
【様式１】

【経営課題３　住民が主体となって運営されるまち】
・地域の自律的運営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。

【3-1 豊かなコミュニティの実現】
・中間支援組織と連携して、地域の情報発信や地域特性に応じ
た地域活動協議会の自律運営支援を行う。

主な具体的取組（29年度予算額）

【3-1-1 地域活動への参画促進】（58,113千円）
・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、積極的支援を実施する。

【経営課題２　子育て世帯が住み続けたいと思うまち　】
・学力・体力の向上には、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が大切である。
・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】
・「学力」と「体力」の向上に向けて、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）に向け、子どもを取り巻く環境の
一層の充実を図る。ため様々な取組みを行う。
【2-2 子育て支援】
・独自病児保育事業のサービス供給量の拡大や関係施設との
連携により子育て支援や相談についての情報を発信し、必要な
サービスの提供を充実すさせる。

主な具体的取組（29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）】（2,044千円）
・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に向けた取組みを実施する。
【2-2-1 訪問型病児保育（共済型）推進事業】(7,506千円）
・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。

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】
・南海トラフ巨大地震の区内被害想定を周知し、備蓄の啓発を通
じて、自らができる「自助」自助・共助・公助の役割分担による減
災推進の取り組みを促進する必要がある。
・防犯対策に対する機運の向上を図るための地域や企業との連
携、犯罪抑止の環境づくりを推進する必要がある。
・地域福祉活動に参加しやすい環境づくり、高齢者や要援護者に
対する支援体制の充実が求められる。

【1-1 防災対策】
・地区防災計画を周知し、「減災」の取り組みを浸透させる。
【1-2 防犯対策】
・防犯カメラ等の運用を地域・警察署と連携して進める。
【1-3 地域福祉の推進】
・地域における要援護者の見守りネットワーク体制を確立する。

主な具体的取組（29年度予算額）

【1-1-2 地域防災力の向上】(5,773千円)
・一時避難場所や災害時避難所を使用した地域防災訓練の支援
【1-2-3 犯罪抑止に配慮した都市環境づくりの促進】(8,134千円)
・子どもや女性被害抑止のための市民局防犯カメラの設置を行う
【1-3-1 要援護者の支援体制の確立】(32,509千円)
・見守り相談室に見守り支援ネットワーカーを4つの地域包括圏域ごとに担当できるよう配置しワークショップを18地域で開催する。

経営課題の概要 主な戦略

・淀川区民の日常生活の安全・安心を担う総合拠点
・活力ある地域社会づくりに向けた自律的な地域運営の支援
・区の特性に応じた区政運営と身近な市政の窓口

平成29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（訪問型病児保育等）か
ら、教育支援（英語交流事業や「ヨドジュク」等）や生活習慣改善「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。

重点的に取り組む主な経営課題（様式２）

経営課題の概要 主な戦略

区の使命（どのような役割を担うのか）

平成29年度　淀川区運営方針
（　区長:　山本　正広　）

◆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。

切り取り線：削除　　下線：追加
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【様式１】

主な取組項目 取組内容

【コンプライアンスの確保】 ・職員一人ひとりの意欲・意識を向上するための研修を実施する。
・風通しのよい職場つくりと円滑なコミュニケーションを図るための朝礼を行う。

◆自己評価

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

【改革を推進する職員づくり】 ・区役所ダイエットにおいて実現した提案（実現しなかった提案も含む）効果率を定量化
（作業削減時間等）し評価することを制度化し、人事考課に反映する。

主な取組項目 取組内容

【５Ｓ、標準化、改善、問題解決力向上の推
進】

・５S活動として事務環境（標準机等）の改善及びその状態の定着化に向け推進する。

主な取組項目 取組内容

【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】
・駅前等に放置自転車がなく消防車等緊急車が円滑に通行でき
る安全なまちを実現するためには、駐輪場整備だけでは集中す
る自転車台数を充足しない。
・「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
に対する理解を深める必要がある。

【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活動を通じた啓発活動や撤去および駐
輪場利用促進策等に取組む
【4-2 ＬＧＢＴ支援事業】
・LGBTに関する講習会と情報のプラットフォーム化を行う。・淀川
区役所をLGBTの情報発信基地として位置づけ、行政機関等の
あらゆる情報を発信する。

主な具体的取組（29年度予算額）

【4-1-1 放置自転車対策協議会による取組】（8,752千円）
・放置自転車対策協議会による啓発活動等の実施。
【4-2-1 ＬＧＢＴ支援事業】（3,762千円）
・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する。

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】
・区民の意見やニーズを施策や事業に展開し、区政運営につい
て十分な情報を届ける必要がある。
・市政・区政情報をより多くの区民に浸透する、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】
・アンケート等や区政会議等により区民の意見を聴取し、区政運
営に反映させ、その施策や事業を広く区民に周知する。
【5-2 区政情報等の発信力の強化】
・区広報誌を情報の入口とし、ホームページなどの媒体と連携さ
せたりするなど、より効果的・魅力的な情報発信を行う。
【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」組織で改善する。

主な具体的取組（29年度予算額）

【5-1-3 区政会議の開催】（629千円）
・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。
【5-2-1 市民が必要とする情報の発信】（31,961千円）
・広報誌「よどマガ！」、「YODO-REPO」の発行により区民が必要とする情報を確実に届ける
【5-3-1 来庁者サービスの向上】（　-　円）
・接遇レベルの自発的に向上する仕組み（職員投票による接遇マイスター等）を創る。

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等（様式３）

経営課題の概要 主な戦略
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【様式２】

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

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

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【安全・安心にくらせるまち（１　防災対策）】

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。

計
　
画

【大阪市、淀川区の状況】
・大阪市防災・減災条例(平成27年2月1日施行）
　　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、市民及び事業者がそれぞれの責務と役割を果たし、
　相互に連携を図りながら協力する」
・淀川区地域防災計画の改正（平成28年3月）
　　基本理念「条例の趣旨を踏まえ、災害に備え事前の準備を通じて被害を最小化するために、役割分担を通じた「減災」を
　キーワードに防災の取り組みを進める」
・大阪市防災アプリリリース（平成28年3月）
　　災害時における的確で迅速な避難を支援し、日頃から災害に対する意識を啓発し、避難に関する防災知識の普及を図る
　スマートフォン用アプリケーションソフト
　　（大阪市の平成28年度末の目標51,000件に対し、1月末現在のダウンロード数13,006件で、目標の約25.5％）
・新大阪駅周辺企業へのアンケートによると、従業員の安全確保などの防災対策への取り組みを行っている企業は58.1％
・津波避難ビルの確保
　確保人数　97,716人（昼間確保率131.3％、夜間確保率306.8％）　充足していない地域　昼間人口で9地域、夜間人口で2地域
・大阪市総合防災訓練eラーニングの実施　対象者229名中170名が実施（実施率74.2％）
・職員研修の実施
　淀川区役所に転勤した職員向けの研修　対象者36名中31名が受講（受講率86.1％）
　避難収容班対象の研修　事前説明会：対象者106名中87名が受講（受講率82％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現地による鍵等の確認：実施済み避難所24か所の対象者69名中44名が参加（参加率63.7％）
　主に淀川区在住の大阪市職員（直近参集者）向けの研修　対象者41名中30名が受講（受講率73.2％）
　淀川区本部に徒歩等により30分以内に駆けつけることができる区役所職員（緊急区本部員）向けの研修　対象者19名中13名が受
講（受講率68.4％）
　直近参集者及び緊急区本部員による大阪市震災総合訓練　対象者60名中46名が参加（参加率76.7％）

【地域の状況】
・地域防災訓練の実施　平成26年度参加者人数3,509名、平成27年度参加者人数2,800名
・地区防災計画　18地域で作成予定。
・15地域で学校と地域との合同防災訓練

【家庭の備蓄割合（平成26・27年度区民モニター、平成28年度区民アンケート）】

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＞

・家庭での備蓄割合は54％と、備蓄の必要性がまだまだ浸透していない。
・大阪市防災アプリのダウンロード数が、大阪市の人口に対して約0.5％にとどまっている。
・地域の防災訓練に参加している区民が依然として少ないの重要性の理解が不十分なため参加者が少ないことから、日ごろの訓練
の重要性を理解していない。
・企業の防災対策への取り組みが低い。
・津波避難ビルはについて、地域により要件を満たしている建物が少ないため、偏りがある。
・職員の研修や訓練などの参加が不十分。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・水などの備蓄や情報収集など、日ごろの備えについて、より一層啓発する必要がある。
・防災訓練などにより、区民に災害に対する危機意識を持ってもらう必要がある。
・災害時における従業員の安全確保への意識を持ってもらう必要がある。
・津波避難ビルの要件を満たしている建物に対して、津波や洪水による地域の危険性を訴え、登録に対して前向きになってもらうよ
う進めていく必要がある。
・地域により、津波避難ビルの要件を満たしている建物が少ない。
・区災害対策本部を組織する職員が、防災・減災についてより一層認識する必要がある。

