連合大阪泉州地区協議会 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）
高石市（経済課）
今後も就労支援体制の充実・強化に向けてハローワーク等関係機関と連携を密にし、取り組んでまいります。
和泉市
和泉市では無料職業紹介センターを開設しており、就労支援のための様々な事業を実施しております。今後、
「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」の好事例も参考に、就労支援事業の強化を図ってまいります。
また、平成 27 年 7 月より和泉市北部リージョンセンター及び和泉市南部リージョンセンターにおいても出
張就労支援相談窓口を開設し、市内 5 箇所で就労支援相談を実施するなど、効果的な体制の構築に努めている
ところです。
「地域労働ネットワーク」についても、各市町村、国、大阪府、経済団体、労働団体等と連携し、これまで
以上の機能強化に努めるとともに、雇用・就労対策では各地域・各相談者の実情にあわせたきめ細かい支援に
努めてまいります。
泉大津市
就職困難層に対する就労支援については、大阪府や地域労働ネットワーク等の関係各団体と連携し、相談体
制等については取り組み状況や実績を参考にし、効果的に支援できるよう努めてまいります。
岸和田市
本市では、労働会館に地域就労支援センターを設置し、就職困難層に対する相談事業や職業能力開発事業、
雇用・就労支援事業等を実施してきたところです。平成 28 年度からは、これらの機能を市庁舎内に移転し、
これまで以上に産業政策と一体となった雇用・労働政策の充実に努めてまいります。
また、他の先進地における好事例を参考とするほか、阪南地域労働ネットワークにおける連携を強化し、地
域に合った課題解決に努めてまいります。
忠岡町
「地域就労支援コーディネーター」による地域就労支援事業を本町も実施しており、就職困難者の適性や希
望する職種に対応するような求人情報を案内するとともに、「大阪府離職者等再就職訓練」や「障がい者の態
様に応じた多用な委託訓練」を随時照会できるよう資料等を常設しております。
また、高齢者や若者ニート、片親家庭等の相談については、本町域外の情報を入手しつつ、必要に応じて「Ｏ
ＳＡＫＡしごと館」等によるカウンセリングやセミナー等を照会する等、丁寧な応対となるよう今後も継続し
て参ります。なお、各種団体との連携による雇用・就労対策については、本町及び近隣２市と商工会・商工会
議所・大阪総合労働事務所・ハローワークの共催による「泉北就職情報フェア」を継続実施しており、泉北地
域の求人・求職のマッチング支援を今後も強化して参ります。
（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）
高石市（経済課）
大阪府や大阪労働局等と連携を図り、雇用の確保につなげてまいりたいと考えております。
和泉市
平成 25 年度まで実施した緊急雇用創出基金事業について、これまでの総括を再度きめ細やかに行うことで
改善すべき点を洗い出し、これらを踏まえ、基金事業が継続されるよう、国に対する要望を検討いたします。
「まち・ひと・しごと創生推進会議」とも連携していきたいと考えております。
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泉大津市
基金事業が、国が進める「まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「生活困窮者自立支援事業」に集約され
る状況の中、大阪府をはじめとした関係団体と連携をし、従来の基金事業にも継続できるよう、国に要望して
まいります。
岸和田市
本市では、これまで基金事業を活用し、20 名の新規雇用を図り雇用創出に努めてきたところです。今後は、
本市「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において基金事業に代わる新たな雇用創出事業を位置付け、雇用支
援策の充実に努めてまいります。
忠岡町
国による雇用創出の基金事業は、離職者の一時的な雇用が可能であった「緊急雇用事業」が既に終了してお
り、現在は、介護・医療分野や東日本大震災による失業者に向けた雇用創出等に重点を置くなど基金対象が限
定されてきておりますので、一般の失業者に対する基金活用についても、随時、要望してまいります。
また、本町の「まち・ひと・しごと創生総合戦略会議」で計画された総合戦略には、住民雇用に対する企業
支援や就労に有利となる技術獲得の補助等の独自事業を策定しており、安定した雇用を育むまちとしての事業
展開を実施して参ります。
（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）
高石市（社会福祉課）
生活困窮者自立支援事業では、生活に困窮する相談者は失業や借金、病気などの複合的な課題を抱えている
方が多く、地域とのつながりも少ないなどの状況にあることなどから、これらの課題を解決するために、関係
各課や関係機関の連携のもと、各福祉制度や社会資源などを活用する個別の支援プランを作成するなどしなが
ら、寄り添い型の継続的支援を実施しています。
今後はさらに地域の各団体や関係機関等との連携をより密にして、生活困窮者の早期発見、早期支援に向け
た体制づくりに努めてまいります。
和泉市
本市では、生活困窮者自立支援法の施行に伴い、従前の市民相談室の機能と併せて「くらしサポートセンタ
ー」を開設しました。
生活困窮者自立支援については、主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員を配置し、生活困窮状態に陥
っている状況・要因等を把握し、個々人の状況に応じた支援計画を作成し、関係部署・関係機関等との連携の
もと、さまざまな制度や支援策、サービス等を活用し、対象者の自立を支援しています。
また、福祉部局や労働部局などの相談支援を実施している部署を中心に、生活困窮者自立支援連絡会議を立
上げ、庁内関係部署・関係機関の参画のもと、連携体制の強化や生活困窮者自立支援体制の充実に関する協議
を行っております。今後も当該会議や様ざまな方法により体制の強化を図ってまいります。
生活困窮者によっては、直ちに一般就職が困難な者がいるため、中間的就労や就労体験等の場の必要性を感
じており、関係部署・関係機関等と連携し、企業・事業者に対して新規開拓の取組みを行っているところであ
り、今後も継続して取り組むとともに、取組みを拡大してまいります。
泉大津市
生活困窮者自立支援については、生活福祉課が実施主体として、対象者の生活困窮の程度や状況の適切な把
握と、庁内関連部署間やハローワークをはじめとした関係各機関の連携のもと、包括的・継続的な支援が円滑
に実施されるよう取組みを実施しております。
また、中間的就労については生活困窮者の一般就労や求職活動を行なうための動機付けや準備として重要で
あると認識しており、事業所の参入促進等について調査・研究を行なってまいりたいと考えております。
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岸和田市
生活困窮者自立支援事業を有効に機能させるために、市広報紙や社協広報紙にて制度説明や事業周知を行っ
ています。
庁内関係課（約 20 課）や外部の関係団体（ライフライン事業者等）との連携に関しても、事業説明会や意
見交換会を行い、連携を図っています。
就労支援については、市役所及び社協に就労相談支援員を配置し、個々人と相談を行いながら、市役所内に
ある岸和田ハローワークの出張所を積極的に活用し就労支援を行っています。
また、中間的就労については、近隣の中間的就労事業者を利用するとともに、市内の福祉関係事業者につい
ても、参入促進を図るため、制度説明会や研修会を行い新規開拓を図ります。
忠岡町
郡部の生活困窮者自立支援事業については、大阪府の各子ども家庭センターにおいて実施することとなって
います。しかしながら、住民の生活支援と密接に関係することから、所轄の岸和田子ども家庭センターを中心
に社会福祉協議会や町などと関係機関のネットワークを構築し、生活困窮者の早期発見・把握、一次窓口とし
ての機能と自立相談支援事業等へのつなぎなどを通じて地域づくりに寄与してまいりたい。また、相談支援員
の増員について、大阪府に要望して参ります。
また、地元企業の発展と住民の雇用を促進させるため、町内中小企業者が在住者を新
しく正規雇用した場合には、賃金の一部助成を補助する事業を次年度から実施し、安定
雇用に拍車がかかるよう、周知啓発にも留意して参ります。
（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）
高石市（経済課）
今後も引き続き大阪府総合労働事務所や労働基準監督署等と連携を図り、取り組んでまいります。
和泉市
就労支援相談を実施していくなかで、相談者が抱える職場でのハラスメントを含む様々な問題を早期に発見
し、違法企業と思われる場合はマニュアル・ガイドライン等による啓発活動の強化を行い、労働基準監督署と
連携し、問題解決に努めてまいります。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
企業である疑いがある場合についても、上記同様、労働基準監督署と連携し、適切な施策を講じてまいります。
泉大津市
関係各課と連携し予防・早期発見・解決に向けた相談体制の強化を図るとともに、効果的な啓発に努めてま
いります。また、労働基準監督署と連携し、適切な指導を行ってまいります。
岸和田市
本市では、労働法律相談のほか各種相談に関する窓口を設置しています。多様化する相談内容に的確に対応
するため、相談担当者のスキルアップに努めるとともに、引き続き相談窓口の市民への周知を図るほか、専門
知識を有する相談機関との連携を強化し、問題の未然防止に努めてまいります。
また、法違反を行う悪質な事例につきましては、労働基準監督署を始めとする関係機関と連携し適切に対応
してまいります。
忠岡町
「職場のいじめ・嫌がらせ」「各種ハラスメント」の増加に対するメンタルヘルス対策については、社会保
険労務士による「労働相談」を継続実施するとともに、基本的な就業規則や労働契約の解説、各種ハラスメン
トに関する内容詳細やトラブルの相談先を掲示した「働く若者のハンドブック(監修：大阪府総合労働事務所)」
を本町域内の事業者に正規雇用された新卒者に配布しており、今後も引き続き継続して参ります。更には、長
時間労働の強要や強制的残業代のカット等の具体的な事例を町広報紙に適宜掲載する等、救済が必要な者への
啓発にも取り組みつつ、必要に応じて労働基準監督署との連携も適切に実施して参ります。
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（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）
高石市（経済課）
女性の就業支援については、リーフレット等を活用し、引き続き周知に努めてまいります。
また、子育てをしながら就職を希望している方、子育てのため仕事にブランクのある方などに対して、ハロ
ーワークのマザーズコーナーを紹介しております。
和泉市
Ｍ字カーブの主な原因である就業率と潜在的労働力率の差については、女性は男性よりもその差が大きく、
働きたくても就労に結びつかない就職困難者が多く存在すると思われます。これらを解消するために「女性活
躍推進法」を見据え、301 人以上の労働者を雇用する企業等に対し、
「女性活躍推進法」の周知・推進を努め
てまいります。
また「男女いきいき・元気宣言」への登録事業者増加に努め、
「くるみん」
「プラチナくるみん」についても
大阪労働局と連携し、周知・啓発に努め、子育てサポート企業認定の取得促進を図ってまいります。
泉大津市
大阪府及び労働局等の関係機関と連携し、事業所に対し広報・周知に努めてまいります。
また、2 市 1 町と各商工会・大阪府・ハローワーク泉大津が共同で開催する泉北就職情報フェアにおいて、
女性起業家応援イベントを同時開催する等、女性に特化した就労支援を継続してまいります。
岸和田市
企業における男女共同参画を推進し、男女ともにいきいきと働くことができるよう、とりわけ女性の職業生
活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現のため、事業者に対し「女性の活躍推進法」の周知を図
ってまいります。
また、次世代の育成支援に資するよう関係機関と連携し、認定マークの周知・普及に努めてまいります。
忠岡町
平成 25 年に、性別に関わりなく一人ひとりの個性を尊重し、個人の能力を十分発揮できる社会の実現に向
け、町、住民、事業者の協働による取り組みを総合的かつ計画的に推進するための「忠岡町男女共同参画推進
条例」を制定し、この基本理念に則った施策を推進しているところです。次世代認定マーク「くるみん」
「プ
ラチナくるみん」につきましては、税制上の優遇措置があることや企業のイメージアップ増進となることにつ
いても徹底して周知し、次世代育成のための支援が行政側のみではなく、町ぐるみで効果的に推進されていく
よう、留意して参ります。
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）
高石市（保健医療課）
父子手帳を発行する予定はございませんが、ワーク・ライフ・バランス社会実現のための各種制度の周知に
努めてまいります。
和泉市
本市では、平成 14 年より「母子健康手帳」交付と同時に「父子健康手帳」の配付を実施しております。ま
た、転入等の希望者にも配布しております。父親が、妊娠中から母親をサポートし、協力して育児に望める心
構えを養う一助となるよう、今後も「父子健康手帳」の配付を継続してまいります。
泉大津市
大阪府及び労働局等の関係機関と協議し、検討してまいります。
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岸和田市
母子健康手帳は母子保健法に基づき、妊婦と生まれてくる赤ちゃん、そして生まれてきた赤ちゃんの健康管
理・予防接種の記録等に役立てていただくことを主な目的として交付しております。
母子健康手帳には「妊娠中の夫の役割」や「お父さんの役割」等の項目を設け、男性の積極的な育児参加を
促すとともに、
「子育てを応援する制度」の項目には、育児休業制度や育児休業給付金等の情報も提供してお
ります。
内容の重複する父子手帳の発行は現在のところ考えておりませんが、男性の子育てや家事への参加は、男女
共同参画を進める上での重要課題の 1 つです。男性中心の働き方等を前提とする労働慣行を変革し、ワーク・
ライフ・バランスをより重視する社会気運を醸成するために、啓発活動を続けてまいります。
忠岡町
男性の育児参加を促進するために父子手帳を発行する自治体も増えてきている現状については把握してお
ります。本町では、現段階では父子手帳の作成計画はありませんが、父子手帳を発行している自治体の活用状
況や効果等について調査を行いながら、手帳の発行について検討を重ねていきたいと考えております。
また、手帳発行までには至らずとも、母子手帳発行の際に、男性の育児休暇等の各種制度についての説明冊
子や案内チラシを配布し、男性の育児参加を促すための啓発を行って参ります。

