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大阪都と堺市!!! 浜寺諏訪森は???
昨年11月27日の大阪知事と大阪市長のダブル選挙

域が、堺市に合併されて、住民は堺市民になったの

で、橋下徹前大阪府知事が大阪市長に、大阪府知事

です。当時は戦時中で、住民の意向など全く無関係

には新たに松井一郎氏が当選しました。この選挙の

に行政の都合で濱寺町が消えてしまいました。今回

大きな争点は橋下氏が掲げる大阪都構想でしたが、

の大阪都構想の中で、新しい行政組織の考えを地域

大阪維新の会が圧勝したことで、明治以来の大阪の

住民がどう受け止めるのか、よく考えて行動する必

政治形態が大きな転機を迎えることになりました。

要があります。

橋下市長は2015年大阪都を実現させるつもりだと

濱寺町の時代は、地域のことは三光会館のところ

表明していますが、そのためには府議会と市議会の

にあった濱寺町役場で取り扱っていました。それ

決議、地方自治法の改正、住民投票という三つの関

が、堺市に合併されて行政の場所は堺東に移ってし

門が待ち受けていますので、実現のほどはあきらか

まいました。それでも、日常の窓口はもとの町役場

ではありません。しかし、最近になって与野党が大

にあった出張所で取り扱われていました。ところ

阪都の実現に向けての法整備に動き出しています。

が、堺市が平成18年に政令指定都市になり、市の窓

橋下構想では、大阪府が大阪都になり、大阪市と
堺市が解体されて、人口30万人程度の特別区に再編

口は鳳の西区役所に移りました。結果的に、行政は
一層遠くなってしまいました。

成されるということになっています。そうなると、

大阪都構想の影響もあって、竹山市長は区長の権

浜寺諏訪森の住民も直接の影響を受けることになり

限を強化して独自予算を持たせることと、校区単位

ます。これに対して、竹山堺市長は、堺市を分割し

のまちづくりを導入することを考えています。自分

て大阪都に吸収するようなことには反対だ、橋下市

達のまちを自分達で作り育てるというのが地方自治

長が言うような府と市の間の二重行政問題は堺市に

の原点ですから、この形が出来るなら、大枠は大阪

はない、歴史のある堺を消してはいけない、という

都であろうが大阪府堺市であろうが、どちらでも良

三点を掲げて大阪都構想には直接参加しないという

い話です。

ことを表明しています。

堺の歴史と文化を守るために、堺市は分割できな

もし、大阪都が出来れば、大阪市は消滅して八つ

いという意見もありますが、その守るべき堺とは、

か九つの特別自治区に分けられます。その時、堺は

環濠に囲まれ旧市内です。浜寺や泉北の文化は堺の

三つの区に分けて大阪都に統合するといわれていま

文化とは違います。まして、美原町のように、ごく

す。そうなると堺市という名前が無くなります。そ

最近堺市になったところまで堺文化に縛るのはおか

の時は、堺市西区浜寺諏訪森町は大阪都○○区浜寺

しいはなしです。

諏訪森町というようになるはずです。

古い文化を守ることも大切ですが、それよりも、

竹山市長の考えを住民が支持して、堺市が大阪都

新しい文化を生み出せる地域を育てることの方が

構想に反対したときはどうなるのでしょうか。大阪

もっと大切です。地域住民がまちづくりに関心を持

都に移行できないのか、あるいは大阪都は出来るが

ち、手を携えて安心して暮らせるような生活基盤を

堺市は他の市町村と同じように大阪都堺市という形

作り上げれば、その中から、その地域の文化が芽生

になるのかは解りません。

え、生活を豊かにします。行政は身近に接点があ

もっと大事なことは地域住民の生活はどう変わる
のかという点です。古い話ですが、昭和17年までは
諏訪森は大阪府泉北郡濱寺町の一部でした。その地

り、地域の発展を支援する形になっていればよいの
です。
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南海本線連続立体交差事業について

