
府議会ホームページでは、議会開会中の日程や質問項目、議案の議決状況、会派及び議員の情報、会議録、政務活動費の収支報告書などを掲載しています。

大阪維新の会
大阪府議会議員団

久谷 眞敬
（大阪市北区）

新型コロナとインフルの同時流行対策は

公明党
大阪府議会議員団

藤村 昌隆
（大阪市平野区）

府民や企業が活用しやすい雇用対策に

自由民主党・無所属
大阪府議会議員団

西川 訓史
（八尾市）

大阪再生・成長に向け実効性ある戦略に

■ 議案の議決結果
知事提出議案（議決不要の報告3件を除く）　可決・同意・承認　20件
●  動産買入れの件（ネットワーク機器）（府立中学校、府立高等学校及び府立特別
支援学校に設置する校内ネットワーク機器の買い入れ）

●  大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例
一部改正の件（新型コロナウイルス感染症の影響による行事の中止等に関し、
入場料金等の払戻しに係る請求権を放棄した場合には、寄附金を支出したも
のとみなして個人府民税の税額控除を受けることができるようにする改正）

■ 可決した意見書　1件
●  私学助成の充実に関する意見書（国において、新型コロナウイルス感染症に
対応するための支援、私立学校におけるICT等教育環境の整備への支援等を
行うとともに、私立学校に対する財政措置への配慮を要望するもの）

12月の本会議・委員会開会予定
●本会議　12月1日（火）・2日（水）・3日（木）・4日（金）一般質問、21日（月）閉会
●委員会 12月9日（水）・10日（木）・11日（金）・14日（月）常任委員会
	 12月15日（火）・16日（水）・17日（木）常任委員会（知事質問）

詳しくは HP  大阪府議会

本会議をはじめ、常任委員会や特別委員会の
模様をインターネットで生中継しており、録
画での配信も行っています。パソコンだけで
なく、スマートフォンやタブレット端末でも
ご覧いただけます。
問 議会事務局総務課　  06(6944)9354

「議会インターネット中継」のご案内

代表質問の主な項目　9月25日に代表質問を行いました

Facebook、Twitterにて、府議会の取組みや活動内容等を写真とともに紹介
しています。

Facebook Twitter

大阪府議会SNSで最新の情報を発信しています

フォロー、「いいね!」を
よろしくお願いします。

新型コロナウイルスと高熱が出る等の症状
が似ている季節性インフルエンザはこれか

らが流行期。インフルと新型コロナの同時流行
により検査や医療の需要の急増が見込まれるこ
とから、医療体制の抜本的拡充が必要と考える。
今後、どのように取り組むのか。

新型コロナウイルスとインフルエンザの同
時流行に備え、関係機関とも協議しつつ、

診療所も含めた地域の医療機関と連携し、発熱
患者をはじめ検査を必要とする人が早期かつ確
実に診療・検査を受けられるよう、10 月以降、
診療・検査体制を拡充していく。

Q

A

2025 年大阪・関西万博に向けた動きが本
格化していく中、コロナの終息後を見据え、

大阪経済の立て直しと成長に向けて、府内市町
村や経済界とも連携しながら、戦略的な取組み
が必要。新戦略の策定にあたり、具体的なロー
ドマップを提示すべき。

府市一体で新たな戦略の策定に向けた検討
を進めている。今後、オール大阪で取組み

を推進できるよう、経済や暮らし、まちづくりな
どの各視点から、コロナ終息までの各段階にお
ける取組みの方向性など、大阪の再生・成長に
向けた道筋を示していきたい。

Q

A

民間人材サービス会社と連携した緊急雇
用対策について、中小企業の広告掲載料

を減額するなどの負担軽減策が必要。
　また、対象者が「令和2年 4月以降の失業者」
だが、就職できないまま本年 3月に卒業した学
生も対象とすべきと考える。いかがか。

中小企業の負担を軽減したく、民間人材
サービス会社に対して減額の協力を求めたい。

　また、コロナ就職氷河期をできる限り作らない
ということを非常に強く思っており、本年 3月に
就職できないまま卒業した学生についてもこの事
業の対象としたいと思う。

