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令和元年度12月17日の府議会の本会議で

だ

Suda.A

府議が

あきら

南河内の道路事情、
クビアカツヤカミキリ被害対策、
スタートアップエコシステム、
南河内の観光振興、
災害ボランティアセンターについて質問しました。
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南河内地域の道路事情

スタートアップ・エコシステム

道路ネットワークの強化や渋滞対策への取り組みは?

グローバル拠点都市獲得に向けた知事の決意を問う!

Q . 須田議員

Q . 須田議員

A . 都市整備部長

A. 知

南河内地域の主要な幹線道路（国道170号や
309号、310号、371号等）は、朝夕の渋滞など
様々な交通課題があり、道路ネットワークが非常に脆弱である。府域
の道路整備事業などインフラ政策の次期中期計画策定に向けた検
討は、市町村と意見交換を行いながら南河内地域の活性化につなが
る道路整備を進めるべき。府の取り組みと今後の進め方を問う。
現在、大和川線をはじめ、国道371号
の整備、さらに都市計画道路八尾富田
林線の整備を進めております。また、渋滞対策として府道美原太子
線と近鉄長野線との立体交差化事業など、交通の円滑化に取り組
んでいます。今後とも市町村との意見交換を通じ、事業効果を見極
めながら着実に整備を進めていきます。

国のグローバル拠点都市は全国で２〜３カ所
とされている中、他都市との競合が予想される
が、オール大阪でしっかりとエコシステム形成計画を策定し、知事自
らが先頭に立って取り組んでいただきたい。知事の「グローバル拠点
都市」選定に向けた決意、大阪府の体制、取り組みを伺う。

大阪産業の成長を牽引するためには世界中から
スタートアップや投資を呼び込み、イノベーショ
ンの担い手であるスタートアップが活躍できる環境を整えていくこと
が重要と認識。現在、大阪ならではのエコシステム形成計画を取りま
とめており、国に強く働きかけるとともにオール大阪でしっかりと連携
し、
「グローバル拠点都市」の選定を勝ち取っていきたいと思います。

道路交通課題の解消に向けた「南河内地域道路網調査検討会」の状況

Q . 須田議員

大 阪 南 部 地 域に高 速 道 路 実 現が 必 要 不 可 欠
であると、南河内の市町村を中心に「大阪南部
高速道路事業化促進協議会」が設立され（平成27年12月）機運醸
成が図られている。府は昨年7月、本協議会の後押しもあり、国の「南
河内地域道路網調査検討会」に参画、地域の道路交通課題の解消に
向け検討しているが、その状況と今後の見通しはどうか。

A . 都市整備部長

調査検討会で実態把握をするとともに南
北の主要な幹線道路である国道170号
の機能強化やそのアクセス道路の充実といった既存ストックを活用し
た道路ネットワークの強化策など、短・中・長期に分けて検討を進め、
国や関係市町村と連携して、その実現に向け取り組んでいきます。

事

南河内地域における観光振興
・南河内観光キャンペーン協議会」
Q . 須田議員 「華やいで大阪
では南河内の市町村や観光協会等が観光客誘致
の取り組みを実施している。
府はどのような取組みを行っているのか。

「DISCOVER OSAKA」の情報発信に加え、大阪
A . 環境農林
水産部長 観光局とも連携し、HPやSNSでPRをしている。

出国税を活用しDMOの設立に向けた支援をお願い
する。
「大阪都市魅力創造戦略2020」の策定に際して
は、大阪商工会議所の提言「グレーターミナミの活性化に
向けて」の要素を反映していただくよう強く要望する。

要望

クビアカツヤカミキリの被害対策

Q . 須田議員

桜の名所が府内から消えてしまわないかと危惧…
防除対策が急務!府の対策は?

クビアカツヤカミキリは桜や桃、梅などバラ科
の樹木を枯らしてしまう害虫〈特定外来生物〉
で、平成27年に府内で初めて大阪狭山市で被害が確認され（現在、
南河内地域を中心に11市町村）、年々、拡大しており深刻な状況だ。
河内長野市内では桃の樹が枯れるなど、農作物にも被害が及んでい
る。防除対策が急務であるが、府の対策は。

A . 環境農林水産部長

効率的な防除の推進に向け、市
町村や造園業者が対象の研修会
の実施や農業者への対策マニュアルの周知徹底などの現地指導を
行っており、さらに国の交付金を活用し、行政、事業者、府民といった
多様な主体の役割や予防対策を定めた指針を策定するとともに、ク
ビアカツヤカミキリの対処方法等を広く府民へ周知してまいります。

