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１．はじめに 
 平成２０年１２月に大阪府が大阪の明るい未来のために

「将来ビジョン・大阪」（以下“当ビジョン”と記す）を

公表しました。これは、これまでにない全く新しい政策で

あります。 
 平成１２年（２０００年）に策定された「21世紀の総合
計画」１）がありますが、策定後の変化や「大阪維新プログ

ラム（案）」２）を踏まえた今後の大阪の将来像をわかりや

すく示すものであるとされています。 
 非常に短期間での政策策定ではありましたが、大阪の将

来に向けての重要な指針になるものでありますので、都市

計画の視点から考察をします。 
２．内容の概要では、内容を確認します。（内容につい

ては、公表されているパンフレットに基づき記述します）

当ビジョンのような新しい政策の事例は、東京都と大ロン

ドン市にありますので、３．東京都の場合 ４．大ロンド

ン市の場合 で考察をします。これらを参考にしながら今

後の当ピジョンの展開について、５．今後について で記

述します。 
 
２．内容の概要 
（１）大阪のめざす姿 明るく笑顔あふれる姿 
 視点  ◇オンリ－１・ナンバ－１ 
    ◇関西の中での重点化 
    ◇分権・民主導 
（２）大阪府の将来像（５つの柱） 
  ①世界をリ－ドする大阪産業 
  ②水とみどり豊かな 新エネルギ－都市 大阪 
  ③ミュ－ジアム都市 大阪 
  ④子どもからお年寄りまで だれもが安全・安心 

ナンバ－1 大阪 
  ⑤教育・日本一 大阪 
（３）将来像イメ－ジと戦略 
 ①世界をリ－ドする大阪産業 
  １［産業都市 ナンバ－１］ 
  ・がんばる大阪の中小企業応援戦略 
  ・大阪を国際金融拠点にする戦略 
  ・世界トップクラスのバイオ拠点にする大阪戦略 
  ２［世界物流拠点都市 オンリ－１］ 
  ・より便利な陸海空ネットワ－クづくり戦略 
  ３［就職 ナンバ－１］ 
  ・大阪でみんなが就職できる戦略 
 ②水とみどり豊かな 新エネルギ－都市 大阪 
  １［新エネルギ－都市 ナンバ－１］ 
  ・新エネ・エコカーが大阪中にあふれる戦略 
  ２［みどりの風を感じる大都市 オンリ－１］ 
  ・みどりの風を感じる大都市実現戦略 
  ３［全国ブランド・大阪産（もん） オンリ－１］ 
  ・大阪産（もん）を全国ブランドにする戦略 

 ③ミュ－ジアム都市 大阪 
  １[大阪ミュ－ジアム オンリ－１] 
  ・「大阪といえばミュ－ジアム」と呼ばれる戦略 
  ２[フェスティバル都市 オンリ－１] 
  ・毎日がフェスティバルのある戦略 
  ・スポーツを身近で楽しもう！戦略 
  ３[交流都市 ナンバ－１] 
  ・大阪・関西に観光客を集めよう！戦略 
  ・アジアをはじめ世界の人と仲良し戦略 
 ④子どもからお年寄りまで だれもが安全・安心 

ナンバ－1 大阪 
  １[くらすなら大阪！分権先進都市 オンリ－１] 
  ・地域でいきいき戦略 
  ・だれにもやさしいまち戦略 
  ・子育て支援日本一戦略 
  ２[医療先進都市 オンリ－１] 
  ・しっかり生命を守る！医療充実戦略 
  ・先端医療拠点戦略 
  ３[安全・安心 ナンバ－１] 
  ・街頭犯罪ゼロ・子どもの被害ゼロ戦略 
  ・災害がきても大丈夫！大阪づくり戦略 
 ⑤教育・日本一 大阪 
  １[学ぶ力 ナンバ－１] 
  ・教育力向上戦略 
  ・幅広い教育ニ－ズに応える学校づくり戦略 
  ２[「夢」と「希望」をはぐくむ学校 オンリ－１] 
  ・本物体験で次世代育成戦略 
  ・責任をもって行動できる大人に育てる戦略 
  ３［職業教育 ナンバ－１］ 
  ・「好きなことで一生食べていける力」を育てる 
   職業教育戦略 
 以上が、５つの柱の大阪の将来像と１５の将来像イメ－

