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総合区・特別区（新たな大都市制度）に関する意見募集・説明会 

≪住吉区≫ 

 

■日 時：平成２９年１月１９日(木) １８：３０～２０：３３ 

■場 所：住吉区民センター 

 

（司会） 

 大変長らくお待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから総合区・特別

区（新たな大都市制度）に関する意見募集・説明会のほうを開催させていただきます。 

 最初に、本日の出席者をご紹介します。 

 吉村大阪市長です。 

 松井大阪府知事です。 

 吉田住吉区長でございます。 

 続きまして、事務局をご紹介します。 

 手向副首都推進局長です。 

 本日の制度説明を務めます、副首都推進局制度企画担当部長の福岡です。 

 私は、本日司会進行を務めさせていただきます副首都推進局住民対話担当課長の黒田と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 後ほど吉村市長よりご挨拶と説明のほうがございますが、まずは開催に当たりまして副

首都推進局長の手向のほうより本説明会の開催趣旨を申し上げます。 

 

（手向副首都推進局長） 

 ただいまご紹介いただきました副首都推進局の手向でございます。 

 きょうはですね、夜分の開催にもかかわらず、皆様お忙しい中お集まりいただきまして

本当にありがとうございます。 

 総合区・特別区に関する意見募集・説明会ということできょうは開催させていただきま

すが、吉村市長から後ほど、この説明会を開催するに至りました背景ですとか、今の大阪

の改革の必要性といったことについてスライドを用いた説明がございます。私からは簡単

に開催趣旨だけ申し上げたいと思います。 

 今、大阪府と大阪市では、副首都大阪をつくっていくということでそういった取り組み

を進めておりますが、それにふさわしい行政機構というのはどういう形のものが大阪にと

ってふさわしいのか、それから市民の皆様にとってよいのかということを府と市が一体と

なって検討いたしますため、昨年４月に大阪府と大阪市の共同組織として私どものこの副

首都推進局というのが発足しております。そこにおきまして、この大都市制度についても

検討を進めてるところでございます。その中で、この検討を進めていく上で、やはり住民

の皆様から直接ご意見、総合区あるいは特別区、その制度づくりに当たってのご意見をい

ただき、それを今後の制度づくりに反映したいというふうに考え、この説明会を開催する

に至ったものでございます。本日の意見募集・説明会は、これは大阪市があくまで行政と

して開催するものでございます。今の段階で総合区・特別区どちらかの制度を選んでくだ

さいといったり、どちらかの制度がすぐれてるといったことを説明するまでもございませ
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んし、また、行政が行うという開催趣旨からして、後ほどの意見交換の場におきましては、

開催目的にふさわしくないご発言、政治的な発言といったことについては、申しわけござ

いませんがこの場ではお控えいただけるようにお願いしたいと思っております。なかなか

説明は行政用語で難しいところがございますが、丁寧に説明してまいりますのできょうは

どうぞよろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

 

（司会） 

 続きまして、吉田住吉区長よりご挨拶申し上げます。 

 

（吉田住吉区長） 

 住吉区長の吉田康人でございます。皆様には、ご多用中のところご来場くださいまして、

まことにありがとうございます。 

 主催者として一言ご挨拶申し上げます。 

 早速でございますが、区民の皆さんのニーズ、区民生活の実情に合った行政をスピーデ

ィーに行うためには、できるだけ身近なところで区政について実態を把握し、議論をし、

そして決定することが必要です。そこで、大阪市はこれまで、現行の指定都市制度のもと

でさまざまな区政改革を実現してまいりました。最も主要なものは区長、区役所への権限、

財源の移譲でございます。教育、福祉、防災、地域交流などの機能をあわせ持つ区役所及

びその区長の権限と財源を拡大してまいりました。区長への権限、財源を大きくしたから

には、それをチェックする仕組みも強化しなければなりません。区政会議を初め区民参加

により施策の立案や評価もしていただく議論の場の充実は、ここ住吉区でも特に力を入れ

てまいりました。 

 具体的な例を２つ申し上げます。 

 私が住吉区長になりました平成24年当時、皆様ご記憶でいらっしゃいますでしょうか、

この区ではご高齢者の悲しい孤立死が相次ぎました。そこで、区民の皆様方とともに住吉

区独自に始めたのが孤立死ゼロ作戦でございます。その後、ご高齢者の見守り相談事業は

24区役所でも始められることとなりましたが、住吉区では区役所独自の予算を投入いたし

まして、地域福祉と地域防災等を一体とした地域見守り支援システムを構築しつつありま

す。このシステムは住吉区のような地域性がなければ実現はできません。地域活動協議会、

民生委員、町会や自治会、社会福祉協議会、専門家の皆様方には本当に頭の下がる思いで

ございます。 

 もう一つの例は学校図書館です。学校図書館の活性化は私が30歳代のころから取り組ん

できたライフワークです。実は、この敷地の中にある住吉図書館は、24区にある地域図書

館のうち最も多い貸し出し冊数を誇ります。こうした特性を背景に、区役所独自の予算で

司書資格を持つ学校図書館司書の区内小中学校への配置を始めました。その後、学校図書

館のまずは開館を目的に、市の教育委員会が補助員事業を24区役所で始めることになりま

した。住吉区では今、大阪市では唯一、区独自の学校図書館司書と補助員や図書館ボラン

ティアの皆さんとで協力して学校図書館の活性化を前進させているところでございます。 

 以上、住吉区独自の取り組み例を申し上げましたとおり、行政機構のあり方は私たちの
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身近な生活に直結をいたしております。総合区・特別区の双方とも、住民自治のさらなる

拡充を目指す大都市制度です。どうか皆様には日常生活目線で耳を傾けていただければ幸

いでございます。ありがとうございます。 

 

（司会） 

 それでは、本日の説明会の進行につきまして私から簡単にご説明させていただきます。 

 まず、この後、吉村市長より大都市制度改革の必要性についてご説明し、引き続き、お

手元の資料に沿いまして事務局よりご説明いたします。ここまでで約１時間程度を見込ん

でおります。 

 その後、皆様方から説明内容に対するご意見やご質問をお受けいたします。 

 なお、お手元に意見用紙を配布してると思いますけれども、説明会終了後、会場出口付

近で回収いたしますので、こちらにもぜひご意見を記入していただけますようよろしくお

願いいたします。 

 それでは、早速説明に移らせていただきます。 

 吉村市長、よろしくお願いいたします。 

 

（吉村大阪市長） 

 皆さん、こんばんは。市長の吉村でございます。 

 きょうは、本当にですね、１月のこの寒い時期に、そして平日の夜の遅い時間に、この

ように皆さんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。まず感謝申し上げま

す。 

 きょうはですね、政治集会じゃありません。ですので、この制度をやってほしいとか、

こっちを選んでほしいとか、そういうもんじゃないということをまずちょっとご理解いた

だきたいと思います。 

 私のほうからは、なぜこの大阪に改革が必要なのかと、何で今のままやったらあかんの

というところ、そして、じゃどんな制度があるんですかということの概略を皆さんにお伝

えしたいと思います。制度の細かなところは担当の職員、詳しいですから、担当の職員か

ら皆様にお話しさせていただきます。 

 今回、制度ということでちょっとわかりづらいんですけど、できるだけわかりやすくご

説明したいと思ってます。個々の政策だったらわかりやすいんです。住吉区のここをどう

しようかと、待機児童の問題どうするのと、高齢者の孤独死のこの問題どうするのと、そ

ういうのは非常にわかりやすいんです。でも、制度というのは少しわかりにくいんですが、

物すごく大事なんです。というのも、個々の一つ一つの政策というのは、この制度があっ

て、そして制度がその政策を実行しますので、どんな制度になってるのというのは実は非

常に皆さんの住民生活にとって大事なことになります。ですので、私が今、24区回って皆

さんにこの新たな大都市の制度のあり方についてご説明してんのはそういうことなんです。

これからの大阪を考えるときに本当に今のままでいいんでしょうかと。この大阪を豊かに

していくためにどうあるべきなのかというのが問題の僕は本質だと思っています。 

 続きまして、ちょっと振り返りです。 

 一昨年の５月の17日です。このときですね、大阪に大都市制度を実現しましょうという
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ことで、大阪市を５つの特別区に再編するいわゆる住民投票、これを実施しました。目的

は２つ、大きくは２つです。１つは住民自治を拡充する、住民の皆さんの身近なところで

決定できる仕組みをつくっていきましょうよというのが１つ。そしてもう一つが、大阪市

と大阪府の二重行政について、それについて１つにしていこうよ。大阪市も大阪府も大き

な大阪の成長戦略とかそういった広域的な事業をしてるんですけども、それを１つにして

力強く進めていきましょうよという、この２つのことを実現するためにこの特別区を設置

するという案を皆さんにご提案しました。結果は皆さんご承知のとおり、反対が70万票と、

賛成が69万票と１万票の差、0.8ポイントの差ですけれども、反対のほうが多かったとい

うことで、このときの特別区の案ということはバツになりました。ですので今、具体的な

特別区の案があるというわけではありません。 

 ただ、そんな中でも大阪の課題ということについては解決しなきゃいけないよねという

ことで、私も、ここにいます松井知事も、一昨年の11月、選挙において、この大阪の改革

のために特別区を修正するものをもう一回やらせてほしいということを皆さんにお訴えし

たということであります。その後、知事も私も当選させていただいて今に至ってるという

状況です。 

 何が問題なんですかというとこなんですけども、１つはですね、大阪の中で大きく超高

齢化社会というのが進んでいっています。そしてもう一つ、東京一極集中がどんどん進ん

でる、大阪の低迷が激しくなってる、これに対してどうしていくべきなのかと。大阪とい

うのはやはり東西二極の一極を担うような、副首都と言えるような、そんな大阪を実現し

ていくべきじゃないか、これを目指していくべきじゃないかというのが私の価値観です。

そして、じゃそのためにどうするのということですけども、１つは大阪の都市の再生、日

本が成長する、そんな牽引力を持つ大阪にしていこうと。そのためには必要な都市機能を

強化していきましょうと、大阪市と大阪府がそれぞれやってるそういった二重行政につい

ても解消して、大阪というのが力強く物事を決定できる仕組みというのをつくっていかな

きゃいけないんじゃないかというのが一つの問題意識です。そしてもう一つ、高齢化が進

んでる中、人口減少も進んでいきます。そんなときに、当然経済力、知事と一緒にいろん

な、大阪をにぎやかにする、経済を活性化するという政策をやってます。それでどんどん

財源とかパイを増やすということをやってます。ただ、いずれにしろパイというのは限ら

れてる。天からお金は降ってきません。そしたら、その限られた財源、パイを、住民の皆

さんに最適なサービスとして使っていくためにはどうすればいいか、それはやはり皆さん

の身近なところで何をするかを決定できる仕組みというのが必要なんじゃないんですかと、

いわゆる住民自治の拡充ということです。この２つが今の大阪に必要なんじゃないかとい

うふうに思っております。 

 ここからはですね、これ人口の大きな動向です、これはですね、長い目で見てます。こ

れ昭和40年からずっと見てます。1965年からですね、2040年まで長い時間軸で見たもので

す。ここが今現在です。このブルーが東京。この緑が愛知、愛知県。そして赤が大阪府で

す。これ人口がどう動くかというふうなものの傾向なんですが、東京はこういうふうに上

がっていって、下がりますが、それも緩やかですね。大阪は最初にぐっと上がってますが、

やっぱり人口がとまると、高齢化が進んでいくということですね。それで下がっていく、

人口の減というのが非常にカーブがきついということになります。愛知は下がりますが、



 

