
富田武彦の委員会質問
9月定例会教育常任委員会（10月17日）

経費的支援について伺う。Q
「文化財保存活用大綱」に基づき地域の活性化に資する文化財の活用に関
する取組みを検討。A

「公の施設の指定管理者制度に係る運用マニュアル」
等に基づき、年度内決定に向け手続きを進めたい。A

登録文化財の維持管理にかかる府の支援について

府立学校の給食費を無償にするべき、教育長に伺う。Q
物価高騰等の影響は今後も続くと考えられ、財政措置を講じるよう、国に引
き続き要望していく。A

学校給食費の無償化について

府内小中学校の不登校児童生徒の現状について伺う。Q
増加傾向。令和２年度は小中学校あわせて13,000人を超え、ともに過去最
多。学校が回答する「問題行動・不登校等調査」で、不登校の要因は、小中
学校ともに「無気力、不安」が最も多い。国の調査では、学校に行きづらく
なった理由に「身体の不調」「先生や友達のこと」「勉強がわからない」等があ
る。小中学校ともに「きっかけが自分でもよくわからない」との回答も多く、
様々な要因が複合的に絡んでいると考えている。

A

不登校の現状と取組状況について

現状での取組みは、どのように取り組んでいこうとしているのか。Q
先輩教員によるパネルディスカッションを実施し、教育現場の実情や魅力を
発信。教職経験者や社会人経験者等への加点制度の導入など、制度の見直
しを適宜行っている。

A

教員の人材確保について 学びの場は各市町村が決定しているとのこと。適切な判断には一定の基
準が必要、府としての認識を伺う。Q
文部科学省から「障害のある子供の教育支援の手引」が示され、府も「就学
相談・支援ハンドブック」を作成。これらを活用しながら、指導助言に努め、
市町村との連携も図っていく。

A

障がいのある子どもの学びの場について

応募状況はどうだったのか伺う。Q
現地説明会には４社が参加したが、応募事業者なし。A
原因及び再公募するのか、手続きの進め方について
伺う。Q

通級指導担当教員の基礎定数化は、令和８年度に完成することから、国に基
礎定数化の確実な実施を求め、13人に対し、教員１人という配置基準の引下
げも要望。

A

きめ細かな指導に配置基準の引下げが必要、府としての認識を伺う。Q

市町村教育委員会との連絡会にフリースクールも参加、支援の在り方を協議、
状況に応じた手立てを検討。A
支援に向けた取組みについて伺う。Q

リーフレット「子どもたちの社会的な自立のために」を令和元年度に作成し、
周知・公開。府内小中学校が連携しているフリースクールに関する情報を
市町村教育委員会と共有し、学校や保護者の問い合わせに対応。

A

フリースクールに関する情報の周知等への取組みについて伺う。Q

府立博物館等の指定管理者選定について

教員免許状のチェックについて伺う。Q
文部科学省は、教員免許状の原本確認と更新時に各都道府県教育委員会が
発行した「修了確認期限等を証明する証明書類」を確認するよう通知。通知
により適正に対応。

A

教員免許状の偽造について

〒546‒0043 大阪市東住吉区駒川2－1－41 
TEL・FAX（06）6709－5551

お問合せは
とみた武彦事務所とみた武彦とみた武彦

吉村洋文知事吉村洋文知事

http://osaka-ishin.jp/

大阪維新の会

発行 大阪維新の会
大阪府議会議員団

めざせ!  One大阪維
新
維
新タイムズタイムズ

ISHIN TIMESISHIN TIMES
3

令和4年度

維新タイムズ　令和４年度　Vol.3 （1）

教育常任委員会で質問

suppprt@hstomita.jp

とみた武彦の府政報告の府政報告
　9月28日に開会した大阪府議会9月定例会は、10月26日、吉村知事提出の
今年度第6号補正予算案や、維新府議団提出の「ギャンブル依存症対策基本条
例案」などを可決し、前半議会が終了しました。（2面に関連記事）
　私は、この定例会で所属する教育常任委員会において質問に立ち、教育行政
に係る諸課題について府教育庁の考えを質しました。その概要をご報告いた
します。

