
平成２６年度　西成特区構想事業の進捗状況について 平成２６年４月末現在

◆「西成特区構想有識者座談会報告書」の提言の具体化

１．短期集中的な対策

事業名
26年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

あいりん日雇労働者等
自立支援事業

559,759 福祉局

　あいりん地域の日雇労働者等に対して、緊急・一
時的な宿泊場所の提供、衛生改善と併せて生活相
談、健康相談等を通して必要な施策につなげるとと
もに、就労にむけて必要な技術を身につけるための
講習会の実施や就労機会の創出等、総合的な支援を
行うことにより自立支援を図る。

　４月１日公募型企画プロポーザルにより選考され
た業者と業務委託契約締結。
　４月１日より事業開始。

実施中

単身高齢生活保護受給
者の社会的つながりづ
くり事業

34,095 西成区

　単身高齢生活保護受給者に対して日中の居場所を
提供するとともに、生活支援及び社会参加のプログ
ラムを提供する。事業に参加することで健康で安定
した地域生活並びに人との繋がりづくりを実現し、
生活自立・社会自立を促進し、更には地域社会への
参加・社会貢献を推進する。

　あいりん地域のみならず、同様の需要がある区内
生活保護受給者へと対象を一部拡大し、業務を継続
中。
　実施場所・プログラムの幅を広げるべく、事業者
と協議を実施中である。

実施中

生活困窮者自立促進支
援モデル事業

50,862 西成区
　平成27年度の「生活困窮者自立支援法」施行に向
け、国が示している自立相談支援モデル事業、就労
準備支援モデル事業を実施する。

　４月の相談件数は20件であった。
　今後とも、利用者の増加に向けて「はぎさぽー
と」と協働して、積極的にアウトリーチを行ってい
くこととする。

実施中

（仮称）西成区保健福
祉センター分館　整備
事業費

64,010 実施中

（仮称）西成区保健福
祉センター分館　運営
費

23,098 実施中

西成区

　より効率的な実施体制等を確立するため、市立更
生相談所における生活保護業務を西成区へ移管、ま
た同所建物を平成２６年度から西成区保健福祉セン
ター分館へと変更し、引き続き、区北東部における
福祉施策の拠点として運用することとする。

　３月末で更生相談所を廃止し、４月から生活保護
業務等を西成区へと移管した。
　また、もと更生相談所の建物を西成区保健福祉セ
ンター分館として、西成区における生活保護業務を
開始した。

進捗状況



事業名
26年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

あいりんシェルターの
建替

39,420 福祉局

　萩之茶屋シェルターについては1階部分には居場所
としてのスペースを確保し、あいりんシェルターと
して建替を行う。新あいりんシェルターの竣工後、
今宮シェルターについては解体を行う。

　入札不調の結果を受け、関係局と連携し、再公募
に向けて事務手続きを進めていく。

あいりん越年対策事業 127,359 福祉局

　あいりん地域では、多数の日雇労働者が年末年始
に仕事を得られないため、自ら食及び住を求めがた
い者に対して、面接相談のうえ臨時宿泊施設などへ
入所等の緊急援護を行う。平成26年度からあいりん
地域のシェルターで越年対策事業を実施することに
伴い、これまで実施していた南港にある臨時宿泊所
管理棟を解体する。

　南港臨時宿泊所の解体撤去工事につき実施設計の
依頼を行う。今年度越年対策事業開催場所の検討を
行う。

あいりん地域を中心と
した結核対策事業

84,341 西成区

　あいりん地域を中心とした結核事情の改善を図
り、平成29年までに、西成区及びあいりん地域にお
ける新登録結核患者数を半減させる。
　　　　　　　　 　平成21年　  平成29年（目標）
　　　西成区　　　　290人　　⇒　　145人以下
　　　あいりん地域  165人　　⇒　 　80人以下

