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勢調査（２０１５年１０月１日実施）
で、5年前と比べ大阪府内の人
口が2万6337人減少したことが

分かった。多くの大都市圏で人口流入が
続く中、大阪府だけが終戦直後の1947年
以来、68年ぶりにマイナスに転じた。
　府内43市町村のうち増加は10市町
のみで、そのうち7市町が北大阪地区。
最も増加率が高いのは吹田の5.26％だっ
た。他に豊中（+1.32％）、箕面（+2.71％）
でも増加率が拡大傾向にあり、特に箕面
は北大阪急行電鉄の延伸により今後も
人口流入が続くと見られている。一方、守
口や門真を含む北河内地域は2万2819

人減（-1.92％）と7市全てで減少。泉北地域
や泉南地域でも減少が見られ、大阪北部
に人口が集中する傾向が顕著となった。
　国立社会保障・人口問題研究所の人
口推計によると、2040年には府内の人口
は15.9％減少の745万人になると予想され
ている。不動産会社による「関西で住みた
い街」アンケートで常に上位に選ばれてい
る吹田や豊中など北大阪の都市では、全
国平均に比べ減少は緩やかと見られてい
るものの、10年後には全自治体で人口減
少が進むのは必至。子育て支援の拡充
や共働き世帯の優遇など、施策の充実が
急務である。

面市は、「全国で一番安全な
まち」を目指し、2016年度末ま
でに市内にある全ての公園

203園に防犯カメラ300台を設置する。自
治会からの要望に応えるもので、公園の
規模や形状に応じて一つの公園に複数
台を設置したり、「防犯カメラ設置」の看
板を掲出するなど、箕面警察の助言を得
ながら犯罪抑止効果を高めていく。

　通学路のカメラで
　年間犯罪
　９０件減

育てしやすさ日本一」のスロー
ガンを掲げる箕面市では、
2015年2・3月にも、市立の小中

学校の全通学路に防犯カメラを設置し
た。これは全国的に児童の連れ去り事件
が頻発していたこと、また市内でも児童
への声かけ事案が発生したことから、箕
面市と箕面警察署が2014年８月に協定
を結び、箕面警察の全面協力のもと、通
学路の安全確保に取り組むことを決定し
た。台数は1学校区あたり平均50台で、
通学路延べ42kmに750台を設置。約
60mに1台の計算となり、全国でもトップ
クラスの設置となった。
　設置当初は、地域住民からプライバシ
ーの侵害を心配する苦情も寄せられた。
しかし、住居の玄関や窓などを黒く塗りつ
ぶす「プライバシーマスク機能」を活用し
たり、データの保存を1週間とし警察の捜

大阪急行線が現在の千里中
央駅から北へ2.5km伸び、新た
に2駅を作る延伸事業が、開業

目標、整備費とその負担等について、大阪
府、箕面市、北大阪急行電鉄株式会社、
阪急電鉄株式会社の４者で3月30日基本
協定を締結した。
　同事業は、1968年に策定された箕面市総
合計画の中で大阪都心のベッドタウンとして
同市が発展するためには延伸が不可欠で
あるとされ、検討が始まった。1991年には、箕
面市や箕面商工会議所などから成る北大
阪急行線延伸推進会議が設置された。彩
都や水と緑の健康都市、新名神高速道路
の建設など地域開発や交通基盤の整備を
進める上で、延伸の早期実現が課題となっ
ており、これまで20年以上にわたり調査や広
報活動及び国や大阪府等への陳情・要望
を行われてきた。

　２０１２年 国の交付金制度の
　活用が決定
　４０年以上前の計画が進む

かし、40年以上前からその必要
性が求められてきたにも関わら
ず、事業はなかなか進展しなか

月15日、箕面市箕面公園、瀧安
寺で「採灯大護摩供、山伏大
行列」が行われた。この行事は

年3回（4/15、7/7、11/7）行われている。瀧
安寺は修験道の祖といわれる役行者（え
んのぎょうじゃ）が、報恩のため滝のそばに
お堂を建てたのが始まりという山岳宗教の
総本山。関西を中心に山伏ら約１００人が
阪急箕面駅から1列になって瀧安寺に向
かい、境内の護摩道場で採灯大護摩供を
行った。この行事を30年以上も見学してい
る78歳の男性は「瀧安寺は普段は地元の

