連合大阪泉南地区協議会 自治体政策・予算に対する要請回答
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１．雇用・労働・ＷＬＢ施策（５項目）
（1）地域での就労支援事業強化について

＜継続＞

就職困難層に対する地域就労支援事業について、市町村の事業実績をもとに、
「大阪府・市町村就労支援事業
推進協議会」に設置された部会で、好事例を参考に事業の強化をはかること。さらに、各市町村での事業への
取り組み状況や実績（利用件数、就職者数など）を踏まえ、相談体制の充実など、効果的な体制を構築するこ
と。また、各市町村と国、大阪府、経済団体、労働団体などが連携する「地域労働ネットワーク」の機能を強
化させ、各地域の実情にあわせた雇用・就労対策をきめ細やかに行うこと。
（回答）
貝塚市
本市では、貝塚市就労支援センターで就労支援コーディネーター2 名が就労困難者を対象に相談・支援を行
っています。就労困難者が抱える問題に寄添った細やかな相談を行い、就労に向けた支援を実施しております。
大阪府・市町村就労支援事業推進協議会での事例などを参考に、引き続き大阪府やハローワークなどの関係機
関との連携、地域労働ネットワーク会議などを通じて各市町村との情報交換を行いながら、就労支援事業の充
実に努めてまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
平成 14 年度より大阪府や関係機関と連携し、地域就労支援事業をすすめておりますが、大阪府・市町村就
労支援事業推進協議会の部会に参加するとともに、地域の実情に応じた事業を、今後も引き続き推進してまい
りたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
就職支援対策については、就労支援ネットワークを通じて、他市町村の好事例を収集するとともに、就労支
援ネットワークの機能を活かして、本地域における人材育成や職業能力の開発等を行うことにより、就労支援
事業を実施し、地域の課題の解決に取り組みます。
阪南市（商工労働観光課）
本市の地域就労支援事業につきましては、働く意欲がありながら雇用や就労を実現できない方々に対して、
相談窓口の開設や講座の開催などにより支援を行っております。
また、大阪府及び堺市以南の市町で構成する「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会 堺市・阪南地域ブ
ロック部会」におきまして、各市町の地域就労支援事業の取り組み状況の意見・情報交換等を行い、好事例な
ど情報の共有化を図っております。
さらに、大阪府総合労働事務所南大阪センター及び泉大津市以南市町の関係機関で構成する「阪南地域労働
ネットワーク」では、労働相談実務に関する研修会や意見・情報交換の実施など、関係機関相互の連携を図る
とともに、労働相談担当者の対応能力の向上を図っております。
今後におきましても、
「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会 堺市・阪南地域ブロック部会」や「阪南地
域労働ネットワーク」を通じて、関係機関等と連携を図り、他市町の好事例を参考に事業を強化するとともに、
相談員の資質向上や地域の実情を踏まえ創意工夫し、効果的な体制・支援制度となるよう努めてまいります。
田尻町
他市町村や広域連携による講座やセミナー等の事例を参考に、ひきつづき町の実情に即した講座等を開催し
ていきます。また、職業訓練、職業体験及び広域による合同企業就職説明会への誘導等、相談者の現状に合わ
せ、関係者との連携を図ってまいります。
「地域労働ネットワーク」については、各機関の情報共有の場とし
て活用し、情報を積極的に利用していきます。
熊取町（自治振興課）
現在、就職困難層に対する支援については、本町就労支援センターを設置し、就労支援コーディネーターに
よる相談を行っており、「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」に設置された部会にも参画し、情報収集
等に努めています。
また、相談対応については、大阪府や関係機関と連携し、情報提供を行うとともに、これまでの相談事例や
オンライン提供によるハローワークの求人情報を基に総合的な視点できめ細やかな支援を行います。
岬町
本町では就労支援体制の充実・強化を図るため、地域就労支援センターや担当窓口において、就労・労働相
談を行い、未就労者の支援を行っております。引き続き、関係機関との連携を図りながら地域の雇用労働対策
の充実に努めてまいります。
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（2）基金事業の総括と独自事業の展開について

＜継続＞

これまで実施した基金事業の総括をきめ細やかに行い、大阪の雇用環境は改善傾向にあるとはいえ、全国と
比して依然厳しい状況にあることから、何らかの形で基金事業が継続されるよう国に要望すること。
また、
「まち・ひと・しごと創生推進会議」とも連携し、独自事業の展開とともに、積極的な予算措置を行う
こと。
（回答）
貝塚市
雇用基金事業の継続を国に要望する考えはありません。
なお、本市としましては、このたび策定いたしました「貝塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、
創業支援や空き店舗活用事業などを行ってまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
これまでの緊急雇用創出基金事業を踏まえ、地域住民生活等緊急支援のための交付金、いわゆる地方創生交
付金を活用した「地域雇用創造バンク事業」を実施することにより、地域雇用の創出を図っていきたいと考え
ております。
泉南市
（産業観光課）
緊急雇用創出基金事業については、これまで当該基金を活用して様々な雇用創出事業を実施し、一定の成果
を得てきました。しかし、いまだ本地域の雇用状況は厳しいため、本市「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
に基づき、その改善に取り組みます。
（政策推進課）
緊急雇用創出基金事業については、これまで当該基金を活用して様々な雇用創出事業を実施し、一定の成果
を得てきました。しかし、いまだ本地域の雇用状況は厳しいため、泉南市まち・ひと・しごと創生総合戦略に
基づき、労働環境の改善に取り組みます。
また、本市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会で各施策の重要業績指標（KPI）の達成度を適正に
管理・精査することで PDCA サイクルの確立に努めます。
阪南市（商工労働観光課）
本市の雇用創出の基金事業につきましては、医療、治安・防災、子育て、環境、教育・文化、情報通信、観
光、産業振興の分野におきまして事業を実施し、離職した失業者等の雇用機会の創出に取り組んでまいりまし
た。
次の雇用までの短期間の雇用の創出や産業振興分野におきましては、基金事業終了後も事業所において正社
員として採用し事業を継続するなど、人材の見極めや新規事業の創出などについても事業効果が得られたもの
と考えております。
今後、大阪府をはじめ関係機関と連携し、基金事業を継続するよう国に要望するとともに、「おもいやりあ
ふれるまち阪南

まち・ひと・しごと創生委員会」の意見等を踏まえ策定した「阪南市総合戦略」や「阪南市

総合戦略アクションプラン」に基づき、独自事業の展開等を図ってまいります。
田尻町
国の施策の動向を確かめながら、地域の実情に合った事業を展開できるよう予算要求してまいります。また
事業を実施するうえで、基金等を効果的に活用できるよう工夫し、積極的に利用していきます。
熊取町（自治振興課）
本町における緊急雇用創出基金事業の活用については、平成 24 年度においては、「徴収率向上対策事業」
や「介護職員初任者資格取得事業」、「有給インターンシップ事業」を実施するとともに、「道路台帳電子化
事業」を実施し就労困難者の雇用に努めたほか、平成 24 年度においては、「駅前ギャラリーを利用した熊取
町のＰＲ人材育成事業」「観光振興リーダー養成業務」「介護職員育成業務」の 3 事業を実施したところです。
今後も引き続き、国、大阪府や各般の動向等を注視しながら、適宜検討してまいります。
岬町
本町の地域を支える産業の支援等の施策の実施に努めてまいります。
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（3）生活困窮者自立支援の充実・強化について

＜継続＞

生活困窮者自立支援法が 2015 年 4 月に施行されたことから、法の趣旨に基づき、生活困窮者個々人の事情や
状況にあわせて、包括的・継続的に支えていく伴走型の個別的な支援を、有効に機能させること。とくに就労
支援や生活支援（福祉・家庭環境など）に関係する部署が連携し、各支援員を適正に配置するなど生活困窮者
自立支援事業の体制を強化すること。
また中間的就労事業者の参入促進や新規開拓を図るとともに、事業所支援（補助金・優先発注など）を強化
すること。
（回答）
貝塚市
本市では、市民相談室に生活困窮者自立支援の相談窓口を設置し、主任相談支援員 1 名、相談支援員 1 名を
配置して、生活困窮者の相談・支援を実施しています。
就労訓練事業については、大阪府と連携しながら、事業者の参入促進や新規開拓に取り組んでまいります。
事業所支援については、国等に働きかけてまいります。
泉佐野市（生活福祉課）
平成 27 年度から施行されている「生活困窮者自立支援法」につきましては、必須事業となっている「自立
相談支援事業」
「住居確保給付金」に加えて、任意事業のひとつである「一時生活支援事業」を実施しており
ます。
しかし、相談者の多様で複雑な問題を解決していくために、相談窓口という入口を設置するのであるから、
より多くの出口を用意するようにと、国や大阪府からは求められています。よって、当市におきましても、法
の目的を理解し、これまでの相談内容や他市の実施状況を踏まえて、平成 28 年度から「就労準備支援事業」
を実施し、就労先となる事業所の開拓や就労自立に関する支援、一般就労が困難と思われる方には、日常生活・
社会生活の自立に関する支援の充実・強化を図ってまいります。
また、相談支援員を 1 名増員し、制度が掲げている「包括的な支援」
「個別的な支援」「早期的な支援」「継
続的な支援」「分権的・創造的な支援」の 5 つの支援の実践に向けて事業を進めていく予定です。
法施行からまだ一年も満たない制度ですが、今後も相談事業等の実績を勘案し、施策の充実に努めてまいり
ます。
泉南市
（生活福祉課）
平成 27 年 4 月 1 日の法施行に伴い本市では、必須事業である自立相談支援事業、住居確保給付金、任意事
業である就労準備支援事業、一時生活支援事業、学習支援事業を行っています。
平成 27 年 7 月 1 日からは、一般社団法人泉南市人権協会に自立相談支援事業、就労準備支援事業を業務委
託しています。また、平成 27 年 7 月 3 日に、庁内の各部署との連携を図り、潜在的な困窮者を発見すること
等を目的に、泉南市生活困窮者自立支援事業庁内対策推進会議を設置しています。
その他にも、社会福祉協議会、ハローワーク、ＣＳＷ等、各関係機関と連携し、包括的かつ継続的な支援を
行うための支援体制の強化を図っています。
就労訓練事業（いわゆる中間的就労）に関しては、生活困窮者自立支援法では、就労訓練事業の適切な実施
を確保するため、都道府県知事等が事業を認定しており、平成 27 年 10 月 1 日現在で、大阪府下において 35
ヶ所の事業所が認定されています。
今後は、大阪府と協力のもと、就労訓練事業者（中間的就労事業者）の参入促進並びに新規開拓活動に努め
ます。
（産業観光課）
就労支援の観点から福祉部署と連携を行います。
阪南市（生活支援課）
本市におきましては、自立相談支援機関を直営として生活支援課内に主任相談支援員、相談支援員の 2 名の
職員を配置し事業を実施しており、支援調整には生活困窮者が関連する各関係部署も参加し、支援計画等を策
定しております。
今後も引き続き各部署や他の相談機関等と連携し、生活困窮者自立支援事業体制の充実強化を図り、併せて
他の任意事業の実施につきましても検討してまいります。
また、「中間就労の場づくり」は生活困窮者の施策としても大事な取り組みであると認識しており、市の労
働部署とも連携・協議を行い、中間的就労の体制の整備・充実を図ってまいります。
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田尻町
福祉事務所を設置していない本町においては、大阪府岸和田子ども家庭センターが生活困窮者自立支援法に
係る事業の所管となっています。本年度 4 月施行の生活困窮者自立支援法に向けて、本町では担当部局である
民生部福祉課が基点となり、住民課や税務課など、住民窓口となりうる部署と福祉課との連携を強化し、重層
的な庁内ネットワークの構築に努めてまいりました。その結果、他課の窓口にて生活困窮関連の相談に来られ
た住民に対しても、混乱を与えることなく迅速に福祉課及び相談支援員へと繋ぐことができています。
今後も、生活困窮者自立支援担当部局である福祉課が中心となって庁内ネットワークを統率し、ケースワー
カーや相談支援員、ＣＳＷなどとの連携を一層密にすることにより、生活困窮者の包括的・継続的支援体制強
化及び中間的就労事業者の発掘に努めてまいります。
熊取町
（自治振興課）
生活困窮者の自立支援策としての就労支援の取り組みについては、中間的就労事業者をはじめとする自立に
向けた情報収集のほか、福祉部署と連携しながら支援体制の確立に努めてまいります。
（生活福祉課）
本町には福祉事務所が設置されていないため、生活困窮者自立支援制度の実施主体は大阪府となりますが、
住民に最も身近な行政窓口として、大阪府が設置する自立相談支援機関と十分連携しつつ、地域の生活困窮者
からの一次的な相談に対応してまいります。
また、本町にはＣＳＷを 1 名配置しており、関係部署・機関と連携しながら、ケースに応じた伴走型支援を
実施しているところですが、当該制度が円滑かつ有効に施行・推進されるよう、就労に関する部署をはじめ、
様々な部署・関係機関との連携をより深め、体制の充実を図ってまいります。
岬町
岬町地域就労支援センターやハローワークなどの関係機関と連携を図り、就労支援・生活支援の体制強化を
行ってまいりたいと考えます。
（4）メンタルヘルスやハラスメントの相談機能強化と法違反企業対策について

＜継続＞

最近の労働相談では、
「職場のいじめ・嫌がらせ」に関するハラスメント相談が近年急増している。また、職
場におけるメンタルヘルスの問題も増加していることから、予防対策や早期発見による適切な指導などが行え
るよう、専門的知識を有したカウンセラーなどと協力して相談機能を強化するとともに、労働基準監督署と連
携し、マニュアル・ガイドライン等による啓発活動を強化すること。
さらに、長時間労働の強要や強制的残業代のカットなどの法違反を行う悪質な企業が社会問題となっている
ことから、相談を通じてそのような疑いがあれば、労働基準監督署とも連携し、適切な施策を講じること。
（回答）
貝塚市
職場でのハラスメントやメンタルヘルス問題をはじめ、専門性を必要とする労働相談が寄せられた場合は、
大阪府総合労働事務所等、専門の相談機関への紹介を行っています。また、法違反を行う悪質な企業に関する
相談を受けた場合には、労働基準監督署に通報するなど適切に対応してまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
大阪府をはじめ関係機関と連携を図り、相談対応や啓発活動の強化に努めてまいりたいと考えております。
泉南市（人権推進課）
本市では、2012（平成 24）年 3 月に新プランとして「第 3 次せんなん男女平等参画プラン」を策定してい
ます。このプランでは、ハラスメント防止やメンタルヘルスについて、取り組み項目のひとつとして掲げてい
ます。ハラスメントの防止及びメンタルヘルスについて啓発と相談窓口の周知につとめていきます。さらに、
労働基準監督署とも連携し、啓発活動の強化に努めます。
阪南市（商工労働観光課）
ハラスメント相談やメンタルヘルス問題が増加傾向にあることは認識しているところです。今後は、商工会
等関係機関と連携を図り、窓口・広報誌・市ウェブサイト等のさまざまな媒体を活用し、早期発見にむけた啓
発活動や相談機能の強化に取り組むとともに、労働基準監督署と連携しながら、マニュアル・ガイドライン等
による啓発活動にも取り組んでまいりたいと考えております。
加えて、近年、社会問題化している、いわゆる「ブラック企業」等に関する相談を受けた場合には、労働基
準監督署をはじめ関係機関と連携し、適切な対応に向け努めてまいります。
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田尻町
職員や相談員が問題の本質を理解し知識を深められるよう研修等に積極的に参加し、相談内容に対して適切
に対応できるよう努めてまいります。また、府や労働基準監督署と連携し、情報収集に努め、広報活動により
積極的に啓発を行っていきます。
熊取町
（人事課）
ハラスメントやメンタルヘルスの問題の防止に向け、管理職職員に対して指導を徹底するとともに、ストレ
スチェック制度を導入し職員のメンタル不調の予防に努めていきます。
また、メンタル不調の職員に対しては、その円滑な職場復帰のため、適宜必要な対策に努めます。
（自治振興課）
本町の就労支援における相談において、職場におけるハラスメント相談、あるいは、長時間労働の強要や強
制的残業代カットなど、法違反を疑うような事例があれば、労働基準監督署と連携し適切に対応してまいりま
す。また、啓発活動については、広報、ホームページ、啓発チラシ等を通じてＰＲに努めてまいります。
岬町
産業医や労働基準監督署等の関係機関と連携し、メンタルヘルスやハラスメントに係る相談機能の強化に努
めてまいります。また企業や個人から相談があれば適切に対処していきたいと考えます。
（5）仕事と生活の調和推進にむけて
①女性の就業支援について

＜継続＞

女性の雇用状況で、とくに大阪は、出産・子育て期に低下するＭ字カーブの谷が全国平均より深いが、一
方で女性全体の就業希望者は全国平均より高くなっている。そこで、次年度から実施予定の「女性の活躍推
進法」を見据えるとともに、大阪府で取り組んでいる「男女いきいき・元気宣言 」登録事業者を増やす取
り組みを強化し、大阪労働局と連携して次世代認定マーク「くるみん」
「プラチナくるみん（特例認定制度）」
の周知・啓発に努め、子育てサポート企業認定の取得促進をはかること。
（回答）
貝塚市
平成 25 年 3 月に策定した「貝塚市男女共同参画計画（第 3 期）コスモスプラン」の中で、女性の活用促進
や能力開発を市の取り組むべき施策と定め、さらに、企業も女性の積極的活用に取り組む役割を担うこととし
ています。
本市においては、本年 10 月に「女性が輝き、子どもが生き生きと育つまちを目指して」と掲げ、「貝塚市
まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、女性が住み続けたいまちづくりを進めることとしております。
また、「くるみん」「プラチナくるみん」の認定制度については、貝塚商工会議所と連携し、周知・啓発に
努めいてまいります。
泉佐野市（人権推進課）
今年度は、国の地域女性活躍交付金事業を活用し、ハッピーママの就活プランをはじめ、ワーク・ライフ・
バランスや、男性の家事・育児、職場のメンタルヘルス等のセミナーをシリーズ開催し、開催状況を「チャレ
ンジ応援冊子」としてまとめ、市内全戸や関係機関に配布いたしました。また、ドーン財団との共催事業とし
て女性の仕事準備セミナー「働きたいと思っているあなたを応援します。」を開催するなど、仕事と生活の調
和推進にむけての取組を実施してまいりました。
次年度も「女性活躍推進法」や「第 4 次男女共同参画基本計画」の下、ワーキングマザーをはじめ女性が補
助的な仕事に滞留する「マミートラック化」ではなく、個々の就労者の状況に応じた人材育成や、多様な人材
の活用、継続雇用や柔軟な働き方を支援する等、女性の活躍促進を支援してまいりたいと考えています。
泉南市
（人権推進課）
前述の「第 3 次せんなん男女平等参画プラン」において、主要施策のひとつとして「仕事と生活のバランス
づくり」を掲げています。泉南市事業所人権推進連絡会を通じて「男女いきいき・元気宣言」事業者の登録へ
の取り組み及び、
「くるみん」マークの認定についても周知に努めます。
（産業観光課）
子育てサポート企業認定制度の取得を促進するため、大阪労働局と連携をはかり、市広報等を利用し「くる
みん」「プラチナくるみん」マークの周知啓発に努めます。
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阪南市（商工労働観光課）
来春施行予定の「女性の活躍推進法」につきましては、人権担当部局など関係課と連携し取り組みを進めて
まいります。
また、
「男女いきいき・元気宣言」登録事業者及び「くるみん」
「プラチナくるみん」につきましては、それ
ぞれ大阪府、労働局と連携を図りながら、窓口・広報誌・市ウェブサイト等のさまざまな媒体を活用し、周知
啓発を図るとともに、商工会等関係機関とも連携し、市内企業に対して周知に努めてまいりたいと考えており
ます。
田尻町
府や関係機関と連携しながら効果的な広報活動を行っていきます。
熊取町（人権推進課）
平成 25 年 3 月に策定した熊取町第 2 次男女共同参画プランにおいても「仕事と家庭の両立支援」を大きな
施策として掲げ、各事業に取り組んでおります。また、女性活躍推進法施行に伴い、女性が働きやすくなるよ
うに特定事業主行動計画を 3 月に策定予定です。
引き続き、大阪府との連携を図りながら、仕事と家庭の調和が図れる環境作りの推進に努めてまいります。
岬町
大阪府や労働局等の関係機関と連携し、岬だよりや町ホームページを通じて啓発活動に努めてまいります。
②父子手帳の発行について

＜継続＞

男性の育児休暇取得率向上など積極的な育児参加を促すとともに、育児休業給付金など各種制度を周知す
る目的から、「父子手帳」を発行して配布し、男性が仕事も家庭も大切にする意識の醸成および向上を図る
とともに、ワーク・ライフ・バランス社会実現の一助とすること。
（回答）
貝塚市
妊娠届時に配布される母子健康手帳や母子健康手帳副読本には、「父子手帳」として配布されているような
内容も含まれており、育児休業制度などの紹介もありますので、夫と共に読んでいただくよう声掛けしていま
す。
また、妊娠出産に備え母親・父親意識の向上を目的に、健康推進課が保健センターでママパパ教室の開催を
行っており、3 回シリーズの 1 日は働くパパが参加しやすいように日曜日に開催しております。教室では、パ
パの疑似妊婦体験や沐浴実習、赤ちゃんとお出かけできる場所や制度の紹介なども行っています。
泉佐野市（子育て支援課）
本市におきましては、父子手帳の発行は実施しておりませんが、
「妊娠中の夫の役割」
「お父さんの役割」な
ど、育児参加を促す内容が収監された母子健康手帳を使用しております。
また、同時にお渡ししている副読本におきましても、
「二人で子育て

