平成２４年９月定例会一般質問（概要）
平成 ２４ 年 １ ０月 ２日
坂上

敏也

議員

１ 大 阪 府 全 域 を 対象 と す る グ ラ ン ド デザ イ ン の 実 現
＜坂 上 議員 ＞
これか ら策 定さ れる 新しい グラ ンド デザ インは 、 2050 年に 向 けて、府域 の
各市町 村に おい ても 、誰も がぜ ひと もこ こに住 みた いと 思え る、真 に魅 力的
な都市 空間 の創 造を 実現し 、
「 定住 人口・一千万 人 」を実 現 するも ので ある こ
とが必 要。
具体的 な方 策と して 、都心 部だ けで なく 、大 阪 府域 の市 町村 におい て定 住
人口の 増加 を図 るた めの都 市空 間創 造に 向け、 今後 どの よう な観点 を重 視し
て取り 組ん でい くの か、知 事の 所見 を 伺 う 。
＜松井 知事 ＞
府域全 体を 対象 とし た「グ ラン ドデ ザイ ン・大 阪都 市圏 」の 策定に あた っ
ては、 定住 魅力 あふ れる都 市空 間の 創造 に向け て、 鉄道 ・道 路網な どの 利便
性向上 や、 災害 に強 い都市 構造 の形 成と ともに 、み どり 豊か で魅力 あふ れる
地域づ くり など の観 点を重 視し て、 取り 組んで いく 。
２ 鉄 道 ネ ッ ト ワ ーク の 充 実
＜坂 上 議員 ＞
府域全 体に おい て定 住人口 を増 やし 地域 の活性 化を 図る ため には、 地下 鉄
や私鉄 をは じめ 公共 交通機 関の 利便 性を 高める こと が大 切で ある。 中心 部と
周辺部 を繋 ぐ鉄 道の 延伸や 、放 射状 に広 がる鉄 道網 を横 に繋 ぐとい った 全体
構造を 考え てい くこ とは非 常に 重要 。
大阪市 域と いう 行政 エリア の束 縛か ら解 放され るこ とが 、府 も参加 する 統
合本部 によ る地 下鉄 民営化 議論 の大 きな 意義で あ る 。「 終発 延長」「料 金値 下
げ」と とも に、 民営 化の象 徴と して 「鉄 道ネッ トワ ーク の充 実」を 、で きる
ものか ら進 めて いく ことが 必要 で あ る。
「 グラ ンド デザ イン ・ 大阪 都市 圏」 を検 討する 際に は、 鉄道 ネット ワー ク
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の広域 化が 不可 欠で 、 とり わけ 府 南 部へ の延伸 が是 非と も必 要 であ り 、 まず
は、御 堂筋 線の 延伸 につい て 、 大阪 市営 地下鉄 の参 画を 真剣 に考え るべ き。
国土軸 と接 する 北部 地域と 関空 を中 心と する南 部地 域を 結ぶ 鉄道ネ ット ワー
クの構 築を すぐ にで も実行 に移 すべ き。 北大阪 急行 線の 延伸 事業を 契機 とし
て、料 金体 系が 一本 化でき れば 、利 用者 にもメ リッ ト還 元で きるな ど、 大阪
全体の 成長 にも 貢献 する。
大阪の 成長 に貢 献す るため 、地 下鉄 民営 化の検 討と あわ せて 、地下 鉄の 大
阪市域 外へ の延 伸を はじめ 「鉄 道ネ ット ワーク の充 実」 につ いて、 広域 的な
視点か ら、 府市 一丸 となっ て取 り組 むこ とが重 要と 考え るが 、知事 の所 見 を
伺 う。
＜松井 知事 ＞
鉄道ネ ット ワー クは 、大阪 の都 市構 造や 府民活 動を 支え るイ ンフラ であ り、
利用者 の視 点に 立っ て、そ の充 実を 図り 一層便 利な もの にす ること が重 要。
新たに 策定 する 「グ ランド デザ イン ・大 阪都市 圏」 の検 討と あわせ 、地 下
鉄の民 営化 も踏 まえ 、鉄道 の専 門家 等の 意見を 聴き なが ら、 鉄道ネ ット ワー
クのあ り方 をと りま とめる こと とし てい る。
具体化 に際 して は、 整備に 多額 の事 業費 を要す るた め民 間の 資金や ノウ ハ
ウを活 かし て需 要の 確保を 図る こと や、 料金に つい ては 事業 者の意 向を 尊重
するこ とも 必要 であ り、今 後、 事業 者や 関係機 関と とも に、 鉄道ネ ット ワー
クの充 実に 取り 組ん でいく 。
＜坂上 議員 ＞
大阪府 がけ ん引 して 鉄道ネ ット ワー クの 充実に 取り 組む べき 。知事 の決 意
如何。
＜松井 知事 ＞
鉄道 ネッ トワ ーク の充実 に つ いて は、 現在、 府市 統合 本部 でも専 門委 員と
橋下大 阪市 長も 交え て様々 な議 論を して いると ころ 。
莫大な 予算 がか かる 事業 で あり 、鉄 道事 業者と の連 携が 非常 に重要 であ り、
鉄道事 業者 や関 係機 関と 今 後も 連携 して 取り組 んで まい る。
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３ 都 市 空 間 創 造 の戦 略 的 推 進
＜坂 上 議員 ＞
「グラ ンド デザ イン ・大阪 」で は、 都 心 居住を 促す ため 、御 堂筋の みど り
化や景 観の 向上 とと もに、 沿道 のビ ルの 高さ制 限を 緩和 し、 居住機 能の 充実
と質の 高い 賑わ い空 間の形 成を 図る 方向 性が示 され てい る。
定住人 口増 加の ため には、 都市 計画 や建 築規制 の緩 和が 重要 。高さ 制限 や
行政に よる 居住 機能 の制限 とい った 規制 がなけ れば もっ と多 くの人 口が 住め
