
 
番 

号 
１（１） 

項

目 

物流事業者に対する「不安」・「忌避感」・「誤解」を払拭し、安心して移動や輸送ができる

環境をつくるための政策展開について、主導し、有識者・医療関係者などの専門家の知見

に裏打ちされた正しい情報発信を行い、安心して物流サービスの利用ができる環境整備を

積極的に進められたい。 

（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。 
 大阪府新型コロナウイルス対策本部内には、感染症に関する専門的な知識を有する方等で構

成する専門家会議を設置し、新型コロナウイルスに関する適切なアドバイスや意見聴取を行い

ながら対策を進めております。 
 今後も、ホームページやＳＮＳなど様々な媒体を通して、広く市民に情報を発信することに

より、新型コロナウイルスに関する正しい知識の普及啓発に努めてまいります。 

担当 健康局 保健所 感染症対策課 電話：06-6647-0739 

 
 



 

 
番 

号 
１（２） 

項

目 

事業者は、コロナ禍により経営危機に陥る中、民間金融機関からの融資を受けることで辛

うじて苦境を凌いでいる。ついては、コロナ禍にまつわる事業者への融資にあたっては、

未曽有の異常事態下にあることを踏まえ、一定期間の審査基準や要件等の緩和を最大限柔

軟に講じ、資金繰り支援を拡充されたい。また、借入金の返済負担の軽減措置など、コロ

ナ禍対応の特例として財務上の負担軽減に係る支援策を講じるように関係機関に要請され

たい。 
（回答） 
 本市では、市内中小企業者の資金調達の円滑化を図るとともに、その振興、発展を支援する

ため、中小企業者が必要とする事業資金を大阪信用保証協会の保証を付けて融資する各種制度

融資を実施しています。 
また、大阪府では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に影響を受けている中

小企業者を支援するため国のセーフティネット保証に対応した様々な制度融資が実施されてい

ますが、本市では、このような大阪府制度融資への申し込みが可能となる認定業務を効率的に

行い、中小企業者の円滑な資金調達に貢献できるよう取り組みを進めております。 
なお、国においては、金融機関等に対して、資金繰りに係る相談に丁寧に対応するなど、事

業者の資金繰り支援のための要請がなされています。 
今後についても、市内中小企業者の実情やニーズを把握し国等に必要な支援策を求めるとと

もに、関係機関等との連携のもと中小企業者の資金調達の円滑化に努めてまいります。 
（令和４年１１月１日現在） 
 

担当 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 
２（２） 

項

目 

「南海トラフ地震」が想定される中、沿岸道路における津波対策の充実に取り組まれた

い。津波発生時の避難場所については、国土交通省のハザードマップポータルサイトに表

示されているほか、直轄国道の高架区間等を活用した避難施設等の整備が実施されている

ものの、直近の避難場所まで緊急的な避難が困難なケースも想定されることから、避難場

所までの誘導に関する標示（夜間での視認性も考慮したもの）の設置に取り組まれたい。

運行するドライバーが一目で認識しやすいように、その標示方法についても検討されたい。 

（回答）※下線部のみ回答 

南海トラフ地震に伴う津波対策については、現在、府市が連携して河川・海岸堤防の耐震・液

状化対策に取り組んでおり、この対策により、堤防内側にある道路など基盤施設への浸水被害の

軽減を図っているところです。 

 

担当 大阪港湾局 計画整備部 計画課  電話：06-6615-7777  

 



 

 
番 

号 
２．（２） 

項

目 

「南海トラフ地震」が想定される中、沿岸道路における津波対策の充実に取り組まれたい。

津波発生時の避難場所については、国土交通省のハザードマップポータルサイトに表示さ

れているほか、直轄国道の高架区間等を活用した避難施設等の整備が実施されているもの

の、直近の避難場所まで緊急的な避難が困難なケースも想定されることから、避難場所ま

での誘導に関する標示（夜間での視認性も考慮したもの）の設置に取り組まれたい。運行

するドライバーが一目で認識しやすいように、その標示方法についても検討されたい。 
（回答）※下線部のみ回答 

本市では、津波発生時や洪水発生時に緊急的に避難できる場所として津波避難ビル・水害時

避難ビルの確保を進めています。 
津波避難ビル・水害時避難ビルに指定された施設は、入口付近に避難施設であることを示

す、ステッカーや表示板を設置するとともに、本市のホームページや水害ハザードマップに施

設の名称や位置を掲載しています。 
また、津波避難ビル・水害時避難ビルに指定された施設に設置された表示板は、蓄光素材を

使用し、夜間での視認性を考慮しています。 
 

担当 危機管理室 危機管理課 電話：06-6208-7384 

 



