
20 地域活動 分野（22年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

ー 24.9% 22.6% 27.6% 28.0% 35.0%

61.9% 66.1% 63.2% 70.0% 80.0%

80.2% 79.8% 80.1% 85.0% 90.0%

現状と課題

（1）区民による公共・公益的な活動は幅広く行われてきているが、新たな担い手の参加や活動
分野の拡大が求められている。

（2）公共サービスを継続的に提供するような活動を行っている区民団体は少ないため、区民に
よる協働の動きが広まり、そうした活動が活発に展開されるよう支援していく必要がある。

（3）平成23年7月を目途に一斉転換する予定の（仮称）区民活動センターは、その運営を地区
町会連合会（町会・自治会）からの推薦者を中心とした運営委員会に委ねることを想定してお
り、4地域において先行実施(地域センター業務の一部業務委託)が行なわれている。各地域の運
営に対する理解がさらに深まるよう意見交換を十分行い、運営委員会による運営が円滑に行わ
れるよう支援していく必要がある。

（4）平成23年7月を予定している地域センターの窓口業務の集約化（５か所の(仮称)地域事務
所に集約）にあたっては、現在行っている様々な窓口サービスを精査し、他の区立施設や民間
の収納機関を活用することによって、より身近な地域できめ細かに行政サービスを展開してい
く必要がある。

（5）地域センター集会室の平均利用率は５割弱を推移しており、ほぼ横ばい傾向にある。利用
者の満足度調査の結果等も活かしながら、（仮称）区民活動センターへの転換前に対応できる
ことは速やかに対応しつつ、転換後においては、柔軟な運営により、区民が一層利用しやすい
施設としていく必要がある。

成果指標
と目標値

成果指標

町会・自治会やボランティアなど地域の
活動に参加した区民の割合

地域センター施設（集会室）利用者の満
足度

地域センター窓口利用者の満足度

活動の喜びとその実りのある地域（地域活動）

分野目標

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

(2) 公共サービスの多くが多様で豊かな民間活動によって提供されるよう、区民団体による活動
の発展と協働の広まりを目指す。

(3) 地域に根ざした公共・公益的な活動が活発に展開されるよう、区民団体等の活動の一層の推
進を目指す。

(4) 地域自治と地域活動の拠点として施設がさらに活用され機能するために、地域センターを、
地域住民が主体的に運営し、実践活動が活発に行われている（仮称）区民活動センターへと転
換し、円滑な運営を目指す。

連携の内容

18

1,590,085

5,150区民一人あたりコスト(円) 5,052 5,254

分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21

1,565,320 1,638,666

町会･自治会活動の発展は、地域の活動に参
加する区民の割合を増やし、地域の活性化
や自治活動の発展につながる。

町会・自治会活動がさらに発展するよう、区の支援
策を強化するため、町会・自治会とともに、その組
織や運営、活動等の現状分析を行い、的確な支援を
行っていく。

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携により期待される効果 連携による実績

戸籍住民分野との連携
による地域センターの
窓口サービスの集約準
備

集約後の(仮称)地域事務所を所管す
る予定の戸籍住民分野と、窓口サー
ビスの集約に向け準備を進めること
は、区民の利便性に即した窓口サー
ビスの提供と、円滑な業務の執行に
つながる。

連携による成果

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

(仮称)区民活動センターの開設準備 (仮称)区民活動センターの運営を運営委員
会が行うことにより、地域住民の意思に基
づいた運営が行われ、区民の多様な地域活
動・自治活動の活性化に結びつく。

(仮称)区民活動センターの運営委員会準備会が未設
置の地域への設立の働きかけを強化するとともに、
準備会設置地域の先行実施が円滑に行われるよう支
援する。一般区民への周知を十分行う。

窓口サービスの（仮称）地域事務所への集約準備 地域センターの窓口サービスの集約にあ
たって、サービスの質や量の充実に十分考
慮することは、利用者の満足度の向上につ
ながる。

(仮称)地域事務所への集約は、サービスの質や量を
充実することを踏まえ検討を進める。

町会・自治会活動推進のための支援



様式３

地域活動 （２２年度）

2001

18 19 20 21 22目標 （達成度）

- - -  ４地域
(準備会)

15地域
(準備会)

