
【０ 前文】 

 

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。 

我が会派は、次世代にこれまでの放漫な市政のツケを残さないためには今、何をし

なければならないのかを追求してこの間、外郭団体、いわゆる天下り団体の徹底した

改革をはじめ 

「民間でできることは民間で行う」ことを基本に様々な改革に取り組んでまいりまし

た。 

一昨日の予算説明で、橋下市長は、就任後、活力ある大阪を取り戻すため、この３

年間、 

現役世代が活力を生み出せるよう支援し、その活力を高齢者にも還元するとともに成

長を通じて市民の安全・安心を守る取り組みを充実する、そのために、政策転換と市

政改革に全力を投じてきたとおっしゃっていました。 

具体には、市政改革の取り組みとして、市役所をゼロベースでグレートリセットす

るという考えのもと、施策・事業の見直しを実行し、３年間の累計で４３２億円もの

削減効果額を生み出し、その効果を政策推進に活用して来られました。特に現役世代

への重点投資においては、市長就任前には６７億円であった予算が 

平成２７年度予算では３３６億円と約５倍に充実されています。 

このような、これまでの改革における成果は、十分評価されますが、真に大阪の再

生を目指すには、今後は、新しい統治機構による大都市、大阪にふさわしい成長をも

たらす府市一体となった成長戦略や、ニアイズベターによる 

コミュニティの強化と住民サービスの充実を実現させる必要があると考えます。 

そこで、大阪都構想について、まずお聞きします。  



【１ 大阪都構想】 

【（１） 住民自治の充実】 

 

平成２７年２月６日、特別区設置協定書について、国から特段の意見なしとの回答

を得て、改めて、今回議案が提出されました。議会で承認となれば、残すは究極の民

主主義である住民投票であります。いよいよ大阪都構想の実現に向けた最終段階に入

ったと認識しております。そこで、大阪都構想の二つの意義のうち、二重行政の解消

については、明日、我が会派の村上議員が質問するということで、私からは、住民自

治の充実に関する質問と、あわせて、住民投票に向けた広報活動についてお聞きいた

します。 

 まず、住民自治の充実について、お聞きいたします。 

大阪市の人口は約２７０万人であります。 

約２７０万人の自治を本当に１人で担えるのでしょうか。他の政令市や市町村と比べ

ても、現在の市役所が住民から遠いのは歴然であります。基礎自治体として、住民自

治の充実を 

目指すなら、選挙で選ばれた一人の市長より、選挙で選ばれた５人の区長とする方が

住民に近いものとなるのは明白であります。 

 大阪市のそれぞれの地域で暮らす２７０万人の住民には、様々なニーズがあるはず

です。本来であれば、そうした住民の声をきめ細かに施策に反映すべきではないでし

ょうか。 

しかしながら、現在は、区役所ごとの特色を出そうと頑張っておられますが、基本は

市域全体の観点から市域一律の施策がベースであります。このままでは、地域の特色

を活かした 

まちづくりも限界であり、この状況を続けるのが果たして住民のためなのか、考える

べき時期が来ているのではないでしょうか。 

特別区になれば、こうした特色に沿って、 

事業の優先度が計られ、必要性の高い事業が 

強化されます。それぞれの地域にあった施策が、限られた財源の中、効果的に行われ

るようになるのであります。東京の特別区では、世田谷区は、「世田谷区教育要領」

に基づいて 

小中の９年教育を実施されておりますが、 

こうした特色ある施策が花開くのであります。 

 そのためには、公選区長と区議会が不可欠であります。現在の区役所強化の取り組

みをさらに推し進めるには役人区長では限界があると考えております。住民の信託を

受けて、住民に責任を負う公選職にすることで、区長が住民の声に耳を傾け施策を判

断し、区議会で住民の 

立場から議決することで、住民自らが地域の 

施策について、責任を持って決めることができるようになります。これが正に自治で



あります。住民自治の充実を図り、住民が自らの判断で地域のことを決めていく真の

自治を実現するには、都構想しかないと考えておりますが、市長のご所見をお伺いい

たします。 

 あわせて、こうした住民自治の充実に大きな意義を持つ特別区の設置に関して、大

阪府に 

お金を取られる、このため権限も財源も不十分になりサービス水準が低下する、特別

区の 

財政規模によってサービスに格差が生じるなどの論もありますが、このような事は批

判にもあたりません。協定書を見れば、特別区は 

中核市並みの権限を持つことが、 

きっちり書かれており、そうした事務を担う 

特別区の行政運営を確保するための 

財政調整制度も組まれております。 

にもかかわらず、本当に大阪府が実行するかわからないといったことに至っては、都

構想をなきものにするために考え出した批判と言わざるを得ません。 

さらに、区役所がなくなるといった話まで流布されていますが、こうした根拠のない

批判は 

厳に慎むべきであると考えます。そこで、あわせて、こうした的外れの批判に対して、

どのように考えておられるのか、市長のご所見をお伺いいたします。 

  



