
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

住之江区将来ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 ２５ 年 ４ 月 

住之江区役所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
※印については、巻末の用語集を参照してください。 

はじめに 

 
１ 住之江区将来ビジョン策定の目的 

区長が区シティ・マネージャー※として所管する事務も含め、区内の基礎自治※行政を総合的に推

進していく上で、地域としての区のめざすべき将来像、将来像の実現に向けた施策展開の方向性を

区民の方々に明らかにし、区政に対する区民の関心、理解を高めていくために、「区将来ビジョン」

を策定することが必要です。 

また、「区将来ビジョン」は、単年度の取り組みを基本として作成される「区運営方針」の前提、

拠り所の明確化にもつながります。 

 
２ 計画期間 

平成２４年度から概ね５年間 

 
３ 策定手続き 

「区将来ビジョン」の策定にあたっては、素案を公表したうえで区民の意見を広く募集し、また

区選出議員との意見交換を実施し、目指すべき将来像や方向性を明確にしながら、市会での議論を

踏まえて完成とします。 
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※印については、巻末の用語集を参照してください。 

第１章 区の将来像 

 

１ 区の目標 

住之江区に住み、働き、学ぶ人々が、未来への夢と希望を持って、安心・安全に、いきいきと、

そして幸せに暮らすまち 

 

２ めざすべき将来像 

（１）活気があり、若い、未来を担う世代を含め幅広い世代が未来に向けた夢と希望を 

もっていきいきと暮らし、学び、輝くまちをめざします。 

（２）そのため、区民の皆さんが夢を語り合い、未来を創造できる場（プラットホーム※、ラウ

ンドテーブル※、ネットワーク※など）がたくさんあるまちをつくります。 

（３）また、ひとつのブランドとして輝く住之江区のまちをつくります。 

（４）未来を担う子どもが育ち、力をつけるまちをつくります。 

（５）地域団体、市民、ＮＰＯ※、企業などの多様な活動主体と行政が力を合わせて、支えあう

まちをつくります。 

（６）これら未来づくりとともに、災害に強く、幅広い世代が暮らしやすいまちをつくります。 
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※印については、巻末の用語集を参照してください。 

第２章 区の現状 

 

住之江区は、大阪市の湾岸部南端に位置し、北部は木津川に・南部は大和川に・西部は大阪湾に

接しており、面積は２０．７７㎢と市内最大です。人口は、平成元（１９８９）年をピークに緩や

かに減少し、現在約１２万６，０００人となっており、大阪市では第８位です。（平成 24 年 10 月

1 日現在推定人口） 

 

１ 歴 史 

近世には、区の東部地域（粉浜・安立）までが海に面しており、住之江区の大半は、大和川の付

け替えとそれに伴う浅瀬の拡大や加賀屋甚兵衛による新田開発等により、西へと拡大してできた陸

地です。 

明治以降には大阪府住吉郡、明治２９（１８９６）年には東成郡（粉浜村、安立町、墨江村、敷

津村）となり、大正１４（１９２５）年の大阪市編入により大阪市住吉区となりました。昭和３０

年代から昭和４２年ごろにかけて大正区小林、千島、恩加島地区から区画整理事業により、木材産

業を中心とした移転が行われました。さらに昭和４９（１９７４）年に旧住吉区から分区して、現

在の住之江区が誕生しました。加えて、南港ポートタウンが昭和５２（１９７７）年にまちびらき

され、入居がはじまりました。 

 

