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私の想い
大阪人の自信と誇りをとりもどそう
 

　今、大阪の地盤沈下が叫ばれています。経済的には財政再建団体へ転落する一歩手前、文
化的にも、また自治体の経営にあっても、横浜や名古屋などと比較され、「元気がない」と
言われるようになりました。
　私はこの状況が悔しくてなりません。生活者として、研究者として大阪のまちづくりにかか
わってきましたが、経済力においても、文化力においても、そして市民力においても、大阪
は他都市を凌駕しています。

「なんとかせなアカン！」
「もう黙ってられへん！」

　大阪を愛する一人の大阪人として、私は大学教授の職を辞して、大阪のために働く決意を
固めました。
　私は大阪の底力と、大阪人の心意気を信じています。大阪は、危機に直面するたびごとに、
市民が愛情を語り、わが郷土を立て直してきました。八百八橋を架け、安治川を掘り、大阪
城天守閣を復興し、通天閣を再建し、市内の小学校の多くも市民の寄付で創設しました。市
民と行政、経済界と行政がともに手を携えて，大阪を支えてきたのです。
　そんな大阪人の「自信」と「誇り」をとりもどしたい。大阪人の「元気」をとりもどしたい。
今こそ、大阪を担うすべての人の力を結集する時です。
　私はまちづくりの明確なビジョンを示し、「元気で、陽気な市民力」を礎に、明日の大阪を
かたちにして行きます。
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もう黙ってられへん！
橋爪紳也マニフェスト
Ver1.0について　
お願いから約束へ

　これまで、選挙の公約といえばイメージ重視
で無責任なものが多く、候補者は政策の中身を
訴えるのではなく、有権者にお願いをすること
で票を得ていました。しかしマニフェストの登
場によって、候補者は有権者に政策を示し、そ
の実現を約束することで支持を訴えていくよう
になりました。マニフェストは、政治家と有権
者を「約束」でつなぐツールです。
　マニフェストでは、次の３つの点が重要だと
考えています。

1. 現在、どの地方自治体も税収の伸び悩みに
加え、地方分権が進む中で自主的に財源を確保
しなければならない時代に入りました。限られ
た財源をどの政策に重点的に配分するのかをわ
かりやすく提示し、有権者の評価を受ける。

2. 私のような新人候補だけではなく、現職でも
政策すべてに具体的な数値をあてはめるのは大
変難しいことです。正確な数値を提示すること
よりも、現時点で数値が明確にできない事業で
あっても、出来る限り具体的に記載し、将来に
向けて事業の方向性を語る。

3. ビジョンやミッションを明確に示し、選挙
で有権者の判断を仰ぐ。当選後は政策を実行、
任期が満了すればマニフェストの事後評価を行
い、次回の選挙へとつなげていく。

　このような考えのもと、マニフェストをまと

めました。

市民との協働で作り上げた
マニフェスト
　
　私は今回マニフェストを作り上げていくにあ
たって、タウンミーティングで市民の意見を取
り入れながら、段階的にバージョンアップして
いく手法をとりました。
　私や私を支えてくれているスタッフだけでマ
ニフェストを書き上げ、一方的に発表するので
はなく、市民との協働を通してマニフェストを
完成させたいと考えたからです。
　9月15日にマニフェストの制作準備をスター
トし、9 月 26 日に Ver0.9 を発表、10 月18
日に Ver0.95 を発表しました。10 月 24 日ま
でに 40 回を超えるタウンミーティングに参加
し、700 人以上の市民と直接意見交換をして
きました。事務所のメールアドレスには、マニ
フェストに関して 80 通を超えるメールをいた
だきました。
　その反響に驚くとともに、大阪人が決して市
政をあきらめたわけではないことがわかり、と
ても勇気づけられました。

マニフェストの構成

　Ver0.9 では「９つの政策提言」を、Ver0.95
では「２つの緊急提言」と「暮らしと環境への
４つの提言」を発表しました。今回 Ver1.0 の
発表にあたっては、いただいたご意見を精力的
に追加したうえで、これまでに発表した内容と
合わせて再構成を行いました。
　まず、市民から多くの意見をいただいた「交
通局の改革」、「赤字３セクの処理」、「市役所改
革」を、３つの緊急提言としてまとめてあります。
　「９つの政策提言」と「暮らしと環境への４つ
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の提言」に、いただいたご意見を追加し、「文化・
創業・安心・環境・協働」の５つのテーマに再
構成しました。多くの方から多方面に渡るご意
見をいただいた結果、新人では考えられないよ
うな充実したマニフェストを発表することがで
きました。
　あらためて、ご意見をくださった方々に感謝
しますとともに、このマニフェストに書かれて
いる内容について、私は任期中に必ず取り組み、
実現に向けて全力を尽くすことを約束します。

※ Ver0.95（Ver0.9 の内容を含む）は
ホームページからご覧になることができます

大阪をなんとかせな
アカン！
３つの緊急提言

緊急提言１
交通局の改革
都市環境改善のために
公共交通の利用促進を

●交通局は、株式会社化してはならない！
● IC カードで運賃の実質値下げ
●“共営”により収支改善

1−1
新・時代の公共交通の位置づけとは

　先に発表したマニフェスト ver0.9 で明記し
たとおり、私は大阪市交通局を早期に株式会
社化することに反対しました。当面は公営によ

る経営形態を維持したまま、民間交通事業者と
の連携により、サービス改善とコスト削減を進
めます。民間経営の良さを取り入れて、交通局
の経営改善を進めることには強い覚悟で取り組
んでいきますが、その方法が即、株式会社化と
は考えません。
　そもそも、公共交通における世界の潮流は、
本格的な超高齢社会の生活を支える移動手段
として、また地球環境・都市環境の改善を目指
し、自動車交通の代替交通手段として、公共セ
クターの強い関与のもと公共交通の利用を推
進していく方向にあります。
　わが国では小泉改革の流れに乗って、多くの
公共サービスの民営化・株式会社化が進められ
ようとしています。しかしすべての公共サービ
スが市場原理と自由競争だけで、うまく提供さ
れるかといえば、そうではありません。公共交
通サービスはその典型です。
　また世界の大都市の中で、韓国のソウル市は、
都市交通改革に成功しています。ソウル市は民
間事業者により経営されていたバス事業を、市
が借上げて委託運行にするという準公営化を進
めました。交通局の民営化とは逆の手法─民
営から公営により都市交通改革を成し遂げたの
です。
　この結果、ソウル市内の交通渋滞は解消し、
公共交通の利用が進みましたし、都市環境は大
きく改善されました。大阪市でも、このソウル
に学ぶところは多々あります。
　経営問題を理由として、十分な議論を行わず
に、性急な株式会社化を進めてはなりません。

