先進地視察 REPORT

先進地視察研修会・大阪視察ＲＥＰＯＲＴ

２０１５年度先進地視察研修会は、大阪府を訪問、大阪府における新たな「大都市制度」や大阪
駅周辺再開発事業などをテーマに実施した。視察は１１月２４日～２５日の日程で、事務局を含む
８名が参加して行った。今回は直前の２２日に大阪府、大阪市の首長ダブル選挙が行われ、再度、
大阪都構想を掲げる両首長が当選を果たした直後というタイミングでの視察となった。
以下は視察概要及び参加者による視察レポートである。

期日： 平成２７年１１月２４日（火）～２５日（水）
視察先： 大阪府
内容： 大都市制度、まちづくり関連視察ほか
〔１日目〕 大阪府庁（政策企画部政令市連携室）を訪問。「大阪における新たな大都市制度の取
組み」などをテーマに担当者より説明を受け、意見交換を行う。その後、「水都大阪・中之島エ
リア」周辺をタウンウォッチングするとともに、大同生命保険㈱大阪本社ビル・メモリアルホール
及び同所で特別展示中の「大同生命の源流“加島屋と広岡浅子”」を見学。
※メモリアルホール…1925 年 から現 在 の本 社 ビルへの建 替 えが行 われる 1990 年 まで当 地 にあった、建
築 家 ウィリアム・メレル・ヴォーリズの設 計 による大 同 生 命 旧 肥 後 橋 本 社 ビルの内 外 装 の一 部 を用 い、
当 時 の様 子 を復 元 再 生 したもの。旧 ビルに用 いられていた優 れた実 物 やデザインを移 設 ・復 元 した同 ホ
ールには、過 去 を現 在 に生 かし、また未 来 へとつないでいく願 いが込 められている。）

〔２日目〕 成長戦略拠点特区「大阪駅周辺地区：うめきた（大阪駅北地区）プロジェクト」を視察。
同事業は関西再生のリーディングプロジェクトで、大阪市担当者より「うめきた 2 期区域」の開発
計画概要について説明を受けるとともに、先行開発区域における民間都市再生「グランフロン
ト大阪」では、まちの中核施設「ナレッジキャピタル」(別記)やショップ・レストランなどの現地視
察を行う。終了後、新大阪駅へ移動、帰路に就いた。
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大阪府における新たな「大都市制度」の取り組み・概要
１ 大都市制度改革が求められる背景
◆我が国の局面
世界レベルの都市間競争が激化 ⇒ 日本のプレゼンスの低下
人口減少社会に突入

⇒ 社会の変容。投資余力の減少

◇各都市が
・ 都市間競争に打ち勝ち、日本の成長を牽引するとともに
・ 人口減少に対応し、地域にあった最適なサービスを提供できるようにしていくことが急務
【ポイント】
〇都市構造に即した広域行政の実現。二重行政の解消
〇地域レベルでの住民自治の充実
◎ 制度改革にあっては、都市の成り立ちはそれぞれ千差万別、様々に個性ある“都市の顔”を
形成しており、都市の実態を熟知した地域が、地域の実情にあった制度を、自らが制度を選択
できるようにするべき