－5－ 

全体的に見るとこういうふうに上がっていく傾向です。如実なのがこの大阪市内です。こ

のブルーが横浜です。このブルー、ずっと上がっていくという、こういった人口構造であ

り人口の動向です。大阪市の場合もともと非常に多かった、それが右肩に下がっていく、

特にここから如実に下がっていくということが予測されてます。名古屋は下がりますけど

横ばいと。つまり大阪、特に大阪市内において高齢化、そして人口の減少が急激に進んで

くる、そういったことが予測されています。 

 これは経済のシェアの割合です。全国における経済のシェアの割合。これ上が東京都。

これほぼ横ばい。下が愛知県、神奈川県。大阪府について見ると、この当時10％ですけど、

これはやはりずっと下がってきてる傾向にあります。如実なのがやはり大阪市内。これは

長い時間軸で見たグラフです。これは名古屋、そしてこれが横浜です。片や大阪はぐっと

右肩下がりになっていってる。これを上げていかなきゃいけないんですけども、大きな傾

向でいくと大阪市というのは今こういう現状にあると、これまでこういう現状にあるとい

うことです。 

 大企業、資本金１億円以上の大企業はどうなってますか、増えてますか、減ってますか

ということなんですが、こちら東京都、神奈川県は増えてます。大阪府、マイナス259減

ってる。こちらはですね、市町村で見た場合。東京23区、横浜市というのは増えてます。

名古屋市はマイナス89。そして大阪市、これは如実なんですけどマイナス239ということ

で、大阪市内にある大企業がどんどんどんどん減っていってるというのもまた大きな傾向

であります。 

 じゃ、大阪の全体の成長戦略、行政でどういうふうな状況になってんのということです。

これはですね、青の色が濃いければ濃いほど事業所が集積してるという、そういうグラフ

です。これを見ますとですね、こちら大阪の南のほう、これ山合いです、こっちは北のほ

うです、こういったところは事業所がほとんどないですからこういった色が白くなってま

すけど、中心部に行くと非常に濃い青色になってます。これを見ると、この事業所という

のが、いわゆる商業の集積というのが大阪市の枠を超えて外にどんどんどんどん広がって

いるというのが今の現状です。過去の歴史を見れば、大大阪と言われたように大阪市を中

心にして大阪は成長してきました。これはほかの都市と、横浜とかとはちょっと事情が違

うんですけど、大阪市がまさに中心になってこの大阪の成長というのは広がってきたんで

す。これは過去の歴史からも明らかです。ただ、それが現在は、かつては大阪市域内で人

口も含めてとどまってたんですが、どんどんどんどんこれが外に広がってきてるというの

が現在の状況なんです。つまり、この大阪市の中だけで大阪の全体の経済成長、かつては

よかったけれども、今はそこでそれをやったからといって大阪の全体の経済成長に資する

という状況じゃもはやなくなってきてると、これは時代の流れがまさにそんな状況に来て

るということです。片や大阪府はですね、大阪市域外のことについて、大阪市は大阪市域

の中についてやるということで、つまり非常に狭い範囲の中で大きな広域行政について大

阪市と大阪府が二重に重なり合ってやってるというのが今の現状です。大阪府といえば皆

さん広いなと思われるかもわかりませんが、全国の都道府県で見ると物すごい小さい都道

府県が大阪府です。下から２番目に小さい。47都道府県の中で下から２番目に小さいのが

大阪府。そして大阪市を見てみるとですね、政令市というのは全国で20あるんですけど、

大都市と言われる政令市、この政令市の中で面積でいうと大阪市というのは下から４番目
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に小さいのが大阪市。つまり広域的な、大阪の全体の成長、経済の大きな成長を図るとい

う目線で見たときに、非常に小さな大阪府の中に政令市でも小さな大阪市が入っててここ

が二重にやってるというような状況。これを、やはりこれからのことを考えたら大阪全域

で見て、経済の成長に関するような広域行政というのは担っていかなきゃいけないんじゃ

ないんですかというのが、まさに今の時代の要請になってきてると思います。 

 じゃ、その時代において、今、大阪市と大阪府というのは何もやってないんですかと、

府市合わせ（不幸せ）とかつて言われてましたけど、ずっとそれほったらかしなんですか

といえば、そうじゃありません。いや、それはやっぱりおかしいよねということで、前の

橋下市長とそして松井知事の間では、大阪の全体の成長は府と市一体でやっていきましょ

うということの話し合いをして今進めています。ですので大阪の成長戦略、大阪全体をど

う成長していこうか、市も府も関係なくどうやったら大阪全体が成長していくのか。ある

いはグランドデザイン、大阪のまちづくりどうあるべきなのか。あるいは大阪の観光戦略、

これもこれまで府市ばらばらにやってましたけど、今は府と市で大阪観光局というのをつ

くってですね、大阪の全体の観光の誘致、観光のＰＲ、観光戦略というのもやってます。

つい先日もニュースで出てましたけども、アメリカのニューヨーク・タイムズというマス

コミ、メディアでですね、世界に行きたい52の都市の中に大阪が日本の中では入ってる。

京都でも東京でもない大阪が入ってるというような状況です。大阪の観光、外国からの伸

び率も実は日本の中で一番大きな多さ。今、大阪の観光戦略については府市一体で進めて

いっています。災害対策、津波対策なんかについてもそうです。これは、津波の種類は大

和川隔てて、川を隔てて津波の種類は変わりませんので、大阪全体でやっぱりこれは大き

な災害対策についてはやっていこうというので府市一体でやっています。要は、大阪全体

の成長戦略について大阪府市ばらばらにやるのはやっぱりよくないから一体でやっていき

ましょうと、そういう戦略もつくって話し合いで進めてるというのが今の現状です。それ

は今の僕と松井知事とでも進めていっています。 

 これは１つの例なんですけども、道路です。高速道路。成長する都市というのは大体高

速道路というのが決まってます。環状線というのが非常に発達してるのが成長する都市の

基本的な形です。東京はこういうふうに環状線というのができ上がってます。片や大阪と

いうのは第二の経済都市だからそれはよっぽど立派にできてんのかなと。全然それがやっ

ぱり進んでないんですね。環状線というのが市内にあります。阪神高速環状線があります。

ただ、外枠の環状線がないもんですから、例えば港の物流なんかのトラックなんかもです

ね、普通こういう外枠の環状線があるとこういうふうに外枠を通っていろんなとこに、全

国に行ったりするわけですけど、ないから全部市内に入ってきてます。だから常に阿波座

は渋滞です。要はそれによって経済的な損失が非常に大きく発生しています。要は成長す

るまちというのを実現しようというのであれば、きちっとした戦略があればこの環状線と

いうのを、これは東京都、かなり力を入れてやってますけど、こういうものがどんどんで

きてこないとおかしいんです。その必要性は大阪府も大阪市もわかっているんですけど、

これまでできませんでした。例えばここの淀川左岸線の延伸部、これは今まで全然、必要

とされながらもミッシングリンクと言われてきました。ここはですね、豊崎というところ、

北区の豊崎というところからずっと入っていって門真に抜けると。門真から第二京阪、こ

っち側に抜けていけるわけですけども、これについて大阪市だけでやろうとしてもできま
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せん。大阪府だけでもできません。まず大阪市内に入って、そして大阪府へ出ていく。市

と府が同じ方向を向かないとこの道路というのは、同じ協力者でないとできない、そんな

道路です。これはあくまでも一例なんですけども、これまでじゃこれできてたのかと言わ

れると、必要だよねと言われながらも市長と知事が一緒に話をすることすらできないのが

当たり前の時代でしたから、今はこうやって横に座ってる奇跡のような状態になってます

けど、かつては大阪市長と大阪府知事というのは会うことすらしない、できないというの

がこれは事実だったんです。そんな中でこの道路についても当然トップが話し合うことも

ないです、できないという状況でしたが、今はこれはやっぱり要ると、大阪の成長のため

に要るだろうということで知事と僕とで決定もして、そうすると国に対しても当然言えま

すから、国もじゃわかりましたということで事業決定出してですね、これは着実に来年新

年度から進んでいくと。これは一例なんですけども、こういうことが、つまり大阪の全体

の成長というのを考えたときに、やはりこの方法、大阪市中心に成長してきたけれども、

今後、大阪全域で考えれる仕組みというのをつくらないと、これは大阪市民にとっても、

今の市域内の市民にとってもプラスの成長というのは限られてくると、そういうふうに思

っています。これが１つの大阪がこれからどう成長していくのか、そのための制度のあり

方についてです。 

 もう一つが住民自治の拡充です。これは今非常にですね、住民サービスの要請というの

が高まってきてます。これは児童虐待の分ですけども、これが700件ぐらい、今は4,500件

ぐらいの相談件数です。７倍ぐらいになってると。10年で７倍ぐらいに相談件数が増えて

る。住民の皆さんに身近なサービスをいかに的確に行う必要があるかというのが今重要に

なってきています。 

 これは待機児童です。待機児童、これ一口に言ってもですね、実は大阪市内でも必要な

ところ、必要性が高いとことそうじゃないとこと、そういった違いが、地域性があります。

例えば突出してますけど、これ西区。西区は非常に待機児童が多い、このあたりは非常に

待機児童が多いんですね。片や例えば平野区とか西成区、東住吉、住吉もそうですけども、

そんなに待機児童の数というのは多くないです。だからそういったところのエリアによっ

て大阪市内でもやはり住民のニーズ、皆さんのニーズというのはやっぱり違ってきてるで

しょと。そうであれば全て一律というんじゃなくて、住民の皆さんの身近な声が届くよう

な、そういったことを決定できるような仕組みが必要なんじゃないかと、限られたパイを

どううまく使っていくのかという話です。 

 そのために大阪市というのは、適切な果たして規模なのかということなんですが、これ

が269万人、まあ270万人です。市長が１人。これがどのぐらいの規模かというと、広島県

でいくと284万人、京都府で261万人ですから、大体、京都府とか広島県ぐらいが大阪市と

同じぐらいの人口規模ということです。こういった大都市で住民の皆様に身近なサービス

をする上で何が課題になりますかというのは、実は国でもいろいろ議論されてます。下に

書いてあるのが国で答申された内容です。これは大阪市が言ってるわけでも、大阪府が言

ってるわけでもありません。国でこういうことが言われてます。こういった大都市におい

て住民の皆さんに身近なサービスどうあるべきなのかと。比較的、市役所の組織、これが

大都市というのは大規模化する傾向にありますねと、そしてカバーするサービスの範囲、

これも非常に幅広く出てきますねと、結果、個々の住民とは遠くなる傾向がありますね、
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これをどう解決していきますかというのが、今、国でも議論されている。まさに大阪市は、

この270万大都市大阪はですね、この課題があると思っています。一口に政令市といって

も、50万人以上が政令市の一応基準になるんですけど、大阪市というのは政令市ができた

当時から当然政令市ですし、政令市の中でも物すごく人口規模というのは多い。先ほど面

積が狭いと言いましたけども、人口規模で非常に多いのが大阪市の現状です。そんな中で

住民サービスをどう充実させていくのかということだと思います。 

 じゃ今、大阪市は何もしてないのということに関しては、そうではありません。今の制

度の中でできるだけ住民の皆さんの身近なところに決定権を移していこうというので、先

ほど区長の挨拶にもありましたが、区長にできるだけ権限と財源と責任を渡していきまし

ょうというようなことをやってます。それから、区長をですね、局長より上位の、組織上

上位のとこに置きましょうということを今やってます。区長が言われるいろんな施策が展

開できるような、そんなことをしていきましょうというのをやってます。皆さん、区長と

いえば、物すごい区の中のトップですごい大阪市でも偉いんだろうなと思われるかもしれ

ませんが、こういったことの改革をするまでは実はそうじゃなかったんです。大阪市とい

うのがどういう組織になってるかというと、一番まず市長がいると、その下に副市長、特

別職の副市長、３人いるんですけど、その下にそれぞれの局長というのがいます。財政を

やる財政局長、子どものことをやるこども青少年局長、その局長というのが大体20人ぐら

いいます。その下に局長と同じように理事というのが大体70人から80人。その下に部長と

いうのが200人から300人ほどいます。区長というのは実は部長と同じ立場だったんです、

大阪市の中でも。一部北区とか違うとこはあったんですが、基本的に区長というのは部長

扱い。つまり区役所は出先機関だったんです。それはあかんやろうということで、前の橋

下市長のときから区長にできるだけ権限を渡そうということで、住民の皆さんの身近なと

ころで決定できる仕組みをつくっていこうというふうにやっているのが今の現状です。 

 そして、人材についても役所の順回り人事で決めていく、もうそんなんはやめようと。

やる気のある人に手を挙げてもらって、そして能力に合った人を選んでいきましょうとい

うことを今やってます。いわゆる公募というやつです。この公募は、外部、民間の方が手

を挙げることもできますし、内部の職員もこれは手を挙げることができる。つまり外部の

人も内部の人も問わず、手を挙げた区役所をこう変えたいという強い意欲を持った人間に

今区長をやってもらってるということです。かつては順送りです。そして、この区役所の

中においてもいろんな区政会議をつくったりして、できる限り皆さんの意見が反映できる

ような、そんなことをやっていきましょうというのを今やってます。 

 その結果ですね、それぞれの区でいろんな取り組みができてます。先ほど地域の見守り

支援事業ということで区長からもありました、住吉区の独自の取り組みの話がありました。

じゃ、お隣の西成ではどんなことやってるか。プレーパーク事業といって廃校を使って、

廃校を子どもの遊び場がないじゃないかということで、どんなことしてもいいよというの

で廃校を使った遊び場づくりというのを区長がやったりもしてます。それから、天王寺で

あれば子育て支援をするクーポン券であったりとか、いろんなそれぞれの区長が自分たち

の思いの中で事業をできるようなことというのを今進めていってます。 

 教育行政についても、これまでは教育委員会しか入っちゃいけないという話だったんで

すが、これも今大きく変えていまして、私自身も教育委員会ともしっかり入っていけるよ
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うな仕組みになってますし、そして区長もその区において教育行政についていろいろ意見