ジ及び２５の戦略であります。戦略の次に、具体的な行動

計画が１１５項目あります。 
 具体的な行動計画の１１５項目の内訳は、 
① １４項目（１２％）  ② １７項目（１５％） 
② ２０項目（１７％）  ④ ３５項目（３０％） 
⑤ ２９項目（２５％）      となっています。 
④子どもからお年寄りまで だれもが安全・安心ナンバ－

1 大阪 と ⑤教育・日本一 大阪 の項目で過半数を
占めています。 
都市計画に関連する部分についての具体的な行動計画に

ついて列挙します。 
① 世界をリ－ドする大阪産業 
・個性あるテーマを持ったオンリ－ワン商店街づくり 
・賃貸ラボやバイオファンド等による彩都へのバイオ企 
業集積形成 
・国際貨物便の就航の充実化による関空の物流機能向上 
・淀川左岸線延伸部の整備等による物流のための交通ネ 
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ットワ－クづくり 
② とみどり豊かな 新エネルギ－都市 大阪 
・大気や水質等良好な環境の創出・維持管理 
・みどりの風を感じる都市構造の形成 
・彩りある森づくりや大阪湾の干潟再生等、生物多様性が

確保できる豊かな自然環境の保全 
・街路樹の充実や河川環境の改善等による水とみどりのネ

ットワ－クの創造 
・建物の屋上、壁面緑化等みどりの拠点の創造 
・校庭の芝生化や校舎のみどりのカ－テン、地域一体とな

ってひまわりを植栽する「ひまわりグランプリ」、公園、

農空間保全等府民協働によるみどりづくり、打ち水の促

進 
③ミュージアム都市 大阪 
・石畳と淡い街灯やまちの雰囲気にあったデザインの導 
入等歴史・文化的なまちなみを活かした地域の魅力づ 
くり、御堂筋イルミネ－ション、橋梁ライトアップ等 
によるにぎわいづくり 
・生駒山系が四季折々に色づく花屏風づくり 
・芸術作品の展示等まち全体を創作と発表の場にする 
④子どもからお年寄りまでだれもが 

安全・安心ナンバ－１ 大阪 
・公営住宅を活かした子育て支援・高齢者交流の場づく 
 り 
・公共施設をはじめ建築物等のバリアフリ－化促進 
・開かずの踏切対策の推進 
・鉄道ネットワ－ク充実 
・府民協働による、うるおいあるまちづくり 
・新婚、子育て世帯向け公営住宅等の提供 
・小学校の空き教室等を活用した地域防犯活動拠点づく 
りや、ボランティア活動の活性化など防犯ネットワ－ 
クの強化 
・東南海・南海地震等による津波に備えるための防潮堤の

