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　人口減少・超高齢社会への対策はまったなし。政府の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の
もと、大阪の地方再生をしっかり進めます。
　東京圏に負けない地域経済を再生するため、ものづくり中小企業の支援やイノベーション
の創出、農業の成長産業化等を通じて、地域に「しごと」を生み出し、府民の皆さんがここ
大阪で安心して働けるようにします。
　若い世代の就職・出産・子育ての希望をかなえるため、市町村の子育て支援を促進する
「新子育て支援交付金制度」の創設や、若者と大阪の優良中小企業の就職マッチングに取り
組みます。
　また、国の経済対策50億円を活用し、大阪に観光客を読み込むための旅行券の発行、
大阪名物の農産加工品、地場産品の販売促進に取り組むなど、大阪の経済成長を底上げ
するとともに、福祉的配慮が必要な方への生活支援にもしっかりと取り組みます。

「地方創生」で大阪の
「まち・ひと・しごと」を取り戻す

大阪を中心とした、関西・西日本の大都市圏域のこと。この「大･大阪」圏
域をつくることで、大阪が栄え、関西が栄え、西日本が栄える。大正・昭和
の頃、大阪が商都（商いの都）として日本経済の中心だった大大阪時代
を取り戻す。今日の政府の「地方創生」「国土強靱化」の要となる構想で
あり、かつ大阪の「税収拡大→財政再建」の切り札。そのためにも与党として
「大・大阪」形成促進に取り組みます。

大阪が輝き、大阪人が最も豊かだった
「大･大阪」時代を取り戻す！
※「大・大阪」時代＝大正・昭和の頃、大阪が商都（商いの都）として日本経済の中心だった時代。

大･大阪をつくりあげる
『ナニワノミクス』を、
国家プロジェクトとして断行！

だ い

だ い

※ナニワノミクス：リニア・関空新幹線等を軸に、関西・西日本に
　　　　　　　大阪中心の「大･大阪圏」をつくる　 ●その経済繁栄が、
　　　　　　　大阪の庶民全体に行きわたるしくみを作る。

＋ 

だ い

●大･大阪とは？



『ナニワノミクス』
五大プロジェクトを与党・
自民党の力で実現！！

ナニワノミクスで
大阪の活気を

よみがえらせよ～ぞ！

　今から6年後の2020年、東京で2度目のオリンピック
が開催され日本を訪問する外国人旅行客が大幅に
増加。東京オリンピックのインパクトを大阪にも呼び
込み、来阪外国人650万人を目指す。

副首都機能を大阪に！
　安倍内閣が進める「国土強靱化」「地方創生」「国土
のグランドデザイン」のいずれにおいても、東京一極
集中の緩和がうたわれている。それを具体的に
進めるにあたって、日本第二の都市圏、大阪の役割は
最大。実現に向けた財源問題も含めた環境を整える！

2.

1.

3.

4.
リニア新幹線の
大阪・名古屋同時開業
の実現

　リニアは、名古屋には13年後、大阪には31年後に来
る予定。その差は実に18年。これでは、大阪の凋落は
決定的に！ それを阻止するために、大阪も名古屋と同
じ、「13年後」につくる。これが、大阪復活の大前提！

2020年
東京オリンピックを
起爆剤とした観光戦略

　東京は、北陸・上越・東北・東海の四本の新幹線がある。が、大阪には東海道・山陽の
東西をつなぐ路線のみ。この格差を放置していては、大阪復活はあり得ない。政府が
作った新幹線計画を進め、大阪と北陸、大阪と四国、大阪と山陰を新幹線で結び、
大阪を中心とした大･大阪圏をつくる！ 特に、大阪と四国をつなぐ四国新幹線を「関空」
の地下に通す「関空新幹線」を早期実現。これで、大阪中心地から関空はぐっと近くなり、
大阪へのビジネス客、観光客がぐっと増える。

大阪を中心とした新幹線ネットワークの
実現（北陸・四国・山陰新幹線を事業化）

「大・大阪」の成長戦略とは
なんぞ？次頁を見れば

わかるのか！

だ い

「大･大阪」を支える
成長戦略の推進

　「アベノミクス第三の矢」＝「成長戦略」の
「大･大阪」ヴァージョンを推進。大･大阪形成のた
めの法人税減税、大阪経済のための規制改革、大阪
の産業振興と大阪の中小企業支援を行います！

5.