みんなで子育て」や「働く女性・男

性のさまざまな制度」など具体的な紹介もしております。また、保健センターで妊婦とその家族を対象に行っ
ているファミリー教室では、妊娠から出産、子育てに関する知識や技術の習得を目的に、お腹の大きな妊婦さ
んの疑似体験や子どものお風呂の入れ方の体験をしていただいております。
今後も児童虐待防止や子育て支援の一環として、父子手帳の検討を含め、父親の育児参加の推進について継
続してまいります。
泉南市
（保健推進課）
これまでの母子健康手帳にかわり、
「親子健康手帳」を発行しています。親子健康手帳には、妊娠や出産記
録、就学前までの子供の健康記録のほか、育児休業給付制度、パパになる準備や乳児期のパパ力など、父親に
なる方への情報も掲載されています。父子健康手帳としてもお使いいただけ、ご夫婦で活用できるものとなっ
ています。男性の育児参加について、親子健康手帳の発行時等を活用し、引き続き普及啓発に努めます。
（人事課）
休暇・休業給付制度など掲載した「休暇の手引き」を作成し、職員に周知しています。職員の休暇取得等を
促すため、積極的な周知を進めます。
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阪南市（健康増進課・こども家庭課）
本市におきましては、現在医療機関等で妊娠が確認され、妊娠届出書による交付申請されると母子健康手帳
を発行し、母子の健康管理のサポートを行っております。
なお、現在発行している母子健康手帳は、両親共の氏名を記入できる欄を設けており、母親だけではなく、
父親も含め出産・育児に活用していただくことを想定していることから、現在のところ父子手帳の発行はして
おりません。
しかし、阪南市子ども・子育て支援事業計画に基づき、ワーク・ライフ・バランスの実現のための働き方の
見直しを図るために、府、地域の企業、労働者団体、子育て支援活動を行う団体と連携しながら、地域の実情
に応じた取組を進めてまいります。
田尻町
本町では父子手帳は配布しておりませんが、母子健康手帳と共に様々な副読本をお渡ししており、男性にも
役立つ情報等も含め、夫婦で子育てするという意識で活用していただくようお勧めしております。
熊取町（子育て支援課）
父子手帳につきましては、母子健康手帳交付時に同時に交付しており、男性の積極的な育児参加などの育児
に対する意識啓発、男性が仕事も家庭も大切にする意識の醸成及び向上を図るとともに、ワーク・ライフ・バ
ランス社会実現の一助となるよう努めてまいります。
岬町
父子手帳の発行については積極的な育児参加の観点から今後検討してまいります。

２．経済・産業・中小企業施策（６項目）
（1）総合評価入札制度の早期拡充と公契約条例の制定について

＜継続＞

市町村において、総合評価入札制度の導入が進んでいない状況にある。早期に拡充できるよう、取り組みを
強化すること。また公共サービスの質の確保、地域経済の活性化、地域における適正な賃金水準の確保により、
住民福祉の増進に寄与することを目的とした公契約条例ならびに公共サービス基本条例の制定にむけ、関係事
業団体との研究会などの設置について検討すること。
（回答）
貝塚市
総合評価入札制度については、導入に向けて検討してまいります。
また、公契約条例等については、近隣自治体の動向を踏まえ、調査研究してまいります。
泉佐野市（総務課）
総合評価入札制度については、平成 11 年 2 月 17 日に公布、施行された地方自治法施行令の一部を改正する
政令の改正により、地方自治体で実施可能となってから 17 年ほどが経過し、本市においてもメリットについ
ては把握をしているところでありますが、総合評価入札制度を実施する案件の設定、評価項目の設定、価格以
外で評価するほどの工事（技術的な工夫の余地が大きい工事）がほとんどないことや、学識経験者における評
価の実施等を行うために事務量の増加、それと本市においては、市内業者の育成に傾注している観点から総合
評価入札制度については導入にいたっておりません。なお、プロポーザルの方式で、平成 25 年度より市庁舎
清掃等施設管理業務委託において障害者雇用等の視点を入れた選定を行っております。
公契約条例の制定につきましては、本市の平成 26 年 12 月議会においても同様の質問があり、「国において
ＩＬＯ94 号条約の批准がなされていないこと、関係法令等が制定されていないこと。また、労働実態の把握
が困難であることやその実効性が担保できないということ、元請から下請の契約、下請から孫請けの契約とい
った民民どおしの契約にどこまで介入できるのかいった課題もあることから、現時点では、公契約条例の制定
は困難であり、今後の研究課題であると考えていますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げま
す。
」との答弁を行ったところであり、現時点では、公共サービス基本条例の制定も含めて困難であり、今後
引き続きの研究課題であると考えております。
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泉南市（契約検査課）
総合評価入札制度につきましては、本年度、大規模建設事業で採用したところです。しかしながら、地元
中小企業への発注に際して、総合評価入札制度の導入には至っていません。
本市では地元企業の特性をふまえ、委託業務に関して、価格競争を原則としつつ、業務の内容により提案
型プロポーザル方式を導入し、質の確保と公契約の趣旨・福祉の視点の評価導入を進めています。
公契約条例については、労働者の賃金・労働条件を決め、その決めた内容を実際に現場労働に適用する規定
を設けることは、本来、国において制定されるべき法律であるのではとの考え方もありますが、公契約の趣旨
を尊重した発注方法や契約を実施していくことを進めています。
条例の制定については、既に制定している自治体があることから、今後その動向を確認し、検討課題として
取り扱います。
阪南市（総務課）
本市では、福祉関係等の事業計画策定の業務委託におきまして、プロポーザル方式（提案型）を導入してお
ります。総合評価入札制度の導入につきましては、組織の体制が整っていないため、導入にいたっておりませ
ん。公契約条例及び公共サービス基本条例の制定に関する関係団体との研究会などの設置につきましては、大
阪府等の動向を踏まえ検討してまいります。
田尻町
総合評価入札制度については、継続的に検討してまいりましたが、本町においては

総合評価入札制度を採

用するに適当とされる工事（事業）がない現状にあります。また、本制度は審査するために発注者側の新しい
工法等の審査に係る時間、審査委員の設置等、人的、経費的な面において課題もあり導入するに至っておりま
せん。
また、公契約条例については、他自治体の動向を見据えながら、検討してまいります。公共サービス基本条
例は制定を予定しておりませんが、公共サービスの実施にあたっては、住民の視点にたち、法の基本理念のも
と、引き続きサービスの向上に努めてまいります。
熊取町（契約検査課）
総合評価入札制度については、そのメリットについて業種や規模等における検討を行っているところです。
本町での導入の可能性などについて、今後も庁内関係部局との連携を図りつつ、引き続き検討を深めてまいり
ます。
また、公契約条例については、目的から第一義的には国全体の政策として捉えられるべきものであるとの認
識から、今後も、国・府や府下自治体等の動向を注視していく考えです。
岬町
総合評価入札制度、公契約条例、公共サービス基本条例につきましては、必要性を勘案し、引き続き検討し
取組を進めてまいります。
（2）技術・技能人材の育成・継承

＜継続＞

中小企業の経営基盤を強化し、中小企業が保有する技術・技能を活用することがものづくり産業の維持・強
化と雇用の確保につながることから、地域・地場企業と連携し、現場力を担う技術・技能人材の育成・継承を
支援するための施策を実施・強化すること。その際には、ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）を
積極的に活用すること。
（回答）
貝塚市
本市では、中小企業向けの各種補助制度により、経営基盤の強化を支援しています。
また、ＭＯＢＩＯについては、大阪府や貝塚商工会議所と連携し、活用の支援をしてまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
大阪府や商工会議所等の関係機関と連携を図り、中小地場企業の支援に努めてまいります。
平成 26 年 4 月より施行している「泉佐野市中小企業振興基本条例」の基本理念に則り、大阪府や商工会議
所等の関係機関との情報交換を促進することで、当該機関との連携・協力を強化し、より効果的な中小企業支
援策を検討してまいりたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
今後、喪失が危惧される中小企業が保有する貴重な技術・技能を継承していくため、大阪府や商工会などそ
の他関係機関と連携しながら検討します。
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阪南市（商工労働観光課）
中小企業の技術・技能の伝承につきましては、ものづくりは人づくりを基本に考え、商工会等関係機関と連
携し、各種施策の構築を図るとともに、ＭＯＢＩＯの活用や商工会と連携した施策との融合により、市内中小
企業の販路開拓などの支援に努めてまいりたいと考えております。
田尻町
ものづくり支援施策の実施手法等、企業間及び官民連携の具体策について検討してまいります。
熊取町（自治振興課）
本町では、零細企業が圧倒的多数であり、技術力や商品企画力、新製品開発力の強化など多くの課題を抱え
ていますが、このような中で、技術を有効に活用できる人材の育成など、大阪府、商工会を含む各種関係機関
との連携を図ってまいりたいと考えます。
岬町
本町では平成 22 年度から岬町、泉南市、阪南市及び熊取町の商工が開催する「ものづくり展」への支援を
行っており、今後も引き続き、中小企業支援に向けた積極的な取り組みを進めてまいります。またＭＯＢＩＯ
の活用も積極的に取り入れてまいります。
（3）中小・地場企業への融資制度の拡充について

＜継続＞

中小企業向け融資制度の実績状況を勘案し、制度の見直しを含め、有効かつ実効性を高める制度対策を講じ
ること。また制度を変更する場合は、当該の中小企業に対し、変更内容を速やかに周知すること。
（回答）
貝塚市
現時点では本市の中小企業向け融資制度の見直しは考えておりません。
なお、変更を行った場合には、ホームページや広報紙等で速やかに周知してまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
融資制度につきましては、大阪府や関係機関と連携し、各種の制度融資の情報を効果的に周知し利用促進を
図ります。また制度が変更された場合も迅速な周知に努めてまいりたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
現在、大阪府の制度融資等への利子補給事業を実施しており、当市の財政状況も鑑みながら、関係機関と連
携し、有効性と実効性を有する中小企業向けの融資制度について検討します。
阪南市（商工労働観光課）
中小企業向け融資制度が有効かつ実効性のある制度となるよう、大阪府へ要望してまいります。また、制度
が変更された場合には、窓口・広報誌・市ウェブサイト等のさまざまな媒体を活用し周知を図るとともに、商
工会等関係機関と連携を図り、市内企業に対して周知に努めてまいりたいと考えております。
田尻町
中小企業者等が融資制度を有効活用できるよう、銀行等への情報提供及び町広報紙等を通じ、広く周知して
まいります。
熊取町（自治振興課）
中小企業者等の円滑な資金調達に係る融資の信用保証料に対する補助については、産業活性化基金を活用
し、これまでの町制度融資及び大阪府制度融資における信用保証料の補助を引き続き行ってまいります。
また、町広報や商工会を通じて、引き続き、制度拡充の周知を図るとともに、銀行の融資担当者、さらには
近畿税理士会泉佐野支部に対して制度の説明を行うなど、制度利用の促進に努めています。
岬町
地域産業の振興を図るため、金融機関提案型融資について事業者に周知してまいります。
（4）下請取引適正化の推進について

＜継続＞

中小企業の拠り所となる下請けかけこみ寺の相談件数が依然高い状況にある。下請二法や下請ガイドライン
等を周知・徹底し、下請取引適正化推進の啓発等、監督行政と連携を図り適切な行政指導を行うこと。とくに
昨年は消費増税があり、価格転嫁をさせない取引先企業も散見される。2017 年 4 月にも消費増税が予定されて
いることから、公正取引の確保に向けて関係行政機関と連携強化を図り、より一層厳しく行政指導を行うこと。
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（回答）
貝塚市
下請法違反行為に対する調査権限は、公正取引委員会や中小企業庁にありますが、本市としましては、下請
取引適正化の推進のために、大阪府、貝塚商工会議所と連携して下請二法や下請ガイドライン、下請けかけこ
み寺の周知を市内事業所に行ってまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
中小企業の公正取引の確立につきましては、関係機関と連携しながら、周知徹底に努めてまいります。
泉南市（産業観光課）
中小企業の下請けの現状を踏まえ、公正な取引の確保に向けて、関係機関と連携を図りながら検討します。
阪南市（商工労働観光課）
中小企業の公正取引の確立に向けた下請二法や下請ガイドライン等の周知徹底、下請取引適正化推進の啓発
等につきましては、監督行政及び商工会等関係機関と連携を図り、市内企業への周知啓発に努めるとともに、
大阪府など関係機関と連携を図り、公正取引の確保に向けて取り組んでまいります。
田尻町
先進地域での取り組みを参考にしながら、その実施手法等について、検討してまいります。
熊取町（自治振興課）
下請け二法や下請けガイドライン等については、必要に応じて広報紙をはじめ、各種媒体を通じた啓発活動
を検討してまいります。
岬町
中小企業の公正取引の確立に向け、下請け二法及び下請けガイドラインの周知に努めてまいります。
（5）非常時における事業継続計画（BCP）について

＜継続＞

業務継続計画（BCP）未策定の市町村は、早急に策定へ向けた取り組みを行うこと。また標記計画の中小企業
への普及率がまだまだ低い状況にあることから、専門アドバイザーの配置や中小企業の訪問などを通じて、き
め細かな計画策定を支援すること。
＜策定済の府内 7 市 2 町＞
堺市、豊中市、箕面市、四條畷市、茨木市、藤井寺市、東大阪市、豊能町、田尻町
（回答）
貝塚市
本市の事業継続計画については、今後策定に向け検討してまいります。また、市内中小企業に対しては、貝
塚商工会議所と連携し、事業継続計画の策定に取り組むよう広く周知してまいります。
泉佐野市（市民協働課、まちの活性課）
災害発生時において、情報取集・救助・医療救護など人命を優先した災害応急対策業務を実施し、災害時に
おいても実施すべき通常業務を継続するため、現在、本市においても「泉佐野市業務継続計画（BCP）」を作成
中です。この中で、職員や庁舎・電力情報通信などの業務資源の現状把握や目標設定を行い、職員が被災後も
業務に従事できるための体制づくりに努めてまいります。
また、必要な情報は中小企業へ提供できるよう検討してまいります。
泉南市（危機管理課）
災害時であっても、庁内の体制が混乱せず機能を維持することは重要であることから、ＢＣＰ策定に向け検
討します。また、中小企業への支援の提供については、大阪府商工会連合会の BCP 策定支援制度の周知や、大
阪府等の関係機関と連携を図りながら進めます。
阪南市（危機管理課・工労働観光課）
阪南市地域防災計画につきましては、昨年度、新しい南海トラフ巨大地震の被害想定に沿った形で大幅に見
直しを行うとともに、東日本大震災等の過去の大規模災害の教訓を踏まえ、内容を修正したところです。
市役所における事業継続計画（BCP）の作成につきましては、本計画の中でも記述しており、その重要性は、
十分認識しておりますが、その他の様々な計画等の作成の中で、優先順位を総合的に勘案しながら取り組んで
まいります。また、業務継続計画（BCP）を策定することは、市をはじめ中小企業における緊急事態への対応
力の向上として重要であると考えます。本市では商工会との連携により、セミナーの開催など事業継続計画
（BCP）策定支援事業に取り組み、中小企業事業主に対して、広く周知等に努めております。
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田尻町
平成 25 年度に策定した町職員災害時業務マニュアルを業務継続計画（BCP）と位置付けており、同マニュア
ルの内容充実に取り組んでまいります。また、大阪府等と連携し、町広報紙等を通じて、事業所への周知を図
ってまいります。
熊取町
（危機管理課）
本町の業務継続計画（BCP）の策定につきましては、内閣府が策定している「市町村のための業務継続計画
作成ガイド」及び大阪府の「府内市町村 BCP 策定の手引書」を踏まえ、検討を行っているところです。
また、本町内事業者における BCP 策定につきましても、本町地域防災計画に基づき、事業者における自主防
災体制の整備の一つとして啓発に取り組んでまいります。
（下水道課）
下水道事業ではライフラインとして BCP の重要性を認識しており、現在計画策定作業中です。
岬町
策定に向けて検討してまいります。
（6）観光産業の強化と外国人観光客へのマナ―周知について

＜補強＞

来阪外国人旅行者数が 2014 年には 376 万人となり、大阪観光局が掲げた事業目標に対して成果が上がって
いる。外国人観光客を受け入れるための環境をより充実させるべく、案内所の増設および案内員の増員、外国
人向け府域 Wi-Fi の環境整備、ＱＲコードを活用した多言語音声ガイドや多言語標記（案内）の普及促進、ま
た、最近問題となっている外国人観光客用の大型バス駐車場の増設、外国人観光客が急病になった際の救急対
策など、府や他の市町村と連携して、国際都市大阪に向けた施策を拡充すること。
また外国人観光客に対して、日本の習慣などを広く周知し、マナー向上のための啓発活動を強化すること。
（回答）
貝塚市
本市では、大阪府、大阪観光局と連携を図るほか、堺市以南9市4町で構成する泉州観光プロモーション推進
協議会を通じ、外国人観光客に向けた国内外でのプロモーション活動や情報発信の強化、受け入れ環境の整備
を行っております。
泉佐野市（まちの活性課）
引き続き関係機関との連携を図りながら、訪日外国人旅行者をはじめとした市外来訪者の誘客促進と観光産
業の活性化に邁進していくとともに、引き続き受入環境の整備も取り組んでまいりたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
増加する訪日外国人を取り込むため、泉南市観光協会やその他の関係機関と連携し、観光の活性化を図る取
り組みを推進します。今後は地域活性化の観点からも、外国人観光客の利便性向上をめざし、多言語表記を促
進するなど、本市観光基盤の強化に取り組みます。
また、その際には地域住民とのトラブルを事前に防止するため、マナー向上に向けた取組みにも着手します。
阪南市（商工労働観光課）
観光・集客産業は、地域において関連する産業の裾野が広く、地元雇用の拡大をはじめ高い経済効果をもた
らすものと考えます。そのためのハード面の整備や人材育成等、外国人観光客増加の取り組みにつきましては、
泉州観光プロモーション推進協議会にて広域での連携を図るとともに、地域商工業者や地域住民の受け入れ意
識の向上などをめざし、観光産業の活性化に取り組んでまいりたいと考えております。
また、平成 26 年度に設立した阪南はなやか観光協会の事務所兼観光案内所を OSAKA FREE Wi－Fi のスポッ
トとして整備するとともに、日本政府観光局が認定する「外国人観光案内所」のカテゴリーⅠの認定を受けた
ところです。
今後におきましても、大阪府や近隣市町と連携し、大阪府の観光産業の活性化を推進するとともに、国や大
阪府等関係機関と連携し、外国人観光客のマナー向上に向けた周知啓発に努めてまいりたいと考えておりま
す。
田尻町
府や近隣市町村等の観光関係機関と連携しながら観光施策の推進に努めてまいります。同様に外国人観光客
のマナー向上については、観光施設等における問題点等の情報収集に努め、必要な対策を考えてまいります。
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熊取町（シティプロモーション推進課）
本町としては、外国人旅行者に対して、関西国際空港に隣接する立地を活かし、堺市以南の 9 市 4 町で構成
する「泉州観光プロモーション推進協議会」におけるインバウンド観光の活動などを通じて、まずは「泉州」
に来て頂き、「交流人口の増加」により地域活性化を図るとともに協議会の活動を通じてマナー向上の啓発活
動も検討し、国際都市大阪の発展に繋げていきます。
岬町
町ホームページ等を活用し、周知に努めてまいります。

