連合大阪堺地区協議会 自治体政策・制度予算に対する要請回答
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１．雇用・労働・ＷＬＢ施策（９項目）
（1）雇用・就労対策の充実・強化について

＜継続＞

★重点項目

大阪版地域雇用戦略会議に位置づけた「大阪雇用対策会議」で関係団体が有機的連携をはかり、働き方改革
や雇用形態の多様化に伴う処遇格差の改善など、幅広く実効性ある雇用対策に取り組むこと。
また、親会議を開催し、トップ層の発信力や影響力（働きかけ）を最大限引き出すこと。
（回答）
【産業振興局 商工労働部 雇用推進課】
大阪雇用対策会議につきましては、国の「働き方改革」に関する動きを念頭におきながら、親会議の開催も
含め、会議構成各機関、団体の意向等を踏まえ、今後も引き続き連携・協力してまいります。
また、堺市域においては、行政機関、労働者団体、経営者団体等、地域の関係機関・団体で構成する堺雇用
労働推進会議（堺市域労働ネットワーク）において、雇用労働に関する課題共有や意見交換を行うとともに、
雇用・就労に関する事業の推進に対し、連携を密にして取り組んでいるところです。
（2）地方創生交付金事業を活用した就労支援について

＜新規＞

地方創生交付金事業で「若者の雇用安定」、「女性の活躍推進」、
「ＵＩＪターン」などを推進されるが、特に
若年層の定着支援と魅力ある中小企業の発見・情報発信事業の充実をはかり、業績評価指標で事業を検証する
こと。また、就業ニーズの高い介護・福祉分野の定着支援施策として処遇改善助成金等を検討すること。
（回答）
【産業振興局 商工労働部 雇用推進課】
本市の若年者・女性の就職支援施設である「さかいＪＯＢステーション」において、求職者の特性に応じた
個別カウンセリングやセミナーの実施など、きめ細やかな求職者支援や、本市の特徴的な取組である市内企業
とのマッチング支援等を行っており、平成 29 年度以降は、就職後の早期離職を防ぐための定着支援を強化し
てまいりたいと考えております。
また、介護・福祉分野については、適正なマッチングを行えるよう、就労困難者の就労支援を行うジョブシ
ップ堺（公益財団法人堺市就労支援協会）やハローワーク堺等との連携のもと、合同企業説明会、面接会等を
実施しているところです。
【健康福祉局 長寿社会部 介護保険課】
介護職員が安心して働き続けることができるよう、賃金をはじめとする処遇の改善を行うことは喫緊の課題
であり、平成 27 年度介護報酬改定においては、介護職員処遇改善加算の充実が図られました。
また、平成 29 年度から介護報酬の改定により、介護人材の処遇改善を行うことが示されています。
なお、本市といたしましては、介護処遇改善交付金を交付するなど国の責任において抜本的な解決策を講じ
るよう、国に対し要望を行っているところです。
（3）産業政策と一体となった基幹人材の育成について

＜継続＞

大阪の基幹産業である「ものづくり」の人材育成に向けて、経済産業省の補助事業で改善活動の指導者養成
機関となる「カイゼンスクール」の設置や高度な技能をもった「ものづくりマイスター」を養成すること。ま
た、中小企業や教育訓練機関に対して、若年技能者への実技指導や講師派遣を広く行うとともに、民間企業の
最新設備を活用した実習プログラムの導入など、効果的な技能の継承と後継者育成を行うこと。
（回答）
【産業振興局 商工労働部 ものづくり支援課】
中小企業の技能伝承と後継者育成のため、公益財団法人堺市産業振興センターにおいて、近畿職業能力開発
大学校の協力のもと、ものづくり現場の若手社員の方等向けに加工技術の基礎を実際に機械を操作しながら学
ぶ機会を提供する「テクノオープンカレッジ」を開催しています。また、新製品、新技術の開発等に対応でき
る人材を育成するため大阪府立産業技術総合研究所の協力のもと、「産業技術セミナー」を開催しています。
加えて、本年度から新たに「技能承継実践塾」を実施しており、昨今の中小製造業において課題とされてい
る技能・技術・ノウハウの承継の仕組みの構築を支援すると共に、ものづくり現場のマネジメント人材の養成
を行っています。今後も中小企業の経営基盤を強化するため、国・大阪府等との連携を強化し、技能の継承と
後継者育成を図ってまいります。
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（4）地域就労支援事業について

＜継続＞

未就職の若者、障がい者、ひとり親家庭の保護者、中高年齢者への就労支援は、地域就労支援センターで実
施しているが、取り組みに温度差が生じている。市町村の事業実績を検証するとともに、
「大阪府・市町村就労
支援事業推進協議会」を活用し、好事例等の共有をはかり、地域就労支援事業を強化すること。
また、「地域労働ネットワーク」の社会資源を積極的に活用し、地域における労働課題を集約するとともに、
多様な構成団体が、中小企業・地場産業との社会対話を増やし、有機的な連携で就労支援ならびにネットワー
ク事業を拡充すること。
（回答）
【産業振興局 商工労働部 雇用推進課】
本市では、ジョブシップ堺（公益財団法人堺市就労支援協会）内に「堺市地域就労支援センター」を開設し、
中高年齢者や障害者、母子家庭の母親等、働く意欲・希望がありながら、様々な要因のため就労できない就職
困難者を支援しています。また、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おいて、本市の
地域就労支援事業の状況報告や泉州地域の自治体と情報交換を行っております。
さらに、本市が事務局を務める堺雇用労働推進会議（堺市域労働ネットワーク）において、地域における雇
用労働に関する課題共有や意見交換を行うとともに、事業の推進のため、連携を密にして取り組んでいるとこ
ろです。今後とも、各機関の強みを活かして連携・協力しながら、地域就労支援事業を進めてまいります。
（5）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 月に施行されたが、就労準備や就労訓練の支援メニュー利用が少なく、生
活・暮らし相談が中心となっている。相談初期におけるアセスメントの強化と重層的な相談体制の構築に向け
て、支援員を適正に配置すること。また、出口支援となる就労訓練事業への予算措置をはかり、生活困窮者自
立支援事業の推進体制を強化すること。
（回答）
【健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課】
本市におきましては、堺市総合福祉会館内に「堺市生活・仕事応援センター

すてっぷ・堺」との名称で相談

窓口を開設して相談支援を実施しています。
相談に訪れた方に対しましては、相談支援員による丁寧なアセスメントを行い、既存の制度や就労準備支援
事業、就労訓練事業等を活用し、本人の状況や意向を踏まえ、重層的、伴走的に支援を行っています。
なお、相談支援の実施にあたっては、相談窓口を開設している区以外については、相談支援員が区役所へ定
期巡回することで、より市民に身近な場所で相談支援を行うなど支援体制の強化に努めているところです。
（6）ホームレス就業支援事業について〔大阪市、堺市〕

＜新規＞

ホームレス自立支援特別措置法の延長期限を 2017 年 8 月に迎える。これまで取り組んできた職業能力に応じ
た求人開拓や就業の機会確保などは、事業ニーズも高く、引き続き国の責任において本事業が継続されるよう、
大阪府と連携し、国へ働きかけること。
また、生活困窮者自立支援法においても、ホームレス自立支援特別措置法の趣旨が明確に位置づけられるよ
う併せて要望すること。
（回答）
【健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課】
ホームレス自立支援策については、大都市に顕著に現れているホームレス問題を解決するため、時限法であ
るホームレス自立支援特別措置法の期限を延長するとともに、生活困窮者自立支援法の充実を図り、同法の中
においてホームレスの位置づけを明確にするよう、本市及び大阪府、大阪市等で構成する全国自治体ホームレ
ス対策連絡協議会から国に要望しているところです。
（7）労働法制の周知・徹底と労働相談体制の充実について

＜継続＞

改正をむかえた各種労働法制については、労使紛争の未然防止の観点から行政、企業、経営者団体等に周知・
徹底をはかること。
また、近年増加する個別労使紛争の相談内容である「いじめ・嫌がらせ」に関連するハラスメント対策の強
化と併せて、労働相談体制の充実をはかること。
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（回答）
【産業振興局 商工労働部 雇用推進課】
本市では、雇用・労働に関する労働相談窓口を設け、職場におけるトラブルや悩みについて相談を受け、解
決に向けてのアドバイス支援を行っており、本庁や区役所での相談に加え、サンスクエア堺での週 2 回の夜間
相談や社会保険労務士会との連携による月 1 回の土曜日の相談も実施しているところです。
今後とも労働者や事業主の身近な相談機関として各種ハラスメント等をはじめとした労働相談を継続する
とともに、労働基準監督署をはじめ関係機関と連携した対応に努めてまいります。
（8）いわゆる「ブラック企業」対策について

＜継続＞

長時間労働の強要や残業代カットなど過酷な労働条件で働かせる企業、いわゆる「ブラック企業」や「ブラ
ックバイト」が社会問題化している。労働基準監督行政である大阪労働局で連携をはかり、若年就業者だけで
なく、新規開業企業経営者にも雇用労働相談センター等を活用し、労務管理を含めたワークルール指導を行う
こと。また、悪質な企業には府独自の罰則条例等を検討し、適切かつ厳しい対策を講じること。
（回答）
【産業振興局 商工労働部 雇用推進課】
本市では、若者や非正規雇用者の労働環境や処遇の改善に関して、市内企業での定着支援、人材育成の一環
として就職支援等を行っているところです。
平成 27 年度から大阪労働局が事務局として開催されている「大阪働き方推進会議」には、地方自治体、労
働団体、経済団体、金融機関等地域の関係者が参画しております。今後も長時間労働の削減を含む様々な課題
について、大阪労働局等関係機関と情報共有、意見交換を行い、連携して適切な対応に努めてまいります。
（9）仕事と生活の調和推進と女性の就業支援について

