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新緑号

熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
4月14日から熊本・大分県などで発災している大地震で、多くの
方々がお亡くなられましたことにご冥福をお祈りするとともに、
今なお避難を余儀なくされている方々に対しまして心よりお見
舞い申し上げます。

平成28年度大阪市予算案に関し

大阪市は現地に消防局、災害医療派遣チーム（DMAT）や
職員を大量に派遣、物的支援として水・毛布・食料などを配送
しています。今後は他の自治体と協力しつつ、必要とされてい
ることなどの情報把握に努めさらに支援を進めて参ります。

公明党を代表して

八 尾 議 員 が代 表 質 問！
はち

お

MICEの誘致に新たな助成制度も 全国ーの稼働率でホテル不足が問題に
産業振興、
成長産業の育成に資する
MICEの誘致について

大阪の観光施策について

【八尾】急激な観光客等の増加で、ホテルや観光
【八尾】
MICEはその経済波及効果やビジネス機会
施設の充実、
観光利便性の向上が急務。
の創出効果など、
幅広い経済的意義を有するもの。 重要な観光資源である天王寺動物園の基本計画
大阪の産業振興、
成長産業にMICEの誘致を市と
について。
さらに観光客の利便性の向上にだれで
して戦略・目標を持って取り組まなければならな
も使えるWi-Fiの整備など、
観光施策には問題が
いと主張。
山積と指摘。
【市長】
一層ビジネス拡大を図れるような質の高い 【市長】大阪のホテル稼働率が90%を超えるなど
大規模展示会の誘致開催をめざすとともに、大
宿泊施設の確保は喫緊の課題です。天王寺動物
阪市内への積極的な展示会誘致を促進するため
園については
「天王寺、
阿倍野地区」
の集客拠点と
の新たな助成制度を創設します。
して活性化させ、
ナイト・ズーの実施やふれあい広
場の開設など、
動物園基本計画を策定。
【MICE／マイス】
多くの集客が見込まれ、
経済効果の大きいビジネス関連イベン
Osaka Free Wi-Fiは現在市内約2,300箇所
ト。
また、
それを開催するための大型施設。
名称は、
meeting
（企
業などの会議・セミナー）
、
incentive tour
（報奨旅行）
、
convenに設置。今後年250箇所以上を目標に、さらに設
tionまたはconference
（学会・国際会議）
、
exhibitionまたはevent
置箇所数の上積みを図ります。
（展示会・イベント）
の頭文字からの造語。

芸術文化に触れる機会の充実を
文化の振興に向けた取り組みについて

【八尾】
これまでのように芸術・文化活動を行う側
に予算を投じるものだけではなく、受け手となる
市民にも施策の充実を図るべき。また、芸術文化
に興味はあっても、様々な制約でこれらに触れる
ことが困難な人々への施策なども提案。
【市長】
芸術文化に触れることが困難な市民への、
芸術文化体験機会の一層の充実は必要と考えてお
り、バウチャー制度といった八尾議員からの提案
も含め、今後様々な施策をしっかりと検討します。
【バウチャー制度】
国や自治体などが目的を限定して
個人を対象に補助金を支給する制
度。引換券として支給する方式が多
い。教育・保育・福祉などの公共サ
ービスが対象で、利用者はその中か
ら必 要なものを選択し、引換 券を
提出してサービスを受ける。

より市民に利用しやすい施設に
市民利用施設におけるサービスの拡充について
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もっと世界へ発信、シニア活用など
中小企業支援について

