
 

 

【０ 前文】 

 

大阪維新の会 村上 栄二です。 

私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表いたしまして、平成２７年度 

大阪市 予算案 並びに 関係諸案件について質問をいたします。 

 本日は、大阪市のたくさんの経営者が来ていますので、市長の言葉で

みなさんにより分かりやすく話をしてもらえたらありがたいです。 

橋下市政となって以降、市政改革プランをほぼ１００％実行し、４３

２億円削減し、借金を１，０００億円返済、外郭団体を７２から３２に、

来年度の計画では１７まで減らし、競争性の無い随意契約を金額で８

８％、件数で９４％削減いたしました。 

コストカットした分、就学前までだった医療費助成を１５歳以下まで拡

充、妊婦健康診査無料化、毎月１万円の塾代助成バウチャーの導入など、 

次々と子育て環境を改善してきました。 

市長が言われる身を切る改革の実行で自分の給料も４２％カットし、 

また、約４，０００万円もの退職金については、次の任期からは全額カ

ットすることとしています。 

まずは自分が身を切ったからこそ、成し遂げることが出来るのです。 

橋下市長就任当初は財政 通常収支が５３５億円不足しておりました。 

これだけの改善を行っても毎年２５０億円程度財源が不足するのが 

大阪市の現実です。 

これまでの議会と行政の緊張感のない関係で４兆円を超えるまで借金を

増やし、利息は年８００億円に上り、毎日２億円以上の利息を支払って

いるにも関わらず、 

 

議論が必要だ、拙速だ、と平気で議員は報酬を貰っているのです。 

今年５月から市長の給料は８２万円、議員の報酬は８８万円と逆転して

しまうのです。さらに交通局民営化は、２年にも及ぶ５度の継続審議を

行った結果、二度の否決を決定しました。 

議会は同一案件で２年も議論することが常識なのでしょうか。こういっ

た感覚を持つ議会に本当に任せていいのでしょうか。 

大阪市会と言う大きな単位で物事を決定するから隠れ蓑になって、市

民感覚とかけ離れた政治が行われるのです。 

私は４年見てきたからこそ、ハッキリと言えます。 

議会の常識は世間の非常識と聞いていましたが、本当でした。 

「市民の皆さん誤魔化されないでください」 

それでは私の代表質問を始めます。 

 



 

 

【１ 学校教育ＩＣＴ】 

 

まず、学校教育ＩＣＴについて、お聞きいたします。 

市長は、現役世代への重点投資としてこの３年ほどの間に、教員への

一人一台のパソコン整備、全小中学校へのエアコン整備、中学校給食の

実施など、大阪市の学校の教育環境の改善に精力的に取り組んでこられ

ました。 

 ２０２０年までに一人一台のタブレット端末実現の方針を政府は掲げ

ており、東京都の各特別区では２０１４年度予算公開で練馬区では１１

億円以上を計上し、１２区などで教育ＩＣＴ化を進めてきました。 

選挙で選ばれた区長と適正な規模の教育委員会体制により、特に墨田区

ではＩＣＴ稼働率１００％を実現し、教育環境の自由度を高めています。 

各学校で子どもたちが十分活用できるようにするための手立てについ

て、埃をかぶる機器にならないように、きちんとした数値化を立てて目

標を定めるべきではないかと思います。 

この時期に全市展開することの明確な目的について、市長のご所見を

お伺いいたします。 

 

 

 

要望  【１ 学校教育ＩＣＴについて】 

 

所沢市ではエアコン導入について住民投票が行われたくらいの課題で

したが、本市では橋下市長によって既に成し遂げられました。 

このことにより子どもたちの学習環境が大きく向上し、夏休み期間を

短縮し、授業を実施することで、さらなる学力向上が図られています。 

平松市政では中学校給食も導入できず、橋下市政が導入すれば次は不味

いだとか、本質的な議論をしない議会に屈しないでください。 

教育環境の拡充はバラマキではなく、未来への投資です。 

これからも子どもたちのための環境を整えていただきますようお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

【２ 学校図書館活用推進事業】 

 