２ 土地利用 

土地利用の面からみると、東部は住宅・商店街地区、中部は工業・貯木場・住宅地区、西部は住

宅・経済・情報・文化地区と大別できます。  

東部は住吉区との境界から新なにわ筋までの地域です。古くは住吉街道（紀州街道）沿いに町並

みが形成されてきましたが、南海本線や阪堺線の開通につれて、市内南部の住宅地と周辺における

商店街等の商業施設が一体となって発展してきました。  

中部は新なにわ筋から南港口までの地域で、一部に集合住宅を中心にした住宅地区も形成されて

いますが、古くは、造船・鉄鋼・金属関係の重工業地帯として発展してきました。 

中でも平林地区は貯木場として特色ある様相を呈していますが、近年その利用度が大幅に低下し

ており、170ha もの貯木場等の土地有効活用を図ることにより、今後の都市基盤整備に大きな期待

を抱かせる地域でもあります。 

西部に位置する咲洲（南港）は、1,002 ㏊におよぶ埋立事業が平成７年度に完成し、新しい港湾

都市を目指して順次整備されてきました。さらに、ポートタウンの北側に建設されている新しいま

ち「コスモスクエア」では、国際交易機能をはじめ経済・情報・文化の一大拠点として、国際見本

市会場（インテックス大阪）・アジア太平洋トレードセンター（ＡＴＣ）などがあり、コスモスク

エア駅を中心に住宅建設も進んでいます。 

咲洲コスモスクエア地区は、成長戦略拠点特区に位置づけられ、次世代成長産業の実践エリア「知

の実践」（アジアの生産・物流拠点）として期待されています。 
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※印については、巻末の用語集を参照してください。 

３ 都市基盤 

（１）教 育（校園の状況：平成２３年度学校基本調査） 

・保育所    公設公営 ３ヶ所    ３３４人 
      公設民営 ２ヶ所    ２６０人 
      私立  １４ヶ所  １，６４０人  

・幼稚園    市立    １園     ７５人 
     私立    ８園  １，２６３人 

・小学校    市立   １５校  ５，８６２人 
     私立    １校    １４８人 

・中学校    市立    ７校  ３，２２５人 
     私立    １校     ７９人 

・高校     市立    １校    ６９６人 
     府立    １校    ５９５人 
     私立    １校     ７８人 

・大学     私立    ２校  ２，１３８人 
・特別支援学校 市立    １校    ３５３人 

（２）病院数（平成２４年１０月１日現在）      ５ヶ所  
（３）福 祉（平成２４年１０月１日現在） 

・地域包括支援センター            ４ヶ所   
・指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ４ヶ所 
・介護老人保健施設              ５ヶ所 

（４）公 園（平成２４年１０月１日現在） 

・市営公園 ５０ヶ所 ４２４，４１５㎡  区の面積：公園面積 ２．０４％ 
区民１人当たり ３．３７㎡（大阪市８番目） 

・府営公園 ２ヶ所 ２３１，０００㎡（府営公園は市内に３ヶ所、他１ヶ所は平野区） 
（５）交 通（平成２２年度乗車人員） 

・南海本線 住ノ江駅          ５，８６４人/日 
・地下鉄 四つ橋線  玉出駅     １０，３９８人/日 

         北加賀屋駅   １１，６８８人/日 
         住之江公園駅  １４，９４３人/日 

・ニュートラム（合計１０駅）      ２７，７６６人/日  
 

４ 経済・産業 

（１）事業所・就業人口（総務省「平成２１年経済センサス基礎調査」） 

 第１次産業 第２次産業 第３次産業 計 

事業所数 1 937 5,210 6,148 

従業員数 1 13,176 65,862 79,039 

（２）事業所・従業者数（総務省「事業所・企業統計調査」） 
  平成  ８  １３  １８ 

事業所数 6,868 6,450 5,583 

従業員数 73,425 73,982 65,925 
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（３）商店街（経済産業省「平成１９年商業統計」） 

・商店街数  １０ヶ所 
・大規模商業施設 １４ヶ所 

（４）大阪南港地区入港船舶 

平成 １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

隻数 13,879 14,286 13,693 13,144 12,768 12,305 11,947 10,764 9,847 9,590 

総トン数 
（千トン） 116,622 120,636 116,925 115,341 116,149 117,880 117,426 108,598 93,889 93,003 

 

