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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 40 ha

平成 24 年度　～ 平成 27 年度 平成 24 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/年 平成20年度 平成28年度

人/年 平成22年度 平成28年度

区民ホール・コミュニティセンター 利用者数 区民ホール・コミュニティセンターを利用する市民の人数 地域コミュニティの活性化の状況を測るため、利用者数を指標とする。 134,000 240,000

緑化リーダー等のボランティア活動参加者数 　　　　緑化部分の維持管理への住民参加者数 まちづくりへの住民参画の状況を測るため、参加者数を指標とする。 0 192

大目標：地域コミュニティの活性化とアメニティ豊かなまちづくり
　目標１：区民のコミュニティ活動・生涯学習の拠点整備による住民主体のまちづくり
　目標２：アメニティ豊かなまちづくり

・城東区は、大阪市の東部に位置しており、区内を走る地下鉄谷町線をはじめとし、中央線・長堀鶴見緑地線・今里筋線・京阪電鉄・JR学研都市線の6本の鉄道や新庄大和川線・森小路大和川線・古市清水線（国道163号）・東野田茨田線（鶴見通り）など
の主要道路が整備されている。
・当地区は、この城東区のほぼ中心に位置し、北は古市清水線・地下鉄谷町線・京阪電鉄、南は国道1号線・地下鉄長堀鶴見緑地線、また、東は東野田茨田線など、幹線道路や鉄道に囲まれたエリア内に位置している。
・付近には、区役所、消防署、小学校、病院などの公共・公益施設が集積しているほか、地下鉄と京阪線を結ぶ中間地点に位置していることから、市民の集まりやすい区の中心となるエリアである。
・また、区内人口は約16万6千人（24区中4位：平成22年度現在）、人口密度は１ｋ㎡あたり約1 万9 千人で大阪市24区の中で最も高くなっている。
・このような都市基盤や交通網の整備にともなって、生活するのに便利な「住のまち」としての発展を続けており、これまで区民とともに、犯罪のない、安全で安心して暮らせるまちづくりを積極的にすすめている。
・当地区では、住民ニーズについても、区を挙げて音楽文化のまちづくりをテーマに取り組んでおり、区民の憩いの場となるような活用を図るとともに区レベルのコミュニティ活動や文化・生涯学習の拠点施設となる、16.6万区民にふさわしい規模・設備を備
えた文化的・総合的な機能をもつ区民センター等の建設について要望を受けているなど、区民が中心となった、まちづくりの機運が盛り上がっているところである。
・また、防災活動の拠点として、施設内に防災倉庫を設け、災害時に市民に支給する食料品や飲料水、日用品など緊急時の備えとして、必要物品を保管しているところである。
・さらに本計画は、大阪市大規模事業評価（事前評価）として事業内容、規模、必要性、効果などについて、学識経験者等の第三者から構成される「大阪市事業評価委員会」の答申を受け、大阪市として事業実施を決定したところである。

・既存のコミュニティ施設（城東区民ホール：S52年建築・城東会館：S40年建築）は分散して存在しているが、これらの施設では区民の多様な生涯学習・文化的ニーズに対応できない状況にあるため、区レベルにおけるコミュニティ活動や文化・生涯学習の
拠点施設を整備する必要がある。
・現図書館(S40建築　蔵書冊数約67,000冊)において、年間47万冊の貸出、市民ボランティアが読み聞かせを行うなど、生涯学習の拠点施設としての役割を担っている。しかし、視聴覚資料の提供や機械化による貸出及び検索の迅速化等を図ってきたこ
とにより、閲覧室が非常に狭隘となってきているため、今日の区民ニーズに応えるべく図書館の規模の拡大、機能充実を図る必要がある。
・災害に強いまちづくりをめざすため、区の防災活動拠点の整備が求められている。
・コミュニティ施設と一体となったアメニティ豊かな施設を整備し、花と緑あふれる、潤いのあるまちづくりを推進する必要がある。
・市民・企業参加の緑のまちづくりを推進するため、グリーンコーディネーター・緑化リーダー等の活動を組織化するとともに、これらの活動を実践できる場を提供する必要がある。

・市設建築物耐震改修計画において、「災害対策施設等について、計画的に耐震化を推進し、平成27年度までの完了をめざす。」こととしている。
・生涯学習大阪計画において、「図書館や博物館などの施設の専門的職員の経験や知識、資料・文化財・図書など、豊富な学習資源を活かし、情報提供機能や相談機能の充実を図り、市民やNPOなどの自主的な学習や取組みを支える基盤施設として
の役割を果たす。」こととしている。
・区民ホール・コミュニティセンター（区民センター）の利用を中心とした事業を実施し、コミュニティ活動・生涯学習のより一層の推進を図るとともに、防災機能の充実を図ることにより、災害に強いまちづくりをめざす。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 大阪府 大阪市 城東区蒲生地区

