童数        小学校 6,838 人（市内５位)〔平成２８年５月１日現在〕                 

中学校 3,274 人（市内４位）〔      〃      〕 

■母子手帳交付数               1,748 人（市内１位）〔平成２７年度〕 

  ■商業 事業所数                2,139 事業所（市内４位）〔平成２６年７月１日現在〕 

商品販売額          3,036,754 百万円（市内４位）〔  〃  〕 

■工業 工場数                 389 事業所（市内４位）〔  〃  〕 

製造品出荷額       64,770,155 百万円（市内１位）〔  〃  〕 

  ■交通事故件数                 809 件（27 年：前年比 142 件増加） 

  ■刑法犯認知件数               3,017 件（27 年：前年比 186 件減少） 

  ■火災件数                    52 件（27 年：前年比 8 件減少） 

  ■救急件数                   9,361 件（27 年：前年比 19 件増加） 

 

 Ｐ Ｄ 

Ｃ Ａ 