次に、学校図書館 活用推進事業について、お聞きいたします。 

学校図書館の活用状況については、教育委員会が大阪市全体として示

していたデータと区単位での実態とに大きな違いがありました。この課

題は、淀川区長が問題意識をもって調べた結果明らかとなりました。 

この事例は、より学校現場や地域に近い区が課題を明らかにすること

で、市全体の課題解決につながった良い例であります。と同時に、議会

を納得させるための取り組みとして形だけ行っていた教育委員会事務局 

体制の一例だと思われます。 

学校図書館の活用推進について、どのように進めていくのか、市長の

ご所見をお伺いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【３ 分権型教育行政】 

【（１） 現行の教育体制】 

 

次に、現行の教育体制について、お聞きいたします。 

学校図書館の課題は、教育委員会が全市の状況は把握しておりますが、

各校ごとの状況は十分に把握できておらず、きめ細かに対応しきれてい

ないことを示しております。 

教育委員会が５００以上の学校園をマネジメントするのはスパン・オ

ブ・コントロールを越えております。 

例えば、全国学力・学習状況調査の分析結果をもとに、学校にプラン

を作成させ、学校の取り組み実績をチェックするなどの工程管理が必要

ですが、小学校２９８校は指導主事１０人で、中学校１３０校は指導主

事８人で、学校に対する指導を分担しております。 

また、大阪市では３，５００人近くの不登校 児童生徒がいますが、教

育委員会の体制は、指導主事のほかにスクール ソーシャルワーカー ６

人と生活指導 支援員 ８０人であります。この体制で、いじめや問題行

動なども含めて課題の解決に奔走している状況であり、土台無理がある

と言わざるを得ません。 

昨今の教育の課題は、学校だけでなく家庭や地域でも対応する必要が

あるので、より細かな単位でニーズを把握する必要があります。特に家

庭での取り組みとなるとプライバシーの問題もあり、教育委員会ではア

プローチできないこともあります。 

この点では、区役所は、生活保護や児童虐待をはじめさまざまなアプ

ローチから子どもの状況を把握しており、区長が、子どものための施策

を横断的に実施しております。 

教育委員会の一定の役割や責任を区長に委ねることで、学校や地域に 

より近い区長がこれまでに出来なかったことが出来るようになると考え

ますが、このことについて、区長会議の こども教育部会 部会長である

西区長のご所見をお伺いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【３ 分権型教育行政】 

【（２） 今後の教育行政の体制】 

 

次に、今後の教育行政の体制について、お聞きいたします。 

区長が教育行政の一端を担うことで、教育委員会の体制の限界を克服

出来ます。 

中之島の教育委員会だけでやっていたことを２４の区役所も分担すれば、

学校等の実情や課題を把握し、各校の取り組み実績を評価するといった

工程管理をよりきめ細かに 

行えるようになります。 

このことに関し、本年１月の「市長と教育委員の協議」において、分

権型 教育行政システムへの転換が打ち出されました。 

大阪市において、これからの教育行政を推進するに当たり、どのよう

な体制を構築すべき 

なのか、教育委員長のご所見をお伺いいたします。 

 

 

 

【３ 分権型教育行政】 

【（３） 分権型教育行政】 

 

ここまで、西区長と教育委員長にお答えをいただきました。 

そこで、次に、分権型 教育行政について、お聞きいたします。 

分権型 教育行政システムへの転換や、 

区 担当教育次長をサポートする体制と権限について、市長のご所見をお

伺いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【４ 病児・病後児保育事業】 

 

次に、子どもが病気中の時に利用する病児・病後児 保育事業について、 

お聞きいたします。 

現在、大阪市では、施設型 病児保育事業を８カ所実施し、平成２６年

度からは、訪問型 病児保育事業を淀川区事業、局事業としてそれぞれ実

施しています。 

両事業の１月末の利用実績は、局事業は大阪市６区で行い、９月から

の５カ月間で登録者５１人、延べ１０人の利用、淀川区事業は４月から

の１０カ月間で登録者６７人、延べ１３２人の利用であり、区の実情を

理解した区長が進めることにより、同じ目的でも利用方法と区民ニーズ

を合わせることによって、利用実績に差が生じていると考えられます。 

 

また、平成２７年度 

病児・病後児 保育事業にかかる予算案において、施設型 病児保育事業

を拡充する新たな制度の創設をしています。 

これらの制度創設は、予算編成の過程で旭区から提案があり、市長が市

全体の制度設計にするよう局に指示されたと聞き及んでいます。 

子育て支援施策については、これまで局が制度設計し、大阪市内 均一

のサービスが提供されてきましたが、病児・病後児 保育事業においては、

区長から様々な提案がされて、市民に身近な制度になってきていると考

えます。 

これは、市長が公募区長に権限を与えられた成果の一つであると思い

ますが、病児・病後児 保育事業の形態が複数で展開されることについて、

市長のご所見をお伺いいたします。 

 

