
３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

建設局 ○

ゆとりとみどり振興局 ○

2 中崎町駅周辺の放置自転車対策について
地下鉄中崎町駅周辺は放置自転車禁止区域の谷間にあたり、他地域からの放置自転車が増
加し歩行の妨げとなっており、地域として主体的に啓発・整理等に取組んでいるものの、駐輪場
施設が全く無いことから、駐輪場整備と併せ自転車放置禁止区域の指定を要望する。

建設局 ○

1

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目

堂島公園周辺の放置自転車対策について

要望の概要区名

北区

堂島公園や曽根崎新地周辺では、周辺の駐輪場が不足していることから、堂島公園内並びに
周辺道路に放置自転車が多数見受けられてる状況であり、公園機能の回復と駐輪場の整備を
要望する。

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1 区の情報発信のためのバナー広告灯の整備
区役所や関係機関（警察署、消防署、市税事務所など）からの情報やキャンペーンをバナーで
区民に周知するため、バナー広告灯機能の回復を図る再整備をお願いしたい。

建設局 ○

2 京橋地域における安全・安心な歩行空間の確保
京橋地域における放置自転車の撤去については、現行の平日のみのところを試行的に休日に
も撤去日を設けるなど、回数を増やすなどにより効果的な回収へと対策を強化していただきた
い。

建設局 ○

毛馬桜之宮公園内の園路は整備されてはいるが、公園に沿った道路（南北約2.8km）は一部歩
道が整備されていないため、安全・安心に歩行ができる双方向の歩道の整備をお願いしたい。

建設局 ○

道路と公園の結節路は一部スロープが設けられているが、多くは階段でつながっており車椅子
で自由に公園内に侵入できる箇所が限定されているため、車椅子でスムースに公園の出入が
できるスロープの整備をお願いしたい。

ゆとりとみどり振興局 ○

3 毛馬桜之宮公園に沿った歩道及びスロープの整備

都島区

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

市民局 ○

こども青尐年局 ○

教育委員会事務局 ○

ゆとりとみどり振興局 ○

消防局 ○

2 なにわ筋線の早期事業化について

京阪中之島線が開業したが、交通ネットワークの観点から既存の鉄道駅との結節など、今後の
機能強化が望まれるところである。西日本最大の中央卸売市場を経由して西九条まで延伸され
ることで、市場のみならず地域全体の活性化を期待できるばかりではなく、京都、神戸、奈良方
面へのネットワークとして完成するとともに、ＵＳＪや臨海部へのアクセス向上にも繋がるものと考
えられる。

計画調整局 ○

3 京阪中之島線の延伸について

京阪中之島線が開業したが、交通ネットワークの観点から未だその機能を充分に発揮するにい
たっていない。西日本最大の中央卸売市場を経由して西九条まで延伸されることで、市場のみ
ならず地域全体の活性化を期待できるばかりではなく、京都、神戸、奈良方面へのネットワーク
として完成するとともに、ＵＳＪや臨海部へのアクセス向上にも繋がるものと考えられる。

計画調整局 ○

旧区役所跡地利用計画の早期策定について1

福島区

旧区役所跡地については、平成２１年度旧庁舎の解体・撤去を終え、現在、更地の状態になっ
ている。同所は福島区のほぼ中心に位置しており、その利用方法については地元の要望もあ
り、市としての有効利用が望まれている。

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1 正蓮寺川公園の整備について

現在工事中の阪神高速道路淀川左岸線Ⅰ期工事が、平成25年3月に完成予定となっている。
正蓮寺川公園については、平成25年度から工事着手ができるよう、基本計画や基本・詳細設計
に早期に着手し、高齢者や障害者を始めすべての公園利用者の利便性に配慮した、多くの
人々が集えることができる公園の整備を要望する。

ゆとりとみどり振興局 ○

2 ＪＲ桜島線の新駅設置について
ＪＲ桜島線西九条駅から安治川口駅の2.4ｋｍ区間には駅がなく、沿線で最も人口の多い春日出
地域などの地元住民がＪＲを利用できず不便となっている。西九条駅と安治川口駅間の、西九
条駅から1.5ｋｍに位置する場所に、新駅設置することを要望する。

計画調整局 ○

此花区

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1 放置自転車等対策
放置自転車台数の減尐に向け、自転車放置禁止の拡大、駐輪場の整備、民有地の有効活用
に向けた調査・検討、土日や平日夜間の撤去活動の充実等を要望する。