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）
高石市（契約検査課）
庁舎清掃管理業務委託にきまして、価格評価、技術的評価（研修体制、履行体制、品質保証）
、公共性評価
（障害者雇用、男女共同参画、環境配慮）の 3 項目による総合評価競争入札を実施しています。
公契約条例等については、引き続き調査研究してまいります。
和泉市
建設工事については、平成 22 年度から総合評価落札方式を導入しており、現在までに 9 案件で採用してお
ります。
公契約条例については、労働者の最低賃金や労働条件等については独自に一自治体が定めるものではなく、
国全体政策として実施しなければ効果が得にくいと考えており、現時点におきましては、国による公契約法の
制定による解決が最も妥当であると考えます。
泉大津市
総合評価入札制度については、平成 18 年度から本庁舎の清掃業務で導入しております。公契約条例につき
ましては、制定しておりませんが、契約書の約款に、請負者の法令上の責任として労働基準法や最低賃金法を
はじめとする法令を遵守するよう明記しています。
公契約条例の制定につきましては、国等法律の制定状況を今後も見極めてまいりたいと考えております。
岸和田市
平成 20 年度より就職困難者や障害者の雇用拡大を図るべく、市庁舎清掃警備等管理業務委託において、総
合評価入札制度を実施しております。
公契約条例に関しましては、公共工事に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図ることを念頭に置き、
社会情勢等の動向を注視してまいります。
公共サービス基本条例に関しましては、法の趣旨を的確に捉え、良質な公共サービスの提供や労働環境の整
備に努めてまいります。
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忠岡町
「総合評価入札制度」は、企業における技術競争による品質の向上、住民や利用者の満足度の向上及びダン
ピング防止といった観点からすると、有効であるとの認識はしていますが、本町のような小規模な自治体にお
いては、発注件数も少ないことから「総合評価入札制度」を導入するには難しい面があります。
また、公契約条例や公共サービス基本条例については、府内市町村の取組み状況等を調査・研究をして参り
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）
高石市（経済課）
大阪府等関係機関と連携を図り、取り組んでまいります。
和泉市
中小企業の振興に関する基本理念等を定めた「和泉市中小企業振興条例」を制定し、地域経済の活性化を図
ることを目的に、市内中小企業の受注機会拡大等、中小企業の支援施策を実施しております。
また、ものづくり No.1 プロジェクトとして、市内のものづくり企業が魅力的な技術・商品を開発し事業化
することで、市域全体の産業振興に資することを目的に、市内ものづくり企業のニーズ・課題等を把握すると
ともに、大阪府立大学等との連携を活かした新商品・技術開発の支援をしております。
さらに、中小企業振興対策補助金制度にて、企業の成長・発展に必要な人材育成、工業所有権取得、研究・
開発に要する費用の一部を支援しております。
泉大津市
中小企業の経営基盤を強化し、ものづくりの維持・強化と雇用を確保するため、これまでも実施している地
域産業関連団体等による販路の開拓をはじめ、新商品・新技術の開発、人材の育成・確保などの取組に対して
の支援を継続します。
また、本年 1 月に開催した、地域産業界をはじめ市・商工会議所等の関係諸団体で構成する泉大津市地域産
業振興会・商業振興会では、大阪府ものづくり支援課にもオブザーバーとして参加いただき、MOBIO（ものづ
くりビジネスセンター大阪）の活用や技術・技能、雇用に関しても活発な意見・情報交換が行われました。今
後も大阪府をはじめ、地域産業界や商工会議所などと引き続き連携し、中小企業の支援について調査研究して
まいります。
岸和田市
市・岸和田商工会議所・近畿職業能力開発大学校・大阪府立産業技術総合研究所で組織している「産学官交
流プラザきしわだ」において、各支援機関が行っている中小企業の人材育成・技術伝承の支援策を共有・発信
しています。
また、本市では新製品・新技術の開発・新分野への事業進出、販路の開拓等の経営力の向上に資する事業に
おいて補助金の交付や、中小企業診断士の派遣相談業務を実施しています。
なお、ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）の有効活用も含め、中小企業の基盤強化に努めてま
いります。
忠岡町
本町中小企業の基盤強化とその技術・技能の伝承維持のための施策として、就労に有利な技術獲得や資格試
験等の費用補助を実施することにより、伝統地場産業の維持と強化を推進していくとともに、ものづくりの拠
点であり、ビジネスとのマッチングやイノベーションネットワーク事業を展開している「ＭＯＢＩＯ」の支援
機能についても忠岡町商工会を通じて周知し、有効に活用するよう啓発して参ります。
（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。
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（回答）
高石市（経済課）
大阪府等関係機関と連携を図ってまいります。
また、中小企業振興支援策として、大阪府制度融資等を利用している事業者に対し、利子補給金交付制度を
実施しており、今後も本制度を実施してまいりたいと考えております。
和泉市
和泉市中小企業融資制度は、平成 26 年 4 月より融資限度額の増額、融資期間の延長、受付窓口を金融機関
へ変更するなどし、従前よりも事業者の方にとって利用しやすい内容に変更しております。
本市では、今後も引き続き市内の中小企業を支援するため、企業融資対策事業の拡充・改善を研究し、市お
よび金融機関の窓口や市のホームページ・広報にてＰＲに努めてまいります。
泉大津市
地域の経済状況を鑑み、本市で実施している中小企業事業資金利子補給制度の対象期間の延伸を実施してお
ります。また、大阪府の中小企業向け融資制度及び本市の利子補給制度について、市のホームページや広報紙
などにより周知を図ってまいります。
岸和田市
本市では、「岸和田市中小企業サポート融資」を創設し、低利な利率を設定しています。また、本融資の借
入者に対し、利子及び信用保証料の補給を実施しています。
平成 25 年度より日本政策金融公庫のマル経融資（小規模事業者経営改善資金）利用者に対する利子補給制
度を新たに創設し、更なる中小企業支援に取り組んでいます。
今後も実行性のある制度の検討を進めるとともに、周知をはかり、数多くある応援資金メニューを活用しな
がら、利用者の相談内容に見合った制度案内について丁寧な対応に努めてまいります。
忠岡町
本町の中小企業が融資を受けた際に発生する利子について補助を行う「中小企業振興資金利子補給制度」を
引き続き実施するとともに、中小企業庁によるセーフティネット保証制度や日本政策金融公庫の融資希望者に
は、対象事業種や資金使途等についての周知徹底を図るとともに、起業・創業する者に有効な融資等の啓発も
適切に行って参ります。
（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。
（回答）
高石市（経済課）
大阪府等関係機関と連携を図り、適正化に努めてまいります。
和泉市
下請代金支払遅延防止法及び下請中小企業振興法の下請二法については、その取締りの第一義的な責任は、
国の機関である中小企業庁や公正取引委員会にありますが、本市においても、適宜周知していきたいと考えて
おります。また、消費税増税による影響につきましても注視してまいります。
泉大津市
入札参加業者については、
「公正な入札及び工事等の適正な施工について」という文書により下請代金支払
いの適正化・建設労働者の適切な賃金支払いを指導するとともに、落札業者に対しては、文書により下請や労
働者に対する適切な契約・支払いの遵守等の指導を引き続き行ってまいりたいと考えております。また同じく
消費税の適正な取扱いについても注意を払ってまいります。
岸和田市
現在、市発注工事においては、受注者には下請工事がある場合は市に下請承認願を提出し、市の承認を得る
こととしています。
また、下請業者とは書面による契約書を交わすよう指導するとともに、その写しの提出を求めています。
下請二法や下請けガイドライン等に関連しての中小企業者の相談や支援につきましては、近畿経済産業局や
（財）大阪産業振興機構と連携を密にし、対応することに努めます。
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忠岡町
前年度に引き続き、中小企業の動向並びに雇用状況等については、ハローワーク及び忠岡町商工会はじめ、
近隣市等とも緊密な情報交換を行っております。労働や雇用に関する様々な課題や要望に適切に対応するとと
もに、下請二法及び下請ガイドライン等についての周知・徹底についても十分に実行できるよう、町広報紙や
忠岡町商工会会報、ＨＰ等を活用した行政案内を継続して参ります。
（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）
高石市
（経済課）大阪府等関係機関と連携を図り、周知に努めてまいります。
（危機管理課）市の BCP 策定については今後検討してまいります。
和泉市
市の事業継続計画（BCP）については、平成 27 年 4 月に「地震災害編」、
「新型インフルエンザ等編」の 2
編を作成いたしました。
中小企業の事業継続計画策定につきましては、ご相談に応じながら策定に向けた支援を実施してまいりま
す。
泉大津市
大規模な地震の発生時に、市民の生命と財産を守り、市民生活への影響を最小限とするため、平成 28 年 2
月に「泉大津市業務継続計画」を策定したところです。
また、中小企業等が策定する事業継続計画（BCP）につきましては、地域産業界をはじめ、市・商工会議所
等の関係諸団体で構成する泉大津市地域産業振興会・商業振興会合同会議の場で、大阪府から事業継続計画
（BCP）に係る説明を受け、パンフレットの配付を行い、計画策定の普及啓発を図っております。
今後も中小企業の事業継続計画（BCP）策定のためのセミナーを開催している商工会議所等と引き続き連携
し、事業継続計画（BCP）についての支援を行ってまいります。
岸和田市
中小企業での BCP 策定は難しい課題でありますが、BCP 対策の必要性については、商工会議所と連携を図り
ながら、中小企業事業主に広く周知するよう働きかけてまいります。
忠岡町
災害時にあっても停止することができない業務が適切に継続できるような業務継続計画の重要性は認識し
ておるところであり、今後策定に向けての検討をして参ります。
また、災害時や緊急時における町域内中小企業者の BCP は、各社の実態に合致した実践的な内容となり、経
営者が従業員とともに検討して策定することが望まれるため、平常時から徹底した管理運営を維持するよう、
忠岡町商工会を通じて適切に支援して参ります。

（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。
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（回答）
高石市（地域活力創出課）
観光産業の活性化と集客力向上に向け、泉州地域９市４町において、泉州観光プロモーション推進協議会（事
務局：堺市）を設立し、新関空国際空港株式会社と一体となって地域資源や特性を活かした関空イン・関空ア
ウトのインバウンドによる観光振興及び泉州地域のプロモーションを推進しながら、関西国際空港や泉州地域
の活性化、国内外における泉州ブランドの確立に取り組んでいます。
多言語表記の対応などは、観光施設・店舗・事業者を対象に外国語の案内表示の活用等についての観光セミ
ナーを開催し、国内外の観光客のニーズに応えた国際都市大阪に向けて取組みを進めているところです。
また、Wi-Fi の環境整備につきましては、南海高石駅前の複合施設アプラたかいし等において進めるととも
に、マナー向上についても、大阪観光局等とも連携し、周知に努めてまいります。
和泉市
外国人観光客に対応するため、市内主要駅前 2 か所に設置している「和泉市いずみの国観光おもてなし処（観
光案内所）
」において、英語対応可能なコンシェルジュ（案内人）を配置しています。
JR 和泉府中駅前の観光おもてなし処では、今年 3 月にリニューアルオープンし、施設の充実・拡大に加え、
案内員を増員する他、外国人来訪者向けの施策として、今年 11 月に無料 Wi-Fi サービス「Osaka

Free

Wi-Fi」

を設置しました。
今後も、マナー向上等も含め、市内観光施設の外国人対応の強化などの対策に努めてまいります。
泉大津市
東京スカイツリーや関西国際空港で実施した本市のシティプロモーション活動において、英語・中国語で記
載された観光パンフレットを配付するなど観光産業の活性化と集客力向上に向け活動を実施しております。泉
州観光プロモーション推進協議会等に参画しており、今後も大阪観光局をはじめ、大阪府や他の市町村と連携
し、ハード・ソフト両面を調査研究してまいります。
岸和田市
堺市から岬町までの泉州地域の 9 市 4 町が一体となり、インバウンド観光を推進するために設置された「泉
州観光プロモーション推進協議会」において、プロモーション事業や情報発信事業、受入れ環境事業の推進や
官民連携を図っていくことにより、引き続き取り組んでまいります。
忠岡町
本町域内では、宿泊施設や外国人向けの観光スポットが乏しいことから、Wi-Fi 環境設定及び多言語ガイド
や QR コードの活用は積極的には進んでいないところですが、堺市以南の市町で構成する「泉州観光プロモー
ション推進協議会」の事業として、関西国際空港利用客に向けた会話テキスト及び滞在マナー集等を作成し、
希望する店舗・施設等へ配布しております。
今後も引き続き同協議会の事業に共同参加するとともに、イベント PR や街中案内等には多言語標記を検討
するなど、本町の PR と外国人対策を強化して参ります。