＜継続＞

★重点項目

女性の活躍推進については、各団体が連携した取り組みを行っているが、女性の就業継続に向けたスキルア
ップや再就業支援施策の充実をはかること。
また、大阪の女性就業率は、
「男女の役割分担意識の強さ」が影響し、全国平均よりも低くなっていることが
考えられる。仕事と生活の調和推進に向けて、延長された次世代育成支援対策推進法の取り組みを一層進める
とともに、特に男性の意識改革に向けた施策の充実をはかること。
（回答）
【産業振興局 商工労働部 雇用推進課】
本市では、仕事と生活の調和のとれた働き方を推進するため、企業に対して無料で専門のコンサルタント派
遣を行うとともに、企業の人事労務担当者を対象に「ワーク・ライフ・バランスを考えるセミナー」を開催し、
関係法令についての解説や先進企業の事例紹介を行っております。
また、女性の活躍を促進するため、さかいＪＯＢステーション内「女性しごとプラザ」における総合的な就
職支援や、出産、育児、介護等を理由に退職された女性のキャリアブランク解消を支援する事業を実施してい
ます。
今後も引き続き、大阪労働局、大阪府等と連携し、女性が働き続きやすい職場環境づくりと女性の活躍支援
に取り組んでまいります。

２．経済・産業・中小企業施策（６項目）
（1）観光産業の強化と外国人観光客へのマナ―周知について

＜継続＞

訪日外国人観光客を受け入れる環境の充実に向けて、案内所の増設および案内員の増員、外国人向け府域Ｗ
ｉ-Ｆｉの環境整備、ＱＲコードやＩＣＴを活用した多言語情報提供案内の普及促進をはかること。また、問題
となっている外国人観光客用の宿泊施設不足や大型観光バス駐車場の整備など、大阪府や経済団体と連携を密
にし「国際都市大阪」に向けた施策を拡充すること。併せて外国人観光客に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一層強化すること。
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（回答）
【文化観光局 観光部 観光企画課】
近年の訪日外国人旅行者の増加や百舌鳥古墳群の世界文化遺産登録を見据え、大仙公園観光案内所における
案内員を増員してまいります。
府内各所への設置が進む「Ｏｓａｋａ Ｆｒｅｅ Ｗｉ-Ｆｉ」につきましては、大阪観光局との連携により、
平成 28 年 10 月 1 日現在、本市内の観光関連施設や飲食店、商業施設など約 300 箇所に設置されております。
今後も、国内外の旅行者に市内を快適に周遊、滞在していただくため、引き続きＷｉ-Ｆｉ環境の整備に努
めてまいります。
さらに、観光案内板やガイドブック等へのＱＲコードの掲載など、ＩＣＴを活用した多言語による情報提供
についても充実を図ってまいります。
また、宿泊施設や大型観光バスの駐車場などの受入環境の整備に関しましては、民間事業者などとも連携し
て進めてまいりたいと考えております。
あわせて、外国人旅行者が増加する関西の各府県や政令市とも連携しながら、マナー向上のための啓発活動
についても取り組んでまいりたいと考えています。
（2）関西イノベーション国際戦略総合特区による医療・介護ロボット事業の強化

＜新規＞

新たな産業育成で医療・介護サービスの提供とともに、市場拡大が見込まれるロボット関連産業を活性化さ
せ、この分野における慢性的な人材不足の解消と医療・介護現場の環境改善に向けて重点投資すること。
（回答）
【産業振興局 商工労働部 産業政策課、ものづくり支援課】
関西イノベーション国際戦略総合特区について、堺市では、大阪府立大学なかもずキャンパス（中区学園町
の一部）が区域指定を受けており、特区事業としては、次世代蓄電池の研究開発や次世代自動車向け高効率モ
ーター部品の研究開発、体に優しいがん治療であるＢＮＣＴのホウ素薬剤に関する実証評価を行う拠点施設の
整備と実用化を促進する研究開発事業が認定されているところです。
医療・介護分野の産業育成については、特区事業ではありませんが、平成 28 年度から新たに堺市産業振興
センターに医工連携専任のコーディネーターを配置するなど、健康・医療分野への参入を希望する企業の発掘
と参入促進のための各種サポートを実施しているところです。
また、ものづくり新事業チャレンジ支援補助金では、成長産業分野への進出を促すべく、低炭素・環境エネ
ルギー分野、医療・介護・健康関連産業分野、子育て関連産業分野、防災関連産業分野の 4 分野を成長産業分
野として指定し、これらの分野の技術開発を積極的に支援しております。
さらに、今年度より健康・医療分野などの成長分野に参入する際に、専門人材の登用を支援する補助制度を
構築し、実施しているところです。
【健康福祉局 長寿社会部 介護保険課】
本市では、先に介護サービス事業者に対して行った事前協議に基づき、地域介護・福祉空間整備推進交付金
（介護ロボット等導入支援事業特例交付金）について、介護サービス事業者からの交付申請等の受付手続きを
行っているところです。
介護ロボット等導入支援事業特例交付金は、国の交付金であり、介護サービス事業者が介護ロボットを導入
する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るととも
に、その実際の活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することにより、介護ロボットの普及による働き
やすい職場環境を整備し、介護従事者の確保に資することを目的としています。
（3）中小企業・地場産業の支援について
①ものづくり総合支援拠点の充実について

＜継続＞

ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）との連携で、技術開発支援、販路開拓、産学官連携、知的
財産の活用、人材育成など、支援施策の充実をはかること。
また、地元・地場で世界最先端の研究開発企業や独自の固有技術を有する企業、社会福祉事業に貢献する企
業など、
「地元で大切にしたい会社」として、ＰＲ活動等を積極的に展開し、魅力ある企業を支援すること。
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（回答）
【産業振興局 商工労働部 ものづくり支援課】
本市では、公益財団法人堺市産業振興センターを中心に、市内ものづくり中小企業の総合的支援を行ってい
ます。
新製品開発や新分野進出を促進するため、産学連携や企業間・公設試験研究所との連携、知的財産の活用促
進を「技術融合促進事業」として実施しています。また、
「ものづくり新事業チャレンジ支援補助金」では新
製品・新技術の開発にかかる費用を助成しています。
次世代を担う人材育成として、経営に必要とされる諸知識を体系的に学ぶことができる連続講座や現場技術
者のスキルアップを図る技術セミナー、階層別、テーマ別のセミナー等を開催しています。
販路開拓支援や企業のＰＲとして、東京等で開催される大規模展示会に共同出展ブースを設ける他、展示
会・見本市に出展する際に要する費用の一部を助成する制度も設けております。また、企業や製品技術等を紹
介する情報誌「さかいＩＰＣプレス」の年 4 回の発行をはじめ、堺市産業振興センターの 1 階やホームページ
に企業紹介コーナーを設けるなど、企業の魅力の情報発信に努めています。
また、ＭＯＢＩＯとは広域の販路開拓やビジネスマッチングを目的として、常設展示場に市内中小企業の製
品や技術を無料で展示するなど連携した支援を行っております。
加えて、大阪府立産業技術総合研究所とは産業振興にかかる包括連携協定の締結等を通じ、共同で技術開発
を支援するなど、他機関と連携した支援を行っているところです。引き続き国・大阪府等との連携を強化しな
がら、支援施策の充実を図り、魅力ある企業の創出を促してまいります。
②ＴＰＰにおける完全累積制度の活用支援について

＜新規＞

ＴＰＰの 2018 年 4 月発効に向けて、地方経済産業局と連携し、ものづくり生産拠点で中小企業がＴＰＰの原
産地規則の「完全累積制度」を活用できるよう、関係団体と連携を図り、きめの細かな支援体制を構築するこ
と。
（回答）
【産業振興局 商工労働部 産業政策課、ものづくり支援課】
国において、環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）について、平成 27 年 10 月に大筋合意に至り、平成 28
年 2 月にＴＰＰ協定が署名されました。
ＴＰＰにより、輸出相手国の関税が撤廃され、貿易手続きが簡素化されることで、大企業のみならず、優れ
た技術を有する中小企業も海外市場に進出することが容易になると考えられています。
本市及び堺商工会議所では、平成 27、28 年度において、堺市内の企業が、
「完全累積制度」等の原産地規則
を活用できるよう、関連の説明会やセミナーにおいて、近畿経済産業局やＪＥＴＲＯの担当者を招き、制度理
解の促進を図る場を設けたところです。
今後も、国等と連携し、このようなＴＰＰがもたらすチャンスを市内企業が有効に活用し、海外へのビジネ
ス拡大とともに国内の雇用増等につながるよう取り組んでまいります。
③中小・地場企業への融資制度の拡充について

＜継続＞

中小・地場企業の経営基盤の強化や開業支援に向けて、為替やエネルギー問題などの社会経済情勢、さらに
中小企業等の資金需要を鑑み、利用者の視点で迅速かつ効果的な制度融資を実施すること。
（回答）
【産業振興局 商工労働部 ものづくり支援課】
本市では、厳しい経営環境にある市内中小企業者を支援するためのセーフティネット融資制度として、
「経
営安定特別資金融資」を実施しております。本制度は、売上高が減少している場合に加え、売上総利益率又は
営業利益率が減少している場合や事業多角化・事業転換を行う場合も融資対象としており、数多くの中小企業
者の方からご利用いただいております。
また、市内中小企業者の設備投資等の前向きな資金需要に対応する制度として「中小企業活力強化資金融資」
を実施しております。本制度は、市が信用保証料を全額負担しておりますので、前向きな経営を推進する中小
企業者にとって利用しやすい制度となっております。
今後も社会経済情勢を注視しながら、中小企業者のニーズに応じた融資制度を構築し効果的な支援に努めて
まいります。
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④最低賃金の引上げに向けた中小企業支援施策の充実について

＜新規＞

雇用戦略対話で合意された「早期全国 800 円の確保と全国平均 1,000 円の実現」をめざし、Ａランクの大阪
がけん引役を果たせるよう大阪労働局や大阪府と連携し、効果的な中小企業への支援施策の充実をはかること。
（回答）
【産業振興局 商工労働部 ものづくり支援課、雇用推進課】
最低賃金の引き上げは、非正規社員の待遇改善を含めた国の「働き方改革」において、課題の一つとされて
おり、本市では、平成 28 年度、市内事業者に対し、最新の人事労務に関する動きを周知するとともに、事業
場内最低賃金の引き上げを図る目的で設けられた業務改善助成金等の、雇用に関する助成金制度や活用方法を
学び、企業における雇用制度の充実を図ることを目的として、雇用関係助成金活用セミナーを実施いたしまし
た。
今後も引き続き、大阪労働局や大阪府と連携し、地方自治体として最新の情報提供を行ってまいります。
また、中小企業に対しては、生産性向上や販路開拓、高付加価値の製品技術開発など、中小企業のニーズや
成長段階に応じた総合的な支援を実施し、経営基盤や競争力の強化を促してまいります。
（4）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＞

