
（様式５） 

 
日本労働組合総連合会大阪府連合会・大阪市地域協議会との協議等議事録（要旨） 

 
                    市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課 
 

１ 日   時  令和４年５月２４日（火） １０時００分～ 正午 
 

２ 場   所  市役所本庁舎 地下１階 第１共通会議室 
 

３ 団 体 名  日本労働組合総連合会大阪府連合会・大阪市地域協議会 
 

４ 協議等の趣旨  ２０２２（令和４）年度政策・制度予算に対する要請についての協議 
 

５ 出 席 者 
（団体側） 計  ４名 

代表者（議長）他   
（本 市） 計 ３５名 
    教育委員会事務局  ２名 こども青少年局 ７名 危機管理室 ２名 

経済戦略局  ４名 財政局 ２名 福祉局 ９名 健康局 ５名 市民局 １名 
      契約管財局 １名 計画調整局 １名 都市交通局 １名 
 

６ 議    事 
（１）取引の適正化の実現及び相談体制の強化に向けて【項目番号２．（２）】 

団体要望概要 
・前進した取り組みであると認識しているが、素朴な疑問として、元々大阪市が行

っている事業に大阪府が乗っかっているのか、他の府域の自治体の相談対応がど

うなっているのかお伺いしたい。 
・実際の相談件数の推移など分かれば教えてほしい。 
・悪質な事案に対してはきっちりと対応していいただいているものと思っているが、 

例えば、関係機関への通報件数や悪質な事案で、紹介できるような事例があれば 
教えていただきたい。 

・また、私どもの労働団体としても、そのような事案は許してはならないというふ 
うに思っており、そういった観点から情報共有できる内容があれば、紹介いただ 
きたい。 

・きちんと制度整理がなされていると理解しておく。（発言のみ） 
本市説明概要 
・府市の相談窓口の集約について、府の窓口を大阪産業創造館２階に移転したとい

うことであり、人的リソースや事業を集約したということではない。他の府域の



自治体の相談対応について、大阪府よろず支援拠点は府域の全ての自治体が利用

出来る相談窓口となっている。相談に関しては事前予約制となっている。これに

加えて、大阪市内の事業者は、産業創造館の経営相談室が利用可能であり、対面

以外の相談として電話やメール相談が利用可能となっている。また、大阪商工会

議所でも府内の中小企業、府内で創業を希望される方を対象にオンライン相談を

受け付けている。 
・大阪市内の事業者による大阪産業創造館の相談窓口への相談及び大阪商工会議所 

へのオンライン相談を合わせた件数は 179,252 件である。堺市内の事業者による

堺商工会議所への相談件数は 28,733 件であるため、大阪府内の自治体の中でも

飛びぬけて件数が多い。 
      ・関係機関への通報件数について、平成 29 年度以降は０件となっている。 

・悪質な事案についても、本市で把握している限り事例はない。 
    

（２）公契約条例の制定について【項目番号２．（３）】 
団体要望概要 

       ・公契約条例の制定について毎年申し上げているが、公共サービスの質の確保、地 
域経済の活性化と地域における適正な賃金確保により、公契約のもとで全ての人 
の雇用・労働条件を守り、より良い公共サービスが受けられるよう、公契約条例 
の制定をお願いしたいと考えている。 
令和３年３月に労働局との協定の内容を拡充し、低入札価格調査制度を適用する

入札において、調査基準を下回る入札者に対しては調査を行った上で、契約事項

について労働局へ情報提供するように定め、大阪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の推進に取組んでいるものであると思ってい

る。 
この点は、前年の回答から比べ、施策が充実したと認識している。 
他の自治体で公契約条例を制定済みの自治体もあるため、積極的に対応いただき

たいと思っている。 
連年、実質的な内容は担保されていると回答をいただいているが、もし、認識等

があれば聞かせていただきたい。 
        ・引き続き、他都市の事例なども参照しながら検討を進めていただきたい。 

(要望のみ) 
     本市説明概要 
      ・公契約条例への考え方について繰り返しの回答になるが、労働施策、最低賃金な 

どの労働条件の基準については、国において必要な措置を講ずるべきであると考 
えている。 
公契約条例を制定している政令市として、川崎市、相模原市、京都市などがある 
が、大多数の政令市では導入に向けて検討している、もしくは、慎重な姿勢を保 
たれているといった状況である。 
大阪市としても、条例制定の取組みを進めていくよりも、国においての立法化・