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）
高石市（保健医療課）
平成 27 年度に不妊治療に対する助成を開始したところです。
また、不妊不育については、母子保健センターにおいて産科医による相談業務を行っています。
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和泉市
本市では、平成 20 年度より大阪府の助成額に上乗せして特定不妊治療費助成制度を実施しておりますが、
実績は増加傾向で一定の成果をあげており、今後も継続してまいります。周知につきましても、ホームページ
やチラシをはじめ、医療機関等の協力による案内により、今後も効果的に周知し、必要な対象者が助成制度を
活用できるよう努めてまいります。
不育症については、リスクとなる要因が複雑で病態ごと治療方針も定まっていないことなど、対象とする治
療費の根拠を明確にすることが難しい現状もあり、現在のところ実施する予定はありませんが、引き続き国・
府の動向等を注視してまいります。
泉大津市
「不妊に悩む方への特定治療支援事業」助成制度については、国の平成 27 年度補正予算の成立に伴い、制
度改正され、1 月 20 日より拡充されましたが、今後の制度充実を国や大阪府に働きかけるとともに、本制度
の周知も図ってまいります。
また、本市では、平成 21 年度より 1 年度あたり 1 回 5 万円を上限に通算 5 年間を限度に特定治療助成制度
を実施していますので、この制度もあわせて市民に周知いたします。
不育症治療につきましては、一次スクリーニング検査や治療は、ほとんどが医療保険適用されておりますが、
有効性・安全性等が十分に確認されていない検査や治療については、医療保険が適用されていない状況のため、
本市でも医療保険適用外助成の実施予定はありませんが、国などの今後の動向に注視してまいります。
岸和田市
不妊治療、不育症治療に悩む方の経済的負担を軽減し、安心して治療を受けていただくための補助につきま
しては、その必要性を十分認識しており、助成制度の拡充について、国や大阪府に対して要望してまいります
が、市独自支援策の導入は困難でございます。
忠岡町
不妊症・不育症は、治療を受ける夫婦も年々増加している現状にありますが、検査や治療にかかる医療費は
高額であり、経済的負担の重さが大きな問題となっております。これらの問題に関しては、少子化対策という
観点からも取り組みの必要性は十分認識しております。
本町としましては、不妊治療にかかる経済的負担を軽減するために、平成 25 年度より大阪府特定不妊治療
助成事業の承認を受けた夫婦に対して、50,000 円を上限として費用助成を行い、平成 26 年度からは、1 回の
みではなく、大阪府の助成回数に準じて助成を行っております。
不育症については、国・府の動向、近隣市町村の助成状況等、情報収集に努め、不育の治療にかかる経済的
負担の軽減についての検討を継続して参りたいと考えております。しかしながら、少子化対策は、市町村個別
の課題ではなく、国全体の課題であることから、本来国が、全国どこで住んでいても公平に支援を受けること
ができる施策を更に充実すべきであると考えていますので、町村長会等を通じて、国に対し、保険適用を含め、
助成制度のさらなる拡充を強く要望しているところです。
また、不妊・不育症にかかる相談については、国のガイドライン、マニュアル等も参考としながら、町の保
健師が対応していくとともに、専門機関や相談機関の周知にも努めて参ります。
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）
高石市（保健医療課）
健康寿命の延伸につながる予防医療について、周知に努めてまいります。
和泉市
本市では、平成 26 年 3 月に国・府が示す基本的な方向とともに、和泉市の健康を取り巻く現状と課題を踏
まえ、健康づくり事業の指針となる「第 2 次健康都市いずみ 21 計画」を策定しました。
計画に基づき、市民一人ひとりが住みなれた地域で積極的に健康づくりに取り組むことができるよう、計画
に定めた 8 つの健康分野（こころの健康、身体活動・運動、栄養・食生活、健康チェック、歯と口腔の健康、
たばこ、アルコール、地域力の向上）やライフステージに応じた取り組みをすすめています。
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今後も関係課と連携を図りながら、健康づくりに関する施策・事業を展開するとともに、地域・団体の取り
組みを支援し、市民が「自分の健康は自分で守る」という意識をもち、主体的かつ継続的に健康づくりを実践
していくことができるよう取組んでまいります。
泉大津市
「健康寿命の延伸」については、平成 27 年 3 月に策定した「第 2 次健康泉大津 21 計画」の全体目標に掲げ
ており、
「がん・生活習慣病対策の推進」、
「子育て世代の健康づくりの推進」
、「地域で取り組む健康づくりの
推進」を重点施策として取り組んでいるところです。また、ワーキングチームを立ち上げ、市民が自主的に健
康づくりに取り組める事業も展開しているところです。今後も 3 つの重点施策を中心に、ライフステージに応
じた取り組みを推進してまいります。
岸和田市
岸和田市保健計画ウエルエージングきしわだ 2 次計画・岸和田市食育推進計画におきまして、市民の健康づ
くりを支援するために、関係機関と連携しながら具体的な取り組みと目標を設定し、健康づくりの推進に努め
ております。健康寿命の延伸にも大きく関わるものと考えます。
また、予防医療につきましては取り組みを強化されるよう関係機関に働きかけてまいります。
忠岡町
本町では、平成 26 年度に「忠岡町健幸づくり（第 2 次健康増進計画）
・食育推進計画」を策定し、それに基
づき、平成 27 年度には計画の実行に向けた実施計画を策定したところです。
健幸づくり計画では、基本目標を「一人ひとりの健康寿命の延伸」として、関係団体、関係機関、関係各課
との連携のもとに健康づくり・食育推進事業を推進していくこととしております。健康寿命の延伸に向けては、
若い世代からの健康づくりが重要であると考え、働く世代の方々や子育て中の母親が健康診査を受診しやすい
環境を整備するとともに、商工会や労働者団体との連携のもとに、働く世代のための健康的な食習慣や生活習
慣の構築に向けた啓発を行い、生活習慣病予防のための事業に取り組んでまいります。
生活習慣病の重症化予防のための保健指導、食生活支援については現在も特定健診受診者のフォローアップ
として取り組んでいるところですが、28 年度に向けては、本町独自の事業であります 30 代の方々を対象とし
た健康診査の受診のさらなる促進・啓発を行い、早期のメタボ予防対策にも取り組んでいくこととしており、
健康寿命の延伸に向けて、保健師、管理栄養士により、きめ細かい対応を行い、一人ひとりの状態に応じた生
活習慣改善の取組みができるよう支援を行って参ります。
（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）
高石市（高齢介護・障害福祉課）
高石市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画に沿って、新たに地域支援事業に位置づけられた在宅医
療・介護連携推進事業に取り組むとともに、医療機関とケアマネージャー、サービス提供事業所などが密に連
携を図り支援できる体制づくりに取り組んでいきます。
国の医療介護推進支援事業の動向を注視し、地域資源の調査等を行い地域包括ケアシステムの実現に向けて
検討してまいります。
和泉市
地域医療構想の策定については、都道府県に策定が義務付けられたものですが、2 次医療圏単位の協議会等
で、市町村は意見を述べることができるとされています。
和泉市につきましては、平成 25 年度より施行している「和泉市市民を中心とした医療と介護の連携推進条
例」の理念のもと、そのための予算を確保し、病床機能分化にともなう市民の生の声を聴きながら、連携推進
にかかる施策へ反映してまいります。
泉大津市
都道府県に策定が義務付けられている地域医療構想については、現在、大阪府において構想案が策定されて
おります。構想の内容や今後の推進については、医療圏単位で大阪府が開催する地域医療構想協議会や懇話会
などの場で、本市の意見を示してまいります。
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岸和田市
地域医療構想につきましては、医療・介護連携の強化を推進するとともに、定期的に開催している在宅医療
介護連携拠点会議を中心に、検討していきます。
具体的には、高齢者の在宅療養生活を支えるため、地域ケア会議等で、多職種（医療、福祉関係者等）が必
要に応じて情報共有し、それぞれの役割や機能を生かして連携強化を図ります。
また、医療・介護関係者の資質向上のための研修会の実施や、在宅診療の充実を図るため、医師会、歯科医
師会、薬剤師会と連携し、地域住民に対する訪問医や認知症専門医など地域の医療情報の周知に取り組んでい
きます。
忠岡町
忠岡町では、以前より泉大津市医師会が中心となり、歯科医師会、薬剤師会、地域包括支援センター、地域
基幹病院、訪問看護ステーション、介護支援事業所などとともに、
「泉大津在宅医療研究会（iZaｋ）」を立ち
上げ、在宅医療に関する研修、情報共有を行っています。また、医療と介護の連携推進を目的に「医療介護地
域推進ネットワーク（イカロスネット）
」を新たに組織し、講演会、事例検討会、グループワーク等で活発な
意見交換を行っています。さらに、在宅医療推進協議会では医師会・歯科医師会・薬剤師会をはじめ、行政、
市立病院、訪問看護ステーション、介護支援専門員連絡会、和泉保健所などで地域包括ケアに向けた検討を行
い、在宅医療に対する意識が高まっています。
平成 26 年度からは、これらと別に、地区医師会、泉大津市、忠岡町が中心となり、多職種が連携して市民
フォーラムを開催するなど、在宅医療・介護に関する取組みを住民へ啓発しています。
また、平成 25 年度に作成した医科・歯科・薬局・介護事業所の資源集を平成 28 年度に改訂し、平成 29 年
度に住民向けに公開する予定としているところです。
医師会では、複数の強化型在宅支援診療所が連携し在宅主治医が不在の時の代理体制を整備してきました
が、平成 27 年度から、基金事業を用いた在宅医療コーディネータを配置し、さらに在宅医療の体制整備を推
進して参ります。
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）
高石市（高齢介護・障害福祉課）
平成 27 年度の介護報酬改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇用の改善をより一層推進し、介
護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員の社会
的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組みが
より一層促進されるよう介護報酬改定加算が拡充されました。他の報酬と同様、介護報酬改定加算についても、
適切な請求、執行がなされるよう、適切な指導監督が行われるよう注視してまいります。
和泉市
事業者に対する指導・監査については、平成 24 年 10 月から、大阪府から指定居宅サービス事業者の指定等
の権限移譲を受け、近隣 5 市 1 町で広域事業者指導課を設置しております。
介護職員の処遇改善加算につきましては、広域事業者指導課が把握をしており、処遇改善加算を受けた事業
所は、年度ごとに広域事業者指導課に、交付された加算額と従業員に支払った額を所定の様式で報告すること
になっています。報告がない事業者には、提出の催促しており、権限移譲を受けた平成 24 年以降、提出のな
かった事業所や未払いになっている事業所はございません。
また、人材定着のための適正な介護報酬基準額等、総合的な対策を講じるよう、市長会などを通じ国に要望
しています。
泉大津市
介護職員処遇改善加算については、介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設
されたもので、当該加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施しなければならないとされています。
また、平成 27 年度の介護報酬改定により、現行の仕組みは維持しつつ、更なる資質向上の取組み、雇用管
理の改善、労働環境の改善の取組みを進める事業所を対象として加算率の上乗せが実施されました。
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なお、この介護職員処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、指定権者に事業年度ごとの
処遇改善の実施期間、改善方法等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、その内容をすべての介護職員
に周知し届け出る必要があり、事業年度における最終の加算の支払い後にも介護職員に支給した賃金総額、実
施した賃金改善の方法等を記載した介護職員処遇改善実績報告書の提出を必要としています。
引き続き介護サービス事業者等に対しては、介護保険法及び関係法令等を遵守し、介護職員処遇改善加算の
取扱いも含め、適正な事業運営を行うよう実地指導等により指導してまいります。
岸和田市
介護職員処遇改善加算については、介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設
されたもので、当該加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施しなければならないとされています。
また、平成 27 年度の介護報酬改定により、現行の仕組みは維持しつつ、更なる資質向上の取組み、雇用管
理の改善、労働環境の改善の取組みを進める事業所を対象として加算率の上乗せが実施されました。
なお、この介護職員処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、指定権者に事業年度ごとの
処遇改善の実施期間、改善方法等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、その内容をすべての介護職員
に周知し届け出る必要があり、事業年度における最終の加算の支払い後にも介護職員に支給した賃金総額、実
施した賃金改善の方法等を記載した介護職員処遇改善実績報告書の提出を必要としています。
引き続き介護サービス事業者等に対しては、介護保険法及び関係法令等を遵守し、介護職員処遇改善加算の
取扱いも含め、適正な事業運営を行うよう実地指導等により指導してまいります。
忠岡町
大阪府からの権限移譲で介護保険事業者に対する指導・監督については、平成 24 年 10 月より近隣 5 市との
共同で処理しており、権限移譲後においても引き続き大阪府と連携し、介護事業者に対し、指導・監督の強化
を行って参ります。介護従事者の処遇改善については、他の産業に比べて離職率が高いことや平均賃金が低い
ことなどの課題があり、介護報酬改定を通じた処遇改善の取組の推進、キャリアパス制度の確立に向けた取組
の推進を行うとともに、厳正な指導監査を実施して参ります。 介護労働者の賃金改善については、処遇改善
加算の増額にとどまらず、介護報酬全体のレベルを向上させて、安定した経営が補償されないかぎり、労働者
への賃金改善はない、と思われるので、国に対し、要望して参ります。
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。
（回答）
高石市（高齢介護・障害福祉課）
認知症による身元不明人に関する情報共有のための府内全市町村にわたるネットワークを構築するよう大
阪府に働きかけを行ってまいります。
また、各警察署に設置されている「身元不明迷い人台帳」で、周知をしてまいります。
和泉市
認知症の行方不明者にかかる府内全市町村に亘るネットワーク構築については、すでに大阪府と大阪府警の
協力体制が組まれ、行方不明届が提出された後に一定の期間が経過すると、家族の意向等も踏まえ、府内全市
町村に照会が行われる仕組みが施策化されています。
「身元不明迷い人台帳」についても、大阪府、各市町村により、それぞれホームページや各種保健福祉施策
実施のなかで、広く市民に周知をはかっているところです。
（大阪府）http://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/mimotofumei/index.html
（和泉市）http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/ikiikinav/useful/1385700943943.html
泉大津市
認知症の方を日常的に見守り、また、徘徊を早期に発見する仕組みである徘徊 SOS ネットワークについては
その必要性が年々高まっており、大阪府においては今年度、市町村連絡会議を開催し各市町村における取組み
状況について情報交換し共有化を図っているところです。また、大阪府警とも連携し、情報共有の強化にも努
めているところです。本市においては、徘徊高齢者等 SOS ネットワーク事業について、今年度新たに郵便局に
も関係機関として参加してもらうなど官民協働での見守り体制の強化に努めているところです。
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岸和田市
平成 27 年 1 月 1 日から、大阪府において「大阪府認知症等高齢者の行方不明時広域発見連携要領」が施行
され、当該要領に基づき、大阪府、大阪府内市町村、大阪府警の三者が連携して認知症等高齢者の早期発見対
応に努めております。
また、大阪府警本部及び府内警察署における「身元不明迷い人台帳」による照合システムについては、高齢
者等の徘徊見守りネットワークの登録時に市民等へ案内するなど、周知に努めてまいります。
忠岡町
徘徊のおそれのある認知症高齢者等が、徘徊により行方不明となった場合に、地域の支援を得て早期に発見
できるよう、各市町村が関係機関等の支援体制のもと、徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークを構築し、高齢者等
の安全と家族等への支援を行っているところです。行方不明者の各市町村への情報提供については、家族等の
意向も確認しながら適切に配慮して参ります。
また、｢身元不明迷い人台帳｣の周知については、所轄警察署と協議しながら周知に努めて参ります。
（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。
（回答）
高石市（高齢介護・障害福祉課）
障害者虐待防止法の施行により、虐待の防止や虐待を発見した時の通報などが義務化されたことを受け、障
がいに関する市民の正しい理解と認識を深めるため、広報等に努めてまいります。
民生委員・校区福祉委員による見守り等、地域と連携した情報把握に努めるとともに、大阪府や関係機関と
連携し、虐待事例への対応にも努めてまいります。
和泉市
これまでも、障がい者が、家庭や施設等で虐待を受け、権利や尊厳を侵害されることのないように、権利擁
護ワーキングを開催して、関係機関と虐待防止マニュアルを作成しました。また、虐待防止センターを設置す
るなど、虐待防止体制の整備に取り組んでまいりました。
今後、早期発見につなげるために、市民への啓発及び警察、医療機関、サービス提供事業者、民生・児童委
員などの関係機関等との連携による発見・防止活動の促進などに取り組んでまいります。
泉大津市
障がい者への虐待防止等については、関係機関が連携し迅速に対応する虐待ネットワークを開設し、被虐待
障がい者の安全確保と家族への支援を行うとともに、虐待相談ホットライン（通話料無料の電話相談）を設置
し、虐待の早期の発見と支援に努めています。また、各関係機関との連絡を密にし、早期発見、実態把握に努
めているところです。
岸和田市
本市では、平成 24 年 10 月より障害者虐待センターを課内に設置し、虐待の未然防止、早期発見、早期対応
に努めています。
現在は、担当職員 5 名を配置、相談、通報の 24 時間 365 日の受付や関係機関との連携を強化するために障
害者虐待防止ネットワークを設置しています。
引き続き、このネットワーク機能を活用し、虐待対応をはじめ、防止のための関係機関への研修や相談、通
報に関する周知、啓発を行っていきます。
忠岡町
障害者虐待防止と対応については、虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ、虐待の早期発見・早期対
応、障がい者の安全確保を最優先、障がい者の自己決定の支援と養護者の支援、関係機関の連携・協力による
対応と体制が重要であると認識しています。
障がい者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援
し、障がい者に対する虐待の発生予防から、虐待を受けた障がい者が安定した生活を送れるようになるまでの
各段階において、障がい者の権利擁護を基本に置いた切れ目ない支援体制を構築することに努めて参ります。
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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。
（回答）
高石市（高齢介護・障害福祉課）
市役所各部署においては、日頃から障がいの有無に関わらず、市民の方々に対して、丁寧でわかりやすい応対
を心がけています。
また、特段の配慮が必要な方については、障がい担当の職員が同行するなど、各種手続きの際のサポートを
しております。
和泉市
「障害者差別解消法」の趣旨や目的などについて、広報紙やホームページなどによって効果的な広報・啓発
活動に努めます。
また、相談・紛争解決を実施する体制づくりについては、障がい者地域自立支援協議会の部会形式で設置す
ることを検討してまいります。
泉大津市
障がい者差別解消法の施行に伴う周知等につきましては、引き続き、広報、ホームページ等で周知を行って
いくとともに、相談及び紛争の防止等のための体制の整備など、障がい者に対する支援が効果的かつ円滑に実
施されるよう努めてまいります。
岸和田市
法の周知につきましては広報紙やホームページ、啓発用リーフレットの活用によりすすめているところで
す。今後も、周知啓発や相談対応など関係機関と連携しながら体制整備に努めてまいります。
忠岡町
障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべ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を目指し、障害者差別解消法が平成 28 年
4 月 1 日に施行されます。この法律は、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
めることによって、すべ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つなげることを目的としています。この法律のポイントは、｢不当な差別的
取扱い｣、｢障害者への合理的配慮｣であり、民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。
また、本町では、｢対応要領｣を作成し、社会的障壁の除去の実施について、また、必要かつ合理的な配慮の
提供を行うよう留意してまいります。また、広報を通じて、障害者差別解消法の主旨を周知して参ります。
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
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）
高石市（高齢介護・障害福祉課）
障がいのある児童が学校の授業終了後や学校休業日に通う放課後等デイサービス事業において、生活能力向
上のために必要な訓練や社会との交流促進などの支援を行っています。引き続き、障がい児サービスの充実を
推進してまいります。
和泉市
障がい児・者が、住み慣れた地域で自立して生活できるように、障がい福祉サービスの充実を図ります。
また、サービス利用者一人ひとりの状況に応じた適切なサービスの提供を行えるように、自立支援協議会の
部会活動などにより、サービス提供事業所の質の向上に努めるとともに、適切なサービスを選択し、利用でき
るように相談支援体制の充実に努めます。
さらに支援体制の構築にあたっては、障がい児から障がい者へサービスが切れ目なくつながる体制の構築に
努めます。
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障がいのある子どもや発達に遅れのある子どもが安心して集団生活がおくれるように、その子どもの成長や
障がいの程度にあわせた生活の場を提供しています。
親子で集団生活を経験できる親子教室の実施や、保育園と認定こども園で実施している障がいのある 3 歳児
以上を対象とした統合保育など、子どもに合わせた支援と集団生活の経験を提供しています。また、関係機関
と積極的に連携を図っています。
泉大津市
障がい者が住み慣れた地域で自立した暮らしを続けていくことができるよう、障がい者個々のニーズに応じ
た適正な給付・助成を行い、障がい者の日常生活及び社会生活を支えていきます。
保育所や幼稚園における、障がいのある子どもを受け入れるための環境整備につきましては、市内にある幼
稚園、保育所及び認定こども園において、すべての子どもたちが、集団生活をとおして発達や成長が促される
環境づくりに努めております。
障がいのある幼児・児童・生徒が地域社会の中で積極的に活動し、豊かに生きるために、支援教育の推進に
当たっては、全ての学校において、これまで培ってきた「ともに学び、ともに育つ」という観点からの学校づ
くり・集団づくりをより一層進めてまいります。
岸和田市
日常生活の介護等につきましては、保護者の現状やニーズを把握し、支援体制の整備に努めてまいります。
また、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、きめ細やかな指導、支援となるよう努めてまいります。
忠岡町
在宅での生活を支えるためには、様々な支援が必要です。そのため、障がい福祉サービスや保健・医療サー
ビス等に関する情報提供や身近な相談体制、専門的な相談対応の充実を図り、尚且つ、障がいのある人が必要
なサービスを適切に利用し、自立した生活を送ることができるように、障がい福祉サービスをはじめ地域生活
支援事業等サービスの充実を図って参ります。
また、障がいのある幼児・児童・生徒が、地域のニーズに合った教育を受けられるために、
「ともに学び、と
もに育つ」という観点からの学校づくり・集団づくりをより一層進めて参ります。
（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）
高石市（子育て支援課）
配慮が必要な児童への加配職員に対する補助事業、1 歳児クラス保育士配置基準（国基準 6 対１を 5 対 1 と
する）補助事業等を実施しており、今後も子育て支援の充実に努めてまいります。
和泉市
市では、平成 27 年 3 月に「和泉市こども･子育て応援プラン」を策定し、
「ふれあい
つくる

