
各議案の概要については、府議会ホームペー
ジの［提出議案・議決結果］、議案審議などの
模様は［インターネット中継］の録画中継を
ご覧ください。

９月定例会日程のご案内

維 新
横山 英幸

（大阪市淀川区）

Q.大阪都市計画局の成
否は府市職員が真に融
合しうるかにかかる。知
事の所見を問う。
A.市域・市域外という守
備範囲を超えた一体的
な組織運営を徹底して
いきたい。

共 産
石川 たえ
（吹田市）

Q.第４波の教訓を活か
し、第５波の対策として、
重症病床を500床確保
すべきでは。
A.オーバーフローした
経験も踏まえ、病床確保
計画の見直しを検討し
ているところ。

維 新
魚森 ゴータロー
（大阪市都島区）

Q.災害時の帰宅困難者
の一時滞在施設の確保
について、大阪府も市町
村を支援すべき。
A.ホテル事業者との受
入協定など先行事例を
共有し、地域の実情に応
じた支援を行う。

自 民
原田 亮
箕面市及び

豊能郡

Q.北大阪急行線延伸の
令和５年度開業とコスト
縮減に府としても主体
的に取り組むべき。
A.府としてコスト縮減
など整備主体の取組み
を支援し、主体的に進捗
管理を行っていく。

維 新
中川 嘉彦
（摂津市）

Q.PFOA※2による水質
汚染で住民の健康に
影響はないのか。府民
に的確な情報を。
A.住民の健康に影響は
ないと考えられる。地元
市と連携し、丁寧に説明
していく。

自 民
須田 旭

富田林市、大阪狭山市
及び南河内郡

Q.1年以上続く保健所
の業務増大に対し、業務
負担軽減に向けた取組
みは。
A.保健師の増員ととも
に、業務の外部委託化、
重点化、効率化を図り負
担軽減に努める。

維 新
中川 誠太

（大阪市西淀川区）

Q.プ リ ぺ イ ド カ ー ド
利用等による子どもの
ゲームへの課金に対し、
どう対策を講じるか。
A.家庭内でのルール作
りとともに、どのような
対策がとれるかなど関
係者と協議する。

公 明
山下 浩昭
（東大阪市）

Q.ヤングケアラーには
分野横断的な課題が多
い。府でも庁内横断的な
体制を整備すべき。
A.必要な人に必要なと
き必要な支援が届くよ
う、全庁的に連携し取り
組むよう指示する。

公 明
内海 久子
大東市及び
四條畷市

Q.流産、死産などによる
深い悲しみを抱える方
に寄り添う支援、グリー
フケアの充実を。
A.当事者理解に立った
支援がなされるよう、研
修において当事者の声
を届けていく。

維 新
いらはら 勉
（堺市北区）

Q.大阪府域どこでも5G
ミリ波が使えるレベル
まで先んじて環境整備
を進めるべき。
A.通信事業者に環境整
備を促すため5G技術を
活用した新たなサービ
ス等の創出に取り組む。

維 新
泰江 まさき

（門真市）

Q.大阪が一つの転換点
に立つ今、新たなステージ
へ向けた副首都ビジョン
を示すべき。
A.情勢変化を踏まえ、市
町村と一緒になってビ
ジョンのバージョンアッ
プに取り組む。

自 民
西川 訓史
（八尾市）

Q.ひきこもりの状態に
ある方や家族が適切に
支援を受けられるよう、
今後の取組みは。
A.関係機関のネットワー
クが構築・強化されるよう、
市町村に対する支援を
強める。

維 新
西林 克敏
（堺市南区）

Q.泉北ニュータウンの
公的賃貸住宅の建替え
等による活用地を最大
限に活かすには。
A.民間のアイデア等が
反映されるよう、定期借
地導入、土地利用規制緩
和等を検討する。

公 明
垣見 大志朗

（岸和田市）

Q.ベイエリア全体の魅
力向上に、自転車を活用
すべき。広域サイクル連
携の進め方は。
A.市町村や民間団体と
連携し、ルート設定やス
マホでのマップ発信等
を積極的に進める。

維 新
笹川 理

（大阪市東淀川区）

Q.「子どもの貧困」は社
会全体で取り組むべき
問題。府教育庁としてど
う取り組むのか。
A.学校の果たす役割は
大きく、多様な進路選択
の機会の確保など一層
の取組みを進める。

維 新
徳村 さとる

（大阪市鶴見区）

Q.府民の安全、治安を守
る警察官には、一刻も早
くワクチンを接種しても
らうべき。
A.希望する府民に1日で
も早くワクチンが行き
渡るよう警察官など職
域接種の方策を検討。

自 民
原田 こうじ

（池田市）

Q.飲食店の新たな認証
制度について、とにかく
事業者に負担がかから
ないように。
A.申請の簡便化や見回
り隊の調査結果の活用
など、事業者の負担軽減
につなげたい。

維 新
金城 克典
大阪市大正区
及び西成区

Q.コロナ禍で高齢者や
障がい者が孤立せず適
切な支援を受けられる
ための対応は。
A.市町村と連携し孤立
しない地域活動づくり
や支援機関へのつなぎ
等を進めている。