５ 高齢化・少子化 

（１）国勢調査による推移 
平成 ７ １２ １７ ２２ 

区の人口  138,944  135,437 130,627 127,210 

１４歳以下 

人口  23,962  19,895 17,234 15,445 

比率 17.2％ 14.7％ 13.2％ 12.2％ 

順位   1   3 4 8 

６５歳以上 

人口  1, 580  19,409 24,470 28,911 

比率 11.2％ 14.3％ 18.7％ 22.9％ 

順位 22 21 15 12 

（２）人口推移の見通し（国勢調査からの推計） 

平成 ２２ ２７ ３２ ３７ 

人    口 127,210 121,394 115,310 105,926 

構成比 

０～１４ 12.2％ 10.2％ 8.6％ 7.3％ 

１５～６４ 64.9％ 61.5％ 59.4％ 59.9％ 

６５歳以上 22.9％ 28.2％ 32.0％ 32.8％ 
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※印については、巻末の用語集を参照してください。 

第３章 区の特性と課題 

 

１ 急激に進行する高齢化と少子化 

住之江区は、人口の減少のみならず、高齢者人口比率の増大、年少人口比率の減少がともに著

しくなっています。平成２２年国勢調査において、平成７年調査との比較では、高齢者人口比率

は１１．２％（市内第２２位）→２２．９％（同１２位）、増加率は市内４位。年少者人口比率

は１７．２％（同３位）→１２．２％（同８位）、減少率は市内１位となっており、この傾向は

なお続くと推測されます。 

だれもが地域コミュニティ※とつながりを保ちつつ、とりわけ安心して子育てができ、子どもが

夢をもって育つことのできるまちづくりが必要です。 

 

２ 産業の不振 

大阪南港のある住之江区では、事業所数および就業人口においては、第３次産業が最も多く、と

くに運輸業の割合が高く、大阪市内で事業所数が１位（４３９事業所）、従業者数で２位（１０，

２８０人）となっています。 

しかし、事業活動の指標となる入港船舶数は平成１４年比で約３０％の減、貨物トン数でも約

３％の減となっています。 

かつて、木津川沿いに栄えた造船業も、船舶の大型化に伴う工場の移転などにより事業者数が著

しく減少しています。 

さらには、住之江区の特徴的産業である木材産業も、かつてほどの活気を感じられません。輸入

の主流が、原木から現地製材済みの木材へと移る中、製材・合板加工される木材の量は、昭和４５

年ごろの２００，０００㎥／年をピークに、最近では１，０００㎥／年近くまでに減少しています。 

 
３ 魅力に結びついていない潜在力 

   ひと言で表すイメージがないといわれる住之江のまちですが、区内には様々な潜在力が眠って

います。 

近代化産業遺産※である名村造船所大阪工場跡地を核とした北加賀屋エリアでは、アーティスト

が活発に活動し始めており、平林での木工に関した取り組み、音楽や造形を専門とする学校など、

アートに関する人的資源が豊富です。 

住吉大社の門前町・紀州街道筋としての当時の面影を残すエリアや、加賀屋緑地など、歴史的価

値をもつ都市景観も多数存在します。 

さらに、南港コスモスクエア地域では、クールジャパン※と称される、若い世代のポップカルチ

ャー※の活動が盛んに行われています。 

しかし、それらの潜在魅力を、地域の活力として十分に活かしきれているとはいえない状況です。 

これらを活かすことで、ひとつのブランドとして情報を発信し、住之江のまちの魅力を高めること 

が必要です。 
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４ 必要な安全・安心のための対策強化 

住之江区は、周囲の３方が海・川に接しており、海抜は、一部を除きほとんどが３メートル前後

であるため、近い将来、発生が予想されるや南海トラフ巨大地震による津波被害が危惧されます。

そのため、津波に対する防災対策の強化が不可欠です。 

また、街頭犯罪全般は減少傾向にあるものの、ひったくりや自転車盗などは、増加の傾向にあり 

ます。街頭アンケート等により、危険な場所や危険と感じること等を把握し、犯罪を未然に防ぐた

めの効果的な取り組みが必要です。 

 

