
令和元年度 都市整備局運営方針   〔概要版〕                                                                                               (局長： 篠原 祥) 

局の目標（何をめざすのか） 局の使命（どのような役割を担うのか） 令和元年度 局運営の基本的な考え方（局長の方針） 

○地域との連携による魅力と活気のあふれる 

まちづくり 

 

○安全･安心に住み続けられる住まいづくり 

 

○持続可能で効率的な公共建築づくり 

○これまで培ってきたノウハウを活かして「まちづくり」「住まいづくり」「公共建築づくり」

を推進する役割 

○地域の魅力を引き出しかたちにし、地域との連携により新たな地域力を生み出す

役割 

○安全安心な住まいへ誘導し、誰もが快適に暮らせる住まいを生み出す役割 

○それらを支える公共建築をつくる役割 

○局の活動フィールドである「まち」「住まい」「公共建築」を再認識し、活動をマネジメントする。 

「まち」：地域の多様な担い手との連携を図り、様々な地域資源を活かして、都市の魅力向上、防災性向上、機能強化を推進する。 

「住まい」：子育て世帯等の市内居住を支援するとともに、居住環境の安全性確保、安心居住を推進する。 

「公共建築」：市民生活を支える公共建築を将来にわたり適切かつ効率的に維持・更新する。 

○事業の推進にあたり、次の点に留意する。 

◇ 事業周知と地域ニーズ把握のための積極的な情報の受発信   

◇ 庁内外の様々な主体との連携 

◇ 職員が知見を高める“場”の設置と自律的な参加･運営 
 

 

経営課題１ 

地域との連携による 

魅力と活気あふれるまちづくり 

めざすべき将来像（最終的なめざす状態） 

＜概ね 10～20年間を念頭に設定＞ 

地域の多様な担い手との連携が図られ、市民が

大阪の様々な魅力を再認識し、まちに活気があ

ふれている。 

 

戦略１－１ 都市・地域魅力の向上・発信 具体的取組１－１－１ 建築物等を活かした都市・地域魅力の創出 

市民が大阪という都市・まちづくりへの興味・関心を高めるため、地域の多様な担い

手との連携を図り、建築物等を活かした都市・地域魅力の創出や空家の利活用促

進、都市居住文化の発信を進める。 

めざす状態 

建築物等を活かした都市・地域魅力の創造・発信や空家の利活用促進、都市居

住文化の発信により、市民が大阪という都市に誇りと愛着を持ち、まちづくりに資す

る活動に積極的に関わりを持っている。 

アウトカム 

本市が実施する調査において、大阪のまちづくりに資する活動に関わりたい（関わっ

ている）と答えた割合 

 60％（平成 30年度）→65％（令和 5年度) 

