
2007.11.3 発表 

2007.11.8 更新 

■ 「大阪市の環境再生まちづくり」に関する公開質問状に対する回答一覧 

＜掲載にあたって＞ 

 ◎以下の点につきましては、回答依頼時に、回答者側に了解いただいております。 

• 掲載にあたっては、回答文の到着順に掲載しています。 

• 回答にあたっては、原文のまま掲載しています。 

 ◎回答文の追加・公表について。 

• なお、平松邦夫氏につきましては、回答締切（10 月 31 日）・公表（11 月 3日）後に、ご回答（11 月 5日付け）いただきまし

た。本来であれば、公開を見送るところではあるかと思いますが、「各候補者のご意見を多くの方にご覧頂き、投票の参考に

していただく」という本質問状の趣旨にのっとり、公開させていだくこととなりました。 

• 皆様には、このような趣旨・経緯をご理解の上、ご覧くださいますようお願い申し上げます。 

 
財団法人 公害地域再生センター 

理事長 森脇君雄 

 

■質問項目と回答 
 

１．大阪市の大気汚染対策について 

大阪市内では、平成 18 年度、大気汚染の指標の一つである二酸化窒素（NO2）について、自動車排出ガス測定局（全 11
局）において、４局が未だ環境基準不適合でした。 
また、健康被害との因果関係が懸念されている微小粒子状物質（PM2.5）についても、国の環境基準設定に先立ち、市内で

測定された数値は、米国やＷＨＯ、ＥＵが定めた数値を大きく超えています。これらの大気汚染の原因として、自動車排ガス

等が上げられます。 
先日（8 月 8 日）には、東京大気汚染訴訟が和解し、東京都では医療費助成制度が創設されることとなりました。 
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【質問１－①】現在の大阪市の大気汚染の状況についての見解、市民の健康を守る上で、今後の対策について、どのようにお考えでしょうか？ 

 

