
20 地域活動 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

ー ー ー 100.0% 100.0%

ー ー 130 230

18.4% 17.7% ー 21.0% 25.0%

62.1% ー ー 67.0% 71.0%

ー 64.4% 68.0% 72.0%

ー ー 80.0% 90.0%

成果指標と目
標値

現状と課題

町会・自治会が積極的に取り組んでいる古紙回収、防犯・防災活動、交通安全などの地域
での取り組みを一層推進するとともに、地域活動の新たな担い手への参加促進など､区民
の地域活動がさらに発展するためへの的確な支援が必要である。

各地域センターごとに発行している地域ニュースなどによる情報提供は、区民の地域課題
への関心の喚起につながり、地域活動参加へのきっかけとなるような内容として充実して
いく必要がある。

地域センターの窓口業務の集約化（５か所に集約）にあたっては、区民に対するサービス
の利便性を確保する方策を検討していく必要がある。

活動の喜びとその実りのある地域

分野目標

地域活性化のために、区民がその経験や能力をいかしながら様々な地域活動や自治活動に
積極的に参加しているまちを目指す。

区民が多種多様なサービスを利用できるよう、町会･自治会を始めとした区民団体などが
行う公益活動の一層の発展を目指す。

地域の課題解決のため、区民が地域情報等を活用しながら、積極的に行動しているまちを
目指す。

地域において効率的な窓口（諸証明の受付・交付等）サービスを行うため、区民の利便性
が十分配慮された地域センター窓口の集約を目指す。

地域自治と地域活動の拠点として施設が一層活用されるよう、区民が主体的に運営し、自
主活動を活発に行っている施設を目指す。

地域情報の入手率【10か年計画】

地域センター窓口利用者の満足度
（３年毎）

地域センター施設利用者の満足度

地域センター施設の利用率を向上させるため、昨年度、集会室利用の要件緩和を行った
が、利用状況の推移や（仮称）区民活動センターへの転換を視野に入れ、さらに改善策を
講じていく必要がある。また、住民の施設利用満足度の向上につながるよう、運営は十分
配慮する必要がある。

公益活動情報コーナーホームページ
登録団体数

（仮称）区民活動センターの運営委
員会（準備会を含む）成立の割合

成果指標

地域活動は幅広く行われているが、新たな担い手や活動分野・活動形態の拡大も求められ
ている。地域センターを、区民による自治と実践活動を推進する（仮称）区民活動セン
ターに転換し、地域活動の中核として機能させるとともに、公益活動支援コーナーの相
談・ネットワーク事業等を充実し、地域を活性化させる必要がある。

この１年で地域活動やボランティア
活動に参加した区民の割合
【10か年計画】



16年度

1,504,422

4,870

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

地域センター窓口の集約

１９年２月に開設の当コーナーを円滑に運営
するとともに、団体紹介･交流イベントを開
催するなど､特に団体間のネットワーク化の
促進を図る。

地域センター窓口集約方法の具体化 地域センター窓口の集約にあたって区民の
利便性を十分考慮することは、地域におけ
る効率的な窓口サービスにつながる。

地域センター窓口における集約後のサービス
のあり方を区民の利便性を十分考慮しつつ検
討し、最終的な窓口業務の形を確定する。

4,929

17年度

区民一人あたりコスト(円)

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

1,517,912

戸籍住民分野

地域の防災・災害時対応 防災分野

公益活動に関して的確な情報提供や相談、
ネットワーク化を進めることにより、活動
が活発化し、区民への多様なサービスの提
供が図られる。

公益活動情報コーナーの運営

（仮称）区民活動センターへの転換に向け、
運営準備会を立ち上げ、運営の実務を担うス
タッフを配置する。

地域センターの（仮称）区民活動セン
ターへの転換

取り組み

住民自らが行動する地域自治と多様な地域
活動の拠点である（仮称）区民活動セン
ターの運営準備会が成立し、実務を担うス
タッフを配置することは、地域施設の有効
活用と地域の活性化につながる。



