
平成２８年度　西成特区構想事業の進捗状況について 平成２８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
28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

502,527 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し、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

19,926 西成区

単身高齢生活保護受給者に対して、社会的なつな
がりを目的とした居場所を提供し、健康状態等に
応じた支援（社会生活支援プログラム）を実施す
ることにより、社会からの孤立化を防ぎ、日常生
活や社会生活の自立につなげ、健康で安定した生
活を送れるよう支援する。また、将来的には既存
の地域コミュニティに属していくことを目指し、
市民の生活保護制度に対するイメージの信頼回復
を図る。

 ４月１日より「満６５歳以上の者」を基本的な対
象者としつつも、本事業による支援を必要とする準
高齢者も対象者とし、事業を継続中。
　町会等の清掃活動やイベントへの参加など、地域
と連携した事業実施を図っていくとともに、地域の
ニーズと利用者のボランティア希望内容とのマッチ
ングを行う仕組みづくりについて取り組んでいる。

実施中

あいりん越年対策事業 21,842 福祉局

　あいりん地域に居住する単身日雇労働者（原則
として40歳以上）であって、日雇労働者被保険者
手帳（白手帳）を所持する者及び正当な理由で白
手帳を所持できない者並びに高齢者特別清掃紹介
整理票を所持する者で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、
面接相談のうえ越年対策として緊急援護を行う。

　今年度も、あいりんシェルターでの実施を予定し
ている。今後、実施規模等について、関係機関等の
調整を図り、決定していく。

準備中

あいりん地域を中心と
した結核対策事業

54,431 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
・「西成区あいりん地域内結核対策事業」につい
て、受託事業者と長期継続契約中。
・「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
・未治療陳旧性結核患者への治療拡大について、関
係機関と調整中。

実施中

進捗状況



事業名
28年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

医療相談事業（生活保
護受給者）

6,153 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。

　精神保健福祉士と薬剤師の２名体制で、主治医の
意向確認を行いながら、ケースワーカーによる指導
等を支援することにより、重複処方等の解消に努め
た。
　また帰来先の社会福祉資源の活用ができていない
などの事情により、長期にわたり入院している被保
護者の退院に向けた支援を行い、２２名が退院し
た。

実施中

あいりん地域環境整備
事業（不法投棄ごみ対
策等）

　住民への不法投棄防止を目的とした巡回、排出
ルールの啓発活動、発生原因の調査等を実施す
る。あいりん地域の公園等に居住する野宿生活者
に対して、職住一体となった支援を行い居宅生活
への移行による自立を促す。
　また、地域全体の迷惑駐輪を対象とした駐輪マ
ナー啓発、長期放置自転車対策、自転車置場の管
理運営及び利用促進を図る。
　さらに、地域内の落書き消去を短期集中的に行
い、景観向上をはかるとともに、再落書き防止対
策を行う。

　平成27年度に引き続き「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実施。ごみの不
法投棄抑制については、大幅な改善が図れたので業
務を見直し巡回活動は早朝・夜間のみの実施とし早
朝清掃作業は廃止した。ごみの不法投棄抑制に向け
た調査活動・啓発活動、迷惑駐輪対策、落書き対
策、あいりん地域野宿生活者自立支援プログラムを
実施中。

実施中

あいりん地域環境整備
事業（防犯カメラ・安
全対策拠点整備）

　子どもの安全対策を目的として設置した防犯カ
メラの運用を行うとともに、安全対策に取り組む
ための拠点となる施設を整備し、「いまみや小中
一貫校」通学路における安全対策の充実及び治安
に対するイメージアップを図り、子どもが安心し
て通学できる環境づくりを進める。

・防犯カメラ：防犯カメラ52台の運用・維持管理
中。
・安全対策拠点整備：工事契約済。5月工事着工。9
月末施設完成予定。10月～運用開始。

実施中

あいりん地域環境整備
事業（駐輪対策等）

　自転車置場の確保及び整備等を行うことによ
り、迷惑駐輪を削減し、道路通行機能を改善さ
せ、道路通行者の安全を確保する。
　また、簡易宿所への防犯カメラ設置補助を行う
ことにより、防犯カメラの設置促進を図り、犯罪
の温床となりにくい環境づくりを推進する。

・尼崎平野線、阪堺電車西側について自転車置場整
備工事を年度内完成に向けて調整中。
・簡易宿所への防犯カメラ設置補助について、募集
に向けて作業を実施中。

実施中

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（あいりん地域環
境整備事業と連携）、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。

