
平成25年度　西成特区構想事業の進捗状況について 平成２５年９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
25年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要

あいりん日雇労働者等自
立支援事業

538,623 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、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を創出等、総合的な支
援を行うことにより自立支援を図る。

　公募型企画プロポーザルにより選考された業者と
業務委託契約を締結し、あいりん日雇労働者等自立
支援事業として居場所支援、相談支援、高齢日雇労
働者社会的就労支援、地域密着型就労自立支援を4
月1日より実施中。
　なお、地域密着型就労自立支援において地域内小
学校の登校見守りを実施中。

実施中

あいりん地域における高
齢単身生活保護受給者の
社会的つながりづくり事
業

25,597 西成区

　あいりん地域に居住する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。

　あいりん地域において、農作業、清掃活動などの
プログラムを実施中である。100名程度が定着して
参加している。

実施中

生活保護受給者を含む生
活困窮者の家賃実態調査
事業

5,830
福祉局
西成区

　本市の住宅扶助適正化を図るため、市内の実勢家賃額調
査を実施する。あわせて西成区における適正な家賃額を把
握するため、付随サービス（金銭管理や服薬管理等の各種
生活支援サービスの状況）の実態調査を行う。

「付随サービス」の実態調査について、年内に実施
し、年度内に取りまとめる。
「家賃調査」について、国の動向を踏まえた、より
効果的な報告書の作成のため調査（実施）内容につ
いて検討中。

準備中

あいりんシェルターの建
替え

40,000 福祉局

　現在の臨時夜間緊急避難所については、今宮と萩之茶屋
の２か所を設置しているが、１臨時夜間緊急避難所につい
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。

　萩之茶屋シェルターを７月末に閉鎖し、８月以降
は今宮シェルターのみで運用している。
　新あいりんシェルターについては、公募型企画プ
ロポーザルにより選考された設計業者と設計業務委
託契約を行うため関係局と調整中。

実施中

あいりん結核患者療養支
援事業

13,678 西成区

　退院基準を満たしているが退院後の居所がない結核患者
を、本人・主治医の了解のもと、結核治療が必要な間あい
りん地域内に一定の居所を確保し、結核治療を継続しＤＯ
ＴＳを行う。

　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中。

実施中

ワンストップによる結核
患者等への一体的な支援
体制の構築

9,607 西成区

　あいりん地域における高リスク群の結核患者等を確実に
治療につなぐため、福祉との連携をより密にすることによ
り、ワンストップによる支援等を行い、患者等へのより効
率的かつ効果的な支援を行う。

　西成区保健福祉センター分館において、結核患者
へのワンストップ支援体制の整備を進め、７月１日
より結核療養相談事業を実施中。

実施中

進捗状況



事業名
25年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要

生活保護受給者の医療相
談事業

6,475 西成区
　薬剤師及び精神保健福祉士を嘱託雇用し、被保護者に対
する指導等を行い、重複受診・処方などの医療扶助の適正
化を図る。

　被保護者の健康増進及び医療扶助の適正化の観点
から、重複処方の疑いのあるケースについて、主治
医等と連携して、その解消に努めている。

実施中

環境整備業務 882 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。
・監視カメラによる監視体制を継続実施中。

実施中

子どもの安全見守り防犯
カメラ設置補助事業

900 市民局

　防犯カメラの設置については、犯罪の抑止効果があると
ともに、犯罪発生時には容疑者の特定にも役立つなど、安
全で安心して暮らせるまちの実現に大きな役割を果たすこ
とができ、子どもに対する犯罪の発生が懸念される通学路
等において、非常に効果的な事業であるため、設置補助を
行う。

　９月に防犯カメラ設置補助申請1台受付。残り５
台補助設置に向け、順次、地域・所轄警察署と調整
中。

実施中

安心安全まちづくり事業 2,631 西成区

　日ごろ防犯活動に関わりの少ない女性や子どもにも興味
を持ってもらい、安心して参加できる環境作りを行なうた
め、区と関わりのあるボランティア団体の協力を得なが
ら、自主的な防犯意識を向上させ犯罪発生抑止を図る。ま
た、防犯カメラの設置により、あいりん地域及び周辺にお
ける犯罪発生の抑止を図り、安心・安全なまちづくりを行
う。

・防犯活動、防犯教室、参加型防犯イベント等とし
て、子ども防犯啓発活動「ジャガピーズ」を９月か
ら参加団体募集開始。
・防犯カメラについて、個別設置箇所等の調整中。