Q

A

　9月定例会前半では、新型コロナウイルス感染症対策を中心
に、代表質問、一般質問で活発な議論を交わし、9月30日の本会
議で採決を行いました。
　中小事業者等を支援するための制度融資枠の拡大や、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により収入減少等があった世帯に対
する個人向け緊急小口資金等の特例貸付を含む「令和2年度大阪
府一般会計補正予算（第10号）の件」など議案20件を可決・同意・
承認しました。
　また、意見書1件を可決しました。

9月定例会前半の審議の様子
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● オンラインを活用した委員会の開会
　新型コロナウイルス感染症のまん延を契機に社会全体がリモートワーク
の導入や行動様式を見直す中、オンラインを活用した委員会が開けるよう、
令和２年５月定例会に関係条例を改正しました。
　大阪府議会では、感染症のまん延防止の観点だけに留まらず、参集が困難
となるケースを広く対象とし、地震や台風などの大規模な災害等の発生時
のほか、委員が育児、介護等のやむを得ない事由により委員会室への参集が
困難である場合についても、オンラインを活用した委員会を開会できるよ
うになりました。
● 多様化する社会生活に対応した会議規則の整備
　育児や介護のあり方等、社会生活が多様化する中、大阪府議会としてもこ
れらの変化に対応したものとなるよう、会議規則に定める議員の欠席事由
に関する規定に「育児、看護、介護、出産支援」の文言を追加しました。

● 議会資料のペーパーレス化
　令和２年２月定例会より、既に導入していたクラウドサービスを活用す
るとともに、議員手持ちのタブレットやスマートフォン等を利用すること
で、低コストで効率的・効果的な手
法での議会資料のペーパーレス化
を開始しました。
　この取組みにより、年間約48万
枚（16階建てのマンションの高さ
に相当）の紙資源の削減につなげる
ことができました。