できるようになってます。例えば学校を使ってですね、学校を使って民間の塾事業者が入

ってきてですね、子どもたちに放課後に教えるようなことができる仕組みもつくったりし

てます。塾代クーポンというのをつくったりして、そういうことが、なかなかお金が厳し

くてもですね、学校で塾を受けれると、そんな取り組みをしてるとこもあります。これま

ではそういったことは教育委員会では絶対あり得なかった話ですが、そういったことも各

区各区で進めていっています。 

 こういった形で、今の制度の中でできる限り区長に権限と財源と渡して、その立場も上

に持ってきて、いろんなことできるようにしましょうよということはやってます。ただ、

これはまだまだ僕は足りないと思ってます。じゃどうするといえば、やっぱり制度自体を

変えていかないと、今のままでは限界があると思います。 

 大阪の将来を考えたときに、豊かな大阪をつくっていくという意味では副首都大阪とい

うのを形成していきましょうと、そのためにどうあるべきなのかということの議論が非常

に今、大阪にとって大事だと思います。そのために副首都推進本部というのを立ち上げて、

知事と私が一緒になってそこで議論を進めていってます。 

 これはちょっといろいろ書いてますけども、例えば１つだけ言いますと、じゃ副首都大

阪って何なのといえばですね、何するのといえば、例えば首都機能の確保です。首都、首

都東京がもしですね、大きな大地震が仮に起きたとして首都機能が失われたときに、じゃ

日本の首都機能ってどこが担うんですかと言われたら、今ないんです。そんな危機管理が

できてない。突き詰めて調べていけばですね、大阪とか札幌とかいろんな大都市にいろい

ろ任せてとかふにゃふにゃと書いてるんですけども、きちっとしたことが立案をされてな

いんです。そうであるならば、やはりこれは、もし東の東京でそういうことが起きれば、

西の大阪で首都機能を確保できるような、そんな大阪という都市を目指していこうよとい

うことが副首都の１つの役割だと思ってますし、そのためにはいろんな副首都として果た

すべき役割というのを今役所でいろんな有識者も交えながら進めていってます。そんな中

の１つとして、じゃそんな副首都であるためには大阪の都市のあり方というのはどうある

べきなのかというので、大都市制度の改革も必要なんじゃないかというそんなことを今進

めていってます。 

 じゃ、どんな制度があるのということなんですけども、大きくは２つです。１つは総合

区という制度。これはどういうことかというと、大阪市は存続します。大阪市存続させた

上で区長、総合区長という、これは新たに法律で認められたんですけど、総合区長にでき

るだけ権限を渡していきましょうということです。そして、もう一つは大阪市と大阪府の

二重行政の解消。これについては、これは大阪市が存続するということになりますから、

これは話し合いです、話し合いで解決していきましょうと。今、僕と松井知事がやってる

ようなことを続けていくべきだという基本的なそういう思想です。 

 もう一つ、これは特別区という制度。これは東京に似たような制度にはなるんですが、

大阪市というものは廃止、行政体としては廃止した上で、特別区に再編します。その特別

区で住民の皆さんが直接選挙で区長を選びます。区議会も選ぶ。そこで住民の皆さんが、

身近なところが決定していきます。そして、大阪市と大阪府のこの二重行政についてはも

う大阪府に一元化させていきます。役割分担を明確にしていくということです。 
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 もう少しだけ詳しく書いてあるんですけども、大阪市の場合、大阪市が残って総合区と

いうのができる。じゃ、自治体のトップは誰ですかといえば大阪市長です。そして区長は

どうやって選ぶのといえば、大阪市議会の同意を得て市長が選びます。特別職ですから副

市長みたいなもんですね。それから教育委員会、これは市に１つということになります。

予算について、区長は市長に対して、こんな予算にしてくださいよというような意見を具

申する権利、これは法律があるんですけども、こういったものが認められるということで

す。 

 そして、片や特別区。これはですね、自治体のトップは誰ですかといえば、これは区長

です、皆さんが選挙で選びますんで。それから教育委員会はどうなるんですか、これは区

に一つ一つ、その区ごとにつくっていきます。区議会もそうです。それから予算の編成、

これは当然区長です、皆さんが選挙で選びますんで。そういったもの、いわゆる１つの独

立した自治体をつくっていくというのがこの特別区ということになります。 

 ちなみに総合区というのは地方自法上の制度でして、一部を区に導入することだけの、

これ法律上は可能ですけども、今回、皆さんにお示しする案については合区を前提にして

ます。なぜかといえば、総合区、一定の権限をここに持ってもらわないと意味がないです

から、一定のまとまり、組織ですからこれが必要になってきますから、一定の組織にして

そこで、皆さんの身近なところで物事が実行できるように、そんな仕組みをつくっていき

ましょうということです。 

 詳しくはですね、これから職員から皆さんにご説明しますが、私が皆さんにお訴えした

いのは、やはりこれからの大阪の成長ということを考えたときに、大阪に課題が何もない

のかといえば僕はそうじゃないと思ってます。大きな課題が２つあって、１つはやはり大

阪市と大阪府の今の二重行政の状態です。非常に狭い範囲で大阪市と大阪府がそれぞれや

ってること、これが果たしてこれからの将来の大阪を考えたときに大阪の成長に資するん

だろうかということです。今は偶然にも僕と知事が同じ方向を向いてますけども、ちょっ

と思い出していただければ、かつて市長と知事が会うことすらできなかったのがこの大阪

の事実ですから、それをどうするのかということです。それから、もう一つは、やはり住

民の皆さんの身近なとこで、これからいろんなニーズが出てくる、財源も限られてくる、

お金も限られてくる、やはり皆さんの身近なとこで物事を決定できる仕組みが必要だと思

います。医療とか教育とか福祉とか、いわゆる住民の皆さんに身近なサービスというのは

やはり身近なとこで動いていかないと、そこは的確な行政サービスということにならない

んじゃないかというふうに思っています。やはりこの２つがですね、大都市大阪の今の大

きな課題だと思ってます。これを解決する必要が、今の皆さんがですね、住民サービスを

豊かにしていくためにも、そしてこれから生まれてくる子どもたちにしっかりとした大阪

を残していくためにも僕は必要なんじゃないかなというふうに思っています。 

 きょうは冒頭申し上げたとおりどちらかの制度を選ぶとかいうもんじゃありません。政

治集会でもありません。こんな制度があるんだなというふうに思ってもらったらいいと思

いますし、何か質問があればどんなことでも構いませんのでお聞きいただけたらなと思い

ます。大阪をよくしたいという思いで皆さんにご説明申し上げてますけども、皆さんもい

ろんな意見があると思いますので、忌憚のないご意見を聞かせていただけたらと思います。

本日は本当にありがとうございます。 
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（司会） 

 続きまして、副首都推進局制度企画担当部長の福岡よりご説明申し上げます。 

 

（福岡副首都推進局制度企画担当部長） 

 制度企画担当部長の福岡です。 

 私からは、お手元のパンフレットに沿って説明いたします。 

 まず、１ページの目次をごらんください。 

 資料の構成は３部からなっています。 

 第１部では大阪における新たな大都市制度について説明いたします。第２部では今回取

りまとめた総合区の概案について、第３部では特別区制度の概要を、今から約30分間説明

いたします。 

 座らせていただきます。 

 では、第１部の「大阪における新たな大都市制度」について、３ページをお開きくださ

い。 

 先ほどの市長の説明との重複もありますが、大都市の現状・課題をごらんください。大

阪市や横浜市などの大都市では、「住民意思の的確な反映（住民自治の拡充）」と「効率

的・効果的な行政体制の整備（二重行政の解消）」といった課題があると言われています。 

 詳しく申しますと、１つ目の住民自治の拡充について、大阪市は非常に幅広い行政サー

ビスを提供しているため、市役所の組織が大きくなり、個々の住民の皆さんから見れば役

所との距離が遠くなる傾向にあります。 

 ２つ目の二重行政の解消について、大阪の場合でいいますと、政令指定都市の大阪市と

都道府県の大阪府がそれぞれ同じような仕事をしている分野があり、重複によって問題が

生じているとされています。 

 これらの課題を解決するために、その下、国において法律が整備されました。 

 １つは、左側、「総合区の設置」であり、政令指定都市すなわち大阪市を残したまま、

今皆さんがお住まいの区、行政区にかえて総合区を設置し、都市内分権とありますが、区

長や区役所の権限を強化し、住民自治の拡充を図るものです。 

 もう一つは、右側の「特別区の設置」です。法律の名前の下に「○特別区の設置」とあ

りますが、政令指定都市大阪市を廃止して複数の特別区を設置し、特別区ごとに選挙で選

ばれた公選区長と区議会が置かれ、それぞれが１つの自治体として運営されます。 

 その下の枠に、こうした状況の中で大阪府と大阪市が取り組んだ改革として、１つ目の

丸、特別区の設置により住民自治を拡充とあります。これは、大阪市を廃止し、５つの特

別区を設置するものでしたが、さらにその下の四角、平成27年５月の住民投票で特別区の

設置は反対多数となりました。しかしながら、大阪が抱える課題は依然残されたままであ

り、それらを解決するため引き続きたゆまぬ取り組みが必要になってきます。 

 次の４ページ、大阪が抱える課題解決に向けてから５ページについては、市長の説明と

重なるため省略いたしますが、大阪の長期低落、人口減少・超高齢社会などの課題に取り

組む必要があることを示しています。 

 さらにめくっていただいて、７ページの総合区制度、８ページの特別区制度については、
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この後それぞれの制度の中で詳しく説明いたします。 