３．福祉・医療・子育て支援施策（４項目）
（1）地域医療の拡充について
①不妊症・不育症の助成金制度について

＜補強＞

不妊治療は医療保険が適用されず、高額の医療費がかかることから、「不妊に悩む方への特定治療支援事
業」助成制度の拡充について、引き続き国や大阪府に対して強く要望すること。また、助成制度の利用状況
を把握し、ホームページやチラシだけでなく、メディアを利用し、助成制度について広くアピールすること。
加えて、流産や死産を繰り返す不育症治療について、医療保険適用外助成事業を行っている自治体もあるこ
とから、独自支援策を検討すること。
（回答）
貝塚市
平成 28 年度から貝塚市では、子どもを望み不妊治療をおこなう女性のかたで、府の特定治療助成事業の承
認を受け、貝塚市に住民票を有しているかたに対し、年間 8 万円を上限に自己負担額の一部を上乗せして助成
しようと考えています。
また不育症治療への独自支援については、近隣自治体の動向も踏まえ、研究してまいります。
泉佐野市（保健センター）
今年度 4 月から「泉佐野市不妊治療支援事業」を開始し、不妊治療に係る検査・医療費につきまして、夫婦
合算の医療費の自己負担額の二分の一を、上限 5 万円、通算 6 年度まで助成しております。高度な治療を受け
る市民だけでなく、広くたくさんのご夫婦の不妊治療を支援するために「大阪府不妊に悩む方への特定治療支
援事業」対象医療費以外の一般不妊医療費を主に助成しています。また、不育治療に関しましても、この事業
の対象として同様の助成制度としております。大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業につきましては、ホ
ームページに掲載し広報するとともに、当市の助成制度申請時などに、該当者には利用を勧めております。
泉南市（保健推進課）
大阪府「不妊に悩む方への特定治療支援事業」助成制度について、市の広報掲載・チラシの設置等を実施し
ています。引き続き大阪府と協議し広く市民に周知します。助成制度の拡充について、国や大阪府に要望しま
す。不育症につては、他市で独自の助成事業を実施している市町の事業効果等を勘案し、検討します。
阪南市（健康増進課）
年齢別の妊娠・出産に伴う様々なリスク等につきまして、国におきまして分析・評価を行っている「不妊に
悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」の検討状況もふまえ、安全に妊娠・出産を迎えられ
るような支援のあり方を検討してまいります。
また、不育症治療についての取り組みにつきましても、近隣市町の動向もふまえ、検討してまいります。
田尻町
本町では、平成 27 年度より不妊（男性不妊含む）
・不育治療助成事業を開始しており、併せて相談事業や妊
娠に関する知識の啓発事業等も実施することで、現在及び将来的に子どもを望む人の支援を行っております。
熊取町（子育て支援課）
「不妊に悩む方への特定治療支援事業」助成制度の拡充につきましては、引き続き国や大阪府に対して強く
要望して参ります。また、助成制度利用状況の把握を継続して行い、助成制度につきましては、ホームページ
やチラシでの周知、不妊や不育症にまつわる悩みの相談におきましては、女性医師や助産師などの専門員によ
る相談体制があるドーンセンター（大阪府事業）について紹介する等、引き続き周知に努めます。
不育治療費の一部助成につきましては、それぞれの治療に係る自己負担額に幅はあるものの、高額な負担が
生じるケースが多いと考えられることを考慮し、医療保険適応外の治療費を対象に、経済的負担の軽減を図る
ことを目的とした助成制度の創設について、検討を進めてまいります。
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岬町
不妊・不育治療の一部助成につきましては、平成 27 年度から国の地方創生交付金を活用し実施しています。
②予防医療の促進について ＜新規＞
健康日本 21（第 2 次）において、
「健康寿命の延伸」が中心課題となっており、健康増進・疾病予防が担
う役割は極めて大きい。大阪府においても「健康寿命延伸プロジェクト事業」が今年度予算化されているが、
日常生活に制限のない期間の平均が、男性 44 位、女性 45 位と全国平均よりも短い状況にある。健康寿命の
延伸が図られるような予防医療について広く周知し、住民が積極的に関われるよう取り組みを強化すること。
（回答）
貝塚市
貝塚市では、健康都市宣言を行い「健康かいづか 21」において健康寿命の延伸を目的に、つげさん体操、
健康教室、健康相談や市民健康まつりでの一次予防を見据えた取り組みを行なっております。今後も広く予防
医療の観点で市民の健康意識の向上に努めてまいります。
泉佐野市（保健センター）
平成 27 年 3 月に策定しました泉佐野市健康増進計画の基本目標のひとつとして「健康寿命の延伸」を掲げ
施策を展開しております。本計画におきましては、検診受診率や継続して運動する人の割合などの目標値を設
定し、9 つの分野ごとに具体的な取組を示した内容となっています。これらを推進するために、保健センター
を中心とした庁内関係各課の施策と連携し、住民主体の健康関連の団体との協働による取組を実施しておりま
す。また、保健センターのホームページにおいて、これらの取組を周知するとともに、健康づくりに関する情
報を掲載しております。
泉南市（保健推進課）
25 年度に食育推進計画を含めた「健康せんなん 21・第 2 次計画」を策定し、市民の健康づくりを積極的に
進めているところです。今後も、運動・食生活・禁煙等の生活習慣病予防を中心とした健康教育、健康相談、
健康診査等の実施について、さらに充実を図ります。
阪南市（健康増進課）
本市におきましては、平成 25 年度に市民一人ひとりが健康づくりに主体的に取り組むという意識を持ち、
家庭や地域から健康づくりに取り組むとともに、食育を通じた心豊かな人間性をはぐくむことを目的に策定し
た阪南市健康増進計画及び食育推進計画に基づき、健康教育や健康相談事業を行うとともに、特定健診をはじ
めとする各種検診事業を併せて実施することで、市民の健康保持・増進に努めているところです。
今後も各事業を充実させつつ予防医療の促進に取り組んでまいります。
田尻町
本町では平成 27 年度に健康増進計画を策定し、健康長寿に向けた取り組みを住民と行政が協働で進めてお
ります。
熊取町（健康・いきいき高齢課）
本町では、「第 2 次健康くまとり 21」（計画年度：平成 26 年度～平成 30 年度）に基づき、「ひとりひと
りがいきいきと豊かに暮らせる健康まちづくり」を進めています。その中で、「健康寿命の延伸」「健康格差
に縮小」「生活習慣病の発症予防と重症化予防」「食育の推進」「環境整備（ヘルスプロモーション）」を基
本目標に掲げ、種々の取り組みを行っています。
住民に対する予防医療の周知に関しては、生活習慣病の予防などに関する講座を開催するとともに、各種検
診受診時の健康教育や保健指導に力を入れるなど、個々の意識づけや動機づけにも努めています。
また、現在、「健康マイレージ制度」の導入準備を進めており、住民が主体的に健康づくりに取り組むシス
テムづくりをめざしています。大阪府の「健康寿命延伸プロジェクト事業」での補助制度も活用しつつ、住民
の健康寿命の延伸のため、各種検診の受診率向上を図るとともに、健康教室等での知識の普及と啓発により一
層努めてまいります。
岬町
本町では、第 2 次健康みさき 21（健康増進計画及び食育推進計画）を策定しており、本計画に基づき、予
防医療・予防介護の取り組みに努めてまいりたい。

- 13 -

（2）医療・介護サービスの連携と強化について
①地域包括ケアシステムの実現にむけて

＜補強＞

2025 年を念頭に置いた「地域包括ケアシステム」の構築に向け、地域医療構想を策定することが義務付け
られている。その地域にふさわしいバランスのとれた医療機関の機能分化と連携を推進するための具体策を
盛り込むこと。また、推進するための予算を確保すること。
（回答）
貝塚市
地域医療構想は、大阪府が策定することとなっております。
泉佐野市（高齢介護課）
泉佐野市第 6 期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画に基づき地域包括ケアシステムの構築にむけた
取組みを進めているところではありますが、医療・介護の連携強化に向け国の示しております「在宅医療・介
護連携推進事業の手引き」を参考にしながら、関係各機関とのさらなる連携等を進め、きめ細かなサービス提
供の実施にむけ取り組んでいきたいと考えております。また、必要に応じた予算措置も行っていきたいと考え
ております。
泉南市（長寿社会推進課）
域包括ケアシステムの構築については、現在、医師会との協働による在宅医療・介護連携推進事業を進めて
いるところです。高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地
域資源の把握・在宅医療の課題や対応策の検討、及び在宅医療の提供体制の構築、また情報共有や相談支援体
制の構築に向けて、今後も引き続き取り組みます。
阪南市（健康増進課）
平成 26 年 6 月に施行された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備
等に関する法律」に基づき、大阪府はめざすべき姿となる医療提供体制の確立に向けた施策を展開するための
「地域医療構想」を策定することとしており、本市も泉州二次医療圏に設置される泉州保健医療協議会におき
まして、急性期から回復期、慢性期、在宅医療、介護に至るまで切れ目なく、過不足なく提供される体制の確
保に向け、病床機能の分化・連携などにつきまして検討を進めてまいります。
田尻町
地域包括支援システムを構築するためには、地域住民が相互に支え合い、地域の高齢者を地域で支える仕組
みを築いていく必要があると考えています。地域住民も参加する地域包括ケア会議等を活用し、地域の特性を
生かした地域包括ケアシステムの推進に努めてまいります。また、泉佐野市と共同で、医療・介護の多職種連
携のネットワーク「りんくう愛たいネット」を立ち上げ、多種職が連携しやすい関係づくりに取り組んでいま
す。
熊取町（健康・いきいき高齢課）
本町における地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みといたしましては、平成 24 年 10 月に発足した
「熊取町医療介護ネットワーク連絡会（通称：ひまわりネット）」において、町内医療機関の医師・歯科医師
や薬剤師、町内介護事業所の介護支援専門員や訪問看護師等の多職種が参画して「顔の見える関係」を構築し、
在宅でのターミナルケアを始めとした各種研修や、医療と介護の連携のためのさまざまな活動を展開していま
す。 また、本町の第 6 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画においても、地域包括ケアシステムの構築
に向けた取組みを計画の基本目標として掲げ、その普及・定着に向けて、計画的・効果的に必要な施策に取り
組んでいるところです。地域医療構想については、現在、大阪府が策定を進めており、その中で、本町は泉州
医療圏として位置付けられていることから、同圏域内の保健医療協議会や地域医療構想懇話会等で、各市町及
び医師会等関係機関とともに、府と協議を行っています。 これからも高度急性期から在宅医療・介護までの
一連のサービスが地域において総合的に確保できるよう、府、泉州医療圏の市町、医師会をはじめとする関係
団体がそれぞれの役割を果たし、連携を図りながら推進していきます。
岬町
地域医師会との多職種連携会議において、勉強会等を通じ連携を深めています。また、本町では、第 6 期高齢
者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、「地域包括ケアシステム」の推進に努めることとしており、
地域包括支援センターの機能と役割の強化を図ってまいります。
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②介護サービス事業者等に対する指導・監査について ＜継続＞
介護労働者の賃金改善効果を継続する観点から創設された「介護職員処遇改善加算」は、給与等の上積み
に対する手当である。介護サービス事業者等の不正な取り扱いがないよう、安定的な処遇改善、基本給によ
る賃金改善が確実に算定されているか、厳正な指導・監査を強化すること。また、更なる処遇改善加算が増
額されるよう、国に働きかけること。
（回答）
貝塚市
介護職員処遇改善加算による賃金改善額及び改善内容については、事業年度ごとに提出される介護職員処遇
改善実績報告書により確認を行います。なお、指定居宅サービス事業者等への実地指導の際には、手当、賞与
等ではなく基本給による賃金改善とするよう働きかけを行います。
また、介護職員の処遇改善が適切に行われるよう当該加算の周知に努めます。
泉佐野市（高齢介護課）
介護サービス事業者等の指導、監査につきましては、本市以南 3 市 3 町による広域行政により取り組んでお
りますが、今後も保険者として指導、監査担当課と情報を共有しながら、よりよい介護サービスの提供が行え
るよう、連携してまいります。また、介護職員処遇改善加算については、国に対し抜本的な解決策を講じるよ
うすでに要望しているところでありますが、今後も引き続き要望してまいりたいと考えております。
泉南市（長寿社会推進課）
事業者に対して個別指導や集団指導等の実地指導を計画的に行うなど、被保険者及び事業者の現状把握に努
め、大阪府及び広域福祉課との連携を図っています。通達の遵守・法令違反についても、事業者への集団指導
等において周知・徹底します。
阪南市（介護保険課）
大阪府と連携した指導・監査を行うとともに社会福祉法人及び指定居宅サービス事業所の指導・監査等を担
当する広域福祉課（泉佐野市役所内）と連携し、介護保険課としても指導・監督を行っております。また、地
域密着型サービス事業者に対しましては、集団指導・実地指導を計画的に行っております。
「介護職員処遇改善加算」につきましては届出書と前年度の実績報告にて介護サービス事業者等の不正な取
り扱いのないよう確認し、指導を徹底しております。
なお、増額につきましては、国の動向を注視するとともに、大阪府市長会を通して国に要望いたします。
田尻町
事業者に対する指導・監査については、平成 25 年 4 月から泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・
岬町の 3 市 3 町で広域福祉課を設置し、大阪府から権限移譲された事務を行っており、大阪府及び他の保険者、
国民健康保険団体連合会と連携しながら進めていきたいと考えております。
熊取町（介護保険・障がい福祉課）
本町が指定権限を有する地域密着型施設については、施設で実施する事業所職員、利用者、地域住民、町職
員等を構成員とした運営推進会議に出席し、情報の共有や問題の解決について、連携を図りながら取り組んで
おり、必要に応じ指導・監督を行っております。
指定権限を有しない施設についても、大阪府及び広域福祉課と連携をとりながら、適切に対処してまいりま
す。
また処遇改善加算については、介護報酬により定められていることから、本町独自で国に働きかけることは
考えておりません。
岬町
介護サービス事業者等に対する指導・監査につきましては、国、大阪府等の関係機関と連携を図りながら、
適切に対処してまいります。
③認知症行方不明者対策の強化にむけて

＜補強＞

認知症の行方不明者が年々増加し、都道府県別では大阪が最も多くなっている。早急に府内全市町村に
亘るネットワークが構築されるよう大阪府に働きかけること。また、警察署に「身元不明迷い人台帳」を
備え付け、全国の警察署や市町村で取り扱っている身元不明の迷い人を照合できるシステムがあることを、
住民に広く周知すること。
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（回答）
貝塚市
身元不明迷い人台帳の周知につきましては、大阪府のホームページにて行っているところでありますが、本
市においてもホームページや広報紙等での周知に努めます。
泉佐野市（高齢介護課）
本市における認知症高齢者の行方不明対策については、すでに高齢者徘徊 SOS ネットワークを立ち上げ、関
係機関と連携する体制づくりを行っております。また、本市以南の 3 市 3 町の行政で、広域的な高齢者徘徊
SOS ネットワークについても、27 年 4 月より連携を開始しています。今後は、この広域的な活動をさらに大き
く広げていくよう大阪府と協働して進めていきたいと考えております。また、警察との連携を深めていくこと
で、住民の要望に対し迅速に対応できる体制を整え、早期発見に努めていきたいと考えております。
泉南市（長寿社会推進課）
SOS 徘徊ネットワークにつきましては、市内協力事業所や近隣市町村、府、警察と連携し行方不明者が発生
した場合において情報共有を図っているところです。地域での見守り活動については、市内 12 地区でボラン
ティアによる活動をおこなっており今後、全地域での実施に向けた取り組みを進めていきます。医師会圏域に
おける医療と介護等の多職種による関係機関間での連携の強化を推進しているところであり、さらなる地域福
祉力の向上を目指します。
阪南市（介護保険課）
認知症の行方不明者が年々増加し、本市におきましても、泉州南圏域市町（泉佐野市・泉南市・熊取町・田
尻町・岬町）と連携し、
「徘徊高齢者等 SOS ネットワーク事業実施要綱」に基づき、行方不明時の支援体制を
図っているところです。
また、大阪府におきましても「認知症等高齢者の行方不明時広域発見連携要領」に基づき、府内全市町村に
亘る広域発見協力を要請する際の情報共有及び連携を図っていることから、今後もひきつづき大阪府及び泉州
南圏域市町と連携し、支援体制の充実に努めてまいります。
警察署に備え付けられています「身元不明迷い人台帳」につきましても、広報、本市ウェブサイト等におき
まして、住民に広く周知してまいります。
田尻町
本町では、平成 26 年度から徘徊 SOS ネットワーク事業を開始し、平成 27 年度は泉州南圏域市町（泉佐野市・
泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町）で広域の連携を行う取り組みを進めており、認知症になっても安心
して暮らせるまちづくりを目指してまいります。
熊取町（健康・いきいき高齢課）
本町では、平成 27 年 4 月 1 日から「徘徊高齢者等 SOS ネットワーク」の運用を開始し、現在、地域包括支
援センターの窓口において、町内在住の認知症高齢者等を対象にした事前登録と行方不明事案が発生した際、
捜索に協力していただける個人協力者及び協力機関の募集を行っており、徘徊高齢者等の安全確保や本人及び
家族等が安心して地域で生活できるよう支援しています。
また泉州南地域（泉佐野市から岬町までの医師会圏域）における広域の SOS ネットワークの運用もスタート
しています。
府内全市町村に亘るネットワークについては、大阪府福祉部高齢介護室介護支援課が窓口となって、町域・
近隣市町で行方不明者の発見に至らない場合に大阪府や他府県への行方不明者情報を発信しています。
「身元不明迷い人台帳」については、今後、住民に広く周知していくよう努めてまいります。
岬町
認知症の行方不明者への対応については、平成 25 年 12 月に設置した認知症等徘徊 SOS ネットワークの支援体
制により、家族からの相談をサポートし、福祉、警察等の関係機関との情報交換を密にしながら支援を進めてお
り、近隣 3 市 3 町による広域ネットワークも構築しているところです。更に大阪府内全域によるネットワークの
構築に向け、働きかけてまいりたい。
（3）障がい者に対するサービス充実と権利擁護の確立について
①障がい者への虐待防止・予防にむけて

＜継続＞

大阪府における 2013 年度の障がい者に対する虐待への相談・通報・届け出件数が、全国で最も多い状況
にある。障がい者に対する虐待の実態を正確に把握し、根絶に向けた取り組みを強化すること。
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（回答）
貝塚市
障害者の虐待の予防や防止については、平成 24 年 10 月の障害者虐待防止法が施行されて以来、本市におい
て作成した障害者虐待対応マニュアルにもとづき、相談・通報・届出等について迅速な対応を行っており、夜
間や休日でも電話による通報や届出を受理できる体制をとっています。
障害者虐待については、養護者はもとより、施設職員や使用者においても、どのようなことが虐待であるの
かという認識も重要なことであることから、ホームページや広報紙による啓発を行っていきます。
泉佐野市（障害福祉総務課）
本市では、引き続き通報・届出・相談の窓口としては障害者虐待防止センターを社会福祉協議会に委託し実
施しております。センターと行政がそれぞれの、或いは共同で果たすべき役割を認識し、緊急時には迅速な対
応ができるように努めております。それぞれの従事職員については、必要なスキルを取得するため、大阪府が
実施する障害者虐待防止・権利擁護についての研修を受講しております。
泉南市（障害福祉課）
平成 24 年 10 月に障害者虐待防止法が施行され、市町村が障害者の被虐待者への支援及び保護とともに、虐
待を行った養護者への支援について定義されており、更に市町村に障害者虐待の通報、対応を行う障害者虐待
防止センターの設置も義務付けされています。
そのため、泉南市において法施行と同時に、障害福祉課内に障害者虐待防止センターを設置し、課長、係長、
及び 3 障害のそれぞれの係員 1 名をコアメンバーとし、
障害者虐待に迅速に対応する体制を整備するとともに、
平成 25 年度には、各職員が障害者虐待に対して適切に対応し、被虐待者の安全確保、適切な障害福祉サービ
ス等の支援を行うことを目的に、高齢者・障害者虐待防止ガイドラインを作成し障害者虐待防止に努めており、
さらに強化します。
阪南市（市民福祉課）
平成 24 年 10 月から障害者虐待防止法の施行に伴い、障がい者虐待防止センターを市直営で設置し、広報・
本市ウェブサイト・パンフレットによる相談窓口及び通報義務の周知、市内障がいサービス事業所を対象とし
た研修会の開催、市職員の障がい者虐待に関する研修会の参加を行い、障がい者虐待への対応等を行っており
ます。
今後も、障がい者の権利利益の擁護を図るため、障がい者への虐待の実態を把握し、虐待を根絶できるよう
大阪府と連携しながら行ってまいります。
田尻町
本町としましては、引き続き障害者虐待防止センター（泉佐野市・田尻町基幹相談支援センター）と連携を
密にし、通報・届出等があった場合は泉佐野市・田尻町障害者虐待対応初動期対応チェックリストに基づき対
応を行い、定期的にレビュー会議を開催して現在の状況等について確認しながらケースの進捗管理を行ってま
いります。
また、障害者週間等に行う啓発活動において、障害者虐待防止について周知を行い、虐待の根絶に向けて取
り組んでまいります。
熊取町（介護保険・障がい福祉課）
障害者への虐待防止・予防について、大阪府と連携し情報共有に努めており、見守りが必要な方には、関係
機関と連携し対応方策を検討する会議を開くなど、虐待防止・予防に努めております。また、障害者虐待が発
生した場合は、迅速に事実確認を行い、適切に対応するとともに、虐待により生命又は身体に重大な危険が生
じるおそれがある場合は、障害者を一時的に保護するための居室を、8 市 4 町（高石市以南）で連携して確保
しております。
岬町
障害者虐待防止法を踏まえ、虐待の予防について啓発するとともに早期発見のため、大阪府等の関係機関と
緊密な連携を図ってまいります。
②障害者差別解消法の体制整備について ＜新規＞
障害者差別解消法が来年 4 月より施行される。「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁
止されるが、民間事業者に対しては「合理的配慮の提供」は努力義務となっている。広く周知するとともに、
着実な定着に向けた体制整備を進めること。
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（回答）
貝塚市
平成 25 年 6 月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が成立しました。
本市におきましては、平成 28 年 4 月 1 日の施行までの準備期間中に職員・市民・企業を対象とした研修会
を開催するなど、法律の趣旨や内容についての周知に努めているところです。
また、民間事業者に対しても合理的配慮がなされるように、機会を通じて啓発に努めてまいります。
泉佐野市（障害福祉総務課）
民間事業所における合理的配慮の提供については努力義務となっておりますが、本市の第 3 次障害者計画の
具体的施策にもあるように、法施行後も、障害を理由とする差別解消について、委託事業者や指定管理者、民
間事業者及び市民への啓発に努めてまいります。なお、昨年の 12 月に、障害者週間のイベントとして「障害
を理由とする差別のない、共に生きる社会をめざして」と題し、一般参加方式にてシンポジウムを開催しまし
た。
泉南市（障害福祉課）
泉南市は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第 7 条に規定する事項に関し、障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する基本方針に即して、市の職員が適切に対応するために、泉南市障害者差別解消対
策部会を設置し、平成 27 年 11 月 1 日から施行しています。
11 月 18 日に、泉南市自立支援協議会主催、泉南市人権協会共催で、市民と職員を対象とした障害者差別解
消法に関する劇と講演会を開催しました。また、平成 27 年度末までに、職員研修を開催予定です。
相談体制については、政府の基本方針にもあるとおり、障害者差別に特化した窓口を設定することなく、既
存の相談支援機関にて、対応します。
阪南市（市民福祉課・人権推進課）
現在、障がい者の地域生活を支援するため、日常生活上の相談、福祉サービス利用相談につきましては、市
民福祉課窓口で CW による相談、相談支援事業所である「まつのき園」の相談支援専門員、計画相談事業所 5
事業所の相談支援専門員、地域の 5 施設に委託しているコミュニティソーシャルワーカーで対応しておりま
す。
今後も障がい者福祉担当部局と人権担当部局が連携し、広報、研修で「不当な差別」
「合理的配慮」につき
まして、広く周知するとともに、障がいを理由とする差別の相談につきましては、当事者双方に寄り添い、双
方が互いに理解しあえるよう、調整、支援をしていくことが重要であると考えております。
このような丁寧な対応により、障害者差別解消法の着実な定着に向けた体制を整備するよう努めてまいりま
す。
また、障害者差別解消法の啓発につきましては、市民の皆さんや職員を対象としている講座（ヒューマンラ
イツセミナー）に今後も障がい者差別をテーマとした内容を取りいれ、阪南市人権協会等と連携し、市民の皆
さんの障がい者に対しての人権意識の高揚に努めてまいります。
田尻町
本町におきましては、障害者差別に関する相談窓口を泉佐野市・田尻町基幹相談支援センターに位置づけ、
相談窓口である基幹相談支援センターが効果的且つ円滑に相談に対応できるように自立支援協議会に障害者
差別支援地域協議会の機能を位置付ける方向で体制整備の調整を行っております。
また、自立支援協議会の取組みの中で地域住民に対して周知・啓発活動を行うとともに、差別の解消に向け
て取り組んでまいります。
熊取町（介護保険・障がい福祉課）
障害者差別解消法が本年の 4 月に施行されるにあたり、本町において現在、以下の 3 点について取り組んで
おります。①相談及び紛争の防止等のための体制の整備

