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「生野区将来ビジョン」によせて 

 

 

“未来志向のまちづくり”を実現するために 
～「居場所」と「持ち場」のあるまちへ～ 

 

 

まちづくりを考えるとき、私たちはどうしても「無いもの」「不便なもの」に目が行き、後ろ向

きに考えがちです。しかし、もっともっと「あるもの」や「取り込めるもの」に目を向けて、理

想のまちの姿を描き、その実現に向かって進んでいかなければなりません。 

 

生野区は、あたたかい住環境で「子育てができるまち」です。 

生野区は、未来を生き抜く力を養う「教育力のあるまち」です。 

生野区は、多世代が安心して暮らせる「つながりのあるまち」です。 

生野区は、外国籍住民と共に生きる「世界につながるまち」です。 

生野区は、すべての区民に「『居場所』と『持ち場』のあるまち」です。 

 

  今、このまちの隅々まで、理想が行き届いているとは言えません。ただ、その芽は生野のまちの

あちこちで見られます。この芽を４年間でできる限り大きく育て、花を開かせるための方向性が、

この「生野区将来ビジョン」です。 

 

  生野区が、子育て世代に選ばれるまちとなるために。 

  多世代・多文化の人々が活躍するまちとなるために。 

  少子高齢化の中、持続可能なまちをつくるために。 

 

  そして、生野のまちのあちこちで未来の花が開くために。 

  

生野のまちに関わるすべての方に「わがまちのこと、自分ごと」として考え、つながりの輪に加

わってほしい。心からそう願っています。 

 

この将来ビジョンには、生野区の抱える課題もはっきりと書かれています。 

課題を先送りせず、今、取り組むことで未来を変えることができます。 

 

  行政として、「居場所」としてのセーフティネットを守ることを基本に、未来に向けた手立てを

打つ役目があります。そして、区民のみなさんにさまざまな「持ち場」に加わってもらいながら

「来たい・住みたい・住み続けたい」生野区の実現をいっしょに目指してほしいのです。 

 

  日本一、いや、世界一。 

おもしろい、あたたかいまちにしましょう。 

生野区長 山口照美 
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第 1章 生野区と将来ビジョン                      
 

（１）区の概況 
 

生野区は大阪市の東南部に位置し、東は東大阪市に、北は近畿日本鉄道を区界に東

成区に、西は JR環状線を区界に天王寺区に、南は国道 25号線および平野川を区界に

阿倍野区、東住吉区、平野区にそれぞれ接しています。面積は 8.38平方 kmあり、区

の南北に今里筋と内環状線、東西に勝山通が通っています。 

 

万葉の時代からの歴史や伝承が残されている土 

地で、区名の「生野」は、聖徳太子ゆかりの「生 

野長者」にちなんで付けられています。 

区役所東側には、定かではないものの大小橋命 

（おおおばせのみこと）の廟所(びょうしょ)と 

も伝承される御勝山古墳があり、慶長 19年の大 

坂冬の陣では、ここに徳川秀忠が布陣し、夏の陣 

で勝利したため、当時の地名「岡山」を「御勝山」 

と称するようになったといわれています。 

  

古くからものづくりが盛んなまちで、製造業の事業所は市内 24 区で一番多くなっ

ています。 

また、在日韓国・朝鮮人の方々をはじめとした外国籍住民の割合が区民の約２割と

市内 24区で最も高く、さらに近年の急速な国際化によって国籍も 60か国以上におよ

ぶなど多国籍なまちとなっています。 

だんじり・地蔵盆など地域伝統行事が大切に守られるなど、下町の良さを残した人

情味豊かなまちです。 

 

  

御勝山古墳 
「つるのはし」の史跡 
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（２） 区の人口の推移と予測 
 

