
 
番 

号 

 
１ 

項

目 

 
バリアフリー化費用の利用者負担の法制化により、来年４月から大阪メトロの運賃が 

１０円値上げされようとしているが、敬老優待乗車証の一部負担金は据え置くこと。 
 

（回答） 
 敬老優待乗車証の一部負担金に関しては、検討していくこととしております。 

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： 06-6208-8056 

 



 
番 

号 

 
２． 

項

目 
 新型コロナや熱中症等による救急搬送困難事案が増加しているが、６～９月中の大

阪市の月別件数と来年度以降に向けての対策をお示しください。 

（回答） 
 
 令和４年６月～９月の月別件数は下表のとおりです。（速報値） 

 ６月 ７月 ８月 ９月 
救急搬送困

難事案件数 
993 2,467 2,956 1,681 

出場件数 20,021 24,207 23,072 19,561 

※救急搬送困難事案とは、医療機関への受入照会回数４回以上かつ現場滞在時間 30 分以上の事案を指し

ます。 

 

新型コロナウイルス感染症及び季節性に起因する熱中症やインフルエンザ等による救

急需要の著しい増加に対応できるよう、一時的な消火隊の救急隊としての運用、及び本部

増強救急隊の増設等による救急体制の強化を、来年度以降も継続して実施します。 
特に、新型コロナウイルス感染症傷病者の移送先が早期に決定できるよう、主管部局で

ある保健所との連携強化についても、継続して実施してまいります。 
 

担当 消防局 救急部 救急課（救急）  電話：06-4393-6627 

 



 
番 

号 

 
３． 

項

目 

５月１３日の新聞報道によると、此花区で老夫婦がコロナ死亡で放置。８月２４日は、

都島区で８０歳代の兄弟が熱中症死亡で数日後に近所の１１０番通報で発見（エアコン未

設置）。８月３１日は、東淀川区で熱中症死亡か一定の時間経過後に発見（エコンは稼動し

ていなかった）。このような「二人の孤死」事案も増加しているものと思われるが、６～９

月中の大阪市の月別死体検案数と生活困窮者の把握をどのようにしているのかお教えくだ

さい。 

（下線部分について回答） 
本市では、各区役所に相談支援窓口を設置し、生活に困りごとを抱えた方の支援を実施して

おります。 
生活困窮者の中には自ら相談に訪れることが困難な方もおられることから、訪問支援などの

アウトリーチを含めた対応や地域における関係機関とのネットワークの強化を図り、生活困窮

者の早期把握に努めております。 

担当 福祉局 生活福祉部 自立支援課 電話：06-6208-7959 

 



 
番 

号 
４ 

項

目 

生活保護受給世帯や住民税非課税世帯に対して、６～９月のエアコン電気代相当額を補

助すること。また８～１０月検針分の水道料金及び下水道使用料の基本額の減額措置を延

長すること。 

（下線部についての回答） 
 生活保護法による保護の基準等については、国により定められることとなっており、地方自

治体に裁量の余地はありません。 
 
 
 

担当 福祉局 生活福祉部 保護課  電話：06-6208-8012 

 
 
 
 



 
番 

号 

 
４ 

項

目 

  
生活保護受給世帯や住民税非課税世帯に対して、６～９月のエアコン電気代相当額を

補助すること。また８～１０月検針分の水道料金及び下水道使用料の基本額の減額措置

を延長すること。 

（回答） 

 大阪市では、コロナ禍の影響が長期化していることに加え、原油価格や電気・ガス料金を含

む物価の高騰により、さらなる影響を受けている市民生活を支援するため、本市と給水契約が

あるすべてのお客さまを対象に、令和４年８月分から 10 月分までの水道料金の基本料金及び

下水道使用料の基本額の減額を行いました。 

 実施期間については、使用水量が１年のうちピークとなる夏の時期に合わせ、おおむね７月

から９月までの３か月間とし、重点的・効果的な生活支援として実施いたしました。 

今回の減額措置は既に終了しましたが、今後とも、都市基盤の機能拡充に努め、将来にわた

り安心・安全な市民生活に寄与する上下水道事業を構築してまいりますので、ご理解・ご協力

をお願いいたします。 

担当 

市民局 総務部 総務担当             電話：06-6208-7311 

水道局 総務部 お客さまサービス課 営業企画担当 電話：06-6616-5473 

建設局 総務部 経理課 下水道使用料担当     電話：06-6615-7545 

 