維 新
中川 あきひと

（堺市堺区）

Q. 大和川線鉄砲ランプと堺線住之江
ランプ間の「乗継制度」適用の実現に
ついて所見は。
A. 府としては阪神高速道路㈱に対し
国や地元市等と協議し検討を進める
よう働きかける。

Q. ＪＶ※1等と契約時に、相手方の資金
ショートの際、誰が責任を負うか確認
しておくべき。
A. 通常は指定管理者負担。今回はコ
ロナの危機事象であり、国通知も踏ま
え適切に対応。

自 民
うらべ 走馬

（茨木市）

維 新
おきた 浩之

（大阪市阿倍野区）

Q. 財政シミュレーション※2は当初予
算ベース。実際の決算では上振れの可
能性が高い。
A. 当初予算から決算の間では、一定の
収支改善が発生するのが一般的な傾
向。

維 新
和田 賢治

（大阪市天王寺区及び浪速区）

Q. 「なんば・天王寺・あべのエリア」の
一体化したまちづくりをどのように
進めるのか。
A. 民間の新しいまちづくりの動きを
注視し、大阪市をはじめ関係者ととも
に取り組む。

公 明
大山 明彦
（八尾市）

Q. 社会福祉協議会とも連携し、常設型
の災害ボランティアセンターを備える
ことが必要。
A. 研修を通じて市町村社会福祉協議
会のニーズを把握し、府社会福祉協議
会と検討する。

維 新
中谷 恭典

（柏原市及び藤井寺市）

Q. 消防一元化について、大阪府とし
て目標に掲げ推進を開始した時期及
び進捗状況は。
A. 平成20年に推進計画※6を策定。府
内43市町村の消防事務を現在27消防
本部で実施。

維 新
紀田　馨

（大阪市城東区）

Q. 共助の一例として大阪市城東区関
目の「赤いベンチの取組み」※3の知事
の評価は。
A. 地域の皆様それぞれの強みを活か
した活動は共助社会実現に繋がる素晴
らしい取組み。

共 産
石川 たえ
（吹田市）

Q. 都構想はきっぱりと断念して、コロ
ナ対策を強化し、府民の命と暮らしを
守るべき。
A. コロナ対策に万全を尽くし、都構想
は丁寧に説明して、市民にご判断いた
だきたい。

公 明
中村 広美

（大阪市住吉区）

Q. コロナ禍のいじめ・虐待について、
行政で把握や対応しきれない事案が
あるのでは。
A. 行政がカバーできる範囲を広げて
いくことが重要。相談体制の強化等に
取り組む。

維 新
松浪 武久

（泉佐野市及び泉南郡熊取町）

Q. 旧泉佐野コスモポリスの産業集積
用地化の泉佐野市の動きについてどの
ような認識か。
A. 土地利用の見直しは、市の意向も踏
まえつつ、引き続き、関係部局が連携し
取り組む。

維 新
西元 宗一
（羽曳野市）

Q. 府道郡戸大堀線の歩道整備※4につ
いて、速やかに暫定的に歩行者の安全
対策を行うべき。
A. 簡易なアスファルト舗装等部分的
により安全に通行できる対策を警察等
と協議し実施。

自 民
原田 こうじ

（池田市）

Q. 新型コロナウイルスの感染状況把
握のため、改めて府民の抗体検査を実
施すべき。
A. 府内で第２回の抗体検査が実施で
きるよう、実施時期や方法等を含め国
と調整する。

公 明
大橋 章夫
（枚方市）

Q. 新型コロナ感染拡大により大きな
打撃を受けた文化芸術分野の活動へ
の支援は。
A. 「大阪文化芸術創出事業」※5等を通
じ、活動支援と府民に文化芸術に触れ
る機会を提供。

維 新
広野 瑞穂
（東大阪市）

Q. 高校生の就職活動における一人一
社制の見直しを。また民間職業紹介事
業者の活用は。
A. 一部ルールの見直し等を検討。事業
者のノウハウを活用できるよう取組み
を進める。

自 民
中井 もとき

（豊中市）

Q. 保険適用の新型コロナ感染症の検
査費用について、自治体負担の仕組み
を改善すべき。
A. 最適な対応方法を保健所設置市と
も協議する。また、財源措置を国に要望
している。

※1 共同企業体のこと。複数の異なる企業等が共同で事業を行う組織のこと　※2 大阪市の「粗い試算」をベースとした特別区の財政シミュレーションのこと
※3 休憩・交流の場として、関目の地域住民が製作・設置する、地域あげての活動　※4 羽曳野市支所前から近鉄恵我ノ荘駅までの区間において事業実施している
※5 文化芸術活動の回復に取り組むため、大阪ゆかりの演芸家や楽団等に公演の場を創出　※6 大阪府消防広域化推進計画　※7 令和2年度から設置した学識経験者による「市場あり方検討委員会」

大阪府議会は、議会基本条例の基本理念※の下、常に改革に取り組んでいます

一般質問の主な項目　9月28日、9月29日及び9月30日に一般質問を行いました

維 新
松本 利明
（茨木市）

Q. 茨木市の府中央市場の再整備は、
物流の総合拠点となるよう優位性を
踏まえ検討を。
A. 交通の利便性や敷地の広さ等強み
を最大限発揮すべきとの委員会※7意見
も踏まえ検討。

自 民
杉本 太平
（和泉市）

Q. 府営公園における民間活力導入の
取組やそのノウハウを市町村へ展開
し、支援すべき。
A. 府の取組の紹介や府内市町村等の
優れた事例の共有など、市町村の取組
を後押しする。

維新…大阪維新の会大阪府議会議員団
自民…自由民主党・無所属　大阪府議会議員団
公明…公明党大阪府議会議員団
共産…日本共産党大阪府議会議員団

※ 大阪府議会基本条例第２条…議会は、知事とともに二元代表制の一翼を担っており、その
機能を最大限に発揮することにより、府民の負託にこたえるとともに、絶えずそのあり方を
検証し、改革に努めるものとする。
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