- 24.9% 22.6% 27.6% 28.0%

14,947 14,834 15,015 16,000

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 ー ー ー ー 制定

概要

事業２

実績 56 47 32 50

概要

平成23年7月を目途に一斉転換する予定の（仮称）区民活動センターは、その運営を地区町
会連合会（町会・自治会）からの推薦者を中心とした運営委員会に委ねることを想定して
おり、4地域において運営委員会準備会による先行実施(地域センター業務の一部業務委託)
が行なわれている。各地域の運営に対する理解がさらに深まるよう意見交換を十分行い、
運営委員会準備会による運営が円滑に行われるよう支援するとともに、条例は運営委員会
の意向を反映できる柔軟性のあるものとして制定する必要がある。

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。老人クラ
ブについては、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、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となっている。

条例の制定

（仮称）区民活動センターの開設に向け、運営委員会準備会の設立を働きかけるととも
に、転換後の業務が円滑に行われるよう運営委員会準備会を対象とした研修等を実施す
る。また、一般区民の理解を深めるため、地域ごとに意見交換を行う。

地域活動への支援

地域事業の実施回数

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。

＜主な取組み＞

（仮称）区民活動センターの開設準備

成果指標
と目標値

成果指標

（仮称）区民活動センターの開設に
向けた運営委員会（準備会）の設置
地域数

町会・自治会やボランティアなど地
域の活動に参加した区民の割合

地域センター集会室の公益活動目的
利用件数

現状と
課題

実りある活動が自立して行われる地域（地域活動）

施策目標

地域センターの（仮称）区民活動センターへの転換後、センターは地域住民によって組織
された運営委員会の運営により地域自治の推進拠点として機能し、地域の力が向上してい
る。

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

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 25,433 26,203 27,862 28,000

概要

事業４

実績 5,185 4,860 4,804 4,900

概要

区民一人あたりコスト（円） 6,301

区の計画との関係

(１)　10か年計画（第２次）
　　　　領域Ⅳ－１　自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが展
開
　　　　　　　　　　するまち
　　　　   主な取組み　（仮称）区民活動センターを拠点とした地域自治の推進、
                                 町会・自治会活動の推進

6,142 6,322

1,945,682 1,902,967 1,974,687

町会・自治会活動の推進自治会活動助成額（万円）

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。また、町会・自治会の活動を一層
推進するため、町会・自治会とともに加入促進を図るしくみづくりを進め、組織力強化の
支援を行う。

友愛（老人）クラブの運営助成

友愛（老人）クラブ会員数

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、友愛（老人）クラブの活動を支援す
る。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

町会・自治会活動の推進



様式３

公益活動推進 （２２年度）

2002

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

- 24.9% 22.6% 27.6% 28.0%

153 160 159 170

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 - 195 197 177 140

概要

事業２

実績 13 11 13 12 10

概要

「区民公益活動に関する政策助成」は、制度発足以来3年間の実績を踏まえ、より公平で効
果的な制度運用を図る必要がある。財源的な制約のある中で、区政目標への貢献度の高い
事業や、真に必要不可欠な経費を精査し、助成の質を高めることが肝要である。「区民公
益活動推進基金からの助成」は、より創造性・発展性のある活動を募るため、積極的なＰ
Ｒを行うとともに、助成の財源となる基金への区民・事業者からの寄付の機運を高める必
要がある。
平成19年2月に開設した公益活動情報コーナーは、区民への公益活動の普及、区内公益活
動情報の顕在化、ＮＰＯ法人設立支援等、一定の成果を挙げたが、開設後３年経過を機
に、今後の公益活動支援のあり方を見直し、平成22年3月末をもって廃止した。今後は、
全庁的な連携を一層強化しつつ、団体への情報提供や交流機会の提供等を行なうことによ
り、区民の暮らしを豊かにする公益活動の発展や、「業務委託の提案制度」応募業務の採
用につなげていく必要がある。

業務委託の提案制度は平成18年度から実施しているが、20年度は提案2業務、採用0であっ
た。平成21年度は提案数は6業務に増加したが、いずれも採用には結びつかなかった。提
案が実際の委託までに至るよう、区民公益活動推進協議会からの意見も踏まえつつ、制度
運用の改善を図る必要がある。