はしづめ 紳也 氏 姫野 浄 氏 關 淳一 氏 平松 邦夫 氏 
今後も厳重に監視を続ける必要がある

と考えています。クリーンエネルギーの

導入、自動車社会の転換などを検討しま

す。 

現市政は、「もう公害は終わった」と

して大気汚染公害を過去の出来事によ

うに後ろに追いやっていますが、住民自

身の手で地域の大気汚染の状況を調べ

る運動「ソラダス 2006」の結果を見ま

すと、大阪市内の港区・大正区・北区の

中津・東住吉区などで環境基準を超える

高濃度地域があることが判明していま

す。それらの地域はいずれも大型ディー

ゼル自動車が頻繁に走行する地域です。

許せないのは、この地域にさらに自動車

走行の増加が見込まれる開発計画が準

備されていることです。 
大阪市内の小学生のぜんそく被患率

が過去 25 年間で 4.7 倍にも増加してい

るといいます。また、上記汚染地域では、

ぜんそくに苦しみながら何の補償もさ

れずにいる患者さんも少なくありませ

ん。原因は、自動車排ガス中の二酸化窒

素（ＮＯ２）やＰＭ2.5、ＤＥＰなど浮

遊粒子状物質といわれるものです。この

一刻も早い対策が要求されます。 
私は、当面、かかる地域の公害被害者

の救済に加えて、大型ディーゼル自動車

の走行規制やこれ以上の高速道路建設

を進めないなど、大阪市の街づくりの見

直しも同時に行う必要があると考えて

おります。 

○ 大阪市では、二酸化窒素濃度や浮遊粒

子状物質などの大気汚染については、

ここ数年、横ばいまたは緩やかに減少

しています。また、廃棄物の焼却によ

り発生するダイオキシン類による汚

染やダイオキシンによる次世代への

影響などが懸念されており、これらの

早急な改善が求められているところ

です。 
○ 国、府とも連携して、自動車公害対策

として、低公害車導入への助成や融資

をはじめ低公害車の導入を促進する

とともに、公用車への率先導入とし

て、私自身の公用車も昨年 9 月にハ

イブリッド車に転換したほか、バスや

業務用車両にも低公害車を積極的に

導入しました。また、御堂筋沿いの企

業などとも連携してエコドライブ等

の実践に努めてきました。 
○ 国、府との緊密な連携のもと、事業者

へのエコカー（低公害で燃費が良い）

導入の促進、マイカー利用者へのアイ

ドリングの停止、マイカー通勤の自粛

などの啓発に根気強く取り組み、大気

汚染防止に努めます。 
○ 一部の道路沿道では NO2 の環境基準

に不適合となっており、今後は交通渋

滞解消などの対策を講ずることによ

って地域の汚染改善を進め、2010 年

度を目標に基準の達成をめざします。

大阪市における大気環境は全般的に

改善傾向にあり、SO2・CO は全観測地

点で環境基準を達成していますが、一方

で、NO2・SPM は道路沿道地域を中心

に依然として一部未達成です。大阪市内

の NO2・SPM の削減対策として、ディ

ーゼル車を中心とした自動車排出ガス

規制の強化や自動車交通量の抑制が重

要な柱となると考えています。 
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【質問１－②】大阪市におけるぜんそく患者への医療費助成制度の創設については、どのようにお考えでしょうか？ 

 

はしづめ 紳也 氏 姫野 浄 氏 關 淳一 氏 平松 邦夫 氏 
調査研究の上で、財源確保を検討した

いと考えます。 
現行の「小児ぜん息等医療費助成制

度」の年齢制限を撤廃し、すべてのぜん

そく患者への制度に変えます。 

○ぜん息患者の多くが低年齢で発症し、

早期に適切な治療を受けることが重

要でありますので、市内居住の 15 歳

未満の小児が気管支ぜん息等の治療

を受けられたときの医療費(入院時の

食事にかかる自己負担金を含む)の自

己負担分を助成する制度を現在設け

ております。 

０歳から 15 歳までの小児ぜんそく患

者への医療費補助制度が実施されてお

り、現段階で医療費補助制度について拡

大しなければならないという認識はあ

りませんが、保健所・保健センターにお

ける健康教育・市民啓発などの予防事業

についてさらに拡充が必要であると考

えています。 
 

  ２．大阪市の地球温暖化対策について 

現在、地球規模で、地球温暖化問題への対策が緊急課題となっています。 
大阪市地球温暖化対策地域推進計画では、市域における温室効果ガスの総排出総量を、基準年（平成 2 年度）から７％削減

（平成 14～22 年度）することを目標としており、多方面の方々の努力により、平成 14 年度時点で、既に 6.3％減少が行なわ

れています。 
 

【質問２－①】今後、産業活性化や都市開発・まちづくり、市民のライフスタイルへの働きかけなど、大阪市の様々な施策における地球温暖化対策につ

いて、どのようにお考えでしょうか？ 

 
 