建設局 ○

より多くの観光客等がミナミに訪れ、安心して楽しむことができるための環境整備を行うため、関
係局一体となって取組みを推進するための体制整備を要望する。

市民局 ○

より多くの観光客等がミナミに訪れ、安心して楽しむことができるため、道路等の清掃の強化を
要望する。

環境局 ○

より多くの観光客等がミナミに訪れ、安心して楽しむことができるため、ミナミ地区の周遊性を高
める観点からの観光施設の案内機能の充実を要望する。

ゆとりとみどり振興局 ○

特定健康診査の受診率ならびに特定保健指導率の向上のため、一層の周知広報と一体的な
未受診者対策の実施を要望する。

健康福祉局 ○

生活習慣病対策の充実を図るため、保健福祉センターにおけるメタボ対策以外にも、市民協働
で健康づくりを進めていくための新たな保健指導事業の創設を要望する。

健康福祉局 ○

行政がもつ要援護者情報を、今後自主的に支援に取り組む意思のある自主防災組織に対し提
供できるよう、現在の活用基準を緩和するよう要望する。

危機管理室 ○

地域で把握していない要援護者を確認し、日常の高齢者の見守り活動に活用するため、現在
の活用基準を緩和するよう要望する。

健康福祉局 ○

5 船場地区の活性化 船場地区の活性化に向け、船場地区のまちづくりの方向性を検討する体制整備を要望する。 計画調整局 ○

3

中央区

2

特定健康診査の受診率ならびに特定保健指導率の
向上策

4
大阪市要援護者名簿の効果的活用に向けた活用基
準の緩和

ミナミ地区へより多くの観光客等に訪れてもらうための
環境の整備

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

建設局 ○

ゆとりとみどり振興局 ○

計画調整局 ○

建設局 ○

港湾局 ○

2 リバーフロントの整備について

1 放置自転車等の対策について

西区

「市民の声」や地域団体から放置自転車に関する要望が多くでていることからも、区民協働によ
る協議会の議論を踏まえたうえでの駐輪場の整備や有料化、自転車放置禁止区域の指定、公
園内における放置自転車撤去の推進などを要望する。

西区内全域のリバーフロントを地域の声を反映させた環境整備に努めることを要望する。なお、
富島地区は「海の御堂筋」の重要な拠点でもあることから、臨港地区規制を見直し、地域の声を
反映させた魅力あるリバーフロントになるような環境整備を要望する。

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1
港地区復興土地区画整理事業記念・弁天町駅前開
発ビルの早期建設について

港地区復興土地区画整理事業の収束を契機に地元からこの事業の記念となる本格的な演劇
活動が可能な多機能ホールを中心とした地域活性化施設の建設を要望されてきたところであ
る。現在、早期の計画推進を要望している。

都市整備局 ○

計画調整局 ○

環境局 ○

3
JR臨港線（南市岡～市岡）廃線跡の有効活用につい
て

廃線跡の有効利用により安全・安心で潤いのあるまちの実現が望まれているところであり、所有
者であるＪＲ貨物及びＪＲ西日本に地元意向を踏まえた整備を行うよう、働きかけを要望する。

計画調整局 ○

4 築港赤レンガ倉庫の有効活用について
地域活性化イベント「みなと秋まつり」における赤レンガ倉庫群の一部開放や、地元における倉
庫活用に向けた勉強会への参加など、現在立入り禁止となっている築港赤レンガ倉庫の魅力を
多くの人に知ってもらい、倉庫の有効活用を図る取組みが望まれている。

港湾局 ○

港区

2 国道43号沿道の環境改善について
港区における国道４３号では、慢性的な交通渋滞が発生し、大気汚染や騒音・振動が問題と
なっている。そのため沿道の地域団体等で構成される「港区国道４３号沿道環境対策地域連絡
会」が結成されるなど、環境改善に向けた取組みが望まれている。

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1
大正駅前及び特に急行が停車するバス停付近の放
置自転車対策について

大正区では、バス停の放置自転車も問題となっており、特に急行が停車するバス停付近や大正
駅前の放置自転車対策について、効果的な成果を達成するためにも、ソフト面の支援や、ハー
ド面での対策（駐輪場の確保等）を要望する。