⇒

全国一律の大都市制度はナンセンス

２ 大坂の現状
◆ 大阪市は「人口で府域の３割」「面積で府域の１割」「GDP、事業所数」では府域のほぼ半数を
占める
◆ 大坂府域において、「広域行政」を大阪府と大阪市で担当。「市は市域、府は市域外」という区
域分断的な役割分担が固定化。ふたつの大阪が二元行政となり、「投資ロス」「二重行政」を産ん
でいる
３ 大坂の課題
◎一体となって取り組んでいくべきところ、二元行政のもと、投資ロス、二重行政の現状
⇒ 府域トータルの視点から統一戦略のもと選択と集中の徹底が不可欠
◎住民生活をきめ細かに守るには、人口 268 万人の大阪市は住民自治の面で限界
⇒ 身近な地域で、住民の参政・参画のもとまちづくりを進める必要
府市で“意思決定・組織の最適化”が図られていない !
◆大阪府全体―府市で二重行政 ⇒ 広域行政の司令塔が二人。それぞれで意思決定
◆地域レベル―大阪市は市長一人には大きすぎ
⇒ 住民から遠い市役所、市長一人が意思決定
４ 大坂における取り組み （別記）
◇ 制度設計の基本方向
◇ 大坂にふさわしい新たな大都市制度の姿
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大阪駅周辺地区：うめきた（大阪駅北地区）プロジェクト」概要
『知の集積』 ～日本経済を牽引する成長戦略拠点特区構想の中核プロジェクト～
世界有数の大都市圏を形成する関西の中心「大阪駅周辺地区」で、アジアの新産業創出拠点
を形成するプロジェクトが始動している。
当プロジェクトでは、西日本最大のターミナル立地を活かし、国内外の知的人材の交流拠点を
形成するため、知的創造拠点「ナレッジキャピタル」（別記）の構築により次世代成長産業の集積や
新産業の創出を促進し、日本発の知的創造を実現する「都市型イノベーション」に取り組んでいる。
さらなるインフラ機能の拡充を図るため、JR 東海道線支線の地下化・新駅設置などに取り組むと
ともに、新たな公民連携モデル「新しい公共」による先進的な都市環境整備・エリアマネジメントを
実施し、周辺地区への展開を目指す。
ナレッジキャピタル；
「感性」と「技術」の融合により「新たな価値」を創出する複合施設として、多様な人々の交わりから、今まで
にない商品やサービスを生み出すことを目指すグランフロント大阪の中核施設。場［施設］と機能［人的支援］
を提供し、産業創出、文化発信、国際交流、人材育成の実現を図ろうとするもの。構成施設は「The Lab.みん
なで世界一研究所」「フューチャーライフショールーム」「ナレッジサロン」「ナレッジシアター」「ナレッジオフィス」
「コラボオﾌｨス」「ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター（最大約 3,000 人収容）」などを備える。

うめきた（大阪駅北地区）の概要
平成 16 年 7 月に「大阪駅北地区まちづくり基本計画」を策定
先行開発区域
都市再生機構が土地区画整理事業を実施（平成 17 年度～平成 24 年度）
平成 18 年 5・11 月に開発事業者決定
平成 22 年 3 月着工
平成 25 年 4 月まちびらき
先行開発区域における民間都市再生―グランフロント大阪の概要―
グランフロント大阪は、大阪市北区大深町に所在する複合商業施設。日本貨物鉄道（JR 貨物）
梅田貨物駅跡地の再開発エリア「うめきた」（大阪駅北地区）の先行開発区域として、2013 年（平
成 25 年）4 月 26 日に開業した。一日に 250 万人が利用する大阪駅・梅田駅北側の再開発エリ
アで、"大阪最後の一等地"といわれる「うめきた」の総面積約 24ha のうち約 7ha のエリアに立地し
ている。大阪駅のある南側から順に南館（タワーA）、北館（タワーB・タワーC）で分かれており、シ
ョッピングモールやレストラン・カフェ、オフィス、ホテル、コンベンション・センター、劇場、超高層
マンションから構成される。都心部のターミナル立地では国内最大級規模。国内外の有名ファッ
ション関連や、インテリア、生活雑貨関連ショップ約 180 店が勢揃いするほか、人々から支持され
るハイクオリティーなレストラン、カフェ約 80 店が並ぶ。水と緑あふれる広大な庭園もある。
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２期区域
平成 21 年 7 月に「大阪駅北地区 2 期開発ビジョン」を策定
平成 23 年 4 月に都市基盤（土地区画整理事業、道路、都市高速鉄道、交通広場）の都市計画
決定
平成 26 年 10 月にうめきた 2 期区域開発に関する民間提案募集を実施（平成 26 年 3 月、優秀
提案の決定）
平成 27 年 3 月にうめきた 2 期区域まちづくりの方針を決定
２期区域の都市基盤整備
２期区域の都市基盤整備を行うため、JR 東海道線支線地下化事業及び新駅設置事業と土地区
画整理事業による道路等の整備を行うことを計画している。
JR 東海道線支線地下化及び新駅設置事業