はしづめ 紳也 氏 姫野 浄 氏 關 淳一 氏 平松 邦夫 氏 
経済的に持続可能な環境政策、環境的

に持続可能な経済活動を基本に、地球間

環境に配慮した公民協働のまちづくり

を考えております。 
具体的には、梅田北ヤードなどの街路

照明を、従来の照明装置よりも寿命が長

く、電気代の安いＬＥＤ（発光ダイオー

ド）を配備します。また、ヒートアイラ

ンド対策として、屋上緑化や芝生化を進

地球温暖化防止が人類共通の最重要

課題であることは、ＩＰＣＣとアル・ゴ

ア米元副大統領にノーベル平和賞が授

与されたことを見ても明らかです。その

主要な原因物質は、二酸化炭素（ＣＯ２）

であることに疑う余地はありません。特

に、大阪市は過去 100 年の平均気温の上

昇率が 2.1℃とＩＰＣＣ報告による地球

全体の上昇率 0.74℃の実に 3 倍にも上

○ 2010 年度までに NO2 等の環境基準

を達成するとともに、地球温暖化対策

として市民運動や庁内運動を展開し、

CO2 等の温室効果ガスを計画どおり

７％以上削減（1990 年度排出量を基

準）します。 
○ 市民・事業者及び行政が「エネルギー

利用」「廃棄物の減量・再資源化」「自

動車利用」「グリーン購入」「緑化」を

地球温暖化、ヒートアイランド現象な

どの環境問題、石油価格の高騰による経

済への深刻な影響など、環境・資源の問

題が懸念されています。大阪市も、大量

に資源を浪費し、生活環境を軽視したま

までは、都市として将来にわたって持続

可能なはずはありません。エネルギーの

消費を抑えるためには、様々な公共サー

ビスが歩いていける範囲内で提供され
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めます。そのための、相談体制を強化し、

公民協働の「緑化博」も行います。 
また、大阪市がリーダーシップを取

り、環境負荷の少ない公共交通や自転車

の利用促進を推進します。 

ります。これは、都市の温暖化「ヒート

アイランド現象」が加わったことによる

ものです。「涼しい大阪」これは私の選

挙公約の大きな柱です。主要な排出源で

ある電力分野では、大阪市は関西電力の

大株主であるという立場から、石炭火力

発電の縮小と自然エネルギーへの転換

を進めるように実効性のある対策を求

めていきます。同時に、いま全国 180 ヵ

所にも広がっている「市民共同発電所」

運動や「エコまち」運動など、市民とと

もに考え・実践する仕組みを、ドイツの

諸都市に学びながら創設していきます。

また、都市再開発に関しましては、さ

らにヒートアイランドを進行させる超

高層ビル・マンション建設を制限し、市

内の緑地空間を大きく広げる街づくり

に転換していきます。 

行動の指針の柱として温暖化対策を

推進するよう働きかけます。 
○ また、都市緑化の推進・ヒートアイラ

ンド現象の緩和につながる校庭の芝

生化を進めます。 

る、コンパクトなまちづくりが必要で

す。街路のバリアフリー化や公共交通シ

ステムの再構築など都市のあり方を大

胆に変革して、マイカーに依存しない持

続可能な都市づくりをめざします。さら

に、今や環境問題は都市生活を営む市民

レベルからのアクションが必要になっ

ています。市民の行動を支援し、まちづ

くりへとつなげていきます。 

 

３．大阪市の交通施策（公共交通と自転車）について 

大気汚染問題、地球温暖化問題の解決にあたっては、交通施策のあり方が、その対策を大きく左右することとなります。 
また環境面のみならず、高齢化社会に対応した「市民の足」の確保、都市づくりの骨格をなす道路・交通ネットワーク形成

など交通施策は、市民の暮らしに直結しています。 
 

【質問３－①】市長選挙の争点として市営地下鉄・バス民営化が挙げられていますが、大気汚染対策・地球温暖化対策などの環境面からみた公共交通の

果たすべき役割と施策のあり方について、どのようにお考えでしょうか？ 

 

はしづめ 紳也 氏 姫野 浄 氏 關 淳一 氏 平松 邦夫 氏 
環境負荷の少ない公共交通の利用促

進を図るために、交通局は韓国のソウル

やブラジルのクリチバなどの事例に学

び、都市交通政策とまちづくりや中心市

地下鉄民営化との関連での質問です

が、関市長が関西経済同友会の強い要求

から地下鉄民営化が取り上げられてい

るところであり、決して市民からの要求

○ 地下鉄は、大量輸送性・高速性・定時

性に優れ、限られた都市空間を有効に

活用できるだけでなく、大都市特有の

大気汚染等の環境問題や交通渋滞等

市営地下鉄・バスは市内交通ネットワ

ークの根幹を成しています。また、大阪

市の都市交通政策を示さずに、市営地下

鉄・バスの経営形態が議論できるはずは
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街地の活性化の一体的な推進を図るほ