建設局 ○

2 鶴浜地区の早期開発促進について
鶴浜地区の開発は地域活性化の起爆剤として期待を寄せており、全てのゾーンが有効に機能
することで新しいまちづくりを可能にし、大正区の発展に大いに寄与するものと考えており、地区
全体の早急な開発を要望する。

港湾局 ○

3 大正駅から鶴町への地下鉄（７号線）延伸について
大正区は、区の北端に地下鉄とJRの駅があるのみであり、公共交通を市バスに依存している。
「鶴浜地区」の開発を起爆剤としたにぎわいと活力のあるまちづくりを促進するためにも、地下鉄
7号線の鶴町への延伸を要望する。

交通局 ○

大正区

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1
JR寺田町駅周辺の放置自転車対策について（天王
寺区、生野区、阿倍野区共同要望）及び区内各駅周
辺の放置自転車対策について（天王寺単独）

放置自転車の台数は大幅に減尐したが、完全な解決には至っていない。JR寺田町駅を含む区
内各駅周辺地区での休日撤去の実施や駐輪場の拡充、放置自転車禁止区域内私有地に放
置された自転車撤去策の検討等を要望する。

建設局 ○

2
障害者の自立を支援する、相談支援事業を区単位
で事業展開できるよう、委託相談支援事業所を配置
すること

委託相談支援事業所の再配置に向けた調査、課題整理、実現方策の検討を十分行い、その
検討状況を適宜情報提供するとともに、検討結果を明らかにしたうえで、次期「大阪市障害者福
祉計画」の策定にあたっては、再配置に向けたスケジュール等を明らかにするよう要望する。

健康福祉局 ○

3
市政・区政情報発信のための市営バス車内スペース
及びバス車内放送の活用について

区民に対してよりきめ細かな情報を提供するため、身近な公共交通機関として利用されている
市営バス（赤バス含む）車内のスペースを市政・区政に関する情報発信場所として活用するとと
もに、バス車内放送として自動音声による情報発信ができるよう要望する。

交通局 ○

4
市民の声で所管の明確でない課題を取り扱う部署の
明確化について

市民の声が寄せられた区役所において、ガイドラインで示されている14日以内の回答を迫ら
れ、対応に苦慮しているのが実情である。市民から様々な意見や要望をいただく中で、所管が
定まっていない課題について責任をもって対応する部署の明確化を要望する。

情報公開室 ○

5
中高層マンション建築主に対する町会との協議義務
化について

中高層マンションを建築する際に、建築主に対して、建物建設時に生ずる問題について地元町
会と協議することはもとより、建物完成後に入居者が構成する管理組合と地元町会との協議の
場を設定するなど、マンションの新住民が地域活動へ参加できるよう、区役所との協議も行いつ
つ、機会をつくることを義務付ける制度の制定を要望する。

市民局 ○

市民局 ○

建設局 ○

6
道路占用許可の基準の改正について（町会掲示板
の道路上の設置）

天王寺区

町会掲示板（地域振興会の基本組織である町会が設置し管理する掲示板）の道路上への設置
を可能とするよう本市道路占用許可基準の改正を要望する。

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1
浪速区南海難波駅およびＪＲ難波駅周辺の放置自転
車対策

南海難波駅周辺の放置自転車対策として、実態に見合った「駐輪施設」の整備を図るとともに、
JR難波駅周辺についても放置禁止区域の設定や駐輪施設の整備を図ることを要望する。

建設局 ○

ゆとりとみどり振興局 - - - 平成22年度に実施済み。

交通局 ○

3 つどいの広場事業の実施
専門的知識を有する社会福祉法人やNPO法人に「つどいの広場事業」の業務委託を行い、子
育てに関する様々な情報提供や、子育て講座を実施することを要望する。

こども青尐年局 - - - 区の予算にて実施。

危機管理室 ○

情報公開室 ○

新世界及び天王寺動物園を含む周辺案内表示板
（多言語版）の設置について

4
災害時における外国籍住民等への情報提供につい
て

浪速区

2
新世界への来訪者の利便性の向上を図るため、地下鉄御堂筋線・堺筋線「動物園前」駅、堺筋
線「恵美須町」駅から新世界及び天王寺動物園への案内表示板（多言語版）の設置を要望す
る。（両駅の駅構内案内表示を含む）

区内に点在する本市所有の市政広報板の一部を借用し、近隣の「広域避難場所」・「一時避難
所」等を多言語で表記した案内表示の設置を要望する。

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1 市民協働推進のための自転車利用適正化事業
市民協働による自転車利用適正化に向けた取組として、駐輪場の整備、放置自転車の撤去、
放置自転車防止啓発推進員の配置に係る財源の確保、サイクルサポーターの効果的な配置等
を要望