【１ 大阪都構想】 

【（２） 住民投票に向けた広報活動】 

 

 次に、住民投票に向けた広報活動について、お聞きいたします。 

我々は、５年にわたって、都構想を看板政策に掲げ、その実現に全力をあげて取り

組んできました。大阪の再生には都構想しかありません。住民から遠い市役所を身近

な特別区に再編することで、優しい大阪を実現する、その信念で今まで走ってきまし

た。そしてようやくここまで辿り着きました。議会で承認すれば、 

いよいよ住民投票であります。この大阪で 

このような住民投票が行われること自体、 

まさに歴史的快挙であります。 

これまで、市町村、政令市、中核市などの 

自治体の形は国が決めてきました。 

それが、今回の都構想では、上から決められるのでなく、市民自らが大阪における新

しい自治の姿を決めることになるのであります。大阪から新たな地方自治がスタート

するのであります。 

 このような画期的な取り組みであればこそ、市民の選択は極めて重いものがありま

す。市民が十分に理解して投票所に足を運び、判断いただくことが重要です。我が会

派、また、それぞれの会派も、もちろん、住民投票に向けた取り組みを当然に進める

ことになると考えます。 

市長は、大都市法に基づき、市民の理解が促進されるよう、わかりやすい説明をしっ

かり行うべきであると考えます。そこで、議会で承認されれば、住民投票に向けてど

のように広報活動を行っていかれるのか、市長のご所見をお伺いいたします。  



【２ 交通事業】 

【（１） ＩＣカード戦略】 

 

次に交通事業におけるＩＣカード戦略について、お聞きいたします。 

先日公表されました、交通局における 

「平成２７年度以降の重要施策」におきまして、平成２７年度を初年度とした、 

今後の『ＩＣカード戦略』について取りまとめられておりましたが、具体的な「戦略」

の内容につきまして、交通局長にお伺いいたします。 

  



【２ 交通事業】 

【（２） 地下鉄事業における運賃値下げ】 

 

次に、地下鉄事業における運賃値下げについてお聞きいたします。 

都市の競争力を強化するためにも、公共交通機関のコストは大切です。 

大阪維新の会は、都市機能を高め経済活動を活発化し、市民生活を豊かにすること

を目指し、都市インフラの整備及び運用に民間手法を導入し、咲洲トンネルや菅原城

北大橋、 

なみはや大橋などの通行料金を無料にする取り組みをしてきました。 

しかし、１日約２３０万人が利用する地下鉄の運賃値下げは、大変大きなインパク

トがあります。 

そうした中、交通局では平成２６年４月の 

消費税改定の実施に時を合わせて、初乗り運賃について、それまでの２００円から１

８０円に引き下げをおこないました。 

鉄道について言えば、利用料金、なかでも 

｢初乗り運賃｣がその一つの指標とされます。 

しかし、初乗り運賃と２区運賃の格差が大きくなっており、更に都市機能を高める

ためにも格差の是正は解決すべきであると考えております。 

利用促進という観点から言うと｢運賃割引｣という方策もありますが、以上の観点か

らすると｢基本運賃の見直し｣は重要であると考えております。 

昨年の秋以降、市長は地下鉄運賃の更なる値下げについて言及されてこられました

が、今後の地下鉄運賃についてどのようにお考えなのか、市長のご所見をお伺いいた

します。  



【３ 新公会計制度の導入】 

 

