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１ 西成区広報紙「にしなり我が町」 

広報紙の発行 

・毎月１日に発行し、新聞折り込みによりお届けし

ている。 

・発行部数：毎月32,000部 

（西成区世帯数：69,791世帯：令和2年6月1日現在） 

・新聞未購読の方には、ポスティング（個別配送）

によりお届けしている。 

（約 2,100件／月） 

 

 

広報紙の主な配架場所 

・区民センター、図書館、Osaka Metro（オオサカメ

トロ）４駅、南海天下茶屋駅、郵便局、銭湯、歯

科、大阪フィルハーモニー会館、保育所などの社

会福祉施設、金融機関、コンビニエンスストア

（区内ファミリーマート５店舗、ローソン４店

舗） ほか 

 

 

ポスティング（個別配送）の周知 

・区内に転入された方に対し、広報紙の周知を行うため、ご案内（配架場所、ホーム

ぺージ、広報紙アプリ）と個別配送申込書を兼ねたチラシを配付し周知を行ってい

る。（令和元年度：約 460件／月） 

西成区役所の情報発信について 

資料３ 
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２ 西成区ホームページ・ＳＮＳ（フェイスブック・ツイッター） 

区ホームページ 

・トップページにある大きなバナーの活

用や、「ピックアップ情報」に大切なお

知らせの掲載、また「新着情報」で最新

情報の発信をしている。 

・区役所１階窓口の待合状況（待ち人数や

お呼び出し状況）を平成 29年度より掲

載している。 

・トップページアクセス数： 

約 6,600件／月（令和元年度実績） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＮＳ（フェイスブック・ツイッター） 

・区役所を身近に感じていただき、また区民と区政運営の輪を広げるため、様々な行

政情報、区長の声、地域で活動している情報などを、ＳＮＳを活用して広く紹介し

ている。 

・フェイスブック  

投稿を見た回数： 

158,518件（令和元年度） 

 （約 13,200件／月）  

 

 

 

 ・ツイッター  

ツイートを見た回数： 

403,093件（令和元年度） 

  （約 33,600件／月） 

  



- 3 - 

 

 

 

令和元年度区民アンケート（西成区役所調査） 

Ｑ．普段、区役所からの情報をどこから入手しますか？ 

 

※回答者数 471 人。複数回答を含めた回答総数が 724。 

▶広報紙が最も多い 36.5％であった。 

     

 

 

 

令和元年度区民アンケート（市民局調査）        

 Ｑ．区役所から必要な情報が届いていると 

思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・届いていると感じる区民の割合 

西成区：３７．４％ 

（大阪市平均：４３．７％） 

思う

9.4%

どちらかと

いえば思う

28.0%
あまり思わない

35.6%

思わない

11.8%

知らない

15.2%
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３ 西成観光マップ ～西成を歩いて、学んで、好きになろう！～ 

西成区には、歴史・文化的な名所や史跡等が多い。また、ここ数年、インバウンド

の影響等により、多数の観光客が大阪を訪れている。そこで、まち歩きを楽しむ方々

や大阪を訪れる観光客のうち、有名な観光地だけでなく、普段のまちを見てみたい、

まわってみたいという層に向けて、区内を周遊して、楽しんでいただくことを目的

に、区内の名所・史跡やグルメ、イベント情報を紹介する観光マップを作成し、配布

している。 

平成 29年３月発行（5,000部） 

令和２年１月更新（2,000部） 

配架場所等： 

区役所総合窓口（１階）・総務課（７階）、区民センター、区ホームページ、 

  区の事業・イベント等において配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年１月に英語版、中国語（簡体字）版を作成（各 1,500部） 
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４ 情報紙 

西成タウン誌 人情マガジンにしなり 

公募により選ばれた編集スタッフ自らが、地域に足

を運び「紹介したいお店、イベント、人、ものづくり

の現状や歴史」のことについて取材し、地域に密着し

た様々な情報を載せた冊子を作成している。この冊子

を広く発信することで、多くの方に西成区の良いとこ

ろを知ってもらい、区のイメージアップを図ることを

目的としている。 

（年１回：20,000部発行） 

・配架場所等：区内官公庁、医療機関、 

施設、協力店舗、 

区外の協力施設等 

区内転入者にも配布。 

 

にしなり子育て情報誌 ハギッズ 

西成区子ども・子育てプラザや、つどいのひろばを

はじめ、子育て支援施設のイベント情報などを掲載し

た子育て情報誌。「わが町にしなり子育てネット」の編

集協力により発行している。 

（奇数月：約 3,000部発行） 

・配架場所等：区役所、区民センター、図書館、 

子ども・子育てプラザ、医療機関、 

区ホームページ、施設、協力店舗など 

 

西成区生涯学習情報紙「まなびや」 

区内の生涯学習情報が満載の情報紙。 

生涯学習関連施設から記事・データを持ち寄り、 

手作りのタイムリーな情報紙として、毎月発行して

いる。 

（毎月 25日：700部発行） 

・配架場所等： 

区役所・区民センター、図書館、 

在宅サービスセンター、Osaka Metro、 

子ども・子育てプラザ、老人福祉センター、 

市民学習センター、各小学校生涯学習ルームなど。 
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５ 西成区ＰＲ大使 六代 桂文枝   

