資料５
あいりん地域のまちづくりに係る各検討会議の進捗状況等

令和2年10月１日現在

会議名称

市営住宅検討会議

医療施設検討会議

駅前活性化検討会議

労働施設検討会議

公園検討会議

主催部署

市都市整備局

市福祉局

西成区

国・府

市建設局

主たる議題

住宅の配置計画・タイプ・規模

医療施設の機能、規模、配置場所

駅前土地の利用、地域活性化策

・仮移転先の整備（優先）
・新施設の機能・規模

・あいりん地域における公園のあり方
・萩之茶屋中公園、南公園における不法投棄、テント小屋掛け 等

座長

寺川 近畿大学准教授

水内 大阪市立大学教授

松村 阪南大学教授

福原 大阪市立大学大学院名誉教授

福原 大阪市立大学大学院名誉教授

福永 萩之茶屋連合振興町会女性部長
森光 萩之茶屋第４町会長
蕨川 萩之茶屋第６町会長
郡 市営萩之茶屋北住宅自治会長
山田 NPO法人釜ヶ崎支援機構理事長

メンバー

開催状況等

第１回：平成27年6月10日
第２回：平成27年8月28日
第３回：平成27年10月7日
第４回：平成28年7月13日
第５回：平成28年12月7日
第６回：平成29年6月13日
第７回：平成30年3月19日
第８回：平成30年6月20日
第９回：平成30年9月25日
第10回：令和２年3月12日（書面開催）

・建替事業を実施中
萩之茶屋北住宅1号館は入居済。
萩之茶屋北住宅2号館は工事中。
（令和3年春完成予定）
各検討会議で
の
検討状況

田中 萩之茶屋社会福祉協議会会長
山田 NPO法人サポーティブハウス連絡
協議会代表理事
山田 NPO法人釜ヶ崎支援機構理事長
川野 (福)大阪自彊館三徳寮施設長
齊藤 (福)大阪社会医療センター付属病
院長
高澤 (福)大阪社会医療センター事務局
次長
吉田 大阪市保健所長

第１回：平成27年6月5日
第２回：平成27年7月10日
第３回：平成27年8月７日
第４回：平成27年9月15日
第５回：平成27年12月10日
第６回：平成28年2月4日
第７回：平成28年3月1日
第８回：平成28年7月12日
第９回：平成28年12月2日
第10回：平成29年3月1日
第11回：平成30年2月5日
第12回：平成30年9月18日
第13回：令和2年3月9日(書面開催)
第14回：令和2年10月27日(予定)

松本 萩之茶屋連合振興町会長
福永 萩之茶屋連合振興町会女性部長
西村 萩之茶屋第１町会長
大倉 萩之茶屋第３町会長
森光 萩之茶屋第４町会長
山田 大阪府簡易宿所生活衛生同業組合相談役
村井 西成区商店会連盟会長
西口 大阪国際ゲストハウス地域創出委員会委員
長
寺川 近畿大学准教授
水内 大阪市立大学教授
白波瀬 桃山学院大学准教授

西村 萩之茶屋第１町会長
川村 萩之茶屋第２町会長
森光 萩之茶屋第４町会長
蕨川 萩之茶屋第６町会長
野間 萩之茶屋第10町会長
田中 萩之茶屋社会福祉協議会
会長
住谷 今宮社会福祉協議会会長
大倉 大阪府簡易宿所生活衛生
同業組合理事長
西口 大阪国際ゲストハウス地域
創出委員会委員長
山田 NPO法人釜ヶ崎支援機構
理事長
村井 西成区商店会連盟会長
山田 NPO法人サポーティブハウ
ス連絡協議会代表理事
中井 (公財)西成労働福祉セン
ター業務執行理事

第１回：平成27年8月27日
第２回：平成28年2月24日
第３回：平成29年9月14日
第４回：平成29年12月14日
第５回：平成30年9月6日
第６回：令和元年8月26日
第７回：令和元年12月16日
第８回：令和２年１月28日
第９回：令和２年７月29日
第１０回：令和２年８月28日

・あいりん総合センター跡地北側の活用方法（配置
・無料低額診療は維持する。
すべき機能等）について議論を行い、以下のとお
・移転先(配置場所)は萩小跡地の南東 り、今後検討すべき方向性について確認を行っ
側 (約2,000㎡)。
た。
・(福)大阪社会医療センターが主体となり ・平面利用（オープンスペース）に限定するのでは
80床(外来機能と一般50床、療養30床)の なく、建物を建設して高度利用する部分も併用し
病院を整備する。
て、効率的に跡地を活用していくことが望ましい。
・地域の医療拠点として、地域との連携 ・建物の建設や事業実施に必要なコストについて、
をより一層推進する。
にぎわいのエリアを中心として財源を生み出すた
・建設工事は、平成31年3月に着工し、令 めの知恵を出していく必要がある。
和2年8月末に竣工した。現在移転準備
を進めており、12月開院の予定。

