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2019 G20サミット首脳会議の開催、2025万国博覧会誘致の実現。
府民の皆様の応援のおかげで、国際都市・大阪へ。
この成長の果実で住民サービスの拡充を！

大阪維新の改革 since2012

府税収入を着実に増収
H21 約8900億円

H29 約1兆1700億円

2800億円 回復

リーマンショックで落ち込んだ法人税収が確実に増収になり府税
全体も好転しています。税収はすべての基礎です。よりよい行政サ
ービス拡充を目指して府政改革に取り組みます。

大阪府債を着実に減らす
H19 約4 兆1000億円

タウン管理財団と都市整備推進センターとの早期統合に向けた取
組みを加速させるべき。
現在、統合ワーキングチームを設置し、統合後の安定的法人運営に

副知事 ついて検討しており、この検証結果等を踏まえ、2019年9月まで
に統合計画案を策定し、同年中を目途に両法人の合併契約の締結
A
等を進めていく。

北陸新幹線の早期全線開業について
杉江Q

北陸新幹線の早期全線開業の実現に向けた今後の取組み方針につ
いて伺う。

北陸新幹線の敦賀・大阪間については、遅くともリニア開業までに
は新大阪駅まで一気に整備させることが必要。効果的に国への働
部長A
きかけを行うため、来年の国の概算要求時期までに、オール大阪で
推進する体制を構築し、取組みを加速させる。

ランニングパトロールの普及

決算特別委員会

ランニングパトロールは、まちの防犯に加え健康面でも有益な活動

上の川の整備について
杉江Q

平成30年 大阪府財政ノート 府債残高の推移より

総務常任委員会

出資法人改革の推進
杉江Q

杉江Q であり、大阪府警においてもランパトが府下全域に広がるように

上の川の浸水対策について、大阪府と吹田市が一体となって取り
組む雨水排水経路の見直しについて伺う。
関大前駅より上流の川幅が狭い区間へ放流している雨水排水経路

課長Ａ を、比較的川幅の広い関大前付近への変更することにより、10年
に一度の時間雨量50ミリ程度の降雨に対応できることとなる。

民間事業者と官民連携で取り組んで頂きたい。

ランパト等のながら見守り活動の効果等について広く周知し、実施や支

本部長 援に向けた働きかけを行っている。今後もランパト等のながら見守り活
動を通じて、府民、事業者、自治体、警察等が一体となった「オール大
A
阪」体制で防犯対策に取り組む。

その他の質問項目

豊津駅周辺の上の川の護岸整備

杉江Q と併せた歩行空間確保の可能性

新御堂筋の一元管理、大阪マラソンの魅力向上、

について検討状況を伺う。

市のまちづくりの観点から、上
の川を暗渠化することも含めた、
課長Ａ 河川空間を有効に活用する遊歩
道や緑地等の整備について提案
があり、府市が連携し検討する
ことになった。

維新提案

1兆2800億円の借金返済

財政再建団体転落直前の大阪財政を徹底した行財政改革で生まれ
変わらせることに成功しました。府債は将来世代の負担になります。
子供たちのために今やらなければならない改革を行います。

平成30年 大阪府財政ノート 府税収入の推移より

本会議 一般質問

H29 約2兆9000億円

本会議 一般質問 万博記念公園の活性化と太陽の塔の入場機会拡充、

都市計画道路十三高槻線及び豊中岸部線の早期完成 等

豊津駅付近の上の川と府道

総務常任委員会

吹田市の中核市移行支援、大阪の成長戦略及び経済動向、
G20大阪サミットの成功に向けて 等

決算特別委員会

フェニックス事業の進捗状況、持続可能な介護保険制度、
自転車通行空間の整備 等

大阪府 子どもの受動喫煙防止条例
子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが困
難であり、大人や社会が子どもを受動喫煙から守る
べきとの考えにより維新の会から提案し、全会一致
で成立しました。
住居、自動車等の生活空間や学校、通学路、公園、
病院等の子どもの利用が想定される公共的な空間等において、受動喫煙を
させることがないように努めることを規定しています。

