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コロナ禍を乗り越え 2025大阪・関西万博 はじめ

大阪・吹田 の 成長発展に向け 全力疾走！
大阪維新の会府議団幹事長／大阪府議会議員

杉江友介の府政報告

新型コロナの新規感染も落ち着いていますが、新たな変異株の出現等、依然予断を許さ
ない状態にあります。大阪府においても、第６波に向け検査・療養体制の確保・拡充を図
っています。またワクチンの３回目接種に向けても、大規模接種会場を設置し、市町村接
種を支援していきます。
また2025大阪関西万博の開催まで残り３年半となり、皆様のご意見・ご提案を頂きなが
ら、準備を加速化していきます。一方で、国の文章通信交通滞在費の透明化や地方議会
の長期欠席議員の報酬のあり方等も問題になっており、政治に対する不信感が高まってい
ますが、大阪から徹底した改革を断行して参ります。引き続き、皆様のご指導ご鞭撻よろし
くお願い致します。

オンライン議会報告会
〈毎月22日開催中〉

杉江ゆうすけ

検索

府政に関する相談やお問合せは

杉江友介の政治活動や
大阪府議会での取組等
YouTubeで動画配信中!

杉江友介 事務所

まで

吉村洋文知事

吹田市 南 高 浜 町 26−3
TEL（06）
6318−0055 FAX（06）6318−0057
Mail info@sugieyusuke.net HP sugieyusuke.net

〒564‒0025

吹田のまちづくり 更に前へ !

H31府議選時、私の選挙公報に記載した項目の進捗状況です。
吹田の発展、将来を見据え鋭意取り組んで参ります。

府道・十三高槻線の整備

府道・十三高槻線

府道十三高槻線（正雀工区（阪急京都線交差部））は、用地買収が完了し、令和5年度末の
本線供用、令和6年度の全面供用に向け、工事が本格化しています。今年度は、本線道路橋
や取付道路整備等が行われます。また末広工区の歩道拡幅も、令和4年度で完了予定です。

新京阪橋の歩道拡幅
Q
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新京阪橋の歩道拡幅について、現在上流側の工事が始まっており、
令和4年6月頃の完成
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予定です。夜間の片側交互通行や車両の全面通行止等が伴いますが、
ご理解ご協力よろし
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上の川周辺のまちづくり
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新京阪橋
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阪急豊津駅から蓮華寺橋まで約300m区間において、河川の暗渠化及び道路・歩道整備
が行われます。12月1日に工事説明会が開催、近日中に工事着手となります。工事に関す
るご意見、ご要望等ありましたら、お知らせください。
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【工事の平面図】工事範囲：延長約 300m 上ノ川橋下流側〜蓮華寺橋までの区間
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令和3年12月頃〜令和4年6月頃迄の施工範囲 令和4年6月頃〜令和5年12月頃迄の施工範囲（工期は現時点の予定であり、今後変更が生じる可能性があります）
工事の施工にあたり、作業用のスペ 【昼間工事】で道路の通行止めは行わず実施します。
ースを確保するため１〜２週間程度 オープンシールド工法という特殊工法を用いて、河川の水を通しながら工事を行います。
夜間工事を行う予定です。
夜間工事中は片側１車線の幅員規制
を行います。
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※今後、所管警察・鉄道事業者との協議の
結果によっては、変更が生じる可能性が
あります。
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大阪維新の会
大阪府議会議員団
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大阪維新の会大阪府議会議員団の府政報告

議員定数さらに９人 削減へ！88 79

人

議員定数の最適化を目指し定数削減と議会機能強化を併せて実行 年間約2億円の経費削減
維新府議団提案の定数削減案についてのＱ＆Ａ

Ｑ３ 選挙区の区割りはどうなるのですか？

Ｑ１ なぜ９人削減するのですか？

前回の府議選で府民にお約束した、
「人口当たりの議員数比で全国最小値の議員
定数とする」を実行するためです。2020年国勢調査の人口に基づくと、9人削減
により人口当たりの議員数比で全国最小値の議員数となります。
定数

議員一人当たり人口

大阪府

8,837,685人

79人
(88人)

111,869人
(100,428人)

２

東京都

14,047,594人

神奈川県

127人

110,611人

３

105人

87,975人

１

9,237,337人

︶内は現行

人口

A

議員全員が行う一般質問（※1）について、現行の任期中3回実施を4回実施とする。

②常任委員会でも質問の機会を増やします。
• 委員長も質問できるようにする（※2）
• 議員は複数の常任委員会に所属できるようにする（※3）

※1. 本会議では一般質問と会派の代表が行う代表質問がある。 ※2. 委員長
（8人）
は委員会運営に専念する
ため質問はしていない。 ※3. 議員は８つある常任委員会のいずれか一つに所属することになっている。

