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衆議院議員・大阪2区総支部長
(大阪市生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区 )

立憲民主党副幹事長、大阪府総支部連
合会幹事長、つながる本部事務局長、
ジェンダー平等推進本部事務局次長。
国会では厚生労働委員会、消費者問題
に関する特別委員会所属。元参議院議
員、元大阪府議会議員。
LGBT政策情報センター代表理事。
社会福祉士・介護福祉士・MSW（医療
ソーシャルワーカー）。
空手道二段、テコンドー初段。
誰も置き去りにしない社会をめざして
活動中。

プロフィール

　１月２２日から１５０日間にわたる第196回通常国会が始まりました。衆議院議員として

初めて臨む通常国会になります。今国会の重要法案等は、①働き方改革という名の
「働き方改悪」 ②大阪が誘致に手を挙げているカジノ実施法（立憲民主党はカジノ廃
止法案を提出）  ③骨抜きになっている受動喫煙防止対策 ④改憲発議 などがあります。
暮らしと平和を守る政策論議を進めてまいります。

　また大阪市では、今年再び大阪市廃止分割・特別区設置のための住民投票が行わ

れようとしています。2015年の住民投票で反対多数となり、特別区設置は民意により否

定されたにも関わらず、再び住民投票をする理由はどこにあるのでしょうか。大阪市の課
題は、市をなくし区割りを変更するだけで解決するものではありません。また、大阪
市廃止・特別区設置と大阪市を残し行政区を総合区にするという全く性質の違う議論

を同時並行で行うことは市民の混乱を招きます。立憲民主党は、住民の意思に反して
再び行おうとする住民投票に反対します。3年前の地域の分断を繰り返してはなりま
せん。中面に住民投票をめぐる問題点をまとめましたので、ぜひご覧ください。
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衆議院議員 尾辻かな子の活動地域は、大阪市南東部にある4つの区・生野区、
阿倍野区、東住吉区、平野区です。それぞれ特色のある大阪2区から衆議院議員・
尾辻かな子は、地域住民のみなさまとつながり、そしてその声に耳を傾けながら、
課題の解決に向けて一緒に取り組みます。

＊人口、世帯数、面積、人口密度は2016年大阪市推計人口年表、高齢化率は2015年国勢調査、空き家率は2015年住宅・土地統計調査による。

女性の政治参加推進にかかわって、野田聖子・
女性活躍担当大臣から要望を受ける。

立憲民主党大阪府連幹事長として、枝野代表を
招いてのキックオフ・イベントで司会。

地域の行事にも積極的に参加。写真は東住吉区
内で行われた餅つき大会。

生野区

尾辻かな子の活動地域・データでみる大阪2区

製造業の事業所が最も多いが、近
年は減少が著しくなっている。長
屋比率が最も高く、区の西半分が
「著しく危険な密集市街地」（国土
交通省）とされるなど、防災対策・
空き家対策が必要。外国籍住民が
多く居住する生野区は、多文化共
生の歴史がある。

市内有数の商店街・駒川商店街、
市内で３番目に大きい長居公園が
所在。長居公園の有効活用が求め
られるとともに、一戸建ての比率
が市内で最も高いことから、津波
や台風などによる浸水対策や避難
場所の確保が必要である。

人口：129,685人（市内 6位）

世帯数：65,533世帯（同 8位）

面積：8.37㎢（市内13位）

人口密度：15,494人/㎢（市内 7位）

高齢化率：31.4％（市内2位）

15歳未満人口率：7.8％（市内 20位）

空き家率：22.4%（市内 3位）

市内屈指の文教地区である阿倍
野区は、あべのハルカスをはじめ
とする活気のある商業地区も形成
されている一方で、ターミナル駅
を抱えていることから、災害時の
帰宅困難者への対策などが必要
である。

人口：108,670人（市内12位）

世帯数：51,176 世帯（同13位）

面積：5.98 ㎢（市内19位）

人口密度：18,172人/㎢（市内2位）

高齢化率：25.5％（市内12位）

15歳未満人口率：9.1％（市内 9位）

空き家率：17.8％（市内10位）

人口：126,190人（市内 7位）

世帯数：58,852 世帯（同 9位）

面積：9.75 ㎢（市内 8位）

人口密度：12,943人/㎢（市内15位）

高齢化率：29.2％（市内 5位）

15歳未満人口率：9.0％（市11位）

空き家率：23.8%（市内1位）

平野区
市内で最も人口の多い平野区は、
平野郷や喜連環濠地区など中世か
らの歴史地区が所在。15歳未満の
人口比率が高く、また高齢化率も
高いことから、子ども・子育て政
策と絡めた高齢化対策が重要と
なっている。
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人口：194,777人（市内 1位）

世帯数：90,613 世帯（同 3位）

面積：15.28 ㎢（市内 3位）

人口密度：12,747人/㎢（市内17位）

高齢化率：27.6％（市内 7位）

15歳未満人口率：11.0％（市内 3位）

空き家率：15.1％（市内18位）

衆議院議員

平野区

阿倍野区

東住吉区

尾辻かな子 活動中！！
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え？またやるの？ 住民投票

2015年5月17日の住民投票で、 

都構想｢廃案｣決定済みです。

『勝つまでジャンケン』?