【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）

48%
61%

54%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成26年度 平成27年度 平成28年度
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【様式２】
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）】

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地域で作成された地区防災計画を

平成29年度に周知し、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＞

・災害に対して飲料水やインスタント食品などの「非常備蓄品」の
備えを行っている区民の割合を平成29年度末までに70％以上に
する。

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

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

具体的取組１－１－１ 【区民の防災意識の向上】

27決算額 (1-1-2に含む） 28予算額 (1-1-2に含む） 29予算額 (1-1-2に含む）

自
己
評
価

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

　家庭での備蓄や大阪市防災アプリなどでの災害時の情報収集
の重要性を周知
・防災講座の開催(40回)
・電子媒体（Twitter、Facebook等）による周知（100回）
・区民の集まる場所（乳幼児健診、ＰＴＡの会合、幼稚園等）にお
ける周知（90回）

・防災講座を受講し、家庭での備蓄、情報収集の重要性を再認
識したと回答した割合　8090％以上
【撤退基準】
・上記目標が5060％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〕
・防災講座　36回
・電子媒体による周知　97回
・区民の集まる場所における周知　26回
〔平成28年度〕
・防災講座　46回（2月末現在）
・電子媒体による周知　102回（2月末現在）
・区民の集まる場所における周知　68回（2月末現在）

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
○：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 円

具体的取組１－１－２ 【地域防災力の向上】

27決算額 7,170千 28予算額 4,997千 29予算額 5,773千

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・一時避難場所や災害時避難所を使用した地域防災訓練の支援
(全18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）
・津波避難ビルの昼間確保率が100％に達していない地域を重点
に置き、地域に津波避難ビル指定の協力依頼を行う。　依頼件
数：5件以上

・地域の避難場所を知っている区民の割合を85％以上にする。
【撤退基準】
・上記目標が50％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〕
・訓練　18地域（うち9地域は小中学校と合同開催）
・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）
・新規津波避難ビル締結 4施設 7棟
〔平成28年度〕
・訓練　18地域（うち15地域は小中学校と合同開催予定）
・新大阪駅帰宅困難者対策協議会の設立、図上訓練、学習会
・災害時帰宅困難者体験訓練（661人）
・新規津波避難ビル締結予定 1施設 4棟

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
○：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】
具体的取組１－１－３ 【区災害対策本部機能の充実】

27決算額 (1-1-2に含む） 28予算額 (1-1-2に含む） 29予算額 (1-1-2に含む）

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

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)

・職員対象の研修
　役割に応じた研修(1回)
　淀川区役所に転勤した職員向けの研修(1回)
　直近参集者（主に淀川区在住の大阪市職員）研修(1回)
　緊急区本部員（淀川区本部に徒歩等により30分以内に駆けつ
けることができる区役所職員）研修（1回）
・避難収容班による災害時避難所の鍵の解錠確認（全27箇所）
・避難収容班による備蓄物資の点検（全27箇所）

・研修を受講し、かつ、研修内容を理解することができた職員の
割合　研修対象者の95％以上
【撤退基準】
・上記目標が70％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〕
・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
・淀川区役所に転勤した職員向けの職員研修（7月）
・直近参集者研修（12月）
・緊急区本部員研修(28年1月）
〔平成28年度〕
・避難収容班に対する研修（6月）
・淀川区役所に転勤した職員向けの研修（10月）
・避難収容班を対象とした鍵の解錠確認及び備蓄物資の点検（6
～3月）
・直近参集者研修（12月）
・緊急区本部員研修（29年1月）
（改訂履歴あり）

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)
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【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題

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めざすため、街頭犯罪の10万人当たりの発生件数を大阪府北部エリアの衛星都市（衛星都市
の平均497件）の平均(27年度497件）をめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・街頭犯罪7手口（ひったくり、路上強盗、自動車盗、車上ねらい、部品ねらい、オートバイ盗、自転車盗）の10万人当たりの発生件数
　　　　　　　　　　　　 　　　【26年】　　　　【27年】　　　　【28年】
　　大阪市　　　　　　　　 1,083件　　　　 953件　　　  　957件
　　淀川区　　　　　　　　   848件　　　　 821件　　　  　787件
　　北部衛星都市平均　  546件　　　　 497件　　　  　444件
・大阪府警の街頭犯罪抑止総合対策の成果
　刑法犯罪認知件数が平成13年から半減するなど、府下の治安情勢は格段に改善した。
・大阪府警の平成28年重点犯罪抑止対策・・・府民の不安感を払拭して、安心感を醸成する必要がある。
    子どもや女性を狙った性犯罪、ひったくり・路上強盗、自動車関連犯罪

・上記以外の淀川警察署において取り組む犯罪（平成28年署指定犯罪）　　　　　　　　　　　・子ども女性被害の発生件数（淀川区）
　　還付金詐欺・自転車盗の犯罪抑止対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（性犯罪のほか、声かけ事案、不審者情報などを含む）
・大阪府下特殊詐欺認知件数と被害額
　　　　　　平成25年・・・・ 1,110件　32億円
　　　　　　平成26年・・・・・・791件　35億円
　　　　　　平成27年・・・・ 1,170件　41億円
             平成28年・・・・ 1,633件　52億円

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>

・大阪府警の「地域の犯罪情勢に即した犯罪抑止総合対策」の見直し。
・市内、淀川区内とも街頭犯罪発生件数は減少している。　しかし、大阪府の北部エリアの衛星都市に比べ10万人当たりの発生件
数は、高い水準である。
・特殊詐欺などの社会的弱者を狙った犯罪が後を絶たない。
・子ども供や女性を狙った犯罪発生件数は増加傾向である。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・犯罪抑止には、犯罪発生状況などの情報を速やかに共有するとともに、地域や事業所等と連携した啓発活動等を継続的に行い、
より一層の住民の防犯に対する機運の高まりを図る必要がある。
・10万人当たりの発生件数を減少させるには、区内での発生件数が高い「自転車盗」（平成28年総件数1,355件中854件）を減少させ
る取り組みが必要である。
・特殊詐欺については高齢者を中心とした被害者層に対する啓発活動に取り組む必要がある。
・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

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

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など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。
・犯罪発生状況などの防犯情報の提供。
･防犯統一腕章の着用の促進と新規協力企業への依頼
・防犯カメラ等の運用を地域・警察署と連携して進める。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10万人当たりの街頭犯罪発生件数を市内で少
ない順市内トップ6位以内
（6位：752件）

具体的取組１－２－１ 【区民の防犯意識促進】

27決算額 - 28予算額 - 29予算額 -

自
己
評
価

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

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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・SNSにより区内の犯罪発生情報を速やかに周知するとともに、
安まちメールの登録依頼も行う。　（200回以上）
・入学式などで小学校、幼稚園などの保護者に対しての安まち
メール登録促進活動（区内20ヵ所）
・各種防犯活動などにおいて安まちメール登録推進チラシの配布
（60回以上）
・区役所庁舎においても、来庁者向けに各課の窓口カウンターに
おいて安まちメール登録を呼びかける立札を設置（15ヵ所）

・安まちメールの淀川区登録者月平均件数が平成27年度以上
（8,597人）
【撤退基準】
・上記目標が平成27年度登録者月平均件数を下回れば事業を
再構築する。

前年度までの実績
〔平成27年度〕
・安まちメール登録者月平均8,556597人
・安まちメールの防犯情報のHP発信204回
・安まちメール登録推進チラシの配布50回
〔平成28年度〕
・安まちメール登録者月平均8,6148人
・安まちメールの防犯情報のHP発信235211回(平成29年2月末）
・安まちメール登録推進チラシの配布7469回(平成29年2月末）

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
○：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 円

円 円 円

具体的取組１－２－２ 【地域の防犯活動の普及】

27決算額 841千 28予算額 618千 29予算額 1,030千

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・『淀川区安全なまちづくり推進デー』（1の付く日）において、区内
協力企業等において統一腕章を着用し防犯意識の向上を図る。
・地域や企業が行う防犯活動をＨＰ等で広報（12回）
・地域安全運動の期間中（春・秋）における地域防犯活動（20回）
・年金支給日に高齢者を対象とした、振り込め詐欺防止活動（6
回）
・「コミュニティ・アイ淀川」と協働したひったくり防止活動（10回）
・自転車盗難防止活動（8か所）
・子ども向け防犯教室の実施（10回）

・各種防犯活動への参加人数延べ21,000人以上
【撤退基準】
・上記目標が20,000人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〕
・防犯活動への参加人数延べ20,565人
・防犯腕章新規配布：116枚
・各種防犯活動：45回
・子ども向け防犯教室：13回
〔平成28年度〕
・防犯活動への参加人数延べ20,58420,387人（平成29年2月末）
・防犯腕章新規配布：110枚(平成29年2月末）
・防犯広報：1211回(平成29年2月末）
・各種防犯活動：126121回(平成29年2月末）
・子ども向け防犯教室：109回（平成29年2月末）

