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【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２４年度補正予算案並びに

関連諸案件などについて質問をいたします。 

 今回示された大阪市の取り組みによって、今の大阪がおかれている困難な状況が克服さ

れ、未来に向かっての出発点となることを心から願ってやみません。 

 それでは、まず、最初に大阪市の財政問題について市長にお聞きします。 

 

【１ 財政問題について】 

大阪市の財政非常事態宣言が出されたのは、平成１４年、磯村市長の最後の年であり、

その後、関市長、平松市長と行財政改革に取り組んでこられましたが、市税収入の減少に

加え、財務リスクへの対応、生活保護費をはじめとする扶助費の増加などにより、市の財

政状況は、依然として厳しい状況であります。 

平成２２年度予算版の中期的な財政収支慨算では、平成２５年度の累積収支不足は▲７

９４億円また、平成３０年度では▲２，７２０億円になり、財政再生団体になる可能性に

ついても言及していました。 

「大阪破産」という本が出版されたのもこの時期であり、私も読ませていただきました。

橋下市長が就任されたのは、まさしく、このような大変困難な時期であり、あらゆるレベ

ルでリセットし、現役世代に投資するなど抜本的な改革が不可欠であります。また、直近

に公表された中期的な財政収支概算においては、今後１０年は、約５００億円の通常収支

不足が生じることとなり、今般示された市政改革プランを実行しても、平成２６年度にお

いて約２３０億円の通常収支不足が生じるとのことであります。 

そこで、財政問題に対して今後どのように取り組んでいくのか市長の見解をお聞きしま

す。 

 

【２ 府市統合本部での取り組みについて】 

（二重行政の見直しと経営形態の変更について） 

次に、二重行政の見直しと経営形態の変更についてお伺いします。 

我が会派は、昨年の市長選マニフェストにおいて、地下鉄・バス・一般廃棄物収集など

の現業部門について、民間でできることは民間で行うべきであり、大阪府全域で行うこと

が効率的といえる広域的な業務については大阪市が単独で行う必要はないとの立場から二

重行政の解消を図り、また、具体のあり方については、市民目線に立った、抜本的改革の

実現をうったえました。 

橋下市長は就任後わずか６ヶ月で、経営形態の見直しや、類似・重複している行政サー

ビスとして掲げられたそれら対象３４項目について、基本的方向性をまとめられました。
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その実行力と指導力にまず敬意を表したいと思います。 

そこで、今後、どのように取り組んでいかれるのか、主要な項目についてお伺いします。 

 

（交通事業について） 

まず、地下鉄・バスの経営形態の見直しでありますが、その結果によっては、市民生活

に極めて大きな影響を与える事業であります。 

したがって、地下鉄・バス事業の見直しにあたっては、公共交通の空白地域が生じない

よう、代替手段などについて配慮すべきであり、例えば、生活交通を確保するために、市

や市民、公共交通事業者の役割などを定めた福岡市の条例は、先進事例として参考になる

と思います。 

民営化の意義や実現に向けた今後の取組については、市民や議会の理解を十分に得る必

要があると考えますが、民営化によってどのような変化が大阪にもたらされるのかについ

て、市長のお考えをお伺いするとともに、今後、どのように検討を進めようとされるのか

お聞きします。 

 

（一般廃棄物について） 

次に、一般廃棄物の収集事業についてでありますが、民営化の受皿組織と他の民間事業

者との間で、適正な競争が行われる状況ができなければ形だけの民営化にすぎません。 

現業職員の非公務員化を円滑に進めるためには、受皿組織への随意契約が一定期間必要

となることは理解できます。 

しかしながら、これに要する期間が５年から１０年と分析されており、市政改革の方針

として、外郭団体との競争性のない随意契約の見直しが示されている中、そうした観点か

らも、１０年というのはあまりにも長いのではないでしょうか。市長のご所見をお伺いし

ます。 

 

