
分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒ 新区の命名について

結党以来の⽀持者で都構想賛成派です。
北区中央区と⾔うありきたりの名前では⼤阪らしく無いと思いますので、中央区は浪速区
に。北区は別にアイデアは無いんですけども、何か⼤阪城に因んだ区名にならないなかと
思った次第です。寄本

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではありま
せん。ご意⾒ありがとうございました。

応援 前回の反省を踏まえて。
お疲れ様です。2015年の住⺠投票で反対票が多かった区を重点的に演説やビラ配りをやっ
て欲しい。反対派は何をやってくるか分かりません。⼤阪都構想は絶対に必要です。宜し
くお願いします。

戦略的に展開していってます。ありがとうございます！

意⾒ 特別区の設置について

⼤阪都構想の⽴ち上がり時は、6区でした。説明会にも⾏きました。⼤いに良いことだと
賛成でした。
いつの間にか4区になりました。港区が、北の裾周りで⻑細く東淀川区までつながること
に反対で、⽣活圏、環境が余りにも違い、⻑細い区に、区役所は⾝近では無くなる！普通
に感じてます。政治的な何かが有るのですか？纏まり悪い区に成るのではと⼼配していま
す。

⽣活圏や環境があまりにも違うというのは、今の⼤阪市であっても各区バラバラという点においては同じで
す。

今回の案は、財政的な安定度を考慮したり、前回の投票時に反対に投じた⼈の意⾒もふまえて全体として賛成
をより多くいただくためにバージョンアップを⾏いました。

今の⼤阪市役所と⽐べれば、淀川特別区は確実に⾝近な特別区役所になりますので、ご理解をよろしくお願い
いたします。

意⾒
都構想のメリット、デメ
リットについて

⼤阪維新の会の議員、メンバーの⽅々はチラシでもタウンミーティングでも都構想の実現
後のバラ⾊なメリットしかお話されない。かたや都構想に反対される政党、団体の⽅々は
完全にピントの外れた些細な変化に⽬くじらを⽴てていたり、勘違いやウソだったりで双
⽅を聞き⽐べすることが全くできない。⼤阪維新の会も票取り上、良い話だけするのは仕
⽅ないかもしれないが、現実に実現後の変化を受け⼊れる⼤阪市⺠としては、賛成すれば”
覚悟しておくべき”問題や課題は現時点でわかる限り知っておきたい。それが府域全体、新
しい区内へ通勤通学などする⼈にも知るべきことは府⺠にみんなに教えてほしい。しいて
はそれが都構想を推進する側の誠実さであるまいか。

おっしゃるとおりで、デメリットについては、今回は積極的に発信しています。

ただ、制度設計の議論の中で、デメリットと思われる点については発⾒次第、改善し続けてきたのも事実で
す。現在はコストの⾯、住所表記の変更などを現実的なデメリットとして発信をしています。

貴重なご意⾒、ありがとうございます！

意⾒ 特別区の設置について

市を解体し4区にする案に賛成だが 政令指定都市4市にしたほうがいいのでは に対する
回答が適切でない。維新の弱い地区で市⻑が⾃⺠党になられては困るのではと うがった
⾒⽅をしてしまう。
前にメールしましたが 警察署の統合は最優先課題 古い警察署は⼤規模交番に

政令指定都市、とりわけ⼤都市⼤阪市が持つ広域⾏政の権限を⼀本化することで⼤阪全体の最適化を図ろうと
しています。4つの政令指定都市にした場合は広域⾏政を⼀本化できないため、特別区である必要がありま
す。

意⾒ 都構想への反対
そんなに⼤阪市の財源が欲しいなら、⼤阪府全域を⼤阪市にすれば良いのではないか？都
構想は⼤阪市の財源をむさぼる思想であり、⼤阪市⺠がサービス等で損をする。これは憲
法の法の下の平等の反する。

特別⾃治市議論については過去にも議論がありましたが、頓挫したという経緯があります。

よろしければ、こちらの動画でも説明しておりますのでご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=s9pwcHBXGho
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意⾒ 住⺠投票について

前回住⺠投票では、賛成／反対が⼿書きでしたが、賛成が画数多くて⾯倒で反対と書いた
⼈がいるかもしれません。投票⽤紙には予め賛成／反対を書いておいて丸で囲むだけの形
がよいのではないでしょうか？

別件ですが、前回投票の選挙運動時には『⼤阪市選挙管理委員会』とか、その他公の組
織っぽい名前で、都構想に反対の投票を呼びかけるデマチラシが頻繁に⼊っていました。
なんらかの対策をご検討ください。

記号式は我々も提案してきたのですが、残念ながら記述式になりました。本当に残念です。

公の組織がそういうことを本当にしているとすれば問題なので、それに関しては⾒つけ次第、ご連絡いただき
たいです。しかるべき対応を進めていきます。

意⾒ 住⺠投票について

賛成も反対もなく住⺠投票についての疑問なのですが…

橋下徹⽒が住⺠投票をした際に反対票が上回り辞任されました。
その時の⺠意があるにも関わらず再度、住⺠投票をしようとしているのは何故でしょう
か？

再度、⾏うことの意味の説明がないことには現在、進めようとされていることについて納
得して話を聞きたいと思えないのです。

前回の住⺠投票時、⼆重⾏政解消のための⼿段として、我々は⼤阪都構想の実現を訴えました。その際、反対
派は話し合いで解決可能と主張し、⼤阪都構想への対案として「⼤阪会議」を掲げました。

否決後、我々は「⼤阪会議」の設置に賛成し、話し合いでの⼆重⾏政解消を⽬指しましたが、最終的には提案
者であった⾃⺠党をはじめとする反対派が「⼤阪会議は都構想の対案ではない」と主張し、ボイコットされ、
「⼤阪会議」が機能しなくなってしまったのです。

そうした状況を受けて、結局話し合いで⼆重⾏政を解決できないのであれば、前回の都構想案をバージョン
アップさせてもう⼀度住⺠投票をさせていただけないか？という公約を掲げ、その後の選挙にすべて勝利して
きたという流れがこれまでの時系列です。

そうした経緯を受けて、今年の11/1に住⺠投票実施という決定が⾏われましたこと、ご理解いただければ幸
いです。

意⾒
現区政会議の、⾒直して
有意義な意⾒交換できる
様に、

現区政会議の、⾒直して有意義な意⾒交換できる様に、実⾏できるように、区⺠の若い⼈
の参加、ジモトノ⽼⼈会みたいにならないように、災害、福祉、⼦供、まちづくり、、未
来に向けて組み⽴ててほしいとおもいます。

特別区移⾏後、区政会議もバージョンアップします。公明党さんが賛成されている理由のひとつに、そこも含
まれています。

おっしゃる通り、今の区政会議のあり⽅に課題も感じているところです。引き続き、よりよいものになるよう
努めてまいりますので、応援をよろしくお願いいたします！

意⾒ 住⺠投票について

都構想の是⾮を問う住⺠投票は橋下政権の際に⼀度されましたよね。その際に確か住⺠投
票は⼀度だけと⾔っていた気がします。なのにまた住⺠投票に向けて何の説明もなく活動
している。まず何故⼀度しかしないと⾔った都構想住⺠投票の⼆度⽬を⾏おうとしている
のか。その説明をしないのは、⼀度⽬に反対した⼤阪市⺠に対して、とても不誠実だと思
います。まずは説明して初めてスタートラインに⽴てると思いますが、どうお思いでしょ
うか。

前回の住⺠投票時、⼆重⾏政解消のための⼿段として、我々は⼤阪都構想の実現を訴えました。その際、反対
派は話し合いで解決可能と主張し、⼤阪都構想への対案として「⼤阪会議」を掲げました。

否決後、我々は「⼤阪会議」の設置に賛成し、話し合いでの⼆重⾏政解消を⽬指しましたが、最終的には提案
者であった⾃⺠党をはじめとする反対派が「⼤阪会議は都構想の対案ではない」と主張し、ボイコットされ、
「⼤阪会議」が機能しなくなってしまったのです。

そうした状況を受けて、結局話し合いで⼆重⾏政を解決できないのであれば、前回の都構想案をバージョン
アップさせてもう⼀度住⺠投票をさせていただけないか？という公約を掲げ、その後の選挙にすべて勝利して
きたという流れがこれまでの時系列です。

そうした経緯を受けて、今年の11/1に住⺠投票実施という決定が⾏われましたこと、ご理解いただければ幸
いです。
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意⾒ 新区の命名について

北区、中央区に関して⼤阪北区、⼤阪中央区にする事が出来れば良いと思います。
LINEにも無駄と分かりながら2回位コメント連絡したことがあります。

ニュース速報等があった時に何処か分からない事が、多々あります。
淀川区や、天王寺区は⼤阪と分かってもらいやすいので⼤阪らしくて良いと思います。
⼀般常識程度に分かりやすくする事が必要と思います。

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではありま
せん。ご意⾒ありがとうございました。

意⾒ 区役所 南区になっても平野区役所は現在の場所での業務を続けてほしいです
平野区役所を含め、すべての現在の区役所は特別区設置移⾏も現在の場所で同じ業務を続けていきますので、
ご安⼼ください。

意⾒ 新区の命名について

北区、中央区のようなありきたりな命名はやめていただきたい。
⼤阪らしい⼟地名称を検討して下さい。
現在ある区名から選択するのであれば住吉区、阿倍野区、浪速区が妥当と思います。
現在ある地名から選択するのであれば梅⽥区、難波区なども⼤阪らしいと思います。

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。ご意⾒ありがとうございました。

賛成 真実と嘘

前回、都構想住⺠投票は否決になりました。
都構想が実現すると「市営住宅を追い出される！」「⼤阪市の⺟⼦⼿当てや⾼齢者の福祉
サービスが無くなる！」「⼤阪市の税⾦取られる！」と⾃⺠党を応援する両親は⾔ってい
ました。
当時それが真実か嘘か、私には分かりませんでしたが、「市営住宅追い出される！て、そ
んなん嘘やん！、ほんまに苦しい⼈⾒捨てるか？」と思いました。
今では当たり前になっていますが、⼦供か⼩さい頃は駅のトイレが汚くて、トイレを我慢
させていました。
⺟⼦家庭(⾮課税世帯)でギリギリの⽣活をしてきましたが、⼦供が中学⽣の頃には助成⾦
で塾にも通わせて頂いたし、⾼校にも⾏かせてあげる事が出来ました。
松井さん、橋下さんが⼤阪を良くしてくれるんじゃないかな！と当時感じたので、都構想
をちゃんと理解していませんでしたが、賛成に投票しました。
息⼦は都構想住⺠投票が初めての選挙で投票に⼀緒に⾏きましたが、「⾃分で考えて投票
しいな！」と⾔いました。
今年は娘が都構想住⺠投票が初めての選挙になります！
今回は、しっかり都構想の真実を知って「賛成に投票しよ！」って⾔えるようにしたいで
す。
そして、必ず3⼈で投票に⾏きます！

ありがとうございます。

前回もそうでしたが、賛成派の政治家と反対派の政治家が⾔っていることが真逆のこともあって、市⺠の皆様
に混乱を招いてしまっていること、申し訳なく感じています。

今回、⼤阪市副⾸都推進局という、特別区設置協定書を実際に作成している事務局が、市⺠の皆様からの疑問
や質問に⾏政組織として正式な回答を⾏うため、電話窓⼝を設置しています。

本当の話なのかウソの話なのか迷われた際は、最も中⽴的な⽴場で制度に沿った正式な回答をしてくれる副⾸
都推進局の電話窓⼝にお問い合わせください。

06-6208-8989（⼤阪市副⾸都推進局）

よろしくお願いいたします。
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HPの内容などを拝⾒しました。
個⼈的には、いい点も、そうではないかもしれない点も正しく知ることで、できれば都構想を応
援したいと考えています。

都構想実現後は、現在、⼤阪市がもっている2,000億円という広域⾏政のための予算が都へ移管さ
れると思います。しかし現在は「広域⾏政」といっても、2,000億円は「⼤阪市のための広域⾏
政」に使われていると思いますが、都構想実現後は、これが「⼤阪府を含めた広域⾏政」のため
に使われると理解します。そうであれば、「⼤阪都」の広域⾏政の費⽤負担について、⼤阪府の
負担⾦額はいくらになるのでしょうか。
「⼤阪都」全体としての恩恵として考える必要があるということは理解しますが、もし⼈⼝や⾏
政範囲の広さなどの観点で議論してしまうなら、⼤阪府の費⽤負担は⼤阪市よりも数倍、⼤きい
⾦額を負担しないと⼤阪市⺠にとっての納得性は低いのではないかと思えます。もしかすると都
の中⼼である特別区へ帰ってくる恩恵が⼤きいのかもしれませんが、こうした点について、(いい
悪いというよりは)明確で納得性の⾼い回答があると、⼤阪市⺠として賛成しやすいと思います。

また上記のような点も含め、都構想全体への疑問として、⼤阪市⺠にとっての都構想の「具体
的」なメリットが今⼀つ分かりません(反対派の⽅々の意⾒を聞いたり、⾃分の理解が及んでいな
いからだと思いますが)。
⼀般論としての⼆重⾏政の解消や、さまざまな効率向上は理解しましたが、具体的に、何がどう
改善され、それが(確定ではなくとも)何に使われる(予定、⽅向性な)のかが、もう少し具体的に提
⽰されると、中⽴の⼀般市⺠としては理解しやすくなります。
今は⼀兆円以上のコスト削減など全体数字が⽬⽴ち、しかし反対派の⽅々の試算と違いが⼤きす
ぎて、結局、試算は統計などと同じで恣意的に算出できてしまうのではないかとと⼼配になり⼾
惑ってしまいます(結局、賛成か反対ありきで、都構想の効果が「作られている」ような印象を受
けてしまいます)。

本来の政治や都構想実現のためのアクションではないのでしょうが、例えば具体的に都構想実現
が叶えば、東京近郊のように鉄道の乗り⼊れが可能になる(活動が進む)だとか、都市部などは電
柱の地中化や歩道の整備が進むだとか、⼦どものために使われるお⾦が今よりも増えるだとか、
幅広い市⺠が理解しやすく、また恩恵として感じられるような提案があると、将来像が⾒えて応
援がしやすくなります。
(今の政治の責任ではありませんが、阿倍野再開発が中途半端に終わりかかっているいま、個⼈的
には北エリアや東側に対して、⼤阪市の南半分が置き去りにされている感が否めないですが)

もっともっと⾃分から情報を取りに⾏く必要があることは理解しますが、上記のような点につい
て、また、もっと多くの疑問について、「賛成か反対のどちらかありき」という姿勢ではなく、
いい悪いでもなく、できるだけ公平な情報(例えば、うまく⾏くと◯◯◯◯億円の効果、リスクと
しては△△があり、その影響で、効果が×××円減るかもしれないとか)があると嬉しいです。

できれば応援したいので、頑張って下さい。

まず、広域⾏政分として移管する2000億円についてですが、これは特別会計として管理し、透明性を⾼めた
上で、必ず⼤阪市内への投資に使われます。

また、投資対リターンを考えれば、普通に考えれば⼤阪府域内で投資を⾏うべき場所は都⼼である⼤阪市域内
ですが、これまで⼤阪府と⼤阪市が対⽴し、⼤阪府の投資は⼤阪市域外に⾏うしかなかった…という経緯があ
ります。

広域⾏政が⼀元化された後は、移管する2000億円のみならず、更に⼤きな投資を⼤阪市域内に対して⾏って
いくことになるため、⼤阪市⺠にとって損をする話ではなく、むしろ得をする話であると⾔えます。

加えて、鉄道の乗り⼊れなどインフラ整備について⾔及していただいていますが、まさにそういったインフラ
整備の意思決定スピードが早まるというのが、都構想のメリットでもあります。

例えば、淀川左岸線の延伸やなにわ筋線の着⼯についても、府と市で費⽤分担について折り合いがつかず、数
⼗年話し合いを続けてきていましたが、府と市の対⽴を⼈間関係で解消した「バーチャル都構想」状態のおか
げで、どちらの事業についても実現に向けて具体的に動き始めることができました。

最後に、前回もそうでしたが、賛成派の政治家と反対派の政治家が⾔っていることが真逆のこともあって、市
⺠の皆様に混乱を招いてしまっていること、申し訳なく感じています。

今回、⼤阪市副⾸都推進局という、特別区設置協定書を実際に作成している事務局が、市⺠の皆様からの疑問
や質問に⾏政組織として正式な回答を⾏うため、電話窓⼝を設置しています。

本当の話なのかウソの話なのか迷われた際は、最も中⽴的な⽴場で制度に沿った正式な回答をしてくれる副⾸
都推進局の電話窓⼝にお問い合わせください。

06-6208-8989（⼤阪市副⾸都推進局）

よろしくお願いいたします。

⼤阪市から移管される広
域⾏政予算と、⼤阪市⺠
の具体的な恩恵

応援



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

今頃になって、⼤阪都構想を理解した上で投票をしたいと思うようになり、こちらのサ
イトを拝⾒しております。
まだ何⼀つ理解できていないですが、私が思う⼤阪の⾏政イメージは合っているのか知
りたく、送信致します。

以下、チームスポーツにて⽐喩表現をしております。
（2020年現在の）⼤阪府と⼤阪市の関係はキャプテンとエースのようなものでしょう
か。
また⼤阪都構想実現後の⼤阪府と特別区の関係は監督と(専任)コーチ＋レギュラー選⼿の
ようなものでしょうか。
※その他の市はレギュラー選⼿。

キャプテンとエースの⽅向性が違えば、チームワークは乱れます。エースが⾃⾝を⾒せ
びらかしたプレーに勤しめば、チーム全
体で出せる総⼒が下がります。そういったことが"府市合わせ(ふしあわせ)"と⾔われてい
た所以なのでしょうか。

今はまだこのような認識ですが、特別区制度案を読むなどして、少しずつ理解してい
ければと思います。

⽐喩表現応援

役割分担を明確にしないと全体としての⼒が発揮できない、全体最適を⽬指さなければいけないという点に
おいては、おっしゃるような例えもそのひとつだと思います。

引き続き、わかりやすく説明できるよう鋭意努⼒してまいりますので、応援をよろしくお願いいたします。

藤⽥市議の『住⺠サービス＝お⾦』のフレーズが良いとっつきになって、上のような新
たな疑問点も湧きました。
特別区の住⺠サービスを下げないためには、なるべくお⾦もサービスが下がらないレベ
ルに保つ必要があるかと思います。
例えば消防を広域にした場合、消防のサービスを下げずに他の⾏政サービスもレベルを
下げないでお⾦をどのくらい広域に配分するのか、というのはイメージできているので
しょうか。
東京都の消防は広域ですが、このコロナ禍で都のかつての豊かな財政も余裕がなくなっ
てきていると聞いています。⼤阪は昔に⽐べ国への債務も無くなってはいますが、余裕
はまだそんなにないと思いますし、コロナの状況で当初の住⺠説明会で聞いていたよう
な財政計画がだいぶ変わったのではないのかなとも思っています。
動画のラストで『住⺠サービスは下がりません』と⾔い切っておられますが、果たして
本当にそう⾔い切れるのか、件名にお答え頂くことで説明が可能であれば教えていただ
きたいです。またそれ以外の視点もあれば教えて頂きたいのですが。
今後、南海トラフ地震も起こると⾔われています。ただでさえ負担の多い現在の知事や
市⻑、よくこのコロナ対応に尽⼒していただいて感謝は尽きませんが、早く⼤都市制度
の問題点を解消して数々の災害にも素早く対応できるよう備えてほしい。そのためには
４つの特別区設置が必要不可⽋だと今まで⾊々な⼈に伝えてきました。ですがあともう
⼀歩だと思っています。コロナという⼀つの災害がそれを問いかけているのではないか
と。納得のいく御回答が得られたなら、全⼒で広めていきます。どうかよろしくお願い
いたします。

住⺠サービスについて応援

現在⼤阪市内で消防にかけているお⾦は、仕事や⼈材と⼀緒にそのまま府に渡しますので、都構想を理由に
消防のサービスレベルが下がるということはありません。

また、特別区が担当する住⺠サービスも同じです。協定書にも明記していますが、現在の住⺠サービスのレ
ベルを維持するとしている通り、仕事とお⾦をセットで特別区に移⾏させます。

住⺠サービスが上がる、下がる、というのは、将来の特別区⻑が決めることです。移⾏時は、協定書記載の
通り、下がることはありません。

藤⽥市議が説明したのは、移⾏後、新しい特別区⻑が選挙に出る時、住⺠サービスを下げますと⾔って当選
できるのでしょうか？そんな⼈が当選するわけがないので、下がらない。という主旨です。

ご意⾒いただきありがとうございます！



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒
コロナ対策にお⾦と⼈を
つかってください

都構想を計画した時と今では⼤阪の様⼦はだいぶ様変わりしております。経済も今後必
要になる住⺠サービスもかわるのではないでしょうか。今、都構想をしたら逼迫してい
る府と市の業務が⼤混乱してしまいます。都構想はコロナが落ち着いてから、府⺠が安
⼼して物事を考えれるようになってからしてください。
今はとにかくコロナ対策に府職員をまわしてください。募集かけてる保健所の業務を副
⾸都推進局の皆さんでしてはどうですか。お⾦も倒産してしまっている、しそうな企業
を救うのにつかってほしいです。

コロナ対策も全⼒で取り組んでいます。

このコロナ禍においても、府市連携で取り組めたからこそできたこともたくさんあり、⾃⺠党府議の⼀部で
賛成の意⾒が出たのも、その点が⾮常に良かったことがポイントでした。

過去には、インフルエンザ流⾏の際に府と市で意⾒が対⽴し、対応が停滞するようなこともありました。コ
ロナがいつ収束するかはわかりませんが、今後もこのような感染症問題が起きない保証はどこにもありませ
んので、未来にわたって府市の対⽴が起きない仕組みを作っておくことは、⾮常に⼤切なことだと考えてい
ます。