人しか来ない。しかし、このような行事があ
ることで遠方からも人が来てもらえる。町の
ためにも行事をこの先何年も続けてほし
い」と話した。 記事：関西大学 ３年 福井大智

った。当初は国からの費用補助率が35％で、
北大阪急行電鉄の負担が大きく、採算性が
低かったためである。そこで箕面市が国に
対して「社会資本整備総合交付金制度を
活用した新たな整備計画」を提案。これが
2012年3月に認められ、これによって事業の
採算性が確保できる見込みとなり、事業が
大きく前進した。北大阪急行の延伸は、社会
資本整備総合交付金を活用した全国初の
鉄道整備事業となる。
　利便性向上などのメリットだけでなく、事業
費見込みや市財政への影響なども示した
上で箕面市はアンケートを実施した（2007年
と2011年の2度にわたり、無作為抽出した16
歳以上の市民が対象）。「延伸させるべき」
という回答が1回目で63％、2回目には「どちら
かというと延伸させるべき」と合わせて71％に
のぼった。また、現時点で北大阪急行線が
延伸されていれば利用するか」という問いに
「利用すると思う」と回答した人が50％近く、
延伸への期待の高さがうかがえる。

　今年8月から準備工事がスタート

　現在は、工事着手に向けた手続きや詳細
設計、駅舎デザインや内部レイアウトなどを
進めている。8月からは新箕面駅（仮称）の予

定地であるかやの中央駐車場の解体など
の準備工事が始まり、秋頃から本格的な鉄
道工事に着手する予定。また新駅周辺で
は、駐輪場・駐車場の整備も並行して、医療
機関や集客力の高い施設の誘致も検討さ
れている。

　高い経済波及効果に期待

街地の中心に駅ができることで、
さまざまな波及効果が生まれる。
箕面市の市街地は東西に細長

いにも関わらず鉄道が西部にしかなく、自動
車依存度が近隣市の1.5倍と高い。しかし、
鉄道の延伸によりバス路線が再編されれ
ば、新駅を中心とした市内交通が充実し、東
西方向の移動利便性が向上する。また、徒
歩や自転車で駅まで行くことができるエリア
が増え、自動車利用の減少に貢献。慢性的
な渋滞が発生する新御堂筋の渋滞緩和な

査にのみ情報提供を行うなど、プライバ
シーに配慮したカメラ運用を実施。ホーム
ページやブログで防犯や安全への取り
組みを随時公開するとともに、積極的な
広報活動やメディア露出によって周知を
行ったことで、住民の理解と協力が得ら
れた。
　また、カメラの設置場所については箕
面警察署に設置された特別プロジェクト
チームから、適切なアドバイスや情報提
供がなされた。
　カメラ映像は非常に高画質で、夜間
でも鮮明に撮影することができる。箕面
市市民安全政策室の奥田さんは「もとも
と箕面市の犯罪発生率は大阪府内で
は低い方ですが、さらに犯罪抑止と事件
の早期解決の成果につながった」と話
す。設置から数ヶ月後にはミニバイクに
乗ったひったくり犯が防犯カメラの映像
をきっかけに逮捕されている。複数台
のカメラにミニバイクの形状や容疑者の
服装、被害品などが鮮明に映っていた
ことが逮捕につながった。その他、ひった
くりなどの街頭犯罪が1年間で約90件減
少したほか、ひったくり等9件の事件が犯
人逮捕に至った。

　防犯カメラ設置
　市が9割負担

らに2015年度からの2年間は、
自治会による防犯カメラ設置
に対する補助金制度を拡充。

設置費はもとより、維持管理に必要な電
気代も補助対象となり、費用の9割を箕
面市が補助する。補助対象額の上限は
20万円で、全国でもトップクラスの費
用補助である。
　今回の自治会設置の防犯カメラに、前
述した通学路の防犯カメラや市内公園
に設置する防犯カメラを併せると、市内
では合計1400台以上の防犯カメラが稼
働することになる。子どもを持つ住民から
は「防犯につながるので安心できる」とい
う声も多数寄せられているそうだ。大阪

