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ワクチン接種「安全」「安心」ナンバー１の都市を目指す
課題解決のため吉村知事へ提言

府とアストラゼネカ社 健康などの６分野で協働連携
人脈を活かし、コロナ対策にも一手！

　世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症、この災禍を抜け出すためにはワクチン接種に大きな期
待が寄せられているところです。ワクチン接種について大阪府では、3月以降に医療従事者等、4月から６５歳
以上の高齢者、 それ以降に基礎疾患のある方や高齢者施設等の職員に優先的に接種されることになります。
　しかし、新型コロナのワクチン接種については、これまでのインフルエンザワクチン等とは異なり、mRNAワ
クチンという新たなワクチンを投与するため、その有効性などについては不安な方も多くいらっしゃることと思
います。安心して接種していただけるよう正しい情報の周知啓発がなにより大切と考えます。また、集団接種
の際の医師等の人材確保を含む安全な接種体制の構築、使用されずに残ってしまうワクチンロス問題など様々
な課題も残されています。私は維新の会新型コロナPTのリーダーとして高槻市や島本町といった市町村およ
び医療機関と意見交換をすることで問題点を洗い出し吉村知事へ課題解決に向けて提言を行いました。
　日本のなかでも都市部である大阪においてコロナの課題を克服することが、この国難を切り拓くことに繋が
ります。

　府と製薬大手アストラゼネカ（以下、AZ社）は健康や防災、福祉など６分野で協働する
包括連携協定を都道府県で初めて締結しました。AZ社は新型コロナウイルスワクチンの
開発を進めており、日本とは1億2000万回分の供給をすることで基本合意しています。
　2019年11月、私がAZ社を吉村知事へ紹介し1年を超える協議を経て、今回の協定締
結に結びつきました。協定に基づき、AZ社は新型コロナウイルスを含む感染症予防やが
ん検診受診率の向上、母子家庭を対象とした教育支援などを行うとともに2025年大阪・
関西万博への出展も検討しています。
　今後、大阪府域がグローバル社会で発展するためには行政と民間が共同で（公民連携）
取組む必要があります。議会内外で大阪全体の発展のため力を尽くします。
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新型コロナウイルス感染症対策
ポストコロナ社会へ

2020年度
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吉村知事へ提言（令和3年2月）

産経新聞令和3年1月23日付けにも掲載

吉村知事へ提言（令和3年2月）

産経新聞令和3年1月23日付けにも掲載

　コロナ禍での緊急事態宣言や時短要請等、これまで様々な取り組みにご協力をいただ
き感謝申し上げます。吉村知事とともに、新型コロナから府民の命、生活を守ることを最
優先に取り組んでまいります。
　併せて、2025大阪・関西万博をはじめ、ポストコロナ社会を見据えた施策の推進にも注
力していきます。大変な日々が続きますが、要望やご相談等ありましたら、お気軽に下記
府政相談事務所までご連絡ください。引き続きご指導、ご鞭撻よろしくお願いします。
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感染リスクが高まる「5つの場面」換気をよくして三密を避けよう！いつでもマスク！手洗い・消毒忘れずに！

飲酒を伴う
懇親会1 大人数や長時間の2 マスクなしでの

会話3 狭い空間での
共同生活4 居場所の5懇親会 共同生活 切り替わり飲食

飲酒の影響で感覚が
鈍り大声になる。
箸などの共用が感染
リスクを高める。

短時間の食事
に比べて、
感染リスクが
高まる。

飛沫感染などでの
感染リスクが高まる。
移動の際の車中でも
注意が必要！

長時間にわたり狭い閉鎖
空間が共有されるため、
感染リスクが高まる。
共用部分にも注意が必要！

休憩時間など居場所が
切り替わると気の緩みや
環境の変化により、
感染リスクが高まる。
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新型コロナウイルス感染症の拡大により大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、
失業者の早期の就職につなげていくため、求職者を雇い入れ３ヶ月間雇用した事業主の皆様
に支給する支援金です。大阪府雇用促進支援金

ぜひご活用ください!! ざっくり言うと「新たに人材を採用した事業者にお金を出しますよ」という支援金です。ぜひご活用ください!!