 

 

番 

号 
３（１） 

項

目 

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」等に基づき、全国の自治体において、歩行者

と分離された自転車通行空間の整備が進められているが、その多くは「自転車専用通行帯（レー

ン）」や「車道混在」となっており、停まることが不可欠なトラック・バス・ハイタクとの交差・混在によ

る事故や駐停車時のトラブルが懸念されるとともに、レーンの設置に伴う規制緩和区間の廃止が

発生している。 

政府の「第 11 次交通安全基本計画」では、自転車活用推進計画に基づき、交通状況に応じた

歩行者・自転車・自動車の適切な分離を図り、安全で快適な自転車利用環境を創出するとされて

いることから、引き続き、道路利用者全体の安全性確保に向けた歩道・自転車道・車道の峻別に

取り組まれたい。 

（回答） 

 本市では、近年、市内の交通事故件数に占める自転車関連事故の割合が高く、歩行者と自転車の

事故が急増していることから、平成 28 年に策定された国のガイドラインに基づき、歩行者の安全を第一

に、自転車利用者の安全性や快適性を確保するため、車道通行を基本とした自転車通行環境の整備

に計画的に取り組んでおります。 

 引き続き、自転車通行空間の整備にあたり、今後とも交通状況に応じ、安全で快適な自転車利用環

境の創出に努めてまいります。 

担当 建設局 企画部 方面調整課（自転車施策担当） 電話：06-6615-6811  

 



 

 
番 

号 

 
３（２） 

項

目 

自転車やバイク等を使用してのいわゆる「フードデリバリー（飲食料の配達）」による、

信号無視や車道の無理な横断、死角等からの飛び出しなど悪質な運転は、事業用自動車の

交通の安全を妨げる行為であり、その取り締まりや教育指導等の取り組みが強化されてき

ているが、依然として危険運転等が散見されることから、さらに取り組みを強化されたい。 
一方、電動キックボードについては、この間、人身事故や悪質運転などが社会問題化す

る中、最高速度が時速 20 キロ以下のものについては、16 歳以上であれば運転免許は不要、

ヘルメット装着は任意とするなどの規制緩和がなされた。自転車等の取り締まりや教育指

導等の対策も未だ十分とは言えない中、事業用自動車にとっての道路交通環境の悪化は明

らかであり、関係機関と協力し、より厳格な取り締まりや教育指導等の対策に取り組まれ

たい。 
（回答） 

フード配達員を含む自転車の安全利用に関する取組については、大阪府、大阪府警察、大阪

市、堺市等で構成する大阪府交通対策協議会において、「自転車安全利用推進のための重点行

動指針」を策定し、府下全域で、府、警察、各市町村、学校等の関係機関がそれぞれの立場で

実施しております。また、同協議会では、11 月を自転車マナーアップ強化月間と位置づけ、

啓発ポスターの掲示やリーフレットの配布、キャンペーンの開催などの取組を行っていると

ころです。 
また、電動キックボードにつきましては、道路の交通方法及び罰則については道路交通法及

び大阪府道路交通規則に定められており、電動キックボードによる道路の交通方法もこれら

の法規によるところで、法規に基づく取締りは警察の所管となりますが、本市としましては、

交通ルール遵守やマナー向上のための交通安全教育、啓発活動に取り組んでおり、区役所や警

察署、関係団体等で構成された「交通事故をなくす運動」区推進本部を各区に設置し、交通安

全教室、街頭啓発活動など、市民協働による交通安全運動を実施しているところです。 

担当 市民局 区政支援室 地域安全担当・担当 杖田 電話：06-6208-7317 

 
 
