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令和３年９月３０日 

 

大阪府議会議員 笹川  理 

（項目１～４） 

大阪府議会議員 上田 健二 

（項目５～９） 

質問予定概要 

  

 

  質問日 令和３年１０月４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

から府民の命を守る 

 

  

(1) 第５波の総括 ・第５波における医療・療養提供体制について、

どのように総括しているのか、伺う。 

健康医療部長 

(2) 第６波への備え ①大阪市保健所の業務ひっ迫を防ぐための積極

的な支援を図り、多くの陽性者を迅速に医

療・療養につなげる必要があると考えるが、

所見を伺う。 

健康医療部長 

 

 

 

②医療機関による往診・治療体制の強化を図る

ことについて所見を伺う 

健康医療部長 

(3)大阪コロナ大規模医

療・療養センター 

①大規模医療・療養センターの必要性、備える

機能、設置時期、今後の運用の考え方につい

て、伺う。 

知事 

②運営事業者の選定手続きと選定理由につい

て、伺う。 

危機管理監 

③施設での健康観察等の仕組みや必要な医療ス

タッフの確保について、伺う。 

健康医療部長 

(4)パンデミックに備えた

法整備 

・パンデミックのような有事の際に病床確保が

可能となる法整備が必要。その法整備にはど

のような内容が必要と考えるか、伺う。 

知事 

 

２ これからの時代に相

応しい「行財政改革」 

 

  

(1) 副首都ビジョン ・副首都ビジョンをバージョンアップする狙い

について、所見を伺う。 

知事 

(2) 市町村合併・連携 ・市町村合併・連携に関しての考え方や必要性

をどう認識し支援していくのか、伺う。 

知事 
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(3) 府庁の組織再編 ①基礎自治機能の強化を図るため、どのような

組織体制を考えているのか、伺う。 

知事 

 

②大阪の成長の司令塔として設置する組織につ

いて、伺う。 

総務部長 

 

③府庁組織のスリム化が必要ではないか。組織

再編・統合の考え方について、伺う。 

総務部長 

(4) スマートシティ戦略

部の体制 

・既成概念に捉われることなく、早急かつ大胆

な方策で、いかに民間からデジタル人材を確

保していくかが重要。所見を伺う。 

スマートシティ戦略

部長 

(5) 府の財政状況 ・府の財政状況と、財政健全化に向けた今後の

財政運営について、伺う。 

財務部長 

(6) 基金へのご寄附によ

る歳入確保 

・戦略性をもった寄附金の確保により、歳入増

に取り組むことについて、見解を伺う。 

財務部長 

３ 「グローバル都市・大

阪」の実現 

 

  

(1) 大阪経済の生産性向

上 

・府内中小企業の生産性及び労働環境向上に向

けたＭ＆Ａの促進について、所見を伺う。 

商工労働部長 

(2) ＩＲの誘致 ・ＩＲ（統合型リゾート）の誘致実現に向けた

今後の取組みについて、伺う。 

知事 

(3) 北陸・リニア中央新幹

線の早期全線開業と新

大阪駅周辺地域のまち

づくり 

・北陸新幹線及びリニア中央新幹線の工事に伴

う発生土の処理と「新大阪駅周辺地域のまち

づくり」について、所見を伺う。 

田中副知事 

(4) 国際金融都市 ・戦略骨子で示された「国際金融都市の都市像」

に込めた思いについて、伺う。 

知事 

(5) 人権施策の推進 ①人権施策推進基本方針の変更とインターネッ

ト上の人権侵害への対応について、伺う。 

知事 

 ②大阪人権博物館の収蔵品・資料等の保存と活

用方法について、所見を伺う。 

府民文化部長 

4 「子ども輝く未来都

市・大阪」の実現 

 

  

(1) 子どもを虐待から守

る取組み 

①要保護児童対策地域協議会における関係機関

との情報共有や、警察との全件情報共有の仕

組みについて、伺う。 

福祉部長 

 

②「重大な児童虐待ゼロ」を目指して、どのよ

うに取り組んでいくのか、所見を伺う。 

知事 
 

(2) 重層的支援体制整備

事業 

・重層的支援体制の整備が進むよう、分野を超

えた連携促進や人材養成について、どのよう

に市町村を支援していくのか、所見を伺う。 

福祉部長 

(3) 課題を抱える生徒へ

の支援体制の強化 

・府立高校におけるスクールカウンセラー及び

スクールソーシャルワーカーの配置拡充につ

いて、どのように取り組んでいくのか、所見

を伺う。 

教育長 
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(4) 私学助成の充実 ・私立高等学校等経常費補助金について、現状