冒頭でも申し上げた通り、コロナ対策には全⼒であたっております。

ご意⾒いただきありがとうございます。

意⾒
都構想のメリット、デメ
リットについて

都構想のメリット・デメリットを明確に教えていただきたいです。
メリットは⼆重⾏政による無駄な投資の解消のほか何がありますか。
また、都構想を反対する⼈たちの理由は具体的に何でしょうか。
ぜひ答えをお願いします。。

⼆重⾏政の解消以外であれば、広域⾏政の意思決定スピードの向上や、住⺠ニーズを今よりも反映しやすく
なること、などが挙げられます。都構想の説明については漫画でも解説をしていますので、是⾮お時間のあ
る時によろしくお願いいたします。

https://oneosaka.jp/yestokoso/tokosomanga/

都構想に反対する⼈たちの理由ですが、その⼈によって理由は様々だと思われます。
例えば、⼤阪市会議員であれば、選挙区が広くなることでライバルが増え、特別区議会での当選が難しくな
るという背景があります。また、これまで⼝出しできていた広域⾏政の仕事（成⻑戦略や観光戦略やインフ
ラ整備など）については⼝出しできなくなるため、⾃分の職位としての権威が低くなると考えている⽅もい
らっしゃるかもしれません。
また、実際に⾃⺠党の⼤阪市議が委員会の場で市職員に対し「○○区にあなたがたを囲えるゼネコンない
ぞ」と、天下りができなくなるぞと⽰唆するような発⾔もしました。
これまで、市会議員によるコネ採⽤や天下りなど、様々な問題を改⾰して改善してきたところではあります
が、やはり過去にコネ採⽤した職員がまだ市役所内部に残っているということもあり、紹介した議員として
のメンツもあるのではないかとも考えられます。

賛成
都構想のメリット、デメ
リット

私は都構想には、全⾯的に賛成者です。

都構想のメリットデメリットを、もっと簡潔に伝えることに全⼒を尽くしてください

賛成してる私でも、聞かれて、説明に苦慮したりしてます

ありがとうございます。
わかりやすく伝えるために、漫画なども公開しておりますので、是⾮応援をよろしくお願いいたします。

https://oneosaka.jp/yestokoso/tokosomanga/

意⾒ 宝くじの収益 政令指定都市として⼤阪市が発⾏している宝くじの収益はなくなるのですか？
⼤阪市が政令指定都市として収⼊していた宝くじ収益⾦や譲与税等は、⼤阪府に移転しますが、それに⾒合
う額は財政調整財源から特別区に配分されるため、住⺠サービスの⽔準が維持できる仕組みです。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒
都構想のメリット、デメ
リットについて

号外維新プレス、読みました。
良いことばかり書かれているのは当然かと存じますが、デメリットもあるのではないで
しょうか。
具体的に⽰していただければありがたく存じます。

デメリットとして、コストがかかること（初期費⽤241億円、ランニングコスト年間30億円）と、住所表記
が変わることが挙げられます。

ただし、初期費⽤やランニングコストについて、特別区負担分については⼤阪府からの財源措置がありま
す。⼤阪府としては⼀⼿にコストを引き受けることになりますが、広域⼀元化による経済効果として⼗⼆分
なリターンを⾒込んでおり、必要な投資であると捉えています。

住所表記が変わってしまうことは避けられませんが、住⺠の⽅の⼿続き負担がなるべく必要ないように制度
設計を進めてきました。
例えば、住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。通帳などについても、過去の市町村合併
などの事例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となっています。

意⾒ 新区の命名について

⼆重⾏政には反対ですが、都構想には賛成しかねます。結婚で⼤阪にきて20年ですが、
みなさん、⾃分の地区を愛しているように感じます。市内という気持ちも強いですし、
それにも増して〇〇区⺠という気持ちも強い気がします。それが隣と⼀緒になるのは納
得いかないようです。
あと名前的に⼤阪府を都にするのは反対です。ゴロも悪い。府で良いと思います。
そして新たに4区作るのでは同じでは？⼆重⾏政変わらないのでは？新たに作ることはま
た新たな組織、役職、施設を作るのではないでしょうか？
新たに作るのではなく、区に権限を与えて、市を廃⽌でよいのではと思いますが…

広域権限を府に⼀本化をするのならば市を廃⽌でよいのでは？⼤阪府〇〇区、⼤阪府〇
〇市にするのみで府がまとめていけばよいのではないでしょうか。

都や区を作るのではなく、今のものを改⾰して下さい。

都の名称については、今回の住⺠投票では問わずに、将来の選挙時にあわせて問い直す予定です。

おっしゃっている主旨は、今の24区を特別区に格上げしたら良いではないかということだと解釈いたしまし
たが、特別区の数は多ければ多いほど、コストがかかりますので財政的には現実的ではありません。

前回、5区案で住⺠投票をした際に、反対意⾒としてコスト⾯の不安の声が多かったこともあり、今回は4区
案で住⺠投票を⾏うことになっています。

また、新たな庁舎を建設するということも「しない」ことになりましたので、そういったコストも削減して
おり、よりリスクの低い案としてバージョンアップをさせました。

地域への愛着は我々も持っておりますが、それよりも過去の⼤失敗による多⼤な借⾦のことを考えれば、将
来の⼦どもたちのためにも、やっておかなければならないことだと考えております。

都構想については、漫画でも解説しておりますので、よろしければお時間のある時にご確認をお願いいたし
ます。
https://oneosaka.jp/yestokoso/tokosomanga/

質問 住所について

もともと 都構想には賛成派ですが
吉村府知事のお話を聞いて
⼤阪都にはならない事を知りました。
もともと⼤阪府の住所の⽅は
何⼀つ変わらないのでしょうか？

例えば ⼤阪府⼋尾市は⼤阪府⼋尾市
    ⼤阪府東⼤阪市は⼤阪府東⼤阪市
のままですか？

今回の住⺠投票では、おっしゃるとおり変わりません。

賛成多数で可決された場合は、将来の選挙にあわせて、府から都に名称変更をするかどうかの住⺠投票を⾏
うことを検討しております。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

都構想賛成しています！是⾮実現させて欲しいです。前回の住⺠投票の時は⼤阪に住んでなかったのです
が現在は結婚し⼤阪居住です。
未来の⼦供達のためにも私⾃⾝のためにまた都構想を実現して欲しいと思っています。必ず住⺠投票⾏き
ます！

実現に向けて私たちのような賛成派が反対（というかよくわかってなくてなんとなく賛成してない⼈達）
の意⾒に⽿を傾けて、説明することができれば、周りの⼈たちを賛成派にすることができるのではないか
と考えます。

なにかしらの確固たる理由があって反対する⼈は無理でも、なんとな〜くかわるとめんどくさいこと多い
んじゃないの〜ってゆう⼈に対してアプローチができればと思います。

私の周りの事例をあげます。
【⾼齢の義⺟の意⾒】
「⼤阪市」とゆう「⼤きな⼒を持った市」   でいる⽅がメリットが⼤きいと聞いた
「⼤阪市」でなくなるとデメリットがおおいらしいわよ

→これに対して現在の⼤阪市であるメリットを私は知らないので説明することができませんでした。
もしそれに対する回答や納得できるような都構想のメリットがあれば教えてください
（漫画の解説ページやYouTubeですでに説明済みであればすみません）
また⾼齢者は⾃分が⽣きているうちに都構想にすることで恩恵を受けれるのかも気にしているようです。

【同世代のママ友】2⼈
前回の住⺠投票で反対票を投じていました。
理由を聞くとスーパーに買い物も⾏った際に演説していて 「都構想実現すると⼦供⼿当がなくなる」って
⾔ってたと。側から聞けば嘘だと分かるのですが、⼦育てで周りが⾒えてないない彼⼥らはそれを信じ込
み反対票を投じました。

前回もほんとにわずかな差だったので
このような形で反対票を投じた⼈が少なからず他にもいたとなると残念でなりません。

都構想に反対している派閥や政党の演説対策（間違っていることがあれば⼤きな声で否定する情報をあげ
て打ち消していく）ことも⼀つの対策ではないでしょうか

今コロナ対策で忙しいであろう松井さん吉村さんですが、お⼆⼈なら実現できると信じています。

私も周りの⼈へ働きかけるのでどうか最後まで頑張ってください。
またイソジンの件ですが私は勇気を持って会⾒された吉村さんを⽀持します。

都構想実現楽しみにしています。

なんとなく賛成してない
⼈をどう賛成に回すか

応援

⼀般的に、規模が⼤きければスケールメリットを得られるというのは事実ですが、⼤きければ⼤きいほどス
ケールメリットが働くから⼤きいほうが良いんだ！という単純な話ではありません。それだったら、⽇本全
国の⾃治体は1つにまとめてしまえばいいという話になってしまいます。

例えば、⼤阪市は⼩中学⽣のノートPCを調達する際、4つのブロックにわけて調達しています。⼤阪市の規
模が⼤きすぎて、分割調達しないと、⼊札不調になったり、参加業者が限られすぎて不正⼊札になるリスク
が⾼いと指摘されたことが理由です。

つまり、⼤阪市はこうした調達においてはスケールメリットを得られていません。
また、4つに分割調達したものを、無理やり⼀元管理するために新たなシステム構築が必要になり、むしろ
コストがかかってしまっているのが現状です。

我々はスケールメリットを得られる最適な規模を⽬指すということが⼤事だと考えておりまして、先ほどの
例の調達で4つに分けたことでもわかるように、⼤阪市を4つの特別区に再編するぐらいがちょうど良い規模
感だと思っています。

もちろん、仕事によっては⼤阪市全体ぐらいのほうがスケールメリットを得られるパターンも存在しますの
で、そういった仕事については「⼀部事務組合」という仕組みでスケールメリットを享受できるように設計
しています。

また、インフラ整備や成⻑戦略といった広域⾏政についても、これは更に⼤きな範囲でやるほうがスケール
メリットがありますので、⼤阪府に移管する設計になっています。

このように、⼤阪都構想とは、様々な仕事を最適な規模で遂⾏できるように整理する制度なのです。

応援ありがとうございます。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒ 新区の命名について

⼤阪都構想には基本的に賛成しております。新区名について意⾒を述べさせていただき
ます。今の案が、最終決定ではないでしょうが、改めて新区名について検討お願いいた
します。この際ですから市⺠から公募を⾏うこと等により、新しい発想での区名にする
ことで盛り上げていくのも良いのではないでしょうか。

以上ですよろしくお願いします

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。ご意⾒ありがとうございました。

市⺠に対するメリットデメリットで⼀番わかりやすいのは、住⺠サービスが良くなるのか悪くなるのか。
そして、⼤阪全体の成⻑が加速するのかどうか。

といったところかと思います。

住⺠サービスが良くなるのか悪くなるのかという点については、単純に、住⺠サービス向けの財源が増える
のか減るのか。または効率的に使われるのかどうか、で判断できます。

現在住⺠サービスに使っている分の財源はそのまま特別区に移⾏しますので、住⺠サービス向けの財源が減
るということはありません、よって維持されます。協定書にも、そう明記しています。

その上で、今よりも住⺠の声が届きやすくなることで、真に必要とされている住⺠サービスが政策決定され
やすくなる。つまり、より効率的に住⺠サービス向けのお⾦が使われることになります。例えば⾼齢者が多
い地域の公園では遊具が減ってベンチが増え、⼦育て世帯が多い地域の公園ではベンチが減って遊具が増え
るというようなイメージです。

これがまず、住⺠サービス⾯でのメリットです。

次に、⼤阪全体の成⻑が加速するのかどうかという点です。
淀川左岸線の延伸やなにわ筋線の着⼯など、最近プロジェクトとして始動したように⾒える事業、これらは
数⼗年にわたり、「どちらがどのぐらいの割合で費⽤を負担するか」という問題で折り合いがつかず、話し
合いを続けてきた案件です。

⼤阪市が広域⾏政の権限を持ち続ける限り、こうした数⼗年レベルの話し合いが今後も⾏われる可能性があ
ります。それでは、なかなか⼤阪全体の成⻑が⾒込めません。

ですから、⼤阪都構想では⼤阪全体の成⻑に関わる広域⾏政について、司令塔を⼀本化することで、決定ス
ピードを早くしていこうとしています。

みんなが元気に⽣きている間に、⼤阪全体の成⻑、発展を⼀緒に感じていくためにも、数⼗年の話し合いを
続けるという体制を改めていきたいと思っていますので、応援を是⾮よろしくお願いいたします。

反対
都構想のメリット、デメ
リット

⼤阪都構想の漫画を⾒ました。漫画を⾒て、⼤阪市と⼤阪府で、⾊々な⾏政上で問題が
あることはわかりました。
⼤阪都構想をやることによって、市⺠の我々にどのようなメリットがあるのかが漫画を
⾒ても良くわかりません。
私は今の市政の現状でも⽣活をする上では何も問題がありません。前回の住⺠投票の時
にも、⼤阪と構想について、市⺠に対するメリットの説明がなかったと思います。⼤阪
都構想をやることで今問題がないのに不便になったりすることが嫌で前回の住⺠投票で
も反対しました。
今回もと構想を進めるのであれば、市⺠に対し今の現状がと構想を⾏うことでどのよう
にメリットがあるのか明確、具体的に⽰してほしいと思います。
その内容が⾃分にメリットがあると判断できれば賛成するかもわかりません。
今の時点では前回と同じなので、反対すると思います。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

応援 新区の命名について
既得権益を守る⾃⺠党より、⼤阪のことを考える維新の会には賛成です。
ただ⼤阪府のままで構わないと思います。
新・天王寺区が平野区までなのは変で、東区の⽅がいいとは感じます。

都の名称については、今回の住⺠投票では問わずに、将来の選挙時にあわせて問い直す予定です。

また、区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能で
はありません。ご意⾒ありがとうございました。

都構想の特別区割は⼤反対です。
維新の会は従前同様我々区⺠は全員賛同して来ましたが、特別区割だけは承知出来ませ
ん。
⼩⽣中央区で⽗からの代で住⺠となって９０年に及びますが、中央区の誇りを汚したく
ないのです。
区⺠の経済的努⼒、街作りに皆⼀⽣懸命貢献して来ました。
其れが被差別ではないのですが選りによって、⻄成区と合併するなんてことは地獄に陥
落するようなものです。
中央区区⺠は全員反対票に廻ります。友⼈に問い合わせましたが皆異句同⾳に反対でし
た。
⼀⽅⻄成区の知⼈に聞き合わせしました処、意外に以外、殆どの⼈が反対して居るよう
です。
その理由は、折⾓底辺の暮らしを安定的に安住できる環境になって来たのに、今回の合
併で、その絆が失ってしまうのではと⾔う不信感です。
ですから両区⺠が求めていない今回の特別区構想は必ず、選挙結果に不幸な事になって
⾏きます。
折⾓維新の会が此処まで⼤発展しましたのに、コロナ環境で疲弊して居る所に、追い打
ちをかける様な⾃殺⾏為を⽌めてください。
どうしても、と⾔う願望が有るのでしたら、先ず⻄成区の環境改善、例えば⾃然アニマ
ルランド、エンターテイメント王国、スポーツコミュニテイ、ヘルスランド、等々、⼤
きなイベント会場王国を創設し、魅⼒的地域に発展させてから着⼿されては如何でしょ
う…？。
折⾓、ここ迄⽇本の急成⻑政治結社を創設されて来られたのに、此のコロナ・ハイパー
インフレ恐慌の真っ只中で強⾏軍を発動しますと、今までの全ての功績が崩壊してしま
います。
もう⼀度慎重な作戦を練り直してください。
尚年齢欄の該当数字が有りませんでしたので… 正しくは、あらためて…８４歳。

尚プライバシーポリシー確認法が有りません。

⻄成区と⼀緒なのが嫌だというご意⾒と把握いたしましたが、現在の中央区も⼤阪市内の⾏政区ですし、現
在の⻄成区も⼤阪市内の⾏政区なので、同じことではないでしょうか。

中央区の経済的努⼒から⽣み出される財源は、現在も⼤阪市内全域のために使われています。
特別区設置移⾏も、財政調整を経て、各特別区に分配される仕組みですので、今と全く変わりません。

現在、⼤阪市体制で⻄成区に対しては⻄成特区構想という形で⼿厚く⾏政サポートを⾏っていますが、特別
区設置移⾏それがなくなるわけでもありません。

むしろ、広域⾏政が⼀元化され、維新誕⽣前までは⼤阪市内に投資することが難しかった⼤阪府が、⼤⼿を
振って⼤阪市内に集中投資をスタートすることが可能になりますし、将来維新の会が⼤阪の政権を担わなく
なったとしても、その動きを継続させることができる。これは、⼤阪都構想の⼤きな意義です。

維新誕⽣後、この10年間で⼤阪を成⻑発展させてこれたのは、⼤阪府と⼤阪市が対⽴せずに同じ⽅向を向い
てこれたからです。現在は⼈間関係という⾮常に脆弱な理由で実現できている状態ですが、これを制度とし
て担保し、⼤阪のさらなる成⻑と発展を⽬指してまいりますので、どうかご理解をお願いいたします。

特別区の設置について意⾒



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

反対 住⺠投票について

⼀度住⺠投票をして市⺠の反対が多く負けたのでしたよね。それだのに、勝つまで住⺠
投票をするのですか？そんな横暴な維新に此れからの⼤阪は任せられません。勝つまで
住⺠投票をするのですか？そんな住⺠投票には投票しません。何の為の住⺠投票か？⺠
主主義では無い。⼆重⾏政解消は、別の⽅策がある筈。市⺠の意⾒を聴くためと、⾔い
ながら同意しないと送信が出来ないと。反対意⾒をきかないのですか？維新の会は横暴
な党だと分かりました。

前回の住⺠投票時、⼆重⾏政解消のための⼿段として、我々は⼤阪都構想の実現を訴えました。その際、反
対派は話し合いで解決可能と主張し、⼤阪都構想への対案として「⼤阪会議」を掲げました。

否決後、我々は「⼤阪会議」の設置に賛成し、話し合いでの⼆重⾏政解消を⽬指しましたが、最終的には提
案者であった⾃⺠党をはじめとする反対派が「⼤阪会議は都構想の対案ではない」と主張し、ボイコットさ
れ、「⼤阪会議」が機能しなくなってしまったのです。

そうした状況を受けて、結局話し合いで⼆重⾏政を解決できないのであれば、前回の都構想案をバージョン
アップさせてもう⼀度住⺠投票をさせていただけないか？という公約を掲げ、その後の選挙にすべて勝利し
てきたという流れがこれまでの時系列です。

そうした経緯を受けて、今年の11/1に住⺠投票実施という決定が⾏われましたこと、ご理解いただければ幸
いです。

質問 教育
都になると保育所、幼稚園も含めた学校全体は、どう変わりますか？(授業料や学区など)
また、先⽣の⽴場は、どう変わりますか？

特別区設置によって、授業料が変わるということはありません。
また、特別区をまたいで通学することも可能となるように特別区間で調整をします。

公⽴の先⽣の場合は、現在⼤阪市内で⼈事異動をしていますが、特別区設置移⾏は特別区内で⼈事異動する
ことになりますが、特別区設置によって先⽣じゃなくなるというようなことはありません。

意⾒ 特別区の設置について

淀川区塚本駅近隣に住んでいます。淀川区の官公署・⾏政施設の多くは⼗三駅周辺にあ
り、遠いため⼤阪駅周辺(北区)や会社近く(天王寺区)の⾏政施設を利⽤することが多いで
す。例えば住⺠票の取得やハローワークの利⽤など、市内であればどこでも利⽤でき、
⼤変便利でした。都構想４区になれば区外の利⽤はできなくなりますか？
東淀川区、淀川区、⻄淀川区、此花区、港区がひとつの区になったところで区内の移動
には交通の便も悪い。
今ある施設はそのまま使えたとしてもこれからできる施設は⾏政区ごとに設置となれば
不便きわまりない。
どうにかなりませんか？

現在の窓⼝で可能なことは、特別区設置移⾏の窓⼝でも可能になるように設計しておりますので、ご安⼼く
ださい。

その他、細かい点で気になることがあれば、制度設計を担当している⼤阪市副⾸都推進局が電話で回答も
⾏っていますのでお問い合わせください。

06-6208-8989（⼤阪市副⾸都推進局）

意⾒ 新区の命名について
都構想に賛成ですが、『湾岸区』のような価値の無い区名を付けないで下さい（前回は
この影響もあったと考えます）。ネーミングセンスがなかったら反対票を⼊れます。選
択式でよいので区名を選ばして欲しい。

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。ご意⾒ありがとうございました。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

応援 新区の命名について

私は他県住⺠でありますが勤務先は⼤阪市内であり、⼤阪都構想は興味深く、概ね賛同
致します。

但し区割りに於いての区名について、北区、中央区の名称は他の都市でも多くあり、個
性もありません。他区は淀川、天王寺との事、都市内⽅位を表したようでも無いように
思われます。
⻑年親しんだ名称との事ですが、折⾓の機会でもあり他県⺠でも誰もが知る地名を冠
に、⽇本国内に留まらず世界にも通じる街ブランドを⽬指すべく名称を再検討いただけ
ませんでしょうか。（北区：梅⽥区、中央区：難波区 等）

宜しくお願い致します。

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。ご意⾒ありがとうございました。

応援 特別区の設置について

素朴な疑問で申し訳ないのですが、
東京都は特別区というものが存在なく２３区の各区⻑が存在するのに対し、
⼤阪都構想では⼤阪市の２４区を特別区にまとめて４区の各区⻑となることは
単純に東京の区⻑が多すぎて東京都としてのまとまりが悪い現状を改善した構想と
とういう認識でよろしいのでしょうか？
実は当初、都構想においては⼤阪都（府）何々区を２４区にすれば特別区を設けなくと
も
東京都と同じように府と市が⼀体で２重⾏政は解消するのではないかと思っておりまし
た。
それと個⼈的に東京都より多い２４区が無くなるが少し寂しい感じがしたからです。
でも、都構想は素晴らしい改⾰だと思っておりますので是⾮とも実現してほしいです。
そして、その⼤阪の成功例を基に他の⾃治体の改⾰へも是⾮繋げて頂きたいと思いま
す。

東京23区は、特別区です。
また、東京23特別区の総⼈⼝は約960万⼈です。（⼤阪市は約275万⼈）

⼤阪都構想の特別区案は、東京の特別区が抱えている課題を解消する、東京の特別区制度をよりバージョン
アップさせたものになっておりまして、成⽴後は東京都内にも衝撃が⾛り、もっと⾃分たちの特別区をバー
ジョンアップさせなければいけないのではないかという議論が始まるだろうと⾔われています。

まさに、⼤阪の成功例をもとに全国に良い影響を与えるべく頑張っていますので、引き続き応援をよろしく
お願いいたします。

質問 住⺠投票について

どこかで発表されているのかも、表⽰されているのかも知れませんか、とても疑問に
思っているので…。

⼤阪市⺠が⼀番割りを⾷うであろうというのは解るんですが、何故、賛否の住⺠投票は
⼤阪市⺠だけなのでしょうか？

私は枚⽅市の⼤阪府⺠ですが、私達の気持ちや意⾒とは関係無く都構想は進められるの
が当たり前なんでしょうか？

⼤阪市⺠だけが対象になっている理由は、住⺠投票の根拠法である、いわゆる⼤都市法が定めているからと
いう回答になります。

⼤阪市⺠が割を⾷うというのは間違いで、⼤阪市⺠にとっても⾮常にメリットが⼤きい構想です。
もちろん、⼤阪市⺠以外の⼤阪府⺠にとっても、⼤阪全体の成⻑が促進されるという意味でメリットがあり
ます。

⼤阪都構想については、漫画でもわかりやすく解説していますので、お時間のあるときに是⾮ご覧くださ
い。

https://oneosaka.jp/yestokoso/tokosomanga/

意⾒ 保護費について
都構想実現したら保護費は増えますか？⽣活めちゃくちゃ苦しい精神障害2級そう極性障
害です

特別区設置によって⽣活保護費が変わるということはありません。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒
４つの特別区役所及び保
健所の⼈員体制について

4つの特別区役所を設置するなら４つの保健所を設置することになりますが、既存の⼈員
で４つの
区役所及び保健所に配置すれば、⼈⼿不⾜が、出できてしまいますが、その⽳埋めが、
できなければ、⼈員体制が、悪くなり悪影響が、出かねないです。⼈員の確保が、でき
ない状態で４つの特別
区役所及び保健所を運営すれば、トラブルになりいろんな⾯で悪影響につながりかねな
いです。コロナの影響で現在⼤阪市保健所も⼤変な業務になっていますが、それでも感
染者が、減らないようでは、元も⼦もなく４つの特別区に４つの保健所を設ければ、改
善できると思えば、感染者が、減らないようでは、裏⽬に出かねないです。

今回の住⺠投票で可決された場合、即特別区に移⾏するわけではなく、2025年1⽉から特別区制度がスター
トします。それまでの準備期間で必要な⼈員確保を⾏ってまいりますのでご安⼼ください。

質問 ⼿続きについて
都構想が実現した後、免許証や通帳などの住所変更は⾏政が責任を持ってやってくれま
すか?⼜、名刺などの印刷物の費⽤はどうお考えでしょうか?