府人口減のなか、箕面市は子ども人口
（15歳未満）が2008年から約14％増加
している。箕面市はより安全なまち、子育
てしやすいまちへと発展している。

吹田5.2％増、箕面2.7％増、豊中1.3％増

北摂各市の対応は

大阪の主な自治体の人口

LOCAL Vision

６８年ぶり人口減少

防犯カメラを300台設置する計画

通学路に750台、公園に300台の設置と
なる。「防犯カメラ設置」の看板も設置し、
犯罪抑止効果を高めている。

プライバシー保護の観点から住居の玄関
や窓など特定の場所を黒く塗りつぶすプ
ライバシーマスク機能を使用。※写真は
特別に許可を得て撮影。

地域の出来事や暮らしに密着した情報を届けるニュース
ページが始まります。ネットには更新頻度の高い地域
ニュースページがあります。ぜひアクセスしてください。

大阪府

北大阪急行線延伸事業
2020年完成へ

伝統行事「採灯大護摩供」
箕面公園 阪観光局によると、昨年大阪

府を訪れた外国人観光客数
は約716万人（速報値）で前年

の約1.9倍と過去最多。宿泊施設の稼働
率は85.2％で全国1位と年々増加している。
大阪府では、宿泊施設の満室状態の回
避や営業許可のない不法滞在を解消しよ
うと、昨年10月に全国で初めて民泊条例
を可決した。
　民泊とは賃貸マンションなどの空部屋を
ホテルのように活用するというもので、深刻
になっている宿泊施設不足の解消が期
待されている。民泊条例の実施を見送っ
た吹田市は新大阪駅からも近く、旅行客も
多い。吹田市シティプロモーション推進室

の白澤さんは「民泊を行うことで、外国人
旅行者によるゴミの処理や騒音などのトラ
ブル、不法滞在としての悪用、治安悪化な
どの住民への影響が不透明で、シミュレー
ションが必要」と慎重な姿勢だ。
　吹田市のほかに池田市も条例の実施
を見送っている。能勢町は町内全域で、
茨木市･箕面市･摂津市では一部の地域
で実施を決定。独自の保健所を持つため
各自条例制定が必要となる中核市の高
槻市や豊中市などは条例制定の動きはな
い模様。今後北摂の民泊は、住民への影
響と経済効果との見極めが、重要な視点
となりそうだ。

４/１に申請が
始まった大阪「民泊」

箕面市内の全ての公園203園に

2016年末までに箕面市の公園全てに防犯カメラを設置
市立の小中学校の防犯カメラ設置密度は全国トップクラス
防犯カメラはプライバシーに配慮した機能を搭載
防犯カメラで犯罪の早期解決につながった
自治会の要望があれば箕面市は防犯カメラの設置費用の9割を負担※条件あり
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この記事のポイント

北大阪急行延伸事業の工事が今年8
月から始まる
40年以上前に計画されていたが、採算
性の問題で2012年まで進展しなかった
箕面市が国の交付金制度の活用した計
画を国に提案し、認可され大きく進展する
箕面市民のアンケート結果、延伸に賛
成が71％以上と高い
渋滞緩和、利便性、経済効果から北摂
全体の活性化が期待できる

大阪市 2691742 26428 0.99 
豊中市 394495 5154 1.32 
池田市 103041 -1188 -1.14 
吹田市 374526 18728 5.26 
高槻市 351831 -5528 -1.55 
茨木市 280170 5348 1.95 
箕面市 133418 3523 2.71 
摂津市 85054 1334 1.59 
島本町 29986 1051 3.63 
豊能町 19941 -2048 -9.31 
能勢町 10258 -1392 -11.95 
泉大津市 75880 -1668 -2.15 
堺　市 839891 -2075 -0.25 

岸和田市 194862 -4372 -2.19
枚方市 403893 -4085 -1.00
八尾市 268562 -2898 -1.07
泉佐野市 101025 224 0.22
寝屋川市 237814 -390 -0.16

河内長野市 107114 -5376 -4.78
松原市 120697 -3897 -3.13
大東市 122982 -4552 -3.57
柏原市 71276 -3497 -4.68
羽曳野市 112695 -4986 -4.24
門真市 122808 -7474 -5.74
四條畷市 56092 -1462 -2.54
交野市 76459 -1227 -1.58
   