1−2
IC カードで運賃の実質値下げを

　大阪市の地下鉄料金は高すぎる、地下鉄が
黒字なら値下げできないのか、という市民の声

大阪人の自信と誇りをとりもどそう
大阪を世界で一番元気なまちに！

P3



が寄せられています。たとえば梅田－淀屋橋・
本町の1区料金は 200 円ですが、東京メトロ
の初乗160 円と比べて 20％以上高い。
　そこで大阪市交通局が導入を進めている交
通 IC カード (PiTaPa) を活用して、地下鉄料金
を、利用頻度により10％程度値下げします。
　交通 IC カードの普及により、現在の磁気乗
車券による駅運営コストは大きく削減されるこ
とが期待されています。そこで、このコスト削
減効果を先行して利用者に還元することで、交
通 IC カードのさらなる普及を進めます。
　IC カード利用者の運賃が割安になる仕組み
は海外でも見受けられます。先に紹介した、韓
国ソウル市でもそうです。IC カードの導入によ
るコスト削減効果を利用者に還元するのは当
然です。
　高速道路の料金でも、ETC を利用する場合
と現金利用の場合で、５～ 30％の料金差が設
けられています。
　このように、実質的な地下鉄料金の値下げを
行うことによって、公共交通の利用促進を進め、
都市環境の改善をはかります。

1−3
“共営”による収支改善の発想とは

　赤字のバスを残したまま、黒字の地下鉄を株
式会社化して売却するのではなく、両事業を一
体運営しながら、収支改善を行います。
具体的には、地下鉄・バスは、路線ごとに、経
営合理化がもっとも進められる民間交通事業者
に「委託運行」をさせ、交通局職員の派遣・転
籍による受け入れをその事業体に依頼します。
初期段階では給与差の補填を含めた措置を行
います。
　交通局職員が、民間企業の経営風土になじ
みながら、市場競争の中でのコスト削減と利用

者へのサービスのあり方を学び、より低いコス
トで高いサービスを提供できるように経験を積
みつつ、段階的な給与格差の解消と意識改革
を進めるための期間を設けるのです。
　このように、公営を維持したまま、民間への
業務委託を進める方法で、民間経営のよさを取
り入れていくのが、共営、という発想です。
　なおバス事業では既に５０％近い業務委託が
行われており、法的な制約のためにこれ以上の
委託が行えないという問題があります。しかし、
今後は路線ごとの運営を民間に委ね、赤字路
線については運営補助を投入してでも民間バス
会社による運営移行を進める等の手法を検討し
てまいります。
　なお、交通事業の改革にあたってもうひとつ
の重要なポイントは、業務に従事する職員の仕
事ぶりが、市民によろこばれる存在となること、
つまりやる気の喚起です。
　バス事業は、鉄道事業等に比べてお客様と
接する機会も多く、バスの旅客サービスの大半
はバス運転手に依存しています。
　そこで、使いやすいバスサービスの実現のた
めに、職員が積極的に沿線に出て行き、利用者
や沿線地域の施設等との交流を深めて、利用
者と交通局職員が直接接する機会を増やしな
がら地域の声を聞く仕組みづくりが必要です。
　利用者の声が直接、交通局職員に届く仕組
みを作り、公共交通サービスが大阪市の都市
活動を支えるために重要な役割を果たしている
ことを、職員が実感できるようにして、交通事
業従事者への社会的な評価の回復に努めたい
と考えます。
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緊急提言2
負の遺産（財務リスク）
の抜本処理
負の遺産を子どもたちに
引き継がせない決意

●市長をはじめとする関係者の責任の明確化
●損失補償にかかる財政問題への対応
●同じ問題を起さぬ制度面、体質面の改善

2−1
自らの給与 20%カットにより
関係者の給与カット・
退職金の自主返還を促す

　市長をはじめとする市の関係者は、特定調
停を決断した時点で重要な判断ミスを犯しまし
た。貴重な市民の税金で多額の損失補償を担
うことになったのですから、その責任を明らか
にすることは当然です。当時の特定調停を認め、
承認した議会にも責任はあると考えます。
　具体的に、私が市長となった暁には、自身の
給与を 20%削減することを申し出て、まず先
頭を切って責任を取ります。また、関市長とと
もに本件の決定に関与した当時の助役等にも、
自主的な退職金の返還を求めていきたいと考え
ています。
　そして議会もこの財政危機の一端を担ってい
ることから、共に責任を取る意味でも一定期間、
自主的に議員報酬の返上を行っていただくため
の協議を行います。
　さらに大阪市の幹部職員についても、市民か
らの信頼回復のために、損失補償の一部負担と
して、組合の理解を得ながら給与の一定期間引
き下げについて理解を求めていきたいと考えて
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います。
　市長ならびに幹部職員・議員が今までの責任
を共有することで、将来への道筋を立てていき
ます。
　また、ＷＴＣの二次破綻が確定的になってい
るこの時期に、関市長を再選することの是非を
真剣に考えるよう、市民に問いかけてまいります。
　民間企業では、1 千億円単位の損失補償が
発生した場合、その経営責任の取り方として、
トップ（代表取締役等）の辞任は避けられない
はずです。この点に関して私がリーダーシップ
を取り、責任を明確にして、問題の処理を始め
てまいります。

2 − 2
損失補償にかかる財政問題への対応

　ＷＴＣ，ＡＴＣの３セクの経営が二次破綻と
なった場合、市で買い取るか、民間に売却する
か、いずれかの適切な方法を選択するしかあり
ません。
　いずれを選択しても、特定調停のときの約束
である多額の補償金処理が発生します。損失
補償金額（借入金）は最大 900 億円にのぼり、
実質の収支不足により今後確定されることにな
りますが、大阪市の単年度会計の中で処理で
きない大きな財務リスクが予想されます。
　また損失補償金の資金調達を地方債の発行
に頼ることも困難であるとするなら、民間企業
における同種の問題処理にならい、含み益のあ
る市の資産の売却あるいは担保とした資金調達
方法を再検討する必要が出てきます。
　この一例として、大阪市役所本庁や区役所を
賃貸ビルに見立て、これに不動産の証券化手
法を適用する等の方法で資金調達を行う方法を
検討します。行政財産を一般財産に変更した上
で、その不動産を担保に資金調達し（形式上は