（住宅供給公社について） 

次に、住宅供給公社についてでありますが、大阪都が実現した場合、法令上は公社の

解散も考えられますが、その場合には、公社の住宅にお住まいの方に不安を与えることが

あってはなりません。 

また、解散した場合、市に対して多額の借入金を一度に返済することは困難となる恐れ

もあります。 

平成２５年度中に方向性をまとめるとされておりますが、今後の公社のあり方について

は慎重に検討を行う必要があると考えます。市長のご所見をお伺いします。 
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（大阪都が実現するまでの間の財政負担について） 

さらに、府と市の事業を一元化する場合の府市それぞれの財政負担についてであります

が、当面、府・市共同事業として事業を継続するときは応分の負担が生じるのは当然であ

ります。 

しかしながら、例えば、信用保証協会などのように府の事業に一元化するときは、過去

の事業の執行に係る責任負担はやむをえないとしても、将来分については市としてその事

業に関与する権限・余地がないのであれば、その費用負担は住民の視点をふまえ本来の都

道府県と政令市の役割分担に応じて、合理的かつ限定的な範囲でなければならないと考え

ます。 

大阪都が実現するまでの間の財政負担について、市長のご見解をお伺いします。 

 

【府市戦略について】 

（うめきたについて） 

次に、関西随一の開発ポテンシャルを誇るうめきた開発について、お伺いします。 

うめきた地区では、先行開発区域の開発が民間事業者により進められており、来年春に

はまちびらきを予定しているとのことですが、今回の補正予算において、平成２５年度に

大阪市がナレッジキャピタルに進出することを念頭に、先行準備事業として、世界から人

材・資金・情報を引き込むグローバルイノベーション創出支援事業に取り組むこととして

います。 

これまで我が会派は、大阪市が、大学・研究機関にナレッジキャピタルの床を提供する

ことにより集積を図ることについては反対してきましたが、グローバルイノベーション創

出支援事業の内容をどのように見直したのか、特にうめきたの持つ強みをどのように生か

しながら、この事業を進めていくのか、市長の見解をお聞きします。 

また、うめきた２期区域については、先日、府市統合本部の「グランドデザイン大阪」

の中でも示されましたように、大規模な「みどり」の空間を確保するとのことであります。 

このためには、さまざまな課題を解決していく必要がありますが、例えば、関西電力の

株式の一部を売却し、それを事業費に充当するなど、財源面での工夫も行いながら、緑豊

かなまちづくりへ取り組みを進めていくべきではないかと考えますが、市長の見解をお聞

きします。 

 

（大阪港の母港化について） 

次に、中国を中心としたアジアクルーズの拠点として、大阪港を利用するクルーズ客船

の母港化についてお伺いします。 

近年、中国経済の発展に伴い、多くの中国人富裕層がクルーズ客船に乗って日本・韓国・
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台湾等を訪れ、観光やショッピングを楽しむアジア域内のクルーズが活況をていしていま

す。 

平成２２年に大阪府立大学が取りまとめた「クルーズ客船による経済波及効果」の調査

報告では、２，５００名の観光客が乗船する７万トン級の客船が年間５０航海、大阪港を

起点とし１週間の定点定期クルーズを実施すれば、大阪市内での経済波及効果は年間約２

００億円、税収推計額２５億円と試算されております。 

この様に、多くのクルーズ客船が大阪港を母港として利用するなら、大きな経済効果が

期待できるので、短期間で大阪の変化が実感できる経済成長戦略としてぜひとも取り組む

べきであると考えます。 

また、クルーズ客船の誘致・受入については、市域だけにとどまらず広域的に取り組む

べきものと考えますが、市長におかれても知事共々トップセールスをしていただき、多く

のクルーズ客船を誘致し、大阪港を世界に誇るアジアのクルーズ客船の母港としていただ

きたいと考えますが市長のご所見をお伺いします。 

 