育ち合い

みんなで

親子の笑顔といずみの未来」を基本理念に、次の施策を重点的に取り組んでいます。

① 待機児童の解消
② 地域子ども･子育て支援事業の拡充
③ 育児に課題を抱える保護者への支援と児童虐待防止の推進
④ 障がいのある子どもに対する支援の充実
⑤ 子どもが元気に育つための環境づくり
⑥ 子どもが安全に育つための環境づくり
また、新制度の保育料について、国基準より低く階層区分を細分化しました。なお、2・3 号対象の障がい
児保育事業や乳児健康管理事業等につきまして、市単費の補助金を交付し、公立保育所の保育士配置について
も 1･3 歳児において国基準を超えて配置しています。
泉大津市
子ども・子育て支援については、着実な取組を進めているところです。しかしながら、国の基準を超える本
市の独自事業を充実するためには、十分な財源の確保等が必要でありますので、今後においても、これまでと
同様、実効ある子ども・子育て支援を充実させるため、国、府に対し、地方公共団体における必要な財源を確
実に確保するよう、要望していきます。
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岸和田市
今後も岸和田市子ども・子育て支援事業計画を着実に推進し、保育所待機児童の解消をはじめとする子育て
支援策の充実にとりくみます。
また、公定価格や補助金制度の充実を国・府に要望するとともに、厳しい財政状況ではありますが、市とし
ても補助金について予算要求していきたいと考えています。
忠岡町
国のすすめる、平成 28 年度における幼児教育の段階的無償化に向けた取組みを進めて参ります。
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）
高石市（子育て支援課）
平成 27 年度に民間幼稚園 2 園が幼保連携認定こども園に移行し、2 号・3 号認定児童の入所枠拡大が図られ、
現在のところ需要を上回る供給体制となっております。
和泉市
平成 27 年 4 月に定員 150 名の民間「はつがの国際保育園」が開園し、認定こども園に移行した園を含め市
内施設の 2・3 号の定員が 259 名増えています。
また、平成 28 年 4 月に小規模保育所(Ａ型定員 19 名)が開園予定です。
引き続き、待機児童解消に向け、施設の定員増や認定こども園への移行促進等を推進します。
泉大津市
本市の待機児童解消策については、新制度移行により、市内に 7 園ある民間保育園がすべて認定こども園に
移行したほか、平成 27 年 4 月に隣接する上條幼稚園と上条保育所を一体化したかみじょう認定こども園を開
園するなど、積極的な取り組みを実施しています。
今後におきましても、さらなる待機児童の解消に向け、取り組んでまいります。
岸和田市
待機児童解消につきましては、平成 27 年 3 月に策定した『岸和田市子ども・子育て支援事業計画』にもと
づいて、全ての子ども達が認可保育所（公立・民間）に入所できるよう、平成 31 年度までの 5 ヵ年をかけて
分園、小規模保育事業、建替等および定員の見直しを適宜推進し、受入れの確保策を年次的に推進していく予
定です。
忠岡町
本町においては、待機児童は数年来生じておりません。
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）
高石市（子育て支援課）
市内の各保育所・認定こども園において、体調不良時対応型については実施していますが、病児保育につい
ても、実現に向けての検討をしてまいります。
和泉市
現在、市内では病後児保育施設を医療法人への委託により 1 か所開設しております。今後は、「和泉市こど
も・子育て応援プラン」に基づき病児保育施設につきまして開設の実現に向け努力してまいります。
保育施設等は、現在も園医として医療機関と連携し、ご指導等も頂いておりますことから既に連携につきま
しては出来ているものと考えております。
泉大津市
病児・病後児保育の実施については、あらゆる角度から調査、研究を行っているところです。
今後も、病児・病後児保育の推進にむけた助成金の拡充や財政支援につきましては、国・府に対し、地方公
共団体における必要な財源を確実に確保するよう、要望していきます。
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岸和田市
従前より要望のあった病児保育事業について、今年度中に南海本線沿線の都市中核地域にもう一箇所開設し
ます。厳しい財政状況ではありますが、今後も実績を見ながら拡充を検討し、国の基準にもとづいた補助を行
っていきたいと考えています。
忠岡町
現在、本町の保育施設においては、病児・病後児保育については未実施で有ります。
他市の事業所と協力体制の協議を行っておりますので、平成 28 年度中には、町外になりますが、協力いた
だける事業所と協議を進めて、実施できるように努めて参ります。
〔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）
高石市（教育指導課）
現在、少人数指導の充実として市独自で非常勤教員を配置し、学力を高める取組みを実施しており、効果等を
検証しつつ、今後の取組みを研究してまいります。
なお、定数改善については今後とも国や大阪府に要望してまいります。
和泉市
独自予算については今後とも研究してまいります。要望が出ていることについては、府に伝えます。
泉大津市
35 人学級をめざした取組みについては、財政上の課題を十分に検討し、現在、国、大阪府が実施している
小学校 1，2 年生の 35 人学級の今後の動向を見守りながら、引き続き要望してまいります。
岸和田市
現時点での拡充は困難です。定数改善については、機会があるごとに要望してまいります。
忠岡町
小学校 1・2 年生以外の学年においても、35 人学級編成がきめ細かな指導により効果は大きいと認識してお
りますが、町独自の加配措置は困難であり府の基準に基づき配置しております。
今後も教育長会を通じ、府教育委員会をとおして働きかけて参ります。
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（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）
高石市（教育指導課）
奨学金制度については、制度の充実等図られるよう、今後とも国や大阪府へ要望してまいります。
和泉市
要望が出ていることについては、府に伝えます。
泉大津市
日本学生支援機構奨学金は貸与型であり、国への第一種及び第二種の奨学金における所得連動型の返還制度
の導入については、国・府に引き続き要望してまいります。
岸和田市
機会をとらえ、要望してまいります。
忠岡町
長期にわたる経済の低迷により、大学卒業時の学生の雇用にも、大きな影響を及ぼしている。そのため、大
学を卒業しても就職ができず、非正規雇用等経済的にも不安定な生活となり、奨学金等を利用して大学を卒業
した者が奨学金の返済をしたくてもできない現実が起こっている。このような状況から、生活の実態に応じた
返還制度の導入を検討されるよう訴えて参ります。
（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）
高石市（教育指導課）
労働教育の必要性を認識し、小中学校における発達段階に沿ったキャリア教育の取組みを推進してまいりま
す。
和泉市
中学校区で連携したキャリア教育の推進に努めます。
泉大津市
キャリア教育につきましては、小学校では生活科・総合的な学習の時間を中心に学習しております。中学校
では社会科・総合的な学習の時間において、働いている方に講話をいただく「働く人に学ぶ（職業講話）」、様々
な現場でその職業を体験する「職場体験学習」等、将来の自分を見据える「進路選択」が継続的に行われるよ
う努めております。
岸和田市
子どもが将来の夢や希望をもち、目標に向かって努力する態度を培うとともに、将来の社会的・職業的自立
に向け、自分らしい生き方を実現するために中学校区において発達段階に応じたキャリア教育の推進を図るよ
うに努めています。また、社会見学や職場体験学習などを通じて、さまざまな職業の社会的意義を理解すると
ともに、それぞれが豊かな職業観・勤労観を身につけられる教育の充実に努めます。
忠岡町
学生アルバイトにかかる様々な問題が広がっていますが、そのような問題に対して、子どもたちの現状をふ
まえ、学校・家庭・地域が協働し、社会全体で、子どもたちの「生きる力」を育むことが重要な課題であると
認識しています。そのために、さまざまな取組みを学校教育全般において、系統的に取組んでいくことが重要
であると考えています。
小学校段階から児童・生徒の発達段階に応じた教育内容により、
「働くことの意義」
「働く者の権利・義務」
などについて知識を深め活用できるよう、系統的な観点で労働教育を含みながらキャリア教育を通してカリキ
ュラム化を推進して参ります。
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現在、中学校 2 年生において実施している職場体験学習では、町内事業所での生徒の受入れに関し、ご協力
を頂いております。生徒が働くことの意義や勤労観・職業観を養うため、学校を離れ事業所で実体験すること
は大変意義があり、生徒が達成感を得る等効果も大きいと認識しています。
また、労働にかかわる法律についても実体験を通して学び、その学んだことを、社会等の教科で知識として
身につけています。今後とも、このような場をより多くさまざまな教育活動をとおして拡充して参ります。
（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）
高石市（教育指導課）
小学校では社会科において、中学校では社会科公民的分野において、主権者意識、政治参加意識を若いうち
から醸成できるよう、現実的な課題を取り上げて生徒に考えさせたり、将来選挙をすることを想定した実践的
な取組みなどを学習活動に取り入れるよう、引き続き指導に努めてまいります。
和泉市
様々な変化を踏まえ、主権者教育の充実に努めます。
泉大津市
社会科公民的分野の学習を中心に、選挙や政治を主題とした授業を行うことによって、将来主権者となる生
徒の基礎的教養を育成する取組みや、実際の投票箱を使っての模擬投票の体験活動なども行っております。
また、生徒会活動を活発に行うことで、集団や社会の一員としてよりよい学校生活づくりに参画し、協力し
て諸問題を解決しようとする自主的・実践的な態度を育てております。
岸和田市
初等中等教育段階においても、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が求められています。
政治への興味関心を高めるだけでなく、自ら見出した課題に対し考えを持ち、意見を交わしながら課題を解
決していく姿勢を養うことが重要です。
そのため、社会の授業を中心に司法の役割等の学習を充実するとともに、社会やその他の教科・領域の授業
において、生徒が自ら考え、判断し、解決していく学習過程を取り入れた授業の推進を図ってまいります。あ
わせて、生徒会の活動の充実にも努めます。
忠岡町
小中学校の段階での政治的教養を育む教育については、よりよい社会をめざし、子どもたちが、身近な家族
から、学校、地域へと、自分と社会との関わりを広げながら学習や経験を積み重ね、主体的に判断し、行動で
きる力の基盤が身に付けられるよう、主権者教育や法律や司法関連に関わる教育を、充実させていきます。
（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）
高石市（人権推進課）
女性に対する暴力を防止するため、市民の集いや講座等を利用した情報提供や啓発活動に努めてまいりま
す。また、市人権協会における人権相談員や専門の女性相談員の配置による相談事業により被害の未然防止や
対応に取組んでまいります。
和泉市
国では、毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日までの 2 週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定め、全
国各地で啓発活動が行われています。本市でも、「女性に対する暴力をなくす運動」の一環として、特別相談
（電話相談、法律相談、カウンセリング）の実施、市公用車への啓発用マグネットシート貼付、市職員がパー
プルリボンを名札につけるなど啓発に取り組んでおります。
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男女間のいかなる暴力も人権侵害であり、決して許されない行為であることを市民全体が認識し、暴力を容
認しない社会風土が醸成されるよう、今後も引き続き、広報・啓発活動に努めてまいります。
泉大津市
女性に対するあらゆる暴力防止に向けた活動として、DV 防止法等の法律・制度の周知を広報紙やホームペ
ージ等を通じて行っているほか、DV やデート DV、セクシュアル・ハラスメント等について、女性への人権侵
害であるという理解を深めるための啓発事業についても充実を図ってまいります。
岸和田市
女性に対するあらゆる暴力の根絶に向け、広報紙や市のホームページに随時啓発記事や相談窓口案内を掲載
しています。また、街頭啓発や市の各種イベント等でＤＶ予防啓発パンフレットや相談窓口案内カードなどを
配布するほか、若年者向けには、市内中学校や高等学校からのニーズに基づきデートＤＶに関する啓発グッズ
を配布しているところです。
また、女性センターでは、ＤＶについて正しい理解を深めてもらえるよう出前講座や連続講座を実施してい
ます。
忠岡町
本町では、女性に対するあらゆる人権侵害事象について、新人職員の研修をはじめ、各種催し、親子教室や
母親教室等を通じて積極的な啓発を実施しております。また、女性フォーラム実行委員会による各種街頭啓発、
日本女性会議への参加など、暴力を許さない取り組みを実施しているところですが、今後も、特に子育て世代
を中心により一層の啓発強化に努めて参ります。
（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。
高石市（人権推進課）
人権侵害に対する迅速な解決と救済を目的とする法律の制定等が整備されるよう、今後とも大阪府、市長会
等を通じて国に要望してまいります。
和泉市
人権啓発活動に、より一層取り組むとともに、大阪府市長会等を通じて「人権侵害救済法（仮称）」の必要
性を国に要請してまいります。
また、条例化等による対策については、府内自治体の動向等を勘案しながら、研究してまいります。
泉大津市
人権侵害を救済するための法律の制定については、大阪府や大阪府市長会とも連携し、国に対し要望してお
ります。また、条例化等につきましては、差別や人権侵害に対しては、全国的な対応が必要であると考えてお
り、法的規制について、引き続き大阪府や大阪府市長会とも連携し、国に対し要望してまいります。
岸和田市
人権侵害を救済するための実効性のある法律の制定は必要であり、早期制定に向け、大阪府・大阪府市長会・
大阪府町村長会と連携を図りながら、国へ要請を行ってまいります。
忠岡町
本町では、あらゆる人権侵害事象について、決してゆるさないという姿勢で取り組んできたところです。そ
の中で、人権侵害救済法につきましてもその必要性を訴えて参りましたが、今後とも、市長会や町村長会を通
じてその重要性を訴えて参ります。
独自の条例化については、個別の市区町村での制定ではなく全国的な法規制がある中で実施することが、より
効果的なものであると思われますので、まずは国へのほう制定を強く訴えて参ります。
（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。
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（回答）
高石市（税務課）
本市における税財源については、法人市民税が大きな割合を占めており、実効税率の引き下げなど税制改正
等に伴い、税収に影響が出ることが見込まれることから、減収補填等の対策について要望してまいります。
和泉市
本市におきましては税基盤が脆弱であることから、国において必要な税財源を確保していただき、安定した
行財政運営が行えるよう、必要に応じて大阪府や国への働きかけ等を行ってまいります。
泉大津市
自治体が地域の特性を踏まえた独自の施策や事業を展開していくには、使途を限定されることのない一般財
源の充実が欠かせません。
このため、地方税をはじめとする財源の確保については、国から地方に義務付けられた事業における超過負
担の解消とあわせて、機会あるごとに国に対して強く求めてまいります。
岸和田市
少子高齢化に伴う社会保障関係経費が増加の一途をたどるなか、『地方創生・人口減少対策』は国・地方が
一体となって取り組むことが急務です。
この課題を克服するためには、地域の実情に応じたきめ細かな施策を実施することが必要であり、その財源
の確保のうえでも、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、一括交付金制度の導
入も含め、引き続き国への積極的な提言及び要請を行っていきます。
忠岡町
従前より地方財政への影響に配慮しておりますが、必要な税財源が確保される制度となるよう、府町村長会
を通じて国へ要望してまいります。
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。」に
関しては、本町財政への影響や事業の必要性、また他市動向など状況を見極めながら積極的に求めて参ります。
（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）
高石市（企画課）
マイナンバー制度の実施にあたっては、情報セキュリティに関する規定整備を行うとともに、個人情報の管
理に万全を期すよう対応を行っているところです。
また、住民や企業への周知に関しましては、広報やホームページ等を通じて行っているところです。今後と
も適宜行ってまいります。
和泉市
マイナンバーの周知については、市広報やホームページ等の広報媒体を用いた周知のほか、出前講座の開催
や市主催のイベントにおける出張ブースの設置、ケーブルテレビにおける制度説明など、市民周知について積
極的に取り組んできたところです。企業向け周知については、関係機関との連携等を図ってまいります。
住民基本台帳事務における特定個人情報の取り扱いについて、
「特定個人情報保護評価書（重点項目評価書）
を策定し、住民基本台帳に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報の取扱
いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保
護に取り組んでいることを宣言し、特定個人情報をはじめ個人情報の流出がないよう取り組んでいます。
今後も、個人情報の管理については、セキュリティ面及び制度面において、しっかりとした対策を講じてま
いります。
泉大津市
法人番号については関係機関に対し周知の徹底を要請するとともに個人情報が流出することがないようセ
キュリティ強化に努めてまいります。
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岸和田市
マイナンバー制度については、広報きしわだやホームページの活用、市民説明会の開催やリーフレットの全
戸配布など、周知に努めてまいりました。また政府による広報活動も行われております。本市として、今後も
適切な周知に努めてまいります。
個人情報の流出など防ぐためのセキュリティ対策は、平成 23 年度から取組んでいるところですが、マイナ
ンバー制度の開始にあわせ、総務省が示す自治体セキュリティ強靭化モデルを参考に標的型攻撃など新たなリ
スクに対するセキュリティ対策の充実につとめてまいりたいと考えております。
忠岡町
マイナンバー制度の周知につきましては、広報紙やホームページ等により周知して参ります。また、個人情
報が流出することが無いように管理機能の徹底を図るため職員研修等を実施して参ります。