 なお、７ページの一番下に一口メモとあります。ご参考として、ところどころに用語の

説明をつけております。 

 以上が第１部の説明です。 

 続きまして、第２部「大阪における総合区の概案」を説明いたします。 

 10ページをお開きください。 

 初めに、真ん中の点線内の「概案の位置づけ」ですが、これから説明する総合区制度の

概案は「大阪市としてこれでいきたい」と固めた案ではなく、皆さんからご意見をいただ

くための素材としてまとめたものです。今後、この意見募集・説明会を通じて皆さんから

ご意見をいただきつつ、市会でのご議論を踏まえ総合区の案を取りまとめてまいります。 

 では、11ページをお開きください。 

 まず、総合区制度の概要についてです。丸の１つ目、総合区制度は、政令指定都市にお

いて、住民自治を拡充するため、現在の行政区長の権限を強化した制度です。 

 次に、少し飛んで中段の（２）法律上の制度比較をごらんください。表の左側が、通常、

行政区と呼ばれる今の区の制度です。右側が今回新たに検討している総合区制度です。 

 表の１段目「自治体の位置づけ」、２段目「区の位置づけ」に示すように、どちらも政

令指定都市としての大阪市の位置づけや権限は変わらず、行政区も総合区も市の内部組織

になります。 

 今の区と総合区の主な違いは３段目の区長で、左側の今の区長は一般職の公務員ですが、

右側の総合区長は議会の同意を得て市長が選ぶ特別職の公務員となります。 

 次に、総合区長の「主な事務」は、地方自治法で、総合区の政策・企画の立案、総合区

のまちづくりなどの事務のほか、条例─これは大阪市が定める法律のようなものですが

─条例で定める仕事となります。これらは、市長にかわって市を代表する区長の判断と

責任で進められます。 

 さらに、その下の段、総合区長には区役所職員の任免権、すなわち人事権や予算編成の

際、市長に意見を述べる権限、予算意見具申権が法律で認められています。 

 また、総合区の区長は、住民によるリコール、すなわち解職もできます。 

 なお、総合区の制度は、大阪市の今の24区のままで、あるいは全ての区ではなく一部の

区のみに導入も可能ですが、今回お示しする総合区の概案では合区をした上で全ての区を

総合区にする前提としています。 

 以上が総合区制度の概要です。 

 次に、12ページをごらんください。 

 総合区設置の意義、効果及び課題を説明します。 

 総合区の意義は、地域の実情に応じた行政サービスをより身近な区役所で行うことです。

ただし、予算編成や条例提案など市全体に関する事項は、引き続き市長がマネジメントし

ます。 

 その下に、総合区の設置により、局と総合区の事務がどう変わるのかを図で示していま

すが、後ほど具体例で説明します。 

 次に、総合区設置で期待される効果と課題について、その下の枠をごらんください。 

 左側、効果としては、地域の実情に応じたよりきめ細かい行政サービスの実現とありま
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すが、１つ目の丸、住民の皆さんの声をより直接的に反映することや、２つ目の丸、意思

決定が迅速になることで、より迅速、適切なサービスの実現などが期待できると考えられ

ます。 

 一方、その右の課題については、効率性の確保として、１つ目の丸、現在、中之島など

の局１カ所で実施している仕事を複数の総合区に分散することで、職員数の増加が見込ま

れるとともに、その下の丸、専門職員やノウハウの確保が各区ごとに必要となり、いかに

効率性や専門性を確保するかが課題となります。 

 このように、総合区の導入に際しては、一番下の網かけですが、総合区役所の事務の拡

充が図られる反面、効率性・専門性の確保という課題があり、双方の観点からバランスよ

く検討する必要があります。 

 次に、13ページをお開きください。 

 総合区のイメージを持っていただくための案、概案の作成に当たっての考え方を説明し

ます。 

 ページの中段、「事務レベル（案）」をごらんください。 

 総合区が担う仕事についてはさまざまなレベルが考えられますが、今回の概案ではＡ案

からＣ案の３つを設定しました。 

 Ａ案（現行事務＋限定事務）は、その右、現在の区役所事務に加え一般市並みの事務と

ありますが、今の大阪市役所の局、例えば福祉局や建設局などの仕事のうち、住民に身近

な仕事に限定して総合区に移すものです。 

 Ｂ案（一般市並み事務）は、守口市や松原市などの一般市が提供している仕事を基本に

総合区が事務を担います。 

 Ｃ案（中核市並み事務）の場合は、一般市よりも広い範囲の行政サービスを提供する中

核市、例えば東大阪市や高槻市などが提供している仕事を基本に総合区が事務を行います。 

 わかりやすくいうと、Ａ案よりもＢ案、Ｂ案よりもＣ案のほうが総合区の事務が増えま

す。 

 ただし、表の下の米印のとおり、いずれの案も市全体を見渡して実施すべき事務、詳し

くは次のページで説明しますが、これらは総合区に移さず、引き続き市長が判断する仕事

として局に残ります。これは、先ほど区の位置づけで触れたように、総合区はあくまで大

阪市という自治体の内部組織であり、独立した自治体ではないためです。 

 次に、一番下の「区数（案）」です。総合区の検討に当たって、現在の24区を合区した

３つのパターンをお示ししております。大阪市の平成47年の将来推計人口が約228万人と

見込まれておりますので、１区当たり45万人、30万人、20万人程度と設定して、それぞれ

５区、８区、11区としています。 

 ここで補足ですが、総合区の導入に当たって必ず合区をしなければならないわけではあ

りません。しかし、区役所が提供するサービスを充実させるほど区役所ごとに必要な職員

数の増加が見込まれ、24区のまま各区役所の体制を大きくすることは職員の確保やコスト

の面で難しいことから、今回の概案では現在の24区を合区する案としています。なお、具

体的な区割りは今後検討いたします。 

 以上が総合区の概案の作成に当たっての考え方です。 

 次に、14ページをごらんください。 
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 事務分担ですが、総合区では区役所が行う事務を今よりも増やします。 

 真ん中の「局と総合区の事務の分担」をごらんください。現行の大阪市の仕事は、局の

事務と行政区の事務、すなわち区役所の事務に分けられます。総合区が設置されますと、

現在局で実施中の事務は、①引き続き局で実施するものと、②局から総合区へ移管するも

のに分かれます。具体的にはその下の表をごらんください。 

 「①局で実施」とは、総合区設置後も、引き続き中之島の本庁などの局が実施する事務

であり、例として、表の右側、１つの自治体、大阪市として実施する事務、例えば条例や

予算などの仕事、市域全体の観点から実施すべき事務、例えば成長戦略や広域的な交通基

盤の整備、住民サービスの統一性・一体性が求められる事務、国民健康保険などの事務が

あります。 

 その下の段、「②局から総合区へ移管」は、局の仕事のうち住民に身近な行政サービス

を総合区に移すものですが、上記の事務レベル案に沿ってＡからＣの３つの案を作成しま

した。詳しくは後ほど説明いたします。 

 一番下の段、「③総合区で実施」ですが、現在、区役所及び保健福祉センターで実施し

ている仕事は、そのまま総合区で実施します。 

 事務分担について繰り返しますと、総合区へは現在の局の仕事のうち住民に身近な仕事

を中心に移します。ただし、大阪市という１つの自治体として、また市全体の観点で行う

仕事などは引き続き局で実施します。また、総合区へ移す事務の量によりＡ、Ｂ、Ｃの３

つの案を設定し、Ａ案よりもＢ案、Ｂ案よりもＣ案のほうが区役所に移す事務が多くなり

ます。 

 次に、15ページ、職員体制をお開きください。 

 ここでは、総合区の事務の増加や合区による職員数の増減の試算をお示しします。職員

数の増減イメージとありますが、基本的に総合区に事務を多く移すほど職員数は増えます。

また、区の数が多いほど職員数も増えます。こうした増減は、ページ一番下の「③総合区

移行時の職員数の変化の試算結果」に示しています。表をごらんください。 

 Ａ案では、５区、８区、11区のいずれの場合でも黒い三角の数字、これは職員数の減少

を示しています。Ｂ案では、５区の場合は黒い三角で減少、８区の場合はほぼ変わらず、

11区の場合は増加し、Ｃ案では、いずれの場合も職員数が増える結果となっています。な

お、こうした職員数の増減は、一番下の米印、一定の仮定のもとでの試算であり、確定し

た数字ではありません。 

 職員体制を簡単に繰り返しますと、Ａ案からＢ案、Ｃ案になるにつれ、すなわち区役所

の仕事が多くなるほど職員数は増えます。また、区の数が５区から８区、11区と増えるほ

ど職員数は増えます。 

 次に、16ページをごらんください。 

 ここでは、３つの事務レベル（案）ごとに、きめ細かい行政サービスの提供と、できる

だけ職員数を増やさない行政の効率性という視点で区の規模を検証した結果、今回お示し

する総合区の概案は、真ん中の表の、職員数を線で囲っていますが、Ａ案は８区と11区、

Ｂ案は５区と８区、Ｃ案では５区としています。 

 では、それぞれ詳しく説明いたします。 

 17ページをお開きください。 
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 まず、Ａ案の総合区の場合、区の数は８区か11区、その場合はおおむね現行の職員数の

範囲内で設置が可能と見込まれます。 

 次に、その下の総合区の事務内容をごらんください。子ども、福祉、健康・保健などの

分野別に区役所に移す事務を示しています。なお、それぞれの枠内で点線で囲んでいるの

は現在の区役所の事務です。Ａ案の総合区では、例えば子どもの分野では、保育・子育て

支援として現在局が実施中の児童いきいき放課後事業が総合区長の責任で行われることに

なります。また、まちづくり・都市基盤整備の分野では、道路・公園を維持管理する工営

所や公園事務所の業務を総合区へ移管します。 

 では、Ａ案の総合区で何が変わるのか、期待される効果について18ページに３つの事例

をお示ししておりますが、その一部について、前のスクリーンをごらんください。総合区

で変わること、例、道路の日常管理、放置自転車対策です。現在、皆さんからのご要望、

例えば道路の穴の補修や放置自転車の撤去は、区役所とは別組織の建設局の工営所が行っ

ています。図の右側をごらんください。これらが総合区の仕事となることで、ご要望に対

し直接、総合区長の判断で、例えば放置自転車の撤去回数の見直しなどが、より迅速かつ

きめ細かく対応可能となります。なお、一番下に記載のとおり、総合区になっても予算の

編成や条例などは引き続き市長が市全体を見据えて判断いたします。 

 では、資料に戻り、19ページをお開きください。 

 次に、Ｂ案の総合区ですが、区の数が５区か８区、その場合はおおむね現行の職員数か

ら一定の範囲内で設置が見込まれます。 

 総合区の主な事務内容として、Ｂ案で新たに加わる仕事には白い星印をつけています。

例えば子どもの分野では、保育・子育て支援として市立保育所の運営、民間保育所の設置

認可です。また、その下、福祉の分野では、老人福祉センターの管理運営を総合区へ移管

します。 

 Ｂ案の総合区で期待される効果について20ページに３つの具体例を示していますが、再

び前のスクリーンをごらんください。こども・子育て支援施策の例です。大阪市では、待

機児童の解消を最重要施策に掲げて認可保育所の整備などに取り組んでいます。認可保育

所の設置のフローのとおり、現在は、中ほどの②地域調整、具体的には、認可保育所の場

所の決定は区長の仕事ですが、③事業者の募集・決定は市長の仕事となっています。図の

右側、総合区になりますと、②地域調整から③事業者の募集・決定までが一元的に区長の

仕事となることで、例えば保育所を早期に、あるいは効果的に開設することが期待されま

す。 

 もう一度、資料に戻り、21ページをお開きください。 

 Ｃ案の総合区では、区の数は５区であり、職員数は現行から一定の増員が必要と見込ま

れます。 

 総合区の主な事務内容について、Ｃ案で新たに加わる仕事は、黒い星印、例えば子ども

の分野では、児童虐待対策としてこども相談センターの運営があります。一番下の健康・

保健の分野では、保健所の業務を総合区へ移します。 

 Ｃ案の総合区で期待される効果ですが、もう一度、前のスクリーンをごらんください。

３つの具体例から、こども相談センターです。こども相談センターでは、子どもを虐待か

ら守るため皆さんからの児童虐待の通告・相談を24時間365日体制で受け付けていますが、



 

