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３月２２日 ３兆１,０１１億円の 05 年度一般会計予算案な
ど議案 163 件を可決、国への意見書 6 件も採択するなどして
閉会。府内、公立小学校などへの警備員配置や不登校対策の
強化のため約 7 億 3800 万円の補正予算も含め、予算関連議
案はいずれも原案通り可決されました。

初めての「一問一答方式」で公明党
（鈴木和夫幹事長）が代表質問
① 観光立都について
② 知事の政治姿勢について
③ 子どもの安全について
④ 府消費者保護条例改正
⑤ 就労支援策
の６項目について質問しました。
特に大阪再生に向けて取り組むためには産業振興はもとよ
り、関空就航促進を通じ海外からの集客が期待される中、観
光立都の構築が重要との観点から、観光振興を中心に質問を
展開しました。
○ 観光振興を推進するための観光局の設置
○ 観光関係の専門家に｢観光戦略アドバイザー｣として活用
○ 多言語案内機能強化やＩＴ端末の設置に取り組む市町村
観光協会等の支援制度創設
○ 外国人観光客の集客に熱心な店舗を「大阪おいでやす協
力店」として選定。モデルツアーコースに組み込む。
○ 外国語対応可能な飲食店やタクシー、家電店が旅行者に
アピールできるよう｢大阪版外国語対応認定制度｣の導入
○ 府庁舎が観光スポットとなるよう府庁本館の休日開放
○ 府立大学への観光学科の創設に向けて検討
○ サミット誘致への積極的な取り組み
など、実施に向け積極的な旨の答弁がありました。
特に本年は日韓国交正常化４０周年に当たり、日韓友情年の
積極的な取り組みは勿論、韓国映画祭の開催や御堂筋パレード
へのぺ・ヨンジュンさんやチェ・ジウさんの招聘をしてはとの
提案に対し、知事より実現したい旨の答弁がありました。
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三浦 とし子 府政相談事務所のご案内
※ 平日 9:30〜17:00

開設しています。

どうぞお気軽にお電話ください。

商工労働常任委員会での質問
質１．地域就労支援事業について
事業実施からの成果、大阪府として市町村に対する今
後の支援のあり方、他の支援センターや支援メニュー
や相談窓口等の情報提供の取り組みついて
答１．「OSAKA しごと館」の中に設置される「JOB プラザ」が、
市町村が実施する地域就労支援事業の諸課題をサポー
トする「バックアップセンター」としての役割を担う。
又、担当職員への先進事例の紹介や課題解決方策など意
見交換ができるような会議の設置、相談業務に従事する
コーディネーターの資質向上のための研修事業の充実
に取り組む。
就職困難者の支援機関及びその支援内容を集約したウ
ェブサイトは作られていないため本年設置される
「OSAKA しごと館」のホームページを作成するにあたり、
関連の情報も併せて提供できるよう取り組む。
大阪府では、障害者・中高年齢者・母子家庭などの中で、
働く意欲がありながら、雇用・就労が実現できないでいる
方々への就労支援として、全国に先駆けて平成１４年度に
「地域就労支援事業」が創設。
吹田市にも産業労働課と岸部人権センターに設置

質２. 産業支援型シニアグループの活動支援について
答２．大阪商工会議所が中心となり、中小企業 OB も含め団塊
の世代の受け皿となる組織として「アクティブシニアの
コミュニティネットワーク（仮称）」を平成１７年度中
に立ち上げるべく準備中。
シニアの活力を活かすため、ネットワークの立ち上げに
かかる経費の一部を府が負担する。また、府の関連施策
や制度の情報提供、中小企業センターなど支援機関とも
連携を図りながら、このネットワーク組織の活動が、中
小企業のマーケティングや、販路開拓など経営支援につ
ながるよう積極的に支援していく。
産業支援型シニアグループ：企業退職者らが中心となって
中小企業やベンチャー企業などへの経営、技術支援を行な
う団体

質３．今後、労働力として期待される女性が、就労だけでは
なく創業もその選択肢のひとつとして取り組んでいき
やすい支援のあり方について、
答３．女性参加を促す体験談や事例掲載などドーンセンターと
連携しながら創業者向けのセミナー等 PR に努める。
地域中小企業支援センターを中心に市町村をはじめ、
商工会議所・商工会、金融機関などの支援機関が一同に
会する連携会議の開催などを通し創業支援に努める。
また、「成長性評価融資制度」を活用し、市町村や地域
支
援機関、地域金融機関が一体となって創業意欲のある地
域住民に対し、創業に必要となる様々な課題解決に向け
た支援策をパッケージで提供する仕組みを構築する。具
体的には地域創業の活性化を目指す２〜３の市町村で、
モデル実施をしたい。

日本学生支援機構
高校在学(第一種)

高校在学生

4 月上旬〜5 月上旬

大学予約(第一種)

高校三年生

4 月上旬〜6 月上旬

高校卒業後

4 月上旬〜9 月上旬

入学時特別増額

二年以内の者

第一種第二種申請時

大学在学

大学生

4 月上旬〜5 月上旬

〃

(第二種)

