
業績目標の達成状況です。

○：達成　　△：未達成　　×：撤退基準未達成

○ △ ×

４０回 ４６回

１００回 １０２回

６０回 ６８回

「具体的取組」です。

表の見方

【経営課題】重点的に取り組む課題を
あげています。淀川区では、経営課題
１～５まであげています。

「×：撤退基準未達成」は、業績目標にあげ
ている「撤退基準」を達成できなかった取組
みです。

「めざすべき成果及
び戦略」の取り組み
です。

主な取組みとその当初計画数
値及び実績をあげています。

・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

・大阪市防災アプリの周知

平成２８年度　淀川区運営方針　自己評価（抜粋）

経営課題１
安全・安心にくらせるまち

達成状況

主な取組 計画 実績 業績目標 結果　/　課題

成果の達成にむけて、そ
の取組みによって何がどう
なったかを測るための目
標値をあげています。
撤退基準は、その目標を
下回れば、事業を再構築
する為の基準です。

業績の結果とその課題を
あげています。

戦
略

１－１

１－１－１
区民の防災意識の
向上

×

・防災講座の開催

改善策

課題への改善策を
あげています。

・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

・「大阪市防災アプリをインストールしている」と回答した割
合：4.6%（区民アンケート）

・大阪市防災アプリは情報収集できる手段の一つ
ととらえ、家庭での備えや情報収集の重要性を区
民全体に浸透させるために、乳幼児健診や区民ま
つり、区内各種団体が集まる会合等に出向いての
周知、「よどマガ！」に定期的に掲載などをすること
により、より一層啓発する。

【撤退基準】
･上記目標が５％未満であれば、事業を再構築する。

・計画していた取り組みは予定通り実施し、大阪市防災アプ
リの普及に努めたが、区民全体に大阪市防災アプリを認知
させることができなかった。



○：達成　　△：未達成　　×：撤退基準未達成

○ △ ×

４０回 ４６回

１００回 １０２回

６０回 ６８回

１３地域 １３地域

５地域 ６地域

全地域 全地域

２回 ３回

３地域 ３地域

全27箇所 全27箇所

２００回  235回

５０回 74回

 1,000枚  1,178枚

50枚  110枚

5回 　7回

50回  126回

３０台
以上 ３０台


・子どもの安全に配慮した見守り活動 120回 12７回

240回 24３回

500件 1,524件

240件 延べ560件

50人 25人

30件 25件

1回 １回

実施 実施
・区社会福祉協議会と協働し「地域における
見守りネットワーク強化事業」の取り組みや各
地域における「地域福祉活動発展計画」を広く
周知していく

・広報等による周知 ・地域福祉活動の担い手へのアンケートでは、約80％の方
が「小さなおせっかいなら自分でもできる」と回答していた
が、一般区民では約40％であった。各個人の価値観の違い
もあるが、人と人との関わりを大切にしていく取り組みは必
要だと考える。

・区社会福祉協議会等と連携した各
地域への周知啓発等

18回 18回
【撤退基準】
・目標達成が50％未満の場合は、事業を再構築す
る。

１－３－２
地域福祉活動推進
事業

○

・区役所内パネル展 ・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７0％以上

・「小さなおせっかいなら自分でもできる」と回答する者：
84.1%

・登録同意書未返送者への訪問 ・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

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：
12地域

・各地域でワークショップを開催することで、各地域
の意見を吸い上げ、地域に応じた体制づくりを支援
する。

・見守り支援ネットワーカーによる相談支
援

・認知症高齢者等の見守りネットワーク事業の登録推
進や協力者の開拓については時間を要する。

・認知症高齢者等の行方不明時の早期発
見(高齢者登録数)

【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。

・認知症高齢者等の行方不明時の早期発
見(協力機関)戦

略
１－３

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

○

１－２－３
犯罪抑止に配慮した
都市環境づくりの促
進

×

戦
略

１－２

１－２－１
区民の防犯意識促
進

△

１－２－２
地域の防犯活動普
及

○

・安まちメール登録チラシの配布
【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。

・安まちメール登録促進は、促進ビラを約13,000枚配布し、
区役所窓口設置の立札を活用した周知などを行い、登録者
数は市内の所轄署管内で1位と高い水準を維持している。
しかし、登録者数の伸び率が穏やかになってきており、大幅
な増加は困難な状況となっている。