施策化が図られる方が望ましいと考えており、条例化以外の施策で取組んでいる

ところである。 
 
（３）生活困窮者への支援について【項目番号７．（２）③】  

団体要望概要 
      ・新型コロナウイルス感染症対策に関する支援の強化について、各局の認識をお聞 

かせいただきたい。 
      本市説明概要 
      ・ひとり親家庭に対する直接的な支援については、令和２年度から国において毎年 

給付金が支給されており、こども青少年局においてその業務を担当している。た 
だ、ひとり親家庭については、様々な背景、事情を抱えておられる場合が多く、 
一人ひとりに合わせたサポートが必要であるため、区役所にひとり親家庭サポー 
ターを配置し、ひとり親家庭に関する様々な相談をワンストップで受け、その方 
に必要な施策につなげている。引き続き、ひとり親の方の状況を注視し、取組を 
進めてまいりたい。 

  
（４）事業者支援の拡充について【項目番号７．（２）④】 

団体要望概要 
・支援強化の対策について、コメントをお願いしたい。 

  本市説明概要 
・コロナで影響を受けている事業者に対しては、給付金や支援金などの直接的な支援

とともに、事業者自らが事業を立て直し、更に活性化させていくための施策の両面

で支えていくことが必要だと考えている。直接的な支援としては、国が中心となり

資金繰り支援や各種給付金・支援金が制度化されており、令和４年度の予算要望に

対しては事業復活支援金が措置されている。また令和５年度についても、支援の一

層の充実について引き続き要望を行う。本市としては、今年度、補正予算を組み、

商品券を活用した需要喚起事業を通じて、飲食店の時短協力金等の支援が行き届い

ていない小売店舗等に対する支援を実施予定している。   
 

（５）コロナ禍の中における社会のセーフティネットの再構築について 
【項目番号８．（３）⑥】 

     団体要望概要 
     ・区役所をはじめとした各種相談体制の充実が図れるよう、必要な予算措置が行われ

ることを要請する。  
     本市説明概要 
     ・令和２年度から各区の自立相談支援機関の委託料を増額しており、各区相談窓口の

委託先法人での相談員の人数を増やすなど相談体制を整えている。令和４年度も引

き続き委託料の上積みを行っている。 
 



  （６）予防医療及び健康づくりのさらなる推進について【項目番号３．（２）】 
     団体要望概要 
     ・積極的な受診を促すための取り組み強化について、令和２年度からの受診勧奨の取

組みは新たな要素だと考えるが、実際にどのような効果がでているのか教えていた

だきたい。 
     本市説明概要 
     ・令和２年度はコロナの影響もあり、受診率が前年度を下回る状況であったが、９月

中旬に受診勧奨はがきを送付したところ、送付直後のホームページアクセス件数が

送付前の６倍に増え、送付前の８月から送付後の１２月にかけての受診率の伸びも

５倍近くになり、前年度同時期の伸びである３倍に比べ大きく増加した。また、は

がきを送付した方の４人に１人が送付後３月末までに受診につながっている。この

受診勧奨は、特定健診の結果と心理特性を関連付けるＡＩを用いて対象者をグルー

プ分けし、グループ毎に対象者に合わせたメッセージを送るもので、多くの自治体

で採用されており、大阪市でも令和２年度から取組を導入している。 
 
  （７）医療提供体制の整備にむけて【項目番号３.（３）】 
     団体要望概要 
     ・府との連携に言及されているが、コロナ禍のなか基礎自治体として積極的な施策展 