及び私学教育に与える影響について、見解を

伺う。 

教育長 

(5) これからの時代の大

阪に相応しい高校の在

り方 

①どのような理由や判断で、今回示されている

再編整備案となったのか、見解を伺う。 

教育長 

 ②資産マネジメントの視点で、地域偏在にも考

慮した戦略的な再編整備を推進し、生徒の学

習環境と学校生活の質の向上を迅速に図るべ

き。見解を伺う。 

教育長 

 ③府の厳しい財政状況であっても、府立学校の

施設改修や校舎建替えを行っていくため、大

胆な再編整備を行うべき。所見を伺う。 

知事 

 ④公私協力方式による公設民営学校の創設につ

いて、伺う。 

教育長 

 ⑤ＰＦＩのような手法で府立高校の学習環境を

向上させる「公設民営学校」を再編整備手法

として実行していくことについて、伺う。 

知事 

(6) 安全な通学路の確保 ・府管理道路における通学路の安全対策及び市

町村所管の通学路に係る市町村との連携につ

いて、伺う。 

都市整備部長 

(7) 府民生活の安全や平

穏確保のための取組み 

・「大阪府暴力団排除条例」の一部改正の目的と

意義、及び施行後の効果についてどのように

考えているのか、伺う。 

警察本部長 

５ 大阪・関西万博   

(1) 機運醸成 ・段階的な広報活動・機運醸成を進めるための

アクションプラン等の策定と効果的なＰＲの

取組みについて、伺う。 

知事 

(2) 大阪パビリオン 

 

・大阪パビリオンの展示内容及び木材利用につ

いて、伺う。 

知事 

(3) 空飛ぶクルマ ・機体開発に大阪の中小企業の技術を活かし、

産業の活性化につなげることや万博後の普及

拡大にどのように取り組むのか、伺う。 

知事 

(4) ブルー・オーシャン・

ビジョン 

・大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの実現に

向けどのように取り組むのか、伺う。 

環境農林水産部長 

６ 大阪と兵庫の連携 ・関西経済の成長、産業連携、港湾整備などを

促進していくため、兵庫県との連携を深める

ことを求める。 

要望 

７ 大阪の成長・発展 

 

  

(1) 新しいまちづくりの

グランドデザイン 

・新しいグランドデザイン策定の趣旨や今後の

進め方について、伺う。 

住宅まちづくり部長 

(2) 府民の森の活性化と

マウンテンエリアの魅

力向上 

・マウンテンエリアの魅力向上に向けた賑わい

のある府民の森の実現と周辺地域との連携に

ついて、伺う。 

環境農林水産部長 

(3) 大阪広域ベイエリア ・大阪広域ベイエリアの一体的な発展に向けど

のように取り組むのか、伺う。 

住宅まちづくり部長 

(4) 大阪パークビジョン ・大阪パークビジョンに期待すること及び市町

村に対する今後の展開について、伺う。 

知事 
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(5) 大阪の成長に向けた

戦略的な産業用地の確

保 

・企業の経営戦略等の動向も踏まえた、府の戦

略的な産業用地確保の取組みについて、伺う。 

商工労働部長 

(6) 大阪農業の方向性 ・大阪農政の改革についてどのように取り組む

のか、伺う。 

環境農林水産部長 

(7) 中央卸売市場の再整

備に係るサウンディン

グ型市場調査結果 

・サウンディング型市場調査を行った際に提出

のあった意見に対する受け止めについて、伺

う。 

環境農林水産部長 

(8) 中央卸売市場の再整

備 

・今後どのように中央卸売市場の再整備を行っ

ていくのか、伺う。 

知事 

(9) 公共施設の木材利用 ・木材の利用促進に向け、現状を踏まえた実効

性のある方針の改正をすべきと考えるが考え

を伺う。 

環境農林水産部長 

(10) 住宅政策 ・今後を見据えた住宅政策について、伺う。 住宅まちづくり部長 

(11) 水道一元化 ・府域一水道について、伺う。 知事 

(12) 大阪府市下水道ビジ

ョン 

・大阪府内の下水道事業を取り巻く様々な課題

に対応するためには、市町村の支援が重要と

考える。所見を伺う。 

知事 

８ 災害対策 

 

  

(1) 盛土調査と改善指導 

 

・盛土の総点検にどのように取り組むのか及び

危険な盛土が確認された場合どのように対応

していくのか、伺う。 

田中副知事 

(2) 行方不明者の氏名公

表 

・災害時の行方不明者等の氏名公表の府の対応

方針について、伺う。 

危機管理監 

(3) 治水対策 ・気候変動を踏まえた流域治水対策にどのよう

に取り組むのか、伺う。 

都市整備部長 

９ コロナ禍の経済対策 

 

  

(1) おおさか観光消費喚

起事業 

・おおさか観光消費喚起事業について、伺う。 府民文化部長 

(2) ゴールドステッカー ・ゴールドステッカーを取得した店舗に対する

インセンティブについて、伺う。 

危機管理監 

(3) 休業要請等への未協

力店舗 

・休業要請等への未協力店舗への対応状況につ

いて、伺う。 

危機管理監 

(4) 営業時間短縮協力金

再申請 

・営業時間短縮協力金の再申請についての機会

を設けるように要望する。 

要望 

(5) 補正予算（７号）案 ・緊急事態宣言が解除されたが、補正予算額は

適切なものとなっているのか、見解を伺う。 

財務部長 

 


