
 

 

番 

号 

 
１．（１） 

項

目 

 
昨年の１日に実施された大阪市廃止・特別区設置の是非を問う住民投票の結果は反対票

が賛成票を 1 万 7167 票上回り制度案は否決され、大阪市の存続が決まった。しかし、こ

の結果を無視するかのように広域一元化条例の制定など、市民を裏切る対応を取っている。

住民投票の結果に真摯に対応をすること。また、この流れは地方分権を進める国の方針に

も反していると言わざるとえない。 
 

（回答） 
大阪市では、平成 23 年の大阪府市統合本部の設置以降、二重行政の解消を進め、大阪の成

長、都市機能の核となるまちづくりに、府市連携により取り組んできました。 
昨年 11 月の住民投票で特別区制度（いわゆる「大阪都構想」）が否決されたことを受け、今

後は、大阪市を残した形で、副首都・大阪の確立に向け、過去の二重行政に戻すことなく、さら

に府市連携を強固にしていくことが必要と考え、令和３年４月１日に大阪市及び大阪府におけ

る一体的な行政運営の推進に関する条例を施行しました。 
それぞれの地域にふさわしい最適な形を基礎自治、広域行政の両面から自ら考え、地域の成

長と住民生活の充実を図る観点から府市により条例を制定したものであり、地方の創意により

強みを発揮するもので、地方分権の流れに沿ったものと考えています。 
  

担当 副首都推進局 広域行政調整担当 電話：06-6208-8859 

様式２－２ 



 
番 

号 
１．（２） 

項

目 

政令市として大きな権限と予算を持ちながら、十分なコロナ感染対策を取らなかったこと

は全国一位のコロナ死亡者数を見れば明らかである。第六波も予想されていることから「コ

ロナ感染」の対策、例えばＰＣＲ検査を受けたい人が受けることができる体制など、「コロ

ナ」対策に全力をあげること。また、市民の命と暮らし、中小企業の経営を守る対策に全

力を尽くすこと。 

（回答） 

本市では限りある医療資源のもと、国の疑似症例の定義などに基づき、発熱等の症状がある

方や濃厚接触者などに対して迅速かつ確実に PCR 検査を実施しています。 

検査体制につきましては、従来の「帰国者・接触者外来」を設置する医療機関等に加え、関係

機関の協力のもと、市内に 5 か所の検査場を設置・運営しています。 

また、保健所を介さず、地域の医療機関から直接受診調整ができる地域外来・検査センター

の設置を進めるとともに、発熱患者が地域において適切に診療・検査を受けることができる「診

療・検査医療機関」が指定されています。 

さらに、令和３年２月から、高齢者や障がい者の入所施設において、また、７月からは通所

系・訪問系サービス事業所等においても、従事者の新型コロナウイルス感染をできるだけ早い

段階で見つけ、感染拡大リスクを減少させることを目的に、従事者に対して概ね２週間に１回

のサイクルで PCR 検査を実施しております。 

これらの取り組みに加え、クラスターの早期発見、早期対応に重点を置き、施設等で複数の

陽性者が出た場合には幅広く検査を実施しています。 

引き続き、関係機関との連携を図りながら、検査体制の拡充など感染拡大防止に向け取り組

んでまいります。 

  

（下線部について回答） 

担当 

健康局 保健所 感染症対策課    電話：06-6647-0739 

福祉局 高齢者施策部 介護保険課  電話：06-6241-6310 

福祉局 障がい者施策部 運営指導課 電話：06-6241-6527 

 



 
番 

号 
１．（２） 

項

目 

政令市として大きな権限と予算を持ちながら、十分なコロナ感染対策を取らなかったこと

は全国一位のコロナ死亡者数を見れば明らかである。第六波も予想されていることから「コ

ロナ感染」の対策、例えばＰＣＲ検査を受けたい人が受けることができる体制など、「コロ

ナ」対策に全力をあげること。また、市民の命と暮らし、中小企業の経営を守る対策に全

力を尽くすこと。 

（回答）※下線部について回答 
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様への支援については、現在国等にお

いて、様々な施策が実施されています。本市では、次の施策を実施しております。 

（令和３年 11月 30 日時点） 

（1）  大阪府が令和２年８月６日から 20 日までの間、大阪ミナミ地区の一部区域を対象に実

施した、酒類の提供を行う飲食店等に対する休業要請等にご協力いただいた事業者に対

しまして、大阪府との共同により、「感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金（大阪市・

府共同）」を支給いたしました。 

（2）  大阪府が令和２年 11 月 27 日から 12 月 15 日までの間、大阪市北区及び中央区を対象

に実施した、酒類の提供を行う飲食店等に対する休業要請等にご協力いただいた事業者

に対しましては、大阪府との共同により、「令和２年 11月及び 12 月感染拡大防止に向け

た営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）」を支給いたしました。 

（3）  大阪府が令和２年 12月 16 日から令和３年１月 13日までの間、大阪市全域を対象に

実施した、酒類の提供を行う飲食店等に対する休業要請等にご協力いただいた事業者に

対しましては、大阪府との共同により、「令和 2年 12 月感染拡大防止に向けた営業時間

短縮協力金（大阪市・府共同）」を支給いたしました。 
（4）  大阪府が令和３年３月１日から令和３年４月４日までの間、大阪市全域を対象に実施

した、飲食店等に対する営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者に対しましては、

大阪府との共同により、「第３期営業時間短縮協力金（令和３年３月大阪府・大阪市共

同）」を支給しております。さらに大阪市では、第３期営業時間短縮協力金に加えて、

月額賃料等に応じた独自の上乗せ協力金を支給しております。 

（5）  大阪府が令和３年４月 25 日から令和３年５月 31 日までの間、大阪府全域を対象に実

施した緊急事態措置に伴い、飲食店等に対する営業時間短縮要請等にご協力いただいた

酒類提供を主として営業する一定規模以上の大阪市内の店舗に対し、大阪府が支給する

「第５期営業時間短縮等協力金」に加えて、売上高等に応じた独自の上乗せ協力金を支

給しております。 

（6）  大阪府が令和３年６月１日から令和３年６月 20 日までの間、大阪府全域を対象に実施

している緊急事態措置に伴い、飲食店等に対する営業時間短縮要請等にご協力いただい



た酒類提供を主として営業する一定規模以上の大阪市内の店舗に対し、大阪府が支給す

る「第６期営業時間短縮等協力金」に加えて、売上高等に応じた独自の上乗せ協力金を支

給しております。 
（7）  大阪府が令和３年６月 21 日から令和３年７月 11 日までの間、及び令和３年７月 12 日

から令和３年８月１日の間、大阪府内全市を対象に実施しているまん延防止等重点措置

に伴い、飲食店等に対する営業時間短縮要請等にご協力いただいた大阪市内の飲食店等

の店舗に対し、大阪府が支給する「第７期営業時間短縮等協力金」と合わせて、支給日額

の下限額が４万円となる水準まで、独自の上乗せ協力金を支給しております。また、大阪

府が令和３年８月２日から令和３年８月 31 日までの間、大阪府全域を対象に実施してい

る緊急事態措置に伴い、飲食店等に対する営業時間短縮要請等にご協力いただいた酒類

提供を主として営業する一定規模以上の大阪市内の店舗に対し、大阪府が支給する「第

７期営業時間短縮等協力金」に加えて、売上高等に応じた独自の上乗せ協力金を支給し

ております。 
（8）  大阪府が令和３年９月１日から令和３年９月 30 日までの間、大阪府全域を対象に実

施している緊急事態措置に伴い、飲食店等に対する営業時間短縮要請等にご協力いただ

いた酒類提供を主として営業する一定規模以上の大阪市内の店舗に対し、大阪府が支給

する「第８期営業時間短縮等協力金」に加えて、売上高等に応じた独自の上乗せ協力金

を支給しております。 

（9）  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲

食をさせる施設において、CO2 センサーやアクリル板等のパーテーションを設置（令和

２年４月７日から令和３年７月 30 日までの間に設置・購入したもの）した店舗を対象

に、大阪府が支給する「大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金」において、大阪市

内の飲食店等については、大阪府支援金の不足額に対し、１店舗あたり 10 万円を上限

に独自の上乗せ支給をしています。 

（10） 新型コロナウイルス感染症のリスクを避け新しい生活様式に基づいた少人数での飲食

店利用の促進・定着を図るため、大阪府と共同で、感染防止宣言ステッカー掲示などの

条件を満たした飲食店で飲食をした場合にポイントを還元する「少人数利用・飲食店応

援キャンペーン」を実施いたしました。（本市は大阪ミナミ地区の一部区域でのポイン

ト上乗せ分を負担（本市の上乗せ実施期間は令和２年９月 18 日から 11 月 15 日まで）） 

（11） 大阪府による飲食店に対する営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛要請等によ

り、飲食店以外の事業者の経営も大きな影響を受けていることから、キャッシュレス決

済を活用したポイント付与を通じた需要喚起により小売店舗等を支援するとともに、新

しい生活様式に対応した店舗の利用促進やキャッシュレス決済の普及等を目的として、

大阪ミナミ地区の一部区域において、令和２年 11月 16 日から 12 月 31 日までの間、

「ミナミで買い物！応援キャンペーン」を実施いたしました。 

加えて、大阪市内全域の小売店舗等を対象とし、令和３年 12 月 1 日から 31 日までの



１か月間、同様の支援内容で「買い物応援キャンペーン」を実施いたします。 

（12） 大阪産業創造館の中小企業プラザにおいて、府市の経営相談窓口を集約し、中小企業

の様々な相談に各分野の専門家が対応しています。 

特に新型コロナウイルスの流行により、幅広い中小企業等への経営面、資金面への影

響が懸念されることから、当該プラザにあります「大阪府よろず支援拠点」において

『新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者相談窓口』を設置しておりま

す。 

（13） 経営環境の変化等により売り上げが減少している市内の小規模企業者を対象とした

「経営支援特別融資」や、設備投資を行うことで経営基盤の強化を図ろうとする市内中

小企業者を対象とした「設備投資応援融資」を実施しており、貸出金利を低く抑えること

で利用者の負担軽減を図っております。 
（14） 国が発動した危機関連保証やセーフティネット保証等に対応し、大阪府制度融資への

申し込みが可能となる認定業務を行うなど、事業者の皆様の資金繰りの支援に取り組ん

でおります。 

 

 

担当 

経済戦略局 産業振興部 産業振興課（地域経済戦略担当） 電話：（06）6615－3774 

経済戦略局 産業振興部 産業振興課（商業担当）     電話：（06）6615－3781 

経済戦略局 産業振興部 産業振興課（経済振興担当）   電話：（06）6615－3012 

経済戦略局 産業振興部 企業支援課（企業支援担当）   電話：（06）6264－9834 

経済戦略局 産業振興部 企業支援課（資金支援担当）   電話：（06）6264－9844 
 
 
 
 
 

  



 
番 

号 
１．（３） 
２．（１） 

項

目 

・新型コロナウイルスの感染拡大を経験し、現時点では収束に近いところまで収まってき

たが引き続き終息が見通せない中コロナ前と同じ視点で、状況を判断している。今後、

カジノを含む統合型リゾートは事業者の投資余力が大きく落ちており、活路を見いだそ

うとオンラインによるギャンブル、インターネットを通じた会議やビジネスに変わるも

のと思われる。予算と時間を浪費する計画はかつての大型開発の失敗を繰り返する懸念

があり中止を決断すべき。カジノ誘致を完全にやめること。また、インバウンド、カジ

ノ頼みの経済効果をただすことが求められる。また、市民サービスの充実、公共施設の

存続、介護保険料の引き下げ、中小企業対策の拡充等、暮らしを守る政策を最優先にし

た大阪市を求める。 

・いわゆるカジノについては典型的な 3蜜で行われていたが、カジノ自身がコロナ禍 

でこれまでのような大型の施設ではない形が今後模索されると考えられる。しかし、 

大阪市のこれまでと同じことを想定しており、さらに矛盾が拡大していくと考えら 

れる。また、カジノ実施による「ギャンブル依存」についての問題点も指摘されてい 

ます。そのことも踏まえカジノ誘致計画は直ちに中止すること 

（回答） 
・新型コロナウイルス感染症の影響により、観光産業は厳しい状況ですが、一定程度収束 
すれば、ビジネスや観光等による人の動きも段階的に回復していくものと見込まれるとと

もに、ポストコロナにおいても、インバウンドは引き続き、大きな可能性があるものです。 
 ・ＩＲは、ポストコロナにおいてインバウンドを拡大させ、観光立国を実現するために必 

要不可欠なものであり、世界中から新たに人、モノ、投資を呼び込み、非常に大きな経済

波及効果が見込まれるものであるとともに、コロナ終息後の日本経済をけん引し、大阪・

関西の持続的な成長のエンジンとなるものです。 
・また、ＩＲは民設民営の事業であり、民間の活力を活かして、プラスの効果を最大限引 
き出すとともに、ギャンブル等依存症などの懸念事項の最小化に取り組んでまいりま 
す。 

 ・今後も、必要な手続きを着実に実施し、世界最高水準の成長型ＩＲの実現に向けて取り 
組んでいきます。 

担当 ＩＲ推進局 推進課 計画グループ 電話：06-6210-9234 



 
 

番 

号 
１．（４） 

項

目 

メトログループの２０１８－２０２５年度の中期経営計画には、中央線の夢洲への延伸・

夢洲に駅の建設の記載はあるが、延伸の費用やロードマップ、夢洲駅の２５５ｍのタワー

ビルの建設費用やロードマップの記載がない。株主として大阪市はどう判断しているのか

示すこと。また咲洲の旧ＷＴＣビルと向かい合って夢洲にタワービルが建設されることに

対して、「二重行政の無駄」の象徴として関空ゲートタワービルが例示されているが、その

論理の整合性をどう考えているのかも示すこと。 
（回答） 

大阪市高速電気軌道株式会社（Osaka Metro）が策定している「Osaka Metro Group 2018-
2025 年度 中期経営計画」の記載事項につきましては、民間鉄道会社である同社の事業運営に

関わるものであり、会社の責任において適切に対応すべきものと考えております。 
「夢洲駅タワービル」については、Osaka Metro Group が 2018 年 12 月に公表した「地下空

間の大規模改革と夢洲駅周辺の開発への参画について」において、土地の確保等を条件として

今後関係者と協議・調整を進めていく構想として掲げられていましたが、現時点で具体的な計

画が進められているものではないと聞いています。 
なお、夢洲への鉄道延伸事業に関しても、大阪港湾局と、第１種鉄道事業許可を有している

株式会社大阪港トランスポートシステムが関係先と協議しながら整備を進めている事業である

ことを申し添えます。 

担当 都市交通局 監理担当 電話：06-6208-8786 

 



 
 

番 

号 
１.（５） 

項

目 

大阪市では生活保護の職員が不足しています。社会福祉法では生活保護世帯 80件に対

し CW１人となっていますが、それが守られていません。現在の状況はどうなっていま

すか？また、無資格者が査察指導や CW になっていると H30 年に公益通報されました

が、現状はどうなっていますか、もし CWが不足していたり、無資格者が対応していた

りする場合は、今後どうされますか？ 

（回答） 

職員の配置につきましては、この間段階的に配置基準の見直しなどにより体制の充実を

図ってきており、稼働年齢層への自立支援に重点を置くとともに、高齢世帯に関しては最低

生活の保障や見守りを中心とした支援を行っています。 

加えて、調査業務の補助をおこなう職員や高齢世帯への訪問をおこなう職員、自立支援プ

ログラムによる必要な支援をおこなう職員等を配置し、保護の適正実施に努めているとこ

ろです。 

また、本市においては、生活保護実施体制における有資格者の充足率が低い状況を踏ま

え、採用、人事異動、研修受講の観点から、計画的な向上を目指しており、令和６年度末ま

でに査察指導員及びケースワーカーの配置数に占める社会福祉主事の資格を有する者の割

合を 100％とする計画を平成 30 年度末に策定しました。 

当該計画の策定にあたっては、生活保護実施体制の水準を落とすことがないよう、実行可

能で合理的なものとし、各区の現在の資格所持者の状況及び人材育成の観点等を踏まえた

うえで、安定した実施体制の確保に取り組んでおります。 

令和３年度については、計画充足率 86.1％のところ 88.8％の充足率となり、目標を達成

しているところです。 

担当 福祉局 生活福祉部 保護課 電話：06-6208-8012 



 
番 

号 

 
２．（２） 

項

目 

夢洲開発について、新型コロナウイルス感染拡大によってカジノ事業者の夢洲への投資の

見通しが揺らいでいる。改めて計画の見直しが求められるが、どう判断されているのか、

工事埋め立てや夢洲のインフラ整備をいったん止めること 

（回答） 
夢洲では、「夢洲まちづくり構想」に基づき、国際観光拠点の形成に必要となるインフラ整

備を行うこととしております。なお、2025 年日本国際博覧会において、当該インフラも活用

されることから整備を着実に進めてまいります。 

担当  大阪港湾局 営業推進室 開発調整課  電話：06-6615-7798 

 



 
番 

号 

 
２．（３） 

項

目 

 
世界的にカジノによるギャンブル依存症について報告が出されている。現在の大阪での

ギャンブル依存症の現状について明らかにすること。また、将来において予測される「ギ

ャンブル依存症」に関するリスクの予測とあわせて、今年度計上された経費での各種の事

業の進捗状況を明らかにすること。 
 

（回答） 
令和２年度、厚生労働省の補助を受けて独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが

実施した「ギャンブル障害およびギャンブル関連問題の実態調査」報告書によると、調査対象

者の過去１年以内のギャンブル等の経験の評価結果から、「ギャンブル等依存が疑われる者」

の割合を、国内満 18 歳以上 75 歳未満の 2.2％と推計しています。 
また、大阪市では、2021（令和３）年度当初予算に、ギャンブル等依存症対策に関連する予

算を下記のとおり計上し、ギャンブル等依存症対策に取り組んでいます。 
ギャンブル等依存症対策などカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に

行うために必要な施策及び措置については、ＩＲ整備法に基づき区域整備計画に定め、お示

ししてまいります。 
 

＜2021（令和３）年度当初予算＞ 
■ギャンブル等依存症対策の推進（5,654 千円） 

・全国をリードするギャンブル等依存症対策（大阪モデル）の構築に向けた研究会 

での検討 

・ギャンブル等依存症に係る実態把握調査の実施  

・高校生等向けギャンブル等依存症予防啓発  など 

 

■依存症対策支援事業（9,892 千円） 

・アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症者に対する相談支援等の実施 

 

担当 
IR 推進局 企画課             電話：06-6210-9236 

 健康局 健康推進部 こころの健康センター  電話：06-6922-8520 

 



 
番 

号 

 

３．（１） 

項

目 

南海トラフやＳランクに認定されている上町断層による地震に対する大阪市の独自の取り

組み状況を明らか 

にすること。 

（回答） 

南海トラフ巨大地震など、本市域へ影響を及ぼすと考えられる地震に対する被害想定等の調

査、研究については、影響範囲が本市にとどまらず広域にわたると考えられることから、大阪

府において行っています。  
南海トラフ巨大地震については「大阪府防災会議 南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会」

（平成 24 年度から 25 年度）、断層帯地震については「大阪府地震被害想定調査」（平成 19
年３月）において調査、検討を行っています。  

本市ではそれぞれの被害想定に対して、堤防改修、建築物の耐震化の推進や津波避難ビルの

確保等対策を進めています。 

担

当 
危機管理室 危機管理課 電話：06-6208-8841 

 



 
番 

号 

 

３．（２） 

項

目 

大阪市の大阪市業務継続計画について、大阪市監査を受けて改正を行ったということであ

るが、どう改正されたのか、有事の際にどの程度機能を発揮できるようになったのか、ま

た、防災のための職員体制を充実させその要となる危機管理室の体制を抜本的に強化した

か明らかにすること。 

（回答） 

本市では、平成 28 年３月に大阪市業務継続計画を作成し、これまでに四度の改正を行

っております。現在公開しているＢＣＰ第 1.4 版への改定までには、各所属における災

害発生時の参集職員数や災害時に行う業務と必要人員数を精査し改定を行い、各種災害

対応業務を行うための業務マニュアルの整備を実施しました。また、本市内部及び他都市

等の外部からの人的支援を受け入れ、より円滑に活用するための受援体制を定めました。 

ＢＣＰが有効に機能しない場合、各所属の災害対応に大きな支障をきたすこととなり、

引いては市民に影響を及ぼすことになりかねないという意識をより強く持ち、今後も随

時修正を加え、内容の精査に努めてまいります。また、職員がＢＣＰを知っておくことが

重要と考えており、研修などにより周知を図ることで、職員の防災意識の向上を図ってま

いります。 

なお、災害対応に必要となる危機管理室の体制を充実させるため、人事配置において危

機管理室職員を令和２年度に３名増員、令和３年度に３名増員し、44名体制としており、

引き続き必要な人員の確保に努めてまいります。 

担

当 
危機管理室 危機管理課 電話：06-6208-7379 

 



 

 

番 

号 

 

３．（３） 

項

目 

災害対策の中心となる区役所ではこの間職員が削減されるとともに、民間の派遣社員が

窓口業務を行うなど、災害時にどれだけの職員が対応できるのか不安視されている。ま

た、職員削減で職員は日々の仕事に追われており、災害時にどれだけ対応ができるか不

安の声が聞こえる。職員は訓練を受けているというが、具体的にはどのような訓練を受

けているか明らかにすること。また、避難所などの業務を行うに際し、対応が可能なの

か、もし人員が不足する場合、どのように対応する考えか明らかにすること。 
（回答） 

本市では地震等の発生時、災害の状況に応じた動員体制を取っています。 
 その中でも、休日及び勤務時間外に震度５強以上の地震が発生した際、区役所の区災害対

策本部・避難所等設置運営のため、全所属から市内居住者及び隣接市のうち各区役所近くに

居住する職員約 1,000 名程度を直近参集者として指定し、該当する区役所に参集すること

としています。また、それぞれの区役所勤務者のうち 30 分以内に参集可能な 19 名を緊急

区本部員として指定し、上記任務にあたることとしています。 
直近参集者を指定後、危機管理室は直近参集者に対して直近参集者の動員基準等につい

て研修を実施しております。また、指定された区役所での具体的な活動については、随時、

各区役所が研修、訓練を実施しております。 
 さらに１月実施の震災総合訓練においては、直近参集者は自宅から指定された区役所へ

の参集訓練及び応急対策活動訓練を実施しております。 
 緊急区本部員につきましても、９月実施の総合防災訓練において、各区役所における応急

対策活動訓練を、１月実施の震災総合訓練において、各区役所への参集訓練及び応急対策活

動訓練を実施しております。 
今後も、区役所を含め全職員が適切に災害対応に従事できるよう努めてまいります。 

担

当 
危機管理室 危機管理課 電話：06-6208-7387 



 
番 

号 

 
３．（４） 

項

目 

配慮のいる要支援者に対応する福祉避難所についての現状を明らかにすること。また、避

難時に避難が遅れないように対応が必要だが、その体制はどうなっているのか明らかにす

ること。現時点で対応が必要な方の名簿等は整備されているのか、その対象者数は把握さ

れているのか、把握されているなら、その数を明らかにすること 

（回答） 
福祉避難所については、高齢者施設や障がい者施設を中心として順次指定を進めているとこ

ろであり、令和３年１０月 1 日現在で 354 施設を指定し、本市ホームページに「福祉避難所等

の協定締結状況」を掲載しております。 

福祉避難所の運営については、福祉避難所等に係る取組みの実効性を高めていくため、各施

設における受入人員算定を行うとともに、福祉避難所開設訓練の実施や自主防災組織など地域

の防災訓練との連携を進めているところです。 
以上を踏まえたうえで、本市においては福祉避難所として指定した各対象施設に対しては「大

阪市高齢者施設等防災マニュアル」や「大阪市障害児・者施設等防災マニュアル」において主

な備蓄物資や災害時必需品の例示を行い、各施設での備蓄を要請しております。 
開設後には福祉避難所としての運営維持のため、本市備蓄倉庫にて備蓄している物資等を当

該施設へ配送することも含め、状況に応じた災害対応に努めてまいります。 

大規模災害の発生直後など、安全な場所への避難が必要な場合においては、行政の支援体制

が整うまでに時間を要することから、要配慮者の避難支援は自主防災組織等、地域住民による

支え合いがもっとも重要となります。そのため、自主防災組織など地域においては、日頃から

要配慮者の情報を把握し、災害時には迅速な避難支援等が行えるよう取組みを進めていただい

ております。 

避難行動要支援者名簿については半年に 1 回更新及び作成をしており、対象者数については

令和３年１０月１日時点で 150,585 人となっております。 
今後も、福祉避難所の指定や自主防災組織による要配慮者の避難支援の取組みなど、引き続

き支援を行ってまいります。 

担当 危機管理室 危機管理課 電話：06-6208-7380 

 