（国際フェリーターミナルの移転について） 

アジアの活発な需要を取り込み、大阪港への客船寄港による経済成長という点では、上

海や釜山と結んでいる国際フェリーについても、大きな貢献が期待されます。このターミ

ナルをＡＴＣの側に移転することで、さらなる経済効果が期待されます。また、ＡＴＣを

はじめ周辺地域の活性化にもつながると思いますので、今後はこの点についても取り組ん

でいただきたいと考えますが、市長の見解をお聞きします。 

 

【３ 市政改革の取り組みについて】 

（「ニア・イズ・ベター」の徹底について） 

次に、市政改革についてお伺いします。 

我が会派としては、従来の施策を継続するのか、廃止するのか、それとも新たな施策に

転換していくのか、時代とともに見直していかなければならないと考えております。 

そこで、まず、「ニア・イズ・ベター」の徹底について、お伺いします。 

 

（区役所と地域（団体）との関係について） 

区役所と地域活動、また地域活動を支える各種団体との関係については、今回大きく見

直されたように感じます。 

今まで地域活動を担ってきた人々の間では、「グレートリセット」の先に何があるのかと、

相当の関心があります。 

行政と地域団体については、今までのように、もたれ合いの関係では無く、お互いが自
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律し対等の関係を構築していかなければ、協働によるまちづくりなどは実現できないので

はないでしょうか。 

そのためには、地域団体が自律できるよう行政がしっかり支援することが必要であると

考えます。 

そこで、まず、区役所と地域団体との関係について、今まで、どのような課題・問題が

あり、そして今後どのようにしていこうと考えておられるのか、市長の見解をお伺いしま

す。 

 

（地域活動協議会について） 

次に、地域活動協議会について、お伺いします。 

自律的な地域運営の仕組みである地域活動協議会については、平成２３年度から市内４

区７地域を先行モデル地域として取組みが進められていました。 

今回、市政改革プラン（案）では、地域活動協議会について「法人化を目指すこと」や

「自主財源を確保」することを掲げられています。 

例えば、法人化については、個人名義の地域の財産の帰属を明確にすることによって一

層の有効活用が図られ、個人への訴訟リスクの回避もできます。さらに、活動や会計の公

開が義務付けられているので、社会的信用性が高められ、地域の住民からの信頼も高まり

ます。 

また、これまでのような局の縦割りの助成金だけに頼ることなく、「自らのまちのことは

自らが決める」という基本に立ち返り、行政からの事業の受託や、コミュニティビジネス

の実施、市民や企業からの寄付を募る等、自主財源の確保も可能となります。 

このようなことを通じて、これまで地域活動にかかわりの薄かった若い世代の方たちも

含め幅広い住民の参加が促進され、地域への共感や愛着がはぐくまれ、地域にとってのメ

リットは非常に大きく、ぜひとも法人化に向けた取組を進めていただきたいと思います。 

このように、地域活動協議会は、今後の大阪市の「大きな公共を担う活力ある地域社会

づくり」に欠かせない大きな住民自治のしくみと考えます。 

そこで改めてお伺いしますが、地域活動協議会の将来像とあわせて地域社会がどのよう

に変わるのか、市長の見解をお聞きします。 

 

（中間支援組織について） 

 次に、中間支援組織について、お伺いします。 

今後、地域活動協議会の形成に向けては、中間支援組織を活用して、平成２５年度中に

立ち上げるとのことでありますが、地域活動協議会を立ち上げるためには、区役所と中間

支援組織がしっかりと連携、協働しながら、地元に入って積極的に支援していくことが不
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可欠であります。地域社会に入って支援を行うためには、地域活動の実績と地域からの信

頼が何よりも重要であると考えております。 

市長は、どのような事業者がこの中間支援組織の任にあたるのがふさわしいと考えてお

られるのか。また、公募の進め方やスケジュールと合わせてお聞きします。 

 