－16－ 

対応が必要な事案はこども相談センターとは別組織の区役所の保健福祉センターと連携し

て取り組んでいます。図の右側、総合区になりますと、保健福祉センターとこども相談セ

ンターが同じ区役所の組織となり、両者の連携が一層密になることで虐待のサインを早期

にキャッチし、より適切な対応が期待されます。 

 以上が今回お示しする総合区の３つの概案の説明です。 

 何度も恐縮ですが、資料に戻って23ページをお開きください。 

 今後の検討事項を説明します。 

 まず、１つ目の二重丸「総合区の名称及び区域（区割り）、総合区の事務所の位置」で

す。今回の概案では、現在の24区を５区、８区、11区にする案を示しましたが、区の名称

を初め、どのエリアで合区して総合区を設置するのか、総合区役所をどこに置くのかにつ

いても今後検討していきます。 

 なお、米印ですが、合区に際して現在の24区役所及び保健福祉センターは総合区役所の

支所として位置づけ、窓口業務を継続することとしています。 

 以下、総合区の設置に伴うコスト、例えば職員体制や庁舎、システムなどの整備に係る

費用や、市長の所管事項である予算の仕組みに係る総合区長の権限についても、今後、具

体的に検討していきます。 

 その下、11、総合区（案）の取りまとめに向けては、意見募集・説明会でのご意見や市

会でのご議論を踏まえて、最終的に１つの案を取りまとめてまいります。この最終的な案

というのは、今回お示しした３案から選ぶのではなく、皆さんからのさまざまなご意見な

どを踏まえ、事務の範囲や区の数などを検討してまいります。 

 なお、24ページには、ご参考として引き続き局で実施する事務の内容例を、続く25ペー

ジから28ページにかけては、局と総合区の事務分担の詳細を一覧表にしております。さら

にめくっていただいた29ページですが、ほかの政令指定都市と大阪市の区の人口と面積に

関する参考資料を添付しております。 

 以上が第２部の説明です。 

 では、引き続き、第３部「特別区制度」をご説明します。 

 30ページをごらんください。 

 はじめに「ご留意いただきたいこと」ですが、この資料は特別区制度についてご意見を

いただくために作成したものです。旧特別区設置協定書は、平成27年５月の住民投票で反

対多数となったため、現時点での具体的な特別区の制度案はありません。これから、特別

区の制度案づくりにおいて、どのような事項を決めていく必要があるのかのイメージを皆

さんに持っていただけるよう、参考資料として旧特別区設置協定書や平成27年４月の住民

説明会パンフレットなどの考え方をお示ししており、今後、皆さんからのご意見を踏まえ、

改めて制度案の検討を進めていくことになります。 

 では、31ページをお開きください。 

 まず、特別区制度の概要ですが、特別区とは、一般の市町村と同じように、みずから税

金を徴収し、予算を編成する基礎自治体であり、選挙で選ばれる区長・区議会が置かれ、

区長が住民に身近な施策を行います。 

 次に、「（１）特別区設置法の制定」をごらんください。現在、特別区は東京都にのみ

23区が設置されていますが、この法律が制定され、大阪市のように人口200万人以上の政
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令指定都市を含む区域で、政令指定都市などを廃止して特別区の設置が可能となりました。 

 次に、「（２）法律上の制度比較」をごらんください。表の左側が、大阪市などの政令

指定都市の制度です。右側が、東京の新宿区や渋谷区などの特別区制度です。 

 表の２から３段目をごらんください。自治体の首長は、政令指定都市は市全体で１人の

市長、一方で、それぞれが独立した地方自治体である特別区は各区ごとに区長が選挙で選

ばれます。議会について、政令指定都市は市全体で市議会がある、特別区では区ごとに区

議会が置かれます。 

 ４段目、「主な事務」として、政令指定都市も特別区もともに一般的な市町村の事務を

行いますが、政令指定都市は市町村の仕事に加えて都道府県の仕事も一部行います。一方、

特別区は、市町村の仕事のうち上下水道、消防などは大都市行政の統一性を確保するため

都が一体的に行っていきます。 

 次に、「課税権」ですが、右側の特別区は、一般的な市町村税のうち、法人市民税や固

定資産税などは都が一旦課税・徴収し、その下、それらを活用して都や各特別区の間で財

政調整を行い、必要な金額を配分します。 

 次に、32ページをごらんください。 

 真ん中のイメージ図は、特別区が設置された場合に、現在の大阪市と大阪府の仕事が、

新たに設置される特別区と大阪府にどのように分かれるのかをお示ししています。図の左

側をごらんください。今の大阪市では、基礎自治機能、具体的には保育や小中学校の運営

などの住民に身近なサービスに加えて、広域機能、例えば産業振興や広域的なインフラ整

備などの仕事もしています。一方、大阪府も大阪市と同様に広域的な仕事をしています。

大阪では、この広域機能を大阪市と大阪府の両方が担っていることから、いわゆる二重行

政の問題が指摘されています。特別区が設置されると、図の右側、大阪市は廃止され、保

育や小中学校の運営など基礎自治体の役割は各特別区が担当し、産業振興や広域的なイン

フラ整備などの広域的な仕事は大阪府が一元的に担当することになります。 

 次に、33ページをお開きください。 

 特別区の制度案について、どのような事項を検討し、決める必要があるのかと、特別区

設置までの手続をお示ししています。 

 まず、（１）、特別区を設置するエリアの関係自治体、すなわち大阪府・大阪市の両議

会の議決を経て、特別区を設置するための特別区設置協議会を設置する必要があります。 

 次に、（２）、その協議会において、右下の太線内に示す特別区の設置の日や特別区の

名称及び区域など、法律で定められた８項目について特別区設置協定書を作成する必要が

あります。 

 その後、（３）、協定書について関係自治体の議会で承認が得られれば、（４）、特別

区設置に係る住民投票が行われ、過半数の賛成があれば、（５）、総務大臣の決定によっ

て特別区の設置となります。 

 以上が特別区制度についての説明です。 

 次に、特別区に関して皆さんからご意見をいただくに当たり、その参考となるよう、平

成27年５月の住民投票で反対多数となった旧特別区設置協定書などの考え方を説明いたし

ます。 

 35ページの参考資料をお開きください。 
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 まず、「（１）特別区の名称・区域、本庁舎の位置、議員定数」について、地図の下の

表をごらんください。旧協定書では、大阪市を廃止して、北区、湾岸区、東区、南区、中

央区の５つの特別区を設置するとしていました。それぞれの区のエリアは、右の欄、「特

別区の区域」に記載のとおりでした。各区の議員の定数は、「特別区議会議員の定数」の

欄に示すように、現在の大阪市会の議員定数86人を各特別区議会に割り振っていました。

また、各区の本庁舎、つまり特別区役所の位置は、上の地図をごらんください、吹き出し

に区の名称とともに本庁舎の所在地、例えば中央区の本庁舎の位置は現在の西成区役所と

しておりました。 

 ページ下の備考欄をごらんください。 

 「①窓口業務」については、特別区になっても、現在、24区役所などで実施している事

務は引き続き現在の区役所などで行うこととし、「②町名」については、特別区の設置が

決まった後に皆さんのご意見を聞いて決定する予定でした。 

 次に、36ページをごらんください。 

 先ほどの項目につきまして、平成27年実施の住民説明会での質問票への回答を引用し、

当時の考え方をお示ししております。 

 まず、区の名称は、区域を包括し、シンプルでわかりやすい方角・位置を基本とすると

ともに、ベイエリア地域は湾岸区としたこと。次に、区域については、平成47年の将来推

計人口や過去の分区・合区の経過などをもとに、行政運営の効率性や長期財政推計の結果

を考慮して５区案としたこと。さらに、その下、本庁舎の位置については、住民からの近

接性・交通の利便性などを基本としながら決定したこと。最後に、議員定数については、

議会のコストを増やさない趣旨から、大阪市会の議員定数86人を５つの区に割り振ったこ

となどをお示ししております。一番下の網かけは、この項目に関して、当時、住民説明会

でいただいた主な質問・ご意見です。このあとの各項目ごとに当時の主な質問・意見を同

様にお示ししています。 

 次に、37ページをお開きください。 

 「（２）特別区と大阪府の事務分担」について、真ん中の表、「事務の分担（イメー

ジ）」をごらんください。今の大阪市は、左側の欄、住民に身近な仕事として戸籍、住民

基本台帳、保育などを、また、その下の広域的な仕事として、成長戦略や博物館、広域的

なまちづくりなども行っています。特別区が設置された場合は、右側の図、特別区は住民

に身近な仕事を、図の下側の大阪府は広域的な仕事として大阪全体の成長、都市の発展な

どにかかわる事務を担当するなど、役割を明確化するとしていました。 

 次に、38ページをごらんください。 

 「（３）一部事務組合」とは、複数の自治体が連携して効果的・効率的に仕事を行うた

めの仕組みです。旧協定書では、専門性の確保が特に必要なもの、サービスの実施に当た

り公平性・効率性の確保が特に必要な仕事、例えば国民健康保険事業などについて、５つ

の特別区が一部事務組合などをつくって連携して行うとしていました。 

 次に、「（４）職員の移管（特別区の職員体制）」ですが、黒ちょぼの１行目に近隣中

核市５市をモデルとあります。米印をごらんください。これは大阪都市圏で30万人以上の

人口を有する豊中市や高槻市、東大阪市などの５市であり、これらの職員数をモデルに各

特別区の職員体制を整えた上で、広域的な仕事の大阪府への一元化に伴い必要となる職員
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を大阪市から大阪府へ移管するとしていました。 

 次に、39ページをお開きください。 

 「（５）税源の配分・財政の調整」につきましては、１つ目のひし形、各特別区で必要

なサービスを提供できる財源、すなわちお金を確保し、各特別区の税収に大きな格差が出

た場合の調整方法をお示ししていました。真ん中のイメージ図では、現在、大阪市で課

税・徴収している税金を特別区と大阪府に分け、法人市民税や固定資産税など大阪府が課

税・徴収する５つの税金は、大阪府で特別会計という別の財布で管理して、特別区と大阪

府の仕事に応じて配分するとともに、各特別区の税収の格差を是正するため活用するとい

うことを示していました。 

 次に、40ページをごらんください。 

 「（６）大阪市の財産と債務の取扱い」については、特別区の設置によって皆さんが日

ごろ利用している施設や大阪市が持つ株式などの財産や市債の返済がどうなるのかを示し

ていました。①の財産ですが、１つ目のひし形、学校や公園など住民サービスを進める上

で必要な財産は、仕事の分担に応じて特別区と大阪府がそれぞれ引き継ぐとしていました。

また、２つ目のひし形、株式や大阪市が積み立ててきた基金は、大阪府が引き継いだ仕事

に密接に関係するものを除き特別区に引き継ぐとしていました。②の債務ですが、２つ目

のひし形、大阪市で既に発行した大阪市債いわゆる借金は大阪府が引き継ぎ、その返済費

用は特別区と大阪府が仕事の分担に応じて負担としていました。 

 その下の「（７）大阪府・特別区協議会」については、２つ目のひし形、特別区の仕事

に必要な財源の確保や大阪府が引き継いだ財産の取り扱いなどについて、大阪府と特別区

が対等な立場で協議調整し、その下、協議が調わない場合には第三者機関が円滑な調整を

図るとしていました。 

 最後の（８）は、特別区設置全般にかかわる当時の主な質問・意見です。 

 以上が旧協定書に基づく内容です。 

 特別区につきましては、現時点での具体的な制度案はありません。皆さんからいただく

ご意見を踏まえ、今後、検討してまいります。 

 なお、41ページには、参考資料として旧協定書における特別区のイメージ図を、また、

42ページに記載のとおり、平成27年の住民説明会での全ての質問と意見は大阪市のホーム

ページで現在もごらんいただくことができます。 

 説明が長くなりましたが、以上でございます。ありがとうございました。 

 

（司会） 

 ありがとうございます。 

 以上で説明のほうは終了いたしました。これより、お時間が許す限り皆様方からご意見、

ご質問をお受けしたいと思います。冒頭お願いいたしましたけれども、ご意見、ご質問に

関しましては、総合区制度、特別区制度と関係のないものや、政治的なご主張といった開

催趣旨にそぐわないご発言につきましてはご遠慮いただきますようお願いいたします。も

しそういった場合のご意見、ご質問とこちらが判断した場合は、まことに失礼でございま

すが、その時点で打ち切らせていただく場合もございますので、ご容赦賜りますようよろ

しくお願いいたします。 
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 それではまず最初に、ただいまの説明に対するご質問のほうからお受けしたいと思いま