免許証については⾏政側が対応します。通帳などについても、過去の市町村合併などの事例を⾒ても、住⺠
側による⼿続きは不要となっています。

また、平成11年に⼤阪の電話番号が変わった（06-321-xxxx→06-6321-xxxxのような変更があった）ことが
ありましたが、いまだに事業所の看板に旧電話番号を掲げておられる事業者様も⾒かけます。

そういった場合に、電話をかける側が、6を頭につける変更があったのに、それが反映されていないんだな
と解釈して6をつけて発信するのと同じく、特別区設置後の住所に関しても⼀定のルールを定めて機械的な
変更を⾏うものですので、旧住所表記でも相⼿に伝わる可能性は⾼いと思われます。

そのため、名刺などの印刷物については新しく更新される際に新表記にしていただければ幸いです。

応援 新区の命名について

私は⼤阪府在住ですが 都構想の中の区には住んでおりません。区を⾒直していくのは
わかりますが
⼤阪府から⼤阪都と名称が変わるのに 区に住んでる⼈以外の意⾒は聞いてはもらえま
せん。
⼤阪府の⼈は⼤阪府と⾔う名称が好きです
都構想には賛成できるけど ⼤阪都は嫌かなと⾔う声もあります。名前だけの事ですが
都構想が可決されても ⼤阪府のままではダメなんでしょうか？
名称まで変えてしまわなければならないのでしょうか？
区⺠以外は 名称が変わるだけとなりますが
変わってもいいですか？とは 聞いてもらえないのでしょうか？

都の名称については、今回の住⺠投票では問わずに、将来の選挙時にあわせて⼤阪府⺠の皆様に改めて問う
予定です。

応援 カジノについて

⼆重⾏政の1本化、カジノなどは概ね賛成ですが、吉村知事、松井市⻑が親中派で⻄成あ
たりをチャイナタウン化しようとしているんではないかという意⾒が聞こえてきます。
事実でしょうか？
事実であれば賛同出来かねます。

事実ではありませんのでご安⼼ください。

⻄成区選出の辻淳⼦市議からの発信もご確認ください。
https://twitter.com/tsujijunko/status/1309150335274024964?s=20

反対 理解出来ない

初めてホームページを⾒て、都構想を理解しようと思いましたが、カミングスーンばっ
かりで理解のしようが無い。
よくあるQ＆A の様なページでも有れば少しは理解できたかも。何億円という税⾦を⼆
度も使って⼆度も住⺠投票を⾏うのなら、もう少しいろんな事を理解出来るホームペー
ジを作ってください。このままでは反対に投じるしか無いです。

現在、Q&Aページもそうですし、漫画コンテンツや動画コンテンツなども充実してきたところです。
また、市⺠団体の⽅もわかりやすいサイトを作っておられます。
https://osakamirai.com/

引き続き情報発信してまいりますので、ご確認をよろしくお願いいたします。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

この新型コロナの感染拡⼤の中、市⺠のこれからの⽣活が⼤きく様変わりされる決断を
させることに、⼤変違和感を感じます。
⼤阪市が⼀度解体されれば、⼆度と元に戻ることはありません。そのような決断をこの
状況で強⾏しようとするのは、維新の皆さんがこの状況に紛れて、詳細を説明せずにう
やむやの内に成⽴させようとしているとしか考えられません。
以前の住⺠投票時よりも、⾊んな詳細な数字も⾒えてきているのではないでしょうか？
また、新型コロナの影響でビックイベントである⼤阪万博、IR誘致がこれまでの状況の
ように検討できるのかは無理があるのではないでしょうか？
⼆重⾏政の問題はありますが、それが⾏政区の問題とは別で、⼤阪市と⼤阪府の問題で
あり、⽇本全国で政令指定都市と都道府県の対⽴はあります。その中でも都市は政令指
定都市を⽬指して努⼒されることはあっても、それを逆に解体する⽅向で検討している
ところはないのでは？
⼤阪以外の⼈からの意⾒を聞けば、とてもナンセンスなことをやっていて、⼤阪だけの
問題だからどうでもいい、という意⾒が多いと思います。
前代表の橋下さんが提案していた道州制や本当に⼤阪都に慣れるならまた別の問題だと
思いますが、本来の地⽅分権にもならない、ただ⼤阪市が維新の意⾒を取り⼊れないか
ら、⼒ずくで解体するようにしか⾒えないです。
⼤阪市はその財政の⼤きさやインフラ整備から、社会的マイノリティーの⽣活を全国的
に⾒てもとても下⽀えしてきていると思います。それを解体して、社会的マイノリ
ティーや弱者への⽀援がどんどん、平等性等の観点から切られていくことは容易に懸念
されます。いわゆる合理的配慮を経済や平等性等の観点から否定するような動きになる
と本当に危惧しています。社会にマイノリティーや弱者を社会の⼀員として受け⼊れて
いく寛容さがなくなることは、⼒の論理のみで、彼らを分け隔て、社会から切り捨てて
いき、有事には過去にあった過ちに繋がっていくのではないかと感じざるを得ません。

都道府県と政令指定都市の⼆重⾏政の問題は、もちろん⼤阪だけのものではありません。
愛知県と名古屋市は現在進⾏系で激しく対⽴していますし、神奈川県横浜市なんかは、特別⾃治市制度とい
う、神奈川県を丸ごと飲み込む形での⼆重⾏政の解消を検討していたりします。

⼤阪も過去に特別⾃治市制度について議論してきましたが頓挫した経緯があります。
https://www.youtube.com/watch?v=s9pwcHBXGho

また、⼤阪都構想が賛成多数になれば、⽇本全体で統治機構について改めて考えるきっかけになり、道州制
への機運も情勢されると考えています。

例えば社会的マイノリティーや弱者⽀援という部分に使われているお⾦もすべてセットで⼤阪市から特別区
に移⾏するので、それらが切られていくということはありません。（もちろん、将来の⾸⻑が「切る」と主
張すれば切れますが、それは今の⼤阪市であっても全く同じことです）

むしろ、複雑多様化している現代社会においては、そういった政策を拡充する候補者のほうが当選しやす
く、各特別区で様々な取り組みが⾏われ、切磋琢磨で全体的により良い取り組みが⾏われていくことが期待
されています。

何卒応援をよろしくお願いいたします。

住⺠投票について意⾒



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

賛成 新区の命名について

いつも応援してます。
基本的には賛成です。

4つにする名前や地区はもう決定ですか？
淀川区より湾岸区か港側なので港区が最適だと思います。
再検討宜しくお願い致します。

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。ご意⾒ありがとうございました。

意⾒
⾼齢者サービスと可決さ
れてからの移⾏期間

⼦育て関係に注⼒されているのが⽬⽴つのですが。
戦後から⼤阪府と⼤阪市を⽀えてきた
⾼齢者に対する⽀援などはどうなるのでしょうか？
私には⼤切な祖⺟がおりまして。
その点が気になります。

そして可決されたとして、いつから移⾏されるのか。

私としては緑や⾃然がなさ過ぎて
アスファルトだらけで。
東京でも郊外に⾃然があるのに。
⼤阪は…と思ってしまい。

⼤阪から県外への移住も考えております。
ご回答お願いいたします。

これまで様々な⾏政改⾰を⾏い、住⺠サービスを拡充してきました。
特に⼦育て⽀援については⽬⽴つので、そのような印象を持たれておられるのだと推察しますが、⾼齢者⽀
援についても従来より⼿厚く⾏っています。

ポイントは、「真に⽀援を必要とする⼈を助ける」というところです。

例えば、特別養護⽼⼈ホームについてはなかなか⼊所できていない現実を変えるため、巨額の投資を⾏い、
急ピッチで建設整備をこれまで進めてきました。

また、⼤阪市は⾼齢化率も⾼いのですが、認知症罹患率はその約2倍ほどあり、対策が急務でした。
本⼈のみならず、介護するご家族の負担も⼤きいことですので、この対策事業費を6年間かけて10倍に引き
上げるなどのことも進めてきています。

もちろん、特別区に移⾏した際もこのような事業費は引き継がれますし、より複雑多様化していくこれから
の地域社会に真に求められている⽀援策とはなにか？を、今より吸い上げやすくなるため、住⺠ニーズに
あった政策を実⾏しやすくなることが⼤きなメリットとなります。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

内容については概ね賛成よりです。ただ懸念があります。
知事・市⻑も同じですが選挙にありがちな問題です。

区⻑・区議会は市⻑・市議会より権限が狭いかと思います。
また議員報酬の⾯でも少ないのではないかとも思っています。
そこで⼼配なのが「⽴候補ってそんなにいるの？」です。
消去法の選挙になりがちなのではないかという不安です。

仮に知事がＡ党の⼈に決まったとします。
区⻑⽴候補がＡ党の⽅針に沿わないＢ党とＣ党の⼀騎打ちだった場合どちらかが当選します。
1⼈しか⽴候補しない時は無投票当選です。

区議会も同じです。議員報酬が少ない・やりがいがないとなると各政党が率先的に⽴候補者を出
すのか。
また出世の通り道に使われないかという不安です。

広域⾏政は知事・府議会の役割ですので⼆重⾏政は解消します。
住⺠サービスは区⻑・区議会で審議し、知事・府議会で決定されます。

私は、現在区役所窓⼝が職員ではないというのが不満なので職員が窓⼝対応できる可能性がある
なら特別区も悪くはないと思っています。
職員を増やすと⾦銭⾯で⼤きなコストがかかりますので、おそらく無理であろうと思いながら。
ですが公務員の仕事で派遣・⾮正規は格差を⾒せつけられるだけでいつ契約解除になるかと思い
ながら働くのは⾟いと聞きました。当たり前です。

⼤阪市という⼤きな市⻑となれば各政党から出⾺はあり得ますが、「区」という狭い範囲の仕事
にそんなに出⾺するのかな？と感じています。

⼤阪に限らず地⽅⾏政はただでさえ⽴候補者が少ない今どうなんだろうかと。
維新・公明・⾃⺠府議は都構想に賛成なので「この区ではうちは出さない」がないでしょうか。
上⼿く伝わっているでしょうか。どう表現すれば伝わるのかがわかりません。
出前協議会の際に聞きたかったのですが、今年はなさそうなので誰に聞いたら良いかわかりませ
ん。

また元同僚は20代・30代でも仕事に追われTwitterやInstagramをしていない⼈が多く（実際私も
そうでした）全くわかっていないので周囲に話ができる⼈もいません。
コロナ前からテレワークに移⾏しましたので今はこうやって動画を⾒たりできているだけです。

それも仕事が⽴て込んできたらなかなかそのような時間はさけません。
⽂章での質問・回答には限界があり誤解も招くので避けたかったのですが私の不安が上⼿く伝わ
れば幸いです。

⽴候補者については、少⼦⾼齢化の⼈⼝減少社会ということで全国的になり⼿不⾜という声もある中なの
で、ご⼼配の気持ちは理解いたします。

ただ、新しい特別区の議員定数は同規模⾃治体と⽐べてかなり少ない定数になっています。
※我々はそもそも、他の⾃治体の議員定数が多すぎると考えています。

ですから、他の⾃治体と⽐べれば、⽴候補者がいないというようなリスクは低いです。

また、⾸⻑選挙についても、過疎地のような場所ならまだしも、⼤阪の都⼼部ですから誰も出⾺しないとい
うようなことはありえないと考えますし、政党による譲り合いも現実的な話ではないだろうと考えますし、
⽿にしたことはありません。

区役所窓⼝についてですが、こういった仕事は⼤阪市であろうが特別区であろうが同じことですが、将来的
にはオンラインで⼿続きが完了できるようになったり、AIが対応するようになったりと、直接⼈が対応する
需要は徐々に減っていきます。

そんな中ですので、法律上解雇できない公務員を新しく増やして対応してもらうというのは、⾮常にリスク
が⾼く、現実的ではないと考えます。

区⻑・区議会につきまし
て

賛成



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

質問 施設について
都構想が実現すれば現在の敬⽼パス、オーパスカード、塾代助成などの扱いはどのよう
になりますか？

引き続き、ご利⽤いただけます。

また、現在の窓⼝で可能なことは、特別区設置移⾏の窓⼝でも可能になるように設計しておりますので、ご
安⼼ください。

その他、細かい点で気になることがあれば、制度設計を担当している⼤阪市副⾸都推進局が電話で回答も
⾏っていますのでお問い合わせください。

06-6208-8989（⼤阪市副⾸都推進局）

応援 カジノについて

都構想、応援してます！
市⻑、府知事が同じ維新の会で仲良く⾏政を⾏なって下さってるので、⼤阪が良くなっ
ているのも⾒てとれます！
橋下さんが前進を築いて府庁の改⾰をされたのも⼤きいと思います！
これからも府と市がひとつになって無駄を無くし、必要なところに投資をしてより、住
みやすい⼤阪作りを応援してます！
ひとつ気になるのが、カジノの事は⾔われなくなったのですがどうなったのでしょう？

応援ありがとうございます。

IRについては、万博開催と同時開業を⽬指していましたが、スケジュールに遅れが出ている状況です。

⼆重⾏政、⼆重⾏政って⾔ってますけど、今現在⼗分に府と市で協⼒できてるんじゃな
いんですか？
そんなのは⼤阪だけじゃないと思いますが。
市議会で市⻑が何回聞かれても全く答えになっていませんでしたが。
そもそも都構想は、５年前に最初で最後の住⺠投票で否決してなくなった事なのに
何でまたやろうとしてるんですか？負けても勝つまでやるのは意味がないですよね。
今⼤阪はコロナ感染が拡⼤して重症者も死者も増えてるのに、そんな事よりも都構想
（住⺠投票）の⽅が
⼤事なんですね。
しかも、１０億7千万円もかけてやる事ですか？お⾦使う所間違ってますよね。
１０万円給付⾦は申請から振込まで２ヶ⽉半もかかったのに、都構想の準備は凄く素早
いですね。
⼤体、丁寧に説明していくって、予約制で少⼈数だけ集めて数回のみの説明とあとは
SNSですか・・
それが丁寧に説明していく・・って事なんですね。
ネット環境がない家庭や⾼齢者等はどうするんですか？ターゲットは若い⼈と維新⽀持
者だけじゃないんですか？
Yahooニュース等のコメント欄の書き込みで毎⽇のように市⺠は無茶苦茶怒ってるのを
⾒てないんですか？
全く市⺠の気持ち、意⾒なんか無視ですよね。
都構想は知事と市⻑のエゴとしか思えません。
そもそも⼤阪市を廃⽌って・・ それが嫌で５年前に否決して⼼から喜んだのに・・
ほんとに市⺠の気持ちなんか⼀切考えてないんですね・・・

前回の住⺠投票時、⼆重⾏政解消のための⼿段として、我々は⼤阪都構想の実現を訴えました。その際、反
対派は話し合いで解決可能と主張し、⼤阪都構想への対案として「⼤阪会議」を掲げました。

否決後、我々は「⼤阪会議」の設置に賛成し、話し合いでの⼆重⾏政解消を⽬指しましたが、最終的には提
案者であった⾃⺠党をはじめとする反対派が「⼤阪会議は都構想の対案ではない」と主張し、ボイコットさ
れ、「⼤阪会議」が機能しなくなってしまったのです。

そうした状況を受けて、結局話し合いで⼆重⾏政を解決できないのであれば、前回の都構想案をバージョン
アップさせてもう⼀度住⺠投票をさせていただけないか？という公約を掲げ、その後の選挙にすべて勝利し
てきたという流れがこれまでの時系列です。

そうした経緯を受けて、今年の11/1に住⺠投票実施という決定が⾏われましたこと、ご理解いただければ幸
いです。

⼆重⾏政について反対



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒
都構想のメリット、デメ
リットについて

⼤阪都構想について、メリットばかりを広報していますが、考え得るデメリットについ
ても広報してほしいです。そうでないと判断できません。

デメリットとして、コストがかかること（初期費⽤241億円、ランニングコスト年間30億円）と、住所表記
が変わることが挙げられます。

ただし、初期費⽤やランニングコストについて、特別区負担分については⼤阪府からの財源措置がありま
す。⼤阪府としては⼀⼿にコストを引き受けることになりますが、広域⼀元化による経済効果として⼗⼆分
なリターンを⾒込んでおり、必要な投資であると捉えています。

住所表記が変わってしまうことは避けられませんが、住⺠の⽅の⼿続き負担がなるべく必要ないように制度
設計を進めてきました。
例えば、住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。通帳などについても、過去の市町村合併
などの事例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となっています。

意⾒ 設置⼯程について

仮に住⺠投票で可決されると特別区議会と特別区⻑を決める選挙が⾏われると思いま
す。
選挙⽇程はどうなるのでしょうか？
選挙経費削減のためにも⼤阪都知事選と同⽇に⾏ってほしいです。

特別区制度移⾏は2025年1⽉1⽇ですので、それに合わせて特別区⻑や特別区議会議員の選挙が⾏われます。

意⾒
⾃⺠が都構想反対する理
由はなんですか？

テレビや新聞を読んでもちょっとわかりにくいのですが、⾃⺠党が都構想を反対するの
はなぜですか？
いまの⼤阪市のままなら、⼤阪市議が直接市⺠と向き合ってサービスを提供できるから
いい、だから都構想反対という意⾒もあるようですが、そもそも直接市⺠と向き合った
サービスってなんでしょうか？
⼤阪市に何年も住んでいますが、実⽣活で感じたことがありません。そもそも⼤阪市議
会議員が誰なのかそれすら知りません。
それに普通に考えて、何百万⼈いる⼤阪市の住⺠全員を何⼈かの市議会議員で⾒れない
んじゃないかと思います。
それなら、都構想にして、区⻑に権限を持たせて、住⺠を4分割したほうが、政治家⼀⼈
あたり受け持つ住⺠の数が少なくなるので、それこそきめ細かいサービスができるよう
な気がします。
私は普段は維新より⾃⺠⽀持者ですが、今回の都構想に関しては維新の意⾒のほうが正
しいように想います。
⾃⺠党が反対する理由をわかりやすく教えていただきたいです。
都構想にしてしまうと議員の数が減るから職を失うからでしょうか？

4特別区のほうがきめ細かいサービスができるというのは、まさにおっしゃる通りで、それが⼤阪都構想の
⽬的です。

⾃⺠党が反対する理由、あくまでも推察になりますが、例えば、⼤阪市会議員であれば、選挙区が広くなる
ことでライバルが増え、特別区議会での当選が難しくなるという背景があります。また、これまで⼝出しで
きていた広域⾏政の仕事（成⻑戦略や観光戦略やインフラ整備など）については⼝出しできなくなるため、
⾃分の職位としての権威が低くなると考えている⽅もいらっしゃるかもしれません。
また、実際に⾃⺠党の⼤阪市議が委員会の場で市職員に対し「○○区にあなたがたを囲えるゼネコンない
ぞ」と、天下りができなくなるぞと⽰唆するような発⾔もしました。
これまで、市会議員によるコネ採⽤や天下りなど、様々な問題を改⾰して改善してきたところではあります
が、やはり過去にコネ採⽤した職員がまだ市役所内部に残っているということもあり、紹介した議員として
のメンツもあるのではないかとも考えられます。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