・ひったくり防止カバーの取付

・安まちメールの防犯情報をHP等で発信

・子ども女性被害の発生件数：133件 ・子どもや女性を狙った犯罪については、被害
者はもとより地域の住民に大きな不安を与え
ることから、警察と連携した啓発活動や犯罪
抑止の防犯カメラ設置などの環境づくりを推
進する。

【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。

・取組内容については、ほぼ予定通り実施できたが、
防犯カメラについては稼働日が年度末となり、カメラ
の抑止効果が未だ表れていない。・青色防犯パトロールでの防犯広報

・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

・子ども女性被害の発生件数を対平成27年比10％減
（116件）

・防犯腕章新規配布 ・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

・腕章の着用率：85%(H29.3月）
・１の付く日「淀川区安全なまちづくり推進デー」の
腕章着用について、引き続きHP等を活用した 広報
を行い、また定期的な輪店活動を行い、防犯意識
の浸透を図る取り組みを進める。

・防犯活動をHP等で広報 ・コンビニ等における防犯腕章の着用は、従業員の異
動や店舗の開店、閉店などにより、引継ぎが行われ
ず、着用率の低下につながっている。・防犯キャンペーン

【撤退基準】
・上記目標が70％以下であれば事業を再構築する。

・府下における淀川区の安まち登録者件数割合2.１0％以上 ・府下における淀川区の安まちメール登録者件数割合 2.04%

・安まちメールの登録促進ビラを幅広く周知をする
ことが必要であり、防犯キャンペーンや春・秋の地
域安全運動、出前講座や区民まつり等、より一層、
配布場所を拡大する。

・大阪市震災総合訓練参加者及び避難収容班研修対象者
へのアンケートで「担当の役割を理解した」と回答：78.2% ・異動者、避難収容班担当職員、緊急区本部員へ

の研修は引き続き実施していき、庶務班などの担
当職員について、自己の役割を理解させるための
情報を提供していく。

・地域、関係機関と連携した避難所開設訓
練の実施（3地域） 【撤退基準】

･上記目標が50％未満の場合、事業再構築する

・緊急区本部員や避難収容班担当職員については、自己
の役割を理解している職員は増加しているが、それ以外の
担当職員については、自己の役割を十分に理解させるまで
に至っていない。

・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

１－１－３
区災害対策本部機
能の充実

○

・全職員対象の研修
･「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

・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）

･地域防災訓練の参加者数：9,006人
･地域の取り組みを区民全体により一層浸透させる
ために、地域の役割分担を示した「地区防災計画」
の地域への配布、避難所開設・運営訓練の広報等
を行い、地域の活動を支援していく。

・地域防災訓練への企業等事業者の参加 【撤退基準】
・参加者数が平成27年度（2,800名）未満であれば、事業を
再構築する。

･地域防災訓練に関して、準備段階から意見交換を行い、
Twitterなどの広報も積極的に行ったこともあり、参加者数
は昨年より大幅に増加した。・地域防災訓練実施にあたっての助言

・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

・「大阪市防災アプリをインストールしている」と回答した割
合：4.6%（区民アンケート）

・大阪市防災アプリは情報収集できる手段の一つ
ととらえ、家庭での備えや情報収集の重要性を区
民全体に浸透させるために、乳幼児健診や区民ま
つり、区内各種団体が集まる会合等に出向いての
周知、「よどマガ！」に定期的に掲載などをすること
により、より一層啓発する。

・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 【撤退基準】

･上記目標が５％未満であれば、事業を再構築する。

・計画していた取り組みは予定通り実施し、大阪市防災アプ
リの普及に努めたが、区民全体に大阪市防災アプリを認知
させることができなかった。・大阪市防災アプリの周知

戦
略

１－１

１－１－１
区民の防災意識の
向上

×

・防災講座の開催

１－１－２
地域防災力の向上

○

・地区防災計画の策定支援

平成２８年度　淀川区運営方針　自己評価（抜粋）①

経営課題１
安全・安心にくらせるまち

達成状況

主な取組 計画 実績 業績目標 結果　/　課題 改善策



○：達成　　△：未達成　　×：撤退基準未達成

○ △ ×

6回 6回

360人 348人

3種目 10種目

合計36回 合計28回

○

平成２８年度　淀川区運営方針　自己評価（抜粋）②

経営課題２
子育て世代が住み続けた
いと思うまち

達成状況

主な取組 計画 実績 業績目標 結果　/　課題 改善策

・実施する学校（10校を想定）を選定し、各校の補習
計画に基づき、人件費等の支援を行う。
・8校にて実施し、1校あたりの平均参加児童は37.3
人。全校の実施回数は207回。
・各校の参加児童ごとに実施時間を算出し、合計した
指標は24,960であった。