　大阪府・大阪市が設置した「大都市制度協議会」では、大阪市廃止・分割のための

原案「特別区案」を議論しています。そこで作成された案をもとに、今秋にも再び「住

民投票」が行われようとしています。

　「都構想」は2年前に決着済み！2015 年の住民投票では、32億円もの税金を投入し

て住民投票を行った結果、反対多数で廃案となっています。

　立憲民主党は、「都構想」＝「大阪市廃止、特別区設置」に明確に反対します。

32億の 税金投入

決着済みの「都構想」

住民投票に

巨額の
費用

大阪市の『財源激減』

　大阪市が廃止され、特別区が設置され

ると財源はどうなるのでしょうか。

　いま、大阪市に納められている税金

6353 億円は、4分の1だけを特別区（今の

大阪市）の自主財源として残し、のこりは

大阪府に渡すことになります。

　すると、どうでしょう。今、大阪市民の

ために使われている税金が、財政調整交

付金となって大阪府のサジ加減に左右さ

れることになります。

　また、新たに設置される特別区では、

財源や権限がなければ住民ニーズにあっ

た行政サービスはできません。

　しかも、特別区への移行コストは最大

768億円と言われています。

膨大なコストも発生

6353億円の市税が、

4分の1に。残りはどこへ？

いま議論されている
特別区（4区・6区案）、総合区（8区案）が

導入されると、
わたしたちのまちは･･･

移行コスト

768
億
円

最大
約

特別区の歳入
一般財源
( 法定協資料より)

総額

億円
8,438

6,353約 億円
(全体の75%)

自由に使える自主財源

市税

総額

億円
6,350

1,600約 億円
(全体の25%)

自由に使える自主財源

市税

市税
激減

大阪市の歳入
一般財源

『総合区』『特別区』

　特別区の設置は、大阪市を廃止して、財源・権限を大阪府に移すことになるので、

大阪市民にとって全くメリットはありません。

　それと比較されている総合区は、住民により近い区役所に権限と財源を移すという点

では否定するものではありませんが、大阪市の案は合区を前提としています。

　合区の議論にあたっては、合区の合理性と市民の合意形成を第一に考えます。

他には選択肢ないの？

低下?『住民サービス』
失敗しても後戻りはできない

区役所、保育所、図書館、プールなど

身近な行政の行方は「送りバント」

　市民の皆さんが一番気にかかるのは、

住民サービスがどう変わるのか、では

ないでしょうか。公園、プールや体育館、

図書館に保育所と、特別区が担う行政

分野は多岐にわたります。

　しかし、特別区は権限も財源も小

さな自治体です。いくら「大阪市並み

の行政水準」を約束しても、新たな区

長や議会は約束にしばられることはあ

りません。

　やっぱり間違っていたと思っても、

もう大阪市に戻ることはできません。

政令指定都市を廃止する法律はありま

すが、戻る法律はありません。

大阪市並の
水準を

保証?

総合区（8区案）

この案では、生野区、阿倍野区に天王寺区
を加えて１区、東住吉区、平野区で 1区、
となっています。

生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区は、
天王寺区と一つになって、63万人で自治
体を形成することになっています。
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って何？

大都市制度協議会及び大阪市会において「総合区案」を決める

大都市制度協議会及び大阪府議会、大阪市会において
「大阪市廃止・特別区設置案」を決める

住民投票

大阪府・大阪市でつくる大都市制度協議会での議論

２～３月？  

今ここ

6～7月？  

9～10月？  

財政調整
交付金など
財政調整
交付金など

特別区（4区・6区案とも）

住民投票の結果

大阪市は存続。大阪市は廃止。

大阪市の中にある区を「格上げ」して、
予算や事業についての権限を強化するも
の。大阪市は残るので、権限や財政基
盤に変更はない。

特別区って何？
それぞれの特別区が１つの自治体で、議
会や首長を置く。ほかの市と比較すると、
権限や財政基盤は弱い。特別区を設置し
た場合、大阪市は廃止となり、消滅する。

総合区って何？
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