 
番 

号 

 
３．（５） 

項

目 

大阪メトロの津波浸水対策について、平成２６年度から５か年計画で約１００億円をか

けて取り組まれ、平成３０年度までに完了したと報告を受けたとありますが、今後の対策

について具体的な計画はあるのか明らかにすること。また、大阪市として公共交通の安全

性を確認するシステムはあるのか、そのことについてメトロと協議する場はあるのかにつ

いて明らかにすること。 
（回答） 

大阪市高速電気軌道（株）（Osaka Metro）では、これまで大阪府が公表した南海トラフ巨大

地震による津波浸水想定を受け、その場合に想定される浸水を防止するため、駅の出入口等に

止水パネルや止水鉄扉を設置する等の対策を実施してきました。 
本市としても、Osaka Metro が実施するこれらの津波浸水対策については、国が行っている

地下高速鉄道整備事業費補助の制度と協調して Osaka Metro に対し補助金を交付し、支援し

てきました。 
 今後の浸水対策につきましては、令和 3 年 4 月に Osaka Metro が発表した「2021 年度事業

計画」では、河川の氾濫から地下鉄駅出入口や、変電所等の重要施設を守る為、止水鉄扉や止水

パネル等による浸水対策を実施、また、想定浸水深に応じた換気口部分の嵩上げを行うことが

示されています。 
また、輸送の安全確保につきましては、軌道法や鉄道事業法等の関係法令により、鉄道事業者

である Osaka Metro の責務として定められており、Osaka Metro の責任において適切に対応

すべきものと考えております。 
本市としましては、会社自らが中期経営計画に掲げる「最高の安全・安心への継続的な取組

み」を着実に進めていくよう、引き続き注視してまいります。 

担当 
都市交通局 鉄道ネットワーク企画担当  電話：06-6208-8787 

都市交通局 監理担当          電話：06-6208-8786 
 



 
番 

号 
３．（６） 

項

目 
大阪メトロの災害時の乗客の避難に万全に対応するために大阪メトロの職員削減をやめる

こと。大阪市として安全確保のためメトロ職員を増やすよう求めること。 

（回答） 
軌道法や鉄道事業法等の関係法令により、輸送の安全確保は鉄道事業者である大阪市高速電

気軌道株式会社（Osaka Metro）の責務であり、それを前提として、職員の増員や配置に関す

る事項につきましては、鉄道運営や組織体制に関わるものであり、Osaka Metro の責任におい

て適切に対応すべきものと考えております。 
本市としましては、会社自らが中期経営計画に掲げる「最高の安全・安心への継続的な取組

み」を着実に進めていくよう、引き続き注視してまいります。 
 

担当 都市交通局 監理担当 電話：06-6208-8786 

 
 



 
番 

号 

 

３．（７） 

項

目 

大阪市が作成している浸水対策のガイドラインや計画に基づき、実施した災害訓練の結果

を踏まえ、改善点を公表し、改善することを以前要望したが、公表の義務はないと公表をし

なかったが、改めて公表することを求める。 

（回答） 

地下空間における浸水対策については、大阪市地下空間浸水対策協議会で大阪市地下空間浸

水対策ガイドラインを作成しています。 

避難訓練については、水防法第 15条の２第８項に基づき、地下街等の所有者又は管理者が、

地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止のための

訓練を実施していますが、法律上、所有者又は管理者が、その結果を市町村へ報告する義務はあ

りません。 

担当 危機管理室 危機管理課 電話：06-6208-7384 

 
 



 
 

番 

号 

 

３．（８） 

項

目 

２０１８年３月に策定した「管路耐震化促進・緊急１０ヶ年計画」の進捗状況を公表するこ

と。現在の避難所の数と収容人員についてその現状はどうなっているのか、必要な人員数は

確保されているのか。また、避難所ではコロナ禍のもと感染防止対策は行われているのか。

災害発生時の「トイレの確保・管理計画」、「感染症防止の３密対策」、「冷暖房・換気設備の

設置計画」、「ダンボールベッドの確保」についての取り組み状況を示すこと。 
（回答） 

令和３年 11 月 19 日現在で、災害時避難所 562 箇所、避難可能人数は 609,835 人です。南海

トラフ巨大地震発生時には最大で 821,200 人の避難所生活者数が想定されており、不足分につ

いては、引き続き府と連携し、公的施設や民間施設の避難所としての利用拡大や自宅での生活が

可能な者に対する在宅避難への誘導等を行うなど、受入れの確保を図っています。 
本市においては国や大阪府等の示す指針に基づき、感染防止の３密対策のため、避難する際に

自宅が安全であれば自宅に留まるという「自宅避難」、友人、知人宅に避難する「分散避難」を

検討していただくことの周知を図るとともに、「避難所開設・運営ガイドライン」の別冊を作成

し、感染防止対策等を踏まえた、新型コロナ禍における避難所の運営に関する指針を示しており

ます。 

災害時に避難所で必要となる物資については、「大阪市避難所運営にかかる備蓄計画」に基づ

き確保しており、「簡易トイレ」や「簡易ベッド」を備蓄することとしています。また、民間事

業者と災害時の物資供給などに関する協定の締結を進めており、災害時に民間事業者から需要

に応じて必要な物資を柔軟に調達できる体制の構築を進めております。 

避難所におけるトイレの管理については、「避難所開設・運営ガイドライン」の中で使用上の

注意や清掃ルールの掲示による徹底等、管理等にかかる手順を記載し、避難所における衛生管理

について周知を図っているところです。 
 

（下線部について回答） 

担当 危機管理室 危機管理課 電話：06-6208-7384・7389・7363 

 
 



 
番 

号 

 
３．（８） 

項

目 

２０１８年３月に策定した「管路耐震化促進・緊急１０ヶ年計画」の進捗状況を公表するこ

と。現在の避難所の数と収容人員についてその現状はどうなっているのか、必要な人員数は

確保されているのか。また、避難所ではコロナ禍のもと感染防止対策は行われているのか。

災害発生時の「トイレの確保・管理計画」、「感染症防止の３密対策」、「冷暖房・換気設備の

設置計画」、「ダンボールベッドの確保」についての取り組み状況を示すこと。 
（回答） 
（下線部について回答） 

環境局では、避難所のトイレにつきまして、障がいのある方や高齢者でも容易に使用できる

組立式の災害トイレ 555 基（各避難所分）の購入を平成 29年度より５年計画で進め、今年度で

完了します。 
 また、民間の仮設トイレ業者４社と協定を結び、大規模災害時にトイレの不足等のないよう

対応を行っております。 

担当 環境局 事業部 事業管理課 電話：06-6630-3238 

 
 



 

 
 

番 

号 
３.（９） 

項

目 

地震による防波堤の沈下、液状化の現状を明らかにし、取り組みがどの程度進んでいる

のか進捗を公表すること。 
 

（回答） 
平成 25 年 8 月に大阪府より公表された南海トラフ巨大地震による津波浸水想定による

と、長時間の地震動によって地盤が液状化し、防潮堤が大きく沈下・変位することが確認され、

市域全体の約 3分の 1が浸水する結果となりました。 

このため、防潮堤の耐震・液状化対策を南海トラフ巨大地震対策の大きな柱として位置

付け、府市の港湾・河川部局が連携して耐震・液状化対策に取り組んでおり、平成 26 年度

から 10 年間での整備完了を目指しております。 

本市の港湾・河川部局の対策対象延長は、令和２年度の詳細な耐震性照査をふまえ、

16.0km に見直しております。このうち、平成 26 年度から令和 3 年 3 月末までの対策済み

延長は予算上の進捗で 9.6km となっております。 

なお、これらの情報については市のホームページ等において公表、順次更新しておりま

す。 

 

 

担当 
大阪港湾局 計画整備部 計画課 電話：06－6615－7777 

建設局   企画部   河川課 電話：06－6615－6839 



 
番 

号 

 
３．（１０） 

項

目 

 
関西電力の筆頭株主として、原発再稼働に反対し、脱原発を提案すること。 

（回答） 
 本市は、関西電力株式会社の株主として、同社の平成 24 年度第 88 回から本年度第 97 回ま

での定時株主総会において、「脱原発と安全性の確保」や「原子力に代わる多様なエネルギー

源の導入」等を求める株主提案を行っております。特に、前者においては、論理的に想定され

るあらゆる事象についての万全の安全対策や使用済み核燃料の最終処分方法の確立等の要件

を満たさない限り、原子力発電所を稼働しないよう強く求めております。 

担当 環境局 環境施策部 環境施策課（エネルギー政策担当） 電話：06-6630-3454 

 
 



 

 

番 

号 

 

３．（１１） 

項

目 

改正災害救助法では「救助実施市」制度を定めていることは承知の事実であるが、大阪市

は「予定はない」となっている。しかし、災害はどんな形で発生するかは未知数である。

いつどんな形で災害が起こっても市民に対して最善をつくすことが必要である。そのため

に「救助実施市」を国に申請すること。予定していない理由を明らかにせよ。 

（回答） 

救助実施市については、政令指定都市が被災した際に、災害救助法の適用を独自で判断でき

るようになることから、迅速な災害対応が可能となるものです。 

災害救助法の適用に関する権限は、従来から道府県が持っていますが、これは複数の市町村

にまたがる大規模災害や小規模自治体が被災した際の調整機能を果たす必要があるためです。

このため、政令指定都市が救助実施市になったとしても、道府県の広域調整の考えと協力しな

がら災害対応にあたることとなります。 

もちろん、政令指定都市が単独で被災するような災害であれば、救助実施市の指定を受けた

ほうが迅速に対応できるものと考えますが、大阪府は府域が狭いこともあり、地震や台風など

の大規模災害発生時には、大阪市を含む府域の複数の市町村が同時に被災することが見込まれ

ることから、災害救助法の適用にあたっては、これまでどおり大阪府が府下市町村の被災状況

を踏まえ行うほうが効率的・効果的であると考えています。 

よって、国に対しての災害救助法第２条の２に規定する救助実施市指定の申請につきまして

は行う予定はありません。 

担

当 
危機管理室 危機管理課 電話：06-6208-7379 



 
番 

号 

 
４ ．（１） 

項

目 

 
市民に知らせることなく区役所業務の民間委託がすすめられているが、現時点でどのよ

うな業務が民間委託されているか明らかにすること。また、区役所業務の民間委託化は中

止し、市民サービスを充実すること。 

 
（回答）（下線部について回答） 

大阪市では、民間委託が可能な窓口業務についての委託化に取り組んでおり、平成 25 年 

2 月から住民情報窓口業務の民間委託を開始し、令和３年 12 月現在、全区役所（及び 1 出張

所）において当該窓口業務の民間活用を行っています。 

 窓口業務の民間委託化を通じて、民間の顧客対応スキルにより、窓口での接遇・接客が一層

親切・丁寧なものとなり、また、窓口の繁閑に応じた柔軟な人員の配置を行うといった効率的

な運営体制を組むことができる等民間事業者が有するノウハウの活用を最大限に引き出し、も

って、区民サービスの向上と効率的な業務運営の実現を図っており、来庁者へのアンケートに

よる市民満足度調査でも高い評価をいただいています。 

 今後も市民の皆様のお声を聞きながら、区民サービスの向上と効率的な業務運営に努めてま

いります。 

担当 市民局 総務部 住民情報担当 住民情報グループ 電話：06-6208-7337 

 



 
番 

号 
４．（２） 

項

目 
水道事業の民営化を行わないこと 

（回答） 
現在、大阪市では、水道事業の運営全般を民間に委ねるという趣旨での、いわゆる「民営化」

の検討を行う予定はございません。 
一方、本市では、南海トラフ巨大地震等への備えとして、老朽化した管路の耐震化をこれま

で以上に促進し、水道事業の安心・安全を強化していくことが重要な課題であると認識してお

ります。 
このため、現在個別に入札で発注している設計や工事といった業務について、市内一円の配

水管更新業務に係る計画、設計、施工監理といったプロセスを一貫して民間事業者に委ねるこ

とで、管路更新の大幅な促進や工事コストの抑制などの大きな効果が期待できるものとして、

これまで官民連携手法を活用したＰＦＩ管路更新事業の実施に向けて、事業者の公募手続きを

進めてまいりました。 
当該公募手続きは、本年９月に全ての応募者が辞退したことにより、終了することとなりま

したが、本市では、水道事業の課題解消を図るため、まずはこれまでどおり配水管の取替え工

事を適切に実施する実績や能力を有する民間事業者を選定し、現行体制で管路の耐震化を着実

に進めつつ、その促進につながる有効な事業手法について、引き続き、検討を進めることとし

ております。 

担当 水道局 総務部 経営改革課  電話：06-6616-5412 

 
 



 
番 

号 

 
５．（１） 

項

目 

先般の大阪市議会で本工事の工事費が当初予算から約７００億も増額が必要だと大阪市会

でも指摘がされた。現在の進捗状況について明らかにすること。この間、阪神高速道路公

団の民営化による事業の遅れとともに、東日本大震災の教訓から淀川堤防と道路の安全性

及び施工方法についての問題点が明らかとなった。市として、安全性および当初予算から

建設費が約７００億円も増額することについてどのように考えられているか公表するこ

と。 
（回答） 

 淀川左岸線（２期）事業について、平成 30 年度からトンネル築造に先立って必要となる仮

堤防の設置工事に下流側より着手し、その約 73％が完了しています。また、仮堤防工事に続く

地中障害物の撤去工事を進めており、地中障害物の撤去が終わった区間から地盤改良を実施し

ています。なお、トンネル本体工事の契約は概ね全区間において完了しており、令和８年度末

の完成をめざして事業を推進しております。 

淀川左岸線（２期）の道路構造物は、堤防と一体構造となるため、その安全性や施工方法に

ついて、学識経験者等で構成された淀川左岸線（２期）事業に関する技術検討委員会で審議さ

れ、平成 29 年 11 月に淀川左岸線（２期）事業に関する技術検討報告書（以下、「技術検討報

告書」という）としてとりまとめ、道路構造物と堤防の一体構造物は、現況堤防と同等以上の

安全性を有するものとして、整備することが可能であると評価されています。 

 事業実施に伴うリスクを管理するため、今後も引き続き、潜在リスクの早期把握、リスク発

生の未然防止並びにリスクが発生した場合の適切な対応策の策定などを行っていきます。 

担当 建設局 淀川左岸線２期建設事務所 設計課 電話：06-6466-2180 

 



 
番 

号 

 
５．（２） 

項

目 

前回の回答にあった現地の軟弱地盤について安全性を確保するために地盤改良工法を変更

したとあるがそれによって本当に安全は確保されるのか？また７００億円の予算上振れで

すむのか回答すること。 

（回答） 
 地盤改良工法の変更は、当初、地面の上にいったん土を盛り、軟弱な土層をあらかじめ沈下

させることで地盤の強度を確保する工法を考えていましたが、詳細設計の結果、鉄道などの周

辺構造物がある区間では、地盤の沈下による影響が生じるおそれが判明したため、その区間に

ついて、地盤をセメント系の改良材で固結させる工法に変更するものであり、安全を確保する

ために行います。 
 事業実施に伴うリスクを管理するため、今後も引き続き、潜在リスクの早期把握、リスク発

生の未然防止並びにリスクが発生した場合の適切な対応策の策定などを行っていきます。 

担当 建設局 淀川左岸線２期建設事務所 設計課 電話：06-6466-2180 

 



 
番 

号 
６．（１） 

項

目 

保育職場で働く希望者全員が早急に新型コロナワクチンを接種できるよう、大阪

市として対策を講じること。また、接種日及び副反応に対する特別休暇制度を設け

られる助成金等を市として措置することで、安心して受けられるよう行政責任でワ

クチン接種を推進すること。 

（回答） 
本市では、新型コロナウイルス感染症ワクチンについて、令和３年７月 19 日以降、保

育施設等に従事する市内居住者が優先的に予約できる取扱いを実施しておりました。 
 希望される職員の方ができるだけ接種できるようにご配慮頂けるよう、各保育施設に

働きかけております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 こども青少年局 保育施策部  保育企画課      電話：06-6208-8031 

 
 
 

 



 
番 

号 
６.（１）、（21）⑥、（29）、（41） 

項

目 

６．（１） 

保育職場で働く希望者全員が早急に新型コロナワクチンを接種できるよう、大阪市と

して対策を講じること。また、接種日及び副反応に対する特別休暇制度を設けられる

助成金等を市として措置することで、安心して受けられるよう行政責任でワクチン接

種を推進すること。 

（21）⑥ 

児童養護施設や乳児院で働く希望者全員が早急に新型コロナワクチンを接種できるよ

う、大阪市として対策を講じること。また、接種日及び副反応に対する特別休暇制度を

設けられる助成金等を市として措置することで、安心して受けられるよう行政責任で

ワクチン接種を推進すること。 

（29） 

希望する社会福祉施設・事業所の従事者が早急に新型コロナワクチンを接種できるよ

う、大阪市として対策を講じること。なお、市外在住の従事者も対象とし、感染者等の

対応を条件としないこと。また、接種日及び副反応に対する特別休暇制度を設けられ

る助成金等を資として措置することで、安心して受けられるよう行政責任でワクチン

接種を推進すること。 

（41） 

大阪市社会福祉協議会・区社会福祉協議に従事する希望者全員に早急に新型コロナワ

クチンを接種できるよう、大阪市として対策を講じること。また、接種日及び副反応に

対する特別休暇制度を設けられる助成金等を市として措置することで、安心して受け

られるよう行政責任でワクチン接種を推進すること。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（回答） 
新型コロナワクチン接種につきましては、本市では、国の方針に基づき、11 月末までに希

望する市民の方への２回接種の完了を目指し、集団接種会場での１回目接種は、令和３年 10

月 31 日をもって終了としておりました。 

しかしながら、若年層を中心に更なる接種を促進するため、まだ接種がお済みでない方や

新たに 12歳に到達される方、転居等の事情により２回目接種が受けられなかった方を対象

に、「やすらぎ天空館」で令和３年 11 月 22 日から、「城見ホール」で令和３年 11月 29 日か

ら、ファイザー社製ワクチンを用いた集団接種を一時再開しました。 

さらに、転居等の事情により２回目接種を受けられなかった 12歳以上の方を対象に、「Ｏ

ＣＡＴ」で令和３年 12 月 11 日からモデルナ社製ワクチンを用いた集団接種を一時再開い

たします。 

なお、追加接種（３回目接種）については、国から、２回目接種を受けた 18 歳以上のす

べての住民を対象に、２回目接種完了から原則８か月以上の間隔をおいて１回接種するこ

ととされていることから、本市においては、12 月１日から主に医療従事者への接種を開始

し、以降、高齢者施設入所者、高齢者を含む一般の方々へと順次、接種を進めてまいります。 

 また、国においては接種間隔の前倒しを検討しているところですので、今後、新たに国の

方針が示された場合には、その内容を踏まえ対応してまいります。 
 

 
（下線部について回答） 
 
（令和３年 12月９日時点） 

 

 

担当 健康局 大阪市保健所 感染症対策課 電話：06-6647-0813 



 
番 

号 
６．（２） 

項

目 
保育職場で働く全職員がＰＣＲ検査を受けられる体制を大阪市として作ること。 

（回答） 
本市では、国の補助金を活用し、保育施設における感染症対策に必要な消耗品等の購入に

かかる補助事業を実施しており、施設が職員に対して行った PCR 検査等についても、補助

の対象となっております。 
本補助事業を活用いただき、安心して保育ができる環境を整えていただけるよう、支援し

てまいりたいと考えております。 
なお、大阪府の「スマホ検査センター」（高齢者施設等におけるクラスターの発生防止と

感染拡大の最小化、福祉サービスの安定的な提供を確保するため、従来のかかりつけ医や

保健所（新型コロナ受診相談センター）での体制に加え、職員等に少しでも症状が出た場

合にスマートフォンやパソコンでインターネットから検査申込できる仕組みを構築し、簡

易・迅速に検査を行うために開設されたもの）においては、令和３年４月 16 日より検査

対象が拡大され、保育所、認定こども園、地域型保育事業等に勤務する職員も対象となっ

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 こども青少年局 保育施策部  保育企画課      電話：06-6208-8031 

 
 
 
 
 



 
番 

号 
６．（２）、（２１）、（２８） 

項

目 

・保育現場で働く全職員がＰＣＲ検査を受けられる体制を大阪市として作ること。 

・乳児院・児童養護施設の子ども・職員に対し、国の責任で定期的にＰＣＲ検査を 

実施するように早急に国に要望すること。当面の間、大阪市の責任で実施すること。 

・通所事業・訪問事業・利用施設・生活施設を問わず全ての障害児・者職場で働く 

全職員がＰＣＲ検査を受けられる体制を大阪市として作ること。また、施設等の 

消毒費用などを補助できる制度を確立すること。 

（回答） 

本市では限りある医療資源のもと、国の疑似症例の定義などに基づき、発熱等の症状が

ある方や濃厚接触者などに対して迅速かつ確実に PCR 検査を実施しています。 

検査体制につきましては、従来の「帰国者・接触者外来」を設置する医療機関等に加え、

関係機関の協力のもと、市内に 5 か所の検査場を設置・運営しています。 

また、保健所を介さず、地域の医療機関から直接受診調整ができる地域外来・検査セン

ターの設置を進めるとともに、発熱患者が地域において適切に診療・検査を受けることが

できる「診療・検査医療機関」が指定されています。 

さらに、令和３年２月から、高齢者や障がい者の入所施設において、また、７月からは

通所系・訪問系サービス事業所等においても、従事者の新型コロナウイルス感染をできる

だけ早い段階で見つけ、感染拡大リスクを減少させることを目的に、従事者に対して概ね

２週間に１回のサイクルで PCR 検査を実施しております。 

これらの取り組みに加え、クラスターの早期発見、早期対応に重点を置き、施設等で複

数の陽性者が出た場合には幅広く検査を実施しています。 

引き続き、関係機関との連携を図りながら、検査体制の拡充など感染拡大防止に向け取

り組んでまいります。 

 

（下線部について回答） 

  

担当 

健康局 大阪市保健所 感染症対策課 電話：06-6647-0739 

福祉局 高齢者施策部 介護保険課  電話：06-6241-6310 

福祉局 障がい者施策部 運営指導課 電話：06-6241-6527 

 
 
 
 
 



 
番 

号 
６．（３） 

項

目 

新型コロナウイルス禍で保育を継続して担っていた保育士を含む全保育所職員を

「慰労金」の支給対象としてもらえるよう、国に訴えること。また、大阪市として特

別給付金を支給すること。 

（回答） 
本市では、国の補助金を活用し、保育施設における感染症対策に必要な消耗品等の購入

にかかる補助事業を実施しております。職員に対する慰労金の支給は対象となっており

ませんが、施設職員が勤務時間外に消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当や、通常想

定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う手当は補助の対象としております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 こども青少年局 保育施策部  保育企画課  電話：06-6208-8031 

 
 
 
 
 
 



 
番 

号 
６．（４） 

項

目 
保育施設等の消毒費用や消毒に関わる人員補助ができる制度を確立すること。 

（回答） 
本市では、国の補助金を活用し、保育施設における感染症対策に必要な消耗品等の購

入にかかる補助事業を実施しており、職員が勤務時間外に消毒・清掃等を行った場合の

超過勤務手当や休日勤務手当等の割増賃金や、通常想定していない感染症対策に関する

業務の実施に伴う手当のほか、非常勤職員を雇上した場合の賃金など、事業者の給与規

程等に基づき職員に支払われる手当等は補助の対象としております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 こども青少年局 保育施策部  保育企画課   電話：06-6208-8031 

 
 
 
 



 
番 

号 
６．（５） 

項

目 
災害時や感染症流行時でも、子どもの命と安全、人権が守れるよう、公立や認可

保育施設の新設・増設を行うこと。 

（回答） 
本市では、待機児童を含む保育を必要とする全ての児童の入所枠の確保を図るため、認可

保育所等の整備を進めております。 
なお、認可保育所の新設や増設等の整備計画策定に際しては、公立保育所をはじめ既存施

設の定員や状況等も考慮しております。 
また、認可保育所の新設等とともに、老朽化した施設や現在の耐震基準に合致していない

施設については、建替や大規模修繕等を行い、児童の処遇向上と安全確保を進めておりま

す。 

担当 こども青少年局 保育施策部  保育企画課   電話：06-6208-8041 

 



 
番 

号 

 

６．（６） 

項

目 

 

保育所におけるこどもの安全性確保の観点から、国の改善を待たずに、市として保

育士の配置基準を０歳児２：１、１歳児４：１、２歳児５：１、３歳児１０：１、４～

５歳児１５：１にすること。また、配置基準を上げるよう国に対して強く要望するこ

と。 

 

（回答） 

保育士の配置基準については、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」をも

とに、「大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」を定めており、保

育所や地域型保育事業等の保育士等配置基準は国基準に適合したものとなっています。 

保育の質の確保という点において、保育士の配置基準は重要であると考えております

が、保育士の配置基準の改善は全国的な課題であり、また継続的に実施する必要もありま

すので、国において推進されるべきものと考えており、他都市と連携を図り、配置基準の

改善がなされるよう国に対して要望しております。 

担当 こども青少年局 保育施策部 保育企画課   電話：06-6208-8281 

 
 



番 

号 

 

６．（７） 

項

目 

 

看護師の配置について、すべての保育所に園の持ち出しなしに、正規職員で看護師

を配置出来るよう市として財政措置すること。 

 

（回答） 

本市では、平成 25 年度より新たに、児童の健康管理、感染症の予防、傷病の対応など、

低年齢児の安全確保のため、乳児９人以上が入所している民間保育所に対し、看護師又は

保健師の雇用経費の一部を助成し、看護師等の配置を進めております。また、平成 28 年

度からは准看護師も補助対象として雇用経費の一部を助成しております。 

担当 こども青少年局 保育施策部 保育企画課     電話：06-6208-8352 

 
 



 
 
番 

号 

 

６．（８） 

項

目 

 

感染症予防を含む子どもの命と安全を守るために、面積基準を市の責任で拡充する

こと。 

 

（回答） 

保育所の設備基準については、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例において、保育を受ける児童の健やかな成長と安全の確保を最優先に考えて定めて