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)

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

27決算額 6022千 28予算額 7,615千 29予算額 8,134千

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)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・子どもや女性被害抑止のための市民局防犯カメラの設置を行
う。（30台）
・地域の『子ども見守り隊』と連携するなど、子どもの安全に配慮
した見守り活動（120回）
・子どもや女性被害など、犯罪抑止のための青色防犯パトロール
の実施（昼235回、夜間22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】
・上記目標が平成27年件数（129件）以上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〕
・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：昼間246回、夜間22回
〔平成28年度〕
・防犯カメラ設置：30台(平成29年3月設置完了）
・市民局防犯カメラの設置(公園）：24台
・子どもの安全見守活動：127122回(平成29年2月末）
・青色防犯パトロールの防犯広報：昼間243220回、夜間2321回
(平成29年2月末）

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)

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)
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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

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 　【安全・安心に暮らせるまち（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＞

・区民が住みなれた地域で安心して生きがいのあるくらしができるよう、地域福祉活動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（区民モニターより）： 40.1％（平成24年5月）　　36.2%（平成28年2月）

◆人口構成と高齢化率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆単身世帯の割合（平成22年国勢調査）
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆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）

　

◆区別認知症高齢者数：日常生活自立度Ⅱ以上（平成27年4月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆包括支援センター相談延べ件数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年度　16,404件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年度　16,859件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年度　17,735件
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆精神保健福祉相談延べ件数（区保健福祉センター）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年度　2,359件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年度　3,460件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年度　2,129件

◆区内福祉人口（三障がい手帳所持件数）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆認知症等行方不明者数（警察庁統計）
　　　　　　　　　　　　　精神障がい者　　　　身体障がい者　　　　　療育手帳　　　　　　　　　　　　　　平成25年度　10,322件（大阪府2,114件）
　平成25年3月末　　　　1,268件　　　　　　　　6,508件　　　　　　　1,087件　　　　　　　　　　　　　　　平成26年度　10,783件（大阪府1,921件）
　平成26年3月末　　　　1,371件　　　　　　　　6,607件　　　　　　　1,153件　　　　　　　　　　　　　　　平成27年度　12,208件（大阪府1,791件）
　平成27年3月末　　　　1,492件　　　　　　　　6,642件　　　　　　　1,215件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆見守り相談室「孤立世帯等への相談件数」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年度　183件（実数）　539件（延べ数）

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。
・認知症高齢者の割合も年々増加している。認知症等行方不明者数は大阪府下では減少傾向にあるが、全国的には増加傾向にあ
る。
・障がい者手帳所持者は、三障がい（身体･知的･精神）とも年々増加傾向であり、福祉サービス等支援の必要な方が増加している。
・地域福祉活動に参加したことのある区民は、2回の区民モニター結果より3～4割程度と低い現状にある。
・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おり、淀川区内でも平
成28年度に入り、同様の事故が起こっている。

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、地域の見守り支えあう体制づくり、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
やすい環境づくりが必要である。　また、孤立予防･徘徊高齢者等の早期発見および平時･災害時の要援護者支援のために、区民
の身近な圏域で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必要がある。
・障がいや生活困窮等で制度の狭間にある区民への対応の要となる見守り相談室の体制を充実させ、高齢者の支援を専門とする4
つの地域包括支援センターとのさらなる連携強化が求められる。

52.9 47.6 38.3

40.1
24.8

41.1
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【様式２】

円 円 円

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)

自
己
評
価

取組実績

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

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

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

具体的取組１－３－１ 【要援護者の支援体制の確立】

27決算額 29,021千 28予算額 28,819千 29予算額 32,509千

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おける見守り相談室を
継続して設置し、要援護者見守りネットワーク事業を推進する。

１．要援護者支援
・登録同意書未返送者への訪問：300件
・要援護者と支援者をつなぐ体制の確立：14地域

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：相談実人数240人

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：登
録数24人
・協力者の開拓：登録数6件

４．地域福祉活動の視点を取り入れたワークショップを18地域で
開催。

５．見守り相談室に見守り支援ネットワーカーを4つの地域包括圏
域ごとに担当できるよう配置。

前年度までの実績
（25,26年度）
・要援護者支援事業、地域ささえ愛事業として実施。

(27年度）
・要援護者見守りネットワーク強化事業開始。
・見守り相談室設置。
　
（28年度：H29.2月末現在）
・27年度末登録数：12,639件
・訪問による同意確認：1,501件
・要援護者と支援者をつなぐ体制の確立：12地域
・見守り支援ネットワーカーによる相談支援実人数：94人、延べ
500件
・認知症高齢者見守りネットワーク事業高齢者登録数：23人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協力数：4件

・要援護者見守りネットワークの仕組みができている地域：14地
域以上
【撤退基準】
・上記目標が1012地域以下であるときは事業を再構築する。

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

めざす成果及び戦略　１－３ 【地域福祉の推進　】

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・支え合いが行われる状態。

・「淀川区地域福祉推進ビジョン」を各種啓発活動等により区民
への浸透を図り、区民がそれぞれの置かれている環境の中で、
地域福祉活動に参画できるという意識を高める。
・地域における要援護者の見守りネットワーク体制を確立する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・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％
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【様式２】

※47都道府県に大阪市を加えた48集団の中の順位。

◆朝食喫食率の比較（H28）

平成29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】（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。
・学力・体力向上のため、中学生の朝食喫食率を全国平均より高くする。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

《平成28年度全国学力・学習状況調査　結果》 《平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査　結果》

合計
得点

小学６年生 中学３年生 合計得
点

小学5年生 中学２年生

国語A 国語B 算数A 算数B 国語A 女子
全国 72.9 57.8 49.56

大阪市 69.7 54.6 75.3 44.7 54.30 41.25 49.2060.0 41.7 大阪市 52.61
77.6 47.2 75.6 66.5 62.2 44.1

72.5 62.1

男子 女子 男子
全国 53.92 55.54 42.13

国語B 数学A 数学B

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＞

・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、平成27年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の文科省と大阪市の分析結果において、小中学校男女とも、運動への意
識等他条件を揃えて比較した場合「運動が好き」と回答した児童生徒の方が体力合計点が高く、また総運動時間が多い傾向が報告され
ており、運動やスポーツをすることが「好き」な児童生徒を増やすことが重要であると考えられる。
・また、平成27年度「全国学力・学習状況調査」の大阪市分析結果において、小中学生とも、「毎日、同じくらいの時刻に起きていますか」
という質問に肯定的回答をした児童生徒のほうが、全ての教科で正答率が高い傾向にあることが報告されており、睡眠習慣の形成が重
要と考えられる。
・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やや低い状況である。また、ヨドネルのアンケート調査の結果から、平成29年度に対象となる予定の
児童生徒の朝食喫食率は、大阪市平均とほぼ同じであり、小学校から中学校へと進学すると生活習慣の乱れも大きいとの報告もあるこ
とから、引続き早期に学校と調整を行い実施していくことが必要である。

39位 39位 順位
(母数：48※)

46位 40位 40位順位
(母数：47※)

47位 47位 45位 46位 45位 47位

※46都道府県に大阪市を加えた47集団の中の順位。熊本県は震災の影響により
実施を中止した。

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

29位

◆淀川区内全中学校の朝食喫食率の変化

（参考）データの出典

大阪市・全国：平成28年度全国学力・学習状況調査

淀川区：平成26～28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

82.3 

78.0 

83.3 
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淀川区 大阪市 全国

79.6 

77.7 

82.3 
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H26 H27 H28
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【様式２】

円 円

めざす成果及び戦略　２－１ 【学校教育の支援】

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

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を増やす。

　「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学校の取り組みと連携し、学校・家
庭・地域が協同して継続的に子どもの体力向上のための取り組みを行
う。また指導者のスキルアップに活用してもらうため、スポーツ出前講
座を行う。
・分権型教育行政の枠組みを活用し、学校と連携する。子どもの睡眠
習慣の改善に向けた取組を区をあげて実施する。学校の取組を支援
するため、調査結果提供等を行う。
・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＞
・平成29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29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29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。
・平成30年度までに朝食を毎日食べる中学生の割合が83％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
ａ：順調
ｂ：順調でない

全体

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。

・実施する規模は10校（児童300人）を想定

・全実施校における参加児童への補習実施時間の合計を算出し、予
算上の想定である30人（1校あたりの参加児童）×3時間×40回×10
校＝36,000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80%以
上となること。
【撤退基準】
・上記目標がそれぞれ25,200未満かつ70%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〕
・5校で実施
〔平成28年度〕
・8校で実施

具体的取組２－１－１ 【淀川区小学生補習充実事業】

27決算額 1,034千 28予算額 2,392千 29予算額 2,493千円

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

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)