質問 住所について ⼤阪都になった場合は4区になって住所は変わりますか？

住⺠投票で賛成多数になると、住所表記は変更されます。
詳しくは市⺠団体が公開しているページが⾮常に⾒やすいので、紹介いたします。

https://osakamirai.com/#sec1-3

応援 新区の命名について

⼀部の施策を除いて「維新の会」は応援している者です。基本⼤阪都構想には賛同しま
すが、前回同様市⺠府⺠への説明不⾜は否めません。特に前回感じた区の新名称につい
ては、今回は更に強く違和感を感じます。現在、北区に居住していますが、ここは旧⼤
淀区です。私たちの年代より上の⽅たち（前回反対票を投じた世代）は、⼤淀区という
名称にある種誇りを持っており、「北区になった時は単に税⾦が上がっただけで何のメ
リットもない。」との声をかなり聴いた記憶があります。そこで、提案します。
淀川区、天王寺区は良しとして、中央区は浪速区、北区は城北区でどうでしょうか？
⼤阪⼈は、基本我々は東京とは違うという誇りを持っています。⼤阪固有の名称を掲げ
ることで、その誇りを保持でき、関⼼も増すと考えます。また「副都⼼推進」の⽂⾔も
マイナス要因です。東京は⾸都ですが、⼤阪はあくまで⼤阪でしょう。東京のサブ都市
では全くありません。北区、中央区では歴史や先⼈の温もりは、感じ伝えることはでき
ません。ご⼀考願います。

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。ご意⾒ありがとうございました。

「⼤都市制度（特別区設置）協議会」だよりを
拝⾒しました。
都構想にすることにより、財政的にどれぐらい減額ができるのかがわかりません。
⼤阪市、⼤阪府の議員の数を何⼈削減して、いくら⼈件費を減額するとか。

⼆重⾏政の解消と⾔っておられる、具体的な事業で
現状と都構想の後でどのようなメリットがあるのか
数字で⽰めして欲しいです。

もし、約束通りの成果が無く私達市⺠が、話しが違うと
なったら、誰が責任を取るのでしょう？

何より、このコロナ渦の中、多くの市⺠が将来の都構想より
現在の⽣活の維持に精⼀杯の中、都構想の投票を決⾏すべきではないと思います。

コロナ渦を乗り越えて、その成果と反省を踏まえて、
もし、都構想があれば、こういう事は、迅速に進める事ができたというものが
分かれば、賛成ができますが、今の状況では、絶対に反対です。

特別区設置により、職員数は増員します。
ですので、コストとしては初期費⽤241億円、ランニングコストが年間30億円です。
なお、特別区負担分については⼤阪府が財政措置するので、当⾯特別区の負担はありません。

また、投資に対するリターンですが、維新の会が勝⼿に試算したわけではなく、経済の専⾨家達に算出して
もらった数字として、⾏政効率化による歳出削減効果で1兆1400億円（10年間）が⾒込まれています。

また、そのうち5000億円を公共インフラなどに再投資することで更に1.1挑円の効果額が⽣まれることも付
⾔されておられます。

更に、府市連携の経済効果として新たに5000億円、病院や⼤学の統合による効果額は10年間で39億円〜67
億円と、いずれも公式資料として発表されています。

以上のことから、⼗分にリターンを⾒込める投資だと捉えています。

こうした⾏政の取り組みによる失敗の責任についてですが、それは選挙で審判がくだされます。
これまで府市が対⽴して引き起こされた⼆重⾏政の失敗は数兆円の損失を招いていますが、それらの責任は
選挙以外で誰も取っていない状況であることもあわせてお伝えしておきます。

都構想のメリット、デメ
リット

反対



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒ 聴覚障害のものです

聴覚障害のものです。⼤阪都についてもっと知りたいと思い、このサイトを⾒たのです
が、
⼤阪都構造学園の動画、字幕が無くて何を話しているのか全くわかりません。
⾃動形成にしてみても誤字だらけで分かりませんでした。
しっかり勉強した上で選挙に挑みたいので字幕をつけてもらえることはできませんか？

⼤変ご不便をおかけして申し訳ございません。
特設サイトでは漫画のコンテンツでより詳しく説明をしていますので、ぜひ漫画コンテンツを御覧くださ
い。

https://oneosaka.jp/yestokoso/tokosomanga/

賛成 住所について

先ず私は住⺠投票で絶対に賛成に投票する維新信者です。

▼本題
特別区移⾏後の住所についてですが旧⾏政区名は要らないと思います。
なぜなら住所が無駄に⻑くなるからです。

私は住吉区沢之町に住んでいるので特別区移⾏後は、⼤阪府中央区住吉沢之町なる予定
ですよね？
旧⾏政区名の無い⼤阪府中央区沢之町の⽅がシンプルで良いと思います。

⾏政区名に思い⼊れのある⽅への配慮だと思いますが、特別区移⾏という⼤変⾰ととも
に⾏政区名をなくさないと今後ずっと無駄に⻑い住所となって残り続けることになると
思います。

どうか検討のほどよろしくお願いいたします。

ご意⾒ありがとうございます。

名称についてですが、住⺠投票で賛成多数になった場合、移⾏期間中にみなさんからのご意⾒を集めて判断
していきます。
説明については動画でも配信していますので、ぜひご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=x4DEpjSUKSw

よろしくお願いいたします。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

１１⽉１⽇に実施予定の都構想住⺠投票の投票⽅式は、新型コロナ対策の観点から、予
め「賛成」「反対」と印刷された枠内のいずれかに「○」を記⼊する「○記⼊⽅式」で
⾏うことを強く推奨いたします。これは、前回の住⺠投票で有権者⾃⾝に「賛成」⼜は
「反対」との⽂字を書かせた「⾃書⽅式」からの変更を意味します。理由は、記⼊に要
する時間を⼤幅に削減し、記⼊場所での滞留時間を極⼒短くし、「密」を回避すること
にあります。論より証拠で、実際に書いてみていただければよくわかります。「賛成」
と書くには約１０秒かかります。同様に「反対」と書くには約５秒かかります。それに
対して「○」を記⼊するだけなら、０．５秒程で書き終わります。つまり、投票⽅法を
「○記⼊⽅式」にすれば、「⾃書⽅式」に⽐べて、投票所での記⼊時間は１０分の１以
下になるということです。削減時間を全投票者分で換算しますと、⼤幅に投票所での
「密」を避けることができることがおわかりだと思います。もともと、過去に住⺠投票
を⾏った⾃治体では、どこも投票⽅法は「○記⼊⽅式」で⾏われており、それが当たり
前のため、前回の都構想住⺠投票もその投票⽅法で⾏われるのが⾃然で当然そうすべき
だったのです。ところが、少しでも反対票に流れやすくするため、事務局の意を汲んだ
選挙管理委員会がわざわざ「⾃書⽅式」にしたという経過があります。というのも、い
つの時代においても、選挙や住⺠投票においては、記⼊する時まで投票⾏動を決めてい
ない有権者が⼀定数存在するからです。そのような有権者は、画数の多い「賛成」と記
⼊するよりも、画数が少なく簡単に書ける「反対」に誘導される傾向があります。議員
を選ぶ選挙で、名前の画数が多い候補者が画数が少なく書きやすい平仮名で届けるのと
全く同じ理屈です。因みに「賛成」は２１画で「反対」は１１画です。新型コロナウイ
ルス感染防⽌の観点から、投票所での記⼊時間を⼤幅に削減し、かつ、賛否の公平性を
確保するために、⼤阪市⻑は住⺠投票実施決定後すぐに⾏政委員会事務局⻑に対し、
「○記⼊⽅式」で実施するよう指⽰を出すべきと思います。それに対して、もし⾏政委
員会事務局⻑が投票⽅式は選挙管理委員会の委員が決定するものなので、⾏政職員が関
与することはできないなどと建前で弁明してきた場合は、明らかに前回同様「反対」に
誘導しようという意図があるものと判断することができます。⼤阪市の⾏政委員会や審
議会といったものは、重要な決定をする場合、事務局が会議の数⽇前に委員に対して予
め説明をし、委員は会議の場では例外なく事務局の意向に沿った形で結論を出してきた
からです。つまり、投票⽅法のカギは事務局⻑次第となり、その対応と結果が最⼤の勤
務評定となります。

ご意⾒ありがとうございました。

記号式は我々も提案してきたのですが、残念ながら記述式になりました。本当に残念です。

引き続き、応援をよろしくお願いいたします。

住⺠投票について意⾒



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒
都構想のメリット、デメ
リットについて

質問１
都構想は⼤阪市⺠の問題であって、⼤阪府⺠には何の影響もないという理解で良いので
すね。
都構想が実現すれば、⼤阪府⺠はそのことで⼀切損をしないという第三者による調査報
告を⽰してください。
質問２
都構想が実現すれば、⼤阪府⺠にはメリットばかりで、何の損もしないということなら
良いのですが、もし、少しでも影響があるなら、第三者による調査をもとにそのメリッ
トとデメリットを明らかにして、府⺠にも住⺠投票をする必要があるのではないです
か？
質問３
質問１、質問２はすでに回答済みですか？
その場合はその回答を教えてください。

第三者による調査報告ということですと、下記ページでご確認いただけます。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000478997.html

⼤阪都構想の初期コストは241億円、ランニングコストは年間30億円です。
⼗⼆分にリターンがあることが、ご案内したページで第三者から調査報告されていることが読み取れること
かと存じます。

反対 住所について

⻄区のポテンシャルが⾼いためマンションを購⼊しました。

4区になると治安のあまり良くないエリアと同じくくりになり⼤きくイメージダウンで
す。
しかも住之江区まで⼊っており中央区とはいえど範囲が広域で名前とエリアが⼀致して
おらず愛着が持てません。

都構想の考え⽅は同調しますがエリア分けには反対のためどうしても賛成と⼿をあげら
れません。

ひとつ⾔えることは、現在の⼤阪市のままであっても、⼤阪市⻄区と⼤阪市住之江区は同⼀エリアですし、
ご指摘されておられる治安のあまり良くないエリアとも、現在既に同⼀エリアです。

ですので、特別区設置によって新たにマイナスが⽣じるということではないと思うのですが、いかがでしょ
うか。

賛成 特別区の設置について

⼤阪市と⼤阪府を合併させると⾔う基本的な概念には賛成です。
ただ、私にはなぜ４区の特別区を新たに設置する必要性があるのかよくわかりません。
今更ですが、⼤阪市は、⼤阪府の直轄地域として、わざわざ特別区なんか不要な気がす
るのですが・・・。
⼤阪府の中⼼地は誰がどう⾒ても、現在の⼤阪市。この部分が衰退してしまうと⼤阪府
そのものが成り⽴たなくなるので、⼤阪府が直轄地域に財政を割くのは当然でしょう
し、それを不安視する要素も⾒当たりません。
細かい⾏政は、独⾃の予算はなくても、現在の⼤阪市が各区に配分しているように、⼤
阪府が⾏えばいいことですし、使⽤⽤途は今の任命された区⻑などが決めればいいこと
です。現在も実質的には⼤阪市⾃体が広域⾏政を⾏っているようなもので、それを⼤阪
府直轄にしたところで、なんの弊害があるのでしょうか？
私的にはわざわざ4区の特別区を作って、区⻑や区議会を選んだり、区役所を作ったりす
る⽅がナンセンスだと思っています。
法律的に難しければ、国に働きかけて、改正すればいいと思いますし・・・。
と、今さら⾔っても、どうしようもないですけどね w

現在任命されている⾏政区の区⻑は、市⻑の部下です。
選挙で選ばれているわけではないので、予算編成権は法的に持っていません。

4つの特別区を作り、特別区⻑を⽣み出す理由は、予算編成権を持つ区⻑を置くという点にもあります。
そのほうが、⼤阪市⻑1⼈の状態よりも、⾝近なところで政策決定ができるということです。

ちなみに、この特別区設置という⽅法も、元々法律として定められていませんでしたが、維新の会が国に働
きかける形で法が制定され、実施できる現実的な⼿段となった経緯があります。

また、特別区を24区置くというのは、財政的に厳しいということでこれも現実的ではありません。
前回は5区案で提案した際に否決されましたが、その際の反対理由で多かったのがコスト⾯の不安でしたの
で、より財政的に安定する4区案に修正したという経緯もあります。

何卒、ご理解いただき、応援をよろしくお願いいたします。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

質問 投票権について
⼤阪市内にて会社経営をしており、⻑年にわたり⼤阪府、⼤阪市に法⼈税を納めており
ます。
私個⼈は兵庫県在住で投票権がありません。法⼈に投票権は与えられないのでしょうか?

公職選挙法に準ずる法的拘束⼒を持つ住⺠投票ですので、申し訳ございませんが法⼈に投票権はございませ
ん。

質問 ⼿続きについて
住所名が変更になったら、全部⼿続きをやり直しするのですか？
住⺠登録はどうなるのですか？

例えば、住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。通帳などについても、過去の市町村合併
などの事例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となっています。

意⾒ 住所について

これ、⾔わないだけで殆どの⼈が確実にもやもやしてること
⼤阪市ではなく、⼤阪府ではなく
⼤阪都になると思ってる⼈がほんとに多いんです。
名前は、変わらないんですよね？
都構想が可決されても⼤阪府で⼤阪市なんですよね？
ハッキリさせてください！
前回はこれで負けてますよ

都の名称については、今回の住⺠投票では問わずに、将来の選挙時にあわせて⼤阪府⺠の皆様に改めて問う
予定です。

今回の住⺠投票で賛成多数になっても、⼤阪府の名称は⼤阪府のままです。

意⾒
都構想のメリット、デメ
リットについて

都構想というのは、⼤きなビジョンを達成するための⼿段であり、最終⽬的とすべきも
のではないように思っております。そのため、都構想のメリット等は説明されておりま
すが、都構想が実現した後のビジョンがいまひとつ不明確だと感じております。例え
ば、海外や東京等他のスーパーシティで実現できているこれを実現するために都構想が
必要であるというようなご説明いただけないでしょうか。

ビジョンとしては、やはり副⾸都になると思います。
もし、直下型の⼤地震が東京を襲ったら？と考えたとき、現在の東京⼀極集中では国としてリスクが⾼すぎ
るため、リスク分散先として副⾸都⼤阪を確⽴する。

そうなると、今までは国会も東京でしか開かれていませんでしたが、例えば特定の季節では国会を⼤阪で開
くというようなことにもなるかもしれません。東京でしかできなかったことが、⼤阪でどんどん実現できる
ようになるかもしれません。

応援
テレビで⼤阪都構想の番
組を組んでもらえない
か、交渉してほしい

維新の皆さま、お疲れ様です。
今、都構想をネットで検索しながら、混乱しています。
反対派は市⺠の税⾦を⼤阪府にむしり取られると⾔っていますね。
⼤阪府＆豊中市や吹⽥市との関係と、⼤阪府＆特別区の関係は、また違うものになるの
でしょうか？
（特別区が⼤阪府から“少ない”お⼩遣いをもらって泣いているイラストは嘘？）
⾝近な（⼩さな）ことでは移動図書館や区画整理事業の廃⽌・遅滞が⼼配です。
前回は内容はよくわからないまま勢いで賛成に投票させていただきましたが、今回はコ
ロナ禍で、正直、今かぁ…という感じです。
無茶ぶりですが、ネットでちまちま応酬するより、できたら（スポンサーがつけば）
ゴールデンタイムにテレビでじっくりゆっくり⼤阪都構想の番組（バラエティ内の単な
るコーナーでなく）を⾒たいものです。私たち世代はやっぱりテレビが⾝近です。⾁声
できちんと説明してほしいです。
もっと無茶ぶりですが、池上彰さんにも切り込んでもらいたいです。それに耐えられた
ら本物です（あくまでも個⼈的な意⾒です）。
期待しています。

ご意⾒ありがとうございます。

はっきり申し上げますが、少ないお⼩遣いをもらっているイラストは嘘です。
東京と同じような財政調整制度で、きちんと住⺠サービスのための財源は確保されていますし、協定書にも
住⺠サービスの⽔準を維持することを明記しています。

また、区画整理事業などは意思決定速度が向上するので今よりも進めやすくなりますし、様々なサービスの
拡充や廃⽌については、その時代の⾸⻑が判断していく事項です。⼗分な財源は確保されていますので、よ
りよい形を⽬指していくことになります。（それは、今の⼤阪市であっても特別区であっても、何も変わら
ないことです）

今後、テレビでの討論会なども増えていきますので、ぜひご視聴ください。
都構想特設サイトでは漫画コンテンツなどでも説明を展開しています。
ぜひそちらもご覧になっていただければ幸いです。
https://oneosaka.jp/yestokoso/tokosomanga/

引き続き、応援をよろしくお願いいたします。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

質問 市⺠税について

住⺠税の税率は、

⼤阪市や堺市は政令市であり、府⺠税:市⺠税が2:8
普通市は、4:6
これから区になりますけど、
⼤阪市部分の府⺠税:市⺠税の配分はどうなるのですか？

おっしゃるとおり、現在は市⺠税8%、府⺠税2%です。
特別区設置後、区⺠税8%、府⺠税2%のままで変更はありません。

制度設計を担当している副⾸都推進局に確認を取っている回答となりますが、不安な場合は直接、副⾸都推
進局までお問い合わせください。
06-6208-8989（⼤阪市副⾸都推進局）

意⾒ 住所について

区の範囲が広がると、配送の際とても⼤変なような気がいたします。
区の次に旧区の名前を⼊れることをご提案いたします。
そうしないといつまでも昔の地図を頭に⼊れながら区域を考えてチーム編成しないとい
けないような気がいたします。

例えば
北区都島都島本通

特別区名の次に、旧区名が⼊るのが原則です。
ただし、例に出されているような、都島都島本通のような、同⼀名称が続く場合は省略するという例外ルー
ルも設定されています。

いずれにせよ、住⺠投票で賛成多数になった場合は、移⾏準備期間中にみなさまからのご意⾒も吸い上げさ
せていただきながら最終決定していくこととなっています。

詳しくはこちらの動画で解説していますのでご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=x4DEpjSUKSw

意⾒というよりは質問に近いものになると思います。
現在の⼤阪都構想による特別区の区割り案では東成区の移⾏先が新北区となっていると
思います。
東成区は確かに歴史的経緯から⾒ても北側に隣接する城東区との繋がりが深い地域であ
ることに間違いはありませんが、現在の⽴地や交通事情を考えると新天王寺区が妥当な
のではと思ってしまいます。
正直、今の東成区は北沿・南沿をそれぞれ地下鉄中央線・近鉄奈良線及び⼤阪線が結ん
でおり、東⻄⽅向の交通事情に強い⼀⽅で、南北⽅向にはバス路線と決して強固な交通
状態とは⾔えません。
また新天王寺区役所本庁は現天王寺区役所へ設置される予定となっておりますが、東成
区からのアクセスを考えると新北区役所よりも交通の利便性に於いて優位になると思わ
れます。
とは⾔いつつも実際に⼤差があるわけではなく微々たるものではありますし、現⾏の東
成区役所で⾏政⼿続きのほぼ全てを受け付けているのであれば⼤した問題ではないです
が。
個⼈的には都構想に期待をしています。詳しい政治事情や経済的なことに明るくないの
で、正直メリットやデメリットを判断することはできる⾃信はありませんが、このよう
に今⾃分が住んでいる街が変わっていくことにとても興味があります。
⻑くなりましたが、もしいただけるのであれば東成区が新北区へ統合されるようになっ
た理由をお聞きしたいです。
よろしくお願いします。

ご意⾒ありがとうございます。

まず、現⾏の東成区役所で⾏っている⾏政⼿続きですが、これは特別区移⾏後も現⾏の東成区役所ですべて
⾏えますのでご安⼼ください。

区割りについて詳細は⼈⼝規模や財政規模などをはじめ、様々なバランスについて議論された末、現在の案
になったというお伝えの仕⽅になります。

引き続き、応援をよろしくお願いいたします。

特別区の設置について質問



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒ 職員について

Q&Aにて、前回の都構想住⺠投票より、「良くなった。5つの特別区が、4つの特別区に
なった、」とのことですが、なぜ良くなっているのか？分かりにくいです。

単純に考えると、5つが4つになると、住⺠側とすると、⾏政サービスが少なくなって、
悪くなると思います。
また、職員が減ることにより、GDPも減ると思うのですが、どう考えておられるのか、
教えてください。

また政令指定都市から外れると、⾃治権が減ると思うのですが、「⽇本の新たな都⼼
部」になると、政令指定都市以上の⾃治権が確保されるのでしょうか？

ご教⽰よろしくお願い致します。

5区案から4区案になって⾏政サービスが少なくなることに懸念を持たれておりますが、現在の⼤阪市は1区
案のようなものであることを⾒落とされていると思います。現在の⼤阪市から4つの特別区に移⾏すると、
職員数は増えます。現在の⼤阪市との⽐較が重要です。

また、政令指定都市から特別区になることで広域⾏政（成⻑戦略、観光戦略、インフラ整備など）の権限を
府に移管することになりますが、これはこれまで府と市が対⽴して⽣まれた⼆重⾏政の失敗を⼆度と繰り返
さないためであるとともに、広域⾏政の意思決定スピードを向上させるためでもあります。

淀川左岸線のミッシングリンク解消議論や、なにわ筋線着⼯議論は数⼗年に及んできました。現在、バー
チャル都構想状態（府知事と市⻑が同⼀の考え⽅で意思決定する現状）なので⻑年の議論に決着をつけるこ
とができましたが、この状態でなければ更に数⼗年、100年単位の議論となっていた可能性すらあります。