５ にぎわいに乏しく、生活環境の問題が顕在化する南港・咲洲地区 

南港・咲洲地区は、国際フェリーの発着のみならず、関西国際空港や大阪空港、さらには京都・

神戸へのアクセスも便利ですが、こうした条件を十分に活かせていません。グレードの高い宿泊施

設、国際会議を開催することができるインテックス大阪、多数の貸会議室等を有するＡＴＣ、大阪

府咲洲庁舎などの施設に加えて、大阪南港野鳥園やなにわの海の時空館など他にはない種類の施設

もありますが、全体として活気がなく、にぎわいに乏しい現状です。 

南港ポートタウンは、まちびらきから３０年以上が経過し、年少人口の減少（４８.７％減：平成

１２年と平成２２年の比較）や高齢者人口の増加（１２５.２％増：同年比）、人口の減少（１６.

８％減：同年比）も顕著です。また設備面においては、ひび割れの目立つ道路、古びたものが多い

市広報版、水の流れていない人工川のある緑道や南港特有の設備であるごみの管路輸送設備の老朽

化など、年月の経過とともに整備が必要であるインフラ※が多数存在し、前述した問題も含め、そ

れらが少しずつ顕在化しつつあります。 

咲洲コスモスクエア地区は、新しい企業やプロジェクト誘致の可能性を秘めた、大阪市内でも限

られた地域ですが、約７％（平成２４年４月現在）の土地が売却されておらず、民間企業所有地と

合わせると、約２１％の未利用地があります。 

さらに、コスモスクエア駅中心に高層住宅の建設も進んでいますが、日常生活に必要な商業施設

や医療施設が少ないことや小・中学校までの距離が遠いこと、また、物流基地と住宅地区との混在

により、トレーラー走行による渋滞や排気ガスなどの問題があります。 
 

６ 小児・周産期※医療の体制が不十分 

大阪市南部医療圏において、医療施設取扱分娩件数と出生数との比率は７３．７％（平成２２年）

で、市北部の１０８．６％（同年）、市東部の１０１．３％（同年）などに比べて低くなっていま

す。また、住之江区における分娩取扱施設は住吉市民病院のみです。 

また、小児救急搬送については、大阪市南部医療圏では、約４，０００件を超える搬送が発生し

ていますが、医療圏内での搬送受入は１，３５０件と３分の１にとどまり、大阪市北部の７８．３％

と比較しても非常に低くなっています。一方、他地域からの受入れはごくわずかで、搬送発生件数

は３２．６％も占めるにもかかわらず、搬送受入件数はわずか１３．６％に過ぎません。 
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第４章 これからのマネジメント※の方向性 

 

１ 概 論 

大阪市内２４区中、最も進行の早い少子高齢化や産業の不振などによる、活気の減退に歯止めを

かけ、住之江区勢を上昇させるには、安心・安全のまちづくりをめざすだけにとどまらず、未来指

向で前向きなマネジメント※を軸とする必要があります。 

 

２ 基礎自治※に係る課題についての方向性 

（１）未来に向けて輝くまちづくり 

ア 住之江区「夢・未来創造」プロジェクトの推進 

区民の皆さんが、未来を語り合い、明るい「夢」を創造する場をつくります。創造した夢の 

ひとつひとつについて実行委員会などを立ち上げ、それぞれの夢の実現に向けて活動していた 

だきます。 

その活動について、交流会や発表会なども開催し、多くの区民の皆さんが明るい未来に向け 

夢を共有することで、まちの活気を取りもどします。 

また、区内のさまざまな課題を解決し、資金が循環する仕組みを構築します。 

○平成２５年度末までに、区民の皆さんといっしょに夢を創造する場をつくり、夢の実現に

向けて活動していただきます。また、実現可能となった取り組みから、順次着手します。 

 また、課題を解決し、資金を循環させる仕組みづくりのため、市民ファンド※等を活用し

ます。 

○平成２６年度末までに、引き続き上記に取り組むとともに、このプロジェクト自体が未 

来に向けて自立性を高めつつ稼動していく枠組みづくりを行います。 

  