建設局 ○

子ども見守り活動ワークショップによる防犯意識の高まりを継続してバックアップしながら、他区、
他都市の見守り活動や安全に関する情報提供とワークショップ実施に当たり必要な情報提供な
どの支援を要望

市民局 - - - 区へ予算を移管。

局では、子どもはぐくみネット事業や子どものへの安全指導などを通じて子どもの安全確保を
図っており、他都市、他区、警察、学校の状況などに関する情報提供及び相互協力を要望

教育委員会事務局 ○

3 活力あるまちづくりに向けた区内企業に対する支援

当区では、西淀川区工業活性化研究会を中心に、セミナー、工場見学会、インターンシップ、
西淀川ものづくりまつり2011などを実施し、区内企業のネットワーク化を図るとともに、区内企業
の課題やニーズを的確に把握することにより区と企業との信頼関係の構築に努めている。そこ
で、様々な行政支援制度の積極的な発信に併せ、区内企業の体質強化に資する施策支援等
を要望

経済局 ○

ゆとりとみどり振興局 ○

教育委員会事務局 ○

西淀川スポーツセンターの整備
当スポーツセンターは、24区中最も狭隘で体育場も一面しかない。また、市立淀商業高校の
プールの上階にあるにもかかわらずエレベーターの設置がなく、バリアフリー対応もなされてい
ないため、劣悪な状態を改善し、幅広い区民が利用可能で、快適な施設に整備するよう要望

子ども見守り活動ワークショップ「私たちは“子ども見
守りたい”ＤＩＧ」

西淀川区

2

4

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1 旧淀川区役所跡地の有効活用について
淀川区固有の魅力をより一層高め、本市がめざす総合的なまちづくりのため、区や区民の意
見・要望に十分配慮した区役所庁舎移転跡地利用の検討・計画を進めることを要望する。

市民局 ○

2 淀川通（十三東地区）の歩道橋の撤去について
十三東地区にある淀川通の歩道橋は、歩行者や自転車の通行が極めて多い中、歩道橋の柱
や階段が歩道の幅を極端に狭くしており、通行の安全を妨げていることから、十三東歩道橋・十
三新歩道橋の撤去を要望する。

建設局 ○

3
大規模災害発生時における帰宅困難者対策の充実
について

淀川区は災害発生時に5万人を超える帰宅困難者の発生が想定されており、事業所に対する
備蓄食糧や独自の一時滞在場所の確保の義務づけや、鉄道事業者に構内の一時待機も含め
た対策を講じるよう求めることを要望する。

危機管理室 ○

淀川区

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1 東淀川区民センターの建設について
区の様々なコミュニティ活動、市民活動、また区民の積極的な文化交流活動の拠点となる、収
容能力が高く、設備の整った区民センターの早期建設を要望する。

市民局 ○

都市整備局 ○

建設局 ○

3 区内主要幹線道路の整備について
区内主要幹線道路の整備について、周辺住民はもとより、隣接地域を含めた地域住民、また区
役所や関係行政機関への積極的な情報提供を要望する。

建設局 ○

阪急淡路駅周辺地区のまちづくりに対する各事業の内容説明について、淡路駅周辺地区はも
とより、隣接地域を含めたの地域住民、また区役所や関係行政機関への積極的な情報提供を
要望する。

阪急淡路駅周辺地区のまちづくりについて東淀川区 2

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

東成区 1 東成区での地域子育て支援センターの設置
地域子育て支援センターが各区に順次設置されているが、当区には未設置である。
地域における子育て活動の支援とともに、東成区の子育て支援のネットワークづくりのさらなる充
実に必要であることから、平成23年度の確実な設置を要望する。

こども青尐年局 ○

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

鶴橋地区における住民によるまちづくりの動向に連動した、まちづくり活動への財政支援と人的
支援の体制の継続。

○

鶴橋地区における住民によるまちづくりの動向に連動した、規制誘導による狭あい道路の整
備、建替促進等による市街地の整備。

○

鶴橋地区における住民によるまちづくりの動向に連動した、事業予定地（丸島水門跡地）を有効
活用。

計画調整局 ○

鶴橋地区における住民によるまちづくりの動向に連動した、地域団体、学校等との連携･協働事
業や魅力ある個店づくりを通じた商店街の活性化等、地域の特性を生かした商店街づくりへの
支援。