おり、この中に保育室や屋外遊戯場の基準についても定めています。 

条例の趣旨を踏まえ、保育室の面積基準については、０才児及び１才児においては、国

基準の「乳児室 1.65 ㎡又はほふく室 3.3 ㎡以上」を上回る「０才児 5.0 ㎡以上、１才児

3.3 ㎡以上」としており、２才児以上においては国基準どおり「1.98 ㎡以上」としていま

す。 

また、屋外遊戯場の基準については、国基準どおりの２才児以上において「3.3 ㎡以上」

としています。 

なお、一人でも多くの保育を必要とする児童の入所を図るため、全年齢において児童一

人当たりの保育室の面積基準を 1.65 ㎡以上に緩和できる特例を設けています。ただし、

運用にあたっては、児童一人につき 1.65 ㎡以上を確保すれば当然に保育の実施ができる

と解するのではなく、個々の保育所の状況を踏まえて、あくまでも児童が安全・安心に過

ごせる環境であることを確認し入所受入れを行うものとしています。 

本市としては、今後も保育の安全性を確保しつつ増大する保育ニーズに対応できるよう

取り組んでまいります。 

担当 こども青少年局 保育施策部 保育企画課  電話：06-6208-8018 

 
 

 



 
 

番 

号 

 
６，（９） 

項

目 

 
障害者手帳や療育手帳を所持している子どもの対応については、加配単価を引き上

げ専門職として配置できるよう補助金を増額すること。また、手帳の対象にならない

子どもに対しても、個別対応で充分な保育が保障できるよう、実情に応じて職員配置

を行うこと。 
 

（回答） 
本市におきましては、地域社会の中で障がいのあるこどもが仲間と共に育ち合うことを

基本的な考え方として障がい児保育を行っております。 

本市では、障がい児の受入れにあたり、大阪市特定教育・保育施設等運営補助金交付要綱

（特別支援保育事業）により、障がい児の保育対応をおこなう保育士の人件費補助を行って

おり、令和２年度には更なる受入れ促進を図るため、補助単価の増額を図りました。 

また手帳の対象にならないこどもにつきましても、令和２年度から公的医療機関に限らず

民間の医療機関の診断書等も助成要件とし、算定基準に基づいて特別支援保育担当保育士

等の人件費を補助しております。 

 

担当 こども青少年局 保育施策部 保育所運営課  電話：06-6208-8235 

 



番 

号 

 
６，（１０） 

項

目 

 
「障害児保育巡回指導講師派遣事業」の講師を増員するなど、必要とする全ての子

どもたちへの支援ができるよう制度の拡充を行うこと。また、同事業講師からのアド

バイスを実施するための加配制度を設けること。 
 

（回答） 
「特別支援保育巡回指導講師派遣事業」では、保育の円滑な運営や向上を図るために巡回

指導講師を各所に派遣し、保育所職員や保護者の相談に応じているところです。 

支援を要する子どもについても観察を継続し、早期支援や関係機関等へのつなぎのため、

必要に応じて助言をさせていただいております。 

なお、本市では、大阪市特定教育・保育施設等運営補助金交付要綱（特別支援保育事業）

により、手帳の交付や医療機関の診断書等を助成要件とし、算定基準に基づいて特別支援保

育担当保育士等の人件費を補助しております。 

今後も引き続き、「特別支援保育巡回指導講師派遣事業」により、保育所における障がい

児保育の充実に努めて参ります。 

担当 こども青少年局 保育施策部 保育所運営課 電話：06-6208-8235 

 
 



 
番 

号 

 

６．（１１） 

項

目 

 

保育所の食物アレルギー児への支援を大阪市として行うこと。 

・アレルギー児への代替食や除去食を実施している保育所に対して人件費や調理器具・

アレルギー児用食材などの購入に対し、補助金等の措置を講じること。 

・栄養士の加配については必要とする全ての園で、園の持ち出しなしに正規職員で配

置出来るようにすること。 

 

（回答） 

民間保育所については、平成 27 年度より「アレルギー対応等栄養士配置事業」補助金

を設け、食物アレルギー対応給食ほか、栄養指導・栄養管理の取組を充実させ、食の分野

における児童の安全確保と食育の推進を目的に、配置基準を超える栄養士を施設が雇用す

るための経費を補助する制度を実施しております。 

担当 こども青少年局 保育施策部 保育企画課   電話：06-6208-8352 

 



番 

号 

 

６．（１２） 

項

目 

 

大阪市内のすべての保育所において、配置基準上の保育士は、保育士資格を持つも

のを原則とすること。 

 

（回答） 

保育士の配置基準については、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」をも

とに「大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」を定めております

が、保育所や地域型保育事業等の保育士等配置基準は国基準に適合したものとなっていま

す。 

本市としても、保育の質の確保という点において保育士の配置基準等については重要な

項目の一つと考えており、今後も保育の安全性を確保しつつ増大する保育ニーズに対応で

きるよう取り組んでまいります。 

担当 こども青少年局 保育施策部 保育企画課    電話：06-6208-8018 

 
 



 
番 

号 

 
６．（１３） 

項

目 

 
安全に散歩等戸外活動ができるよう、ガードレールや歩道の設置を行うよう対策

を講じること。 

（回答） 
令和元年５月、滋賀県大津市において、集団で歩道を通行中の園児らが死傷する痛ま

しい交通事故が発生したことを受け、内閣府より未就学児が日常的に集団で移動する経

路の緊急安全点検及び安全対策を講じるよう通知が出され、本市においては、241 施設

（保育所、認定こども園、認可外保育施設、幼稚園、児童発達支援施設）の移動経路に

ついて点検を実施しました。 
本点検は、各施設の関係者と共に、道路管理者、交通管理者、区役所等が合同で実施

しており、横断防止柵の設置、車止めの設置等、道路管理者において必要な対策につき

ましては、昨年度より実施しており、今年度中に対策を完了する予定です。 

担当 建設局 道路部 道路課  電話：06-6615-6793 

 



 
番 

号 

 

６．（１４）、（１７）② 

項

目 

 

・処遇改善Ⅱを、定められた年数以上の経験を持つ保育士全てに支給できるよう制

度を拡充すること。また、支給要件となる研修については、現場の大きな負担とな

らないよう実施にあたっては現場の意見を聞くこと。 

・処遇改善Ⅱを、定められた年数以上の経験を持つ保育士全てに支給できるよう制

度を拡充すること。 

 

（回答） 

平成 29 年度に創設された処遇改善等加算Ⅱにつきましては、平成 30 年度及び令和 2

年度に職員への配分方法の見直しが行われるなど、運用の柔軟化が図られているところ

です。 

保育士の処遇改善は全国的な課題であり、また継続的に実施する必要もありますの

で、国において推進されるべきものと考えており、保育士のさらなる労働環境改善や継

続雇用の支援施策の充実が図られるよう本市においても、引き続き国に対して処遇改善

に必要な財源措置を講ずるよう要望してまいります。 

 

また、処遇改善等加算の認定要件となっている「保育士等キャリアアップ研修」につい

ては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「大阪府保育士等キャリアアッ

プ研修の eラーニングによる実施について」に則り 12時間の動画配信による受講を実施

しております。 

 

担当 
こども青少年局 保育施策部 保育企画課      電話：06-6208-8281 

こども青少年局 保育・幼児教育センター      電話：06-6952-0177 

 
 
 



 
番 

号 
６．（１５）① 

項

目 

 

 ２０１７年１２月に発表された「公立保育所のあり方」を見直し、公立保育所が地域

の子育て支援の拠点としてセーフティネットの役割を充分果たすため、民間移管計画・

休止計画を直ちに中止すること。 

（回答） 
公立保育所につきましては、民間において成立している事業については民間に任せること

とする市政改革の方針に基づき、セーフティネットとしての直営の必要性を考慮しつつ、施

設の状況に応じて、原則民間移管、民間移管が困難な場合は、補完的に委託化を推進するこ

ととしています。 
入所率が低く将来的にも保育需要の増加が見込めない保育所については、待機児童の発生

状況、周辺地域の保育所の入所状況、施設の老朽化の状況、児童の保育環境及び地域の保育

事情・ニーズなどを慎重に勘案し、受入先保育所の確保を条件として、当該公立保育所の統

廃合・休廃止を検討することとしております。 
なお、公立保育所については、虐待や育児放棄の恐れがある児童、障がいのある児童、外

国にルーツのある児童や保護者など、配慮や支援を必要とする児童や保護者を見守り、集団

の中で共に育ちあう保育を推進するとともに、関係機関と連携しながら、配慮を要する児童

や保護者を支援し、セーフティネットの機能を果たせるように、また、民間の教育・保育施

設を支援する役割を果たせるように必要な箇所を存続したいと考えています。 

担

当 
こども青少年局 保育施策部 保育所運営課   電話：06-6208-7574・8121 

 
 



 
番 

号 
６．（１５）② 

項

目 

 

 保育士の欠員が生じている保育所においては、こどもの命と安全に直結するため、た

だちに欠員補充を行うこと。産休育休対応職員をプールして必要な保育所に直ちに配属

できるようにすること。 

（回答） 
公立保育所において、産育休及び病気休暇等により欠員が生じる場合は、随時、任期付等

の代替職員を採用し、欠員の補充を行っております。 
全国的な保育士不足の影響を受け、本市公立保育所においても人材の確保に苦慮している

状況にありますが、引き続き必要な保育士数の確保に努めてまいります。 

担

当 
こども青少年局 保育施策部 保育所運営課   電話：06-6208-8121 

 



 
番 

号 
６．（１５）③ 

項

目 

 
緊急時に早急に対応できるよう、または、確認や連絡が保育を妨げずに行えるように

公立保育所の各保育室と事務所、給食室をつなげる内線電話を各保育所に設置すること。 

（回答） 
公立保育所では、月に１回、災害時の避難をはじめとした各種訓練を児童とともに実施し

ており、緊急時に速やかに対応できるよう備えております。 
各保育所内での緊急時の連絡については、施設の状況に応じて工夫し、訓練を行うなかで

最も有効かつ支障のない方法で行うこととしております。 

担

当 
こども青少年局 保育施策部 保育所運営課   電話：06-6208-8121 

 
 



 
番 

号 
６．（１５）④ 

項

目 

 
全ての保育所に正規職員で看護師を配置すること。 

（回答） 
公立保育所につきましては、一定のエリアごとに看護師を配置しており、各看護師が担当

エリア内にある保育所の保健衛生及び医療に関する業務を担当しております。 

担

当 
こども青少年局 保育施策部 保育所運営課    電話：06-6208-8121 

 
 
 



 
番 

号 
６．（１５）⑤ 

項

目 

 
パソコンの不足について全市立保育所で調査し、購入・配置を行うこと 

（回答） 
公立保育所で使用する端末について、保育士の業務負担軽減に向け、増設等の検討を引き

続き行ってまいります。 

担

当 
こども青少年局 保育施策部 保育所運営課    電話：06-6208-8121 

 
 
 



 
 
番 

号 
６．（１６）① 

項

目 
待機児童の解消は公的保育の新設・増設で行うこと。 

（回答） 
本市では、待機児童を含む保育を必要とする全ての児童の入所枠の確保を図るため、認

可保育所等の整備を進めております。 
なお、認可保育所の新設や増設等の整備計画策定に際しては、公立保育所をはじめ既存施

設の定員や状況等も考慮しております。 

担当 こども青少年局 保育施策部  保育企画課   電話：06-6208-8041 

 
 
 



 
番 

号 
６．（１６）② 

項

目 
「庁舎内保育施設」の設営について、地下に設営されているなど保育環境が劣悪な区

について早急に改善すること。 

（回答） 
庁舎内保育施設の設置場所は、調理設備、沐浴設備、幼児用の便所などの諸設備が配置

できること、居室の面積・採光・換気が確保できること、避難経路が確保できることな

ど、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」の基準を具備し、安全

に衛生的に保育を行える場所を選定しており、区役所において当該要件を満たす場所がな

い区については設置しないこととしております。 
また、庁舎内保育施設の設置・運営事業者の選定にあたっては、保育内容（保育の目

標・計画）、職員体制（施設長予定者、保育士の配置、ローテーション、研修）、設備（乳

児室・ほふく室・保育室・諸設備の配置）などを審査し、「家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例」の基準を具備するとともに、子どもの安全面、衛生面、発

達面での保障ができるものを選定しております。 
さらに、選定された設置・運営事業者が計画通りの施設整備を行えるように、改修工事に

必要な経費を補助するとともに、改修工事にかかる竣工検査を行い、基準に基づいた良好な

施設環境であるか確認をしております。 

担当 こども青少年局 保育施策部  保育企画課   電話：06-6208-8041 

 
 
 
 



 
番 

号 
６．（１６）③ 

項

目 

地域裁量型認可化移行施設※を導入しないこと。 
（※正しくは、地方裁量型認可化移行施設と思われますので、その想定で回答作成し

ています） 

（回答） 
令和元年 10 月から実施された国の幼児教育・保育の無償化において、認可外保育施設も

無償化の対象となったことから、認可外保育施設の保育の質の向上が全国的に課題となっ

ており、国においても、認可を目指す認可外保育施設への支援策の大幅な拡充がなされてい

るところです。 
このような認可を目指す認可外保育施設への支援策は、待機児童の解消に資するもので

あり、また、国家戦略特区の特例により設けられた保育サポーター加算により、認可園へ移

行するまでの期間、通常の認可外保育施設よりも手厚い職員配置がなされ、保育の質の向上

も期待できることから、本市においても、待機児童解消のため、認可外保育施設を積極的に

認可施設へ移行させることを目的として、認可化移行移転費支援事業及び認可化移行運営

費支援事業を導入しておりますが、現在のところ、地方裁量型認可化移行施設はありませ

ん。 

担当 こども青少年局 保育施策部  保育企画課   電話：06-6208-8031 

 
 
 
 



 
番 

号 

 

６．（１７）① 

項

目 

 

１歳児の保育士配置基準を引き上げること。 

 

（回答） 

保育の質の確保という点において、保育士の配置基準は重要であると考えております

が、保育士の配置基準の改善は全国的な課題であり、また継続的に実施する必要もありま

すので、国において推進されるべきものと考えており、他都市と連携を図り、配置基準の

改善がなされるよう国に対して要望しております。 

担当 こども青少年局 保育施策部 保育企画課     電話：06-6208-8281 

 



 
番 

号 

 

６.（１７）③ 

項

目 

 

処遇改善Ⅱの支給要件となる研修については、現場の大きな負担とならないよう実施に

あたっては現場の意見を聞くこと。 

（回答） 

処遇改善等加算の認定要件となっている「保育士等キャリアアップ研修」については、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「大阪府保育士等キャリアアップ研修の e

ラーニングによる実施について」に則り 12時間の動画配信による受講を実施しておりま

す。 

担

当 
こども青少年局 保育・幼児教育センター    電話：06-6952-0177 



 
番 

号 

 

６．（１７）④ 

項

目 

 

こどもの安全性を危うくする規制緩和を中止し、施設型、地域型の別を問わず、配置基

準上の保育士は、保育士資格を持つ者を原則とすること。 

 

（回答） 

保育士の配置基準については、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」をも

とに「大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」を定めております

が、保育所や地域型保育事業等の保育士等配置基準は国基準に適合したものとなっていま

す。 

本市としても、保育の質の確保という点において保育士の配置基準等については重要な

項目の一つと考えており、今後も保育の安全性を確保しつつ増大する保育ニーズに対応で

きるよう取り組んでまいります。 

担当 こども青少年局 保育施策部 保育企画課     電話：06-6208-8018 

 

 



 
番 

号 

 

６．（１８）①② 

項

目 

 

全ての３歳児が継続して保育されるようにすること。 

きょうだいが同じ施設に入所できるようにすること。 

 

（回答） 

保育施設等への入所に関しては、「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」

に基づき決定しています。その優先順序は保育の必要性の高い児童から順に利用調整を行

っていますが、きょうだいが保育施設等を利用中の児童や地域型保育事業を卒園予定の児

童については、要綱において優先度を高めるよう規定しております。 

当該要綱は、平成 30 年度に見直しを行い、これまでのきょうだい加点に加え、きょう

だいが３人以上の場合、別々の保育施設等に通うことを極力減らすため、きょうだいが利

用中の保育施設等の利用を希望する場合の３人目以降の申込み、又はきょうだいが新規で

同時に利用申込みする場合、３人目以降に加点することを規定しました。 

担当 こども青少年局 保育施策部 保育企画課     電話：06-6208-8037 

 



 
番 

号 

 

６．（１８）③ 

項

目 

 

就労の有無に関わらず障がいがある子が入所できるようにすること。 

 

（回答） 

保育所への入所にあたっては、就労等の保育の必要性の認定を受ける必要があります。 

また、本市においては「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」に基づき、

保育の必要性の高い世帯から順に入所決定がされるよう要綱を定めています。その中で障

がいのある児童や特別な支援を要する児童においては、保護者の状況とは別に保育の必要

性が高いと認められる場合は、それぞれの状況に配慮した利用調整を行っています。 

 

担当 こども青少年局 保育施策部 保育企画課  電話：06-6208-8037 

 



番 

号 

 

６.（１９） 

項

目 

 
児童相談所の充実について。児童虐待の増加で児童相談所の役割が非常に重要に

なってきているが、児童福祉司が不足しているため、対応が十分できていない実態

がある。安易に非常勤職員で補うことなく早急に正規の専門職員を採用し、配置す

ること。 
 

（回答） 
増加する児童虐待相談に迅速に対応できるよう、平成 28 年 10 月 2 か所目の児童相談

所を市内南部(平野区)に開設し、令和 3 年 4 月 1 日に 3 か所目の児童相談所を市内北部

（東淀川区）に開設しました。現在は令和 8年度中の開設に向け、市内東部（鶴見区）に

4 か所目の児童相談所の設置を進めています。 

こども相談センターの職員体制について、今後、児童福祉法の配置標準をもとに、児

童福祉司を大幅に増員してまいりますが、実務経験を通して丁寧に相談援助技術を教

え、専門性を育てていく必要があるため、複数年度にわたり計画的な採用を行い、増員

を行う計画です。 
 

担当 こども青少年局 こども相談センター 電話：06-4301-3100 



番 

号 

 
６.（２０） 

項

目 

 
現在、申請から認定まで４ヵ月～６ヵ月かかっている療育手帳の検査を速やかに対

応できるように児童心理司の増員を行うこと。 

（回答） 
 療育手帳の申請数が年々増加している一方で、判定業務を担う会計年度任用職員の欠員

が続いたため、申請から交付までの待機期間の長期化が課題となっていました。 
療育手帳等の判定の待機短縮を目指して、今年度からそれぞれのこども相談センターに

一般任期付職員を配置しました。 
また、児童心理司については、虐待等により心に傷を負った子どもへのカウンセリング等

の充実を図るため、計画的に増員しているところですが、本務職員の応援も頼みながら療育

手帳判定に取り組んでいます。 
このような取り組みにより、療育手帳判定の待機期間は、令和３年 12 月現在で最長３ヶ

月程度に短縮しているところです。 
児童心理司は、実務経験を通して丁寧に知識や技術を伝え、専門性を育成していく必要

があるため、複数年度にわたり計画的な採用を行い、今後も増員に取り組んでまいります。 
 
 

担当 こども青少年局 こども相談センター      電話：06-4301-3100 

 
 



番 

号 

 
６.（２１）①②③⑤⑥⑦ 

項

目 

 乳児院・児童養護施設における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を早急に

実施すること。 
・乳児院・児童養護施設の子ども・職員に対し、国の責任で定期的に PCR 検査を実施

するように早急に国に要望すること。当面の間、大阪市の責任で実施すること。 
・乳児院・児童養護施設に従事する全職員を対象とした慰労金給付事業の創設を国に

要望すること。当面の間、乳児院・児童養護施設に従事する全職員に対し大阪市独

自に慰労金を支給すること。 
・新型コロナウイルスの感染リスクを背負いながら、心身に障害がある子どもや被虐

待児等のケアを行っている現場で不足している、防護服やマスク、フェイスシール

ド、使い捨てのエプロンや手袋等の衛生資材を大阪市の責任で確保し、必要に応じ

て配付すること。 
・体調がすぐれない職員や新型コロナウイルスの陽性の疑いのある家族を持つ職員が

安心して休め、かつ、定められた職員配置基準を下回ることがないよう、大阪市と

して緊急の職員加配に伴う予算措置を講じること。 
・児童養護施設や乳児院で働く希望者全員が早急に新型コロナワクチンを接種できる

よう、大阪市として対策を講じること。また、接種日及び副反応に対する特別休暇

制度を設けられる助成金等を市として措置することで、安心して受けられるよう行

政責任でワクチン接種を推進すること。 
・コロナ禍において、すべての職員は感染リスクを抱えながら子どもたちのケアを行

っているが、とりわけ妊娠中の職員の不安は大きく、せめて感染予防のためマイカ

ー通勤などを行う場合の補助を予算化すること。 



（回答） 
・乳児院・児童養護施設の子ども・職員に対する PCR 検査実施につきましては、大阪府事

業である高齢者施設等「スマホ検査センター」の利用をご案内させていただいていると

ころです。また、行政検査によらず、施設において必要があるものと判断し自費で検査

を受けられた場合の検査費用は、「大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの

感染症拡大防止を図る事業補助金」（以下この項目において「コロナ補助金」という。）

による補助の対象としています。 
・コロナ補助金においては、慰労金ではありませんが、新型コロナウイルスの感染拡大防

止を図るため、児童養護施設等の職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に

実施していくために必要な経費として、通常想定していない感染症対策に関する業務の

実施に伴う手当等、法人の給与規定等に基づき職員に支払われる手当を補助の対象とし

ています。 
・現在は、市場にマスクや消毒液等衛生用品が安定供給されていることや、これらの衛生

用品について大量の寄付を受ける等、施設によって在庫の状況が異なることからも、コ

ロナ補助金を活用のうえ、必要な物資の購入、備蓄をお願いしているところです。ただ

し、施設内に陽性者が出て物資が不足するなど緊急的に物資が必要となる場合について

は、本市で備蓄している物資を配布するなど、随時対応させていただきます。 
・災害時や感染症流行時、特に新型コロナウイルス感染症拡大防止について、厚生労働省

通知で人員配置基準、設備等については柔軟な取扱いが可能となっており、本市におい

ても、コロナ補助金において、感染防止に伴う業務に係る超過勤務手当や休日出勤手当

等の割増賃金、非常勤職員の雇用に要する賃金等の経費を補助の対象としており、感染

拡大防止策を十分に講じながら児童養護施設等職員の負担軽減を図ってまいります。 
・児童養護施設等に勤務する職員に対するワクチン接種については、施設における感染拡

大防止の重要性に鑑み、各集団接種及び地域医療機関における個別接種において、医療

従事者をはじめとする国が定める優先順位の次に位置づけ、優先的に予約・接種が行え

るようにしておりました。 
・②に記載のとおり、コロナ補助金においては、通常想定していない感染症対策に関する

業務の実施に伴う手当等、法人の給与規定等に基づき職員に支払われる手当を補助対象

としておりますが、マイカー通勤に係る費用については対象としておりません。 

担当 こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課  電話：06-6208-8050  

 
 
 
 
 
 



 
番 

号 
６.（２１）④ 

項

目 

コロナ禍において、病児保育や一時保育などの地域育児支援にかかる事業の一時

的な休止や利用抑制、利用控えによる大幅な減収に対し、大阪市として緊急かつ継

続的な補助を行うこと。 

（回答） 
本市一時預かり事業につきましては、令和２年度に新型コロナウイルス感染症の感染防

止の観点から、利用者に対して出来るかぎり家庭で保育をおこなっていただくようお願い

し、各実施施設に対しましても必要最小限の保育提供となるようご協力いただき、それに伴

う利用料の減収や補助金の減額につきましては、前年度実績見合の財政措置を講じたとこ

ろであります。 
令和３年度は通常通りの事業実施をお願いしているところでありますが、本市一時預か

り事業にかかる補助事業につきましては、国の要綱に基づき実施しているものでもありま

すので、今後の国の動向にも注視しつつ、対応につきまして適宜検討してまいります。 
 また、本市病児・病後児保育事業につきましては、令和２年度から国が利用者減少に伴う

一定の財政措置を講じたところであり、本市におきましても、国に準じて実施施設への財政

措置を講じたところであります。 
 今後も国の動向に注視しつつ、必要な対応に努めてまいります。 

担当 こども青少年局 管理課 子育て支援担当  電話：06-6208-8112 

 



 
番 

号 

 
６．（２２） 

項

目 

 災害時や感染症流行時においても安全を確保し、子どもの命と人権が守られるよう、

乳児院、児童養護施設の職員配置基準を見直すこと。 
① 実態に即していない現在の職員配置基準を早急に見直し、引き上げるよう強く国

に要望すること。 
② 実態に即していない職員配置基準による人手不足のため、やむを得ず法人が独自

に職員を採用する際に必要とする人件費に対し、大阪市として独自に予算措置を講

じること。 
（回答） 
 災害時や感染症流行時、特に新型コロナウイルス感染症拡大防止について、厚生労働省通

知で人員基準、設備等については柔軟な取り扱いが可能となっており、本市においても「大

阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金」に

おいて、感染防止に伴う業務に係る超勤手当や休日出勤手当等の割増賃金や非常勤職員を

雇う際の賃金支給などの経費を対象として支払うことが可能となっており、感染拡大防止

策を十分に講じながら、児童養護施設等職員の負担軽減を図り、今後も国に対して、職員配

置基準等の充実が図られるよう、要望してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課  電話：06-6208-8050  

 



 

番 

号 

 

６.（２３） 

 