 

 

 

イ 住之江ブランド「suminoe アート・ハート・ビート（仮称）」創出プロジェクトの推進 

住之江区では「アート」をまちの活性化の

旗印として掲げて、地域への愛情・誇りに高

めるとともに、区内外へ住之江の魅力として

発信していきます。 
区内に存在する、名村造船所大阪工場跡地

の防潮堤のウォールペインティング※、住吉高燈籠、南港コスモスクエア地域のコスプレ※など、

人々に感動を与えるもの、創造性をかきたてるもの、それらをアートと位置づけ、アーティス

ト・地域・企業・住民等との交流を活性化します。 

「suminoe アート・ハート・ビート（仮称）」を合言葉に、住之江のブランド化へとつなげて

いきます。 
○平成２５年度末までに、アーティストと地域住民の協働した活動やまちづくりイベントを

開催します。都市魅力を広く情報発信します。 

Outcome 指標： 
まちの活性化に関する区民アンケート結果 
地域まちづくり活動への参加人数 
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※印については、巻末の用語集を参照してください。 

○平成２６年度末までに、新たな都市魅力を創出し、発信します。 

 

 

 

 

ウ 「すみのえ太陽の子」プロジェクトの推進 

市民ファンド※を活用した太陽光発電事業などを立ち上げ、そこからの収益により子どもの

学力向上などへの投資を継続的に行う仕組みをつくります。 

○平成２５年度末までに、収集した情報をもとにした事業スキーム※を作成します。 

○平成２６年度末までに、市民ファンド※に基づく事業を立ち上げます。 

  

 

 

 

エ 学力向上と教育環境の整備 

住之江区は、世界からの海の玄関口であり、関西国際空港・大阪空港へのアクセスも便利で

すが、海外企業誘致に際しては、英語を話せる労働力が求められます。 

海外交流に有利な住之江区にふさわしい国際感覚と語学力を向上させ、将来への夢を持った

子どもたちを育てます。 
さらに学校協議会の活発化などで地域の教育力を高め、学校と一体となって教育体制を充実

させます。 
○平成２５年度末までに、中学生を対象とした実用英語技能検定５級受験の取り組みを実施

するとともに、スクールカウンセラー※や発達障がいサポートボランティア※の活動を支援

します。 
○平成２６年度末までに、検証を行いながら対象やメニューの拡充策を実施します。 

 

 

 

 

オ 住之江「子育てしやす区」プロジェクトの推進 

保育士や保健師などの専門職の職員が子育てを支援す

ることが出来る仕組みづくりを行います。 

保育ママ制度※を最大限活用して待機児童の解消を図り、

また、放課後児童保育において預かり時間の延長等を導入

することなどにより、子育てのしやすいまちとします。 

○平成２５年度末までに、子育てサロン等での専門職による相談や開催への支援を行うとと 

もに、保育ママ制度※の最大活用に向けたマッチング、ＰＲなどを積極的に行います。 

○平成２６年度末までに、預かり時間の延長などを全校で展開します。 

 

 

 

Outcome 指標： 
未来に向けた進んだ取り組みに関する区民アンケート結果 

Outcome 指標： 
区民の地域への愛着度 
「suminoe アート・ハート・ビート（仮称）」の認知度 

Outcome 指標： 
子育てに関する区民アンケート結果 

Outcome 指標： 
実用英語技能検定受験者や学校長へのアンケート結果 
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※印については、巻末の用語集を参照してください。 

（２）大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

ア 市民による地域運営の活性化 

地域課題や資源など地域の実情を最もよく知っている住民等が中心となって担うことによ

り、マルチパートナーシップ※による取り組みを継承・発展させ、大きな公共を担う活力ある

地域社会作りを推進します。 

○平成２５年度末までに、地域活動協議会の設立や活動を支援します。 

○平成２６年度末までに、多様な主体による事務事業の社会的ビジネス化を行います。 

 