新駅のデザインコンペ

堺市内の南海本線の連続立体交差事業は、石津

ような小規模な駅舎の設計にデザインコンペ方式

川の南岸から羽衣の北端までの区間の高架工事で

が採用される事例は珍しいことです。全国的にも

すが、この区間には諏訪ノ森駅と浜寺公園駅があ

京都駅や中之島新線駅のデザインコンペが知られ

り、どちらも現駅舎が国の有形文化財になってい

ていますが、最近ではまちづくりと一体になった

ます。高架工事が完成すると、これらの駅舎は移

駅のデザインという形のコンペ方式が採用される

転して駅前付近で保存活用されることが決まって

ようになっています。

います。

堺市では、平成24年度に準備をして、平成25年

新しい駅とその周辺については、大まかな形状

度にデザインコンペを実施することにしていま

と寸法は決まっていますが、詳細はこれから決め

す。浜寺諏訪森を考える会の提案骨子は、①諏訪

ていくことになっています。どちらの駅について

森らしい駅舎、一目見て諏訪ノ森駅だと判るよう

も、地元では、駅舎の保存運動から関わってきた

な駅、② 人に優しい、文化的で、環境に優しい

団体が、新駅とその周辺の形についての案をまと

駅、③駅前に保存される旧駅舎と調和した駅、と

めて、堺市と南海電鉄に提出しています。浜寺公

いうような諸点がとり上げられています。

園駅に対しては、浜寺昭和校区の松の木会が提案
をしています。諏訪ノ森駅については浜寺校区の
浜寺諏訪森を考える会が提案書を作成しました。

このような提案内容は、浜寺諏訪森を考える会
の中に部会を作って協議してまとめたものです。
しかし、デザインコンペで地域の意思を結集した

堺市と南海電鉄は、この提案を受けた形で、新

駅を造るとなると、もう少し、広く地域住民の意

しい駅舎などの設計構想をまとめようとしていま

向を求めて、それをデザインコンペの基盤にして

す。最近になって、新駅の設計はデザインコンペ

もらうのが良いと思います。

という形を取り、コンペの参加者のデザインを取
り入れて建設が進められることになりました。
南海電鉄の駅の設計でこのようなデザインコン

コンペのデザイン募集まで１年の猶予がありま
すので、それまでに地域の総意をまとめた提案書
の総括版を準備するのがよいようです。

ペ方式を採用するのは初めての試みであり、この

用地買収の状況
平成23年12月末では、全区間の買収予定地面積

このほかは、浜寺公園駅から南の区間で未買収の

の65％が買収完了になっています。工事は路線の

建物Ⅰが少し残っている程度ですので、用地買収は

西 側 が先 行し ます ので、そ の部 分を 取り 上げる

順調に進んでいるようです。用地取得が遅れてい

と、75％の用地が取得済みになっています。

るのは、土地の所有者が亡くなって、所有関係が

具体的な状況は、西側では、石津川から諏訪ノ
森駅前までは、マンションが一棟と一戸建て住宅
が二軒ほど残っています。上り駅の西側部分はま
だそのままの状態ですが、駅舎に隣接しているベ
ル･メゾンは平成24年度には解体される予定です。

判らないとか、土地の境界などを示す公図が不備
だというようなことが原因になっているようで
す。このような原因で、当初の平成21年度に工事
に着手するという予定は、平成24年度末着手にず
れ込んでいます。
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晴雅彦さんのオペラ講演会
3月23日の金曜日の午