（区長の権限強化について） 

 次に、区長の権限についてお聞きします。 

従来の区役所の問題点については、予算額が極めて少ないということ。また区長にはほと

んど権限がなく、小さいことまでも全て、中之島が決定するという中央集権的なことが問

題があると指摘してきました。２４区が２４色に輝くためには、区長の権限や財源問題は

極めて重要であります。スピード感をもって取り組んでいただきたいと思います。 

また、区長が予算を伴う権限を行使する場合、区民の意見やニーズを把握し、区民から

の評価を受ける仕組みが必要となってきます。地方自治法では地域協議会という制度があ

り、横浜市の一部では、すでに、この考え方に基づく区政運営が行われています。大阪市

で行われている区政会議は、住民自治の観点から課題が多くあると考えています。市長は

住民自治としての地域協議会に対してどのように認識されておられるのかお聞きします。 

 

【外郭団体の見直しについて】 

次に、外郭団体の見直しについてお聞きします。 

我が会派は、民間でできることは民間で行うべきであることから、外郭団体は廃止・民

営化・広域化などにより全廃することを、これまで求めてまいりました。 

市においては、数十回に及ぶ外部有識者会議を行い、６月末の戦略会議において、外郭

団体の見直し計画案を策定されました。 

この見直し計画案を、短期間で取りまとめられ、見直し計画案の達成に向け、市全体で

取り組んでいくことに対しては一定評価いたしますが、外郭団体として継続と位置付けら

れた大阪港埠頭株式会社、大阪社会医療センター、大阪市救急医療事業団の３団体に対し

ても、引き続き、見直しに取り組むべきと考えます。 

この見直し計画案の達成には、市長の強い統率力が求められますが、どのような効果を

狙っているのか、そして外郭団体として継続と位置付けられた３団体の見直しも含め、ど

のように取り組まれるのか、市長のご所見をお伺いします。 

 

（外郭団体への再就職について） 

職員基本条例が制定されたことにより、今後、職員の外郭団体などへの再就職は相当厳

格な取り扱いになると思いますが、外郭団体の指定から外れた団体への再就職については
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明確ではありません。 

また、元々、外郭団体であっても、大阪市の出資・出えん金や競争性のない随意契約な

どがある団体が存在することから、そうした団体への再就職についても人事監察委員会で

厳正に審査するなど、外郭団体並みに厳格に取り扱うべきだと思いますが、市長の見解を

お聞きします。 

 

（ピースおおさかについて） 

次に、ピース大阪についてでありますが、５月の府市統合本部会議において「近現代史

の教育のための施設」について協議され、現在、施設のあり方について検討が行われてい

ると聞いておりますが、その施設の構想については、ピースおおさかと重複しているとこ

ろが大きいと感じています。 

したがって、ピースおおさかは廃止すべきであると考えます。 

また、「近現代史の教育のための施設」の設立については、我が会派としては、既存の校

舎も残っており、ミナミの一等地ということから集客も期待でき、地域の活性化にも寄与

できることから、もと精華小学校跡地も候補地の一つとして適当かと考えますが、設立の

時期、場所、予算規模などについて市長の見解をお聞きします。 

 

【現役世代への重点的な投資について】 

（学校教育ＩＣＴ活用） 

次に現役世代への重点投資についてお聞きします。 

 市長は、現役世代への重点投資という大きな方向性を示されましたが、その中でも、教

育への投資は、子育て世帯への支援とともに、未来への投資という重要な意義を持ってい

ます。日本を立て直すために、日本の将来を担う子どもたちの教育に、重点を置いて取り

組むことが重要であり、首長と教育委員会が協働して、子どもたちにどのような能力をつ

けることが求められるかを考え、教育ビジョンを示していくことが大切であります。 

以前、市長は、国際標準のＩＣＴ環境を整備していくという旨の発言をされました。先

進的に取り組んでいる諸外国を視察された上での発言だと思いますが、今、子どもたちに

は、ただ機器を使いこなす力だけでなく、豊かな人間関係を築く力や、自分の考えをしっ

かり主張できる力を身につけることが重要であると考えます。 

市長が参考にされた学校教育ＩＣＴの推進国の状況を踏まえ、本市においてどのような

子どもたちを育てたいのか、市長のビジョンをお聞かせください。 

 