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

－13－



【様式２】

円 円

円 円

5,053千円

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・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、
講座では楽しみながら英語を経験できる題材などを使用した
ワークショップ、区主催のオールイングリッシュの英語イベントで
は、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。
・また子ども達が競い合うことで、達成感や更なる向上心を生み
出すため、暗唱大会とスピーチコンテストを実施する。
・英語講座の実施(実施場所１箇所あたり6H×6箇所）
・オールイングリッシュの英語イベントの実施（1回）
・小学生夏休みレッスンの実施（1回）
・小学生英語暗唱大会の実施（1回）
・中学生英語スピーチコンテスト（1回）

・小学生を対象としたプログラムについては「自分から進んでコミュニ
ケーションがとれた」と感じる参加者の割合を80％以上とする。
・中学生を対象としたプログラムについては「プログラム参加を通して、
もっと積極的に英語を学習したいと思うようになった」参加者の割合を
80％以上とする。
【撤退基準】
・上記それぞれの目標に対する成果が50％以下でであればを事業を
再構築する。

具体的取組２－１－２ 【淀川区英語交流事業】

27決算額 5,214千 28予算額 3,544千 29予算額

前年度までの実績
〔平成27年度〕
・英会話レッスンの実施時間24H　　参加者数123名
〔平成28年度〕
・Summer English School 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
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)

具体的取組２－１－３ 【児童・生徒の体力づくり支援事業】

○：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

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
　運動やスポーツをすることが「好き」な児童生徒を増やすことを
めざし、下記の取組を行う。

・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、小学
校4年生以下に必須の保護者負担額を区が半額負担する。

・学校授業で民間の専門家による各種スポーツの出前講座を実
施する。
・区主催のイベントで民間の専門家による各種スポーツの出前
講座を実施する。
　[講座数11種目]水泳・なわとび・ダブルダッチ・ダンス・体力
ゲーム・とび箱のための身体の使い方・サッカー・野球・バスケッ
トボール・各種陸上競技・走り方
　[受講者数]区内小中学生の40％以上（平成28年度では約
4,000人以上）

・学校の授業間休み等を活用し、簡単なゲーム感覚の運動を1校
モデル実施する。

・区内プール無料開放の登録者数が27年度の登録者数以上（全小中
学生の10％：1,030人）区内小中学生の14%以上
・各種スポーツ出前講座等の参加人数の合計が区内小中学生の40％
以上
・学校の休み時間を活用した簡単なゲーム感覚の運動を、1校モデル
実施
【撤退基準】
・上記目標がそれぞれ、610％未満・25％未満・0校であれば事業を再
構築する。

前年度までの実績
〔平成27年度〕
・ﾌﾟｰﾙ無料開放　登録者数1,030人(小中学生10％） 利用者延2,607人
・平均リピート回数2.5回、水泳指導教室　2回実施　参加者数　232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
〔平成28年度〕
・ﾌﾟｰﾙ無料開放　登録者数910人(小中学生の9.0％） 利用者延2,930人
・平均リピート3.2回・水泳指導教室　6回実施　参加者数　348人
・水泳出前講座　11校19回　受講教員131人、受講児童生徒2,044人
・スポーツ出前講座10種目28回実施予定、受講教員115人、受講児童
生徒2,821人

27決算額 3,721千 28予算額 5,222千 29予算額 3765千円

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)

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

－14－



【様式２】

円 円

円 円

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）】

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）

・区の取組を受けて、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〕
・教育行政連絡会において、各学校の睡眠の取組の計画とその進捗
をモニタリング。
・市大との連携により、区内小中学生約6,000人に対し大規模アンケー
トを実施(6～7月)。分析結果を11月1日の講演会にて公開。11～12
月、その結果の各校あてフィードバック。
・スマホ過剰使用等をテーマに講演会を実施(9月12日)。

27決算額 - 28予算額 2,309千 29予算額 2,044千円

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)

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）】

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）
・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。
・区内3か所で実施のうち、1か所以上でタブレットPC・オンライン
学習を活用した課外授業を実施する。

・参加生徒へのアンケートで「週5日以上自宅学習に取り組む」と回答
する生徒を30％以上にする。
・学力検定を受講開始後と受講終了前の2回実施し、2回目の検定結
果が上昇した生徒を60％以上にする。
【撤退基準】
・上記目標がそれぞれ20％未満かつ40％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〕
・平成27年8月から十三中学校、美津島中学校にて新規開講。事業終
了時点では定員合計60名に対して60名が受講。
〔平成28年度〕
・十三中学校、美津島中学校は平成28年5月から開講。同年7月から
東三国中学校でも新規開講。事業終了時点で定員合計108名に対し
て54名が受講。

27決算額 1,691千 28予算額 1,414千 29予算額 2,383千円

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
○：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

－15－



【様式２】

円 円

具体的取組２－１－６ 【中学生の朝食喫食率向上】

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81％以上
【撤退基準】
・上記目標が78％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
〔平成28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

27決算額 240千 28予算額 － 29予算額 －

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)

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】
重点的に取り組む主な経営課題

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881日（平成27年度実績）に止まっている。

【発達障がい児等の子育て支援について】

【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。

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

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＞

【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881日（平成27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、子どもの問題行動などで困ったり、悩む保護者も多い。それにもかか
わらず、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。
【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】

円 円 円

めざす成果及び戦略　２－２ 【子育て支援】

・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。

・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。

・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。

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
・「発達障がい児等子育て支援事業を利用して、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

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

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

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 前年度 個別 全体

戦略＜中期的な取組の方向性＞

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29年度の利用見込日数：延597日）

・平成29年度の年間目標：実会員178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
〔平成25年度〕
・登録52名、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
〔平成28年度〕
・実会員123名、延411日の利用実績
（平成29年3月末現在）

具体的取組２－２－１ 【訪問型病児保育（共済型）推進事業】

27決算額 6,364千 28予算額 7,423千 29予算額 7,506千

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２－２－２ 【発達障がい児等子育て支援事業】

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。（50回）
・リトミックやダンス等、親子で参加したあと、親同士の交流会もで
きる講座の開催。(4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。
・子育て支援室に相談に来られた方や、乳幼児健診等で発達に
心配があると思われる方へ、本事業を案内する。
・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で
きる体制を確保（12回）。

・事業を利用して「発達障がいへの理解が深まった」と回答した割
合80％以上
【撤退基準】
・上記目標が50％未満ならば事業内容を再構築する。

前年度までの実績
 〔平成27年度〕
・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
  〔平成28年度〕(H29.2末現在)
・ピアカウンセリング　全38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29人参加
・親子講座　全6回予定中6回実施、延20組43人参加

27決算額 1016千 28予算額 1350千 29予算額 1266千

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

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11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」の部数は（3000部×6回）発行し、小
規模保育所での全員配布や、認可外保育施設にも配布する。
・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・区社会
福祉協議会・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。（年6回開催）

・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）
について、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】
・上記目標が50％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〕
・子育て講座「ハッピールーム」の参加人数のべ年間250組500人
・子育て情報誌「ゆめキッズ」2,500部　6回配布
・子育て支援マップを1,500部、年間4回発行
・すまいる・すてっぷの利用件数1910件（行政窓口の紹介は除く）
〔平成28年度〕2月末現在
・子育て講座「ハッピールーム」の参加人数295組590人
・子育て情報誌「ゆめキッズ」3,000部　5回配布
・乳幼児健診でのアンケートで「子育て支援室」「すまいる・すてっ
ぷ」において相談があれば利用したいと思う人の割合76％

27決算額 1198千 28予算額 1200千 29予算額 1044千

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】

別表１　地域活動協議会の取組状況（平成28年度平成29年2月末現在 ）

企業・NPO・専門学校等と地域活動団体との協働事例
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
コミュニティ回収実施地域　（累計）
民間助成金等活用事例

重点的に取り組む主な経営課題

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＞

・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、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。
・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。

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4年目に入り、中間支援組織により地域特性に応じた支援を受け、様々な
取組みを行う地域が増えつつある。（別表１参照）

19件
9地域
11地域
9事例

・中間支援組織アンケート（平成28年度平成29年2月）
　課題やニーズを的確に把握してもらい、それにあった支援を受けることができている　60.7％
　中間支援組織により、さまざまな団体が集まって地域活動や課題について話し合う事が活発になっている　60.3％

・区政モニターアンケート（平成28年度平成29年2月）

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＞

・地域活動に関わる約6割の方が中間支援組織から地域特性に応じた支援を受け、地域活動や課題について話し合
う事が活発になっていると回答しており、地域活動に取り組む意識が高まりつつある。
・自主財源確保やCB・SB等、地域資源が循環するしくみへの理解は進みつつあるが、地域によって取組みに差があ
る。
・一方、区民においては、地域活動に参画しやすい環境整備や地域が一体となった地域運営がされていると感じてい
る割合が低く、地域活動の広がりについて、十分に実感されているとはいえない。

