
■浪速区将来ビジョン2025（案）

寄せられたご意見と浪速区の考え方

浪速区の考え方

1 　本文中は 元号＋西暦 で、表やグラフの多くは元号のみになっているようであるが、何か
理由があって統一しないのか。

　いただいたご意見を踏まえ、原則、本文等は「元号（西暦）年」と表記し、表やデータ
等は出典元に基づく表記に統一して記載いたします。

2

　「広報紙で周知」と書かれているが、区民のうちどれだけの人が読んでいるのか。何か
データはあるのか。
　また、区のSNSの登録者数は、区民の何パーセントなのか。今はまだ少ないのなら、増
やすための方策や目標値を、このビジョンに掲げてはどうか。

　浪速区広報紙「広報なにわ」は、毎月17,500部発行しており、今年度に実施した浪速区
区民アンケートでは「毎月読む」「２・３か月に１回程度読む」と回答した人の割合は
41％でした。
　また、区のSNS登録者数は、すべての登録者が浪速区民であるとは限りませんが、4,205
人（令和４年２月末時点）で浪速区民約77,000人に対して約5.4％となっています。SNS登
録者数はP15「『にぎわいと活力』の創出」のアウトカム指標として目標値を掲げてお
り、今後、各施策において区民の皆さんにとって関心が高い情報を積極的にSNSで発信す
るなど、登録者数の増加に向けた具体の取組を進めてまいります。

3
　「外国につながる住民」という言葉に聞きなじみがない。
　例えば日本人住民であっても、海外で生まれたり、居住歴があったり、あるいは外国人の
友達が多ければ、これに該当するのか。

　大阪市では、外国人住民数の急増や国籍等の多様化など、近年の外国人住民を取り巻く
状況の変化を踏まえ、本市が多文化共生社会の実現のために必要な施策を進めるにあたっ
ての方向性を示す「大阪市多文化共生指針」を令和2年に策定し、「多文化共生社会」の
実現に向けた施策を推進しています。同指針では、住民基本台帳法における「外国人住
民」だけでなく、日本国籍を取得した人や戦前・戦後に日本に引きあげてきた人、親が外
国籍である子ども、海外から帰国した子どもなど、国籍は日本であっても外国籍の人と同
様の課題を抱えている場合があることから、これらの人々も視野に入れ、「外国につなが
る市民」「外国につながる児童生徒」という呼称を使用しています。「浪速区将来ビジョ
ン2025（案）」につきましても同様の意味で使用しています。

4 　「浪速区政100周年」は、「浪速区制100周年」という表現が正しいのではないか。 　ご指摘のとおり表記に誤りがありましたので、修正いたします。

5 　浪速区で最も肝心と思われる「コミュニティづくり」の話がどこにも出てきていないのは、き
わめて不自然に思う。区長は、町会・自治会をもう諦めたのか。

　いただいたご意見の内容は、P19「第４章　施策を”着実に””効果的に”推進してい
くために」の「多様な協働（マルチパートナーシップ）の推進」に記載しております。
　各施策を“着実に”“効果的に” 推進していくために必要なことと認識しており、引
き続き、より幅広い人と人とのつながりづくりや自治会・町内会単位の活動等を支援し、
住み慣れた地域で人と人とがつながり支え合う豊かなコミュニティづくりを進めてまいり
ます。

御意見要旨
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6 　星野リゾートやなにわ筋線など、近い将来の浪速区の発展する様子に触れてはどうか。
　いただいたご意見を踏まえ、「将来『なにわ筋線』の開業も予定されています。」及び
「近く大型都市型ホテルの開業も予定されるなど、更なる発展が期待されます。」という
文言を追記しました。

7

「上町断層帯地震」について

　発生の頻度は定かではないが、敷津神社など歩いていると、この辺は砂浜だった。強風
の吹き荒れるとあった。
　浪速津ができて（堀江を切って）そのため栄えて繫盛していったんだと思うが、もとは上町
台地の西側低地地帯、下った少し高低差ある地盤も弱いので（今は地面で固められている
が）、砂浜は見えなく防災計画なども（ぐらぐら揺れて伝わる）中低層ぐらいまででしておい
た方がよいと思う。
　今は区別が見えなくなっているので、上町地区と西浜地区くらいに分ける感じで。（地盤
や街並みはちがうのでそこに合った施しができる寺分建築防災なども大変。若干地形がち
がっている）