★重点項目

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の制定にむけ、関係事業団体との研究会等の設置について検討するこ
と。
（回答）
【財政局 契約部 契約課、調達課】
本市では、公契約条例のうち、とりわけ公契約のもとで働く労働者の報酬下限額等の設定については、一つ
の地方公共団体のみで解決されるべき事柄ではなく、適正な労働条件の確保のあり方として、国においてその
適否を含め検討がなされるべきと考えており、そうした観点から、国の動向を注視しております。これと併せ
て、既に同条例を制定した地方公共団体への視察等を通じて、当該団体における条例制定の経緯、意義、制定
後の具体的な効果と課題等を整理し、公契約条例の制定の要否等に関する研究を行っております。
また、労働基準法をはじめとする各種法令を遵守することについては、契約約款に明記しており、建設工事
においては、元請業者に対し、契約締結時に適正な賃金の支払いを指導しているほか、低入札価格調査対象案
件では、適正賃金の確保に係る確認書の提出を義務づけるなど、適正な労働条件の確保に取り組んでいるとこ
ろです。今後とも、国や他の地方公共団体の状況を注視しながら研究してまいります。
なお、見出し中に記載のある「総合評価入札制度の早期拡充」についてですが、本市では、平成 19 年度か
ら建設工事において、総合評価落札方式を実施しており、評価項目を増やすなど、拡充に取り組んできたとこ
ろです。
また、委託業務では、平成 21 年 4 月、平成 24 年 4 月及び平成 27 年 4 月契約の本庁舎清掃業務並びに平成
23 年 4 月及び平成 26 年 4 月契約の西区役所外清掃等業務において、障害者等の就職困難者の雇用に関する取
組等を評価項目に含めた総合評価入札を試行実施しております。
（5）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。中小企業労働者の労働条件改
善は、公正な取引関係の実現が不可欠であり、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、適切に指導すること。
（回答）
【財政局 契約部 契約課、調達課】
本市では、受注者と締結する工事契約約款において、「受注者は、この約款に基づき、設計図書に従い、日
本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。」と明記し、下請業者と公正な取引を行うように
周知しています。
また、下請代金支払遅延等防止法、下請中小企業振興法及び下請適正取引等の推進のためのガイドライン等
の趣旨を踏まえ、落札業者に対して、「下請契約における関係者に対し、建設工事の施工に係る請負代金、賃
金の不払等、不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること」や「工事費の積算は、公共工事設計（二
省協定）労務単価に基づく労務単価で積算しているので、この点に十分留意し、建設労働者の賃金の支払につ
いて適切な配慮をすること」など元請下請取引の適正化に努めるよう文書で指導しています。
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なお、業務委託では再委託を原則認めておらず、受注者が自らの責任において全ての業務を履行することを
義務付けております。しかし、業務の性格上、相当の理由があるため業務の一部を再委託する必要があり、か
つ、本市が認めた場合に限り一部業務を再委託することを可能としております。この場合においても、本市委
託業務の契約書において、日本国の法令の遵守について明記しており、受注者に対し、下請代金支払遅延等防
止法などを含むあらゆる法令を遵守することを義務付けています。
今後とも、下請取引について、より一層の適正化を図るために、各種施策を進めてまいります。
（6）非常時における事業継続計画（ＢＣＰ）について

＜継続＞

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。
（回答）
【産業振興局 商工労働部 ものづくり支援課】
本市では、市内中小企業に対して、ＢＣＰ策定の必要性や重要性を説き、策定に向けた機運を醸成すること
が肝要であるとの認識のもと、公益財団法人堺市産業振興センターにおいて、平成 26 年度まで、ＢＣＰ策定
に向けての啓発セミナーと、策定にかかる実務セミナーを開催しました。
策定済みであるが内容の見直しを行う企業や、受講に合わせて策定に取り組む企業が見受けられるなど、一
定の成果がありました。
平成 27、28 年度につきましては、堺商工会議所にて、ＢＣＰ策定セミナーを実施しております。
今後とも、関連支援機関と連携し、ＢＣＰ策定の重要性や有効性等の周知を図るとともに、市内中小企業が
スムーズにＢＣＰ策定に取り組めるよう、専門家を派遣するなど積極的な支援を講じてまいります。また、堺
市では、平成 28 年度からＢＣＰ策定に特化した金融支援も行っております。

３．福祉・医療・子育て支援施策（８項目）
（1）地域包括ケアシステムの実現に向けて

＜継続＞

★重点項目

平成 28 年 3 月に策定した地域医療構想の実現に向けて、地域医療構想調整会議の協議や取り組み状況を定期
的に把握し、進捗に応じて施策を改善すること。併せて、地域医療構想調整会議において保険者（健保組合、
協会けんぽ、共済組合、市町村国保）の意見を聴くだけでなく、被用者保険加入者をはじめとする住民など、
広範囲な意見を反映させること。
（回答）
【健康福祉局 長寿社会部 高齢施策推進課、健康部 健康医療推進課】
地域医療構想は、保健医療計画の一部として都道府県が策定することとなっております。本市といたしまし
ては、地域医療構想調整会議に相当する大阪府堺市保健医療協議会において、構成員に地域住民を含めるなど
広範囲な意見聴取を行い、保健医療計画に反映させるとともに、医療施策の見直しと充実を図ってまいります。
（2）予防医療の促進について

＜継続＞

大阪府の健康寿命延伸プロジェクト事業において、第 2 次大阪府健康増進計画（Ｈ25～29）に掲げた数値目
標が達成されるよう、健康増進・疾病予防に繋がる事業の取り組みを強化すること。併せて、多くの市民へ現
状・課題を周知し、健康づくりへの意識向上に向けた啓発活動を強化すること。
（回答）
【健康福祉局 健康部 健康医療推進課】
第 2 次大阪府健康増進計画は、
「全ての府民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現」をめざし、
大阪府が策定した計画です。本市においては、この計画を勘案しつつ本市の実情に即して策定した、堺市健康
増進計画「健康さかい 21（第 2 次）
」において各種取り組みを行っております。
この計画は、市民の健康寿命の延伸を目的として総合的かつ計画的に健康施策を推進するため、「健康づく
り」
「地域づくり」
「疾病予防」を 3 本の柱とし、健康増進、疾病予防については、生活習慣病予防のための健
康教育・健康相談・特定保健指導・減塩強化事業・たばこ対策・ＣＯＰＤ対策等を実施しております。
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また、健康づくりに取り組む市民を増やすため、健康づくり自主活動グループの育成を実施し、これらによ
り市民一人ひとりが、互いに連携し、社会全体で総合的な健康づくりに取り組めるよう計画を推進してまいり
ます。
（3）不育症の助成金制度について

＜継続＞

特定不妊治療に係る初回助成費の増額や男性不妊治療への助成について、国の補正予算により拡大されたが、
不育症については予算が確保されていない。相談窓口を設置するなどの対応だけでなく、医療保険適用外助成
事業としての独自支援策を講じること。
※不育症治療費助成制度：高槻市、茨木市
（回答）
【子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課】
厚生労働省の研究班によると、不育症については、リスク因子別頻度において全体の 3 分の 2 を占める「偶
発的流産及びリスク因子不明」とされているものについては、カウンセリング等を行うのみで、特別な治療を
必要としないとし、また、リスク因子が判明し治療方法が確立されているものについては、そのほとんどが保
険適用となっているとのことです。
一方、有効性、安全性等が十分に確認されていない研究段階の検査や治療については、保険適用となってい
ません。
本市におきましては、国において有効性・安全性が確立されていない（保険適用となっていない）治療につ
いて助成を行うことは考えておりませんが、不育症で悩んでいる方の支援として、必要な方を治療に結びつけ
たり、悩まれる方の不安や悩みの軽減を図るため、保健センターでの一般的な相談や、助産師による面接相談、
専門家による講演会や同じ悩みを持たれる方への交流会等を実施しています。
（4）介護労働者の処遇改善と人材の確保について

＜継続＞

労働条件の不満による介護労働者の離職が発生しないよう処遇改善を確実に実現し、介護人材の専門性の向
上および人材の定着を図ること。併せて、復職や新たな担い手を目指す人への支援制度を検討すること。
（回答）
【健康福祉局 長寿社会部 介護保険課】
本市におきましては、介護人材の確保は重要であることから、さかい介護人材確保育成支援事業として、介
護事業者が自律的に職場環境改善に取り組めるよう、職場環境を自己点検する取組や研修会等を実施していま
す。
また、復職支援等介護職員の離職防止など定着に結びつくよう対策を講じることを、国に対し要望している
ところです。
（5）認知症行方不明者対策の強化にむけて

＜継続＞

平成 27 年の認知症行方不明者が前年を上回り、3 年連続で 1 万人を超えている。中でも、府内市町村にお
いて高齢者を見守るＳＯＳネットワークが構築されているにもかかわらず、大阪が最も多い状況にある。認知
症患者の身元特定につながる情報を登録したＱＲコードを配布するなど、誰もが迅速に対応できるようなシス
テムを検討すること。併せて、身元不明迷い人台帳閲覧制度が有効活用されるよう見直しを図ること。
（回答）
【健康福祉局 長寿社会部 高齢施策推進課】
本市では、認知症による徘徊者の早期発見のため、警察署や消防局とも連携した「堺市高齢者徘徊ＳＯＳネ
ットワーク事業」を推進し、市民や民間企業の方に情報提供を呼びかけております。
大阪府内の行方不明となった認知症等高齢者は増加傾向にありますが、半数近くは市内や自宅近くで発見さ
れていることから、地域での見守り活動や認知症への理解が重要と考えております。本市では、平成 28 年 12
月より、地域での高齢者の見守りを一層推進するため、高齢者の見守りに協力していただける民間事業所の登
録の受付も開始いたしました。
合わせて、警察署の「身元不明迷い人台帳」の活用も行っており、今後とも引き続き、認知症による徘徊者
の早期発見に務め、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。
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（6）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