 



 

 
番 

号 
４ 

項

目 

現代の便利な生活に欠かせないコンビニ配送やＡＴＭ等の現金装填、また、現代生活に

不可欠なインフラの一つとなっている宅配便やデパート配送などの集配車両には駐車が不

可欠である。 
2018 年２月 20 日付で警察庁より各都道府県警察等に対して「貨物集配中の車両に係る

駐車規制の見直しの推進について」の文書が発出され、近畿各府県で実施されてきたこと

は評価するものの、規制緩和が実施された区間については、組合側の要望やトラック協会

の要望との間に差異が生じている状況も散見される。見直しの集中実施期間は 2020 年度

末までであるが、それ以降も「交通実態等の変化に応じ、不断の見直しを行うこと」とさ

れていることから、地域住民との調整など難しい面もあるが、可能な限り現地実態に沿っ

たものとなるよう、引き続き強力に推進されたい。 
また、荷捌き用駐車場の整備、道路に停めざるを得ない現状での店舗前の物資搬入車両

用の駐車マスの確保、附置義務駐車場を隔地・集約化する際の集配ドライバーの横持ちへ

の配慮など、引き続き物流の社会的役割を考慮したまちづくりの施策を策定されたい。 
 

（回答）※下線部のみ回答 
駐車の場所は、周辺の道路状況等によりやむを得ない場合を除き、その目的となる建築物の

敷地内で確保することを基本と考えて昭和 39 年に附置義務台数の算定方法などを規定した「建

築物における駐車施設の附置等に関する条例」を定めています。 
荷捌きについては、平成 16 年に同条例の改正を行い、荷捌き駐車施設を附置するときには、

その台数を２倍（ただし５台まで、換算後で 10 台を上限）に換算して附置義務台数に算入でき

るようにし、荷捌き場の整備促進を図っています。 
 
 

担当 
計画調整局 計画部 都市計画課   電話：06̶6208̶7881 

計画調整局 計画部 交通政策課   電話：06-6208-7842 
 



 

 
番 

号 
５ 

項

目 

道路渋滞の解消に向けては、全国の渋滞対策協議会等において対策等の検討がなされ、

取り組みが進められているところであるが、ドライバーの労働時間の短縮や環境負荷の低

減などの観点から、引き続き、高規格幹線道路などの基幹的なインフラを着実に整備する

とともに、円滑な物流を妨げている交差点、踏切、河川横断橋梁などのボトルネックを解

消し、幹線道路の機能強化を促進する対策を講じられたい。特に、都市部の渋滞が激しく、

環境に対する負荷が大きい箇所を重点的に改善されたい。 
 

（回答）※下線部のみ回答 

現在、政府の都市再生プロジェクトとして位置づけられた「大阪圏の新たな環状道路（大 

阪都市再生環状道路）」の一部を構成する道路として、淀川左岸線（２期）及び淀川左岸線 

延伸部の整備を進めています。当該整備により都心部に用事のない交通を外周に転換し、 

交通の円滑化が図られます。 

 淀川左岸線（2期）については、平成 18年度に大阪市と阪神高速道路（株）との合併施行に

より事業化し、工事等を進めております。淀川左岸線延伸部については、平成 29 年度に国、阪

神高速道路（株）、西日本高速道路（株）が事業化し、工事等が進められております。 

担当 計画調整局 計画部 都市計画課 幹線道路担当 電話：06-6208-7848  

 



 

 
番 

号 
６ 

項

目 

トラック運転者採用難に対する雇用政策の推進について運輸産業は、日本経済を支える重

要な社会基盤産業である。今後、生産年齢人口がますます減少していく中、こうした社会

基盤産業を支える労働力の確保が重要な課題になると見込まれており、運輸産業における

労働力不足は、共通の課題であり、我が国の経済成長にとっても大きな問題である。運輸

業界では、若年者の就業に期待を寄せ、高校新卒者などの獲得のために説明会を開催する

など様々な努力を行なっている。大阪市においても高校生の就職活動を指導される際、ト

ラック運輸産業への就業促進につながるよう、取り組み支援を願いたい。  
（回答） 
 大阪市では、トラック運転手をはじめバスやタクシーなどの車両運転に携わる仕事への就業