経済局 ○

鶴橋地区における住民によるまちづくりの動向に連動した 関連事業として、都市計画道路豊里
矢田線の早期事業化の促進。

建設局 ○

市民局 ○

ゆとりとみどり振興局 ○

教育委員会事務局 ○

3 地下鉄8号線（今里～湯里６丁目）の整備について
地下鉄８号線（今里～湯里６丁目）の早期整備は区民の強い願いであり、この整備によって、鉄
道駅前の放置自転車が緩和されるほか、地下鉄線沿いを中心に区民による新しいまちづくりが
各地で行われると期待されるため、早期整備の実現。

交通局 ○

4
ＪＲ桃谷駅及びＪＲ寺田町駅周辺の放置自転車対策
について

放置自転車問題の解決が図られるよう、自転車の適正利用に向けた啓発の強化や整備済みの
有料自転車駐輪場の利用促進に向けた取組み、多頻度の放置自転車撤去の実施等につい
て、引き続き局・区及び関係機関、地域住民等と連携しつつ、総合的な推進を。

建設局 ○

都市整備局

区役所庁舎の建替えに伴い発生した空地の活用方法について、地元から生野区の特性を踏ま
えた文化・教育施設の建設が強く要望があるため、生野区民センターとの合築も含め早急な検
討の開始。

生野区

2
区役所庁舎建替えに伴う新庁舎南側用地を活用した
文化施設等の建設整備について

1 鶴橋地域の密集市街地の環境整備について

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1 JRおおさか東線及び都島（仮称）駅について
旭区に最寄りとなるＪＲおおさか東線の新駅については、利用しやすいよう旭区からも出入り可
能とし、駐輪スペースも確保すること。また、 高齢者など誰もが利用しやすい設備とし、駅名は、
旭区民になじみと愛着のもてる新駅名とすること

計画調整局 ○

2 城北公園への駐車場設置について 城北公園への来園者用駐車場整備 ゆとりとみどり振興局 ○

旭区

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

城東区 1
城東区役所建替え工事中の城東図書館の機能の確
保について

城東区役所等の建替え期間中の市民サービスの低下をきたすことがないよう、近接する図書館
についても、その機能を区内で確保されるよう要望する。

教育委員会事務局 ○

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1 花博記念公園鶴見緑地駅前エリア整備
平成２２年度には、「事業計画案」の二次募集が行われ、事業予定者の選定が行われるとのこと
であるが、安全安心で快適な生活環境の実現のためにも、順次、遅滞なく事業計画の確定と推
進により、早急なエリア整備を図られたい。

ゆとりとみどり振興局 ○

建設局 ○

教育委員会事務局 ○

3
保育所受け入れ枠の拡大（待機児童の解消）につい
て

保育所待機児童の数が依然として高い水準にあるため早急な解消が求められており、既存保
育施設の有効活用や保育所（分園を含む）の開設等により受け入れ枠の拡大を要望する。

こども青尐年局 ○

2
茨田小学校の通学路の早期整備（茨田１６号線の早
期整備）

鶴見区
茨田小学校の通学路の一部は代替通学路を利用している。現在、既存道路を安全に通れる通
学路とするための整備途上にあるとのことであるが、未整備区間について、早期に道路拡幅を
行い歩道を整備するよう図られたい。

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

既設の桃ケ池公園・長池公園について、住民意見を反映しながら新たな水質改善対策や、護
岸改修などの整備工事の実施を要望する。

○

公園は、市民の憩いの場であり、災害時の一時避難場所ともなる重要な施設でありながら、当
区の人口1人あたりの公園面積は全市平均の約半分ときわめて低い現状であるため、増設を要
望する。

○

阿倍野再開発事業については、今後も地域住民に対するきめ細かな事前説明と、権利者が夢
と希望を持って事業参画できるよう配慮すること、阿倍野歩道橋を障害者・高齢者等が利用しや
すいように、また公共地下通路を含め、総合的かつ安全な動線確保につき配慮を要望する。

都市整備局 ○

あべのベルタ西側の阿倍野再開発2号公園予定地について、現在、駐輪場として利用されてい
るが、整備中の地下駐輪場の活用誘導策や阿倍野筋東側の路上駐輪対策など、総合的な放
置自転車対策を進めていただきたい。