項

目 

乳児院、児童養護施設における深刻な人材不足の解消のため、大阪市として早急に

新たな人件費補助制度を創設するなど実効ある措置を講じること。また、以前、予算化

していた夜間勤務軽減措置を早急に復活すること。 

（回答） 
児童養護施設、乳児院におきましては、本市では、単独事業として被虐待児等処遇向上加

算事業をはじめとする本市単独事業を実施しているところです。 
また、国においては平成 28 年度予算において、事務費一般保護単価の地域区分ごとの支

給割合が引き上げられ、また、令和元年度からは民間児童養護施設等において、民間施設給

与等改善費における処遇改善分の加算が１％増加し３％に引き上げられ、社会的養護に関

わる施設職員の給与について、一定の基準の改善が図られました。 
なお、平成 24 年度まで実施しておりました夜間勤務軽減職員雇用費補助については、国

の職員配置基準の見直しに伴って、措置費の範囲内で対応できるものと判断し本市として

も廃止しましたが、平成 29 年度の民間児童養護施設等の社会的養護処遇改善加算において

は、夜間勤務対応職員の処遇改善が図られました。 
今後も他の政令指定都市と連携しながら、国に対して、一人ひとりの児童に応じた処遇がで

きるように、施設職員の処遇改善に必要な財源措置を講ずるよう要望してまいります。 

担当 
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課 要保護児童グループ 
                        電話：06-6208-8058 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

番 

号 

 

６.（２３） 
 

項

目 

乳児院、児童養護施設における深刻な人材不足の解消のため、大阪市として早急に新

たな人件費補助制度を創設するなど実効ある措置を講じること。また、以前、予算化し

ていた夜間勤務軽減措置を早急に復活すること。 

（回答） 
児童養護施設、乳児院におきましては、本市では、単独事業として被虐待児等処遇向上加

算事業をはじめとする本市単独事業を実施しているところです。 
また、国においては平成 28 年度予算において、事務費一般保護単価の地域区分ごとの支

給割合が引き上げられ、また、令和元年度からは民間児童養護施設等において、民間施設給

与等改善費における処遇改善分の加算が１％増加し３％に引き上げられ、社会的養護に関

わる施設職員の給与について、一定の基準の改善が図られました。 
なお、平成 24 年度まで実施しておりました夜間勤務軽減職員雇用費補助については、国

の職員配置基準の見直しに伴って、措置費の範囲内で対応できるものと判断し本市として

も廃止しましたが、平成 29 年度の民間児童養護施設等の社会的養護処遇改善加算において

は、夜間勤務対応職員の処遇改善が図られました。 
今後も他の政令指定都市と連携しながら、国に対して、一人ひとりの児童に応じた処遇がで

きるように、施設職員の処遇改善に必要な財源措置を講ずるよう要望してまいります。 

担当 
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課 要保護児童グループ 
                        電話：06-6208-8058 

 



 
番 

号 

 

６．（２４） 

項

目 
夜間業務を伴う職員のみとなっている乳児院・児童養護施設職員に対する処遇改善加

算について、全職員を対象とするよう国に要望すること。 

（回答） 
社会的養護処遇改善加算（Ⅰ）については、虐待等を受けた子供や障がいのある子どもな

どへの夜間を含む業務内容を評価した処遇改善を行うための加算であり、全職員を対象と

するものではありません。全職員の処遇改善は措置費本体の改定により行うべきものと考

えます。 
 全職員における社会的養護処遇改善加算は民間施設給与等改善費における処遇改善分の

加算が令和元年度より１％増加し、３％に引き上げられ、その財源については配分職員に制

限はないことから、職員の処遇改善に寄与するものと考えます。 

担当 
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課 要保護児童グループ 
                        電話：06-6208-8058 

 
 
 



 

番 

号 

 

６.(２５）①②③④⑤⑥⑦ 
 

項

目 

困難を抱えて生活する子どもたちが増えている乳児院・児童養護施設において、子ど

もの実態に則した養育ができるよう改善すること。 
・小規模グループケアに移行した施設において、夜勤回数がこれまで以上に増えな

いよう職員の加配を国に求めるとともに大阪市として予算措置を講じること。当

面の間、緊急に乳児院における夜間勤務軽減措置を復活すること。 
・３歳を超えて乳児院に措置される障がいやアレルギー症状がある子どもの単価を

引き上げるよう国に要望すること。当面の間、大阪市として加算措置を講じるこ

と。 
・一時保護の単価を、生活費だけでなく委託費全体を、措置児並みに引き上げるよ

う、国に要望するとともに、大阪市として加算額を増額すること。 
・乳児院のすべての子どもたちに、必要に応じて理学療法士や言語聴覚士などによ

る適切な早期訓練を提供できるよう専門的養育機能を拡充すること。 
・家庭支援専門相談員や里親支援専門相談員を複数配置にするよう国に要望するこ

と。当面の間、大阪市として加配に伴う予算措置を講じること。 
・障がいを持っていることが明らかな乳幼児に対して障害児加算を国に要望すると

ともに、当面大阪市として予算措置を講じること。 
・医療機関等連携強化事業の運用について、子どもたちの育ちを促す機関にも利用

できるようにするなど、柔軟に活用できるよう国に要望すること。 

（回答） 
・平成 24 年度まで実施しておりました夜間勤務軽減職員雇用費補助については、国の職

員配置基準の見直しに伴って、措置費の範囲内で対応できるものと判断し本市として

も廃止したところです。また平成 29 年度に民間児童養護施設等において、夜間を含む

業務などの処遇改善加算において夜間勤務対応職員の処遇改善が図られているところ

です。 
・児童福祉法において乳児院に 3 歳を超え継続的に措置される幼児は「保健上、安定した

生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合」とされており、当該児童の対

応については病虚弱児加算での措置がされることになると考えております。 
・一時保護委託にかかる単価については、平成 30 年度より一時保護委託開始当初の単価

の見直しが行われており、１ヵ月の一時保護が行われたと仮定した場合、一般生活費は

措置児童と同等水準が支弁されることとなっています。 
・国家資格を有する者による専門的ケアについては、専門的援助強化事業において一定の

経費扶助をさせていただいております。施設におけるニーズを全て充足させうる財源



とはなっていない状況であることは認識しているところですが、各施設におかれまし

ては医療機関受診等の活用なども視野に入れた支援をお願いいたします。 
・平成 28 年度より家庭支援専門相談員の複数配置による措置費上の加算単価が設定さ

れた中、各施設においては施設の規模や多忙な業務量に対し工夫して対応していただ

いていると認識しています。 
里親支援専門相談員の配置につきましては、平成 24 年４月５日雇児発０４５第 11
号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「家庭支援専門相談員、里親支援専門相談

員、心理療法担当職員、個別対応職員、里親委託の推進及び職業指導員及び医療的ケ

アを担当する職員の配置」に基づき決定していますが、本市としては今後の配置充実

について、他都市等と連携しながら、施設の現状等を踏まえ引き続き国に要望してま

いります。 
・乳児院に措置される障がいをもつ児童については、その他の児童より職員対応の時間が

かかることを鑑み、乳児院病虚弱児等加算費制度が措置費の加算制度として実施され

ております。 
・医療機関等連携強化事業については、国の定める「乳児院等多機能化推進事業 

  実施要綱」に基づき各施設において継続的な服薬管理や健康管理が必要な児童等の円

滑な受入を促進するための医療機関連携職員の加配を目的とした事業です。 
よって、本市から扶助する経費については各種医療機関等の利用経費に充当するので

はなく、当該職員の雇用経費に充当されるべきと考えておりますが、加配された職員に

ついては施設入所児童に対する直接処遇も担うことから各施設の実情に応じて対応業

務については柔軟に検討いただけるものと考えております。 
 

担当 
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課 要保護児童グループ 
                        電話：06-6208-8058 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

番 

号 

 

６.（２６） 
 

項

目 
乳児院等における、保育の質の低下につながる開差是正措置を廃止するよう国に要

望するとともに、大阪市としても対策を講じること。 

施設における定員と現員の開差の是正措置については、国の通知に基づき対応している

ところです。ただし、保護単価の設定に際して、合理的な事情が認められ、定員の改定又は

暫定定員の設定が極めて困難な場合には、別途協議等を行い対応しておりますので、ご理解

いただきますようお願いいたします。 

担当 
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課 要保護児童グループ 
                         電話：06-6208-8058 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

番 

号 

 

６.（２７）①②③ 
 

項

目 

乳児院・児童福祉施設における食物アレルギー児への支援を大阪市としておこなう

こと。 
・アレルギー児への代替食や除去食を実施している児童養護施設や乳児院・保育所

に対して調理器具・アレルギー児用食材などの購入に対し、補助金等の措置を講

じること。 
・栄養士の配置については補助単価を引き上げること。 
・アレルギー児への細やかな配慮が困難となる保育所給食の外部搬入や、乳児院・

児童養護施設の給食業務の外部委託は行わないこと。 

（回答） 
・児童福祉施設等における食事の提供は、年齢差、離乳食、食物アレルギー対応の必要な子

どもや障がいのある子ども等への個別の配慮が必要となっております。 
アレルギー児への個別対応につきましては、現在計上されている措置費保護単価におい

てその必要経費が包含されていると考えているところです。 

・栄養士配置補助にかかる基準額については、本市の職員人件費に準じて、対応させてい

ただいておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

・乳児院等においては、調理業務を委託することが可能とされていますが、児童の発達段階

や健康状態に応じた離乳食・幼児食や食物アレルギー対応等への配慮など、安全・衛生面

や栄養面等において質の確保が図られる必要があるものと考えております。 

担当 
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課 要保護児童グループ 
                         電話：06-6208-8058 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

番 

号 

 

６．（２７）③ 

項

目 

 

アレルギー児への細やかな配慮が困難となる保育所給食の外部搬入や、乳児院・

児童養護施設の給食業務の外部委託は行わないこと。 

 

（回答） 

民間・公立保育所の給食につきましては、原則、自園調理としており、外部搬入は認

めておりません。 

  

担当 
こども青少年局 保育施策部 保育企画課    電話：06-6208-8018 

こども青少年局 保育施策部 保育所運営課    電話：06-6208-8121 



 番 

号 

 

６．（２８） 

項

目 

 

通所事業・訪問事業・利用施設・生活施設を問わず全ての障害児・者職場で働く全

職員が PCR 検査を受けられる体制を大阪市として作ること。また、施設等の消毒費

用などを補助できる制度を確立すること。 

（回答） 

新型コロナウイルス感染症に対応するための経費については、令和３年度障がい福祉

サービス等報酬改定において、令和３年９月末までの間、新型コロナウイルス感染症への

対応に係る特例的な評価として、通常の基本報酬に上乗せが行われております。 

また、本年 10 月以降については、この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、

感染状況や地域における障がい福祉サービス等の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対

応することとされております。 

なお、令和２年度同様、国は「障がい福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援

事業」において、利用者又は職員に新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した施

設・事業所等を対象とし、施設・事業所の消毒・清掃に係る経費等を補助することとして

おります。 

本市におきましても、国事業の活用により、感染者等が発生した施設・事業所等を対

象とし、施設・事業所の消毒・清掃費用の助成を実施することとしておりますので、ご

理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（下線部について回答） 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課   電話：06-6208-7986 



番 

号 

 

６．（３０） 

項

目 

 

緊急事態宣言やその後の感染拡大に伴い、通所施設や短期入所を閉めたり、感染

が心配で利用者がサービスを利用しない等により、大幅な減収が予想される事業所

に対し、大阪市として補助すること。 

（回答） 

都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けて休業している場

合や、サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそ

れがある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断

する場合の取扱いにつきましては、国の通知（新型コロナウイルス感染症に係る障がい福

祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて）に基づき、柔軟に対応して

いるところです。 

また、令和２年度同様、国事業の活用により「障がい福祉サービス事業所等に対する

サービス継続支援事業」を実施することとしており、利用者又は職員に新型コロナウイ

ルス感染症の感染者等が発生した施設・事業所等を対象とし、事業継続に必要な人員確

保のための経費等を補助することとしておりますので、ご理解・ご協力のほど、よろし

くお願いいたします。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課   電話：06-6208-7986 

 

 



 

番 

号 

 

６．（３１） 

項

目 

 

災害時や感染症流行時でも、利用者の命と安全、人権が守れるよう、障害児者施設の

職員を大阪市独自に加配すること。また、職員配置基準を抜本的に引き上げるよう、国

に強く要望すること。 

（回答） 

近年、各地で地震や水害等の自然災害が発生しており、障がい児者入所施設を含め、社会

福祉施設等においては、平時からの入所者の安全確保にかかる備えや取組みが重要です。 

また、感染症の流行についても、令和元年度末ごろより世界的な感染拡大となった新型コ

ロナウイルス感染症をはじめとして、今日においても感染症への対策とサービス提供の継

続について、各事業者の皆様には多大なるご尽力をいただいているところです。 

万が一、災害や感染症が発生した場合であっても、利用者の安全確保や必要なサービスの

提供をできる限り維持できるよう、事業者のみなさまにはあらかじめ業務継続計画（BCP）

の作成をお願いしております。 

このほか、災害時等に配慮を要する方が入所する障がい児者施設や高齢者施設等の社会

福祉施設においては、水防法に基づき避難確保計画の作成と訓練の実施が義務付けられて

おり、日ごろからの備えや課題の把握等に取り組んでいただきますようご協力をお願いし

ます。 

なお、本市においては、大阪市行政オンラインシステムを活用し、万が一災害が発生し施

設等が被災された場合に、被災状況を伝達いただくことで、各施設等の被災状況や支援の必

要性等について速やかに把握できるよう努めておりますので、引き続きご理解とご協力を

お願いいたします。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課   電話：06-6208-8076 

 

 



 

番 

号 

 

６．（３２） 

項

目 

 

障害児者施設における職員の人材確保と定着を図るために、大阪市として新たな人

件費補助制度を創設するなど実効ある措置を講じること。 

（回答） 

 障がい者支援施設及び障がい児入所施設を含め、ほぼすべての障がい福祉サービス等事

業においては、福祉・介護の人材確保・処遇改善の取り組みを進めるため、福祉・介護職

員処遇改善加算がありますが、2019 年の報酬改定においては、福祉・介護職員の人材確保

のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図る特定処遇

改善加算が創設されてきた経過があり、令和３年度報酬改定においても、それぞれの加算

率が増額されています。 

 本市としましては、今後とも国の動向を注視するとともに、他の指定都市等と連携しな

がら、事業所が適切かつ安定的な運営が図れるよう、報酬単価の見直し等を含め、障がい

福祉従事者の処遇改善、人材確保に向けて国に対し働きかけてまいります。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課   電話：06-6208-8076 

 



 

番 

号 

 

６．（３３） 

項

目 

 

コロナ禍での支援を継続するために発生した感染症対策について、緊急包括支援事

業のかかり増し経費の対象範囲を拡大するよう国に要望すること。また、当面の間、す

べての障害児者福祉事業における感染症対策に要した費用に対し、大阪市として何ら

かの補助を講じること。 

 

（回答） 

障がい福祉サービス事業所等がコロナ禍でのサービス提供を継続するために必要な感染

症対策については、令和２年度同様、国の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サー

ビス等事業者に対する継続支援事業」等を活用することで、利用者又は職員に新型コロナウ

イルス感染症の感染者等が発生した施設・事業所等を対象とし、事業継続に必要な人員確保

のための経費等を補助することとしております。 

一方、現在のところ令和２年度に都道府県において実施された「新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援事業（障害福祉サービス等分）」については、一部の事業を除き令和３年

度は実施の予定がないと聞き及んでいるところですが、障がい福祉サービス等事業所が、

感染機会を減らしつつ、必要な障がい福祉サービスを継続して提供するための支援の必要

性については、改めて国及び府に対して積極的な働きかけを行ってまいります。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課   電話：06-6208-7986 

 



 

番 

号 

 

６．（３４）① 

項

目 

 

障害児入所施設における職員配置基準を、早急に児童養護施設並みとするよう国に

強く要望すること。また、大阪市としても職員が増員できるよう、予算措置を講じるこ

と。 

 

（回答） 

 児童福祉法に基づく障がい児入所施設における人員配置基準については、令和３年度障

がい福祉サービス等報酬改定において、主として知的障がい児を入所させる施設及び主と

して盲児又はろうあ児を入所させる施設における児童指導員及び保育士の総数は、４．３対

１から４対１とされたところです。 

 本市としましては、障がい児入所施設における支援の実態を踏まえ、よりきめ細かな対

応ができるよう職員配置基準の見直しや、良質な人材確保と事業者の経営基盤の安定を図

ることができるよう報酬単価への適切な反映等について、国に対して引き続き要望してま

いります。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課   電話：06-6208-8076 

 



 

番 

号 

 

６．（３４）② 

項

目 

 

18 歳以上の入所者を速やかに適切な施設に移行するため、進路開拓のための職員を

大阪市として増員すること。 

（回答） 

 障がい児入所施設に引き続き入所する 18歳以上の入所者（いわゆる年齢超過者）につい

ては、厚生労働省においても、令和２年度より開催されていた障がい児入所施設の新たな地

域移行の枠組みにかかる実務者会議において検討がなされ、今般、入所する障がい児の適切

な地域移行をすすめるための都道府県等を主体とした枠組みの提示や必要な法整備、なら

びに経過措置の最終的な期限を令和 5 年度末とすることが盛り込まれた報告書がまとめら

れたところです。 

 本市においても、現に入所する年齢超過者の地域移行を進めるため、特に年齢超過者が多

く入所する障がい児入所施設に対して、移行促進のためのコーディネーターを配置する経

費を、令和２年度から継続して計上しております。 

 また、移行の受け皿となりうる共同生活援助事業所に対しても、強度行動障がいにより移

行が困難となっている方の受け入れを促進するため、受け入れの際に必要となる調整や設

備整備にかかる費用を助成する事業についても引き続き実施しています。 

 このほか、令和３年度障がい福祉サービス等報酬改定により、退所後を見据えた早い段階

からの支援を促進するため、自活訓練加算の算定要件が見直されたほか、入所児童等の移行

支援を専門に行うソーシャルワーカーを専任で配置することを評価するソーシャルワーカ

ー配置加算が新設されたところです。 

 本市としましては、今後国より示される障がい児入所施設における今後の地域移行の枠

組みを踏まえ、年齢超過者の円滑な地域移行の促進について引き続き障がい児入所施設と

調整しながら、必要な支援の在り方について検討し、地域移行を進めていくとともに、障

がい児入所施設の本来の役割である障がいのある児童への適切な支援ができる体制や環

境の確保に努めてまいります。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課   電話：06-6208-8076 

 



 

番 

号 

 

６．（３４）③ 

項

目 

 

看護師・臨床心理士などの専門職員配置のための予算額を引き上げるよう、国に強

く要望すること。また、大阪市としても専門職員配置のための予算措置を講じること。 

 

（回答） 

 平成 30 年度の障がい福祉サービス等報酬改定において、児童指導員等加配加算の区分が

職員の専門性を評価した単位数に見直されるとともに、一定の基準を満たす事業所が人員

配置基準以上に手厚い配置をしている場合に上乗せ評価を行うための区分が創設されまし

た。 

 また、令和３年度障がい福祉サービス等報酬改定においては、看護職員加配加算（Ⅱ）に

ついて、医療的ケアを必要とする児童の実態に応じた算定要件に見直されています。 

 本市としましては、制度の運用実態を注視しながら、事業者の経営実態に見合う報酬水

準を確保し、良質な人材の確保が図られるよう引き続き国に対して働きかけてまいりま

す。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課  電話：06-6208-8076 

 



 

番 

号 

 

６．（３４）④ 

項

目 

 

入所理由の第 1 位である虐待児童の心のケアのため、臨床心理士の配置を児童養護

施設と同じく義務付けること。 

 

（回答） 

 障がい児入所施設に置くべき従業者やその員数については、国の要綱や基準省令により

定められており、現状心理指導担当職員については配置が必ずしも求められておりません

が、通常置くべき従業者に加え心理指導担当職員を配置した場合には、心理指導担当職員

配置加算が支弁される取扱いとなっております。 

 一方で、令和２年度に開催された厚生労働省の「障害児入所施設の在り方に関する検討

会」では、その報告書において、障がい児入所施設に入所する障がい児について、被虐待

児童が増加していることや、平成 29 年 8 月に取りまとめられた「新しい社会的養育ビジ

ョン」等を踏まえ被虐待児が心の傷を癒し回復していけるよう専門的な知識や技術を有す

る者によるケアや養育の必要性を指摘しており、障がい児入所施設における社会的養護機

能の強化を図ることとして、心理的ケアを行う専門職の配置の推進や職員に対する更なる

研修等を行うべきとしています。 

 本市としましても、障がい児入所施設に入所する児童や支援の実態を注視しながら、必

要とする職員の配置や報酬について国に対し要望してまいります。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課   電話：06-6208-8076 

 



 

番 

号 

 

６．（３４）⑤ 

項

目 

 

小規模グループケア加算の増額を国に要望するとともに、大阪市として必要な職員

数が確保できるよう予算措置を講じること。 

 

（回答） 

 小規模グループケア加算については、令和３年度障がい福祉サービス等報酬改定におい

て、障がい児が良好な家庭的環境において養育されるよう、ユニット化等によりケア単位の

小規模化を推進する観点から、従来の算定要件に加えて、建物自体が本体施設から分離した

場所で小規模な生活単位を設けて支援を行うサテライト型による算定要件が新設され、従

来の算定要件を満たす場合の基本報酬に加えてさらに報酬が算定できるものとされたとこ

ろです。 

 本市としても、制度運用の実態を注視しながら、施設の安定的な運営に向けた職員の配

置基準や報酬単価の設定等、必要な財政措置について、引き続き国に対して要望してまい

ります。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課   電話：06-6208-8076 

 



 

番 

号 

 

６．（３４）⑥ 

項

目 

 

クラスターが発生した際の補助金について、来年度も継続し、金額を児童養護施設

並みに引き上げるよう国に要望すること。また、大阪市としても補助金を支給するこ

と。 

 

（回答） 

障がい児入所施設等において利用者又は職員に新型コロナウイルス感染症の感染者等が

発生した場合における事業継続に必要な人員確保のために要した経費等については、令和

３年度においても、昨年度と同様に国の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービ

ス等事業者に対する継続支援事業」等を活用することで、その経費を補助することとしてお

ります。 

令和４年度についても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況や障がい児入所施設

等の状況を踏まえ、支援の継続に必要な措置が講じられるよう、国に対し積極的に働きかけ

てまいりますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課   電話：06-6208-8076 

 



 

番 

号 

 

６．（３５） 

項

目 

自立訓練（機能訓練）、就労移行支援の職員配置基準は 6対 1となっているが、視

覚障害者に対する訓練は、歩行訓練や日常生活動作訓練、職場復帰に向けたパソコ

ン訓練等、安全確保や障害特性、また職場からの具体的な課題解決のため、1 対 1で

行っているものが多い。訓練を効率よく行うためには職員配置基準を 1 対 1 にする

必要があるが、まずは 2.5 対 1 以下に改善するよう、国に要望すること。また、大

阪市独自に職員を加配すること。 

（回答） 

自立訓練事業・就労移行支援事業の人員配置基準及び報酬体系等については、それぞれ

「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」、「障害福祉サービス

に要する費用の額の算定に関する基準」において定められています。 

本市としましては、自立訓練事業や就労移行支援事業を利用する方のニーズに対して必

要かつ十分な支援を行うことができるよう、当該事業の安定した事業運営に向けた適正な

報酬単価の設定等、引き続き国に働きかけてまいりたいと考えております。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話 06-6208-8245 

 

 

 



 

番 

号 

 

６．（３６） 

項

目 

 

新型コロナウイルス感染症流行前に同行援護で買い物をしていた視覚障害者が買い

物代行を希望した場合は、居宅介護や介護保険を利用していても同行援護による買い

物代行を利用できるようにすること。 

 

（回答） 

 同行援護は、視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者等が外出する際に同

行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行うサービスであり、ヘルパ

ー単独で買い物代行等を行うサービスではありません。 

しかし、同行援護のヘルパーが単独で買い物代行等を行うことについて、厚生労働省の事

務連絡において、新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービスの柔軟な取扱いとし

て、「買い物の代行や薬の受け取りの代行等は居宅介護の家事援助のサービスで可能である

が、居宅介護の支給決定を受けていない利用者について、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止の必要性に鑑み、民間の宅配サービスや買い物代行等他の手段では代替できない

場合は、報酬の対象とすることも可能である。」と示されております。本取扱いについてご

理解いただきますようお願いいたします。 

 

 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課  電話：06-6208-8245 

 

 

 



 

番 

号 

 

６．（３７） 

項

目 

 

法人独自で 20 名以上を加配している日本ライトハウス情報文化センターに対し

て大阪市として独自に人件費を助成すること。 

（回答） 

点字図書館運営補助金については、国の身体障害者保護費国庫負担金交付要綱に基づき

決定し、日本ライトハウス情報文化センターへ補助を行っているところです。 

本市としましては、日本ライトハウス情報文化センターが視覚障がいのある方の社会参

加の促進・福祉の向上に大きな役割を担っているものと認識していることから、今後とも

円滑に事業運営できるよう、補助金財源の確保に努めるとともに、視覚障がい者情報提供

施設と連携しながら国にも働きかけてまいります。 

 

 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課  電話：06-6208-8072 

 



 

番 

号 

 

６．（３８） 

項

目 

 