次に、新公会計制度の導入について、お聞きいたします 

現行の官庁会計は現金主義・単式簿記であり、我々民間人にとってはなじみが薄く、

資産や 

負債の状況を示すストック情報、また、 

減価償却費や引当金といった現金収支を伴わないコスト情報が、決算情報に反映され

ていません。 

現状、企業的会計手法を採り入れた財務書類を作成、公表されていますが、 

これは官庁会計方式による決算統計を組み替えて作成されたもので、真の現状分析に

は 

不十分であると言わざるを得ません。 

私は、自治体において本当の財政状態を分析するには、新公会計制度の導入は必要

不可欠と考えております。 

本市においても、橋下市長が府知事時代の 

平成２３年度に大阪府において導入したものと同様の新公会計制度を平成２７年４

月より導入すると聞いていますが、東京都や大阪府といった都道府県よりも、本市の

ような住民に直結した事業を多く抱える都市の方が、より有効に情報を活用すること

ができるものと考えております。 

新公会計制度の導入により、本市はどのように変わっていくのか、導入に向けた 

市長の意気込みをお伺いいたします。 

あわせて、いくら新公会計制度を導入したとしても、作成される財務諸表が正確で

なければ、また、職員が十分に使いこなせなければ、財政状況を正確に把握・説明し

たり、マネジメントに活かすこともままならず、十分に機能しないのではないかとも

危惧しております。 

新公会計制度の導入に向けた職員への教育はどのような状況であるのか、また、作

成される財務諸表について、所属やシステムによるチェックだけでなく、専門家の活

用など、外部の目線である第三者的チェックも必要であると考えますが、あわせて市

長のご所見をお伺いいたします。 

  



【４ 子育て支援】 

【（１） 子ども・子育て支援新制度】 

 

次に、子ども・子育て支援 新制度における保育料について、お聞きいたします。 

平成２７年４月から施行される、 

子ども・子育て支援 新制度においては、 

保育所や幼稚園を利用する際の保育料について、国の定める基準の範囲内で市町村が

定めることとなっております。 

一方、本市においては、昨年８月に素案として保育料についての考え方を公表し、

これまで実施してきた保育所 等の国基準からの 

保育料軽減のための財源と市立幼稚園の 

保育料増収分を財源として、公私幼保を問わず国基準から同程度の軽減を図るという

ものでありました。 

私立幼稚園の保育料については、 

これまで各設置者が保育料を設定することとなっていましたが、新制度において市町

村が 

保育料を設定するのであれば、利用者負担 

および税投入の公平性の観点から、 

公立か私立かに関わらず利用者負担額の差を設けないという考えは当然のことであ

ると考えております。 

さて、今回上程された平成２７年度予算案では、保育料についての新たな案が出さ

れていますが、その中で１号認定、いわゆる幼稚園 等に通園する園児の保育料につ

いては、国基準に対して素案の７６．６％から９０．８％となっており、月額５千円

の増となる所得階層もあります。 

予算編成過程において財源 等の問題もあり、素案を見直すということについては

一定理解できるものの、素案を基に家計を考えていた 

世帯もあると思います。 

４月を間近に控えたこの時期も考慮すると、 

素案からの大幅な増については配慮すべきであるとも考えますが、市長のご所見をお

伺いいたします。 

  



【４ 子育て支援】 

【（２） こども医療費助成事業】 

 

次に、こども医療費助成事業について、お聞きいたします。 

市長は就任当初から、現役世代への重点投資を掲げ、待機児童対策や塾代助成制度

の創設など、さまざまなこども・子育て支援施策や 

教育施策を大幅に拡充してこられました。 

この点について、我が会派としても非常に高く評価をするものであります。 

その中で、こども医療費助成については、 

平成２４年１１月に、中学校修了まで対象年齢を拡充したものの、所得制限の撤廃に

ついてはこれまで実施されませんでした。 

他都市においては、隣の堺市をはじめ、 

さいたま市や名古屋市などが中学校修了まで所得制限を撤廃しております。 

我が会派としても、社会全体で子育てを支えていくという理念から、子育て支援施

策については全ての子育て世帯を対象にすべきであると考えており、対象年齢の拡充

だけではなく、所得制限の撤廃についても取り組んでいくべきだと、繰り返し要望し

てきたところであります。 

平成２７年度予算案において、ようやく 

１２歳小学校修了まで所得制限が撤廃され、 

また中学生についても一定所得制限が緩和されることとなりました。市長のご判断に

より、我が党の拡充要望に応えていただき、 

今までこの制度の対象外となっていた子育て世帯も喜ばれることと思います。 

そこで、今回、こども医療費助成制度を拡充することとした考え方について、市長の

ご所見をお伺いしたします。 

  



【４ 子育て支援】 

【（３） 塾代助成事業】 

 