＜継続＞

平成 24 年 10 月 1 日の障害者虐待防止法施行以降、大阪府の相談・通報・届け出件数が全国の中でも多く、
中でも養護者による虐待が非常に多い。障がい者の緊急避難の場所の確保や虐待を行った家族等への心のケア
を行う体制を整備するとともに、福祉サービスのあり方や支援体制を整備すること。
（回答）
【健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課、障害者支援課】
本市では、障害者虐待防止法施行にあわせ、24 時間対応可能な障害者虐待防止の相談窓口を設置するとと
もに、障害者虐待対応チームが各区役所や障害者更生相談所等の専門相談機関とも連携しながら、相談や通告
に対する迅速な対応に努めているところです。また、緊急避難については、「障害者（児）短期入所緊急利用
支援事業」で緊急利用できるベッドの確保を行うとともに、養護者への支援についても、相談や助言、障害福
祉サービスの利用調整を行うなど、関係機関と連携しながら対応しております。
障害者虐待を防止するため、今後ともより適切な支援に努めてまいります。
②障害者差別解消法および改正障害者雇用促進法の体制整備

＜継続＞

平成 28 年 4 月に施行された障害者差別解消法および改正障害者雇用促進法を実効性あるものとするための障
害者差別解消地域協議会が設置されたが、相談事例の収集や分析、情報交換などを行い、各相談窓口の対応で
きない事案に対して適切な機関に繋ぐなど、地域協議会の機能を十分に発揮すること。
（回答）
【健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課】
本市では、障害を理由とする差別についての相談窓口を設けるとともに、本市の附属機関である「堺市障害
者施策推進協議会」に「権利擁護専門部会」を設置し、関係機関による相談事例の共有や分析を行うなど、障
害者差別解消法第 17 条第 1 項に規定する「障害者差別解消支援地域協議会」の役割を担っていくこととして
おります。
また、相談窓口で受けた相談のうち、複数の機関による連携が必要と思われる事案等については、本人の同
意を得たうえで、当該専門部会において解決に向けた取組などを協議してまいります。
今後とも、相談窓口でのきめ細かな対応を行うことはもとより、関係機関との連携を密に行うとともに、障
害の有無に関わらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社会づくりに取り組
んでまいります。
（7）子ども・子育て支援新制度の着実な実施にむけて
①全自治体の高位平準化

★重点項目

＜継続＞

保育サービス等の事業量に対する取り組みを検証し、子どもや子育て家庭がおかれている環境や地域の実情
を踏まえ、制度内容の改善と事業計画の適切な見直しを行うこと。
（回答）
【子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども企画課】
本市では、子ども・子育て支援法に基づき、平成 27 年 3 月に「堺市子ども・子育て支援事業計画」を策定
し、子ども・子育て支援新制度の円滑な実施、教育・保育施設等の定員枠の拡大など様々な取り組みを進めて
います。
今後も、地域の実情などを踏まえた事業計画の見直しを実施するとともに地域の子ども・子育て支援の充実
を図ってまいります。
②待機児童の解消

＜継続＞

市町村が公表している待機児童数には、認可外保育所を利用しながら待機している児童が含まれていない。
潜在的な待機児童数についても明らかにし、適正な事業計画へ見直すこと。
また、認可外保育所についても予算を理由に認可されていない市町村もあることから、保育の質が達成でき
る要件を満たせば認可できるよう予算を確保すること。
併せて、保育士や幼稚園教諭等の労働条件と給与水準の確保や適正な配置を行うなど、職場環境の改善を行
うこと。
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（回答）
【子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課、幼保運営課】
待機児童数については、国が示す定義に基づいて算出を行なうとともに、申し込んだが利用できていない人
数についても、あわせて公表しているところです。
待機児童の解消に向けては、保育ニーズの推移などをしっかりと把握したうえで、より多くの保育を必要と
するお子さんが利用できるよう、受け入れ枠の拡大に取り組んでおり、認定こども園などの新設や増改築、私
立幼稚園から認定こども園への移行などを進めています。あわせて、認可外保育施設である「認証保育所」に
ついても、要件を満たす施設については、事業者の意向に基づき、小規模保育事業として認可を行なっていま
す。
保育士の処遇改善につきましては、国の公定価格において、処遇改善等加算として、職員の平均勤続年数・
経験年数やキャリアアップの取組に応じた加算があります。
また、3 歳児に係る保育士等の配置基準を改善できる加配があるとともに、本市独自の運営補助金において
も、1 歳児、4 歳児及び 5 歳児の配置改善が可能となる補助項目を設けるなど、公定価格に上乗せした人的加
配等を可能とすることで、働きやすい環境への改善を図っているところです。
③病児・病後児保育の充実

＜継続＞

子育て中の就業者が継続就業するためには、病児・病後児保育を充実させることが一つの改善策となってい
る。平成 28 年度より国庫補助要件が緩和されたことから、事業拡大に向けて取り組みを強化すること。
（回答）
【子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課】
病児・病後児保育施設につきましては、堺市子ども・子育て支援事業計画において、平成 29 年度までに 5
か所の施設を設置する計画としており、平成 29 年 3 月から、中区に 5 か所目となる病児保育施設の設置を予
定しております。
今後とも、様々な形で子育てと仕事の両立を支援する事業を行ってまいります。
（8）子どもの貧困対策について
①子どもの生活に関する実態調査

＜新規＞

大阪府が実施した実態調査の結果については広く市民に周知し、必要な施策について議会や子ども政策に携
わる公民の関係機関、専門家、ＮＰＯやボランティアなど幅広い団体・個人が政策提言できる「場」作りに取
り組むこと。
（回答）
【子ども青少年局 子育て支援部 子ども企画課】
大阪府が実施した子どもの生活に関する実態調査や堺市が独自で行った実態調査の結果は、市民や関係機
関、有識者などに広く周知・共有し、皆さまからのご意見を今後の子育て支援施策の参考にさせていただきま
す。
②子ども食堂

＜新規＞

「子ども食堂」などをはじめとした子どもの居場所づくりが市民の自主的な活動として取り組まれているが、
こうした活動を支える公的支援が殆どない。取り組みの自主性を損なうことなく、安定的な事業実施を支援す
る制度の創設を検討すること。
（回答）
【子ども青少年局 子育て支援部 子ども企画課】
堺市では平成 28 年度子ども食堂モデル事業を実施し、利用者ニーズ、運営課題、行政支援のあり方等に関
する調査を行っているところです。今後、本モデル事業の実施結果を踏まえ、次年度以降の事業展開に反映し
ていきたいと考えています。
③児童育成の健全化

＜新規＞

平成 28 年 10 月より一部施行される改正児童福祉法で定められた市町村の責務として、保護者を支援すると
ともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進すること。
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（回答）
【子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課】
本市においては、各区の保健センターと子育て支援課が、子育て世代包括支援センターとして連携しており、
妊娠から出産、子育て期にかけて、安心して子育てしていただけるように、各家庭からの相談に応じ、様々な
取組を実施することにより、子育ての不安や負担感の軽減に努めております。
また、子どもを家庭において養育することが困難又は適当でない場合は、子どもが「家庭における養育環境
と同様の養育環境」において継続的に養育されるように、里親等による家庭養護を推進しているところです。
今後も引き続き、里親制度の広報啓発等による里親等の開拓から、里親等と子どもとのマッチング、里親等に
対する訪問支援、里親等に委託された子どもの自立支援に至るまでの様々な取組を行ってまいります。

４．教育・人権・行財政改革施策（６項目）
（1）指導体制を強化した教育の質的向上にむけて

＜継続＞

府では、平成 23 年度に「少人数学級編制に係る研究報告」がされているが、1・2 年生以外にも対象学年を
拡大している市町村もある。子どもたちのさらなる学力向上・豊かな人格形成に向けた取り組みを検討すると
共に、
「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」に基づき、教職員数を機械的に削
除することがないよう大阪府に働きかけること。また、教員の超過勤務が増加している現状を改善し、子ども
と接する時間を確保し、教育の質的向上を図ること。
※枚方市：2012 年度～3 年生まで、2015 年度～4 年生まで拡充。
高槻市：2015 年度～小学校全学年に拡充。（府内初の取り組み）
※豊中市、箕面市、池田市、能勢町、豊能町は、独自で職員数を確保。
（回答）
【教育委員会事務局 教職員人事部 教職員企画課、教職員人事課】
権限移譲に伴い、平成 29 年度から「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」
（義務標準法）が改正され、本市を含む政令指定都市においては、同法が定める標準の下、当該政令指定都市
が、義務教育諸学校の学級編制を行い、教職員の定数を定めることとなります。
本市といたしましては、学校教育の一層の充実を図るため、学級編制基準の改善及び教職員定数の増員につ
いて国に対し引き続き要望するなど、必要な財源の確保に努めるとともに、これまでの研究成果を踏まえ、よ
り効果的な加配定数の活用等に取り組んでまいります。
また、教員の多忙化を解消し子どもと向き合う時間を確保するために、これまでも外部人材による人的支援
や学校園での業務改善の推進、ＩＣＴを活用した事務の効率化・簡素化を進めてきており、今後もこれらの取
組みを進めてまいります。
（2）奨学金制度の改善について

＜継続＞

★重点項目

今や大学生の 2 人に 1 人が利用している奨学金は社会問題となっている。日本学生支援機構の奨学金制度の
無利子枠の拡大や延滞金の廃止などの改善を求めるとともに、給付型奨学金制度の創設を国に対して強く求め
ること。また、奨学金ローンを抱える市民の相談に応じられる体制を整備し、地方創生枠奨学金の導入などに
ついて検討すること。併せて、地元企業に就職した場合、奨学金の返済支援制度導入等も検討すること。
（回答）
【教育委員会事務局 総務部 学務課】
日本学生支援機構の奨学金貸与事業は、経済的事情により進学を断念せざるを得ない者の進学の後押しを一
層図るために、無利子奨学金の低所得者に係る成績基準を平成 29 年度進学者から実質的に撤廃し、必要とす
るすべての生徒が無利子奨学金を受給できるよう基準の変更がなされています。
また、返還時における負担を軽減する新たな所得連動返還型の導入など制度の改正もなされています。
なお、国に対し大学生を対象とした給付型奨学金の創設等について、要望しているところです。
今後とも、大学生も含め奨学金事業などの経済的修学支援制度について引き続き研究してまいりますが、ま
ずは、高校生を対象に実施している本市奨学金事業の継続が第一であると考え、取り組んでまいります。
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（3）労働教育のカリキュラム化について