②啓発活動

③職員対応要領の作成

また、民間事業者に対しても引き続き広報などを通じ、法の趣旨などについて啓発を行ってまいります。
岬町
障害者差別解消法への対応については、全庁的な取組みとしての体制整備に努めるとともに、住民周知に努
めてまいりたい。
③障がい者とインクルーシブな社会（共生社会）の実現にむけて

＜新規＞

障がい児・者の保護者は、日常生活の介護による負担が重く、就労の継続を断念せざるを得ない状況が多
くみられる。障がい児・者を支えながら働き続けることができるよう、福祉サービスのあり方や支援体制を
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整備すること。併せて、障がいのある子どもが保育所や幼稚園、学校から排除されず、地域のニーズに合っ
た教育を受けられるための環境整備を強化すること。
（回答）
貝塚市
保護者が日常生活の介護による負担が少しでも軽くなるよう、一時支援やショートスティなど、福祉サービ
スの提供を行うとともに、障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、サービス
等利用計画についての相談や作成などの支援を行う相談支援事業を実施しているところです。
各学校園においては、保護者の希望に沿い、地域の学校に入学できる取組みを進めています。施設面におい
ても、児童生徒の入学等に際し、必要に応じて、トイレ、手摺、スロープ等の整備を行うとともに、小中学校
の校舎では、トイレ改修計画に基づき、トイレの洋式化や多目的トイレの設置を含めた改修工事を、順次、行
っているところです。
また、保育所においては、加配保育士を配置し、障がいの有無にかかわらず入所できるよう取り組んでいる
ところです。
泉佐野市（障害福祉総務課）
小・中学校におきましては、障害者差別解消法をふまえ、すべての児童・生徒が「ともに学び、ともに育つ」
教育を基本に、一人ひとりの障害の状況に応じた教育を推進してまいります。
保育所・幼稚園におきましては、当市におきましては、公立・私立に関わらず障害児保育を実施しており、
配慮を必要とする子どもに対して、保育所においては障害児加配職員、幼稚園においては介助員を配置し、障
害のある子どもの受け入れを行うことにより、障害のある子どものいる世帯の就労を保障する体制を整備して
おります。
泉南市（障害福祉課）
平成 27 年 3 月に策定した「第 4 次泉南市障害者計画及び第 4 期泉南市障害福祉計画」に基づき、介護家族
の孤立化・孤独化防止や介護負担軽減に向けて、泉南市自立支援協議会を核として、サービス提供事業者や相
談支援機関等との連携を強化し、介護家族の健康や生活面などの状態を把握するとともに、個々の状態に応じ
た相談支援の充実を図ります。併せて、障害のある児童への支援体制を強化するため、子ども総合支援センタ
ーを平成 27 年 4 月 1 日から設置し、関係機関と連携し、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪
問支援、障害児相談支援を充実させます。また、実際の就学についても、保護者の要望を受け、地域の学校に
就学できるよう合理的配慮を行っています。
阪南市（市民福祉課・学校教育課）
障がい福祉サービスにおきましては、居宅介護、短期入所、行動援護、生活介護、就労継続支援事業など、
障がい者とその保護者の生活を援助する事業を実施しております。障がい児（者）の保護者が、障がい者の介
護を行いながら、就労の継続ができるように、今後も障がい福祉サービスの支援体制を整備してまいります。
また、支援の必要な子どもたちの支援体制を早期から確立させるために、教育支援委員会が中心となり保育
所・幼稚園・学校への定期的な巡回相談を行っております。
今まで以上に市教育委員会主催の研修等におきまして、教職員の支援教育に関する意識の向上と指導のあり
方の充実をめざして取り組んでまいります。
田尻町
障がい児・者を持つ保護者の方の日常での介護負担を軽減し、就労の継続ができるよう福祉サービスの提供
を行っているところであるが、希望するサービス等が受けられていない方たちのために相談等を受ける窓口と
して基幹相談支援センターと連携をしながら相談支援体制の充実、ネットワークの構築を図ってまいります。
また、障がいのある子どもたちがそれぞれの年齢、能力及びニーズに応じた教育が受けれるようにインクル
ーシブ教育の確立、加配保育士（教諭）の配置等、環境の整備に努めてまいります。
熊取町（介護保険・障がい福祉課）
福祉サービスのあり方や支援体制については、障がい児・者の保護者が、就労の継続を断念することがない
ように、福祉サービス事業所や相談支援事業所と十分連携し、利用者からの相談に対応し、できるかぎり支援
します。
岬町
認本町では、障害者総合支援法に基づき、障害者サービスを実施しています。今後もサービスの充実に向け
努めてまいりたい。また、本町の全保育所で障害児保育を実施しており、可能な限り障害児の受入れています。
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（4）子ども・子育て支援新制度の着実な実施にむけて
①子ども・子育て支援の充実にむけて ＜継続＞
実効ある子ども・子育て支援が着実に実施されるよう対策を強化すること。併せて、国の基準を超える独自
事業が実施できるよう予算を確保すること。
（回答）
貝塚市
子ども・子育て支援新制度を着実に推進するため、平成 27 年 4 月にこれまでの子育て支援担当課を 1 課体
制から 2 課体制へ強化したところです。また、平成 28 年度に全ての保護者にとって、安心して産み・育てや
すい環境となるよう、子育て支援センターや一時預かり事業の増設など、更なる子育て支援の充実に向け体制
拡充や予算確保に努めます。
泉佐野市（子育て支援課）
本市におきましては、平成 27 年 3 月に策定した「子ども・子育て支援事業計画」及び「次世代育成支援行
動計画」に基づき、子育て支援施策・次世代育成支援対策を進めていくこととしており、事業実施に必要な財
源確保に引き続き努めてまいります。
泉南市（保育子育て支援課）
平成 27 年 3 月に策定した、子ども・子育て支援事業計画に基づき、事業の進捗が図れるよう対策を強化し
ていきます。また、国の基準を超える独自事業として、民間保育所等に対する市単独の補助金の支出を行い、
特に近年保育ニーズが高まりつつある 0～2 歳児の受け入れ体制を拡充できるよう努めています。また、保育
料においては、短時間保育料に対して、国基準に対して大幅な保育料の引き下げを実施し、保護者の負担軽減
に努めています。また、親育ての促進や相談体制の整備、赤ちゃんの駅等の設置を行い、子育てに不安がない
よう、切れ目のない子育て支援の実現を図っていきます。
阪南市（こども家庭課）
阪南市子ども・子育て支援事業計画に基づきまして、すべての子育て家庭が安心して子育てできるよう、実
効ある子ども・子育て支援の充実に努めてまいります。
田尻町
子どもの通院及び入院に係る医療費の一部を助成する「子ども医療費助成制度」については、来年度から対
象範囲を中学校 3 年から高校 3 年まで拡大する予定であり、これによって大阪府内トップ水準となる見込みで
す。また、その他の事業についても田尻町子ども・子育て支援事業計画に基づき、今後も子ども・子育て支援
の充実に取り組んでまいります。
熊取町（子育て支援課・保険年金課）
子ども・子育て支援の充実につきましては、「子ども・子育て支援新制度」および「熊取町子ども・子育て
支援計画」に基づき、地域のニーズをふまえながら、計画的に子ども・子育て支援施策を実施しており、子ど
も医療費助成の対象年齢を中学 3 年生までに拡充（平成 27 年 4 月から）、妊婦健康診査の公費負担を 116,840
円まで引き上げ（平成 26 年 4 月から）、乳幼児期における子育て支援の一つとして、ホームスタート事業を
実施（平成 24 年 8 月から）など、今後も引き続き補助金等活用し、財源の確保を図りながら施策の充実に努
めて参ります。
岬町
町では、子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援行動計画及びみさき健やか親子 21 を一体的な計画
として策定し、子育て支援の充実に取り組んでいるところであり、今後も着実な実施に努めてまいりたい。
②待機児童の解消について ＜継続＞
2014 年度 4 月 1 日時点における大阪の待機児童数は、前年より 266 人減少しているが、全国でワースト 4 位
とまだまだ多い状況にある。保育士や幼稚園教諭の処遇改善策や公立保育所の維持・増設など、待機児童解消
にむけた具体策を明確に示し、対策を講じること。
（回答）
貝塚市
本市では、待機児童の解消を図るため、入所定員の弾力的運用を最大限に活用するとともに、既存園の定員
変更や新設園の開設により必要な定員増を行ってきており、現在、年度当初において待機児童が発生していな
い状況です。
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泉佐野市（子育て支援課）
本市におきましては、民間保育園や認定こども園にも協力をいただき、入所定員枠の拡大を図ってきたこと
により、ここ数年、待機児童がない状況を維持しており、今後も需給バランスを見ながら、待機児童を出さな
いよう提供体制を確保してまいります。
泉南市
（保育子育て支援課）
本市においては、4 月 1 日時点における待機児童は発生していませんが、平成 27 年度から、小規模保育事
業所 2 か所の新設、1 公立保育所及び 1 私立保育所の認定こども園への移行により、児童の受入体制の強化を
図っています。また、平成 28 年度においても、2 私立保育園が認定こども園への移行を予定しており、さら
なる待機児童の解消に寄与するものであると認識しています。
（学務課）
本市の幼稚園では、4，5 歳児の保育を希望する子どもを全て受け入れており、併せて 3 歳児保育も実施し
ているが、受け入れについては施設の規模もあり定員を 2 園とも 40 名に設定しています。なお、支援を必要
とする子どもたちの受け入れについては人的な配置等行うことで公立幼稚園に行きたいという要望に対応し
ています。今後も、公立幼稚園の果たす役を踏まえ、施設設備、人的配置等の充実に向けて努めます。
阪南市（こども家庭課）
平成 27 年 4 月に本市内に新設保育園が 1 園開園し、現時点におきまして待機児童は発生しておりません。
田尻町
現在待機児童（国基準）はいません。待機児童が発生しないよう、最大限の受入れを行っています。また保
育士不足を解消するため、民間の求人広告を利用したり、人材派遣を利用したりして保育士の確保に努めてお
り、来年度も求人広告費用を計上する予定です。
熊取町（保育課）
現状、待機児童は発生していませんが、保育利用希望者は近年増加しており、特に低年齢児の保育需要が高
まっている状況です。
待機児童“ゼロ”については、引き続き継続することを目標とし、その対策として、平成 28 年 4 月から、
熊取駅前に新たな認可保育所の設置を予定しており、夜 10 時までの延長保育や休日保育を実施する予定とな
っています。
また、町立北保育所においては、現在は 2 歳児から 5 歳児までの受け入れとなっておりますが、平成 29 年
4 月から 0 歳児・1 歳児も受け入れ、さらに、午前 7 時から午後 7 時までの保育時間に対応していきたいと考
えています。
今後も、利用状況や保護者ニーズをふまえ、安全で質の高い保育の提供に努めていきたいと考えています。
また、保育士等の処遇改善につきましては、町として必要な援助は、国･府等の基準により引き続き行ってま
いります。
岬町
本町では、待機児童はありません。
③病児・病後児保育の充実にむけて ＜継続＞
地域における病児・病後児保育を推進するための医療機関併設型施設への助成金の拡充や、医療機関と保育
施設等との連携強化を図るための財政支援を行うこと。
（回答）
貝塚市
現在、病児・病後保育事業は、市内の医療機関 1 か所と委託契約しており、利用定員は 3 名で、年間約 750
名の受入が可能となっております。
泉佐野市（子育て支援課）
本市におきましては、現在、民間の認定こども園 1 か所で病後児保育事業を実施しており、計画上は提供体
制が一定確保できている状況でありますが、病児保育事業については、潜在ニーズも高いことから、医療機関
や関係機関との連携・調整を図りながら、今後、事業の実施について研究・検討してまいります。
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泉南市（保育子育て支援課）
本市においては、市内 1 か所の保育園において、平成 20 年から病後児保育事業を実施していますが、ここ
数年利用実績が無いのが実情です。病後児保育については病児保育とは違い、国の基準に基づき病気の回復期
にあり医師が認めた場合などの制約があるため、利用に際しては通院などの経費や病気の回復期までに一定の
期間を要し、その間に児童の病気が回復するケースもあります。そのため、病後児保育を利用せずに現在通っ
ている施設への登所（園）となっているのが実態となっています。そのような点から、医療機関併設型施設で
の病児・病後児保育については、今後の本市の病後児保育の利用状況等を勘案しながら、検討します。
阪南市（こども家庭課）
本市の財政状況を踏まえると財政支援は厳しいですが、事業を実施していく中で、医療機関と保育施設等と
の連携強化を図る方策を検討してまいります。
田尻町
病児・病後児保育については、ニーズの高さは認識するところではありますが、本町には公立保育所 1 施設
のみであり、医療機関が少なく、また、小児科もありません。
そのため、医療機関との連携や病児保育の実施については、厳しい状況であります。
熊取町（保育課）
病児・病後児保育につきましては、体調不良児対応型を民間 2 か所で実施しています。
病児対応型・病後児対応型保育の実施につきましては、お示し頂いた方法も含め、引き続き検討してまいり
たいと考えます。
岬町
病児・病後児保育は、子育て支援事業の中でも課題の多い事業であるが、実施に向け検討してまいりたい。
〔参考〕
○「子ども・若者支援地域協議会」の設置と横断的な組織体制について
「子ども・若者育成支援推進法」が施行されて 5 年が経過した。自治体においては、
「子ども・若者支援地域
協議会」の設置が努力義務となっているが、設置に至っていない自治体が多くみられる。福祉、教育、医療、
雇用分野など、様々な関係機関が連携し、効果的かつ円滑な運営がなされるよう、協議会の設置と部局横断的
な体制を構築すること。
＊子ども・若者育成支援推進法（平成 22 年 4 月施行）
子ども・若者育成支援施策の総合的推進のための枠組み整備と、社会生活を円滑に営む上での困難を有する
子ども・若者を支援するためのネットワーク整備が主な内容。
＊子ども・若者支援地域協議会
子ども・若者に対する支援が効果的かつ円滑に実施されるよう、様々な関係機関等により構成され、単独ま
たは共同で設置できる。

４．教育・人権・行財政改革施策（8 項目）
（1）指導体制を強化した教育の質的向上にむけて

＜補強＞

子どもたちにとって、学力を高めるための 35 人以下学級は、学習面・生活面から見ても非常に有効である。
1・2 年生のみならず、対象学年を拡大している市町村もあることから、教育格差が広がらないよう独自予算を
検討すること。併せて、定数改善による必要な教職員数を確保するよう、大阪府に働きかけること。
（回答）
貝塚市
35 人学級拡大のための市独自の予算措置については、現状困難です。定数改善による必要な教職員数の確
保については、引き続き、国・府に要望してまいります。
泉佐野市（教育総務課）
よりきめ細やかな指導を充実させるため、2016 年度より小学校 3・4 年生で 35 人学級の実施を市独自の予
算で計画しており、今後小学校 6 年生まで広げる計画です。厳しい財政状況で中での実施計画であるため、国
や府の施策として 35 人学級が実現されるよう、国や府へ働きかけたい。
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泉南市（学務課）
少人数学級編制による少人数の集団は子どもたちや保護者にとっても評価が高く、効果をはかるアンケート
にも、「子どもの安心感が増し、落ち着いた学校生活を送れるようになった」など結果として欠席率も低下す
るなどの状況もあります。学校現場を取り巻く課題が複雑化し、教職員の多忙化となっている実態をふまえて、
教職員定数を計画的に改善することや、これからの社会に対応する学習を実現するため、国や府に対して定数
改善を要望してまいります。
阪南市（学校教育課）
小学校 1 年生の 35 人学級編制及び府単費の加配措置による小学校 2 年生の 35 人学級編成に関しましては、子
ども一人ひとりに対して、より丁寧にきめ細かく指導できることから、学習面・生活面において良好な結果が表
れ、非常に有効であることは認識しております。教育予算に多くかけられる市町におきましては、独自予算にて
教員を確保できておりますが、本市においては大変厳しい財政状況であることから困難な状況があります。
そこで、本市におきましては、国・府の加配教員を有効に教育活動に活かしながら、子どもたちの学力向上や
豊かな心の育成に創意工夫しながら取り組んでまいります。
さらに、本市の子どもたちの安全安心な学校生活を保障するためにも、定数改善による必要な教職員数の確保を
大阪府に働きかけるとともに、大阪府と連携し国に対して強く要望してまいります。
田尻町
これまでの国及び大阪府による 1・2 年生の 35 人以下学級化への対応を維持・拡大できるよう、また、少人
数習熟度別指導教員の加配や専科指導教員の加配等地域・学校の実情に応じた施策展開やスクールカウンセラ
ー等の拡充により不登校やいじめ等の問題に対応できうるよう、定数改善も含めた要望活動等の取り組みを今
後も進めてまいります。
熊取町（学校教育課）
児童生徒の学級編制については、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」に
より、現在小学 1 年生は 35 人学級編制、小学 2 年生から中学 3 年生までは、40 人学級編制と定められており
ます。大阪府では、小学 1 年生に加え、小学 2 年生についても 35 人学級編制を実施しております。

現在、

熊取町においては、大阪府の習熟度別指導推進事業を活用し、各小中学校に少人数加配教員を配置し、小学校
3 年生以上で少人数指導・習熟度別指導を実施しております。各校において、算数や数学等の教科について 1
クラスを 2 つに分割するなどし、少人数学習を展開し、個に応じた指導を行っております。今後も子どもたち
の生きる力を育むために、少人数指導・習熟度別指導等の充実や教職員の指導力向上を図ることをとおして、
児童生徒一人ひとりにきめ細やかな指導を行っていきたいと考えております。
岬町
現在のところ、岬町は小学校 1・2 年生を 35 人学級として学級編成しております。対象学年を拡大して学級
編成ができるよう、大阪府と連携して進めてまいります。
（2）奨学金制度の改善について

＜継続＞

大学の学費が値上がりし、日本学生支援機構奨学金を利用する学生が増加する一方、雇用形態が二極化し、
不安定雇用により奨学金を返還できない滞納者が増大している。第二種奨学金における所得連動型の返還制度
や無利子枠の拡大、延滞金の廃止など、返済困難者の救済策が広く講じられるよう、国に対して強く働きかけ
ること。また、地元に就職した場合は、減免する奨学金制度導入の検討や大阪府の奨学金施策の充実について、
大阪府に働きかけること。
（回答）
貝塚市
返済困難者の増加については認識しており、国や府にも実状を伝えてまいります。
泉佐野市（学校教育課）
本市における奨学金制度は、大阪府育英会や日本学生支援機構等の奨学金制度を補完的に、泉佐野市奨学金
貸付基金条例に基づき、経済的理由により修学が困難な生徒の進学を支援しております。本市の厳しい財政状
況のなか、奨学生からの返還金並びに市民からお預かりした寄附金をもとに、今後も貸付制度を維持し、次代
を担う若者が安心して進学できるように支援してまいります。
泉南市（学務課）
「奨学金」制度の充実は利用者にとって重要な事と認識しております。その改善については、機会を通じて
要望していきます。
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阪南市（学校教育課）
大学や高校卒業後の就職状況につきましては、「平成 26 年度末卒業した大学生の就職率」
（4 月 1 日時点）
は 96.7％で、前年度を 2.3 ポイント上昇し、高校生の就職率は 97.5％で、前年度を 0.9 ポイント上昇し、5
年連続の改善となりました。
しかし、日本学生支援機構の調査によりますと、奨学金を受けた者で常勤社(職)員として就職している者は、
奨学金返還の延滞者の 36.2％、無延滞者の 67.9％であり、年収につきましては、延滞者の 80.2％、無延滞者
の 57.0％が 300 万円未満という状況にあります。就職率は上昇しつつも、このような不安定な雇用状況等の
理由により、奨学金を返還できない滞納者は約 19 万人近くにも上っており、その延滞の理由としては、
「本人
の低所得」が 51.1％と、奨学金の返済は延滞者にとって大きな負担となっていることがわかります。
以上のことから、奨学金の返還につきましては、現行の所得連動型返還制度を、第一種奨学金利用者に限る
のではなく、第二種奨学金にも導入し、若者が生き甲斐を持って社会を支えられるよう、大阪府と連携し要望
してまいります。
田尻町
経済状況が厳しい世帯の学生であっても学業を断念せず、また将来の返還の不安を軽減され、安心して進
学・修学できるよう要望活動等を進めてまいります。
熊取町（学校教育課）
奨学金制度を活用している人たちの多くは経済的に余裕がない場合が多く、大学等の卒業後も就職が決ま
り、安定をした生活を営むことは、昨今の社会情勢の中ではおぼつかないのが現状です。
一方で、奨学金の返還の必要から身体的・精神的に過度な疲労が伴う就労内容の労働を選択せざるを得ない
ことも現実にあります。健康で文化的な生活ができるために、第一種奨学金だけでなく第二種奨学金について
も所得連動型の返還制度の導入の実現や大阪府の奨学金施策の充実についての要望を進めていきたいと考え
ております。
岬町
奨学金制度については、第二種奨学金における所得連動型返還制度の拡大等や大阪府における奨学金施策の
充実について、国や大阪府に対して働きかけを図ってまいります。
（3）労働教育のカリキュラム化について