町工場の集まる東大阪町工場町工場町工場町工場町工場町工場工場工場町工場町工場工工 集集ま集まの集まの集まの集まの集まの集まの集まの集まの集まの集ま 大る東大東大る東大る東大る東大る東大る東大る東大る東大る東大る東大る東大阪阪阪阪阪阪町工場の集まる東大阪

「大･大阪」の 
だ い

　大阪の企業が世界で勝負するためには
税制を含めた競争条件の整備が必要。
国際競争力の強化の観点から、
中小企業の研究開発のための減税を進める。

「大･大阪」形成のための

規制改革
　企業が安心して新たな事業にチャレンジ
できるよう、各種規制について行き過ぎたも
のを是正し、「不足している規制」を形成・
強化するという観点から見直し。「大･大阪」形成のための

中小企業支援
だ い

だ い

　大阪には世界トップクラスの技術力を誇る
中小企業が多く集積。しかも大･大阪の基盤
は9割以上が中小企業。中小企業の活性化
なくして、大･大阪なし。中小企業保護のため
の各種制度設計、税制、補助制度を断行。

「大･大阪」形成のための

法人税の
大胆な引き下げ

だ い

まずは大阪の
中小企業の元気を
取り戻すのだ！



「大･大阪」形成のための

医療機器開発、ライフサイエンス・
エネルギー産業振興
　大阪には阪大などライフサイエンス分野の研究・医療
機関も数多く集積しており、中小企業の技術力とライフ
サイエンスにおける研究成果を結び、医療機器開発につな
げる。さらに、安倍内閣のもと国家戦略特区がスタート。大阪
でもPMDA-WESTの誘致が実現するなど成長産業の
環境整備が実現。さらなる大胆な規制改革を通じて、
大阪の“強み”であるライフサイエンス・エネルギー産業の
振興を図る。

だ い

アベノミクスの推進により大阪の経済指標は持ち直しの兆し。
この流れを確かなものとするため、特区制度の活用など
により国内外からの投資を呼び込み、大阪全体の
成長戦略を推進し、大･大阪を形成していきます。

アベノミクスの推進により大阪の経済指標は持ち直しの兆し。
この流れを確かなものとするため、特区制度の活用など
により国内外からの投資を呼び込み、大阪全体の
成長戦略を推進し、大･大阪を形成していきます。

だ い

「大･大阪」を支える

女性が輝く大阪
　すべての女性が様々な分野でもてる力を最大限
発揮できる社会の実現をめざす。仕事と子育て・介護
の両立支援やワークライフバランスの推進等により、
女性が働きやすい環境整備を進める企業を支援。
社会のあらゆる分野で、指導的地位への女性の登
用を推進。だ い

「大･大阪」の地盤を支える

商店街の振興
　商店街は単にモノやサービスの提供だけ
でなく、街の顔でありコミュニティの中心。
商店街振興に継続的に実施し、
地域の活性化につなげる。

成長戦略



大阪会議で二重行政を解消
大阪全体に関わる広域的な課題に柔軟に対応するため、大阪府、大阪市、堺市
の執行機関、議会が参画する大阪戦略調整会議を設置。行政コストが却って
増加する「大阪市廃止・分割構想（いわゆる大阪都構想）」には反対です。

強い農業の推進
都市農業の再興と府民に安全安心な食料を供給し豊かな自然や国土を守る農業
を維持・発展させるため、「大阪産（おおさかもん）」など、強い農業づくりを推進。

暮らしとまちの再生
千里ニュータウンや泉北ニュータウンの再生・活性化や、吹田操車場跡地に
おける医療を核としたまちづくりなど、地域の資源や特色を活かし、地域経済の
活力を高め、人口減少に歯止めをかける魅力的なまちづくりを広げる。

百舌鳥・古市古墳群を世界文化遺産に

の執行機関、議会が参画する大阪戦略調整会議を設置。行政 ストが却って
増加する「大阪市廃止・分割構想（いわゆる大阪都構想）」には反対です。
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百舌鳥古墳群と古市古墳群は、仁徳陵古墳や応神陵古墳をはじめとする大型
古墳などからなる巨大古墳群で、これほど巨大前方後円墳が集中している地域
は国内でも例がなく、歴史的にも大変貴重な存在です。このような歴史的意義の
あるものを後世に伝え、広く世界に発信するためにも世界文化遺産登録の早期
実現を目指します。

いじめ問題等に的確に対応できる
教育委員会の確立
現行の教育委員会制度は形骸化しており、いじめ問題等に的確に対応できない。
教育委員会の責任体制を再確立し、府民の意見を的確に反映できる教育委員会
を実現。将来を担う子供たちのため、基礎学力の向上、英語教育の抜本改革、
土曜授業の実現など、教育再生を推し進める。