 

要望    【病児・病後児保育事業】 

 

中之島で決定された行政運営では 

住民自治や意思を反映させることは限界があるという良い実例です。議

会の顔色をうかがい、体裁や入り方だけを整えるのではなく、真の住民

ニーズを捉え、反映し、形にしていく議会・行政であるべきであって、

出来ないばかりを挙げる議会ではなく、前向きな議論を行いましょう。 

 

 

 



 

 

【５ 西成特区構想】 

【（１） 住民参加型のまちづくり】 

 

次に、住民参加型のまちづくりについて、 

お聞きいたします。 

あいりん地域においては、これまでの中之島行政の施策の進め方に対

する反発があり、地域の方々には根強い行政不信が存在すると聞いてお

ります。 

西成特区構想においては、行政が作成した案を地域に示し、施策を進

めていくのではなく、地域の意見を吸い上げ、その意見に基づいて案を

作成するという今までにない手法で、昨年、地域の様々な方が集まって、

「あいりん地域のまちづくり検討会議」が開催されたとのことでありま

す。 

この４月には、「いまみや小中一貫校」が開校するなど、西成特区構想

における取り組みが着実に進展しているところであるとは思いますが、

現在進捗中の事業について、どのように取り組もうとされているのか、

西成区長のご所見をお伺いいたします。 

 

 

 

要望     【５ 西成特区構想】 

【（１） 住民参加型のまちづくり】 

 

 橋下市長になり、中之島主導から区政主導の住民自治 拡充の必要性が

明確になった一つの事例であると思います。 

 

 

【５ 西成特区構想】 

【（２） あいりん総合センター】 

 

次にあいりん総合センターについて、お聞きいたします。 

あいりん総合センターの敷地は、府と市の 

共有となっており、また、建物の４階までは、国と府の労働施設であり、

その上に、 

市の社会医療センターと市営住宅が建築されているという、きわめて複

雑な状況であると 

聞いております。 



 

 

私としては、この あいりん総合センターの問題は、まさに、あいりん

地域をめぐる複雑な問題を象徴していると感じております。 

このような混沌とした問題について、今までは遅々として進みませんで

したが、先日、市長と知事との共同会見が行われ、 

一定の方向性が示されたからこそ、国との交渉も早期に実現することが

出来るのです。 

今後、市と府とが協力して、どのような形で あいりん総合センターを

めぐる課題を 

解決していくのか、市長のご所見をお伺いいたします。 

 

 

 

【６ 民間経験採用者の活用】 

 

次に、民間経験採用者の活用について、 

お聞きいたします。 

大阪市では幹部職員の内外公募実施などにより、多くの外部人材を任

用し、民間の経営感覚を行政に取り入れ、特色のある施策を進める一定

の成果を出してこられました。また、一般の行政職においても平成２４

年度から民間企業 経験者 等をターゲットとして、いわゆる社会人採用

を行い、平成２５年度からは大阪府と同じ枠組みで 

２６歳から３４歳を対象に採用試験を実施しており、かつての採用凍結

の影響による職員の年齢構成のアンバランスの是正にも寄与していると

聞いております。 

 

役所組織に疑問を持てるような民間人の採用が必要だと考えますが、

３４歳・民間経験１２年で給与２３万円では、なかなか そのような人材

は集まらないのではないでしょうか。 

まず、配属にあたっては民間企業経験を十分考慮したうえで、その経

験が活かせるような職場へ配置していくことと、中途採用者における戦

略が必要であります。また、もともと高い年齢で採用されていることか

らも、優秀な職員については、新卒の職員よりも昇任・昇格までの期間

を短縮するなどのキャリアアッププランなどが必要ではないでしょうか。

社会人採用された職員について、今後どのような戦略をもって活用して

いくのか、市長のご所見をお伺いいたします。 

  



 

 

要望    【６ 民間経験採用者の活用】 

 

退職者不補充などで２６～３４歳までの層が ぽっかりと空いている

ことの課題を議会は全く認識しておりません。 

私たち維新会派は民営化や民間公募など積極的に提案をして、これから

の市民に対しての安心・安全の行政機構 構築を図っております。 

行政批判だけ、要望だけをする旧世代の政治・行政は終わったという認

識を持つことを、大阪市会には強く望みます。 

 