公 明
八重樫 善幸

（豊中市）

Q.ICTを活用し高齢者
をサポートする大阪ス
マートシニアライフ事業
の今後の進め方は。
A.高齢者に使いやすい
タブレット端末等を通じ
たサービス構築に公民
共同で取り組む。

自 民
徳永 愼市

（大阪市東成区）

Q.介護施設での陽性者
発生時の全数検査は徹
底しているのか。周辺施
設まで対象拡大を。
A.調整に時間を要す場
合もあり効率的な方法
の導入を急ぐ。対象拡大
は可能性含め検討。

一般質問の主な項目
5月31日・6月1日・

６月2日・６月3日の4日間、
一般質問を行いました。

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
※1 2025年   大阪・関西万博
※2 ペルフルオロオクタン酸の略称。有機ふっ素化合物の一種。

議長  鈴木 憲（維新） 副議長  杉本 太平（自民）

　5月定例会では、議長・副議長の選出をはじめ、議会運営委員会及び各常任委員会の委
員などの選任を行い、本会議では一般質問で活発な議論を交わしました。
　飲食店における感染拡大防止対策を徹底するための第三者認証制度を導入し、審査・現
地確認等を実施する感染拡大防止対策事業等を含む「令和３年度大阪府一般会計補正予
算（第4号）の件」など34件を可決・同意・承認等しました。また、意見書4件を可決しました。

新たな議会の構成〈人数は定数〉

総務常任委員会 〈12人〉
　委 員 長　富田 武彦（維新）
　副委員長　松浪 ケンタ（維新）

府民文化常任委員会 〈10人〉
　委 員 長　永井 公大（維新）
　副委員長　奥谷 正実（自民）

教育常任委員会 〈12人〉
　委 員 長　三浦 寿子（公明）
　副委員長　西元 宗一（維新）

健康福祉常任委員会 〈12人〉
　委 員 長　うらべ 走馬（自民）
　副委員長　植田 正裕（維新）

商工労働常任委員会 〈10人〉
　委 員 長　泰江 まさき（維新）
　副委員長　魚森 ゴータロー（維新）

環境農林水産常任委員会 〈11人（欠員1人）〉
　委 員 長　原田 こうじ（自民）
　副委員長　藤村 昌隆（公明）

都市住宅常任委員会 〈10人〉
　委 員 長　紀田 馨（維新）
　副委員長　須田 旭（自民）

警察常任委員会 〈11人〉
　委 員 長　金城 克典（維新）
　副委員長　松浪 武久（維新）

議会運営委員会 〈17人〉
　委 員 長　鈴木 憲（維新）
　副委員長　杉本 太平（自民）

HP 大阪府議会

9月 定 例 会 は、9月29日
（水）から12月17日（金）ま
での予定です。
※ 日程は変更になる場合があ

りますので、ご了承ください。

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）
維 新

松浪 武久
泉佐野市及び
泉南郡熊取町

Q.万博※1会場と府内各
地域との連携を進め、広
く大阪全体の魅力発信
につなげるべき。
A.市町村ニーズも踏ま
え、各地のイベントなど
との連携を博覧会協会
に働きかけていく。（ ）

6月30日（水）から大阪府庁本館5
階府議会情報コーナーにて、令和
2年（度）分の資産及び政務活動費
の関係書類の閲覧を開始しまし
た。また、令和2年度政務活動費に
ついては、7月下旬を目途に府議
会ホームページでも公開します。

知事提出議案 　（議決不要の報告15件を除く）
 可決・同意・承認等　33件
◦  令和３年度大阪府一般会計補正予算（第３号）の件　
（軽症者等を受け入れるための宿泊療養施設の確保
や飲食店及び休業要請に協力した大規模施設等への
支援、酒類販売事業者への支援等）

◦  万博推進局の共同設置に関する件 （大阪市と共同して
万博推進局を設置するため、規約を定めるもの）

◦  大阪都市計画局の共同設置に関する件 （大阪市と共同
して大阪都市計画局を設置するため、規約を定めるもの）

◦ 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する
条例一部改正の件（新型コロナウイルス感染症に係る
ワクチン接種に関する業務に従事する医療従事者を
任用するため、非常勤職員の報酬の特例を追加）　

議員提出議案 　可決　1件
◦   大阪府議会委員会条例一部改正の件 （大阪府組織条

例の一部改正に伴い、常任委員会の所管を変更する
ため、現行条例の一部を改正するもの）

可決した意見書 　4件
◦ コロナワクチン接種に係る従事者の確保に関する意

見書
◦  コロナ禍で影響を受ける「雇用・事業」を守るための助

成金等の支給期間の延長を求める意見書
◦  チルドレン・ファーストの行政推進を実現するため、縦

割り行政を打破し「新たな組織」の創設を求める意見書
◦  学校教育におけるデジタルトランスフォーメーショ

ンを適切に進めるための意見書

議案の議決結果
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