公募型プロポーザル方式になじまない早川福祉会館点字図書室の委託方式を、単

独随意契約方式とすること。 

（回答） 

業務内容が専門的であり継続性が要求される業務などについては、事業者選定の仕方、契

約手法を慎重に考えていく必要があります。 

地方自治法においては、「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」

と規定されていることから、本市におきましても、一般競争入札によることを原則とし、適

正な履行の確保を図りつつ、経済性の観点から最も低い金額で契約するとともに、契約の相

手方を広く募り公平に選定することとしており、あわせて、競争性の向上と透明性、公正性

の確保が求められているところです。 

当該事業につきましては、専門性や市民への適切な対応が求められることから、金額優先

の入札形式は事業の性質上馴染まないものと判断し、提案内容を重視した事業者選定が可

能となる公募型プロポーザル契約を実施することとしてきました。 

業務の専門性を確保するための資格要件や継続性を保持するための十分な引継ぎ期間

を設けるよう慎重に条件設定を行ってまいりますとともに、契約方法についても検討して

まいります。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課  電話：06-6208-8072 

 



 

番 

号 

 

６．（３９） 

項

目 

 

早川福祉会館点字図書室に働く職員を正規職員で雇用できるよう、委託料を大幅

に引き上げること。また、情報化対応特別加算を 480 万円に引き上げること。 

（回答） 

本市としましては、早川福祉会館点字図書室では、点字図書や点字刊行物の貸し出しを

はじめ、点字・録音図書の作製など、様々な情報提供を行うことや、ボランティアの養成

を通じ、視覚障がいのある方の社会参加の促進・福祉の向上に大きな役割を担っているも

のと認識しており、今後とも円滑に事業運営できるよう、取組んでまいります。 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課  電話：06-6208-8072 

 



 

番 

号 

 

６．（４０） 

項

目 

 

全区への手話通訳者・相談員の設置に向けての検討内容、進捗状況を明らかにす

ること。また、聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業との連携について、

必要に応じて当事者、事業受託団体との協議を実施すること。 

（回答） 

聴覚・言語に障がいのある方々の支援としまして、手話通訳者派遣業務や聴言障がい者生

活相談業務で専任者を配置して事業を実施しております。 

聴覚・言語に障がいのある方々のコミュニケーション手段確保及び生活相談の重要性に

ついては本市としても認識しており、手話通訳者の配置について、調査を進めております。 

引き続き、区役所への手話通訳者の配置など手話で対応できる市民窓口の充実に向けて、

必要に応じて当事者等の意見も参考にしながら、検討を進めてまいります。 

 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課  電話：06-6208‐8081 

 



 

番
号 

６．（４２） 

項 

目 

大阪市社会福祉協議会・区社会協議会交付金は、コロナ禍や災害においても社会福祉協議

会の役割が十分果たせるように、過去の減員回復、人口規模に応じた加配などを行い、孤立

死を無くし、地域を支えられる正規職員を増員すること。 

（回答） 

本市と大阪市社会福祉協議会においては、災害時におけるボランティア活動支援に関する協定

を締結するなど、防災の面においても連携を行っており、また、区役所においては、区社会福祉

協議会と連携して防災訓練を行うなどしており、災害等への対応のため相互に協力・連携を行う

必要があるものと認識しています。 

しかしながら、コロナ禍や災害時に対応できる体制の構築といった人員配置に関することにつ

いては、各々の福祉職場において、雇用主との間で検討されるべき事項であると考えております。 

本市と社会福祉協議会が連携・協働して地域福祉を推進していくためにも、社会福祉法に基づ

き社会福祉協議会が実施する事業に対する交付金を支出するとともに、今後も引き続き、本市と

社会福祉協議会が双方の役割分担のもと、地域福祉活動を支援する取組に努めてまいります。 

担当 福祉局 生活福祉部 地域福祉課 電話：06-6208-7973 

  



 

番
号 

６．（４３） 

項 

目 

大阪市社会福祉協議会・区社会福祉協議会として実施する各種事業については、福祉を推進

し、事業継続性と質を担保できるように短期間低予算での公募方式は中止し、職員を正規職

員として雇用できる委託料を確保すること。 

（回答） 

〇大阪市社会福祉研修・情報センター 

本市の指定管理業務における事業者選定は、客観的な観点で公正公平に選定するため、選定委

員会を開催することとされており、大阪市社会福祉研修・情報センターについても、公募の上、

業務内容の専門性や求められる知識及び技術等を評価するため選定委員会を開催して選定し、令

和２年４月１日から５か年を指定期間として、大阪市社会福祉協議会を指定管理者に指定してお

ります。 

 

 

担当 福祉局 生活福祉部 地域福祉課 電話：06-6208-7958 

  



 

番 

号 
６．（４３） 

項

目 

大阪市社会福祉協議会・区社会福祉協議会として実施する各種事業については、福祉

を推進し、事業継続性と質を担保できるように短期間低予算での公募方式は中止し、

職員を正規職員として雇用できる委託料を確保すること。 

（回答） 

〇生活困窮者自立支援事業 

生活困窮者自立相談支援事業の事業者の選定については、透明性・公平性を担保するた

め、公募型企画競争方式（プロポーザル方式）を採用し、外部有識者の意見を参考にしなが

ら、当該事業の委託先事業者を決定しています。平成 31 年度からは、当該業務委託にかか

る予算について拡充を図り、令和３年度までの長期契約を行いました。 

今後とも様々な課題を抱えた生活困窮者の円滑かつ適正な相談支援業務が出来るよう、

委託先と充分に連携してまいります。 

担当 
福祉局 生活福祉部 自立支援課（生活困窮者自立支援グループ） 

電話：06-6208-7959 

 



 

番
号 

６．（４３） 

項 

目 

大阪市社会福祉協議会・区社会福祉協議会として実施する各種事業については、福祉を推

進し、事業継続性と質を担保できるように短期間低予算での公募方式は中止し、職員を正規

職員として雇用できる委託料を確保すること。 

 

（回答） 

○老人福祉センター 

老人福祉センターにつきましては、多様化する住民ニーズに対して、より効果的、効率的に対応

するため、施設管理に民間の能力を活用することで住民サービスの向上を図ることを目的として指

定管理者制度を導入しています。老人福祉センターの指定管理者の募集にあたっては、本市の「指

定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」に基づき、指定期間を５年として募集し、事業

計画や提案金額等を総合的に考慮して選定を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 福祉局 高齢者施策部 高齢福祉課（いきがいグループ） 電話：06-6208-8054 

 

 



 

番
号 

６．（４３） 

項 

目 

大阪市社会福祉協議会・区社会福祉協議会として実施する各種事業については、福

祉を推進し、事業継続性と質を担保できるように短期間低予算での公募方式は中止し、

職員を正規職員として雇用できる委託料を確保すること。 

（回答） 

○地域包括支援センター 

本市では、介護保険法に基づく地域包括支援センターの運営に係る包括的支援事業につ

いて、公募方式を準用する方法を基本とし、委託先を選定した上で、その実施を委託してい

ます。 

 包括的支援事業の実施の委託にあたっては、これまで長期継続契約として４年間の契約

期間で業務委託契約を締結してきましたが、より効果的かつ安定的に事業が実施できるよ

うに、令和３年度契約分より、６年間の契約期間で業務委託契約を締結しています。 

担当 福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課  電話：06-6208-8060 

  



 

番
号 

６．（４３） 

項 

目 

大阪市社会福祉協議会・区社会福祉協議会として実施する各種事業については、福

祉を推進し、事業継続性と質を担保できるように短期間低予算での公募方式は中止し、

職員を正規職員として雇用できる委託料を確保すること。 

（回答） 

福祉事業の業務委託契約における契約方法については、価格のみにより事業者を選定す

る「競争入札」や、価格のみによることなく、業務内容等が最も優れた提案を採用する「公

募型プロポーザル方式」等、その事業の性質や目的により契約手法を選択し、事業者を決定

しているところです。 

○要介護認定調査事業 

要介護認定調査業務委託につきましては、外部有識者の意見を参考にしながら、公募型企

画競争方式（プロポーザル方式）にて、中立性・公平性を図り当該調査を適正に実施するこ

とができる法人を選定し、業務委託契約を締結しています。 

今年度、要介護認定調査業務の次期委託事業者の公募に先立ち、参入しやすい公募条件の

検討や法人のアイディアを把握するため、マーケットサウンディング（市場調査）を実施し

ました。現在、マーケットサウンディングの結果を参考に、新たな契約上限額の設定や３年

の長期継続契約への見直しを図ったうえで、令和４年度以降の新たな受託事業者を公募し

ております。 

なお、賃金等勤務条件に関することについては、各々の福祉職場において、雇用主との間

で検討されるべき事項であると考えております。 

○障がい支援区分認定調査事業 

障がい支援区分認定調査業務委託につきましては、外部有識者の意見を参考にしながら、

公募型企画競争方式（プロポーザル方式）にて、中立性・公平性を図り当該調査を適正に実

施することができる法人を選定し、業務委託契約を締結しています。 

なお、賃金等勤務条件に関することについては、各々の福祉職場において、雇用主との間

で検討されるべき事項であると考えております。 

 

担当 
福祉局 高齢者施策部 介護保険課（認定グループ）   電話：06-4392-1727 

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課（認定グループ） 電話：06-4392-1730 

 

 



 

番
号 

６（４４） 

項 

目 

コミュニティーソーシャルワーカーを各区で複数以上の正規で配置できるようにするこ

と。調査員の CSW 転換増員数は正規職員に置き換えて実施体制を強化すること。 

（回答） 

「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」においては、現在、全市にコミュ

ニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を 98名配置し、実施しております。 

また、各区における地域の特性等に応じて、区独自の取組みと併せて事業を実施しており、

各区・地域の実情に応じた取り組みを進めております。 

今後も事業内容や各区における取り組み状況などの検証を行いながら、引き続き事業の充実

に努めてまいります。 

 

 

 

担当 福祉局 生活福祉部 地域福祉課 電話：06-6208-7954 

  



 

番
号 

６．（４５） 

項 

目 

要介護認定・障害支援区分認定調査事業公募は、不安定な出来高払い単価方式の１

年のみのプロポーザルは改め、現員現給制の予算措置を行い、正規職員の増員により

労働者の定着と安定した調査ができるようにすること。 

 

（回答） 

要介護認定・障がい支援区分認定調査業務の委託につきましては、中立性・公平性を図り

当該調査を適正に実施することが求められております。 

今年度、要介護認定調査業務の次期委託事業者の公募に先立ち、参入しやすい公募条件の

検討や法人のアイディアを把握するため、マーケットサウンディング（市場調査）を実施し

ました。現在、マーケットサウンディングの結果を参考に、新たな契約上限額の設定や３年

の長期継続契約への見直しを図ったうえで、令和４年度以降の新たな受託事業者を公募し

ております。 

なお、賃金等勤務条件に関することについては、各々の福祉職場において、雇用主との間

で検討されるべき事項であると考えております。 

 

（下線部について回答） 

 

担当 福祉局 高齢者施策部 介護保険課（認定グループ）   電話：06-4392-1727 

 



 

番 

号 
６．（４５） 

項

目 

要介護認定・障害支援区分認定調査事業公募は、不安定な出来高払い単価方式の

１年のみのプロポーザルは改め、現員現給制の予算措置を行い、正規職員の増員に

より労働者の定着と安定した調査ができるようにすること。 

（下線部について回答） 
要介護認定・障がい支援区分認定調査業務の委託につきましては、中立性・公平性を図り

当該調査を適正に実施することが求められております。 
令和４年度の障がい支援区分認定調査業務につきましては、要介護認定調査業務の公募条

件等を踏まえて契約条件を設定し、新たな受託事業者を公募しています。 
なお、賃金等勤務条件に関することについては、各々の福祉職場において、雇用主との間

で検討されるべき事項であると考えております。 
 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課（認定グループ） 電話：06-4392-1730 

 



番
号 

６．（４６） 

項 

目 

日常生活支援事業（あんしんさぽーと事業）は、独居高齢者、生活保護受給者を多く抱え

る大阪市の特性もふまえ、利用者の権利が守られるよう国に対しても要求を行い正規職員

は大幅増員すること。相談員・支援員は無期雇用に転換し安定した体制整備を行うこと。 

（回答） 

日常生活自立支援事業（あんしんさぽーと事業）につきましては、社会福祉法に定める福祉サ

ービス利用援助事業として、実施主体である大阪市社会福祉協議会が事業のための体制整備、人

員配置を行っており、本市としては、市民の権利擁護を推進することを目的に、当該事業に対し

補助を行っているところです。 

平成 26 年度には、利用者増への対応と体制強化を図るため、専門相談員を大幅に増員できる

よう、大阪市社会福祉協議会への補助金を増額いたしました。 

しかしながら、平成 27 年度に補助金の特定財源である国庫補助の大幅な見直しが行われたこ

とにより、「利用者１人あたり」による算定基準に改められ、この算定基準によっては必要な財源

確保がかなわないため、国に対し個別協議を実施しているところです。平成 31 年度には、平成

30 年度に比べて国庫補助算定基準額がわずかに引き上げられましたが、十分な額とは言い難く、

本市の補助事業として引き続き円滑な事業運営が図られるよう、今後とも予算確保に努めてまい

ります。 

また、平成 29 年３月に国が策定した成年後見制度利用促進基本計画で、日常生活自立支援事

業等関連制度から成年後見制度へのスムーズな移行が求められており、本市においても平成 30

年度より移行支援を強化し、待機者の解消に努めています。 

 

 

 

 

 

 

担当 福祉局 生活福祉部 地域福祉課（相談支援） 電話：06-6208-7974 

  



 

番
号 

６．（４７） 

項 

目 

生活支援体制整備事業の居場所づくりや生活支援サービスの創出は、高齢者だけで

なく、障がい者、子どもの分野にいたるまで社協が行う本来業務であり、２層コーデ

ィネーター配置と事業拡大はコーディネーター任せにせず市・区社協全体で取り組む

こと。 

２層コーディネーター配置にあたっては、安定的に働き続けられるよう正規職員の予

算措置を行うこと。 

（回答） 

生活支援体制整備事業については、受託者である各区社会福祉協議会に対して、生活支援

コーディネーターの配置及び各事業の実施を委託しております。生活支援コーディネータ

ーの配置は急激な高齢化の進展に伴う喫緊の課題解決に向けた施策であり、各区社協の地

域支援員が行う地域づくりをベースに、各区社協の地域支援員と連携を図りながら、地域支

援員では対応できなかった高齢者に特化した生活支援・介護予防サービスの開発等を行っ

ております。 

また、生活支援コーディネーターが効果的に活動できるよう、令和元年度より、受託者で

ある各区社会福祉協議会が各区役所と連携して作成した事業計画書に基づき四半期ごとに

検証・見直しを行い、PDCA サイクルに沿った取組みを進めているところです。 

なお、有識者会議の意見を踏まえ、第２層コーディネーターの配置についても、有機的な

連携や、効果的な支援体制の構築を図るため、第１層コーディネーターと同様に各区社会福

祉協議会へ委託しており、生活支援コーディネーターの配置にあたっては、第２層だけでな

く、第１層も含めた柔軟な職員体制及び事業実施体制が確保できるよう努めております。 

 

担当 福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課  電話：06-6208-8060 

  



 

番 

号 

６．（４８） 

項 

目 

長引くコロナ禍で、自己責任で生活費を捻出しなければならないコロナ特例生活福祉資

金の貸し付けについては、貸付の有無に関わらない給付など新たな制度を創設し、柔軟な生

活保護制度による対応を国に求めること。 

また、貸し付け窓口、償還相談が実施できる体制ができるよう、貸し付けの債務管理にかか

る費用（人件費事務費）について十分な財政措置を図るよう国に求めること。 

（回答） 

生活福祉資金は、大阪府社会福祉協議会が実施・運営主体でありますので、ご要望の趣旨を

お伝えします。 

 

（下線部について回答） 

 

 

 

 

 

 

 

担当 福祉局 生活福祉部 地域福祉課 電話：06-6208-7958 

 



 

番 

号 
６.（４８） 

項

目 

長引くコロナ禍で、自己責任で生活費を捻出しなければならないコロナ特例生活福

祉資金の特例貸し付けについては、貸付の有無に関わらない給付など新たな制度を創

設し、柔軟な生活保護制度による対応を国に求めること。 

また、貸し付け窓口、償還相談が実施できる体制ができるよう、貸付の債務管理にか

かる費用（人件費事務費）について十分な財政措置を図るよう国に求めること。 

（回答） 

「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について（令和３年４月 23日

厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡）」において、コロナ禍の状況を踏まえた対応につ

いて示されており、上記事務連絡に基づき、本市においても各実施機関へ事務連絡を発出

し、関係事項について十分な配慮のうえで対応しています。 

 

（下線部について回答） 

担当 福祉局 生活福祉部 保護課 電話：06-6208-8012 

  



 

番
号 

６．（４９） 

項 

目 

長引くコロナ禍で、常に感染リスクの高い福祉現場において、感染や農耕接触者になり入

院や自宅での「療養もしくは待機」の業務命令を求めた場合は、行政責任として特別休暇と

すること。 

（回答） 

福祉現場で働いておられる方の休暇制度等の労働条件に関することについては、各々の福祉

職場において、雇用主で検討されるべき事項であると考えております。 

 

 

 

 

 

担当 福祉局 生活福祉部 地域福祉課 電話：06-6208-7973 

  



番 

号 
６.（５０）（５１）（５２）（５４）（５５） 

項

目 

・地域の中で放課後児童クラブを開設する大阪市においては、国の予算には含まれて

いない家賃等の経費について、保護者が支払う保育料で負担することになります。保

育に欠ける児童を出さず、放課後児童クラブを利用希望する家庭が高額な費用負担が

理由で利用断念しないで済むように、補助金の大幅な増額をしてください。 
・放課後児童支援員複数配置を確保するためには、放課後児童支援員の処遇改善が必

要です。児童数が 19 人以下でも 20 人以下でも安定的に複数配置できるように、児童

数が 19 名と 20 名で大きく違う現状の補助金格差を是正し、19 名以下の施設への補助

金の底上げをしてください。 
・放課後児童クラブ職員が安心して働き、継続して専門性・公共性を発揮できるよう、

放課後児童クラブ職員の処遇を改善し、安定した雇用形態にする事は、子どもとの安

定的・継続的な関わりにつながります。大阪市の放課後児童クラブが国の補助条件を

満たしている、「放課後児童支援員等処遇改善等事業」を活用し、大阪市としても予算

化してください。 
・新型コロナウイルス感染拡大が広がる中で、安心安全な保育を維持するため、より

広い施設への移転や、受け入れ児童数を増やすための分設など、現在は保護者や施設

の負担で行っています。放課後児童クラブが、不安なく施設改善や移転を進められる

ように、国の「放課後児童クラブ運営支援事業（賃借料補助・移転関連費用補助）」な

どを、国の基準に合わせて大阪市で予算化し、財政的支援をしてください。 
・大阪市において、シングル家庭や貧困家庭は増加傾向にあります。働くことによっ

て保育に欠ける家庭になるにもかかわらず、高額な保育料ゆえに入所できない状況が

生まれています。困窮する世帯に対して、保育料の減額などの大阪市独自に新規予算

化してください。 
（回答） 

大阪市では、昭和 44 年以来、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を主な対象

として、保護者に代わりその健全な育成を図るため、民設民営で実施されている事業へ補助

金の交付を行う留守家庭児童対策事業を実施しております。 

一方、近年の少子化・核家族化・夫婦共働きの一般化による子どもたちを取り巻く環境の

変化に対応するため、留守家庭の子どもに限らず、すべての小学生に放課後等の安全・安心

な遊び場・居場所を提供し、その健全な育成を図ることを目的として、平成４年度から小学

校の余裕教室等を活用した児童いきいき放課後事業を開始し、現在では市内の全市立小学

校で実施しております。 

その上で、なお残る留守家庭児童のニーズに対しては、民設民営で実施されている現行の

留守家庭児童対策事業を、児童いきいき放課後事業の補完的役割として補助を継続してお

ります。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 27 年度からの子ども・子育て支援新制度の開始にあたり、大阪市でも国の基準に合

わせて留守家庭児童対策事業補助金の運営費や開設時間延長加算、開設日数加算、障がい児

受入加算といった補助金交付基準の引き上げを行っております。 

令和３年度の運営費につきましては、年間平均登録児童数に応じて 1 施設当たり

3,587,000 円～5,315,000 円となっており、令和２年度と比較して 77,000 円から 221,000 円

と大幅に増額しております。また、開設時間延長加算は 1施設当たり平日は 399,000 円、長

期休暇等は 537,000 円、障がい児加算は 1 人当たり週３日以上の場合 356,000 円、週４日

以上の場合 475,000 円、開設日数加算は 1 日当たり 18,000 円の加算となっております。な

お、運営費につきましては児童数が 10 名から 19 名の小規模放課後児童クラブに対して、

年額 591,000 円を加算しております。 

また、令和２年度に引き続き、小学校の臨時休業等により午前中から開所するための経費

補助や、市の要請により放課後児童クラブを臨時休業させた場合や市からの通所回避の要

請により放課後児童クラブを欠席した場合等に保護者へ利用料を返還した場合などの経費

補助も行っております。 
さらに、新型コロナウイルス感染症対策支援補助金を創設し、新型コロナウイルス感染症

対策で職員が勤務時間外に消毒等を行った場合の超勤手当や非常勤職員を雇い入れた場合

の経費の補助、また感染拡大を防止する観点から必要と考えられる物品の購入経費に対す

る補助を行っております。 
「放課後児童支援員等処遇改善等事業」「放課後児童クラブ運営支援事業（賃借料補助・

移転関連費用補助）」の予算化につきまして、これらに相当する経費は既に本市運営費補助

金の対象経費に含まれています。 

また、困窮する世帯に対する保育料の減額などの予算化につきまして、「留守家庭児童対

策事業」は民設民営の事業者への補助事業であり、利用にかかる費用の設定等は各放課後児

童クラブ事業者において判断されるべきものと考えております。 

担当 こども青少年局 企画部 青少年課             電話：06-6208-8163 



 

 

番 

号 
６.（５３） 

項

目 

 
「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」の放課後児童支援員資格（認定研

修修了者）者の経験年数の考え方は、大阪市において、当該施設のみの勤続年数とされ

ています。しかし、本来放課後児童支援員資格は個人に与えられるもので、他施設にお

いて積み重ねられた経験も、施設のより良い保育に関わります。放課後児童支援員の

経験年数の積算根拠を、国同様に以前の放課後児童クラブで就労した勤務実績も通算

実績として、認めてください。 
 

（回答） 
「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」につきましては、放課後児童支援員に

対し、経験年数や研修実績等に応じた段階的な賃金体系を構築し、継続的な人材育成及び保

育の質の向上への取り組みを進める観点から、平成 29 年度より新たに実施しております。 
「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱」の第１条では「放課後

児童支援員（以下「支援員」という。）に対し、経験年数や研修実績に応じた段階的な賃金

改善の仕組を設け、支援員の処遇改善を行っている補助事業者に必要な経費を補助するこ

とにより、職員の定着を図り、安定的・継続的な保育による保育の質の向上及び児童の安全・

安心な居場所を確保するとともに、次世代を担う児童の健全育成を図ることを目的とす

る。」と当該補助金の趣旨を規定しています。この趣旨に鑑み、本補助金は現行勤務してい

る放課後児童クラブでの支援員の処遇改善、当該クラブでの保育の質の向上にどれだけ資

しているかを評価することとしており、これが各クラブにおける職員確保及び職員の定着

による保育の質の向上に繋がるものと考えております。 
 

担当 こども青少年局 企画部 青少年課               電話：06-6208-8163 



 

番 

号 
７．（１） 

項

目 

地方教育行政法は「改正」についての文科省通知（26 文科初第 490 号 平成 26 年 7

月 17 日 地方教育行政法の一部を改正する法律について（通知））は、教育振興基本計

画について、「地方公共団体の長が有する大綱の策定権限は、教育委員会の権限に属す

る事務を管理し、執行する権限を地方公共団体の長に与えたものではないことを確認

的に規定したものである。」「大綱の主たる記載事項は、学校の耐震化、学校の統廃合、

少人数学級の推進、総合的な放課後対策…予算や条例等…事項についての目標や根本

となる方針…」としています。 

 教育内容、教育方法、教材などを詳細に記載し、学校教育に介入するのではなく、子

ども・保護者の貧困対策、教育条件整備の目標や方針を定めること。 

（回答） 

本計画は、大阪市教育行政基本条例に基づき、市長が教育委員会と協議し、本市におけ

る教育の振興のための基本的な目標及び施策の大綱のほか、教育の振興のための施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定め、市会の議決を経て定められます。 

 

 

担当 教育委員会事務局 総務部 教育政策課 電話 06－6208－9027 

 



 

 番 

号 
７.（２） 

項

目 

学校教育の教育活動について文部科学省は、「各学校においては、法令及びこの章

以下に示すところに従い、生徒の人間としての調和のとれた育成を目指し、その心

身の障害の状態、発達段階及び特性等、地域や学校の実態並びに学科の特色を十分

考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。」としています。教育課程は学校

において編成するものであることを ICT 教育、デジタルドリルの押し付けをやめる

こと。 

（回答） 

 学習指導要領では、各学校においては、児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、

教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていく

こと、教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと、教育課程の実施に必要

な人的または物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して、教

育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくことに努

めるよう示されております。また、児童生徒の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用

能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができる

よう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るようにも

示されており、身に付けた力を統合的に活用して現代的な諸課題に対応していくための資

質・能力を教育課程全体を見渡して育んでいくことが重要となります。 

「大阪市教育振興基本計画」におきましては、児童生徒が互いに教え合い学び合う協働

的な学びや、思考力・判断力・表現力の育成につながる言語活動、児童生徒一人ひとりの

能力や特性に応じた指導等を充実させ、授業の質を向上させることをめざして、ICT を活

用した教育を推進するよう示しております。加えて、全小中学校にデジタルドリルを導入

し、個別最適な学びの実現に向けた取組を進めております。 

 教育委員会といたしましては、各学校が、教育目標を含めた教育課程の編成についての

基本的な方針を家庭や地域と共有しながら教育活動を進めることができるよう努めてま

いります。 

 