 

 

イ 「若い世代の地域まちづくり拡大」プロジェクトの推進 

ラウンドテーブル※などの場を用い、若い世代を含む幅

広い世代の方に地域まちづくり活動へ参加してもらうこ

とで、人のつながりや各団体間の連携をコーディネート※

します。 

○平成２５年度末までに、ラウンドテーブル※などでの

人のつながりから、特に若い世代の方の幅広い地域

まちづくり活動が生まれるようにコーディネート※

やファシリテート※を行います。 

○平成２６年度末までに、地域まちづくり活動を地域活動やＮＰＯ※活動につなげていきま

す。 

 

 

 

（３）安心・安全なまちづくり  

ア 「わがまち防災プラン」策定プロジェクトの推進 

防災の専門家の支援を受け、「わがまち防災プラン」を   

策定します。 

津波避難ビル、老人福祉施設や障がい者施設を福祉避難

所として指定する協定を締結し、災害時の区民の受入れ態

勢を整えます。 

○平成２５年度末までに、区内全地域の「わがまち防災

プラン」を策定するため、専門家と地域とをコーディネートします。また、津波避難ビル

や福祉避難所の協定締結を進めます。 

○平成２６年度末までに、防災プランを活用し防災訓練を実施します。津波避難ビルを使用

した避難訓練や福祉避難所となる施設と地域による合同避難訓練を実施します。 

 

 

 

 

Outcome 指標： 
ラウンドテーブル※などを母体として生まれる地域まちづくり活動への参加人数 

Outcome 指標： 
災害に備えた区民の意識調査の結果 

Outcome 指標： 
ニア・イズ・ベター※を追求した新しい住民自治 
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※印については、巻末の用語集を参照してください。 

イ 「まちを守る中学生」プロジェクトの推進 

中学生に防災の基礎知識を身につけてもらい、中学生とし

て災害時に何ができるかを考え、学校独自の防災手帳を作成

し全校生徒に配布します。 

○平成２５年度末までに、中学２年生を対象に防災研修を

実施し、防災手帳を作成します。 

○平成２６年度末までに、防災手帳を使用し地域の協力を

得て防災訓練を実施します。 

 

 

 

 

 

ウ 「まちの危ないうかがい隊」プロジェクトの推進 

街頭アンケートを実施し、広く区民の皆さんから意見を

聞き、「まちの危ないポイント」をまとめ街頭犯罪や事故の

未然防止に取り組みます。  

○平成２５年度末までに、街頭アンケート等で集約した

「まちの危ないポイント」情報を整理し、青色パトロ

ールの巡回エリアに指定するなど重点的に取り組みま

す。 

○平成２６年度末までに、地域や警察と協働で効果的な啓発活動や行動を行います。 

  

 

 

 

 

（４）幅広い世代が暮らしやすいまちづくり 

ア コミュニティビジネス※による地域交通の促進 

高齢者・障がい者等に対する交通手段の確保を目的としたＮＰＯ等との協働による新しい事

業を区内に展開し、高齢者・障がい者の外出を促し、地域コミュニティへの参加機会を創出し、

すみよいまちづくりへとつなげます。 

○平成２５年度末までに、地域交通手段の運行を開始します。 
○平成２６年度末までに、コミュニティビジネスによる地域交通事業者を育成します。 

 

 

 
 

 

 

Outcome 指標： 
災害に備えた中学生の意識調査の結果 

Outcome 指標： 
街頭犯罪発生件数の減少 

Outcome 指標： 
支援が必要な方の交通手段を確保 
コミュニティビジネス※による事業展開 
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※印については、巻末の用語集を参照してください。 