「西成特区結核健康診断業務」について、4月1日受
託事業者と業務委託契約
「西成区結核対策事業」について、4月1日より長期
継続契約の２年目を開始
4月14日受託事業者と「あいりんＤＯＴＳ事業連絡
会」を開催
4月25日受託事業者と「あいりん健診事業連絡会」を
開催
分館において引き続き療養相談事業の実施
特掃登録者に対して、時間を延長し結核健診を実施
「あいりん結核患者療養支援事業」について、4月1
日受託事業者と業務委託契約
引き続き保健師による入院中のホームレス結核患者
への訪問面接において、対象者の特定作業を実施

実施中

医療相談事業（生活保
護受給者）

6,603 西成区

　非常勤嘱託職員の精神保健福祉士及び薬剤師を１
名ずつ雇用し、効果的に主治医と連携しつつ、適切
な受診方法、過剰服薬による副作用等を被保護者に
意識してもらうことにより、在宅での医療扶助の適
正な給付に繋げていく。また、精神疾患等により長
期に入院している被保護者の退院促進を行うことに
より、人権擁護及び扶助費の適正化を図る。

　４月１日から新しい精神保健福祉士を雇用した。
薬剤師は応募がなかったため再度募集し、採用が決
定した。
　また、新たに設立された「医療扶助適正化チー
ム」（西成区保健福祉課内）へと所管を移した。

実施中

準備中

進捗状況



事業名
26年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

あいりん地域環境整備
事業（不法投棄ごみ対
策）

　４月１日から「萩之茶屋地域周辺まちづくり合同
会社」と契約を締結し、事業を開始している。
現在、２４時間体制での巡回活動及び通学路を中心
としたエリアの早朝清掃作業を実施中である。

実施中

あいりん地域環境整備
事業（防犯カメラ設
置・街路防犯灯整備）

・防犯カメラ設置：発注に向けて調整中
・街路防犯灯整備：まち歩きなどに向けて調整中

準備中

あいりん地域環境整備
事業（道路照明灯整
備）

82,140 建設局 　５月上旬工事公告に向け作業中 準備中

環境整備業務 19 環境局

　あいりん地域内の不法投棄ごみについて日曜日を
除く毎日収集を行うとともに、不法投棄の抑止や悪
質な不法投棄対策として、不法投棄の多い５箇所に
人感センサー付き照明灯及び監視カメラを設置し監
視を行う。

・日曜日を除く毎日、収集を実施中。また、児童の
登校前に通学路付近の早朝収集を実施中。
　
・監視カメラによる監視体制を継続実施中。

実施中

子ども安全確保事業 4,622 西成区

　地域の方や学校関係者による「子どもの安全確
保」についてのワークショップを開催し、見えてき
た課題を解決に向けて考え、地域・学校・区で意識
の共有化を図りながら連携を深める。また、ワーク
ショップにおいて防犯カメラで効果的に犯罪抑止が
見込まれる場所を選定し、区が防犯カメラを設置、
地域が維持管理することで子どもに対する被害数の
削減を図る。

　ワークショップの開催に向け調整中。 準備中

防犯対策事業 2,032 西成区

　警察・行政・住民等が協働し、地域の特性・実情
や犯罪の発生状況に応じた防犯対策を進め、街頭犯
罪の発生抑止を図る。また、地域の自主防犯活動な
どへの支援を行なうことにより、地域住民自らが防
犯活動に参加しやすい環境を作り、自主防犯活動の
定着・拡大を図るとともに、防犯教室や「ジャガ
ピーズ」の活動を通じ、子どものころから防犯意識
を養うことにより、防犯意識が高く犯罪の起こりに
くいまちづくりを目指す。

　ひったくり防止カバーの無料取り付けキャンペー
ンなど防犯啓発を実施。
　子ども防犯啓発活動「ジャガピーズ」、自主防犯
活動団体支援、落書き消去活動支援など各種制度の
募集、支援などを随時実施。

実施中

道路照明灯の整備 30,305 建設局

　すべての市民が安心して暮らすことのできる安全
なまちづくりを推進するにあたって、安心感を与え
る明るさを確保するべく、道路照明灯の設置を行
う。また、低炭素社会の構築・消費電力削減を目的
として、可能なものからＬＥＤ化を行う。