すが、ご意見につきましてはその後お伺いさせていただきますので、ご了承願います。 

 ご質問がございましたら、その場で手を挙げていただきましたら私のほうで指名させて

いただきます。お座席のほうまで担当のほうがマイクをお持ちいたしますので、必ずマイ

クを通してご発言ください。また、できるだけ多くの方のご意見、ご質問をお受けしたい

と思いますので、質問、ご意見は発言機会１回につき１つとし、簡潔にご発言くださいま

すようお願いいたします。また、司会者からの依頼がございましたらマイクをお返しいた

だけますようご協力のほうをお願いいたします。また、司会者の指名を受けていない方の

ご発言あるいはやじなど進行上支障となる行為、他の参加者への迷惑となる行為はご遠慮

くださいますようお願いします。 

 それでは、まずはご質問のある方、挙手のほうをお願いいたします。 

 そういたしましたら、右ブロックの前列の４番目の方ですか。マイクのほうをお持ちし

ますので。 

 

（市民） 

 質問いたします。 

 いろいろと説明いただきました。本当に細かなところまで初めて聞くことがたくさんあ

りました。やっぱり制度をいじるというのは大変なもんだということを改めて感じました。

余計それだけにですね、この問題については慎重にやっぱり議論を進めてほしいというふ

うに率直に思いますので質問するんですけども、吉村市長さんあたりが言ってるのは、来

年秋にはこのことで住民投票されるとおっしゃってますね。さらに、記者会見などでおっ

しゃってるのは、とりあえず総合区を採用していずれは特別区にするというふうに、そう

いうステップを考えてるんだと。つまり、一旦は総合区にして、やがて大阪市を廃止する、

大阪府に一元化するという、そういう道筋を考えておられるということなんですけども、

来年の秋に投票してこの流れを決めてしまうということについて言うと、きょうの話を聞

く分について言うと、とても大変なことだと思うんですよ。住民の皆さんがこんなことを

理解するって並大抵じゃありません。ですから、やっぱり私は時間をかけてね、議論して

いただきたいというふうに思います。私も少し調べてみましたら、270万を抱える大阪、

大都市がどうあるべきかということは当然大きな課題です。私たちも考えるべきだと思っ

ています。そして、昭和31年に初めて政令指定都市に大阪市がなって以来ですね、左藤知

事以来、磯村市長に至るまで、大都市のあり方はどうあるかということをずっと検討して

きたということの紹介がありまして、そして結局多くの意見があって意見がまとまらずに、

具体化されないままに今日に来たという経過があるんだということも知りまして、やっぱ

り制度については多くの市民の声がたくさんあるわけですから、１つにまとめていくとい

うのは並大抵やないと思うんですね。ましてやこういう組織いじりですから、もっともっ

と市民の皆さんの討論と理解がないと、やっぱりそんな簡単にいじくられちゃ困るという

ふうに私は思うんです。しかもですね、20ある政令指定都市の中でこういったことを検討

しているのは大阪市と新潟と名古屋ですか、３つだけだと。ほかのところの都市は、こう

いう制度をいじってもメリットがないと、やっぱり問題があればお互いに話し合ってね、

事を進めたら解決するはずだとおっしゃってますし、私が知るところでは、関西の都府県



 

－21－ 

の中でもね、総合的な広域の行政をどう進めようかということでは、関西広域連合という

のをつくられましてね、そこに大阪市も大阪府も入っておられるわけです。そこで関西圏

におけるいろんな行政の調整をされてるわけなんです。 

 

（司会） 

 ちょっとまとめて…… 

 

（市民） 

 はい。そういうことも含めて解決の道はあると思うし、やっぱり市民の声をどう反映す

るかということが一番行政にとって大事なことですから、こういう組織いじりをそう簡単

に急いで、来年秋に住民投票ですなんてことはしないでほしいと思いますのでね、その点

の今後の進め方についても質問しておきたいと思いますんで、ぜひお答えください、お願

いいたします。 

 

（司会） 

 ありがとうございます。 

 

（吉村大阪市長） 

 これまでの大阪市、大阪府の課題があるとおっしゃいまして、これまでいろんな随分前

から議論されてきたというとこなんですけど、そんな中で市民の皆さんの声を聞いてです

ね、進めていくというのは非常に大事なことだと思ってます。ちょっと考えていただきた

いんですが、かつてね、じゃこうやって市民の皆さんと市長と知事と一緒になってこうい

った議論をする機会ってあったんでしょうかと。なかったと思うんですね。本気でやった

のあるのかと。そうじゃないと思ってる。今回も僕がちょっと出てぽっとやってるわけじ

ゃなくて、やはりその問題意識というのは昔からあり、そして橋下市長と松井知事の代か

ら議会でもいろんな協議会というのをつくってずっとこれ議論を重ねてきたんです。もち

ろん否決されました。一昨年の５月17日、１つの一定の答えが出て、そして否決というこ

とになりました。その前からずっと議論を重ねてきてるんです。ですんで、もちろんじっ

くりと話し合って進めていくことは大事だと思ってます。だからこういった会もしてるわ

けですし、当然、議会でも話もする、また役所でもいろんな話をしながら進めていってる

というのが現状です。ですんで、ぽっと出てぽっと決める、そんなつもりは全然ありませ

ん。ちょっと誤解があるのは、とりあえず総合区をして、そして来年の秋に特別区をする

という話でしたけど、とりあえず総合区を導入するということはちょっと誤解があるのか

もしれません。僕はそういう考えじゃないですから。僕の考えは、やはり今のままの制度

じゃだめだろうというのが問題意識として持ってます。ですので、特別区の最もいい案を

つくっていきたい、そして総合区についても最もいいと思われる案をつくっていきたいと。

この２つの案をしっかりつくってですね、最後は住民の皆さんにやっぱり判断していただ

きたいというのが僕の考え方なんです。今回のこの説明会も、その一連の中の説明会とい

うふうに認識してます。スケジュール感でいえばですね、特別区について、これはまだ法

定協議会というのが立ち上がらないと話し合いもできないんですけど、具体的な案をつく
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っていくということができないんですけども、法定協議会というのが立ち上がれば、先ほ

どちょっと今も話にありましたが、具体的な話も詰めていって、１年間かけてしっかりと

案を詰めていく、１年強かかるかもわかりませんが、案をつくっていって、そして手続と

しては、それぞれ市議会、府議会、オーケーが出ないとこれは皆さんに聞くことすら、住

民投票にかけることすらできません。国の総務省の大臣の判こもなければかけることもで

きないですけども、そういった手続をしっかり踏んだ上で、最後、住民の皆さんに判断い

ただきたいと思ってます。ですので、先に総合区を導入して総合区で動かして、そしてま

たすぐに住民投票しよう、そういうふうに考えてるわけじゃない。それぞれのベストの案

をつくって、住民の皆さんに最後ご判断をいただきたいというのが僕の考え方です。 

 

（市民） 

 来年の秋に住民投票はするんでしょうか。ごめん、同じ。 

 

（吉村大阪市長） 

 来年の秋、今申し上げてるのは、ですので来年の秋にですね、皆さんにしっかりとさっ

き言った手続の中で案をつくっていって、当然、議会の了解も得て、総務省の了解も得て

ですけども、住民の皆さんに住民投票をかけたいと思ってます。これはやはり私の任期も

４年ですので、それを前提に、これはマニフェストに掲げて皆さんにお訴えをして選んで

いただいてると、こういうことですから、マニフェストの中でしっかりこれをやりますと

いうこと皆さんにお訴えをさせていただいてやってきてますので、これは自分の任期内で

しっかりと結論を出すということをやっていきたいと思ってます。ただ、それは時間をか

けずにやるというわけじゃなくてですね、これまでずっといろんな議論のある中で積み重

ねてずっと来たものだと、これからも残り１年以上ある中で時間をかけてしっかりとそこ

は議論していいもんつくっていきたいと思ってます。ですので、平成30年の秋に住民投票

をやりたいと思ってます。 

 

（司会） 

 ほかにご質問のある方おられますか。 

 そしたら、真ん中のブロックのちょうど後ろから３列目の男性の方。もう一度、手挙げ

ていただけますか。はい、その方です。 

 

（市民） 

 一個お伺いしたいのは、この大都市制度改革の目的というのは、先ほど市長も何度も言

われてましたし、この資料の３ページにある住民自治の拡充と二重行政の解消ということ

だと思うんですけども、これが、ここには第30次地方制度調査会の答申というところに出

てくるんですけど、これを私も読みました。そしたら、確かに二重行政の解消というの書

いてますけども、それの具体策として出てくるのは、都道府県から指定都市への事務移譲

と、それからそれに伴う税財源の配分、協議会の設置ということで、特別区のことってむ

しろ例外的な手法というふうに私は読みました。むしろいろんな留意点が書いてある注意

すべきやり方ではないかというふうに思います。 
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 それと、特別区というのは今、東京23区だけですよね。私、東京のこともいろいろ見て

きました。東京の23区、特別区協議会というのがありまして、ここが区長会からの依頼で

こういう文書を出してます。「都の区」の制度廃止と「基礎自治体連合」の構想というこ

の中ではっきり書いてるのは、東京大都市地域に充実した住民自治を実現していくために

は、戦時体制としてつくられた帝都制度の骨格を築いてきた特区制度は、もはや時代おく

れというほかはないというふうに書いてる。何で、二重行政解消の決め手にもならないし、

東京で時代おくれやというてはっきりと言われてる特別区のことを今さら出してくるのか

なと、そのことをお聞きしたいと思います。 

 

（司会） 

 ありがとうございます。 

 

（吉村大阪市長） 

 まずですね、大阪市、大阪府の二重行政の課題というのを解決しなきゃいけないという

のは、これは前から言われてきてることですね。その中で大都市法という法律もできまし

た。200万都市以上の都市について、政令市と都道府県の課題を解決する上の大都市のあ

り方として、特別区を設置して、そして役割分担を明確にするという大都市法、200万都

市以上じゃなきゃできないんですけども、そういった法律もできてる。今の大阪の現状を

考えると、やはりこの大阪市というのがですね、非常に広域をするという意味では非常に

小さいというエリアですし、今、大阪のかつての歴史の中から見ると、僕はこの大阪市と

大阪府ということの広域行政については１つにして特別区にする、それがこの時代のニー

ズに変わってると思ってます。 

 それから、東京の都制度の話をされまして、その中で、じゃ東京以外どうするか、都制

度をどうするかというのは、これこそ法定協議会というところで案をつくってですね、ど

ういった事務分配にするかということをつくっていくわけです。ですので東京のまねごと

をするわけではない。確かに近い制度ではありますけど、まねごとをするわけではなくて、

そこで課題とされてるようなとこもですね、バージョンアップするようなものをつくって

いこうと。それは法定協議会というところで、まさに協定書の中でつくっていこうという

ことです。それから、東京特別区でこれよく言われるんですけど、いや、特別区の区長か

ら見たこれはいけないんじゃないかと、あるいは市になりたいという話が、時代おくれだ

という方もいらっしゃいます。ただ、これはですね、かつて東京も東京市と東京府という

のがあって、そしてこれは戦時中に東京都に、まさに時代のいろんな流れが来て今の東京

特別区になってるわけですけども、じゃ今、23特別区に、23特別区を合体した東京市をも

う一回つくるのに賛成ですか、反対ですかというのを聞いた、聞いてみてください。必ず

それに戻したいという特別区はないです。ですので、今のまさにかつての東京市と東京府

があった状態が、今の大阪市と大阪府の状態に非常に近い状態になっておりますね。です

ので、確かに東京都で言われる特区制度の問題と言われてるものをできるだけクリアする

ようなものをつくっていく必要がありますが、大きな視点で見るとやはり東京市と東京府

のあった時代、同じような課題が、今、大阪市と大阪府になっている。であるならば、こ

の課題を解決するために、大阪市と大阪府については特別区に再編していくことが、これ
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は時代にかなってるんだろうなというふうに思います。 

 

（松井大阪府知事） 

 今の質問にもう一度答えさせてもらいますけど、広域を一元化、なぜ組織を変えれば一

元化になるのと、簡単な話なんです。要は、この大阪の同じエリアの中に権限を持ってい

る、広域の権限を持ってるのが２人いるから二重なんです。大阪府と大阪市と。同じよう

な仕事をする人が、２つの組織があったら２人要るから。これ組織を、広域を１つにまと

めたら二重行政はなくなります。総合区であれば、これは広域の権限を持つ知事、市長は

２人のままですから、話し合いでしか二重行政は解決できません。組織を変えれば２人、

今２人いるのが１人になるということです。これは二重にはなりません、二度と。だから、

僕らは組織を変えることで二重行政はなくなると、こういうことを申し上げてるわけです。 

 