JR 東海道線支線の大阪駅北付近約 2．4km において鉄道を地下化することにより、1 箇所の
踏切除去と 2 箇所の高さ制限のある鉄道と道路との立体交差部分の解消を図り、都市内交通の
円滑化を図るとともに、分断された市街地の一体化による都市の活性化を図る。また、新駅を設
置し、特急「はるか」、「くろしお」を停車させることで、関空、和歌山方面からのアクセスの向上を
図り、より一層強力な国際競争力を有する地域の形成を目指す。
【概要】

延長：約 2．4km

【新駅設置】

大阪西口広場に、特急「はるか」が停車する新駅を設置する。

【効果】
・ 踏切を除却することで、踏切事故や渋滞が解消される。
・ 高さ制限のある鉄道と道路との交差部分の解消を図ることで、道路を安全に通行できるよう
になるとともに、鉄道で分断されたまちが一体的に利用できるようになる。
・ 土地区画整理事業との相乗効果により宅地の利用増進が一層進展する。
・ 投資や民間企業の進出などが進み、経済活動の活性化や雇用の拡大が図られる。
・ 関西国際空港間の移動時間が短縮し、国際競争力の強化が図られる。
（梅田⇔関空 約 68 分（「関空快速」利用） ⇒ 約 51 分（特急「はるか」利用）

土地区画整理事業による道路等の整備
この事業は、うめきた 2 期区域において、大阪駅前にふさわしい土地利用を支える道路や駅
前広場（大阪西口広場）などの都市基盤の整備を行うもの。これにより、宅地の利用増進と、梅
田エリアの道路交通の円滑化が図られる。
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大阪都構想視察報告
代表幹事・専門委員 吉岡慧治
今年度は、地方分権と関係のある、さらには道州制にも関係する、大阪維新の会が打ち上げた、
大阪都構想について聞いてみたいとの思いで、大阪府に訪問することになった。
なぜ大阪府かというと、当時、大阪府知事をしていた橋下徹氏が、構想を発表したことなので、
そのころからの話を聞きたかったからだ。
この問題は、２００４年(平成１６年)に大阪新都
構想(最終報告)を出した、太田知事・磯村市長
時代から始まるもので、２００７年(平成１９年)、橋
下知事が就任し、大阪都構想が始まった。２００９
年(平成２１年)、大阪府自治制度研究会の設置。
２０１０年(平成２２年)には大阪府知事・大阪市長
Ｗ選挙で、松井知事・橋下市長が就任。２０１１
年(平成２３年)には、「大都市地域における特別
区の設置に関する法律」を成立させた。その後、
２０１２年(平成２４年)、大阪府・大阪市特別区設
置協議会の設置。２０１３年(平成２５年)、橋下市
長出直し選挙を行い再任。２０１４年(平成２６年)、
住民投票を行ったが僅差で否決された。そして、
２０１５年(平成２７年)、大阪府知事・大阪市長同
日選挙を行い、両選挙とも橋下徹氏率いる大阪
維新の会候補者が当選する、という経過をたどっ
ている。
◇大阪都構想とは
～制度設計の基本方針～
歴史的成り立ちや地理的状況、人口、経済など都市の多様性を踏まえ、地域の実情に合っ
た制度を自ら選択
１ 広域自治体と基礎自治体の役割分担を明確化
２ 都市の集積と広がりに合わせて広域機能を一元化
３ 住民自治が十分働き、迅速・きめ細かで総合的な住民サービスが行えるよう基礎自治機能
を強化
としている。
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～大阪にふさわしい新たな大都市制度の姿～

新たな広域自治体

特

別

区

◆ 広域機能を一元化

◆ 中核市並みの基礎自治体

◆ 大都市政策の司令塔

◆ ３０～４５万人規模で複数設置

⇒ 東京に並ぶ西のセンターピン

⇒ 公選区長、区議会

意思決定が一本化

複数区長が意思決定

府域トータルでの最適化

地域レベルでの最適化

“日本の成長をけん引”