府政に関する相談やお問合せは

大阪維新の会 大阪府議会議員

杉江友介 事務所
〒564‒0025

吹田市南高浜町26−3

TEL（06）6318−0055
FAX（06）6318−0057

HP http://sugieyusuke.net
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2025年大阪万博開催が決定！
大阪維新の会 大阪府議会議員団の府政報告

11月23日のＢ
Ｉ
Ｅ総会で誘致レースを勝ち抜く

大阪維新の会の提案から始まった大阪誘致が見事に実る
テーマ

いのち輝く未来社会のデザイン

力
行
実
の
新
維
が
これ

パビリオンワールド

「Designing Future Society for Our Lives」

開催期間：2025年5月3日㈯〜 11月3日㈪までの185日間
開催場所：夢洲（大阪湾の人工島）約155ha
入場者数：2,800万人（想定）
開催経費：会場建設費 1,250億円 運営費 820億円

2025年大阪万博構想

グリーンワールド
ＢＩＥ：パリにある博覧会国際事務局

パビリオン・ウォーター・グリーン
３つのエリアで構成
会場構想「待ち時間ゼロ」の万博
会場内の移動時間等
を活用した参加型実証
実 験を行うことで、体
験あふれる環境を提供。
IoT活 用 に より、施 設
の空き状況を明確化し、
会場を快適に巡ること
ができる。

2024年 うめきた２期一部まちびらき
ＩＲ
（統合型リゾート）開業（見込み）
2023年 新名神高速道路全線供用

経済波及効果 約2兆円

「10歳若返る万博」
「健康になる万博」をめざす

大阪都構想

経済効果額は 1兆円超と試算!

大阪府・大阪市が公募により選定した経済研究所が大阪都構想の
歳出削減効果と経済効果を試算しました。
行政の効率化による
歳出削減効果

大阪府の産業などへの
経済波及効果

（大阪都構想）

特別区

１兆１,４０９億円

１兆１,511億円

総合区

712億円

853億円

※いずれも10年間の最大効果。詳しくは大阪府また大阪市のホームページをご覧ください。

ビッグプロジェクト 2031年 なにわ筋線開業
との連動
リニア中央新幹線開業
２０２５年 国際博覧会

来場前にPeople s Living Labの特設サイト上のバーチャ
会場内の5か所に「空」
（くう）
と呼ばれる大広間を設置。
ル会場で出迎えの演出。来場者へのオリエンテーション
ＡＲ
（拡張現実）やＭＲ
（複合現実）技術を活用した展
とガイダンスを通して、
示やイベントを行い来場者の交流の場となる。
テーマやメッセージを
映像や展示を中心に
紹介。未来社会の共
創の体験ができるプ
会場建設による投資、企業の出展などの運営に加え
ログラムを実施。
て、交通、宿泊、飲食、買い物などの消費支出などが
相まって、経済波及 効果は全 国で約２兆円と試 算さ
れている。

で
4 特別区案
議論 されて
います!!

イラストは経済産業省HPより

（2027年 名古屋まで、2037年 大阪まで）

「EXPOテーマ体験」プログラム

会場デザイン

ウォーターワールド

2021年 ワールドマスターズゲームズ2021関西
2020年 オリンピック・パラリンピック
2019年 Ｇ20大阪サミット
ラグビーワールドカップ

BIE総会の投票結果
立候補国（都市）

１回目の投票

決戦投票

ロシア（エカテリンブルク）

４８ 票

６１ 票

日本（大阪）

アゼルバイジャン（バクー）

８５ 票

２３ 票

９２ 票

日本で初めて開催される
世界規模の最も重要な国際会議

Ｇ20大阪サミットを
成功させましょう！
成功させましょう!
日程 2019年6月28日(金)・29日(土)
会場 インテックス大阪（大阪市住之江区）

