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第２部 基本分析編からの課題抽出 

 

第１部では主要な分野ごとに統計指標を用いて各区の状況を明らかにした。 

 第２部では、各区別に主な統計指標から示される現状を取りまとめ、昭和４０年からの

人口の推移とあわせ概観するとともに、各区に特徴的な統計指標を抽出し、その指標がま

ちづくりを進める上で、強みや弱みに繋がる点を示し、各区の現状と課題を明らかにする

（資料１，２参照）。 

その上で、第３部の詳細分析の対象となる課題を抽出する。 

 

１ 各区状況の取りまとめ 

（１）概観 

【北区】 

 昭和 40 年から人口は減少傾向にあったが、昭和 50 年を境に横ばい状態に移行し、平成 12

年からは増加傾向に転じている。平成 24年では社会増減率、自然増減率ともにプラスとなっ

ている。年少人口割合(8.4%)、老年人口割合(18.6%)は非常に低く、生産年齢人口割合

(73.0%)は非常に高い。一世帯当たり人員(1.67 人)は非常に少ない。過去 10 年間の新設住宅

着工面積は非常に大きいが、空き家率は低い。卸売業、小売業の事業所数が多く、1 事業所

あたりの売上金額も 24区で最も大きい。 

 

【都島区】 

昭和 40 年から人口は減少傾向にあったが、昭和 55 年を底として増加傾向に転じている。

平成 24年においては自然減少しているものの、大幅な社会増加でそれを補っている。年少人

口割合(11.5%)、生産年齢人口割合(68.1%)は高く、老年人口割合(20.4%)は低い。一世帯当た

り人員(2.01 人)は平均的。昭和 55 年以前に建築された住宅の割合はやや低く、空き家率は

低い。 

 

【福島区】 

 昭和 40年から人口は減少傾向にあったが、平成 7年を底として人口は増加傾向に転じてい

る。平成 24 年においては自然増加、社会増加ともに大きい。年少人口割合(11.5%)、生産年

齢人口割合(69.3%)は高く、老年人口割合(19.3%)は非常に低い。一世帯当たり人員(1.94 人)

は平均的。製造業及び卸売業、小売業ともに売上金額は小さいが、卸売業、小売業 1 事業所

あたりの売上金額は大きい。 
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【此花区】 

 昭和 40年から人口は減少傾向にあったが、平成 17年から平成 22年にかけては下げ止まり

の動きがみられる。平成 24年においては自然減少しているものの、社会増加でそれを補って

いる。年少人口割合は高く(12.2%)、生産年齢人口割合(64.1%)は低く、老年人口割合(23.7%)

はやや高い。一世帯当たり人員(2.21 人)は非常に多い。木造住宅の割合は３割弱と高く、建

築時期が昭和 55 年以前の住宅の割合も高い。製造業の売上金額が大きく、1 事業所あたりの

売上金額は 24区の中で突出して大きい。 

 

【中央区】 

 昭和 40年から人口は減少傾向にあったが、平成 7年を底として上昇傾向に転じている。平

成 24 年においては社会増加率が 24 区で 2 番目に高く、自然増減率もプラスになっている。

年少人口割合(7.8%)、老年人口割合(16.6%)は非常に低く、生産年齢人口割合(75.4%)は非常

に高い。一世帯当たり人員(1.60 人)は非常に少ない。一戸建て及び木造の住宅の割合は 1 割

未満と少なく、過去 10年間の新設住宅着工面積は非常に大きい。製造業の売上金額も大きい

が、卸売業、小売業の売上金額は 24区の中で突出して大きい。 

 

【西区】 

 昭和 40 年から人口は減少傾向にあったが、昭和 50 年を底として上昇傾向に転じている。

平成 24 年においては自然増加率が 24 区で最も高く、社会増加率も高い。年少人口割合

(10.4%)は低く、生産年齢人口割合(74.5%)は非常に高く、老年人口割合(15.2%)は非常に低い。

一世帯当たり人員(1.75 人)は少ない。一戸建て、木造率は 1 割未満と少ない。卸売業、小売

業の売上金額が大きく、1事業所あたりの売上金額も 24区で 3番目に大きい。 

 

【港区】 

 昭和 40年から人口は減少傾向にあったが、平成 17年から平成 22年にかけては下げ止まり

の動きがみられる。平成 24年においては自然増減率、社会増減率ともにマイナスとなってい

る。年少人口割合(11.8%)は高く、生産年齢人口割合(64.6%)は低く、老年人口割合(23.6%)は

やや高い。一世帯当たり人員(2.06 人)は多い。建築時期が昭和 55 年以前の住宅の割合が多

い。事業所数の産業別構成比をみると、他区に比べ運輸業、郵便業の割合が高い。 

 