促進に向けた取組として、令和 3 年度に就職を考えておられる方を対象に「ドライバーのおし

ごとゼミナール」、令和 4 年度には企業等の総務・人事担当者を対象とした「ドライバー定着率

向上セミナー」を関連する団体・協会などの協力を受けて開催しています。 
 

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 
７ 

項

目 

公契約条例への対応 
 国土交通省の事故報告書のデータでは、Ｇマーク取得事業所は事故発生件数・死亡事故

ともに未取得事業所の半数以下となっており、優位性がはっきりと表れている。 
大阪市における公契約条例策定時に、入札条件の中に、Ｇマーク取得事業所を盛り込ま

れたい。 
（回答） 
【「大阪市における公契約条例策定」について回答します。】 
 

公契約条例につきましては、政令市では川崎・相模原・京都市の３市で制定され、本市含めそ

の他の市の多くでは国の動向など調査研究中となっております。 
本市の契約においては、業務委託の入札の方法として、雇用の確保をはじめ環境への配慮な

ど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

を一部導入することにより、政策課題の解決に寄与するとともに、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。 
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。 
 

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 
８ 

項

目 

大阪港・夢洲での 2025 年の大阪万博開催と 2029 年に開業を目指すとする IR誘致に絡

むカジノ施設建設計画は、港湾を職域とする物流ドライバーに大きな混乱を招いている。 

夢洲には DICT（夢洲コンテナターミナル）が稼働しており、その取扱量は大阪港の

40％を占めている。毎年増え続ける取扱量に伴い、国際海上コンテナ車両の慢性的な滞留

が頻繁に発生し、夢洲にアクセスする「夢咲トンネル」と「夢舞大橋」一帯では一般道で

の大渋滞が社会問題となっている。 

DICT への搬出入をする海コン車両の待機場が設置されていないことが根本的な要因に

ある。重ねての設置要請により、大阪港湾局は空コンテナ車両の待機場を設置したもの

の、複雑な導線や車道幅員の狭さが要因となって、抜本的な滞留改善策とはなりえず、今

では万博工事車両の通行が急増したことで、道路環境はさらに悪化をしている。 

大阪市においては大阪府と共に、港湾地区での長時間の路上待機や劣悪な道路環境を改

善するために物流の渋滞状況の実態調査を実施し、新たな待機場の設置、海コン車両専用

道路の追加、車線の拡幅等を行い、夢洲地区での物流ネットワークが安全・円滑に機能す

るように取り組まれたい。 

（回答） 

大阪市では、２０２５年日本国際博覧会開催期間中及びその前後期間においても、港湾物流

機能を阻害することのないよう、物流交通対策を実施します。 

夢洲への道路アクセスである此花大橋、夢舞大橋、舞洲地区内や夢洲地区内の幹線道路につ

いては、現状の４車線から６車線に拡幅するとともに、ボトルネックになることが想定される

舞洲東や夢洲地区内の交差点については立体交差に改良することで道路機能の強化を図ってい

るところです。夢舞大橋は令和４年８月より、此花大橋は令和４年 10 月より先行して６車線で

の供用を開始しています。 

加えて、ICT を活用しコンテナターミナルにおけるゲート処理等の効率化を目的とした「新・

港湾情報システム（CONPAS）」の導入、道路上に待機しているコンテナ車両を引き込むためのコ

ンテナ車整理場の追加整備、荷捌き地の拡張によるターミナルゲートの増設等を進めてきてお

り、引き続き状況を把握しながら対策を進めていきます。 

また、万博期間中には、これまでもゴールデンウィーク前後や年末年始に実施している早朝

や昼休みのゲートオープン時間の延長や、夢洲に流入するコンテナ車両を削減する対策につい

ても、関係者の協力を得ながら実施することで、港湾物流への影響を最小限にとどめるよう努

めてまいります。 

担当 大阪港湾局 計画整備部 振興課  電話：06－6615－7767 

 