・区の良いところを広く内外に情報発信し、区民に西成区の

魅力を再認識してもらうとともに、まちの活性化を図ること

を目的に、吉本興業株式会社と契約を締結し、六代桂文枝西

成区ＰＲ大使を活用したプロモーションや、区内で行われる

イベントにタレントを派遣するなど、地域を盛り上げていく

よう取り組んでいる。 

 

・桂文枝さんは、内弟子時代に玉出で過ごされていた縁もあ

り、平成 24年９月から西成区ＰＲ大使に就任している。 

 

・平成 30 年 11 月 18 日に、ふるさと寄附金を活用し、西成の地名の起こりと西成の先

人の遺業や由緒ある事跡を顕彰する石碑の「顕彰碑建立記念式典」にお迎えし、祝辞を

述べていただいたほか、「西成区民まつり」のオープニングパレードでお出迎えをしてい

ただいた。 

 

・令和元年 12 月 8 日に開催した「にしなり第九フェスタ 2019」で、開会の挨拶をして

いただいた。 

 

 

６ 西成区住みます芸人「ガオ～ちゃん」 

・大阪市では、平成 29 年 11 月 22 日に市民サービスの向

上及び地域の一層の活性化を目的に、吉本興業株式会社と

包括連携協定を締結した。この協定により、大阪市 24 区

住みます芸人が各区に実際に住み、地域を盛り上げる活動

をしている。 

 

・大阪市西成区住みます芸人には、「ガオ～ちゃん」が選ば

れた。 

 

・地域の行事や、子育て関連のイベント等へ多数出演している。 

 

・自身で作詞をした「大阪もんのうた【西成区バージョン】」の動画を YouTubeで公開し

ている。 

 