＜継続＞

連合大阪の労働相談において、働く上で必要な労働基準関係法令や使用者の責任などの知識がないことによ
る相談が後を絶たない。学校現場における労働教育のカリキュラム化を推進するとともに、大阪府総合労働事
務所が実施する「きまえ研修」など教育機関に広く周知し、有効活用できるよう取り組みを強化すること。加
えて、自立した社会人としての基本的な知識・意識を身につけるための主権者教育についても推進すること。
（回答）
【産業振興局 商工労働部 雇用推進課／教育委員会事務局 学校教育部 学校指導課】
労働に関する法令等に関する知識の習得については、堺市単独又は関係機関と連携して実施している就職支
援や勤労者福祉関係の各種事業において、雇用労働関係法令や制度（例えば社会保険制度）等の情報提供・解
説を行うとともに、さかいＪＯＢステーション等の就職支援施設において国・大阪府等が作成した関係資料の
配架・配布を行っています。また、身近な相談機関として設置している本市労働相談において、個別事案ごと
に専門の相談員から法令や制度の具体的・実践的な解説を行い、雇用労働に関する知識の醸成を図っています。
本市教育委員会では、昨年度、進路指導ガイドブック「キャリアマップ」を作成し、本年度から中学 1 年生
に配布しております。この「キャリアマップ」では、さまざまな職業人へのインタビュー、堺の伝統産業のも
のづくりに携わる方などを中心に紹介しています。各学校では、児童生徒が夢や目標の実現に向かって主体的
に生き方を考える取り組みを進めております。
主権者教育については、小・中・高等学校におきましては、社会科において、公民としての基礎的教養を培
い、国際社会に生きる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ことを目標と
して取り組んでおります。
今後も、労働教育について、周知をはじめとした取組を推進いたします。
（4）人権侵害等に関する取り組み強化について
①女性に対する暴力の根絶

＜継続＞

平成 26 年度の配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力が関係する相談件数等について大阪
は多い状況にある。この結果をふまえ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する取り組みの効果・
検証を行うとともに、被害者の視点だけではなく、加害者への対策についても検討すること。
（回答）
【子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課／
市民人権局 男女共同参画推進担当 男女共同参画推進課】
本市では、各区役所に女性相談員を配置し、ＤＶや離婚問題等日常生活を営む上でさまざまな悩みを抱える
女性からの相談に応じるとともに、平成 24 年 7 月から配偶者暴力相談支援センターを開設してＤＶ被害者相
談支援体制を強化しています。開庁時間外には、夜間・休日ＤＶ電話相談を実施して、24 時間 365 日の相談
体制を確保しています。
また、平成 24 年に策定した「第 4 期さかい男女共同参画プラン」において、主要な課題の一つとして、女
性に対する暴力の根絶を位置づけるとともに、平成 25 年に策定した「堺市配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画）」において、ＤＶの防止と被害者の保護・自立支援に関する
施策を総合的に推進しています。平成 28 年 11 月には、「ＤＶ防止基本計画」に基づくこれまでの取組の評価
と、平成 30 年度からの次期計画の策定に向けての現状及び課題を整理するため、「堺市 男女間における暴力
に関する市民意識・実態調査」を実施しました。
なお、加害者更生に関する取組については、国において加害者プログラムの効果的な実施方法等について調
査研究に取り組んでいるところであり、本市としては国における調査研究の推進状況の把握に努めてまいりま
す。
以上をふまえ、次期「ＤＶ防止基本計画」においても引き続き、加害者にも被害者にもならない啓発事業を
はじめとする、女性に対する暴力の根絶に向けたさまざまな取組を行ってまいります。
②差別的言動の解消

＜継続＞

平成 28 年 6 月、
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」
（ヘイト
スピーチ解消法）が施行された。地方公共団体として地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるとされてい
ることから、対応を検討するとともに大阪府警と連携した取り組みを構築すること。

- 12 -

（回答）
【市民人権局 人権部 人権企画調整課、人権推進課】
本市におきましては、
「平和と人権を尊重するまちづくり条例」に基づき、
「堺市人権施策推進計画」を策定
し、市政全般を人権尊重の視点を持って推進しているところです。
今般、
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」
（ヘイトスピーチ
解消法）が制定されたことを受け、その趣旨をふまえ、より一層、誠実に施策を推進することにより、すべて
の人の人権が尊重される明るく住みよいまちづくりをめざしてまいります。
（5）大阪人権博物館（リバティおおさか）の存続維持について

＜継続＞

平成 25 年度から、大阪府、大阪市からの補助金がともに廃止され、昨年 7 月には、大阪市より建物敷地の市
有地明け渡しについて提訴されている。全国唯一の大阪におけるリバティおおさかの存在意義と社会的役割は
非常に大きいが、自主運営が極めて厳しい状況となっている。大阪府・大阪市に対して、これまでの歴史、経
過を再考し、今後も存続できるよう働きかけること。
（回答）
【市民人権局 人権部 人権企画調整課】
大阪人権博物館（リバティおおさか）の存在意義と社会的役割は大きいものであると認識しております。本
市におきましても、職員研修で利用するなど、可能な限りその運営に協力してまいります。
（6）地方税財源の確保に向けて

＜継続＞

財政健全化に向け、各事業の市民への影響を考慮し、単純に廃止または縮小されることがないよう健全性確
保に向けた仕組みを構築すること。加えて、地方一般財源を確保し、地方分権にふさわしい行財政改革が行わ
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。
（回答）
【財政局 財政部 財政課】
本市では、現在、平成 26 年度から平成 29 年度を計画期間とした「第 2 期行財政改革プログラム」に即して、
「市民目線によるゼロベースでの総点検」を基本姿勢として、
「事務事業改革」をはじめとする 8 つの分野に
おいて行財政改革を推進しています。
「事務事業改革」では、単に事業を廃止・縮小するのではなく、市民ニーズや社会経済情勢の変化などを踏
まえ、事業の必要性や有効性、効率性を検証しながら、事業の改善・見直しを適切に行い、限られた経営資源
を有効に活用して、効果的かつ効率的な事業の推進に取り組んでいます。
これらの行財政改革の取組により、財政の健全性を示す健全化判断比率については、
「実質赤字比率」、「連
結実質赤字比率」はいずれも赤字はなく、
「実質公債費比率」、
「将来負担比率」については、国が定める早期
健全化基準を大幅に下回っており、政令指定都市トップクラスの財政の健全性を維持しているところです。
しかしながら、将来的には、少子高齢化が一層進み、厳しい財政状況となることが想定されるため、今後も、
行財政改革を推進し、財政の健全性を維持しつつ市民サービスの充実を図ってまいります。
加えて、本市は、指定都市市長会を通じて、また本市独自でも、国に対し、必要な地方財源の総額確保や都
市税源の拡充・強化など、大都市の実態に即応する財源の拡充について、要望活動を行っております。今後と
も、引き続き、地方税財政に関する必要な要望を行ってまいります。

５．環境・食料・消費者施策（４項目）
（1）省エネ対策の推進について

＜継続＞

省エネ・低炭素社会の実現をめざし、環境に配慮した住宅や設備、製品に対する補助制度を充実させ、企業
の環境対策や環境関連技術・事業への支援を強化すること。
また、地域住民の環境意識を向上させるため、地域での「環境教育」の充実など啓発の取り組みを推進する
こと。加えて、市が率先して公共施設へ未利用熱活用等の省エネ設備を導入し、地域住民、地域企業の意識啓
発を推進すること。
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（回答）
【環境局 環境都市推進部 環境政策課、環境エネルギー課】
中小企業の省エネ・節電対策として、高効率照明や高効率空調等の導入費用の一部を助成する「省エネ設備
導入支援事業」や専門家を無料で派遣する「省エネ・節電アドバイザー派遣事業」を実施しています。
また、戸建住宅を対象に、太陽光発電システムやＨＥＭＳをはじめとした、省エネ、創エネ、蓄エネ機器の
導入を総合的に支援する「スマートハウス化支援事業」を実施しています。
市有建築物についても、新築施設への地中熱利用設備を導入するなど未利用熱の利活用にも取り組んでおり
ます。また、平成 27 年 5 月には堺市公共施設低炭素化指針を策定し、それぞれの建物の用途・規模・立地等
を考慮したうえで未利用熱の利用を検討することとしております。
本市ではこうした取り組みを通じ、市民、事業者の環境取り組みに係る意識啓発を行ってまいります。
（2）廃棄物対策と循環型社会形成の取り組みの強化
①廃棄物減量と再資源化製品の活用促進

★重点項目

＜継続＞

大阪府域でのごみ排出量は全国と比べても多く、リサイクル率も高くないのが現状である。
「大阪府循環型社
会推進計画」で掲げた目標が早期に達成されるよう、各市町村は大阪府と連携し、ごみ排出量の大幅削減と再
生利用率の向上に向けた効果的な施策を講じること。特に、ごみの分別回収の徹底による再資源化の推進、再
資源化によって生産された製品の購入・活用促進も含め、循環型社会の形成に取り組むこと。
（回答）
【環境局 環境事業部 資源循環推進課】
本市では、循環型社会形成推進基本法に定める循環型社会の形成に向けて、「ごみの 4Ｒ運動」の推進やご
みの分別方法の周知を市民参加イベントや出前講座、事業者向けセミナー等の啓発活動を通じて行うなど、
様々な取組を進めております。
今後も、社会経済情勢等を踏まえつつ、市民、事業者など多種な主体との連携協働のもと、廃棄物の更なる
削減と再資源化率の向上に努めてまいります。
【環境局 環境都市推進部 環境政策課】
本市クリーンセンター臨海工場では、処理過程で発生する溶融固化物（スラグ・メタル）の全量を資源化し、
有効活用しております。
また、再資源化によって生産された製品を含め、環境にやさしい製品を広く普及させるため、本市を含む行
政 6 団体、企業 62 団体及び民間団体 1 団体が発起人になり、平成 24 年 1 月、全国グリーン購入ネットワーク
と連携して大阪グリーン購入ネットワーク（大阪ＧＰＮ）を設立し、大阪の身近なグリーン商品・サービスの
情報発信や消費者・事業者・行政の交流の拠点として活発に活動しています。
②食品廃棄物の削減と福祉施策・災害対策との連携