地域活動推進

2001

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 ー ー 60% 100%

短期 ー ー 70 130

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ー ー 19 30

事業概要

事業名

実績 ー ー 500

事業概要

現状と
課題

地域活動は幅広く行われているが、新たな担い手や活動分野・活動形態の拡大も求められ
ている。区民による自治と実践活動を推進する（仮称）区民活動センター（１５か所）の
運営に向けては、区民の受け止めは様々である。19年度に定める「転換に向けた基本的考
え方」について、区民の意向を十分踏まえるとともに、運営準備会の立ち上げに向けて丁
寧な働きかけを行い、順次、各地域に準備会を設立してもらう必要がある。

地域での活動の担い手が固定化･不足している傾向にあるため、運営委員会(準備会)の立ち
上げにあたっては、中心となって実務を担う人材を確保する必要がある。

公益活動情報コーナーは開設（平成１９年２月）後間もないため、運営を早期に軌道に乗
せるとともに、区民の活動の幅を広げるネットワークづくりに重点を置く必要がある。

地域活動の推進（地域活動推進）

公益活動の支援によって活動が地域に根付き、区民が多様な活動に積極的に参加すること
により、活力のある地域社会が形成されている。

公益活動情報コーナーの運営

情報コーナー相談件数

成果指標
と目標値

公益活動情報コーナー
ホームページ登録団体
数

（仮称）区民活動セン
ターの運営委員会（準
備会）成立の割合

施策目標

相談や情報収集・提供､講習･研修といった業務を円滑に運営するとともに、団体紹介･交流
イベントを開催するなど､特に団体間のネットワーク化の促進を図る。

各地域で地域センターの（仮称）区民活動センターへの転換がすすみ、町会・自治会など
を中心として、コミュニティ活動が活性化している。

地域センターの（仮称）区民活動センターへの転換

地域センターの（仮称）区民活動センター《住民自らが行動する地域自治と多様な地域活
動の拠点》への転換に向け、区民の意向を十分踏まえつつ「転換に向けた基本的考え方」
を定め、運営準備会の立ち上げの支援、運営の実務を担うスタッフを配置する。

地域説明会の開催回数

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

13,942-

45

16年度

-

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年計画
領域Ⅳ－１　区民の公益活動の推進
主な取り組み　地域団体活動の支援、公益活動支援のための助成と拠点整備



様式３

地域活動支援

2002

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

10か年 18.4% ー ー 20.0% 22%

長期 14851 14724 14720 15000 15500

長期 ー ー 55.8% 60.0% 64%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 200 241 ー 260 ー

事業概要

事業名

実績 5333 5226 ー 5400 ー

事業概要

施策目標

自らの健康増進や学習、文化、レクリエーション、社会奉仕活動などを通して高齢者相互
の交流を図り、活力ある豊かな生活を送れるよう支援するため、自主的に活動している老
人クラブに対し運営費を助成する。

地域活動、ボランティア活動、ＮＰＯ活動などを通じて、個々の力を社会に生かす行動を
とる区民が増える。

老人クラブのボランティア活動が活発に行われ、その活動が地域に生かされている。

地域活動への支援

地域を活性化するため、地域センターにおいて、講座や講演会､催しなどの事業を行うとと
もに、ボランティアや自主的団体等が活発に活動できるよう、支援する。

ボランティア活動への支援回数

成果指標
と目標値

地域センター集会室の
公益活動目的利用件数

この１年間ボランティ
ア活動や地域活動をし
た区民の割合

地域の町会・自治会名
の周知度

＜主な取組み＞

現状と
課題

老人クラブの運営助成

老人クラブ会員数

地域貢献活動への参加意向は６割ある（2006年度区政世論調査）が、実際に行動している
区民は少ないため、潜在的に意欲のある区民を掘り起こし、活動に結びつけていく必要が
ある。
町会・自治会の活動の担い手が高齢化・固定化している傾向にあるため、若い世代の活動
への関心を呼び起こし、気軽に参加してもらえるよう、支援を行う必要がある。

高齢者の地域活動や社会活動に関する関心・関与が多様化しており、老人クラブの会員数
が減少していることから、組織強化や新たな活動への支援が必要である。

実りある活動が自立して行われる地域（地域活動支援）

町会･自治会が地縁団体としての特徴を生かし、住民を巻き込みながら活動を行い､地域の中
心的な役割を果たしている。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ー ー ー 2,600 ー