計画期間 交付期間 27



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
（区民のコミュニティ活動・生涯学習の拠点整備による住民主体のまちづくり）
・区民のコミュニティ・生涯学習活動の核となる区民ホール（地域交流センター）・コミュニティセンター及び図書館、老人福祉センターの整備を行う。
・区民と行政が一体となり、「環境・安心して暮らせるまち・住みよいまち」をテーマに、誰もが参加できるまちづくり推進事業を展開する。
・コミュニティづくりを推進するために企画から実施にいたるまで地域住民と一体となり、文化・スポーツ・レクリェーション活動など多彩なコミュニティ事業や生
涯学習活動の企画実施、コミュニティリーダー、ボランティアやサークルの育成、調査研究を関連施設と連携を図り実施する。

区民センター（地域交流センター）の整備（基幹事業）/屋上緑化（基幹事業）/ 図書館の整備（提案
事業）/老人福祉センターの整備（提案事業）

（アメニティ豊かなまちづくり）
・施設内での緑地空間と融合した整備を行いアメニティ豊かなまちづくりを行う。

屋上緑化（基幹事業）

・

継続的なまちづくり活動の展開
（１）区民のコミュニティ活動・生涯学習の拠点整備による住民主体のまちづくり
・コミュニティ活動の促進
　コミュニティづくりを推進するために、企画から実施にいたるまで地域住民と一体となり、文化・スポーツ・レクリエーション活動などコミュニティ事業（区民まつり、区民文化のつどい、たこあげ大会、区役所ロビーコンサート、区民スポーツ大会、各種講習会事
業）　の企画実施、コミュニティリーダーやグループ・サークルの育成、コミュニティに関する調査研究などを行い地域のコミュニティ活動を促進する。

・コミュニティだよりの定期的な発行及びホームページの充実
　コミュニティ、地域の特色を生かしたまちづくりなどの情報提供を広報誌及びホームページで行い、コミュニティ意識の醸成を図る。

・人にやさしいまちづくり
　あらゆる世代・人々が安心して各施設等を利用できるよう街区内構造物のバリアフリー化を実施する。

（２)アメニティ豊かなまちづくり
・緑化推進にかかる住民のリーダーであるグリーンコーディネーター・緑化リーダー等が活動できる場を提供する。

・施設間相互利用の誘発効果
　区民センター・図書館・老人福祉センター・区役所を一体整備することにより、各施設利用者が他の施設を相互利用する効果が期待され、その結果人々が集い憩う場所として蒲生地区一帯が地域交流のシンボル的エリアとなり、地域コミュニティの活性化、
アメニティ豊かなまちづくりに資する。

（３）防災に強いまちづくり
・防災活動拠点として、災害時に必要となる食糧品、飲料水、日用品などを施設内の防災倉庫に保管することにより災害対策に備える。



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業①社会資本整備総合交付金

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 －

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 大阪市 直 50㎡ 平成24年度 平成27年度 平成24年度 平成27年度 35 35 35 35

高質空間形成施設 大阪市 直 50㎡ 平成24年度 平成27年度 平成24年度 平成27年度 2 2 2 2

高次都市施設 大阪市 直 2,046㎡ 平成24年度 平成27年度 平成24年度 平成27年度 2,116 2,116 2,116 2,116

地方都市リノベーション推進施設

生活拠点施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 2,153 2,153 2,153 2,153 …A'

基幹事業②地域自主戦略交付金
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
道路

公園

河川

下水道 －

合計 0 0 0 0 …A''

※交付期間内事業期間は平成24年度以降を記載 ※H24以降を記載 ※H24以降分を記載

基幹事業　総計（①＋②）

総計 2,153 2,153 2,153 …A=A'+A''

0

0

－

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

住宅市街地
総合整備
事業

屋上緑化 0

区民センター 0

－

－

防災倉庫 0

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

　うち、社会資本整備総合交付金対象事業　計 3,302 　うち、社会資本整備総合交付金対象事業　計

国費率 0.362

1196.1

　うち、地域自主戦略交付金対象事業　計 0 　うち、地域自主戦略交付金対象事業　計 0

交付対象事業費 3,302 交付限度額 1196.1



提案事業①社会資本整備総合交付金
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
大阪市 直 1,480㎡ 平成24年度 平成27年度 平成24年度 平成27年度 707 707 707 707

大阪市 直 800㎡ 平成24年度 平成27年度 平成24年度 平成27年度 442 442 442 442

－

－

－

－

合計 1,149 1,149 1,149 1,149 …B'

提案事業②地域自主戦略交付金
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

－

－

－

－

合計 0 0 0 0 …B''

※交付期間内事業期間は平成24年度以降を記載 ※H24以降を記載 ※H24以降分を記載

提案事業　総計（①＋②）

総計 1,149 1,149 1,149 …B=B'+B''

合計(A+B) 3,302
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
大阪市 大阪市 7240㎡ ○ 平成24年度 平成27年度 4,137

合計 4,137

事業期間
全体事業費

区庁舎整備事業 城東区役所

0

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○）

地域創造
支援事業

まちづくり活
動推進事業

－

－

事業活用調
査

－

－

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

図書館

老人福祉センター

まちづくり活
動推進事業

－

－

事業活用調
査

－

－

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分