次に、塾代助成事業について、お聞きいたします。 

塾代助成事業は、西成区での試行実施を経て、平成２５年１２月から全区で展開し

て実施し、１年２カ月が経過しました。 

文部科学省の調査では、中学３年生で学習塾へ通っている生徒の割合は約６８％と

いう実態があり、また、塾代などの学校外教育に支出する金額が高い世帯の生徒ほど、

成績が高いという結果もあります。このことからも、 

こどもたちの学習環境に学習塾 等の 

学校外教育が担う役割は大きくなっていると言えます。 

この事業を実施することによって、 

子育て世帯の経済的な負担の軽減はもちろんのこと、昨年１２月に実施したアンケー

ト調査の結果では、回答した生徒の６９％が「この事業を利用して新たに学習塾や文

化・スポーツ教室へ通うことができた」、「受講科目を増やすことができた」と回答し、

さらには、６０％の生徒が「学校の成績が向上した」と回答しており、中学生に学校

外教育を受ける機会を提供するという目的を達成して、効果をあげていると認識して

おります。 

この事業は、市長の就任直後から、 

幅広い所得者層を対象にしたいという強い思いを持って取り組んでこられた事業で

あり、 

平成２７年度予算案では、助成対象者を拡大し、一部の高額所得者層を除いて市内在

住中学生の約８割を助成対象にするとのことでありますが、助成対象者を拡大するね

らいと決意を、市長にお伺いいたします。 

  



【５ 教育問題】 

【（１） 市長の教育ビジョン】 

 

次に、市長の教育ビジョンについて、お聞きいたします。 

我が大阪維新の会では、将来の大阪を支え、発展させていくためには、その人材と

なる本市の児童生徒に対する充実した教育を行い、 

自主自立の精神をもった人材を育成することが不可欠であると考えおります。 

しかしながら、本市の子どもたちの現状は、学力や体力・運動能力の問題に関して

は、 

全国調査における全国平均と本市平均の差は徐々に縮まっているものの、その差は依

然として大きく、また、授業規律の確保や学習意欲の向上が喫緊の課題となっていま

す。 

活力ある大阪を取り戻すためには、 

教育をはじめとする未来への投資を行い、 

教育改革を不断なく推進していくことが必要であり、教育委員会任せの学校教育を抜

本的に改革する必要があると考えております。 

市長は、活力ある大阪の実現に向けた政策推進の中で現役世代への重点投資を掲げて

おられ、これまでも英語イノベーション事業や 

校長経営戦略予算などの新規施策を打ち出して教育改革に取り組んでこられました。

私は、加速する昨今のグローバル社会に十分に対応できる人材を育成するためには、 

できるだけ早い時期から英語教育を行うことが必要であるとともに、学校間の競争を

促進し、校長がリーダーシップを発揮して学校を 

マネジメントすることが必要と考えているところであり、引き続き教育改革に取り組

んでもらいたいと考えておりますが、今後の教育施策の展開についてどのようなビジ

ョンを持っておられるのか、市長のご所見をお伺いいたします。 

  



【５ 教育問題】 

【（２） 教員の負担軽減及び教育の充実】 

【① 教育現場の現状認識と学校教育への影響】 

 

次に、教育現場の現状認識と学校教育への影響についてお聞きいたします。 

これまで教育委員会は、教員の校務負担の 

軽減策として、教員一人 1台のパソコンを整備し、学期末の成績・統計処理や会議の

ための 

事前準備・議事録の作成等 校務の効率化を図るための校務支援ＩＣＴ活用事業や、

いじめ・不登校・暴力行為など、学校だけでは困難な 

事案に対応するための弁護士・精神科医 等の第三者専門家チームを派遣するなどの

施策を推進してこられました。 

校務支援ＩＣＴ活用事業においては、 

試験導入校で、事務の効率化を図り、その効果として教頭は年間１３６．３時間、ク

ラス担任は１６８．１時間の時間が生み出されたと聞いております。 

そして、教育委員会は、 

「校務支援ＩＣＴ活用事業」を継続するとともに、さらなる教員の負担軽減のための

施策として「学校現場の負担軽減と校長のマネジメントの確立」や「部活動のあり方

研究事業」を 

来年度予算に計上しておられます。 

教員の負担軽減にこのような予算を計上する前提として、今 学校現場では教員の労

働環境についてどのような実態があるのか、 

それが学校教育にどのような影響を及ぼしているのか、学校を所管する教育長のご所

見をお伺いいたします。 

  



【５ 教育問題】 

【（２） 教員の負担軽減及び教育の充実】 

【② 教員の負担軽減と教育の充実】 

 