新しい都市魅力を創造・発信する「生きた建築ミュージアム事業」を推進。修景相

談及び外観の特徴を活かした改修等への補助を実施。 

▶ 生きた建築を通した都市魅力の発信につながるイベントの開催 

▶ 建築物を活かした都市・地域魅力についての取組を紹介するパンフレットの作

成等（パンフレットの配布：4,500枚） 

▶ 建築物の外観改修への補助及び魅力発信（修景補助：4件） 

【プロセス（過程）指標】 

・大阪市民が、生きた建築に触れて、大阪の都市やまちづくりへの

興味・関心が高まったと回答した割合：90％ 

（イベント参加者アンケート） 

・建築物の修景に関する相談の実施回数：120回 

具体的取組１－１－２ 空家の利活用促進 

区役所等と連携しながら、空家の劣化状況等の調査費用や住宅の性能向上又は

地域まちづくりに資する改修費等への補助等を実施。 

▶ 区と連携した制度の周知回数：24回 

【プロセス（過程）指標】 

・空家を利活用した改修等：27件 

具体的取組１－１－３ 住まい情報センターにおける都市居住文化の発信 

大阪くらしの今昔館において、都市居住文化を発信。住情報プラザでは、住まいに

関する相談対応や住むまち大阪の魅力発信等を実施。 

▶ 企画展の開催：5回 

【プロセス（過程）指標】 

・大阪くらしの今昔館の年間入館者数：58万人  

戦略１－２ 市営住宅ストックを活用した地域まちづくりへの貢献 具体的取組１－２－１ 地域コミュニティの活性化に向けた市営住宅ストックの有効活用 

地域活性化を促進するため、市営住宅の建替余剰地や、空き住戸などについて、地

域まちづくりに貢献する有効活用を図る。 

めざす状態 

市営住宅ストックを活用した民間住宅の供給等により、地域が活性化される。 

アウトカム 

建替余剰地等を活用した良質な民間住宅の供給戸数（累計） 

2,145戸(平成 29年度） → 2,800戸(令和 4年度）  

建替余剰地等を活用した良質な民間住宅の供給等や、団地・地域のコミュニティ

活性化のための活動拠点の導入等を推進。 

▶ 建替余剰地の条件付き売却 

▶ 空き住戸を活用したコミュニティ・ビジネス等地域活性化活動団体の募集 

▶ 市営住宅敷地の活用にかかる募集 

▶ 他施策への未利用地・空き住戸の提供（要請に応じて随時対応） 

【プロセス（過程）指標】 

・民間住宅供給・生活利便施設の導入件数：3件 

・コミュニティ・ビジネス等地域活性化活動拠点の導入：3件 

戦略１－３ 密集住宅市街地における防災性の向上 具体的取組１－３－１ 市街地の不燃化や避難経路確保の促進 

災害時における延焼拡大の遅延や避難活動の円滑化を図るため、区や地域住民等

とも連携しながら、優先地区を中心に、老朽住宅の建替え・除却や狭あい道路の拡

幅などの取組等を推進。 

めざす状態 

優先地区における延焼危険性・避難困難性に関する最低限の安全性確保。 

アウトカム 

優先地区内の 21の防災街区うち、不燃領域率 40％以上かつ地区内閉塞度

レベル２を達成した街区の数 

 ０（平成 22年度） → 11以上（令和 2年度） 

「民間老朽住宅建替支援事業」や狭あい道路の拡幅整備等を促進する「地域連

携による防災力向上支援事業」、「生野区南部地区整備事業」を推進。重点整備

エリアでは、補助要件の緩和等、支援策の強化を図る。 

▶ 制度説明会等の開催：20回 

【プロセス（過程）指標】 

・老朽住宅の除却戸数：100戸  

・狭あい道路等の民間建物後退部分における整備延長：1,500m  

具体的取組１－３－２ 都市計画道路の整備・沿道不燃化の促進 

避難路の沿道区域において建築物の不燃化を促進する「都市防災不燃化促進事

業」を実施。三国東地区では、災害時の延焼遮断帯機能となる都市計画道路の

早期整備を促進する取組を実施。 

▶ 事業者向け制度説明会等の開催：３回 

▶ 区役所等でのパンフレットの配架：200枚 

▶ 区や自治会と連携した所有者への制度の周知 等 

【プロセス（過程）指標】 

・対象地区で助成を受け建設された耐火建築物等の建築面積：

1,200㎡ 

・沿道整備街路推進モデル事業による取得用地面積：568㎡ 

戦略１－４ 土地利用の更新によるまちの活力の向上 具体的取組１－４－１ 土地区画整理事業等の促進 

区画整理手法を活用して民間事業者等が未利用地等を積極的に活用できる環境

を整備。三国東地区では着実な事業進捗により仮換地の引渡しを推進。 

めざす状態 

市内低未利用地で、土地利用の更新によるまちの活力向上が図られている。 

アウトカム 

 現在実施している区以外で新たに実施：２区 (令和元～5年度末) 

土地利用の更新によるまちの活力向上に資する個人施行等の土地区画整理事業

において、土地利用の活性化につながるよう事業化に向けた取組を行う。また施行

中の三国東地区において事業進捗を図り、仮換地の引渡しを進める。 

 

【プロセス（過程）指標】 

・個人施行等の土地区画整理事業に着手する地区：1地区 

・三国東地区において、仮換地の使用収益開始 20筆 



 
経営課題２ 

安全・安心に住み続けられる 

住まいづくり 
 

めざすべき将来像（最終的なめざす状態） 

＜概ね 10～20年間を念頭に設定＞ 

建築物の耐震化や新婚・子育て世帯や高齢者を

はじめとする多様な居住ニーズに対応した住宅の

供給が図られ、市民が安全・安心に住み続けら

れる住まいを確保できる。 

 