売却）、賃料で借入金を返済していく方法です。
この方法は、行政財産の普通財産化にかかる課
題や不動産課税、手数料や調達金利など多く
の課題があることは承知していますが、「市役
所を売却してでも資金調達せねばならないくら
い、大阪市財政は緊迫している」ことを訴える
ため、ぜひとも取り組んでいきたいと考えます。
　なお証券化によるメリットとしては、市の施
設の保有が大阪市ではなく資産保有会社となり
ますので、施設のメンテナンス業者等について
も一括して再入札を行い、合理化を進めます。
大阪市が直接メンテナンスを行うよりも、低コ
ストに抑えることで、市の資産全体の保有運用
コストを削減します。
　市役所や区役所の低層階は改築を行い、レ
ストランや商業施設を入居させ、賑わいのある
公共施設にして地域の活性化を図り、賃貸収益
を計上します。市や区の組織の中で市民の来訪
が少なく、好立地である必要がない部署は、よ
り賃料の安い民間ビルに移転させます。
　こうして生まれた市役所や区役所の空き床
は、民間事業者にテナント賃貸することで収益
を計上します。
　将来大阪市の財政が好転したときには買戻し
ができるようにして、貴重な市民の資産を切り
売りすることなく、資金調達とコスト削減をし
ていく方法を検討したいと考えます。

2 − 3
制度面・体質面の改善

　今後、同種の問題を発生させないために、大
阪市の制度面・体質面の改善が必要です。
この原因は、大阪市の組織内部で相互牽制が働
かなかったことも一因であり、市役所内部から
市長を選び続けてきた大阪市の体制、それを認
めた市民の選択も反省しなければいけません。
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　また、民間会社の経営感覚に乏しい市職員
が、株式会社組織の重要なポストを得て、経営
の舵を握るという市が作り出してきた３セク体
制にも問題がありました。会社経営能力に乏し
い市の職員の天下り先ともなっていた 3 セク事
業そのものにも問題があります。
　したがって、今後は第三セクター組織そのも
のをできる限り作らず、既存の第三セクターに
ついても早く、民間を経営主体に移行させてい
く必要があります。
　さらに市が関与せざるを得ない外郭団体・法
人組織については、市と当該法人の責任関係
を明確にした上で、できる限り市からの財政支
援を削減します。市の職員は必要以上に会社経
営に関与せず、市は公共事業体として本来目指
すべき公共サービスの適正な提供に集中し、市
場化テスト等を通して市のサービスの民間開放
を進めます。
　交通局の株式会社化という民営化手法につ
いても、大阪市がその株式の過半を握る限り、
大規模な第三セクターを作るという意味で、問
題が大きいと考えます。

財務リスク（平成 19 年４月現在）

大阪市公表資料

http://www.zaisei.city.osaka.jp/

都市計画事業、特定団体だけ表示。他にも財務リスクあり。

阿倍野、此花臨海西部は収支不足総額、他は借入金。

緊急提言3
市役所の改革
財政危機の打開と
市民サービスの維持・向上

　大阪市は今、財政再建団体へ転落の一歩手
前にあります。市の借金は７兆２千億円 ( ※1）
にものぼり、市民一人当たりの借金額は破産し
た夕張市とほぼ同じ277万円になります。まず、
大阪市の高コスト体質を改善する必要があるの
は明白ですが、数値目標を達成するためにリス
トラを敢行するだけでは、市役所職員の働く気
力を奪い、市民サービスの低下を招くことにも
なります。
　財政危機の打開と、市民サービスの維持・向
上という２つの対立する課題に対応するため
に、５つの市役所の改革に取り組みます。

※1.　一般会計・公営企業会計・特殊法人・第三セクター
の借金を全て合計した場合（2004 年度）

●若手起用と事業本部制による
市役所組織の活性化
●見える改革から見せる改革、魅せる改革へ
●行財政改革と行政コストの削減
●市職員の削減の考え方
●区への分権の推進

3−1
若手起用と事業本部制による
市役所組織の活性化

　今、改革に必要なのは大阪の将来に向けた
「夢」。夢が描けるのは、若い世代です。現場に
足を運び対話を繰り返しながら市政改革を進め
ていくには、若い世代と語り合える、夢を共有

P7
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できる若いリーダーが必要です。そこで、若い
世代を中心とした、「創造と改革」を実現する
大阪市の体制を作ります。
　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。
　市の組織では若手の部課長級人事を拡大し、
積極的に外部人材の起用を行い、フットワーク
に優れた「現場重視」「市民本位」の組織づく
りを進めます。

３−２
見える改革から見せる改革、
魅せる改革へ

　現在進められている市政改革は、市民との対
話を十分に行っているとはいえません。行財政
改革を前面に出した外部委員主導型の改革と
なっており、市民の理解は不十分です。
　市民との対話と協働を基本とする市政改革の
第一歩が、この政策提言の策定プロセスにある
と考えています。できる限り多くの市民の方々
とタウンミーティングを開催し、市民の声、夢、
提案を政策に反映させていきます。
　この手法を大阪市のすべての部局に浸透さ
せ、市民との対話と協働を基本に運営される大
阪市政を実現します。さらにマスコミとの距離
も縮めながら、「ガラス張りで市民に見える改
革」を目指します。「見せる改革」から「魅せる
改革へ」とより積極的な情報開示を行い、市民
の関心喚起に努めていきたいと考えています。

３−３
行財政改革と行政コストの削減

　市役所の合理化、効率化、そして行財政改革
により行政コストの削減を行うこと。これには
不断の覚悟で取り組んでいく必要があります。
　しかし現在の大阪市の市政改革路線は、厳
しい財政状況を理由に、市民の活力と創造の
芽を摘むようなコスト削減の方向へと進んでお
り、これでは将来の大阪の未来は描けません。
この厳しい財政危機を乗り越えていくには、
もっと市民との対話と協働が必要です。現市政
では、この努力が不足しています。
　市民参加とコミュニティ活動の活性化によっ
て、地域の防犯や防災、高齢者福祉、公共施
設の管理運営など、市役所が多額の費用をか
けて行っている行政サービスのコスト削減が可
能になります。
　さらに市の業務についても、市民団体や
NPO、民間企業への委託を進めることで、少
ない予算で、効率的な行政サービスを実現する
ことを目指します。このため、「市場化テスト（市
の業務に対する官民競争入札）」「協働化テスト