教員の人材確保や給食の無償化の取組みなど

　9月28日に開会した大阪府議会9月定例会は、10月26日、吉村知事提出の
今年度第6号補正予算案や、維新府議団提出の「ギャンブル依存症対策基本条
例案」などを可決し、前半議会が終了しました。（2面に関連記事）
　私は、この定例会で所属する教育常任委員会において質問に立ち、教育行政
に係る諸課題について府教育庁の考えを質しました。その概要をご報告いた
します。

大阪維新の会 大阪府議会議員 維新府議団 政調会長代行

とみた武彦

休館になる事態は絶対避けていただきたい。要望

不登校がマイナスのイメージを持たれることは間違い。子どもたちの
成長スピードは様々。より一層の支援充実を図られたい。要望

給食費の無償化は、本来物価高騰により左右すべきものではない。府立
学校を所管する大阪府は、給食費を恒久的に無償化していただきたい。要望

「奨学金返還の支援」のような思い切った施策を検討されたい。要望

文部科学省では、新たなシステムの構想は今のところないとのこと。免許管
理システムへの機能の附加を求めていきたい。A
偽造防止に「全国統一の検索システム」が必要であると考えるが答弁願う。Q



教育環境の整備くらしを支える
セーフティネットの充実

スマートスクールの推進

府立高校 ■未整備の教室にWi-Fi環境を整備（府立高校約5,000か所）
■モデル校30校に電子黒板を整備

⇒全教室でオンライン学習が可能に
⇒板書のデジタル化等によるオンライン学習の充実をモデル的に推進し、その成果を検証

府立支援学校 ■43校で
　教室に電子黒板を整備

⇒感染防止対策と両立した集団での学びが可能

予算規模 29億円

スクールカウンセラー等の配置拡充
スクールカウンセラーの配置回数を拡充
■小学校：月1～2回派遣増（約4,200回）
■府立高校・府立中学校：月１回配置増（約860回）
スクールソーシャルワーカーサポーター（教員OB等）の
配置回数を拡充
■課題の大きい小学校：週1～3回配置増（約7,300回）

予算規模 2億円

コロナ禍における教育環境の変化に対応するため、スマートスクールを推進し、
スクールカウンセラー等専門人材の配置を拡充

⇒コロナ禍で深刻化する児童・生徒の心のケア等を充実

※児童の不登校者数やスクールカウンセラー相談件数急増。児童虐待件数や児童による暴力行為発生件数も増加傾向。
（注）令和3年度の府内小学校におけるコロナ前（令和元年度）と比較
　　・不登校者数：約1.8倍、スクールカウンセラー相談件数：約1.4倍、暴力行為発生件数：約1.6倍
　　・児童虐待件数：約1.4倍（平成28年度→令和2年度）

支援学校では、学年を越えた集団学習を実施▶

Aクラス Bクラス

おひとり様 1泊・1回あたり 地域クーポン券

《キャンペーン期間》2022年10月11日(火) ～ 2022年12月20日(火)
《予約受付開始》2022年10月11日(火)より予約受付開始
《対象者》日本国内に居住する方
《利用条件》ワクチン接種歴（３回以上）又はPCR検査等で陰性確認ができること