実施中

道路照明灯の整備 24,138 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ＬＥ
Ｄ化を行う。

　９月工事施工業者決定。年度内に順次設置完了予
定。

準備中

街路防犯灯の整備（ＬＥ
Ｄ照明）

2,740 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。

　９月工事施工業者決定。年度内に順次設置完了予
定。

準備中

各区における夜間の青色
防犯パトロール事業

5,428 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。

　４～６月は、前年委託内容(午後６時～翌午前５
時）で巡回。７月より、週５日を基本に、22：00～
翌2：00の４時間で巡回中。

実施中

進捗状況



事業名
25年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要

地域安全対策事業 794 西成区

　子どもの登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。

・子どもの登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について、継続実施中。
・防犯教室について、小学校14校（新１年生）及び
幼稚園１か所で実施。

実施中

２．将来に向けた中長期的な対策

事業名
25年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要

塾代助成事業 63,037
こども青少

年局

　家庭の経済状況等に影響されることなく、子どもたちが
学力や学習意欲を向上させ、個性や才能を伸ばして成長で
きるよう、学校外教育にかかる経費を助成するため、全市
での実施に向け試行的に西成区において対象者へバウ
チャーの交付を行う。

　平成24年９月より西成区において、試行的に事業
開始のうえ継続実施中。なお、平成25年12月より全
区に拡大して事業実施予定。

実施中

西成区基礎学力アップ事
業（西成まなび塾）

2,128 西成区

　中学校校舎を活用し民間の塾事業者による補習教室を実
施、区内中学生の基礎学力アップをめざす。
　近隣に塾等がなく、学校やＰＴＡから要望がある区内の
中学校においてパイロット的に実施。塾代バウチャーの利
用を可能とする。

　５月より鶴見橋中学校にて、毎週月曜日と金曜日
（祝日除く）の放課後に、学習塾による国語・数
学・英語の授業を実施中。区内の他中学からの受講
生も増え、当初の10人強から30人弱に拡大。

実施中

西成情報アーカイブネッ
ト企画運営

3,000 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。

　10月８日より常設展示開始、同日オープン記念講
演会開催。11月２日・12月14日にスタディツアーを
開催予定。

実施中

芸術文化創造都市機能強
化（現代芸術振興事業）

9,450 経済戦略局

　新進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。

ブレーカープロジェクト事業¹を実施。
・西成区山王にある「新・福寿荘」を拠点として、
４組のアーティストによる作品制作及びワーク
ショップなどを実施中。

¹2003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

進捗状況

進捗状況



事業名
25年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要

西成区イメージアップ推
進事業

9,815 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。
　また、府市職員によるお笑いコンビ「安定志向」を起用
したＰＲ動画のネット配信を行う。

・安定志向によるプロモーションビデオ【第1弾】
【第2弾】が完成しＹou Ｔubeにて公開中。【第3
弾】公開に向け準備中。
・オフィシャルサイトコンテンツの充実に向け、随
時、区内のイベントやグルメ情報などの情報を掲載
中。

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
25年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要

西成特区構想調査 15,000 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。

　業務委託契約締結し調査に着手。住民や関係機
関・団体の意見を踏まえ協働により実効性の高い施
策案につなげるため、西成区区政会議 西成特区構
想部会及び、エリアマネジメント協議会専門部会を
立ち上げ、検討体制を構築した。

実施中

◆「西成特区構想有識者座談会報告書」以前からの継続事業

事業名
25年度予算
（千円）

事業
実施担当

事業概要

あいりん地域を中心とし
た結核対策事業

115,770 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

　あらゆる場所で結核健診が受診できるよう区役
所、分館、医療機関及び検診車による結核健診を実
施中。

実施中

十三市民病院結核病棟改
修工事

101,000 病院局
　「あいりん地域を中心とした結核対策の拡充」により、
結核入院患者の増加が見込まれることから、十三市民病院
において結核病床の増床を図る。

　10月１日より、結核病床を17床から39床へ22床増
床のうえ運用開始。

完了

施設一体型小中一貫校の
整備

339,455
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。

平成27年４月今宮中学校区における施設一体型小中
一貫校開校に向けた校舎建設工事について
・９月26日　市会本会議可決および契約締結。
・10月末ごろから工事着手予定。

準備中

進捗状況

進捗状況

進捗状況