（提案募集と協議による市の業務の官民役割分
担）」の導入を検討します。
　市民から大きな批判を受けた「同和利権」に
関しては、健全な競争原理の導入・推進と、徹
底した契約関係の透明化を進めます。

３−４
市職員の削減

　大阪市は他の政令市と比べても職員数が多
く、段階的に削減を進める必要があることは誰
の目にも明らかです。
　削減の具体的方法と目標数値については、
実情を把握してから掲げていきたいと考えてい
ます。
　しかし職員の削減には、職員の立場に立って
退職者が経済的・社会的に自立できる仕組みを

マニフェスト
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考えることも大切です。また、職員数の減少に
より市民サービスの低下を招かないような対応
が必要です。
　このためには、民間への出向制度の検討に加
え、早期退職制度の運用を支援するとともに、
退職者が地域活動に参画し、社会活動を継続
していけるよう支援を行います。

３−５
区への分権の推進

　住民に身近な行政は、できる限り身近な自治
体において処理することが望ましいという考え
方を基本に現在地方分権が推進されています。
　こうした考え方からすれば、大阪市で住民に
もっとも身近な行政単位は区ですが、現在の区
は出先機関としての役割が強く、区民のニーズ
に柔軟に対応できないなど本庁部局による縦割
りの弊害を指摘する意見もあります。
　このため、区への分権を推進し、多様な市民
ニーズに対応できる体制づくりを進めます。
　この区への分権の取り組みのひとつとして、
区長の公募制度の実現とあわせて、準公選制度

（区民投票で選ばれた人を首長が区長に任用す
る）についても検討を行ない、働きかけていき
ます。
　また、実効性をもたせるために、区と本庁、
区と区の間の調整機能を位置づけます。また、
市民のパワーを引き出し、各方面をコーディネー
トできるような人材養成に力をいれます。さら
に、企画・政策面をサポートするアドバイザー
制度をもりこみます。

大阪を世界で一番
元気なまちに！
５つの分野への
政策提言

政策提言1
文化立都のまちづくり
歴史と文化 、
自然を活かした都市再生

　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。

１−１
文化創造産業を
基幹産業のひとつに育成

　文化創造産業を基幹産業のひとつと位置づ
けて、重点的に振興を行います。
市内のあちらこちらに埋もれている、文化に関
する素材や創造産業の芽を伸ばし、４年をめど
に大阪をアジアにおける文化創造産業の中枢と
なることをめざします。そして 10 年をめどに、
文化創造産業が大阪の基幹産業のひとつとなる
までに育成します。
　それも市民との恊働により、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

大阪人の自信と誇りをとりもどそう
大阪を世界で一番元気なまちに！
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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。また
北梅田では、産官学の連携によって知的財産や
ロボット・情報通信技術、映像産業などを盛ん
にし、先端技術と表現活動が融合した他に例を
見ない魅力的な「文化都心」とします。市民と
行政、企業の総力をあげて取り組みが進むよう、
大阪市がリーダーシップを発揮してまちづくり
を推進します。
　船場地区では、大阪市産業創造館やＳＯＨＯ
型施設（※ 2）の運営に取り組んでいる民間事
業者と連携し、新たなクリエイティブインダスト
リー（※ 3）の拠点となるように地域の活性化
に取り組みます。また御堂筋や三休橋筋、堺筋
を文化創造都市のシンボルロードとして、ギャ
ラリーにみたてた街路空間づくりと、その界隈
の文化的魅力を情報発信する活動を支援しま
す。日本橋筋界隈では、知財やコンテンツに関
わるまちづくりを、デザイン事務所・映像制作
会社などが集まりつつある南森町・扇町界隈で
は、扇町インキュベ－ションプラザ（※ 4）の活
動強化により、新たな事業者の創業支援を行い
ます。

※ 2. ＳＯＨＯとは、自宅や小規模事業所等で仕事を行う
独立自営型の就労を示します。
※ 3. 各種の情報や広告、出版、音楽、映画、漫画・アニ
メ、ゲームなど各種の創作物についての産業を発展させ、
国際競争力を強化することで新たな基幹産業としていく
政策
※ 4. 起業家が入所するオフィスで、起業家同士がネット
ワークを築くことができる、ビジネス交流があるなど、
事業をスムーズに立ち上げていくサポートのある、創業
支援型の施設。

１− 2
アーツ・カウンシル（芸術文化政策を
調査・提案し、評価を行う公民協働
組織）

　市民が受け手となる文化行政から、積極的な
市民参画を重視する文化政策へと転換を進めま
す。一例として、公民協働で芸術文化政策を協
議するための組織である、「アーツ・カウンシル」
の設立に向けた支援を行います。大阪版「アー
ツ・カウンシル」はボランティアによる民間組織
を想定、大阪市はその設立と運営の支援を行い
ます。活動を公開することで、より多くの市民
の参画と協働により、新しい文化政策のありか
たを議論し、具体的な形にしていきます。

１− 3
地域にふさわしい
都市機能の導入のための公有地売却
　
　貴重な公有地の売却にあたっては、周辺のま
ちづくりの方向性を見すえつつ、地域にふさわ
しい都市機能の導入・実現を目指します。
　たとえば市内の小学校跡地の売却にあたっ
ては、地域の歴史性や文化特性、コミュニティ
や環境面でのよりよい関係、さらには将来像を
充分に検討したうえで、必要な都市機能を盛り
込むことを、公有地売却の条件とします。また
ベイエリアなどの未利用地・遊休地の売却にあ
たっては、地域のビジョンや土地利用の指針を
定めた上で売却処分を行ないます。