か、地下鉄やバス、私鉄、JR などの連

携を強化し、大阪市のリーダーシップで

公共交通ネットワークを推進します。 

ではありません。民営化については４年

連続の黒字で、地下鉄・バス事業全体で

も黒字経営であり、民営化する必要性な

まったくないとの意見です。民営化のも

とでは、利益が優先され、大気汚染や温

暖化対策は後回しになる恐れがたぶん

に高く、公営交通であるからこそ、市内

への自家用車流入規制策などとも連携

させながら、環境対策の視点でも貢献で

きると考えます。民営化されれば、バス

事業や赤字路線は廃止され、都市交通ネ

ットワークはズタズタにされるでしょ

う。私は公営交通を維持するなかで、バ

ス路線の拡充や、今里筋線の延伸など必

要な新線建設も行い、さらに都市交通ネ

ットワークを充実していきます。このこ

とが、大気汚染対策・地球温暖化対策に

資すると考えています。 

による都市機能の低下等に対処する

ためにも、必要不可欠な公共交通機関

であることから、都市の基幹交通とし

て、整備・拡充に取り組んできました。

○ また、バスは高齢者や障害者をはじ

め、誰もが安全・快適に利用していた

だけるよう利便性の向上を図るとと

もに、環境に配慮して、低公害のハイ

ブリッドバスや天然ガスバスを導入

しており、順次増車に努めています。

○ 今後も、利便性の向上に向けた取り組

みを行うとともに多様なサービスの

提供に努め、公共交通の一層の利用促

進を図っていきます。 

ありません。それなのに、なぜ現市長が

地下鉄民営化方針を出せたのか私には

理解できません。 
 環境への負荷の点でマイカーより

地下鉄・バスが優位にあることは明らか

であり、また市街が高度に集積し、様々

な活動が高密度に行なわれている大阪

市で、移動手段をマイカーに過度に依存

することは避けるべきです。私は、環境

への負荷や高齢化にともなう市民の移

動権の保障を考慮し、マイカーから地下

鉄・バスへの利用転換を促す総合的な都

市交通政策を確立します。同時に、マイ

カーに頼らなくてすむようなコンパク

トなまちづくりも進めます。市営地下

鉄・バス事業については、短期的な赤

字・黒字という観点から判断するのでは

なく（もちろん経営効率化の努力はすべ

きです）、大阪市の総合的な都市交通政

策の中に位置づけ、その方針と成果を市

民に対して明らかにした後に、あるべき

経営形態について判断しても決して遅

くはないと思います。 
 

【質問３－②】環境にやさしく健康づくりに貢献する乗り物である自転車は、放置自転車や歩道上での事故多発など様々な問題を抱えていますが、その

活かし方について、どのようにお考えでしょうか？ 

 

はしづめ 紳也 氏 姫野 浄 氏 關 淳一 氏 平松 邦夫 氏 
自転車を活かしたまちづくりは積極

的に推進したいと考えています。放置自

転車日本一といわれる大阪市ですが、こ

れは大阪が東京よりも坂が少なく、省エ

ネ効果が高い自転車が利用しやすいこ

とも意味しています。 
この利点を生かすために、重点施策と

自転車の放置問題は深刻で、心斎橋周

辺での放置自転車の現状を視察し、その

対策に取り組んでおられる方々と懇談

をしました。難しさもありますが、放置

自転車の監視者を配置することが必要

性だと思います。また、使い勝手のいい

駐輪場の整備や自転車専用道路の計画

○歩行者と自転車の混在化による接触

等の問題に対応していくために、地域

の課題等を踏まえながら、市民・企業

のまちの力と職員流動化も活用して

効果的な放置自転車の対策を行うほ

か、自転車利用者のルール遵守やマナ

ーの一層の向上を図るなどの自転車

 放置自転車の問題にしろ、歩道上での

自転車事故にしろ、まちづくりの観点か

ら総合的な対策を行なう必要があると

考えています。また、地域住民・事業者

と協力した放置自転車対策への支援、地

域の移動手段としてのコミュニティバ

スの活用、道路の利用ルールなどについ
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して、自転車を公共交通ネットワークの