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

・地域活動協議会における自律的運営の向上に向けて、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。
・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
特性に応じた支援や、CB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。
・区民が地域活動に参画しやすい環境づくりや、地域活動の情報発信、新たな担い手拡大のための取組みが必要で
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

感じる
16%

どちらともいえな

い; 27%
感じない

33%

その他
24%

地域活動に参画しやすい環境が整っている

感じる
15%

どちらとも

いえない; 
22%

感じない
28%

その他
35%

地域が一体となった地域運営がされている
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【様式２】

円 円 円

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

・区広報誌や区HP、地域の広報誌や地域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当初活動支援金などの支援を行
う。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
・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

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組3－１－１ 【地域活動への参画促進】★

27決算額 (3-1-2含） 28予算額 (3-1-2含） 29予算額 (3-1-2含）

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

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）

・地域活動協議会への新たな担い手確保を目的とした「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）
・地域課題解決に向け、地域活動協議会と企業、専門学校、NPO
等との協働・連携の拡大（協働事例：年20 10回以上）

・「自律的な地域活動を支援するための活動補助金」の効果検証
アンケートで「今後も地域活動に参加したい」と回答した割合
70％以上
・企業・専門学校・NPO等との連携　年20 10回以上
【撤退基準】
・割合が50％以下及び企業・専門学校・NPO等との連携が年18 8
回以下の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
平成27年度
・企業、専門学校、NPO等との連携回数：7回
平成28年度
・企業、専門学校、NPO等との連携回数：19回（2月末現在）

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】

千円 千円 円

円 円 円

27決算額 61788 28予算額 59,945 29予算額 58,113千

具体的取組３－１－２ 【地域活動協議会の自律運営支援】

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、
積極的支援を実施する。

・校区等地域を越えて、多様な活動主体が連携し、協働して取組
むネットワークを拡充するための支援を行う。（ブロック会議3ブ
ロック×2回=6回開催）
・地域活動協議会の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
（1地域）
・地域活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力な
どを持った人（地域公共人材）を地域課題解決のために積極的に
活用するよう周知をする。（18地域）

・アンケート「校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、
様々な活動主体の連携・協働により進められていると感じている
区民の割合」：50％以上
・法人格取得を目的とした補助金活用件数　1件
・地域公共人材の活用　3件
【撤退基準】
・割合が30％以下の場合及び法人格取得を目的とした補助金活
用件数が0件、及び地域公共人材の活用が1地域以下の場合、
事業を再構築する。

前年度までの実績
平成27年度
・まちづくりが多様な活動主体の連携・協働により進められている：
21.2％、
・法人格取得を目的とした補助金活用件数：0件
・地域公共人材の活用：0地域
平成28年度
・法人格取得を目的とした補助金活用件数：0件（2月末現在）
・地域公共人材の活用：3件（2月末現在）

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３－１－３ 【地域資源が循環する仕組みづくり】

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）

・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
る当初活動支援金制度を継続実施する。(4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）
・CB・SB化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）

・コミュニティ回収実施地域：新規4地域
・地域資源を活用したCB・SB化事業提案地域：3地域、実施地域：1地域
・CB・SB化に意欲を持った人材と地域とのコーディネート提案地域：3地
域、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（累計）
　平成27年度:4地域(4地域）
　平成28年度：7地域（11地域）（2月末現在）
・CB・SB化事例検討　平成27年度：2事例
・CB・SB化実施　平成28年度：4事例（2月末現在）
　　　　　　　　　　　 平成29年度広報紙配布業務委託事業において　2地
域活動協議会が受託

27決算額 3,075千 28予算額 4,585千 29予算額 405千

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

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】
重点的に取り組む主な経営課題

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、子どもなど誰もが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）

・建設局が行う放置自転車実態調査（11月午前、2月午前の平均台数）では、淀川区の放置自転車台数は平成21年度から約85％減
少している。
・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、「放置自転車対策について、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」「自転車利用者のマナーが悪い」などの問題点について意見がでている。

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＞

・各協議会の取組の成果により、駅周辺の放置自転車台数は平成21年度から減少している。
・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。
・駅前の放置自転車は放置自転車禁止区域以外からの遠距離の自転車利用者の放置自転車もある。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・駅周辺の放置自転車は、平成21年度から約85％減少しており、引き続き各協議会による継続した啓発活動や店舗への協力依頼な
どを行い、放置自転車を増加させない取組みが必要である。
・隣接地域からの自転車利用者の放置もあることから、駅周辺だけでなく区内全体への啓発などの取組が必要である。

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

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。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

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

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

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

具体的取組４－１－１ 【放置自転車対策協議会による取組み】

27決算額 10,425千 28予算額 10,738千 29予算額 8,752千

計
画

取組内容 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）
・地域実情に応じた休日撤去の実施（年10回）
・店舗への協力依頼、アンケート調査（190店舗）

・協議会が取組む啓発活動の参加人数延べ1,300人以上
【撤退基準】
・上記目標が1,000人未満である場合、取組みを見直す。

前年度までの実績
〔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
・休日撤去回数：25回
・店舗アンケート調査：191店舗
〔平成28年度〕
・放置自転車防止啓発活動：4地域、7265回(平成29年2月末）
・放置自転車等対策協議会：3地域、64回(平成29年2月末）
・休日撤去回数：2720回（平成29年1月末）
・店舗アンケート調査：200店舗（平成29年2月末）

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
○：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 円

具体的取組４－１－２ 【自転車利用者への啓発】

27決算額 - 28予算額 - 29予算額 －

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

・「よどマガ！」や区HP等で、自転車利用についての情報発信（年
6回以上）
・地域住民と連携した自転車利用者への駐輪場利用などの啓発
活動（20回）
・地域安全センターなどを利用した、自転車利用に関するポスター
などの掲示依頼（18地域）

・大阪市の駐輪場で、「駐輪後一時間まで無料」を実施しているこ
とを知っている区民の割合：60％以上
【撤退基準】
・上記目標が40％未満である場合、取組を見直す。

前年度までの実績
〔平成2７年度〕
・適正な自転車利用の情報発信：15回
〔平成28年度〕
・適正な自転車利用の情報発信：6回(平成29年2月末）
・地域住民と連携した啓発活動:2422回(平成29年2月末）

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
○：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)

計
画
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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＞

・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の理解度の向上
　・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

重点的に取り組む主な経営課題

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。
【平成27年度区民モニター調査結果】
　・LGBT支援事業について理解できる割合　48.3％（事業内容がよく分からないので判断できない割合　39.6％）
　・LGBTや性的マイノリティという言葉を聞く機会が多くなった割合　43.6％
【平成28年度区民モニター調査結果】
　・LGBT支援事業について理解できる割合49.9％（事業内容がよくわからないので判断できない割合45.9％）
　・メディアでLGBTに関する情報発信が増えたと思う割合　そう思う36.4％　どちらかといえばそう思う　35.1％
○視察及び出前講座実績
【平成27年度視察実績】
　・39件（自治体16件、議会6件、企業7件、学校関係・団体等10件）
【平成28年度視察実績】
　・39件（自治体16件、議会9件、企業5件、学校関係7件、団体等4件）平成29年2月23日現在
【平成27年度出前講座実績】
　・9件（自治体1件、企業1件、学校3件、団体等4件）
【平成28年度出前講座実績】
　・36件（自治体10件、企業4件、学校関係17件、団体等5件）平成29年2月23日現在

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）

・3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こと、自治体や学校関係等の関心は高まっ
ているが、まだ全般的は不十分に思われる。

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

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の情報発信基地として位置づけ、行政機関
等のあらゆる情報を発信する。
・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
・国の調査機関と連携し区民の生活実態調査をおこない、その結
果を分析しながら各課題の問題解決に向けて、関係先と連携しな
がら取り組みを強化する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・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：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】

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

29予算額 3,762千

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

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（10回以上）
・電話相談事業（月4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などで淀川区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、広報誌やSNSにおける
情報発信を強化する。
・LGBT当事者の生活実態調査に向けて、関係機関と調整を行
い、内容を確定する。

・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28年区民アンケートLGBT支援事業について理解できる
49.9%
・平成27年度電話相談件数204件、コミュニティスペース参加者
485名
・平成28年度電話相談件数119件、コミュニティスペース参加者
361名（2月末現在）
・平成27年度視察件数39件、出前講座件数9件出前講座におい
てLGBTの理解を得られた割合96.89%
・平成28年度視察件数41件、出前講座件数37件（2月23日現在）
出前講座においてLGBTの理解を得られた割合96.95%

具体的取組4－2－１ 【LGBT支援事業】

27決算額 4,141千 28予算額 4,102千

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)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況

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)

－27－



【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題

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27年度の区民アンケート調査】

　【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3.0点星一つ★（平成27年度）
・「窓口対応(サービス)全般について満足した」と回答した区民の割合：87％
(平成27年度窓口サービスアンケート調査) (26年度…84％)