 

 

【７ うめきた２期開発となにわ筋線の整備】 

 

次に、うめきた２期開発と なにわ筋線の整備について、お聞きいたし

ます。 

うめきたは、西日本最大のターミナル地区、関西の中枢拠点としてポ

テンシャルの高い貴重な空間を最大限活かしたまちづくりが期待されて

おります。 

必要な都市基盤として、来年度からＪＲ東海道線 支線の地下化と新駅

の設置に着手し、さらに、将来的には西梅田・十三連絡線の新駅も想定

されております。２つの路線の新駅ができれば、うめきたのアクセス性

が飛躍的に高まり、国際競争力を持った拠点性向上に大きく寄与いたし

ます。 

よく反対派の理屈はたった数分のためにという声が聞かれますが、新

幹線のぞみ号は、東京・大阪間で、１９９２年の２時間３０分から２０

０７年には２時間２５分と５分短縮し、新幹線は通勤電車並みの運行回

数になりました。 

例えば、新幹線のぞみ号のキャッチコピーは、「９時の会議に間に合い

ます」でありました。たった１分の短縮でも都市の価値に大きく影響を

与えるのです。 

今のままで良いと粛々と計画を進める姿勢ではなく、戦略こそが都市

間競争を打ち勝つための策であることを理解し、民間企業が何を求めて

いるのか、行政と議会は思考そのものを変えるべきです。 

なにわ筋線の整備を行うことで、うめきた など大阪の中心部がより活

性化し、大阪全体のこれからの成長につながります。 

なにわ筋線の早期整備に向けた市長のご所見をお伺いいたします。 

 



 

 

【８ 築港・ベイエリアの観光拠点の形成】 

 

次に、築港・ベイエリアの観光拠点の形成について、お聞きいたしま

す。 

築港・ベイエリア地区は、「クルーズ客船の母港化」と「民間活力の導

入による魅力的な集客 観光拠点の創出」を戦略として位置付けています。 

既に着実に成果をあげてきており、その成果の一つである「赤レンガ

倉庫」のレストランを訪れ、民間事業者の方から、お話を伺いました。 

事業者からは、「府・市連携が進んでいるのはありがたい。府・市のゆ

るぎない戦略のもと、安心して３０年間土地を借り、１１億円の投資を

行うことができた。」という話を伺いました。 

 

 

ＩＲ 大阪統合型 リゾート構想もささやかれているからこそ、府市が

一体となった統治機構が必要なことは明白です。 

民間は投資する際にリスクを考えるので、以前のような府と市の対立

構造がある政治的な変動が予測されると実現は難しくなります。民間活

力を導入した魅力的な観光拠点を形成するためには、府・市が長期的に

一体となって取り組む必要があります。築港地区だけでなく、夢洲にお

いても、先日、新たな観光拠点の形成を目指す夢洲まちづくり構想（案）

の中間とりまとめが発表されました。府と市、経済界が一体で取り組む

ことで、国においても思い切った政策を大阪に任せることができ、民間

も安心して投資することができます。 

これら民間活力の導入による観光拠点の形成に向けた取り組みについ

て、市長のご所見をお伺いいたします。 

 

 

 

要望   【８ 築港・ベイエリアの観光拠点の形成】 

 

先程の「赤レンガ倉庫」の事例は、府・市連携が進んでいるからこそ

得られた成果の一つであります。大変好評なので、是非とも市長、一度

行ってみてください。 

港湾においても、港湾計画策定やポートセールスなど府市連携が進ん

でいると伺っています。 

ぜひ、港湾管理の一元化についても、スモール・サクセスをビッグ・

サクセスに繋げられるよう取り組んでいただくことを要望しておきます。 



 

 

 

【９ 一般廃棄物収集運搬業の新規許可】 

 