⼤阪市がその権限を持つことにこだわり続け、意思決定が遅れることは⼤阪全体の成⻑発展を阻害すること
になり、ひいては⽇本全体の損失にもなりかねません。

⼤阪市⺠は⼤阪府⺠でもあるわけですから、役所の権限争いは都構想で決着をつけ、真に住⺠のために必要
なことを追求していくことが必要だと考えています。

賛成 新区の命名について

私は都構想⾃体は賛成なのですが
何故、港区は隣接していない
淀川区になるのでしょうか？

せめて隣接している⻄区 ⼤正区と同じ
中央区に⼊れていただくか
難しいのであれば区の名前を港区に
変更を考えていただきたいです。

⼤阪都淀川区より
⼤阪都港区の⽅がしっくりきますし
私は仕事柄住所を書く事が多いので
少しでも画数が少ない⽅が助かります。

どうかご検討のほど
よろしくお願い致します。

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。ご意⾒ありがとうございました。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

1．現在の⼤阪”市⽴中央”図書館は、⼤阪市の基幹図書館としての蔵書機能などを持って
いる。
都構想実現後は「現在の市⽴施設は区⽴施設となり、より住⺠に⾝近な特別区が担いま
す。」と説明されているが、
詳細にどう変わるのか、あるいは変わらないのかを説明して欲しい。

2．また現在⼤阪市⽴図書館（24館）は、システム
（https://www.oml.city.osaka.lg.jp/）上は
全24図書館を連携して1つの図書館のように扱っており、
システム予約した書籍は24区のどの図書館でも、受け取り・返却が可能となっている。
これについては都構想実現後も同等の機能を提供するように約束すべきではないか。

3．⼤阪府⽴（中央・中之島）図書館の扱いは、都構想実現後にどうなるのか？
特別区⺠は、現在の市⽴図書館同様に府⽴図書館の蔵書借り出しが（特別な⼿続きな
く）可能なのか？
また過去の府市の都合で現在地（荒本）に建設したものと思われるが、場所的に府⺠全
体にとっても利⽤しづらい。
今後、中之島などへの場所移転などは検討されているのか？

個⼈的には、全体として都構想には賛成の⽴場をとっているが、反対派からすると維新
の会の⽂化⾏政は叩く要素の⼀つとなっている。
また説明が不⼗分なこともあり、不安感を煽りやすい要素ともなってしまっている。
特に上記した図書館関連は住⺠にとっても⾝近な話題で、かつ説明が不⾜しており叩き
やすい。

現状⼤阪市⺠が受けているサービスは⼀切そのレベルを落とさないことを明記し、
さらに詳細な説明をすべきではないかと考える。

協定書に現在の⼤阪市のサービスを維持すると記載している通り、現⾏のシステムをそのまま移管し、各特
別区で共同利⽤することで⼤阪市域内での受け取り返却が今まで通り⾏えるように事務調整をすることに
なっています。

つまり、特別区が設置されることにより、現在と変わることはないもととご理解ください。
よろしくお願いいたします。

施設について意⾒



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

国からの補助⾦などの⾯で⼤阪市⺠が損をするというような設計ではありませんのでご安⼼ください。

また、市⺠へデメリットとして、コストがかかること（初期費⽤241億円、ランニングコスト年間30億円）
と、住所表記が変わることが挙げられます。

ただし、初期費⽤やランニングコストについて、特別区負担分については⼤阪府からの財源措置がありま
す。⼤阪府としては⼀⼿にコストを引き受けることになりますが、広域⼀元化による経済効果として⼗⼆分
なリターンを⾒込んでおり、必要な投資であると捉えています。

住所表記が変わってしまうことは避けられませんが、住⺠の⽅の⼿続き負担がなるべく必要ないように制度
設計を進めてきました。
例えば、住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。通帳などについても、過去の市町村合併
などの事例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となっています。

中学校給⾷の無料のために必要な財源も特別区にそのまま移⾏しますので、特別区になったからといって無
料ではなくなるというようなこともありません。

今後、街頭やインターネットなどでみなさまから直接質問を受けて維新所属議員が回答していく機会がたく
さんありますので、気軽に質問をぶつけてみてください。

引き続き、応援をよろしくお願いいたします。

テレビで昨⽇松井市⻑が喋られていたのを⾒たのですがまだまだ分からない事だらけで
す。⼀般市⺠からのダイレクトの質問を答えるようなページ作ってもらえないですか？
聴きたい事たくさんあります。
⼤阪市⺠ですが、市⺠にとってのデメリットは結局は何？国からの補助⾦などが⼤阪市
にくるものが⼤阪府になると今までの⼤阪市⺠として税⾦など安かったのがそうでなく
なるのでは？
⼦供が⼤阪市の公⽴⼩学校、中学ですが給⾷無料無くなる？
聴きたい事たくさんです。
概ね都構想には賛成派です。
よろしくお願いします

都構想のメリット、デメ
リット

賛成

Q&A 都構想によって、なにか⼿続きは必要ですか？
の回答は不親切です。

私的なものは住⺠が各箇所へ⼿続きをしないといけないのでは？
そのことを記載しないのは都構想を反対されることを怖がっているように⾒えます。
私的な⽕災保険や⽣命保険会社等は住⺠が住所変更⼿続きしないといけないものをある
程度アナウンスするほうが逆に親切です。
住⺠は公私で⽣活してます。公だけの回答は不親切！！
下記の回答内容で、投票後に住⺠がしないといけないことがでてきたら.......
後出しは維新に対して（だまされた！と思う）不信感をいだくだけ。（私的なことに触
れていないから問題ないと考えているのではないですか？）⼈間の感情は複雑です。

また、
A.⾏政上の⼿続きはありません。

と記載されてますが、⾏政がわからない⽅も多いです。
住所変更⼿続きが必要ない⾏政⼀覧を明記、調整中⼀覧も明記してください。

住⺠⽬線で丁寧な回答望みます。

これまでの政令指定都市への移⾏事例等では、公的な住所変更⼿続きのうち、⾃動⾞運転免許証や国⺠健康
保険被保険者証などについては必要ありませんでした。今回の特別区設置の際も、公的なものについてはで
きる限り⼿続きをしていただく必要がないように設置準備期間中（住⺠投票後〜令和６年12⽉）に関係機関
と調整を⾏います。

なお、政令指定都市のうち、最も新しい（平成24年４⽉移⾏）熊本市の事例では、次のようなものが
不要とされていました。下記URLよりご確認ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/cmsfiles/contents/0000511/511081/jyushohenkou.pdf

また、⾦融機関や保険会社関係の⼿続きについても、過去の市町村合併時の事例から、⼀般的には⼿続きは
不要となっています。
こちらについても、下記URLよりご確認ください。
http://www.gappei-archive.soumu.go.jp/db/22sizu/2206izuku/Q&A2.html

⼿続きについて質問



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒ 投票権について

・なぜ住⺠投票が⼤阪市のみなのか？
 他の⼤阪府下の市町村も何らかの影響が有るならば府で住⺠投票すべきでは？

・⼤阪市が無くなる場合、⼤阪市に本社のある企業は本社住所登記の変更が発⽣しかな
りの経費が発⽣し
 経済への影響⼤と思われるが、これに関する説明不⾜ではないか。

⼤阪市⺠だけが対象になっている理由は、住⺠投票の根拠法である、いわゆる⼤都市法が定めているからと
いう回答になります。

⼤阪市⺠が割を⾷うというのは間違いで、⼤阪市⺠にとっても⾮常にメリットが⼤きい構想です。
もちろん、⼤阪市⺠以外の⼤阪府⺠にとっても、⼤阪全体の成⻑が促進されるという意味でメリットがあり
ます。

⼤阪都構想については、漫画でもわかりやすく解説していますので、お時間のあるときに是⾮ご覧くださ
い。

https://oneosaka.jp/yestokoso/tokosomanga/

また、登記などについても、過去の市町村合併の事例を参考に⾒ても、特に変更⼿続きの必要はないとされ
ております。⾏政側ができる限り、みなさま⾃⾝に変更⼿続きをしていただかなくても良いように対応を進
めていきます。

意⾒ 議員定数
市⻑がいなくなり、区⻑が四⼈となるため、新たに三名増える。現⼤阪市議会議員の定
数が変わるのですか？変わらないのなら、区⻑三名分の更なる経費負担になるのでは❓
また、府議会議員の定数も変更ないなら、議員経費は、増えるのではないのですか❓

おっしゃる通り、区⻑が4⼈になることや職員数が増えることもありますのでコストは発⽣します。

コストとしては初期費⽤241億円、ランニングコストが年間30億円です。
なお、特別区負担分については⼤阪府が財政措置するので、当⾯特別区の負担はありません。

また、投資に対するリターンですが、維新の会が勝⼿に試算したわけではなく、経済の専⾨家達に算出して
もらった数字として、⾏政効率化による歳出削減効果で1兆1400億円（10年間）が⾒込まれています。

また、そのうち5000億円を公共インフラなどに再投資することで更に1.1挑円の効果額が⽣まれることも付
⾔されておられます。

更に、府市連携の経済効果として新たに5000億円、病院や⼤学の統合による効果額は10年間で39億円〜67
億円と、いずれも公式資料として発表されています。

以上のことから、⼗分にリターンを⾒込める投資だと捉えています。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

賛成 新区の命名について

都構想の内容は賛成なのですが、都(みやこ)じゃないのに「⼤阪都」なんて、
東京に張り合ってるようでおこがましい、恥ずかしいと考えてしまいます。

⾃分のように「⼤阪都」という呼び⽅に抵抗があって賛成できない⼈は多いと思いま
す。

内容は都構想でも、”府構想”として⼤阪府のまま呼び⽅を残すことはできないのでしょう
か？

いろいろな標識等修正するのにも莫⼤な費⽤がかかると思います。

ぜひ、都構想を実現し、⼤阪府の呼び⽅は変えないことをお願いします！

都の名称については、今回の住⺠投票では問わずに、将来の選挙時にあわせて⼤阪府⺠の皆様に改めて問う
予定です。

意⾒ 市⺠税について

今年、退職し現在は市内在住ですが市外に転居を考えてますが⼤阪市と全く同じサービ
スが受けれますか⼜市府⺠税が⾼くなることはありませんか。

野党が反対されてます、その⽅たちはいろんな理由をつけて反対しますが野党の⽅は今
のぬるま湯の中に居たほうが
楽だからでしょうか。⼤阪都で新しい都⺠の為に問題があれば良くするんだと働こうと
思わないのでしょか。そのままのほうが確かに楽でしょうが維新は⽬に⾒えた改⾰をさ
れていますだから応援する⽅が多いので府市会議員も伸びてます野党さんに⾔いたいの
ですが反対意⾒もやってみないと分かりませんそうであれば与野党で⼒を合わせて働い
てください直していって⼤阪都⺠に⾒せて下さい。

乱⽂で読みにくいと思いますがよろしくお願いします。

特別区設置によって、府⺠税や市⺠税に変動があるわけではありませんのでご安⼼ください。

野党の議員が反対している理由はあくまでも推察になりますが、例えば、⼤阪市会議員であれば、選挙区が
広くなることでライバルが増え、特別区議会での当選が難しくなるという背景があります。また、これまで
⼝出しできていた広域⾏政の仕事（成⻑戦略や観光戦略やインフラ整備など）については⼝出しできなくな
るため、⾃分の職位としての権威が低くなると考えている⽅もいらっしゃるかもしれません。
また、実際に⾃⺠党の⼤阪市議が委員会の場で市職員に対し「○○区にあなたがたを囲えるゼネコンない
ぞ」と、天下りができなくなるぞと⽰唆するような発⾔もしました。
これまで、市会議員によるコネ採⽤や天下りなど、様々な問題を改⾰して改善してきたところではあります
が、やはり過去にコネ採⽤した職員がまだ市役所内部に残っているということもあり、紹介した議員として
のメンツもあるのではないかとも考えられます。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

市⺠に対するメリットデメリットで⼀番わかりやすいのは、住⺠サービスが良くなるのか悪くなるのか。
そして、⼤阪全体の成⻑が加速するのかどうか。
といったところかと思います。

住⺠サービスが良くなるのか悪くなるのかという点については、単純に、住⺠サービス向けの財源が増えるのか減る
のか。または効率的に使われるのかどうか、で判断できます。

現在住⺠サービスに使っている分の財源はそのまま特別区に移⾏しますので、住⺠サービス向けの財源が減るという
ことはありません、よって維持されます。協定書にも、そう明記しています。

その上で、今よりも住⺠の声が届きやすくなることで、真に必要とされている住⺠サービスが政策決定されやすくな
る。つまり、より効率的に住⺠サービス向けのお⾦が使われることになります。例えば⾼齢者が多い地域の公園では
遊具が減ってベンチが増え、⼦育て世帯が多い地域の公園ではベンチが減って遊具が増えるというようなイメージで
す。

これがまず、住⺠サービス⾯でのメリットです。

次に、⼤阪全体の成⻑が加速するのかどうかという点です。
淀川左岸線の延伸やなにわ筋線の着⼯など、最近プロジェクトとして始動したように⾒える事業、これらは数⼗年に
わたり、「どちらがどのぐらいの割合で費⽤を負担するか」という問題で折り合いがつかず、話し合いを続けてきた
案件です。

⼤阪市が広域⾏政の権限を持ち続ける限り、こうした数⼗年レベルの話し合いが今後も⾏われる可能性があります。
それでは、なかなか⼤阪全体の成⻑が⾒込めません。

ですから、⼤阪都構想では⼤阪全体の成⻑に関わる広域⾏政について、司令塔を⼀本化することで、決定スピードを
早くしていこうとしています。

また、市⺠へデメリットとして、コストがかかること（初期費⽤241億円、ランニングコスト年間30億円）と、住所表
記が変わることが挙げられます。

ただし、初期費⽤やランニングコストについて、特別区負担分については⼤阪府からの財源措置があります。⼤阪府
としては⼀⼿にコストを引き受けることになりますが、広域⼀元化による経済効果として⼗⼆分なリターンを⾒込ん
でおり、必要な投資であると捉えています。

住所表記が変わってしまうことは避けられませんが、住⺠の⽅の⼿続き負担がなるべく必要ないように制度設計を進
めてきました。
例えば、住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。通帳などについても、過去の市町村合併などの事
例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となっています。

みんなが元気に⽣きている間に、⼤阪全体の成⻑、発展を⼀緒に感じていくためにも、数⼗年の話し合いを続けると
いう体制を改めていきたいと思っていますので、応援を是⾮よろしくお願いいたします。

⼤阪市⺠にとって、都構想になる、メリット、デメリットをはっきり教えて下さい。区
役所もそのままなら、何が変わるのか住所表記に、無駄な費⽤かかるだけでは？敬⽼パ
スは？（これはありがたい制度です。）

都構想のメリット、デメ
リットについて

意⾒



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

反対 新区の命名について

都構想、反対です。
前回の投票は賛成でいれました。
ですが、区割り、区の名前、あまりに私達の意⾒なく、進み、淀川が通っていないにも
かかわらず、港区は淀川区へ。。。納得いきません。
淀川区のイメージが悪すぎて、私の周りにも、賛成する⼈は少なくなっています。

都構想⾃体は賛成なのに、今後⽣活していくうえで、納得のいく名前、せめて、賛否の
投票の時に、名前の候補で丸付けとか、無理なのでしょうか？たった、それだけのこと
で、反対者がでるのは、もったいないです。

淀川区が嫌で、わざわざ港区にきたのに、本当に納得がいきません。

ご検討下さい。

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。ご意⾒ありがとうございました。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

まず、特別区設置に伴ってみなさまが納めておられる市⺠税や府⺠税の総額に変更はありません。

⼤阪市が⼤阪市のために⾏ってきた広域⾏政（成⻑戦略、観光戦略、インフラ整備など）は⼤阪府に財源と仕事をセットで移管
しますが、⼤阪府は特別会計という透明度の⾼い会計制度を⽤いて、必ずその分は⼤阪市のために使うこととしています。その
ため、⼤阪市⺠に対するデメリットとはなりません。

市⺠に対するメリットデメリットで⼀番わかりやすいのは、住⺠サービスが良くなるのか悪くなるのか。
そして、⼤阪全体の成⻑が加速するのかどうか。
といったところかと思います。

住⺠サービスが良くなるのか悪くなるのかという点については、単純に、住⺠サービス向けの財源が増えるのか減るのか。また
は効率的に使われるのかどうか、で判断できます。
現在住⺠サービスに使っている分の財源はそのまま特別区に移⾏しますので、住⺠サービス向けの財源が減るということはあり
ません、よって維持されます。協定書にも、そう明記しています。

その上で、今よりも住⺠の声が届きやすくなることで、真に必要とされている住⺠サービスが政策決定されやすくなる。つま
り、より効率的に住⺠サービス向けのお⾦が使われることになります。例えば⾼齢者が多い地域の公園では遊具が減ってベンチ
が増え、⼦育て世帯が多い地域の公園ではベンチが減って遊具が増えるというようなイメージです。

これがまず、住⺠サービス⾯でのメリットです。

次に、⼤阪全体の成⻑が加速するのかどうかという点です。
淀川左岸線の延伸やなにわ筋線の着⼯など、最近プロジェクトとして始動したように⾒える事業、これらは数⼗年にわたり、
「どちらがどのぐらいの割合で費⽤を負担するか」という問題で折り合いがつかず、話し合いを続けてきた案件です。

⼤阪市が広域⾏政の権限を持ち続ける限り、こうした数⼗年レベルの話し合いが今後も⾏われる可能性があります。それでは、
なかなか⼤阪全体の成⻑が⾒込めません。
ですから、⼤阪都構想では⼤阪全体の成⻑に関わる広域⾏政について、司令塔を⼀本化することで、決定スピードを早くしてい
こうとしています。

また、市⺠へデメリットとして、コストがかかること（初期費⽤241億円、ランニングコスト年間30億円）と、住所表記が変わ
ることが挙げられます。

ただし、初期費⽤やランニングコストについて、特別区負担分については⼤阪府からの財源措置があります。⼤阪府としては⼀
⼿にコストを引き受けることになりますが、広域⼀元化による経済効果として⼗⼆分なリターンを⾒込んでおり、必要な投資で
あると捉えています。

住所表記が変わってしまうことは避けられませんが、住⺠の⽅の⼿続き負担がなるべく必要ないように制度設計を進めてきまし
た。
例えば、住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。通帳などについても、過去の市町村合併などの事例を⾒て
も、住⺠側による⼿続きは不要となっています。

みんなが元気に⽣きている間に、⼤阪全体の成⻑、発展を⼀緒に感じていくためにも、数⼗年の話し合いを続けるという体制を
改めていきたいと思っていますので、応援を是⾮よろしくお願いいたします。

昔から都構想の考え⽅に、賛同しているものです。⼤阪で育つ⼦供達のために、ぜひ進め
て欲しいと思っております。

ただ、改めて維新の説明サイトなどを⾒ていると、⼤阪市⺠が納めている市⺠税が、
新しい区割りになると、どういう配分になり、⼤阪市⺠にとってそれがどのようなメリッ
トがあるのかは
⼗分記載がないように思えました。

別に、⼤阪府全体で使われるのは問題ないのですが、
⼤阪市⺠にとってどんな使われ⽅で還元されるのか、
減る（デメリット）のであるならば、どのように軽減する施策を講じるのか

⾃分（⼤阪市）の地域に使われるべき財源が、他に移ることに対して説明不⾜のまま、
「賛成をお願いいたします」は、良いことだけ⾔って不都合なことは説明しないというこ
とになります。

それは、決まった後の遺恨になると思います。
批判から逃げるのではなく、きちんとわかりやすく公表説明して、
その上で堂々と投票⽇を迎えて頂くことを切に願います。

市⺠税について意⾒



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒
提案ではないのです
が・・・

このサイトの住⺠投票までの⽇数カウントダウンなんですが、１⽇ずれてませんか？今
⾒たらあと５０⽇となっていますが、たぶん５１⽇です。

修正済です。ご指摘いただきありがとうございました。

賛成 特別区の設置について

基本的に都構想には賛成しています。今、吉村知事と松井市⻑の連携を⾒ていると上⼿
く機能していると思います。ただ、東京都と区の関係を⾒ていると結局都知事と区⻑の
連携ができていなければ、データが上がってこないとか都からの命令が⾏き届かないと
か、以前の府と市の⼆重⾏政のデメリットのようなものが⾒受けられます。
結局、それぞれの⻑を誰がやるかで都構想がメリットになるのかデメリットになるのか
が決まるように思えてきます。今は、吉村知事と松井市⻑だから上⼿く⾏くだけであっ
て、⼈が変われば、府と区になっても同じようなことが起こるのではないでしょうか?
もちろん、そうならない⼈を府⺠や区⺠が選挙で選ぶことも重要ですが、仕組みとして
そのようにならないために、どのような⼯夫をされるのでしょうか?是⾮ともその点を教
えて頂きたいです。

⼤阪都構想では、特別区設置後は都区協議会という会議体を設けます。

東京の都区協議会は、東京都8名（都知事1名+都職員7名）VS特別区⻑の代表8名という形で構成しています
が、⼤阪の都区協議会は、⼤阪府知事1名VS特別区⻑4名という形で構成しています。

つまり、最初から特別区の意⾒を尊重するという形になっている点が東京都の都区協議会との⼤きな違いで
あり、⼯夫点であると⾔えます。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒ 新区の命名について 提案に⽰した通り。
区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。ご意⾒ありがとうございました。