（校長公募） 

 次に、校長の公募についてでありますが、今年度末の退職校長の後任人事の際に、校長
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を内外から公募するということでありますが、公募の要件ともなると思いますが、どのよ

うな校長を期待されておられるのでしょうか。 

校長に求められる資質と言うのは、教育に対する情熱、やる気、マネジメント能力、教

師や保護者との信頼関係、人格、などいろいろあると思います。 

校長は学校教育における重要なポジションを占めており、教育は校長にあり、と言って

も過言ではありません。 

そこで、その校長を公募する趣旨、目的、今年度で公募する具体的な人数とスケジュー

ルについてお尋ねします。 

 

（公募校長の権限） 

それでは、そのような期待を担う公募校長が力量を遺憾なく発揮するためには、現在よ

りも人事や予算の権限を強化することが必要と考えますが、学校活性化条例案でどのよう

に変わるのかお尋ねします。 

 

（特別免許状） 

それでは、さらに、公募校長を支えるためにも、また、幅広い人材の登用という観点か

らも、優れた知識や技能を有する社会人に、都道府県教育委員会の行う教育職員検定によ

り免許状を授与する「特別免許状」という制度がありますが、活用事例が少なく低調であ

ると聞いています。 

多様な人材の確保として、校長の公募に加え、民間人を小・中学校の教員として採用し、

ＩＣＴや英語の授業などに活用してはどうかと考えますが、市長の見解をお聞きします。 

 

（学校の統廃合） 

次に学校配置の適正化についてお聞きします。 

学校教育へのＩＣＴ活用事業や普通教室へのクーラー設置事業など、現役世代への重点

投資により、学校の教育環境は格段に改善されることとなります。 

しかしながら、学級の人数が少ない学校においては、タブレットを活用した双方向のコ

ミュニケーションを行うにしても、十分な実践を行えないことも考えうるし、１学級のみ

の学校と４学級以上あるような学校とでは不公平感も出てくると思います。 

各学校の規模の適正化を図らなければ、その投資について十分な効果を上げることはで

きないのではないでしょうか。また、投資的効果だけではなく、子どもの視点に立って、

教育面について考えても、小規模校には様々な課題があると思います。 

学校配置の適正化について、市長の見解をお伺いします。 
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【新たな給与制度改革について】 

次に、給与制度改革について、お聞きします。 

公務員給与制度改革は、我が会派が目指す大阪市改革の大きなテーマの一つであります。 

今回上程された職員の給与に関する条例改正案は、「幹部職員への定額制の導入」や、「役

職間の給料月額の「重なり」幅の縮減」など、年功序列型でなく、内外を問わず、やる気

と能力のある者を積極的に登用し、人事評価に応じた適切な給与反映を目指す、というわ

が会派がマニフェストに掲げた項目であります。市長就任後の初の本格予算を審議する、

この臨時会にこれらの条例案が提出されますことは、市長の給与制度改革への並々ならぬ

意気込みの表れであると大いに期待しております。 

民間水準に合わせつつも、職員基本条例に基づく所属長の公募任用や、優秀な人材が存

分に力を発揮できるような、バランスのとれた給与制度を構築していく必要があると考え

ますが市長の見解をお聞きします。 

 

【大阪市労使関係に関する条例について】 

次に、労使関係に関する条例案についてお聞きします。 

本市においては、平成１７年の職員厚遇問題を受け、関改革において不適正な労使関係

を是正してきたはずであるにもかかわらず、その後も勤務時間中の認められない組合活動

やヤミ便宜供与、人事への介入などの不適正な労使関係が明らかになり、市民の信頼を著

しく失墜する事態となっております。 

今般、労使関係に関する条例が提案されているところでありますが、本市に対して不信

感を持っている多くの市民の信頼を取り戻すためにも、労使関係について、きっちりと取

り組むべきであると考えますが市長の見解をお伺いします。 

 