次に、一般廃棄物 収集運搬業の新規許可について、お聞きいたします。 

ごみ収集民営化の課題については二つ、震災時の体制と官民給与格差

であります。我が会派では、市民生活への影響に十分配慮した議論を進

めてきており、 

市民サービスの確保について、既に民間委託が進んでいる他都市にお

いて問題が発生している訳でもなく、特に、仙台市においては、 

東日本大震災の際にも、４日後には収集体制を確保された実績があり

ます。 

さらに、家庭系ごみ収集業務に従事する約１，８００人の平成２５年

の一人あたり平均年収６１０万円に対して、民間では４００万円と約２

１０万円の官民格差があり、単純計算ではおよそ３８億円にのぼり、こ

のほか、退職金を含めると５０億円に迫ります。 

限られた財源を有効に活用するためにも、民間でできることは民間に

早急に任せるべきであります。 

しかし、議会の反対により進まない一方で、退職 等による職員数の不

足に対応するため、平成２７年度予算案では北部 環境事業センターの資

源ごみ収集 等を民間委託していくこととしております。 

今後も経営形態の変更が議会の反対により進まない場合には、その都

度、職員数の不足に対応するため、従来通りのスピード感のない段階的

な民間委託が実施されることも想定されます。 

 

その際にも、今回の民間委託と同様に入札参加資格が一般廃棄物 収集

運搬業の許可業者に限定されるのであれば、今後も既存の許可業者だけ

しか入札に参加できないこととなります。 

一方、我が会派では、一般廃棄物 収集運搬業に関しては、規制緩和を

行い、継続的に新規許可を行うことで、市場の透明性や競争性を確保す

べきであると主張してきましたが、こうした民間委託の拡大を想定した

場合にも、広く事業者が参入できるよう継続的に新規許可を実施すべき

だと考えております。 

新規許可を行ってから１年半近く経過しておりますが、今後の新規許

可についてどのように考えているのか、市長のご所見をお伺いいたしま

す。 

 

 

 



 

 

 

【10 古紙回収の全区展開】 

 

次に、古紙回収の全区展開について、お聞きいたします。 

収集頻度を増やしてほしいとの市民要望を受け、平成２６年７月から

の試行実施を経て、今回、週１回に変更されると聞いております。 

事業を進めていく上では、市民の要望だけで事業を導入するのではな

く、常に行政コストの節減を図らなければなりませんし、事業の効果が

あがっているかの検証は不可欠だと思います。また、新たな事業を実施

する場合や拡充する場合は一定、目標とする数値を設定し、その達成度

合いで、見直しや撤退を含めた判断を行う必要があると思いますが、市

長のご所見をお伺いいたします。 

 

要望    【10 古紙回収の全区展開】 

 

公は事業がスタートすると 

延々と続けていきます。 

事業の目標数値 設定が、今後は必要だと 

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【11 中央卸売市場の方向性】 

 

次に、中央卸売市場の方向性について、お聞きいたします。 

中央卸売市場における経営健全化計画については、計画値よりも前倒

しで達成してきております。 

資金不足比率の改善に向けて努力している点は評価できますが、平成

２７年度予算では、一般会計から補助金約８億円、出資金約２６億円、

合計約３４億円を繰り入れている状況であり、平成２８年度で計画が終

了したのちも、経営改善の取り組みを続けていく必要があります。 

経営改善の取り組み手法の１つとして指定管理者制度の導入がありま

すが、昨年の５月 及び ９月の議会で上程された中央卸売市場 業務条例 

改正案は、指定管理者の撤退や倒産リスクなどを理由に否決されました。 

大阪府の中央卸売市場では、橋下知事時代に制度導入が決定され、平

成２４年４月から指定管理者による運営が開始され、３年が経過してお

ります。市の中央卸売市場にも制度が導入されれば、指定管理者への業

務の移行による効率化、人員体制の削減により年間約１億５千万円の効

果額が見込まれ、施設設備の更新など市場機能の向上に資するための経

費に活用することができます。 

指定管理者制度にリスクがあるという視点だけではなく、民間にでき

ることは民間に任せて、効率的かつ機動的な市場運営を図るという視点

で考え、市の中央卸売市場においても、経営改善の効果的な手法として

指定管理者制度を導入するべきと考えますが、市長のご所見をお伺いい

たします。 

 



 

 

【12 南港市場の将来戦略プラン】 

 

次に、南港市場の将来戦略プランについて、お聞きいたします。 

南港市場の取扱高は全国の食肉中央卸売市場の中で第２位の規模であ

り、大都市 大阪に必要な施設であると考えておりますが、現在は老朽化

が進んでいます。 

また、年間の光熱費が約 4 億円となるなど、多額のランニングコスト

がかかる施設であるとともに、想定されていなかった、Ｏ－１５７やＢ

ＳＥ対策 等の衛生設備の追加設置などにより、場内が狭くなるなど、作

業環境の改善が必要となっております。 

 

