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今年度自治体キャラバン行動要望書を発送～各

市町村から続々と反応あり。 
 

6 月 9 日、大阪市・堺市・河南ブロック(太子町・千早赤阪村は除く)を除いた市町に対し下記の内容での

要望書を発送、大阪市に対しては 6 月 10 日の大阪市内ブロック会議での検討を踏まえ本日 15 日発送し

ました。河南地域については 6 月 11 日のブロック会議を踏まえ、独自項目を追加し今月中に発送すること

としています。 

★今年の自治体キャラバン行動のスタンス 

なお今年度のキャラバン行動のスタンスは以下で、各市町村にもこの内容で伝えています。 

○今年度は新型コロナウィルスの関係上これまで通りの多人数で集まっての 2 時間の懇談をお願いする

のは無理だと判断。 

○要望書への文書回答を遅くとも 7 月末までにメールでいただく。 

○回答については届き次第、大阪社保協ホームページ「2020 年度自治体キャラバンページ」にアップ 

○懇談については、少人数で短時間でできないか等、個別当該地域社保協と相談。例年のようなキャラ

バン隊は組まない。 

○多人数でのブロックごとでの事前学習会も企画しないが、ZOOM 学習会等できないか検討したい。 

 

2020年度自治体キャラバン行動「新型コロナ感染症のも

とでの住民のいのちと暮らしを守るための要望書」 

 

【要望内容】 

1. 自治体の職員削減をやめ、緊急時にも市民救済にこたえられる職員配置をしてください。その際は

非正規ではなく正規職員での採用を行ってください。 

2. 各市町村独自の現金支給をいち早く、かつ何度も行ってください。 

3.  国に対して特別定額給付金の第二弾、第三弾を行うよう強く要請してください。 

4.  各市町村独自に地域で活動するＮＰＯ、子ども食堂等と連携し、フードバンク・フードドライブ・フー

ドパントリー事業を立ち上げ、「食うに困っている」子ども、学生、シングルマザー、高齢者はじめ市民

に食べ物が届くようにしてください。 



5. 小中学校の給食費を無償化してください。休校中も必要な子どもたちのために安心・安全・おいしい

給食の提供を行ってください。保育所・こども園・幼稚園などの副食費を無償化してください。 

6.  税・国民健康保険料・介護保険料などの値上げを行わず、さらに大幅な減免制度を行ってくださ

い。国民健康保険傷病手当は被用者だけでなく自営業者やフリーランスにも適用拡大をしてくださ

い。6 月の納付書送付時には、傷病手当や減免制度の内容、徴収の猶予、一部負担金減免などわ

かりやすいチラシをいれ周知を行ってください。なお、申請については窓口での三密をさけるため郵

送申請、メール申請ができるよう、ホームページに申請用紙をアップしダウンロードができるようにして

ください。 

7.  生活保護、住居確保給付金などの申請は簡易にし、三密をさけるため郵送申請、メール申請がで

きるよう、ホームページに申請用紙をアップしダウンロードができるようにしてください。 

8.  新型コロナ感染症で明らかになったように医療体制確保が急務です。地域医療構想を抜本的に見

直すよう国、大阪府に働きかけてください。自治体として発熱外来を医師会、公立病院等と協力して

確保してください。医療機関や妊婦をはじめ必要に応じてＰＣＲ検査がうけられるように拡大してくだ

さい。 

9.  堺市・東大阪市・豊中市・高槻市・枚方市・寝屋川市・吹田市・八尾市は市立保健所の機能強化を

はかってください。それ以外の自治体は保健所機能の強化を行うよう大阪府に強く要望してくださ

い。 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所を大阪府・市直営に戻し、人員予算を拡充する

よう大阪府に要望してください。 

10. マスク・消毒液・フェイスシールド・防護服・グローブ・ゴーグルなどを大阪府と協力して必要数を

全医療機関および介護事業所等に配布してください。 

11. 患者・利用者減による医療機関・介護事業所・障害者事業所等の経営困難に対する赤字補填

を国・大阪府に求めてください。 

12. 「ステイホーム」が長引き、生活困窮や先行きの不安、養育疲れなどで、児童虐待やＤＶの可能

性が高まる中、早期に把握し解決するための手立て、関係部署との連携をすすめてください。 

13. 自然災害の発生に備え、避難所で感染が広がらないように感染予防策を早急に具体化してくだ

さい。 

 