耐震化・嵩上げ 
・学校・住宅等の建築物、都市基盤施設の耐震化 
・ゲリラ豪雨対策をはじめとする総合的治水対策 
・帰宅困難者のための防災セーフティ道路づくり 
  
以上具体的な行動計画は２２項目（１７％）あります。 

 
３．東京都の場合 
 石原知事が当選７ヶ月後の１９９９年１１月「危機突

破・戦略プラン」が策定されています。同年 9月には例の
ニュ－ヨ－クのテロが発生していました。 
 プランの性格としては、①直面の危機を打開するための

第一ステップ ②来年度策定する都市構想につなげていく 

③緊急かつ戦略的に取り組むべき具体的な施策・事業を提

示 ④新しい時代に対応する仕組みづくり ⑤職員の意識

改革、都庁の体質改善の方向性 となっている。②を除け

ば、まさに橋本知事の戦略に類似しています。 

 第２章危機突破のための５つの戦略では 
戦略１ 東京の経済力の掘り起こし 

産業・雇用 産業インフラ 交通渋滞  
戦略２ 魅力ある首都東京の創造 

都市づくり 防災・救急 シティセ－ル 
戦略３ 健康で快適に暮らせる都市環境の創出 

自動車公害 産業廃棄物・リサイクル 有害化

学物質 
戦略４ 安心と自立を支える新たな福祉施設の構築 

在宅サービス等 介護保険 サービス利用支援

戦略５ 東京の未来をひらく新しい教育の展開 
しつけ・子どもの育成 都立高校 

になっています。 
 これは、「政策の苗」として提示されたものであり、これ

を一歩進め５０年先を展望した東京の望ましい将来像を想

定しながら、２０１５（平成２７）年までの実現に向けた

取り組みの全体像として、２０００年１２月「東京構想２

０００」が策定されている。 
 ３つの基本目標、「誰もが創造力を発揮できる東京」「都

民が安心して生活できる東京」「先駆的なメッセ－ジを発信

できる東京」、その実現に向けた１６の政策目標と３５の戦

略的取組みを示している。また、３か年の推進プランが戦

略的取組みごとに策定されている。 
さらに、２００１年１０月「都市づくりビジョン」が出

され、めざすべき都市像を明確にする＝「都市づくりビジ

ョン」とともに、目標に向かって都民、企業、ＮＰＯなど

多様な主体の参加と連携によって戦略的の都市づくりを進

めていくとしている。 
めざすべき都市像は、【東京圏における新たな都市構造の

構築】 多心型都市構造には限界があり，【環状メガロポリ

ス構造】を実現していくとしている。そのための戦略展開

に【５つのゾ－ン区分】を設けている。①センタ－・コア

再生ゾ－ン ②東京湾ウオーターフロント活性化ゾ－ン 

③都市環境再生ゾ－ン ④核都市広域連携ゾ－ン ⑤自然

環境保全・活用ゾ－ン としている。 
新たな都市構造＝東京圏の骨格的な都市構造＝環状メガ

ロポリス構造とは別に、地域の内部的な構造と交通結   

なお、節点などの広域的な中心性を備えた【生活拠点】が

重層的に含まれているとしている。 
２００２年１１月「重要施策及び平成１５年度重点事業

～構造改革を推進するための戦略指針～」として、７つの

戦略的取組と２２の重点事業を策定している。 
７つの戦略的取組 
１ 住み・働く場所としての東京の再生 
２ 首都圏のポテンシャルを高める人と物の流れの実現 
３ 東京の特性を活かした産業力の強化 
４ 学校・家庭・地域でのト－タルな教育改革 
５ 大都市東京にふさわしい福祉・医療改革 
６ 多様な危機から都民を守る新たなしくみづくり 
７ 東京が率先する環境重視の都市づくり 
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 事業費は、総額 ２６５億円 比率は、１．４％  
２．１０％  ３．３％  ４．２２％  ５．２１％ 
６．０．４％  ７．４０％ となっています。 
これら４か年で４つの政策策定により、確かな政策推進

基盤が確立されている。また、これらを基礎として２００

４年４月「東京都都市計画区域都市計画マスタ－プラン」

が策定されている。 
その後、東京に２０１６年オリンピックの国内立候補都

市に選定されたのを契機に、２００６年１２月「１０年後

の東京～東京が変わる～」が策定され、東京が世界に示す

新たな都市戦略・「さらなる成熟のステ－ジへ」としてまと

めている。それは、 
 ・交通渋滞等、２０世紀の負の遺産を解消 
 ・より機能的な魅力な東京の姿を世界に「範」として示

す 
・美しい街、安全な街を実現して、東京の価値や信用   

力を高め、レガシ－を次代に継承 
１０年後に向けた８つの目標を掲げている。 
その実行プログラムとして、２００８年版がまた２００

９年版は大阪府と同時期の２００８年１２月に策定されて

います。その内容の概要を見てみます。 
計画期間   ２１～２３年度 
内容     ８つの目標、４４施策、３９４事業 
３カ年事業費 約１．９兆円（２１年度 約５，９００億

