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中山徹氏

大阪市解体後の
税収配分

大阪市の税収
（2012年度）

スの削減や地下鉄の売却

大阪市解体前後の税収の変化

重行政﹄を解消
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﹁大阪市廃止 ・ 分

住民投票は︑

大阪市の廃止で新区庁舎の建
設 ・ 維持コストがかさみ、「５
年間で合計 1071 億円の収支
不足に陥る」（府市の試算）こ
とが判明。
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﹁大阪市を廃止

特 別 区
大阪府歯科保険医協会
発 行 人
志岐
敬

５・17
住民投票
橋下徹市長（大阪維新の会代表）が強行する「大阪市廃
止・分割」構想（通称『大阪都』構想）の是非を問う住民
投票が５月17日に実施される。同市長は「大阪市がなくな
れば行政は効率化し、住民サービスは良くなる」と盛んに
宣伝するが、具体性は見えてこない。
「二重行政」は本当
か。住民福祉はどうなるのか――。協会が３月に主催した
中山徹・奈良女子大学教授（都市政策）の講演から同構想
の問題点を整理した。

