
３.　　安心実現社会の構築

（１）　防犯対策の推進 ［４６億６，６００万円 ］

①　市民協働による地域防犯対策事業 [７億　　８００万円 ]

政令指定都市における街頭犯罪件数ワースト１返上に向けた各種防犯対策を実施

○　地域安全対策推進モデル区（東淀川区・東住吉区・平野区）事業 ４，５００万円

市民 ・　市民主体による青色防犯パトロールへの支援（車両の支給等）

市民 ・　「防犯サポーター」の配置

○　全市展開事業 （６億５，７００万円 ）

市民 ・　市民主体による青色防犯パトロールへの支援（装備品の支給等）

新 新規活動団体（モデル区以外）の立ち上げ時に車両を貸出

市民 ・　青色防犯パトロールの実施

新 電気自動車の導入（北区・東淀川区・阿倍野区・東住吉区・平野区）

市民 ・　自転車盗難防止監視員の配置

市民 ・　地域特性を反映した防犯啓発事業の推進

市民 ・　落書き消去活動にかかる用具・材料の支給など

区 ・　「こども１１０番の家」事業

こども ・　「こどもの環境ととのえ隊」事業

都整 ・　防犯カメラ設置費補助（町会・マンション管理組合・駐車場事業者等）

駐車場事業者等

モデル区に加え、 新 北区・中央区・浪速区を追加

都整 ・　地域の防犯活動の支援に向けた市営住宅空き住戸等の活用
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対象住宅   モデル区内 → 新 市内全域

市民 新 ・　オートバイ用ナンバープレート盗難防止ねじの配布

市税事務所（原動機付自転車登録窓口）や大阪府警と

連携したキャンペーンで配布

区 ・　「地域安全対策」の実施

教育 ・　子どもの安全指導員の配置

市民 ○　大阪府防犯協会連合会への補助など ６００万円

市民 ②　「大阪市安全なまちづくり推進協議会」の運営、広報・啓発活動の推進など ２，８００万円

③　安全な都市環境づくり [３９億３，０００万円 ］

市民 新 ○　公共施設における防犯カメラの設置 ２，５００万円

道路等の公共空間を撮影範囲とする防犯カメラを区役所・図書館等に設置

建設 ○　地下道および自転車駐車場等における防犯設備の整備 （１億円）            

建設 ○　道路照明灯の整備 （１０億５，１００万円 ）
港湾

交通 ○　地下鉄駅構内における防犯カメラの設置 （２億４，８００万円 ）

市民 ○　ミナミ活性化推進プロジェクトなど （２４億２，６００万円 ）
建設など

大阪ミナミ地区の防犯対策、放置自転車対策、散乱ごみ対策

および健全で魅力あふれるまちづくりの推進など

環境 ○　路上喫煙対策事業 （８，０００万円 ）
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（２）　防災体制の確立 ［５３億円］            

①　防災活動体制の強化と防災知識の普及など ［３１億９，４００万円 ］

危機 ○　「大阪市防災会議」の運営 ３００万円

危機 ○　危機管理体制の確保 １，０００万円

危機 ○　「大阪市国民保護計画」に基づく実施マニュアルの作成など ３００万円

消防など ○　阿倍野防災センターの運営など ２億６，５００万円

危機・区 ○　震災訓練の実施 （１，３００万円 ）
消防

消防 ○　放火防止対策の推進など ２億３，９００万円

消防 ○　消防訓練指導強化対策事業 １億２，８００万円

消防 ○　査察体制の機能強化 ２００万円

危機・区 ○　地域防災リーダー・女性防火クラブ員の育成、応急手当の普及啓発など
消防

（１億円）            

危機 ○　帰宅困難者対策の充実 １００万円

民間企業を主体とした帰宅困難者支援体制の

構築に向けたモデル地区（大阪駅周辺）における調査

区 ○　地域防災活動の支援など （３，４００万円 ）

危機 ○　地域特性に応じた自主防災まちづくり事業 ２，４００万円

自主防災組織の確立を促し地域防災力を向上

地域特性に応じて構築した防災活動パターンを検証（４パターン）、自主防災

組織で活動を実践（４８ヵ所）、区民防災コーチを養成（５０人）など

危機 ○　自主防災活動支援アドバイザー事業 ５００万円
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交通 ○　地下鉄における火災対策設備の整備 （２３億３，２００万円 ）