１− 4
「水都大阪 2009」を契機とする
魅力ある水際空間の創造

　都市再生シンボルイベントである「水都大阪
2009」をきっかけにして、市民による水際空

マニフェスト
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間や河川空間の積極的な利活用を促進します。
　「水都大阪 2009」の実施にあっては、船に
よる遊覧や交通を新たに行なう事業者や市民を
支援するとともに、水際空間の管理やマネジメ
ントを市民グループに委託するといった仕組み
を府市連携で具体化します。また、イベント終
了後も継続して、都市美観を保ち、その向上を
めざして、より活気のある水際空間の創出をは
かります。現代美術や生活文化に関わるさまざ
まな催事や振興策を水際空間で展開し、世界
に対して大阪が歴史ある水都であることを強く
訴え働きかけるため、「水都大阪 2009」を継
承する事業を計画します。

１− 5
市が管理する水際空間や橋、
歴史的建築物を
民間の知恵と力で活用

　都心の水辺を舞台として市民参加型のまちづ
くりを展開します。人道橋や公園をはじめとす
る水際空間の利活用を進めるため、積極的に
市民からの提案を受け入れ、水際空間の管理・
運営を市民グループに委託します。
　歴史的建築物の利活用を民間の知恵と力で
推進します。たとえば桜宮公会堂周辺の再整備、
旧大阪市立博物館の利用促進を市民参加によ
り進めていきます。
　市民が愛着を持つ歴史的建造物の再開発に
あっては、その建物の歴史的評価・美術的評価・
都市美観の維持 ･ 向上に配慮します。たとえば
容積率の移転や容積率の割り増しなどによる外
観保存・部分保存など、建物の価値を損ねない
ような開発を誘導する規制緩和を行うなど、大
阪の文化的な都市景観の維持・向上に努めます。

政策提言2
創業立都のまちづくり

「産業の地盤沈下」に黙ってられへん

　大阪は、かつて「大大阪」とも呼ばれた産業
都市でしたが、現在は事業者の流出や減少がと
まらず、これまで大阪を支えてきた中小企業の
活力も低下しています。
　このため、これからの大阪を支え活力を生み
出す新しい企業の創出や、観光などでの新しい
産業を創りだすことで大阪のまちおこしを行う

「創業立都」のまちづくりを進めます。

2 −１
水と緑あふれる北梅田のまちづくり

　北梅田地区におい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
を進めるとともに、北梅田地区の開発を担う民
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。
　これからは東アジア各国の大都市との競争の
時代になります。北梅田地区を世界に誇れる大
阪の顔とするため、オフィスや研究施設・商業
施設などが集まった大阪の玄関口にふさわしい
まちづくりを進めるとともに、地区に隣接する
周辺地域の一体的整備を進めます。
　こうした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。

大阪人の自信と誇りをとりもどそう
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2 − 2
産業振興・雇用創出のための

「八百八社」プロジェクトの展開

　大阪の事業者数は年々減少してきており、近
年は特に減少が大きくなっています。なかでも
中小企業がその活力をなくし減少していること
は大きな問題です。
　事業者数の減少をくいとめ、大阪の元気をと
りもどすため、大阪の活力を支える新たな事業
者を創りだす施策として「八百八社」プロジェク
トを展開します。
　八百八社プロジェクトとは、大阪で創業し、
大阪で雇用拡大を行う新しい会社を「まち支え
会社」として認定し、その創業と事業拡大を支
援することで、大阪を拠点とする元気な（八百八
＝多くの）中小企業や NPO の立地を進める施
策です。
　具体的には、遊休施設の活用による創業拠点
の提供、事業拡大のための資金融資などを行
います。
　これにより、たとえば、いわゆる社会起業家
の活動、ものづくり技術の高度化をはかる企業、
都市型観光事業者、公共サービスの担い手とな
る企業を支援します。

2 − 3
新しい都市型観光の推進

　大阪の現在の観光は、主に大阪城や通天閣
といった歴史的な資源と U ＳＪや海遊館などの
新しい施設が中心となっています。
　しかし、大阪の魅力は、こうした施設だけで
なく、もっと市民の生活感にあふれた「ディー
プ大阪」ともいうべき特色ある日常のまちの中
にもあり、これからの都市型観光ではこうした

「日常のまち」の魅力をアピールしていくことが

重要です。
　このため、こうした魅力ある「日常のまち」
に触れることのできる「まち歩きツアー」の開
発やボランティアガイドの育成など、新しい都
市型観光を広めるための施策を展開します。
大阪城、通天閣、中央公会堂などの世界に誇
るランドマークや、キタ新地やミナミといった、
大阪が世界に誇る盛り場文化本来の魅力をもっ
と新しい切り口でアピールしていくことはもち
ろん、鶴橋や日本一長い天神橋筋商店街、九
条商店街とその周辺を散策するツアーなど「都
市に暮らす人々の日常」を観光資源にした、「新
しいタイプのツーリズム」と「都市観光事業の
推進」を打ち出します。

政策提言3
安心立都のまちづくり
子どもからお年寄りまで、
みんなが元気で安心できる大阪を

　安心して子育てができる、高齢者や障がい者
がいやすい、女性が働きやすい、そして誰もが
住みたいと願う、大阪らしい「豊かさ」を感じ
る都市にしていきます。
　そのためにも、福祉・教育・防災・子育てな
どの役割を担う地域コミュニティ活動が実行力
をもてるように支援・強化するとともに、市役
所・企業などの退職者の社会参加を拡大するな
ど、地域を支える人づくりを基本として取り組み
ます。

マニフェスト
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3 −１
教育・子育てのサポート

　学校評価制度の定着や、また小中一貫教育
の試みの効果を日々の学校運営に活かすなど、
教師が資質を高める取り組みを推進します。
　習熟度別（少人数）授業については、学校の
事情に応じてきめ細かい運営を支援します。
　学校施設を開放した自習や補充授業など基
礎学習支援に取り組み、ボランティア人材バン
クを設け、大学生や地域の人たちの協力を得ま
す。
　学校運営においては、学校の管理や地域と
の協働などに必要な経費を柔軟に使える裁量
制や、管理職の労務を改善しやりがいのある仕
事と感じてもらえるよう支援策を相談し実現し
てまいります。
　また、日本一暑いといわれる大阪の夏を緩和
するため、植栽を活かしたグリーンカーテンや
校庭の芝生化といった工夫をとりいれ、普通教
室の冷房化についても検討を進めます。
　朝食をとらずに登校する子どもが増加してお
り、必要に応じて、補食（パンと牛乳など）を
とりいれ同時に食育の大切さを学ぶ機会をつく
り、食生活の改善をはかります。
　家庭、学校、地域、さらに専門家やＮＰＯ団
体が連携し、地域での育みが重要となります。
このため、現在のはぐくみネットについては、
コーディネートや企画面、取り組みを地域に知っ
ていただく告知面の強化・支援を行います。
　子どもたち、青少年の居場所を、地域の事情
に応じてつくっていく必要があります。
　いきいき放課後事業を進めるとともに、子ど
もたちが、仲間や地域の人たちと触れ合いや、
体験をして成長していけるよう、また大人にとっ
ても学びの場となる、町家や長屋などを活かし