 
番

号 
５． 

項

目 

介護保険制度が発足して22年、経済・社会情勢は大きく変化しているが、介護保険法

は基本的には制定当時のままである。保険料は平均して約2.1倍になり、給付は後退し利

用者負担は増大して被保険者の生活を圧迫している。このような大阪市の被保険者の実

情に鑑み、国に対して公的負担の増額を求め、緊急避難的に一般会計からの補填で保険

料を引き下げること。 

（回答） 

介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支えあうために創設された社会保険制度であ

り、介護保険の運営に必要な費用にかかる公費負担と保険料負担の割合が法令により定めら

れております。 

本市では一人暮らしの高齢者や低所得者が多く、また、全国と比べると認定率が高く、介護

サービスを受けられる方が多い状況となっており、介護サービスに係る費用も大きくなってお

ります。令和３年度から令和５年度までの第８期の介護保険料につきましては、こうした状況

に加え、介護保険料に直結する国の介護報酬の増額改定の影響により、基準となる月額保険料

を 8,094 円と設定させていただいたところです。 

 なお、低所得者の保険料軽減として、平成27年度からは、国による「公費投入による低所

得者保険料軽減」の実施により、本市においても、低所得者の保険料軽減として保険料段階

が第１段階・第２段階の方へ新たに公費による保険料軽減を行っており、令和元年度からは

さらに軽減幅を拡大し、第１段階から第４段階の方を対象として実施しております。 

 また、本市では、保険料段階が第１段階から第４段階で、世帯全員が市町村民税非課税で

生活に困窮しておられる方に、第４段階の保険料の２分の１に相当する額まで軽減する制度

を設け、実施しております。 

一般会計からの繰り入れにつきましては、介護保険の運営に必要な費用にかかる公費負担と

保険料負担の割合が法令により定められていることから、制度的に決められている以上に一般

会計から繰入することは、負担と給付の関係を不明確にするもので、納税されている国民の理

解が得られないとして、国や府においても適当でないとされております。 

なお、高齢化の進展による給付費の増加により介護保険料の大幅な改定を余儀なくされてい

ることから、今後も引き続き、介護保険制度の安定的な運営を図るため、介護給付費の財源に

占める国の負担割合を引き上げること等により、第 1 号被保険者の保険料の高騰を抑制する財

政支援措置を講じるよう、引き続き国に対し要望してまいります。 

 

担当 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 
６ 

項

目 

加齢性難聴に伴う認知機能低下をある程度抑制できる可能性がある「補聴器」購入に対

する助成制度を，国の実施待ちでなく大阪市独自で設けること。また後期高齢者医療歯科

健康診査のように、聴力検査を制度として行うよう大阪府後期高齢者広域連合に申し入れ

てください。当面大阪市の検診に加えること。 

（下線部について回答） 
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。 

国においては、平成 30年度から「補聴器を用いた聴覚障がいの補正による認知機能低下予防

の効果を検証するための研究」が行われており、国に対し大都市民生主管局長会議等において

も要望しているとおり、まずは国が研究結果を早期に取りまとめ、認知症予防の効果が認めら

れる場合には、補聴器購入に係る全国一律の公的補助制度を創設す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強く要望してまいります。 

 

担当 福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課(地域包括ケアグループ)電話：06-6208-9995 

 
 
 



 
番 

号 
６ 

項

目 

加齢性難聴に伴う認知機能低下をある程度抑制できる可能性がある「補聴器」購入に対す

る助成制度を、国の実施待ちではなく大阪市独自で設けること。また後期高齢者医療歯科健

康診査のように、聴力検査を制度として行うよう大阪府後期高齢者広域連合に申し入れて

ください。当面大阪市の検診に加えること。 

（下線部について回答） 

 ご要望については、大阪府後期高齢者医療広域連合に伝えさせていただきます。 

 

担当 福祉局 生活福祉部 保険年金課（保健事業グループ） 電話：06-6208-9876 

 
 
 
 
 



番 

号 

 
 ７． 

項

目 

 
大阪市立中学校の全生徒を対象とした「ヤングケアラー」調査で、９．１％が該当した

と発表されたが、この調査結果を現時点でどのように活かそうとしているのかお教えくだ

さい。 

（回答） 
本市におきましては、令和３年 11 月中旬から令和４年１月上旬にかけて大阪市立中学校生徒

を対象とした実態調査を行い、７月に調査結果を公表したところです。今後は当該調査結果をも

とに、支援策及び、相談支援体制の検討を進める予定としております。 
なお、令和４年８月からは、支援策の１つとしてヤングケアラーへの寄り添い型相談支援事業

を実施しています。同事業では、社会福祉士などの専門職や元当事者が SNS、電話等で相談を

受け付けたり、元当事者が参加する集いの場としてオンラインサロンを開催する等により、抱え

る悩みや負担の軽減を図っていきます。 
 

担当 こども青少年局 企画部 企画課 電話：06-6208-8337 

 
 



番 

号 
８  

項

目 

相次ぐ物価高騰や 10月からの一定の所得水準の 75歳以上の高齢者の医療費窓口負担が

２倍化されたにもかかわらず、４月から年金支給額が０．４％削減されました。ここ 10年

間で実質６．７％もの減額です。現行の年金改訂ルールを見直し、年金改訂は「物価上昇

率」に基づき増額改定するよう国に働きかけてください。 

（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、老齢基礎年金の支給額の改善を検討するよう、

「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 
９ 

項

目 

 
２０２１年度の敬老優待乗車証の交付率を行政区別にお教えください。 
 

（回答） 
以下となります。 

行政区名 交付率(%) 