港湾 ○　咲洲防災機能強化のための施設整備 （３，５００万円 ）

②　総合防災情報システムの構築など ２億７，０００万円

危機 ○　危機管理総合情報システムの開発・運用など １億７，６００万円
建設

危機 ○　防災行政無線の運用など ９，４００万円

③　飲料水・災害救助物資の確保など ［１６億８，９００万円 ］

危機 ○　災害救助物資の備蓄など ２，０００万円
健福

水道 ○　給・配水拠点の整備など （１６億４，５００万円 ）

危機 ○　小災害見舞金の支給など ２，４００万円

④　避難場所・避難路の整備 ［１億４，７００万円 ］

危機 ○　広域避難場所案内板の整備 ３００万円

建設 ○　広域避難場所における仮設トイレ汚水受入施設の整備 ５，０００万円

都整 ○　都市防災不燃化促進事業 １，１００万円

助成地区    新 東成・生野・東住吉地区

都整 ○　防災力強化マンション認定制度 １００万円

○　密集住宅市街地整備 （８，２００万円 ）

都整 ・　地域の活力を引き出すまちかど広場づくり

都整 ・　狭あい道路の拡幅促進整備

都整 ・　主要生活道路不燃化促進整備事業
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（３）　都市耐震化の推進 ［３３０億　　５００万円 ］

①　都市基盤施設の耐震強化 ［２３２億６，３００万円 ］

建設 ○　橋梁等の耐震強化 ５億３，９００万円

（別に債務負担行為 ３億　　１００万円 ）

建設 ○　共同溝の整備 ３億円              

（別に債務負担行為 １億７，０００万円 ）

国道４７９号清水共同溝

建設 ○　電線類の地中化の推進 １１億４，８００万円
都整

（別に債務負担行為 ５，５００万円 ）

上大和橋西道頓堀線など

港湾 ○　港湾施設の耐震強化 （１６億９，０００万円 ）

水道 ○　水道施設の耐震強化 （１１５億７，８００万円 ）

建設 ○　下水道施設の耐震強化など （７９億８，８００万円 ）

幹線道路下や鉄道軌道下に布設された地震時のリスクが高い

老朽管渠を緊急的に改築更新

計画 ○　鉄道駅耐震補強事業費助成 ２，０００万円

②　公共建築物の耐震強化 ［９４億４，４００万円 ］

市民など ○　災害対策施設等の耐震化 （８８億５，８００万円 ）

２７年度までに学校、区役所等について耐震化の完了をめざす

学    校 建    替 ８棟

耐震改修 ８２棟（改修工事）・３８棟（実施設計）
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区役所 建    替 城東区（実施設計）

耐震改修 東住吉区・東淀川区（実施設計）

鶴見区（基本設計）

住之江区（基本調査）

消防署所 建    替 東成消防署

大正消防署（実施設計・着工）

此花消防署（基本設計）

耐震改修 東住吉消防署ほか１署３出張所（改修工事）

平野消防署（実施設計）

幼稚園 耐震改修 ７園（改修工事）・２園（実施設計など）

社会福祉施設など

都整 ○　市営住宅の耐震化 （５億８，６００万円 ）

２７年度までに耐震化率９０％の実現をはかる

改修工事　１３棟　　　実施設計　４１棟　　　基本設計　７０棟

③　民間建築物の耐震強化 ２億９，８００万円

都整 ○　耐震診断費補助 １億　　２００万円
こども

補助対象 すべての住宅および 新 昭和５６年５月以前に着工した

民間児童福祉施設

都整 ○　耐震改修費補助など １億８，４００万円

都整 ○　大阪市耐震改修支援機構の運営 １，２００万円

- 26 -



（４）　治水、浸水対策 １５４億　　１００万円

建設 ①　治水対策 ３億５，４００万円

（別に債務負担行為 ２億７，４００万円 ）

城北川等の護岸改修など

②　浸水対策 １５０億４，７００万円

（別に債務負担行為 ８６億８，０００万円 ）

建設 ○　淀の大放水路、中浜下水処理場内ポンプ場、新今里～寺田町下水道幹線の建設など

１４８億４，７００万円

建設 新 ○　降雨レーダー等の更新 ２億円              

完成予定    ２４年度

（５）　消防力の充実 ２９億６，１００万円

①　消防施設の整備など ２６億３，４００万円

消防 ○　消防署の建替 ６億４，４００万円

（別に債務負担行為 ７億１，２００万円 ）

東成消防署 完成予定    ２４年度

大正消防署（実施設計・着工） 完成予定    ２５年度

新 此花消防署（基本設計）

消防 ○　消防車両の整備 ８億６，８００万円

消防 新 ○　消防艇の更新 ６００万円

小型化により河川水難救助にも対応　　　基本設計
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消防 ○　消防救急無線のデジタル化 ３億２，３００万円

（別に債務負担行為 ２５億４，３００万円 ）

「電波法」の改正に伴い更新 完成予定    ２７年度

消防 ○　その他消防施設の整備など ７億９，３００万円

②　救急業務の充実 ３億２，７００万円

消防 ○　救急救命士の養成・配置 １億１，４００万円

消防 ○　救急救命士の処置拡大に向けた病院研修等の実施 ５，６００万円

消防 ○　救急安心センター事業の推進 １億５，７００万円

新 府内市町村と連携し、適切な医療機関の案内など
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