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北特別区政策委員会

住み続けたい！住み続けたい！住み続けたい！住み続けたい！
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特別区の設置が実現すれば、特別区の特別区の設置が実現すれば、特別区の特別区の設置が実現すれば、特別区の特別区の設置が実現すれば、特別区の区長を選挙で区長を選挙で区長を選挙で区長を選挙で選べるようになります。特別選べるようになります。特別選べるようになります。特別選べるようになります。特別

区の区長は予算編成権、人事権、条例提案権という強い権限を持ち、選挙で掲げた区の区長は予算編成権、人事権、条例提案権という強い権限を持ち、選挙で掲げた区の区長は予算編成権、人事権、条例提案権という強い権限を持ち、選挙で掲げた区の区長は予算編成権、人事権、条例提案権という強い権限を持ち、選挙で掲げた

マニフェストの実現に全力を尽くすようになります。マニフェストの実現に全力を尽くすようになります。マニフェストの実現に全力を尽くすようになります。マニフェストの実現に全力を尽くすようになります。

これまでの政令市としての大阪市では、約これまでの政令市としての大阪市では、約これまでの政令市としての大阪市では、約これまでの政令市としての大阪市では、約267267267267万人の人口に対して１人のリーダー万人の人口に対して１人のリーダー万人の人口に対して１人のリーダー万人の人口に対して１人のリーダー

しかおらず、基礎自治体として目を行き届かせることは、非常に難しい体制でした。しかおらず、基礎自治体として目を行き届かせることは、非常に難しい体制でした。しかおらず、基礎自治体として目を行き届かせることは、非常に難しい体制でした。しかおらず、基礎自治体として目を行き届かせることは、非常に難しい体制でした。

しかし、特別区を設置し、約しかし、特別区を設置し、約しかし、特別区を設置し、約しかし、特別区を設置し、約60606060万人に万人に万人に万人に1111人のリーダーという体制をつくることで、こ人のリーダーという体制をつくることで、こ人のリーダーという体制をつくることで、こ人のリーダーという体制をつくることで、こ

れまでとは違い、目の行き届いた、住民の声を活かした区政が実現できるようになれまでとは違い、目の行き届いた、住民の声を活かした区政が実現できるようになれまでとは違い、目の行き届いた、住民の声を活かした区政が実現できるようになれまでとは違い、目の行き届いた、住民の声を活かした区政が実現できるようにな

ります。ります。ります。ります。

住民が力を合わせれば統治機構を変えられる。役所の形を変えられる。政治を動か住民が力を合わせれば統治機構を変えられる。役所の形を変えられる。政治を動か住民が力を合わせれば統治機構を変えられる。役所の形を変えられる。政治を動か住民が力を合わせれば統治機構を変えられる。役所の形を変えられる。政治を動か

せる。せる。せる。せる。 大阪都構想は、真の民主主義実現への挑戦です。大阪の未来の形は議会や大阪都構想は、真の民主主義実現への挑戦です。大阪の未来の形は議会や大阪都構想は、真の民主主義実現への挑戦です。大阪の未来の形は議会や大阪都構想は、真の民主主義実現への挑戦です。大阪の未来の形は議会や

役所で決めるのではなく、役所で決めるのではなく、役所で決めるのではなく、役所で決めるのではなく、住民投票住民投票住民投票住民投票という究極の民主主義のプロセスで決めるべきという究極の民主主義のプロセスで決めるべきという究極の民主主義のプロセスで決めるべきという究極の民主主義のプロセスで決めるべき

重要な問題なのです。大阪都構想の主役は大阪に住む一人一人の住民です。重要な問題なのです。大阪都構想の主役は大阪に住む一人一人の住民です。重要な問題なのです。大阪都構想の主役は大阪に住む一人一人の住民です。重要な問題なのです。大阪都構想の主役は大阪に住む一人一人の住民です。

大阪の未来を変える力を持っているのは、住民の皆様なのです。大阪の未来を変える力を持っているのは、住民の皆様なのです。大阪の未来を変える力を持っているのは、住民の皆様なのです。大阪の未来を変える力を持っているのは、住民の皆様なのです。

大阪維新の会大阪維新の会大阪維新の会大阪維新の会 北特別区政策委員会北特別区政策委員会北特別区政策委員会北特別区政策委員会

１．住民の皆様へ
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２．北特別区の概要

新しい北特別区
を紹介します！
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住民投票で賛成多数となれば、H29年

4月1日より、特別区に移行します。

現在の、都島区、北区、淀川区、東淀

川区、福島区にあたる地域があたらし

い北特別区域となります。

現在の市役所が新たな特別区役所を担

い、現在の区役所や出張所は引き続き

支所等として、これまで通りの窓口業

務などを行います。

「特別区の概要」大阪府、大阪市特別区設置議会、平成26年7月23日より抜粋

事務局：大阪府市大都市局

北特別区の概要①

議員定数＝19名

議員報酬＝現行の大阪市会議員の

報酬規定より3割カット

特別区設置の日

特別区の区域

特別区の庁舎

北特別区の議会
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北特別区の概要②

○「北区」の中心部JR大阪駅周辺は、

１日約230万人の乗降客数を誇る、鉄

道・バスの大ターミナルであり、超高

層ビルが並ぶビジネス街・西日本最大

級の大規模ショッピング街となってい

る上、「うめきた」地区の開発など、

今後も大きな成長が期待されます。

・付近に新御堂/御堂筋・国道1/2号が

通り、自動車交通大動脈の結節点と

なっています。

○北部の新大阪駅は大阪の玄関口であ

り、周辺は商・工業も盛んでかつ、近

年はベンチャーも集積しています。

・また、東部の京橋駅周辺も鉄道の

ターミナルであり、一大商業地区と

なっています。

○このように、３つの大ターミナルを

有す「北区」は、鉄道17路線・55駅

が設置され、H30年度末には、JRおお

さか東線の開通も予定されている、交

通の利便性が極めて高い地域です。

「
特
別
区
の
概
要

」

大
阪
府
・
市
特
別
区

設
置
協
議

会
資
料

平
成

26年

7月

23日
よ
り
抜

粋

○区内は川沿いを中心に、淀川河川/毛馬桜之宮/中之島公園な

どの公園が点在し、人々の憩いの場となっています。

・交通利便性が高いため、総合医療センターをはじめとする総

合病院や学校も多く、中之島一帯に関しては各種美術館、科学

館、劇場、ホールも集まっています。

○従前より環境の整備が図られ、

今も淀川北部の浸水対策として、

「淀の大放水路」の建設が進めら

れています。
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北特別区の概要③−財政北特別区の概要③−財政