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。
・区政会議またはその目的（計画段階から区民が参画し、区政運営を評価する仕組み）が十分に浸透していない。
・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は、平成27年度
の全戸配布への切り替えにより改善しているものの、依然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
・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の基本的な所作の実施不足とともに、接
遇の基本である区民に満足いただくことへの意識に差がある。
・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。
・平成28年度より区民モニターを区民アンケートに切り替えたが、実施状況を勘案して効率的な実施方法を検討していく必要があ
る。
・区政会議とその位置づけを区民に広く認識してもらうためには、活発な議事運営に努めるとともに、内容や反映状況を効果的に周
知する必要がある。
・平成28年4月発行の広報誌から、全戸配布の対象に事業所を加え、配布部数の拡充を図ってきたところであるが、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」という意識を持ち、接客に対する基本的な所作を習得・
実施する必要がある。

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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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

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。

・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。
・アンケートについては、実施状況や内容等を勘案し、区民ニー
ズの把握に向けて最適な手法を検討し、随時修正していく。

・アンケート等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％未満であれば取り組みを再構築する。

前年度までの実績
〔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
〔平成28年度〕
・区民アンケート（1,500人無作為抽出）　3回実施
・区長とかたろう　37回実施 ※うち1件は3/13開催予定

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】

27決算額 (5-2-1に含) 28予算額 (5-2-1に含) 29予算額 (5-2-1に含)

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】

・広聴の様々な取り組みを「よどマガ！」・「YODO-REPO」・SNSを
利用し、周知する。また、区民ニーズのより正確な把握に向けて
をめざして無作為抽出方式の区民アンケートを引き続き行うとと
もに、通常の広聴業務では汲み取れないようなニーズを収集でき
る手法を検討・実施していく。
・区政会議における議論の充実と区民への浸透を図る。

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

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＞
・区役所が、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

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

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。

・議題に応じた事前の資料送付や説明会など計画的な開催　4回
以上（部会を含む）
・会議内容の効果的な周知（広報誌「よどマガ！」：毎月掲載、
SNSを活用した情報発信：毎月1回以上、全ての区政会議実施後
「YODO-REPO」誌上に報告記事を掲載）
・委員から会議の活性化に向けた方策を募集（1回以上）

･区政会議において、委員の意見が区に届いていると感じる割合
を80%以上とする。
【撤退基準】
･上記目標が50%未満の場合は取り組みを再構築する。

〔平成27年度〕
･全体会議34回開催、部会3回
･施策等に反映した取組12件
〔平成28年度〕
･区政会議3回、部会6回（各部会2回）開催見込
･施策等に反映した取組113件（12月末現在）
･会議内容等の周知
･広報誌「よどマガ！」に4回掲載見込、
･「YODO-REPO」に54回掲載見込

27決算額 242千 28予算額 681千 29予算額 629千

前年度までの実績

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）

27決算額 (5-2-1に含) 28予算額 (5-2-1に含) 29予算額 (5-2-1に含)

・市政の総合窓口としての実績として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、区役所がの対応内容等
を規定の処理期限内（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として市民の声の対応内容や「区長とか
たろう」の実施状況等を「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：80％以上
【撤退基準】
・上記目標が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
・「YODO-REPO」での市民の声の対応　6回掲載
〔平成28年度〕
・平成28年4月～29年23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0件
・「YODO-REPO」での市民の声の対応等　5回掲載

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）

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】

27決算額 27,980千 28予算額 35,643千 29予算額 31,961千

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、LINE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】

・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「よどマガ！」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）
・広報人材を育成し、情報発信力を強化するため、広報担当者向
けの講座や研修を受講。また、区職員向けの広報研修を実施（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26年度〕
・広報誌を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182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～）
・SNSの情報発信（ツイッター3,773件、フェイスブック204件）
・｢YODO-REPO｣発行(10回）
〔平成28年度〕
・広報誌の全戸配布を事業所にも拡大。（平成28年4月号～）
・SNSの情報発信ツールとして、LINE@アカウントを取得。友達登
録約3,600人。
・｢YODO-REPO｣発行（6回）
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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)

具体的取組５－３－１ 【来庁者サービスの向上】
27決算額 ― 28予算額 ― 29予算額 ―

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・来庁者アンケート調査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1回以上）
・接遇レベルの自発的に向上する仕組み（職員投票による接遇マ
イスター等）を創る。
・業務改善カイゼンチーム（窓口ミシュラン分科会）を中心に減点
ポイントに重点を置いた調査会社による研修内容が実践できて
いるかを各フロアで各課で相互に現地調査を行うとともに各自セ
ルフチェックシートにより具体把握そして改善指導を行う（年4
回）。また、案内表示について、来庁者アンケートでの意見ととも
に判りやすい表示を日々検討する具体改善を行う。

・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。

前年度までの実績
[平成28年度]
・アンケート調査（12月）
・平成27年度区役所来庁者に対する窓口サービスにかかる民間
事業者の覆面調査結果に基づく研修実施（8～11月）
・わかりやすい統一感のある表示物の作成(11月)

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

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

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。
・区役所が効果的・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。

・「窓口サービスPT」を統合し組織した「業務カイゼンチーム」で窓
口サービスの向上、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
務の集約化を実施する。また効果的なものは、区役所全体での
展開を図る。その成果は区民に周知する。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
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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)

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】

27決算額 ― 28予算額 ― 29予算額 ―

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・「業務カイゼンチーム」により事務プロセスの改善・削減のため、
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（以降随時）
　・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件の場合は取組みを再構築す
る。

前年度までの実績
[平成28年度]
・平成28年9月に実施した際の職員提案数70件
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自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成

取組項目2 【国民健康保険料収納率の向上】　１（２）イ②未収金対策の強化

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
・未収金の圧縮に向けた取組みを進め、国民健康保険料の収納
率向上を図る。

（取組の概要）
・新たな未納を発生させない取組みとして口座振替利用を促進す
る。
・未収金の圧縮に向け滞納処分を強化する。

（目標）
・本市平均収納率を上回り、前年度実績以上の収納率を確保す
る。
　　【H27年度収納率　本市：87.96％、淀川区：87.93％】

（取組の内容）
・「国民健康保険証等交付通知書」に区独自作成の口座振替勧
奨ビラを封入し、加入者の増加を図る。
・財産調査を行い、納付資力があるにも関わらず納付に応じない
滞納世帯に対して滞納処分を実施する。

（目標）
・口座加入率（不現住世帯除く）：59％
【H27年度実績：58.21％】
・収納率：88.8％

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み

取組項目１ 　【生活保護行政の適正実施】　１（２）ア①　施策・事業の見直し

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
・生活保護制度が、真に生活に困窮し保護を必要とする方の最
後のセーフティネットとして持続できる制度とするために、更なる
適正な実施をめざします。

（取組の概要）
・他法活用の優先から、受給者が持てる能力・資産を十分に確認
する。
・医療費の適正運営を推進する。

（目標）
・生活保護受給者等就労自立促進事業等の活用
・年金受給資格の変更に伴い受給申請の指導
・医療費の無駄を無くし、適正な運営を図る

（取組の内容）
・生活保護受給者等就労支援促進事業等を活用し、生活保護受
給者の早期就労を支援し自立を促す。
・年金受給資格の変更に伴い年金受給者が拡大されるので他方
活用の優先の観点から受給申請を促す。
・ジェネリック医薬品切り替え可能者一覧を利用し、ケースワー
カーから被保護者に働きかけを行う。また調剤薬局にも協力を依
頼しジェネリック医薬品への切り替えを促す。
（目標）
・生活保護受給者等就労自立促進事業および総合就職サポート
事業の活用率を60％以上とする。
・現在年金を受給していない高齢の生活保護受給者の年金加入
期間を改めて調査し、その結果受給権が発生すると判った者全
員に受給申請を指導する。
・平成29年度中にジェネリック医薬品を使用する割合を75%とす
る。(平成28年10月審査分の使用率67.5％)

①：達成見込み
②：達成できない見込み

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

自
己
評
価

①：目標達成　②目標未達成
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中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目４ 【LED照明の導入拡大】　１（４）ア　環境に配慮した率先的な取組

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
・国の温室効果ガス削減目標に向けて、環境に配慮した取組み
を進める。
・副次的な効果として、庁舎管理経費の削減につながる。

（取組の概要）
・庁舎内照明設備のLED化を推進し、環境に配慮した取組みを進
める。

（目標）
・平成29年度の電気使用量を平成27年度使用量以下に削減す
る。

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成

取組項目３ 【区独自財源の確保】　１（２）イ③諸収入確保の推進

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
・区独自歳入の増額を図る。

（取組の概要）
・庁舎目的外使用の拡充や新たな広告事業を検討し、使用料や
広告料などの増額を図る。

（目標）
・平成29年度の区独自歳入を平成27年度実績額以上に増額す
る。

（取組の内容）
・具体の取組みとして、庁舎内の壁面広告の拡充や、ネーミング
ライツの導入などを行い、区独自歳入を増加させる。

（目標）
・平成29年度の区独自歳入を平成27年度実績額以上に増額す
る。

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

（取組の内容）
・庁舎内照明にLEDを導入し、環境に配慮した取組みを進めると
ともに、電気代などの庁舎管理経費を削減する。

（目標）
・平成29年度の電気使用量を平成27年度使用量以下に削減す
る。

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成
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当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成