人　口 人口増減数 人口増減数（％）

※2015年 10月国勢調査の速報値　※人口比較は2010年より
※出典：「平成27年国勢調査結果」（総務省統計局）を加工して作成

人　口 人口増減数 人口増減数（％）

●直接メールで登録する方法

登録方 法

●QRコードから登録する方法

大阪府警察が発信している
「安まちメール」
身の危険を感じたり、不審者を見かけたら
すぐに110番通報をしましょう。

告知内容：本日（4/13）吹田市内の一般家庭に対し、息
子を装う男から「かぜをひいているので声の調子がおかし
い」「女性を妊娠させてしまい示談金が必要になったので
お金を用意してほしい」などという内容の、オレオレ詐欺と
思われる電話が確認されています。不審な電話があれば
電話を切断し、警察に相談してください。

発信：吹田警察署

発生状況：上記日時場所において、女子高校生が散歩中、
後方から来た自転車に乗車する男から、追い抜きざまに無言
でお尻を触られるという事案が発生しました。
犯人：色不明の軽快車に乗車した年齢10代後半から20代
前半、身長175センチくらい、黒色パーカー着用の男１名

発生日時：04月03日

発生場所：豊中市 柴原町3丁目 付近路上 

発信：豊中警察署

発生状況：小学生女児が犬を散歩させていたところ、自転車に
乗車した男が近づき「犬触らせて、ライン交換しよ」等と声を掛け
られる事案が発生しました。
犯人：身長165㎝くらい、茶色長髪、色不明のジーパン、青色自
転車に乗車した年齢20歳くらいの男1名

発生日時：04月09日 

発生場所：豊中市 大黒町二丁目１３番 付近路上

発信：豊中南警察署

発生状況：付近で遊んでいる女児に対して声を掛け、道を聞くふ
りをしながら、所持するタブレットのカメラ機能で女児を撮影する
事案が発生。
犯人：犯人は、年齢50～60歳くらい、薄い水色のパーカー、紺
色ズボン着用、タブレットを2台所持の男1名。

発生日時：04月12日

発生場所：吹田市 江の木町４番地 付近

発信：吹田警察署発生状況：自転車で通行中の女性が、後方から来た単車
に追い抜きざまに前かごに入れていたかばんをひったくられ
る事案が発生しました。
犯人：年齢20歳台の男、色不明の原付単車乗車、白色フ
ルフェイス茶色ダウンジャケット着用の男１名。
告知内容：積極的にひったくり防止カバーを活用しましょう。

発生日時：04月04日

発生場所：吹田市古江台１丁目7番 先路上

発信：吹田警察署

告知内容：本日(4/10)、午後8時27分頃、吹田市山田東2
丁目29番先路上において、原付単車に乗った男が、帰宅途
中の女性のでん部を触って逃走する事件が発生しました。
その他：犯人は、色不明の原付単車に乗車した半キャップヘ
ルメット、上下青色ライン入りの黒色ナイロン製ウィンドブレー
カー様の服を着用した男。

発信：吹田警察署touroku@info.police.pref.osaka.jpに空メールを送信
してください。

バーコードリーダー機能付きの携帯
等で、QRコードを読み取り、大阪府警
察ホームページにアクセスできます。
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さ い と う だ い ご ま く

ど、広域的な効果にもつながる。さらに、新名
神高速道路やエキスポシティからの新たな
交通需要も見込まれ、（仮称）新箕面駅にお
いて広域パークアイランドが展開される。2つ
の新駅は1日に約4万2000人が乗降する見
込み。初期効果として2172億円、年間578億
円の高い経済効果が予想され、北大阪エリ
ア全体の活性化が期待されている。

協力：大阪府警察
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箕面市

（A-（B＋C＋D））
25億円 25億円 100億円（上限） 160億円 80億円

（採算確保額）
260億円（地方と同額）

鉄道
事業者
（D）

車両費50億円 建設費600億円（A）

現時点で想定されている延伸の事業費は650億円（建設費600億円、車両費50億円）で、そのうち箕面市の負担は185億円。

新箕面駅（仮称）のイメージパース

画像出典元：箕面市HP

箕面船場駅（仮称）のイメージパース

この5年間で減少 ■
この5年間で増加 ■
北大阪地区自治体の人口

外国人観光客が
増加する吹田市
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