イ すべての人が豊かに暮らせるまちづくりの推進 

地域活動協議会設立後の取り組みと連携した事業展開を図り、全ての区民が地域コミュニテ

ィ※とのつながりを保ち、見守られ、支えられ、生涯にわたって学びあうまちづくりを行いま

す。 
○平成２５年度末までに、地域活動協議会設立を支援し、高齢者や障がい者等の見守り活動

のため、企業と協働した仕組みを構築します。 

また、人権啓発に関わる人材の開拓と、研修・学習機会の充実に努めます。 

○平成２６年度末までに、地域活動の新たな担い手づくりのため、さらに他事業との連携を

図り、広報を強化します。 

 

 

 

ウ 「虐待防止あったかネット」プロジェクトの推進 

「子育て支援室」の周知や区民の方を対象に地域で「虐待防止サポーター（仮称）」を養成

し、児童・高齢者・障がい者虐待防止に協力し、力を発揮する事ができる仕組みづくりを行い

ます。 

○平成２５年度末までに、区民の参加協力を募り、地域で「虐待防止サポーター（仮称）」

を養成します。 

○平成２６年度末までに、「虐待防止サポーター（仮称）」を拡大し、区内全域に広めます。 

 

 

 

 

（５）自律した自治体型の区政運営 

ア 区政への参画促進と区役所力の強化 

区の課題について、区民の誰もが参加できるフォーラム（区民集会）の開催や、区民モニタ

ー、アンケートなど様々な手法を用いて意見やニーズ※を集約します。また、区政全般につい

ては、施策展開の方向性を検討する場として、区政会議を拡充します。 

職員が前向きになり、主体性･チャレンジ意識を持つとともに、職員の気づきを促進する取

り組みを進めます。 

○平成２５年度末までに、より多くの区民の意見を区政へ反映させることができるよう、区

政会議の充実を図ります。また、職員ラウンドテーブル※の定期的な開催やポジィティブ

アプローチ手法を取り入れた研修の実施などにより、職員の意識改革を促します。 

○平成２６年度末までに、ラウンドテーブル※開催や職員研修の実施などにより、前向きな

職員・職場環境をつくります。 

  

 

 

 

Outcome 指標： 
地域福祉・人権尊重のための活動に対して認知・理解度の向上 

Outcome 指標： 
虐待死 ゼロ 

Outcome 指標： 
区民の区政への参画と職員の意識改革 
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※印については、巻末の用語集を参照してください。 

３ 基礎自治※・広域行政※にまたがる課題についての取り組み方針 

（１）南港・咲洲地域の将来像「咲洲リバイタルプラン（再生計画：仮称）」（以下、「咲洲リバイタ

ルプラン」）の策定 

多くの問題を抱えた南港・咲洲地域の将来像について、 
咲洲コスモスクエア地区の成長戦略拠点特区としての取

り組みとも連携しながら、関係各部局がひとつのテーブ

ルで検討し、「咲洲リバイタルプラン」を策定します。 
○平成２５年度末までに、「咲洲リバイタルプラ

ン」骨子（案）を作成します。また、「咲洲リバ

イタルプラン」骨子（案）について、区民の意

見を募集します。 

○平成２６年度末までに、プランを策定し、着手できるものや急ぐものから実施していき 
ます。 

 
 
 

（２）小児・周産期※医療の充実 

医療資源の有効活用等により地域の小児・周産期※医療の充実を図るとともに、必要に応じて、

病院への良好なアクセスを確保するための検討を進めます。 
○平成２５年度末までに、府市統合本部における今後の議論をふまえ、地域医療の充実策に 

向けての方針を策定します。

Outcome 指標： 
南港・咲洲地域の活性化に関する区民アンケート結果 
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用語集（五十音順） 

インフラ インフラストラクチャーの略。商業や社会生活の基盤となる施設。

道路・鉄道・港湾・ダムなど産業基盤の社会資本、および学校・

病院・公園・社会福祉施設等の生活関連の社会資本など【広辞苑

より引用】 
ウォールペインティング 壁に絵を描く（色を塗る）こと 
NPO（エヌ・ピー・オー） Non Profit Organizationの略語で、法人格の有無や活動の種類と