“住民の安全・安心の向上”

◆府市を再編し、今後、二度と“投資ロス”や“二重行政”を生み出さない行政機
構を整備

⇒

『意思決定の最適化』

我々、理想の都市建設研究会の期待することは、都市の実態を熟知した地域が、地域の実情に
あった制度を自ら選択できるように、地域主権を自主的に確立することが、地方が生きていくうえで
必須だと考える者にとって、希望の星のような存在である。
今回の視察を決めた後、大阪府・市の同日選挙が決まり、投票日が視察の２日前の１１月２２日と
決まった時、もし選挙で、推進派でない候補者が当選したら、視察の意味がなくなるのではないか
と心配であった。この心配は不要であったのだが、改めて大阪の市民の意識の高さに感動した。
視察に対応して下さった職員の方々の説明にも力が入っていた。
ぜひ思いを達成してください。大いに期待しております。
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大阪都構想ヒヤリングレポート
専門委員 小島秀薫
２０１５年１１月２４～２５日、先進地視察研修として、大阪を視察してきた。折しも、２日前の２２日
に大阪府、市の首長ダブル選挙が行われ、再度大阪都構想を掲げる両首長候補が当選した、直
ぐのタイミングだった。
行きの新幹線車中で考えていたのは、英国ロンドンの、グレイターロンドンカウンシル解体のこと
だった。サッチャー政権下のことで、当時蔓延して
いた英国病を克服する、という政策のもとに、無駄
を排除する、という理由で、ロンドンに存在してい
た東京都庁に似た行政体を解体して、消滅してし
まったのである。確か、グレイターロンドンカウンシ
ルが入っていたビルは民間に売却されたのだと思
う。
今回の大阪都構想が、制度としての情報は新聞
等で得ていたものの、生きている組織の一方をなく
す、という試みを、組織に所属する職員がどうとらえているのか聞きたい、という思いが強かった。
昼食後、大阪府庁本館に向かった。歴史を感じさせる建物である。５階に案内されて、府庁の政
策企画部政令市連携室の方から、「大阪にふさわしい新たな大都市制度の取組みについて」と題
してレクチャーを受けた。
自分なりに、説明の要点を整理すると、①大阪府と市で行政が二元化、二重化している。②２６０
万という市の人口は、一人の首長の下では大きすぎる。③市街地の広がりも市と周辺とで一体化
している。これらの課題を解決するため、市を特別区に分割し、東京都と同様、権限の大部分を大
阪府に集約する、ということになろうか。
過去にも、こうした議論はあったようで、かっては大阪府全体を大阪市に、といった、逆の提案が
なされたこともあったようである。確かに大阪府は全国の行政面積最下位を、埋立の関係で香川
県と競うほどに狭いから、市と市外とを分ける境界もほとんど存在しないし、外部からの訪問者にと
っては一体の街に見えるのは事実である。政令市と府県との関係はいずこも共通の課題を抱えて
いるように思うが、行政面積の狭さが、その課題を先鋭化していることも事実だろう。
いくつかの政令市を視察してきて、時に府県の、時に政令市の意見を聞いてきたが、潜在的に
お互いがお互いを「いらない」と感じていることは確かなようである。ただ、それは二段階の行政下
にいる住民にとっては、どちらかが不要で、余計な税金を払っている、と言うことも意味している。
単なる権限争いであったり、あるいは両者の行政方向の向きが違うといったことでは、迷惑するの
は住民である。
大阪府と市も、再度都構想を掲げる首長が当選したことで、再び、構想を巡る議論が活発化する