・「＃西成エールまち」や「＃西成エール飯」など、西成区の魅力を自身のＳＮＳで多数

発信している。 



平成31年度（令和元年度）のメディア掲載一覧

掲載内容 掲載形態 掲載元等 掲載日等

1 センター閉鎖に労働者300人抗議　西成・あいりん地区 新聞 各紙 31.4.1

2 西成の労働施設　閉鎖できず　泊まり込みの抗議続く 新聞 朝日新聞 31.4.10

3 令和も映す　おかえり街頭テレビ　西成あいりん 新聞 毎日新聞 31.4.13

4 あいりん半世紀　活写　私蔵ネガ１万枚ネット公開 新聞 毎日新聞 31.4.14

5 大阪・西成中華街構想に暗雲？中国人の不法残留の実態 インターネット 産経ＷＥＳＴ 31.4.15

6 「アメトーーク！」大阪・西成地区への差別的表現を謝罪「確認が足りなかった」 インターネット スポーツ報知 31.4.19

7 番組で差別表現、謝罪　テレ朝「アメトーーク！」 新聞 各紙 31.4.19

8 テレ朝社長　「アメトーーク！」西成地区問題で改めて陳謝 インターネット スポニチアネックス 31.4.23

9 「居場所を奪うな」あいりん総合センター閉鎖　抗議の労働者ら数十人外に出し 新聞 各紙 31.4.25

10 認知症患者　ＧＰＳで見守り支援　西成で実証実験 新聞 大阪日日新聞 1.5.3

11 釜ヶ崎に井戸掘ろう　アートプロジェクト進行中 新聞 大阪日日新聞 1.5.5

12 命の水　井戸掘って考える　大阪・釜ヶ崎 新聞 朝日新聞 1.5.9

13 鶴見橋商店街　長さは二の次　売りは結束力 新聞 朝日新聞 1.5.9

14 新今宮　旅行者の街に 新聞 日本経済新聞 1.5.11

15 大阪24区注目いち押し事業　西成区　公共空間を試行的運用 新聞 大阪日日新聞 1.5.13

16 あいりん見詰め半世紀＝街の変化、レンズ越しに　地元写真家がネット公開・大阪 インターネット 時事ドットコム 1.5.13

17 西成の日雇い労働者　50年見つめた秘蔵写真　変わる町と人間ドラマ テレビ 関西テレビ 1.5.13

18 こどもを孤立させない　”こども食堂”の挑戦 テレビ 朝日放送 1.5.15

19 大阪・西成・・　増加する”闇市” テレビ 関西テレビ 1.5.26

20 星野リゾート「ＯＭＯ７大阪新今宮」下町の都市観光ホテル 新聞 各紙 1.5.28

21 令和に開く！玉手箱 ～大阪 天王寺・阿倍野～ テレビ NHK 1.6.14

22 大阪・西成で撮影、行政から修正指示受けた「解放区」が10月18日公開 インターネット 映画・com 1.6.19

23 西成の商店街にクラシックバー 新聞 産経新聞 1.7.10

24 街に活気　共生手探り　「中華街構想」西成は困惑も 新聞 日経新聞 1.8.2

25 労働者らに新たな生活の場を テレビ NHK 1.8.7

26 「西成特区構想」の新事業　空き店舗などの活用で活性化 テレビ 読売テレビ 1.8.7

27 西成　バックバッカーの街に　ホテル続々、イメージ一変 新聞 日本経済新聞 1.8.7

28 大阪・西成を買い占める謎の中国人 インターネット 日経ビジネス電子版 1.8.8

29 新今宮リノベ　市が本腰　民間主体でにぎわい創出 インターネット 大阪日日新聞 1.8.8

30 ”ブッ飛んだ”濃い客層　西成のクラシック音楽バー インターネット 大阪日日新聞 1.8.12

31 報道ランナー　西成あいりん地区にモーリー潜入！格安グルメに演劇・・なぜ人気？ テレビ 関西テレビ 1.8.12

32 都会に思わぬローカル線　大阪・南海汐見橋線の歴史 インターネット 日経ビジネス電子版 1.8.13

33 西成生まれ「暴動ビール」　密造逸話ヒントに障害者の就労支援一貫 新聞 毎日新聞 1.8.23

34 まちけん参上　大阪市天下茶屋駅界わい テレビ NHK 1.8.25

35 労働者の街で名曲を・・・西成のクラシックバー テレビ 朝日放送 1.9.2

36 釜ヶ崎の人情 心に響く　労働者の詞もとに作曲20年 ＣＤに 新聞 朝日新聞 1.9.7

37 あいりん地区で文化交流のイベント（大阪市） 情報誌 日経グローカル 1.9.16

38 新今宮再開発　４社連携 新聞 日経新聞 1.9.19

39 新今宮　観光のハブに　星野と鉄道３社が協議会 新聞 日経新聞 1.9.20

40 爆音クラシック　ここが運命　ココルーム（大阪市西成区） 新聞 読売新聞 1.9.24



掲載内容 掲載形態 掲載元等 掲載日等

41 新今宮　ホテル続々 新聞 朝日新聞 1.9.28

42 変わる新今宮　観光の拠点　令和と昭和　にぎわいクロス 新聞 読売新聞 1.10.7

43 星野リゾートが新今宮に進出「あいりん地区」の雰囲気は変わるのか インターネット ライブドアニュース 1.10.23

44 西成　外国人ビジネスの波　あいりん地区周辺　就労訓練や中華街構想 新聞 読売新聞 1.10.31

45 地域密着　にぎわい創出　新今宮フェス第２弾開催中 新聞 大阪日日新聞 1.11.3

46 地域のつながり　町の魅力考える　新今宮小で授業 新聞 大阪日日新聞 1.11.9

47 西成ビール香る人情　障害者ら就労　新たな雇用創出 新聞 産経新聞 1.11.15

48 報道ランナー　夜の西成にモーリー潜入　特区構想は今 テレビ 関西テレビ 1.11.18

49 町を訪ねて　星野リゾートと新今宮フェス 新聞 週刊日日新聞 1.11.23

50 新今宮　訪日客押し寄せ進化　なにわ筋線に期待　開発加速 新聞 産経新聞 1.12.2

51 新今宮の”名物”を星野リゾートで地元の小学生がＰＲ インターネット 産経新聞 1.12.5

52 あいりん強まる観光色　総合センター跡地の活用案 新聞 日経新聞 1.12.27

53 西成の闇市　いま売られているものは テレビ 毎日放送 1.12.31

54 大阪の隠れ資産？　西成の変貌と現状 テレビ 毎日放送 2.1.1

55 「西成はSo Cool!!」あいりん地区に国内外から観光客が集まる理由 インターネット ダイヤモンドオンライン 2.1.11

56 あいりん人生　17音　進む高齢化　求職者激減 新聞 毎日 2.1.15

57 元西成区長「意外に治安いいし夜中歩いてもまず襲われない」 インターネット NEWSポストセブン 2.1.17

58 「あいりんセンター」跡地・・・どうする？ テレビ 朝日放送 2.1.28

59 労働者の苦楽　見守り50年　あいりん総合センター建て替えへ 新聞 日経新聞 2.1.30

60 :検討ＰＴが初会合　あいりん総合センター跡地利用 新聞 日刊建設工業新聞 2.1.30

61 松本家の休日　天下茶屋でガチャ飲み テレビ 朝日放送 2.2.2

62 新型コロナ　シェルターの対策強化を　西成・支援団体　府、市に要望 新聞 毎日新聞 2.3.10

63 万博の夢　釜ヶ崎映す　開幕５０年　建設支えた街　高齢、孤立「次のテーマ」 新聞 毎日新聞 2.3.14

64 まるでバンクシー　西成グラフィティ　素顔の子どもたち　路地の壁やドラム缶に 新聞 朝日新聞 2.3.17

65 地球リアル「西成モード会議」 テレビ NHKBS 2.3.17

66 貧困・高齢化に挑む釜ヶ崎 新聞 毎日新聞 2.3.19

67 ええやん！子ども食堂 テレビ NHK 2.3.25

68 閉鎖のセンター　1階開放を要望　西成の路上生活者ら 新聞 朝日新聞 2.3.29

69 西成・あいりんセンター跡地　子育て窓口など活用案 新聞 毎日新聞 2.3.31