 

担当 
教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当   電話：06-6208-9186 

教育委員会事務局 総務部 教育政策課（ICT 推進グループ）   電話：06-6208-9046 



 

番 

号 
７.（３） 

項

目 
学校給食無償化（所得制限なし）を 2022 年度から制度化すること。 

（回答） 

 本市の小中学校におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による厳しい社会情

勢を踏まえ、緊急的な措置として、令和２年度及び令和３年度については、すべての児

童生徒の学校給食費を無償としています。 

令和４年度以降の給食費無償化のあり方につきましては、引き続きさまざまな観点か

ら検討を行ってまいります。 

担当 教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 電話： 06 -6208 -9143 

 

  



 

番 

号 
７．（４） 

項

目 

 

全国的に異例な、条例による小学校統廃合を中止すること。「学校の新しい生活様式」

（文部科学省）である 20人以下学級を実現すること。 

「桃谷中学校区の学校再編の取組状況」を明らかにすること。 

 

（回答） 

・大阪市では、有識者等で構成する「大阪市学校適正配置審議会」からの答申をふまえ、子

どもたちが将来、社会生活を営むうえで必要な社会性や困難に立ち向かう力を獲得して

成長していくために、学校は一定の集団規模であることが必要なことから、学校配置の適

正化に取り組んでいます。 

・今後、さらなる少子化が見込まれるなか、将来を見据え、持続的に良好な教育環境を提供

していくため、学校配置の適正化に関係する方々が、児童の教育環境の改善を第一に、適

正配置の着手の基準や進め方について、ルールを共有して取り組みを進める必要がある

ことから、令和２年４月に大阪市立学校活性化条例を改正施行し、あわせて大阪市立小学

校の適正規模の確保に関する規則を制定しました。 

・令和２年４月に施行した条例の内容については、小学校の規模を適正規模である 12 学級

から 24 学級にするよう努める義務を教育委員会に課すること、また、適正規模を下回り、

今後も適正規模になる見込みがない小学校について、学校再編整備計画を策定・公表する

こと、その計画には再編の実施時期、実施後の小学校の所在地やその他、教育委員会規則

で定める事項を記載することとし、その計画等について、保護者等の意見を聴かなければ

ならないと義務付けるものとしています。また、計画の変更についても規定しています。 

・学校配置の適正化の検討につきましては、ニアイズベターの考え方のもとに、区担当教育

次長である区長のリーダーシップの下、学校再編整備計画を策定、公表のうえ、保護者・

地域の皆さまからご意見を聴くこととしており、教育委員会としましては区役所と連携

し、児童の良好な教育環境の確保及び教育活動の充実に努めてまいります。 

・小・中学校における学級編制は、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準

に関する法律」及び「同施行令」に基づいて、小学校は１学級 35 人（ただし、経過措置

あり）、中学校は 1学級 40 人が標準とされています。 

学級編制の標準の引き下げは、国の責任においてその財源と共に実施されるべきと考え

ており、本市としても指定都市教育委員会協議会を通じて、この間、国に対して要望を行

っているところです。 

・桃谷中学校区においては、鶴橋中学校と勝山中学校を平成 31年４月に統合し、桃谷中学

校として開校しています。小学校については、ニアイズベターの考え方のもと、区担当教



育次長が学校再編整備計画案を作成することになっており、条例等に基づき、学校再編整

備計画案の作成に向け、生野区担当教育次長において検討が進められているところです。 

担当 
教育委員会事務局総務部学事課(学校適正配置グループ) 電話：06-6208-9111 

教育委員会事務局総務部学事課            電話：06-6208-9114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



番 

号 
７.（５） 

項

目 

小学校における 4 年－大阪市小学校学力経年調査、5 年－大阪府新学力テスト・大

阪市小学校学力経年調査、6年－全国学力・学習状況調査・大阪府新学力テスト・大

阪市小学校学力経年調査（「各種学力調査による学びの検証改善サイクルを確立」教

育委員会会議 2021 年 1 月）、中学校における大阪府中学生チャレンジテスト、大阪

市版チャレンジテスト plus、全国学力・学習状況調査と連続するテスト漬けを止め

ること。 

 「学習履歴の蓄積」を止めること。 

（回答） 

「大阪市小学校学力経年調査」については、児童及び保護者が、自身及び子どもの学習

理解度及び学習状況等を知り、目標をもって主体的に学習に取り組めるようにする、各

学年について統一した問題を実施することにより、児童一人ひとりの学習理解度及び学

習状況等を客観的・経年的に把握・分析し、学校における授業改善や児童一人ひとりに

応じたきめ細かな指導の充実等を図り、組織的かつ継続的な学力向上施策の検証改善サ

イクルを確立する、幼小中高における学びの連続性を確保する観点から義務教育段階で

身に付けておかなければならない力を確実に定着できるようにする、児童の学習理解度

及び学習状況等を把握し、各学校の課題や教員の指導力に応じた支援の充実を図るため

に実施しています。  

「大阪府新学力テスト（すくすくウォッチ）」については、大阪府教育委員会が、府内に

おける児童一人ひとりが、学びの基盤となる言語能力や読解力、情報活用能力等を向上

させ、これからの予測困難な社会を生き抜く力を着実につけることを目的に実施してい

ます。また、市町村教育委員会や学校が府内全体の状況を把握し、教育施策等を検証後、

課題改善に向けた取組を通じて学力向上のための PDCA サイクルを確立すること、さら

に、学校が児童の学力を把握し教育指導の改善を図る、そして、児童一人ひとりが自ら

の学習到達状況を正しく理解することにより、自らの学力に目標をもち、また、その向

上への意欲を高めるために実施しています。 

「全国学力・学習状況調査」については、文部科学省が義務教育の機会均等とその水準

の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の

成果と課題を検証し、その改善を図る、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習

状況の改善等に役立てる、そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイ

クルを確立するために実施しています。 

「中学生チャレンジテスト」については、大阪府教育委員会が、調査結果を活用して大

阪府公立高等学校入学者選抜における評定の公平性の担保に資する資料を作成するため

実施しております。加えて、学校が生徒の学力を把握し、生徒への教育指導の改善を図り、



 

 

そして、生徒一人ひとりが、自らの学習到達状況を正しく理解することにより、自らの学

力に目標を持ち、その向上への意欲を高めるために実施しています。 

「大阪市版チャレンジテスト plus」については、中学生チャレンジテスト（１年生）

にて実施していない理科・社会科を行うことにより、小学３年生から中学３年生までの途

切れなく経年的にデータを把握・分析することにより、効果的な指導方法や課題を「見え

る化」することで、各学校の課題に応じた支援を充実し、生徒及び保護者が、自身及び子

どもの学習理解度及び学習状況等を知り、目標を持って主体的に学習に取り組めるため

に実施しています。 

大阪市教育委員会といたしましては、小学校の早い段階から児童生徒一人ひとりの学

習状況を把握し、客観的エビデンスに基づく継続した指導を行うため、これらの施策等

が必要であると考えています。今年度につきましても、調査対象の児童生徒の在籍する

すべての小中学校において実施しています。 

また、本市次期教育振興基本計画（素案）においても、小学校３年生から中学校３年

生まで経年的に分析可能になっている学力調査・テスト結果、１人１台端末を活用した

一人ひとりの学習履歴や学習行動記録等の教育ビッグデータを集積し、児童生徒ごと、

学級ごと、学校ごとにデータの変化を可視化し、これを専門的見地から分析すること

で、教育の成果と課題を見える化し、効果的な指導方法や学習行動等の知見を得て、学

習指導や学校支援に活かしていくと示していることから、引き続き、誰一人取り残さな

い学力の向上に努めてまいります。 

 

担当 

教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当    電話：06-6208-9186 

教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当  

第３教育ブロックグループ           電話：06-6208-9036 

第４教育ブロックグループ           電話：06-6208-9039 



 

番 

号 
７．（６）① 

項

目 
特別支援学級の増設置を行なうこと。 

（回答） 

特別支援学級の設置に関しましては、各小・中学校長より提出された「特別支援学級設

置計画に関する報告書」をふまえ、特別支援学級に在籍する児童生徒の障がい状況に応じ

た適切な特別支援学級の設置ができるよう努めてまいります。 

担当 
教育委員会事務局 指導部 インクルーシブ教育推進担当  

 電話：06-6327-1009 



 

 番 

号 
７.（６）② 

項

目 

特別支援学級在籍者を含めると学級編制の標準を超える通常学級に対して、加配

を講じること。 

（回答）  

小学校・中学校における学級編制は、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数

の標準に関する法律」および「同施行令」に基づいて、１学級 35人（ただし、経過措置

あり）、中学校は 1 学級 40 人を基本として編制することとなっております。また、特別支

援学級の学級編制基準については、１学級あたりの定員が８人と定められており、通常学

級の学級編制に特別支援学級の児童生徒を含めないこととされております。 

本市としましては、インクルーシブ教育システムを推進する観点から、通常学級におい

て特別支援学級の児童生徒が学ぶ機会が増えていることから、通常学級の学級編制にあ

たっては、特別支援学級の児童生徒を加えて学級編制されるよう、指定都市教育委員会協

議会を通じて国に対して要望しております。 

教員の加配については、今後も引き続き、各学校の実情・実態をより精緻に把握し、教

職員の適切な配置に努めてまいりたいと考えております。 

また、定数配置による教員に加え、小中学校長からの申請をふまえながら「特別支援教

育サポーター」を配置し、支援体制の充実に努めてまいります。 

 

 

 

担当 

教育委員会事務局 総務部 学事課        電話：06-6208-9114 

教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当    電話：06-6208-9125 

教育委員会事務局 指導部 インクルーシブ教育推進担当  

 電話：06-6327-1009 



 

 番 

号 
７．（６）③ 

項

目 
通級指導教室を全校設置すること。 

（回答） 

本市では、従来より、障がいの有無に関わらず、地域で「共に学び、共に育ち、共に生

きる」教育を進めており、通常学級、特別支援学級に加え、通級指導教室等、多様な学び

の場における特別支援教育の充実に努めております。 

通級指導教室に関しましては、令和３年度、17校 21 教室で指導を行っております。教

育委員会としましては、通級による指導を希望する児童生徒の実態を把握し、必要に応じ

て通級指導教室を開設する等、今後も引き続き、インクルーシブ教育システムの充実と推

進に取り組んでまいります。 

担当 教育委員会事務局 指導部 インクルーシブ教育推進担当 電話：06-6327-1009 



 

 

 

  

 

 

 

 

番 

号 
７．（６）④ 

項

目 

 障害者権利条約の趣旨に則り、障害のある子どもの能力を最大限発達させるイン

クルーシブ教育を実現するため、基礎的環境整備を、行政機関の責務として進める

こと。 

（回答） 

大阪市教育委員会ではこれまでも、障がいのある子どもの人権尊重を図り、地域で「共

に学び、共に育ち、共に生きる」ことを基本とした教育の推進に努めているところです。 

共生社会の実現に向けて、障がいのある人の日常生活や社会生活を制限し、社会への

参加を制約する社会的障壁を取り除く取組が強く求められており、大阪市教育委員会と

しても、大阪市教育振興基本計画に掲げるインクルーシブ教育の充実と推進にむけて、

引き続き、基礎的環境整備を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担当 教育委員会事務局 指導部 インクルーシブ教育推進担当 電話：06-6327-1009 



番 

号 
７.（６）⑤ 

項

目 

 看護師、発達相談員、心理判定員、機能訓練士、言語聴覚士などの専門職員を必要に

応じて配置すること。特別支援教育サポーターの配置を充実すること。 

（回答） 

教育委員会では、各校園における特別支援教育体制の構築にむけて、特別支援教育に関す

る巡回指導や教員に対する特別支援教育研修を実施しております。 

巡回指導では、障がいのある幼児児童生徒の障がいの多様化に伴い、各校園からの相談ニ

ーズに応じ、平成 28 年度より巡回アドバイザーを、臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士、

理学療法士の４領域体制とし、学校園を巡回して各専門領域からの助言を行っております。 

また、教育委員会では、医療的ケアが必要な児童生徒の在籍する小学校・中学校に対し、

看護師の配置を行っております。 

特別支援教育サポーターの配置につきましても、各学校の状況を把握するとともに、児童

生徒一人一人の障がい状況に応じた支援ができるよう、適切な配置に努めてまいります。 

今後も、障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒が共に学ぶしくみであるインク

ルーシブ教育システムの充実と推進に向け、引き続き、特別支援教育の充実に取り組んでま

いります。 

担当 教育委員会事務局 指導部 インクルーシブ教育推進担当 電話：06-6327-1009 

  



 

番 

号 
７．（６）⑥ 

項

目 

障害のある子どもに対する合理的配慮の不提供の是認、差別の温床になることが懸

念される、「学校安心ルール」を、即時に廃止すること。 

（回答） 

 「学校安心ルール」は、あらかじめルールを明示することにより、子どもたちがしては

いけないことを自覚したうえで、自らを律することができるよう促すことを目的としてい

ます。 

 各小中学校に対しては、「学校安心ルール」の運用について、児童生徒ひとりひとりの状

況等を十分に踏まえ、対応について判断するよう指示しています。 

 また、各校の「学校安心ルール」については、毎年、教育委員会においてその内容を点

検しています。今後も校内教職員の共通理解、ならびに保護者及び関係機関等との連携の

もと、児童生徒が安心できる学校づくりに向けて、「学校安心ルール」を適切に活用してま

いります。 

担当 教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当（生活指導） 電話：06-6208-9174 

 



 

 

 

番 

号 
７．（６）⑦ 

項

目 
ＩＣＴ教育、デジタルドリルを特別支援学級に押しつけをやめること。 

（回答） 

「大阪市教育振興基本計画」におきまして、児童生徒が互いに教え合い学び合う協働的な

学びや、思考力・判断力・表現力の育成につながる言語活動、児童生徒一人ひとりの能力や

特性に応じた指導等を充実させ、授業の質を向上させることをめざして、ＩＣＴを活用した

教育の推進を示しております。また、令和３年８月 25日（水）より全小中学校にデジタル

ドリルを導入し、個別最適な学びの実現に向けて取組を進めております。 

今後も、教員向けの研修会を充実させるとともに、ＩＣＴ支援員等による学校訪問などの

学校への支援を進めてまいります。 

 

 

担当 教育委員会事務局 総務部 教育政策課（ICT 推進グループ）   電話：06-6208-9046 

  



 

番 

号 
７.（７）① 

項

目 

中学校給食は、学校調理方式が円滑に進むよう条件整備をおこなうこと。当面、中学

校実施量にみあった食器の改善を行うこと。 

（回答） 

 中学校給食は、市内の全中学校の給食を、小学校で調理した給食を中学校に配送する

親子給食を中心に、自校調理方式を組み合わせた「学校調理方式」へ、令和元年度の２

学期に移行が完了いたしました。 

 また、現在は中学校においても小学校と同じ食器を使用しております。食器の改善に

つきましては、財政状況をはじめ、施設設備、作業面等難しい点がございますが、今後、

研究してまいりたいと考えております。 

担当 教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 電話： 06 -6208 -9143 

 

  



番 

号 
７.（７）② 

項

目 
学校給食は民間委託ではなく、自校直営方式を貫くこと。 

（回答） 

 給食調理業務につきましては、現在、175 校の小学校・中学校・小中一貫校において、

民間事業者への委託により学校給食の水準を確保しつつ、実施しております。 

 今後も引き続き、給食調理業務の民間委託については、適切な業務管理に留意しつつ、

本市の担うべき責任を遂行しながら、「安全・安心でおいしい給食」の提供が効果的・効率

的に実施できるように、進めてまいります。 

担当 教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 電話： 06-6208-9143 

 

  



 

番 

号 
７.（７）③ 

項

目 
食育の一貫である給食では、生産者の顔が見える地場産の食材を取り入れること。 

（回答） 

 大阪市の農業は、全農家戸数 919 戸、全農地の総面積が約 87ｈa（平成 29 年度『大阪市

都市農業振興基本計画』より引用）という状況において、近郊からの野菜で日々18万食分

の必要量をまかなうことは非常に厳しい現状にあります。府下を含めましても、必要量の

安定的確保や流通上の問題等で大変難しい面がございます。 

 本市としましては、こうした現状の中にありながらも、食材につきましては国産を基本

とし、きゅうり・こまつな・きくな等については地場産物の食品を活用しております。そ

の他「大阪市なにわの伝統野菜」である田辺大根や金時にんじんを給食実施単位である区

単位で順に給食に使用しております。 

 また、学校給食における食材の品質管理や安全確保のため、関係機関とも十分連携する

とともに各種検査を実施しております。今後とも、安全確保につきまして一層の努力をし

たいと考えております。 

担当 教育委員会事務局 指導部 保健体育担当   電話： 06-6208-9143 

 

  



 

番 

号 
７.（７）④ 

項

目 

ポリカーボネイトの食器ではなく、日本の文化を育むことのできる食器に変更する

こと。 

（回答） 

 食器の改善や多様化につきましては、財政状況をはじめ、施設設備、作業面等難しい点

がございますが、今後、研究してまいりたいと考えております。 

担当 教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 電話： 06-6208-9143 

  



 

番 

号 
７.（８）① 

項

目 

教職員の過重負担をどう認識しているのか、また、負担軽減のためにどのような事

があるのか具体的に示すこと。 

（回答） 

就学時健康診断は、翌年４月から就学させるべき者の健康状態をあらかじめ把握し、

あわせて以後の健康管理に資することを目的として実施しております。 

本市においては、教育委員会が就学事務の一環として「就学時健康診断実施要項」を

作成するなど、各小学校において、就学時の健康診断の計画、実施等が円滑にすすめら

れるよう行っているところです。 

 今後の実施方法につきましては、教育委員会の責務として、さまざまな手法を含め、

就学時健康診断がより円滑に実施できるよう検討してまいります。 

担当 教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 電話： 06-6208-9143 

 

  



番 

号 
７.（８）② 

項

目 
就学時健康診断に使用する検診器具については業者による回収・滅菌をすること。 

（回答） 

就学時健康診断で使用する歯鏡や舌圧子等の検診器具については、事前に各校に回

収・滅菌の希望調査を行ったうえで、希望する学校に実施しているところでございま

す。 

今年度実施しております就学時健康診断で使用する検診器具につきましても、引き

続き希望する学校に、業者による回収・滅菌を実施しております。 

担当 教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 電話：06-6208-9141 

 

  



 

番 

号 
７（８）③ 

項

目 
昨年度と同様に保護者の問い合わせに関してのコールセンターを設置すること。 

（回答） 

昨年度より、新型コロナウイルスの影響から、学校に対して保護者からの多数の問

い合わせが想定されたためコールセンターでの対応を行っております。 

今年度実施しております就学時健康診断においても、引き続きコールセンターで保

護者からの問い合わせに対応しております。 

担当 教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 電話：06-6208-9141 

 

  



番 

号 
７.（８）④ 

項

目 
必要な物品や消毒液等を配布すること。 

（回答） 

就学時健康診断実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにア

ルコール消毒液等を配布しており、今年度実施している就学時健康診断においても消

毒液を配布しております。 

担当 教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 電話：06-6208-9141 

 

  



番 

号 
７.（８）⑤ 

項

目 

就学予定者への問診票等の事前送付郵送料や会場内の安全対策に必要な消耗品

購入の必要経費を各学校に配当すること。 

（回答） 

 就学時健康診断にかかる問診票やアルコール消毒液などの必要な物品については、

教育委員会において各学校へ配布しております。 

担当 教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 電話：06-6208-9141 

 

  



 

番 

号 
７（８）⑥ 

項

目 

就学時健康診断当日、各学校が特別支援サポーター等を就学時健康診断補助要員

として活用できるよう予算を配当すること。 

（回答） 

 就学時健康診断については、教育委員会として学校に協力をいただきつつ実施して

おります。 

 来年度以降の就学時健康診断について、学校の負担軽減についても検討を行い、就

学時健康診断をより円滑に実施できるよう努めてまいります。 

 

担当 教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 電話：06-6208-9141 

  



 

番 

号 
７.（９） 

項

目 
各学校への養護教諭の複数配置を市独自の予算で進めること。 

（回答） 

養護教諭の複数配置については、小学校で児童数 851 名以上の学校、中学校で生徒数 801 名

以上の学校が対象となっております。 

このほか、心身の健康を害している児童生徒に対して、その回復のための特別の指導が行わ

れる場合にあっては、児童生徒数の多寡に関わらず、児童生徒の心身の健康のための適切な対

応を行う学校への加配として、養護教諭を複数配置しているところです。 

各学校の子どもの実態や課題等に対応ができるよう、定数改善を国へ要望していくとともに、

今後も引き続き、各学校の実情・実態をより精緻に把握し、教職員の適切な配置に努めてまい

りたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当  電話：06－6208－9125 

 

  



 

番 

号 
７.（１０）① 

項

目 
妊娠障害休暇を 14日間に戻すこと。妊娠者の体育実技軽減講師を配置すること。 

（回答） 

平成 29 年 4 月より府費負担教職員の給与負担等の権限が移譲されたことに伴い、当該教職員

に対しても本市規定を適用することとなりました。これにより教育委員会所管の学校（幼稚園

を含む。）の職員は、本市の職員の休暇に関する規則の適用を受けることとなり、職員の妊娠障

害休暇については、１回の妊娠につき７日を超えない範囲内で取得できると規定されているこ

とに基づき、教育委員会所管の学校（幼稚園を含む。）に勤務する職員の妊娠障害休暇の取得日

数についても、７日となっております。 

代替者の配置については、各学校の実情・実態をより精緻に把握し、教職員の適切な配置に

努めてまいりたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 
教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当  電話：06-6208-9131 

教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当     電話：06-6208-9125 

 



 

番 

号 
７.（１０）② 

項

目 
産休・育休講師を市の責任としてすみやかに未配置を解消すること。 

（回答） 

講師の確保は重要な責務と認識しており、できるかぎり速やかな配置に努めております。 

教育委員会では、この間、退職者を上回る教員採用を行い、年度当初の講師発令数を減らす

ことにより講師不足の解消に努めております。さらに、教員採用選考テストの大阪市立学校園

現職講師特例の実施、講師採用相談会の休日・夜間の開催、地下鉄駅共用部分への周知ビラの

掲示、ハローワークを通じた求人募集、民間の求人情報サイトへの掲載、大学の就職担当部門

をターゲットとした取組など、ＰＲの強化に向けて、さまざまな方策を講じているところでご

ざいます。 

講師の確保にはなお厳しい状況の下ではございますが、関係機関と連携を図りながら、あら

ゆる方法を検討し実施していくことで、その確保に懸命に取り組んでまいります。 

 

担当 教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当  電話：06-6208-9125 

 

 



 

番 

号 
７．（１０）③ 

項

目 
感染症の防止の観点から、妊娠中の女性労働者に対する特別休暇を創設すること。 

（回答） 

感染症の防止の観点から、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う特別休暇の制度を導

入したほか、勤務時間の割振りの変更の活用やテレワーク制度による在宅勤務制度を導入

するとともに、感染症の防止に向けた勤務条件制度の整備などを図ってまいったところで

ございます。 

妊娠中の女性労働者に対する特別休暇の創設につきましては、引き続き、本市全体の動

向を注視しつつ、適切に対処してまいりたいと考えております。 

 

担当 教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当  電話：06-6208-9131 

 

  



 

番 

号 
７（１１）① 

項

目 

学校事務職員の採用を継続して行い、小・中学校へ複数配置すること。年度当初、年度

途中とも欠員が起こらないようにすること。 

 

（回答） 

学校事務職員の採用につきましては、今年度も引き続き採用試験を行いました。 

複数配置につきましては、基本定数のほかに大規模加配や就学援助加配など標準法に基づく複

数配置を行っております。しかしながら、標準法に加える学校事務職員の配置につきましては、

困難な状況でございます。 

代替職員につきましては、これまでの日額臨時的任用職員から令和２年４月より月額化した

ことにより、より一層の代替職員の確保に取り組んでまいります。 

 

担当 教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当  電話：06-6208-9121 

  



番 

号 

 

７．（１１）② 

項

目 

 

事業を特定した予算配当を廃止して学校維持運営費に集約すること。複雑な執行を

簡素化すること。新型コロナウイルス対応予算を充分に配当すること。 

 

 

（回答） 

学校園に配当する予算は、教育委員会事務局全体の各事務事業に基づき執行しておりま

す。 

 

特定の事業予算については、学校の教育活動及び学校運営に日常必要な経常経費である

学校維持運営費と区別して、予算管理を行う必要があることから、校園ネットワーク業務  

システムにおいて会計コード（事業コード）に分類して予算配当をしているところです。 

 令和４年度予算における新型コロナウイルス感染症対策経費については、国が定める基

準を注視し、各学校で有効な対策が行えるよう必要な予算措置を講じてまいります。 

担当 教育委員会事務局 学校運営支援センター 学務担当 電話：06-6115-7794 

  



 

  