◯平成33年度には財源活用可能額が発生し、徐々に拡大して平成45年度には約75億円
（単年度黒字）となる

◯累計では平成45年までに796億円もの特別区承継財調基金＋財源活用可能額が創出される
◯さらに、関電株や地下鉄民営化による株式資産などを 活用し、 ストックの組み替えによる
投資が実現できる

特別区になれば北特別区でこれだけの財政効果が出ます！！

※数値は「第17回 大阪府・大阪市特別区設置協議会資料 各特別区の長期財政推計【粗い試算（その1）】（一般財源ベース）」参照
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再編効果・コスト（累計）
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北特別区の概要④ ～課題と可能性１～

人口構成比人口構成比人口構成比人口構成比 （資料１参照）（資料１参照）（資料１参照）（資料１参照）

人口比率は０歳から１４歳までの年少人口割合が比較都市（※）に比べて低いもの

のであり、かつ生産年齢人口は高く、昼夜間人口比率も極めて高いことから、現状は

「働く街」というイメージが強いと考えられる。

～資料１～資料１～資料１～資料１ 年齢年齢年齢年齢3333区分別人口構成比の推移～区分別人口構成比の推移～区分別人口構成比の推移～区分別人口構成比の推移～

※ 比較都市：豊中市・高槻市・東大阪市・尼崎市・西宮市・京都市・堺市・神戸市
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医療・福祉医療・福祉医療・福祉医療・福祉 （資料２参照）（資料２参照）（資料２参照）（資料２参照）

病院数は３９箇所、診療所は８

９２箇所で人口１０００人あたり

の割合はいずれも比較都市を大き

く上回り、また居宅介護事業者数

は６７０事業者で、１㎢あたりの

割合ではこちらも比較都市を大き

く上回る。

生活利便性生活利便性生活利便性生活利便性 （資料３参照）（資料３参照）（資料３参照）（資料３参照）

鉄道駅数は５５駅、１㎢あたり

の鉄道駅数は比較都市を圧倒的に

上回る指数となる。梅田駅や大阪

駅、新幹線が通り将来的にはリニ

アの開通も予定される新大阪駅な

ど、都市インフラにおいて優位性

が高い

＜資料２＞

＜資料３＞

インフラの圧倒的な優位性を活かし、既存の医療や福

祉、教育、魅力ある町並みについて、新しい特別区が一体

的にまちづくりすることで、日本有数の「住み続けたい豊

かな街」となり得る可能性を秘めている。

以上のことからも・・まちづくりに秘めた可能性まちづくりに秘めた可能性まちづくりに秘めた可能性まちづくりに秘めた可能性

北特別区の概要⑤ ～課題と可能性２～
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○うめきたと周辺のみどり化
○柴島浄水場用地の活用
○新大阪・大阪の一体化
○JRおおさか東線開業
○リニアの早期開業

JRJRJRJRおおさか東線おおさか東線おおさか東線おおさか東線

H30H30H30H30年度開業予定年度開業予定年度開業予定年度開業予定

○大都市間をつなぐ広域的な交
通利便性

○新大阪周辺の学校等の集積、
大阪の玄関口としての機能

○淀川/大川の自然、花火大
会、柴島浄水場

○百貨店等商業施設、多様なオ
フィス、ホテル等の集積

○国際戦略総合特区 など

概要⑥概要⑥概要⑥概要⑥‐‐‐‐新大阪・大阪エリア中心のポテンシャル新大阪・大阪エリア中心のポテンシャル新大阪・大阪エリア中心のポテンシャル新大阪・大阪エリア中心のポテンシャル ※大阪府市統合本部 グランドデザイン・大阪 引用

ポテンシャルポテンシャルポテンシャルポテンシャル

今後の取組み今後の取組み今後の取組み今後の取組み

京橋

谷町筋線谷町筋線谷町筋線谷町筋線
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※大阪府市統合本部 グランドデザイン・大阪 引用

○中之島をはじめとした水の回廊

○中之島公園を中心に展開している光のルネ
サンス

○国際会議場や国際級ホテル等のコンベン
ション機能の集積

○図書館や歴史的な建築物

○コンサートホール、東洋陶磁美術館等、文化
施設の集積

ポテンシャルポテンシャルポテンシャルポテンシャル

○水と大阪のシンボルアイランド化
・ライトアップの時間延長
・中之島緑道の回遊性向上
・水/みどり/光を活かす歩行者ﾈｯﾄﾜｰｸ作り

○中之島西部地域の魅力向上
・中之島４・５丁目のにぎわいの創出
・国際会議場の活用
・歴史的建造物の再生、活用

○京阪中之島線の延伸

今後の取組み今後の取組み今後の取組み今後の取組み

概要⑦概要⑦概要⑦概要⑦‐‐‐‐中之島エリア中心のポテンシャル中之島エリア中心のポテンシャル中之島エリア中心のポテンシャル中之島エリア中心のポテンシャル
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３．区の理念・中期目標

これまで見てきた、区の
概要を踏まえ、これからど
のような区を目指すのか考
えました。
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新しく新しく新しく新しく誕生する北特別区は、梅田・新大阪をはじめとした西日本最大の誕生する北特別区は、梅田・新大阪をはじめとした西日本最大の誕生する北特別区は、梅田・新大阪をはじめとした西日本最大の誕生する北特別区は、梅田・新大阪をはじめとした西日本最大の産業の産業の産業の産業の集集集集

積地を抱え、域内産業総生産は６兆６３００億円超にのぼり、かつ交通の結節点と積地を抱え、域内産業総生産は６兆６３００億円超にのぼり、かつ交通の結節点と積地を抱え、域内産業総生産は６兆６３００億円超にのぼり、かつ交通の結節点と積地を抱え、域内産業総生産は６兆６３００億円超にのぼり、かつ交通の結節点と

なるターミナル駅を数多く有する国内屈指のビジネス都市なるターミナル駅を数多く有する国内屈指のビジネス都市なるターミナル駅を数多く有する国内屈指のビジネス都市なるターミナル駅を数多く有する国内屈指のビジネス都市でででですすすす。。。。