【大正区】 

 昭和 40年以降、人口は一貫して減少傾向にある。平成 24年においては社会減少率が 24区

で 2 番目に高く、自然減少率も高い。年少人口割合(12.3%)、老年人口割合(25.4%)は高く、

生産年齢人口割合(62.3%)は非常に低い。一世帯当たり人員(2.24 人)は非常に多い。一戸建

て及び木造の住宅の割合は３割程度と高く、昭和 55年以前に建築された住宅の割合は非常に

高い。最寄りの緊急避難所までの距離が近い（250ｍ未満）住宅の割合が特に低い。 
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【天王寺区】 

昭和 40年から人口は減少傾向にあったが、昭和 55 年を境に横ばい状態に移行し、平成 12

年からは増加傾向に転じている。平成 24年においては自然増減率、社会増減率ともにプラス

となっている。年少人口割合(12.6%)、生産年齢人口割合(68.8%)は高く、老年人口割合

(18.6%)は非常に低い。一世帯当たり人員(1.98 人)はやや少ない。木造住宅の割合が２割弱

と低い。事業所数の産業別構成比をみると、他区に比べ教育、学習支援業の割合が高い。 

 

【浪速区】 

昭和 40年から人口は減少傾向にあったが、昭和 55 年を境に横ばい状態に移行し、平成 12

年からは増加傾向に転じている。平成 24 年においては自然減少しているものの、24 区で最

も高い社会増加率により補っている。年少人口割合(6.1%)、老年人口割合(19.5%)は非常に低

く、生産年齢人口割合(74.4%)は非常に高い。一世帯当たり人員(1.44 人)は非常に少ない。

一戸建て、木造住宅の割合は１割未満で、24区の中で最も低い。 

 

【西淀川区】 

昭和 40 年から人口は減少傾向にあったが、昭和 55 年を境に横ばい状態に移行している。

平成 24 年においては自然増減率、社会増減率ともにマイナスとなっている。年少人口割合

(13.9%)は高く、生産年齢人口割合(64.8%)は低く、老年人口割合(21.3%)は平均的。一世帯当

たり人員(2.22 人)は非常に多い。一戸建て、木造住宅の割合は３割程度と高い。製造業の売

上金額が大きい。 

 

【淀川区】 

昭和 40 年から人口は減少傾向にあったが、昭和 50 年を底として増加傾向に転じている。

平成 24 年においては自然増減率、社会増減率ともにプラスとなっている。年少人口割合

(10.7%)、老年人口割合(20.0%)は低く、生産年齢人口割合(69.2%)は高い。一世帯当たり人員

(1.87人)は少ない。製造業の売上金額が 24区の中で突出して大きく、1事業所あたりの売上

金額も大きい。 

 

【東淀川区】 

昭和 40年から人口は増加傾向にあったが、平成 7年を頂として減少傾向に転じている。平

成 24 年においては自然増減率、社会増減率ともにプラスとなっている。年少人口割合

(11.4%)、生産年齢人口割合(68.1%)は高く、老年人口割合(20.5%)は低い。一世帯当たり人員

(1.91 人)は少ない。製造業の売上金額は平均的であるが、1 事業所あたりの売上金額は大き

い。 
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【東成区】 

昭和 40年から人口は減少傾向にあったが、平成 7年を境に横ばい状態に移行している。平

成 24年においては自然減少しているものの、社会増加がそれを上回っている。年少人口割合

(11.4%)は高く、生産年齢人口割合(65.2%)は低く、老年人口割合(23.4%)は高い。一世帯当た

り人員(2.04 人)は多い。一戸建て、木造住宅の割合は３割強と高い。製造業の事業所数は多

いが、1事業所あたりの売上金額は小さい。 

 

【生野区】 

昭和 40年以降、人口は一貫して減少傾向にある。平成 24年においては自然減少率が 24区

で 2番目に大きく、社会増減率もマイナスになっている。年少人口割合(10.7%)は高く、生産

年齢人口割合(62.2%)は非常に低く、老年人口割合(27.1%)は高い。一世帯当たり人員(2.10

人)は多い。一戸建て住宅の割合は４割弱と高く、木造住宅の割合は５割程度と 24 区の中で

最も高い。建築時期が昭和 55 年以前の住宅の割合も高い。製造業の事業所数は 24 区の中で

最も多いが、1事業所あたりの売上金額は小さい。 

 