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）
高石市
（生活環境課）
節電・省エネルギー対策につきましては、引き続き大阪府等と連携しながら取組みを推進してまいります。
平成 26 年度から個人の住宅に対する家庭用燃料電池（エネファーム）設置補助事業を実施しており、今後と
も節電・省エネルギーの取組みを進めてまいります。
（教育指導課）
環境教育については、理科や社会、家庭科等の科目において外部講師による出前授業等も活用しつつ実施し
ているところであり、今後とも取組みを進めてまいります。
和泉市
平成 21 年度から「住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付制度」を創設し、これまで 7 ヵ年継続実施
してきました。いずれの年度においても多数の応募があり、市民ニーズも高いと認識されることから、引き続
き実施していきたいと考えております。加えて、平成 24 年度からは、雨水貯留タンクの購入費の 2 分の 1（上
限 3 万円）を補助する制度を創設しました。この制度につきましても、引き続き実施する予定です。
なお、省エネにかかる企業の環境対策の促進に関する支援等につきましては、大阪府や先進市町の事例を参
考にしながら、今後、その必要性等について検討していきたいと考えております。
また、環境教育に関しましては、出前講座を随時実施しており、広く市民への環境啓発に努めているところ
です。
泉大津市
節電や省エネ対策として、
「うちエコ診断」「エコクッキング」「再生可能エネルギー普及」についてのワー
クショップやクリーンエネルギーフェア等を開催するなど、大阪府、大阪府みどり公社、民間企業、環境関連
ＮＰＯ法人等と連携し、積極的に推進しているところです。
汐見市民共同発電所の設置に協力するとともに、見学会の開催等を通じエネルギーの大切さを再認識しても
らえる啓発事業を進めているところです。
また太陽光発電システム補助事業、高効率給湯器購入補助事業、雨水タンク設置補助事業、エコハウス認定
奨励金事業を展開し、エコライフや節電に向けた取り組みを行っているところです。
岸和田市
平成 23 年 5 月に策定した、
「岸和田市地球温暖化対策実行計画（区域施策）
」に基づき温室効果ガス排出量
の削減施策及び、省エネルギー施策の推進を図ります。
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忠岡町
大阪府のイベントや補助金等、事業者に向けた取り組みを積極的に発信して参ります。加えて、本町も研修
にできる限り参加し、企業支援の方法を模索して参ります。住民の環境意識を高める取り組みに関しましては、
本町生活環境課窓口に情報閲覧コーナーを設置し、住民の意識改革を図って参ります。
（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）
高石市（生活環境課）
ごみの減量化、分別収集の徹底につきましては、一般廃棄物処理基本計画、分別収集計画に沿って、ごみの
発生抑制及び可燃ごみ・資源ごみ・不燃ごみ等の分別収集に取組んでおります。
事業系ごみにつきましては、多量排出者から計画書の提出を受け、排出抑制、適正処理等について指導を行
っているところです。
家庭系ごみにつきましては、ごみの減量化を図るため平成 25 年 4 月から一部従量制による普通（可燃）ご
みの有料化を実施しており、平成 28 年 4 月からは従前の食品トレーを含めプラスチック製容器包装全般の分
別収集を開始いたします。今後とも引き続き、４R の取組みを総合的に進めてまいります。
和泉市
発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）
、再生利用（Recycle）のいわゆる 3R の取り組みにつきましては、広
報のみならず、出前講座や、小学生を対象とした出前授業等により啓発を行っており、今後も推進してまいり
ます。
事業所等向けの取り組みとしましては、多量排出事業者を対象とした計画書の提出を求め、提出された内容
を精査し、ごみ減量に向けた啓発を行ってまいります。また、食品廃棄物の削減につきましては、学校教育に
おける食育の観点において進めていくよう、担当部署と協議してまいります。
泉大津市
一般廃棄物の処理において、環境負荷がより小さくなるように取り組んでいくとともに、事業者に対しても
積極的にごみ減量に取り組んでいただけるよう働きかけていきたいと考えております。
また、食品廃棄物の削減については、これまでも食育の推進や、小売業者や商工会議所役員、衛生委員等が
構成員である泉大津市廃棄物減量等推進会議での情報提供を行ってきましたが、今後も推進していきたいと考
えております。
岸和田市
廃棄物対策に関し、
「発生抑制」「再使用」
「再生利用」「適正処理」の取り組みについては、
「家庭ごみの分
け方・出し方パンフレット」を全戸配布し、それに基づく出前講座や研修会等を実施しております。今後とも、
市民対象の講座や研修会また、広報などを通じて、市民啓発に努めてまいります。
事業系ごみにつきましては、多量排出事業者（月間 2.5 トン以上の事業系排出一般廃棄物を排出する事業者）
には、廃棄物管理責任者の選任と減量計画書を義務付けております。
現在、事業者には「燃えるゴミ」「空きカン・空きびん」
「紙類」の 3 種類の分別をお願いしておりますが、
引き続き、パンフレット等の配布も含め、分別に関する指導・啓発に努めてまいります。
また、食品廃棄物の問題は、ごみ減量の大きな課題となっており、学校教育の中では、「食べものを大切に
する」
「食べものを無駄にしない」という心を育てるため、家庭科学習において、エコクッキングや賞味期限・
消費期限等の学習、また毎日の学校給食を通して、食べ物への感謝の気持ちや食品リサイクルについて学習を
進め、食材の無駄や残食がないよう努めています。併せて、食材の適量使用や食べ残し、未利用食品の廃棄な
どをはじめとする、生ごみ減量に関する啓発にも努めてまいります。
同時に、他市の動向などについても注視しながら、市民団体とも機会があればこの問題で懇談するなど、引
き続き、調査・研究に努めてまいります。
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忠岡町（生活環境課）
ごみの減量化については、府の基本計画及び基本方針に基づき、「忠岡町一般廃棄物処理基本計画」の見直
しを行い、更に廃棄物減量化を推し進めて参ります。なお、食品廃棄物の削減のため、住民に向けて野菜くず
などの食品廃棄物が出ない「エコレシピ料理教室」を開催し、食品ロスの削減を啓発して参ります。また、広
報誌やホームページを通じて生ごみの水切り習慣を啓発し、生ごみの減量を啓発して参ります。
（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）
高石市（上下水道課）
地域における衛生の向上を図るとともに、安心して暮せる環境を作るために雨水及び汚水の管渠工事を行っ
ており、トイレの水洗化、公共用水域の水質保全、浸水の防除を図っております。
また、「循環型社会をめざすまちづくり」として、市民と協働して、雨水の流出を抑制し、市内の浸水防除
機能の向上と都市の市街地化により失われつつある良好な水環境の保全・構築を図るため、市民による雨水貯
留タンクの設置に対して一部助成しており、雨水の再利用を促進し、
「水環境」に対する市民意識の向上に努
めています。
また、水質確保対策については、本市の全ての水道水は大阪広域水道企業団及び泉北水道企業団からの浄水
を受水しており、河川・池等の原水及び浄水後の水質検査はこれら企業団が行っており、安全で良質な飲料水
の確保に努めています。
和泉市
「水循環基本法」は、水循環に関する施策について基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の
責務を明らかにし、健全な水循環を維持し、国の経済社会の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与すること
を目的に、平成 25 年 3 月の衆院本会議で可決、成立したものです。
そのなかで、地方公共団体の責務としましては、「基本理念にのっとり、水循環に関する施策に関し、国及
び他の地方公共団体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び
実施する責務を有する」としてございます。
また、国は平成 27 年 7 月に、
「水循環基本計画」を策定し、そのなかで「水循環に関する施策についての基
本的な方針」や「政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策」などを定めております。
本市としましては、今後の国のさらなる動向、また、加えて大阪府や他の地方公共団体の動向を見据えなが
ら、
「行動計画」につきまして、その必要性や適切な所管部署について調査、研究をしてまいります。
さらに、生活排水対策につきましては、
「和泉市生活排水処理基本計画」に基づき、引き続き、環境啓発を
図ってまいります。
泉大津市
平成 24 年に市民、関係機関、民間事業者、学識経験者等の参画のもと、環境基本計画を策定し、水の循環
利用の推進について定めているとともに、雨水タンク設置補助事業により、水の有効利用の促進を行っている
ところです。
水循環基本法、水質汚濁防止法、環境基本条例等関係法令に基づき、国及び他の地方公共団体との連携を図
りつつ、健全な水循環の維持、回復に努めます。
岸和田市
上水道については、
「岸和田市水道ビジョン」に掲げる施策目標の一つである「安全でおいしい水道水の提
供」に向けて引き続き努めてまいります。
下水道については、持続可能な下水道事業の実施を図るため、施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期
的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理します。
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忠岡町
健全な水循環を保ち、人の営みを支えるため、本町では水質保全については全町域を分流式の流域関連公共
下水道区域として計画し、汚水整備を進めています。また近年の気候変動に伴う都市型水害の回避等について
は、雨水排水施設の整備及び機能の良好な維持を効率的に取り組んで参ります。
（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）
高石市（経済課）
大阪府等関係機関と連携を図り、周知に努めてまいります。
和泉市
近年、食品の対する表示の偽装や異物混入などの事件が大きな話題となっており、本市消費生活センターに
相談が寄せられています。相談内容に応じて、保健所に対し監視指導の要請や情報提供を行うなどして再発防
止と適正な食品表示の実施に連携して取り組んでおります。
また、本市の消費生活相談員による出前講座等を活用して、地域や学校において食の安心・安全に関する知
識の向上に努めてまいります。
泉大津市
食の安全性の確保については、市民の健康を守り、健康被害を未然に防止するための有益な情報の収集や整
理、分析等を行い、市民などに対し、ホームページなどを通じて情報提供を行ってまいります。
岸和田市
旧ＪＡＳ法の廃止、食品表示法の制定にともない、大阪府からの権限移譲も廃止となりましたが、本市にお
いても新しい制度、ルールを周知するよう心がけてまいります。
忠岡町
新しい食品表示法では、食品衛生法・ＪＡＳ法・健康増進法の 3 法における食品表示に関する規定を統合し、
詳細なアレルギー表示や加工食品の栄養成分表示、また、健康の維持や増進に役立つという根拠が科学的に基
づく場合に表示できる機能性表示等について定められています。食品を取り扱う事業者が適切な衛生管理・品
質管理体制を整備し、消費者に対し安全で信頼される食品を提供できるよう、農水省や消費者庁サイドからの
取組みや情報等を提供するとともに、消費者の立場においても正しい食品の取扱い方に留意し、健康に関る事
案かどうか見極める目を養えるよう、行政の立場から適切な情報を速やかに発信して参ります。
（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）
高石市（経済課）
大阪府等関係機関と連携を図ってまいります。
和泉市
従前から「学校教育田」「野菜バリバリ推進事業」「学校給食へ地場農産物の導入」など教育委員会と連携
し、次世代を担う児童に対し、食育を推進しています。
また、地方創生事業を活用し、農業を志す若年層を対象に農業技術を習得させる「担い手育成事業」や、新
たな加工品の開発及び販路開拓を目指し、稼ぐ力を養成する「6 次産業化」の支援を行っています。
泉大津市
6 次産業化の推進は、農産物や水産物に付加価値をつけ、多くの消費者に大阪府産農水産物の良さを知って
いただけることから、「大阪産（もん）6 次産業化サポートセンター」を活用し、より品質の良い物が生産で
きるよう生産者に広報紙・ホームページなどで同センターの情報を提供してまいります。
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学校給食をはじめ、食育や体験活動を中心とした様々な経験を通じて地域の食材について理解を深めるとと
もに、食を選択する力を育て、子どもたちが食に対する関心を高まられるよう努めています。
また、キャリア教育において、働いている方に講話をいただく「働く人に学ぶ（職業講話）」
、様々な現場で
その職業を体験する「職場体験学習」等を行い、様々な職業を知ることで、将来の自分を見据える「進路選択」
が継続的に行われるよう努めております。
また、担い手の確保・育成については大阪府・ＪＡ・漁業協同組合と連携して、地域の農水産業の振興に努
めてまいります。
岸和田市
農林漁業者から 6 次産業化についての相談があれば、国の補助金等を活用できるように、大阪府やサポート
センターとともに制度を周知するよう心がけてまいります。
また、「岸和田市丘陵地区」では、農業生産基盤である農地、農道や水路を整備する農整備事業が進んでお
り、農地の集積を図り、規模拡大農家、民間企業や農業法人など、新規参入者の取り込み、担い手の育成など
を支援してまいります。
なお、義務教育期間においては、現在、食育や社会科学習・総合的な学習における自然・環境学習等を通し
て、発達段階に応じて農業・水産業・林業などの重要性や魅力について学習をすすめております。
忠岡町
大阪湾から瀬戸内海東沿岸にかかる郷土料理のひとつに「いかなごの釘煮」がありますが、本町では、地産
地消及び 6 次産業化の事業として忠岡漁業協同組合が取組んできており、直売所や漁港内で開催する「みなと
マーケット」をはじめ、近隣での各種イベントへ出品し販売しているところです。行政の立場からも、イベン
ト等の後援や PR 等については、引き続きより効果的に実施して参ります。
また、義務教育期間での食に関する指導に当たっては、学校教育活動全体を通じて実施して参ります。また、
農業・水産業・林業の教育においては、社会科や総合的な学習の時間などを通じて、児童・生徒が学習する機
会を提供して参ります。