このように都心であるこのように都心であるこのように都心であるこのように都心であるためためためため、、、、北特別区北特別区北特別区北特別区はははは 「働く街、賑わう街」としてのイメー「働く街、賑わう街」としてのイメー「働く街、賑わう街」としてのイメー「働く街、賑わう街」としてのイメー

ジがジがジがジが強いですが、その環境に目を向ければ、淀川強いですが、その環境に目を向ければ、淀川強いですが、その環境に目を向ければ、淀川強いですが、その環境に目を向ければ、淀川・・・・神崎川・大川神崎川・大川神崎川・大川神崎川・大川といった一級河川といった一級河川といった一級河川といった一級河川

がががが流れる、流れる、流れる、流れる、緑や水に囲まれた豊かな土地に緑や水に囲まれた豊かな土地に緑や水に囲まれた豊かな土地に緑や水に囲まれた豊かな土地になっており、なっており、なっており、なっており、人口は約人口は約人口は約人口は約６３万人にものぼ６３万人にものぼ６３万人にものぼ６３万人にものぼ

る、住むことに適した地域であることが分かります。る、住むことに適した地域であることが分かります。る、住むことに適した地域であることが分かります。る、住むことに適した地域であることが分かります。

こうこうこうこうしたしたしたしたことことことことからからからから、私たちは、、私たちは、、私たちは、、私たちは、北特別区を“賑わいの街”でありながら、共生北特別区を“賑わいの街”でありながら、共生北特別区を“賑わいの街”でありながら、共生北特別区を“賑わいの街”でありながら、共生すすすす

る豊かな自然環境を有し、る豊かな自然環境を有し、る豊かな自然環境を有し、る豊かな自然環境を有し、インフラやインフラやインフラやインフラや医療医療医療医療機関、福祉施設も充実し、子育て世帯を機関、福祉施設も充実し、子育て世帯を機関、福祉施設も充実し、子育て世帯を機関、福祉施設も充実し、子育て世帯を

はじめ、誰もが住みよい環境がある、人々が集まる寛容性の高い、魅力的な地域はじめ、誰もが住みよい環境がある、人々が集まる寛容性の高い、魅力的な地域はじめ、誰もが住みよい環境がある、人々が集まる寛容性の高い、魅力的な地域はじめ、誰もが住みよい環境がある、人々が集まる寛容性の高い、魅力的な地域

『『『『住み続けたい！住み続けたい！住み続けたい！住み続けたい！ 緑緑緑緑ゆたかな成長するゆたかな成長するゆたかな成長するゆたかな成長する都心（まち）都心（まち）都心（まち）都心（まち）』』』』とととという理念をいう理念をいう理念をいう理念を掲げ、掲げ、掲げ、掲げ、住民住民住民住民にににに

優しい政策を実行してまいります優しい政策を実行してまいります優しい政策を実行してまいります優しい政策を実行してまいります。

北特別区の理念北特別区の理念北特別区の理念北特別区の理念

12



Ⅰ．ここで子どもを産み育てたい！ ““““子育て子育て子育て子育て世帯に優しい”世帯に優しい”世帯に優しい”世帯に優しい”政策

Ⅱ．赤ちゃんからお年寄りまで、安心できる““““医療医療医療医療・福祉の充実”・福祉の充実”・福祉の充実”・福祉の充実”

Ⅲ．並木道や公園の整備など、“緑緑緑緑と調和した町並み（ガーデンシティ）”と調和した町並み（ガーデンシティ）”と調和した町並み（ガーデンシティ）”と調和した町並み（ガーデンシティ）”

Ⅳ．リニア新駅や新たな関空アクセス等““““都心に相応しい都心に相応しい都心に相応しい都心に相応しい交通交通交通交通ネットワークネットワークネットワークネットワーク””””

Ⅴ．駅前環境の再整備など、“魅力ある“魅力ある“魅力ある“魅力あるまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり””””

５つの５つの５つの５つの中長期目標中長期目標中長期目標中長期目標

北特別区の中長期目標北特別区の中長期目標北特別区の中長期目標北特別区の中長期目標

13



４．中長期目標の概要

区の目標をなぜ、このよ
うに設定したのか？
また、どういった政策で
目標達成していく予定なの
か見てみよう！！

14



あたらしい北特別区においては、０歳から１４歳までの年少人口の割合が低く、子育

て世代が近隣自治体に流出しているという課題があります。

北部に位置しているため、「子どもが出来たら吹田や豊中でおうちを買って暮らしたい」

というお声も多く聞きます。緑や自然豊かなまちで整った教育環境の中、ゆっくり子育て

をしたいというニーズを都心機能を備えたこの街が担っていく必要があります。出産費

用の助成や第三子以降子育て家庭支援として区民税などの負担軽減、塾代や私学費

助成、親子方式によるよりよい中学校給食の実現、教育現場のＩＣＴ化などに取り組

み、教育環境を整えるとともに、子育て世代にやさしい街づくりを進めます。

北特別区
北区・淀川区・東淀川区・福島区・都島区

中長期目標の概要 ～Part Ⅰ～

■ 人口 ６２万８千人

■ 区役所予定地 現市役所
■ 支所予定地 現各区役所

Ⅰ.Ⅰ.Ⅰ.Ⅰ. ここで子どもを育てたい！“子育て世帯に優しい政策”ここで子どもを育てたい！“子育て世帯に優しい政策”ここで子どもを育てたい！“子育て世帯に優しい政策”ここで子どもを育てたい！“子育て世帯に優しい政策”