自
己
評
価

取組項目６ 　【５Ｓ、標準化、改善、問題解決力向上の推進】　１（２）イ　５S、標準化、改善、問題解決力向上の推進

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
・「市民サービスの向上」及び「業務執行の効率化」を目的に、課
題解決に向けた職員の意識向上とともに適正な業務執行を行う
ための基盤整備を行う。

（取組の概要）
・「５Ｓ活動」「標準化」の実践。
・職員改善提案の推進。

（目標）
・自身の職場で５Ｓが徹底されていると感じている職員の割合：
29年度40％以上

（取組内容）
・５S活動として事務環境（標準机・物品庫）の改善及びその状態
の定着化に向け推進（毎月）
・作成済み標準作業書の徹底（4･5･7・10･1月）
　及び本作業書の各課作成：各課10件
・現金等の取り扱いの事務手続きが適正に行われているか総務
課による点検の実施（3回）
・　淀川区ダイエット作戦による提案募集：上半期1回（以降随時）

（目標）
・事務環境の点検（12回）以上
・既標準作業書の実施点検（5回）及び新規作業書（各課10件）以
上
・現金等事務点検（3回）以上
・提案件数（50件）以上

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

①：達成見込み
②：達成できない見込み

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成

取組項目５ 【改革を推進する職員づくり】　１（１）ア　改革を推進する職員づくり

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
・取り巻く環境の変化に対応し得る職場を目指し、前向きで主体
性・チャレンジ意識をもった職員を育成する。

（取組の概要）
・若年層職員と直属上司との仕事ベクトルを共有化し、業務遂行
を行う組織づくりを行う。

（目標）
・常にプロ（高い行政サービスを提供）としての意識を持ち業務に
取り組んでいる職員の割合：平成29年度36％以上

（取組内容）
・係員を含めた目標管理制度を活用し、目標や課題を上司と面談
により共有し、同じ認識での業務遂行を行う。（年3回面談実施）
・職員の自らの気づきや改善の力を助長するよう職員からの積極
的な改善提案を随時求める（区役所ダイエットの取組を活用）
・区役所ダイエットにおいて実現した提案（実現しなかった提案も
含む）効果率を定量化（作業削減時間等）し評価することを制度
化し、人事考課に反映する。

（目標）
・職員、上司双方向で目標を知っている職員の割合80％以上
・業務改善案が図れたの提案数（15件）

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
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（趣旨・目的）
・区政運営の推進において、区民の意見やニーズを的確に把握
するとともに、着実に反映する。

（取組の概要）
・運営方針を活用したPDCAサイクルを徹底する。

（目標）
・平成31年度までに日頃からPDCAサイクルを意識して事業に取
り組んでいる職員の割合：83％以上

（取組内容）
・運営方針の策定並びに進捗管理の機会をとらえて、PDCAサイ
クルを意識した作業を徹底するほか、あらゆる媒体をとらえて情
報を発信することによりマネジメントサイクルを徹底する。

（目標）
・平成29年度までに日頃からPDCAサイクルを意識して事業に取
り組んでいる職員の割合：7787％以上

自
己
評
価

①：目標達成　②目標未達成

自
己
評
価

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

①：目標達成　②目標未達成

取組項目７ 　【コンプライアンスの確保】　１（３）　コンプライアンスの確保

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
（趣旨・目的）
・コンプライアンス違反を発生させないための取組を推進する事
により区民の信頼を確保する。

（取組の概要）
・法令等を理解し、風通しのよい職場を作ることにより、コンプライ
アンス意識を向上させ、市民の要請に応えていく体制をつくる

（目標）
・コンプライアンスを「意識していない」職員の割合
平成29年度2.1%以下

（取組内容）
・職員一人ひとりの意欲・意識を向上するための研修を実施す
る。
・風通しのよい職場つくりと円滑なコミュニケーションを図るための
朝礼を行う。
・所属長（区長）を含んだ全体朝礼を行う。

（目標）
・コンプライアンス研修実施（1回）以上
・各担当での朝礼（毎日）
・所属長との朝礼（月2回）

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

当年度の取組実績及び目標の達成状況 課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

中
間
振
り
返
り

取組内容の実施見込み
(ⅰ)実施見込み
(ⅱ)実施できない見込み

課題と改善策　　※左記が「②」の場合は必須

目標の達成見込み
①：達成見込み
②：達成できない見込み

取組項目８ 【PDCAサイクルの徹底】　２（１）施策・事業のPDCAサイクルの徹底

計
画

取組の方針・目標内容 当年度の取組内容
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7 H28.8

　教育支援の取組に関連して、「淀川区では、LGBTの理解、ま
た子ども達の運動能力向上といった視点での政策をされてい
る事と存じます。一方で、区内の小学校の約半数で制服を導
入していますので、女の子はスカート、男の子は半ズボンを半
ば強制的に着用する事になっています。そこで、女の子もキュ
ロットなどの動きやすい服装を認めて欲しいと思っています。制
服がある事で助かる保護者も多い事と思いますので、制服反
対という事ではありませんが、一様に女の子はスカート、男の
子は半ズボン、というのは時代にそぐわない様に感じます。女
の子はスカートをはいて、おとなしくしておけば良いという大人
の都合を押し付けているようにも思います。できましたら、区役
所としてもユニセックスな制服を選択肢として導入する事を促
す等して頂ければ、子ども達にとっても良いのではないかと思
います。もう少し子ども達の動きに沿ったユニホームと言う考え
方ができないのかなと思う次第です。」という意見をいただい
た。

　現在、淀川区の１７の小学校のうち８校に標準服（制服）が採
用されています。
　委員ご指摘のように、多様性を尊重しあう時代において、男
女別の標準服（制服）が子どもが自分らしくいきいきと学校生活
を過ごすために影響があることも想定しなければなりません。
子どもたちが生きていきやすいように、日々子ども達の声に真
摯に向き合い検討を重ねていく必要があると考えます。
　貴重なご意見を受け、今後、私どもで担当している、地域の
方や保護者を委員とする「淀川区子ども教育会議」と小中学校
長とともに開催する「区教育行政連絡会（小学校）」において、
いただいたご意見の情報共有を図ってまいります。

①

6 H28.8

　平成28年度運営方針の淀川区英語交流事業について、「英
語講座を各校下、もしくは中学ブロック単位で出前講座として
行えないか。」というご意見をいただいた。

　今年度、英語講座を7～8月の夏休み期間に西三国小、三津
屋小、区役所の3カ所で開催しました。また、その成果の発表
の場としてのイベント「イングリッシュフェスティバル」を9月に区
役所で、小中学生を対象に開催いたしました。
　講座には120人、フェスティバルでは100人を超える多くの元
気な子どもたちに参加いただきました。
　ただ、今年度の英語講座は、1回2時間の授業を12回受けて
いただくプログラムとなっていたころから、小さなお子さんには
少し負担が大きかったよう感じられました。
　このため、来年度については実施時間や講座回数を見直し
て新たなプログラムでの実施を予定しています。さらに、開催
場所も各中学校下の1小学校での実施を計画しています。
　来年度もより多くの児童・生徒が参加できるよう工夫してまい
ります。
【区運営方針　具体的取組２－１－２】

②

5 H28.8

　平成28年度運営方針の防災対策の取組みについて、「防災
の啓発キャンペーンとして、粗品を配布することはできない
か。」という意見をいただいた。

　防災訓練の際、啓発として備蓄物資の一部をお配りするとい
うことは現在行っています。啓発にあたっては、単に物品を配
るのではなく、防災というキーワードの中で啓発していけるよう
検討していきます。

①
②

4 H28.6

　平成28年度運営方針の防災対策の取組みについて、「上町
断層における地震被害想定が南海トラフ地震の被害想定より
も甚大と聞いている。広報誌などで防災に対する啓発活動（シ
リーズ化など）をしてほしい。」という意見をいただいた。

　上町断層における地震被害想定は認識しております。委員
の意見を踏まえ広報誌などでシリーズで報告可能かどうかも
含めて検討し、引き続き啓発活動を行ってまいります。 ②

3 H28.6

　平成28年度運営方針の地域防災力の向上の取組について、
「現在、地域の防災訓練などは日曜日に行っている。災害はい
つ起こるかわからない。昼間の災害ならば企業などの活動も
必要である。防災訓練などにおいては、地域だけの参加では
なく、企業を巻き込んで実施するなどの制度を考えてほしい。」
という意見をいただいた。