＜新規＞

食品廃棄物の削減に向けて、フードバンクなどが実施する賞味期限間近の食品の有効活用の取り組みと、
「子
ども食堂」などの子どもの貧困対策や、災害発生時の避難所への食料提供などの災害対策など、各関連部局と
連携・横断的な枠組みを構築し、食品活用・廃棄物削減に取り組むこと。
また、食品廃棄物の削減などについて、学校現場のみならず、消費者である市民や、事業者に対する取り組
みも含めて総合的に啓発の取り組みを実施すること。
（回答）
【環境局 環境事業部 資源循環推進課／教育委員会事務局 学校教育部 学校指導課、学校管理部 保健給食課】
食品廃棄物の削減に向けては、小・中学校での学習のほか、市民や事業者を対象に「食べ残しは『無』がえ
えやん！プロジェクト」など食品ロス削減の啓発を行っております。
【危機管理室 防災課】
本市では、大規模災害の発生に備えて、アルファ化米やビスケット等の食糧を備蓄しております。現在、賞
味期限が近付いた備蓄食糧は、地域の自主防災訓練等での活用やフードバンクＯＳＡＫＡへの提供を行うな
ど、有効活用に努めており、平成 28 年度は備蓄食糧の廃棄は行いません。
【子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども企画課】
本市では、平成 28 年度子ども食堂モデル事業を実施し、フードバンクや民間事業者などから食品提供のご
協力をいただいています。今後も積極的に提供食材を活用した事業に取り組んでまいります。
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（3）6 次産業の推進と担い手の確保・育成

＜継続＞

食料自給率の向上の観点からも「大阪産（もん）」農産物の消費拡大と、環境負荷低減の観点から「地産地消」
の取り組みは大きな政策課題である。大阪府の「大阪産（もん）6 次産業化サポートセンター」と市町村との
連携により、商品化された製品の効果的なプロモーションにも注力した取り組みを実施すること。
また、6 次産業化に資する担い手の確保策として、学校現場での農林水産業についての情報提供や現場体験
などによる理解促進の取り組みなども積極的に行うこと。
（回答）
【産業振興局 農政部 農水産課／教育委員会事務局 学校教育部 学校指導課】
堺産農産物「堺のめぐみ」の普及推進、学校給食への利用促進の取組等、地産地消を推進しているところで
あり、さらなる市内での堺産農産物の利用拡大を図るため、関係機関等との連携も一層密にして、販売場所の
充実・ＰＲを強化してまいります。
さらに、「堺市農商工連携サイト」の活用や「大阪産（もん）6 次産業化サポートセンター」との連携等に
より、農業者と商工業者のマッチングを進め、魅力的な商品の開発・販売促進につながるよう支援してまいり
ます。
また、学校給食に提供している農産物（タマネギ）について、生徒が生産農家から直接指導を受けて学校内
で栽培したり、小学生が市内の農業現場を見学する機会を設けるなど、学校現場での理解促進の取組も、継続
して実施してまいります。さらに、
「子ども堺学」で「堺のめぐみ」などの地産地消の取組や堺の農業につい
て調べるなどして、学習の充実に努めてまいります。
（4）消費者政策の推進と消費者保護

＜新規＞

消費者行政の組織体制の充実と機能強化をはかり、消費者被害の発生・拡大の防止に資する取り組みを行う
こと。特に、増加する悪徳商法・特殊詐欺の撲滅をめざし、消費者への情報提供・注意喚起の徹底や各種広報
を行うこと。また特に被害に遭いやすい高齢者や障がい者を始めとする消費者の保護を行うこと。
（回答）
【市民人権局 市民生活部 消費生活センター】
消費生活センターでは、商品やサービスの契約トラブル、悪質商法による被害などに関する相談を行ってお
ります。消費生活相談員の専門資格を持った相談員が内容を詳しくお聞きし、内容に応じて問題解決のための
助言やあっせん、関連情報の提供を行っております。
また、悪質商法や特殊詐欺の被害にあわないための啓発活動や、特に高齢者や障がい者など消費者の状況に
応じた相談対応や情報提供を実施するとともに、相談窓口の周知を今後とも積極的に行ってまいります。

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 ＜継続＞

★重点項目

増加傾向にある空き家への対策について、火災や倒壊などによって周辺の住宅や住民に危険を及ぼすことの
ないよう、各市町村での特定空き家等に対する取り組みをさらに強化すること。また、空き家の利活用につい
て、国（国土交通省）は来年度、民間の空き家を高齢者や低所得者向けの賃貸住宅として活用する制度の導入
を検討している。各市町村でも、国の考え方や方針に沿い、効果的に住宅弱者のための空き家活用に結び付け
られるよう、制度を検討し、必要な予算を確保のうえ、具体的な施策を実施すること。
（回答）
【建築都市局 住宅部 住宅まちづくり課、開発調整部 耐震化推進室】
本市では、現在、平成 27 年 5 月の空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。
）の施行を受
け、空家対策を総合的かつ計画的にすすめるため、法第 6 条に規定する空家等対策計画を策定しているところ
です。その中で、空家活用促進に関しては、建築・不動産・法律等の専門家との連携、空家の所有者等への相
談機会の提供など、空家の活用・流通対策に取り組んで行こうと考えております。
法第 2 条第 2 項に規定する特定空家等については、プロジェクトチームを設置し、庁内連携を行い、その対
応に取り組んでおります。
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【消防局 予防部 予防査察課】
空家の対策については、堺市火災予防条例第 34 条の規定に基づき、
「空家の所有者又は管理者は当該空家へ
の進入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。」
と定められています。
具体的には空家管理者に対して、立ち入り禁止の立札の設置及び施錠などの進入防止措置やガス・電気の配
給の停止措置、建物外周の整理・整頓など適正な維持管理を指導しています。
（2）交通施策の強化・充実にむけて
交通のシビル・ミニマム（生活基盤最低保障基準）の観点から、市民生活の安全・安心を保障する地域の公
共交通対策や、まちづくりと一体となった交通施策の推進のために、以下の 3 点について対策を講じること。
①「交通基本計画」の策定と市町村との連携

＜継続＞

「交通基本計画」策定にあたっては、審議会などの場での労働者代表、利用者や地域住民の声が反映される
よう委員会参画などの対応を行うこと。
（回答）
【建築都市局 交通部 交通政策課】
交通政策基本計画では、基本的方針として「豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現」、
「成長と繁栄
の基盤となる国際･地域間の旅客交通･物流ネットワークの構築」、
「持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤
づくり」を示しており、取り組むべき施策目標が掲げられております。
また、それら施策を推進するに当たっては、適切な「見える化」やフォローアップを行うこと、国、自治体、
事業者、利用者、地域住民等の関係者が責務・役割を担いつつ連携・協働すること、ＩＣＴなどによる情報の
活用をはじめとして、技術革新によるイノベーションを進めることが併せて示されております。
本市ではこれまで、公共交通検討会議などの開催を通して学識経験者や市民、公共交通事業者など様々な関
係者のご意見をお伺いし、公共交通の利用促進や利便性向上に取り組んでまいりました。
現在本市では、公共交通検討会議のとりまとめを踏まえ、公共交通ネットワークを含む都心交通のあり方の
検討をはじめ、おでかけ応援制度の拡充や乗合タクシーの運行などの地域内公共交通の充実、阪堺線の存続・
活性化に向けた支援など、公共交通の利便性向上や利用促進に向けた公共交通施策を展開しているところで
す。
乗合タクシーの運行などについては、道路運送法に基づく地域公共交通会議を設置し、ご議論いただいてい
るところであり、一般旅客自動車運送事業者の事業者用自動車の運転者が組織する団体から委員を選任してお
ります。
今後も本市では、より安心かつ安全な公共交通をめざすとともに、ＩＣＴなどの情報を活用しながら、使い
やすい交通を実現することで、利用者の利便性が向上するよう、公共交通の活性化に取り組んでまいります。
②交通バリアフリーの整備促進と安全対策

＜新規＞

公共交通機関（電車・バス等）のバリアフリー化促進と安全対策の充実のため、駅のエレベーターやエスカ
レーターの設置や維持管理費用に対する財政支援措置を行うこと。また、ホームドア・可動式ホーム柵の設置
が促進されるよう、設置に対する費用助成や税制減免措置などの財政措置を講じること。
（回答）
【建築都市局交通部公共交通課】
本市では事業者と協力して駅のバリアフリー化を進めており、連続立体交差事業中の 2 駅（南海本線諏訪ノ
森駅、浜寺公園駅）を除く 27 駅において、エレベーターもしくはスロープの設置による段差解消や、多機能
トイレ、障害者誘導ブロックの整備が完了している状況です。
ホームからの転落防止に最も有効である可動式ホーム柵の設置については、市の補助制度を設け、早期設置
を事業者に働きかけているところです。
同じく、転落防止対策である内方線付き点状ブロックについて、南海本線、南海高野線、泉北高速鉄道及び
地下鉄御堂筋線の各駅（連続立体交差事業中の南海本線 2 駅を除く）において整備済みとなっており、ＪＲ阪
和線についても、1 日の利用者が 1 万人以上の市内 5 駅中整備済みの 3 駅を除く残り 2 駅において、国・市の
補助を活用した整備が予定されております。
また、誰もが乗降しやすいノンステップバスについて、事業者の車両更新の機会を捉え、導入に要する経費の
一部を国と併せて市からも補助するなど、導入拡大を図っているところです。
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（3）交通安全対策の強化について