15



Ⅰ.ここで子どもを産み育てたい！ここで子どもを産み育てたい！ここで子どもを産み育てたい！ここで子どもを産み育てたい！

““““子育て子育て子育て子育て世帯に優しい世帯に優しい世帯に優しい世帯に優しい”政策”政策”政策”政策

� 出産や多子世帯への助成制度の構築

� 子育て支援政策等の所得制限の撤廃

� 待機児童ゼロの実現に向けた徹底した取組み

� 病児保育事業の促進

� 中学生の塾代・私学費への助成（バウチャー）

� 生徒数過小校・過大校の改善や小中一貫校の促進

� より良い中学校給食の実現

� 小中学校でのＩＣＴ化された教育の推進

重点個別政策

北特別区
北区・淀川区・東淀川区・福島区・都島区

中長期目標の概要 ～Part Ⅰ～

■ 人口 ６２万８千人

■ 区役所予定地 現市役所
■ 支所予定地 現各区役所

16



北特別区の病院数・診療所数は全特別区内でもトップクラスです。人口１０００

人あたりの病院、診療所数も近隣市町村をはるかにしのぎます。加えて良好な交通

アクセスを活かし、「この街に住めば、どんな病気も緊急事態も対応してもらえる」と

いう安心感をもってもらい、赤ちゃんからお年寄りまで安心して暮らせる医療・福祉

体制を構築します。既存の医療機関・福祉施設とのネットワークを強化したり、小児

救急対応が可能な病院の整備、総合医療センターにER（総合救急）を整備。特区指

定の有効活用などに取り組みます。同時に特養の整備強化など福祉サービスも医療

分野と連携し展開します。

Ⅱ.  Ⅱ.  Ⅱ.  Ⅱ.  赤ちゃんからお年寄りまで、安心できる赤ちゃんからお年寄りまで、安心できる赤ちゃんからお年寄りまで、安心できる赤ちゃんからお年寄りまで、安心できる““““医療・福祉の充実医療・福祉の充実医療・福祉の充実医療・福祉の充実””””

北特別区
北区・淀川区・東淀川区・福島区・都島区

中長期目標の概要 ～Part Ⅱ～

■ 人口 ６２万８千人

■ 区役所予定地 現市役所
■ 支所予定地 現各区役所

17



Ⅱ.赤ちゃんからお年寄りまで赤ちゃんからお年寄りまで赤ちゃんからお年寄りまで赤ちゃんからお年寄りまで、安心できる、安心できる、安心できる、安心できる

““““医療医療医療医療・福祉の充実”・福祉の充実”・福祉の充実”・福祉の充実” 重点個別政策

北特別区
北区・淀川区・東淀川区・福島区・都島区

中長期目標の概要 ～Part Ⅱ～

■ 人口 ６２万８千人

■ 区役所予定地 現市役所
■ 支所予定地 現各区役所

� 小児救急対応が可能な病院の整備を促進

� 総合医療センターにＥＲ（総合救急）を創設

� 夜間救急対応が可能な病院の整備を促進

� 既存の医療機関と福祉施設のネットワーク強化

� がん検診をはじめとする検診の受診率向上

� 国際戦略医療特区指定の有効活用

� 特別養護老人ホームの整備と認知症などへの対応

注） 市立病院の運営は地方独立行政法人大阪病院機構が行うことになります。

大阪全体の公的病院を一体経営することで、安定・充実した医療体制が構築されるようになります。 18



中之島公園、扇町公園、毛馬公園、桜ノ宮公園など、大規模な公園を有していて、

淀川や大川、神崎川など水辺の環境もまだまだ可能性を多く秘めている街になりま

す。しかしまだまだ「街の中」に“みどり”が足りません。住環境やビル街の中に街路樹や

壁面緑化を促進できれば、より「住みやすい街」になります。街の中にみどりをもっと増

やすため、街路樹の倍増、公園面積の倍増や、都市緑化のシンボルとして、うめきた２

期エリアを緑と融合した街として民間資本をもとに開発をすすめ、加えて柴島浄水場

跡地の活用や、一級河川淀川や大川などの自然環境を活かしたイベント促進などで、

どこにも負けない「緑と調和したまちづくり」を進めていきます。

Ⅲ.  Ⅲ.  Ⅲ.  Ⅲ.  並木道や公園の整備など“緑と調和した町並み”並木道や公園の整備など“緑と調和した町並み”並木道や公園の整備など“緑と調和した町並み”並木道や公園の整備など“緑と調和した町並み”

北特別区
北区・淀川区・東淀川区・福島区・都島区

中長期目標の概要 ～Part Ⅲ～

■ 人口 ６２万８千人

■ 区役所予定地 現市役所
■ 支所予定地 現各区役所

19



Ⅲ.並木道や公園の整備など、並木道や公園の整備など、並木道や公園の整備など、並木道や公園の整備など、

““““緑緑緑緑と調和と調和と調和と調和した町並み（ガーデンシティ）した町並み（ガーデンシティ）した町並み（ガーデンシティ）した町並み（ガーデンシティ）”””” 重点個別政策

北特別区
北区・淀川区・東淀川区・福島区・都島区

中長期目標の概要 ～Part Ⅲ～

■ 人口 ６２万８千人

■ 区役所予定地 現市役所
■ 支所予定地 現各区役所

� うめきた２期エリアや柴島浄水場縮小予定地等、
緑との融合した新しい街づくりの促進

� 公園や街路樹の倍増等、緑を増やす施策の実施

� 施設や屋上などへの緑化奨励や緑視率向上策

�淀川・大川・神崎川とそれらの河川敷地における
都市魅力向上の観点での有効活用やイベントの実施

�中之島エリアや桜ノ宮ビーチ（大阪ふれあいの水辺）
など、水辺と民間の力を活かした魅力ある賑わい作り

20



大阪駅、梅田駅、新大阪駅や十三駅、淡路駅、京橋駅などをはじめ数多くの路線・

駅を抱え、１㎢あたりの鉄道駅数は他の自治体と比較にならないほど高いです。また

新幹線が通っていて、将来的にはリニアも通ることとなります。主要な交通インフラの

結節点となる北特別区は国内屈指のインフラの基幹都市になります。これまでの大阪

市政のまちづくりでは広域的視点を欠き、ばらばらに進められたこの街の交通インフラ

整備。都構想実現後は北特別区を中心として鉄道インフラ整備が進みます。新大阪、

十三、西梅田の路線連結や、関空とのアクセス改善を進め、民間投資を呼び込みます。

さらにＪＲおおさか東線など大阪東部との連結もはかり、インフラの拠点としてさらなる

発展を進めていきます。

Ⅳ.  Ⅳ.  Ⅳ.  Ⅳ.  リニア新駅や新たな関空アクセスリニア新駅や新たな関空アクセスリニア新駅や新たな関空アクセスリニア新駅や新たな関空アクセスなどなどなどなど

““““都心にふさわしい交通ネットワーク～”都心にふさわしい交通ネットワーク～”都心にふさわしい交通ネットワーク～”都心にふさわしい交通ネットワーク～”