２－１－４
子どもの睡眠習慣改
善支援事業（ヨドネ
ル）

○

・英語講座の参加者数120人(2クラス×3箇所)、実施
時間 １人あたり24H、淀川区English Festivalにて発表
会を実施
・淀川区English Festivalの実施時間4H　参加者数113
人
・English Festivalで発表した暗唱大会の実施時間１H
参加者数25人

・中学生以下のプール無料開放(7・8月除く通年)。登
録者910名、利用者延2930人

・睡眠習慣改善にかかる取組について、区内23校中全校が
各校の運営の計画に取組や目標等を盛り込んだ。
・各校の取組の進捗について、教育行政連絡会を通じてモ
ニタリングを行った（年3回）。
・大阪市立大学への委託により、区内小中学生の睡眠の課
題について調査研究、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）。
・講演会実施2回。うち1回は上記分析の結果報告会。

戦
略

２－１

２－１－１
淀川区小学生補習
充実事業

△

２－１－２
淀川区英語交流事
業

△

２－１－３
児童・生徒の体力づ
くり支援事業

×

２－１－５
民間事業者を活用し
た課外授業（ヨドジュ
ク）

○

・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。

・以前より授業が分かりやすくなったと感じる参加児
童の割合については79.3%で目標値を超えたが、指標
は目標値の28,800未満であり、全体としては達成でき
なかった。 ・新規実施時は開始までの準備に時間を要する

が、29年度は、継続実施となる学校がほとんど（9
校中8校）のため、実施期間は充分である。
・参加児童数が少ない学校においては、実施対象
学年の拡大を図るなど参加増にむけての取組を
行ってもらう。

・予算作成時のヒアリングでは実施予定希望があった
学校10校の内、当初から実施できたのは6校で、年度
途中から補習を開始したのが1校であった。ヒアリング
時には希望が無く年度途中から補習を開始した学校
が1校あった。この2校は実施期間が充分でなかった
こと、また、当初から実施しても参加児童が少ない学
校もあったことから、指標数値も想定より下がった。

【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。

・英語講座に満足した受講者の割合が80％以上
・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

・英語講座に満足した受講者の割合が72%
・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%
・英語イベント参加者の満足度が92％

・平成２９年度は単発の講座を基本とし、講座
内容を改める。
・低学年は保護者の付き添いありの参加とす
る。【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。

・英語講座は１コマ2時間×12回講座にしていたが、小学生
児童にとっては期間・時間ともに長すぎた。
・低学年児童は保護者同伴でないと講座に集中できず、他
の参加者に影響が出た。

・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

・区内プール無料開放の登録者数が区内小中学生の
9.0％
・平均リピート回数が3.2回
・各種講座等の参加人数の合計が区内小中学生の
48.1%

・スポーツ出前講座等、実績の上がってきて
いる取組については、引き続き充実した運用
を図る。

・H28に撤退基準を下回った部分について、
H29の事業実施にあたっては、既に契約締結
している部分もあるため、仕様に影響しない
範囲で、広報や登録者への動機付け等につ
き努力する。並行して、H30の事業実施にあ
たっての抜本的な見直しも視野に入れて検討
する。

・民間インストラクターによる水泳指導
教室の実施

・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 19回

【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

・プール無料開放の利用登録者数は、撤退基準を下
回った。全小中学生へのチラシ配布や、ＨＰや広報誌
での情報発信に加え、転入者に無料開放の周知ビラ
を配布する等、周知に努めたが、登録者数が伸びな
かった。

・各種スポーツの出前講座を希望に
応じて実施

・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。

・自律的に実施できた学校が区内小中学校23校のうち23校
(100%)

