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人口動態から考える大阪市の未来 
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人口は、生産や消費といった、その地域の活力の源となるも
のです。そして、急速に状況を変化させることができないこと
から、最も予測しやすい未来の1つであると言われています。 

これからの大阪府の未来を考えたとき、私たちは大きな転換
点を迎えているということができます。 

その様子を一緒に捉えていきましょう。 
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将来人口推計 （人） 生産年齢人口推計 （％） 

出典：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計） 
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人口の推移 ～これから、誰が暮らしてゆくのか？～ 

長期的な推計では、2010～15年頃を頂点に人口は減少傾向になることが想定
されている。また、高齢化のペースは全国平均（赤字）よりもやや緩やかだが、
すでに4人に1人は高齢者となっている 
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前頁のグラフに示されているように、これまで、大阪市の人口
は増加傾向にありました。平成27年度の推計人口である約
266万人は、政令指定都市の中では横浜市に次ぐ2番目の
人口規模です。 

しかし、過去の推計では、大阪は三大都市圏の中で最も早く
人口減少期を迎えるとされています。近年の都心回帰の動
向もあり当初の予想よりもペースが鈍化したものの人口が減
少傾向に入るときは着実に近づいています。 

そして、10年後の平成37年（2025年）には、団塊の世代の方
が後期高齢者となります。その頃には、市民の18%、約5人に
1人の方が後期高齢者となります。一般に、医療・介護需要
は後期高齢者になってから急速に高まるとされています。そし
て、このことは当然ながら生活の変化も引き起こします。 
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これが、私たちが転換点を迎えているということの理由です。 

このような状況の中で、若者の声をどのくらい社会に届けるこ
とができるでしょうか。 

世代ごとの人口とそれぞれの世代の投票率を基に考えてみ
ましょう。 

今回は、2010年の国勢調査での大阪市の人口と、5月に行
われた大阪都構想の住民投票における年代別投票率を基
に、世代ごとの推定投票者数を考えてみます。 
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年代別推定投票者数 

マニフェストスイッチ大阪 

有権者数：2010年国勢調査における大阪市の人口 
投票率：大阪都構想における年代別投票率 
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どのような政策を好むのかといった意向は、世代だけで決ま
るわけではありません。 

しかし、すでに退職した方々にとっては、若者が必要性が高
いと考えるような政策（例えば、若年者の就職支援策等）が
あまり必要とされないように、世代ごとのニーズといったものも
少なからず存在しています。 

そのような中で、前頁の結果をみると、政治家の側が、どの
世代に向けたメッセージを手厚く発したくなるのかが伺われま
す。 

選挙公報やマニフェストを通じて各候補者の政策を見比べ
てみたときに、誰に向けた政策が多くなっているのでしょうか。 
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若者であるということは、他のどの世代よりも長く、大阪に、そ
の地域に、住み、暮らしていく可能性が高いということでもあり
ます。 

私たちの声を政治に届けるためには、何が必要になるので
しょうか。 
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また、今後、大阪では、他の世代よりも人口の多い団塊の世
代や団塊ジュニア世代が高齢者となっていく時期を迎え、急
速に社会の人口構成が変わっていきます。そして、社会に求
められるサービスも急速に変わっていきます。 

例えば、医療・介護需要は後期高齢者（75歳以上）になって
から急増すると言われています。団塊の世代の方が後期高齢
者となる2025年を境に、医療・介護需要が急速に喚起され
る可能性があります。 

変化の影響を緩和するために若い方々を迎え入れるために
も、若年層に向けた医療や子育て支援施策などを急速に充
実させる必要もあるかもしれません。 

このように、どのような未来を実現したいと考えるのか、価値判
断が求められるタイミングにあると言えます。 
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5 区 ／ 24 区  

また、このような状況にうまく対応でいなかった場合を示唆す
るような情報もあります。 

昨今話題となった消滅可能性都市に、市内24区中、1/5の
区が該当すると報告されています。 

市内の消滅可能性都市数 
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消滅可能性都市：少子化と人口減少が止まらず、存続が危ぶまれると指摘された８９６市区町村（全国の４
９・８％）。昨年５月に民間研究機関「日本創成会議」（座長・増田寛也元総務相）が発表
した。２０１０年からの３０年間で、２０～３９歳の女性の人口が５割以上減少することが
指標。（出所：コトバンク［https://kotobank.jp/］2015年11月10日アクセス） 



12 

最後に、私たちが選挙の際に投じる1票の価値を考えてみま
しょう。 

そこには、様々な価値が込められていますが、1つの表現の
仕方として税金の使い道に着目する手段があります。 

例えば、地方自治体では二元代表制の仕組みの下、予算
策定（首長）、予算承認（議会）と、政治家が「税金の使い道
＝予算」を決めています。 

この政治家は選挙を通じて選ばれるため、私たちは投票を
通じて間接的（「案を作る人（首長）」、「案を決める人（政治
家）」に予算の使途を決めているということもできます。 
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つまり、私たちが選挙を通じて選んだ政治家が、私たちが治
める税金を基に予算を決定し、私たちの生活に必要な行政
サービス（例えば、身近なところだと教育や消防、警察等が
該当します）を行っているのです。 

しかしながら、自治体の予算は個人の立場で推し量るには規
模が大きすぎます。 

そこで、自治体の予算を人口で割ることで、市民一人ひとり
にとっての1票のもつ金銭的な価値を把握してみることにしま
す。 
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 大阪市の平成27年度一般会計の当初予算は、1兆7,266億円 
 平成2７年3月1日時点の人口2,687,312人であり、 
    人口一人当たりの予算額は 643,000円 となる。  
⇒ 4年間だと、1人あたり 約２５７万円 にのぼります 

大阪市 平成27年度一般会計当初予算 
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の金額 

下段：代表的な用途 

福祉費 福祉などに用いる予算 
高齢者者障害者の保健福祉、生活保護 など 

子ども青
少年費 

子育て支援などに用いる予算 
子育て支援、一人親家庭支援 など 

経済戦略
費 

観光・産業経済などに用いる予算 
観光、産業経済、文化振興、スポーツ振興 など 

教育費 学校・図書館などに用いる予算 
学校や図書館の運営 など 

建設費 道路・公園などに用いる予算 
道路、橋梁の整備、公園、河川の整備 など 

都市整備
費 

市営住宅などに用いる予算 
市営住宅の建設・管理、区画整理 など 

総務費 行政の運営などに用いる予算 
庁舎の整備、修繕、区のまちづくり事業 など 

1票の値段 

出所：出所：「大阪市予算の概要と財政の現状」について(平成27年4月) 
[http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000305281.html] 
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ここまでに見てきたように、大阪市は今まさに未来に向けて
舵を切っていく転換点にあると言えます。 

みなさんは未来の有権者として、すでに有権者になっている
どの世代の方々よりも長く大阪に関わる者として、どのような
未来を望みますか？ 

各候補者のマニフェストや選挙公報などを確認し、ぜひ皆さ
まお一人おひとりの価値観と比較・検討されてみてください。 

そして、自らの1票を通じて、望ましい社会の実現を図ってい
きましょう。 
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