る余地 があ る 。ビ ル の高さ 制限 とい うも のは 、土 地利 用に 莫 大な「機 会利 益」
の損失 を発 生さ せて おり、 高さ 制限 につ いて、 一定 の規 制緩 和や特 例措 置を
講 じ る 方策 につ いて 検討を 深め るべ き。
新たな グラ ンド デザ インの 策定 にあ たっ ては、 みど りや 景観 形成の 促進 、
ビルの 高さ 制限 の緩 和をは じめ 、民 間の 資金や ノウ ハウ を活 用して 、新 たな
都市空 間の 創造 を戦 略的に 進め るこ とが できる よう な、 府全 域にわ たる 、例
えば 、都 市空 間創 造 条例と もい うべ き、
「 条例の 制定 」も検 討 しては いか がか 、
知事の 所見 を伺 う 。
＜松井 知事 ＞
魅力的 な都 市空 間の 創造に あた って は、 民間の 資金 やノ ウハ ウを最 大限 に
活かす こと が重 要で あり、 民間 の活 力や 提案を 都市 づく りに 反映で きる 仕組
みづく りが 不可 欠。
民間主 導の 都市 空間 創造を 強力 に推 進す るため 、各 種 の 規制 緩和や 民間 の
アイデ アを 受け 付け る制度 の創 設な どに ついて 検討 して いく 。
＜坂 上 議員 ＞
いずれ 、条 例な り、 わく組 みな りが 必要 となる こと があ る 。 引き続 きし っ
かり取 り組 んで いた だ きた い 。
４ 最 先 端 が ん 医 療施 設 の 整 備
＜坂 上 議員 ＞
府立成 人病 セン ター では、 平成 ２８ 年度 中の 開 院を めざ し、 大手前 地区 で
の移転 整備 が進 めら れてい る。 一方 、新 成人病 セン ター の隣 接地に おい て整
備、導 入を 目指 して いる最 先端 がん 医療 施設と して 、今 年度 、検討 して いる
粒子線 施設 にお ける 治療は 、従 来の 放射 線療法 では 、十 分な 効果が 得ら れな
かった が ん に対 して も、良 好な 治療 成績 を示す もの であ り、 大いに 期待 され
る施設 であ る。
まず、 最先 端が ん医 療施設 の安 全性 につ いて 、 粒子 線治 療は 、放射 線を 使
う治療 法と 聞 く 。検 討委員 会の 報告 書で は、安 全性 につ いて は、問 題な いと
記載さ れて い る が、 粒子線 治療 施設 の安 全性に つい ては 、ど のよう な対 策が
とられ てい るの か。
二点目 は、 施設 の整 備運営 の形 態に つい て 、 検 討委 員会 の報 告書で は、 公
設公営 と民 設民 営の 検討を 行い 、ど ちら の形態 でも 整備 運営 は可能 と結 論付
け て い る が 、施 設の 整備運 営の 形態 につ いて、 事業 主体 につ いては 、ど のよ
うな方 向で 考 え てい るのか 。
三点目 は、 成人 病セ ンター との 連携 につ いて 、 民設 民営 の場 合、こ の地 で
最先端 の高 度な がん 医療を 提供 する ため には、 隣接 する 新し い成人 病セ ンタ
ーとの 連携 が必 要不 可欠と 考え る が 、民 間事業 者と の連 携方 策につ いて は、
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具体的 にど のよ うな ものが 考え られ る の か、以 上三 点に つい て 健康 医療 部長
に伺 う 。
＜健康 医療 部長 ＞
粒子線 治療 施設 の安 全性に つい ては 、放 射線分 野に おけ る専 門家な どで 構
成する 検討 委員 会の 報告書 にお いて 、粒 子線治 療の 施設 につ いては 、放 射線
障害防 止法 によ る安 全基準 を満 たす ため 、精緻 な遮 蔽計 算に 基づき 壁 厚 等を
決定し てお り、 治療 中であ って も放 射線 が外部 に漏 れる こと はない 。
また、 装置 につ いて は、電 力に より 作動 する加 速器 によ って 粒子線 を発 生
させる 仕組 みと なっ ており 、リ ニア ック など従 来の 放射 線治 療機器 と同 様に
電源を 切れ ば放 射線 の発生 は停 止す るた め、安 全性 に問 題は ない。
施設の 整備 運営 につ いては 、民 設民 営、 公設公 営と もに 、一 定の患 者数 が
確保で きれ ば、 可能 である こと が確 認さ れてい るが 、民 設民 営の場 合は 、借
地料や 固定 資産 税等 の負担 が生 じる こと 、また 、公 設公 営の 場合に 事業 主体
となる 病院 機構 にお いては 、現 在、 複数 の病院 施 設 の建 替え や増築 を進 めて
おり、 多額 の借 入金 の償還 が、 今後 生じ るなど の課 題も 指摘 されて いる 。
このこ とを 踏ま え、 ８月末 の 戦 略本 部会 議の決 定に 基づ き、 今後、 民間 事
業者に よる 整備 運営 を前提 に、 事業 実施 の可能 性等 の調 査を 行う中 で検 討を
進める 。
府立成 人病 セン ター と粒子 線治 療施 設と の連携 方策 につ いて は、成 人病 セ
ンター によ るが んの 臓器別 専門 医の コン サルテ ィン グ体 制の 確立や 専門 技術
者育成 のた めの 相互 協力な どが 考え られ 、今後 、具 体的 に検 討を行 い、 より
効果的 な連 携が 図れ るよう 検討 して いく 。
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