開が必要ではないか。各区また各地域の状況にも様々な実態があり、地域のニーズ 
に沿った事業展開を求めておきたい。 

     ・新型コロナ禍、府との連携はもとより、基礎自治体としての取組はどうか？ 
・府との連携にあたっては、基礎自治体としての地域特性や課題について把握し意見 
反映されたい。（要望のみ） 

     本市説明概要 
     ・本市では、医療法第 30 条の４に基づく「大阪府医療計画」により、初期救急や小児・ 

周産期医療体制の確保をはじめ、地域の実情に応じた医療提供体制を確保するとと 
もに、令和２年３月に策定された大阪府医師確保計画について、大阪府と連携し取 
り組みを進めてまいる。 

     ・新型コロナ対策における市の対策としては、後ほど感染症対策課から回答があると 
思うがコロナ病床確保やＰＣＲ検査体制充実に取り組んでいる。医療提供体制につ 
いては、第 8 次医療計画に新興感染症への対策が組み込まれると聞いており、今年 
度末に国の方針が府から示されると聞いている。大阪府二次医療圏においては、市 
保健医療協議会で情報共有を行いながら、引き続き動向を注視し、取り組みを行っ 
てまいる。 

 
（８）地域包括支援センターの充実と周知徹底について【項目番号３．（４）②】 

     団体要望概要 
・ヤングケアラー支援について、関係職員への研修を実施するとのことだが、それだ 
けでは十分でないと認識している。他の施策でヤングケアラー支援の取組について、 



何か実施している（予定を含む）ことはあるか。 
     本市説明概要 

・地域包括支援センター職員に対する研修の実施にあたっては、ヤングケアラー支援 
に関わらず、介護に携わるケアラーも年々多様化しており、介護離職の課題なども 
多く取り上げられていることからも地域包括支援センターの立場でケアラー支援に 
ついて理解し、家族支援のあり方について学ぶ機会としたいと思っている。また、 
こども青少年局において、ヤングケアラーの相談環境の充実を図ることを目的とし 
て、民間事業者のノウハウを活用してＳＮＳ相談や、もと当事者が聞き手となるオ 
ンラインサロン、専門職等が悩みを傾聴するピアサポートや支援につなぐコーディ 
ネート、また、本人の希望に応じて関係機関等へ同行するなど、寄り添い型の支援 
を実施すると聞いている。 
いずれにしても、まず「ヤングケアラー」というものをより多くの方に知っていた 
だき、また、前述した取組みや支援策などの実施状況についても広く周知を図り、 
学校現場や地域、行政も含め、早期の発見、把握が可能となるよう啓発を進めてい 
くこととしている。 

 
  （９）新型コロナウイルス感染症対策関連施策について【項目番号７.（１）】 
     団体要望概要 
     ・本年 1 月からの第 6 波の対応にあたっては、HER－SYS への入力遅れ、感染者への 

ファーストタッチの遅れ、高齢者施設入所者に対して十分な医療が提供できたのか 
など、様々な問題点が指摘されている。災害レベルと言える状況において、責任を 
問われるのは市幹部である。今後、こうした事態とならないように全庁的な検証・ 
検討とともに、市民の安全・安心の確保を第一にした対策を講じていただくよう要 
請したい。（要望のみ） 

     ・時間外勤務の状況や適切な労働時間管理が行われたのかについて確認したい。その 
うえで適切な処遇が行われるよう要請したい。 

     ・十分な休息が取れるよう特別な休暇の付与の検討など、身体と心が整うような対応 
を要請したい。 

     ・急遽の委託契約などで表面化した公契約の問題について、委託先の職員の勤務労働 
条件についても危惧されている。どのような労働条件、雇用契約だったのか、労働 
環境は適切だったのか。 

     ・24 区ごとの感染者数を公表しないのはなぜか。  
     本市説明概要 
     ・新型コロナウイルス感染症対策の人員体制については、感染者の増加と検査需要の