建設局 ○

あべのベルタ西側の阿倍野再開発2号公園予定地について、本来の公園として市民が利用で
きるよう取り組まれたい。

ゆとりとみどり振興局 ○

3
ＪＲ寺田町駅（天王寺区、生野区、阿倍野区　共同要
望）及び地下鉄昭和町駅（文の里駅を含む）・地下鉄
西田辺駅周辺の放置自転車対策について

駅周辺の放置自転車解消については、区・関係機関・地域住民などと連携し、啓発の強化、放
置自転車の撤去の強化など、総合的な施策の推進を要望する。

建設局 ○

4
美章園障害者支援施設の障害のある人への理解推
進の拠点としての活用

障害のある人への理解推進は今後も重要課題であり、美章園障害者支援施設から地域に開か
れた真に共生社会の実現に向けた交流が生まれるよう、障害のある人への理解推進の実践的
な拠点として位置づけ、施設を活用して必要な取組を行うことを要望する。

健康福祉局 ○

1 公園の増設と桃ヶ池公園・長池公園の環境整備

阿倍野区

ゆとりとみどり振興局

2 阿倍野ターミナル周辺の総合的な整備について

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1 区民にとって使い勝手の良い区民センターの建設
様々な市民公益活動推進のための場を提供していくことが求められている中、現状の区役所併
設の施設は古く、バリアフリーになっていない。区民にとって使い勝手のよい環境に配慮した区
民センターの建設を望む。

市民局 ○

2
南港PT（咲洲・コスモスクエア地区）に対する高齢化
対策などについて

南港PTは昭和５２年の入居開始から、施設や道路の老朽化、住民の高齢化が進んでいる。周
辺（コスモスクエア地区）については開発が進み、新たな世代の居住が始まっている中、関係各
局が連携をとり中長期的な展望をもってまちづくりをすすめていく必要がある。

港湾局 ○

3 加賀屋緑地公園における耐震対策などの施設整備
市内にただひとつ残る新田会所跡として過去に10年以上かけて調査・補修・整備が行われた
が、現在、経年による老朽化が進んでいる。耐震改修を視野に入れ市民の憩いの場としての改
修を望む。

ゆとりとみどり振興局 ○

計画調整局 ○

建設局 ○

この歩道橋はニュートラム住之江公園駅に直結し、住之江通と新なにわ筋とが交差する交差点
の四隅をまたぐ形で設置されているため、人の往来が特に多い場所である。しかし歩道橋の利
用者のついては限定されるため、エレベーター設置など同交差点のバリアフリー化を検討。

4
住之江公園前横断歩道橋のエレベーター設置につ
いて

住之江区

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1 万代池の水質浄化及び護岸の改修

万代池の水質調査・水質改善の検討の継続並びに、地域住民で万代池の環境を保全しようと
自主的な取り組みを進める「すみよし環境区民会議」と区、所管局などが参加できる課題解決に
むけた市民協働の取り組みを要望する。また、水辺整備についての予算確保を要望する。

ゆとりとみどり振興局 ○

駅舎の改修及び東改札口の設置などバリアフリー化については一定の解決をみたが、連続立
体交差事業の完成までは、引き続き市民の駅利用上の安全確保にむけ、JR西日本及び関係機
関への働きかけをするよう要望する。

計画調整局 ○

駅舎の改修及び東改札口の設置などバリアフリー化については一定の解決をみたが、連続立
体交差事業の延伸を引き続き要望する。

建設局 ○

3
保育所入所待機児童の解消に向けた保育所定員枠
の拡充について

保育所待機児童の解消に向けて、保育所入所枠の拡大と、本園・分園の整備、認定子ども園
の設置等により、保育所入所定員枠の確保、特に乳児の定員枠の拡充を求める。

こども青尐年局 ○

4
情報公開制度の権利濫用の制限・「市民の声」の運
用について

権利濫用等と思われる公開請求について制限する条項が無く、解釈・運用の手引きにおいても
制限可能かどうか明確にされていないため、条項の整備ならびに明確な基準の設定を要望す
る。また、「市民の声」についても、内容によっては、回答をする必要がない等の取り扱いの基準
設定を要望する。

情報公開室 ○

住吉区

2 JR阪和線連続立体交差事業の延伸

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

1 総合的な機能を持つ区民センターの建設について
多様なコミュ二ティ活動、文化・芸術活動、生涯学習等にも応え得る機能を持ち、区民が気軽に
利用できるコミュニティづくりの核となるような「総合的な機能を持つ区民センター」の早期の建
設を要望する。