選挙区

Ｑ４ 一票の較差はどうなるのですか？

Ｑ２ ９人削減で議会機能は低下しないのですか？
次の議会改革を同時に実施し、議会機能の強化をはかります。
①本会議における質問回数を増やします。

平成23年の改正内容

大阪市：6区で合区し、24選挙区➡21選挙区に
定数109➡88（21減）
衛星市町村：11市、7町村で合区し、32選挙区➡26選挙区に
選挙区62➡53（9減）
関係市区町村：24市区町村で任意合区

︵

A

議会

A

選挙区設定は市町村単位を基本とする公選法の趣旨を踏まえ、現行の53選挙区
を維持します。府議会は、平成23年に大幅な改正を行い、現在の区割りで選挙を
実施したのは2回だけであり、その選挙区の定着化と安定化を図るべく、現選挙
区を維持します。

A

この案によれば2.19倍になります。現行（88人）の選挙区のまま改正しなければ
較差は2.15倍になります。今回の改正案はややそれを上回ることになります。
なお、主要府県の較差平均は、2.45倍（H31選挙時）です。また、一票の較差にか
かる直近の最高裁判例を見ると次のとおりとなっています。
• 平成28年10月18日 千葉県議選
• 平成31年 2月 5日 東京都議選

裁判

較差＝2.51
較差＝2.48

判決＝有効
判決＝有効

一票の較差はできる限り小さくするよう努めねばなりませんが、これら判例等を
勘案すれば、2.19倍は有効な較差ではないでしょうか。

Ｑ５ 削減される選挙区は？

削減の対象となる選挙区及び現定数と削減後の定数は次のとおりです。

A

令和4年2月定例会に条例改正案提出予定

長期欠席議員の
議員報酬減額条例案が可決 !
維新府議団が提案! 9月定例会（後半）

長期欠席議員に対する議員報酬の支給がたびたび問題化しています。最近
では、東京都議会で、体調不良を理由に当選後の2回の議会を欠席した元都議に、
議員報酬等が支給され続け、大きな社会問題となっています。
これを受け、維新府議団は、長期に渡り職責を果たしていない議員の報酬は、
府民の信頼を損なうことのないよう減額を行うこととし、当該条例の改正案を
提案、他会派の賛同を得て12月7日の本会議で全会一致で可決されました。

5人 ➡ 4人

東大阪市

4人 ➡ 3人

吹田市、高槻市・三島郡

3人 ➡ 2人

八尾市

減額率

定例会の会議等（会議、委員会、協議調整の場、議員派遣）
を全て欠席
支給しない（100%)

減額期間

閉会月の翌月から出席月の前月

期末手当

減額期間分の月数に応じて減額

除外要件

①産休
②感染症法に基づく疾病
③医師の判断により入院中で議長が適当と認めた場合

施行時期 令和４年１月１日

（理由：令和４年２月定例会から本条例の適用を行うため。）

府議会議員のバッジを 木製 に
材質は大阪産材（ひのき）、留め金は府内製作の磁石形式
従来の金属バッジと併用（木製は略章として使用）

木製バッジ導入の狙いは

① 議員一人あたり約1万円超の経費節減 ※
② 夏季軽装時にも対応できる
③ 大阪産木材のPR

※従来は22,000円➡金属バッジと木製バッジ合わせて約8,000円に

従来のバッジと木製バッジ

大阪市住吉区、
堺市堺区、堺市北区
泉大津市・高石市・泉北郡、
箕面市・豊能郡

Ｑ６ ９人削減による議会経費の削減額は？
A

議員報酬と政務活動費を合わせて年間約2億円の経費削減となります。

杉江友介の質問

11月18日
総務常任委員会

大阪府議会インターネット中継はこちらからご覧いただけます

大阪パビリオンのバリアフリー化
杉江質問

「大阪パビリオン」においても、施設のバリアフリーなど、障が
いを有する方々にも健康や食など様々な体験をしていただくた
めの配慮が必要と考えるが、今後、どのように取り組んでいくの
か伺う。

府答弁

大阪パビリオンにおいては、協会が策定した「ユニバーサルデ
ザインガイドライン」の基準に拠るだけでなく、誰もがより利用
しやすいパビリオンとなるよう、ユニバーサルデザインに知見を
有する有識者の意見も聞きながら、施設設計や展示計画を進め
ることとしている。
また、音声ガイドや字幕案内等のサポート機能をもったデバイ
スの導入を含め、様々な支援技術を用いることなどにより、すべ
ての来場者が快適に楽しめるよう、検討をしてまいりたい。

■議員報酬条例改正案の概要は次のとおりです。
長期欠席期間

2人 ➡ 1人

質問項目（その他）

●大阪の安全安心なまちづくり（防犯カメラ設置等）
●国際金融都市・大阪における
インターナショナルスクールの充実
●府庁の働き方改革の推進
●コロナ禍の宿泊療養施設の確保と検証

維新府議団ちゃんねる

維新府議団は
議会活動を
YouTubeで
動画発信!
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