増大に伴い、令和 2 年 5 月に保健所内に新型コロナウイルス感染症対策の専任グル

ープを発足させ、以降、感染状況に合わせ、段階的に体制を強化してきた。とりわ

け、第 6 波に向けた対応においては、全市的な応援体制を構築し、感染拡大状況を

ステージごとに分け、一日最大 1,700 人の市内陽性者が発生することを想定し、段

階に応じて応援職員や民間派遣等により体制を確保してきたところである。 



しかしながら、第 6 波では想定をはるかに上回る感染拡大が生じ、業務がひっ迫し、 
令和 4 年 1～3 月の超勤実績では、1 か月の超勤上限である 80 時間を超えた者が延 
べ約 90 人となる事態となった。 

      現在は、1 日 1 万人の陽性者が発生した場合に対応する体制として、これまでの枠 
を超えた外注範囲の見直し、執務スペースの大幅拡充、ＩＣＴツール等による業務 
の効率化を柱として取り組み、大幅な増員を図って対応しているところ。 

     ・休暇制度の検討等は当方では困難であるが、いただいたご意見は関係部署と共有さ 
せていただく。 

     ・委託契約では、あくまで契約した業務の遂行、成果物の納品等について取り決めを 
行っているもの。受託先事業者の雇用者における労働条件等の把握は難しいところ 
であるが、コロナ対応において事業者とは連携をとりながら業務を遂行している。 

     ・仮に特定の区に偏りが見られる場合等、あらぬ偏見を生む恐れがあるし、感染症対 
策そのものが広域的に対応していくものであるため、24 区ごとの感染者数の公表は 
行っていない。 

 
  （１０）保育士等の確保と処遇改善に向けて【項目番号３.（５）②】 
     団体要望概要 
     ・「配置基準を満たすために必要な保育士は全て本務職員」は素直に評価できると考え 
      ているが、欠員状況を非常勤職員でカバーしているということはないか。 
     ・保育分野の人材は慢性的な人手不足。単に基準を満たすだけでなく、優秀な人材を 
      確保するという観点からも、処遇の改善は必要である。働きがいを持って長く働き 

続けることが出来るような、大阪市独自の人材確保のための施策の検討を強く要請 
する。 

・支援を要する子どもをはじめ、子どもが心身ともに健やかに成長するために必要な 
幼稚園教諭の要員を確保すること。 

     本市説明概要 
・配置基準が求められるクラス担任については非常勤ではなく正規職員を充てている。 
・大阪府下の保育士の有効求人倍率も高止まりしている状況であり、保育人材の不足 
は、喫緊の課題であると認識している。そのためには保育士全体の処遇の改善が必

要であるが、そこは国において実施していただく課題と考えている。一方で、大阪

市独自で、保育士の働き方改革のため、民間保育施設に保育士を加配するための経

費を補助する事業を創設し取り組んでいるところである。 
・支援を要する園児に対応するため、令和２年度は全園で支援担当講師５２名の配置 
を行い、令和３年度はさらに３名の常勤講師を特別支援加配として増員したところ 
である。併せて、介助サポーターについても、週３日もしくは４日の配置を行って 
いるところであるが、今後は、さらに配置日数を増やしていくことが課題であると

考えている。 
 

  （１１）大阪市の財政状況と今後の税収見込みについて【項目番号４．（５）】 



     団体要望概要 
     ・コロナ禍による影響が社会全般に及ぶ状況、財政調整基金の令和３年度末残高見込 

み、令和４年度予算と今後の税収動向について概要説明をお願いしたい。 
・税収が増えているという話は把握しているが、業態別の動向について教えてほしい。 
・税収の動向は注視していきたい。また、財政調整基金を活用するなどして必要な事 
業はしっかりと行ってほしい。（要望のみ） 

     本市説明概要 
     ・まず市税について、コロナの影響が懸念された令和３年度は、当初予算 7,119 億円 

に対し、年度中に 300 億円超の増額の補正をした結果、最終の予算は 7,438 億円と 
なり、令和４年度予算ではさらに200億円超の増となる7,652億円を見込んでいる。 