（市民） 

 すみません、もう少し……。 

 

（司会） 

 すみません、ちょっとマイクを通していただかないとだめなんで、まず手を挙げていた

だきまして。そしたら、左のブロックの今発言されてる女性の方。ちょっとお待ちくださ

いね、マイクをお持ちしますので。 

 

（市民） 

 すみません。ここまで丁寧に説明していただいてこういう質問をするのはすごく失礼な

のかもしれないですけれども、特別区というのは、大阪市がなくなったとしても、特別区

が市の権限をそれぞれが持っていくということで考えてもよろしいんでしょうかね。そう

いうことでしたら、今ちょっと具体的な問題を出させていただきますけど、住吉市民病院

を廃止するとかしないとかもめてますけども、西成、住吉を含む特別区になった場合、そ

この特別区が市民病院が必要だといったら、それを存続させていくことも可能になるとい

うようなことを提案していくこともできるようになると理解してよろしいんでしょうか。 

 

（吉村大阪市長） 

 特別区になればですね、それは独立した自治体ということになりますから、これは市町

村と同じような仕事をするということになります。ですので、大阪市でやってる住民サー

ビスの身近なところについてはそこの特別区でやるということになります。住吉市民病院

のことに関していうと、これまず時間軸が合ってないから住吉市民病院について言うのは

ちょっと違うとは思うんですけど、これは平成30年の話ですので。ですので、例えば特別

区の中で病院についてどうするのかというような話、これを住民の皆さんと区議会と特別

区で話しするというのは、これお金は要りますけど、あるのかなというふうに思います。

大きな広域的な病院については今府と市で一緒にやってるんですけど、大きな広域的な目

線で見る病院については、これは新しい大阪府というところでやるということにはなると

思いますけど、まちの小さな病院についてどうあるべきかというのは、そういった病院の
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あり方というのは、小さなところについては住民の皆さんで話をしていくことになると思

います。 

 

（司会） 

 ちょっと待ってくださいね。ほかに手を挙げておられる方おられますので。 

 そしたら、真ん中のブロックの１列目の方ですか。 

 

（市民） 

 壇上になぜ松井知事が来られてるのかよく理解できませんが、市の説明会について、吉

村さん、あなたが仕切ってやらないと、いつまでたっても親離れしないとか操り人形だと

言われっ放しになるので気をつけてください。 

 まず、私の質問ですが、お金について伺いたいと思います。住民投票をやるという話も

出てるみたいですが、前回の住民投票でかかった費用というのは一体幾らぐらい、まず１

点聞かせてください。 

 

（司会） 

 とりあえず、たくさん手挙げられてますので、そのご質問に対してまずお答えさせてい

ただきますね。 

 

（市民） 

 それを踏まえて、相当の費用かかってると聞いてますが、それを踏まえて、そこまでお

金をかけてまたやる意味があるのかというのが私はわかりません。正確な金額は後で教え

ていただきたいですけども、私が把握してる範囲では約９億ぐらい使ってると聞いてます。

今、住吉市民病院で、吉村さん、11億焦げつくという話が出てるわけですよ。どっちが大

事かということを考えるんであれば、今すぐこんな無駄なことはやめて住吉市民病院の運

営をきちっとやることを僕はお願いしたいというふうに思ってます。 

 

（司会） 

 それはまず、じゃコストのことをお答えさせていただきます。 

 

（市民） 

 金額を教えてください。 

 

（福岡副首都推進局制度企画担当部長） 

 まず、前回の住民投票に係る経費なんですけれども、その住民投票自体にかかった分、

これはもう市の選管部分ですが、約６億3,500万ということです。それに加えて、住民説

明会のパンフレット等の作成、配布経費が約１億5,000万かかったという状況でございま

す。 

 

（市民） 
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 ２億3,000万と聞いてますけど、違いますか。 

 

（吉村大阪市長） 

 それだけの費用をかけて僕はやるべきだと思ってます。 

 

（市民） 

 否決されてることを…… 

 

（吉村大阪市長） 

 将来の大阪を考えたときに、僕はやるべきだと。だから僕はそういう主張をし、そして

市民の皆さんに市長選挙で訴え、そして今いるわけです。考え方がちょっと違うのかもし

れないが、僕は、それは大阪のことを考えればむしろ少ない額、しっかり自分はやるべき

だと思ってます。 

 

（司会） 

 拍手のほうは控えてもらうように、ほかの方もいらっしゃいますので。 

 ほかの方で、今から質問以外でもですね、ご意見も含めて挙手願いたいと思います。も

ちろん質問ある方は質問されて結構でございます。 

 そしたら、右のブロックの前から３番目の方ですかね。もう一度、しま模様の、今こち

らを向かれた方。前から３番目の方です。前列の、はい、その方です。もう一度手挙げて

いただけますか。そうです。 

 

（市民） 

 まず最初に、私、訴えたいことは、企画室からきょうのこの会合があるということで私

のところへ手紙が来ました。そしてここへ来たら案の定、私には何の資料もありません。

以前、区役所のいろんな会議に出たときに、ただの１回として点字の資料、私いただいた

ことがないんです。これはもうこのままにしときます。何ぼ言うても一緒ですから。ただ、

私聞きたいのは、平成27年の５月27日に、あんだけの大騒ぎをして住民投票をして結果が

出たものを、来年の秋にもう一度住民投票をするというこの考えはどこから出てくるんで

すか。しかも、あのときに、大阪都構想で大阪都になったらもう二度と大阪市には戻らな

いよということを教えていただいて、私はもうそれに反対をして、今の行政でいってほし

いという意思表示をして、その意思表示をした数のほうが70万で多かったはずやのに、１

回今度、総合区として一時置いといて、来年の秋にもう一回、大阪都構想で住民投票を皆

さんに訴えるという、この企画が私にはわかりません。 

 

（司会） 

 それはご意見として承らせていただいてよろしいでしょうか。 

 すみません、挙手のほうをお願いいたします。そしたら、今の方の前の方ですね。マイ

クお持ちします。 
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（市民） 

 今いろいろとご意見をお伺いしましたけど、私は、大阪府知事、大阪市長がこの場にそ

ろっておられること自体がもう二重行政の象徴だと思って拝見しております。こういうふ

うなことが続く限り、大阪府、大阪市は未来永劫一つになれることなく、また過去に逆戻

りして、また不幸せ（府市あわせ）を発生する可能性を秘めているということの象徴とし

てここにおられるんだというふうに考えております。ですから、そういうふうな危険性を

排除するために何らかの大都市広域制度というものが必要だというふうに考えおりますの

で、進めてもらいたいと思います。 

 それで１つだけ質問なんですけど、総合区制度…… 

 

（司会） 

 すみません、少しゆっくり目にお話しいただければ。 

 

（市民） 

 はい、すみません。総合区制度で１つだけ教えてほしいことがあるんですけども、総合

区長にリコールで交代させることができるという一文がどこかにありましたけども、これ

をした場合にも意味があるのかどうかということがわからないんです。つまりは、大阪府、

大阪市が真反対の状況にある中で、こういう区長をリコールしたところでどれだけの意味

があるのかいうのがもう一つ理解できないんで、その点だけちょっと教えてください。以

上です。 

 

（市長） 

 まず、この場に僕と知事が一緒におることが二重行政じゃないかということは、本当そ

のとおりだと思うんですね。僕自身がいつも思うんですけど、広域的な話をするときにい

つも知事とやっぱり一緒なんです。今、東京なんかは小池さん頑張ってはりますけども、

あそこに小池さんと東京市長というのがおったらどうなるんだろう、東京ってどうなるん

だろうかということも想像してもらいたいなと皆さんに思うんですね。大阪ではこれ当た

り前になってるんですけど。やっぱりこれはどうなのかなというふうに思います。これは

今、同じテーブルに座って話し合いができますからね。これが今までこういったことが皆

さんに見えてなかった。全然違うところに、会うことすらできなかったから、大阪市と大

阪府。やっぱりそれはこれからのことを考えたらどうなのかなというふうに思いますね。 

 先ほど総合区長をリコールしても、じゃ大阪市と大阪府が反対のほう向いてたら意味な

いじゃないかということですが、広域行政、二重行政のことを考えたら、総合区長はちょ

っと関係ないとこだと思います。総合区長というのは住民の皆さんに身近なことをする人

ですから。ですので、やはり二重行政の解消という点において、総合区の考え方というの

は府と市の協議機関をつくるんです。話し合いの機関をつくります。話し合いがまとまら

なければ、大臣に意見をどうですかと聞くような制度がありますので、それで解決してい

こうというのが基本的な考え方。ですので、これ今、僕と知事で設置してます。だから、

これからの二重行政については話し合いで今後も解決していきなさいよというのが基本的

な会計の価値観が総合区制度だと思ってもらっていいと思います。制度を根本からなくし
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ていこうよというのが特別区だと、これはもう１つに重なりますから、それが特別区にな

るというふうに思っていただければいいのかなと思います。 

 

（司会） 

 ほかに。そしたら、左のブロックの前列の今お手を挙げてる方。左ブロックのその方で

ございます。 

 

（市民） 

 座ったままで失礼いたします。この資料をいただきまして、大変日々ご努力をしていた

だいてるのは、大変住民としましてはうれしく思います。 

 そして、ところが先ほどの質問にもございましたように、今ここでこれだけの資料を説

明していただいたからといって即理解ができるとなれば、これは到底無理なお話ではない

かと思います。 

 それと、一昨年された住民のあの投票は何だったのかなと、やっぱり私もそう思います。

一市民たちの意向をもっとやっぱり大切に思っていただきたいと思いますことと、もう一

つ、今、大阪が、貧困の子どもたち、あるいは学力、それから犯罪、そういうふうなもろ

もろの数字はワースト、大阪がワースト、ワーストという形で出ております。ですから、

こういうふうなお話も結構でございますが、そちらのほうの解消に向かってどうぞ知事さ

んと市長さんとがご一緒にお話し合いをしていただきながら、そういうふうなワーストと

いう、大阪のワーストというふうなことがないようにしていただきたい。そして、私たち

都構想のほうのお話し合いのために、今、吉村市長さんを選ばせていただいたんではない

ということも、どうぞお考えになっていただきたいと思います。 

 

（司会） 

 そしたら、今のはご意見として承らせていただきます。 

 そしたら、真ん中のブロックの前から２列目の。マイクをお持ちします。真ん中のブロ

ックの前から２列目の方です。 

 

（市民） 

 住民自治のほうなんですけれども、橋下前市長が今の区長さんに権限を目いっぱい渡し

てすごくよくなったと思うんですけれども、今度、総合区になったときに、それよりもさ

らに権限が増えるのかということと、吉村市長はさっきまだまだ足りないとおっしゃって

たんですけれども、どういうことが足りなくて、特別区になったらもっとどういうことが

できるようになるのかということを、何か具体的な例を１つ挙げて違いを教えてほしいん

ですけれども。 

 

（市長） 

 まずですね、今の行政区の区長と総合区の、総合区、幾つかを再編して１つにしてです

ね、総合区長でどう変わるかということに関していうと、やはりその総合区長にしたほう

がいろいろ実行できるようにこれはなると、今の権限より強化できると思ってます。今の



 