次に、教員の負担軽減と教育の充実についてお聞きいたします。 

ただいまの答弁でもありましたように、教員の多忙化は大阪市においても同様であ

り、喫緊の課題である学力の向上に取り組むためには、教員の負担軽減もあわせて行

う必要があります。 

市長は、就任してすぐに、これまでなかなか進まなかった学校のＩＣＴ環境の整備

に取り組まれ、教員の一人一台のパソコン整備や 

校務支援システムを導入するなど教員業務の効率化を実行され、副校長のモデル配置

にも取り組まれました。 

特に校務支援ＩＣＴ活用事業については、 

先ほど申し上げた成果が出ているところであり、試験導入校からは、「数値以上にも

っと効果が出ているという実感がある」、「ルーティン作業から解放され、時間では計

れない効果がある」、「試験導入校で２年目を迎え、以前と比べてさらに効率化が図ら

れている」という声も寄せられているとのことであります。 

しかしながら、学校現場においては、様々な教育課題に対応しなければならず、 

校務が複雑・多様化しており、今、教育長から答弁があったように、教員はなお繁忙

な状況にあるため、本来最も力を注ぐべき学力向上に 

十分取り組めているのか疑問であります。 

特に教頭は、教育活動全体の 

コーディネーターとして、教職員を指導していく必要がありますが、教育委員会から

の調査など事務的な業務や、地域行事など様々な対応に追われ、その機能を果たせて

いないように感じております。 

また、教員についても、事務的な業務や 

クラブ活動の比重が大きく、本来の授業に十分な時間を割けない状況があるのではな

いでしょうか。 

一人ひとりの教員がその持てる能力を十分に発揮し、学校教育の質を向上させるた

めに、どのように学校現場の負担を軽減し、 

教育の充実を図るお考えなのか、 

市長のご所見をお伺いいたします。 

  



（要望事項） 

教育委員会には学校現場の負担を軽減し、教員の労働環境を改善することにより生

み出した時間で、教育の質を向上させるとともに、子どもに向き合う時間を増やし、 

子ども一人ひとりに応じたきめ細やかな対応を行っていただくことを要望しておき

ます。 

  



【５ 教育問題】 

【（３） 中学校給食事業】 

 

次に、中学校給食事業について、お聞きいたします。 

中学校給食は、 

平成２６年度「全国学力・学習状況調査」において見られるように、朝食を欠食傾向

にある 

中学生が全国平均６．５％に対して、大阪市では１１．９％であることなどにより、 

市長の強い思いで成長期にある子どもたちに、栄養価に配慮した献立の給食を提供す

ることが不可欠であるという状況を受けて、 

デリバリー方式の給食をスタートさせ、 

今年度より全員喫食を始められています。 

現行実施しているデリバリー方式の 

中学校給食については、昨年６月からカレーやシチューなど温かいおかずの提供や、 

８月からは、おかわり用のご飯の提供、さらに、新 献立開発のためのモニター事業

として、 

「かるしおレシピ」で調理した料理の試食会を８月に２４区で開催し、その結果に基

づいた 

献立内容への反映など、着実な改善の取り組みが進められていると思います。 

しかし、多くの生徒が給食を残している実態があるように聞いており、現行実施の 

デリバリー方式の中学校給食については、 

まずは最適化を目指すことが求められています。そのことができた上で、中学校給食

の 

方向性としても検討を行うべきではないでしょうか。 

来年度、阿倍野区の長池 小・昭和 中で 

小中親子方式をモデル校実施すると聞いていますが、各区の状況も相違するため、 

デリバリー方式やセンター方式を含め、 

今後 特別区に移行した際にも実態に合う対応が可能なことも必要であると考えます

が、市長のご所見をお伺いいたします。  



【６ 大阪の成長戦略】 

【（１） 外国人等観光客受入環境整備】 

 

次に、外国人 等 観光客受入環境整備について、お聞きいたします。 

大阪の成長戦略では、２０２０年の 

来阪外国人旅行者数の目標を６５０万人としており、外国人観光客の誘致は、消費や 

雇用拡大など成長戦略の観点からかかせない要素であり、観光需要を取り込むことに

よる 

経済波及効果も計り知れません。 

昨年の関西国際空港の国際線を利用した 

外国人旅客数は、前年比３６％増となり、 

３年連続で過去最高を更新しました。この要因は格安航空会社の就航増加や円安、 

入国査証（ビザ）の発給緩和などにより、 

アジアを中心に観光客が増えていることによるものであると考えております。 

観光バス問題を解決することはもちろんのこと、より多くの観光客を受け入れるた

めに、どのような環境整備を進めていかれるのか、市長のご所見をお伺いいたします。 

  