　６月下旬工事契約に向け設計中 準備中

　あいりん地域において、地域住民等と行政が協働
し、自律的に不法投棄ごみが少ないきれいなまちづ
くりを目指す。また、就労等による自立の結果とし
て、不法占拠のテント・小屋掛けなどを減らしてい
く。
　また、今宮中学校区における施設一体型小中一貫
校の通学路への防犯カメラの設置など安全確保の取
り組みを進め、安心して通学が出来る環境づくりを
行う。
　さらに、通学路などにおける道路照明灯等のＬＥ
Ｄ化を進めることにより、防犯、安全確保を行って
いく。

195,534 西成区

26年度
新規事業

進捗状況



事業名
26年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

街路防犯灯の整備 450 建設局

　街路防犯灯設置を助成することにより、まちを明
るくし歩行者や自転車の通行の安全を確保するとと
もに、夜間に発生するひったくりや車上狙い等の街
頭犯罪発生を防止し、安心して暮らすことのできる
安全なまちづくりに市民と行政が一体となって取り
組む。

　６月下旬工事契約に向け設計中 準備中

夜間の青色防犯パト
ロール事業

5,265 市民局

　市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを実現
するため、民間業者に委託して各区において２人１
組で青色防犯パトロール車両により、夜間の青パト
活動を行う。

　4月1日 4月～6月実施分　前年度業者と業務委託特
名契約

実施中

地域安全対策事業 770 西成区

　子どもの下校時の見守りや公園遊具の安全確認、
放置自転車対策、違法広告物の撤去、落書き発見な
ど、区職員による地域安全対策活動の基本７業務は
もとより、遠足等の最寄駅までの付添い、学校園の
門前警備や不審者等への対応を実施、児童、園児の
捜索にも協力する。中でも幼児、小学生を対象にし
た防犯教室を充実させ、幼少期から防犯意識を養う
ことにより効果的な地域安全対策を行う。

　子どもの下校時の見守りや公園遊具の安全確認、
放置自転車対策、違法広告の撤去、落書き発見、遠
足等の最寄り駅までの付添い、学校園の門前警備や
不審者等への対応：引き続き実施。
　防犯・交通安全教室：新１年生を対象に区内小学
校において実施中。（４月４校で実施）

実施中

２．将来に向けた中長期的な対策

事業名
26年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

プレーパークモデル事
業

4,555 西成区

　子育て世帯の呼び込み策として、都市部には少な
くなった「自分の責任で自由にあそぶ」という制約
の少ない、屋外での遊び場を提供することにより、
魅力ある子育て環境を創出し、子育て世代の誘引、
定着への動機付けとする。副次的な効果として、地
域、世代間、子育て世代間のつながりづくりや、困
難を抱えたこどもの居場所としての効果も期待でき
る。

補正予算要求
4月15日、4月23日　区役所/地域ボランティアとの打
合せ　実施
4月24日　子ども子育て関連機関との打合せ　実施

準備中
26年度

新規事業

施設一体型小中一貫校
の整備（今宮中学校
区・施設整備）

720,670
教育委員
会事務局

　各学年２学級規模を確保しつつ、教育課程の特色
化を図った施設一体型小中一貫校を設置する。上記
整備を行い、子どもの学力向上、体力向上、健全育
成を図るとともに、教職員の資質の向上も図ってい
く。

・教育目標等、学校の教育方針について各学校と協
議、検討している。
・施設一体型小中一貫校の特色化の実施について、
各学校との協議を進めている。
・各学校と施設一体型小中一貫校開校に向けての準
備について協議を進めている。
・教育内容について、保護者・地域への説明会を実
施。
・全市募集に関わって、学校公開・学校説明会の日
程調整、内容の検討を実施。
・学校との工事仕様の調整

実施中

進捗状況

進捗状況



事業名
26年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

今宮中学校区における
施設一体型小中一貫校
にかかる通学路安全対
策についての調査検討

1,084
教育委員
会事務局

　今宮中学校区における施設一体型小中一貫校を開
校時に環境改善について地域や保護者の理解を得ら
れる状況にない場合は、環境が改善されるまでの経
過措置として、要望の強いスクールバスの運行な
ど、通学路の安全に対して幅色い観点からの対策を
講じるための調査・検討をおこなう。