＜継続＞

大阪府内でも自転車が関係する事故は多発している。昨年改正された道路交通法の趣旨に基づき、自転車運
転者に対する啓発の取り組みを一層拡大すること。特に、自転車運転中のスマートフォンの操作などの危険運
転に対する取り締まりを強化すること。
また、一昨年から施行されている「堺市自転車のまちづくり推進条例」について、市民への周知・徹底を行
うこと。
（回答）
【建設局 自転車まちづくり部 自転車企画推進課】
本市では、平成 25 年に「堺市自転車利用環境計画」を策定し、翌年の平成 26 年には「堺市自転車のまちづ
くり推進条例」を施行し、自転車を安全・安心にそして楽しく利用できる環境づくりを進めております。
しかしながら、ご指摘のとおり、自転車の交通ルールやマナーの遵守意識は依然として低く、一部の利用者
による危険な運転が横行しているのが現状と認識しています。現在、警察をはじめ関係団体と協働し、子ども
から高齢者まで幅広い世代を対象とした安全教育の実施や広報・啓発活動を展開しているところです。
今後も引き続き、自転車の交通ルールの遵守・マナーの向上を呼びかけや、学校や各区イベント等における
啓発をはじめ、
「堺市自転車のまちづくり推進条例」の周知・徹底に努めてまいります。
（4）災害対策の強化

★重点項目

①社会インフラ対策の強化

＜継続＞

社会インフラ対策の強化・充実は、巨大地震が予測されるなかで重要な事業である。
「新・大阪府地震防災アクションプラン」に基づき、耐震化や津波対策などを行うこと。また、2015 年 3 月
策定の「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」を効果的に実践していくこと。特に、老朽化した社会資本につい
て、点検・診断・監視システムのＩＣＴ化をはかり、効率的な維持管理を行うこと。
また、発災時に避難場所となる各市町村立学校の耐震化が速やかに完了すること。
加えて、不特定多数の人が利用する民間施設などの耐震化についても、その取り組みが進むよう、財政的な
支援施策を講じること。
（回答）
【建設局 土木部 建設総務課】
道路・橋りょうなどの社会インフラの老朽化対策については、これまでも損傷が少ないうちに補修を行う予
防保全の考え方も取り入れ、施設の安全性の確保、費用の削減や平準化に取り組んできました。
また、本年 8 月には、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画である「公共施設等総合
管理計画」を策定したところです。今後、本計画に基づき、これまで以上に社会インフラの計画的で適切な維
持管理・更新に努めていきます。
【建設局 土木部 土木監理課、道路部 道路整備課】
今後、足場を用いて目視点検を実施するなど非効率な個所への無人飛行体の活用や、コンクリートの状態を
定量的に検出できるレーザー法の活用など、先端技術の導入についても検討を進めます。
【上下水道局 上水道部 配水計画課、下水道部 下水道計画課】
上下水道局では、堺市上下水道ビジョンに基づき、適切な維持管理を行うとともに、計画的な改築更新を行
っています。
また、上下水道施設の耐震化に取り組んでおり、指定避難所までの水道管と避難所からの下水管の耐震化を
進めています。
【教育委員会事務局 学校管理部 施設課】
市立学校園の校舎・体育館の耐震化については、平成 26 年度に完了しております。
【建築都市局 開発調整部 耐震化推進室】
不特定多数の人が利用する民間施設については、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定されている特
定既存耐震不適格建築物を補助対象とし、また法律の規定に該当しない小規模な社会福祉施設等も補助対象と
するなど、耐震化の支援に努めております。
なお、今後も防災上の観点から補助制度の拡充を検討してまいりたいと考えております。
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②防災・減災対策の充実・徹底

＜継続＞

平時から「災害時の避難・誘導の仕組み」を整え、市町村が作成しているハザードマップや防災マニュアル
などの活用も含め、住民への周知を徹底すること。また、市民や事業者を巻き込んだ防災訓練などの定期的な
実施により、
「顔の見える関係」を構築することで、地域の「避難行動要支援者」のための迅速な支援体制の確
保など、災害時の助け合い・地域防災力の向上につなげる工夫を行うこと。さらに、各市町村での避難行動要
支援者の名簿作成を早期に完了すること。
（回答）
【危機管理室 危機管理課／健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課】
本市では、防災知識の啓発として、防災ガイドブックを配布することや区別防災マップ（ハザードマップ）
を全戸配布するなどして、市民の皆様に防災に関する備えについてお知らせしています。
また、災害が発生した場合には、防災行政無線屋外スピーカー、登録制のおおさか防災情報メールやインタ
ーネット、ホームページ、テレビ、ラジオ、聴覚障害者向けの災害情報ＦＡＸ、ツイッター、広報車など、多
様な情報伝達手段により避難情報等の提供を行います。
市民や事業者と協働した防災訓練の実施に関しては、毎年実施する総合防災訓練において、関係機関や市民
の皆様の参加できる内容を盛り込むことや、校区自主防災組織の防災訓練の支援を行うことで、地域防災力の
向上に対して支援を行っています。
避難行動要支援者への支援については、障害者や高齢者などの避難行動要支援者やその家族、支援者などに
向けて、
「安心の第一歩」という冊子を配布し、平時から防災意識の向上について周知を行っているところで
す。この冊子では、災害に対する日ごろの備えや災害時の避難方法、あるいは避難行動要支援者への支援を行
う際のポイントなどを記載しています。
また、地域での避難支援の取り組みを推進するため、校区自治会代表者、民生委員児童委員長及び校区福祉
委員長の三者の同意を得られた校区において、避難行動要支援者訪問調査を実施しています。これは、行政が
保有する避難行動要支援者リストに登載されている対象者のうち、民生委員児童委員による訪問調査を希望す
るかどうかをお尋ねし、希望された方については校区の民生委員児童委員による訪問調査を実施するもので
す。訪問調査の結果については、避難行動要支援者一覧表として作成し、行政と地域で支援を要する人の情報
を共有しています。
加えて、地域における「顔の見える関係」を構築するため、障害者団体の防災学習会に担当職員が出席し、
災害対策の啓発や避難行動要支援者訪問調査について周知を図り、地域の防災訓練等への参加を呼びかけてい
るところです。今後も、安全・安心なまちづくりに向けて、様々な分野で取り組んでまいります。
③集中豪雨など風水害の被害防止対策

＜継続＞

日本各地で多発する土砂災害や豪雨水害などの経験を踏まえ、災害がより発生しやすい箇所を特定しつつ森
林整備などの維持・管理を重点的に行うこと。また、斜面の崩壊や堤防決壊などを防ぐ工事などに早期に着手・
完了すること。加えて、災害発生リスクの高いエリアに居住する住民の避難行動を支援する取り組みを実施す
ること。
さらに、総合的な治水対策の観点から、治水施設の整備を行い、水害発生を想定した万全の備えを行うこと。
（回答）
【危機管理室 防災課】
本市では、風水害に関する避難情報は、防災行政無線や広報車、ホームページ、ツイッター、おおさか防災
情報メールなど、多様な手段により市民の皆様にお伝えすることとしています。そのうえで、河川氾濫による
浸水想定区域に対しては、エリアメールによる避難情報の配信、また土砂災害の発生が予測されるエリアにお
いては、戸別にメールや電話で情報を伝達する登録制の戸別避難情報配信システムを導入しています。あわせ
て、日頃からお住まいの地域の災害リスクと避難行動をご理解いただくために、区別防災マップの全戸配布や
河川氾濫、土砂災害への警戒を促すためのチラシの回覧、配布を行うなど、多様な手段を通じて、住民の避難
行動を支援する取り組みを行っています。
【建設局 土木部 河川水路課／建築都市局 開発調整部 宅地安全課】
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）の改正に伴い、大阪
府が土砂災害特別警戒区域等の指定を進め、本市の区域指定は、平成 28 年 9 月 9 日に完了しました。急傾斜
地崩壊防止工事の施工については大阪府で行っており、地元から市へ要望書の提出があった場合は、大阪府へ
施工の要望を行います。
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本市では、一級河川狭間川、二級河川内川・土居川・内川放水路、準用河川及び普通河川を管理しておりま
す。
河川治水対策としまして、準用河川、普通河川については、概ね 10 年間に 1 回程度の確率で降る雨の規模
（時間雨量約 50ｍｍ）の洪水を安全に流下させることを目標とした整備を進め、また、一・二級河川におい
ては、河川法に定められた河川整備計画に基づいた整備を進めています。
なお、土砂災害特別警戒区域内において、がけ崩れによる被害をあらかじめ防止するため、区域の指定前か
ら区域内に存在する住宅の除却・移転等に要する経費や、土砂の待ち受け壁の設置に対する補助制度がありま
す。
（5）公共交通機関での暴力行為の防止とその対策について

＜継続＞

国土交通省の調査により、駅構内や車内など公共交通機関での暴力行為の発生件数は増加傾向にあるとされ
ている。これら暴力行為の中には、入院に至るものや線路へ突き落としなど生命を脅かす極めて危険な行為も
発生している。防止対策として、市民に対する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、警察をはじめ関係機
関と連携のもとパトロールの強化を図ること。また、公共交通機関の事業者が独自で行う対策（防犯カメラの
設置や警備員の配置など）への支援措置を講じること。
（回答）
【建築都市局 交通部 公共交通課】
本市では、安全・安心なまちづくりを進めていることから、駅構内や車両内での鉄道係員に対する暴力が利
用者の安全にも関わる重要な問題であると認識しております。
こうしたことから、市のホームページに、事業者による「駅や車内でのマナー啓発」のページをリンクする
ことにより鉄道利用のマナー向上に向けた情報を提供するとともに、市内の警察署に警察官の主要駅への巡回
をお願いしているところです。
なお、駅の利用者や係員の安全・安心の確保については、基本的に事業者が責任をもって解決いただく必要
があることから、今回のご要望の内容を鉄道事業者にお伝えさせていただきます。