番 

号 
７.（１１）③ 

項

目 
共同学校事務室を導入しないこと。 

（回答） 

共同学校事務室に関しましては、学校事務職員の学校経営への関与の取り組みをより一層活性化

できるよう、積極的に学校経営に参画できる体制及び職責に応じた学校事務職員の役割と職務内容

等についての検討を図るとともに、学校間連携をより強固に推進していくために、令和 2 年７月よ

りモデル実施をすすめております。現在 8 室で実施しております。令和 3 年 7 月の効果検証の結果

を踏まえ、令和 5 年度の実施に向けて検討・準備をすすめておりますが、その円滑な実施を図るた

め、令和 3 年度をもってモデル実施を終了し、令和 4 年度につきましては、さらに追加 8 室を段階

的に設置していくこととしております。 

 

 

担当 教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当  電話：06-6208-9121 



 

番 

号 
７.(１２)① 

項

目 

大阪市の労働条件（給与・待遇など）の悪化が講師（臨時教職員）の任用に大きく影響

しており、講師が不足し「教育に穴があく」状況が続いている。直ちに講師の待遇改善を

行い、大阪市で働きやすい環境を整えること。 

（回答） 

常勤講師の給与につきましては、本務教員との均衡を考慮し、本務教員が昇給可能な年齢ま

での前歴を加算できるよう、小中学校教育職給料表においては適用号給の上限を 125 号給から

157 号給へ、高等学校等教育職給料表においては 140 号給から 157 号給へ、令和２年度より引

き上げたところでございます。 

常勤講師の給与等につきましては、引き続き、他の自治体の動向を注視しつつ、検討してま

いりたいと考えております。 

講師の確保につきましては、なお厳しい状況の下ではございますが、関係機関と連携を図り

ながら、あらゆる方法を検討し実施していくことで、その確保に懸命に取り組んでまいります。 

 

 

担当 
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当    電話：06-6208-9125 

教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当 電話：06-6208-9131  

  



 

 番 

号 
７(１２)② 

項

目 

学年主任や学級担任を担当するなど、正規教員と同じ職務を担っているにもかか

わらず、「臨時講師」であることが理由で給料表が「1 級」に格付けされている実態

をなくし、厚生労働省のガイドラインでも示されている「同一労働・同一賃金」の考

え方に基づき「臨時講師」の給料表を速やかに「2 級」にすること。 

（回答） 

常勤講師の給与につきましては、本務教員との均衡を考慮し、本務教員が昇給可能な年

齢までの前歴を加算できるよう、小中学校教育職給料表においては適用号給の上限を 125

号給から 157 号給へ、高等学校等教育職給料表においては 140 号給から 157 号給へ、令

和２年度より引き上げたところでございます。 

常勤講師に適用される級につきましては、引き続き、他の自治体の動向を注視しつつ、

慎重に検討してまいりたいと考えております。 

 

担当 
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当    電話：06-6208-9125 

教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当 電話：06-6208-9131 



番 

号 
７(１２)③ 

項

目 

常勤講師として 2 年以上の経験を積んだ「臨時講師」は、大阪市の「教員採用選考

テスト」において、一次試験の筆頭試験及び面接試験のすべてを免除するなど、経験

のある「臨時講師」が、大阪市で働き続けたいと思える教員採用制度に改善するこ

と。 

（回答） 

大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テストでは、出願時点で大阪市立の学校園におい

て講師として在職している人について、第１次選考における筆答テストの免除を特例内

容とした、「大阪市学校園現職講師特例」により出願できることとしています。 

 

担

当 
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当  電話：06-6208-9125 



番 

号 
７.(１２)④ 

項

目 
非常勤講師の給与を増額すること。授業時間単位ではなく、月額報酬にすること。 

（回答） 

非常勤講師につきましては、令和２年度からの会計年度任用職員への移行にあたり、付

随する準備や評価の時間を含めた授業時間あたり 2,880 円の単価設定としております。

非常勤講師の報酬の在り方につきましては、今後とも国や大阪市全体の動向を注視して

まいりたいと考えております。 

 

担

当 
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当  電話：06-6208-9125 

 

  



番 

号 
７．（１３） 

項

目 

市立の高等学校を生徒や父母、教職員の合意もなく、一方的に府へ移管しないこと。 

 

（回答） 

  大阪市立の高等学校等の移管に関しましては、高等学校等の運営を大阪府に一元化す

ることにより、広域的な視点からの効率的・効果的な学校運営を可能とすることで、高校

教育の充実を図ることを目的として、大阪府・市で検討を進めてまいりました。   

令和２年 12 月９日の市会におきまして、市立高等学校等を廃止する大阪市立学校設置

条例の改正案が、同年 12 月 21 日の大阪府議会で、府立高等学校等を設置する大阪府立

学校条例の改正案がそれぞれ可決されたところでございます。 

またこの間、府内中学校の進路指導担当者対象の入学者選抜に関する説明会、在校生の

保護者向けに文書送付や職員集会、市立の高等学校の校長および関係教職員対象の府移

管に関する説明会等での周知などにより、関係者への説明にも努めてまいりました。 

今後、円滑な府への移管に向けた取組みを進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜

りますよう、よろしくお願い申しあげます。 

担当 
教育委員会事務局 総務部 教育政策課  電話：06-6208-9014 

教育委員会事務局 指導部 高校教育担当 電話：06-6208-9188 

 

  



 

番 

号 
７．（１４） 

項

目 

大阪市の直営とすることが確認されたデザイン教育研究所を、さらに充実・発展さ

せるために、大阪市全体としてのデザイン教育のあり方について現場教職員を含めて

検討を始めること。 

（回答） 

平成 30 年５月 29 日の教育委員会会議において、デザイン教育研究所については、これ

まで指摘されてきた課題に対応したうえで本市直営の専修学校として運営することを決定

しております。 

引き続き、同研究所が取組む教育の充実・発展に向けて、同研究所と連携して進めてまい

ります。 

担当 教育委員会事務局 指導部 高校教育担当      電話：06-6208-9189 

 

 



 番 

号 

 
８．（１） 

項

目 

欧米の主要国では高齢者の３回目のワクチン接種が進んでいるが、追加接種をめ

ぐっては対象者や時期について議論の余地があるとされている。また感染者には広

く抗体カクテル療法で重症化防止を徹底できるという意見もある。国の動向もある

が現時点での考え方を明らかにしてください。 

（回答） 
 諸外国においては、２回新型コロナワクチンを接種した場合であっても、時間の経過と

ともに、ワクチンの有効性が低下することが報告されています。 
 そのため、国においては、２回目接種を受けた 18 歳以上の全ての住民を対象に、２回

目接種完了から原則８か月以上の間隔をおいて１回の追加接種を行うこととしました。 

なお、使用するワクチンについては、１・２回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、

ファイザー社製ワクチン又はモデルナ社製ワクチンを用いることが適当であり、当面は、

薬事承認されているファイザー社製ワクチンを使用することとしています。 
市町村においては、これらの対応方針に基づき、追加接種の体制を確保することとされ

ています。 
本市においては、12 月１日から主に医療従事者への接種を開始し、以降、高齢者施設

入所者、高齢者を含む一般の方々へと順次、接種を進めてまいります。 

 また、国においては接種間隔の前倒しを検討しているところですので、今後、新たに国

の方針が示された場合には、その内容を踏まえ対応してまいります。 

 
（下線部について回答） 
 
（令和３年 12月９日時点） 

 

担当 健康局 大阪市保健所 感染症対策課 電話：06-6647-0813 



番 

号 
８．（２） 

項

目 

大阪府は新型コロナウイルスの今後の感染拡大に備えて、宿泊療養施設内に日中、

医師や看護師が常駐する臨時の診療所を新設すると報道されているが、市内の設置場

所・施設数・病床数・入所基準・診療内容を明らかにしてください。 

（回答） 

本市では「大阪府新型コロナウイルス対策本部」に参画し、関係機関と情報共有するとと

もに、医療機関等と連携しながら、感染拡大防止に向けて、全力で取り組んでいるところで

す。 

大阪府では、新型コロナウイルス感染症にかかる療養環境の充実を図るため、宿泊療養施

設に診療スペースを設け、療養中の患者に対し診療を行う「診療型宿泊療養施設」の整備を

進めており、府内で確保予定の施設数等は大阪府において適宜公表されています。 

引き続き、関係機関との連携を図りながら、感染拡大防止に向け取り組んでまいります。 

担当 健康局 保健所 感染症対策課 電話：06-6647-0739 

 
 
 
 



番 

号 

 

８．（３） 

項

目 

コロナ禍でがん検診や患者の受診に影響が出ているが、２０年度の大阪市の各種がん

検診率と国民健康保険と後期高齢者医療保険の医療費減を明らかにしてください。検

診率の向上と重症化を招く受診控え対策が見えてきません。今後の対策をどうするの

ですか。 

（回答） 

２０年度における大阪市がん検診の受診率については次のとおりです。 

 受診率 

胃がん検診 4.6% 

大腸がん検診 6.7% 

肺がん検診 5.5% 

子宮頸がん検診 16.4% 

乳がん検診 11.1% 

 

 がん検診の受診率向上に向けては、より効果的な周知・啓発を行うため、本市のがん検診

受診要件を備える国民健康保険加入者に対し、担当部署と連携し次の取り組みを行ってお

ります。 

 ・一定の年齢の国民健康保険加入者に対し、５がん（胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸

がん、乳がん）検診の個別受診勧奨を行います。 

 ・子宮頸がんの罹患率が高まる若年層の女性の国民健康保険加入者に対し、子宮頸がん検

診の個別受診勧奨を行います。 

 また、近年未受診者（過去にがん検診の受診歴があるが、近年受診歴のない市民）に対す

る個別受診勧奨も実施しております。 

 今後も関係各所と連携し、より効果的な周知・啓発を行うなど、更なる受診率の向上に

努めてまいります。 

 

（下線部について回答） 

担当  健康局 健康推進部 健康づくり課 電話：06-6208-9943 

 
 



番 

号 
８．（３） 

項

目 

コロナ禍でがん検診や患者の受診に影響が出ているが、２０年度の大阪市の各種がん

検診率と国民健康保険と後期高齢者医療保険の医療費減を明らかにしてください。検

診率の向上と重症化を招く受診控え対策が見えてきません。今後の対策をどうするの

ですか。 

（回答） 

大阪市の国民健康保険における医療費については、以下のとおりです。 

（医療費総額） 

① 2019 年度  230,811,519 千円 

② 2020 年度  220,042,041 千円  ②－① △10,769,478 千円 

（一人当たり医療費） 

① 2019 年度  369,403 円 

② 2020 年度  357,976 円     ②－① △11,427 円 

 

 なお、国民健康保険は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険

で、加入者のみなさんが病気やけがで経済的負担にみまわれたとき、お互いに助け合い負

担を分かち合うため、普段から保険料を出し合って、これに国や府、市町村が税等を拠出

して医療費を負担する制度となっています。 

 また、後期高齢者医療保険における医療費については、大阪府後期高齢者医療広域連合

が主管しており、本市では回答いたしかねます。 

 

（下線部について回答） 

担当 福祉局 生活福祉部 保険年金課（給付グループ） 電話：06-6208-7967 

 
 
 



番 

号 
８．（４） 

項

目 

高い国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を納めているのに、体調不良や発熱し

ても医療機関で受診できない、入院できない、自宅療養を求められるなど国民皆保険

制度を揺るがす事態が続いている。大阪市はその先頭にいるが反省が見られない。公

立病院の廃止・縮小を止め、保健所の機能強化・増設に政策を切り替えるべきではない

か。 

（回答） 

本市では「大阪府新型コロナウイルス対策本部」に参画し、関係機関と情報共有するとと

もに、医療機関等と連携しながら、感染拡大防止に向けて、全力で取り組んでいるところで

す。 

病床については、大阪府において、府内の受入医療機関に対し、継続的に病床確保を依頼

されているほか、本市においても 1 床 1,000 万円の受入病床協力金制度を創設し、確保に

努めているところです。 

また、宿泊療養施設についても、大阪府において段階的に確保・拡充がなされており、入

院先の調整については、大阪府入院フオローアップセンターと連携しそれぞれの病状や状

況を踏まえて調整し、宿泊療養先の手配については、大阪府が新たに構築した療養者情報シ

ステムにより宿泊施設等を調整しております。 

さらに、大阪府では、新型コロナウイルス感染症の患者を専門に治療するコロナ専門病

院、重症病床専用施設（大阪コロナ重症センター）の整備や大規模医療・療養センターを設

置しております。 

本市としても、大阪府と連携しながら、引き続き、病床の確保等医療体制の拡充に努めて

まいります。 

新型コロナウイルス感染症対策の人員体制につきましては、感染者の増加と検査需要の

増大に伴い、昨年５月に保健所内に「専任グループ」を発足させて以降も、感染状況に合わ

せ、数次にわたり体制強化を行ってきたところです。 

今後も感染拡大防止のため市を挙げて取り組みを進めてまいります。 

  

（下線部について回答） 

担当 健康局 保健所 感染症対策課 電話：06-6647-0739 

 
 
 



 
番 

号 
８．（４） 

項

目 

高い国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を納めているのに、体調不良や発熱して

も医療機関で受診できない、入院できない、自宅療養を求められるなど国民皆保険制

度を揺るがす事態が続いている。大阪市はその先頭にいる反省が見られない。公立病

院の廃止・縮小を止め、保健所の機能強化・増設に政策を切り替えるべきではないか。 

（回答） 

現在、（当部署所管の）地方独立行政法人大阪市民病院機構が運営する公立病院（総合医

療センター、十三市民病院）については、本市から中期目標により、医療機能の維持・向上

を図り、引き続き安心、安全、納得の質の高い医療を提供するよう指示しているところです。 

 

（下線部について回答） 

担当 健康局 総務部 総務課 電話：06-6208-9897 

 
 
 



 
番 

号 
８．（４） 

項

目 

高い国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を納めているのに、体調不良や発熱して

も医療機関で受診できない、入院できない、自宅療養を求められるなど国民皆保険制

度を揺るがす事態が続いている。大阪市はその先頭にいる反省が見られない。公立病

院の廃止・縮小を止め、保健所の機能強化・増設に政策を切り替えるべきではないか。 

（回答） 

本市では平成 12 年度より 1 保健所 24 保健センターの地域保健体制のもと、本市の公衆

衛生の維持向上に取り組んでまいりました。 

各区保健福祉センターにおいては、各種健康相談をはじめとする生活習慣病予防や子育

て支援など市民ニーズに沿った保健事業の強化や、生活環境相談や生活環境学習会の開催

など、住民に身近な保健サービスの充実に努めているところです。 

市全域を所管する保健所では、情報部門や調査研究部門の強化を図るとともに、環境や食

品衛生にかかる監視指導の実施や病院・診療所などに対する医療指導、新型コロナウイルス

などの新たな感染症に対する健康危機管理体制の強化など、広域的・専門的な保健衛生の拠

点施設としての機能強化を図っています。 

今後も各区保健福祉センターと保健所の役割分担と相互連携のもと、本市公衆衛生施策

の充実に努めてまいります。 

 

（下線部について回答） 

担当 健康局 健康推進部 健康施策課 電話：06-6208-9951 

 



 
番 

号 
８．（５） 

項

目 

下記の年金者組合の全国的な要求の実現に国への働きかけや市独自の実施に努力して

ください。 

ア．世界の流れになっている最低保障年金制度の創設 

イ．偶数月の年金支給を毎月支給に 

（回答） 

公的年金制度は、世代間の相互扶助精神に基づき、老後や万一の場合の健全な国民生活の

維持向上を目的として国において運営されています。 

 現在、国においては、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るた

めの措置等の実施を推進するとともに、必要な検討等を行うこととされております。公的年

金制度についても、既に成立した関連法の着実な実施に加え、年金制度のあり方等について

検討していくことが示されています。 

本市としては、その推移を見守るとともに、現行の年金制度のもとで発生している無年金

者や低額年金受給者について、抜本的な制度改善・救済措置を検討するよう、また、年金支

給を隔月から毎月支給にされるよう、「政令指定都市国保・年金主管部課長会議」を通じて

国へ要望しており、今後も引き続き要望を行ってまいります。 

担当 福祉局 生活福祉部 保険年金課（管理グループ）   電話：06-6208-7977 

 
 



 

番
号 

８．（５） 

項 

目 

下記の年金者組合の全国的な要求の実現に国への働きかけや市独自の実施に努力し

てください。 

ウ．加齢による難聴者の補聴器購入への公的補助制度の創設 

（回答） 

高齢者施策においては、ひとり暮らしの高齢者等に対し、家庭内での火災の未然防止や迅

速な消火活動等による在宅高齢者の生活の安全の確保などを目的として、日常生活用具給

付事業において、火災警報器（緊急通報システム連動型）、自動消火器、電磁調理器、高齢

者用電話（緊急通報システム同時申請者用）を給付しています。 

加齢に伴う難聴等は、コミュニケーションを困難にするなど日常生活に支障をきたす大

きな原因となっており、高齢者が社会的孤立やうつ、認知症、フレイルに陥る危険性を高め

るという研究結果も報告されていることから、本市としましても、補聴器が普及し効果的に

利用されることにより、認知症の発症リスクの軽減やうつ、フレイル予防、ひいては健康寿

命の延伸につながるものと考えております。 

難聴者の補聴器購入に係る助成制度については、全国一律の制度として、国において創設

されるべきものであると考えており、引き続き、国に対して公的助成制度の創設について要

望しているところです。 

 

担当 福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課  電話：06-6208-9995 

 



 

 

番 

号 
８．（５） 

項

目 

 

下記の年金者組合の全国的な要求の実現に国への働きかけや市独自の実施に努力し

てください。 

エ．低所得高齢者の熱中症予防対策として、エアコン設置費と夏季の電気料金補助 

（回答） 

本市においては、例年、夏を迎える前に本市ホームページ、区広報紙等を通じて熱中症

予防のための情報等を掲載するとともに、本市全所属において、広く市民等に熱中症予防

の啓発や注意喚起を行うなどの取組強化を図っているところです。 

とりわけ、高齢者の熱中症予防については、各区保健福祉センター、福祉局及び環境局

が実施している高齢者宅等への訪問事業の際に熱中症予防についての注意喚起を行うとと

もに、高齢者の総合相談機能を持つ地域包括支援センターや配食を通じた高齢者の見守り

を行う生活支援型食事サービス事業者をはじめ、民生委員・児童委員、社会福祉協議会な

ど広く関係団体にも協力を求め、きめ細かな対応をお願いしております。 

今後とも、気象状況にも十分留意しながら、広報紙活用など熱中症予防の啓発に努め、

市民に幅広く注意喚起を行ってまいります。 

 

 

担当 福祉局 高齢者施策部 高齢福祉課（企画グループ） 電話：06-6208-8026 



 
番 

号 
８．（６） 

項

目 

 

来期（２２～２３年度）の後期高齢者医療保険料を引き下げてください。大阪市の高

齢者の置かれている実態から、２２年１０月以降実施されようとしている窓口負担２

倍化の延期または中止を求めてください。 

（回答） 

後期高齢者医療制度では、保険料の軽減措置も含め保険料の賦課決定は、後期高齢者医療

広域連合の権限とされており、同一都道府県内の被保険者につきましては、居住する市町村

を問わず、均一な基準に基づく保険料となりますので、市町村が独自に保険料を設定するこ

とはできません。 

 後期高齢者医療制度の被保険者の医療機関窓口でお支払いいただく一部負担金について

は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第６７条第１項により定められており、１割又は、

一定以上の所得を有する方については３割とされておりましたが、令和３年６月に１割負

担の方のうち一定以上の所得がある被保険者の一部負担を２割に引き上げる医療制度改革

関連法が成立しました。導入時期は令和４年１０月から令和５年３月の間で、今後政令で定

めるとされております。 

本市では、制度の見直しにあたっては、被保険者を取り巻く環境を考慮し、所得の低い高

齢者等の負担が過重となることのないよう十分配慮し、その実施にあたっては、早期に情報

提供を行い、十分な周知期間を設け、被保険者に対する丁寧な説明を国の責任で行うよう

「大都市民生主管局長会議」を通じて国へ提案を行っております。 

 

担当 
福祉局 生活福祉部 保険年金課（保険グループ） 電話：06-6208-7964 

福祉局 生活福祉部 保険年金課（給付グループ） 電話：06-6208-7967 

  



 
番 

号 
９．（１） 

項

目 

新型コロナウイルス感染拡大というかつてない状況をふまえて、市政改革プラン 3.0
はただちに中止し、市民のいのちと暮らし第一の市政を実現すること。そして十分な

職員の増員を行うこと。 

（回答） 
大阪市では、令和２年４月に策定した「市政改革プラン 3.0」の取組期間中においては、

市長部局の職員数について、技能労務職員以外は、市長が特に必要と認める、万博・IRの

推進等にかかる臨時的増員や児童虐待防止等の本市重点施策の推進にかかる増員等を除

き、原則として増員しないこととしており、同プランのもと、人員マネジメントを適切に

行いながら、スリムで効果的な業務執行体制を構築するとともに、新型コロナウイルス感

染症対策も含めた新たな市政課題や住民の多様なニーズに対応するため、スクラップアン

ドビルドなどを行いながら、職員の適正配置に努めてまいります。 

 

（下線部について回答） 

担当 人事室 人事課（人事グループ） 電話：06-6208-7514 

 
 



 

番 

号 

 
９.（１） 

項

目 

 
新型コロナウイルス感染拡大というかつてない状況をふまえて、市政改革プラン

3.0 はただちに中止し、市民のいのちと暮らし第一の市政を実現すること。そして十

分な職員の増員を行うこと。 

（回答） 
大阪市では、これまでも市政改革に取り組み、一定の成果をあげてきましたが、今後生

産年齢人口が減少する中、ＩｏＴやＡＩなどの技術革新が社会に大きな変革をもたらすこ

とが見込まれており、これらへの的確な対応が求められています。 
 また、通常収支不足が令和４年度に一旦解消する見込みであるものの、再び収支が悪化

する見込みであり、とりわけ、新型コロナウイルス感染症の拡大が、歳出・歳入のみなら

ず、社会経済や市民生活に与える影響を注視していく必要があります。 
こうした中で、市民生活の利便性を高め、「市民が本市に暮らすことの満足度」をさらに

向上させていくため、令和２年４月に策定した「市政改革プラン３．０」に基づき、①Ｉ

ＣＴを活用した市民サービス向上、②官民連携の推進、③効果的・効率的な行財政運営、

④ニア・イズ・ベターの徹底、⑤人材育成・職場力の向上、⑥働き方改革など、６つの改

革の柱に基づき、取組を進めているところです。 
 （下線部について回答） 

 
 

 

担当 市政改革室 改革プラン推進担当 電話：06-6208-9885 

 
 



 

番 

号 
９.（２）① 

項

目 

 

大阪市で働く労働者（大阪市職員と関連団体職員、委託、派遣含む）の最低時給を

1500 円以上とする「大阪市最賃 1500 円宣言」を行うこと。 

（回答） 

地方公務員の給与については、地方公務員法において社会一般の情勢に適応するように、

随時、適当な措置を講じなければならないとされており、本市人事委員会からの勧告に基づ

き、議会での条例改正を経て職員の給与に関する条例に定めております。現在の高卒初任給

は地域手当込で 170,752 円となっております。 

また任期付職員と臨時的任用職員については、正規職員と同様に給料表を適用し、会計年

度任用職員についても、給料表を基にした報酬が決定されています。 

 

 （下線部について回答） 

担当 人事室 給与課（給与グループ）  電話：06-6208-7527 

 

 



 

番 

号 
９.（２）② （３）③ 

項

目 

 

・個人事業主や中小零細企業での賃上げを支援するための支援制度について国に 

働きかけるとともに、大阪市としても賃上げを実施した企業に助成金を出すな 

どを含む「賃上げ支援助成金」制度を創設すること 

・全国一律最低賃金制度の確立、地域「最賃」の大幅引き上げを国や大阪府、関 

係機関に要望すること。 

 

（回答） 

中小企業・小規模事業者の最低賃金・賃金引き上げの支援につきましては、国の所管庁

である厚生労働省・中小企業庁において、各種支援事業（業務改善助成金・人材確保等支

援助成金など）が制度化されており、これらについて広く市民に対し広報・周知に努めて

いるところです。 

全国一律最低賃金制度については、地域によって物価や労働者の賃金等が異なり、全国

一律の額として決定することは適切ではないという理由から、最低賃金法において、地域

別最低賃金制度が定められています。 

また、この地域別最低賃金は、全国的な整合性を図るため、毎年、中央最低賃金審議会

から地方最低賃金審議会に対し、金額改定のための引き上げ額の目安が提示され、地方最

低賃金審議会では、その目安を参考にしながら地域の実情に応じた地域別最低賃金の改正

のための審議が行われています。 

以上のことから、本市としては、制度を施行する立場にはなく、引き続き、国とも連携

して、最低賃金制度の趣旨や改定後の金額を事業主や労働者に対して、本市の各種広報媒

体を通じ、広く市民に啓発・周知に努めてまいります。 

担

当 
市民局 ダイバーシティ推進室 雇用女性活躍推進課 電話 06-6208-7375   

 

 



  