【６ 大阪の成長戦略】 

【（２） 天王寺動物園の魅力向上】 

 

 次に、天王寺動物園の魅力向上について、お聞きいたします。 

昨年３月に「あべのハルカス」が開業するなど、天王寺・阿倍野エリアが注目され

ており、大変多くの人が訪れて、天王寺・阿倍野エリアの魅力向上が著しいものとな

っております。 

天王寺ターミナルと動物園をつなぐ 

エントランスエリアなど、天王寺公園の 

一部区域を活用する事業者が決定したとのことでありますが、民間の活力を引き出す

観点からの民間開放の取り組みとして、ターミナルに近いという立地条件や動物園・

美術館・慶沢園など魅力ある施設を有する天王寺公園の特性を活かして、民間の力に

より、天王寺・阿倍野地区の核にふさわしい公園として、魅力的なものにリニューア

ルされることを期待しております。 

エントランスエリアの活性化だけではなく、エリアの更なる発展のためには、中核

施設である天王寺動物園の活性化が重要になってきます。民間活力導入により、エン

トランスエリアを通って動物園への人の流れもできるのではと期待しておりますが、

動物園が活性化されてのことであると考えております。 

天王寺・阿倍野エリアの核となる動物園の 

活性化に向け、夏休みの時期などに、動物たちの夜の生態を見ることができるナイ

ト・ズーを大阪府も協力して実施するとのことでありますが、単なる開園時間の延長

ではなく、多くの方に来ていただける話題性のある取り組みにしていただきたいと考

えております。ほかにも、こどもたちが動物を触ることのできる触れ合いコーナーを

つくる、来園の記念に買って帰りたくなる天王寺動物園ならではのグッズを 

開発するなど動物園の魅力を高める新しい 

取り組みを是非実現してほしいと考えております。また、クリスマスや七夕といった 

四季折々の来園者も参加できる楽しいイベントを企画し、来園者が何度も来たくなる

ような工夫を実施していただきたいと考えております。 

天王寺動物園の今後の方向性について、市長のご所見をお伺いいたします。 

  



【６ 大阪の成長戦略】 

【（３） 新たな文化行政の枠組み】 

 

次に、新たな文化行政の枠組みについて、お聞きいたします。 

先月、文楽の初春公演が終わり、今年度の 

国立文楽劇場での公演入場者数が 

約１１万７，６００人と、助成金の満額支給となる１０万５，０００人を大きく上回

る結果となり、今年度、文楽協会へ２，９００万円満額が支給されることとなりまし

た。 

市長もこの結果に対して「文楽サイドの努力のたまもの」と評価されたとのことであ

ります。 

市長は就任されて以来、特定の文化・芸術に対して、行政の価値判断のみで漫然と

補助金が出される仕組みを問題視されてきたわけで、 

一方では文化についても努力に応じて助成していくとおっしゃってこられたところ

であります。 

今回の予算で、芸術文化関係団体や個人が行う事業に対して助成を行う 

芸術活動振興事業助成が大幅に増額されているのも、その表れであると考えておりま

す。 

あわせて、市長は、ふるさと寄附金制度を活用して寄附者が支援する芸術文化団体

への 

活動助成制度を導入する意向を示され、次年度の予算案にも反映されております。私

もこの制度については大いに賛成で、 

直接市民の意図にかなった団体への支援ができるわけで、それこそ文楽協会や大阪フ

ィルハーモニー交響楽団に対しても個人の意思で 

助成できることになります。 

新しい文化への支援のかたちであり、ぜひ実現していただきたいと考えております。 

また、発足して２年目のアーツカウンシルが、大阪の文化の現状を分析し、新たに、

２つの 

事業を提案したと聞いております。 

事業の評価機能に加え、調査機能や企画機能が発揮されてきたわけで、今後の活動に

大きく期待したいと考えております。 

文化施策に関しては、この間、市長が打ち出された新たな文化行政の仕組みが着実に

機能し始めていると感じておりますし、次年度に向けては新たな取り組みも盛りだく

さんでありますが、文化施策に対する市長のご所見をお伺いいたします。 

  



【６ 大阪の成長戦略】 

【（４） 商店街の活性化】 

 