　ルナパークが戦災で焼失して今は名残りだけあるが、タワーに登ったらすごかった。日本
橋までの断層の端はよけられて良かったと思う。
　
　断層帯の真上は避けているので、それでも大きな災害が見込まれるときは、防火槽（貯
水槽）　震災で断水、停電にも対応した老朽化したビルが空き出て倒壊、片付けられない
恐れがあるときは、解体を受け持って譲渡、災害利用するとか、町中にソーラーもできるか
もしれない。（これも地震で停電になるから）こういうものも比較的西浜地区にないように思
う。

　大阪の中心地をもっと東にもっていくとよいと思う。
　今は中之島に役場があるが、それも台地の上の大阪城の辺りのような、そうすれば上町
断層帯地震も他の南海地震にもその辺に集わなくてもよい。

　上町断層帯地震や南海トラフ巨大地震など、近い将来、市域に大きな影響を及ぼすと考
えられる地震等の発生が危惧されています。
　建築物の高さや耐震基準などは建築基準法や都市計画法などで定められており、とりわ
け大阪市では平成28年3月に策定された大阪市耐震改修促進計画に基づき、建築物の耐震
化の促進に取り組んでいるところです。

　また、大阪市内に９ケ所設けられている飲料水用の耐震性貯水槽は、浪速区内の「浪速
公園」の地下に設置されているとともに、区内防火水槽については震災時の消防水利の確
保のため、各地域にある区内公園や各学校の地下等に設置されています。加えて、浪速区
内の災害時避難所には飲料水や発電機なども配備し、機器整備や備蓄物資の充実を進めて
います。

　災害に備えることはとても重要であり、「自助」「共助」「公助」の役割分担のもと、
P3記載の施策を進めることにより災害時に迅速かつ的確に対応できるよう努めてまいりま
す。

　　（１）防災力の向上（P３、P４）

第１章　区の概況・特性（P１）

第３章　施策展開の方向性

　１　安全・安心で住みやすいまちづくり
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8 　新今宮にできる星野リゾートのホテルは、避難所に指定されているのか。

　ご質問のホテルは災害時避難所として指定しておりません。
　なお、避難所については、感染症対策の観点から密を避けるための対策が求められてお
り、区民の皆さんには自宅が安全であれば自宅での避難や親戚友人宅への避難を行ってい
ただくための啓発も進めています。

9

「身近な地域で、安心して子どもを「産み」「育て」、将来も住み続けたいと思っている状態
（めざす状態）」について

　「住み続けたい」と思っているが、ワンルームばかり増えて、家族で住むための物件が浪
速区の中に少ない。
　「住み続けたい」をどう実現していくのか、区長の考えやアイディアを聞きたい。

　多くの子育て層の皆さんに、浪速区で安心して子どもを「産み」「育て」、将来も住み
続けたいと思っていただけるよう、P11「子育て層への支援」にかかる施策展開の方向性
として、「相談支援体制の充実」「関係機関との連携強化」「交流機会の創出」「適切な
情報発信」に取り組むとともに、子どもの学びを支える学校教育環境の充実支援にも取り
組むこととしております。
　また、ファミリー層向けの住宅供給に関する浪速区の取組として、浪速区の魅力を向上
させるため、子育て層の定着を掲げた「浪速区西南地域まちづくりビジョン」における未
利用地売却による住宅供給の取組を段階的に推進しています。
　今後とも子育て層への支援の充実に取り組んでまいります。

　３　安心して子育てができ、子どもたちがいききと学べるまちづくり（P11～14）

　　（１）子育て層への支援（P11、P12）
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10

　敷津小学校や大国小学校が無くなるかもしれない、と聞いた。もし、そういう計画がある
なら、ここに書いておいてほしい。
　計画が無いのか、計画があってもわざと書かないのか、何かの理由があって書けないの
か、そのあたりの事情もわかるように答えてほしい。