円） 
目標１ 水と緑に包まれた、美しいまち東京を復活させ     
    る 
目標２ 三環状道路により東京が生まれ変わる 
目標３ 世界で最も環境負荷の少ない都市を実現する 
目標４ 災害に強い都市をつくり、首都東京の信用を高め

る 
目標５ 世界に先駆けて超高齢社会の都市モデルを創造す

る 
目標６ 都市の魅力や産業力で東京のプレゼンスを確立す

る 
目標７ 意欲ある誰もがチャレンジできる社会を創出する 
目標８ スポ－ツを通じて次代を担う子供たちに夢を与え

る 
２１年度の目標別事業費比率は、１．０．８％  
２．４０％ ３．５％ ４．２４％ ５．１４％  
６．５％ ７．３％ ８．０．１％  となっており、２．

と４．で６４％と比率が高い。なお、これは「平成１９年

度重点事業」の実施状況について検証を行い、その結果を

反映させているものとしています。 
４．大ロンドン市の場合 
 ２００４年２月「ロンドンプラン グレーター・ロンド

ンの“空間開発戦略”」３）が発表された。ロンドン市長 ケ

ン・リビングストンの「ロンドンの将来に対する私の考え」

から始めている。『低水準の投資しかしてこなかったこの３

０年を取り戻し、今後の１０数年で、酷使してきた都市基

盤を近代化しなければなりません。また同時に、ロンドン

のさまざまな課題、とりわけ社会経済の閉塞性を解消する

ための機会をしっかりと提供しながら、２０１６年及びそ

れ以降を見通したロンドン開発の枠組みを示すものでる。』 
 ロンドン研究会の青山氏によれば、「ロンドンでは移民を 
中心とした急速に人口が増加し、市街地における住宅やオ

フィスの不足とともに、郊外への開発圧力が増大し、民営

化の副作用によって生じた公共交通の老朽化に伴う自動車

への依存とあいまって環境が悪化した。また、雇用の喪失 
や教育への投資不足が生じ、社会的な閉鎖性も続いたため、

貧富の差が拡大して国民の階層が２極化した。世界都市ロ

ンドンの多様な課題を解決していくためには、広域的な都

市画とそれに沿った一貫した政策体系が必要とされてい

た。」としている。 
ロンドンプランは、それまで発表してきた全ての戦略４）

を総合した、都市空間の枠組みであり、計画の合意形成の

過程には、草案からの約２年を費やしています。 
 市長の政策目標として、下記の６つを掲げている。 
目標１ ロンドンの成長を調整し、オ－プンスペ－スを侵

食することなく、境界線のなかにとどめる 
目標２ ロンドンを人々にとって住みやすい都市にする 
目標３ 力強く多様な成長によりロンドンを繁栄させる 
目標４ 社会的包容力を高め、貧困と差別に取り組む 
目標５ ロンドンのアクセビリティを改善する 
目標６ ロンドンを一層魅力的で美しいデザインされた緑