いわゆるＴＰＰ協定の状況や、将来、更なる少子高齢化や食肉消費人

口が減少するなど取扱頭数の減少要素の具体性が乏しい中で、施設規模

について過大施設とならないよう、しっかりとした根拠のある数値目標

を立て、その目標を実現するための具体的な実施計画を立てるとともに、

ダウンサイジングが可能となる施設など、将来の市場流通環境の変化に

も柔軟に対応できる施設とするべきだと考えます。 

南港市場の施設整備の進め方について、どのように考えているのか、

市長のご所見をお伺いいたします。 

  



 

 

要望   【12 南港市場の将来戦略プラン】 

 

将来の姿を考えず、現在の経営課題ばかりを追うと、水道局のように

多大なムダを抱えることになります。過剰投資により稼働率５４％とな

り、１,０００人で出来る仕事を１，６００人で行い、実に年間３０億円

以上の税金を市民は過剰に支払っています。 

人員規模の適正化をしたくても公務員だから人員整理が出来ない。未

来を見据えた戦略が 

ないから現在のような過剰投資・過剰人員になってしまっているのです。 

南港市場の戦略プランも同じ轍を踏まないように社会情勢を見据えた

数値を認識し、戦略を持って検討していただきたいと思います。 

 

要望   【11 中央卸売市場の方向性】 

 

民間はリスクがあると議会ではいつも言われていますが、少子高齢化

で税収が減る中で、税金を平気で入れていくこと、要は、公で管理する

ことがリスク回避になるという考え方は、私たちとリスクの捉え方その

ものが違います。 

市民の税金を無作為に使うということに、我が会派は深く責任を感じ

ています。 

議論ではなく決断をしていくのが私たち議会人の仕事です。 

 大阪市会は、あらためてリスクの捉え方、認識を民間の感覚にしてい

ただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【13 水道事業の民営化】 

 

次に、水道事業の民営化について、お聞きいたします。 

水道局はここ１５年で収益を２０６億円下げたとしても、２５２億円

コストカットしてきましたが、公営企業における経営努力も限界になり

つつあります。その中で、今後発生が予想される南海トラフ地震への備

えとして、老朽化した管路の耐震化をペースアップすることが必要であ

り、そのための事業費を捻出しなければなりません。 

こうした克服すべき課題が明確である以上、今は黒字だから何もしな

くていいということはあり得ず、経営体力がある今のうちに対処しない

と、本年度は２７億円弱の利益減となっており、むしろ、水道事業の抜

本的な経営改革は、待ったなしの状況にあると言えます。また、運営主

体が民間となることで、これまで培ってきた公営の技術力を活かし、市

域を超えた国内外での水ビジネスの推進も実現可能となります。 

 実際、国の調査によると、全国の水道事業者のうち、６０％以上が「今

後の業務を現在の技術者で対応できない」と回答しております。 

 今回のプランは、こうした課題認識、将来展望のもと、今後の水道事

業のあり方、方向性を示す有力な選択肢を示すものであり、だからこそ、

安倍政権も、この運営権制度の活用を国の成長戦略の一つとして位置付

け、下水道事業についても強力に推進しております。大阪市は、この運

営権制度を想定し、水道・下水道事業ともに他都市より先行して戦略を

進めてきております。 

今回、ここまで具体的なスキームがまとまったのであれば、「慎重に議

論を」と言い、直面する経営課題に背を向けるのではなく、日本におけ

る水道事業のコンセッション第１号案件として、早急に実行に向けた手

続きを進めるべきと考えますが、市長のご所見をお伺いいたします。 

  



 

 

要望     【13 水道事業の民営化】 

 

 橋下市長が就任以降、水道事業についても、公営企業として実施可能

な合理化を徹底して進め、厳しい経営環境の中、基本料金の見直しや、

大口需要者向けの料金単価を引き下げるなど、市民サービスへの還元を

実現してきました。 

水道事業は、市民の日常生活や経済活動に必要不可欠なライフライン

であり、ユーザーにとっては選択の余地がありません。これは、事業を

する側からみると、ビジネスとして見立てが立てやすい事業であり、元々、 

民営に適した事業であると言えます。 

これまでの議会での議論では、水道事業を民間企業に任せることが、

あたかもリスクであるかのような論調も見受けられますが、私から言わ

せると、むしろ、このまま漫然と公営で事業を行うことの方が、技術力、

組織力を衰退させ、結果として、水道事業にとって最も重要な、事業の

持続性を損なうリスクが高まるのではないかと危惧しております。 

いずれにしても、我が会派としては、この水道事業の民営化について、

早期実現をめざし、引き続き、来週からの常任委員会での質疑に臨んで

まいりたいと思います。 

 