　大阪市の小学校の児童数は、昭和54年の約24万2千人に対し令和3年度は約11万4千人と
半減しています。一方、学校数は昭和54年の290校とほぼ同数の286校となっています。
　このような長年の少子化傾向に起因する児童数の減少の結果、小学校の小規模化が進行
し、学年によっては単学級が生じている学校も存在しています。
　一般的に小規模校は「学校としてまとまりやすい」「児童一人一人の生活実態が把握し
やすい」などの利点がある一方で、「教育活動の幅が狭くなる」「クラス替えができない
ので人間関係が固定化する」などの教育環境に関する課題があります。
　大阪市では、よりよい教育環境の整備を図るため、学校配置の適正化をすすめており、
令和2年4月に大阪市立学校活性化条例を改正施行するとともに、大阪市立小学校の適正規
模の確保に関する規則を施行し、適正配置の着手の基準や進め方を具体的に定めていま
す。条例及び規則においては、小学校の適正規模は学級数を12～24学級と規定しており、
毎年5月1日現在の学校現況調査、住民基本台帳等を勘案し、適正規模を満たさない学校に
ついては、学校再編整備計画に基づき、学校配置の適正化を進めることとしています。
　しかしながら、いずれの学校にも独自の教育方針や教育実績の積み重ねがあり、長い歴
史と地域との深い結びつきがあります。また、学校施設は地域住民の皆さんにとってはコ
ミュニティの拠点であり、投票所や災害時における避難所として指定されてきたことか
ら、地域住民の皆さんのご意見を十分に聞きながら検討を進める必要があります。
　したがって、現在のところ、いずれの学校についても再編整備計画の検討には至ってお
りませんので、「浪速区将来ビジョン2025（案）」では、学校の再編整備にはふれており
ません。
　今後も浪速区の子どもたちの教育環境の整備や学校教育の支援に取り組んでまいりま
す。

11

「浪速区は、他区と比較して経済的に厳しい家庭が多い状況にありますが」について

　このように書くということは、具体的な根拠と疎明資料があるのか。
　経済的に厳しい家庭を減らすための施策が書かれていないが、その状態を放置してお
いてよいという認識なのか。

　大阪市福祉局のホームページ
（https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000086901.html）に掲載のとおり浪速
区は令和元年度のデータによると、生活保護における保護率が6.95％と24区中３番（市平
均4.95％）（令和元年度平均）の高水準となっており、大阪市内の他区と比較しても経済
的に大変厳しい状況にあることが見て取れます。
　また、平成28年度の「子どもの生活に関する実態調査報告書（浪速区版）」
（https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000436469.html）においても、浪速区の
子どもたちが、大阪市平均に比して厳しい経済状況にあることが示されています。
　大阪市では「大阪市こどもの貧困対策推進計画」
(https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000430435.html)を策定し、「生活基盤の
確立支援の充実」など４つの施策のもとにこどもの貧困対策に取り組んでおり、当該計画
において各取組を推進する担当局を明確にし、具体の取組を進めています。

　　（２）子どもの学びと健やかな成長の支援（P13、P14）
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12

　これまで浪速区が先駆的に取り組んで来られた、公園や空地でのイベントをさらに発展さ
せてほしいので、ぜひ、ここで目標として掲げてほしいと希望する。
　浪速公園や恵美公園でも、いろいろ展開されている。
　また、にぎわいを生み出すためにも、「リバーサイド夜市」や、「ぷれじゃーぱーく」などの
楽しいイベントを復活してほしい。

　浪速公園では今年度、公園利用者の利便性向上に向けて、キッチンカーによる飲食物販
売及び公園施設（トイレ）の適切な維持管理を行うなどの社会実験を行いました。利用者
の皆さんから高い評価をいただきましたが、事業採算性に課題があったことから、公募条
件の見直し等を行ったうえで、来年度の秋をめどに事業を実施する予定です。

　また、新今宮駅高架下の市有地では、新今宮北側エリアのおもてなしと賑わいの拠点と
なる活用を図るため、公募により選定した民間事業者が観光情報や飲食などの提供をおこ
なう施設「さんかくち」が４月１日にオープンします。

　Ｐ15「「にぎわいと活力」の創出」の【施策展開の方向性】に「民間との連携による
「にぎわいと活力」の創出」を掲げています。この項のもとに引き続き、公園や市有地等
を活用するとともに多様な協働によるイベント等を企画するなど、具体の取組を行ってま
いります。

13 　どんな「100年誌」を作成するのか。
　浪速区は令和７（2025）年、区制100周年を迎えます。今後、区制100周年を記念する具
体的取組について検討してまいります。