の都市とする 
 課題別政策としては、「住む」「働く」「アクセツ」「楽し

む（生活の質の改善）」をあげている。 
ロンドンの都市構造の概略図に記載されている項目には、 
１．中央活性化ゾ－ン ２．都市センタ－ ３．複合開発

予定地域（２８） ４．強化地域（１４） ５．持続成長

コミュニティ（連坦した２地域）テ－ムズゲ－トウエイ、

スタンスド・ケンブリッジ回廊 ６．開発回廊（２地域）

ウエスタンウエッジ、ワンダルバレイ ７．再生地域 ８．

オ－プンランド ９．グリ－ンベルト １０．海峡トンネ

ル鉄道 １１．クロスレイル１ １２．サブリ－ジョン境

界(５地域) １３．空港（４） がある。なお、世界都市・
住宅都市 ロンドンは、半径１５～２０Ｋｍの範囲に７０

０万人強の人口であり、大阪府とかなり類似しています。 
さらに、ロンドンをコンパクト・シティにするとしてい

る。コンパクト・シティにおいてはそれぞれの場所の可能

性を最大限に活用する必要がある。人口及び雇用の成長を

吸収するために、ロンドンは適切な場所において、一層集

中的な開発を実行しなければならないとしている。 
 ５つのサブ・リ－ジョンの役割と強力な事業実施のツー

ルとしてのサブ・リ－ジョン開発指針の展開を重要視して

います。その中心課題は、複合開発予定地域、強化地域、

再生地域、タウンセンタ－、郊外及び雇用促進拠点、など

の区のレベルを超えたサブ・リ－ジョンで取り上げられる

べき課題をあげている。これらの内容の詳細を含めた５つ
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のサブ・リ－ジョン開発指針が記載されています。 
 ロンドン研究会の青山氏によれば、「ロンドンプランは、

市街地中心部における公共交通や住宅への投資を積極的に

行うとともに、雇用機会の増大をめざす施策やそのための

教育を充実していくこととしている。これにより、衰退し

た市街地中心の活力を高めて職住近接の構造を形成し、グ

リ－ンベルトや市内の緑地を保護するとともに、総交通量

の削減と公共交通へのシフトを通じて自動車交通への依存

を解消し、美しい環境の形成をめざす」としている。 
 
４．今後について 
 当ビジョンンの今後については、３つのケ－スが想定（希

望的）されます。現状の充実型のケ－ス１、東京都のよう

に数年かけて総合化するケ－ス２、その他のケ－ス３ な

どが考えられる。 
 ケ－ス１は、現状の課題を最重要視した政策ですので、

予算を含む政策の進捗状況の確認が重要になるでしょう。

また、内容の充実化も必要でしょう。課題としては、「教育」、

「防犯」などのコミュニティ（小学校区、中学校区）・地域

性に関連した事項については、都市構造とも関連すること

も考えらますので広い視野での配慮が必要になることも考

えられます。 
 ケ－ス２の場合は、「都市づくりビジョン」を基本ベ－ス

に持ちながら現状の課題を重要視ししながら遂行している

現在の東京都のようなやり方です。大阪府では、「総合計画」

の内容である経済計画・社会計画・物的計画・行財政計画

のうち、当ビジョンンに追加するものとして、社会計画の

人口と物的計画の土地利用・交通等を重点にした東京都の

ような「都市づくりビジョン」が必要でしょう。 
その他のケ－ス３の場合は、大ロンドン市のロンドンプ

ランを参考にして「“空間開発戦略”のビジョン」も考えら

れます。 
大ロンドン市は、１９３８年に８６０万人でしたが 
戦後（１９４５年）人口を７００万人に抑制することを都

市政策の最大目標にして、都心から３０ｋｍ以遠に８つの

ニュ－タウンと３つのニュ－シティを建設しています。 
そして、１９８６年には６８０万人までに減少しました。 
その後、社会情勢の変化とあいまって人口増加により市の

活性化を目指すようになりました。「ロンドンプラン」は 
 
 
 

その延長線上のものと考えられます。２１世紀とミレニア

ムも強く意識しているとも言えるでしょう。 
大阪府の場合は、戦後の人口増を郊外部で（府外にも）

吸収して、職住が分離し住宅地の遠隔地化をしてしまいま

した。この都市政策の差異は、大阪府にとって大きな課題

になってきています。また、大阪都市圏５）には、府県境界

があるとともに兵庫県の阪神間が含まれるという実態があ

ります。 
しかし、大ロンドン市の都市規模が大阪府（および大阪

都市圏）と類似しているため、内容を比較しやすいという

利点がありますので、「ロンドンプラン」６）を参考にした

「“空間開発戦略”のビジョン」も考えられるのではないで

しょうか。これには公式のものである「大阪府の将来ピジ

ョン」が出来ますが、大阪府域だけでは大阪都市圏の実態

に即していませんので、非公式の「大阪都市圏の将来ビジ

ョン」も参考までに必要になるでしょう。 
 
 