最後は聴衆の年齢層に合わせて名画「慕情」の主

後 に、浜 寺 小 学 校 の 体

題歌から、“Love is a Many Splender Thing”が歌われ

育館にオペラ歌手の晴

て、ジェニファ･ジョーンズとウイリアム･ホールデ

雅彦さんをお招きして

ンの世界にタイムスリップしました。その後の拍手

「オ ペ ラ と お は な し」

に迎えられてのアンコールは「千の風になって」が

の会を開催しました。

会場に満ちて、お開きになりました。

晴 さ ん は、大 阪 音 楽 大

今回のオペラ講演会の企画は、浜寺校区連合自治

学出身のバリトン歌手

会長の中務さんが晴さんを推薦されて、自治会と浜

で、1997年 に は ベ ル リ

寺諏訪森を考える会が共催することになりました。

ンに留学されていま

すこしお天気が悪かったのですが、金曜日の午後に

す。

150人近くの方が参加されて、すばらしい歌とお話を
楽しむことができました。
晴さんは大阪音楽大学で准教授として教鞭をとる

かたわら、日本各地やドイツでオペラ公演に出演して
関西在住のオペラ歌手として活躍され、数々の音楽賞
を受賞されています。
また、NHKをはじめとして、民放各曲の番組にも登
場され、幅広く活躍されています。今回は、イタリア
のカンツォーネに始まって、ドイツの歌曲、日本の
歌、オペラのアリアを次々と美しく、楽しくうたって
聴かせていただきました。一つ一つの曲の解説がおも
しろくて、休憩時間の後にはとりの鳴き声が笛の音で
聞こえて来るような演出もあって、あっという間に予
定の時間が過ぎてしまいました。
恒例のクリスマス･イベントは12月の16日と17日
の夕刻から諏訪ノ森駅前、イオン･プラザ横で開催さ
れました。今回は校区近くの三つの幼稚園の園児達
に画を描いて頂き、それを大きなパネルに取り付け
て、キャンドル･ライトで照らしました。
イオン･プラザの壁には、プロジェクターで懐かし
い諏訪森の風景写真などを映写しました。
17日には、地元のミュージシャン中尾克己さんの
クリスマス･コンサートも開催されて賑やかなイベン
トになりました。

諏訪森だより
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「まちのえき」へのご招待
「まちのえき」は浜寺諏訪森を考える会が運営してい
る公共広場です。NPO法人の「はまでら四つの『や』
図書館」の開催場所を提供したり、読書会、英会話の
会、囲碁の会などを定期的に開催しています。

はまでら
四つの『や』図書館
週二回開催しております。

このような会合がない日曜日の午後には、誰でも気

水曜日 14:00～17:00

軽に立ち寄っておしゃべりをする場所として開放して

木曜日 10:00～17:00

います。狭い場所ですが、ここから諏訪森のまちにつ
いて考えて行動する運動の芽が膨らんでいくことを期

手話教室

待しています。
「まちのえき」はこの地域を住みよい、楽しいところ

堺市登録手話通訳者の中島先生のご指導で、毎月

にしたいという願いを込めて作られました。何人かが

第１日曜日の午後に手話を習っています。参加のご

集まって、何かしたいというような企画があればお申

希望が多いのですが、まだ若干名の応募を受け付け

し出ください。

ています。

読書会

シニアのための英会話教室

読書会はお医者様作家の久家義久さんの御世話で
毎週第4日曜日に開催されています。

羽衣国際大学講師の中本登美子先生の英会話教室
は好評で参加者が多く、狭い会場が満席になってい

御世話いただいている久家さん書き下ろしの問題

ます。シニアの方々の海外旅行熱が高いこともあ

作が2月に出版されました。朝日新聞広告には「ダ･

り、もう一度英語を勉強しようという希望が多いこ

ビンチ･コード」を超えるおもしろさ、人類の罪と

とが判りました。

罰を抉る超弩級ミステリ!と紹介されています。
舞台は東京から神戸、神戸からウイ－ンへと移っ
て最後はどうなるのか？
久阪部羊著 「第五番」幻冬舎発行

大阪府庁のステンドグラス見学会
3月14日にステンドグラス部会の主宰で大阪府
庁のステンドグラスを見学しました。大正15年に
竣工した府庁舎の5階にある「正庁」の間が、最近

浜寺諏訪森を考える会
連絡先：
090-3612-5220 八百屋のあいちゃん

ホームページ：http://hamadera.jp/
浜寺諏訪森 → 検索

編集

スが使われ、アール･デコー調の室内装飾が見事で
す。水曜日と金曜日に公開されています。

長谷川 090-4654-1686 長谷川不動産
芦田

改修されました。天井と三つの窓にステンドグラ

広報担当 足田八洲雄 池田有紀