－29－ 

行政区の区役所に何が足りないかというと、これは、いろんな政策を立案したり、あるい

は実行するという組織、やっぱり人がないんですよね。じゃ、それ今、大阪市ってどうな

ってるのというと、中之島に大阪市役所がばーんとあります、ＡＴＣの部局あるんですけ

ど、その中央に部局がどかんといて、区役所というのはそれぞれ24区を出先機関になって

るんですね。ですから、区長が幾らこれをしたいといっても、それを実行するための組織

がないというのが現状です。私が思ってるのは、今、市長と中之島の本庁でみんながいま

すけど、これをできるだけ分権化というか、総合区の一定のまとまりのところにおろして

いきたいと思ってるんです。そこで事務が、皆さんの身近なところで事務ができるような

体制というのをつくっていくべきだと思ってます。だから、そこでいろんな企画立案もで

きるようにやっぱりしていかないといけないですし、そうなってくるとやはり今のかたち、

ようは新たな区長に物すごく権限があって、近いところに、皆さんの近いところでやって

いけることになるというふうに思いますね。 

 特別区に関していうと、これ自治体ですので、ですので当然お金が必要という話にはな

りますけれども、例えばさっき言ったとおり、住吉のこのエリアで、じゃ例えば児童相談

所、児童相談所は南部でできましたけど、じゃ住吉のこのエリアについて児童相談所をつ

くろうというんであれば、このエリアだけで決めて、その特別区で決めてつくっていくこ

とができます。でも今、じゃ児童相談所を大阪市でつくろうとなれば、大阪市長が当然24

区を見渡した上でつくるというふうになりますんで、ですので皆さんの身近なところで物

事をつくっていけるというようなことがやはり大事だと思いますね。 

 もう一つ、例えば例でいうと教育委員会なんかもそうなんです。教育委員会というのは

大阪市全部の学校を見てます。例えば大阪市でいくと全部で500校ぐらいあるんです。小

学校300校、中学校が130校、約ですけどね。幼稚園とか市立の高校入れて500校ぐらい。

その500校を全部今、５人の教育委員会で見てるということになります。でも、これは、

特別区ができたらその特別区ごとに教育委員会というのができますので、その教育委員会

にはその特別区の中の学校のあり方とかいうのを決定していくことができるということに

なりますから、身近なところで物事が決定していける特別区になれば大きく僕は変わるん

じゃないかなというふうに思ってます。 

 

（司会） 

 意見用紙のほうにも記載しておりますけれども、例えば身近な区役所で行ってほしい業

務であるとか、区の数とか区割りとか、そういったことでもご意見があれば承りたいと思

います。 

 そういたしましたら、右のブロックの一番前席のところの前の、今挙手されてる方、そ

の方です。 

 

（市民） 

 私は、住吉区内で中小零細業者のいわゆる事業所の方たちを対象に相談活動などの仕事

をしています。私の仕事のかかわりの中でですね、いわゆる５人以下の方の中小零細業者

の方が非常に多い組合的な感じでおるんですが、大阪市内に仕事がないために特に九州方

面であったりとか、それから東京方面に仕事に行かれる方が非常に多いです。しかし、皆
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さん住吉区に住民票置いて住吉区で税金を納める、また、こういう人のつながりがなかな

かやっぱり地元にしかないという関係で外に出張に行って仕事をされる方が非常に多いん

です。やはり中小零細企業というのは、なかなか外に向かって仕事を、事務所を構えてや

っていくということが非常に困難な方が非常に多い中で、この大阪市内で頑張って仕事を

続けていくということで頑張っておられる方が非常に多いんです。 

 市長にちょっとお伺いしたいのがですね、昨年、２年ほど前になるんですが、いわゆる

大阪府と大阪市の保証協会という融資の窓口になってるところ、これを二重行政というこ

とで解消しようということで、今、大阪保証協会ということに移管されました。その結果

ですね、住民、地域で働く方たちが、果たして本当に仕事を続けていく、商売続けていく

という環境にかなったのかどうなのかという検証をされたのかどうなのかをお伺いしたい

です。 

 また同時に、今、各政令市もそうですが、各自治体で広がっている住宅リフォームの助

成制度、また商店版のリニューアル助成制度という制度が各自治体で広がっています。そ

の中身としては、行政が一部補助金を出して防災・減災の観点からそういう…… 

 

（司会） 

 ちょっとすみません、まとめていただけますか。 

 

（市民） 

 はい。そういうことで広がっています。この総合区、特別区の政治的な主張とかそんな

ん抜きにしましてですね、大阪市をよくしていきたいということで、ここに集まってる方

が発言してたと思うんです。ですから、二重行政の解消ということで今まで進められたこ

との検証をやはりする必要はあるんじゃないかというふうに思いますので、よろしくお願

いします。 

 

（松井大阪府知事） 

 今、保証協会のお話が出まして、保証協会の統合は僕と橋下市長時代にやりましたので、

僕からちょっとお答えをしたいと思います。大阪府の保証協会というのは、もう10年以上

前から同じ中身の仕事をしてるんで一緒になってはどうだという話がずっとありました。

大阪府の知事が太田知事時代です、大阪市長は關さんの時代です。この保証協会の運営費

というのは皆さんの税金で成り立っています。調べますと、大阪市内で市保証協会を利用

されている８割の方が府保証協会も利用している。これ何も枠が広がるんじゃありません。

枠は決まってますから、幾らまで保証されるかは。８割の方が府保証協会も並行して利用

されてたという、そういう事実がわかりました。そして、大阪府と大阪市を、じゃ保証協

会を一元化しようよということで、１つになったら組織の運営費、経費は落ちます、大体

これが年間３億円ぐらい経費を落とすことができました。そして今、保証協会は大阪保証

協会として一本化になりましたけども、保証の総額は伸びております。一部、今減ってき

てます。というのは、今は銀行金利のほうが安くなって、保証協会が保証しなくてもプロ

パー融資が伸びてるという部分があります。それから、これだけ少し景気の状況もよくな

ってきたんで、借りてるよりも返済しようという人も増えてまいりました。だから、全体



 

－31－ 

の保証協会の状況とすると、１つになったことで中小企業が資金需要に対して不利益にな

ったとは思っておりません。 

 

（司会） 

 申しわけございませんが、時間が少々迫ってきましたので、あとお一人で最後にさせて

いただきたいと思いますので、挙手のほうをお願いいたします。 

 そしたら、左のブロックの前列の一番後ろの方ですかね。マイクをお持ちします。 

 

（市民） 

 ちょっとお聞きしたいんですけど、市長が二重行政の解消ということで何か具体的にや

られたことということで私が印象に残ってるのが、住吉市民病院と府立の急性期ですね、

これでいい病院つくりはるということで解消されたと思うんです。住吉市民病院を廃止し

ていい病院とお聞きしたんですけど、実際ね、このごろの報道も含めて聞いてますとね、

何といいますか、橋下市長はたしか５億円浮くと言うてやりはったと思うんですけど、実

際はことしの４月から住吉市民病院が何か分娩のほうを制限していくということだし、府

立急性期のほうもね、何か来年は引っ越しもあって制限かけていくということになれば、

この１年ぐらいね、私ら子どもできたときにどこで産んだらいいんやろうという心配があ

りましてね、市長さんが何か全部案内して、一人一人どこで分娩するんかもご案内してく

れるというのもお聞きしたんで、もうそれは絶対やってほしいですしね、二重行政とおっ

しゃいますけど、どっちも必要だったんじゃないかと、先ほど検証という話もありました

んでね、実際役割が違うから私はどうなんかなというふうに思っていますので、もう一度、

市長さんに見解をね、お聞きしたいんです。よろしくお願いします。 

 

（市長） 

 まず、住吉市民病院の分娩についてなんですけども、来年の１月、２月、３月、この３

カ月間というのは分娩が停止になります。そのときに、大体これまで住吉市民病院でいく

と50名ぐらいありますから、全部で150名ぐらい、これをどうするかということがありま

す。これについては当然、住吉市民病院に相談に行かれたときに、いや、これはもう分娩

できませんから帰ってくださいとかそんなあほなことは絶対ありませんので、そうはさせ

ない。じゃどうするかといえば、その期間に分娩される方については、近くの病院のリス

トをお示ししてこれがありますよと、そしてもしそこで見つからないんであれば、大阪市

の健康局の電話番号もそこに入れときます、ここに相談してください、きちっと分娩がで

きるようなところを紹介するということでやろうと思ってます。大事なことは、じゃ30年

の４月以降どうなるんですかというふうにいうと、30年の４月までは母子医療センターと

合わせて50床、住吉市民病院が50床なんですけど、それが60床に増えます。だから、30年

の４月以降で見ると実は分娩する床というのは増える、だからこれはむしろ安心していた

だきたいというふうに思います。それだけじゃなくて、母子医療センターではいわゆるハ

イリスク出産分娩、この機能、これを備えることになります。ですので、非常にリスクの

高い方の分娩、母子、母体等もですね、性能の非常に高いレベルの高いその集中治療室と

か母子医療の治療室とか、集中治療室から普通の一般病棟に行く途中の治療室とか、そう
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いったものを強化するという形になりますんで、これはこのエリアのですね、分娩、小児

周産期の機能は高まるというふうに思ってます。先ほどの３カ月の期間についてはきちっ

と紹介して、そういったことで分娩するとこがないよというようにするのは、これは当然

やっていこうというふうに思ってます。今、住吉市民病院で大体、大阪市入れて10億円ぐ

らい、毎年毎年10億円ずつぐらい入れてるということになりますけども、府市一体の母子

医療センターになればですね、これはお金を出し合ってやるということになりますから、

それは市の入れるお金もプラスがなくなるという形になりますし、分娩機能も強化される

ということになりますから、ですのでそこはしっかりとやっていきたいと思ってます。 

 

（松井大阪府知事） 

 住吉病院と大阪府の急性期医療センターとの統合で、今、府立の急性期のセンターのほ

うに、小児周産期、仮称ですけど、救急救命センターを整備してる。これも僕と橋下市長

のときなんでちょっと説明させていただきますと、要はその病院、小児周産期というのは、

箱だけでつくってもこれは、病院というのは成り立ちません。今、小児科、産科、このド

クターが非常に減ってきてます。それはなぜかというと、今、高齢出産、ハイリスク分娩、

要は晩婚化によってそういう形になってくる、そのときに産科のドクター、小児科のドク

ターは非常に大きなリスクを抱えます。そこで、やっぱりいろいろと問題があるハイリス

ク分娩をすることによって母子ともに健康を保てなかった場合、そういうときにはやっぱ

り訴訟の対象になる、だから産科や小児科のドクターになり手が少ないんです。その人た

ちをどうサポートしていくかなんです。そういうハイリスク分娩のときには産科と小児科

のドクターだけじゃだめなんです。要は、そのときに脳を診れる人、ほかの臓器を診れる

人、心臓を診れるドクター、それからそれと同時に麻酔をきちっとかけられるそういうド

クター、要はドクターの、今の小児周産期というのはチーム医療でハイリスク分娩を支え

ていきます。大阪府の急性期、皆さんが一番ご存じのように、府立急性期医療センターに

は、外科、脳のドクターも内科のドクターも麻酔のドクターもチームとして人材がそろっ

ています。そこに大阪市立の住吉病院のドクターも入ってきていただいて、チームでこれ

から小児周産期のハイリスク分娩に備えていこうと、母子ともに健康で、生まれるときに

そういう事故のないようにやりましょうよということで、機能を強化するということで、

今、周産期の医療センターを急性期のところにつくったということです。だから何もお金

だけの話でやったんではなくて、今の時代、要はそういうハイリスク分娩、晩婚化の、そ

のときに子どもと母体を必ず助ける、そのための機能強化ということでやりました。 

 

（司会） 

 ありがとうございました。 

 そういたしましたら、時間に限りがございまして申しわけございません。ご意見、ご質

問は以上とさせていただきます。 

 すみません。意見募集・説明会の終了に当たりまして、お願いとお知らせを申し上げま

す。ご意見いろいろあると思いますので、お時間はどうしても限りがございますので、意

見用紙のほうに書いていただければと思います。 

 今回の説明会もインターネット中継、録画配信を行っております。もう一度説明を聞き
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たい、ほかの会場のご意見を聞きたいという方はご利用ください。 

 先ほど申しましたとおり、お配りした意見用紙のほうに、総合区制度、特別区制度に関

することなど、ご意見いろいろとございましょうから、書いていただきまして、会場出口

付近で回収いたします。また、後日、区役所窓口等でもお預かりいたしますので、ぜひご

意見や感想を記入していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれをもちまして意見募集・説明会を終了いたします。どうもありが

とうございました。お忘れ物のないように座席のまわりをご確認の上、お気をつけてお帰

りくださいませ。ありがとうございました。 