１．⼤阪市から４つの区になったとき、市⻑⼀⼈の給与より４つの区⻑の給与は少ないの
ですか。
２．⼤阪市から４つの区になったとき、今の市会議員の数より、４つの区議会議員の数は
少ないのですか。
３．市⻑選挙４つの区⻑選挙の費⽤は、全く同じか軽減されるのでしょうか。
４．何か府と市で具体的に⼆重⾏政がなくなることが、橋下⽒が提唱したときよりも如実
になる事実はどんなことでしょうか。
５．今、コロナの影響で６５０億円以上の減収が懸念されています。都構想で＋になると
いわれる予算の資産計画が出されないまま、意図的に選挙をするのは問題ではないでしょ
うか。
６．維新政権が⼤阪の経済の⽴て直しを推進されたことは、現状でよく分かりますが、コ
ロナの影響で、インパウンドの経済効果が相当期間認めにくいと思いますが、その影響を
考慮しないまま都構想で経済効果が向上すると⾔い続けられる根拠が⽰されていないので
はないのでしょうか。（私の近くの⼤阪城公園のインバウンドの数は悲惨な状況です。そ
のため鳩や野良猫、カラスにまで餌やりをしている⼈が増加しており、⼤阪市が餌やりを
⽌めるよう条例を出しても、増加しています。それを対処するゆとりが市にないねではな
いでしょうか。）
７．⼤阪都構想が決まっても、⼤阪府もままで住所表記だけが変わり、⼤阪市の収⼊の幾
分かを⼤阪府に徴収されることが決まるようにしか感じられないことについて、具体的に
効果を教えてください。
８．⼤阪市の経済的優位をあまりパッとしなかった⼤阪府が効率的に活⽤するという、堺
屋太⼀さんの構想から橋下府知事が取り組まれている都構想（と私は理解しています。⾒
解の違いについてご指摘ください。）の時代（横⼭ノックなど能⼒のない府知事などがバ
ブルの状況で府と市が全く協調していない時代）と今は違ってきました（維新の功績だと
思います）。が今は状況が変わってきていることをどう、評価されていますか。その点に
ついて全く明かされていません。（＝ただ⼆重⾏政の解消としか聞こえません）。
他の党が単に⼤阪市を無くすな議論に乗って、反対してはいません。⼤阪市⺠として残し
ておいてほしい「⼤阪城付近の⾃然やゆとり」と「経済優先」がどうゆう話するのかなど
の議論をもっとさせていただきたい。
以上のことについて、わかりやすくが回答をいただきたい、または公聴会に参加させてい
ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

１．同じです。
２．同じです。
３．同じです。
４．今回の協定書案には、消防や⽔道などの広域⾏政が府に⼀本化されることが明記されています。これまで
よりも更に効率的に業務を遂⾏できる体制が⽣まれ、例えば⼈⼝減少による将来的な⽔道料⾦の値上げという
課題を先延ばしすることも可能になってきます。
５．都構想の経済効果は第三者である経済学者のチームが公式に試算し、公式会議で公表されています（財政
効率化による歳出削減効果額が10年間で1兆1400億円など）。
６．インバウンドの復活に時間がかかる可能性についてはおっしゃる通りですが、上記に⽰した歳出削減効果
額は経済状況に左右される性質のものではございません。
７．⼤阪府に移管するのは広域⾏政（成⻑戦略、観光戦略、インフラ整備など）の仕事と財源のセットです。
元々⼤阪市のために使っていたお⾦なので、⼤阪府も特別会計という透明性の⾼い会計制度のもと、⼤阪市の
ために使うことを約束しており、その会計の内容はすべて公表される仕組みになっています。そのため、⼤阪
市⺠のお⾦が奪われて損をするという話ではございません。
８．これまで⼤阪市⺠は、⼤阪府⺠税も⼤阪市⺠税も両⽅納めてきています。しかし、⼤阪府と⼤阪市が対⽴
し、⼤阪府は⼤阪市域内に投資することができませんでした（⼤阪市のことに⾸をつっこむな！という状
態）。そのため、⼤阪市⺠は⼤阪府⺠税をいくらか損をしている状態だったと⾔えます。しかし、維新が誕⽣
し、⼤阪府と⼤阪市で同じ⽅向を向き、⼤阪市内に集中投資を⾏ってきました。これによって、随分と⼤阪が
変わってきましたし、その実感を得られていると推察します。今後、⼤阪の政権を担うのが維新じゃなくなっ
たとしても、⼆度と昔のように府と市が対⽴して⼤阪市⺠が無駄な⼤阪府⺠税を払うような悲しいことになら
ないよう、今の成⻑基調を未来につなげていきたいと考えています。

引き続き、応援をよろしくお願いいたします。

質問です質問



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

今回の住⺠投票について、堺市は関係ありませんのでご安⼼ください。

メリット・デメリットについては、⼤阪市のメリット・デメリットと特別区のメリット・デメリットを並べるのが適
切だと思うので、⼀例ではありますが案内します。

⼤阪市のままであるメリット
・住所表記が変わらない
・初期コストとランニングコストがかからない

⼤阪市のままであるデメリット
・⼤阪市（275万⼈）と適切に⽐較できる規模の⾃治体がないので、どんぶり勘定が⾒抜きにくい
・1⼈の市⻑が⾒るには規模が⼤きすぎるので（京都府は府全体で260万⼈）、住⺠ニーズを反映しにくい
・今後、知事市⻑が変わった時に⼆重⾏政が復活する可能性がある
・⼤阪都構想成⽴で⾒込まれる経済効果の恩恵を受けられない
・広域⾏政の意思決定速度が遅いので、⼤阪の成⻑速度が遅い
→仮に失敗が⾒えた政策があったとしても、ストップさせるのにも時間がかかり傷⼝が⼤きくなる

⼤阪都構想のメリット
・⽐較できる規模の⾃治体が増え、どんぶり勘定を⾒抜きやすくなる
・1⼈の区⻑が⾒る⼈⼝規模が60万〜75万程度になり、住⺠ニーズを反映しやすくなる
・今後、知事市⻑が変わったとしても、昔のような⼆重⾏政が⽣まれる可能性がなくなる
・⾏政効率化による歳出削減効果は10年間で1兆1400億円（経済の専⾨家が試算した公式資料）
・広域⾏政の意思決定速度が⾼まり、⼤阪の成⻑を加速できる
→仮に失敗が⾒えた政策があったとしても、今よりもストップさせる判断が早くなり傷⼝が浅い

⼤阪都構想のデメリット
・住所表記が変わる
 →住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。
 →通帳などについても、過去の市町村合併などの事例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となっています。
・初期コスト241億円とランニングコスト年間30億円が必要
 →ただし、特別区負担分については⼤阪府から当⾯財政措置される

他にも論点はたくさんありますが、なるべくシンプルに記載しました。
また、これらは誰の⽬線で⾒るかによっても変わります。
⼤阪市会議員から⾒れば、特別区になると選挙区が広くなることで当選が難しくなる可能性があり、それをデメリッ
トと考える⼈もいるでしょうし、広域⾏政に⼝出しできなくなるため権威を失うと考える⼈もいると思います。ま
た、⽐較対象の⾃治体が多くなることで、各特別区の議員は切磋琢磨が求められ、要求される仕事のレベルが⾼くな
りますから、ぬるま湯につかっている議員からするとおもしろくない制度だと思います。

以上、なるべくシンプルにしてみました。
参考になれば幸いです。

最近SNSなどで堺市が特別区になると噂が出ています。
それが気になって維新の会のホームページに来たのですが、
特別区ってなんなのか明確に書いていないのでわかりませんでした。
漫画も読んだのですが、はっきり⾔っていい事たくさん書いているのですが、
デメリットが全くわかりません。

本当にデメリットないのですか？
説明がダラダラしすぎてわかりにくいです。

こんな感じで出してください
メリット
・今と変わらない⾏政サービスが受けれます。
・議員数が減る事とでお⾦が浮きます。
デメリット
・⼤阪市の住所が変わります。
・⼤阪市役所員と⼤阪府の職員の応募が減ります。

とかにしてください。

都構想のメリット、デメ
リットについて

意⾒



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒ 新区の命名について

私は都構想に賛成なんですが、⼀つ教えて頂きたい事があります。
それは都構想が実現した後、⼤阪府の名称はどうなるのかという事です。
やはり「都構想」なので、「⼤阪都」になるのでしょうか？
わざわざ法改正までして「都」にしなければいけないのでしょうか？「府」のままで
「都」の機能を待ち合わせることはできないのでしょうか？
私が思うには、全体的に⼤阪⼈は東京に対抗する傾向がありますので、「都」になる事
にかなりの抵抗を感じている⼈は多いのではないでしょうか。例えば「⼤阪市がなく
なって、⼤阪府も⼤阪都になるんやろ。なんかわからんけど嫌ややな。それやったら反
対や」って⾔う⼈もいるかもしれません。もし、都構想が実現しても⼤阪は「⼤阪府」
のままで名称が変わらなければ、都構想に反対する⼈も減り「それならまあええか」と
⾔う⼈も出てくるような気がします。また、名称変更に関わる経費も少しは抑えられる
と思いますし、法改正をしなくてもよくなるのではないでしょうか。
愚問かもしれませんが、その辺りの事を詳しく教えて下さい。宜しくお願いします。

今回の住⺠投票で賛成多数になったとしても、⼤阪府のままです。

都への名称変更については法改正が必要ですので、賛成多数になった場合は法改正を⽬指すとともに、将来
の選挙時に⼤阪府⺠の皆様に対して、都への名称変更について是か⾮かを問わせていただくつもりです。

賛成 新区の命名について

都構想について、内容については概ね賛成なのですが、都構想なら⼤阪都になりそうで
すね。⼤阪府のままでは無理なのでしょうか？4つの区になり鶴⾒区が北区になるのは仕
⽅ないとして、⼤阪府の名前は残して欲しいと思います。
都構想については⼤阪府の呼び名がなくなるから単純に反対している⽅が多いように思
います。

今回の住⺠投票で賛成多数になったとしても、⼤阪府のままです。

都への名称変更については法改正が必要ですので、賛成多数になった場合は法改正を⽬指すとともに、将来
の選挙時に⼤阪府⺠の皆様に対して、都への名称変更について是か⾮かを問わせていただくつもりです。

質問 特別区の設置について

特別区に中華街ができて中国⼈の街になるのですか？⼼配です。
中国は今 世界的にチベット ウィグル ⾹港
やあらゆるところで問題を起こしてます、
中国に頼る⼤阪が⼼配です

北海道で中国⼈が⼟地や資源を買い占めてるのらしいですが、⼤阪もそうなるのではな
いてすか、とても⼼配です。
橋下⽒も中国に傾倒してるように思えます、
その影響で維新⾃体もそうなんですか？

事実ではありませんのでご安⼼ください。

⻄成区選出の辻淳⼦市議からの発信もご確認ください。
https://twitter.com/tsujijunko/status/1309150335274024964?s=20

意⾒ 投票権について

⼤阪府⺠、⼋尾市⺠です。
⼤阪都構想、⼤阪都構想と騒いでいるけど
⼤阪府⺠、⼋尾市⺠に何のメリットがあるのか、さっぱりわかりません。投票権すらな
い。⼤阪市⺠だけがわあわあ⾔ってる。
⼤阪市⺠以外は関係ないんですか？⼤阪都になるかもしれないのに？不公平というか、
おいてけぼりな感じです。勝⼿にしたら？て感じ。⼤阪⼤阪⾔うけれど、所詮、⼤阪は
⼤阪市だけのことなんですね。

都の名称については、今回の住⺠投票では問わずに、将来の選挙時にあわせて⼤阪府⺠の皆様に改めて問う
予定です。

今回の住⺠投票で賛成多数になっても、⼤阪府の名称は⼤阪府のままです。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

賛成 職員について

⼤阪府の発展にご尽⼒いただき有難うございます。
基本的には⼤阪都構想には賛成しています。
しかし、説明不⾜のところがあり理解できていない点を質問させていただきます。

都構想にて、機能的、効率的に⾏政が⾏われることになるようですが、過剰⼈員になる
のでは？と思っています。
⼤阪市会議員は減るようですが、職員はどうなるのでしょうか？
減らさないのであれば、その理由と減らさない効果を教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

都構想で、⼤阪市会議員の数は減りません。現在83名いますが、4つの特別区が設置された場合、その4つの
特別区に分散するようなイメージです。

また、職員数は増えます。これは、教育委員会を4つにすることもそうですし、各特別区には必ず必要な部
⾨（財政局など）がありますから、職員数は増えることになります。ただし、職員は災害対応時は災害対応
⼈員となりますので、防災⾯で⾔うと強化されると⾒ることもできます。

このように、⼈員が増えるということはコスト増になりますので、特別区の数を例えば24区にしようという
提案は財政上厳しく、財政⾯についても問題なく運営できる規模ということで4特別区の案で提案している
次第です。

⼤阪都構想でかかるコストは初期費⽤241億円、ランニングコスト年間30億円です。
ただし、初期費⽤やランニングコストについて、特別区負担分については⼤阪府からの財源措置がありま
す。⼤阪府としては⼀⼿にコストを引き受けることになりますが、広域⼀元化による経済効果として⼗⼆分
なリターンを⾒込んでおり、必要な投資であると捉えています。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント
まず、⼆重⾏政を説明する前に、⼆元⾏政の説明からいたします。
⼤阪府と⼤阪市はともに、広域⾏政（成⻑戦略・観光戦略・インフラ整備など）の権限を持っています。
権限がかぶっているので、例えば○○ということをやりましょう！と⼤阪府知事が提案しようとします。
普通なら、それを⼤阪府議会で議論して承認するかどうかを決めるだけで良いのですが、⼤阪市も同じ権限を持って
います。

ですから、⼤阪府知事はまず⼤阪市⻑と協議する必要があります。
ここで対⽴して頓挫したら、それで終わりです。そしてこれまで、対⽴して頓挫し続けてきました。
淀川左岸線のつながっていない部分をつなげよう！と提案すれば、府と市でどちらがどのぐらいの割合で費⽤を負担
するかでケンカして終わりです。
これで数⼗年間費やしてきたのが⼤阪の過去の歴史です。

また、⼤阪府知事と⼤阪府議会、そして⼤阪市⻑も賛成しているのにも関わらず、⼤阪市議会だけが反対ということ
で実現できなかったというケースもこれまでの⼤阪の歴史には刻まれています。（今は維新と公明で⼤阪市議会も過
半数なので可決させていってます）
このような形を、⼆元⾏政と呼びます。

そして、その⼆元⾏政が⽣み出すのが⼆重⾏政です。
⼤阪市内のことは⼤阪市がやるから、⼤阪府は⼝を出すな！ということで、それぞれが対⽴しながら類似の施設を作
るということが⼤阪の過去の歴史では⾏われてきました。それがいわゆる、負の遺産と呼ばれる施設です。これらは
この10年間で整理し続けてきました。

つまり、⼆元⾏政が原因で、⼆重⾏政という結果が発⽣するという関係にあるということをご理解いただければ幸い
です。
その上で、統合・⼀元化すべきと考えているものはなにかという質問ですが、まずは広域⾏政の権限です。
これを⼀元化することによって、⼆元⾏政を解消できるので、⼆重⾏政は未来永劫発⽣しなくなります。
これが都構想の⼤きな⽬的です。

次に、消防や⽔道事業です。
これらは統合したほうがより効率的に運営できることが期待されています。
例えば⽔道は、⼈⼝減少やエコ化の影響で⽔道料⾦収⼊が年々減少していくことが⾒込まれており、将来いつか値上
げしなければいけない時がやってきます。
ですが、⽔道料⾦の値上げは⽣活に直結しており、実質増税のような感覚になると思われますので、なんとか効率的
に運営して、その値上げタイミングを少しでも遅くできないかということで、広域⼀元化対象としています。
都構想で⽔道料⾦が値上げされるのではないかという不安の声がありますが、実は全く逆の話で、⽔道料⾦の値上げ
をなるべく避けるための都構想であるという点もご理解いただければ幸いです。

広域⾏政については、引き続きみなさまのお住いの地域の府議に声を届けていただければ、府政に反映されていきま
す。

以上、⻑くなりましたが、このような説明でよかったでしょうか。
過去の⼤阪の失敗を教訓に、より良い⼤阪を⽬指すために引き続き取り組んでいきますので、応援をいただきますよ
うに何卒よろしくお願い申し上げます。

はじめまして、こんにちは。

賛成派・反対派の意⾒を収集して勉強している最中で、
まだどちらに票を投じるかは決まっていない⽴場からの質問です。

都構想を実現する⼤きな理由として、⼆重⾏政の解消をあげておられますが、
統合・⼀元化すべきだと考えておられる施設の⼀覧を⽰していただきたいです。

また、統合・⼀元化の決定にその施設で働く⽅、住⺠の意⾒が反映されるしくみがある
のか、
それがどのようなしくみなのか教えて頂きたいです。

なにがなんでも都構想反対ではないものの「もっと説明してほしい。判断材料が⾜りな
い。」と思う点があり、説明を聞かないまま賛成はしかねる、というのが今の気持ちで
す。

よろしくお願いいたします。

⼆重⾏政について質問



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

賛成 新区の命名について

⼤阪都構想の考え⽅⾃体は賛成だが、維新プレスに出ている区割りや区名が何故こんな
事になっているのか意味がわからない。
私は住之江区だが、全く中央ではない。
⻄成区も全く⼿付けずのままになっており、あいりん地区や⾵俗、飲み屋など治安の悪
化等⼦供の教育にも良くない。
⻄成区をキッチリと浄化してからにするか、⻄成区は別にしてほしい。
後、⼤阪都構想が可決されたら、⼤阪府はなくなるのでしょうか？
⼤阪府中央区ではなく、⼤阪都中央区になると考えていいのでしょうか？
住⺠説明会もほぼ⾏われない中で投票を⾏っても、維新の考えは全く周知されていない
し、結局、同じ結果になり税⾦の無駄使いになるのでは？
今までは賛成で投票していたが、今回は反対に投票します。

区割りや区名については、⼈⼝規模や財政規模をはじめとした様々な事項から議論され、今の形になりまし
た。

⻄成区については、現在も⻄成特区構想で⼿厚く⾏政サービスを⾏っており、特別区移⾏後もしっかりその
財源を移⾏させて引き続き取り組んでいきます。

また、今回の住⺠投票で賛成多数になったとしても、⼤阪府の名称は⼤阪府のままです。

賛成多数になった場合は、追って都への名称変更を可能にするための法改正を⽬指し、将来の選挙時にあら
ためて⼤阪府⺠のみなさまへ都への名称変更の是⾮を問うつもりです。

住⺠説明会を現在随時⾏っているところであり、オンラインでの説明会や、テレビでも視聴できるよう
JCOMチャンネルでも説明番組を放送しています。

府市あわせ（不幸せ）と揶揄された過去の⼤阪の失敗を繰り返さないため、何卒賛成いただきますようお願
い申し上げます。

賛成 敬⽼パス 存続

私⾃⾝、都構想賛成派です。まだまだ都構想の中⾝は理解できていません。
反対派の議員の⽅々は、テレビや街宣⾞で、住⺠に不安をあおっておられます。

友⼈と話をすると（７０歳以上の⽅）不安のようです。公明党だけど都構想は反対する
と。どうして反対なのかと聞くと「敬⽼パスの廃⽌、５０円で市内の利⽤できなくな
る」ただこれだけだそうです。 意外とこの意⾒、多かったです。
「⼆重⾏政」「負の遺産」と⾔われても ⽬の前の不安。ささやかだけど ⽇常⽣活の
満⾜度って、ほんの⼩さな事から⽣まれます。 ⼀⼈でも多くの⽅に賛成して頂くため
にも 「敬⽼パス存続」を希望します。

・個⼈情報の管理よろしくお願い致します。

公明党さんも発信されておりますが、特別区移⾏によって敬⽼パスが廃⽌されることはありません。

なにかの住⺠サービスを廃⽌するために特別区設置をしようとしているわけではなく、より良い住⺠サービ
スを提供していくために特別区設置を⽬指しておりますので、何卒ご理解いただいた上で賛成いただければ
幸いです。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

賛成

⼆重⾏政の解消には賛成、特別区設置には反対というご意⾒と把握いたしました。
結論から⾔いますと、今回の住⺠投票では既に特別区設置を⽬指しております。

そのため、⼤阪市のままであるメリットデメリット、特別区設置のメリットデメリットを⼀例ではありますが
説明いたします。

⼤阪市のままであるメリット
・住所表記が変わらない
・初期コストとランニングコストがかからない

⼤阪市のままであるデメリット
・⼤阪市（275万⼈）と適切に⽐較できる規模の⾃治体がないので、どんぶり勘定が⾒抜きにくい
・1⼈の市⻑が⾒るには規模が⼤きすぎるので（京都府は府全体で260万⼈）、住⺠ニーズを反映しにくい
・特別区設置で⾒込まれる経済効果の恩恵を受けられない

特別区設置のメリット
・⽐較できる規模の⾃治体が増え、どんぶり勘定を⾒抜きやすくなる
・1⼈の区⻑が⾒る⼈⼝規模が60万〜75万になり、住⺠ニーズを反映しやすい
・⾏政効率化による歳出削減効果は10年間で1兆1400億円（経済の専⾨家が試算した公式資料）

特別区設置のデメリット
・住所表記が変わる
 →住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。
 →通帳などについても、過去の市町村合併などの事例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となっていま
す。
・初期コスト241億円とランニングコスト年間30億円が必要
 →ただし、特別区負担分については⼤阪府から当⾯財政措置される

少⼦⾼齢化、⼈⼝減少社会なので、住⺠ニーズはますます複雑多様化していきます。
より住⺠ニーズにあった政策を実⾏していくことが住⺠メリットと考え、特別区設置が必須だと考えていま
す。

また、都の名称についてですが、今回の住⺠投票の結果賛成多数になったとしても、⼤阪府という名称のまま
です。
賛成多数という結果になったら法改正を⽬指し、将来の選挙時にあらためて⼤阪府⺠の皆様へ都への名称変更
の是⾮を問うつもりです。

引き続き、応援をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

私は⼤阪都構想の⼤阪府と⼤阪市の⼆重⾏政廃⽌に賛成です。
名称も正直どうでもよく、⼤阪市がなくなることも別に気にしてはいません。

しかし周りの声を聴くと、⼀番多いのは「⼤阪市」がなくなるのが嫌という声がほとんど
です。
⼤阪都＋特別⾏政区の名称ではなく、単純に⼆重⾏政を廃⽌を掲げ、
⼤阪府＋⼤阪市＋○○区の名称を残すことは不可能なのでしょうか？

東京⼀極集中も⽇本をダメにしている原因と思っているため、⼤阪の副⾸都化も賛成です
が、
その場合「都」に名称変更しないと、副⾸都として⾏政を⾏えないのでしょうか？