中学校にもアレルギー対策を、
早急に学校調理方式へ

【八尾】
中小企業は、
情報発信力が弱く、
世界に通
中学校給食について
用する技術力が埋もれがちに。市内の高校・大学 【八 尾】アレルギー
対策について、自校
等新卒者に、高い技術力を持つ中小企業の情報
を発信し、
優秀な企業の紹介・マッチングなどで、 調理方式の小学校
で は一定の対応を
優秀な人材が集まる取り組みを行うべきと主張。
行っているので、中
【市長】世間ではあまり知られていない「ものづく
IMAGE
り企業」
の情報を様々な機会を国内外にアピール。 学校も学校調理方
式にいち早く切り替えを要望。食育の観点を大事
シニア人材を活用する
に、学校内にランチルームの設置とその為のモデ
取組の充実とともに、
ル検証を提案。
新卒者、若年者の中小
企業への就職マッチン 【市長】中学校給食については私の任期中に市内
全中学校で学校調理方式をめざしており、
小学校
グにも積極的に取組み
給食と同じくアレルギー対応していきます。
優秀な人材の確保につ
学校内ランチルームのご提案は効果検証の観点か
ながる支援をしていき
IMAGE
ら来年度におけるモデル実施の検討をすすめます。
ます。

【八尾】
251館ある施設のうち、
154館がいまだに
毎週休館日があり、
休日を定める条例を見直すな
ど改善が必要と考えます。また、観光施設だけで
なく、市民サービス拡充や防災の観点から、区役
所等の市民利用施設でのWi-Fi環境の整備も、
電
気通信事業者任せでなく市として責任を持って、
積極的に進める必要があります。
【市長】開館日や開館時間の充実はサービス向上
の重要な取組と認識し、
一部の施設などの年末年
始以外のフルオープンや臨時開館など、条例の柔
軟な運用に努めてきた。今後も、民間の視点もふ
まえ、
見直しを進めたい。
Wi-Fi環境の整備も市民
ニーズの把握に努
め 、より効果的な
施設から優先的に
公 衆 無 線 L A Nの
整備を進めていき
ます。

長期的視点をもって、
みんなで子どもを支える
社会総がかりの教育について

【八尾】
橋下前市長就任以降、
政治が教育に介入する状況に、
我が会派としても憂慮している。
教育は長
期的視点で子どもを育むものであり、
市長が替わるたびに教育方針が変わることはあってはなりません。
・様々な教育施策も学力向上につながらず、
いじめ問題や全国平均の約1.8倍もある中学生の不登校問
題など、
大阪市が抱える大きな課題の解決が置き去りにされている。
・学校、
行政、
保護者、
地域など、
多くの人々が子どもたちを支えることで、
大阪市の教育課題を抜本的に
改善していかなければなりません。

防災活動や災害時の助け合いを
ボランティア教育について

【八尾】
児童、
生徒の積極的なボランティア活動は、
社会、地域への貢献のみならず、自己啓発・自己
実現の機会ともなり、教育上重要です。継続性を
持ったボランティア活動は教育の柱の1つとして、
教育課程に位置づけ、
すべての学校において取り
組みが必要と主張。
【教育長】社会人としてボランティア活動に積極的
に参加していく意欲や態度を養うとともに、地域
の防災活動や災害時の助け合いを行える児童・生
徒の育成をめざして、全ての学校に対して教育活
動にボランティア活動を取り入れ継続的に実施で
きるよう指導していきます。
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ひとり親家庭の相談支援を強化 全国と比べて死亡率が高い大阪
こどもの貧困対策について

【八尾】
ひとり親世帯については、
国の調査でも相
対的貧困率が高くなっており、重点的に取り組む
必要があります。
ひとり親家庭サポーターを積極
的に活用し、相談窓口のワンストップ化を推進す
べきであると要望。
【市長】
局横断な組織である
「こどもの貧困対策推
進本部」
を立ち上げ、調査結果等に基づいて重点
的に取り組む施策等を行動計画としてとりまとめ
ます。離婚前相談やきめ細かな就業・自立支援を
実施など、ひとり親家庭サポーターの担当制によ
る、
ワンストップ窓口を明確にし、
相談支援の一層
の強化を図ってまいります。