次に、商店街の活性化について、お聞きいたします。 

市内の商店街を取り巻く環境は、商店主の 

高齢化や後継者不足 等から空き店舗が増加し、「シャッター街」化が進むなど、非常

に厳しい状況にあります。 

このような中、私の地元の阿倍野区にある「文の里商店街」では、大阪商工会議所

や 

広告代理店と連携し、各店舗の魅力をＰＲするポスターを商店街に掲示する「ポスタ

ー展」や、「１００円商店街」等の独自性のある取り組みを通じて商店街のにぎわい

づくりや活性化に積極的に取り組んでおられます。 

これまで我が会派では、全国には地域資源を活かして独自性かつ継続性のある取り

組みを実践することで活性化している商店街が存在し、そうした事例を参考にして市

内商店街の活性化につながるような支援策を構築していくことが必要であると指摘

してきました。 

今年度、全国の事例を調査したと聞いておりますが、当該調査の結果と、それを踏

まえて今後、商店街に対してどのような支援を行っていかれるのか、市長のご所見を

お伺いいたします。 

  



（要望事項） 

国においては消費喚起を促すために、 

プレミアム付き商品券の発行 等に対して 

交付金が配布されると聞いており、 

こうした機会を捉えて商店街に消費を呼び込むための取り組みにも、より一層努めて

いただきますよう要望させていただきます。 

  



【６ 大阪の成長戦略】 

【（５） 市内への大学誘致】 

 

次に、市内への大学誘致について、お聞きいたします。 

本格的な人口減少・少子高齢社会に突入した今、喫緊の課題である大阪の成長を考

える上で、次代の大阪の活力を担う若者を、より多く市内に呼び込むことがのぞまれ

ております。 

その一環として、大学など、若者が学び、 

集う施設の立地を促進することができれば、 

これらの施設が核となって市内の若者人口が増え、街の賑わいにも繋がり、地域の活

性化につながるのではないかと考えております。 

大学は、少子化の影響もあり、学生の獲得が難しい時代に突入しております。この

ため最近では、郊外に立地する複数の大学が、交通の便など立地条件の良い大阪都心

への進出や移転に関心を寄せていると聞き、大阪市への誘致の好機が到来しているよ

うであります。 

立地しやすい環境づくりなどを進めるなど、誘致策を工夫することにより、大学等

の誘致に弾みをつける必要があると考えておりますが、市長のご所見をお伺いいたし

ます。 

  



（要望事項） 

港区市岡商業高校跡地については、大学誘致に関して地元から要望書が出ていたと

お聞きしております。 

引き続き、地元の要望に配慮していただき、また、大学側の進出ニーズを把握しな

がら、 

市有地に関して、大学へのあらゆる売り方を考えていただくことを要望させていただ

きます。 

  



【７ 密集住宅市街地整備の推進】 

 

次に、密集住宅市街地整備の推進について、お聞きいたします。 

近年、東日本大震災をはじめ、大規模な地震が全国で頻発しており、防災・減災対

策の一層の強化・推進は急を要する課題であると考えております。 

市内には、ＪＲ環状線外周の戦災を免れた地域を中心に、密集住宅市街地と呼ばれ

るエリアが広がっており、その面積は約１３００ｈａに及びます。国土交通省による

と、地震時 等に著しく危険な密集住宅市街地は全国で約６０００ｈａあり、実にそ

の２割強が大阪市に存在していることとなります。 

このような密集住宅市街地においては、危惧されている南海トラフ巨大地震などの

大規模な地震が起これば火災が広がり大火となることや、建物の倒壊により道路がふ

さがれ避難が難しくなることなどが危惧されており、まちの災害に対する安全性を高

めていくことが重要であると考えております。 

密集住宅市街地整備には、老朽住宅の建替えや除却、狭あい道路の拡幅など様々な

施策の 

推進が重要となりますが、今後、空家の除却、 

空地の確保など、地域レベルでの地道な 

取り組みを着実に積み上げていくことが、 

防災性の向上の近道となるものと考えております。例えば、神戸市で実施している事

例ではありますが、老朽住宅を除却し、跡地を神戸市が無償で借りて地域で管理し、

災害時の 

地域防災活動の場である防災空地として活用する取り組みは、本市としても学ぶべき

ではないでしょうか。 

こうした観点を踏まえ、今後、 

密集住宅市街地の整備にどのように取り組んでいかれるのか、市長のご所見をお伺い

いたします。  



【８ 高齢者施策】 

 