【旭区】 

昭和 40 年以降、人口は一貫して減少傾向にある。平成 24 年においては社会増加している

ものの、自然減少がそれを上回っている。年少人口割合(11.3%)は高く、生産年齢人口割合

(62.4%)は低く、老年人口割合(26.3%)は高い。一世帯当たり人員(2.08 人)は多い。一戸建て、

木造住宅の割合は 3 割強と高い。事業所数の産業別構成比をみると、他区に比べ医療、福祉

の割合が高い。 

 

【城東区】 

昭和 45 年以降、人口は横ばい状態にある。平成 24 年においては自然増減率、社会増減率

ともにマイナスとなっている。年少人口割合(13.3%)は高く、生産年齢人口割合(64.8%)は低

く、老年人口割合(21.9%)は高い。一世帯当たり人員(2.16 人)は多い。木造住宅の割合は３

割程度と高く、空き家率も高い。製造業の事業所数は多いが、1 事業所あたりの売上金額は

小さい。 

 

【鶴見区】 

 昭和 40 年以降、人口は一貫して増加傾向にある。平成 24 年においては社会減少している

ものの、24 区で 2 番目に高い自然増加率によりそれを補っている。年少人口割合(16.6%)が

非常に高く、生産年齢人口割合(63.9%)は低く、老年人口割合(19.5%)は低い。一世帯当たり

人員(2.44 人)は非常に多い。昭和 55 年以前に建築された住宅の割合はやや低く、空き家率

は低い。 
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【阿倍野区】 

 昭和 40年から人口は減少傾向にあったが、平成 7年を底として下げ止まりの動きがみられ

る。平成 24年においては自然減少しているものの、社会増加でそれを補っている。年少人口

割合(12.2%)は高く、生産年齢人口割合(63.6%)は低く、老年人口割合(24.2%)は高い。一世帯

当たり人員(2.12人)は多い。一戸建て、木造住宅の割合は３割強と高い。 

 

【住之江区】 

 昭和 40 年以降、昭和 50 年を底として人口は上昇傾向に転じたが、平成 2 年をピークとし

て再び減少傾向に転じている。平成 24年においては自然増減率、社会増減率ともにマイナス

となっている。年少人口割合(12.2%)は高く、生産年齢人口割合(64.9%)は低く、老年人口割

合(22.9%)は高い。一世帯当たり人員(2.22 人)は非常に多い。製造業の売上金額は平均的で

あるが、1事業所あたりの売上金額は大きい。 

 

【住吉区】 

 昭和 45 年以降、人口は一貫して減少傾向にある。平成 24 年においては自然増減率、社会

増減率ともにマイナスとなっている。年少人口割合(12.4%)は高く、生産年齢人口割合

(63.5%)は低く、老年人口割合(24.2%)は高い。一世帯当たり人員(2.07 人)は多い。木造住宅

の割合は３割強と高い。事業所数の産業別構成比をみると、他区に比べ医療、福祉の割合が

高い。 

 

【東住吉区】 

 昭和 50 年以降、人口は一貫して減少傾向にある。平成 24 年においては社会増加している

が、自然減少がそれを上回っている。年少人口割合(12.2%)、老年人口割合(25.8%)は高く、

生産年齢人口割合(62.0%)は非常に低い。一世帯当たり人員(2.15 人)は多い。一戸建て住宅

の割合は４割程度と 24区で最も高く、木造住宅の割合も４割強と非常に高い。街頭犯罪認知

件数はやや多い程度であるが、平成 24年度の前年度からの増加率は 24区で最も高い。 

 

 

【平野区】 

 昭和 40 年以降、人口は増加傾向にあったが、昭和 50 年を境に横ばい状態に移行している。

平成 24 年においては自然増減率、社会増減率ともにマイナスとなっている。年少人口割合

(14.3%)は非常に高く、生産年齢人口割合(61.5%)は非常に低く、老年人口割合(24.2%)は高い。

一世帯当たり人員(2.29 人)は非常に多い。建築時期が昭和 55 年以前の住宅の割合が高い。

平成 24 年度の街頭犯罪認知件数が 24 区で一番多く、前年度と比べて増加している。製造業

の事業所数は 24区で 2番目に多いが、売上金額はやや多い程度である。 
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【西成区】 