北特別区
北区・淀川区・東淀川区・福島区・都島区

中長期目標の概要 ～Part Ⅳ～

■ 人口 ６２万８千人

■ 区役所予定地 現市役所
■ 支所予定地 現各区役所

21



Ⅳ.リニア新駅や新たな関空アクセス等、リニア新駅や新たな関空アクセス等、リニア新駅や新たな関空アクセス等、リニア新駅や新たな関空アクセス等、

都心に相応しい都心に相応しい都心に相応しい都心に相応しい“交通交通交通交通ネットワークネットワークネットワークネットワーク” 重点個別政策

北特別区
北区・淀川区・東淀川区・福島区・都島区

中長期目標の概要 ～Part Ⅳ～

■ 人口 ６２万８千人

■ 区役所予定地 現市役所
■ 支所予定地 現各区役所

� 新大阪駅へのリニア中央新幹線の早期実現の推進

� 新大阪・関空を結ぶ新たな鉄道路線の実現の推進

（四ツ橋筋線の延伸と阪急新大阪連絡線の新設）

（なにわ筋線の新設とＪＲおおさか東線の延伸）

�地下鉄今里筋線のＪＲ岸辺/阪急正雀駅までの延伸

�京阪中之島線「中之島」駅から西への延伸

�淀川左岸線の整備促進（ミッシングリングの解消）

注） 交通ネットワークに関しては、広域で対応する項目が含まれています。
22



北特別区
北区・淀川区・東淀川区・福島区・都島区

中長期目標の概要 ～Part Ⅴ～

■ 人口 ６２万８千人

■ 区役所予定地 現市役所
■ 支所予定地 現各区役所

新しい特別区は、大阪全体からみても主要な駅を多く抱え、１㎢あたりの鉄道駅数

は他の自治体と比較にならないほど高い街になります。

まちづくりにおいても、民間資本を活用した駅前再開発・再整備の取り組みが重要

になってきます。うめきた２期エリアをシンボルとして、阪急十三駅や、淡路駅周辺再

整備についてもビジョンをしっかり示した上で民間資本とともに進め、魅力あるまちづ

くりを進めます。同時に放置自転車対策、商店街活性化や音楽とアートを公共空間に

取り入れる施策などを展開し、魅力あるまちづくりを展開していきます。 しっかりとし

たインフラビジョンのもと、駅前のまちづくりを再考し、民間を主体としたあらたな街づ

くり開発を進めていきます。

Ⅴ.  Ⅴ.  Ⅴ.  Ⅴ.  駅前環境の再整備など、“魅力あるまちづくり”駅前環境の再整備など、“魅力あるまちづくり”駅前環境の再整備など、“魅力あるまちづくり”駅前環境の再整備など、“魅力あるまちづくり”

23



Ⅴ.駅前環境の再整備など、駅前環境の再整備など、駅前環境の再整備など、駅前環境の再整備など、

““““魅力ある魅力ある魅力ある魅力あるまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり”””” 重点個別政策

北特別区
北区・淀川区・東淀川区・福島区・都島区

中長期目標の概要 ～Part Ⅴ～

■ 人口 ６２万８千人

■ 区役所予定地 現市役所
■ 支所予定地 現各区役所

� うめきた２期エリアにおける緑と融合したまちづくり

� 阪急十三駅周辺・淡路・三国エリアの区画整理や
民間の力を利用した再開発

� 音楽やアートなどによる魅力ある駅前づくり

� 商店街の活性化や公共空間を利用した賑わいづくり

�新大阪駅周辺エリアへの企業誘致と企業集積の促進

�国際戦略特区などを活かした企業が参入しやすい
環境整備

�都市計画における地区の見直し等、エリアのポテンシ
ャル向上 注）まちづくりに関しては、広域で対応する項目が含まれています。 24



５．分野別 地域課題と政策例

地域を見渡しても、様々な
課題があるよね。
これからは、その解決策を
区で考えていくんだ！！

25



①子育て・教育

②医療・福祉・保健

③産業・都市政策・環境

④文化・コミュニティー

⑤まちづくり・住宅・土地や水辺の利用

⑥防犯・防災

これまでより地域の

課題が分かりやすく！

新北区６つ６つ６つ６つのののの分野分野分野分野

北特別区は、これまでの市政よ

り細かな課題やニーズに対応でき

る、住民にとって優しい基礎自治

体を目指します！！

分野別分野別分野別分野別 地域課題と政策例地域課題と政策例地域課題と政策例地域課題と政策例
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①子育て・教育

＜課題例＞

・急激なマンションの建設等による住民が増加
する地域を多く抱えるため、待機児童や、保育
施設及び学校教室の過不足といった問題が発
生している。

・子育て世帯層の増加に対し、子どもの遊び場
や公園が少ない。

・近隣自治体に比して、教育レベルのイメージ
が劣ることから、子育て世帯の流出が起こって
いる。

・ひとり親が多い地域も存在し、周囲とのコミュ
ニケーション不足もあり、要支援家庭や、子供
の自尊心の低下を生んでいる現状がある。

隣の市で子育てした方
がいいのかな？？

豊中？

吹田？
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①子育て・教育

＜政策例＞

・公共施設を利用した、乳幼児子育て支援

・ひとり親のコミュニケーションの創出

（絵本の読み聞かせ事業等）

・就学前児童がいる家庭へのアウトリーチ

・野球やサッカーのできる公園の整備

・小中学生への専門家による性教育

・ICTを活用した、海外学生との交流授業

・トップアスリートによる体育指導

・３５人学級の実施

子育て環境も、教育環
境も良さそうね♪

北特別区は、都会でありなが

ら、子どもを育てることに適

したまちづくりを目指すとと

もに、優れた教育環境の整備

を図っていきます。
28



②医療・福祉・保健

＜課題例＞

・乳がんや、子宮頸がん検診の受診率が著
しく低い地域がある。

・病気や健康に対する意識が低い。

・高齢者単身世帯の増加により、高齢者の
独居率が90％近い地域も存在する。

・生活保護世帯の増加が顕著な地域があ
る。

・女性の平均寿命が低い地域が存在する。

・在宅医療・急患への対応が不十分。

・二次救急（小児・内科）の整備が進んでい
ない。

女性にとって気になる
ことが多いし、老後も
不安だわ．．．
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②医療・福祉・保健