・平成29年度は、2年目となり、取組前との比
較が可能な状態となる。その視点も踏まえて
モニタリングを行っていく。

・初年度となる今年度は、報道機関からの注目もあって、学
校でも自主企画を立案するなど、意欲的に取り組んでいた
だいた。しかし、各学校・各家庭レベルで継続的に取り組ん
でいかなければならない内容である。2年目以降は、取組を
根付かせていくことが課題である。

【撤退基準】
・上記目標が70％以下の場合は事業を再構築する。

・十三、美津島、東三国中学校の3校で開校し、課外
授業を実施した。
・各校の受講者数は（受講者数/定員）、平成29年3月
末時点で、十三が18名/30名、美津島が29名/45名、
東三国が7名/33名。

２－１－６
中学生の朝食喫食

・食生活講座:6校全て実施
・啓発リーフレットの配布:6校全て実施

・朝食を毎日食べる生徒の割合82.3％（6校平均）
・引続き早期に中学校と調整を行い、食育推進事
業の取組を進める。また、睡眠等の生活習慣に関
する内容も取り入れた食生活講座とするとともに、

・「授業がわかる」と回答する生徒の割合70.1％（実施前63.6％）

・東三国中学校において受講者を増やすための取
組として、平成29年度はICT教材を準備し、実施事
業者にICTを活用した指導を行ってもらう仕様とす
る。
・平成29年度では、全3校が5月に同時開校となる。

・東三国中学校において受講者が少なかった。東三国中学
校は新規実施であるため、準備工事等により開校が7月と
遅かった（十三・美津島は5月開校）ことが一因である。

【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。

・朝食を毎日食べる生徒の割合80％以上

・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。



○：達成　　△：未達成　　×：撤退基準未達成

○ △ ×

6回 6回

6回 6回

12回 12回

・子育て講座「ハッピールーム」開催 12回 12回

○ △ ×

2回 ２回

・コミュニティ回収実施地域：新規7地域（累計11地域）
・地域資源を活用したCB・SB活用地域：15件
・人材と地域とのコーディネート実施件数：3件

・CB・SB化の効果を十分説明したうえで、各地域
の特性に合わせた、地域資源が循環する仕組み
づくりの支援を行う。

【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。

・CB・SB化のメリットが、地域に十分に認識されていない。

３－１－３
地域資源が循環する
仕組みづくり

○
・コミュニティ回収実施地域：新規7地域（累計11地域）
・地域資源を活用したCB・SB活用地域：15件
・人材と地域とのコーディネート実施件数：3件

・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

・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
・自律的補助金活用済地域：全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：60.4％
・平成28年度自律的補助金活用地域：13地域（新規3地域
含む） ・地域に対し、中間支援組織が課題やニーズに応

じた様々な支援を行っていることを、積極的に幅広
く周知する。

・自主財源獲得支援：2地域

・地域と多様な団体とのネットワークづくり支援：19件 【撤退基準】
・割合が60％以下の場合及び補助金活用地域が13地域未
満の場合、事業を再構築する。

・中間支援組織の支援内容に対する認知度が低い。

・事務局機能充実支援：全18地域

・交流会の開催

３－１－２
地域活動協議会の
自律運営支援

△

・幅広い住民の地域活動参画促進支援：全１８地域

・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

・SNSを活用した地域側の情報発信：年約600回
・交流会参加団体数：延54団体

・SNSをはじめとする様々な広報媒体を活
用し、地域活動に関わりの薄い層にも積
極的に情報発信を行う。【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。

・地域活動に関わりの薄い層は、積極的に地域の情報を収
集しないため、地域の情報が届きにくい。

業績目標 結果　/　課題 改善策

戦
略

３－１

３－１－１
地域活動への参画
促進

○

・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

600回

経営課題３
住民が主体となって運営さ
れるまち

達成状況

主な取組 目標 実績

745回

・相談窓口や子育て講座を利用した人の割合、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

・参加人数の少ない月の理由の検証を行い、
参加者を増やしていくようにする。

・「ゆめキッズ」「子育て支援マップ」発行配布済
【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。

・いずれも計画通り実施することが出来たが、子育て講座
「ゆめちゃんハッピールーム」では、月によっては参加人数
が少ないことがある。・「よどマガ」年間４回「YODO‐REPO」５回掲載