がん検診の受診率向上について

【八尾】大阪市では、年間に死亡する市民のうち
3割以上の方ががんで亡くなっており、全国と比
べても死亡率が高い。もっとがん検診を受けや
すく、
個別の受診ニーズに応えられる環境整備が
急務。これらの取組みは、しっかりした受診率の
目標と検証が必要で、
何パーセントの受診率を目
指すのか明確にすべきと主張。
【市長】国庫補助事業として、5大がんの個別受診
勧奨に併せて、受診意向調査を実施いたします。
これにより受診しやすい環境の整備に取組み、
外
部専門家の意見も参考に職域と地域別に適切な
受診率の目標値を設定してまいります。

◆地域の自治を強化
大阪を成長させる
新たな大阪創生ビジョンを発表！◆総合区長に、より大きな権限
人口規模と行政効率のバランスを考え
20〜30万人程度に合区・再編

日本・関西の成長を牽引する新しい大阪の創生と成長によって、大阪に迫る少子高齢化・人口
減少社会を乗り越え、将来の日本を支える大都市をめざす。

総合区の
導入を提案

❶政令指定都市・大阪市の存続と変革
❷現行24行政区の人口格差の解消
❸区の役割を見直し 税の無駄遣いを排除

■京橋駅周辺の自転車放置禁止区域の拡大

近年、京橋駅周辺の放置台数は減少傾向ですが、城東
区側の禁止区域の境界周辺では、淀川連絡線跡の遊歩
道や国道一号線沿いの大型店舗周辺を中心に、放置自
転車が増加しています。これに対応するため、自転車放
置禁止区域の拡大を予定しています。

■京橋駅周辺の駐輪場の増設

駅周辺に集中する自転車の乗入れに対応するため、放
置禁止区域の指定と並行して、駐輪場の整備を進めて
います。大阪城京橋プロムナード下に130台規模の駐輪
場を新たに増設しました。

①市長への予算要求権 ②区役所の職員任免権 など

◆エリアマネージメント

「まちづくり」
「教育」
などの分野の権限移譲を行い、
地域のことは地域で決定する仕組み作り

◆一票の格差を是正し、議員定数を削減

脳脊髄液減少症

ブラッドパッチ療法に保険適用！

地方から国
地方から地方
前任から後任

公明は「真心のネットワーク」
交通事故など体への強い衝撃で脳脊髄液が漏れ、頭痛や目まいなどの症状が現れる脳
脊髄液減少症に有効なブラッドパッチ療法の保険適用が承認されたことを受け、
患者団
体からは、
患者に寄り添い続けてきた公明党に喜びの声が寄せられている。
◎中井宏同症患者・家族支援協会代表理事

◎川野小夜子同症患者支援の会事務局長

「活動開始から保険適用まで14年かかり、いろいろな 「個人の悩みが政治につながり、多くの人を救っていけ
政党と関わったが、庶民や生活弱者のために、真剣に るという理想的な政治活動の姿を、公明党が目の前
関わってくれたのは公明議員だけだった。どこに行っ で見せていただいた」
ても、公明党の議員はいつも温かく、現場の声に真剣
◎鈴木裕子同症子ども支援チーム代表
に耳を傾ける。今後もこの姿勢を貫いてほしい」
「地方の小さな議会でも保険適
用を求める意見書が出ている
◎松本英信同協会副理事長
「公明党がすごいのは、1人の取り組みで終わらない のを見て、公明党がいたからだ
こと。議員が交代しても必ず次の人にちゃんとつな と思うと本当に心が震えた」
がってやっている」

当初、
八尾議員は患者団体から相談を受けて、
この病気のことを初めて知り
ました。また医者自身もこの症例に無知・無理解があり、とても困っているという現状もある
とのことでした。
これはなんとしても国にも働きかけなければということで、
八尾議員が窓口
となり、
まずは市議会各党派に賛同の取り付けを図り、
市議会が全会一致の形で意見書を国
に提出することができ、
その結果、
意見書通り保険適用を果たすことが出来ました。
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（平日・月〜金：9時〜17時）

市政相談随時承ります
※ご予約をお願いします。

市政・区政へのご要望もお寄せ下さい。

大阪市会議員