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と思われるが、住民の視点をベースに実効ある議論をして頂きたい、と思った。
翌日は大阪市役所の担当に案内して頂いて、うめきたプロジェクトを視察した。JR 大阪駅の北側
に広がる、広大な貨物駅ヤードの再開発である。
全体が２４ｈａに及ぶプロジェクトで、先行開発され
ている７ｈａに作られた建築物の上層階に案内され
て全体を俯瞰できる模型を見せて頂き、説明を受
けた。
窓からは、まだ開発に着手していない、広大な空
き地が見える。話を聞きながら、最初に思ったのは、
プロジェクトの内容とは無関係だが、この敷地が清
算事業団では無く、ＪＲ西日本の用地であったら、
ということであった。東京駅ではＪＲ東日本が駅周
辺を開発して、ホテルやショッピング等、運輸業と
言うよりはさながら不動産業の様相を呈しているの
に、ＪＲ西日本にとっては、駅の持っている最も高
いポテンシャルを生かす用地が目の前にありなが
ら、自分の土地ではない、ということに歯がみして
いるのでは、と変な感想を抱いてしまった。
プロジェクトの内容については別途報告されると
思うので、受けた感想を述べさせて頂くと、ナレッジキャピタルと呼ばれる、８万８千平米に及ぶ広
大な床を、従来と異なる利用形態にしていることに驚いた。毎月９千円を払うと会員になれて、
広々としたサロンを使うことが出来、この場でビジネスの打合せや異業種の交流も図れるという。ま
た、会議室も外から見える開放的な作りにして、快適な環境で議論ができそうである。ヴェンチャ
ー企業にも床を貸していて、新しい産業の芽になりそうな企業も見ることが出来た。広い吹き抜け
やレストラン街など、見るものが新しく刺激的である。将来が楽しみでもある。レストランには近大が
経営する店もあって、どうやら完全養殖のまぐろを提供しているらしく、長蛇の列が出来ていた。
かつてニュータウンの建設に関与したことがあって、大阪に出張する主な目的は千里、泉北のニ
ュータウンだったことがある。当時東京では多摩ニュータウンの開発が進んであり、両者を比較す
る機会もあった。視察に行くと、多摩が広々ゆったりだったのに対して、千里などはごちゃごちゃし
た喧噪の中にあった、という印象がある。大阪の文化や発展はこの喧噪の中から生まれるのだな、
と思った記憶がある。今回のうめきたプロジェクトは、再開発として最先端を行くと理解できるのだ
が、一方でかって感じられた大阪らしさは、どこに行ったのだろう、という一抹の寂しさも感じた、と
言ったら批評が辛口過ぎるだろうか。
これから、残った部分も開発が進められるのだが、新しい大阪の顔として、今後も発展していくこ
とを期待して、新幹線に乗ったのだった。
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世界に誇るゲートウェイそして日本の副都心をめざす大阪に学ぶ
専門委員 杉原みち子
遺産のような古色蒼然たる大阪府庁本館は、まるで博物館。正直なところ、こんな環境で仕事を
されていることに驚いた。
大阪府副理事(事業調整担当)尾植正順氏は｢大阪にふさわしい新たな大都市制度を目指して｣
～大阪再編に向けた論点整理～(平成 23 年 1 月 27 日)のぶ厚い報告書を前に、｢やりがいのある
仕事であったが疲れきった｣と充実した表情で説明された。このとりまとめを行った大阪府自治制
度研究会は、橋下大阪府知事からの要請に基づき、｢大阪から新たな自治制度を提案すべく、大
都市制度のあり方について｣調査、研究を行うため平成 22 年 4 月に設置されたもので、その研究
会のレポートでは次のような指摘がなされている。
・