【政治的行為に関する２条例について】 

 政治行為に関する条例案についてお聞きします。 

 本市においては、過去の市長選挙において職員、組合と一体となった選挙対策が行われ

ていたことが明らかとなっております。政治に職員、組合が関わることによって、市政の

本来の姿が歪められてきた結果、市民の信頼を失ってきたといえるのではないでしょうか。 

市が組織的に政治的活動を行っているとの疑いを市民に与えることがないよう、行政運

営における組織的活動に対する規制を明確に定めるとともに、職員個人に対しても政治的

行為の制限を厳しく課すことが今の大阪市に求められていることであると考えますが、市

長の見解をお伺いします。 

 また、教育公務員については、現行法上、一般職の地方公務員より厳重に政治的行為を

制限されているにもかかわらず、本条例案では、懲戒処分の取扱いが一般職は「免職」、教
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育公務員は「厳格に矯正」となっており、法律の規制と比べてバランスの悪いものとなっ

ております。 

 本条例案において、教育公務員の懲戒処分をより厳しくすべきだと思いますが、市長の

見解をお聞きします。 

 

【がれきの受け入れ】 

次に、がれきの受け入れについてお伺いします。 

大阪市は去る６月の戦略会議で正式に岩手県の震災によるがれきの受け入れを表明しま

した。そして３回にわたり説明会を行い、説明会には市長自ら出席され、受け入れについ

て分かりやすく説明されるとともに、住民からの質問に対しても丁寧に対応されておられ

ました。その市長の姿勢に好印象をもたれた方も多かったと思います。 

その説明会の中で、市長はがれきの受け入れ決定に至った理由として、第一に、「岩手県

の知事から要請があり、がれきが復興の妨げになっていること」、第二に、「がれきは国や

府の専門家によれば十分に安全基準を満たしているとの説明を受けており、大阪で受け入

れても市民の健康に影響はないと考えた」との説明がありました。 

私も説明会にはすべて参加しましたが、困難なときにこそ、お互いに助け合うという気

持ちは全ての参加された方が持っていると思いますが、市長からの情報発信がまだまだ必

要であると考えております。ここで改めて市長の見解をお聞きします。 

 

【生活保護について】 

次に、生活保護についてお聞きします。 

現在、生活保護費をパチンコなどのギャンブルに消費しているとの苦情や不正受給が疑

われるといった声が多く寄せられています。 

不正受給は、市民の不公平感やモラルハザードを招くものであり、絶対に許されるもの

ではなく、不正受給に対しては、徹底して排除する取り組みが極めて重要であり、対策の

強化を行わなければなりません。 

本年４月からは、警察官ＯＢを含む「不正受給調査専任チーム」を全区に設置したとこ

ろでありますが、調査に相当時間を要していると聞いております。 

不正受給の防止、排除へのより有効な対策はないのでしょうか。 

現在、国においては生活保護制度の見直しが検討されておりますが、この間、本市が要

望してきた医療費の一部自己負担や現物給付などが盛り込まれておらず、極めて不十分で

あります。 

生活保護にかかる経費の地方負担分については、地方交付税措置がされているものの多

額の措置不足が見込まれており、もはや、生活保護制度の改革は一刻の猶予も許されない
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状況であります。 

国が制度改革を行わないなら、国から権限をもらったうえで、大阪市として責任をもっ

て実行していくことができるよう、法改正を国に求めていくべきと考えますが、市長の認

識をお伺いします。 

 

【結び】 

これまで、各搬にわたり議論させていただきました。詳細につきましては、今後の各常

任委員会の場で改めてお伺いいたしますが、市長に就任されてからの様々な取り組みにつ

いては、全国的にも大変注目されております。 

全国の各自治体においても財政問題、役所改革、さらには、分権や住民自治のあり方な

ど、様々な課題を抱えております。 

大阪市における改革が全国のさきがけとなっていくことを心から念願し、私の質問を終

わらせていただきます。 

ご清聴、ありがとうございました。 