 

【14 交通事業の民営化】 

【（１） 市バス運転手の接客態度】 

 

次に、交通事業の民営化について 

お聞きする前に、市バス運転手の接客態度について、お聞きいたします。 

市バスの運転手のマナーに関しては、一部バス運転手の態度・振る舞

いによって、様々なクレームが寄せられている現実があります。こうい

った職員がいる自体、民営化を目指す職員のみなさんの熱い思いに水を

差すようで残念でなりません。 

事業を支える職員の姿勢も伴ってはじめて、真の民営化が実現できる

のではないでしょうか。 

市バス運転手のマナーに関して、市長のご所見をお伺いいたします。 

 

 

 

 

 



 

 

【14 交通事業の民営化】 

【（２） 市バス運転手の接客態度の改善策】 

 

今の市長のお考えをお聞きになって、具体的にどのようにしていくの

か、交通局長のご所見をお伺いいたします。 

 

 

 

【14 交通事業の民営化】 

【（３） バス事業の民営化】 

 

次に、バス事業の民営化について、お聞きいたします。 

ただいま、市長・局長からの強い決意をお聞かせいただきました。 

大阪市のバス事業は収支を考慮せずに赤字路線を運行し、民間バスに

比べ格段に高い人件費で運営してきた結果、約６００億円もの累積欠損

金を抱える経営破たんの状態に至っております。 

そこに過去の負の遺産であるオスカードリーム２８３億円もの負債を 

３月末までに処理しなければならないという大きな問題もかぶさってき

ております。 

このような状況でありながら、先ほど指摘したような職員が未だに存在

するのは、倒産しない、給料も退職金も貰える、解雇もないという公営

企業における管理体制の徹底に限界があるからではないでしょうか。 

 さらに先日の委員会では、破綻状態のバス事業に対して路線の拡充を

委員会では訴えており議会の危機感の欠如を認識しました。市長として

は民営化という手法で市民の足に支障がない提案をしておりますが、３

月で仮に議会の反対で民営化が実現せず公営企業として破たんした場合、

市民生活にどのような影響があるのでしょうか。 

今後のバス事業のあり方と市民の足を守るための民営化について、市

長のご所見をお伺いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

要望    【14 交通事業の民営化】 

【（３） バス事業の民営化】 

 

他会派の皆さんも民営化が必要であることは一定の共通認識であり、

我が会派は他会派から提案された大阪シティバスへの一括譲渡と言うス

キームも丸呑みで受け入れましたが、民営化の本質論からかけ離れた理

由ばかり探している議会。 

私はここまで悪化しているバス事業に未だに市民ニーズばかりを訴え

て財源の話が出来ない議会が、事業を悪化させた原因の一つであり、先

ほどから訴えているように公営だから市民の税金で運営すればいいとい

う考えがもたらした一つの結果が、このバス事業の有様であると認識し

ております。 

これはバス事業にとどまらず、顕在化していない問題は他にも山のよう

にあります。要望ばかりを言いっ放しにする議会はもう卒業するべきで

す。 

 

【15 大阪都構想】 

【（１） 現行の府・市体制の課題】 

 

次に、大阪都構想について、お聞きいたします。 

現行の大阪府・大阪市体制が抱える根源的な課題について、唯一、大

阪府知事と 

大阪市長を経験された市長のご所見を 

お伺いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【15 大阪都構想】 

【（２） 大阪戦略調整会議】 

 