生活保護率は他の大都市の 2～3 倍の 40％

・

大阪市の人口一人当りの歳出額、大阪市 61 万円、横浜市 38 万円、名古屋市 45 万円

・

大阪市の人口一人当りの職員数、大阪市 97 人、横浜市 54 人、名古屋市 78 人

・

府市の間で 13 施設が類似ではないかと考えられ、｢二重行政｣の存在

・

政令指定都市比較では上場企業本社数、大阪市(420) 相模原市（9）
昼夜間人口比率、大阪市（138.0％） 川崎市（87.1％）
11 月 24 日視察の 2 日前、22 日に大阪府、大阪市のタブル選挙で都構想実現を目指す大阪維

新の会公認の 2 人が圧勝し、5 月の住民投票で反対多数となった、大阪都構想をめぐる論議が再
開される見通しとなった。市は市域、府は市域外を所管する｢まんじゅうのあんこ(市域)と皮(その他
府域)｣という構図｢二つの大阪｣というものが存在し、協調することなくそれぞれ独自に全域がほぼ
都市化した狭隘な大阪府域で都市経営を行い、結果として都市経営の責任が不明確で｢二元行
政｣という状態なのだ。イデオロギーや与党、野党の対立ではなく、日本の将来をどのように描くの
か。戦後 70 年の時が過ぎ、組織や手法のあり方の全面的な見直しが求められているが、相変わら
ずの政争により、変革が進まないのは国民の民度にも大きな原因がある。投票率の低さを見るに
つけ、国民も日本の未来に向けて成り行き任せの感を禁じえない。
今後、橋下徹氏や松井一郎氏のリーダーシップのもと明治から続く歴代知事･市長の論争問題
はこれからの日本の将来に大きく影響するのではないだろうか。期待し、応援しながら見守ってい
きたい。
翌 11 月 25 日は大阪市都市計画局の案内で関西再生のリーディングプロジェクト“うめきたプロ
ジェクト”～ナレッジキャピタルに集う あたらしいまち～を視察。平成 11 年からスタートした 1 日
250 万人が行き交う西日本最大のターミナル大阪･梅田駅の北側の新しいまち。その規模、未来
指向、デザイン、美しさに驚く。ここは日本？ショーウィンドーに立つ人の姿は東京でも見られない
ような、洗練されてオシャレで国際的な空気を醸し出しているカップル。思わず見入ってしまった。
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オープンカフェ、けやき並木など緑があふれ｢歩いて楽しい街｣はこれまで街のイメージを一変さ
せた。これらがすすむと、田舎の人工的でない本物が持つ自然の豊かさ(里山、川、森、空気、星
の輝き、田んぼ)が人々の心を満たす大きな役目を担って来る時代が見えてきた。過疎の地方の
価値が見直され、人間が主役の真の豊かさ、幸せ感を求めて、人の動きに変化がでてくると思わ
れる。
いよいよ都心から近く、水、空気、野菜のおいしい群馬の出番だ。すでに群馬県はその対応を
しっかりすすめている先進県だ。これらの動きからも目が離せない。
◆まちづくりの５つの柱
「世界に誇るゲートウェイづくり」「にぎわいとふれあいのまちづくり」「知的創造、活動の拠点」
「公民連携のまちづくり」「水と緑あふれる環境づくり」
◇それを支える｢グランフロント大阪｣開発事業社
ＮＴＴ都市開発株式会社 オリックス不動産株式会社 新日鉄興和不動産株式会社
株式会社竹中工務店 日本土地建物株式会社 三井住友信託銀行株式会社
株式会社大林組 関電不動産株式会社 積水ハウス株式会社 東京建物株式会社
阪急電鉄株式会社 三菱地所株式会社
そうそうたる日本を代表する企業を知り日本の未来へ大きな希望を持つことができた。まさに｢街
は生きている｣。現場に立たないとその価値、存在感、実感はない。メディアを通じてではそのエネ
ルギーは伝わってこないことを痛感する。
ちなみに近大マグロのレストランには行列ができていた。
三菱地所の方の前職は丸の内開発担当で｢ゲートウェイをめざす｣｢シンガポール、広州に負け
るわけにはいかない｣と熱く語った。
ナレッジサロン(知的創造拠点)を運営されるオリックス社員は、｢これからは産・官・学・プラスア
ーティスト。だからインテリアや椅子、テーブルもデザイン、色にこだわった｣との説明が印象的だっ