＜政策例＞

・がん検診の受診促進活動

・体力や免疫力を高めることの啓発
活動

・高齢者の見守り活動事業

・エリアごとの在宅医療拠点整備

・大学との連携によるストレス原因調
査/研究

・総合医療センターを中心とした救急
ネットワークの構築

・障がい者の雇用促進

・高齢者の軽微ニーズに対する、有
償ボランティアのマッチング事業

北特別区では、どの世代にも

優しい環境をつくるべく、地

域レベルでの安心できる医

療・福祉・保健体制の構築を

図っていきます。

気にかけてくれてい
るんだね！！
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③産業・都市政策・環境

＜課題例＞
・人通りの多い場所での喫煙が目立つ。

・過度な客引きにより、通行人の迷惑や街のイ
メージの悪化を生むことがある。

・飲食店の増加により、立て看板が道路を不法
占拠するなど、環境衛生や美観を害する状況が
起こっている。

・仲卸業者の廃業等により、中央卸売市場の空
き室が増え、収益や賑わいを低下させている。

・駅や商店街において、放置自転車が多く安全
や景観を害している。

・狭小道路において、自動車通行時に歩行者の
危険性が指摘される。

・地域のプロモーションになるような、目玉となる
産業や商品がない。

駅前って、ほんとゴミ
ゴミしているわ！！

危ないのよ
ね～(>_<)
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③産業・都市政策・環境

＜政策例＞
・路上喫煙禁止地区の新規指定

・ポイ捨てや受動喫煙の防止、環境美化
に努める施策
・客引き規制重点地区の検討
・立て看板設置の規制強化
・中央卸売市場の活性化施策

・天神橋筋商店街の活性化施策

・歩道橋など公共物へのネーミングライツ

・駅前駐輪場の整備と放置自転車対策の
徹底
・自転車走行レーンの整備

・歩行者/自転車専用道路の指定

・地域ブランドの創出促進

やっぱり、きれいな街
がいいわね！

北特別区は、多くの商業地

や駅を抱える故に、都市なら

ではの問題を抱えています

が、課題を解決しながら、都

市としての便益と、心地良い

空間 双方の創出を図ってい

きます。 32



④文化・コミュニティー

＜課題例＞

・地域イベントの形骸化等による地元意識
の低下や若者のコミュニティ－離れが起
こっている。

・古くからの町と新たな住宅地が併存して
いるため、新旧住民のコミュニケーション
不足や壁が残る。

・町会加入率が低下している。

・宗教/国籍/性的/出自などのマイノリ
ティーに対する、市民の理解と寛容性が
未成熟。

・商店街の空洞化による、商店街を核とし
たコミュニティーの衰退が目立つ。

引っ越してきたばかり
だから、まだ地域に馴
染めなくて・・・
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④文化・コミュニティー

＜政策例＞

・若者が参加できる祭りや斬新的なイベ
ントの検討

・地域活動協議会への支援や町会ごと
のコミュニティーのありかたの検討

・街の魅力再発見/再発信の取り組み
（蕪村生誕の地 等）

・商店街や駅を中心としたコミュニティづく
りの促進

・若者が興味を持つような広報誌の発刊
や情報発信

・ LGBT支援事業等 マイノリティーに対す
る理解や寛容性の啓発→ダイバーシティ
の形成

北特別区は歴史ある土地であ

る上、多くの人々が入ってくる

街でもあります。昔からの文化

やコミュニティーを継承・発展

させながら、新しい住民にも、

参画しやすい地域づくりを果た

していきます。

親しみやすい地域、楽
しい街だわ！！
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⑤まちづくり・住宅・土地や水辺の利用

＜課題例＞
・淀川/大川/神崎川といった河川敷のストックの
活用が不十分。

・都心の歩道部や商店街内のスペースなど、有
効利用できていない公共空間が多く存在する。

・新大阪駅の東側や都島区にある淀川連絡線
跡地など、利便性のいい場所にある公有地の
有効利用ができていない。

・淀川図書館の老朽化及び、淀川市役所跡地
への移転要望の声

・都心部の市営住宅群など 公共住宅の適正
配置がなされていない。

・市営住宅の空き室が多い上、利用や家賃の
柔軟性がなく、有効活用しきれていない。

便利な場所なのに、何
か勿体無いのよね～

駅前の
市有地

河川敷
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⑤まちづくり・住宅・土地や水辺の利用

＜政策例＞

・淀川～大川を利用した、ランニング
コースの整備やマラソン大会の実現

・河川敷や自然環境を活かしたイベ
ントの創出

・BIDなどを活用した、民間による公
共空間の運営管理

・淀川市役所跡地への市民参加型
図書館の建設

・市営住宅の柔軟な活用や適正配置

・家具付き市営住宅など、民間事業
者と連携した公共住宅管理

せっかくいい環境な
んだから、こうでな
くちゃ☆

北特別区は、利便性が高い場

所にかかわらず、活用しきれて

いない公の資産が多くありま

す。恵まれた環境を活かした、

より生活しやすく、楽しい街づ

くりを目指していきます。 36



⑥防犯・防災

＜課題例＞

・防犯/防災意識の低さが目立つ

・梅田などの都心を抱えるため、災害時に
帰宅困難者が溢れる懸念がある。

・南海トラフ巨大地震の津波による浸水が
想定されるエリアが広くある。

・企業と地域住民の連携が不十分で、災
害時の相互支援体制ができていない。

・ゲリラ豪雨対策ができておらず、大雨時
に繰り返して浸水する場所がある。

・自転車盗難・ひったくり・猥褻等の犯罪が
多く発生する地域がある。

もしもの時心配だ
わ。どうしたらいい
のかしら？？
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⑥防犯・防災

＜政策例＞

・義務教育における、防犯/防災意識の向
上施策

・一時避難施設や津波避難ビルの指定

・防災スピーカーの設置推進

・防災計画や防災マップの周知

・防災時の企業・行政・地域住民の連携体
制構築（ BCP事業の実施など）

・繰り返し浸水箇所へのポンプ等の整備

・綿密な青色防犯パトロール計画の策定

・防犯カメラ設置の促進

・警察との連携や有効地への交番誘致

北特別区は、河川に囲ま

れた土地であるがゆえ、災

害のリスクも伴います。だ

からこそ万が一に備えた細

やかな防災対策や協力体制

を作っていきます。

いざという時のため
に、私たちも理解し
なくちゃ！！
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参考：行政区別 政策例一覧

防犯・防災

北区北区北区北区

①梅田エリアの一部（梅田
東、堂島、中之島）の児童に
対する通学手段の確保　　②
扇町小学校と中学校の間の
市道撤去による運動場の共
同利用、将来の小中一貫校
化　③35人学級の実現