一部に組み込めるように、積極的な駐輪

施設整備のための補助制度、パリ市など

で行われている自転車貸し出し制度の

導入を検討します。施設の整備は、「ロ

ンドン自転車戦略」のように交通トリッ

プの一定割合が自転車となるような目

標を定め、走行路の整備とあわせて、駐

輪施設の整備を進めます。バス亭や駐輪

場に広告掲載を行うことで、施設整備・

運用費の一部を広告費でまかなうよう

なコスト削減も導入します。 

化も必要と考えますが、安価で人に優し

い公共交通ネットワークの充実と利用

促進が重要だと考えています。いずれに

しても、市民と専門家等とによる検討委

員会を設置して、放置自転車や事故対策

を講じながら、自転車の積極的活用を啓

発して参ります。 

対策を推進します。 
 

ては、法改正や国・府との協議を必要と

する場合もあるでしょうが、基本的には

住民に身近な区役所に権限を移譲し、住

民参加のもとで地域の実情に応じた総

合的な対策を行える体制をつくります。 

 

【質問３－③】自動車交通は、大気環境・地球環境の悪化や道路混雑・交通事故の発生、都市景観の劣化などをもたらすとともに、道路空間は依然とし

て車中心の走行空間に割り当てられていますが、自動車交通への対応ならびに道路構造の改変について、どのようにお考えでしょうか？ 
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はしづめ 紳也 氏 姫野 浄 氏 關 淳一 氏 平松 邦夫 氏 
【質問 3-①】【質問 3-②】の回答のよ

うに、バスや自転車が走りやすい道路に

改変してゆきたいと考えています。 

韓国ソウルのチョンゲチョン川が、環

境悪化で衰退する地域対策として見事

に成功した例が有名です。都市と自然が

調和するチョンゲチョン復元を参考に、

大阪でも、自動車交通による環境悪化の

対策が必要だと考えています。市民から

も中之島周辺の阪神高速道路が景観を

壊しているなどの声があります。文化と

歴史を大切にする創造都市の構想とと

もに、道路構造問題にも検討をくわえ、

大気汚染対策と景観回復を両立する対

策に取り組みます。 

○道路混雑の緩和や環境負荷の軽減を

図るため、自動車から公共交通への利

用転換の促進や自動車利用マナーの

向上、共同配送の促進など、自動車利

用の適正化に向けた取り組みを推進

します。 
○また、自動車交通の円滑化を図るた

め、重点的で効果的な道路整備や連続

立体整備事業の推進などにより、道路

交通の支障となっている部分の解消

に努めるなど、道路ネットワーク事業

の一層の向上に取り組みます。 
○さらに、違法駐車問題に対応するた

め、駐車マナーの向上や駐車需要の抑

制を図るとともに、公民でこれまで整

備してきた駐車場の利用促進に努め

ます。また、関係団体への働きかけを

通じた公民連携による取り組みを強

化するなど、効果的な駐車対策を推進

します。 

この問題についても、３－①で示した

都市交通政策に位置づけます。もちろん

移動手段の選択は個人の自由なので、地

下鉄・バスの利便性を高め、歩行者に安

全な街路づくりを進める必要がありま

す。ロンドンでは市内中心部への自動車

乗り入れに対して混雑課徴金が実施さ

れ、パリでも自転車貸し出しサービスが

行われており、国内各地でも市民との協

働によるコミュニティバスの運行など

がとりくまれていますが、様々な社会実

験を市民の参加と検証のもとで行なう

ことも必要だと思います。 
 



 

４．大阪市のゴミ問題について 

大阪市における循環型社会の形成にあたり、ゴミ減量・リサイクル、及び、適正なゴミ処理の推進は重要です。 
 
【質問４－①】大阪市の廃棄物対策を進める上で、現状の認識、および、目標と対策について、どのようにお考えでしょうか？ 

 