その他にこのような質問をしました

災害時のボランティアセンターの運営支援と社会福祉協議会との関わりについて

代表質問

令和2年 2月定例府議会

府域全体の均衡ある発展
豊かで持続可能な大阪の実現へ

杉本 太平

（自民党・無所属
議員団幹事長）

スマートシティ戦略

観光客の府下全域への周遊促進

大阪府は高度経済成長期に一気に人口増加。急速な高齢
化が進展する大阪こそ先端技術を取り入れて地域課題を
解決する必要があります。専門人材の確保や、法規制緩和
に向けた取り組みについて議論を展開しました。

大阪府には多くの外国人観光客が訪れますが、行先は大阪市内のごく限られた場所に集
中しています。これまで一貫して
「観光客の府内周遊」
を訴え続けてきましたが、その甲斐
もあって令和2年度新たな取り組みが始まることとなりました。代表質問では、具体的な
目標値を設定すべきと指摘し、部長からは検討する旨の答弁がありました。

Point

令和2年度、住民サービスアプリ
（例え
ばゴミ出し、待機児童の状況、施設予
約）
の開発など、市町村と一緒になって
取り組んでいきます。

Point

外国人観光客は大阪市内の一部に集中。調査では、
「お勧めしたい」
という回答が多いのに、来訪者が少ない場所があります。まだ知ら
れていない魅力ある観光スポットへの誘客に向けて、引き続き取り
組んでいきます。

観光局2018年外国人動向調査1〜３期より抜粋

場所

人数

お勧めしたい度

□ USJ、1235人、88％
□ 道頓堀、2722人、78％
□ 箕面の滝、91人、79％
□ 大阪城、2077人、73％
□ 池田カップヌードルミュージアム、50人、84％

新型

【その他の主な項目】◎万博開催 ◎国土強靭化 ◎豊かな大阪湾の実現 ◎キャッシュレス ◎介護人材の確保 ◎製造業用地の確保 ◎教員のわいせつ行為

コロナ対策に全力
1月30日、吉村知事に
対して緊急要望

緊急要望の内容

現 在 、全 国 各 地で新 型コロナが 猛 威を振
るっていますが、大阪府でもライブハウスで
集団感染が発生するなど余談が許せない状
況が続きます。私たち会派は、大阪府と一丸
となって対策に取り組んでまいります。

3月3日、マスク、消毒液などの
衛生用品に関する緊急要望
緊急要望の内容

１．感染者の追跡調査を行い、迅速で正確な情報発信に努めること。
２．府民に対し、感染予防対策の周知徹底と情報提供を行うこと。
３．関西国際空港における水際対策の徹底を国に求めること。
４．相談窓口の体制強化と万全の医療体制を確立すること。
５．府内の感染防止対策に必要な財源確保を行うこと。
６．事業者、特に中小零細企業に対し、支援策を講じること。

１．高齢者施設、医療施設、民間在宅事業者等の
衛生用品の不足状況を早急に把握すること。
２. 衛生用品のうち府が備蓄しているものは、市町村と連携して
上記施設に優先的に放出すること。

大阪府の相談体制
府民向け相談
窓 口 に つ いて
新型コロナ受診相談
センターについて

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、府民の皆様からの健康相談
に応えるため、右記のとおり電話相談窓口を設置しています。

次の症状がある方は「新型コロナ受診相談センター」にご相談くださ
い。センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある
場合には、専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。マスク
を着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

◎相談対象者

風邪の症状や37.5℃前後の発熱が４日程度続いている。
Ａ （高齢者
・妊婦・基礎疾患がある方は2日程度）

B 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。

◎相談窓口

専用電話 ０６-６９４４-８１９７

◎相談受付時間

午前9時から午後6時まで
（土曜・日曜・祝日も対応）

新型コロナ受診相談センター一覧
センター名

FAX ０６-６９４４-７５７９

電話番号

センター名

※土日祝を含めた終日つながります

電話番号

センター名

電話番号

大阪府池田保健所

072-751-2990

大阪府富田林保健所 0721-23-2683

高槻市保健所

大阪府吹田保健所

06-6339-2225

大阪府和泉保健所 0725-41-1342

東大阪市保健所 072-963-9393

大阪府茨木保健所

072-624-4668

大阪府岸和田保健所 072-422-5681

豊中市保健所

06-6151-2603

大阪府守口保健所

06-6993-3131

大阪府泉佐野保健所 072-462-7703

枚方市健康部

072-841-1326
072-994-0668

072-661-9335

大阪府四條畷保健所 072-878-1021

大阪市保健所

06-6647-0641

八尾市保健所

大阪府藤井寺保健所 072-955-4181

堺市保健所

072-228-0239

寝屋川市保健所 072-829-8455
（令和2年2月27日現在）