14

　日本橋の堺筋沿いにある「でんでんタウン」（正式名称・日本橋筋西通商店街）は、東京・
秋葉原とよく比較されるが、東京とは人口比に差があるのを差し置いても、町の規模・活気
がそちらと比べ圧倒的に少ない印象を受ける。そのため、サブカルチャーのまちとしての
「でんでんタウン」の知名度の向上と集客を官民一体となって、より積極的に行うべきであ
ると思う。

　P15「『にぎわいと活力』の創出」の【施策展開の方向性】に「民間との連携による
『にぎわいと活力』の創出」「『まち魅力』の情報発信」を掲げています。
　「でんでんタウン」は浪速区の代表的な集客エリアの一つであり、これまで毎年３月に
「日本橋ストリートフェスタ実行委員会」（大阪・日本橋（でんでんタウン）地域の商店
街ほか官民で構成）により、日本橋筋商店街に面した道路上（堺筋の恵美須入路交差点北
詰から日本橋３丁目南交差点南詰まで）を歩行者に一般開放し「日本橋ストリートフェス
タ」を開催してきました。
　各種沿道イベントなどだれでも参加できる企画から、思い思いの衣装でイベントを盛り
上げるコスプレ参加者など、全国から１万人を超える参加のある国内でも最大規模のコス
プレイベントです。
　この３年間は新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響から開催を見送りましたが、今
後も民間団体と連携し、最先端の趣味のまち、ものづくりのまちとして日々発展を遂げる
日本橋において、アニメやゲーム、音楽などのポップカルチャーの魅力を国内外に発信し
てまいります。

　4　人が集い、にぎわいと活力のあるまちづくり（P15～18）

　　（１）「にぎわいと活力」の創出（P15、P16）
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15 　先日、テレビ番組で、「この春、西成にできる星野リゾート」と紹介されていたが、区長とし
てはどう思っているのか。

　星野リゾートの所在地は浪速区であり、ご意見にある報道内容は事実と異なります。

　なお、大阪府市の「大阪都市魅力創造戦略2025」において、西成区域を含む「新今宮地
区」を新たな市内の重点エリアの一つに位置づけています。
　この「新今宮地区」では、浪速区役所が中心となり大阪市が令和２年に策定した「新今
宮駅北側まちづくりビジョン」に基づく取組の推進や、西成区役所が中心となり浪速区役
所等も参画している「新今宮エリア」のブランディングを図る「新今宮エリアブランド向
上事業」の推進に取り組んでいます。
　浪速区と西成区にまたがる「新今宮地区」に注目が集まる要因の一つに、新今宮駅北側
への星野リゾートの進出があると考えますが、今後とも「新今宮地区」において浪速区・
西成区の行政区の垣根を越えて協働し、官と民が連携した取組を進めていきたいと考えて
います。

16

「〈アウトカム指標（成果目標）〉主な駅（難波駅、大国町駅、新今宮駅）の乗車人員⇒前年
度以上」について

　この数字は、浪速区の努力によって増えるものなのか。
　もし増えるとしたら、「区役所が○○をしたから増えた」と後に検証できるものなのか。

　「区内外から多くの人が集い『にぎわいと活力』のある状態」をめざす取組において、
施策展開の方向性として、「民間との連携による『にぎわいと活力』の創出」「『まち魅
力』の情報発信」「地域まちづくりビジョンの推進」に取り組むこととしています。
　アウトカム指標としております主な駅の乗車人員については、浪速区の取組に限定され
るものではありませんが、特定エリアの人の流れを示す代表的な指標であることから、民
間団体や事業者との連携による上記の取組の効果を測る指標として設定しています。

17
「『2025大阪関西万博』開催で大阪が国内外から注目され」について

　注目しなくていい。それにあまりいいことではない。他（国外）で開催した方がよい。
　いただいたご意見は、関係部署に情報提供させていただきます。

　　（２）国際都市大阪への貢献（P17、P18）
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「地域振興会への町会加入率は３割を下回っており住民どうしの”つながり”や”きずな”が
弱くなっています。」について

　これはどういう意味か。住民の町会加入率なら、意味はわかる。
　町会と町内会、自治会とは違うものなのか。
　地域振興会とは何か。同じページに出てくる地域活動協議会とは別のものか。
　全体をわかりやすい図で整理してもらえないか。
　「地域活動協議会」のめざすべき姿は、どんな姿かどこかに書いているのか。
　このページには、現状と理想が書かれてあるが、浪速区役所が具体的にいったい何をど
うしたいのか、わからない。