はしづめ 紳也 氏 姫野 浄 氏 關 淳一 氏 平松 邦夫 氏 
家庭からのごみについては徐々に分

別が進んでいますが、事業系ごみは、い

まだ、分別されていない場合が多くこれ

からの課題であると考えています。特

に、循環型社会の形成は教育が大事であ

り、小学校での実践による環境教育を推

進したいと考えています。 

ご質問の主旨を、大阪市の一般廃棄物

（ごみ）対策と受け止めさせていただき

ます。平成 18 年度の大阪市のごみ処理

量 160.9 万㌧を、排出源別に見ますと家

庭系が 37％・事業系 6１％になっていま

す。総処理量のうち 97.2％が焼却されて

います。資源化されたものはわずか 2％
の 3.6 トンです。資源回収といっても

60％を占める事業系ごみではあくまで

も「事業者の自主」の範囲であり、資源

化に貢献しているとはいえません。 
大阪市のごみ問題は事業系ごみ問題

でもあります。これまで、大阪市は事業

系ごみを許可業者に収集・搬入・処理さ

せるという民間委託を先進させてきま

した。その結果、大幅な減量化や資源化

には大変遅れています。安全で衛生的で

資源循環型の廃棄物行政を推進するに

は、財源と権限をもった公共管理が不可

欠だと考えています。 
また、廃棄物予算の効率的運用という

点では、先進都市で実証済みの熱心にや

るほど税負担が増える「リサイクル貧

乏」にならないように、例えば、地域限

定のデポジット方式や包装容器は売り

手と買い手でリサイクルする「民･民手

○ごみ処理費用低減の観点から、老朽化

した焼却工場の設備改修による長期

使用を促進するほか、ごみ焼却工場の

１工場の廃止も視野に入れ、ごみ減

量・リサイクルの取り組みを推進し、

循環型社会を構築します。 
○ごみ減量と受益と負担の観点から、一

定量以上の家庭ごみについては有料

化の検討を行います。 
○さらに、安定的なゴミ処理体制確保に

向けて、民間資本を活用した施設整備

についても検討していきます。 
 

膨大な廃棄物の発生と最終処分量を

考えると、廃棄物の発生抑制、減量化と

リサイクルの推進が喫緊の課題とであ

ると認識しています。多くの都市で、ご

みの発生抑制と資源循環にむけて家庭

ごみ有料化が実施されてごみ排出量の

減少に効果を上げており、家庭ごみの有

料化の導入について検討したいと思い

ます。また廃棄物の適正処理や不法投棄

の防止などの対応も重要だと考えてい

ます。 
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法」を大々的に実行するなど、地方自治

体でもすぐにできる生産者責任を明確

にした抑止対策を実行します。 
現市政が計画している「廃棄物処理事

業の独立行政法人化」は、大阪市がごみ

行政から逃げ出す手法であり、市民不

在、課題先送りの問題政策だと考えま

す。 
 

５．大阪市における環境再生まちづくりについて 

大阪市において、公害問題を克服してきた企業や行政、市民の知恵と努力を、さらに発展させ、これからの環境再生のまち

づくりへとつなげていくためには、市民の参画、ＮＰＯとの連携が不可欠といえます。 
また、水辺の活用や緑化などの自然環境の再生、大阪市として誇れる景観づくり、住みよい・働きやすい環境づくりなど、

豊かな都市環境を生み出すことが新たな活力を生み出します。 
 

【質問５－①】環境再生のまちづくりを進める上で、市民の参画、ＮＰＯとの連携を促進するための仕組みづくり（例：拠点の設置、専門家のサポート

制度、資金面の支援制度、区役所の権限強化など）について、どのようにお考えでしょうか？ 

 