　あいりん地域内の不法投棄について、日曜日を除
く毎日、収集を行っている（あいりん地域環境整備
事業と連携）。
　不法投棄の抑止や悪質な不法投棄対策として監視
カメラでの監視体制を継続実施している。

実施中

191,168 西成区

進捗状況



事業名
28年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

安心安全対策事業 2,039 西成区

地域の自主防犯活動団体等の支援や、青色防犯パ
トロールカー及び自転車による巡回、小学校、幼
稚園、保育園の遠足等の付添いなど、子どもの安
全対策に取り組み、地域安全センターとの連携に
より、地域との防犯情報共有を図る。また、地域
への防犯カメラ設置補助を行うことにより、防犯
カメラの設置促進を図る。小学校、幼稚園、保育
園で交通安全教室を実施することにより、子ども
の交通事故の減少を図る。子どもの頃から防犯、
交通安全に関する意識を養うことにより、区民の
防犯意識を高め犯罪の起こりにくいまちづくりを
目指し、交通ルールの遵守とマナーアップを図
る。交通安全及び迷惑駐車・駐輪追放等のキャン
ペーン・啓発活動を行い、交通事故防止対策及び
迷惑駐車・駐輪対策を効果的に推進する。

・自主防犯活動団体等の支援等随時実施中
・青色防犯パトロールカー及び自転車による巡回や
小学校、幼稚園、保育園の遠足等の付添いなど、子
どもの安全対策を常時取組み中。
・地域安全センターと連携をするなど地域との情報
の共有化に取組み中。
・交通安全教室を区内小学校、幼稚園及び保育所に
おいて実施中。
・地域への防犯カメラ設置補助について、募集等に
ついて調整中。

実施中

平成27年
度「子ど
も安全確
保事業」
を再構築
のうえ事
業名を変
更

防犯対策事業 927 西成区

　安全で安心して暮らせるまちづくりに向けて、
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、子どもの頃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
りをめざす。

・ひったくり防止カバーの無料取り付けキャンペー
ン、地域協力店での防犯啓発を実施中。
・落書き消去活動支援などを随時実施中。
・防犯教室を区内小学校、幼稚園及び保育所におい
て実施中。

実施中

平成27年
度「地域
安全・防
犯対策事
業」を再
構築のう
え事業名
を変更

２．将来に向けた中長期的な対策

事業名
28年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

プレーパーク事業 9,124 西成区

　平成26年度、平成27年度のモデル事業によって
判明した課題の解消と、常設化に向けたさらなる
課題の抽出・検証・実践するためのトライアル実
施を行う。
　また、運営に関わる人材を確保するとともに、
育成を図り、運営主体の形成を図る。

3.30  にしなりプレーパークプロジェクト（以下、
共同体）代表者と打合せ
4.15 共同体代表者と打合せ
4.18 プレーパーク実行委員会
4.26 共同体　運営委員会に出席

実施中

進捗状況

進捗状況



事業名
28年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

いまみや小中一貫校の
開校にかかるスクール
バス運行事業

18,392
教育委員会

事務局

　いまみや小中一貫校の開校に伴う３小学校の統
合による通学路の急激な変化や、校区内の環境改
善に対する地域、保護者の要望を考慮し、平成27
年４月に開校した新今宮小学校の児童を対象とす
るスクールバスを校区内において一定期間運行す
ることにより保護者、児童が安心して通学できる
環境を整える。

・平成27年４月８日からスクールバス運行開始
・平成28年度は、４月６日からスクールバス運行中

実施中

西成区基礎学力アップ
事業（西成まなび塾）

904 西成区

　教育環境の充実をはかるため、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
することで、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。

4.13 たちばな会館地域関係者に説明
4.14 玉出老人憩いの家地域関係者に説明
4.16 まなび塾入塾体験イベント
4.21 玉出老人憩いの家地域関係者に説明
4.25 たちばな会館担当者打合せ

実施中

西成情報アーカイブ
ネット企画運営事業

2,352 西成区

　地域に既に存在する歴史的・学術的価値のある
資料を、収集・整理・公開し、次世代に伝えてい
く。また、資料を活用した学習会や交流企画を実
施することにより、多様な歴史の理解と地域力の
醸成につなげる。

・収集した資料の整理及びデジタルアーカイブ化作
業
・常設展示

実施中

現代芸術振興事業 8,636 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28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(一部、ワークショップを昨年度
から継続実施中）