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）
高石市（建築住宅課）
空き家の実態調査を行い、空き家対策計画を作成しているところです。
また、空き家の有効活用につきましては、平成 27 年 10 月に「空き家バンク」を立ち上げ空き家情報の収集、
紹介を行っております。
なお、空き家の改修補助等につきましては、導入を検討してまいります。
和泉市
「空き家等対策計画」の作成や空き家等対策の実施につきましては、同法第 4 条に、「市町村においては、
空き家等対策計画の作成及びこれに基づく空き家等に関する対策の実施その他の空き家等に関する必要な措
置を適切に講ずるよう努めるもの」と明記されていることを踏まえ、庁内関係課とも連携し、本市の実情に応
じた計画策定並びに対策等を研究していく予定です。
家を「貸したい人」と「借りたい人」をつなぐ仕組み（空き家バンク制度）の構築や中古住宅取得に対する
補助金など、他の自治体の取り組み事例なども参考にしながら、住み替えや空き家を利活用する方策について
検討してまいりたい。
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泉大津市
空家対策については、現在所有者等を特定し、維持管理等を促すなど老朽危険空家対策を中心に取り組んで
います。また、空家の有効活用の取組みについては、現在他市からの情報収集等を実施するなど空家バンク制
度の創設に向け検討中です。なお、空家等対策計画については、本市の空家の状況や他市での策定状況等も踏
まえながら計画の策定について検討中です。
岸和田市
「空き家等対策計画」を早急に策定するため、本市における対策の必要な空き家等の実態を把握するための
調査を、平成 28 年度実施予定です。
また、「空き家等対策計画」の策定にあたり、適切に管理されていない空き家の対策はもとより、空き家の
利活用についても庁内関係課及びその他の組織の協力を得て、計画の策定を行なう予定です。併せて、助成等
施策についても検討してまいります。
忠岡町
本町における空き家の状況を把握していくとともに、空き家個々の状況に応じて、関係部署と連携を図りな
がら、対応してまいりたい。また、地域活性化の観点から、空き家の有効活用についても、検討を進めて参り
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）
高石市（駅周辺整備課）
国の「交通政策基本計画」等の趣旨を踏まえつつ、本市の交通計画等について、今後検討を進めてまいりま
す。
和泉市
「交通基本計画」の策定にかかる諸要請について、実施体制の検討をおこないます。
また、交通・運輸政策を担当する専任者の人材育成・確保に努めます。
泉大津市
モータリゼーションが発展し、道路等の整備が始まって以来、交通安全対策は行政に課せられたひとつの大
きな課題であります。地域が一体となって、安全で安心な交通環境やまちづくりを達成するために、情報の共
有や相互の協力が、より良い効果へ繋がると認識しております。
本市では昨年度、年齢や障がいの有無によらず、あらゆる人を対象に、歩行者・自転車・自動車などの交通
手段によらない、安全・安心・快適な道路整備をおこなうことを目的した道路整備方針を策定しており、その
方針に基づいた道路環境整備を進めてまいります。
岸和田市
交通施策は、単体の交通手段、部分的な対応にとどまらず、まちづくり戦略との一体的な取組みを進めてい
く必要があるとの認識のもと、平成 27 年 11 月に「地域公共交通の活性化再生法」等の法定要件を備えた「岸
和田市地域公共交通協議会」を設立しました。
地域全体の公共交通システムの在り方や、市民、交通事業者、行政の役割を定めた施策ビジョンを明らかに
し、かつ、5～10 年の短・中期において、まちづくりと連携し、かつ面的な公共交通ネットワークを再構築す
るために実施する様々な取組みを示した「岸和田市交通まちづくりアクションプラン」を平成 28 年度末に策
定したいと考えています。
忠岡町
交通政策に関する基本法制である交通政策基本法に基づき、政府が交通に関する施策を総合的・計画的に推
進するため策定された交通政策基本計画を受け、基礎自治体である忠岡町としての適切な役割を認識するとと
もに、交通政策の推進について、大阪府や近隣の自治体と連携し、検討して参ります。
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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）
高石市（土木公園課）
市内各所で自転車マナーアップを目的とした街頭キャンペーンを月に 1 回実施しております。
また、小学校・中学校での交通安全教室や春と秋の交通安全運動において自転車の交通ルール遵守を呼びか
けています。
自転車道及び自転車レーンについては、既に一定区間で供用を開始しており、今後も安全な自転車通行空間
の確保に努めてまいります。
和泉市
本市では、交通安全教育指導員を育成し、自転車の安全講習を含む、すべてのカテゴリーで交通安全教育を
実施する体制を整えています。
歩行者や自転車にとってゆとりのあるスペースを確保するため、歩道の拡幅や緑化を推進するほか、自動車
から分離された自転車通行空間の整備についても検討を進めます。
また、通学時における児童の安全対策として、通学路となる道路の路側帯をカラー舗装化する等、交通安全
対策の強化をおこなっています。
泉大津市
自転車マナーの向上については、泉大津警察署や泉大津交通安全協会等関係機関と連携し、運転者講習会の
開催、幼児や小学生、高齢者を対象とした交通安全教室の開催、交通安全運動街頭キャンペーンなどを通じま
して、自転車安全利用に関する教育・啓発活動を実施しているところです。今後も継続して啓発活動を実施し
てまいります。
また、自転車走行空間の整備につきましては、既存の道路環境を再度検証し、誰もがわかりやすく安全に利
用できる自転車通行環境の形成に取り組んでまいります。
岸和田市
岸和田市では岸和田市教育委員会や岸和田警察署と協力して市内の小・中学校で交通安全教室を開催し、安
全な自転車利用についても講習を行っています。
また、岸和田警察署では交通安全教室への講師派遣を随時受付しており、講習内容は主催者の希望に応じて
います。自転車は身近で便利な乗り物ですが、正しく利用しなければたいへん危険であり、岸和田市内でも自
転車が関係する事故が多発しています。今後も各関係団体と連携し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め
てまいります。
自転車レーン整備における市内道路の適用可能性については、自転車レーンを確保する上で適正な車道幅員
および歩行空間、また沿道の駐車車両などの安全対策をクリアすることが課題となります。
これらの諸条件に対し、本市でも整備の有効性を検証するためモデル路線を選定し、自転車レーンの整備に
取り組んでまいります。
また、スクールゾーンなどの交通安全対策については、市、教育委員会、大阪府、学校、ＰＴＡや地元の交
通指導員が参加する合同点検を定期的に実施することなどで、危険個所の対策を検討してきたところでござい
ますが、今後も各関係団体と協力して計画的、継続的に安全対策を図ってまいります。
忠岡町
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備が行われたことを受け、平成 27
年 11 月 19 日忠岡中学校において自転車運転者講習制度の説明と、自転車事故の重大性を認識してもらうため、
映像を使った講習を、大阪府泉大津警察署と合同で実施しました。今後も各種交通安全教室において、自転車
マナーなどについて、安全講習を実施したいと考えています。
また、今年度策定する「通学路交通安全プログラム」に基づき、児童生徒が安全に通学できるように、通学路
の安全確保を図って参ります。
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（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）
高石市（危機管理課）
災害時を想定し、各ライフラインの耐震化を進めています。地域防災計画において、ライフライン施設につ
いては、災害時に速やかな復旧を進めるとともに、応急供給、サービス提供を努めることを定めております。
なお、本市の公立小中学校などについては、耐震化を完了しております。
和泉市
災害発生時の避難所となる、指定避難所となる公立の小中学校に関しましては、東日本大震災の発生をうけ、
当初の耐震化スケジュールの見直しを行い、平成 25 年度中にすべて完了しております。
現在、和泉市では今後の公共施設等（インフラ資産及びハコモノ資産等）の総合的かつ計画的な管理に関す
る基本方針を定める公共施設等総合管理計画の策定に着手しており、策定後は、それぞれの部局が所管する長
寿命化計画等と併せて、これに則った適切な維持管理・更新を行ってまいります。
泉大津市
社会インフラの耐震化については、電気・ガス・情報通信などのライフライン事業者の事業計画により災害
に強い施設の整備を進めるよう取り組んでいただいております。
また、大阪府の「新・大阪府地震防災アクションプログラム」及び「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」に
基づき社会インフラの強化に引き続き努めてまいります。
なお、本市における小中学校の校舎及び体育館の耐震化改修工事は、すべて完了しておりますが、引き続き
災害発生時の避難場所としての機能の充実を図ってまいります。
岸和田市
公立学校施設の校舎や、体育館の耐震化については、平成 19 年度に「岸和田市学校教育施設耐震化計画」
を策定し、主要構造部材の耐震化を進めてまいりましたが、平成 27 年度をもって、学校教育施設の耐震化は
完了しました。
また、老朽化が進む社会資本については、事後保全だけでなく、予防保全の考え方を採り入れ、定期的な点
検や診断結果に基づく、計画的な保全を実施し、長寿命化を進めてまいります。
忠岡町
社会インフラの耐震化につきましては関係各社と連携して進めて参ります。また、災害時の避難所となる公
立小中学校の学校施設の耐震化につきましては、平成 26 年度に完了しております。
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）
高石市（危機管理課）
災害時における情報提供については、防災行政無線、市ホームページ、大阪防災ネット、公共情報コモンズ
を活用し、避難情報、避難所情報を中心に情報提供を努めることとしています。
高齢者はもとより、障がい者や外国人などに対しての防災、避難の対応について、討してまいります。
なお、避難行動要支援者名簿については、作成を進めるとともに、災害時に有効に活用できるよう体制整備
を行ってまいります。
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和泉市
市では、防災情報の伝達手段として、同報系防災行政無線、緊急速報メール、いずみメール（登録制メール
マガジン）、広報車、ホームページ、ツイッター、フェイスブックなどを利用し、積極的な情報伝達を行って
います。
しかしながら、外国人のための多言語での情報発信及び防災・減災パンフレットの作成については、課題と
考えております。
避難行動要支援者の名簿作成については、平成 27 年 4 月に和泉市防地域災計画の改訂の中で避難行動要支
援者対策について掲載すると共に、併せて、各障がい者団体の方々と共に「避難行動要支援者避難行動支援プ
ラン」を作成しました。避難行動要支援者対策を実施するうえで、支援者を拡大することが必要になるため、
支援者説明会を平成 27 年 6 月に開催し、12 月中に名簿を提供するスケジュールで実施しています。
泉大津市
大規模災害などの緊急事態発生時には、市ホームページやフェイスブック、緊急速報メール（各携帯会社）、
防災情報メール（おおさか防災ネット）など多様な手段で高齢者など要配慮者を含めた多くの方に緊急情報を
配信できるよう努めています。
平成 26 年 3 月には「総合防災マップ」を新たな被害想定で更新し、全戸配布いたしました。また、英語、
中国語、韓国語による防災パンフレットを作成し、外国人を含む要配慮者に対しましても、防災知識の向上が
図れるよう広く周知しているところです。
なお、避難行動要支援者の支援制度につきましては、今後も平時から繋がりのある福祉部局と連携し、地域
での連携により迅速に避難ができる体制を構築できるよう取り組み、災害時の被害減少を目指してまいりま
す。
岸和田市
市民への緊急情報伝達手段として、防災行政無線システムの再整備を進めており、また、情報伝達の多様化
を図るため、市ウェブサイト、フェイスブックやツイッター、携帯電話による緊急速報メールでの情報発信を
行っております。視聴覚障がい者への対応や多言語での情報発信なども、今後検討してまいります。
一方、昨年 8 月末に避難行動要支援者支援プランに基づき要支援者名簿を作成いたしました。現在、平常時
からの個人情報提供同意について確認をしており、年度内には避難支援者へ名簿を提供する予定です。今後も
実情に即した体制整備に努めてまいります。
忠岡町
緊急時の情報提供については、災害時の種別や規模、伝達すべき区域の範囲、時間帯等を考慮し、防災無線
により町内全域に放送を行うとともに、広報車の巡回やホームページへの掲載、災害緊急速報・エリアメール
による配信などにより情報の提供を行い、住民への周知を徹底することとしております。
災害時における要支援者に対する取り組みとして、災害時避難行動要支援者支援プランによる支援体制を整
えており、また、福祉避難所についても町内民間福祉施設との協定を進めております。
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）
高石市（危機管理課）
自治会に対する勉強会、防災シンポジウム等を通じて、津波対策等の啓発を行っています。緊急時の住民へ
の情報伝達手段として、Ｊアラートや防災行政無線、エリアメールを整備しております。
また、市内全域の住民、関係機関と連携し高石市地震津波総合避難訓練を毎年実施しています。
臨海部については、特別防災区域であり、大阪府の管轄となっていりことから、府と連携し、各事業者の津
波避難計画作成状況の把握や、津波避難ビルの指定等を通じて円滑な避難行動が「できる体制づくりに努めて
まいります。
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和泉市
和泉市では平成 25 年 8 月 8 日に大阪府の「南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会」の津波被害想定結果
において、葛の葉町の一部が想定地域に指定されたことから、現地での「出張出前講座」等で改めて津波に対
する理解や啓発に努め、また和泉市洪水ハザードマップにおいても津波浸水想定を記載し、更なる啓発に努め
ております。
緊急情報システムとしては、いずみメールによる気象警報、避難所開設などの防災情報の発信と防災行政無
線（同報系無線）を市内全域への整備により、迅速に防災情報を発信できる情報伝達手段の充実、強化を図っ
ております。
また、大規模災害時における避難者受け入れのため、平成 23 年 11 月 10 日に大阪府立信太高等学校を津波
避難ビルに指定するとともに、平成 24 年 8 月には海抜表示を示した標識を指定避難場所である小・中学校に
配布・設置しており、津波被害の回避に取り組んでおります。
泉大津市
津波への対策につきましては、地域防災計画や津波避難計画等に基づき対策しているところですが、今後も
より一層大阪府や近隣市町、防災関係機関等と連携し、情報伝達を含めた減災対策を図ってまいります。
また、本市では東日本大震災以降、津波浸水想定区域内を中心に津波避難ビルを 118 棟指定しており、市民
の津波からの緊急避難に備えているところであり、出前講座等を通じまして、その周知に努めているところで
す。
なお、臨海地域の津波対策としましては、大阪府石油コンビナート等防災計画や大阪府石油コンビナート特
別防災区域津波避難計画等により対策しているところですが、今後も特別防災区域内の企業やその周辺住民と
連携を図り、減災対策に努めてまいります。
岸和田市
津波に関する新たな被害想定が一昨年度の 8 月に大阪府より公表されました。これを受けて地域の方と一緒
にワークショップを通じて、津波ハザードマップの改定作業を行いました。改定した津波ハザードマップは、
市ウェブサイトで公開し、広く周知に努めています。
また、昨年度の地域防災計画の改定では、防災委員として公的機関を始め、インフラ関連企業・団体の代表
者や、公共交通機関の代表者にも参加頂いており、毎年の岸和田市総合防災訓練にも参加頂く等、関係機関・
団体との連携に力を入れています。
臨海部工業地帯における企業の防災・減災対策について、大阪鉄工金属団地協同組合の津波を想定した避難
訓練の視察や訓練資機材の貸出を通じて、推進しています。今後も継続して取り組みます。
なお、岸和田市内に「大阪府石油コンビナート特別防災区域津波避難計画」に基づく特別防災区域の該当箇
所はありませんが、近隣市町と相互協力し、連携を強めてまいります。
忠岡町
平成 27 年度におきましては、大阪府知事にも参加いただき、津波避難訓練が行われました。今後も浸水想
定区域内の自主防災会を中心に避難訓練が継続して行われるよう働きかけて参ります。また、沿岸部企業につ
きましては、木材コンビナート協会と毎年情報伝達訓練を実施しており、今後も継続して参ります。
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）
高石市（上下水道課）
近年多発している集中豪雨や都市化による雨水流出量の増加により市内の浸水リスク・公共下水道施設の負
荷が増大しており、このような状況に対応するため、公共下水道整備計画に基づき雨水管渠の整備を行ってお
ります。平成 26 年度末での雨水整備率は約 68％であり、今後も引き続き浸水対策を強化するため雨水管渠の
整備を進めてまいります。
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また、集中豪雨時の雨水流出を抑制するとともに、貯留した雨水を有効活用し、良好な水環境社会の形成に
つなげることを目的として、住宅敷地内への雨水貯留タンクの設置を推進しており、設置費の一部を助成して
おります。
和泉市
ソフト面の対策として、平成 22 年度より市内の土砂災害特別警戒区域、警戒区域また急傾斜地等の多い地
域（現在大阪府により区域指定に関する調査中も含む）を対象に、大阪府鳳土木事務所と地元町会と共に地域
ごとに土砂災害ハザードマップ作成しております。
地元住民の皆様方に土砂災害のリスクを共有してもらうため、自助、共助による自主警戒避難体制を検討し
ていただき、それをハザードマップとして全町民に配布しております。平成 26 年度までに 11 町会・自治会で
作成し、今年度は 3 町会にて実施しております。
また、平成 27 年 6 月には大阪府と共に南横山校区において夜間避難訓練を実施しました。
ハード面の対策として、現在大阪府により父鬼町で砂防えん堤事業、小野田町、若樫町、南面利町で急傾斜
地崩壊対策事業の合計 4 箇所にて実施しております。砂防えん堤については平成 28 年度までの工期で、急傾
斜地崩壊対策については、小野田町が平成 28 年度まで、若樫町が平成 28 年度まで、南面利町が平成 30 年ま
での工期となっております。
泉大津市
本市においては、山間部がなく土砂災害の危険性はありませんが、大雨による洪水（河川堤防の決壊）など
の可能性は否めません。市域上流部の市や隣接市町と連携しながら、
「早めの避難」で減災できるよう、引き
続き対策を図ってまいります。
また、現在「防災出前講座」を実施しておりますが、地域防災力の要である自主防災組織と連携を図りなが
ら、今後も積極的に市民の防災意識の向上を図ってまいります。
岸和田市
土砂災害防止の観点から、大阪府の「逃げる」
「凌ぐ」
「防ぐ」施策を推進し、市管理準用河川の改修を進め
ます。
森林整備については、国の森林整備地域活動交付金を活用し、森林の有する山地災防止機能や水源のかん養
機能等の多面的機能が十分に発揮できるよう、森林経営計画をたて、計画をたてた区域の山林の路網整備や間
伐、除伐作業を順次行っております。
また、本市下水道事業における雨水対策は、雨水管渠を整備し、併せて下水ポンプ場を設置しています。定
期的に施設の点検、清掃、修繕及び老朽化による改築更新を順次行い、下水道施設の機能保全に努めています。
なお、現在の岸和田市内における防災福祉コミュニティの組織数は 61 組織であり、今年度の地域訓練実績
数は延べ 46 回となっています。
防災訓練の支援や防災資機材の貸出、出前講座への職員派遣、防災福祉コミュニティ補助金事業の実施等、
地域防災力向上のための支援を実施しており、今後も支援を継続してまいります。
忠岡町
河川の急激な増水への対策については、大阪府や周辺市町村との協議を重ねており、今後も引き続き協議を
進めて参ります。また、住民に対しては、自主防災組織の活性化につながるよう、今年度同様、防災訓練や防
災講演会の開催を通じて地域防災力の向上を図ります。
（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）
高石市（危機管理課）
鉄道事業者とも連携して、警察の巡回などを行うことにより、犯罪の防止を図っています。
和泉市
和泉市では、大阪府安全なまちづくり条例に基づき、公共交通機関の駅長が委員を務める和泉市安全なまち
づくり推進協議会を設置し、市、市民及び事業者等が連携して犯罪の防止に関する施策に取り組んでいるとこ
ろです。
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今後も、和泉警察署や関係団体、地域等と連携しながら、駅構内における防犯キャンペーンや、タイムリー
な防犯情報の提供を行っていくなど、防犯活動を活性化していきます。
泉大津市
本市においては、警察及び防犯委員会と協働で犯罪防止に向けた街頭啓発運動を実施しております。また、
広報、ホームページの掲載に加え、自治会等の掲示板での掲示による犯罪防止の啓発を行うとともに、青色防
犯パトロール車における市内巡回を実施しております。また、新たに平成 26 年 6 月「より安全安心なまちづ
くり」を実現するため、世界保健機関（WHO）が推奨するセーフコミュニティ活動に取り組むことを宣言いた
しました。今後、こうした取り組みを進めるなかで、犯罪防止の対策を講じてまいります。
岸和田市
公共交通機関においては、すり、チカン、暴力行為等の犯罪に対処するため、大阪府鉄道警察隊による列車
への警乗、駅構内のパトロール、また岸和田警察署交番勤務員などの署員による駅構内のパトロールなど、犯
罪の未然防止活動を推進されていると認識しています。岸和田市としても警察、ＪＲ西日本、南海電気鉄道か
ら犯罪防止啓発活動などへの協力要請があれば積極的に対応するように努めます。
忠岡町
公共交通機関に限らず、暴力のない「安全で安心なまちづくり」の確立に向け、警察・関係団体と協力し、
また町のホームページ等においても啓発を行って参ります。