た。今は、デザイン経済学だ。機能はもとより見て、部屋において美しくないものには関心がない。
だからあらゆる分野にデザイナーが求められている。佐藤卓、吉岡徳仁、佐藤可士和、奥山清行
（フェラーリのデザイナー）などは、国際的に評価されている。
前日、見学した大同生命。女、渋沢栄一と称された広岡浅子の先見性、勇気、行動力(炭鉱、
銀行、生命保険、日本女子大学支援)、「九転十起」、「小異を捨てて大同につく」、ヴォーリズ設計
の華麗かつ美しい室内、大阪のかつての繁栄を五感で知ることができた。お土産は堂島ロールで
しめる。
世界最先端の金融市場ともいわれた堂島米会所の復活、そして世界のゲートウェイの誕生が遠
くないことを夢見ることができた価値ある視察でした。選挙後の多忙な中を丁寧にご案内、説明い
ただいた大阪府、大阪市の担当者、窓口となりご苦労下さった小島副代表幹事、そして事務局に
心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
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大阪市視察レポート
専門委員 中島資浩
平成２７年１１月２４日・２５日の２日間、大阪市を訪れ、「大阪における新たな大都市制度の取組
み」と成長戦略拠点特区「大阪駅周辺地区：うめきた（大阪駅北地区）プロジェクト」について視察
した。
今回の視察は、先の住民投票の結果を受け、これまで大阪都構想を主導してきた橋下徹氏が
大阪市長選挙への出馬を見送り、１１月２２日に行われた大阪府知事選挙と大阪市長選挙のダブ
ル選挙直後の視察となり、大変時機を得た視察となった。
■１１月２４日（火）
平成２７年５月の大阪都構想を巡る住民投票
では、僅差ではったが、反対多数となった。
しかし、このダブル選挙では、大阪都構想の
実現を目指す大阪維新の会公認の２人が、圧
勝する結果となった。橋下氏の後継候補が当選
したことで、今後、大阪都構想の議論が再燃す
ることも予想される。
橋下氏は、平成２０年に大阪府知事に就任し、その後平成２２年より大阪都構想の提唱に至っ
た。しかし、当初、私自身、橋本氏が“大阪都”を目指す理由を、なかなか理解できずにいた。
そして、今回、大阪府政策企画部政令市連携室を訪れ、大阪都構想を推進してきた関係者から
「大阪における新たな大都市制度の取組み」について説明を受け、同時に意見交換や質疑応答
を行う中で、私自身、疑念が払拭されることを期待していた。
しかし、結局、その疑念を払拭するには至らなかった。
これは、大阪市の有権者が、住民投票では大阪都構想に対し僅差とは言えＮＯを突きつけたに
もかかわらず、ダブル選挙ではいずれも大阪都構想の実現を掲げた候補者を選んだところに、こ
の問題が凝縮されているように思う。
すなわち、大阪市の有権者は、大阪都構想を目指すメリットが余りにも難解で、容易に理解でき
ないところに原因があるように思う。
そして、大阪都構想の行く末は、いかに有権者に分かりやすく説明し、理解してもらえるかにか
かっていると思う。
いずれにしても、大阪都構想の実現は、我が国の大都市制度や地方自治制度にも大きな影響
を及ぼすことから、今後もその動向を注視して行きたいと思う。
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■１１月２５日（水）
成長戦略拠点特区「大阪駅周辺地区：うめきた（大阪駅北地区）プロジェクト」を現地視察した。
大阪駅に隣接した約１６ｈａという広大な空き地を利用したビッグプロジェクトであり、まちづくりのコ
ンセプトを「みどりとイノベーションの融合拠点」とし、大手デベロッパーを中心に事業が進められて
いるが、今や大阪駅の隣接地という我が国を代表する付加価値の高い場所において緑化を進め
ようとしており、新たな特徴のあるプロジェクトと言える。
一方、「水と緑と詩のまち」を標榜する前橋市では、年々緑が失われているように感じてならない。
緑は、“豊かさの象徴”でもあるように思う。前橋市でも、「うめきたプロジェクト」に学び、真の「水と
緑と詩のまち」を目指すべきと考える。
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