地区名 人      口 最低住宅 
供給目標 

雇      用 
２００１ ２０１６ 増加数 比率％ ２００１ ２０１６ 増加数 比率％ 

Ｃｅｎｔｒａｌ  １，５２５ １，７３８ ２１３ ２６ １０７ １，６４４ １，８８３ ２３９ ３８ 
Ｅａｓｔ １，９９１ ２，２６２ ２７１ ３３ １０４ １，０８７ １，３３６ ２４９ ３９ 
Ｗｅｓｔ １，４２１ １，５６０ １３９ １７ ４５ ７８０ ８６６ ８６ １４ 
Ｎｏｒｔｈ １，０４２ １，１９９ １５７ １９ ４７ ３８６ ４１２ ２６ ４ 
Ｓｏｕｔｈ １，３２９ １，３８０ ５１ ６ ４２ ５８７ ６２３ ３６ ６ 
Ｌｏｎｄｏｎ  ７，３０８ ８，１１７ ８０９ １００ ３４５ ４，４８４ ５，１２０ ６３６ １００ 

 
［補註］ 
１）大阪の将来目標：大阪の再生・元気倍増 
視点：◇共生 ◇蓄積活用 ◇公正 ◇関西、世界の大阪 
将来像：１人を育てる ２人が集い文化が花開く ３安心であたたかいくらし  
４環境と調和した安全なくらし ５産業を育てる元気な都市 ６多彩の活動の 
舞台となる都市 
都市構造：「連携型地域構造」 ①生活連携軸をいかす ②広域的連携を活かす 
 ③蓄積を生かす・大阪都心部の機能高度化、・内陸エリア（特にイ２０１１年春、

ンナーエリア）・ 
臨海エリアの整備 ④緑を活かす 
２）２００８年６月、「財政再建（財政再建プログラム（案））」、「政策創造（重点

政策案）」 、「府庁改革」の３本柱 
３）都市出版株式会社，ロンドンプラン研究会 訳 
 市長は、1999年の大ロンドン法の定めにより、戦略的都市計画（空間開発戦略）
の策定を義務付けられている。 
４）２００１年 交通輸送戦略、経済開発戦略  ２００２年 生物多様性戦略、 
大気改善戦略  ２００３年 廃棄物管理戦略、文化戦略  ２００４年 騒音 
戦略、エネルギ－戦略、 子どもと青少年に関する戦略 
５）大阪都市圏とは、大阪市の中心点（たとえば大阪市役所）から半径１５～２０ 

kmの距離の範囲の地域とする 
６）２００８年６月ロンドン市長選で、保守党のボイス・ジョンソン氏に交代して

いる。7月に「Ｐｌａｎｎｉｎｇ ｆｏｒ ａ Ｂｅｔｔｅｒ Ｌｏｎｄｏｎ」 
を発表後、２００９年４月に「Ａ ｎｅｗ ｐｌａｎ ｆｏｒ Ｌｏｎｄｏｎ 」

として市長の意見を公表している。 現在、「Ｄｒａｆｔ Ｌｏｎｄｏｎ Ｐｌ

ａｎ Ａｌｔｅｒａｔｉｏｎ」と他の 2つの事項について、8月 10日まで「公
聴」が行なわれている。その後、諸手続き（検討委員会等）を経たうえで、２０

１１年冬頃に正式出版のはこびになる予定のようです。２０１２年はロンドン 

オリンピックです。 
 

  ロンドン 
表 サブ・リ－ジョン別人口、住宅、雇用の増加予想  （２００１－２０１６）  単位： 