７．泉州地区協議会

独自要請

≪高石市≫
（1）地域振興策について ＜補強＞
現在、官民一体となったイベントの実施等、市民を巻き込んだ取り組みがなされていますが、浜寺公園側で
実施されるイベントと臨海部（高砂側）で実施されるイベントの実施時期など、それぞれが連携してより集客
力が大きくなるよう継続・強化を引き続き行って頂きたい。また、市制５０周年イベントの開催にあたっては、
地元企業との協力を図って頂きたい。
（回答）
市民の親睦と郷土愛を育むことを目的に、市内各種団体で構成する実行委員会の主催で開催されている「高
石シーサイドフェスティバル」を支援しております。高石商工会議所が主催する「堺泉北港ドラゴンボート大
会」と昨年同様に同日開催をめざし、相乗効果による集客力の向上を図りたいと考えています。
また、市制 50 周年イベントの開催にあたりましては、行政のみならず市民と一体となることでさらなる賑
わいの創出に向け、市民や地元企業の自主的な取組みを促す方策について検討しております。

≪和泉市≫
（1）地域医療体制の確立について ＜継続＞
現在、医師の偏在等による医師確保の困難な状況、また診療報酬制度の改悪により特に公立病院の運営は厳
しいものとなっています。
連合大阪泉州地区協議会は、地域医療を守る観点から貴市立病院の健全な財政運営を求めると共に、市とし
ても適切な財政支援を行うことを求め、また、泉州地域の広域的な医療の一翼を担っている現状を踏まえ、大
阪府更に国からの支援を積極的に求めることを要望します。
（回答）
和泉市立病院の健全経営を保持するため、市からは救急医療の確保を目的に財政支援として政策医療交付金
を交付し、府からは泉州医療圏小児二次救急補助金を受けております。
また、更なる地域医療の充実を図るため、国・府への支援の働きかけについて調整してまいります。
（2）総合的な都市機能の充実について ＜補強＞
現在、企業誘致また大型商業施設の誘致については積極的な政策展開がなされ、和泉市においては人口が増
加傾向にあります。
そのなか、和泉中央駅周辺の交通渋滞の問題ではインフラの更なる整備また、信号パターンの工夫が必要で
あると考えます。特に交通弱者への配慮（グリーンゾーンの設置等）等、今後も国や府への積極的な働きかけ
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と市の努力により市民の生活向上に向けた政策展開を求めます。
（回答）
和泉中央駅周辺の交通渋滞問題や交通安全対策については、所轄警察や大阪府とも連携し、必要な対策を講
じてまいります。
（3）安心安全な街づくりについて ＜継続＞
近年、子どもが被害者となる悲しい事件が多く発生しています。地域の連携を密にし、更なる地域の防犯対
策の向上を計って頂きたい。
（回答）
和泉市では、
「安全で安心して暮らせるまち和泉市」を目指し、和泉防犯協議会や和泉市安全なまちづくり
推進協議会といった防犯団体に委託し、防犯対策を行うとともに、防犯環境の整備や市民の防犯意識の向上に
努めております。
児童の登下校時における見守り活動については、市内各町会・自治会やＰＴＡ、自主防犯団体である和泉総
合防犯センター（ICPC）
、その他団体等によって市内各所で行われています。また、青色回転灯を装備した自
動車（通称青パト）による警戒活動についても積極的に行われており、犯罪の未然防止に貢献しています。
また、平成 26 年度から 3 カ年の計画で、町会・自治会が設置する防犯カメラ設置費の 9 割を補助する制度
を開始しており、防犯環境の整備にも努めております。
今後も警察などの関係機関や団体、地域住民との連携・協力を深めながら、地域防犯力の向上や防犯環境の
整備に努めてまいります。