荘保 わが町にしなり子育てネッ
ト代表
吉岡 釜ヶ崎キリスト教協友会共
同代表
本田 釜ヶ崎反失業連絡会共同
代表
山中 釜ヶ崎日雇労働組合委員
長
野崎 全日本港湾労働組合関西
地方本部建設支部西成分会代
表
稲垣 釜ヶ崎地域合同労働組合
執行委員長
水野 日本寄せ場学会運営委員
ありむら 釜ヶ崎のまち再生
フォーラム事務局長
寺川 近畿大学准教授
白波瀬 桃山学院大学准教授

第１回：平成27年6月8日
第２回：平成27年10月15日
第３回：平成28年1月22日
第４回から第39回：記載略
【最近の開催日】
第40回：平成31年4月22日
第41回：令和元年5月27日
第42回：令和元年6月24日
第43回：令和元年8月26日
第44回：令和元年9月24日
第45回：令和元年10月28日
第46回：令和元年11月25日
第47回：令和元年12月23日

第48回：令和2年1月27日
第49回：令和2年2月26日
第50回：令和２年５月25日
第51回：令和２年６月22日
第52回：令和２年７月20日
第53回：令和２年８月28日
第54回：令和２年９月28日

・労働施設の耐震化については、利用者の安全・安心確保を最優
先に、いったん外部に仮移転し、現地で建て替えることを確認し
た。
・仮移転施設については南海電鉄高架下とし、平成31年3月11日
よりあいりん労働公共職業安定所が全業務を開始し、また西成労
働福祉センターも同日より一部業務を開始し、4月1日からは全業
務を開始。
・本移転施設（新労働施設）については、令和7年度の供用開始を
目指し、3つの付帯意見を付して、あいりん総合センターの敷地及
び隣接する市営住宅の敷地を加えた土地の南側に配置することで
合意。
・新労働施設の整備に係る基本計画について、令和２年度中の策
定に向け検討中。

松本 萩之茶屋連合振興町会長
西村 萩之茶屋第１町会長
川村 萩之茶屋第２町会長
大倉 萩之茶屋第３町会長
森光 萩之茶屋第４町会長
蕨川 萩之茶屋第６町会長
田中 萩之茶屋社会福祉協議会
会長
住谷 今宮社会福祉協議会会長
眞田 NPO法人まちづくり今宮
理事長
永井 今宮第３町会長
福井 今宮第４町会長
近藤 今宮第５町会長
西口 NPO法人サポーティブハウ
ス連絡協議会 副代表理事
山田 NPO法人釜ヶ崎支援機構
理事長
村井 西成区商店会連盟会長
荘保 わが町にしなり子育てネッ
ト代表
【参考】
エリアマネジメント協議会公園
専門部会開催状況
第１回：平成28年3月10日
第２回：平成28年3月18日
第３回：平成28年3月24日
第４回：平成28年4月25日
第５回：平成28年9月8日

第１回：平成29年12月1日
第２回：平成30年1月25日
第３回：平成30年6月14日
第４回：平成30年8月2日
第５回：平成30年9月18日
第6回：平成30年11月19日
第7回：平成31年2月28日
第8回：平成31年3月15日
第9回：平成31年4月25日
第10回：令和元年7月11日
第11回：令和２年1月28日

・あいりん地域内の４公園（萩之茶屋北公園、萩之茶屋中公園、萩
之茶屋南公園、花園公園）と新・萩之森に関する意見交換を行い、
出された意見をもとに、あいりん地域のまちづくりにおける公園の
使い方やあり方について議論を深めていく。
・萩の森予定地については、本格整備までの間、地域住民を主体
としたワーキンググループにて検討の上で、トイレ、テント、デッキ
を設置するとともに、広場整備を行い、暫定活用中である。（愛称：
萩小の森）
・萩之茶屋中公園の将来イメージの検討を行い、こどもの活用を
踏まえた公園とするなどの議論をもとに、今年７月にワーキンググ
ループを立ち上げ、イメージ案の構築に向けて詳細な検討を進め
ている。
・萩之茶屋南公園の現状と今後のあり方について議論を行ってい
る。

備考
※ あいりん地域まちづくり会議開催状況
第１回 平成２７年６月１１日、第２回 平成２７年１０月１９日、第３回 平成２７年１０月２９日（知事、市長出席）、第４回 平成２７年１２月１７日、第５回 平成２８年７月２６日（知事、市長出席）、第６回 平成２８年１２月１３日
、第７回 平成２９年６月１５日、第８回 平成３０年７月５日、第9回 平成３０年１０月１１日、第１０回 平成３１年３月２６日、第１１回 令和２年３月２３日

吉岡 釜ヶ崎キリスト教協友会共
同代表
本田 釜ヶ崎反失業連絡会共同
代表
山中 釜ヶ崎日雇労働組合委員
長
稲垣 釜ヶ崎地域合同労働組合
執行委員長
花山 萩之茶屋南公園愛護会
多賀井 今池こどもの家
中田 いまみや小中一貫校校長
杉村 こどもの里
ありむら 釜ヶ崎のまち再生
フォーラム事務局長
寺川 近畿大学准教授
永橋 立命館大学教授
白波瀬 桃山学院大学准教授