★現時点での各市町村の対応について 

 すでに 18 市町村からメールをいただきましたので以下のように一覧表にしました。自治体の方から積極的

に日程調整を申し出ていただいているところもあります。各地域社保協議で日程や実施方法などご連絡くだ

さい。また、この日程表は大阪社保協ホームページ「2020 自治体キャラバンページ」に更新したものを随時

アップします。 

 

2020 年度自治体キャラバン行動市町村対応状況 20200615 現在  

    担当課  担当者 連絡先電話番号 対応状況 
1 大阪市         
2 豊中市         



3 池田市         
4 豊能町         
5 能勢町 健康福祉部福祉課 中務 072-731-2150 要望書データ送信済 

6 箕面市 
市民部市民サービ
ス政策室 

林 072-724-6723 

要望書データ送信済、懇談会
日程は７月２７日（月）～３
１日（金）のいずれかで午前
１０時から約２時間。箕面社
保協に連絡済 

7 高槻市 
市民生活環境部市
民生活相談課 

中澤・
陶山 

072-674-7130 要望書データ送信済 

8 島本町         
9 茨木市         

10 吹田市 市民部市民総務室 関本 06-6384-1378 要望書データ送信済 
11 摂津市         
12 守口市         

13 門真市 
市民文化部人権市
民相談課 

東 06-6902-5648 要望書データ送信済 

14 大東市 

戦略企画部戦略企
画室広報公聴グル
ープ 

橋本 072-872-2181 要望書データ送信済 

15 四條畷市         
16 寝屋川市         
17 枚方市         
18 交野市         
19 東大阪市         

20 八尾市 

人権文化ふれあい
部コミュニティ政
策推進課地域拠点
係 

野中 072-992-1021 
要望書データ送信済、懇談に
ついては少人数・短時間で対
応 

21 柏原市 
政策推進部企画調
整係 

小栁 072-971-1000 要望書データ送信済 

22 松原市         
23 羽曳野市         
24 藤井寺市         



25 大阪狭山市         
26 富田林市         
27 太子町 総務部総務政策課 辻中 0721-93-0300内 300 要望書データ送信済 
28 河南町         
29 千早赤阪村 健康福祉課 奥野 0721-72-0081 要望書データ送信済 
30 河内長野市         
31 堺市         
32 和泉市         

33 高石市 
政策推進部秘書課
市民活動推進係 

松永 072-265-1001 要望書データ送信済 

34 泉大津市 
総合政策部人権く
らしの相談課 

楠井 0725-33-9208 要望書データ送信済 

35 忠岡町 
町長公室秘書人事
課 

上田 0725-22-1122内 112 要望書データ送信済 

36 岸和田市 
総合政策部広報広
聴課 

乾 072-423-2386 

要望書データ送信済、8月 3
日の週で 1時間程度でどうか
との問い合わせ有、岸和田社
保協に連絡済 

37 貝塚市         

38 泉佐野市 自治推進課 川崎 
072-463-1212内
2274 

要望書データ送信済 

39 田尻町 民生部福祉課 長田 072-466-8813 要望書データ送信済 
40 熊取町         
41 泉南市         

42 阪南市 
総務部地域まちづ
くり支援課 

  072-471-5678 要望書データ送信済 

43 岬町 しあわせ創造部 今坂 072-492-2713 要望書データ送信済 
 

★今年の自治体キャラバン資料集は 7 月中旬～末発行予定 

新型コロナとの関係で、各市町村には実務の無理がないように、今年度は 6 月末まで回答を待ちたいと

考えており、催促も一度もしていませんので、例年よりゆっくりめの発行とお考えください。 

 