 

戦略２－１ 新婚・子育て世帯の市内居住への支援 具体的取組２－１－１ 新婚・子育て世帯の住宅取得の支援 

新婚・子育て世帯の市内居住を促進するため、住宅取得の支援や子育て世帯等の

入居に資する民間賃貸住宅ストック形成支援を行う。 

めざす状態 

新婚・子育て世帯が良質な住宅を市内に確保できる。 

アウトカム 

・ 大阪市の 25～39歳の人口の 5年後の増減率 

  △1.5％（平成 22年度⇒平成 27年度） 

    → 0％（平成 27年度⇒令和 2年度） 

民間住宅を金融機関の融資を受けて取得する新婚・子育て世帯を対象に利子補

給を行う。 

▶ リーフレットの作成、市関連施設等での配布：10,000枚  

▶ ポスターの作成、市関連施設等での掲示：500枚 

【プロセス（過程）指標】 

・新規受付件数：2,900件  

具体的取組２－１－２ 民間賃貸住宅ストックの有効活用による子育て世帯等の居住促進 

賃貸住宅等の所有者に対して、子育て世帯の入居に資する改修工事費用の補助

を実施する。 

▶ リーフレット、チラシの作成、市関連施設等での配布：５000枚 

【プロセス（過程）指標】 

・子育て世帯等向け民間賃貸住宅への改修費補助：50戸 

戦略２－２ 民間建築物の耐震化の促進 具体的取組２－２－１ 民間住宅の耐震化の促進 

民間建築物の耐震化を促進し、地震時における建物倒壊等による被害の軽減を図

るため、民間住宅や耐震診断義務化対象建築物を中心に、耐震診断・改修に係る

市民の経済的負担の軽減を図るとともに、耐震改修の必要性や効果に係る積極的

な普及啓発等を行う。 

めざす状態 

民間建築物の耐震化率を高める。 

アウトカム 

・ 民間住宅の耐震化率 

  84.6％（平成 27年） → 95%（令和 7年） 

・ 多数の者が利用する民間建築物の耐震化率 

  92.5％（平成 27年） → 95%（令和 2年） 

民間戸建住宅等の耐震改修工事費補助金の加算を継続。「マンション耐震化緊

急支援事業」の推進、「大阪市耐震改修支援機構」を活用した普及啓発や耐震事

業者の紹介などを実施。 

▶ 補助事業の周知回数：30回（区・地域と連携した周知、SNSによる周知等） 

【プロセス（過程）指標】 

・民間戸建住宅等の耐震診断費補助戸数：360戸 

・民間戸建住宅等の耐震改修工事費補助戸数：180戸 

具体的取組２－２－２ 耐震診断義務化対象建築物の耐震化の促進 

災害時に本市が避難所等として利活用できる民間建築物に対し、耐震改修設計・

耐震改修工事費を補助するとともに、それらのうち耐震性が低いものの所有者に普

及啓発を実施。 

▶ 対象となる建築物の所有者への文書の送付等：２回以上 

【プロセス（過程）指標】 

・耐震改修設計費補助棟数：１棟 

・耐震改修工事費補助棟数：１棟 

具体的取組２－２－３ 民間ブロック塀等の撤去促進 

地震の際の人的被害防止や避難経路確保のため、道路等に面した民間ブロック

塀等の撤去等の費用への補助を実施。 

▶ 補助事業の周知回数：30回 

【プロセス（過程）指標】 

・ブロック塀の撤去費補助件数：200件 

戦略２－３ 安心居住の推進 具体的取組２－３－１ 市営住宅ストックの整備の推進 

高齢者をはじめとする多様な居住ニーズに対応した、安全・安心に暮らせる住まいを

確保できるよう、市営住宅ストックの整備を推進するとともに、一定の性能を備えた民

間住宅への居住に必要な支援を行う。 

めざす状態 

高齢者をはじめとする多様な市民が安全・安心に住み続けられる住まいを確保でき

る 

アウトカム 

高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率 

 57.6％（平成 25年） → 75％（令和 7年） 

  