大阪府育英会
高校在学

高校生

4 月上旬〜5 月上旬

母子寡婦福祉資金
修学・就学資金

中三,高校大学生

授業料減免・免除

高校在学生

入学決定後随時
継続 3/31,新規 4/15

生活福祉資金
修学費･支度金

中三,高校大学生

入学決定後随時

国民生活金融公庫

中三,高校三年生

入学決定後随時

公立高等学校定時制

定時制・通信制

及通信制修学援助費

課程在学生

6 月上旬〜6 月下旬

吹田市
小中学生就学援助費

小中学校生徒

4/1 〜 4/28( 以 降 随

高校奨学金

高校在学生

時)市役所低層棟３Ｆ

〜 どっこい大阪

なかなか大阪 〜
「若手企業家 ガチンコトーク」観覧者募集！！
若手企業家、起業を目指す学生と知事とのトークバトル
と き：平成１７年４月２８日 (木)
午後４時から午後５時３０分
ところ：大 阪 大 学 吹 田 キ ャ ン パ ス 内
(銀杏会館/３Ｆホール)
【大阪モノレール｢阪大病院前｣徒歩８分】
募集人数：府内在住または在勤･在学の方(１５０名先着順)
（参加者には入場整理券を送付）
※当日ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。
応募方法：電話･はがき(当日消印有効)･ＦＡＸ･大阪府ＨＰ
｢住所｣｢氏名｣｢電話番号｣を添えて申込
募集期間：平成 17 年 4 月 1 日(金)〜平成 17 年 4 月 22 日(金)
申込(問合せ)先
郵送･･〒540-8570 大阪府知事公室広報室府民情報課
広聴担当 (住所不要)
電話･･ ０６−６９４１−０３５１(内線４００１〜３)
FAX･･･ ０６−６９４４−４０７３

「吹二地区福祉を語る集い」が２月５日(日)メイシアターで
開催。５９名の参加者。ワークショップ形式で進行された。
(財)大阪府住宅管理センターは、平成１７年４月１日に

くらし・福祉をめぐる課題、住民が取り組めること、市や社会

大阪府住宅供給公社と統合し、４月から大阪府住宅供給公

福祉協議会に望む事などを討議した。参加者はお互いの意見を

社が「府営住宅」と「公社賃貸住宅」の両方の住宅を管理

交換する中で改めて地域の課題、問題が共有でき、地域コミュ

することになります。

ニティの大切さを感じたようです。地域福祉計画は、地域住民
の意見を反映させながら策定する計画。パブリックコメントや

(新 )業 務 窓 口
大阪府住宅供給公社(住宅管理部募集課府営住宅募集係)
●所在地：大阪市中央区今橋２丁目３番２１号(藤浪ビル)
●ＴＥＬ：０６−６２０３−５４５１(代)

市民フォーラムも開催予定されているようです。策定の経過を
情報公開していただき、今後より多くの市民の意見が反映でき
る計画になることを望みます。

千里管理センター
豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・島本
町の方
●所在地：豊中市新千里東町１−１−５
●ビル名：大阪モノレール千里中央ビル４階
●電 話：(０６)６８３３−６３５１(代)
(現在の千里住宅管理事務所と同じ電話番号です。)
●最寄駅：大阪モノレール「千里中央」駅 下車約５０ｍ
北大阪急行「千里中央」駅 下車約２００ｍ

２月活動日誌

吹田市青少年野外活動センターにある「光の森」を島・坂口
両市会議員と訪問。フレンド(大学生)と熱心に学習している児

１日(火)
２日(水)
３日(木)
４日(金)
５日(土)
６日(日)
９日(水)
１０日(木)
１１日(金)
１２日(土)
１３日(日)
１４日(月)
１５日(火)

政調会
政調会
府政相談
出張府政相談
吹二地区福祉を語るつどい
第１７回歌舞伎フォーラム
党府議団会
府老人大学同窓会文化祭
出張府政相談
女性議員研修
吹田市消防本部起工式
総支部会議
府庁当番

１６日(水) 党府議団会
１７日(木) 府政相談
１８日(金) 女性局予算説明会
１９日(土) 女性局予算説明会
２１日(月) 出張府政相談
２２日(火) 商工労働委員協議会
２３日(水) 党府議団会
２４日(木) 「光の森」視察
２５日(金) 府議会本会議
２６日(土) 平和委員会フォーラム
２７日(日) 出張府政相談
２８日(月) 北千里高校卒業式
吹田市議員団会議

童・生徒の姿勢、ここは不登校児童や生徒にとって大切な居場
所となっていることが理解できた。適応指導教室が大阪府内で
は３７市町村で開設。しかしながら不登校児童・生徒が大阪府
で、約１万名もいる内、こういった教室に通えるのは 700 名と
僅か。当日説明を頂いた岩田先生はできるだけ早い時期での教
師の気づきが大切と、各学校での専任教員の必要性を強く訴え
られていました。翌日の報道で専任教員の配置の記事。大阪府
は国の加配を活用して、府内１５校に専任教員の配置や不登校
支援協力員の配置など事業予定しているが、学校と関係機関と
保護者の連携の確保はもとより、今一番求められているのは学
校と保護者との信頼関係ではないだろうか。