　「向こう三軒両隣」といった地域での人と人とのつながりが薄れている中、より身近な
生活圏域における地域コミュニティとして地域でお住いの住民の皆さんで構成された自治
組織を、「浪速区将来ビジョン2025（案）」では広義にとらえて「自治会・町内会」と記
載しております。
　大阪市には、自治組織（自治会・町内会）を代表する任意団体の一つとして、「地域振
興会」があり、地域のお祭りや運動会などのコミュニティ活動をはじめ、震災訓練、安
全・安心なまちづくり、環境美化活動など、地域活動の基礎的な組織として大阪市全域に
わたって重要な役割を果たしていることから、浪速区地域振興会の加入率を参考に指標の
ひとつとさせていただいております。
　なお、「地域振興会」を「町会」とも呼称していることから、本ビジョンにおいても同
義のものとして記載しておりましたが、混同を避けるため、「地域振興会」に統一させて
いただきます。
　また、「地域活動協議会」とは、概ね小学校区単位の地域で、上記の「地域振興会」を
はじめとする地域団体（自治会・町内会）やNPO、企業など地域のまちづくりに関するい
ろいろな団体が集まり、話し合い、協力しながら、さまざまな分野における地域課題の解
決やまちづくりに取り組んでいくための仕組みです。
（参考）大阪市ホームページ
（https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000190407.html）
　
　いただいたご意見を踏まえ、P19「地域振興会への町会加入率」を「住民の地域振興会
への加入率」に、「『地域活動協議会』のめざすべき姿に向けて地域の実情に即したきめ
細かな支援を行い、より多くの住民や多様な活動主体が参画し、あるいは連携・協働す
る、地域活動協議会の自律的な地域運営を促進します。」を「概ね小学校区単位で形成さ
れている『地域活動協議会』において、様々な地域課題の解決に向けた取組が自律的に進
められるよう、地域の実情に即したきめ細かな支援を行います。」に修正します。また、
P24「用語解説集」に「地域振興会」を追記いたします。

　多様な協働（マルチパートナーシップ）の推進（P19）

第４章　施策を”着実に””効果的に”推進していくために
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　浪速区内の商店街や公園では空き缶を拾い集めながら、路上生活をしているホームレス
を見かけるため、ホームレス対策及び自立支援を「防犯・まちの安全の取組」「地域福祉の
推進」の項目に追加してほしい。

20

　ゴロゴロ寝てる人は市民から通報があったら、荷物（缶を積んでいる人もいるので、自転
車1台分か、リヤカー1台分）を収納庫屋根付駐輪場に収納したらいい。その辺りは職員と
市民の判断で身元を確認して指導できるものとし、月500円、1000円程度徴収してもよい。
2000円程度に設定して徴収できなかったら周辺のゴミ拾いなどでもいいし、終わったらシャ
ワーを浴びられるようにだけしておけば。
　住民票はおけないが、住まいにはできないので外から見て駐輪場に見えればいい。もと
は区民だった人であり、見張り小屋と大小手洗い便所１基あれば、１畳ずつぐらいで、外面
に手洗いボウル、お茶用シンクぐらいは備えてほしい。

その他

　大阪市では、ホームレス巡回相談事業として、大阪市内全域を相談員が巡回し、ホーム
レス状態にある方にお声がけをし、生活全般についてお話を伺っています。
　その中で就労意欲のある方については、自立支援センターにおいて宿所及び食事を提供
するとともに、生活相談・指導及び法律相談、住宅相談、職業相談・職業紹介などを行
い、就労による自立を支援しています。
　また、高齢、障がいや疾病等により就労自立が困難な方については、入院、社会福祉施
設への入所、生活保護の適用など、関係機関と連携を図りながら福祉的援護措置につなげ
ています。

　「浪速区将来ビジョン2025（案）」では、区の現状・課題を踏まえ、当区が関わり（自
ら、あるいは団体・企業等と連携・協働して）進めていく取組について施策展開の方向性
等を記載しています。いただいたご意見につきましては、関係部署と情報共有し、今後の
取組の参考とさせていただきます。
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