　通学路の安全対策について、保護者・地域への説
明会を実施。

準備中
26年度

新規事業

交通安全施設等整備事
業（今宮中学校区・通
学路）

64,000 建設局

　今宮中学校区施設一体型小中一貫校にかかる地域
環境改善の取組みとして、南海高架と津守阿倍野線
交差部の横断歩道設置等に伴う中央分離帯の一部撤
去および、南海高架に沿った歩道の整備をおこな
う。

　工事発注に向けての準備を進めている 準備中
26年度

新規事業

西成区基礎学力アップ
事業（西成まなび塾）

299 西成区

　学校教育を充実させるため、塾等の事業者に中学
校校舎等を活用した課外授業（補習）を実施させる
ことで、区内の中学生の基礎学力アップおよび居場
所づくりをめざす。

4月1日　区広報紙事業拡充周知
4月14日　鶴見橋校開校(約15人参加）
4月15日.17日　区役所校/説明会実施
4月22日　区役所校開校（約10人参加）

実施中

西成情報アーカイブ
ネットの企画運営事業

3,253 西成区

　大阪市立大学地域連携センターと連携し、地域に
所在する、歴史的・文化的・学術的に貴重な資料を
デジタルアーカイブ化し、学術研究に資するととも
に、大阪市社会福祉研修・情報センターの一部ス
ペースを活用して区民にも気軽に閲覧できる仕組み
を構築し、西成のまちの成り立ちや地域の姿につい
ての正しい認識とイメージを発信していく。

事業開始（平成25年7月1日事業開始）
常設展示
平成26年4月　塩崎おとぎ紙芝居博物館所蔵資料のデ
ジタル化作業開始

実施中

現代芸術振興事業 9,208
経済戦略

局

　現代芸術家の育成のため、作品の制作、発表機会
を提供する。制作にあたっては、フィールドワーク
や作品制作を通して、地域の資源を活用して、市民
と交流することとし、まちなかで市民が現代芸術に
ふれる機会を創出する。

　平成26年度ブレーカープロジェクト事業¹実施に向
け、準備作業中

¹平成15年より大阪市の文化事業としてスタートした
事業であり、芸術と社会をつないでいくことを目的
とし、表現者と鑑賞者双方にとって有効な創造活動
の現場をまちの中に開拓していく地域密着型アート
プロジェクト。

準備中

西成区イメージアップ
推進事業

8,998 西成区

　路面電車、大衆演劇、レトロ感覚あふれる商店街
など、人情味ゆたかな西成のまちの魅力を内外に発
信するため、引き続きあらゆるメディアを使ったプ
ロモーションに取り組む。
　桂文枝さんに西成ＰＲ大使に引き続き就任いただ
くほか、セレッソ大阪や大阪フィルハーモニー交響
楽団など、西成にゆかりのある著名人や団体との連
携をすすめる。

4月1日付イメージアップキャンペーン事業委託契約
締結
オフィシャルサイトへ情報を掲載（随時）
オフィシャルサイト用広報媒体作成準備

実施中

進捗状況



３．将来のための投資的プロジェクトや大規模事業

事業名
26年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

西成特区構想調査費 10,000 西成区

　「西成特区構想有識者座談会報告書」の提言のう
ち、将来に向けての投資プロジェクト・大規模事業
として提言された事業等について、有識者・住民・
事業者・行政等からなる「エリアマネジメント協議
会」を設置し、施策実現につなげるための調査・検
討を実施する。

　５月中旬の調査等委託事業者公募開始に向け準備
中。

準備中

　◆大阪府・大阪府警・大阪市　あいりん地域を中心とする環境整備の取組み「５か年計画」事業


事業名
26年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

薬物依存症者等ケア強
化事業

1,990 健康局

　薬物依存者本人に対する支援専門プログラムの実
施や悩みを抱える家族への支援、薬物依存症者を支
援する機関の職員に対する専門研修を実施すること
で、薬物依存者に対する専門的ケアを推進し、早期
回復を図るための体制づくりを進める。

平成２６年度の事業実施計画を策定中。 準備中

進捗状況

進捗状況


