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大阪府議会議員 杉江 友介 

 

 

質問予定概要 

 

 

  質問日 令和２年 11 月 26 日 １番 

発言の種別  ・代表質問  ・一般質問 

発  言  の  要  旨 

答弁を求める者 

項   目 内        容 

１. 新型コロナウイルス

感染症対策 

  

(1) 急激な感染拡大（第３

波）への対応 

・ 急激な感染拡大から、府民の命と生活を守る

対策の強化について伺う。 

知事 

(2) 検査・療養体制の抜本

的拡充 

① 感染拡大に備えた検査体制の充実につい

て伺う。 

健康医療部長 

 ② 感染症患者の病床運用状況及び今後の見

通しについて伺う。 

健康医療部長 

(3) 雇用の確保・創出 ① 雇用環境が急速に悪化する中で、雇用対策

の進捗状況について伺う。 

商工労働部長 

 ② コロナ禍で特に経済基盤の弱い若者へ特段

の支援策を講じることを求める。 

要望 

(4) 府内観光への支援 ・ 府域全域の誘客・周遊に関する取組みの強化

について伺う。 

府民文化部長 

(5) こころのケアの相談

体制 

・ コロナ禍で増加する自ら命を絶たれる方を

救うための相談体制について伺う。 

健康医療部長 

２. 誰もが輝く活力ある

大阪 

  

(1) 健康寿命の延伸に向

けた取組み 

・ アスマイルの取組み状況と、今後のデータ

を活用した施策の展開について伺う。 

健康医療部長 

(2) 発達障がい児者への

切れ目のない支援 

・ 発達障がい児者に対する理解促進と今後の

取組みについて伺う。 

福祉部長 

(3) 重度障がい者の就業

支援 

・ 重度障がい者に対する就業支援の今後につ

いて伺う。 

福祉部長 

(4) 幼稚園における預か

り保育への支援と充

実 

・ 幼稚園において、より充実した預かり保育を

実施するための府の支援について伺う。 

教育長 
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(5) ＬⅠＮＥ相談 ① 児童虐待防止のためのＬＩＮＥ相談の試行

実施における相談内容及び方向性について伺

う。 

福祉部長 

 

② ＬＩＮＥによる教育相談とＬＩＮＥを活用

した児童虐待防止相談との窓口一本化につい

て伺う。 

教育長 

(6) 視覚障がい者用付加

装置 

・ 視覚障がい者用付加装置の整備状況につい

て伺う。 

警察本部長 

３. 成長と安全を支える

都市インフラ 

  