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年計画
領域Ⅳ－１　区民の公益活動の推進
主な取組み　町会・自治会活動の推進

長年にわたり防犯や防災、環境問題などの公共・公益活動に取り組む町会・自治会活動の
推進を図るため、その活動に対して助成金を支給する。（平成１８年度開始）

施策のコスト（千円）

町会・自治会活動の推進

19年度18年度

799

16年度

973

17年度

245,969300,554

町会・自治会活動費助成額（万円）



様式３

地域活動事業

2003

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

10か年 62.1% ー ー 65.0% 67.0%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ー ー 20000 5000

事業概要

事業名

実績 90 90 90

事業概要

住民の自己決定と行動による地域課題の解決（地域活動事業）

自ら行動し、まちづくりの主役となった区民が、いきいきと暮らせる地域社会の実現に向
け地域の課題に取り組んでいる。

地域活動ハンドブックの発行部数

地域の広報

地域ニュースの発行（回）

各地域センターごとに、地域の課題や地域情報について区民に向けた広報活動を実施する
とともに、地域ニュースの内容を区のホームページに掲載する。

成果指標
と目標値

地域情報の入手率
（３年毎）

地域活動に関する情報提供

＜主な取組み＞

施策目標

団塊の世代にあたる区民を対象に地域活動を紹介し、自発的に活動をはじめるためのきっ
かけづくりとなる冊子を作成する。

区民は、必要な地域情報を必要なときにいつでも入手することができる。

現状と
課題

地域活動の担い手は不足しがちであるため、団塊の世代の区民に向けた働きかけを積極的
に行うことで、組織のマネジメントの経験や、専門知識の豊富な人材を地域活動に呼び込
んでいく必要がある。

地域に根ざしたさまざまな地域情報の媒体として地域ニュースを年６回程度発行し、全戸
配付しているが、情報の媒体としてITの活用も必要である。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

783

16年度

707

241,118218,655

19年度18年度

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

17年度

施策のコスト（千円）



様式３

地域センター運営

2004

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 ー 64.4% 66.0% 68.0%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 48.5 48.8 50.0

事業概要

事業名

実績

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

使いやすい地域施設が身近な場所にあり、地域住民によって活発に利用されている。

地域センターの運営

地域センター施設の維持管理・集会室の提供・印刷機等の貸し出しを行っている。

集会室平均利用率(％)

成果指標
と目標値

地域センター施設利用
者の満足度

使いやすく身近な活動の場（地域センター運営）

地域施設は区民活動の拠点としての役割を果たすために、地域活動団体等の意思に基づい
て運営されている。

現状と
課題

地域センター集会室の利用率が5割程度であることから、昨年度、利用要件の緩和を行っ
た。利用状況の推移や（仮称）区民活動センターへの転換を視野に入れ、さらに改善策を
講じていく必要がある。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

1,942

16年度

1,960

598,005605,729



様式３

地域証明

2005

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 ー ー 86.0% 88.0%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 81,244 82,389 83,000

事業概要

事業名

実績

事業概要

現状と
課題

地域センターにおける証明書などの取り扱い総件数は概ね毎年一定で変わりはないが、駅に
近い地域センターなどの件数が多くなっおり、地域センターにより取り扱い件数の格差が大
きくなっている。

窓口サービスの効率化のために、１５か所ある地域センター窓口業務を５か所に集約する
が、窓口業務を廃止する１０か所においても、住民票などの証明書の交付を行うなど、区民
の利便性に十分配慮する必要がある。

身近な窓口で受けられる証明等のサービス

地域センターの窓口サービスが集約化され、少数の職員で効率的な運営がされている。

成果指標
と目標値

地域センター窓口利用者
満足度（３年毎）

施策目標

区民は身近なところで各種証明や交付届出等の窓口サービスが受けられる。

地域センターの証明事務

住民基本台帳法に基づく転入・転出などの届出の受付、住民票・戸籍謄抄本等の証明書の交
付を行う。また、窓口の集約に関連して、区民に対するサービスの利便性を確保する方策の
検討を行う。

各種証明及び証明書発行件数

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

401,232358,523

1,303

16年度

1,161

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)１０か年計画
領域Ⅳ－２　　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
主な取組み　　窓口サービスの効率化と利便性の向上
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