 昭和 40 年以降、人口は一貫して減少傾向にある。平成 24 年においては社会増加している

ものの、自然減少率は 24 区で最も大きい。年少人口割合(7.6%)は低く、生産年齢人口割合

(58.0%)は低く、老年人口割合(34.5%)が非常に高い。一世帯当たり人員(1.65 人)は非常に少

ない。平均寿命は男女とも短く、特に男性は非常に短い。空き家率及び木造住宅の割合が高

く、火災件数も非常に多い。平成 24年度の街頭犯罪認知件数は多いが、前年度と比べて大幅

に減少した。 
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（２）特徴的な指標 

 
区名 強みにつながる指標（主なもの） 弱みにつながる指標（主なもの） 

北区 

＊H22昼間人口 2位 
＊H23市外からの転入 2位 
＊H22昼間就業者 2位 
＊H22市外からの通勤者数 2位 
＊H15～24新設住宅着工床面積 2位 
＊H15～24新築建築物着工面積 1位 
＊H15～24一棟あたり建築着工床面積 1位 
＊H24五階以上の建築物 2位 
＊H24卸売業・小売業事業所数（民営）2位 
＊H24卸売業・小売業売上金額（民営）2位 
＊H22人口千人あたり病床数 2位 
＊H22人口千人あたり医師数 2位 

＊H22_生涯未婚率（女）３位 
＊想定帰宅困難者 2位 

都島区 ― 
＊H20住宅から駅の距離遠さ 1位 
＊H25待機児童数２位  

福島区 ＊H24出生率 3位 ＊H25待機児童数３位  

此花区 ― 
＊H20住宅から銀行郵便局の距離遠さ 1位  
＊H24人口千人あたり普通ごみ収集量 1位  

中央区 

＊H22昼間人口 1位 
＊H24転入率 1位 
＊H24社会増加率 2位 
＊H22昼間就業者 1位 
＊H22市外からの通勤者数 1位 
＊H15→H24外国人登録増加率 1位 
＊H25_子どもの転入 2位 
＊H20共同住宅割合 2位 
＊H20非木造住宅率３位 
＊H15～24新設住宅着工面積 1位 
＊H15～24新築建築物着工面積 2位 
＊H15～24一棟あたり建築着工床面積 2位 
＊H24五階以上の建築物 1位 
＊H24卸売業・小売業事業所数（民営）1位 
＊H24卸売業・小売業売上金額（民営）1位 
＊H22人口千人あたり医師数 3位 
＊H24一人当たり公園面積 1位 

＊H22_生涯未婚率（女）１位 
＊H24転出率１位 
＊H20民間借家割合 2位 
＊H20住宅から老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽまでの遠さ 1位 
＊H20住宅から医療機関までの遠さ２位 
＊想定帰宅困難者 1位 
＊H24街頭犯罪件数 2位 

西区 

＊過去 30年間の人口増加率 1位 
＊H24出生率 2位 
＊H24自然増加率 1位 
＊H20非木造住宅率２位 
＊H20住宅から医療機関までの近さ 1位 
＊H20住宅から緊急避難場所までの近さ 1位 
＊H20住宅から公園までの近さ 1位 

＊H25待機児童数 2位 

港区 ― ＊H24社会減少率 1位 

大正区 ＊H20一戸建割合 3位 

＊H52の人口減少率 1位 
＊H24社会減少率 2位 
＊H20住宅から駅の距離遠さ 1位 
＊H20住宅から緊急避難場所までの遠さ 1位 

天王寺区 

＊H20住宅から銀行郵便局の距離近さ 1位 
＊H22人口千人あたり病床数 1位 
＊H22人口千人あたり医師数 1位 
＊H24街頭犯罪減少率 2位 

 

浪速区 

＊H24転入率 2位 
＊H24社会増加率 1位 
＊H15→24外国人登録増加率 2位 
＊H20非木造住宅率１位 
＊H20共同住宅割合 1位 
＊H20住宅から駅の距離近さ 1位 

＊H22_生涯未婚率（男）2位 
＊H22_生涯未婚率（女）2位 
＊H24転出率 2位 
＊H24一般世帯数人員 1人の割合 1位 
＊H20民営借家割合 1位 

西淀川区 ＊H20持家割合 2位 ＊東南海・南海地震被害想定 3位 

淀川区 
＊H23市外からの転入 1位 
＊H25子どもの転入 2位 
＊H22就業者数 2位 

＊H23市外への転出 1位 
＊H25子どもの転出 1位 
＊H12-22完全失業率の増加率 1位 
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区名 強みにつながる指標（主なもの） 弱みにつながる指標（主なもの） 