 次に、高齢者施策について、お聞きいたします。 

今般、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」が平成２７年度から３カ年の計

画として策定されるとお聞きしております。 

大阪市は、高齢者世帯のうち、一人暮らしの高齢者世帯が全国の数値が約２５％に

対し、 

４１％と、非常に高い率を示しているとのことであります。 

高齢者の一人暮らしは、地域とのつながりを持ちにくいことなどにより、いわゆる

孤独死に至る場合が出るなどの問題が発生しており、 

孤独死問題は、人としての尊厳にかかわる問題であり、新聞紙上でも幾度となく取り

上げられ大きな社会問題となっております。 

一方、認知症高齢者問題は、大阪市のみならず、全国でも大きな課題となっており、

大阪市においては、認知症高齢者数は高齢者人口の 

増加率が平成２５年度までの過去５年間で 

８．５％であるのに対し、認知症高齢者の 

増加率は２５．３％と急激に増加している状況であります。 

これらのことから、高齢者に対する施策は 

大変重要であり、また、橋下市長が進めてこられた「真に支援が必要な人への支援」

という 

観点から考えても、介護を要する高齢者や 

認知症高齢者の課題解決に取り組んでいくことが重要であると考えております。 

そこで、大阪市として今回の高齢者保健福祉計画や介護保険事業計画において、どの

ような理念のもと高齢者施策を進めていこうとしておられるのか、市長のご所見をお

伺いいたします。  



【９ 十三市民病院の今後のあり方】 

 

次に、十三市民病院の今後のあり方について、お聞きいたします。 

市民病院については、昨年１０月から 

地方独立行政法人 大阪市民病院機構に移行しました。 

そのような中、十三市民病院については、 

政策医療としては、結核や二次救急医療などに限定されており、厳しい財政状況のも

と、 

十三市民病院が今後、将来にわたって、 

どのような役割を果たしていくべきか、 

政策医療面からの位置づけや役割について 

今一度検討しておくことが必要と考えられます。 

本市では、現在、認知症対応の専門的な 

医療機能は、吹田にある弘済院附属病院が担っております。また、その機能を継承す

るため、現地で建替えを行い、市民病院機構に移管することとなっておりますが、吹

田の立地では 

入院患者に占める大阪市民の割合が約２割にとどまっている点なども考慮すると、市

内に、 

認知症医療の拠点があってもいいのではないかと考えております。 

市長は、十三市民病院の今後の公的な役割について、検討の必要性をどのように考え

ておられるのか、また、そうした検討を行う際には、 

例えば、認知症医療の扱いについても検討してもらいたいと考えておりますが、あわ

せて市長のご所見をお伺いいたします。 

  



【10 府市共同住吉母子医療センター】 

 

次に、府市共同住吉母子医療センターについて、お聞きいたします。 

高齢出産が増える中、現場の産科医の皆さんからも、少しでも安全にお産ができる

よう、 

分娩施設は集約してなるべく多くの医者のいる体制を作っていって欲しいと要望さ

れています。そうした中で、大阪府と大阪市が共同して、南部医療圏に仮称、住吉母

子医療センターを建設し、より高度な総合周産期医療センターを整備すれば多くの命

が救えるのであります。 

もちろん跡地に病院を誘致して地元の 

不安対策 等を行うことは必要でしょうが、 

それが担保されないと命を救うための病院を整備しないというのは全くおかしな話

であります。 

再編計画における問題も一体として整備するというものの、計画が認められれば時

期的な同時性は求めていません。 

当初計画よりすでに 1年以上遅れており、 

これ以上市民に迷惑をかけることはできません。府の方では、昨日の府議会本会議に

おいて市会で予算が認められなければ単独整備も考えるべきではないか、という質問

に対して、松井知事が、広域自治体として責務を果たしていきたいと答弁されました。 

住吉母子医療センター整備を再開すべきと思いますが、市長のご所見をお伺いいた

します。 

  



【11 結文】 

 

以上、各般にわたり、議論させていただきましたが、我が会派の党是である大阪都

構想も最終局面まできており、今年５月に実施予定の 

住民投票に向けて、 

大阪維新の会 大阪市会議員団も 

橋下市長とともに統治機構の大改革実現のために邁進してまいりたいと思います。 

そして、大阪の新しい道を切り開き、 

未来への責任をもてる政治を全力で取り組んでまいりたいと思っております。 

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。 