(1) 次期・都市整備中期計

画 

・ 現都市整備中期計画に対する評価及び次期

計画の重点目標について伺う。 

都市整備部長 

(2) 大阪府の治水対策 ・ 近年の頻発化・激甚化する豪雨に対する大阪

府の治水対策について伺う。 

都市整備部長 

(3) 大戸川ダムの整備 ・ 大戸川ダムの大阪府域への治水効果の検証

を踏まえた着実な推進について伺う。 

都市整備部長 

(4) 今後の住宅政策 ・ 住宅セーフティネットとして必要な公的賃

貸住宅の数量及び事業者間の連携強化につい

て伺う。 

住宅まちづくり部長 

(5) 密集市街地の解消 ・ 現計画における目標未達成の要因及び今後

の事業手法と解消目標について伺う。 

住宅まちづくり部長 

(6) ＳＮＳ等を活用した

インフラ通報システ

ム 

・ ＳＮＳ等を活用したインフラの損傷等の通

報システムの検討状況について伺う。 

都市整備部長 

４. 大阪の教育力の向上   

(1) 大阪公立大学（仮称）

のキャンパス整備 

・ 森之宮キャンパスをはじめ、キャンパス整備

に係る事業費の軽減と負担について伺う。 

府民文化部長 

(2) 個別最適化された学

習環境の実現 

・ 少人数による指導やＩＣＴ技術の活用によ

る個別最適化された学習環境の実現について

伺う。 

教育長 

(3) ＧＩＧＡスクール構

想の実現 

① コロナ禍における府立学校でのＩＣＴの効

果的な活用状況について伺う。 

教育長 

 ② 児童生徒のクラウドアカウントの活用にお

ける市町村支援と進捗状況について伺う。 

教育長 

(4) 高校生の就職慣行「１

人１社制」の見直し 

・ 「１人１社制」の見直しに関する現在の進

捗状況及び新制度の周知について伺う。 

教育長 

(5) 支援教育の充実と支

援学校の整備 

・ 大阪らしいインクルーシブな教育システム

の確立に向けた取組みについて伺う。 

教育長 

(6) 大阪市立の高校等の

府への移管 

・ 大阪市立の高校等の府への移管に伴い、更な

る高校教育の充実へつなげるための取組みに

ついて伺う。 

教育長 

(7) 府立学校の再編整備

の進め方 

① 令和２年度選抜をもって「３年連続定員割

れ」となった２校の再編整備の判断を行わな

いこととした理由について伺う。 

教育長 
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② 現状で２年連続定員割れ校が多数ある状況

における今後の再編整備の進め方について伺

う。 

教育長 

(8) 府立高校の在り方と

果たすべき役割 

・ これからの大阪における府立高校の在り方

と果たすべき役割について伺う。 

教育長 

(9) 公設民営高校の創設 ・ 府立高校を公設民営化（公設民営学校を創

設）することにより、大阪全体の教育力を向上

させることについて伺う。 

教育長 

５. 大阪の成長力強化   

(1) 大阪の再生・成長に向

けた新戦略 

・ 新戦略における府域全体の取組みと今後の

取組工程について伺う。 

政策企画部長 

(2) 国際金融都市構想 ・ 国際金融都市の実現に向けた今後の戦略に

ついて伺う。 

知事 

(3) 新たなグランドデザ

イン 

・ 今後のベイエリア及び大阪全体のまちづく

りについて伺う。 

知事 

(4) 大阪モデルのスマー

トシティ 

① はんこレス及び行政手続きのオンライン

化について伺う。 

スマートシティ戦略

部長 

 ② 府域全体のスマートシティの実現に向けた

公民共同の取組みについて伺う。 

スマートシティ戦略

部長 

(5) スマート農業の推進 ・ ロボット技術やＩＣＴ技術を積極的に活用

した大阪農業の発展について伺う。 

環境農林水産部長 

(6) 2025年大阪・関西万博 ・ 2025 年大阪・関西万博に向けた今後の進め

方等について伺う。 

政策企画部長 

(7) 全国豊かな海づくり

大会 

・ 全国豊かな海づくり大会の大阪開催につ

いて伺う。 

知事 

(8) 成長型ＩＲの誘致 ・ 国の動向を踏まえた、大阪におけるＩＲ誘致

について伺う。 

ＩＲ推進局長 

(9) リニア中央新幹線・北

陸新幹線 

・ リニア中央新幹線と北陸新幹線の新大阪駅

までの早期全線開業の実現について伺う。 

知事 

(10) 地球温暖化対策 ・ 地球温暖化対策実行計画の策定の検討状況

及びゼロカーボンシティ宣言での各市町村に

対する働き掛けについて伺う。 

環境農林水産部長 

６. 持続可能な行政運営   

(1) 財政健全化の取組み

と今後の財政運営 

・ 府の取組みの成果及び今後の財政運営の課

題とその対応について伺う。 

財務部長 

(2) 令和３年度当初予算

編成 

・ 令和３年度当初予算編成の考え方について

伺う。 

財務部長 

(3) 水道事業の一元化 ・ 水道一元化に向けた今後の取組みについて

伺う。 

知事 

(4) 消防の一元化 ・ 消防の一元化の更なる推進について所見を

伺う。 

知事 

(5)中央卸売市場のあり方 ・ 府内３市場の関係性も踏まえた府としての

再整備を含めた方針について伺う。 

環境農林水産部長 

７. One Osakaの実現   
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(1)基礎自治機能の充実 ・ 基礎自治機能の充実を図るための、広域自治

体としての今後の対応について伺う。 

総務部長 

(2)副首都・大阪の実現 ① 副首都・大阪をめざす意義・必要性と今後の

広域行政の方向性について伺う。 

知事 

② 今後の広域行政の推進体制について伺う。 知事 

 