本人確認及び居住地確認ができること　※1旅行予約単位で7泊分までが対象

最大 8,000円 平日▶3,000円
休日▶1,000円

宿泊を伴う交通付
　  旅行商品の場合

最大 5,000円宿泊または
日帰りプランの場合

を宿泊・旅行割引！ がついてくる！

日本中から大阪いらっしゃいキャンペーン2022事務局
06－7175－7434

ご利用者のお問い合わせ

（営業時間 10:00～19:00）

詳細は
こちら

＋旅行者支払額
総額の 60％

宿泊・旅行割引額
総額の 40％

地域クーポン券
クーポン額は

平日・休日により変動

宿泊・旅行代金（税込）

宿泊・旅行割引と地域クーポンがワンセット

旅行種別

宿泊プラン

日帰りプラン

①宿泊・旅行割引額 ②地域クーポン（おおさかPAY） ③最低宿泊・旅行代金

税込総額の 40％ 平日 3,000円 平日 5,000円
休日 1,000円上限 5,000円 休日 2,000円

（
税
込
）

1人1泊（回） 
あたり

大阪いらっしゃいキャンペーン2022

医療・検査体制の確保
今後のコロナの感染拡大と
　　　　インフルエンザの同時流行に備えた体制確保

命を守る最大限の感染症対策

両方のピークに備える必要

検査体制整備・医療体制拡充

検査体制整備・医療体制拡充

感染拡大に備え、
軽症者の検査体制整備や
医療・療養提供体制を拡充

高齢者等の
インフルエンザワクチン
定期接種を行う市町村に
対して補助、接種にかかる
自己負担額の無償化

■ 病床確保（400億円）
■ 若年者の診療・検査体制確保（195億円）
■ 無症状者の無料検査事業（190億円）
■ 宿泊・自宅療養の公費負担（126億円）

■ 65歳以上の方
■ 60歳から65歳未満のうち、
　 心臓や腎臓などの障がいで、身の回り
 　の生活を極度に制限される方等

その他感染症対策事業：相談窓口の増強、高齢者施設従事者等の検査環境整備 等

対
象
者

予算規模 1,134億円

インフルエンザワクチンの接種推進 予算規模 21億円

※令和4年度当初予算の増額

インフルエンザワクチンの接種

新型コロナ インフルエンザ

新型コロナとインフルエンザの同時流行による医療提供体制のひっ迫を防ぐ

※予防接種法に基づく
　インフルエンザワクチン定期接種の対象者

詳細は
こちら

府
民
向
け
相
談
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口

発熱SOS (大阪府新型コロナ受診相談センター）
感染の疑いがある場合

06－7166－9911・06－7166－9966TEL
06－6944－7579FAX

※後遺症が疑われる場合は、かかりつけの
　医療機関やお住まいの地域の新型コロナ
　ウイルス感染症に関する相談窓口などに
　ご相談ください。

全日24時間受付

自宅待機SOS (コロナ陽性者24時間緊急サポートセンター）
自宅療養中に体調悪化・健康相談・宿泊療養や簡易配食等を希望する方

TEL 0570－0 5 5 2 2 1 FAX 06－4560－9037
※通話料はご相談者の負担（ナビダイヤルでのご案内）となります。

全日24時間受付

コロナ 社会経済活動回復 大阪の成長・飛躍
令和４年度 第6号補正予算 … 1,225億円
命を守る最大限の感染症対策
●検査体制整備・医療体制拡充 … 1,134億円
●インフルエンザワクチンの接種促進 … 21億円

コロナ禍で打撃を受けた

くらしを支えるセーフティネットの充実
●スマートスクール推進 … 29億円
●スクールカウンセラー等の配置拡充 … 2億円
●特殊詐欺被害の防止 … 0.2億円
●女性活躍の推進… 0.1億円

経済・産業の回復、雇用を支える取組み
●新事業展開への支援 … 2億円
●求職者の雇用促進 … 14億円
●スポーツツーリズムの推進 … 0.8億円
●アートフェスティバルの開催 … 0.5億円

万博をインパクトにした
大阪の成長・飛躍に向けた取組み
●空飛ぶクルマの推進 … 0.7億円
●再生医療の産業化 … 0.2億円
●中小企業の万博参入促進 … 0.6億円

19億円

31億円

3億円

1,156億円
1,225億円

ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進することで、
府民が安心して、健康的に暮らせる社会の実現を目指す

大阪府ギャンブル等依存症対策基本条例

盛り込み事項

目的

●知事を本部長とする「大阪府ギャンブル等依存症対策推進本部」を設置
●ギャンブル等依存症対策を推進する計画の策定を義務づけ
●若年者への啓発、依存症支援拠点等の整備、民間団体の活動支援
●施策推進の財源として「ギャンブル等依存症対策基金」を設置　　　など

盛り込み事項

大阪維新の会大阪府議会議員 とみた武彦の府政報告（令和４年9月定例会）
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ギャンブル等依存症対策基本条例案も可決!!

令和4年度
一般会計

「再び大阪を成長軌道に乗せ飛躍させるための補正予算」 吉村洋文知事
１,２２５億円の補正予算案 を可決

吉村洋文知事吉村洋文知事維新提出

日本中から