北区 67.85 

都島区 68.5 

福島区 64.02 

此花区 64.03 

中央区 69.34 

西区 70.69 

港区 69.35 

大正区 69.41 

天王寺区 67.05 

浪速区 55.31 

西淀川区 55.56 

淀川区 61.67 

東淀川区 62.39 

東成区 64.45 

生野区 55.19 

旭区 68.13 

城東区 66.71 

鶴見区 65.08 

阿倍野区 71.04 

住之江区 69.98 

住吉区 65.25 

東住吉区 62.11 

平野区 63.31 

西成区 49.17 
 

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： 06-6208-8056 



 
番 

号 
１０． 

項

目 
社会実験中の「今里ライナー」の２１年度の運用状況を二つの路線別にお教えくだ

さい。現時点で実験結果をどう評価し、今後の対応もお示しください。 

（回答） 
・ いまざとライナーの運行による社会実験は、地下鉄今里筋線延伸区間（今里～湯里六

丁目間）における需要の喚起・創出及び鉄道代替の可能性を検証することを目的とし

て、本市が社会実験の実施主体、大阪市高速電気軌道株式会社（Osaka Metro）が事業

主体となり、2019 年４月１日から実施しています。 

・ いまざとライナーの 2021 年度の運用状況について、利用者数は新型コロナウイルス感

染症の影響を受けるものの増加傾向が継続しており、2021 年 12 月時点では平日１日約

3,440 人（長居ルート約 1,750 人、あべの橋ルート約 1,690 人）の利用者数となってい

ます。 

・ なお、いまざとライナーの運行による社会実験の実験開始３年目の効果検証と今後の

進め方（案）につきましては、大阪市ホームページにて公表しておりますのでご参照

ください。 

（参考）本市ホームページ 

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikotsu/page/0000558929.html 

・ 今後の社会実験４年目、５年目の実施については、一層の需要喚起を図るとともに、

アフターコロナにおける需要増加の程度を見極めてまいります。 

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

 
 

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikotsu/page/0000558929.html


 
番 

号 

 
１１． 

項

目 

オンデマンドバスの社会実験は現在５コースで行われているが、今までの実験の評

価と今後の路線の拡大についてどう考えているのかをお教えください。オンデマンド

バスにも敬老優待乗車証が使用できるようにしてください。 

（回答） 
現在、運行しているＡＩオンデマンド交通の社会実験は、提案事業者が自ら運行エリアを含

めた事業内容すべてを企画、運営しております。 
実験の評価及び提案事業者の今後拡大等の運行計画は、大阪市地域公共交通会義で協議報告

があり、本市ホームページに掲載していますので、ご参照ください。 
 
（参考）本市ホームページ（地域公共交通会議） 
https://www.city.osaka.lg.jp/toshikotsu/page/0000519793.html 
 
（下線部について回答） 

担当 都市交通局 バスネットワーク企画担当 電話：06-6208-8895 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikotsu/page/0000519793.html


 
番 

号 

 
１１ 

項

目 

 
オンデマンドバスの社会実験は現在５コースで行われているが、今までの実験の評

価と今後の路線の拡大についてどう考えているのかをお教えください。オンデマンド

バスにも敬老優待乗車証が使用できるようにしてください。 

（下線部について回答） 
オンデマンドバスに関しては、現在社会実験中であるため、敬老優待乗車証の対象外とな

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： 06-6208-8056 

 
 



 
番 

号 

 

１２． 

項

目 

 

公園の便所に老朽化したものが見受けられます。便所の改修と女性用の増設を進めてください 

（回答） 

公園のトイレは、来園者が公園を快適に利用するために必要な便益施設である一方で、臭いなど

の衛生面や、いたずらによる施設破損等などの課題があります。 

そのため、老朽化に伴うトイレの改修については、すべての公園を同一に扱うのではなく、規模の

大きな公園や有料施設を有する公園のような、遠方からの長時間利用が見込まれる公園において行

っております。 

また、女性用を含めたトイレの増設につきましては、前記のような課題もあることから、現在のところ

予定をしておりません。 

担

当 
建設局 公園緑化部 公園課                  電話：06₋6615₋6769 

 



 
番 

号 
１３． 

項

目 

新大阪市緑の基本計画の公園の緑被率の目標値と進捗状況をお示しください。ここ数年、公園

の遊園地化が進み、緑が少なくなってきているように感じます。緑被率の調査状況もお教えくださ

い。 

（回答） 

平成 25 年度に策定した「新・大阪市緑の基本計画」では、指標の一つとして「緑被率」を設定してお

り、平成 24 年度調査での数値（約 10.4％）を基準とし、現状維持もしくはそれ以上を達成できるよう努

めることとしております。 

上記計画策定後の緑被率の推移については、現在調査解析を進めているところであり、今年度中

には結果をとりまとめる予定です。 

担当 建設局 公園緑化部 調整課        電話：06-6615-6600 

 