①医療機関（病院）の連携
強化の推進

①天神橋筋商店街の活性化
②中小零細企業活性化　③
歩きタバコ禁止エリアの拡大
④役所の窓口改善プロジェク
ト（接遇研修・フロアの自主清
掃等）

①河川敷等を利用した
(ハーフ)マラソン大会の実
施　②天神祭を活かした
にぎわい創出

①老朽化した公営住宅の
民間活力による高層化と
緑地空間の整備　　②本
庄の計画道路の再開
③東梅田小学校跡地の有
効活用　④車道のタイム
パーキングの見直し

①地下街の地震津波対
策
②帰宅困難者対策ー避
難施設指定

淀川区淀川区淀川区淀川区

①病児保育（訪問型）の支
援。（民間ノウハウを活用し
た、共済型モデルによる病児
保育事業の実施）
②小学校読書活動支援
③学校協議会の活性化支援
（委員研修・保護者過半数
ルール等）

①淀川河川敷へのランニング
コースの設置、飲食店の併設
による人の呼び込み。　②市
民協働型の効果的な放置自
転車対策

①地域活動協議会の支援
②区の広報誌発行による
若者世代への情報発信。
③車座会議による区民の
声の抽出
④ＬＢＧＴ支援事業→ダイ
バー社会の構築への取り
組み

①市民参加型の図書館の
建設・運営を目指す。（現
状の淀川図書館は立地状
況が悪く、老朽化も進んで
いる）

①緊密な青色防犯パト
ロール。　　②防災計画
や防災マップの周知、出
前講座や防災訓練等を
による防災意識向上。
③津波避難ビル指定業
務　　　③区境における
防犯カメラの設置

東淀川区東淀川区東淀川区東淀川区

①一人親のコミュニケーション
機会の創出（絵本の読み聞か
せ事業等）　　　　　　②『いの
ちと性の健康教育事業』によ
る小学生への専門家による
性教育の実施。
③児童虐待ハイリスク家庭の
全権調査

①『女性の平均寿命延伸
作戦』として女性のがん検
診受診の促進活動を展
開。　　　　　　　②区内の
大学と連携した、免疫力低
下の原因とされるストレス
の原因の調査・研究。　③
高齢者の見守り活動を実
施。

①ＢＣＰ事業の実施。防災に
ついて、企業、行政、地域住
民などの活動主体がＢＣＰ研
究会を通じて連携・協働する
とともに、災害時の備蓄の相
互利用等、バックアップ体制
の強化を図る。　②校庭等の
芝生化

①音楽師（職員）参加によ
り若者が参加できるまつり
の検討。　　　　②地域活
動協議会の立ち上げを行
い、町会ごとのコミュニティ
の見直しを図る（ミニコミュ
ニティ）。　　　　③街の魅
力再発見の取組（大阪あ
そ歩への掲載）。

①在宅医療の拠点を目指
す。
②市営住宅家賃の柔軟な
設定や民間との連携によ
る家具付市営住宅等の実
施展開。　　　③市営住宅
ストックの最適配置

①中学校との連携による
防犯意識の向上。
（防災）中学生区民会議
を実施予定（防災だけで
はなく、区政一般につい
て）

都島区都島区都島区都島区

①小学校区の見直し
②トップアスリートによる体育
教育　　③母乳育児推進事業
④ＩＣＴを活用した、海外の学
生との交流事業（ＳＫＹＰＥ等）
⑤保育所は幅広い事業者の
参入と障害児受入への補助
金増額

①総合医療センターを中心
とした救急ネットワーク整
備（他区の２次救急医療機
関への円滑な紹介）とＥＲ
設置の検討、３師会のさら
なる協力依頼　③特別養
護老人ホームの増設（淀川
連絡線等の市有地を定期
借地で提供）

①淀川沿線跡地の有効活
用。市営住宅の高層化による
公園や公開空地の整備。
②高層マンションを中心として
住宅地としての価値を高め
る。　③京橋エリアの路上喫
煙対策事業　④客引き規制
重点地区指定の検討。

①コンサートやイベントを
実施。
②魅力的で分かりやすい
広報誌の発刊

①旧竜王宮あとに整備した
船着き場の活用
②ビーチでの多様なイベン
トや合宿の党の誘致
③ビーチ反対側の中州の
規制緩和
④中規模スーパーと商店
街との連携

①警察との連携による犯
罪発生の抑止。　　②低
い土地の地域には個別
にポンプや配管等を整
備
③駐輪場（立体）の整備
④避難ビルの確保。
⑤住宅建て替えの促進
策と空き文化に対する固
定資産税等適正化

福島区福島区福島区福島区

①病児保育の延長サービス
の利用負担軽減
②庁舎を利用した、乳幼児の
子育て支援　　　　③小学校
登下校用バスの実現　④小
学校区の見直し

①高齢者の軽微ニーズに
対する、有償ボランティア
のマッチング　　②地域コ
ミュニティセンターへの非
常階段等、各種防災設備
の充実　③障害者就業の
拡大

①中央卸売市場活性化推進
②公共物へのネーミングライ
ツ政策　　　③立て看板の規
制強化

①大阪中央卸売市場の活
性化
②野田阪神駅前　野外ス
テージの充実

①密集住宅市街地の整
備改善（海老江、野田、
鷺洲）　　　　　　　②防災
スピーカーの設置推進
③津浪避難施設の協定
締結

まちづくり・住宅・
土地や水辺の活用

文化・コミュニティ産業政策・環境医療・福祉・保健教育・子育て
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６．参考資料編

北特別区のことをさらに知って
頂くため、大阪府・市特別区設
置協議会資料「特別区の概要」
から抜粋したものを参考資料と
して紹介します！
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＜「＜「＜「＜「北区」の北区」の北区」の北区」の歴史＞歴史＞歴史＞歴史＞
「「「「北区」一帯は、古代には、上町台地の北、天満砂州と呼ばれる砂地が天満橋付近から北区」一帯は、古代には、上町台地の北、天満砂州と呼ばれる砂地が天満橋付近から北区」一帯は、古代には、上町台地の北、天満砂州と呼ばれる砂地が天満橋付近から北区」一帯は、古代には、上町台地の北、天満砂州と呼ばれる砂地が天満橋付近から