＜新規＞

学生を使いつぶす違法な働かせ方が、学生アルバイトに広がっている。
「働くことの意義」、
「働く者の権利・
義務」、
「労働組合の意義」
、また、働く上で必要なワークルールや労働安全衛生、使用者の責任など、知識を深
め活用できるよう、労働教育のカリキュラム化を推進すること。
（回答）
貝塚市
本市では、子どもたちが、学ぶことや働くことへの意欲を持ち、力強く未来を切り拓くことができるように、
全ての中学校区で小中 9 年間を見通したキャリア教育プログラムを作成し、小学校段階から働くことの意義や
喜びを感じられるよう指導の工夫を行っています。中でも、職場体験学習については、貝塚市はいち早く実施
し、中学生が働くことの厳しさや喜びなど、身をもって体験できるように全中学校で取り組んでいます。
「働く者の権利・義務」等の労働教育については、社会科を中心に他の教科の発展的な学習や人権教育、進
路指導と関連付けながら行っているところです。
泉佐野市（学校教育課）
本市においては、全こども園、小・中学校にキャリア教育担当を設け、学校の特色や地域の実情を踏まえつ
つ、子どもたちの成長段階に応じたキャリア教育を進めております。また、本市の 5 中学校区すべてにキャリ
ア教育推進委員会を設置し、めざす子ども像を明確にしたうえで、11 年間を見通した校区全体の推進計画を
策定し、日々の実践に活用しております。
これからも、キャリア教育の充実に向け、外部講師を招いての学習や民間企業の出前授業等も活用しながら、
さまざまな取組を進めてまいります。
泉南市（指導課）
「働くこと」
「労働者の権利」等について、社会科を中心とする教科学習やキャリア教
る進路指導を通し、適正な労働教育の推進に努めます。
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育、中学校におけ

阪南市（学校教育課）
一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育成することを目的としたキャリ
ア教育を、義務教育 9 年間の全体指導計画を作成し、計画的・継続的に進めているところです。その中で、職
業に関わる調べ学習や聞き取り学習及び体験学習におきまして、発達段階に応じて働くことの「意義」や「責
任」を指導しております。
また、
「コミュニケーション力」や「計画能力」
「課題解決力」などといった社会的・職業的自立の基盤とな
る力の育成に向けて、キャリア教育の取組み内容の充実を図ってまいります。労働に関する法令等につきまし
ては、進路学習の時間や社会科の授業等で学習をさらに充実させ、取組みを推進してまいります。
田尻町
本町では、子どもの職業観・勤労観などを育てるため、発達段階に応じて体系的・系統的なキャリア教育を
推進しております。
小中学校におきましては、
「キャリア教育」の全体計画に基づき、各教科・領域において、子どもたちの発
達段階や学校・地域の実態に応じた取組みを進めております。
社会に出て職業につくということの意義や自分にはどんな才能があるのかを考えさせたり、職業体験学習を
行なったりして、児童・生徒ひとり一人の自己実現をはかる教育活動を行っています。
今後もキャリア教育の推進に向け、各学校園で創意工夫した教育活動が進むよう支援してまいります。
熊取町（学校教育課）
子どもたちが希望をもって、自分の人生を切りひらいて生きていくために、それぞれが直面するであろう
様々な課題に柔軟に対応していく力を育てるなどして、「職業的・社会的自立」ができるよう、各校において
キャリア教育を進めております。具体的には、全小中学校で各教科や総合的な学習の時間等で地域の様々な団
体・組織と協力をしながら実施しています。そして、全中学校で職業体験学習を行い、事前学習や事後学習等
も充実したものになっております。
また、「働く者の権利」「労働組合の意義」等については小中学校社会科において、学ぶ機会を設けており
ます。
仕事・労働等についての基本的理解は、自分らしい生き方を実現させていく過程において重要な要素である
ことから、今後とも小学校段階から具体的・現実的理解を深める指導とともに、「働くことの意義」など職業
生活に関する様々な知識や情報についての学習を年間計画の中に位置づけながら、キャリア教育、労働教育の
充実に努めていきます。
岬町
子ども達が社会で働く際の活用できる知識や技能の習得については、キャリア教育・法教育の観点から、そ
の充実を図ってまいります。
（4）選挙権年齢引き下げに伴う主権者教育について

＜新規＞

公職選挙法の一部を改正する法律案が成立し、選挙権年齢が 18 歳以上に引き下げられる。政治的、社会的な
問題を自分の問題として捉え、意思決定できる政治的判断能力が高められるよう、中等教育においての主権者
教育を充実させること。また、年齢引き下げにより、民法や少年法等の見直しも検討されていることから、法
律や司法関連に関わる教育体制を強化すること。
（回答）
貝塚市
選挙権が 18 歳に引き下げられるにともない、児童生徒が政治や社会の課題について関心を持ち、自分の問
題として論議できるよう指導内容や方法について研究してまいります。
また、本市においては従前から、各校の生徒会活動の活性化を促すとともに、毎年、共通の課題について交
流や議論を行う生徒会交流会を実施し、中学生の自治意識の育成を図っています。
なお、法律や司法関連に関わる教育体制については、今後の状況を見据えながら、研究してまいります。
泉佐野市（学校教育課）
本市においては、法律や司法関連に関わる教育について関係諸機関とも連携し防犯教室や安全教室等を実施
しその推進を図っております。また、公職選挙法の一部改正に伴い、主権者教育についても選挙管理委員会と
連携し、実際の記載台や投票箱を活用しての模擬投票などを含めた小・中学校への授業を企画し、平成 27 年
度から希望校に出前授業を実施いたしております。
今後も社会的な問題を自分の問題として捉えることができるよう、様々な取組を進めてまいります。
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泉南市（指導課）
小中学校における社会科や総合的な学習の時間等を活用し、公職選挙法の一部改正を踏まえた学習を推進し
ます。また、学校教育のあらゆる機会を通じ、主権者教育の充実に努めます。
阪南市（学校教育課）
平成 27 年 7 月の文科省通知に留意点としてあげられた「小・中学校段階においても、児童生徒の発達の段
階を踏まえつつ、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うよう教育の充実を図る」こと
を常に念頭に置いて、小学 6 年生の社会科及び中学 3 年生の公民で主権者教育を行っております。
具体的には小学校では、日本国憲法についての学習の中で、選挙権の変遷について取りあげて学習しており、
中学校では、裁判の学習の中で模擬裁判を行うなど、社会の一員として生き抜いていく子どもの育成に力を入
れております。
教員に対しましては、校長会、教頭会での周知の他、教育課程についての研修会等で、法教育、主権者教育
の重要性につきまして指導しております。
今後は、学校の政治的中立を確保しつつ、子どもたち自身が政治との関わりについてより理解し、社会に参
画する力を身につけていくため、模擬選挙等の体験学習などをまじえながら主権者教育を進めてまいります。
田尻町
総務省より、現代に求められる新しい主権者像として、「国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考
え、自ら判断し、行動していく主権者」が掲げられ、これをめざした新たな主権者教育への取組みが、喫緊の
課題であると認識しております。
本町におきましては、大阪府教育委員会と連携しながら、児童・生徒に対して、民主主義などの社会のしく
みについての教育について、選挙や身近な生活と政治とのかかわりや地方自治などをテーマに、話し合い活動
や体験活動を実施しています。
今後も、国や大阪府の動向を踏まえながら、各学校で創意工夫した教育活動が進むよう支援してまいります。
熊取町（学校教育課）
各学校では、社会科において国民主権や民主政治、選挙の意義や制度のように、国民主権を担う公民として
基礎的教養を培うことなどを目標とした学習を実施しております。また、その中でも「生徒会役員選挙」のよ
うに生徒の身近な題材を取りあげることで、生徒が選挙を自分事としてとらえやすくするなどの工夫をして学
習をすすめております。
今後も、教育基本法をはじめとする関係法令および学習指導要領に基づいて、平和で民主的な国家・社会の
形成者として必要な公民的資質の基礎を養うための教育活動を実施してまいります。
岬町
議会制民主主義など政治や選挙に関する知識に加えて、学校の政治的中立を確保しつつ、生徒たちが 18 歳
をむかえた際、自らの判断で権利を行使することができるよう社会科等において主権者教育・法教育の充実を
図ってまいります。
（5）人権侵害等に関する取り組み強化について

＜継続＞

女性に対するあらゆる暴力（パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、ストーカー行為、セクシュアル・ハ
ラスメントなど）を根絶するため、被害からの未然防止に向けた暴力防止キャンペーンなどによる社会認識の
徹底、意識啓発や情報を広く周知し、取り組みを強化すること。
（回答）
貝塚市
女性に対するあらゆる暴力を根絶するため、被害の未然防止に向け、相談窓口の開設や広報紙を通じた啓発
に努めております。
泉佐野市（人権推進課）
最近深刻化するストーカー被害の相談につきましては、研修を受けた女性相談員が、警察、病院、学校等の
関係機関と連携を図るとともに、同行支援やカウンセリング、電話相談、住民基本台帳の支援措置等を実施し
対応いたしており、次年度も継続して支援してまいりたいと考えています。
泉南市（人権推進課）
ストーカー被害などは、市民の命に関わる重大な人権侵害です。これらの相談者に対して、二次被害を与え
ないように相談対応の機能強化及び関係機関の連携を図り体制を充実させます。
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阪南市（人権推進課）
本市では、平成 24 年 10 月に「阪南市 DV 根絶宣言」を行い、DV（ドメステック・バイオレンス）をはじめ
とするあらゆる虐待を防止するための取り組みを行っております。本年 6 月には「阪南市 DV 根絶宣言」を盛
り込んだ阪南市男女共同参画推進条例のリーフレットを、広報誌に折り込み、DV 根絶の啓発に努めておりま
す。また、DV やストーカー等、女性の抱える様々な問題や悩みにつきまして、専門カウンセラーによる「女
性総合相談事業」や、
「女性弁護士による法律相談」を実施しております。11 月の「女性に対する暴力をなく
す運動」期間中には、DV 根絶を訴える公用車へのステッカー貼付や街頭における啓発物品の配布、啓発講座
を開催するなど、今後とも、女性に対するあらゆる暴力の根絶に努めてまいります。
田尻町
女性に対するあらゆる暴力の根絶に向け、これまで町公共施設・町内広報板等への啓発ポスターの掲示や町
広報紙に啓発記事を掲載する等、住民や企業に対する情報の周知・啓発を行ってきたところです。今後もさら
なる周知・啓発活動に努めてまいります。
熊取町（人権推進課）
11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間には広報紙や役場前にのぼりを設置することで、幅広く周
知し暴力防止に向けＰＲしています。男女共同参画社会情報誌や広報紙またホームページを活用し、意識啓発
を図っており、引き続き啓発や情報の周知に努めてまいります。
岬町
女性に対するあらゆる暴力の根絶に向け、岬町男女共同参画推進条例に基づく第 2 次岬町男女共同参画プラ
ンに掲げられた施策を断続的に実施し、また被害からの未然防止に向けた体制強化に努めてまいります。
（6）人権侵害救済法（仮称）の早期制定について

＜新規＞

人権侵害に対する十分かつ迅速な解決と救済を目的とする「人権侵害救済法（仮称）」を早期に制定するよう、
国に対して強く働きかけること。また、法律制定を待たずとも、差別・人権侵害的言論を規制する対応がなさ
れるよう、条例化等による対策を講じること。
（回答）
貝塚市
本市におきましては、市議会が平成 17 年 3 月 28 日に「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める
意見書を議決の上、国会及び国機関宛提出しており、今後も国の動向を見守ってまいります。
なお条例化等につきましては、現地点では考えておりません。
泉佐野市（人権推進課）
人権侵害救済法の制定につきましては、大阪府市長会・大阪府・大阪府町村長会との三者にて国に対して要
望しており、引き続き要望してまいります。
泉南市（人権推進課）
本市では、人権行政基本方針の策定に向け、準備を進めており、多様な人権侵害に対する対応について、関
係機関と連携を図り、体制を構築します。
阪南市（人権推進課）
インターネット上の差別書き込みなど様々な人権侵害による被害者を救済するため、実効性のある法制度の
確立が必要であると認識しており、大阪府や府内市町村とともに、国に対しまして、実効性のある人権救済に
関する法制度の確立について要望しているところであり、今後とも、法制度の早期実現を働きかけてまいりま
す。
田尻町
全国一律の人権救済等に関する法制度の確立が必要であると認識しており、大阪府とともに、国に対して法
制度の確立について要望しているところです。今後も法制度が早期に実現されるように働きかけてまいりま
す。また条例化に関しては大阪府や近隣市町村の状況等を考慮し、研究してまいります。
熊取町（人権推進課）
人権侵害的言論を規制への対応については、表現の自由を保障しつつ、ヘイトスピーチに効果的な規制を行
うことが必要でありますが、国として統一して検討されるべき事項と考えております。

本町としましては、

大阪府・大阪府町村長会において、国に対し法制度の早期確立を要望しているところですが、今後も、引き続
き実効性のある法制度が実現されるよう要望してまいりたいと考えております。
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岬町
差別・人権侵害的言論の規制について、対応体制の整備に努め、国・府・人権関係団体等との連携を図りな
がら対策に努めてまいります。
（7）地方税財源の確保にむけて

＜新規＞

地方財政への影響に配慮した必要な税財源を確保し、地方分権にふさわしい地方税・財政をめざした改革が
行われるよう、引き続き国への積極的な提言および要請を行うこと。また、地域特性を踏まえた地方自治体の
裁量で自由に使える一括交付金についても積極的に求めること。
（回答）
貝塚市
本市としましては、これまでも地方交付税の増額をはじめ安定的な地方税財源の確保などについて、大阪府
市長会等を通じて国・府に対して要望活動を行っております。
泉佐野市（行財政管理課）
国の「経済財政運営と改革の基本方針 2015」で示された方針を踏まえ、地方の安定的な財政運営に必要と
なる一般財源の総額については、平成 30 年度までにおいて、平成 27 年度の水準を下回らないよう実質的に同
水準を確保するとされています。また、同方針には、地域の活性化と頑張る地方を支援する仕組みとして、課
税自主権の拡充、従来の国庫支出金等の在り方を見直すといった歳入改革への記述が認められます。
このような国の動きも踏まえ、府とも十分な連携を図りながら、地方財源の充実・確保を要望してまいりま
す。
泉南市
（財政課）
地方税財源の充実強化に向け、国と地方の事務配分を踏まえるとともに、今後増加することが見込まれる社
会保障関連経費や地域経済活性化、防災・減災事業などに対応するため、消費税を基本に国から地方へのさら
なる税源移譲を行い、地方一般財源の充実確保を図られるよう市長会等を通じ要望しています。
また、国庫補助負担金改革に伴い一般財源化が実現した分野においても、移譲された税源を住民サービスに
効率的かつ効果的に活用するため、更なる規制の見直し等が図られるよう、市長会等を通じ要望します。
（税務課）
地方税制改正の課題につきましては、従来から全国市長会等を通じ国に税財源を確保できるよう要請活動を
行っています。現在、与党税制調査会で議論されている平成 28 年度地方税制改正についても、償却資産課税
の見直し等、地方税収に大きく影響する改正には、全国市長会を通じ、現行制度の堅持を強く求める要請を国
に対して行い、地方税財源の確保に努めます。
阪南市（財政課）
社会情勢の変化に伴い、地方分権の重要性は一層増しております。高まる基礎自治体の行政需要を満たすべ
く、税財源配分における地方枠の確保や裁量で自由に使える一括交付金の確保に向け、市長会等を通じて国に
要望を行ってまいります。
田尻町
必要な財源の確保に努めることは地方自治体の義務であり、町村長会等を通じた国への積極的な提言および
要請を行ってまいりたい。一括交付金についても同様に、積極的に求めてまいりたい。
熊取町（財政課）
地方行財政の安定運営のためには、自主財源の根幹をなす地方税、地方交付税等の一般財源の確保が重要で
あります。また、国庫補助金の一括交付金については、平成 25 年度から廃止され、統合前の交付金に戻され
たものの、必要な事業の執行に支障が生じないよう措置する必要があります。本町におきましては、国の平成
28 年度予算編成へ向けて、大阪府町村長会を通じ、税源の地域間偏在の少ない地方税体系の構築など抜本的
な見直しや、補助金等の総額の確保について要望を行ったところであり、今後におきましても、大阪府等を通
じ引き続き要望を継続してまいります。
岬町
国による地方分権が推進されていることから、大阪府町村長会通じ、市町村がより自主性を高めるために市
町村の行政運営が維持可能な税財源制度の再構築を早期に行うよう引き続き国への要望を行ってまいります。
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（8）マイナンバー制度開始にむけて

＜補強＞

帝国データバンクの 2015 年 4 月の調査によると、2016 年 1 月から開始されるマイナンバー制度に対する企
業の理解が、約 4 割にとどまり、制度への対応を進めている企業も 2 割弱にとどまるなど、制度の理解も対応
も進んでいないことが明らかになっている。また、法人番号制度についても認識が低く、制度の存在自体が十
分に周知徹底されていないことから、早急に、周知徹底に取り組むこと。さらに、個人情報が流出することが
ないよう、防御体制を確立し、管理機能を徹底すること。
（回答）
貝塚市
平成 28 年 1 月から、事業者は税や社会保障に関する手続書類に、従業員等のマイナンバーなどを記載して
各役所に提出する必要があり、本市でも平成 27 年 11 月、事業者向けチラシを庁舎内に配架するとともに、貝
塚商工会議所を通じて会員のみなさまに配付し、制度の周知に努めております。
また市民に向けては、平成 27 年 10 月の法施行以降、10 月、11 月、平成 28 年 1 月にマイナンバーに関する
記事を広報紙に掲載し、また市内の団体からのご要望により説明会を開催するなど、制度の周知に努めている
ところです。
住民記録情報が格納されているネットワークについては、インターネットと分離されていることや情報ポリ
シーで規制していることから、通信回線を通して個人情報が流出する可能性は極めて低くなっていますが、今
後、住民記録情報を取り扱う機器の操作者認証の生体認証導入による厳格化や、さらに情報持ち出し制限の強
化等について検討いたします。
泉佐野市（政策推進課）
個人番号（マインバー）制度の周知について、住民及び法人に対し関係機関と連携を図りながら、周知・広
報活動に取り組んでまいります。また、情報漏洩事故が起こらないように情報セキュリティ対策の抜本的強化
に取り組んでまいります。
泉南市（政策推進課）
マイナンバー制度については、国の情報発信を踏まえ、市のＨＰ・広報及びポスター等を活用し、随時市民
や事業者へ周知啓発を行ってきました。法人番号制度についても、国からの要請に応じ適宜、周知啓発に努め
ています。
また、個人情報の保護対策としては、法律で定められた業務を行う担当職員以外の者がシステムを使用する
ことのないようアクセス権を限定するなど、個人番号を含む特定個人情報については、厳格に管理を行ってま
いります。さらに、職員に対する研修や新しいセキュリティ技術も積極的に導入し、対策をより強固なものに
して万全の体勢で取り組みます。
阪南市（みらい戦略室）
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）につきましては、平成 28 年 1 月からの利用開始に向け、大阪
府内の法人は 11 月 18 日から、阪南市の市民の皆さんには 11 月 23 日から番号の発送が始まっているところで
す。これまでに本市では、9 月に職員説明会、10 月に商工会にて事業者説明会、11 月には自治会への説明会
を実施したところであり、本市のウェブサイトにおきましても、制度の周知に努めてきたところです。
個人情報につきましては、1 つの機関で全ての情報を網羅するのではなく、当該機関にて管理する分散管理
の仕組みを採用しております。さらに、平成 29 年 1 月からは自分自身の情報がいつ何のために使用されたの
かを確認できるマイナポータルと呼ばれるシステムも稼働予定であり、個人情報保護の対策がとられていると
ころです。今後におきましても、マイナンバー制度の周知及び情報管理の徹底を図ってまいります。
田尻町
マイナンバー制度に関する広報については、広報紙やホームページ、国が作成したチラシやポスターを活用
しております。引き続き、個人、法人のマイナンバー制度について、周知してまいります。
また、個人情報が流出しないよう、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律その他関係法令に定めるところにより、特定個人情報を取扱うにあたり、特定個人情報等の安全管理に関
する基本方針・取扱規程等を策定しております。そのうえで、特定個人情報の管理体制・取扱いについて、職
員等に遵守させるなどの措置を講じ、適正に特定個人情報等を取扱うための環境を整備しております。また、
国の補助金を活用し、基幹系システムの更なるセキュリティ強靭化を図ってまいります。
熊取町（政策企画課・広報公聴課）
広報紙や町ホームページによる周知を引き続き行うとともに、国のガイドラインに基づいたシステムの整
備、ルール化を行い、適正な情報管理に努めてまいります。
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岬町
岬だよりや町ホームページなどを活用、また関係機関等と連携し、企業への周知に取り組みます。また、個
人情報が流出することがないよう情報管理体制の強化に取り組みます。

５．環境・食料施策（５項目）
（1）省エネ対策の推進について

＜補強＞

「省エネ・創エネの街づくり」などの環境政策を大阪府と連携し、推進すること。また、企業の環境対策を
促進するため、環境対策に関連した技術・事業の育成・支援を強化すること。加えて、生活における省エネの
推進など、環境問題に対する住民の環境意識を高める取り組みに繋げるため、教育現場や地域での「環境教育」
をさらに推進すること。
（回答）
貝塚市
省エネ対策としては、住宅用太陽光発電システム及び燃料電池コージェネレーションシステム設置費補助事
業を実施しているところです。
また、事業者への支援につきましては、大阪府市長会を通じ、国、府に対し対策強化を要望してまいります。
さらに環境教育の推進につきましては、現在、小学校 4 年生を対象にエコ生活を実践する「エコレンジャー」
やコスモス市民講座等を実施しております。
泉佐野市（環境衛生課）
新たな補助金制度の策定等は難しい状況にありますが、関係機関・団体と連携をとりながら、市としてとり
うる手段・方法について引き続き検討してまいります。
泉南市（環境整備課）
平成 25 年度より、住宅用太陽光発電システム設置費に対する補助金制度を導入しており、平成 28 年度にお
いても、補助金制度を継続する予定です。
また、関西圏の電力需要対策として、国や府の対策を基に家庭での節電の啓発に取組んでいます。
阪南市（生活環境課）
大阪府と連携し、家庭のエアコンや照明をオフにして、家族そろっておトクで楽しいスポットにお出かけし
てもらう「家族でお出かけ節電キャンペーン」を実施しているほか、小学生向けの環境教育に関する出前講座
プログラムの学校への紹介など、家庭で出来る身近な省エネ対策等を推進しております。
また、一般家庭での省エネ・創エネをより推進するため、平成 25 年度より 3 カ年の計画で住宅用太陽光発
電・太陽熱高度利用システム導入補助事業を実施しており、同事業では、システム設置後 1 年間、毎月の発電
量、電力使用量（前年同月比含む。
）等を市民自ら把握、記録し、1 年分をまとめて市に報告してもらうこと
で、電力の使用量に関心を持ち、普段から省エネを心がけてもらう制度を導入しております。
田尻町
大阪府との連携や企業への支援につきましては、大阪府と大阪市が共同設置したおおさかスマートエネルギ
ー協議会に参加し、情報共有を行い、府下市町村の取組みを参考にしながら、本町における環境政策の検討及
び情報提供等を行っています。この中、環境教育に関しては、小中学校におけるリサイクルなどに関する学習
の実施や、当該協議会が推進する『エネルギー・環境教育に関する出前講座』等の情報の共有を環境担当部局
と教育委員会部局とで行うなど、環境教育の推進に努めております。
熊取町（環境課）
エコ住宅の促進につきましては、平成 22 年 5 月から開始した町独自の住宅用太陽光発電システムの補助制
度として、平成 24 年度末までの 3 ヵ年で、302 件、26,883 千円の実績でした。また、平成 25 年 4 月からは転
入・定住促進事業の一環として、その対象を若年世代にシフトして実施しているところであり、平成 26 年度
での実績で、40 件