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。

実施中

西成区イメージアップ
推進事業

3,038 西成区

西成区のマイナスイメージを、人情味にあふれ、
歴史が深く、魅力があふれる個性豊かなまちとい
う本来の姿に近づけ、区民が「住んでいてよかっ
た」と言えるとともに、区外の人が西成区を訪れ
たいと思えるようなまちの実現のために、１年を
通じたイメージアップキャンペーンを軸として、
個別に行ってきたイベントや地域行事、区内文
化・スポーツ団体との共催イベントなどを結びつ
け、区の良いところを広く内外に情報発信するこ
とで区のイメージアップを図り、西成区を活性化
させる。

・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

実施中

進捗状況



事業名
28年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

基礎学力向上支援事業 8,789 西成区

　区内の小学生３・４年生を対象に夏休み及び平
日放課後等の時間を利用して、この年代において
躓く可能性が高い算数・国語を中心に、専門的・
集中的な学習支援を行うことにより、「学ぶこと
の大切」や「楽しさ」を実感し、学習意欲を高め
ることにより、基礎学力の向上や学習習慣の定着
をめざす。

3.30 志塾フリースクールと打合せ
4.1～随時
　　志塾フリースクールと区内小学校〔11校）と日
程調整をおこないつつ、募集チラシの作成協議
4.28 募集チラシを各小学校に配布

実施中

西成区簡易宿所設備改
善助成事業

20,094 西成区

　西成区において、ビジネス・観光客受入のため
に、既存の簡易宿所の設備の改善等を行う簡易宿
所事業者に対して、助成金を交付することによ
り、観光客受入の増加を促し、地域の活性化を図
るとともに、観光客の宿泊場所を確保し、大阪全
体の観光客受入体制の整備につなげる。

・４月25日に平成28年度本助成事業の要綱を改正し
たうえで本助成金事業募集に係る申請要項を公開す
るとともに簡易宿所事業者向けの説明会を開催 実施中

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
28年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要 備考

西成特区構想エリアマ
ネジメント協議会運営
事業

3,737 西成区

　西成特区構想においては、地域と行政が共に、
まちづくりに関して意見交換を行いながら事業の
立案・具体化するプロセスを重視しており、有識
者・住民・団体・行政等からなる「エリアマネジ
メント協議会」を継続して開催し、施策の具体化
において住民等の意見を反映するとともに、既に
事業化している施策についてのチェックも住民等
とともにおこない、必要に応じ見直しを行う。

・あいりん地域まちづくり会議、各テーマ別検討会
議及び各専門部会を順次、開催している。

実施中

大阪社会医療センター
基本運営計画等策定事
業

13,623 福祉局

あいりん地域には依然多くの日雇労働者や生活困
窮者がおり、福祉的な役割を果たす医療施設が必
要とされている。しかし、現在の施設は老朽化し
ており耐震対策が必要となっていることから、建
替え、移転により医療施設の整備を行うものであ
る。平成28年度においては、医療施設(大阪社会医
療センター)の整備を行うため、コンサル業者を活
用するなど、基本運営計画等の策定を行う。

医療施設(大阪社会医療センター)の整備等を行うた
め、基本運営計画等の策定に向けて作業中。

実施中

進捗状況

進捗状況



　◆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
28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

4,248 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。

　「当事者支援専門プログラム事業」は、平成26・
27年度と同様に28年度も専門医療機関に委託して実
施している。「家族心理教育事業」は平成26年度よ
り毎年、府市それぞれで実施しており、28年度も同
様に実施予定である。「薬物依存症者を支援する関
係機関職員研修」は平成26年度は府市合同で実施
し、27年度からは府において事例検討会も含め実
施、28年度も府において実施予定である。「医療機
関職員研修」は平成2７年度より府で実施し、28年
度も同様に府で実施予定である。「地域における断
薬継続促進モデル事業」は平成27年度の準備期間を
経て、28年4月より本市において実施している。

実施中

薬物依存症者等サポー
ト事業

3,176 西成区

薬物乱用による精神障がい者やその家族等に対し
て相談事業を実施し、薬物関連問題の相談に応じ
るとともに、各種支援施設、自助グループや医療
機関等との連携支援を行う。また、薬物乱用防
止、薬物関連問題の発生予防を目的として、地域
における知識の普及啓発を推進する。

・4月1日付で精神保健福祉士有資格者を１名、相談
員として雇用
・関係機関等の情報取集、帳票類の整備等に着手

準備中
28年度
新規事業

進捗状況