＊H22雇用者数 1位 
＊H22自区内通勤者数 2位 
＊H22一般世帯数 2位 
＊H20住宅数 2位 

＊H22単独世帯数 1位 
＊H23火災件数 2位 
＊東南海・南海地震被害想定 1位 

東淀川区 
＊H22一般世帯数１位 
＊H20住宅数 1位 

＊H23市外への転出 2位 
＊H25子どもの転出 1位 
＊H22単独世帯数 2位 
＊H25待機児童数１位  

東成区 ― ＊H24一人当たり公園面積下 2位 

生野区 

＊H22自営業者数 2位 
＊H24外国人登録数 1位 
＊H20一戸建割合 2位 
＊H20一住宅当たり延床面積 1位 

＊H24自然減少率 2位 
＊H15→24外国人登録減少率 1位 
＊H20空家率 1位 
＊H20木造住宅率 1位 
＊H23要介護認定者割合 2位 
＊H23り災人員・世帯数 2位 
＊上町断層帯地震被害想定 1位 
＊東南海・南海地震被害想定 2位 

旭区  
 

城東区 ＊H22核家族世帯数 2位 ＊H24一人当たり公園面積最下位 

鶴見区 

＊H22_15歳未満人口構成比 1位 
＊H52_15歳未満人口構成比 1位 
＊H24_出生率 1位 
＊H24_自然増加率 2位 
＊H24一人当たり公園面積 2位 

 

阿倍野区 
＊H20子どもの転入率 1位 
＊H20持家割合 1位 
＊H20一住宅当たり延床面積 2位 

＊H20住宅から公園までの遠さ 1位 

住之江区 ― ＊H20住宅から医療機関までの遠さ１位 

住吉区 ― ＊H23要介護認定者数 3位 

東住吉区 ＊H20一戸建割合 1位 
＊H20木造住宅率 3位 
＊上町断層帯地震被害想定 2位 
＊H24街頭犯罪増加率 1位 

平野区 

＊H22国調人口 1位 
＊H22就業者数 1位 
＊H22雇用者数 2位 
＊H22自営業者数 1位 
＊H22自区内通勤者数 1位 
＊H22核家族世帯数 1位 

＊H23要介護認定者数 2位 
＊H24街頭犯罪件数 1位 
＊H24街頭犯罪増加率 1位 
＊H24家庭系ごみ収集量 1位 

西成区 ＊H24街頭犯罪減少率 1位 

＊H52の人口減少率 1位 
＊H22_65歳以上人口の割合１位 
＊H24死亡率 1位 
＊H24_自然減少率 1位 
＊H22_生涯未婚率（男）１位 
＊H22完全失業率 1位 
＊H22一般世帯数人員 1人の割合 2位 
＊H22高齢単身世帯数 1位 
＊H20空家率 2位 
＊H20木造住宅率 2位 
＊H23要介護認定者数 1位 
＊H23要介護認定者割合 1位 
＊H23火災件数 1位 
＊H23り災人員・世帯数 1位 

＊人口関連    ＊世帯関連     ＊住宅関連      ＊建築状況   

＊産業関連   ＊医療福祉関連   ＊防災・防犯関連   ＊環境・ごみ関連 
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２ 詳細分析のテーマ 

各区地域におけるまちづくりの課題にかかる特徴的な統計指標を見てきたが、（２）の表

でも明らかなように、北区や中央区、西区など都心部の区は強みにつながる指標が多く、

大正区や生野区、西成区など周辺部の区は弱みにつながる指標が多い。ただし、その内容

は区によって様々であり、対応すべき課題も区によって異なる。 

このように、多くの区が共通して抱えるまちづくりの課題についても、区の特性や地域

の実情に応じた施策の展開が、今後のまちづくりにおいて極めて重要である。 

そこで、次の詳細分析では、まちづくりにかかる課題について、まず、将来的にいずれ

の区でも進展する少子高齢化を取り上げる。同時に、単独世帯の増加も市域全体で進んで

おり、特に高齢単身世帯においては災害への対応も課題となる。また、少子化対策として

待機児童、防犯対策として街頭犯罪といった項目も、各区のまちづくりを進める上で共通

の課題となる。 

 以上のような観点から、次のとおり分析対象を選定し、それぞれ、各区の立地特性、人

口構成・異動等、住宅の構造等の状況に照らし、その関連性についてみていく。 

 

（１）高齢化について 

（２）単独世帯について 

（３）子育てについて 

（４）防犯について 

（５）防災について 

 