区民公益活動に関する政策助成件数

区の政策目的の実現に貢献する区民団体の活動への助成制度として、「区民公益活動への
政策助成」を行う。

区民公益活動推進基金からの助成

助成への応募件数

区民公益活動推進基金（区民や事業者からの寄付、区からの資金）から、区長の諮問機関
である区民公益活動推進協議会の審査を経て、先駆的で発展性のある区民団体の公益活動
に助成を行う。

＜主な取組み＞

区民公益活動に関する政策助成

成果指標
と目標値

成果指標

町会・自治会やボランティアなど地
域の活動に参加した区民の割合

区内に主たる事務所を置くNPO法人
の数

現状と
課題

区民が行う多様で豊かな公益活動の推進（公益活動推進）

施策目標

多くの区民によって、地域課題解決のための行動が積極的に行われ、様々な担い手との協
働による取り組みが進んでいる。

地域の団体活動が活発になり、公共サービスの多くが多様で豊かな民間活動によって提供
されている。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 1 1 0 0 1

概要

事業４

実績

概要

区民一人あたりコスト（円） 70

区の計画との関係

（1）10か年計画（第２次）
           領域Ⅳ－１　自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが
　　　　　　　　　展開するまち
              主な取組み　公益活動支援の推進、公共サービスへの参入促進

51 129

21,763 15,738 40,095

区の業務として採用した件数

区民団体が、団体の特長を生かした業務の受託を区に提案し、区は、その中から区の業務
としてふさわしいものを提案団体に委託して実施する制度である。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

業務委託の提案制度



様式３

地域センター運営 （２２年度）

2003

18 19 20 21 22目標 （達成度）

61.9% 66.1% 63.2% 70.0%

- 53.6% 58.7% 62.0%

80.2% 79.8% 80.1% 85.0%

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 47.8 48.9 48.1 52.0

概要

事業２

実績 90 90 90 90

概要

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、利用状況の推移や平成23年7月を
目途とした（仮称）区民活動センターへの転換を視野に入れ、利用しやすく使い勝手のよ
い集会室として改善策を講じていく必要がある。

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回発行している。21
年度まで全戸配付とホームページにより周知してきたが、今年度から全戸配付を廃止した
ため、関係施設での配付や掲示版による周知も含め、より多くの区民の目にとまるよう工
夫する必要がある。また、区政全般に関する意見や要望等の受付・調整を行っているが、
丁寧かつ速やかに所管につなげ､満足度の高い対応を行っていく必要がある。

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、こ
うした行政(窓口)サービスは 新たな需要に対応しつつ区民の利便性を高めていく必要があ
る。このため、平成23年7月を目途に15か所ある地域センターの窓口業務を5か所の（仮
称）地域事務所に集約する準備を進めている。集約にあたっては、コンビニでの諸証明の
自動交付の導入なども視野に入れ、サービスの質や量を充実させる必要がある。

集会室平均利用率(％)

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。

地域広聴・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、区民からの区政全般に対する意見や要望に対応し調整する。

＜主な取組み＞

地域センターの運営

成果指標
と目標値

成果指標

地域センター施設（集会室）利用者
の満足度

地域ニュースの活用度

地域センター窓口利用者の満足度

現状と
課題

地域センターの窓口サービス（各種証明の発行や交付届出等）が集約化され、（仮称）地
域事務所で効率的な運営がされている。

使いやすく身近な活動の場（地域センター運営）

施策目標

使いやすい施設が身近な場所にあり、地域団体等の意思に基づき運営され、地域住民に
よって活発に利用されている。

区民は、身近な地域で、必要な地域情報を必要なときにいつでも入手できるとともに、区
政全般についての意見や要望等を申し出ることができる。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 232,039 223,657 212,253 215,000

概要

事業４

実績

概要

区民一人あたりコスト（円） 3,735

区の計画との関係

（1）  10か年計画(第２次)
　　　 領域Ⅳ－１ 自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが展開
                          するまち
             おもな取組み　(仮称)区民活動センターを拠点とした地域自治の推進
　　　 領域Ⅳ－２ 「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
　　　　 おもな取組み　24時間365日対応による区民の安全安心のしくみの確立

3,625 3,723

1,153,223 1,122,996 1,163,929

各種証明書発行件数

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。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

地域センターの証明事務