・アンケートで講座や相談を利用しやすいと思う人の割合：
81％

・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。

・保護者向け座談会の参加者　6回、延48人
・保護者向け座談会の参加者　6回、延29人（平成２７年度４
回、延２８人）

・保護者向け座談会の開催 ・親子講座　6回、延48組 ・親子講座　6回、延20組(平成２７年度３回、延２３組）

・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

【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。

・座談会　対象年齢を限定しなかったため、事業のイメージ
がわきにくく、応募につながらなかった。
・ピアカウンセリング、親子講座　急病で突然キャンセルが
あり、参加者が定員に満たなかった。

・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

・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 36回
・ピアカウンセリングの利用者　38回、延38人

・ピアカウンセリングの利用者　36回、延36人（平成２７年度
通り）

・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。

・平成28年度の年間目標　実会員89名 ・実会員123名（平成29年3月末現在） ・引き続き民間事業者のノウハウを活用し、あ
らゆる手段によって広報・周知活動を行う。
・また、平成29年3月に淀川区内において開設
された施設型病児保育と併用するなど、更な
る潜在的保護者ニーズを掴み、サービスの向
上を図る。

【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。

・保育ニーズについては依然としてあると考えられ、
引き続き病児保育サービスの供給量を拡大させる必
要がある。

戦
略

２－２

２－２－１
訪問型病児保育（共
済型）推進事業

○

２－２－２
発達障がい児等子
育て支援事業

×

２－２－３
よどっこ子育て支援
事業等

○

平成２８年度　淀川区運営方針　自己評価（抜粋）③

経営課題２
子育て世代が住み続けた
いと思うまち

達成状況

主な取組 計画 実績 業績目標 結果　/　課題 改善策



○：達成　　△：未達成　　×：撤退基準未達成

○ △ ×

72回 72回

５回  6回

190店 200店

10回  22回

1,286　人 
 1,286人

20店  44店

６件 37件

48回 48回

24回 24回

・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

・出前講座、講演会参加者　2,165名に対しLGBTを理解でき
た割合：96.2% ・広報誌のほか、区民まつり等のイベントでの周知

活動を行う。また、区民センターや18地域の集会所
等への事業内容及び出前講座のリーフレットを設
置することにより、認知度を高める。さらに、市民局
がHPで公開している大阪市LGBT支援サイトと連
携して啓発を行い、認知度を高めていく。

・電話相談事業 ・出前講座等研修を受講された方々の理解度は高いが、区
民アンケートにおいて、LGBTという言葉を聞いたことがある
区民の割合が49.6%と昨年度より微増しているものの、依然
低い状態である。・コミュニティスペース提供事業