た「なにわ版・寺子屋」の運営を積極的に支援
します。
　保護者の多くは保育に不安をもっており、ま
た一人親家庭が急増しています。このため、保
育所の入所条件の緩和も含む様々な方法で、
保育サービスを利用できる機会を設けます。
　適切な保育ができずに幼稚園や小学校をむ
かえるケースに対応するために、保育所が地域
の中で育児支援を果たし、保育体験など気軽に
子育ての相談ができる流れを創ります。同時に、
就学前の児童の保育について、一貫した取り組
み方針をたてます。
　現役子育て世代の負担を少しでも軽くするた
め、育児用品の寄付や交換の場を各区に設け、
子育て相談の機会として活かします。

3 − 2
高齢者・障がい者の居場所をつくる

　「心のバリアフリー日本一」の大阪を目指し、
「施設から地域へ」「多様なサービス、多様な供
給者」の流れをふまえて、大阪市が全国に先が
けて取り組んできた、高齢者や障がい者につい
ての取り組みを発展、大阪版「障がい者差別禁
止条例」を定め、障がいとは何かをみんなが理
解する取り組みを推進します。
　先の「なにわ版・寺子屋」とも連携し、町家
や小学校の空き教室などを利用して、高齢者、
障がい者、子ども等にとって気軽な居場所とな
るよう、デイサービス、学童保育、子育てなど
が集まった、小規模で多機能な居場所づくりの
モデルを発展させます。
　介護サービス事業者・医療関係者・保健関
係者住民・ボランティアなどがチームを組んで、
きめ細かい支援や、また、心身の疲労が激しい、
家族介護の介護者への支援を強めます。
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　在宅で介護や見守りが必要な障がい児・障が
い者と高齢者の、地域での生活を個別に支援
するため、サポーター派遣のためのしくみを創
ります。
　すでに実施されている「大阪市立高等学校知
的障害生徒自立支援コース」を拡充し、市立
高校への受け入れを推進します。また、住み慣
れた地域に住み続けることが出来るように、グ
ループホームへの支援を充実するとともに、働
く場を確保するため、障がい者・創業支援制度
に取り組みます。
　地域コミュニティと連携し、一人暮らしの高
齢者について見守り活動を充実し、平素の安否
や震災時の救助ができるようにします。

3 − 3
地域に根ざした医療・防災・防犯

　救急医療体制、安全対策の強化のために、
厳しい財政状況の中でも、地域に根ざした緊急・
救急医療体制の充実には必要な投資を行い、
安心して住める大阪市を作ります。また、子ど
もたちの安全確保に努めます。
　このため、次の３つの施策について取り組み
を行います。
①救急車の増強と救急隊の強化
救急車が現場に到着する時間が、望ましいとさ
れている5分以内を越え、10 分以上要したケー
スも1 万回以上に達し、救急車の増配と救急
隊の強化に重点的な予算配分を行います
②市立病院の人材確保と . 応急手当の普及活動
大阪市立総合医療センターを中心に、医師・看
護師の人材確保を進め、民間の施設の給与条
件等に比較して、適切な給与条件・勤務条件と
なるように配慮します。
③応急手当の普及啓発
さらに、市役所・区役所等身近な公共施設では、

応急手当の普及啓発のための研修（AED 操作
や人工呼吸など）を行い、大全職員が市民の
救急救命に参画できる体制を構築します
　地域で防災・防犯の強化のために、登下校の
子どもたちの見守りなど、地域と連携した安全
対策を行います。ひったくりなど治安悪化を改
めるため、街路灯 ( 行政）、防犯灯（町会）、門灯（個
人）がまちをカバーし、明るさにスキやムラが
ないように点検・改善を支援します。
　また、震災がおきてから３日間は行政の支援
は困難です。災害が起こることを前提に、被害
を減らす効果的な取り組みが必要です。
そのため、平素から耐震化や実効性のある訓練
や知恵が必要です。そこで、地域防災リーダー
を中心にしながら、とくに中学校と連携し中学
生に協力を得て防災教育を行います。また、中
堅世代、事業所に協力の輪をひろげ、初期消火、
救助体制を強化するため、情報を共有します。

3 − 4
魅力ある住環境づくり

　新たに供給される集合住宅等について、コ
ミュニティ形成をはかることを義務づけ、さら
に独自の工夫を行った開発事業を「安心コミュ
ニティ住宅（仮称）」として認定する制度導入を
はかります。
　大都市・大阪に住まう魅力を発信するため、
地域やＮＰＯと協力して、魅力的なお店や文化
資源や生活サービス情報を地域単位でほりおこ
し、情報誌等を通じて発信していきます。その
ために、地域の特徴や魅力を活かした住環境づ
くりを支援していきます。
　今後必要性が高まるマンション再生について
は、管理組合は初動期に不安をもっておられま
す。第３者の専門家が建替え・補修両面で、客
観的にアドバイスしていけるよう関係団体と協
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力し支援していきます。