      コロナで経営が苦しい業態・企業が多いと認識しているが、税収だけを見ると、経

済環境の改善を受けた企業収益の増などにより、増加傾向である。そういった税収

増の影響等もあり、令和４年度当初予算では、コロナ対策事業を令和３年度並みの

477 億円計上したうえで、収支不足の補塡として財政調整基金を取り崩すことなく

収支が均衡している。 
      財政調整基金については、令和３年度は年度中のコロナ対策の追加などで活用する 

こととしていたが、税収の上振れや国からコロナ対策分として交付される地方創生 
臨時交付金を確保できたことなどにより、結果として取り崩さずに済んでおり、残 
高は令和３年度末で 2,128 億円となる見込み。 

      今後については、コロナの終息が今なお見通せない中、原油をはじめとした資源価 
格の高騰や国際情勢の変化などといった不確定要素もあるため、今後もその動向を 
注視していく必要があると認識している。 

・国の税収に関する報道等によると、令和２年度は製造業が好調に推移していたが、 
令和３年度は製造業に加え、サービス業など非製造業にも回復の兆しが見えてきた       

とのこと。 
精緻な業態別の分析は行っていないが、本市においても同様の傾向があるのではな

いか。 
 

  （１２）災害被害拡大の防止について【項目番号（６）②】 
     団体要望概要 
     ・大阪府主導の対応で良いのか。区ごと、地域ごとで実態は様々であり、地域の状況 

に合わせたきめの細かい情報提供も必要と認識している。指示系統について整理を 
行うべき。首長の情報発信は否定しないが、現場を無視した対応のツケは市民に回 
ることとなる。   

     本市説明概要 
     ・「災害モード宣言」については、令和元年 7 月より大阪府主導で運用を開始している 

が、府が運用を開始した際に、すでに大阪市独自で運用を行っていた「災害モード 
宣言」については、情報の重複による不要な混乱が起きないよう、府の「災害モー 
ド宣言」に一本化している。大阪府が「災害モード宣言」を発信した場合、本市は災 



害対応に係る広報とあわせて「災害モード宣言」の内容を市民に伝えることとなる 
が、その伝達手法としては、「防災行政無線」、「携帯電話事業者への緊急速報メール」、 
「大阪市危機管理室 Twitter」、「大阪市公式 LINE」などで災害情報を発信するとと 
もに「報道機関への情報提供」を行っている。 
また、区役所の広報車が地域を巡回して放送するとともに、無線機を通じて自主防 
災組織に連絡を行うこととしている。 
今後も市民の安全を守るため、災害時に必要な情報が確実に伝わるよう、情報伝達 
手段の多様化に努めていく。 
 

  （１３）交通弱者の支援強化について【項目番号６．（８）】 
     団体要望概要 
     ・高齢者や障がい者などの方の移動手段の確保は非常に大切な課題と認識しており、 

各区役所での取り組みに支援体制があればいいと考えるが、都市交通局からコメン 
トをいただきたい。 

・オンデマンドバスのような事業をしているのであれば、要望の回答でご紹介いただ 
きたい。  

     本市説明概要 
     ・高齢者の方、障がいをお持ちの方、それぞれの事情により移動に不便と感じられて 

いる方がおられることは認識している。また、区役所等から移動に関する要望があ 
れば、都市交通局では区役所等と膝を突き合わせながら相談に乗り支援をしている。 

・オンデマンドバスは、ＡＩオンデマンド交通の社会実験として本市が募集したもの 
であるが、民間事業者である Osaka Metro Group が公費負担を受けずに自主事業 
で実施しているものである。 

 
  （１４）魅力ある「まちづくり」の進展について【項目番号８.（５）①】 
     団体要望概要 
     ・市場原理優先、住民不在の都市開発により、都市の魅力を損なうことを危惧してお 

り、住民をはじめとした多様なステークホルダーによる連携・協働により、魅力あ

るまちづくりの計画が必要であるが、改めて市の考えを聞きたい。 
     本市説明概要 
     ・都市計画区域マスタープランに記載の「多様な主体との連携・協働」の事例として 

は、平野区や東住吉区では区を中心にアンケートや区政会議により住民意見を反映

しながらまちづくりを進めている。このほかにも、民間地権者や企業が中心になっ

てまちづくりを進めている事例がある。 
  