北北北北に伸びてに伸びてに伸びてに伸びていた以外は、大阪湾が深く入り込み、河内湖が広がっていましたが、淀川などのいた以外は、大阪湾が深く入り込み、河内湖が広がっていましたが、淀川などのいた以外は、大阪湾が深く入り込み、河内湖が広がっていましたが、淀川などのいた以外は、大阪湾が深く入り込み、河内湖が広がっていましたが、淀川などの

河川河川河川河川が運ぶが運ぶが運ぶが運ぶ土砂が堆積することで、次第に陸地化しました。土砂が堆積することで、次第に陸地化しました。土砂が堆積することで、次第に陸地化しました。土砂が堆積することで、次第に陸地化しました。

近世近世近世近世に入ると、市街化した大阪のまちには大坂三郷と呼ばれる町組が完成しましたが、に入ると、市街化した大阪のまちには大坂三郷と呼ばれる町組が完成しましたが、に入ると、市街化した大阪のまちには大坂三郷と呼ばれる町組が完成しましたが、に入ると、市街化した大阪のまちには大坂三郷と呼ばれる町組が完成しましたが、当当当当

時ほぼ時ほぼ時ほぼ時ほぼ市街化されていた「北区」南部地域は、そのうちの天満組として位置づけられ、中之市街化されていた「北区」南部地域は、そのうちの天満組として位置づけられ、中之市街化されていた「北区」南部地域は、そのうちの天満組として位置づけられ、中之市街化されていた「北区」南部地域は、そのうちの天満組として位置づけられ、中之

島島島島と堂島と堂島と堂島と堂島川右岸には蔵屋敷が建ち並んでいました。また、淀川を挟んだ「北区」中部・北部川右岸には蔵屋敷が建ち並んでいました。また、淀川を挟んだ「北区」中部・北部川右岸には蔵屋敷が建ち並んでいました。また、淀川を挟んだ「北区」中部・北部川右岸には蔵屋敷が建ち並んでいました。また、淀川を挟んだ「北区」中部・北部

のののの地域は地域は地域は地域は、洪水に悩まされながらも、肥沃な農業地域であり近郊農村として発達しました。、洪水に悩まされながらも、肥沃な農業地域であり近郊農村として発達しました。、洪水に悩まされながらも、肥沃な農業地域であり近郊農村として発達しました。、洪水に悩まされながらも、肥沃な農業地域であり近郊農村として発達しました。

明治明治明治明治以降の「北区」でのまちづくり上の大きな出来事は、鉄道網の整備といえます。明治以降の「北区」でのまちづくり上の大きな出来事は、鉄道網の整備といえます。明治以降の「北区」でのまちづくり上の大きな出来事は、鉄道網の整備といえます。明治以降の「北区」でのまちづくり上の大きな出来事は、鉄道網の整備といえます。明治７７７７

年年年年、大阪－神戸間の鉄道開通に伴い「梅田駅」が開業したことを端緒に私鉄が相次いで開、大阪－神戸間の鉄道開通に伴い「梅田駅」が開業したことを端緒に私鉄が相次いで開、大阪－神戸間の鉄道開通に伴い「梅田駅」が開業したことを端緒に私鉄が相次いで開、大阪－神戸間の鉄道開通に伴い「梅田駅」が開業したことを端緒に私鉄が相次いで開

業業業業、さらに、さらに、さらに、さらに東京オリンピックが開催された昭和東京オリンピックが開催された昭和東京オリンピックが開催された昭和東京オリンピックが開催された昭和 39 年には、新幹線の開通に伴い、「新大阪年には、新幹線の開通に伴い、「新大阪年には、新幹線の開通に伴い、「新大阪年には、新幹線の開通に伴い、「新大阪

駅」駅」駅」駅」が開業が開業が開業が開業、さらに梅田から新大阪をつなぐ地下鉄が整備されました。その後も鉄道網はそ、さらに梅田から新大阪をつなぐ地下鉄が整備されました。その後も鉄道網はそ、さらに梅田から新大阪をつなぐ地下鉄が整備されました。その後も鉄道網はそ、さらに梅田から新大阪をつなぐ地下鉄が整備されました。その後も鉄道網はそ

の範囲の範囲の範囲の範囲を拡大を拡大を拡大を拡大し、現在の大阪駅一帯の発展につながっています。し、現在の大阪駅一帯の発展につながっています。し、現在の大阪駅一帯の発展につながっています。し、現在の大阪駅一帯の発展につながっています。

またまたまたまた、中部・北部地域では、淀川の豊富な水源を活用した工業化が進みました。淀川は、中部・北部地域では、淀川の豊富な水源を活用した工業化が進みました。淀川は、中部・北部地域では、淀川の豊富な水源を活用した工業化が進みました。淀川は、中部・北部地域では、淀川の豊富な水源を活用した工業化が進みました。淀川はしししし

ばしばばしばばしばばしば大洪水を引き起こしていたことから、明治大洪水を引き起こしていたことから、明治大洪水を引き起こしていたことから、明治大洪水を引き起こしていたことから、明治 29 年より改修事業に着手し、「毛馬洗堰」年より改修事業に着手し、「毛馬洗堰」年より改修事業に着手し、「毛馬洗堰」年より改修事業に着手し、「毛馬洗堰」

の築造の築造の築造の築造等により、水量の調整が可能となったことで、淀川沿岸では急速な工業化が進みま等により、水量の調整が可能となったことで、淀川沿岸では急速な工業化が進みま等により、水量の調整が可能となったことで、淀川沿岸では急速な工業化が進みま等により、水量の調整が可能となったことで、淀川沿岸では急速な工業化が進みま

した。した。した。した。

しかししかししかししかし、昭和、昭和、昭和、昭和 40 年代後半からは年代後半からは年代後半からは年代後半からは公害対公害対公害対公害対策等のた策等のた策等のた策等のためめめめ工工工工場場場場の地の地の地の地方転方転方転方転出が進み、広大な出が進み、広大な出が進み、広大な出が進み、広大な跡跡跡跡地地地地

はははは大大大大規模規模規模規模集合集合集合集合住住住住宅群宅群宅群宅群にににに姿姿姿姿をををを変変変変えていきましたえていきましたえていきましたえていきました。。。。 41
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＜生活指標＞

①
医

療
・
福

祉
②

子
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・
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最後まで、お付き合い頂きあ
りがとうございました。北特別
区政策委員会は、これからも将
来のエリアの発展のため、行動
し続けます！！

おわり
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