2020
府民の意識調査
実 施 日
実施方法
モニター数

2020.11.16（月）　
インターネット調査
1,595人

あなたが今後、大阪維新の会の府政運営に
最も期待するものは何ですか。Q 今後の新型コロナウイルス対策について、大阪府が

取り組む対策のうち、最も期待するものは何ですか。Q
新型コロナ対策の強化

21.0%

20.1%15.0%12.4%
万博の成功や
国際金融都市構想の実現等、
大阪の成長・発展に関する取組

福祉・医療施策の充実

新型コロナ対策の強化

新型コロナの影響で
低迷する雇用・経済対策

万博の成功や
国際金融都市構想の実現等、
大阪の成長・発展に関する取組

福祉・医療施策の充実

21.0%

20.1%15.0%12.4%

ワクチンや治療薬等の開発

29.5%
ワクチンや治療薬等の開発

29.5%

医療・入院体制の充実

20.3%
医療・入院体制の充実

20.3%PCR検査等の
検査体制の充実
14.5%

PCR検査等の
検査体制の充実
14.5%

休業要請支援金等の給付や
税の減免等の充実
10.5%
休業要請支援金等の給付や
税の減免等の充実
10.5%

新型コロナの影響で
低迷する雇用・経済対策

支給額
正規雇用労働者

１人につき

※いずれも所定労働時間週20時間以上＋雇用保険が適用されていることが必要 ※派遣労働者（いわゆる常用雇用型派遣を除く）としての雇入れや、請負契約は対象外です。

※その他詳細な要件については、大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載の募集要項でご確認ください。

25万円
期間の定め なし

非正規雇用労働者
１人につき

12.5万円
期間の定め あり

支援金が受けられる主な条件は？
❶大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者
　の求人特集に求人を掲載したこと
❷❶の求人を通じて、令和２年４月１日以降に失業状態になった大阪府内に住所が
　ある求職者を令和２年10月1日から令和3年11月30日の間に雇い入れたこと
❸❷で雇い入れた方を３ヶ月継続して雇用したこと
❹❷で雇い入れた方を雇用保険に加入させていること

詳細・お問い合わせ先
〒540‒0031 大阪市中央区北浜3－14 エル・おおさか
大阪府雇用促進支援金事務局 大阪府緊急雇用対策特設ホームページ06‒4794‒7050 大阪府　緊急雇用対策事業

平日
9：30～17：30

高槻警察署の移転建替
いよいよ基本計画がスタート！

　大阪府警高槻警察署の移転建替についての基本計画がいよいよスタートすることにな
ります。署の建物は老朽化・狭あい化が著しく、バリアフリーの問題、耐震の問題、併せて
駐車場が狭小な為、国道171号線にまで車があふれ渋滞を引きおこすなど、効率的な警察
活動や府民サービスに支障が生じていました。これを解消する為、私はこれまで足掛け８
年に渡りこの移転建替の問題に取り組み、また公明党の林議員とも協力をしながら進めて
きました。
　署の移転先は三島救命救急センター跡地および芥川公園の一部になり、敷地面積は現在
の約3,600㎡から約4,600㎡へと大幅に拡張されることになります。この計画は令和３年
度に基本計画、令和４年度から５年度には基本・実施計画を行い、令和６年からの建設工事、
令和８年度中の開署予定を計画しています。

警察常任委員会での質問警察常任委員会での質問

現 高槻警察署現 高槻警察署

公園区域縮小部分
（約0.14ha）

（移転候補地に追加）

現 大阪府三島　　
　救命救急センター
（警察署移転候補地）

高槻警察署の移転先は、現・三島救命センター（高槻市南
芥川町11－11－1）および隣接する芥川公園の一部が予
定地となる

警察常任委員会質問令和２年
12月10日

●警察学校における感染症対策
●児童虐待問題
●あおり運転について
●二輪車の防犯、駐車場対策
●高槻警察署移転建替について（要望）
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