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めざせ! One大阪
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大阪維新の会
大阪府議会議員団

発行
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令和4年度

令和 4 年度

（一般会計） ロシア非難決議を

全会一致で可決 !!

が
コロナ禍を乗り越え、成長の土台をつくる

大阪府議会は令和4年3月1日、ロシアによる
ウクライナ侵略について「力による一方的な
現状変更は断じて認められない」などとする
非難決議を全会一致で可決しました。

大阪維新の会 大阪府議会議員
総務常任委員会委員長

とみた 武彦 の

府政報告

令和4年2月定例会の本会議において一般質問に立ち、
府政の諸課題について府理事者と議論を交わしました。
その概要をご報告いたします。
お問合せは

〒546‒0043

大阪市東住吉区駒川2−1−41

とみた武彦 事務所 TEL・FAX（06）6709−5551

とみた武彦

吉村洋文知事

suppprt@hstomita.jp

とみた武彦の一般質問（令和４年３月８日）
公立小中学校の太陽光発電設備設置状況
Q
A

小中学校における太陽光発電設備の設置状況について伺う。
令和3年5月1日現在においては、1,434校のうち、513校で設置されており、
設置率は平成30年５月１日時点に比べて5.4ポイント増加し、35.8%となっ
ている。府内市町村と連携して取組んでいる。

要望

地域の防災機能強化のため、太陽光パネルの導入は重要。普及をさら
に進めていただきたい。

子どもを性犯罪から守る取組み

大阪・関西万博と食博覧会
Q

2025年に万博内のパビリオンの一つとして、
「食博覧会・大阪2025」をテ
ーマに出展されるとのことだが、2023年か2024年にも食博のようなイベ
ントを開催してはどうか。

A

関係団体と連携し、万博の機運醸成につながる大阪の食の魅力発信に取組
んでいく。

大阪は「くいだおれ」とも言われる食の魅力あふれる街。楽しんでもら
要望 える仕掛けづくりでいっそう万博への関心は高まる。全力で取組んで
いただきたい。

大阪マラソンの今後の取組み

Q

児童生徒を性暴力から守るため、府教育委員会ではどのような取組みを進
めているのか。

A

原則、懲戒免職処分とし、採用選考では、
「官報情報検索ツール」を活用する
など志願者全員の処分歴等を確認。取組みをさらに進めていく。

Q

新型コロナウイルスの影響で一般ランナー部門が中止となった。この判断
に至った経緯と一般ランナーへの対応を伺う。

Q

保育士や放課後児童支援員のわいせつ行為等にどう対応しているのか。

A

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、エリート部門のみでの開催となった。
参加料等の取扱いは、速やかにお知らせする予定。信頼等を確保できるよう、
適切に対応する。

Q

大阪マラソンでは、虹色の７色ごとに寄付先団体を７つのチャリティテーマに
分け、ランナーが選べる仕組み。
SDGsのゴールと、大阪マラソンのチャリティテーマを結び付けられれば、そ
れぞれの取組みのさらなる広がりも期待できる。チャリティマラソンとして、
どう実施するのか。

A

大阪マラソンの目的の一つにチャリティ文化の普及を位置づけ、チャリティ
ランナーの募集等に取組んでいる。その結果、チャリティマラソンとして定
着してきている。今後も組織委員会とともに、取組んでいく。

要望

A

監査時に保育士による不適切な保育の防止
措置について確認し、放課後児童支援員へも、
認定資格研修で虐待防止に関する指導を実
施。わいせつ行為などがあった場合、取消処
分等を行っている。

Q

イギリスでは、子どもと日常的に接する職種
の人を雇用する場合、
「DBS」という公的機関
が発行する無犯罪証明書を求める仕組みが
整備されている。こうした仕組みが早く実現
されるよう発信できないか。

A

子どもを守る仕組みが速やかに整備される
よう、国に対し積極的に提言していく。

日本版DBSの導入は加害者を再犯から守るため、という側面もある。
子どもを性犯罪から守る仕組みを大阪から積極的に発信いただきたい。

観客がチャレンジチャリティとして、スマホなどで７つのチャリティテー
マに一口投げ銭のように寄付し、ランナーのゴールした色の配分で分
要望 け合うと、ランナーの頑張りと観客の応援との相乗効果が生まれ、チャ
リティ意識が高まると思う。
大阪マラソンがチャリティマラソンとして発展するようお願いしたい。
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大阪府の一般会計予算（３兆７,７98億円）の内訳（令和４年度）

3兆7,798億円から税関連支出、積立金及び公債費を除いた、３兆1,060億円の歳出内訳（目的別）は次のグラフのとおりです。
歳出の大きい経費は、新型コロナ対策関連経費、社会保障関係経費、教職員費及び警察職員費、この3つに分類されます。

一般歳出の内訳

一般歳出総額

商工労働費 9,483億円（30.5％）

中小企業向け制度融資預託金
7,529億円
営業時間短縮等協力金支給事業費 1,489億円
新型コロナウイルス感染症対応
資金融資利子補助金
241億円
求職者緊急雇用促進事業費
36億円