はしづめ 紳也 氏 姫野 浄 氏 關 淳一 氏 平松 邦夫 氏 
・自治基本条例を制定、・なにわ版、

新時代の公共のあり方の策定、・市民活

動を支える、市民プラザ・プログラム（仮

称）と大阪版 1％条例を施行、・市民政

策委員会（仮称）を設置、・地域自治協

議会の設置、・地域サポーターを育成。

を考えています。 

市民による創造都市づくりに係わる

運動が開始されておりますが、環境再生

の視点も大切にして参ります。もちろ

ん、市民参加、NPO への協力依頼など

ちからをお借りし、すすめて参ります。

区役所の権限強化とあわせ、「区民協議

会」を公約していますが、「仕組みづく

り」についても、関連させ各区での必要

検討事項にそって「仕組み」をつくって

参ります。 

○市民や事業者が自ら積極的に環境保

全行動が展開できるよう、行政と市

民、事業者などが連携を強め、協働し

て環境施策を推進していく時代です。

○たとえば、御堂筋沿いの企業などで構

成する協議会が自動車による大気汚

染や地球温暖化の防止に取り組む「御

堂筋エコロード推進事業」、あるいは

「なにわエコライフ」による省エネ活

動認定事業や地球温暖化防止のため

にあらゆる取り組みを行う「なにわエ

コ会議」への活動支援などの例にみら

れるような、さまざまな主体と連携し

地域コミュニティ再生を進めるため

に、区役所への大胆な分権を進めるとと

もに、住民自治協議会（仮称）を小学校

区程度の単位で設置するなど、市民が自

由に集まり、議論し、力をあわせてまち

づくりに参加するしくみをつくりたい

と考えています。この地域住民による住

民自治協議会の活動に対して、市職員に

よる積極的な参加･支援ととともに、専

門家のサポート制度、資金面での支援制

度を創設して支援体制をつくります。ま

た地域における公共サービスを担って

いるのは行政だけではありません。地域
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た取り組みを今後より一層展開して

いく必要があると考えます。 
の多様な市民活動団体の経常的な活動

拠点となるよう、既設の遊休施設等を活

用・開放するなどして、市民活動の場を

行政区や地域につくることが早急に求

められています。市民活動の場は市民の

だれもが気軽に利用でき、共通の一定の

ルールの下に活動できる拠点として整

備する必要があります。 
 

【質問５－②】環境再生のまちづくりを進める上で、大阪の玄関口ともなる「梅田北ヤードの跡地活用」は、その試金石といえますが、その活用にあた

って、どのようにお考えでしょうか？ 

 

はしづめ 紳也 氏 姫野 浄 氏 關 淳一 氏 平松 邦夫 氏 
北梅田地区に関しては、環境にも配慮

した「水と緑あふれるまちづくり」を進

めます。大阪の玄関にふさわしい、市民

が憩える駅前整備を進めます。同時に、

北梅田の開発を担う民間事業者にも「水

と緑あふれるまちづくり」への協力を求

めます。 
大規模な開発に対して、都市計画制限

の緩和を行う場合には、市民への情報公

開を徹底しつつ、事業者に対して周辺整

備への応分の負担を求めることで、環境

に配慮した適切な開発計画を指導しま

す。 

「梅田北ヤードの跡地活用」のご質問

ですが、「跡地活用」とは考えていませ

ん。政府の都市再生本部の緊急都市再生

指定地域とされ、特別の規制緩和策がと

られるもと、乱開発が始まろうとしてい

るのです。２４㌶のうち７㌶が三菱地

所、オリックス、UR が既に参画し工事

をはじめています。大阪駅北地区まちづ

くり推進協議会は百済貨物駅と吹田操

車場跡地に、貨物駅を移転させる計画を

すすめていますが、吹田市と東住吉区で

は住民あげての反対運動が続けられて

います。私は２４㌶すべての乱開発に反

対です。梅田貨物駅は、大消費地の真ん

中にあり、総合的にみて好都合の位置に

あると考えています。 

○大阪駅北地区のまちづくりにおいて

は大阪の新しい顔にふさわしい風格

ある景観、潤いと水と緑豊かな都市環

境を創出します。 
○水都大阪を再生する水と、多様な緑の

ネットワークにより、大阪の新しい顔

となる個性的で魅力ある都市空間を

創出し、アメニティ豊かな環境で、新

たな人々の交流、ビジネスが生まれ、

活力に満ちた次代の大阪の再生をめ

ざします。 
 

エネルギーの大量消費は、大気汚染の

原因となり、また二酸化炭素を排出して

地球温暖化に影響を与えるとともに、都

市排熱によるヒートアイランド現象の

一因となります。「梅田北ヤード」はす

でに計画決定され再開発事業が開始さ

れていますが、地上緑化と屋上緑化など

でさらに「緑」を増やすことが重要です。 
 

 