市民局 ○

2 区庁舎耐震改修工事に伴う機能改善について
耐震改修工事により、単に建物の耐用年数を延長するだけにとどまらず、住民目線に立った、
利用しやすい庁舎環境を整える改修を実施されたい。

市民局 ○

南田辺小学校校区内には長居公園があるが、同公園は大人の視線が行き届かない所も多いた
め、より規模の小さな街区公園や児童公園の整備を要望する。

ゆとりとみどり振興局 ○

公園の整備が出来ない場合は、南田辺連合の西側に隣接する都市計画道路天王寺大和川線
用地を活用した公園整備を検討してほしい。

建設局 ○

4
国民健康保険料にかかる滞納整理事務体制につい
て

滞納繰越分を含め徴収努力をしているが、滞納者数が多く、高額滞納者を中心とした事務にと
どまっている。小額の滞納者が長期化しないよう、初期の段階から来庁勧奨、財産調査、差押
予告に取組むために臨時的任用職員を採用したい。

健康福祉局 ○

5 精神保健相談員の増員について
精神保健福祉相談員は、区民対応や相談、関係機関との調整等に日々忙殺されている。一
方、地域で生活する精神障害者や認知症の患者は年々増加しており、さらなる支援が必要であ
るため、相談員の増員を要望する。

健康福祉局 ○

3
都市計画道路天王寺大和川線の道路用地を利用し
た公園整備について

東住吉区

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

瓜破霊園来園者の増加に伴う交通渋滞を解消するため、瓜破霊園南東側の阪和貨物線踏み
切りを拡幅し、東西道路が開通できるよう、霊園用地を道路用地として変更を要望。

環境局 ○

瓜破霊園来園者の増加に伴う交通渋滞を解消するため、瓜破霊園南東側の阪和貨物線踏み
切りを拡幅し、東西道路が開通できるよう、阪和貨物線の跡地活用の検討及び狭隘かつ車両通
行止めとなっている道路を拡幅し、通行が可能となるよう要望。

建設局 ○

平野区 1 瓜破霊園南東側阪和貨物線踏み切りの道路拡幅

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称



３．要望項目ごとの局施策への反映状況

局予算に反映
※１

予算化以外で
の協力　※２

継続調整
※３

備考

所管局

局施策への反映状況

番号 要望項目 要望の概要区名

「要援護者のデータ」の被害が広範囲にわたる大規模災害への対応、災害弱者へのより効率
的・効果的な支援体制の確立のため、「要援護者のデータ」の共有、予算措置をはじめとした、
全市的な体制の構築を要望する。

危機管理室 ○

被害が広範囲にわたる大規模災害への対応、災害弱者へのより効率的・効果的な支援体制の
確立のため、「要援護者のデータ」の共有、予算措置をはじめとした、全市的な体制の構築を要
望する。

健康福祉局 ○

計画調整局 ○

健康福祉局 ○

3
花園町駅・天下茶屋駅ほか主要駅周辺の放置自転
車対策の推進

既設駐輪場の利用促進、新たな駐輪場の整備、放置自転車の撤去作業の強化・弾力化と、保
管場所の新設・見直し、サイクルサポーターの配置日及び時間帯の拡充等、総合的な放置自
転車対策の推進を要望する。

建設局 ○

4 木津川平野線の早期事業着手
当該道路の沿道地域は老朽木造住宅が建て込み、災害時における緊急車両の通行が難しい
など防災上の課題が多い地域であり、沿道の土地利用の転換、建物の建て替えの誘発など、
密集市街地の解消とまちの活性化の観点から、当該幹線道路の早期着手を要望する。

建設局 ○

全市をあげてあいりん地域における様々な課題を解決していくため、「大阪市愛隣対策推進会
議」をより一層活性化し、現状の分析と抜本的・総合的な施策の立案・推進を要望する。

西成区

1 緊急時要援護者支援体制の構築

2 あいりん地域に係る総合的対策の推進

※１　要望項目の全部または一部について局予算に反映して実施するもの（区・局連携事業を含む）
※２　要望項目の全部または一部についてノウハウの提供や制度面での支援など予算化以外の方法で実現に向けた協力をするもの
※３　実現に向けては、今後継続して調整が必要なもの

※所管局名称は、平成22年度の名称