は関係なく、自発的に非営利の市民活動を行う民間の組織。日本

語では「民間非営利組織」と訳されています【市政改革プランよ

り引用】 
基礎自治（体） 一般的に、市町村及び東京都の特別区のことをいいます。住民に

とって最も身近な行政主体であることから、広域自治体である都

道府県に対してこの名称が用いられています【大辞林より引用】 
近代化産業遺産 我が国の産業近代化の過程を物語る存在として、数多くの建築物、

機械、文書が今日まで継承されており、これらの歴史的価値をよ

り顕在化させ、地域活性化の有益な「種」として、地域の活性化

に役立てることを目的として、これらを「近代化産業遺産」とし

て平成１９・２０年度に経済産業大臣に認定されました 
区シティ・マネージャー 区役所に分掌されていない事務のうち区長に決定権を持たせる事

務について、行政区単位で、各局横断的に総理し局長以下を指揮

監督する新たな職 
クールジャパン 日本独自の文化が海外で評価を受けている現象、またはその日本

文化を指す言葉【知恵蔵より引用】 
広域行政 社会・経済の発展に伴い既存の府県・市町村の区域を越えた広い

地域で行われるのを適当とする地方行政、またはその制度。道州

制の類【広辞苑より引用】 
コスプレ 
（コスチュームプレー） 

（日本での用法）漫画・アニメの登場人物などの扮装をして楽し

むこと【広辞苑より引用】 
コーディネート 各部分を調整して、全体がうまくいくように整えること【広辞苑

より引用】 
（地域）コミュニティ 日常生活のふれあいや共同の活動、共通の経験を通して、連帯感、

共同意識、信頼感などを共有する、主に校区等地域を範囲とする

地域社会 
コミュニティビジネス 地域の住民が、地域課題やニーズの解決のために必要なサービス

などをビジネスの手法で提供する事業をいいます。営利目的では

なく、地域の利益を増大させることを目的としています。 （事例） 
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続けられることを目的

に、その地域の市民活動団体が介護保険の適用対象外のサービス

を有償で提供している事業など 
事業スキーム 事業計画・案 
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市民ファンド 市民や企業からの出資を得て設立させる基金 
小児・周産期 小さなこども（幼児）・産前産後（妊娠第２２週以後生後７日まで）

【広辞苑より引用】 
スクールカウンセラー 小・中・高等学校に配置される心理カウンセラー（カウンセラー：

悩みなどについて、相談に応じ適切な指導・助言をする人）【広辞

苑より引用】 
ニア・イズ・ベター 
（補完性･近接性の原理） 

住民に近いところで行われる決定ほど望ましい、という地方分権

の基本的な考え方【市政改革プランより引用】 
ニーズ 必要・要求・需要【広辞苑より引用】 
ネットワーク 
（ネットワーキング） 

市民活動・社会福祉活動・環境保護運動などをする市民が、相互

につながってオルターナティブ（代案・代替）な社会をつくろう

とする運動【広辞苑より引用】 
発達障がいサポート 
ボランティア 

発達障がいのある児童・生徒への支援のため、授業以外の学校生

活をサポートする要員 
ファシリテート 
（ファシリテーション） 

容易にすること、促進･助長という語意で、組織や集団による問題

解決や合意形成などにおいて、中立的な立場に立って、協働的・

創造的な話し合いのプロセス（手順、過程）を設計･管理すること

【市政改革プランより引用】 
プラットホーム 駅などで乗客が乗り降りするホームの意味。各種交流の場として

使用 
保育ママ（制度） 保育ママ(家庭的保育者)が、家庭的保育補助者とともに家庭的保

育支援者や連携保育所から支援を受けながら、０歳児から２歳児

までの児童を少人数で保育を行う事業 
ポップカルチャー 大衆的な文化 

マネジメント 
（マネージメント） 

管理・処理・経営【広辞苑より引用】 

マルチパートナーシップ 多数（他面的な）協力関係・提携 

ラウンドテーブル 英語で「円卓」の意味から、ラウンドテーブルを囲んで、出席者

に明確な序列を定めない会議 

 

 