　防災対策において、地域の企業と住民との連携は非常に重
要と認識しております。地域と交流を持ちたいという思いをお持
ちの企業も多く、例えば、西中島地域では、防災計画の作成に
あたって企業にも参加していただいています。今後、更に輪が
広がっていくよう、区役所としても協力させていただきたいと考
えております。

①

①

2 H28.8

　平成28年度運営方針の要援護者見守りネットワーク強化事
業の取組みについて、「 要援護者見守りネットワークについ
て、名簿上では支援の仕組みができていても、実際に災害が
起きたときに、どこまでできるかというところに不安を感じてい
る。」また、「避難所開設などもあり、要援護者の支援まで手が
回らないのではないか。」という意見をいただいた。

　災害はいつ起こるかわからないので、一対一ではなく、地域
として多角的な見守り体制を築く必要があると認識しておりま
す。
　今後も支援が必要な人がいることを地域で認識し、日ごろか
ら見守っていけるよう、引き続きワークショップ等を通じながら
取り組みを進めてまいります。

①

1 H28.8

　平成28年度運営方針の犯罪抑止に配慮した都市環境づくり
の取組みについて、「防犯カメラについて、 一般道路への設置
補助は今後行わないのか。」というご意見をいただいた。

　平成26年度までは地域への補助により設置し、平成27年度
は駐車場へ設置する場合の補助を行いました。しかし、駐車場
への設置補助金については、30台の枠のうち、申請は19台に
留まりました。また、補助設置では、地域の維持管理費の負担
が大きいという声が多くありました。そのため、今年度からは、
公設置・公管理を行う方向としております。設置場所について
は、警察と調整のうえ、効果的な配置となるよう決定してまいり
ます。平成26年度に3区防犯プロジェクトの中で設置した100基
（うち淀川区内40基）や、市民局が平成28年度から3年間で市
内全域に設置を計画している1,000台も公設置・公管理となって
います。平成26年のひったくり件数は60件でしたが、平成27年
は31件に半減しており、今年度も大きく減少していることから、
防犯カメラの効果は大きいと認識しています。今後は、警察と
連携し、カメラをネットワーク化して効果的な運用ができ、なお
かつカメラの稼働が担保できるような方向で設置を進めてまい
ります。

外部評価意見への対応方針
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【様式４】

※分類
　　①当年度（28年度）において対応　　②29年度運営方針に反映または29年度に対応予定
　　③29年度では対応できないが、今後引き続き検討　　④対応困難または対応不可
　　⑤その他

13 H28.3

　もと区役所跡地に整備を検討している新図書館に関して、
「新図書館には、図書館機能にプラスして、歴史や文化を知る
ことができるスペースや機能を検討してほしい。」という意見を
いただいた。

　地域の文化や歴史の発信は、地域図書館の使命ひとつでも
あると認識しておりますので、それも含めて図書館機能を検討
してまいります。 ③

12 H28.6

　平成28年度運営方針の区独自財源の確保の取組みについ
て、「現在『よどマガ！』などの広報誌には広告が掲載されてい
ないが、掲載すれば財源確保の手段になると思う。一面広告
や全ページ掲載でなくても、できる範囲で掲載してみてはどう
か。」という意見をいただいた。

　広報誌「よどマガ！」への広告掲載については、これまで検
討してきたところですが、区民にお知らせする内容の充実を優
先していたため、現行では実施しておりません。
　区独自の歳入の増額を図る観点から、引き続き、新たな広告
事業について検討してまいります。

③

11 H28.8

　平成28年度運営方針の区政会議の開催の取組みについて、
「区政会議での説明が全体的に具体性に欠ける。数値を示す
など、もっと具体的な報告をしてほしい。」また、「開催回数が少
ないので、区役所からの報告ばかりで、質問への回答も納得
いかないことが多い。詳細な部分は部会で詰めていけばいい
のでは。」というご意見をいただいた。

　区政会議では、区役所の施策および事業について、立案段
階から意見を把握し適宜これを反映させるとともに、実績・成果
の評価について伺い、PDCAサイクルを推進していくため、委員
の皆様からご意見をいただいております。会議の運営方法や、
資料の見せ方に工夫が足りない部分はあり、試行錯誤してい
るところです。わかりやすく具体的な報告となるよう、部会を活
用しテーマを掘り下げる等、更に検討してまいります。

①

10 H28.6

　平成28年度運営方針の市民協働型放置自転車対策事業の
取組みについて、「放置自転車対策協議会を中心として活動を
実施しした結果、全体的には放置自転車は減少傾向にあり、
成果があったと思う。しかし、十三駅周辺や西中島南方駅周辺
など、繁華街を抱える地域については、まだ課題が多いと思わ
れる。　区役所として今後、どのような取組みを行うのかをご教
示いただきたい。」というご意見をいただいた。

　放置自転車につきましては、駐輪場の整備や啓発活動、撤
去などにより、淀川区内9駅の月平均放置自転車台数につい
ては、平成21年度約3,200台から平成27年度約450台と減少し
ています。
　しかし、委員ご指摘のとおり、十三駅、西中島南方駅周辺は、
買い物や飲食及び遊戯施設などのお客さんの自転車や店舗
従業員の自転車、さらには張り出し商品や看板が道路に放置
され歩行者などの通行障害となっています。
　これらの自転車や看板は商業地域においては、地域経済と
綿密な関係にあるため、その対策は商店街の各店舗、地域住
民の総意を得て取り組むことが必要と考えています。
　これまで、啓発指導員を夜間も含め配置し自転車の整理や
啓発を行うとともに、商店街の各店舗へ自転車への意識アン
ケートを実施し、合わせて店舗前の自転車整理等への協力依
頼を行ってきました。
　引き続き、協議会での活動を通じて、繁華街への啓発活動や
駐輪場利用促進策を検討し、各店舗への協力依頼などについ
て取り組んでまいります。
【区運営方針　具体的取組４－１－２】

①
②

9 H28.6

　平成28年度運営方針のLGBT支援事業の取組みについて、
「ＬＧＢＴ支援事業については、対外的に高い評価を得ているの
は承知しているが、区民の目から見ると効果が分かりにくい。
もっと内向き、区民向きにも取り組んでほしい。」というご意見を
いただいた。

　誰もがいきいきと暮らせるまち淀川区をめざし、全国に先駆
け平成26年度より本格的にLGBT支援事業を始めました。淀川
区LGBT支援事業は、新聞等メディアに取り上げられ、東京都
渋谷区や沖縄県宜野湾市をはじめ50件もの行政視察やシカゴ
や香港城市大学からの表敬訪問を受けるなど国内外から注目
をされています。日本においてのLGBTに対する取り組みは、
特に国会においては議員立法によるＬＧＢＴ差別禁止法（仮称）
の制定に向けた動きがあるなど、東京オリンピックを控え大きく
動き出そうとしています。しかしながら、委員ご指摘の通り、市
民や区民の多くの方々に対するLGBTの理解度はまだまだ低
いのが現状です。区といたしましては、LGBTに対する理解をよ
り進めるために、職員による「レインボー出前講座」を平成28年
1月から始めており、区内ではPTA会や私立学校保健会にて実
施するなど多くの講座依頼をいただいているところです。今後と
も、区の広報誌などを積極的に活用した広報を行うなど、あら
ゆる機会をとらえてLGBTに対する取り組み等にご理解いただ
けるよう取り組んでまいります。

①

8 H28.8

　平成28年度運営方針の地域資源が循環する仕組みづくりの
取組について、「CB・SBについて、現在、当地域活動協議会で
はコミュニティ回収が動いているが、これ以外にも公園の除
草、清掃を地域活動協議会に委託するなどが考えられると思
う。区の所掌範囲外になるのかもしれないが、地域に密着した
分野で行政が税金で実施している事業で、ＣＢ・ＳＢ化できそう
なものをもっと積極的に検討していただきたい。」というご意見
をいただいた。

　委員ご指摘のとおり、本市では豊かな地域社会の形成に向
けた区政運営基本方針のもと、地域活動協議会を核とした自
律した地域運営をめざすため、地域や社会における課題の解
決やニーズへの様々な取組を、継続的な活動とし、地域の活
性化につなげていくために、人材、モノ、資金などの地域資源
が活用され循環する地域社会をめざしいます。　その手法とし
て、コミュニティビジネスやソーシャルビジネスを積極的に地域
で活用実施に向けて、区役所としても支援しなければなりませ
ん。
　また、他区での社会的ビジネス化の事例としては、公園管理
を地域受託している事例、区広報誌配布を受託している事例
等があり、当区で実施可能かどうか、淀川区まちづくりセンター
と連携して検討を行っているところです。
　今後も、地域内における公園や人材等の様々な地域資源を
活用し、本市が実施している事務事業を社会的ビジネス化でき
るかどうか関係部局へ働きかけ、継続して検討してまいりま
す。
【区運営方針　具体的取組３－１－３】

②