健康医療費 6,591億円（21.2％）

新型コロナウイルス感染症対策費 3,374億円
国保・後期高齢者医療関係費
2,179億円
措置入院及び通院医療費
184億円
はびきの医療センター整備事業費 134億円

人権侵害に関する職場や学校における
普及啓発活動の強化

33.7%

33.2%

その他

15.5%

インターネットやSNS上での誹謗中傷など
人権侵害をなくす理念条例の制定

3.1%

14.4%

訴訟など解決へ向けた
アドバイスや支援

コロナに重点、経済や府民生活にも目配り
令和４年度

大阪府当初予算 2年連続過去最大（ 7.7％増 ）
対前年

命を守る最大限の感染症対策の推進 5,356億円
宿泊療養施設の確保 … 375億円
入院・療養体制の確保 … 230億円
検査体制の整備・充実 … 430億円
ワクチン接種体制の整備 … 210億円

コロナ禍で打撃を受けた

警察費
2,748億円（8.9％）

警察職員費
2,224億円
交通安全施設等整備 67億円

介護給付費負担金
1,157億円
障がい者自立支援給付費等負担金 642億円
施設型給付費等負担金
388億円
福祉医療費助成（府単独）
169億円

特別支援学校教職員費 445億円
大阪公立大学の運営
106億円
施設型給付費等負担金 93億円

インターネットやSNS上での誹謗中傷など人権侵害に関して、
府民の
大阪府に対応してほしいことはなんですか。
意識調査
（Ｒ4.2.10〜12・1595人対象にインターネット調査）
悪質な書き込みを監視する
モニタリング事業の強化

福祉費

警察費

都市整備費
5,754億円（18.5％）

街路、道路改良費
189億円
ダム建設、河川改良費 126億円
連続立体交差費
97億円
モノレール道整備費
71億円

福祉費 3,810億円（12.3％）

教育費 5,754億円（18.5％）
小中学校教職員費 2,257億円
私学関係助成
876億円
高校教職員費
803億円

教育費

診療型宿泊療養施設

維新
提案

その他

健康医療費

都市整備費

商工労働費

3兆1,060億円

その他 1,425億円（4.6％）
環境農林水産費 188億円
建築費
80億円

都市計画費 44億円

インターネット誹謗中傷防止条例案が可決

維新府議団が提案した、インターネット上の誹謗中傷防止に向けた 条例全文は
条例案が、
３月24日の本会議で可決・成立した。被害者支援のほか、 こちらから
誹謗中傷等の行為を繰り返さないよう加害者への相談支援体制整備
を盛り込んでいる。
条例は、被害者支援や誹謗中傷等を抑制する対策を講じることは
府の責務と明記し、学校教育などを通じて府民の意識向上に努める
としている。

吉村知事の府政運営の基本方針
令和４年度当初予算においては、新型コロナウイルス感染症から府民の命とくらしを
守り、社会経済活動を回復させることに加え、2025年大阪・関西万博のインパクト
等を活用した成長・飛躍をめざす。

万博のレガシーを継承したさらなる飛躍
万博をインパクトとした再生・成長

経済・産業の回復、雇用を支える取組みの推進 7,585億円
中小企業向け融資制度 … 7,529億円
民間人材サービス事業者と連携した緊急雇用対策 … 36億円
国内旅行消費喚起事業 … 10億円
商店街への支援 … 4億円

くらしを支えるセーフティネットの充実 227億円
不妊・不育症対策の推進 … 10億円
スクールカウンセラー及び学習支援員等配置事業 … 9億円
府立学校スマートスクール推進事業 … 33億円
ヤングケアラー支援体制の強化 … 8億円

万博をインパクトにした

大阪の成長・飛躍に向けた取組みの加速 1,409億円
2025年大阪・関西万博の推進 … 34億円
行政ＤＸ推進事業 … 12億円
脱炭素化に向けた取組み … 4億円
道路・鉄道ネットワークの整備 … 74億円

成長に向けた
長期的な方向性

副首都・大阪の実現
国際金融都市の実現
リニア中央新幹線大阪開業

なにわ筋線の整備
大阪モノレール延伸
淀川左岸線（2期）の整備
大阪公立大学森之宮キャンパス開所

2030

2029

2026

北陸新幹線大阪開業

I R 開業

2 0 2 5 大阪・関西万博

空飛ぶクルマの実用化

2 0 2 4 中之島4丁目未来医療国際拠点オープン
2 0 2 3 G7関係閣僚会合開催（誘致中）
2 0 2 2 大阪公立大学開学、スーパーシティ区域指定 ※数字は年度（大阪モノレール延伸のみ年）

うめきた２期先行まちびらき

府民の意識調査 大阪維新の会の府政運営に期待するものは何ですか？
❶南海トラフ巨大地震対策等の防災・減災の取組み
❷福祉・医療施策の充実
❸新型コロナウイルス感染症対策の強化
❹新型コロナウイルス感染症の影響で低迷する雇用・経済対策
❺教育の無償化や少人数授業の実現等の教育環境の充実
❻万博の成功や国際金融都市構想の実現等、大阪の成長・発展に関する取組み

（Ｒ4.2.10〜12・1595人対象にインターネット調査）

維新府議団ちゃんねる

維新府議団は
議会活動を
YouTubeで動画発信

検索