2,968 千円、平成 27 年度は、1 月上旬までで 22 件 1,662 千円となっています。転入・定

住促進事業としての住宅用太陽光発電システムの補助制度については、平成 27 年度で終了しますが、その後
の環境施策について検討していきます。
また、「クールアースデー」の取り組みや節電対策について、町広報紙や町ホームページへの掲載を行うと
ともに、環境フェスティバルをはじめとしたイベントにおける周知など、温暖化対策への機運が高まるような
広報ＰＲを行っていきます。
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岬町
大阪府内市町村における取組状況を踏まえ、検討を進めてまいります。
（2）廃棄物対策と循環型社会形成の取り組みの強化

＜継続＞

循環型社会形成推進基本法で規定された廃棄物対策について、発生抑制、再使用、再生利用、適正処分の処
理の優先順位を重視した取り組みを、各市町村でごみ排出の状況を把握したうえで、積極的に行うこと。特に、
全国的にも収集量の多い事業系ごみの発生抑制につながる効果的な取り組み、分別排出・収集、資源のリサイ
クル化など、ごみの減量努力をさらに促進すること。
また、食品廃棄物の削減を進めるため、学校教育の中での「食べ物を捨てない」教育、フードバンクの取り
組み、食品リサイクルの推進に向けて、
「食品リサイクル製品－認証・普及制度」の促進など、積極的な削減努
力を行うこと。
（回答）
貝塚市
ごみの減量化については、家庭系ごみでは、缶・びん、ペットボトル、プラスチック類の資源ごみの分別収
集、コンポスト（生ごみの堆肥化容器）の無償貸与及び家庭用電動式ごみ処理機の購入補助制度を実施してお
り、また、事業系ごみでは、再生利用指定業者による動植物残渣の再生利用（飼料・有機肥料等）の推進及び
多量排出事業者へのごみ減量計画書提出による指導に努めているところです。
フードバンク及び「食品リサイクル製品－認証・普及制度」の促進などについては、現在のところ考えてお
りません。
泉佐野市（環境衛生課）
可燃ごみとして出されるものの中には、分別することによって再資源化の可能性のある品目が、なお相当量
混入されております。昨年家庭系可燃ごみの展開調査をしたところ、50ℓ 指定袋には多数の再資源化できる品
目が混入されており、20ℓ 及び 10ℓ の指定袋には少ない傾向にありました。ついては、平成 28 年 1 月より 50ℓ
指定袋の在庫限りならびに 30ℓ 指定袋の新設を行い、啓発活動と併せてごみの減量化・資源化に努めてまいり
ます。また、事業者の皆様にも更なる理解と協力をお願いするため、搬入ごみに対する展開調査を強化するな
ど、引き続き啓発活動をすすめてまいります。
さらに、生ごみ処理機購入助成による生ごみの排出抑制による減量化、集団回収活動に対する報償金事業を
とおして地域の皆様と連携を図り、資源ごみのリサイクル率を高める施策に取り組んでまいります。
食品廃棄物の削減については、食品リサイクル法に基づく取り組みや、フードバンクの運営について情報収
集を行い、市としてとりうる手段・方法について検討してまいります。
泉南市
（清掃課）
循環型社会を構築するためには、3R リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利
用）が不可欠であることから、泉南市においても分別の拡充に取り組み、循環資源を確保し、廃棄物の適正処
理に努めます。事業系一般廃棄物については、排出者責任の観点からより一層の発生抑制、分別、リサイクル
を指導するとともに、特に紙ごみの分別を推進することによりリサイクル率の向上に努めます。
また、学校教育施設において、3R や各種リサイクルに関連する学習会を開催し、特に食品リサイクルにつ
いて解りやすく説明を行い、子供たちに資源の有効利用や循環型社会の構築に向けた啓発を進めます。
さらに、広報等を利用して「フードバンク」、
「食品リサイクル製品認証・普及制度」について周知を行い、
循環的な利用の促進につなげ、廃棄物の削減に努めます。
（秘書広報課）
フードバンクについては、今後、府と連携を図り周知・支援に努めてまいります。
阪南市（資源対策課）
本市におきましては、循環型社会形成のため、平成 20 年度から可燃ごみ、粗大ごみ（不燃ごみ）の有料化
を実施し、市民の皆さんのご家庭に「ごみの分別・出し方マニュアル」及び「ごみ収集日程表」を配布するこ
とで、ごみの分別・適正排出を支援し、ごみの減量化と資源ごみの有効活用を図っております。
食品廃棄物の削減につきましては、コンポストの無償貸出し及び生ごみ処理機器購入費補助事業を実施する
とともに、廃食油の再利用につきましては、問い合わせがあった際に廃食油からバイオディーゼル燃料を製造
している障がい者施設を案内しております。今後につきましても、大阪府リサイクル製品認定制度や集団回収
報奨金制度の周知、活用などにより分別収集の推進に取り組み、循環型社会の更なる構築に努めてまいります。
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田尻町
本町においては、ごみの減量化と再資源化を促進するため、家庭系ごみの有料化を行い、各種資源ごみの分
別収集を実施しております。
また、事業系ごみにつきましても、家庭系ごみと同様、その発生抑制は重点事項と認識しており、事業所に
対しての適正なごみの排出方法の周知等に努めております。
さらに、食品廃棄物の削減においては、生ごみ処理器購入補助の実施と合わせて、学校教育でも「食に関す
る指導の全体計画」に基づき、感謝の気持ちを持ってしっかり食べる取組みなどを実施しております。また、
引き続き、飲食・サービス業の事業所から発生する厨芥類についての食品リサイクル法等による再生利用促進
の啓発を行ってまいります。
熊取町
（環境課）
本町では、家庭での生ごみの減量化対策として、家庭用生ごみ処理機の購入費補助制度を行っており、事業
系のごみについては、多量排出事業者に対し、ごみ減量化計画書を提出させ減量化対策に努めているところで
す。
また、エコショップ制度の普及・啓発のほか、小学 4 年生を対象とする環境教育（4R 運動）及び環境セミ
ナーを行うことにより家庭でのごみリサイクル意識の向上に努めております。
今後につきましても、「大阪府リサイクル製品認定制度」の周知に努めるとともに、循環型社会形成に向け
て、「大阪府循環型社会推進計画」と整合性を図りながら事業の推進に取り組んでいきます。さらに、空き缶
などの回収を行う団体に補助を行うことで、環境美化とリサイクルの促進に努めます。
（学校教育課）
小中学校の家庭科や社会科等において、環境教育や食育教育を進め、「食べ物の大切さ」や「廃棄エネルギ
ー削減」について学ぶ機会を設けている。
岬町
ごみの減量化について、家庭系及び事業系廃棄物の減量化に努めているところであり、今後も、ごみ減量化
について排出事業者等への啓発に努めてまいりたい。また、空缶・ペットボトルなど資源ごみのリサイクル率
向上を図り、循環型社会形成の取り組みを推進してまいります。事業者への啓発、学校での啓発などに努め、
今後もごみの減化、リサイクル率の向上、食品廃棄物の減少、リサイクル製品の購入などにつながるように努
めてまいります。
（3）水循環基本計画の策定と条例化について

＜補強＞

「水循環基本法」の制定に伴い、本年 7 月に策定された「水循環基本計画」に基づき、各市町村においても
労働者代表など、住民の声が反映された「行動計画」の策定を求める。策定にあたっては、その推進体制・取
り組みスケジュールなどを明らかし、安全・良質な飲料水の供給と水環境の保全を目的に、水源から各戸に至
る総合的な水質確保対策を行うこと。特に、生活雑排水を主因とする河川・湖沼の水質低下防止のため、地域
の実情に応じた生活排水処理施設などを整備すること。また、節水型社会をめざし、雨水・再生水の利用の啓
発・関連事業をさらに促進し、これら水環境の保全につながる取り組みに加え、河川災害なども含めた総合的
な対策を行うこと。
（回答）
貝塚市
水環境基本計画の策定につきましては、義務規定ではないものの、本市域における豊かな自然環境を保持し
ていくためにも重要であると考えておりますことから、今後、府や近隣自治体の動向を注視しながら研究して
まいります。
泉佐野市（上下水道総務課）
現在のところ「行動計画」等の策定には至っておりませんが、大阪府などの関係機関との連携を図りながら、
今後検討してまいります。
泉南市
（上水道工務課）
水循環基本計画の策定と条例化について：上水道事業としては、水循環の中での重要な位置を占めているた
め、今後も、国や大阪府及び大阪広域水道企業団等との連携を深めていくとともに、老朽化した水インフラの
適正な耐震化・長寿命化等に向けた維持管理・更新等の対策を講じます。
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（下水道整備課）
生活雑排水を主因とする河川・湖沼の水質低下防止について：公共下水道の整備を行い、河川等の水質低下
の防止に努めます。
河川の適切な維持管理に努めるとともに、必要な河川改修を行います。
（環境整備課）
生活雑排水を主因とする河川、湖沼の水質低下防止のため、単独浄化槽や汲み取りから入替え住宅用合併処
理浄化槽を設置するのに対し、設置に要する費用を助成し、公共用水域の水質向上に努めます。
阪南市（下水道課・生活環境課）
本市の生活排水処理の方針としましては、公共下水道の整備を中心として、合併処理浄化槽設置事業ととも
に、計画的・効率的に整備を進め水洗化促進に向けた取り組みを強化していくことで、普及率・水洗化率の向
上を図っております。
また、「水循環基本法」の制定に伴い、本市では、良好な水循環の維持・回復、リサイクル社会構築への貢
献として、平成 27 年度より「雨水貯留タンク助成制度」を実施しております。
田尻町
本町におきましても、総合計画において水と緑の環境づくりを課題としており、また、水質確保の対策につ
きましても、住民の生活及び環境保全にとって非常に重要なものであると認識しております。今後とも引き続
き良質な飲料水の供給に努めるとともに、下水道の整備を通じて河川や海域の水質低下防止に努めてまいりま
す。なお、「行動計画」の策定につきましては、大阪府をはじめとした他の自治体の動向を注視しながら研究
してまいります。
熊取町（住民部・事業部・上下水道部）
内閣府が昨年 7 月に示した「水循環基本計画」に基づく「行動計画」の策定については、同計画の内容を精
査するとともに、大阪府や府内市町村の取り組み状況を見極めながら、今後、必要性を含め検討して参りたい。
岬町
大阪府内市町村の状況を踏まえ、検討を進めてまいります。
（4）食品の安心・安全の取り組み

＜継続＞

食品表示法により規定された食品表示基準などについて、食の安心・安全確保、消費者の適切な商品選択の
確保、事業者の責任を明確化し、新しい制度・ルールや情報の周知を徹底し、順守に向けた啓発・支援を強化
すること。
（回答）
貝塚市
国および保健所を設置する自治体には必ず食品衛生監視員を置くことが義務付けられており、食品衛生法な
どの法令に基づいて、食の安全を確保する役割を担っております。国や保健所の食品衛生監視員に対し、新し
い制度・ルールや情報の周知徹底、順守に向けた啓発・支援などを充実するよう要望してまいります。
泉佐野市（保健センター）
食品の安全対策については、泉佐野保健所が主に行っておりますが、本市におきましては、平成 26 年 3 月
に策定しました泉佐野市食育推進計画に基づき、食に関連する関係各課が食品の安心・安全を含めた取り組み
を継続実施しております。また、今年度 4 月には食品表示法の施行に伴い、食の安心・安全についての啓発を
目的に健康教室を実施いたしました。
泉南市（産業観光課）
食の安心は、住民の重大な関心事項であるため、大阪府、保健所、本市衛生担当部署等と連携を図りながら、
その新たな制度・ルールの周知・徹底に努めます。
阪南市（商工労働観光課）
食品表示法に関する苦情相談、指導などの業務全般につきましては、大阪府の管轄となっておりますが、本
市では、各家庭における食品衛生や食品表示の見方等につきまして、リーフレットの配布や各種教室での啓発、
また、年に 1 回、大阪府と連携し、市域店舗に対して食品表示の巡回点検を行うなど周知啓発に努めておりま
す。今後も引き続き、大阪府と連携し、食品表示に関する周知等に取り組んでまいります。
田尻町
今後も保健所等と連携し、食の安全性確保のための周知等について取り組んでまいります。
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熊取町（健康・いきいき高齢課）
食品の安心・安全を確保するため、本町においては保健所等と連携して、情報の発信や住民への周知等を図
り、適切に対応してまいります。
岬町
岬だよりや町ホームページなどを活用し周知してまいります。
（5）6 次産業の推進と担い手の確保・育成

＜継続＞

大阪府が 2015 年 4 月に設置した「大阪産(もん)6 次産業化サポートセンター」を起点とし、市町村でも 6 次
産業化に関する具体的な取り組みを行うこと。また、農林水産業の 6 次産業化に資する担い手の確保、義務教
育期間での食育、農業・水産業・林業の教育などに力を入れ、長期的な人材育成の重点化をはかること。特に
次世代を担う若者に対し、産業の重要性や魅力などに関する理解促進をはかり、必要な教育・資格・政策など
関連する行政機関の横断的な協力体制を構築すること。
（回答）
貝塚市
大阪府と連携し、貝塚ブランド農産物であるタケノコや水ナス等の 6 次産業化を推進するとともに、農産物
のＰＲ・情報発信に取り組みます。また、地元特産野菜を学校給食に取り入れる等、学校と連携し、食育推進
にも引き続き取り組んでまいります。また、担い手への農地の集積を推進し、資金面でも国の制度を活用する
ことにより、将来を担う若い農業者の支援・育成に取り組み、地域農業の持続的な発展を目指します。
泉佐野市（農林水産課）
地域資源を生かす取組に対し、可能な範囲での支援を引き続き行い、大阪府と協力しながら 6 次産業化の後
押しを続けてまいります。また 6 次産業化・地産地消法に基づく促進計画として「泉佐野市食育推進計画」を
位置付け、地場産物の普及活動や学校、生産者等と連携した取組により、食育と地産地消の推進を図るととも
に、若手農業者や、女性農業者が組織する団体への活動支援及び新規就農者への支援を通して、地域の農業を
支えていく担い手の育成を図ってまいります。
泉南市（産業観光課）
6 次産業化支援については、近畿農政局が申請窓口となっているため、本市としましても当該機関と連携し
て、利用希望者に対して積極的に情報提供等のサポートを行っていきます。また、大阪府を経由した経営所得
安定対策推進補助金や青年就農給付金等を活用して担い手の確保育成に努めます。
阪南市（農林水産課）
本市における 6 次産業化に関する取り組みにつきましては、本年 5 月に行政、農林漁業、商工、金融機関等
の関係機関で構成される「阪南市 6 次産業化・地産地消推進協議会」を立ち上げ、6 次産業化や地産地消を推
進するための戦略等を定め、市内における 6 次産業化、地産地消に取り組むためのネットワークを形成し、地
域ぐるみで 6 次産業化を推進しております。
また、次世代を担う若者へ農林水産業や食に対する理解を深めていただくとともに、食の安全・安心につな
がるように学校等を通じた農業・漁業体験等を継続的に実施していくなど、「阪南市健康増進計画及び食育推
進計画」に基づき、関係する部局との必要な協力体制を構築していきたいと考えております。
田尻町
今後も保健所等と連携し、食の安全性確保のための周知等について取り組んでまいります。
熊取町（自治振興課）
6 次産業化並びに農業者の担い手確保と育成の一環として、平成 26 年 11 月策定の「人・農地プラン」に新
たに青年就農者を加えるなど、同プランの見直しを図りながら、本町の農業の中心となる担い手や地域農業の
今後について検討したいと考えています。 また、産業活性化基金を活用し、「熊取コロッケ」といった熊取
町のブランド創出における取組みに対して支援を行ってまいります。 さらに、本町の農作物について、学校
給食への導入、小学生を対象とした農業体験学習などを実施し本町産業の魅力について理解を深めることによ
り、次世代の人材育成につなげてまいりたいと考えています。
岬町
本町内では「大阪産（もん）」として町内で水揚げされた魚介類の販売を行うとともに、ＰＲ活動に努めて
おります。また本町内で収穫された野菜等を学校給食や保育所給食で提供しております。今後も引き続き、地
域産品のＰＲ活動や消費拡大に向けた取り組んでまいりたいと考えます。
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６．社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策（５項目）
（1）空き家対策の強化

＜新規修正＞

2014 年 11 月の「空家等対策の推進に関する特別措置法」の成立により、市町村においても「空き家等対策
計画」の作成および対策を講じなければならない。大阪府内の総住宅数に占める空き家率は 14.8％(2013 年度)
と増加傾向にあり、早急に取り組む必要がある。空き家が火災や自然災害、不法投棄などにより、周辺の住宅・
住民に危険を及ぼさないよう対策を強化すること。
一方で、倒壊などのおそれのない空き家については、
「空き家バンク」の設置や改修費の補助などを行うこと。
また、住宅弱者の居住環境の改善や地域活動の拠点作りなどにより、空き家の有効活用を図ること。
（回答）
貝塚市
本市においては、平成 24 年 3 月 30 日に周辺の住宅や住民に危険を及ぼすおそれのある空き家・空き地の所
有者に対し行政代執行まで行うことができる「貝塚市の環境整備と活性化をめざし住みよいまちを作るための
条例」を制定し、対応してまいりました。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の制定を受け、迅速な所有者確認が可能となったことから、周囲
に悪影響を及ぼす可能性の高い空き家から順次対応してまいります。
また、空き家バンクにつきましては、先進地等の事例を参考に、来年度中の制度化に向けて検討してまいり
ます。
泉佐野市（都市計画課）
昨年 5 月 26 日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されたことをうけ、本市におきまし
ても、「安全・安心で豊かに暮らせるまちづくり」の実現に資するための重要な課題であるものと認識してお
ります。
まず、「空き家等対策計画」の作成および対策を講じることにつきましては、計画策定に先立ちまして、泉
佐野市内の空家等の実態調査を平成 28 年度に実施するための予算措置を行っているところであり、計画策定
につきましては、その調査結果を踏まえて、実施していきたいと考えております。
計画策定後は、当計画に基づき、空家の有効活用を含めて、周辺住民に危険を及ぼさないよう空家等対策を
実施することになりますが、計画策定に至るまでの間につきましては、暫定的な措置として、現在施行中の民
間木造住宅の耐震関連補助制度や、除却工事補助制度によって対応していきたいと考えております。
次に、空家バンクの設置や改修費の補助につきましては、昨年 4 月から本市におきましても空家バンク制度
を実施しております。現在までの成果としましては、登録件数が 25 件、うち契約済件数が 9 件といった状況
であります。改修費の補助につきましても、先ほどの民間木造住宅の耐震関連補助や除却工事補助のほかに、
平成 28 年度から住宅リフォーム補助制度を実施するための予算措置を行っているところであります。
泉南市（住宅公園課）
今後益々増加すると考えられている空き家問題に適切に対応するため、平成 28 年度に市内空家の実態把握
調査を行います。次に、調査結果に基づいた「空家対策計画」を策定することにより、空家の適正管理、及び
利活用を促進します。
また、対策計画の策定に伴い「空家バンク」の設置を検討します。
対策計画と一体としてバンクの利用を推進していくことにより、空家の有効活用を図ります。
阪南市（生活環境課）
本年 5 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、本市におきましても適正な維持管理、老
朽家屋対策、有効利用の 3 分野について関係課が連携し、全庁的に対策に取り組んでおります。
田尻町
本町では、現在、町内のあき家の件数、年数、状態などの実態を把握するため、調査を行っております。
その調査結果を踏まえて、どのような対策を講じていく必要があるのか検討してまいりたいと考えておりま
す。
また、あき家の問題は、建物の老朽化による倒壊、不審火などによる火災の発生、ゴミなどの不法投棄、あ
き家の利活用など、住宅面、防犯面、公害・環境面などさまざまな分野による問題が考えられますので、関係
する部局と連携、協議しながら検討してまいりたいと考えております。
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熊取町
（環境課）
空き家・空き地の適正管理に係る啓発と周知については、広報・ホームページに掲載している。また、住民
からの苦情等により把握した管理不全となっている空き家・空き地については、美しいまちづくり条例に基づ
き、所有者（管理者）に対する通知等により、早期改善対応及びその後の未然防止の依頼を行い生活環境の保
全に努めている。今後においても定期的な広報掲載や自治会を通じた情報把握等を行う。
（まちづくり計画課）
本町の実質的な空き家率は、平成 25 年住宅・土地統計調査の結果で 3．7％と大阪府下でも低い状況であり、
「空き家バンク」の設置については、大阪府下先進都市の実績を勘案し、他の空き家対策などの有効活用と併
せ、引き続き調査研究を進めてまいります。
なお、改修費の補助については、昭和 56 年以前に旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震改修費用に対す
る補助を行っているほか、転入定住促進の一環として「住宅リフォーム補助」制度による補助を実施していま
す。
岬町
大阪府内市町村の状況を踏まえ、検討を進めてまいります。
（2）交通施策の強化・充実にむけて