子供の規範意識を高めるための教育の推進
子供が成長し社会で生きていく上で、規範意識や社会のルール、マナーなどを学ぶ
機会は重要。道徳教育を新たな枠組みで再編し強化する。

幼児期教育の充実・強化、
子ども・子育て支援制度の円滑な移行

を実現。将来を担う子供たちのため、基礎学力の向上、英語教育の抜本改革
土曜授業の実現など、教育再生を推し進める。

幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児期期期期期期期期期期期期期期期期教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育ののののののののののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実・・・・・・・・・強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化、、、、、、、、、、、、、、、、、
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幼児期教育の充実・強化、
子ども・子育て支援制度の円滑な移行
幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、小学校入学
前の多様化する教育・保育ニーズに柔軟に対応するため、幼稚園・保育所・認定
こども園の教育機能を充実・強化するとともに子ども・子育て支援制度の円滑な
移行を図る。

地域の活気を取り
戻すことが「大・大阪」
には不可欠じゃ！

□ 地域を取り戻す

□ 教育を取り戻す

子供の笑顔は元気の
バロメーター。
教育も重要じゃ。



東京一極集中から
東京・大阪の東西二極化への転換
東京一極集中は大規模災害だけでなく、人口減少社会を加速させるなど日本
の再生・発展に大きな足かせ。東京・大阪の東西二極化への転換を図るため、
リニア中央新幹線の東京大阪全線同時開業や北陸新幹線の早期開業、災害
時における首都機能バックアップ態勢の確立を推進。

交通インフラの強化
大阪の成長を支える都市基盤として、大阪都市再生環状道路のミッシングリンク
の解消や新名神高速道路の早期開通、大阪モノレール南伸の実現をめざす。

世界と競争できる関空、阪神港の実現

時における首都機能バックアップ態勢の確立を推進。

世界と競争できる関空、阪神港の実現世界と競争できる関空、阪神港の実現
わが国唯一の24時間空港である関空の強みを生かして、コンセッションを実現さ
せ、さらなるＬＣＣの拠点化など国際ハブ化を推進するとともに、阪神港の戦略的
経営のもと、国際ハブ港湾として再生・活性化。

国土強靭化の推進
南海トラフ巨大地震の被害想定をもとに、人命を守ることを最優先に「減災」を
推進。特に津波浸水被害や全国最多の密集市街地対策に早急に取り組み。
今夏日本各地を襲ったゲリラ豪雨、土砂災害についても、着実に推進。

出産・子育て応援社会の実現
今後、人口減少社会を迎えるなか、女性の元気・活力が今以上に求められる。
女性が輝き、望んだときに出産・子育てができるよう経済対策に連動した少子化対策や
待機児童解消など、社会全体で出産・子育て応援社会を実現。

総合治安対策の推進
「世界一安全な国」を実現するため、警察官増員や交番の増設、防犯カメラの増強など、
警察力の充実強化に努め、総合的な治安対策を推進する。

女性や子どもたちが安心して暮らせる社会の実現
ストーカー・ＤＶ・性犯罪・児童虐待・いじめ等に的確に対応するため、関係機関と連携し犯罪を
起こさせないためのまちづくりや市民の立場に立ったきめ細やかで迅速な対応を確立する。

「がん治療日本一」を目指したがん対策の充実

女性が輝き、望んだときに出産・子育てができるよう経済対策に連動した少子化対策や
待機児童解消など、社会全体で出産・子育て応援社会を実現。

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「がががががががががががががががががががががんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療日日日日日日日日日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」ををををををををををををををををををををを目目目目目目目目目目目目目指指指指指指指指指指指指指指指指指指指しししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたがががががががががががががががががががががんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策策策策策策策策策のののののののののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実「がん治療日本一」を目指したがん対策の充実
大阪には全国でも有数のがん治療拠点病院が数多く立地。がん治療の最先端施設の
整備や研究を推進し、「がん治療なら大阪」の実現に取り組む。

□ 安心・安全を取り戻す

□ インフラを取り戻す

安心・安全な
まちづくりこそ

「大・大阪」の基盤ぞ。

経済の活性化には
交通網の整備も
大切じゃ。



〒540-0012　大阪市中央区谷町2-9-3　
ガレリア大手前ビル12階
Tel : 06-6966-3133 
Fax : 06-6966-3136　
http://www.osaka-jimin.jp/

大阪府支部連合会
www.jimin.jp

このパンフレットは、政党の自由な政治活動であって、
選挙期間中でも自由に配付できます。