① 区の人口の推移と予測 

生野区の人口は、この 40年間(昭和 50年～平成 27年)において、一貫して減少を

続けている中、今後も減少傾向が続き、令和 22年（2040年）にはおよそ 10万人に

まで減少することが見込まれています。 

また、大阪市全体の人口については、近年増加傾向にありますが、令和 22年（2040

年）にはおよそ 229万人にまで減少することが見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 年齢３区分別構成割合の推移と予測 

年齢３区分別(0～14歳・15～64歳・65歳以上)の構成割合については、少子・  

高齢化による年少人口（0～14 歳）と生産年齢人口（15～64 歳）の割合が減少す

ることにより、65歳以上の高齢者人口の割合が増加し続け、令和 22年（2040年）

には、大阪市全体で約 35%、生野区では約 40%が高齢者人口になることが見込まれ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

年齢３区分別割合：大阪市 年齢３区分別割合：生野区 

総務省：国勢調査から 

2020 年以降は予測値：国立社会保障・人口問題研究所資料 

『日本の地域別将来推計人口』（平成 25（2013）年３月推計）から 

総務省：国勢調査から 

2020 年以降は予測値：国立社会保障・人口問題研究所資料 

『日本の地域別将来推計人口』（平成 25（2013）年３月推計）から 

千人 千人 

R2    R7   R12  R17  R22 

R2     R7     R12   R17    R22 R2     R7     R12    R17    R22 
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（３）生野区の将来ビジョン 
 

生野区の将来ビジョンとは、生野区という行政区の長である区長が、自律した自治

体型の区政運営において、区民のみなさんとともに区内の基礎自治行政を総合的に進

めていくうえで、生野区のめざすべき将来像（ビジョン）を示し、その将来像の実現

のために、区役所として基本的な方針を定め、そのための施策の方向性を体系立てた

ものです。 

ビジョンの実現に向けての施策を進めるにあたり、行政として限られた資源（予算・

人員・時間等）を使って最大限の効果をあげるため、区民のニーズを的確に把握して

施策を企画立案し（Plan）、施策を適正に実施し（Do）、実施状況を把握・評価し（Check）、

評価を踏まえて取組を効果的に見直す（Action）という、いわゆるＰＤＣＡサイクル

の考え方のもとで、具体的には毎年度策定される区の運営方針等により、ビジョンの

実現に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報いくの 100号（平成 16年 10月号）記念企画で誕生しました。 

区の花「紫陽花（あじさい）」をモチーフにデザインされており、愛称の

「いくみん」は「生野区民」を表しています。 

かわいらしい紫陽花（あじさい）の妖精（ようせい）で、区内のあちこ

ちで活躍中です。 

生野区マスコットキャラクター いくみん 
® 
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第２章 まちづくりの基本理念と将来像                     
 

（１）「未来志向」のまちづくり 
 

生野区の将来に向けたまちづくりを考えるにあたって、大切な観点があります。 

少子高齢化・人口減少が進む中、公共が担う課題はますます複雑で多岐にわたり、現

状の問題と課題認識だけでは、目の前の解決にとどまってしまい、この先起こりうる

問題、そして課題に対応できなくなることから、将来に起こりうるであろう問題・課

題を見据えて、未来を意識しながら、まちづくりを考えていくこと、これが大切な観

点である「未来志向」のまちづくりです。 

 

なお、大阪市全域においても、「大阪市人口ビジョン」において、人口減少や高齢化

の進展により、「経済」「市民生活、医療・福祉」「まちづくり」の各分野で様々な影響

が想定されています。 

 

 

経済 市民生活、医療・福祉 まちづくり 

・消費市場の規模縮小 

・働き手の減少 

・高度な専門的人材、技術的人 

材の不足 

・地域経済の弱体化  

など 

・高齢単独世帯の増加 

・交通弱者、買物弱者、災害弱

者の増加 

・医療・介護需要の増大 

・現役世代の負担増 

・地域ｺﾐｭﾆﾃｨの弱体化  など 

・利用者の減少や高齢化 

などインフラ・住宅需要 

の変化 

・空き家・遊休地の増加 

 

など 

 