＜補強＞

交通政策基本法に基づく国の「交通政策基本計画」が 2015 年 2 月 13 日に閣議決定された。各市町村でも大
阪府や近隣自治体との連携を考慮した「交通基本計画」の策定を求める。策定に当たっては、交通・運輸産業
に従事する労働者代表や利用者、地域住民の意見を集約し、具体的な策定のスケジュールを明らかにすること。
また、将来的に条例化も視野に入れた検討を行うこと。さらに、交通・運輸政策を担当する専任者を配置する
など、人材育成・確保を行うこと。
（回答）
貝塚市
本市においては、平成 28 年度に「地域公共交通網形成計画」を策定する予定であり、策定に当たっては、
貝塚市公共交通活性化・再生総合事業協議会で議論を行ってまいります。
また、平成 28 年度の機構改革で、都市計画課に地域公共交通政策の専任の担当者を配置いたします。
泉佐野市（道路公園課）
交通政策基本計画については、大阪府及び近隣自治体の策定の動向を注視しながら、交通政策基本法の理念
に基づき、交通政策の強化・充実に取り組んでまいります。
泉南市（環境整備課）
本市においては、平成 14 年より、公共交通システムとしてコミュニティバスの運行を開始し、利便性の確
保及び高齢者、障害者等の移動手段確保を行っております。
また、平成 24 年 2 月 1 日からは、バス台数を 3 台から 4 台に増車し、平成 25 年 7 月 1 日からはバス停の増
設及び朝便の運行ルートの延長など、住民の要望なども取り入れ、交通弱者を作らないように努めています。
阪南市（生活環境課）
本市では交通安全対策基本法に基づく「第 9 次阪南市交通安全計画」を策定し、関係団体等との連携により、
地域の実態に即した交通安全対策に取り組んでいるところです。
なお、交通政策基本法に基づく施策につきましては、今後大阪府の動向により連携を図ってまいります。
田尻町
大阪府や所轄警察、近隣市町村等の関係機関と連携を行い、公共交通ネットワークの構築に向けて、交通施
策や人材の強化・充実に努めてまいります。
熊取町（道路課）
「交通基本計画」については、大阪府においても未策定であり、独自策定の「公共交通戦略」に基づき、交
通施策に取り組んでいるところです。
本町においては、交通政策基本法の理念に基づき、関係機関及び近隣自治体の動向を注視しながら、自然的
経済的社会的諸条件に応じ、利用者や住民の意見を反映した交通施策に取り組んでまいります。
岬町
大阪府内市町村の状況を踏まえ、検討を進めてまいります。
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（3）自転車運転者（特に児童・学生）に対する交通安全教育と
自転車レーンの整備および交通安全対策

＜継続＞

2015 年 6 月 1 日に施行された改正道路交通法で、自転車運転者に対する安全講習の受講が義務付けられた。
市町村の小・中学校、自転車通学者もいる高校・大学などでの児童・学生に対する自転車の安全運転に関する
講習や啓発の取り組みを大阪府と連携し、積極的に推進すること。また、自転車の安全講習を希望する者が、
いつでも受講できるような体制整備を行うこと。
さらに、より安全に自転車運転を行うためにも、自転車レーンの整備を着実に推進すること。また、スクー
ルゾーンなど、児童の通行が多い小中学校周辺や交通量の多い地域の交通安全対策を強化すること。
（回答）
貝塚市
自転車運転者に対する交通安全教育については、毎年、市、警察、教育委員会との協働で、小学校、中学校、
高校、大学で交通安全啓発活動の体験学習と講話での教育、実技の教育などを行っております。また、団体等
からの講習の希望があれば、日程や内容を調整して講習会を開催しております。
なお、小中学校周辺の交通安全対策の強化については、市、府、警察、教育委員会との協働で各小学校の通
学路交通安全施設の総点検を実施し、児童が安全に通学できるよう対策を講じております。また、交通量の多
い地域の交通安全対策の強化については、危険度に応じてグリーンベルトやカーブミラーの設置等の対策を講
じており、引き続き交通安全対策の推進に努めてまいります。
泉佐野市（道路公園課）
交通安全教育については、所轄警察や関係機関と連携し、保育所・幼稚園・小学校において、運動場等に簡
易コースを描き、交通ルール、交通マナーを実践的に指導、啓発を行っており、今後もより一層自転車事故の
防止及びマナー向上に努めてまいります。
自転車レーンの整備については、自転車通行空間の積極的な整備について「安全で快適な自転車利用環境創
出ガイドライン」に基づき、都市の根幹の幹線道路である国道において、積極的に整備を国へ要望してまいり
ます。府道においても、道路管理者である岸和田土木事務所へ要望してまいります。市道については、道路幅
員を考慮し、所轄警察と協議しながら検討してまいります。また、通学路における交通安全対策については、
所轄警察署、学校、道路管理者による「通学路の合同点検」を実施し、安全対策を講じる必要のある地点では
各関係機関と連携しながら対策を講じてまいります。
泉南市（道路課）
自転車の安全運転に関する講習については、泉南警察署が主体となりますので泉南警察と連携し、啓発活動
等に取り組みます。自転車レーンの整備については、幅員等の条件があることから、容易に整備することがで
きないのが現状ですが、安全で安心して通行できるよう、信達樽井線や砂川樫井線の整備の際に、自転車道を
含めた歩道整備を進めます。
また、児童等への安全対策については、今年 1 月に教育委員会におきまして「泉南市通学路安全対策推進協
議会」が設置されましたのでそれらを利用し、交通の安全対策に取組みます。
阪南市（生活環境課・土木管理室）
改正道路交通法につきましては、本市ウェブサイトにおきまして掲載するとともに警察と連携した各自治体
での交通安全教室、小・中学校交通安全教室等により周知を図っております。
また、9 月は「自転車マナーアップ強化月間」として、警察及び関係機関で構成される「阪南市交通事故を
なくす運動推進協議会」におきまして、秋の全国交通安全運動と連動し、自転車安全利用五則の周知を図り、
自転車運転者のマナー向上の推進に努めるとともに、交通安全街頭キャンペーン等の啓発活動に取り組んでお
ります。
田尻町
自転車の安全講習については、小学生及び高齢者に対しては年 1 回の自転車教室を実施しており、保育所及
び幼稚園においても交通安全教室を開催しております。
また、駅前や商業施設を利用した街頭キャンペーンを実施するとともに、町広報誌やホームページを活用し
広く交通安全啓発を実施しています。
スクールゾーンについてはカラー化を行うことで、周辺住民の注意喚起を行い、児童の安全対策へとつなげ
ております。
今後も、大阪府、所轄警察、近隣市町村と連携し、全国交通安全運動や自転車マナーアップ強化月間など広
く交通安全啓発を実施してまいります。
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熊取町（道路課）
熊取町「交通事故をなくす運動」推進本部の事業活動の一環としまして、毎年、泉佐野警察と連携し、町内
全小中学校、浪商高校及び大阪体育大学において、自転車運転マナーや自転車保険の加入啓発などを含めた交
通安全教室を実施しています。
今後においても、引き続き泉佐野警察と連携を図りながら、鋭意自転車の安全利用促進に取り組んでまいり
ます。
自転車レーンの確保については、本町の道路幅員に新たに自転車レーンを設置するスペースが無いことか
ら、用地取得が不可欠となるため、町道における自転車レーンの確保は困難と考えています。
また、通学路の安全対策としては、通学路交通安全プログラムを策定のうえ順次対策実施しているところで
す。
岬町
安全な自転車の通行に向け、警察と連携した啓発をはじめ、運転マナーの向上に努めてまいります。また、
自転車レーン等の整備については、一定の道路幅の確保が必要であることから、国、大阪府等の道路管理者に
要望してまいります。
（4）災害対策の強化にむけて
①社会インフラ対策の強化

＜継続＞

今年度から 10 年間の計画期間で策定された「新・大阪府地震防災アクションプログラム」に基づき、こ
れまでも取り組んできたライフラインの基幹設備の耐震化を着実に推進すること。特に大阪府内では、災害
発生時に避難場所となる公立小中学校などを始めとした公立学校施設の校舎や、体育館などの耐震化がいま
だ完了していない。速やかにすべての公立学校などの耐震化を完了させること。
また、「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」に基づき、老朽化が進む社会資本を適切に維持管理・更新す
ること。
（回答）
貝塚市
本市の小中学校の校舎、体育館の耐震補強工事については平成 27 年度中に終了しており、幼稚園の園舎に
ついても、現在、耐震診断を実施しているところです。また、下水道については、施設の耐用年数を勘案し長
寿命化計画の作成を行い、設備の更新を計画的に実施してまいります。
さらに、道路・橋梁等社会資本の定期的な点検を行うとともに、「貝塚市舗装修繕計画」及び「橋梁長寿命
化修繕計画」に基づき、老朽化が進んでいる道路や橋梁の修繕を計画的に行い、適切な維持管理に努めてまい
ります。
泉佐野市（市民協働課）
本市では、平成 26 年に避難所となる公立小中学校の耐震化を完了し、現在、本庁舎や総合体育館の耐震化
に取り組んでいます。また、都市基盤施設の老朽化が進む中、施設の適正な維持管理・更新に努めてまいりま
す。
泉南市
（危機管理課）
新・大阪府地震アクションプランに基づくライフラインの基幹整備につきましては、市が行うべき部分には、
都市整備部局や上水道部等関係部局と連携をはかりながら検討します。また、指定避難所となる小中学校の耐
震化については、平成 27 年 4 月現在、すべての施設において完了しています。
（行革・財産活用室）
「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」について：本市では、平成 27 年 1 月に泉南市公共施設等ファシリテ
ィマネジメント推進基本方針を策定し、限られた財源で効果的・効率的な行政運営を行うなかで市民サービス
の水準は維持しつつ、将来世代により良い公共施設等を残していくため、公共施設等を最適化するための取組
方針を示しました。今後この方針に基づき、道路橋梁、上下水道といったインフラの長寿命化及び維持管理の
適正化を含む公共施設等の最適化推進基本計画を策定する予定です
阪南市（教育総務課）
本市における避難所に指定している公立小中学校の体育館につきましては、平成 24 年度末に耐震化を完了
し、引き続き、統合により廃校を予定している学校を除くすべての校舎の耐震化が、平成 27 年度末には完了
する予定です。
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田尻町
本町の小中学校等についての構造部材の耐震化は完了しており、今後、非構造部材の耐震調査結果により、
非構造部材の耐震化工事の実施について取り組んでまいります。
また、本町の老朽化が進む社会資本の適切な維持管理・更新についても取り組んでまいります。
熊取町
（道路課）
本町においては、「道路舗装修繕計画」及び「道路橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的に予算確保の
上、事業実施しています。
（上水道課）
生活用水を供給するライフライン事業者である水道事業においては、将来にわたり持続可能な 50 年後、100
年後を見据えた国の新水道ビジョンに準拠した熊取町水道事業ビジョン（平成 26 年度末完成）に基づき、「安
全」「強靭」「持続」の観点から、引き続き施設更新に併せた耐震化工事を実施します。
（下水道課）
下水道施設の耐震化については、平成 15 年度に主要な管渠の耐震診断を行った結果耐震性能を有している。
熊取町下水道事業では平成 24 年度に「熊取町下水道長寿命化計画」を策定し、計画の基づき効率的な更新
維持管理に着手している。
（学校教育課）
町立小中学校の校舎と体育館の構造体の耐震化は平成 24 年度末までに 100％完了しています。

また、照

明器具の落下防止対策や天井改修、家具の固定といった、非構造部材の耐震化につきましても、本年度（平成
27 年度 9 月末）全小中学校において実施したところです。
加えて、災害時の避難場所となる小中学校の体育館には、非常時に必要なエネルギーの確保を図るべく、太
陽光発電設備の設置工事も実施しているところであり、災害時に備えた整備を図ったところです。
岬町
各関係機関と連携を図り、公立小学校の耐震化の完了と社会資本の維持管理、更新を進めてまいります。
②災害発生時の迅速な情報提供と避難行動要支援者の支援体制について

＜継続＞

大規模災害など緊急事態発生時に、情報が迅速かつ確実・正確に伝達されるよう、人的体制も含めた整備
を行うこと。特に視聴覚に障がいのある人への対応、定住外国人など多言語での情報発信などにも迅速に対
応できる体制を整備すること。また、児童用、障がい者用、外国人用の防災・減災についてのパンフレット
を作成し効果的に配布するなどの取り組みを行うこと。
さらに市町村で進められている避難行動要支援者の名簿作成などは、地域の状況を把握しながら着実に実
施し、災害発生時に確実に避難行動に繋がる体制整備を行うこと。
（回答）
貝塚市
防災情報伝達の体制整備として、現在、防災行政無線設備の高機能化に向けた取り組みを推進しております。
また、情報伝達体制を含めた災害対応の人的体制についても、より実効性のある体制整備に努めているところ
です。
避難行動要支援者に対する支援制度としては、約 2,700 名の避難行動要支援者名簿を既に地域へ提供し、地
域の状況に応じた支援体制構築の取り組みを推進していただいております。
定住外国人などに対する情報発信体制の整備や、児童用、障害者用、外国人用の防災・減災パンフレットの
作成配布については、今後、先進事例について研究してまいります。
泉佐野市（市民協働課）
災害時に支援の必要な方の避難支援を行うため、平成 24 年 4 月に「泉佐野市避難行動要支援者避難行動支
援プラン」を作成し、避難行動要支援者の名簿作成のため「地域の絆づくり登録制度」を設け、現在、約 2,100
人の方に登録いただいております。
今後は、これにより作成した名簿を、地域の支援団体に提供し、地域による支援体制づくりに取り組んでま
いります。
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泉南市（危機管理課）
災害発生時の情報提供については、泉南市防災用広報システム（市内に 60 箇所のスピーカー設置）やエリ
アメール・緊急速報メール、大阪府防災メール、市ウェブサイトやフェイスブック等を活用し、迅速かつ確実
に情報伝達を行っています。
避難行動要支援者に対する対応については、次年度より避難行動要支援者登録制度を実施し、区・自治会、
自主防災組織などと協働しながら避難支援体制の整備に努めます。
また、防災・減災の啓発については、国や大阪府が作成するパンフレットなどを有効に活用します。
避難行動要支援者名簿の作成等については、福祉部局と連携しながら鋭意作業中ですが、日常の見守りから
災害時の避難支援体制につながるよう地域の支援団体と密に連携を図ります。
阪南市（危機管理課・市民福祉課）
平成 22 年度に防災行政無線（同報系）のデジタル化及び全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の導入、ま
た、平成 26 年度に防災行政無線（移動系）のデジタル化更新工事が完了したところです。更に、携帯の 3 大
キャリアであるＮＴＴドコモ及びＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクの緊急速報メールの運用を行っております。
避難勧告等の発令時には、上記の手段により早急に情報伝達を行うとともに、大阪府の防災情報システムと
連携した、公共コモンズ（Ｌアラート）による情報共有だけでなく、本市ウェブサイトや Facebook の活用な
ど、あらゆる手段を用いて災害情報を発信することで、防災・減災の強化に取り組んでおります。
さらに地域防災計画に定める避難行動要支援者名簿作成に取り組むとともに、災害時要援護者支援プランに
基づき、地域の支援団体に協力を依頼し、避難支援等関係者に名簿情報を提供するなど、支援体制の構築に努
めてまいります。
田尻町
おおさか防災情報メールや大阪府防災情報システム（Ｏ－ＤＩＳ）等の防災情報ツールにより、災害発生時
にはこれらのツールを最大限に活用して、防災情報の発信体制の構築に努めてまいります。
また、避難所等の案内板等について、国のピクトグラム（図記号）の標準化（ＪＩＳ制定）にあわして、ピ
クトグラムを活用した適切な周知や、防災・減災についてのパンフレットの作成についても取り組んでまいり
ます。
避難行動要支援者については、平成 27 年 1 月に田尻町避難行動要支援者支援プランを策定し、要支援者名
簿の整備、名簿活用の同意を経て、現在個別計画の策定に着手しております。今後、なるべく早期に要支援者
全員の個別計画を策定できるよう、社会福祉協議会、民生委員、地域福祉委員、自主防災組織等地域団体と協
調して取り組んでまいります。
熊取町（危機管理課）
今年度におきまして防災行政無線のデジタル化を実施しており、災害情報の迅速、かつ確実な提供の確保に
努めたところです。
視聴覚に障がいのある方への対応につきましては、上記防災行政無線に加え、大阪府の「おおさか防災ネッ
ト」と連携したメール配信、ポータルサイトからの情報提供、及びケーブルＴＶ局との協定締結に基づくＴＶ
による情報提供など、様々なツールを活用してまいります。また、定住外国人の方等への防災・減災について
の情報発信等につきましては、大阪府と連携を図りながら、対応を検討してまいります。
避難行動要支援者への支援については、平成 27 年 12 月に「災害時要援護者支援計画」を「避難行動要支援
者支援プラン」に改訂するとともに、避難行動要支援者名簿を作成しています。
また、平成 28 年 1 月に町広報に制度内容を掲載するとともに、回覧板による全住民への周知も図っていま
す。さらに現在、平常時の名簿情報の提供意思確認作業を実施しており、自治会など地域住民等の協力を得て、
要支援者ごとの避難支援者や避難方法等の具体的な支援内容を定める個別計画の策定が進むよう支援し、災害
時に、迅速な避難ができる支援体制の構築に努めてまいります。
また、福祉避難所につきましては、本町では、すでに設置しております。
岬町
外国人を含む避難行動支援者の避難について、関係機関との連携を図り、支援体制整備に努めます。
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③津波への対策強化

＜補強＞

今後発生が予測されている巨大地震での津波対策について、大阪府や近隣市町村と連携し、浸水被害が想
定される地域の住民に対する啓発活動を行うとともに、地域住民への緊急情報システムを確立すること。ま
た、津波による浸水被害が想定される地下空間（商業施設や交通機関など）での迅速な避難に向け、避難ビ
ルの指定や被害を想定した関係者間の連携、訓練なども実施すること。さらに、臨海部工業地帯や石油コン
ビナート地区で働く労働者に対する津波避難対策を強化すること。特に、大阪府と連携し、「大阪府石油コ
ンビナート特別防災区域津波避難計画」に基づく各事業者の津波避難計画の作成状況の把握や、該当エリア
の避難対象者全員が避難できる場所の確保を行うこと。
（回答）
貝塚市
平成 25 年 8 月に大阪府が設定した南海トラフ巨大地震による本市の津波浸水想定については、平成 26 年 3
月に津波ハザードマップを市内全戸及び全事業所に配付し周知を図ったところです。
地域住民への緊急情報システムの確立については、大阪府と府下全市町村が共同で、幅広い防災情報を迅速
に提供するポータルサイト「おおさか防災ネット」を構築しております。
また、臨海部の事業所に対しては、大阪府港湾局と連携し、津波避難誘導計画策定や事業所における防災対
策強化の働きかけを行っております。
泉佐野市（市民協働課）
津波の浸水想定区域にあたる地域の自主防災組織と連携し地域版ハザードマップを作成するなど、津波避難
体制づくりに取り組んでおります。また、臨海部のコンビナートの企業に対しては、各企業での避難計画作成
について啓発してまいります。
泉南市（危機管理課）
本市の津波対策については、平成 26 年 10 月に津波ハザードマップ及び津波避難計画を作成し市民へ全戸配
布により周知を行っています。津波警報及び大津波警報が発表された場合には、津波避難計画に基づく避難対
象地域住民に対し、避難指示を発令し、繰り返し避難を呼びかけます。
万が一避難することができない方や避難の遅れた方については、垂直避難が行えるよう民間企業の協力のも
と津波避難ビルの指定も行っています。
また、臨海工業地帯等における防災・減災対策につきましては、大阪府石油コンビナート等防災計画等に基
づき、大阪府や関係機関と連携し、府主導の総合的な防災対策の支援を行います。
阪南市（危機管理課）
津波対策として、大阪府に防潮堤の点検や整備につきまして、働きかけを行うとともに、浸水被害が想定さ
れる地域におきまして、職員による出前講座を行うなど、自主防災組織の重要性について訴えているところで
す。
また、緊急情報の伝達につきましては、
（4）②の回答の中でも記述しているとおり、あらゆる手段を用いて
情報発信を行う体制を整備しております。
本市におきまして、臨海工業地帯及び石油コンビナート、その他の浸水被害が想定される地下空間はありま
せんが、津波浸水区域の避難者が一時避難地として使用できるよう、現在、（仮称）防災コミュニティ等拠点
施設の整備を行っております。
田尻町
平成 25 年 8 月に大阪府が公表した津波浸水想定を基に、田尻町津波ハザードマップを作成し、住民に配布
することにより啓発活動を行っております。また、津波警報等発令時においては、田尻町防災行政無線により、
全町民に瞬時に伝達する体制を構築し、津波を想定した全住民対象の防災訓練を年 1 回実施しておりますが、
迅速な避難に向けた対策について取り組んでまいります。
熊取町（危機管理課）
本町では、津波による被害想定はありませんが、生活圏である近隣市町の状況を住民に情報提供してまいり
ます。
岬町
「防災マップ」等を活用し住民に対する啓発を行うとともに、
「岬町津波避難計画」による適切な対応を行
う。また、
「大阪府石油コンビナート特別防災区域津波避難計画」に基づく事業者の非難に努める。
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④集中豪雨など風水害の被害防止対策