最後に、大阪戦略調整会議について、 

お聞きいたします。 

課題を解決するのが大阪都構想でありますが、都構想の議論はメリッ

ト・デメリット論ばかりで府・市二重行政の根源的な議論がなされてお

りませんし、現在、国が提案した総合区制度も政令市はどこも手を挙げ

ること無く、実情に全く即しておりません。 

さらに、大阪戦略調整会議の条例案は、箕面市の倉田市長も「大阪市会、

堺市議会の２０人が決めれば、知事に義務、府議会に努力義務が課せら

れ、本来の地域住民の民意が届かなくなる」と危惧を示されています。 

また、２月２５日の衆議院 予算委員会において、我が党の足立委員が

大阪戦略調整会議についての質疑を行ない、「知事の議案提出権を侵害す

るようなことは地方自治法上 違法である」、「議会が主導で調整会議を設

定することは地方自治法上想定していない」ということに対して、異論

があればと発言を求めましたが、高市 総務大臣から発言はなく、違法で

あるということを事実上認めたものと認識しております。さらに、安倍

首相は「大阪都構想は二重行政解消と住民自治の拡充を図るものであり、

その目的は重要」とコメントしているにも関わらず、大阪の自民党は「都

構想に聞く耳持たず」、そして、他会派は何ら二重行政の課題について 

提案を出しておりません。 

そこで市長にお伺いしますが、大阪戦略調整会議が根源的な課題を解

決できるものなのか、また、本当に実効性があるものなのか、市長のご

所見をお伺いいたします。 

  



 

 

要望      【３ 大阪都構想】 

【（２） 大阪戦略調整会議】 

 

大阪都にしなくても大阪戦略会議で二重行政が解消出来ると言います

が、同一会派でバラバラで、どうしてそんなことが平気で言えるのでし

ょうか。 

具体的に申し上げると、府市共同 住吉母子医療センターの整備、公衆

衛生研究所と環境科学研究所の統合などの案件が、府議会で賛成でも市

会の反対でストップし、これらについて府議会では公明党・自民党が賛

成しながら、市会では反対であります。 

さらに、自民党が提案している条例では大阪市長、堺市長、大阪府知

事、大阪市会議員、堺 市議会議員、大阪府議会議員の３０人のメンバー

で構成されており、現状の体制でも決定できないのに、構成員が増える

ことにより、決まるわけがありません。 

時代の要請にスピード感を持って対応してほしいという民意を感じら

れない議会は思考停止に陥っているのかとすら思ってしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【16 結文】 

 

以上、各般にわたり、議論させていただきましたが、スパン・オブ・

コントロールという言葉をご存知でしょうか。一般的な事務職では１人

の上司が直接管理できる人数は５〜７人程度と言われていますが、管理

できる管理・統制の幅のことを言います。 

 ５００校園を管理する大阪市 教育委員会さらに、地下鉄、バス、大学

、港湾、市場、２４区政、大阪市政を管理する大阪市長、そして４兆円

以上の予算や事業をチェックする議会。能力があるとか無いとかではな

く土台無理であるというお話です。 

４年間の議員活動を通じて、大阪市会の常識はとにかく時間がかかり

すぎるということがわかりました。議会は仮に少しでも課題があればゼ

ロにするまで議論を机上で行います。まさしく、机上の空論を延々と続

けます。結果、時代の変化についていけない行政自治体・公営企業体に

なっているのだと理解しました。 

 ２８３億円のオスカードリーム負債も、交通局は２０％給与カットで

すが、破たん状態にあるバス事業者にも退職金は保障されます。しかし、

オーク２００に至っては、誰も責任を取らず、市民が６５０億円の負債

を背負っております。さらに議会の責任は４年に一度選挙を行うことで

市民から負託されているからある程度は責任を取っていると委員会で発

言がありました。 

 市民の皆さんにとってそれで莫大な金額の血税を垂れ流しにされて、

それらの処理は結果的には また税金で処理されることに納得できるの

でしょうか。維新の会が誕生した背景を思い出して頂きたいのです。 

大阪府・市で１０兆円を超える借金にこのままではダメだ！と市民が感

じ、大阪府民・市民の意思の下で生まれたのです。 

現在の大阪市の選挙制度であれば脈々と受け継いだ地盤の中で活動す

ればある程度票読みが出来て、議員安泰の生活が保障されている状態で

す。しかし、大阪都構想になれば権限・給与も変わり、選挙区も変わる

議員の身分制度改革でもあります。そういった改革を当の議員だけで正

常に判断できるわけがありません。 

市長がまずは自分の身を切る改革を行い、身を削り、時間を削り、 

自分たちの職位を失ってでも活動する我々のような集団が生まれない限

り、こういった既得権を打破することは出来ないと実感しました。 

大阪大改革、ＯＮＥ大阪！！大阪都構想を必ず実現させなければならな

い！！ 

これで私からの質問を終わらせていただきます。 

ご清聴ありがとうございます。 



 

 

 

 