サイトに記載されている内容を⾒逃しているだけかもしれませんが、
教えて頂けると助かります。

反対意⾒を述べる政治家たちは⾃分たちの利益、権益がなくなるのが嫌なのでしょうが、
⼆重⾏政廃⽌は必須条件に、できれば副⾸都化を⽬指し、構想を成功させていただきたい
です。

説明会も開催できない中、難しいと思いますが、テレビ放映など通じて、市⺠の協⼒を得
られるよう
頑張って頂きたいです。

よろしくお願いします。

新区の命名について



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒ 新区の命名について
四つに分けるのは、いいが、港区の名前は消えるのか？淀川区になるのか？
淀川区と⾔うネーミングは嫌だ。

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。ご意⾒ありがとうございました。

メリット・デメリットについては、⼤阪市のメリット・デメリットと特別区のメリット・デメリットを並べる
のが適切だと思うので、⼀例ではありますが案内します。

⼤阪市のままであるメリット
・住所表記が変わらない
・初期コストとランニングコストがかからない

⼤阪市のままであるデメリット
・⼤阪市（275万⼈）と適切に⽐較できる規模の⾃治体がないので、どんぶり勘定が⾒抜きにくい
・1⼈の市⻑が⾒るには規模が⼤きすぎるので（京都府は府全体で260万⼈）、住⺠ニーズを反映しにくい
・今後、知事市⻑が変わった時に⼆重⾏政が復活する可能性がある
・⼤阪都構想成⽴で⾒込まれる経済効果の恩恵を受けられない
・広域⾏政の意思決定速度が遅いので、⼤阪の成⻑速度が遅い
→仮に失敗が⾒えた政策があったとしても、ストップさせるのにも時間がかかり傷⼝が⼤きくなる

⼤阪都構想のメリット
・⽐較できる規模の⾃治体が増え、どんぶり勘定を⾒抜きやすくなる
・1⼈の区⻑が⾒る⼈⼝規模が60万〜75万程度になり、住⺠ニーズを反映しやすくなる
・今後、知事市⻑が変わったとしても、昔のような⼆重⾏政が⽣まれる可能性がなくなる
・⾏政効率化による歳出削減効果は10年間で1兆1400億円（経済の専⾨家が試算した公式資料）
・広域⾏政の意思決定速度が⾼まり、⼤阪の成⻑を加速できる
→仮に失敗が⾒えた政策があったとしても、今よりもストップさせる判断が早くなり傷⼝が浅い

⼤阪都構想のデメリット
・住所表記が変わる
 →住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。
 →通帳などについても、過去の市町村合併などの事例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となっていま
す。
・初期コスト241億円とランニングコスト年間30億円が必要
 →ただし、特別区負担分については⼤阪府から当⾯財政措置される

特別定額給付⾦の件ではご不便をおかけして申し訳ございませんでした。
世の中に完璧なシステムは存在しませんが、鋭意改善していくことになります。

なお、⼤阪都構想が実現して区役所がなくなることはありません。
現在の区役所はそのまま残りますし、名称も現在の○○区役所という名称のままですのでご安⼼ください。

都構想についてメリットが全くわかりません。コストをさげて、⼤阪市役所に4区のシス
テムを作るのはほんまの話ですか？それはミスも起こりやすいです。定額給付⾦の⽀給
にかなり時間がかかったことをお忘れですか？職員さんは、いっぱいいっぱいで⼤変。
と嘆いてました。こんな状態で、また、システムが起動しなかったら困ります。それか
ら、区役所はどうですか？なくなるんですか？うちは旦那さんが外国⼈なので役所が遠
くなるのはほんまに困ります。
あと、マイナンバーカードの普及をするなら本⼈以外も取りに⾏けるようにして欲しい
です。それは、都構想関係ないかもですが、システムがどうなるか全く、わかりませ
ん。

都構想のメリット、デメ
リット

質問



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

メリット・デメリットについては、⼤阪市のメリット・デメリットと特別区のメリット・デメリットを並べる
のが適切だと思うので、⼀例ではありますが案内します。

⼤阪市のままであるメリット
・住所表記が変わらない
・初期コストとランニングコストがかからない

⼤阪市のままであるデメリット
・⼤阪市（275万⼈）と適切に⽐較できる規模の⾃治体がないので、どんぶり勘定が⾒抜きにくい
・1⼈の市⻑が⾒るには規模が⼤きすぎるので（京都府は府全体で260万⼈）、住⺠ニーズを反映しにくい
・今後、知事市⻑が変わった時に⼆重⾏政が復活する可能性がある
・⼤阪都構想成⽴で⾒込まれる経済効果の恩恵を受けられない
・広域⾏政の意思決定速度が遅いので、⼤阪の成⻑速度が遅い
→仮に失敗が⾒えた政策があったとしても、ストップさせるのにも時間がかかり傷⼝が⼤きくなる

⼤阪都構想のメリット
・⽐較できる規模の⾃治体が増え、どんぶり勘定を⾒抜きやすくなる
・1⼈の区⻑が⾒る⼈⼝規模が60万〜75万程度になり、住⺠ニーズを反映しやすくなる
・今後、知事市⻑が変わったとしても、昔のような⼆重⾏政が⽣まれる可能性がなくなる
・⾏政効率化による歳出削減効果は10年間で1兆1400億円（経済の専⾨家が試算した公式資料）
・広域⾏政の意思決定速度が⾼まり、⼤阪の成⻑を加速できる
→仮に失敗が⾒えた政策があったとしても、今よりもストップさせる判断が早くなり傷⼝が浅い

⼤阪都構想のデメリット
・住所表記が変わる
 →住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。
 →通帳などについても、過去の市町村合併などの事例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となっていま
す。
・初期コスト241億円とランニングコスト年間30億円が必要
 →ただし、特別区負担分については⼤阪府から当⾯財政措置される

⼆重⾏政は、⼤阪府と⼤阪市が両⽅広域⾏政の権限を持っている状態（⼆元⾏政）が⽣み出す結果です。
現在は維新の知事市⻑なので新しい⼆重⾏政は⽣み出していませんし、過去のものも統合したりして整理して
いっています（それだけでこれまでに約2000億円⽣み出してきて、住⺠サービスに還元していきました！）
が、将来知事市⻑が変わった時にまた⼆重⾏政が⽣み出されるような状況にはしたくないので、⼆元⾏政とい
う状態そのものを解消したいという⽬的で⼤阪都構想を提案しています。

是⾮、今回は賛成でお願いいたします！

⼆重⾏政が解消できるということですが、知事も市⻑も維新なので、⼤阪都にしなくて
も解消できるのでは？？
⼤阪都にするメリット、デメリットを分かりやすく教えてほしいです‼
前回はそれが分からず、反対に投票しました！

都構想のメリット、デメ
リットについて

意⾒



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

メリット・デメリットについては、⼤阪市のメリット・デメリットと特別区のメリット・デメリットを並べ
るのが適切だと思うので、⼀例ではありますが案内します。

⼤阪市のままであるメリット
・住所表記が変わらない
・初期コストとランニングコストがかからない

⼤阪市のままであるデメリット
・⼤阪市（275万⼈）と適切に⽐較できる規模の⾃治体がないので、どんぶり勘定が⾒抜きにくい
・1⼈の市⻑が⾒るには規模が⼤きすぎるので（京都府は府全体で260万⼈）、住⺠ニーズを反映しにくい
・今後、知事市⻑が変わった時に⼆重⾏政が復活する可能性がある
・⼤阪都構想成⽴で⾒込まれる経済効果の恩恵を受けられない
・広域⾏政の意思決定速度が遅いので、⼤阪の成⻑速度が遅い
→仮に失敗が⾒えた政策があったとしても、ストップさせるのにも時間がかかり傷⼝が⼤きくなる

⼤阪都構想のメリット
・⽐較できる規模の⾃治体が増え、どんぶり勘定を⾒抜きやすくなる
・1⼈の区⻑が⾒る⼈⼝規模が60万〜75万程度になり、住⺠ニーズを反映しやすくなる
・今後、知事市⻑が変わったとしても、昔のような⼆重⾏政が⽣まれる可能性がなくなる
・⾏政効率化による歳出削減効果は10年間で1兆1400億円（経済の専⾨家が試算した公式資料）
・広域⾏政の意思決定速度が⾼まり、⼤阪の成⻑を加速できる
→仮に失敗が⾒えた政策があったとしても、今よりもストップさせる判断が早くなり傷⼝が浅い

⼤阪都構想のデメリット
・住所表記が変わる
 →住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。
 →通帳などについても、過去の市町村合併などの事例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となっていま
す。
・初期コスト241億円とランニングコスト年間30億円が必要
 →ただし、特別区負担分については⼤阪府から当⾯財政措置される

また、仕事の権限がかぶらないように整理する構想ですので、⼆重⾏政も三重⾏政も⽣まれません。
どうかご理解いただきますようにお願い申し上げます。

⼤阪府の各市を新な⼤阪府の下で各区として出発する内容なら『⼤阪都構想』になると
して、ただ、政令指定都市⼤阪市の廃⽌は名前のみの虚構の『都構想』であり、今回の
住所投票には反対。
そもそも現在の⼆重⾏政は何が問題として残っているかが不明瞭です。
吉村さんコロナ対策頑張ってるとは⾔え、この問題とは別。
札幌市の無い北海道は考えられない無い、名古屋市の無い愛知県は考えられない様に中
核となる市は必要です。⼤阪市の廃⽌と供に⼤阪市全体を考える都市計画は今後不可能
になり、⼤阪地域の全体としての経済地盤の沈下が進む。
無くすな政令指定都市⼤阪！

財政的にも政令指定都市⼤阪市トータルとして出来てきた事が政令指定都市で無くなれ
ば新たな区では出来なくなる。その為新たな区間や府を⼊れての協議が必要になる問題
が出れば⼆重、三重⾏政の課題が⽣まれる。
今まで⾝近に解決出来てきた事が、府に陳情しなければならないなど、現⼤阪市⺠に
とっては不利益意外の何物でもない結果を⽣み出す事になる政令指定都市⼤阪市廃⽌は
問題有りです。

住⺠投票について反対



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

賛成 施設について
⼤阪市が無くなると市道は府道になるの？道路がガタガタで舗装してほしい時道路をな
おす権限は府なの特別区なの?私は都構想全⾯的に賛成なのでこの質問への返答で意⾒が
変わる事はないが気になったので。

市道は区道になります。府道は府道のままです。
道路補修については今まで通り、現在の市道であれば特別区が対応しますし、府道であれば府が対応、国道
であれば国が対応ということになります。

都構想に反対する⼈たちの理由ですが、その⼈によって理由は様々だと思われます。
例えば、⼤阪市会議員であれば、選挙区が広くなることでライバルが増え、特別区議会での当選が難しくな
るという背景があります。また、これまで⼝出しできていた広域⾏政の仕事（成⻑戦略や観光戦略やインフ
ラ整備など）については⼝出しできなくなるため、⾃分の職位としての権威が低くなると考えている⽅もい
らっしゃるかもしれません。
また、実際に⾃⺠党の⼤阪市議が委員会の場で市職員に対し「○○区にあなたがたを囲えるゼネコンない
ぞ」と、天下りができなくなるぞと⽰唆するような発⾔もしました。
これまで、市会議員によるコネ採⽤や天下りなど、様々な問題を改⾰して改善してきたところではあります
が、やはり過去にコネ採⽤した職員がまだ市役所内部に残っているということもあり、紹介した議員として
のメンツもあるのではないかとも考えられます。

これらの反対理由については、むしろそうなるほうが健全だと考えているので、改善策はありません。

基本的に、住⺠サービスに関わるようなことに関しては徹底的に議論を重ね、協定書にも現在の住⺠サービ
スの⽔準を維持することを記載しておりますので、正しい内容さえ伝われば、特に現在利害関係がある⼈以
外は賛成していただけるものと考えています。

反対されてる⽅ ２５⼈は何故反対なのですか？ 反対理由と その反対している事に
改善策はないのですか？

質問です質問



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

Zoomでのオンライン説明会を希望しようと思っていたのですが、期限をすっかり忘れて
おりました。ここでご意⾒を⾔わせていただきたいです。
ちなみに私⾃⾝は賛成です。

⼤阪都構想の⼀番の⽬的は⼆重⾏政の解消だと認識しております。
現在の⼤阪府知事、⼤阪市⻑は同じ志をもち、同じ⽅向を向いていることで⼆重⾏政の
緩和ができている(バーチャル⼤阪都である)が、どちらかが別の⽅向を向いた時にまた⼆
重⾏政のリスクがある、脆弱であるという会⾒で⾒ました。
現在反対派の⼈の意⾒は、「メリットがわからない」「住所が変わるのが嫌だ」「⼤阪
市がなくなるのが嫌だ」この3つが多いと世論調査でわかっています。
私⾃⾝、法律や条例など詳しくないしできるのかもわからないのですが⼀つ案として、
⼤阪市⻑が(政令指定都市だから)府知事と近い権⼒を持ち⼆重⾏政のリスクがあるという
のであれば、⼤阪市⻑が持っている権限の⼀部(広域な業務)を制限または無効にし、実質
的な権限を⼤阪府に渡し、さらに業務の委託として市の財源(約2,000億円)も⼤阪府に渡
すことで、⼆重⾏政の解消と反対派の内住所や市がなくなることなどについて不満を
持っている⽅の票が賛成派にくるのではないかと思うのですが、私の考えが浅はかすぎ
ますかね、、、
ご意⾒までに。

⼆重⾏政の解消は実施するとして、特別区設置までしなくても良いのでは？というご意⾒と把握いたしまし
た。
結論から⾔いますと、今回の住⺠投票では既に特別区設置を⽬指しております。

そのため、⼤阪市のままであるメリットデメリット、特別区設置のメリットデメリットを⼀例ではあります
が説明いたします。

⼤阪市のままであるメリット
・住所表記が変わらない
・初期コストとランニングコストがかからない

⼤阪市のままであるデメリット
・⼤阪市（275万⼈）と適切に⽐較できる規模の⾃治体がないので、どんぶり勘定が⾒抜きにくい
・1⼈の市⻑が⾒るには規模が⼤きすぎるので（京都府は府全体で260万⼈）、住⺠ニーズを反映しにくい
・特別区設置で⾒込まれる経済効果の恩恵を受けられない

特別区設置のメリット
・⽐較できる規模の⾃治体が増え、どんぶり勘定を⾒抜きやすくなる
・1⼈の区⻑が⾒る⼈⼝規模が60万〜75万になり、住⺠ニーズを反映しやすい
・⾏政効率化による歳出削減効果は10年間で1兆1400億円（経済の専⾨家が試算した公式資料）

特別区設置のデメリット
・住所表記が変わる
 →住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。
 →通帳などについても、過去の市町村合併などの事例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となっていま
す。
・初期コスト241億円とランニングコスト年間30億円が必要
 →ただし、特別区負担分については⼤阪府から当⾯財政措置される

少⼦⾼齢化、⼈⼝減少社会なので、住⺠ニーズはますます複雑多様化していきます。
より住⺠ニーズにあった政策を実⾏していくことが住⺠メリットと考え、特別区設置が必須だと考えていま
す。

引き続き、応援をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

⼆重⾏政について賛成



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

賛成
維新の会と⼤陸国家との
かかわりについて

⼤阪都構想による市を廃⽌し⼤阪府による⼀元化には賛成なのですが
中国⼈頼みの経済政策（⻄成の中華街構想など）、ヘイトスピーチ、外国⼈参政権など
⽇本⼈の為とは思えない制作に取り組むのはなぜでしょうか？
維新は親中派の団体なのでしょうか？

⻄成の件は事実ではありませんのでご安⼼ください。

⻄成区選出の辻淳⼦市議からの発信もご確認ください。
https://twitter.com/tsujijunko/status/1309150335274024964?s=20

また、外国⼈参政権についても、今回の住⺠投票で外国⼈にも投票させるべきという陳情が議会で出されま
したが、維新は断固として反対しています。むしろ、⾃⺠党は「引き続き審査」とし、明確に反対を表明し
ませんでした。これが事実です。

意⾒ 住所について
もし 実現したら「⼤阪都」になるのですか？
「⼤阪府」のままで良いと思うのですが。

都の名称については、今回の住⺠投票では問わずに、将来の選挙時にあわせて⼤阪府⺠の皆様に改めて問う
予定です。

今回の住⺠投票で賛成多数になっても、⼤阪府の名称は⼤阪府のままです。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

賛成 新区の命名について

⼤学卒業まで⼤阪市に住んでおり、その後神奈川庁に定年まで勤めておりました。
その経験から⼤阪都構想には⼤賛成で、⼤阪維新の会には感謝しておりおります。
神奈川や愛知に広がっていくことを希望していますが、難しいと思います、⼤阪維新の
会はすごいと実感しています。
1 ただ⼤阪市という名称に愛着を持っている年配者も多いと思いますし、その⼼情も理
解できますので、⼤阪区という形で残せないものでしょうか。
2 神奈川にも横浜市⽴や川崎市⽴の⾼等学校がありますが、どうしても県⽴より進学率
を上げたいという変な意識を市⻑や市教委が持ってしまい、教育の在り⽅を歪めている
場⾯があります。⾼等学校は都⽴ということで明確な線引きをしておいた⽅が、将来に
禍根を残さないと思います。

ご意⾒ありがとうございます。
区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。

また、⾼等学校についてですが、⼤阪市⽴の⾼等学校はすべて⼤阪府に移管することとしています。ご指摘
のような状況、我々も良くないと考えており、役割分担を徹底的に整理しております。

引き続き、応援をいただきますようお願い申し上げます。

ご意⾒いただきありがとうございます。

様々書いていただきましたが、どれも可能性があります。
その中でも、どの政策が住⺠ニーズ的に優先順位が⾼いのか。そういった声を各地域ごとに吸い上げやすく
して、実現しやすくするのが特別区設置の意義です。

ある区では待機児童対策が急務かもしれないし、ある区では待機児童は問題ではなくて介護関係が急務かも
しれません。
今まで⼤阪市内⼀律でやってきたことを、もう少し、エリアの特性や住⺠ニーズの実情に合わせた政策展開
にしていきます。

おそらく、特別区設置後、特別区⻑選挙が⾏われた際に、区⻑候補者の選挙公約にそういった内容のものが
出てくると思いますが、現時点で我々があれをやりますこれをやりますと⾔うのは無責任な⾏為でもありま
すので、今は皆様からのニーズを捉えていくということが⼤切だと思っています。

今の住⺠サービスの延⻑で考えれば、例えば塾代助成の上限を引き上げるとか、対象を広げるとか、そうい
うことも考えられるかもしれません。
なによりも、今まであまり住⺠サービスに対して関⼼がなかった⼈たちが、声をあげれば実現できるかもし
れないと思い、声をあげていくような社会に少しでも近づくことが想定されますので、それは最終的に必ず
住⺠メリットになると考えています。

サイト読ませていただきました。
⼆重⾏政の解消によって、効率的になり経費削減になり、⼤阪を発展させる事業計画が
よりスピーディーに進む、またそれぞれの負担も⼤いに減ることはサイト読ませていた
だき分かりました。ありがとうございます。

⼀つサイトを⾒ていて気になったことがあるのですが、経費が削減されてなにがどう具
体的に改善されていくのでしょうか。

漫画なども読ませていただきましまたが、ざっくり交通インフラが整備されるとか、公
共投資が⾏われるから⼤阪が都市の中⼼となるとかいったことは書かれているのです
が、サイトの内容を読んだ限りで⾔えば、今後⼤阪がどのように発展していくかが具体
的にありありとは想像できません。

どのような事業に余ったお⾦をどう具体的に使うのでしょうか。

例えば、効率化によって削減できたお⾦によって、私⽴⾼校授業料無償化ができると
か、⼦供の医療費減額ができるとか、モノレール延伸ができるとか、トータルの視点で
の街づくりによって景観が良くなるとか、保育所をこれだけ作るからより待機児童がい
なくなるとか、物流のために新しい港を作ることができるとか、⽼⼈ホームや介護のた
めにこれだけ⽀援できるとか、カジノ作ることで、収益がこれぐらい⾒込まれるとか、
交通インフラが整備されるなら何線のどこが延伸されるとか、どんな事業に今の段階で
どのぐらいのお⾦を使ってこのように良くしていくというような、具体的なことを書い
ていただけると助かります。

「都構想が可決したら、こんなふうに⼤阪が良くなってくるんだな」と思って、今より
もより鮮明に想像できるようになると、⼤阪在住の⼈にとって⾮常に分かりやすく、ま
た良い判断につながると思います。よりメリットが感じられるものであれば、より魅⼒
的にうつるとおもいます。

ご返信お待ちしております。

具体的に意⾒



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒ 区役所
特別区は，⼤きいので、区役所を２つ以上、作るか！
交通の便を考えて、欲しい。

特別区設置後も、現在の区役所はそのまま残ります。現在の区役所で⾏っている⼿続きなどもそのまま引き
続き可能ですので、新しく区役所を作る必要はありません。

質問 施設について

⼦育てプラザが各区にあるのが
減らされるのは
本当ですか？
反対派のチラシにのってたようなのですが

本当ではありません。

特別区設置時、⼦育てプラザなどもそのまま特別区に引き継がれます。
ただ、将来の財政状況を考えたときに、何らかの改⾰が必要だというのは事実で、それは⼤阪市のままで
あったとしても同じです。

むしろ、特別区になったほうが⾏政効率化の歳出削減効果額として10年間で1兆1400億円⽣み出されると、
経済の専⾨家チームからは試算されています（公式資料）。
現在の住⺠サービスの⽔準を維持、拡充していくために特別区を⽬指していますので、ご安⼼ください。

意⾒ 住所について

⻄成区在住です。⼈に⻄成区に住んでいると⾔うと、そんな所に住んでて⼤丈夫？など
とよく⾔われます。明らかに住所差別です。
⻄成区＝あいりん地区のイメージなのでしょう。
(本当は⼤阪市は、⻄成郡と東成郡から始まった、という歴史ある地名なのですが。)
都構想が実現したとして、住所表⽰は⻄成の⽂字が⼊るようですが、取り除くことはで
きないのでしょうか。住所表⽰については、柔軟な対応をお願いしたいです。