≪泉大津市≫
（1）地域医療体制の確立について

＜継続＞

現在、医師の偏在等による医師確保の困難な状況、また診療報酬制度の改悪により特に公立病院の運営は厳
しい状況が続いています。
このような状況のなか、地域周産期母子医療センターをオープンさせ、泉大津のみならず泉州地域の医療を
広域的に担う公立病院として奮闘されていますが、病院財政は、厳しい財政運営となっています。
連合大阪泉州地区協議会は、地域医療を守る観点から貴市立病院の健全な財政運営を求めると共に、営利目
的の民間病院では賄いきれない福祉サービスを提供する場として自治体として責任を持って引き続き維持運営
に努めることを強く求めます。
また、泉州地域の広域的な医療の中核を担っている現状を踏まえると、大阪府更に国からの積極的な財政的
支援を強く求めて頂きたい。
（回答）
市立病院は、健全な財政運営に努めるとともに、福祉サービスを提供する公立病院としての役割を果たして
まいりたいと考えます。
また、国・府に対しては市立病院としてのみならず、市や大阪府公立病院協議会、全国自治体病院協議会等
を通じ、機会あるごとに積極的な支援を働きかけてまいります。
（2）地域振興策について ＜継続＞
泉大津港の利用の活性化を図る為に大阪府・泉大津市行政・地域企業が一体となったポートセールスを積極
的に行って頂きたい。
また、街灯整備を積極的に行い夜間の防犯効果の向上と、景観・イメージの向上をお願いしたい。
（回答）
堺泉北港（泉大津港）の利用を活性化するため、平成 26 年度より港湾トップセールス事業を実施していま
す。これは、市長自らが団長となり、「港湾トップセールス団」を編成、大阪府港湾局、泉大津市議会及び港
湾事業者とともにアセアン諸国等を訪問し、本市及び堺泉北港を PR することにより市域全体の活性化に繋げ
ることを目的としています。
今後においても、堺泉北港（泉大津港）のさらなる振興発展に向け、国内外を問わずセールス活動を実施し
てまいります。
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（3）防災について ＜継続＞
東日本大震災並みの災害（津波）が発生した場合、泉大津市は全域が被災地域となる、よって近隣の自治体
への速やかな避難体制が必要であり、広域的な連携をお願いしたい。
また、緊急時に対応できる行政職員の人員の確保と人材育成、災害時に必要な機材の確保に努めて頂きたい。
（回答）
南海トラフの巨大地震など広範囲の大規模災害の発生に備え、同時被災の可能性が少ない都道府県域を超え
た市町村間での災害時相互応援ネットワークを構築し、広域避難を含め、物的・人的両面で応急対策できるよ
う協定を締結しています。
また、訓練等を通じて、災害時に迅速に対応できる職員の育成と必要資機材等の確保に努めてまいります。
（4）総合的な都市機能の充実について ＜新規＞
全国的に人口減少が続いています。そんな中でも鉄道沿線駅周辺において便利で住みよい街は人口減に歯止
めがかかっています。
泉大津市内においては南海電鉄の高架化が進み駅周辺の環境整備がなされていますが、北助松駅については
多くの住民、特に学生の利用が多い状況のなか、駅の橋上化の要望が高まっています。泉大津しとしても安全
安心のまちづくり・セーフコミュニティー推進の立場からも要望を出して頂きたい。
（回答）
北助松駅周辺は踏切が残る地域であり、同駅については学生の利用が多いことは認識しています。同駅周辺
の課題解決に向け関係機関と協議するためにも、まず現場の状況を詳しく調査する必要があると考えていま
す。

≪岸和田市≫
（1）既存の地元企業の支援について ＜補強＞
新規参入企業に対する優遇税制はあるが、既存の地元企業に対する支援がない。早急に地元企業への支援政
策を図って頂きたい。これにあたっては雇用、賃金水準の確保に向けたものとして頂きたい。
また、地元企業・行政においては正規雇用労働者が減らされ、非正規雇用労働者が増えている。非正規雇用
労働者の劣悪な雇用条件の指導等、市としても取組みをしてもらいたい。
（回答）
非正規雇用労働者の生活や雇用の安定など処遇の改善が図られるよう、引き続き、関係機関と情報共有を進
め取り組んでまいります。
（2）防災について ＜補強＞
ハザードマップの早期の見直しを行い、津波発生時の避難経路・避難場所の構築と発信をお願いしたい。
また近隣市町の避難場所としての受入れ体制等、広域的な取組みをお願いしたい。
（回答）
津波ハザードマップについては、新たな被害想定が平成 25 年度の 8 月に大阪府より公表されましたことを
受け、地域の方と一緒にワークショップを通じて、津波のハザードマップの改定作業を行いました。改定しま
した津波ハザードマップは平成 26 年度 4 月、南海本線よりも海側の地域を対象に全戸配布し、さらに、市ウ
ェブサイトへの掲載や、12 月に市内全戸配布致しました「総合防災マップ」にも掲載し、周知を図りました。
また、この新たな被害想定にのっとり、岸和田市津波避難計画書の取りまとめも行い、津波発生時の緊急避
難場所となる津波避難ビルの指定、津波警報等発表時における避難指示の基準や発令地域の明確化を行いまし
た。
今後も継続して情報発信を行い、広く周知してまいります。
災害発生時の近隣市町との連携につきましては、現在避難場所としての受け入れ体制等の詳細な取り決め等
はございませんが、泉南ブロック地区として定期的な会議等により関係強化を図ってまいります。今後広域的
な対応ができるよう検討してまいります。
（3）競輪場の運営について ＜継続＞
競輪場の運営にあたっては毎年市への繰入れ金が確保できている現状を考えれば、市財政にとって無くては
ならない事業です。継続し発展可能な政策を進めることが市財政運営にとっても最重要であり、競輪場の持続・
発展に向けた積極的な政策展開を引き続き行って頂きたい。
（回答）
競輪事業については、引き続き売上の向上を目指し、市財政に貢献をしてまいります。

- 36 -

（4）安心安全な街づくりについて ＜補強＞
南海電鉄春木駅前の踏切付近では歩行者と車両が混雑し非常に危険な状態です。岸和田競輪での収益も存分
に活かし、早期に南海電車の高架工事を実施するよう要望します。また、岸和田市の山手地域の公共交通の利
便性が悪いため、コミュニティバスの路線拡充等、交通政策の充実を行って頂きたい。
（回答）
春木駅周辺では交通安全対策として春木 1 号踏切及び周辺道路整備に着手しており、平成 28 年度末には踏
切拡幅を含む安全対策が完了予定です。引き続き高架化も含めて春木駅周辺まちづくり構想の策定に取組んで
まいります。
交通施策は、単体の交通手段、部分的な対応にとどまらず、まちづくり戦略との一体的な取組みを進めてい
く必要があるとの認識のもと、平成 27 年 11 月に「地域公共交通の活性化再生法」等の法定要件を備えた「岸
和田市地域公共交通協議会」を設立しました。
地域全体の公共交通システムの在り方や、市民、交通事業者、行政の役割を定めた施策ビジョンを明らかに
し、かつ、5～10 年の短・中期において、まちづくりと連携し、かつ面的な公共交通ネットワークを再構築す
るために実施する様々な取組みを示した「岸和田市交通まちづくりアクションプラン」を平成 28 年度末に策
定したいと考えています。
こうした取り組みを通じて公共交通の利便性向上に取組んでまいります。

≪忠岡町≫
（1）町おこしの施策について ＜補強＞
新規企業誘致の施策について、優遇税制等の積極的な誘致策の展開をお願いしたい。
町おこしの為の誕生した「ただお課長」の活用が浸透しておらず「日本一小さい町」のアピールも不十分で
あると考えますので、更なるアピールをお願いしたい。
また、町内の空き家、空き地の積極的な利用を促進できるような情報発信を行って頂きたい。
（回答）
町面積が狭隘であり企業側の要求に見合う適切な土地に乏しいことから、積極的な誘致活動に結びつかない
のが現状ですが、産業競争力強化法に基づく創業支援事業を実施しており、起業・創業しようとする者に対し
適切な支援を展開しているところです。また、誕生 5 年目を迎える本町イメージキャラクター「ただお課長」
の昨年度の活用状況は、商品化契約 5 社、町内行事 30 件、外部イベント 5 件、貸出 4 件、TV 等の報道 3 件、
デザイン使用申請 25 件等となっており、
「日本一小さな町」の PR 役としての安定した活動は地域住民に受け
入れられ、その存在が定着してきております。今後も、まちづくりの一手として、魅力に富んだ機能的な活動
を継続していけるよう、留意して参ります。
（2）安心安全な街づくりについて ＜補強＞
街灯整備・新設を積極的に行い夜間の防犯効果の向上をお願いするとともに、特に南海電鉄忠岡駅付近での
グリーンゾーンの設置等、子どもが被害者とならないよう通学路の確保を頂きたい。また、病児・病後保育の
充実等、子育て支援政策の充実を行って頂きたい。
（回答）
街頭整備につきましては、明るいまちづくりを進める事業として、平成 27 年度に町内防犯灯のＬＥＤ化が
完了いたしました。また、自治会が設置する防犯カメラに対しては補助金を交付し、今後も設置を促して参り
ます。
また、通学路の確保につきましては、平成 27 年度に通学路に関係する機関が連携体制を構築し「通学路交
通安全プログラム」を策定します。そのプログラムに基づき、児童生徒が安全に通学できるように、駅周辺を
含め、通学路の安全確保を図って参ります。
最後に、子育て支援施策の充実につきましては、現在、本町の保育施設においては、病児・病後児保育につ
いては未実施で有りますが、他市の事業所と協力体制の協議を行っておりますので、平成 28 年度中には、町
外になりますが、協力いただける事業所と協議を進めて、実施できるように努めて参ります。
以上
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政策・予算要請

用語集

1.連合大阪リビングウェイジ
最低生活保障給として、連合大阪が独自で算定している。労働者の最低生計費は、①健康で文化的な最低限
度の生活ができる、②労働力の再生産に必要な最低限度の生活ができる、③最低限度の社会的体裁が保持でき
る、この三つの条件を満たす必要があると考え、そのために必要な生活必需品・サービスをマーケットバスケ
ット方式（食料・衣類など生活に必要な品目ごとに標準量を求め、それに価格を乗じて合算する）で算出した。
2008 年は時間額 870 円としたが、2014 年 7 月に改定し、現在は時間額 990 円と設定している。
2.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。
3.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ます。
4.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。
5.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。
6.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。
7.くるみんマーク
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。
8.関西イノベーション国際戦略総合特区
総合特別区域法に基づく国際戦略総合特区の指定申請を関西 3 府県（京都府・大阪府・兵庫県）
・3 政令市（京
都市・大阪市・神戸市）共同で 2011 年 9 月 30 日に行い、同年 12 月 22 日に国から指定を受けた特区。特に医
療、エネルギー分野において、実用化、市場づくりをめざしたイノベーションを次々に生み出す仕組みをつく
り、大阪・関西経済の再生に繋げる。
9.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、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。
10.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」
11.ものづくり B2B ネットワーク
全国のものづくりに関する発注ニーズ（部品発注、加工依頼、試作依頼など）を一括して受け、それらのニ
ーズに的確に対応できる大阪の元気なものづくり企業を紹介するために、民間と行政が連携して運営する窓口
のこと。B2B とは、Business to Business の略称で、企業間取引を指す。
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12.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。
13.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 ヶ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。
14.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。
15.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。
16.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。
17.大阪府保健医療計画
大阪府での医療提供体制の確保を図るための計画。健康の保持増進から疾病の予防、診断、治療及びリハビリテ
ーションまで切れ目なく、良質な医療サービスを提供し、府民のニーズをみたす必要な保健・医療・福祉の総合的
なサービス体制の確立をめざす。特に、5 疾病（がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病・精神疾患）4 事業（救急医
療・災害時医療・周産期医療・小児医療）及び在宅医療の分野について、それぞれの医療機能を明示するとともに、
取り組み方向及び目標を定め、ＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させながら取り組んでいる。
18.組織型検診体制
対象とする年齢等を明確化し、明確化された人々が個人単位で把握され、がん検診の対象者名簿が作成されてい
る高い受診率を確保できる体制。作成されている名簿を用いて、適切な時期に対象者への受診勧奨を実施し、受診
しない人には再度呼びかけ受診を促す。また、質の高いがん検診が提供できているかどうか、実施している事業
所、市町村単位に検診の事業評価を行う。
19.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。
20.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。
21.地域包括支援センター
地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健
医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市
町村が設置するもの。
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22.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、
平成 27 年 3 月 31 日までの間「介護職員処遇改善加算」が創設された。
23.認知証サポーター
認知証について正しい知識を持ち、認知証の人や家族を応援し、誰もが暮らしやすい地域を作っていくボランテ
ィア。各地域で実施している「認知証サポーター養成講座」を受講する必要があり、受講者にはサポーターの証と
してオレンジリングが配布される。
24.キャラバン・メイト
地域や職域における「認知証サポーター養成講座」の講師役のこと。
25.成年後見制度
精神上の障がい（知的障がい、精神障がい、認知症など）により、判断能力が十分でない人が不利益を被ら
ないように家庭裁判所に申立てを行い、その人を援助してくれる人をつけてもらう制度。
26.大阪府障がい福祉計画
障害者総合支援法（旧障害者自立支援法）に基づき、国の基本指針に即して、3 年間の障がい福祉サービス見込量
等を示す計画。
27.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。消費税 10％引き上げの時期を踏まえて、平成 27 年 4 月を目途にスタートの予定。
28.公定価格
教育や保育に通常要する費用の額を国の基準で算定した額。通常要する費用とは、子どもの認定区分や年齢、保
育の利用時間や定員規模、地域区分等、区分ごとに必要な人件費や事業費、管理費等の経費のモデルを国として考
え、それを子ども一人当たりの月額という形で示しなおしたもの。
29.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。
30.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。
31.食品ロス
食べられる状態であるにもかかわらず廃棄される食品。
32.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。
33.グリーン購入
製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性を考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを
選んで購入すること。消費生活など購入者自身の活動を環境にやさしいものにするだけでなく、供給側の企業
に環境負荷の少ない製品の開発を促すことで、経済活動全体を変えていく可能性を持っている。
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34.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。
35.食品表示法
食品の賞味期限や保存方法、栄養成分などの表示は、これまで食品衛生法と JAS 法、健康増進法の 3 つの法
律でバラバラに定められていたが 1 つの法律にまとめた。
36.大阪産（もん）
大阪府で栽培・生産される農産物、畜産物、林産物、大阪湾で採取され大阪府内の港に水揚げされる魚介類、
大阪の特産と認められる加工食品（｢大阪産(もん)名品）｣）
。
37.6 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。
38.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。
39.ＩＣＴ：Information and Communication Technology（情報通信技術）
情報・通信に関連する技術一般の総称。「ＩＴ」とほぼ同様の意味。
40.福祉避難所
災害時に高齢者や障がい者、妊婦ら一般の避難所では生活に支障があり、特別な配慮を必要とする人を受け
入れる 2 次避難所。バリアフリー設備のほか、介護福祉士や看護師といったスタッフの支援が必要なため、全
国の指定施設の多くが高齢者施設。
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