（２）「居場所」と「持ち場」 
 

   「未来志向」のまちづくりを進めていくにあたって、基本となる考え方に「居場所」

と「持ち場」というキーワードがあります。 

「居場所」とは、誰もが安心して暮らせるためのセーフティネットが機能している

ことを意味し、「持ち場」とは、自分の得意技や経験、力や時間を活かしてみんなが関

わることを意味しています。 

すなわち、区の誰もが、まず「居場所」を備えていること、そして、各々の「持ち

場」があること。さらに、各々の「持ち場」を「つないで」いく。これが、区全体と

して大きな力になり、持続可能なまち、発展するまちへの原動力となります。 

「居場所」と「持ち場」、これは、生野区の将来のまちづくりを考えていくにあたっ 

て、すべての取組の根底にある共通の理念です。 

 

 

「大阪市人口ビジョン」から抜粋 

「大阪市人口ビジョン」における人口減少・超⾼齢社会の影響 
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（３）めざす将来像 
  

以上のような「未来志向」の観点を持って、誰もが「居場所」と「持ち場」のある

まち、そして「持ち場」がつながっていくまちの姿をめざしたものが、区のめざす将

来像（ビジョン）となります。 

これは、大きく分けて、以下の３つのまちの姿になります。 

ひとつは、「安全・安心を身近に感じて暮らせるまち」です。 

しっかりしたセーフティネットのもと、みんながお互いに思いやり支えあい助けあ

えるまちで、誰もが、普段の暮らしから災害などの非常時でも、安全に安心して暮ら

していけるまちです。これは区民の生命身体にかかわることで、まちづくりとしての

基盤となるものです。 

次に、「子育てにやさしく、教育につよいまち」です。 

安心して子育てができる環境のもと、未来あるこどもたちがいきいきと学び成長し

ていくまちで、生野区で子育てしたい、教育を受けさせたいと思えるまちです。 

最後に、「いろどり豊かな魅力のあるまち」です。 

たくさんの方が訪れ、住んで、住み続けたいと思えるような、いろんな世代にとっ

て住みやすく多彩な魅力のあるまちです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施策の取組期間 
 

これら３つのまちの姿に向けて、平成 30年度（2018年度）から令和４年度（2022年

度）までの５年間（令和４年４月に一部改訂し、取組期間を１年延長）で施策を進めて

いきます。 

なお、現在、大阪市では、大都市制度のあり方について検討が進められており、今後、

大阪市という基礎自治体の態様に変化があった場合においても、このビジョンにおける

基本理念や将来像、施策は基本的に引き継がれていくものと考えています。 

安全・安心を身近に 

感じて暮らせるまち 

子育てにやさしく 

教育につよいまち 
いろどり豊かな 

魅力のあるまち 

誰にも「居場所」と「持ち場」があり 

「持ち場」が「つながって」いくまち 

 

未来志向のまちづくり 
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第３章 施策展開の方向性                        
 

Ⅰ 安全・安心を身近に感じて暮らせるまち                
 

（１）災害に備えて 
 

生野区には、戦前からの建物や細街路が多くあり、木造家屋の割合が高く、特に長

屋建物の割合は 24 区で最も高くなっています。 

また、空き家率が高いこともあり、建物の老朽化が進むことで、地震による建物の

倒壊だけでなく、火災による被害の恐れも高くなっています。 

このような防災面や住環境面に課題のあるエリアが、今里筋以西を中心に区内の３

分の１を超える範囲に広がっています。 

  

上町断層帯による被害予測 南海トラフによる被害予測 

長屋建物割合の推移 空き家率の推移 

総務省 住宅・土地統計調査から 

生野区地域防災計画から 
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◆めざす状態 

 

 

 

 

 

◆成果指標 

  

 

 

 

                                                

 

◆具体的な施策展開 

① 地域自主防災力の強化 

危機事象発生の予防および発生後の被害を最小限に抑える（減災）ため、災害時に 

機能する地域自主防災活動への支援を行います。 

 

