
市政報告

は本気で取り組みます

●ボランティア
街頭でのチラシ配布、チラシ折り、ポス
ティングなど一緒に活動して頂ける方。

●ポスター掲示
大阪維新の会、藤岡寛和の政治活動を
多くの方に知って頂けるよう、ポスター
掲示場所のご提供をして頂ける方。

ふじおか・ひろかず

藤岡 寛和 市政事務所
〒557-0033 大阪市西成区梅南 1-2-3
TEL:06-6657-6681　FAX:06-6657-6682
E-mail : fujioka.ishin@gmail.com

市政に関するご相談は

大阪維新の会「藤岡寛和」の政治活動を
応援して下さる方を募集しています！！
皆様のチカラをお貸しください！

上記以外の事でも結構です！
藤岡寛和の政治活動を応援して頂ける方は
ご連絡をお願い致します。
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市立中学校のクラブ活動

藤岡 寛和 プロフィール

1984 年 2 月 5 日生まれ
大阪市立橘保育所、大阪市立弘治小学校
大阪市立今宮中学校、太成高等学校、
関西学院大学法学部政治学科
維新政治塾 1期生
 行政書士事務所代表
(社 ) コスモス成年後見サポートセンター幹事

Facebook  https://www.facebook.com/hirokazu.fujioka

大阪維新の会　大阪市会議員〈西成区選出〉

西成特区における環境対
策事業の進捗状況は？？
　
●平成25年から5ヵ年計画で始
まりました。不法投棄ゴミが前年
度比22％減。　●落書き対策。
●平成29年度以降は、駐輪対策
や薬物依存者等へのケアを重点
的に行う。
　

過去の状態に戻らないよう要望
しました。

平成26年度末に閉校した、もと
弘治小学校の跡地はど
のように運用されているの？？
　
●もと弘治小学校は「生活指導サ
ポートセンター」として平成27
年度より運営開始。そこでは出
席停止児童のサポート並びに生
活指導に関する学校へのフォ
ローをおこなう。
●教育現場における新たな取り
組みとして、学校での課題解決
につなげる。

藤岡寛和は平成27年度[教育こども
常任委員会]に所属しておりました。
教育こども委員会は待機児童問題や
学校給食など子育て教育分野に関す
る施策について議論する場です。
我 ・々大阪維新の会は教育・子育て環
境の向上を目指して、今後も議会活動
を行っていきます。

地域図書館（区の図書館）の
利便性の向上を要望
　

図書館は基本的に図書の閲覧を行
う場としており、自習利用を認め
ていない。しかし、自習利用につい
て住民の要望があるならば、住民
ニーズに沿う形の区政運営が求め
られる。
　
●閲覧者の阻害にならない範囲で、
区長と図書館管理者の判断におい
て自習利用が可能になりました。
実際に、天王寺区の図書館での自
習利用が認められました。
（ニュースで取り上げて頂きました）
https://thepage.jp/osaka/detal/2016
0316-00000008-wordleaf

部活動の外部委託に
関する進捗状況は？？
　

教員の日常業務が多忙を極め
る中、部活動における顧問の
教員の負担が大きいことが課
題視されています。
　
●市内8校の中学校をモデル
校として、平成27年度2学期
より部活動の外部委託を実施。
●教員の負担軽減並びにモデ
ル校の生徒の技術向上につな
がっている。
　

モデル校での実施にとどまら
ず、中学校部活動の外部委託
を全市展開できるよう要望し
ました。

　　待機児童対策について
平成30年4月までに待機児童ゼロを本
市の目標に掲げているが、現実的に間
に合うのか否か懸念されています。
大阪市はあらゆる手段を講じて待機児
童ゼロを目指す。都市公園を利用した、
公園内に保育所を設ける特区制度（国
家戦略特区）の活用を要望しました。

　　小中一貫校の取り組み
　　  に関する成果は？？
 

大阪市では3校の小中一貫校が開校さ
れている。英語教育やICT機器（タブ
レット端末）を活用した特色ある教育活
動が実施されている。
　

開校後、日が浅いので、アンケート調査
などを行い、有効な取り組みを他区に
も広めることが重要。
効果検証を綿密に行った上で、現状の
取り組みが今後の学校運営に活かすこ
とができるよう要望しました。

大阪市議会　教育こども常任委員会

子育てしやすい環境作りを
平成28年3月に
行われた予算委
員会における質
疑をしました。

藤岡寛和が平成28年3月に行われた
予算委員会における質疑内容と役所
の答弁のまとめを報告します。

●待機児童の解消
●5歳児教育無償化
●小中学校普通教育エアコン設置

●中学校給食の実施
●病児・病後児保育事業
●教育ICT事業

●バウチャー塾代助成事業
●こども医療費助成の拡充
 （H29年度18歳までに拡大）

●介護予防事業
●地域巡回型がん検診事業
●認知症高齢者支援事業の充実

●認知症初期集中支援チーム推進事業
●生活困窮者自立支援モデル事業
●要援護者見守りネットワーク事業

問題
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答

答

答

答

問題
提起

現状

次世代の成長を支える大阪の取り組み

高齢者の安心を支える大阪の取り組み

手つかずだった環境問題に
維新がメス入れ

•あいりんの環境対策
•もと弘治小学校跡地利用
•地域図書館の自習利用
•（中学校）部活動の外部委託
•待機児童対策
•小中一貫校の取り組み

　予算市会　質疑内容
•あいりんの環境対策
•もと弘治小学校跡地利用
•地域図書館の自習利用
•（中学校）部活動の外部委託
•待機児童対策
•小中一貫校の取り組み
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