耐震性の確保、居住水準の向上、住宅の長寿命化などを図るため、計画的かつ

効率的な建替や改修等を推進。 

▶ 建替事業による建設戸数：1,100戸 

▶ 耐震改修の実施戸数：1,400戸 

【プロセス（過程）指標】 

・耐震性の低い住戸及び浴室のない住戸数の全住戸数に対する

割合 17%以下 

具体的取組２－３－２ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居支援 

サービス付き高齢者向け住宅の適切な管理や高齢者等の入居を拒まないセーフ

ティネット住宅の登録を促進し、関係部局と連携した情報提供を実施。 

▶ サービス付き高齢者向け住宅の立入検査実施回数：50回 

▶ 住宅セーフティネット制度リーフレットの作成、配布：3,000枚 

【プロセス（過程）指標】 

・高齢者が安心して入居できる住宅の供給戸数（累計）： 9,330戸 

具体的取組２－３－３ 分譲マンションの適切な維持管理の促進 

管理組合の相談に応じるとともに「大阪市マンション管理支援機構」と連携した情

報提供等により、適正な維持管理等を支援。 

▶ アドバイザー派遣制度の周知回数：８回 

▶ マンション管理支援機構と連携したセミナー等の開催：７回 

【プロセス（過程）指標】 

・アドバイザー派遣やセミナー受講者アンケートで「マンション管理の

基礎知識等の理解が進んだ」と回答した割合：８割 

 
経営課題３ 

持続可能で効率的な 

公共建築づくり 
 

めざすべき将来像（最終的なめざす状態） 

＜概ね 10～20年間を念頭に設定＞ 

市民生活を支える公共建築の長寿命化が図ら

れ、適切かつ効率的な維持・更新が実施されて

いる。 

 

 

戦略３－１ ファシリティマネジメントの推進 具体的取組３－１－１ 市設建築物の安全確保の推進 

「マネジメント基本方針」に基づき市設建築物の総合的な有効活用を図るファシリティ

マネジメントを推進し、施設の長寿命化、再編整備の促進、省エネルギー化を図ると

ともに、適切かつ効率的な施設の整備を行う。 

めざす状態 

市民生活を支える市設建築物が計画的に維持管理され有効に活用されている。 

アウトカム 

施設所管所属において、メンテナンスサイクルを構築している施設の割合 

（メンテナンスサイクル：点検、修繕・更新、情報の記録・活用といった一連の

維持管理の流れを計画的に実施する取組み） 

 34％（平成 29年度） → 100％（令和 2年度） 

市設建築物の耐震化など安全確保を推進。市設建築物の敷地にあるブロック塀

等の安全対策を推進し、各所属における取組の進捗把握を行う。 

▶ 市有ブロック塀等の安全対策状況の調査実施 

【プロセス（過程）指標】 

・取組対象のブロック塀等の所管所属のうち、安全対策を実施する

所属の割合：100％ 

具体的取組３－１－２ 市設建築物における効率的な維持管理の推進 

個別施設計画策定等の技術的支援及び施設の有効活用等のための空き施設情

報の施設整備要望のある所属への情報提供を実施。二酸化炭素排出量抑制や

光熱水費削減のため ESCO事業を推進。 

▶ 施設管理者向け研修会・個別施設計画関係者会議の開催 

▶ 市設建築物における空き施設の調査実施 

▶ ESCO事業者の募集：１事業 

【プロセス（過程）指標】 

・施設カルテ運用（更新）の割合：100％（635施設） 

・ESCO事業者の選定：1事業 

・個別施設計画を策定する施設の割合：100％ 

 

具体的取組３－１－３ 蓄積した技術・ノウハウを活かした市設建築物の適切かつ効率的な整備 

施設所管所属のニーズを把握し、ふさわしい品質・性能を確保しつつコストを縮減

するなど、蓄積した技術・ノウハウを活かすとともに実施体制を拡充し、急増する市

設建築物の整備需要に確実に対応する。 

▶ 技術・ノウハウに関する研修：４回 

【プロセス（過程）指標】 

・施設の改修・機能向上の取組件数（250万円超）：1,000件 

 