 9



【質問５－③】大阪市の目指すべき都市像について、どのようにお考えですか？また、その実現を図るための規制や誘導手法のあり方、実現にあたって

の体制づくり（例：専門部局の設置など）について、どのようにお考えでしょうか？ 

 
 

はしづめ 紳也 氏 姫野 浄 氏 關 淳一 氏 平松 邦夫 氏 
21 世紀の大阪は、文化によって支え

られた都市として、世界から注目を浴び

る必要があります。そのための文化政策

と産業政策を重点化します。たとえば堀

江・ミナミをアジアにおける音楽産業の

拠点となる魅力的な界隈に、また中之島

西部・川口・江之子島地区を現代美術と

デザイン文化で注目をあびる「文化の社

交都心」に、築港地区を国際的な美術表

現活動と文化観光の拠点とします。この

ために地域のビジョンづくりに加えて、

各拠点の活動を世界へ情報発信してい

きます。 
北梅田等の大阪の将来を担うリーデ

ィングプロジェクトにあっては、市長直

轄の「事業本部」（プロジェクトチーム）

を導入し、部局横断的な行政施策の展開

を迅速に遂行する体制を作ります。 

福田内閣は就任しての初仕事は「地域

活性化統合本部」を設置することでし

た。中央集権を強めながら大型開発事業

を促進しようとしています。貧困と格差

に苦しむ市民と労働者が、生活を安定さ

せ、創造力が発揮できる環境づくりを足

場に、地場産業を進行させながら都市再

生めざす好循環をはかることが行政の

仕事だと考えます。また、緑と文化の空

間を創造することで大阪の再生のちか

らにしたいと考えています。 

○魅力あるまちをつくりあげるには、水

や花・緑など自然の要素を生かし、大

阪らしい歴史的・文化的資産を活用

し、さらにまちなみの魅力を高めて、

アメニティ豊かな空間を創造してい

く必要があります。 
○また、魅力的な都市景観の創出のため

には、パブリックスペースとプライベ

ートスペースのデザイン上の調和を

図ることが重要であり、行政と市民と

の連携のルールとシステムを確立し、

長期的な目標のもとに、総合的な政策

を推進していく必要があると考えま

す。 
○まちづくりにおいては、その地域の

人々と連携したきめ細かなやり方で、

地域の特性を生かしたまちづくりを

進めていくべきものと思います。 
○さらには、現行の「大阪市環境基本計

画」を引き継ぐ新しい計画を市民とと

もに策定し、2010 年以降の環境施策

の基本方針を定める必要があると考

えます。 
○これらの観点から、大阪市に暮らし、

働く人々にとって住み心地がよく、豊

かな生活を楽しめ、訪れる人々が自然

や歴史、文化に触れ、大都市の魅力を

存分に享受できるまちづくりをめざ

します。 

かつてのように官主導の大規模事業

を行なって「大きな大阪」を目指すのは

完全に時代遅れです。かといって、現在

行なわれているように税収や人口など

「身の丈」に合わせて、単に小さく縮ん

でいっても大阪の活力は失われてしま

います。大阪市を「大きいか、小さいか」

で考えることはできません。大阪市は、

懐が深く、人にやさしく、多様な市民、

企業の活動が濃密に行われ、そこから新

しい価値を生み出す都市であるべきだ

と思います。これこそが、大阪市がかつ

て持っていた（今も持っているはずの）、

世界に対しても誇れる魅力だと思いま

す。また地球温暖化などの環境問題、石

油資源の枯渇問題、目の前に迫った超高

齢社会の到来などを考えれば、これから

の都市は自動車に依存しない、人にやさ

しく魅力あふれる豊かな都市空間の創

造が大きな課題となります。 
誰もが住まい、楽しみ、働ける都市づ

くりを市民の皆さんとともに進めてい

きたいと考えています。 
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