3 − 5
あいりん釜ヶ崎地区の自立支援と
福祉施策

　大阪市の生活保護費は老人福祉費・児童福
祉費等を含めた扶助費の過半を占め、大阪市
の歳出予算の14.3％を占めています。
　生活保護費は年々増加の一途にあり、平成
19 年度予算で 2320 億円、平成 28 年度に
は 2546 億円と予想されています。
　全市の生活保護世帯の 4 分の1が西成区に
集中しており、中でもあいりん釜ヶ崎地区が多
く、野宿生活者を含めた生活保護・福祉施策を
実効あるものとして取り組んでいくことが急務
といえます。
　大阪市はこれまで行なってきた、行政が用意
した施設に一時収容して仕事を探しお金を貯め
て住居を得るという組み立てでは、自立を定着
させていくことが困難で、結果的に扶助費の抑
制にもつながっていません。
　そうではなく、地域の既存の賃貸住宅等を活
用して，まず「住まう」ための支援からはじめ、
次に生活再建面での支援を地域ネットワークの
なかで提供し，地域で見守りつつ地域に根付く
ような施策を実施するものです。
　具体的には、①地域の既存民間施設の活用
による居住条件の整備　②生活再建面での支
援を地域ネットワークのなかで提供　③公的就
労の拡大と生活保護の見直し④地域のネット
ワークを行政が積極的に活用し，逆に行政内部
の横の連絡体制に地域の住民や当事者が参画
によって真に実効的な機能を期待できます。個
別の福祉・扶助政策ではなく、地区全体のまち
づくりを通した総合的な対策を講じる必要があ
ります

　なお、公的就労の拡大のために、次のような
施策を展開します。

①公的就労の拡大をはかり、労働者の働く場
の確保を進める
②公的就労の対象としては、大阪市域の公園・
道路等の清掃、駅前の自転車整理、水辺の清掃、
地域のみまもり・夜警など、地域の美化、生活
環境の向上にも資するサービスを選定し、働く
喜びを実感できる施策
公的就労の拡大は結果的に生活保護費の抑制
に結びつくため、生活保護費と公的就労拡大
の費用はトータルとして前年度を上回らないよ
うな予算措置を講じます
また、投資対効果の低い「あいりん越年対策事
業（南港臨時宿泊所事業）」を廃止し、この事
業費で次のふたつの施策を実施します
①地域の簡易宿泊所等の民間施設の活用によ
り効率的・効果的な越冬対策を実施し、あわせ
て地域施設の活性化を進める
②年間のべ 300 人を 6 ヶ月間、地域の既存施
設に宿泊し自立支援のためのサポートを行う（一
人1日あたりの支援費を 5000 円として、2
億 7000 万円）
また住居不安定の方々が、住民票を設定するこ
とができないことから社会的排除をされる状況
は改善すべきであり、住民票の登録に関する円
滑な対応について検討を行う。

※南港臨時宿泊所事業は、1320 人の宿泊のために 3
億円以上の経費をかけている（一人あたり 22 万円）。こ
の費用のほとんどはプレハブ建設費として消えている。
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政策提言4
地球環境に配慮した
まちづくり
環境と経済に優しい取り組みを
実施します

　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、地球環境に配慮
した公民協働のまちづくりをすすめます。

4 −１
先進技術で街路照明の省エネ化
─ LED 街路照明の導入

　梅田北ヤードなど新しいまちづくりの場で
は、人や車の通行実態に合わせた照度コント
ロールを行うためのセンサーネットワークの設
置など先進技術の導入を積極的に進めます。セ
ンサーネットワークはノルウェーのオスロ市に
おいて導入された事例では、街路照明の電気
代が 30％節減されています。環境にやさしく、
人や車の位置を明るく照らし防犯効果や交通安
全対策としても、導入について具体的な検討を
進めます。
　さらに、大阪府の「防災セーフティロード」と
連携させ、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）による街路
照明を北ヤードから御堂筋をシンボルロードと
して実験的に配備します。

4 − 2
ヒートアイランド対策として
屋上緑化をすすめます

　屋上緑化や芝生化については、学校施設や住
宅で実際に行いたいというニーズはあるものの、
適切に実行できるアドバイスができていないの
が現状です。相談体制を強化するとともに、公
民協働の「緑化博」を行い、小さくてもあちこ
ちに屋上緑化があるまち大阪をつくります。
　工業用水として取水し過ぎた反省から、使用
を控えていた地下水を適正に活用するため、緑
化や打ち水といった中水としての利用、地下水
を活かした散水など、社会実験を経てヒートア
イランド対策の実用化に向けた検討を行います。

4 − 3
環境負荷の少ない
公共交通の利用促進

　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の
利用促進を推進します。

4 − 4
自転車を生かしたまちづくり

　放置自転車数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平坦で
あり、省エネ効果の高い自転車が利用しやすい
環境であることも意味しています。この利点を
生かすための重点施策と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や、パリ市
などで行われている自転車貸し出し制度の導入
可能性について検討を行います。施設の整備に
あたっては、「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
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標を定め、走行路の整備と併せて駐輪施設の
整備を進めます。バス停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についても取り組
むこととします。

政策提言5
協働のまちづくり
日本一の市民自治先進都市を
目指します

5 −１
自治基本条例を制定

　大阪に漂う閉塞感を打ち破るには、大阪を愛
し、大阪を想う市民との協働を基本に市政運営
を行う事が基本です。
　大阪はもともと町人文化のまちであり、町人
が集まって自分たちで橋を架けるなどの自治を
行ってきた伝統があります。
　こうした「なにわびと文化」を目覚めさせて、
行動する市民と行政とが協働していくモデルと
なるような市民自治先進都市を目指します。も
ちろん市長も行動します。
　その第一歩として、まちづくりの基本となる
考え方や、市民、議会、行政それぞれの役割、
市民参加や情報共有の仕組みなどを示した自
治基本条例を市民のみなさんとともにつくって
いきます。これは、市民と行政の協働によるま
ちづくりの憲法ともいえるものです。

5 − 2
「なにわ版、新時代の公共のあり方」
の策定

　行政がひき受けてきた公（おおやけ）の仕事
を、市民や地域、市民団体、事業者も分担・協
力して効果を出し、共に生きる時代を迎えてい
ます。
　そこで「なにわ版・新時代の公共のあり方」
を幅広く議論し、考え方を整理したうえで、しっ
かりと打ち立て、実行に移します。
　行政は、大阪人の底力を引き出す裏方に徹し、
情報を提供のうえ市民と協働し、市民も責任あ
る立場で参画いただけるようにするものです。

5 − 3
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

　既設の公的なスペース、施設を市民の力で活
性化するために、「市民プラザ・プログラム（仮称）」
を実施します。たとえば旧御津街園がアメリカ
村のシンボル広場・三角公園として再生された
ように、市民が自主的な活動をおこし、その場
所として、既存の施設や都市の空間を再生して
活かす場合に支援を行なうのが、市民プラザ・
プログラムの狙いです。
　また、市民活動のための基金をつくり、区ご
とに市民が参加し運営します。さらに、市民税
の納税額１％を、市民自らが選んだ市民活動団
体に補助する制度を検討します。市民活動団体
がしっかりと運営され、市民も存在を理解して
いると土壌を根づかせます。