番 

号 
９．（３）①②④⑤ （６）④ 

項

目 

・大阪市会において、平成 26年 3月に「雇用の安定化を求める意見書」を可決し 

提出したとあるが、それでは不十分と考える。長時間労働を強制し、過労死を 

生む「高度プロフェッショナル制度」の廃止と残業時間上限の大幅な引き下げ、 

「勤務間インターバル制度」の導入など労働者の命を守る制度改善を国に要望 

すること。 

・失業者の発生は、労働者の新たな国保加入等、自治体財政にとって負担になり 

大きな影響を生むこともある。自治体として解雇規制にとりくむのは当然。労 

働者の解雇を規制するため、ILO158 号条約（雇用の終了に関する条約）の批准 

や解雇規制法の制定を国にはたらきかけること。 

・ＩＬＯパートタイム労働に関する条約（175 号条約）の早期批准を国に働きかけ 

ること。 

・有期労働契約は、特別の事由が存在する場合でなければ許されないことを規定 

する労働契約法の改正を国に要望すること。 

・市内に働くパート・アルバイト労働者や派遣労働者など不安定雇用労働者の「 

雇い止め」や「契約打ち切り」を規制する措置を講じること。そのため、市独自 

に「リストラ規制条例」を制定すること。 

（回答） 

労働関係法令のあり方については、所管する国において、労働市場の動向も見ながら、

雇用者と労働者の双方の意見を踏まえるなど適切に検討されるものと考えます。 

本市におきましても、ルールが適切に守られるよう、所管庁である国と連携しつつ、企

業等への広報啓発に努めてまいります。 

担

当 
市民局 ダイバーシティ推進室 雇用女性活躍推進課 電話 06-6208-7375 

 



番 

号 

 

９.（４） 

項

目 

 公共事業における公正な賃金･労働条件の確保のため、大阪市が発注する事業に関しては

そこで働く労働者の賃金が時給 1,500 円以上、月 25 万円以上となるように「大阪市公契約

条例（仮称）」を制定すること。また実際に大阪市からの発注した事業を入札した業者が労

働者に対し、賃金をいくら支払っているのか把握すること。 

（回答） 

【いわゆる公契約条例の制定について】最低賃金をはじめとする労働条件の基準は、基本的に

は、国において必要な措置を講ずるべきと考えております。 

このため本市では、府内事業者にかかる労働関係法令について網羅された大阪府総合労働事

務所作成のパンフレットを活用し、労働関係法令の周知強化に取り組んでいます。具体的には、

電子調達システムウェブサイトへの掲載、入札参加資格承認時における承認メールを用いた周

知、契約関係書類交付時における落札者への配付を実施しています。 

また、業務委託の入札の方法として、価格以外の要素を考慮しつつ、最も有利な相手方を落

札者とする総合評価一般競争入札制度を一部導入しており、評価項目として「賃金・労働条件

の向上に関する取組」を含めることで、従事する労働者の適正な労働条件を確保するとともに、

ダンピング受注の防止や品質確保にも一定の効果をあげているところです。さらに、この間の

段階的な最低賃金引上げを踏まえ、より賃金労働条件の向上に資することができるよう、評価

基準等の見直しを行い、令和２年度公告案件から適用しています。 

 加えて、本市が発注する業務委託契約等における労働者の最低賃金の履行確保を推進するた

め、大阪労働局労働基準部と「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」を締結し、本市が発注

する契約において雇用される労働者への賃金が大阪府最低賃金未満で支払われているおそれが

ある等の情報を入手した場合に、大阪労働局へ情報提供する仕組みを制度化しています。 

さらには、業務委託契約において契約相手方より労働関係法令を遵守する旨の誓約書を徴収

することとし、より適正な賃金・労働条件の確保に取り組んでいるところです。 

今後とも、公契約に関しては、国の動向だけでなく、他の自治体の動きにも注視しながら、適

正な契約制度の確立に努めてまいります。 

【本市発注業務における労働者への支払賃金の把握について】 

 総合評価一般競争入札を実施した庁舎清掃業務委託等の契約については、「大阪市業務委託契

約履行確認マニュアル」に基づき、最低賃金や入札時に提案のあった賃金が遵守されているか

確認することとしています。 

このほか、本市契約において雇用される労働者への賃金が大阪府最低賃金未満で支払われて

いるおそれがある等の情報を入手した場合には、上記回答のとおり、大阪労働局へ情報提供す

る仕組みを制度化しています。 

担

当 
契約管財局 契約部 制度課（契約制度グループ） 電話：06-6484-7062 



 

番 

号 

 

９．（５）② （６）① ② ⑤ 

項

目 

 

・雇用問題について大企業に社会的責任を果たすよう市として指導を行うこと。 

・市内労働者の労働実態を把握し、勤労市民に対する労働福祉行政を充実する 

ため全国一の中小企業を抱える大都市にふさわしい雇用・勤労施策の強化・ 

充実を行なうこと。 

・市内労働者への労働者福祉事業の向上を図るための専門部門を創設すること。 

・若年層に広がる派遣労働者に雇用保険の適用を推進するよう、市内全事業所 

に対する啓蒙・宣伝を行うこと。 

 

（回答） 

 勤労市民に対する労働福祉行政につきましては、国・大阪府において所管、実施され

ているところであり、引き続き、国・大阪府と連携しつつ、労働福祉の向上を図るため

の普及啓発に努めてまいります 

 また、事業所における派遣労働者への雇用保険の適用についても、国と連携しつつ、

普及啓発に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担

当 
市民局 ダイバーシティ推進室 雇用女性活躍推進課 電話 06-6208-7375  

 

  



 番 

号 

 

９．（６）③ （７）② イ  

項

目 

 

・新規学卒者、青年労働者の無就業・失業が増大しているなかで、市独自の公的雇用

拡大をはじめ、市内企業・経営者団体に対して雇用拡大を働きかけること 

・新規採用者の求人が行われるよう、引き続き、各企業・団体・関係機関にはたらき

かけること。 

 

（回答） 

市独自の公的雇用としては、新型コロナウイルスの感染症拡大の影響により、職を失わ

れる方が増える状況を受け、任用の拡大を図っているところです。 

新規採用者の求人につきましても、労働市場の動向を見ながら、国・府・経済界などが、

認識の共有を図り、課題の解決に向けて取り組んでいるところです。 

 

 

 

 

 

担

当 
市民局 ダイバーシティ推進室 雇用女性活躍推進課 電話 06-6208-7375 



 

  

 

 

 

 

 

 

番 

号 

 

９.（６）⑥ 

項

目 

 

有期契約労働者が「無期転換ルール」を活用することを希望すれば、労働者の 

不利にならないように無期転換するように、市内の企業に呼びかけること。 

 

（回答） 

無期転換ルールは、同一の使用者（企業）との間で、有期労働契約が 5年を超えて更新

された場合、有期契約労働者（契約社員・アルバイトなど）からの申込みにより、期間の

定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できる労働契約法第 18 条に基づくルールで

す。 

厚生労働省（労働局）において、無期転換ルールの概要などの問い合わせのほか、同ル

ールに関連した雇止め、労働条件の引き下げなどの相談について対応しているところで

あり、本市においても、引き続き関係機関と連携しながら、制度・相談窓口の周知に努め

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

担

当 
市民局 ダイバーシティ推進室 雇用女性活躍推進課 電話 06-6208-7375 



番 

号 
９．（６）⑦ 

項

目 

あいりん地区で実施している「高齢者特別清掃事業」で雇用を増やし、月に 10日以

上働けるようにすること。そのため市や関係施設の清掃やイベント事業など、働く場

を確保すること。 

（回答） 

本市では、あいりん地域の日雇労働者に就労の機会を提供し自立支援を図るとともに、市

内各所の環境美化等を推進することを目的として、55 歳以上のあいりん地域の日雇労働者

に対して「あいりん日雇労働者等自立支援事業（高齢日雇労働者社会的就労支援）」（いわゆ

る特別清掃事業）を実施しております。 

本市として、令和３年度においては、１日 128 人の作業人数で事業を実施しているとこ

ろですが、令和４年度においても、同規模で事業を実施できるよう努めてまいります。 

担当 
福祉局 生活福祉部 自立支援課（ホームレス自立支援グループ） 

電話：06-6208-7924 

 

  



 

番 

号 

 

９．（６）⑧ 

項

目 

 

国に対して「キャリアアップ助成金」の拡充、正規雇用を増やした場合においても助

成が受けられるようにすることなどを求めること。 

（回答） 

 国による非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善に向けた取組のひとつとして、企業

内での非正規紅葉労働者のキャリアアップ等に取り組む事業主への支援策として「キャリ

アアップ助成金」の制度を設けられております。 

本制度のあり方については、所管する国において、労働市場の動向を見ながら、適切に

運用し、検討されるものと考えます。 

本市におきましては、国や大阪府の関係機関との連携を図りつつ、本制度が有効に活用

されるよう周知などの取組を進めてまいります。 

 

 

 

 

担

当 
市民局 ダイバーシティ推進室 雇用女性活躍推進課 電話 06-6208-7375 

  

 



  

番 

号 
９．（７）① 

項

目 

無駄な大型公共事業を中止するとともに、職員の削減方針を撤回し、公共サービス

の拡充を早急に具体化すること。事業の内容は、市民が必要とする生活分野（教育、福

祉、防災分野と環境、清掃事業など）と地域住民の要望に沿ったものにすること。 

（回答） 
大阪市では、令和２年４月に策定した「市政改革プラン 3.0」の取組期間中においては、

市長部局の職員数について、技能労務職員は、依然として、他都市より多い状況にあるこ

とから、「民でできることは民で」という考え方のもと、退職不補充を前提に引き続き委託

化、効率化を図り、必要な市民サービスは維持しつつ、スリムで効果的な業務執行体制の

構築に努めてまいります。 

なお、技能労務職員以外は、削減することとしておりません。 

 

（下線部について回答） 

担当 人事室 人事課（人事グループ） 電話：06-6208-7514 

 

 



 

番 

号 
９．（７）② ア 

項

目 
大阪市として高校卒業予定者求人を拡大すること。 

（回答） 
 一般行政職の高校卒程度の区分については、基礎的自治体として必要となる中堅職員を

確保するために採用を行っており、令和３年度については 32 名採用しております。 

来年度以降の採用区分・採用予定者数については、職員の年齢構成等を勘案しながら検

討してまいりたいと考えております。 

担当 人事室 人事課（人事グループ） 電話：06-6208-7431 

 



 

番 

号 

 

９．（７）② ウ 

項

目 

 

・中小企業での新規雇用がすすむよう雇用助成金などの具体的支援策を講ずること。 

 

（回答） 

中小企業での新規雇用の促進に向け、国において雇い入れを促進するための制度として

「特定求職者雇用開発助成金」などの支援策を講じています。 

本市としましても、国の助成金に関する案内・紹介を訪問先企業に行うなど中小企業で

の新規雇用が進むよう、広報に努めております。 

担

当 
市民局 ダイバーシティ推進室 雇用女性活躍推進課 電話 06-6208-7375 

 

 



 

番 

号 
９．（７）③ 

項

目 
大阪市において有期で働く労働者が希望すれば、正規職員として雇用すること。ま

た現在５年を超えて働く労働者が何人いるかを明らかにすること。 

（回答） 
本市では、地方公務員法等関係規程に基づき、職員の採用については、競争試験または

選考により行っております。 

また、本市では、任期が５年を超える任用はありません。 

担当 人事室 人事課（人事グループ） 電話：06-6208-7431 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

番 

号 

 

９．（８）①②③④ 

項

目 

 

・市民が健康で安全に働き暮らせる都市づくりの柱として、「労働時間短縮・週 

休２日制促進都市宣言」を行うこと。 

・厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する 

基準について」の通達を、市内企業と市民に対して啓発・啓蒙をはかること。 

・大阪市も実施している「ノ－残業デ－」を市内の企業にも広くよびかけること。 

・労働者にテレワークをさせている企業に対し、労働時間の管理などを指導する 

こと。 

（回答） 

国においては、職業生活と家庭生活の両立を支援するという観点に留意しつつ、労働

者の健康を確保し、安心して働くことのできる職場環境を実現するために、長時間労働

の抑制、年次有給休暇の取得促進などのワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調

和）の推進に向け取り組んでいます。 

大阪においては、１１月を「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バランス推進月

間」に設定し、市民、企業の方々に広くワーク・ライフ・バランスの意義、重要性

を理解し、取組を進めていただけるよう、官民が一体となって啓発を行いワーク・

ライフ・バランス推進の気運の醸成を図っています。 

また、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方として注目されている「テレ

ワーク」については、各種支援制度や取組事例、社会保険労務士を招いたセミナー

の開催など、国、府などと連携し、制度の趣旨や留意点も含め、啓発・周知に努め

ているところです。 

今後とも、国や大阪府の関係機関との連携を図りつつ、労働者が安心して働ける職場環

境を確保するため労働関係法令の遵守や労働安全衛生活動の周知などの取組を進めてま

いります。 

担

当 
市民局 ダイバーシティ推進室 雇用女性活躍推進課 電話 06-6208-7375 



番 

号 

 
９．（９）① 

項

目 

 
正規・非正規を問わず市役所及び関連機関に働く労働者に対する最低賃金遵守やサ

ービス残業根絶に向けての啓蒙など、コンプライアンス（法令遵守）を市として確立す

ること。 

（回答） 
市役所で働く労働者の最低賃金をはじめ勤務労働条件等については、関係法令を遵守し

ております。 
また、時間外労働については、管理監督者に対する研修を行う等、関係法令を遵守し適

正に実行するよう努めております。 

担当 
人事室 給与課（給与グループ） 電話：06-6208-7527 

人事室 人事課（人事グループ） 電話：06-6208-7511 
 
 
 



 
番 

号 
９．（９）② 

項

目 

各種審議会委員は、幅広い労働界からの選出を義務付け、大阪労連からの委員を選

出すること。 
また、公募については関係する労働団体に通知すること。 

（回答） 
審議会等の委員の選任については、当該審議会等を所管する局等において、審議会等の設

置及び運営に関する指針（以下「指針」といいます。）に基づき行っております。 
指針の「第５ 委員の選任」では、専門的知識の導入、公正の確保、利害の調整といった

当該審議会等の設置目的が的確に達成されるよう、各界各層及び幅広い年齢層の中からふ

さわしい人材をバランスよく選任するなど、審議等の目的に照らして、当該審議会等が実質

的かつ効果的に機能するよう十分留意するものとしており、ご要望のような特定の団体か

らの選出を義務付けることは、指針の趣旨に反するものであります。 
 また、委員の公募についても、当該審議会等を所管する局等において、指針に基づき行

っておりますが、指針の「第５（７） 委員の公募」では、市民から委員を選任する場合

は、公募によることを基本とし、適正な委員を公正に選任するよう十分配慮することとし

ており、審議会等を所管する局等が指針を踏まえた適正な公募を行うよう努めてまいりま

す。なお、公募にあたって、特定の団体に通知することは、当該指針の趣旨に反するもの

と考えております。 
 

担当 総務局 行政部 行政課（法務グループ） 電話：06-6208-7443 

 
 



 
番 

号 
９．（９）③ 

項

目 

１つの審議会で複数労働組合員を選出する場合は連合、全労連それぞれから選出する

こと。大阪市男女共同参画審議会の委員を労働組合から選出する場合最低 1 名は女性

とすること。 

（回答） 
審議会等の委員の選任については、９（９）②で回答したとおり、審議会等の設置及び

運営に関する指針（以下「指針」といいます。）において留意事項が定められております。 
各審議会等の委員の選任は、当該審議会等を所管する局等において指針に基づき行って

おりますが、ご要望のような特定の団体からの選出を義務付けることは、指針の趣旨に反

するものであります。 

 

（下線部について回答） 

担当 総務局 行政部 行政課（法務グループ） 電話：06-6208-7443 

 
 
 



 
番 

号 

 
９．（９）③ 

項

目 

 

1 つの審議会で複数労働組合員を選出する場合は連合、全労連それぞれから選出す

ること。大阪市男女共同参画審議会の委員を労働組合から選出する場合最低 1 名は女

性とすること。 

（回答）  （下線部について回答） 

 大阪市男女共同参画審議会は、大阪市男女共同参画推進条例に基づき、基本計画や男女

共同参画の推進に関する重要事項について調査審議することを目的として設置しており、

同条例の規定により、委員は、15人以内とし、学識経験者、公募に応じた方、その他市長

が適当と認める方で構成し、男女双方の意見を反映するため、男女のどちらかの委員が委

員数の 10分の４未満にならないようにすることとされております。 

当該審議会の委員の選任にあたっては、あらかじめ特定の団体の男女構成を設定するこ

とはできませんが、当該審議会の設置趣旨に十分に留意し、同条例の規定及び「審議会等

の設置及び運営に関する指針」に基づき適正に行ってまいります。 

担

当 
市民局 ダイバーシティ推進室 男女共同参画課  電話：06-6208-9156 

 
 



 

番
号 

９．（１０） 

項 

目 

新型コロナウイルスの影響により解雇・雇止めをされた人に対して家賃補助、休

業補償をすること。 

 

（回答） 

大阪市では、生活困窮者自立支援法に基づき住居確保給付金制度を実施しており、離職

や自営業の廃業、又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により

経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方で、求職活動等を誠実

に行う方に対し、家賃相当分の給付金を支給することにより、住居および就労機会の確保

に向けた支援を実施しています。 

 

（下線部について回答） 

 

担当 
福祉局 生活福祉部 自立支援課（生活困窮者自立支援グループ） 

電話：06-6208-7959 

 
 
 
 



 
番 

号 
９．（１１） 

項

目 
新型コロナウイルスの影響により失業した人を対象に大阪市として採用すること 

（回答） 
コロナ禍における雇用不安に対応するため、令和２年９月 14 日に大阪府、大阪府市長

会、大阪府町村長会によるコロナ就職氷河期に備えた採用拡大に係る共同アピールが行わ

れ、本市においても共同アピールの趣旨に則り、事務、技術、福祉職員の採用拡大等を行

っております。 

担当 人事室 人事課（人事グループ） 電話：06-6208-7431 

 
 



 
番 

号 

 
９.（１２） 

項

目 

 
新型コロナウイルスによって事業が困難となった者に対し、救済措置として大阪

市独自で雇用調整助成金、特別定額給付金のような施策をとること。また財政調整

基金などを活用してコロナで困窮している市民への救済措置をとること。 

（回答） 
 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、市民生活のみならず、社会、経済など多方面

にわたって甚大な影響を及ぼす事態となっていることから、国・府との役割分担に応じた財

源を確保しつつ、本市単独事業においても、新型コロナウイルス感染拡大の防止、市民生活

への支援及び大阪経済の再生に向けた取組みなど、必要となる予算を編成することとし、不

足する財源については、必要に応じて財政調整基金の活用を検討してまいります。 
 
（令和 3 年 12 月 2 日時点） 

担当 財政局 財務部 財務課 財務グループ 電話：06-6208-7715 

 
 



 
番 

号 
９．（１３） 

項

目 

新型コロナウイルスの教訓をふまえ、医療・介護・教育の体制充実と大阪市職員の増

員を行うこと。特に正規職員を増やすこと。 

（回答） 

本市では、介護事業者に対して、利用者や介護職員等に感染の疑いがある場合は、速や

かに報告をいただくよう周知し、発生の報告を受けた場合等には、利用者や職員の感染拡

大の防止に係る助言・指導を行うとともに、必要に応じてマスクなどの物品提供を行って

おります。 

 また、サービス提供の弾力的な運用等に関する国通知等については、メールやファクシ

ミリにより、介護保険事業者が必要とする情報を漏れなく速やかにお伝えできるよう、情

報発信に努めております。 

 この他、事業継続に必要な人員確保のための経費等については「介護サービス事業所等

に対するサービス提供体制確保事業」により、かかり増し経費を助成しております。 

今後についても、引き続き、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の活用や大阪

府との連携等を通じて、必要な対応を検討し、実施してまいります。 

 

（下線部について回答） 

担当 
福祉局 高齢者施策部 介護保険課（指定・指導グループ） 電話：06-6241-6310 

福祉局 高齢者施策部 介護保険課（管理グループ）    電話：06-6208-8028 

 
 



 
番 

号 
９.(１３) 

項

目 

新型コロナウイルスの教訓をふまえ、医療・介護・教育の体制充実と大阪市職員の増員

を行うこと。 

 

（回答） 

スクールサポートスタッフ配置事業に関しては、教員の負担軽減に加えて、令和２年度には、

国の２次補正に伴い、新型コロナウイルス感染症対策として、健康観察表のとりまとめ、教室

内の換気や消毒、保護者への連絡業務、家庭用教材等の印刷のためにスクールサポートスタッ

フを小・中学校全校に配置できるよう予算措置を講じております。令和３年度は引き続き、教

員の負担軽減および「新しい生活様式」を踏まえた学校における新型コロナウイルス感染症対

策を担うスクールサポートスタッフを小・中学校全校に配置できるよう予算措置を講じており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

担当 教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話：06-6208-9121 

 
 
 



 
番 

号 
９．（１３） 

項

目 

新型コロナウイルスの教訓をふまえ、医療・介護・教育の体制充実と大阪市職員の増員

を行うこと。 

 

（回答） 
大阪市では、令和２年４月に策定した「市政改革プラン 3.0」の取組期間中においては、

市長部局の職員数について、技能労務職員以外は、市長が特に必要と認める、万博・IRの

推進等にかかる臨時的増員や児童虐待防止等の本市重点施策の推進にかかる増員等を除

き、原則として増員しないこととしており、同プランのもと、人員マネジメントを適切に

行いながら、スリムで効果的な業務執行体制を構築するとともに、新型コロナウイルス感

染症対策も含めた新たな市政課題や住民の多様なニーズに対応するため、スクラップアン

ドビルドなどを行いながら、職員の適正配置に努めてまいります。 

 

（下線部について回答） 

担当 人事室 人事課（人事グループ） 電話：06-6208-7431 

 
 



 

番 

号 
９．（１３） 

項

目 

新型コロナウイルスの教訓をふまえ、医療・介護・教育の体制充実と大阪市職員の増

員を行うこと。 

（回答） 

 大阪市は、「大阪府新型コロナウイルス対策本部」に参画し、大阪府と連携しながら医療

提供体制の確保に取り組んでおり、大阪府においては、各感染拡大期に応じた確保計画に従

い、重症病床、軽症中等症病床及び宿泊療養施設の整備を進めております。 

新型コロナウイルス感染症対策の人員体制につきましては、感染者の増加と検査需要の

増大に伴い、昨年５月に保健所内に「専任グループ」を発足させて以降も、感染状況に合わ

せ、数次にわたり体制強化を行ってきたところです。 

 

（下線部について回答） 

担当 健康局 保健所 感染症対策課 電話：06-6647-0739 

 

 

 



 

番 

号 
９．（１４）、（１７） 

項

目 

 

・感染急増地（キタ、ミナミ）となるリスクのあるところに対して無症状の感染者を把

握・保護するために、また医療機関、介護・福祉施設、保育園、学校、学童クラブな

ど、クラスターが発生すれば多大な影響が出る施設などに、定期的な「社会的検査」

を行い、感染拡大を事前に防いでいくこと。 

・新型コロナウイルス感染症を抑えこむにはＰＣＲ検査の抜本的な拡大が必要不可欠

である。国の施策に頼るのではなく、大阪市として独自でいつでもだれでも気軽に

検査できるようにＰＣＲ検査体制を拡充させること。 

（回答） 

 本市では限りある医療資源のもと、国の疑似症例の定義などに基づき、発熱等の症状があ

る方や濃厚接触者などに対して迅速かつ確実に PCR 検査を実施しています。 

検査体制につきましては、従来の「帰国者・接触者外来」を設置する医療機関等に加え、

関係機関の協力のもと、市内に 5 か所の検査場を設置・運営しています。 

また、保健所を介さず、地域の医療機関から直接受診調整ができる地域外来・検査センタ

ーの設置を進めるとともに、発熱患者が地域において適切に診療・検査を受けることができ

る「診療・検査医療機関」が指定されています。 

さらに、令和３年２月から、高齢者や障がい者の入所施設において、また、７月からは通

所系・訪問系サービス事業所等においても、従事者の新型コロナウイルス感染をできるだけ

早い段階で見つけ、感染拡大リスクを減少させることを目的に、従事者に対して概ね２週間

に１回のサイクルで PCR 検査を実施しております。 

これらの取り組みに加え、クラスターの早期発見、早期対応に重点を置き、施設等で複数

の陽性者が出た場合には幅広く検査を実施しています。 

引き続き、関係機関との連携を図りながら、検査体制の拡充など感染拡大防止に向け取り

組んでまいります。 

担当 

健康局 保健所 感染症対策課    電話：06-6647-0739 

福祉局 高齢者施策部 介護保険課  電話：06-6241-6310 

福祉局 障がい者施策部 運営指導課 電話：06-6241-6527 

 

 

 



 

番 

号 
９．（１５） 

項

目 

現在の急激な感染拡大に対応し、陽性者を着実に把握・保護していくために、感染追

跡を専門に行うトレーサーを確保し、保健所職員を増員、強化すること。 

（回答） 

 本市の新型コロナウイルス感染症対策の人員体制につきましては、感染者の増加と検査

需要の増大に伴い、昨年５月に保健所内に「専任グループ」を発足させて以降も、感染状況

に合わせ、数次にわたり体制強化を行ってきたところです。 

担当 健康局 保健所 感染症対策課 電話：06-6647-0739 

 

 

 



 

番 

号 
９．（１６） 

項

目 

「医療崩壊」を絶対に起こさないために、医療機関の減収補てん、宿泊療養所の確保を

大阪市独自に行うこと。 

（回答） 

本市では「大阪府新型コロナウイルス対策本部」に参画し、関係機関と情報共有するとと

もに、医療機関等と連携しながら、感染拡大防止に向けて、全力で取り組んでいるところで

す。 

宿泊療養施設については、大阪府において段階的に確保・拡充がなされており、現在 8514

室を確保しております。 

今後も感染拡大期に応じた確保計画に従い必要な宿泊療養施設の確保に取り組んでまい

ります。 

 

 （下線部について回答） 

 

 （令和 3年 11 月 18 日時点） 

担当 健康局 保健所 感染症対策課 電話：06-6647-0739 

 

 

 