＜継続＞

昨今、局地的な風水害の増加・大規模化が見られ、昨年は広島県での集中豪雨による土石流などの被害、
本年も茨城県や栃木県で堤防の決壊などによる大規模な災害が起こっている。土砂災害防止の観点から、災
害が発生しやすい箇所を特定し、森林整備などを重点的に行うとともに、斜面の崩壊防止工事などを強化し、
計画的に実施すること。さらに、都市部においても都市河川の急激な増水による被害を防ぐため、自治体の
枠を超えた広域連携体制を強化するなどの対策を行うこと。
また、住民に対する災害に関する啓発活動を行うとともに、地域防災力の向上を図るため、地域コミュニ
ティや自主防災組織の活動に対する支援を行うこと。
（回答）
貝塚市
府内における土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の指定並びに崩壊防止工事等については大阪府が行って
いるため、府に働きかけるとともに、森林の有する土砂災害防止機能を発揮させるため、計画的に間伐等の森
林整備を推進してまいります。
自治体間の広域連携については、平成 25 年 9 月に泉州 9 市 4 町の枠組みで、泉州地域災害時相互応援協定
を締結しております。
防災啓発活動については、防災出前講座の開催や地域独自の防災訓練に対する支援に取り組んでおります。
また、自主防災組織への支援については、資機材助成や活動助成を実施しております。
泉佐野市（市民協働課）
土砂災害の警戒区域や河川の洪水リスクの高い区域など、市民に対してわかりやすく周知するよう努めてま
いります。地域防災力の向上を図るため、自主防災組織に対する訓練支援や補助金制度を継続してまいります。
泉南市（危機管理課）
現在、大阪府が平成 28 年 9 月の土砂災害警戒区域等の指定に向け、本市域内において調査作業を行ってい
ます。土砂災害警戒区域等が指定された後には、大阪府と連携しその対策等について協議を行います。
広域連携については、堺市以南の 9 市 4 町において泉州地域災害時相互応援協定を締結しており、風水害等
の災害において、相互協力を行います。
また、住民への啓発につきましては、地域へ出向いての防災講話等を実施しており、引き続きその中で啓発
を行います。自主防災組織への支援につきましては、組織設立時に資機材等購入助成として 1 団体 30 万円の
補助金を交付しています。
阪南市（危機管理課）
昨今の集中豪雨による災害を踏まえ、現在、大阪府におきまして、土砂災害警戒区域等の指定に向けた調査
を実施しているところです。
本市におきましては、現在、作成中の阪南市総合防災マップの中に、上記の調査結果を盛り込み全戸配布す
ることに併せ、出前講座や本市ウェブサイトに掲載することで、市民の皆さんへの周知及び啓発に取り組んで
まいります。
また、平成 25 年度には堺市以南の 9 市 4 町で、災害時の協定を締結し、広域的な連携体制の構築に取り組
んでおります。
さらに、自主防災組織の設立に対する補助に併せ、平成 26 年度から、地区防災マップ作成に対する印刷費
の補助を行うなど、地域防災力の強化に取り組んでおります。
田尻町
風水害等の被害防止対策について、大阪府や近隣市と連携を図り体制強化に取り組んでまいります。
また、住民に対する災害に関する啓発活動をなお一層行うことにより、地域防災力の向上を図り、自主防災
組織の活動に対する支援について取り組んでまいります。
熊取町（危機管理課）
住民に対する災害に対する啓発活動については、現在、広報紙等で災害に関する周知を行っているほか、防
災講演会、救急講習会、総合防災訓練への参加依頼など、各種啓発活動を行っています。また、自主防災活動
に対する支援として、自治会に対しての補助を行っているほか、自主防災組織を結成している自治会に対して
は、防災資機材の整備にあたり、補助金を交付しております。
岬町
住民に対する災害に関する啓発活動を行うとともに、地域防災力の向上を図るため、地域コミュニティや自
主防災組織の活動に関する、災害時の「自助」
「共助」を担う住民や自主防災組織の支援体制の整備に努める。
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（5）公共交通機関での防犯対策・啓発について

＜継続＞

駅構内や車内など公共交通機関での暴力行為が、依然増加傾向にある。国土交通省など行政機関による暴力
行為防止キャンペーンなどとも連携し、トラブルが発生しやすい夜間の警備体制を充実させるとともに、広報
紙やホームページを活用し、市町村民がトラブルに巻き込まれないよう、暴力行為の防止をアピールする具体
的な啓発活動を行うこと。
（回答）
貝塚市
公共交通機関での暴力行為の防止につきましては、貝塚警察署や府警本部鉄道警察隊と連携し、ホームペー
ジや広報紙を通じ、市民に対する啓発に努めております。
泉佐野市（市民協働課）
市民に対し、市の広報などを通じて、公共交通機関の利用に対するマナーなどの啓発活動を行ってまいりま
す。
泉南市（秘書広報課）
市内における防犯活動については、広報紙や官公庁連絡会等あらゆる機会をとらえて警察機関と連携し、犯
罪防止に努めます。
阪南市（生活環境課）
例年、泉南警察署及び関係団体と連携し、街頭犯罪抑止に向けた啓発やパトロール等を行っており、今後も
犯罪抑止の取り組みを推進してまいります。
田尻町
本町では、駅前に 6 台の防犯カメラと高照度の LED 防犯灯を設置するなど、設備による犯罪防止対策を講ず
るととともに、地域団体で組織された『田尻町防犯連絡協議会』と連携して街頭啓発活動や駅周辺を含めた夜
間パトロールを実施するなど、防犯対策に努めております。
しかしながら、本町にある駅は無人駅となっており、駅構内での利用者の安全と利便性向上のため、駅員の
配備を鉄道会社に要望しているところです。
熊取町（危機管理課）
町内における防犯対策につきましては、泉佐野警察署と連携し、広報紙への掲載や街頭キャンペーン・ひっ
たくり防止カバーの取り付けなどを実施しているほか、ＪＲ熊取駅周辺に防犯カメラを設置しております。
今後とも、これらの取組みを推進していくとともに、泉佐野警察署をはじめとする関係機関と連携しながら、
公共交通機関への防犯対策としての啓発活動に努めてまいります。
岬町
駅構内や車内など公共交通機関での防犯対策・啓発活動については、公共交通機関事業者との連携により協
力を行う。
以上
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≪政策・予算要請

用語集≫

雇用・労働施策・ＷＬＢ・経済・産業施策・中小企業施策
＊大阪雇用対策会議
大阪府、大阪労働局、近畿経済産業局、大阪市、堺市、関西経済連合会、大阪商工会議所、連合大阪の 8 者で
構成し、大阪府域における雇用創出・確保と雇用失業情勢の改善を目的に、オール大阪で雇用対策に取り組み、
国の緊急雇用対策に盛り込まれた「地域雇用戦略会議」に位置付けている。
＊地域就労支援事業
各市町村が地域にある様々な支援機関と連携し、働く意欲がありながら雇用や就労を実現できない方々（中途
退学者や卒業後も未就職にある若年者、障がい者、母子家庭の母親、中高年齢者等）を支援する事業。
＊地域労働ネットワーク
行政・労働者団体・使用者団体等の機関・団体が連携して、地域の労働に係わる課題や問題を解決していくた
めに、府内 7 ブロックに「地域労働ネットワーク推進会議」を設置し、合同企業面接会や説明会、労働問題や勤
労者健康管理、ワーク・ライフ・バランスの啓発セミナー等、幅広い労働関連事業を実施している。
＊まち・ひと・しごと創生会議
人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれ
の特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生できるよう設置された会議。
＊生活困窮者自立支援法
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居
確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずるための根拠法。
＊中間的就労
一般的な職業に就く「一般就労」が難しい公的扶助の対象者に、本格的な就労に向けた準備の一環として、
「日
常生活の自立や社会参加のために働く」ことを指す。
中間的就労をすると、公的生活支援の受給を継続しながら、就労体験や軽作業に対して一定の賃金が支払われ
ることとなる。
日本では、生活保護費の急増を抑制する方策のひとつとして、生活保護受給者に対する中間的就労の機会の提
供などが政策課題として議論されている。
＊就労訓練事業（参考）
生活困窮者自立支援法制度の中で、事業者が自治体から認定を受けて、生活困窮者に就労の機会を提供するも
の。自立相談支援機関（生活困窮者自立法に基づき、自治体やその委託業者が運営）のあっせんに応じて、就労
に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での
支援を行う事業。
利用者は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態（非雇用型）、雇用契約を締結した上で、支援
付きの就労を行う形態（雇用型）のいずれかで就労を行い、最終的には一般就労（企業や事業所等で、一般の従
業員と同じ働き型をすること）につながることを目標とする。
＊女性年齢階級別労働力率：Ｍ字カーブ
女性労働者の働き方をグラフに表すと、30 歳代が就業していないためＭ字型曲線を描く。
＊男女いきいき・元気宣言
「女性の能力活用」や「仕事と家庭の両立支援」など、男女ともにいきいきと働くことができる取り組みを進
める事業者を、大阪府が「男女いきいき・元気宣言」事業者として応援している。
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＊くるみん・プラチナくるみん
企業が行動計画に定めた目標を達成するなど一定の要件を満たした場合、労働局へ申請することによって、次
世代に基づく「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣（都道府県労働局長へ委任）の認定を受けることが
でき（くるみんマークの認定）
、認定された企業には、税制優遇制度がある。
またくるみん認定基準に加えて、男性労働者で育児休業を取得した割合が一定以上となるなど、複数項目の基
準を満たした場合、「プラチナくるみん」の認定を受けることができる。
＊父子手帳
地方自治体が発行・配布している父親向けの育児啓発冊子。妊娠から出産までの母体の変化や、その時々の妻
への接し方、父親の子育てへの関わり方、育児の基礎知識など、子育てに必要な知識が幅広く掲載されている。
母子保健法に定められ、すべての自治体が配布している母子手帳とは異なり、父子手帳は配布していない自治
体や、独自に企画・制作する自治体もある。大阪府内の自治体では、未作成。
＊総合評価入札制度
「価格」のほかに「価格以外の要素（技術力）」を評価の対象に加えて、品質や施工方法等を総合的に評価し、
技術と価格の両面から見て最も優れた案を提示したものを落札者として決定する方式。
大阪府の本庁舎をはじめ府有施設における清掃等業務発注において、評価項目に障がい者や母子家庭の母の雇
用などの視点を盛り込んだ総合評価入札制度を 2003 年度に全国初の取り組みとして導入した。
＊公契約条例
地方自治体の条例の一つで、国や地方自治体の事業を受託した業者に雇用される労働者に対し、地方自治体が
指定した賃金の支払いを確保させることを規定している。
指定される賃金は、国の最低賃金法に基づいて規定される最低賃金よりも高く設定されており、ワーキングプ
アに配慮した内容になっている。
2009 年 9 月に千葉県野田市で初めて制定され、2010 年 2 月に施行された。
2010 年 12 月に政令指定都市としては神奈川県川崎市で初めて制定された。
2014 年 7 月に都道府県としては奈良県で初めて制定された。
＊ＭＯＢＩＯ
大阪府がクリエイション・コア東大阪に開設した、府内全域の中小ものづくり企業のための「ものづくりの総
合支援拠点」
＊下請かけこみ寺
下請取引の適正化を推進することを目的とし、国（中小企業庁）が全国 48 カ所に設置した無料相談窓口のこと。
相談対応のほか、弁護士による紛争解決、講習会事業も行う。
＊下請二法
下請代金支払遅延等防止法、下請中小企業振興法の二法のこと。
下請代金支払遅延等防止法とは、下請代金の支払遅延等を防止することで、親事業者の下請事業者に対する取
引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的
としている。
また下請中小企業振興法とは、下請中小企業の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講じ、下請関
係を改善して、下請関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮する
ことができるよう下請中小企業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。
＊下請ガイドライン
下請事業者の皆様方と親事業者との間で、適正な下請取引が行われるよう、国が策定したガイドラインのこと。
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＊ＢＣＰ：Business Continuity Plan（事業継続計画）
企業が事業継続に取り組むうえで基本となる計画のこと。
災害や事故などの予期せぬ出来事の発生により、限られた経営資源で最低限の事業活動を継続、ないし目標復
旧時間以内に再開できるようにするために、事前に策定される行動計画。行政では、
「業務継続計画」とされてい
る。
＊大阪観光局
オール大阪で観光振興を担う観光プロ組織として、2013（平成 25）年度より設立。民間の経験豊かな観光のプ
ロによるトップマネジメントのもと、民間の視点で事業を行う。

福祉・医療・子育て支援、教育・人権・行財政改革施策
＊不育症
妊娠はするものの、2 回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある場合を不育症という。
また、1 人目を正常に分娩しても、2 人目、3 人目が続けて流産や死産になった際、続発性不育症として検査を
し、治療を行う場合がある。
＊健康日本 21（21 世紀における国民健康づくり運動）
健康寿命の延伸等を実現するために、2010 年度を目途とした具体的な目標等を提示すること等により、健康に関連
する全ての関係機関・団体等を始めとして、国民が一体となった健康づくり運動を総合的かつ効果的に推進し、国民
各層の自由な意思決定に基づく健康づくりに関する意識の向上及び取り組みを促そうとするもの。
二次は、平成 25 年度から 34 年度までを推進する。
＊健康寿命
健康上の問題がなく日常生活を普通に遅れる状態を指す。健康寿命と平均寿命の差は、介護など人の手助けが必要
となる可能性が高い期間の差となる。
＊地域包括ケアシステム
重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住ま
い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組み。
＊地域医療構想
地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するため、地域の医療需要の将来推計等を
活用して、二次医療圏ごとの各医療機能の将来の必要量や、めざすべき医療提供体制を実現するための施策等をまと
めた構想。
＜二次医療圏＞
圏域名

区

域

豊 能

池田市、箕面市、豊中市、吹田市、豊能町、能勢町

三 島

摂津市、茨木市、高槻市、島本町

北河内

枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、四條畷市、交野市

中河内

東大阪市、八尾市、柏原市

南河内
堺 市
泉 州
大阪市

松原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、
河南町、太子町、千早赤阪村
堺市
和泉市、泉大津市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、
阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
大阪市
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＊介護職員処遇改善加算
平成 24 年度介護報酬改定により、介護職員の処遇改善の取り組みとして、平成 23 年度まで実施していた「介
護職員処遇改善交付金」の相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な取り扱いとして、
「介
護職員処遇改善加算」が創設された。
＊身元不明迷い人台帳
大阪府内をはじめ全国の自治体で身元不明のまま保護されている方について、自治体からの届け出に基づき警察に
おいて整備され、行方不明者を探している家族等が当該台帳を閲覧することにより、迷い人の身元判明に資するも
の。
＊障害者差別解消法
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する
社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成 25 年 6 月に制定された。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者
における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定める。
＊合理的配慮
障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障
壁を取り除くために必要で合理的な配慮。
＊子ども・子育て支援新制度
幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に進める仕組み。地域の実情に応じた学校教育・
保育の整備を行うとともに、放課後児童クラブや地域子育て支援の実施体制を整え、公費による支援を実施。平
成 27 年 4 月からスタート。
＊所得連動返還型無利子奨学金制度
家計状況の厳しい世帯の学生・生徒を対象として、無利子奨学金（第一種奨学金）の貸与を受けた本人が、卒
業後に一定の収入（年収 300 万円）を得るまでの間、願い出により返還期限を猶予することで、将来の返還の不
安を軽減し、安心して修学できるようにすることを目的とした制度。
＊公職選挙法
平成 27 年 6 月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立。
（平成 28 年 6 月 19 日施行）選挙権年齢が満 20 歳
以上から満 18 歳以上となった。
＊人権侵害救済法
現在成立に向けて検討が進められている法案のひとつ。人権擁護法案の対案として民主党・部落解放同盟が出
している法案。
＊大阪戦略調整会議
大阪府、大阪市、堺市と政策的に協調し、政策の一体性を確保するため設置。大阪府、大阪市、堺市が統一し
た戦略を構築し、多様な行政課題に効率的に対処する。
＊個人番号（マイナンバー）
住民票を有する全ての方に対して、1 人 1 番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定する。原則として、
一度指定されたマイナンバーは生涯変わらない。
国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバー
とを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の
機関との間で迅速かつ確実にやり取り（情報連携）することができるようになる。
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＊法人番号制度
13 桁の法人番号が割り当てられ、2016 年 1 月から順次、社会保障・税分野の申告書及び法定調書などを提出す
る際に、これらの書類に法人番号の記載が求められる。法人番号は利用範囲の規定がなく、民間企業の幅広い分
野で活用が期待できる。
また、法人番号は「商号」または「名称と本店」
、もしくは主たる事業所の所在地の情報とともに、国税庁の法
人番号公表サイトで公表される。法人番号が指定されるのは、国の機関および地方自治体、そして会社法その他
の法令の規定により登記所の登記簿に記録された法人が基本。
これ以外に税務上、給与支払事務所等の開設届出書、内国普通法人等の設立の届出書、外国普通法人となった
旨の届出書、収益事業開始の届出書、消費税課税事業者届出書を提出する団体にも指定される。

環境・食料施策、社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策
＊循環型社会形成推進基本法
2000 年 5 月に成立、同年 6 月 2 日に公布された法律で、資源消費や環境負荷の少ない「循環型社会」の構築を
めざすことを目的とし、廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本方針を定めたもの。
事業者や国民の「排出者責任」や「拡大生産者責任」の原則を確立していることや、処理の優先順位（〔1〕発
生抑制〔2〕再使用〔3〕再生利用〔4〕熱回収〔5〕適正処分）を法制化した。
＊フードバンク
食品関連企業から品質に問題のない食料品を無償で譲りうけ、
「生活弱者」を支援する施設や団体に無償提供す
る。
＊食品リサイクル製品－認証・普及制度
食品循環資源（食品廃棄物等のうち有効利用されるもの）から作られた肥料を第三者認証機関が認証し、その
肥料で育てた農産物と、その農産物を使用して製造された加工食品に識別マークを与える制度。
財団法人日本土壌協会が運営主体で、2009 年度から本格的に運用開始している。
＊水循環基本法
国内の水資源の保全を図ることを目的として 2014 年 3 月 27 日に成立した法律。これまで 7 つの省が河川や上
下水道、農業用水などを管理してきたが、内閣に「水循環政策本部」が設置され、一元的に管理、規制する体制
になる。これまで法律で規制されてこなかった地下水も国や自治体の管理対象に含められている。
＊水循環基本計画
「水循環基本法」の成立に伴い、同法第 13 条に基づいて策定される水循環に関する基本的な計画で、2015 年 7
月 10 日に閣議決定された。流域ごとに自治体や国、有識者などが参加する「流域水循環協議会」を設置すること
が柱となっている。協議会で水循環に関する情報を共有し、流域水循環計画を策定する。2015 年度から 5 年間の
計画で、地下水を適切に利用できるような管理体制も整える。
＊食品表示法
消費者基本法の基本理念を踏まえ、食品の賞味期限や保存方法、栄養成分などの表示義務付けの目的を統一・
拡大するため、食品衛生法、JAS 法、健康増進法の食品表示に関する規定を統合し、包括的かつ一元的な制度を創
設するために制定されたもの。2015 年 4 月 1 日から施行。
＊大阪産(もん)6 次産業化サポートセンター
大阪府が 2015 年 4 月 28 日に「地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所」内に開設した、6 次産業
化に取り組む農林漁業者等の総合的な支援を行うサポートセンター。
6 次産業化に関する相談を受け、必要に応じて中小企業診断士やデザイナーなどの専門家を派遣したり、研修会
や異業種事業者等との交流会の開催、関係者のネットワーク構築などを行う。
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＊6 次産業化
農業や水産業などの第一次産業が食品加工・流通販売にも業務展開している経営形態を表す造語で、経営の多
角化を指す。第一次産業の 1 と第二次産業の 2、第三次産業の 3 を足し算すると「6」になること、各産業の単な
る寄せ集め(足し算)ではなく、有機的・総合的結合を図る掛け算（1×2×3＝6）であるとも言われている。
＊空き家等対策の推進に関する特別措置法
適切な管理が行われていない空き家などが、防災・衛生・景観などの面から地域住民の生活環境に影響を及ぼ
しており、生活環境の保全や空き家等の活用を図る対応が必要とされてきたことから、2014 年 11 月に成立・公布、
2015 年 5 月に全面施行された法律。
地域住民の生活に影響を及ぼす「特定空家等」とされた空き家に対して、市町村長は所有者などに適切な対策
を行うよう求めることができ、その対策が適切に行われない場合は行政代執行法に基づいた適切な措置を講じる
こともできる。措置に際して発生した費用は、所有者に対して請求できる。
＊空き家バンク
主に自治体が定住を促進するために、移住希望者と空き家の売却（または貸出）希望者をマッチングする制度
（システム）。
＊交通政策基本法
交通に対する基本的なニーズの充足、交通の機能の確保および向上、交通による環境への負荷の低減、交通の
適切な役割分担および有機的かつ効率的な連携、連携による施策の推進、交通の安全の確保など、交通に関する
基本理念を定めた法律。2013 年 12 月 4 日施行。
＊新・大阪府地震防災アクションプログラム
大阪府都市整備部が 1998 年に策定した地震防災アクションプログラムは、2009 年に一度見直しが行われ、その
後、2015 年 3 月に再度の見直しが行われ、2015 年度から 10 年間の計画として改定されているのがこのプログラ
ム。
「百数十年に一度の地震により津波で浸水」することを防ぐこと、広域緊急交通路の各日な通行の確保、避難、
物資輸送のための道路、航路等の啓開体制の充実・強化などを主な目標として掲げた防災の取り組みをまとめた
もの。
＊大阪府都市基盤施設長寿命化計画
都市基盤施設の老朽化に効率的・効果的に対応するために 2015 年 3 月に策定されたもの。
道路、河川、港湾、公園、下水道などの「効率的・効果的な維持管理の推進」や「持続可能な維持管理の仕組
みの構築」に向け、今後 10 年を見通した「基本方針」と分野・施設ごとの対応方針を定めた「行動計画」で構成
されている。
＊避難行動要支援者
2013 年 6 月に災害対策基本法が改正されてから使用されるようになった言葉。
高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」と言い、そのうち、災害発災時、又は
災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた
め、特に支援を要するものを「避難行動要支援者」と言う。
＊大阪府石油コンビナート特別防災区域津波避難計画
東日本大震災を教訓として、2012 年 3 月に改定された「大阪府石油コンビナート等防災計画」に基づき、特別
防災区域に立地する各事業者が作成する「津波避難計画」の基本指針として全面改正されたもの。
津波想定の改正に伴う浸水地区の拡大や避難方法の原則、情報伝達方法の充実などについて記載されている。
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