5 − 4
市民政策委員会 ( 仮称 ) を設置

　全市的な政策の課題、まちづくりについて市
民の視点からの意見を掘り起こす「市民政策委
員会（仮称）」をつくます。
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市民、各種団体、ＮＰＯが意 見交 換をする
「フォーラムＯＳＡＫＡ（仮称）」を開催します。
市長、職員が同じテーブルで一緒に議論に加わ
ります。

5 − 5
地域自治協議会 ( 仮称 ) の設置と、
地域サポーターを育成し

「人」を支援

　防災・教育・福祉・子育てなど、地域で必要
とされる公益なことがらに取り組む、伝統ある
既存の組織や、市民団体、事業者が、悩みや
情報を交換し、補いあって、将来にわたり地域
を支えていけるように「地域自治協議会（仮称）」
のしくみをつくります。また、各協議会どうし
が情報交換し、助け合う区民会議をよびかけま
す。もちろん、区役所との協働、専門家による
支援も行ないます。
　しかし、地域住民の参加が得られにくい、人
材が不足している、といった課題があります。
行政・地域・市民団体の立場や事情がわかり、
調整ができる人材を育てるような支援策も工夫
します。
　市役所・企業等の退職者の社会参加を拡大す
るなど、地域を支える人づくりに取り組みます。

5 − 6
なにわの地域貢献企業の支援と
エリアマネジメント広告の推進

　社会的な弱者の雇用促進、地域活動や家事
への参加…といった企業の社会での責任や貢献
を評価する取り組みは、元々大阪商人の伝統で
ある「奉公」の精神であり、国際基準（ＩＳＯ）
としても検討されています。このような自主的
な社会貢献を行政の業務、地域づくりに活かす

など、事業者、行政、市民の協力のしくみをつ
くり、推進します。
　また地域や商店街での地域貢献事業や、タ
ウンマネジメント活動の資金を確保するため、

「（仮称）大阪版地域貢献型広告（エリアマネジ
メント広告）事業」の推進をはかります。
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おわりに

お願いから参加へ
行動する市民、行動する職員、行動する市長に

　最後までマニフェストを読んでいただき、ありがとうございました。おわりに、ジョン・F・
ケネディの大統領就任演説を紹介したいと思います。

My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you 
can do for your country.

『アメリカ国民のみなさん　アメリカになにかをしてもらいたいと訴えるより　あなたがアメリ
カのためになにが出来るかを考えてください』

　私は今回、みなさんに同じことを訴えたい。大阪市の政治家や、市役所になにかをしても
らいたいとい発想ではなく、自分たちが大阪をよくしていくためになにが出来るかを考えてく
ださい。そうでないと、真の意味で大阪を元気なまちにしていくことは出来ません。

　大阪市長選挙の投票率は、前回 33.92%、前々回は 33.31%です。3 人に 2 人は市政
に関心がなく、あきらめと閉塞感が大阪を覆っていました。
　今回の市長選挙では、他の候補者もマニフェストを発表しています。ぜひ読み比べてくだ
さい。その上で、必ず投票にいってください。この閉塞感を打ち破るために、まず自らの１票
を投じて大阪市に関わって欲しい、参加して欲しい。
　私はタウンミーティングを通して、いま市民の間には「もう黙ってられへん！」という怒りが
あることを感じました。私は「なんとかせなアカン」という強い想いと、市民の怒りを背中に
受けて、行動する市長として大阪の改革に取り組みます。
　行動する市民、行動する市役所、行動する市長が一丸となって、大阪を世界で一番元気な
まちにしていきましょう。
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マニフェスト

橋爪紳也プロフィール
昭和 35 年 12 月 6 日、大阪市中央区島之内の建築塗装業を営む家庭に生まれました。
幼少期の私の遊び場は、東横堀川や空堀商店街など「大阪のまち」そのものです。
通った南中学校の旧校舎は、アメリカ村のただなかにあって、
今は商業ビルに建替えられています。
京都大学と大阪大学で学び、その後も「大阪のまちづくり」に関わってきました。
学内だけでなく、まちの「現場」に出向いて人々と話し合うのが私のスタイルです。
法善寺横丁の火災では、横丁の方々に復興への希望をお話し、
議会や行政、事業者とのコーディネートをお手伝いしました。

モットー「現場主義」
座右の銘「浩然之気」

■学歴

大阪市立大宝幼稚園卒園

大阪市立道仁小学校卒業

大阪市立南中学校卒業

大阪府立高津高等学校卒業

京都大学工学部建築学科卒業

京都大学大学院工学研究科修士課程修了（建築学専攻）

大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修了（環境工学専攻）・工学博士

■職歴

平成  ２年４月　京都精華大学人文学部専任講師

平成  ７年４月　京都精華大学人文学部助教授（大学院兼務）

平成１０年４月　京都精華大学創造研究所所長兼務

平成１１年４月　大阪市立大学文学部助教授

平成１３年４月　大阪市立大学大学院文学研究科アジア都市文化学専攻助教授

平成１８年4月　大阪市立大学都市研究プラザ教授

平成１９年９月　大阪市立大学都市研究プラザ教授を辞職
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■大阪での主な活動とこれまでの実績

『大阪人』編集委員

NHK 朝の連続テレビ小説『芋たこなんきん』の時代考証を担当

大阪市住宅審議会委員

水都大阪 2009 プロデューサー

法善寺横丁復興委員会 専門委員

大阪商工会議所都市再生委員会副委員長

■主著

『大阪のひきだし』鹿島出版会 / 監修・2006

『大阪力事典』創元社 / 監修・2004

『心斎橋筋の文化史』心斎橋筋商店街振興組合 / 監修・編著・1997

『大阪モダン通天閣と新世界』NTT 出版 / 単著・1996

『南海ホークスがあったころ』紀伊國屋書店 / 共著・2003

『大阪新・長屋暮らしのすすめ』創元社 / 編著・2004

『ゆく都市くる都市』毎日新聞社 / 単著・2007

『大大阪モダン建築』青幻舎 / 監修・2007

他、 多数
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