　【撤退基準】
・上記目標が50％未満は事業を再構築する。

・出前講座

戦
略

４－２

４－２－１
LGBT支援事業

○

・自転車の適正化に関する啓発活動 ・放置自転車対策への取組み店舗 新規63店舗

・集客施設に対する啓発等、地域特性に応じた取
り組みと対策を講じる。

・有償啓発指導員の配置
【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。

・繁華街や商店街の放置自転車は、店舗利用者や従
業員の自転車が、要因となっている。・駐輪場マップの設置など自転車利用の

適正化に向けた取り組みへの協力を呼び
かけ

・放置自転車対策への取組み店舗　(新規　5店舗）

・放置自転車対策協議会による啓発活動等 ・協議会が行う啓発活動の参加人数延1000人以上

・協議会での各地域の特性に応じた効果的な取り
組みを検討し、実施する。

・放置自転車対策協議会開催
【撤退基準】
・上記目標が900人未満である場合、取組を見直す。

・店舗へのアンケート調査 

・協議会が行う啓発活動の参加人数延1,465人

・区内の放置自転車台数はこれまでの取り組みにより減少
傾向にあるが、西中島の繁華街、十三の商店街等地域の
特性に応じた対策が必要である。

戦
略

４－１

４－１－１
放置自転車対策協
議会による取組み

○

４－１－２
自転車利用の啓発

○

平成２８年度　淀川区運営方針　自己評価（抜粋）④

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

達成状況

主な取組 計画 実績 業績目標 結果　/　課題 改善策



○：達成　　△：未達成　　×：撤退基準未達成

○ △ ×

　３回 ３回

３０回 4２回

５回 ５回

　4回 9回

1回 4回

4回 4回

3回 4回

1回 1０回

改善策

戦
略

５－３

戦
略

５－１

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

○

×

５－１－２
市政の総合窓口とし
ての区役所

△

△

戦
略

５－２

５－１－３
区政会議の開催

５－１－１
多様な区民のニーズ
や情報の的確な把握

経営課題５
区民のお役に立つ区役所

達成状況

○

５－３－１
来庁者サービスの向
上

主な取組 計画 実績

・広報誌の全戸配布を事業所にも拡大（平成28年4月号～）

５－２－１
市民が必要とする情
報の発信

△

業績目標 結果　/　課題

・会議内容の効果的な周知-YODO-REPO
掲載

・会議内容の効果的な周知-広報誌掲載

・会議の計画的な開催（部会を含む）
・区政会議を知っている区民の割合を70%以上とす
る。（区民モニター：任意で登録したモニター）

【撤退基準】
・上記目標が40%未満の場合は再構築する。

・適切に引き継ぎを行っていると「感じる」「どちらかといえば
感じる」：58.0％

・マニュアルどおりに市民の声を担当に引き継ぐだけ
では総合窓口の役割を果たしていると判断されてい
ない。

・適切な所管部署へ受付日から２開庁日以内に伝達

・区政会議を知っている区民の割合：29.2％
（区民アンケート：無作為抽出）

・広報誌で区政会議に関する定期的な広報を行ったが、区
政会議を知っている区民の割合は30％程度にとどまった。
引き続き広報誌での周知に加えて、新たにSNSを活用した
情報発信及び区民まつり等での周知が必要だ。

・習得した接遇技術を各課単位で相互に実施
状況をチェックし、改善指導を行うとともに自
発的に向上するシステムを作る。

・区民アンケート ・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

・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、年3回
の区民アンケートを実施するほか、区民ニー
ズをより的確に把握できるような手法を検討・
実施していく。・区長意見交換会

【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。

・区民アンケートの否定的な回答に対し、どの
ような点が引き継ぎが不十分であるか尋ね
て、問題点を改善する。

・「YODO-REPO」に市民の声の対応掲載

・区長とかたろう、区民アンケートが意見聴取に「有効であ
る」、「ある程度有効である」の割合：80.1％

・各種アンケートは結果を検証し「よどマガ！」で周知
・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。

・引き続き、区政会議の周知に取組むととも
に、平成２９年度は目標を委員の達成感に変
更し、会議の実質的活性化に取組む。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、趣向を凝らし
て会議を開催する。

平成２８年度　淀川区運営方針　自己評価（抜粋）⑤

・改善や効率化につながる提案募集 ・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。

・職員から改善や効率化につながる提案を得
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。

・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：43.6%

・現状の編集方針は維持しながら、区民が地域活動
やイベントへの参加、施策・事業等の利用など、自発
的な行動を促すような誌面づくりが必要である。

・区情報誌「YODO-REPO」を6回発行

・窓口サービスにかかる民間事業者の覆面調査結果に基
づく研修実施

・わかりやすい統一感のある表示物の作成

・電話での丁寧な挨拶に向け統一ルール作成し全電話機
へ掲示

・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点数： 3.5 点以上（★★以
上）
・来庁者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。

・覆面調査員による調査結果：★（3.4）
・サービスに満足している来庁者割合：82.9％

・具体的な接遇技術を研修により各職員が習得したが、そ
れを組織全体で継続していくシステムが無い。

・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。

・事務プロセスの改善、削減のための
業務ガイゼンチームの会議

・広報誌を読んで、掲載された場所に行って
みたい、記事と同じ体験をしてみたいといっ
た、区民の共感を高め、自発的な行動に誘う
ような誌面づくりに向けて、担当者会議や研
修を通じ、広報マインドやスキルの向上に取り
組む。・広報誌及びＹＯＤＯ－ＲＥＰＯについての

アンケート調査を実施

月１回 10回

・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。

・業務効率化が図れた提案数：39件
・ムダ取り成功事例の庁内実施による業務改善：6件

・業務の改善を意識している職員は多く居るものの、その具
体手法が解らなかったが、指数化による改善の見える化に
より手法を取得したことから、今後、その手法を実践及び検
証を継続することが必須である。