 

 

 

 

  

地域の防災マップ 

倒壊家屋(模擬)からの救出訓練の様子 
地域の防災訓練の様子 

まち全体で日頃から防災意識が高く、災害が発生しても被害を最小限に抑えられ

るよう、防災活動が積極的に行われ、区内に住み、働き、訪れる人々が、安全にかつ

安心な状況にある状態をめざします。 

 

・地域住民の防災意識が以前より高まったと感じている区民の割合  

：令和４年度（2022年度）末までに 80％以上 

・地域住民同士の協力により、「自分たちの地域は自分たちで守る」ための活動をし

ていると感じる区民の割合    ：令和４年度（2022年度）末までに 70％以上 
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② 災害発生時の的確な対応 

区内の社会福祉施設、高齢者介護事業者・障がい者支援事業者、区社会福祉協議 

会、地域住民、行政等が協力・連携した災害時における避難行動要援護者の避難支援

システムである「きずなネット」の構築を引き続き進めていくとともに、その円滑な

運用に取り組みます。 

また、ＢＣＰ（事業継続計画）※やＢＣＭ（事業継続マネジメント）※により、行政

機能の防災に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 空き家や老朽住宅等への対策 

「大阪市空家等対策計画」に基づき、区民からの相談、空家所有者等への適正な維 

持管理に向けた支援、特定空家等の是正・指導等を行います。 

土地建物所有者による自主的な建替え・利活用に向けた地域主体の取組への支援 

を行います。 

  

特定空家への取組 

建替えのアイデア集 

※ＢＣＰ(Business continuity planning:事業継続計画) 

災害応急対策、災害復旧対策と非常時に優先度の高い通常

業務の特定を行い、その業務継続に必要な措置を講じること

により、災害時でも適切な業務執行を行うための計画。 

 

※ＢＣＭ（Business Continuity Management） 

ＢＣＰ事業継続計画を策定（構築）し継続的に運用してい

く活動や管理の仕組み。 
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（２）犯罪・事故の防止に向けて  
   

区内における街頭犯罪件数は減少傾向にあるものの、特殊詐欺のうち振り込め詐欺の件 

数や被害額については、近年急増しています。 

  また、区内の交通事故については、自転車事故の割合が高いという地域特性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区内街頭犯罪件数の推移 街頭犯罪７手口※犯罪率※の推移 件 
件 

大阪府統計資料から 
大阪府統計資料から 

※街頭犯罪７手口とは、ひったくり、路上強盗、オートバイ盗、 

車上ねらい、部品ねらい、自動車盗及び自転車盗 

※犯罪率とは、人口 10万人当たりの認知件数 

区内の特殊詐欺（振り込め詐欺）の被害件数と被害額 

交通事故に占める自転車事故の割合 

件 千円 

大阪府統計資料から 
大阪府統計資料から 
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◆めざす状態 

 

 

 

 

 

◆成果指標 

 

 

 

 

 

 

◆具体的な施策展開 

① 犯罪の防止 

防犯カメラや防犯灯を設置するとともに、青色防犯パトロールや各校下におけるこ

ども見守り活動など地域団体や地域住民による自主防犯活動を支援します。 

特殊詐欺の被害にあいやすい高齢者への周知・啓発や地域住民を対象とした防犯出 

前講座を開催し、一人ひとりの防犯意識の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区全域一斉パトロール出発式の様子 

こども 110番の旗 区全域一斉パトロールの様子 

まち全体で日頃から防犯意識が高く、犯罪や事故が未然に防止されるように取り

組むことで、区内に住み、働き、訪れる人々が、安全にかつ安心な状況にある状態

をめざします。 

 

・地域住民の防犯への取組が地域の安全につながっていると感じる区民の割合 

               ：令和４年度（2022年度）末までに 70％以上 

・区民の自転車交通マナーが以前より向上していると感じる区民の割合 

               ：令和４年度（2022年度）末までに 50％以上 

 