ご意⾒ありがとうございます。

名称についてですが、住⺠投票で賛成多数になった場合、移⾏期間中にみなさんからのご意⾒を集めて判断
していきます。
説明については動画でも配信していますので、ぜひご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=x4DEpjSUKSw

よろしくお願いいたします。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

⼤阪市のままであるメリットデメリット、特別区設置のメリットデメリットを⼀例ではありますが説明いた
します。

⼤阪市のままであるメリット
・住所表記が変わらない
・初期コストとランニングコストがかからない

⼤阪市のままであるデメリット
・⼤阪市（275万⼈）と適切に⽐較できる規模の⾃治体がないので、どんぶり勘定が⾒抜きにくい
・1⼈の市⻑が⾒るには規模が⼤きすぎるので（京都府は府全体で260万⼈）、住⺠ニーズを反映しにくい
・特別区設置で⾒込まれる経済効果の恩恵を受けられない

特別区設置のメリット
・⽐較できる規模の⾃治体が増え、どんぶり勘定を⾒抜きやすくなる
・1⼈の区⻑が⾒る⼈⼝規模が60万〜75万になり、住⺠ニーズを反映しやすい
・⾏政効率化による歳出削減効果は10年間で1兆1400億円（経済の専⾨家が試算した公式資料）

特別区設置のデメリット
・住所表記が変わる
 →住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。
 →通帳などについても、過去の市町村合併などの事例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となっていま
す。
・初期コスト241億円とランニングコスト年間30億円が必要
 →ただし、特別区負担分については⼤阪府から当⾯財政措置される

少⼦⾼齢化、⼈⼝減少社会なので、住⺠ニーズはますます複雑多様化していきます。
より住⺠ニーズにあった政策を実⾏していくことが住⺠メリットと考え、特別区設置が必須だと考えていま
す。

引き続き、応援をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

都構想には前回も賛成票を⼊れさせてもらっていますが、良いところばかり押し出され
ていると、段々と本当に良くなるのか？と思ってしまいます。
良くなるだけなはずは無くて、良くなくなる（悪くなる）ところも必ずあると思いま
す。
良いところに対して、悪くなるところがどれだけ許容できるかが、１番重要ちゃいます
か？
⼤阪に住む⼈にとって、「あれこれ良くします」だから「これやあれやは許容して下さ
い」と全部さらけ出して欲しいと思います。
よろしくお願いいたします。

都構想のメリット、デメ
リットについて

意⾒



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

賛成 新区の命名について

⼤阪都構想に基本は賛成です。
でも区の名前がセンスなさすぎ。
東京都のように23区あるならまだしも
4区しかないのに「淀川区」「天王寺区」は
ありえない。
港区在住ですが淀川区絶対にイヤです。
東⻄南北で統⼀するとか
「⻄区」とかにして欲しい。
淀川区を推されるなら、北区と中央区も
変更すべきと思います。
鶴⾒区が北区なのに
なぜ港区は淀川区なのかナゾです。
ホントに淀川区イヤです。
⾼齢者は淀川区、いいかもしれませんが。
考えが安易で古すぎてあり得ません。
維新さん、考え直して欲しいです。

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。ご意⾒ありがとうございました。

質問 市⺠税について 都構想が実現したら市⺠税は安くなりますか。 ⼤阪都構想が実現し、特別区制度に移⾏しても、市⺠税（区⺠税）の額に変更はありません。

質問 施設について

⼤阪都構想に関して質問です。

⼆重⾏政でなくなるとのことで無駄がなくなるとのことですが、
区⻑と府⻑の意⾒がバラバラになれば結局⼆重⾏政になる気がするのですが、
そうはならない根拠はなんでしょうか？

もし府と区の担当する⾏政サービスなどの範囲が違うのであれば、それぞれお教え下さ
い。

素朴な疑問です。
簡単で結構ですのでお教えいただければ幸いです。

よろしくお願い致します

簡単に説明いたしますと、

⼤阪府（都道府県）：広域⾏政（成⻑戦略、観光戦略、インフラ整備など）
⼤阪市（政令指定都市）：広域⾏政＋基礎⾃治⾏政（医療・教育・福祉など）
今回⽬指している特別区：基礎⾃治⾏政（医療・教育・福祉など）

このような感じでして、⼤阪市は政令指定都市ということで、広域⾏政と基礎⾃治⾏政の両⽅の権限を持っ
ています。

ですから、⼤阪府と⼤阪市の意思がバラバラになると広域⾏政で⼆重⾏政が発⽣します。
それを整理しまして、⼤阪市の広域⾏政権限を仕事と財源をセットにして⼤阪府に移管します。
そして、⼤阪市を4つの特別区に再編します。

そうすることで、仕事が重なり合うことがなくなるので、未来永劫、⼆重⾏政が発⽣しないということにな
ります。
これが、⼤阪都構想の⼤きな⽬的のひとつです。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

おっしゃる通り、⼤阪都構想のコストについては実質的に⼤阪府が負担することとなります。

その投資に対するリターンですが、維新の会が勝⼿に試算したわけではなく、経済の専⾨家達に算出しても
らった数字として、⾏政効率化による歳出削減効果で1兆1400億円（10年間）が⾒込まれています。

また、そのうち5000億円を公共インフラなどに再投資することで更に1.1挑円の効果額が⽣まれることも付⾔
されておられます。

更に、府市連携の経済効果として新たに5000億円、病院や⼤学の統合による効果額は10年間で39億円〜67億
円と、いずれも公式資料として発表されています。

以上のことから、⼤阪府としても⼤阪市としても⼗分にリターンを⾒込める投資だと捉えています。

そもそも、これまでの⼤阪の政治というのは、話し合いが⼤事だと⾔いつつ、
淀川左岸線のミッシングリンク整備や、なにわ筋線の事業化などの議論に数⼗年間費やしてきました。
内容は、府と市の費⽤分担割合について。そこの話し合いで数⼗年間です。

話し合いにコストがかかっていないかといえば、そんなことはありません。
⾸⻑や議員、関係職員の⼈件費を考えれば、話し合いだけで数⼗年を費やすことが税⾦の無駄遣いだというこ
とをご理解いただけるかと思います。

今回、維新の知事市⻑は同じ⽅向を向いているので費⽤分担割合についてもすぐに結論を出し、両事業ともに
前進させましたが、今後、知事市⻑が誰になったとしても、こうした数⼗年の話し合いや、⼆重⾏政の問題を
発⽣させないための⼤阪都構想であり、みなさんの税⾦を無駄に使わないための⼤阪都構想であるとご理解い
ただければ幸いです。

また、堺市についてですが、⼤きく問題になるような⼆重⾏政は起こっていません。理由は、⼤阪府内の都⼼
部が⼤阪市だからです。
広域⾏政として投資すべき先は都⼼であり、都⼼の発展が周囲に良い影響を広げていくというのが⾃然な姿で
す。
しかし、⼤阪市が⼤阪府に対して⼤阪市内については⼝出しするなというスタンスを取ってきたため、⾮効率
な投資が⾏われてきました。
これが⼆元⾏政によって引き起こされた⼆重⾏政（負の遺産）の正体です。

少し⻑くなりましたが、回答になっていますでしょうか。
引き続き、ご理解いただけるよう努めてまいりますので、応援をよろしくお願いいたします。

基本的に⼤阪市の2重⾏政に関して解消することには賛成です。

そこで、今回は投票権のない府内他市⺠である私の両親にはどのような影響があるので
しょうか
財政の説明の中で、⼤阪市から移転した業務に付随して別管理で税⾦は管理されるが、
10年間で⼤阪府から特別区に200億円の財政措置がおこなわれるとの説明があったかと思
います。
⼤阪府の発展のために、⼤阪市が⼀部業務を⼤阪府に委託する分のために、⼤阪府内他
市の市⺠も負担するのであれば、もともと⼤阪市⺠が収めたお⾦と⾊がついてわかれて
いないと思うので、⼤阪府⺠全体にむけた同意が必要ではないかと思います。また⼤阪
市⺠も⼤阪府⺠として税⾦を納めているので⼤阪市⺠は結果として、⼆重の負担のよう
にみえてしまいます。

次に政令指定都市である堺市が府内にあれば、同じことが起こっているのではないで
しょうか、もともとは堺市も含めた都構想であったかと思うのですが、まさに堺市が抵
抗されているのは反対派の象徴なのですか、まずは⼤阪からとはいえ投票までにもう⼀
度本件と合わせて⼤阪府⺠への説明をお願いしたいと思います。

※私が説明を⾒逃しているのであれば、ご説明箇所も含めてご連絡いただけましたら幸
いです。

⼆重⾏政について賛成



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

応援
『漫画でわかる⼤阪都構
想』について

『漫画でわかる⼤阪都構想』を拝⾒しました。
先⽇、⾃宅に届いた⼤阪市からの⽂章だけの⼤阪都構想の冊⼦よりも、すごくすごくわ
かりやすかったです！
この『漫画でわかる⼤阪都構想』は冊⼦にはなっていないのですか？
私と同じように、都構想に関して  いまいちってかほとんど理解していない実家の両親や
家族に読ませたいです。
このネット情報でしか⾒れないのでしょうか？
冊⼦になっているのであれば取り寄せ等したいです。
教えてください。

漫画でわかる⼤阪都構想を読んでいただきありがとうございます！
10/7の更新が最終更新です。

最終更新後、単⾏本にしてグッズとして販売しようと検討中です。
合計約200ページあるので、印刷代がすごく⾼くて無料配布はできなさそうです。ご理解いただければ幸い
です。

引き続き、応援をよろしくお願いいたします！

質問 住所について
もし 実現したら「⼤阪都」になるのですか？
「⼤阪府」のままで良いと思うのですが。

都の名称については、今回の住⺠投票では問わずに、将来の選挙時にあわせて⼤阪府⺠の皆様に改めて問う
予定です。

今回の住⺠投票で賛成多数になっても、⼤阪府の名称は⼤阪府のままです。

⼤阪都構想の実現のために、次の内容についてご説明頂きたいです。
（⼤阪市住⺠としては、投票時の判断基準の重要事項です！）

１．賛成多数で⼤阪都構想実現となった場合、
 ⼆重⾏政の解消など既に説明されているメリットがあることは理解しますが、
 ⼤阪府内には、政令指定都市の堺市が存続します。
 今回の⼤阪市と同様に、堺市を特別区に取り込む計画・予定はありますか？

２．堺市（政令指定都市）と特別区（４区）との関係性について
 特別区（４区）は、堺市よりも⾏政権限が低下することはないでしょうか？
 住⺠サービスに何らかの影響がでるようなことはないでしょうか？
 
 ⾏政権限格付けではないですが、
 【⼤阪府 ＞ 堺市 ＞ 特別区 ＞ 中核都市】のようになるのでは？
 と、多くの⼤阪市⺠が⼼配しているものと考えます。

以上です。
よろしくお願い申し上げます。

１．堺市が特別区になるかどうかは、今回の住⺠投票で賛成多数という結果が仮に出たのであれば、その
後、堺市の皆様⾃⾝が今後議論されることだと考えています。周辺の⾃治体から、⾃分のところも特別区に
なりたいと思われるような都⼼4区を⽬指し、素晴らしい特別区を作っていきます。

２．たしかに純粋な権限の量で表すと【⼤阪府 ＞ 堺市 ＞ 4特別区 ＞ 中核市】ということになるのですが、
住⺠サービスに関わる権限はすべて特別区に残しています。
これは、東京の特別区と⼤きく違うところです。（東京の特別区制度をバージョンアップさせています）

ですので、堺市と⽐べて住⺠サービスが低下するということはありません。
⼤阪市から⼤阪府に移管するのは、広域⾏政の権限と財源です。

引き続き、応援をよろしくお願いいたします！

⼤阪都構想の実現のため
に【重要】

応援



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒ 新区の命名について

すみません、昨⽇、同じ意⾒を送信します。ご返信頂いた、携帯へのメールは迷惑メー
ルとして破棄されてしましました。再度、ご返信願います。

⼤阪市東淀川区のままで遂⾏願います。⼤阪府淀川区東淀川？の予定であれば反対しま
す。
住所が変更になると、全ての証明書、⾦融⼝座、会社関連の印刷物等の変更にはコスト
が係ります。
住⺠票を添付する場合もあり、⾮常に迷惑です。（運転免許証の切り替えを含め警察が
住⺠票を提出の義務があります。年⾦機構、⾦融機関も同じです。）
⾏政側で任務遂⾏、変更を願います。４区の特別区に仕分けするのに⼤阪市の住⺠を巻
き込まないでください。

特別区設置になると、住所表記は変更されます。

また、住所表記変更による⼿続きですが、なるべく皆様の⼿続きが必要ないように調整しています。
例えば、住⺠票や保険証、免許証については⾏政側が対応します。
また、通帳などについても、過去の市町村合併などの事例を⾒ても、住⺠側による⼿続きは不要となってい
ます。

また、平成11年に⼤阪の電話番号が変わった（06-321-xxxx→06-6321-xxxxのような変更があった）ことが
ありましたが、いまだに事業所の看板に旧電話番号を掲げておられる事業者様も⾒かけます。

そういった場合に、電話をかける側が、6を頭につける変更があったのに、それが反映されていないんだな
と解釈して6をつけて発信するのと同じく、特別区設置後の住所に関しても⼀定のルールを定めて機械的な
変更を⾏うものですので、旧住所表記でも相⼿に伝わる可能性は⾼いと思われます。

そのため、名刺などの印刷物については新しく更新される際に新表記にしていただければ幸いです。

意⾒ ⼿続きについて

今現在、⻄成区に住んでいるのですが区役所や税務署が遠いです。はっきり⾔って通り
道でもある浪速区役所や浪速税務署で⼿続きがしたいのですが、住⺠票がないので無理
だと⾔われます。
都構想が実現したら、区がまとまって、今の浪速区役所でも⼿続きとかしてくれるので
しょうか。それだけが気になってます。今、浪速区役所で⼿続きしてくれないのが⼀番
⾯倒くさいしだるいです。
実現しなくても、どこの区役所でも⼿続きできるようにしてください。何のためのイン
ターネットですか。

特別区設置後、現在の区役所でできることはそのまま現在の区役所で⾏っていただけます。
現在の区役所でできないことが新しくできるようになるわけではありませんので、ご了承ください。

また、インターネットについてですが、今後、⾏政⼿続きをオンライン上で処理できるように取り組みを進
めています。
特別区設置の頃には、かなりの⾏政⼿続きがオンラインでできるようになっている予定ですので、ご期待く
ださい。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒ 新区の命名について
淀川区と⾔うネーミングがいやだ
港のそばなのに淀川区はない

区名は協定書記載事項なので移⾏時は今の案でいくしかないのですが、将来的な区名変更は不可能ではあり
ません。ご意⾒ありがとうございました。

ごみ処理などについては、現在も⼤阪市と周辺⾃治体で「⼀部事務組合」というものを作って共同で助け
合っていたりします。ですので、ご安⼼ください。

また、住⺠サービスについての質問ですが、例えば次の⼤阪市⻑選挙の選挙公約で、「敬⽼パスをなくして
⼦育てにお⾦をまわす」という⽅が⽴候補されていたら、投票しますか？
もし、その⼈が選ばれて市⻑になった場合は、別に⼤阪都構想は関係なく、敬⽼パスがなくなって⼦育てに
お⾦がまわります。
つまり、住⺠サービスの⾏⽅を決めるのは、⼤阪市であっても特別区であっても、その時の⾸⻑次第であっ
て、仕組みの問題ではありません。

その上で説明しますが、特別区の財政は、⼤阪市の財政よりも余裕が⽣まれます。
⾏政効率化による歳出削減効果額は10年間で1兆1400億円です。⼤阪市のままであれば、⽣まれません。
こうした改⾰から⽣まれるお⾦で住⺠サービスを維持したり、あるいは拡充していくのが⼤阪都構想です。

今の⼤阪市のままでは、ジリ貧になっていくことは⽬に⾒えています。
敬⽼パスがなくなる可能性は、今の⼤阪市が存続するほうが⾼くなることが、ご理解いただけるかと思いま
す。

また、4区の住⺠サービスはすべて同じ内容である必要はありませんし、そうすべきでもありません。
各区の住⺠ニーズに応じたサービスが拡充されていくべきだと考えています。

都構想案では4区に分かれますが、4区の間で意⾒が⾷い違った場合、
例えばゴミ処理場、○○区はゴミが多いから処理出来ない、とか、✕✕区のゴミに分別
出来ていないから処理出来ないとか、そうなると各区ごとに、ゴミ処理場を造るか？
財政が⾜らないから、⽼⼈パスをやめて、⼦育てにお⾦を回すという区がでたらどうす
るか？
つまり4区の中で意⾒が噛み合わなくなると、誰が調整するのか？

施設について質問



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

意⾒ 餌やり規制条例について

現在の松井市⻑が決めてくれたと聞いています。地域猫などへの餌やり規制条例は⼤阪
都になっても都の条例として維持していただけるのでしょうか?だとしたら賛成ですが⼤
阪都になったら禁⽌条例になるなどであれば今のままがいいです。⼤阪都構想での⾊々
な説明の中に動物愛護への取り組みなどが全く明記されていないことで愛護活動をして
いるメンバーは困惑しています。
⼤阪都になれば動物に対してはこうするという考えを発表してほしいです。

現在⼤阪市で制定されている条例は、そのまま特別区に引き継がれますのでご安⼼ください。
今後の動物に対する政策ですが、特別区設置後に新しい特別区⻑がみなさんの声を吸い上げて⽴案実⾏して
いきます。

松井さんじゃなくなったら進まないかもしれない、だから⼤阪市のままで良い！と思われるかもしれませ
ん。
しかし、⼤阪市のままであったとしても、松井さんじゃない⼈が市⻑になれば同じことではないでしょう
か。

より、みなさんの声が届きやすい体制は、今の275万⼈都市である⼤阪市ではなく、4つの特別区です。
どこかの特別区が動物に対する政策で称賛を浴びれば、他の特別区も追随していくことが予想されます。

是⾮、声の届きやすい⼤阪の未来を⼀緒に作っていただければ幸いです。

質問 新区の命名について

区の名前が変わっても⻄成が⼊ってたら同じことだと思います。
⻄成を外してほしいです。
そのへんの所どうなるでしょうか。
外さないなら都構想の意味がないと思います。

ご意⾒ありがとうございます。

名称についてですが、住⺠投票で賛成多数になった場合、移⾏期間中にみなさんからのご意⾒を集めて判断
していきます。
説明については動画でも配信していますので、ぜひご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=x4DEpjSUKSw

よろしくお願いいたします。



分類 件名 ご意⾒・ご要望内容 杉⼭コメント

まず、市町村の権限の強さは、
政令指定都市＞中核市＞東京の特別区＞⼀般市・町村
ですが、⼤阪都構想で設置する特別区の権限は、中核市以上です。

ですので、
政令指定都市＞⼤阪の特別区＞中核市＞東京の特別区＞⼀般市・町村
という理解が正しいです。

では、なぜ政令指定都市ではなく特別区にするのかということですが、
⾏政体の権限について簡単に説明いたしますと

⼤阪府（都道府県）：広域⾏政（成⻑戦略、観光戦略、インフラ整備など）
⼤阪市（政令指定都市）：広域⾏政＋基礎⾃治⾏政（医療・教育・福祉など）
特別区：基礎⾃治⾏政（医療・教育・福祉など）

というふうになっており、⼤阪府の広域⾏政権限と⼤阪市の広域⾏政権限が重なっていることがわかると思います。
これが⼆元⾏政・⼆重⾏政であり、⼤阪の成⻑発展を阻害してきた要因です。

住⺠サービスに関わる権限は特別区にしっかりと残しつつ、広域⾏政については司令塔を⼀本化することで、より⼤
阪をスピーディーに成⻑発展させるとともに、仮に政策が失敗しそうな時もすぐにストップさせることもできて傷⼝
を浅くすることができます。

これまでの⼆元⾏政・⼆重⾏政の状態では、仮に政策が失敗しそうな時にストップさせることにも時間がかかるた
め、傷⼝が広がり、それがそのまま⼤阪府⺠・⼤阪市⺠の借⾦として重くのしかかってきました。

次に、なぜ⼤阪だけがうまくやれないのかという質問ですが、⼤阪府は全国で2番⽬に⾯積が狭い都道府県です。
その中⼼地に、⼤きな⼤阪市が存在しています。
しかし、経済圏は⼤阪市域を超えており、⼤阪府と⼤阪市は同じような権⼒、同じような予算規模を持ち、お互いに
対⽴を引き起こしやすい関係にありました。
これが、⼤阪特有の問題です。

では、他のところでは問題がないのかというと、そうでもありません。
例えば愛知県と名古屋市は現在進⾏系で対⽴しています。ニュース等でも⽬にされていることかと思います。
また、横浜市は神奈川県との⼆重⾏政解消を⽬指し、特別⾃治市という制度を真剣に検討していたりもします。

過去に⼤阪でも特別⾃治市制度について議論はされましたが、頓挫した経緯があります。
詳しくは動画をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=s9pwcHBXGho

引き続き、わかりやすく説明することに努めてまいりますので、応援をよろしくお願いいたします。

①特別区という⾃治体になるくらいなら⼀般市の⽅が良くないですか？
特別区の天王寺区より⼀般市の天王寺市の⽅がよいと思いますが。で、⼀般市より中核
市、中核市より政令指定都市の⽅が良いと思いますが。豊中市が特別区の豊中区にはな
りたがらないと思います。東京都世⽥⾕区も世⽥⾕市になりたいようですし。⼀般市で
はダメな理由が知りたい。
②他の政令指定都市が府県とうまくやってるのに⼤阪府と市がうまくやっていけない理
由が知りたい。例えば京都府と京都市、兵庫県と神⼾市ができるのに⼤阪府と市ができ
ないわけがないと思います。つまり特別区になる必要がわかりません。
こうのような疑問は私だけなんでしょうか？

都構想の疑問意⾒