７．堺地区協議会独自要請項目（７項目）
（1）阪和線立体交差工事について

＜新規＞

阪和線は天王寺駅～杉本町駅間で高架化されている。また、南海本線においても堺市内では、諏訪ノ森～浜
寺公園間が平成 40 年を完成予定とし工事が進められている。
しかし、阪和線の浅香駅～富木駅間においては、立体交差の計画自体も無い状態であり、朝夕の通勤時間帯
での踏切渋滞や踏切直前横断や遮断棒折れによる列車のダイヤ乱れが発生している。百舌鳥～津久野駅間の立
体交差を進め、百舌鳥古市古墳群での観光地のイメージ向上に向けての百舌鳥駅のリニューアルを講じること。
（回答）
【建設局 道路部 連続立体推進課、建築都市局 交通部 公共交通課】
連続立体交差事業を進めていくにあたっては、完成までに多大な費用と長期にわたる期間が必要となりま
す。事業中の南海本線が事業完了までまだ 10 年以上あることやこれから事業化を図っていく南海高野線が堺
市マスタープラン後期実施計画において、平成 31 年度に都市計画決定を目標としており、まだ事業期間をお
示しできる段階ではない中、ＪＲ阪和線の連続立体交差化につきましては、財政状況なども総合的に勘案した
上で、今後の検討課題と考えております。
一方で、ＪＲ百舌鳥駅については百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産への登録に向け取り組んでいる中、仁
徳天皇陵古墳の最寄り駅に相応しい形での改修整備を検討しているところです。
（2）百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録の推進強化

＜継続＞

百舌鳥・古市古墳群の世界遺産文化遺産登録の平成 29 年国内推薦に向けて、
「百舌鳥・古市古墳群の世界遺
産登録を応援する市民の会」をはじめ企業・各種団体との連携の強化を図り、市民一体となった活動を推進す
ること。
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（回答）
【文化観光局 世界文化遺産推進室】
百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録については、大阪府、羽曳野市、藤井寺市とともに 4 自治体が一体
となって取り組みを進めています。
登録実現に向けては、行政だけではなく、企業、団体などと連携した取り組みが必要不可欠であると考えて
おり、平成 27 年 6 月に設立した「百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を応援する堺市民の会」に加え、
「百舌
鳥・古市古墳群の世界遺産登録を応援する府民会議」をはじめ、大阪府市長会、大阪府町村長会と連携し様々
な取り組みを進めてきました。
平成 28 年の国内推薦は見送りとなりましたが、引き続き、
「堺市民の会」、
「府民会議」
、市長会、町村長会、
市民、企業、団体の皆様と一丸となって、オール大阪、オールジャパンの力を結集して、平成 29 年の国内推
薦獲得、平成 31 年世界遺産登録を確実なものとするよう取り組んでまいりますので、ご協力、ご支援をよろ
しくお願いします。
（3）防犯体制整備と安全意識指導

＜継続＞

犯罪のないまちづくり」では、地域の市民が通学路や深夜コンビニエンスストアなどの見回りを行うなど、
防犯活動を推進していくことも必要であるが、安心して暮らすには、警察による抑止力も重要である。中区へ
の警察署の設置については、地元からの要望もつよいため、青少年健全育成の観点、市民の安全の観点からも
早期に実現すること。
（回答）
【総務局 行政部 総務課、中区役所 企画総務課】
地域防犯力の向上により、犯罪のない、市民が安全・安心に暮らせるまちづくりを進める観点から、中区へ
の警察署の設置は喫緊かつ最重要の課題であると考えております。
堺市としては、中支所を開設した平成 4 年当時から警察署建設用地を先行的に確保し、地域住民をはじめ、
地元選出議員、堺市とであらゆる機会を通じて、大阪府及び大阪府警察に対し早期設置に向けた要望を行って
きたところです。
大阪府警察に、本市が確保してきた建設用地を無償で提供することをお示ししていたところ、大阪府警察か
ら、人員は内部で捻出し、平成 29 年度当初予算で建築設計等の所要額を要求するとの明言があり、平成 33
年度の完成をめざして具体的な取組が進められております。
今後も、大阪府警察等関係機関と連携し、早期設置の実現に向け、引き続き取り組んでまいります。

（4）鳳駅周辺開発計画の情報公開について

＜新規＞

鳳駅周辺の開発推進にあたっては、周辺住民・駅利用者に対し開発計画が見えるようイメージ図など具体的
開発計画の情報開示を早急に行うこと。
（回答）
【建築都市局 都市整備部 鳳地区整備室】
ＪＲ阪和線鳳駅南地域の都市計画道路「鳳上線」は、災害に強いまちづくりと都市景観の向上に寄与する無
電柱化事業を含め、現在整備中です。
駅前周辺部の整備は、平成 28 年度（今年度）に駅前区間への接続道路部、平成 29 年度に駅前の道路部を整
備し、現況道路の交通を新道路に振替を行った後、平成 30 年度に駅前交通広場の整備に着手し、平成 31 年 3
月末を目標に完成する予定です。
駅前交通広場は、バスとタクシー乗場を有したもので計画しており現在、広場形状について関係機関と協議
中であり、決定しましたら地元自治会に周知し、駅前周辺部にイメージ図を掲示する予定です。
（5）堺臨海地区の渋滞緩和と交通安全対策ならびに環境美化改善について

＜継続＞

堺臨海地区における通勤時間帯の交通渋滞はかねてから交通安全上も問題があり交通死亡事故も多発してい
る。要因の一つとして停車仮眠車両が 1 車線を塞ぎ車線変更をせざるを得ず事故につながることも少なくない。
通勤時間帯（6 時 30 分頃～9 時頃と 17 時頃～19 時頃）については、「信号の時間調整とタイミング調整」「メ
イン道路の朝・夕の駐停車禁止（仮眠禁止）」等の対策を講じること。
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さらには、休前日の夜中の暴走行為についても、いつ信号無視して飛び出してくるかわからないだけでなく
見学者の視線が、通行してはいけないような雰囲気となり夜勤勤務者の通勤時の恐怖となっている。
また、トラックや暴走行為見学者のポイ捨て、さらには暴走行為で破損したタイヤや部品なども捨てられて
おり各企業や労働組合、臨海地労協などの清掃ボランティアでは追いつかない状態になっていることから、
「暴
走行為の徹底した取り締まり」
「監視カメラの設置と監視カメラ設置の看板設置（ポイ捨て・暴走行為の抑制）
」
等の対策を講じること。
（回答）
【建設局 自転車まちづくり部 自転車企画推進課】
信号機の管理、駐停車車両の指導・取締り及び暴走車両の取締りにつきましては、警察の所管となりますの
で、所轄警察署交通課に本要請内容を伝え、以下の回答を得ています。
当該地区における渋滞対策としまして、従前より信号機の時間調整等を行ってきており、現状より改善する
ことは困難と認識しています。
また、駐停車車両への指導・取締りにつきましては、交通事故防止の観点から、搬入待ちのトラック等を対
象に、運転手や荷受け先の企業等に指導等を行っているところです。
さらに、休前日の暴走車両の対策としましては、これまでも定期的に指導・取締りを行なっており、台数は大
幅に減少していると認識していますが、今後も引き続き指導・取締りを実施してまいります。
【環境局 環境事業部 環境業務課】
美しく快適なまちづくりを実現するため、臨海部でも多発している夜間等における路肩等への不法投棄対策
として、警察、市民、事業者等との連携により、監視パトロールの実施、監視カメラの設置、不法投棄防止看
板の掲示等の取組を推進しています。
当該地区の幹線道路に駐停車する大型車両や休前日の夜中の暴走行為に伴う不法投棄は、まずはこれらの解
決が重要であると考えておりますが、庁内関係部局や警察等関係機関と連携する中で、不法投棄防止看板の設
置等可能な取組を行ってまいります。
（6）政令指定都市教職員税源移譲に伴う労働条件の確保について

＜新規＞

平成 29 年度、教職員人件費が府から堺市へ税源移譲が行われることとなるが、税源移譲にあたっては、教職
員の労働条件の引き下げとならないよう、条例・規則を整備すること。また、教育活動が継続発展し子どもた
ちが不利益を受けることのないよう、教職員配置をはじめ人的配置を確実に行うこと。
（回答）
【教育委員会事務局 教職員人事部 教職員企画課、教職員人事課】
教職員の勤務労働条件については、教職員に特有の事情があるもの以外は、堺市職員と同様の条件となるよ
う例規の整備を行います。
また、人的配置については、国の動向に注視して、必要な財源確保に努めながら、あらゆる児童・生徒が学
習活動を円滑に行うことができるよう、本市や学校の実情に即した効果的な教員配置の充実に向けて取り組ん
でまいります。
（7）学校施設の充実整備について
①空調設備の充実整備について

＜新規＞

本年、中学校の普通教室には空調設備が整備され、来年夏までには小学校にも整備される予定であるが、理
科室をはじめ一部教室には空調が整備されていない状況である。
子どもたちの健康･安全性の向上のためにも早急に整備すること。また、給食調理場においては、熱中症によ
る災害も発生していることから、早急に空調設備を整備すること。
（回答）
【教育委員会事務局 学校管理部 施設課、保健給食課】
これまで、小・中学校の図書室・音楽室・コンピュータ室及び中学校の普通教室・支援教室につきましては、
エアコン設置を完了しております。また、小学校の普通教室・支援教室への設置については、平成 29 年 7 月
から利用開始となる予定です。その他の特別教室につきましては、現在のところ、設置の計画はありません。
給食調理場については、現状有効な冷房設備の整備が難しいことから、スポットクーラーの導入を行うとと
もに、適宜の休憩や水分補給を行いながら作業を行うよう調理委託業者に対して指導を行っているところで
す。
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引き続き、安全安心な給食の調理を行うことを前提に、作業の過程における調理員の負担軽減のために有効
な方法を研究してまいります。また、調理場自体の温度管理の構造についても、有効な方法を引き続き検討し
てまいります。
②学校園におけるエレベータの整備計画を明確化について

＜新規＞

夜間学級には、高齢の方々が多く階段による昇降には身体的な負担となっており、災害の危険もあり、早急
な対応が必要である。学校園と連携を図り、エレベーター設置計画を明確にするとともに、必要度の高い学校
については早急に設置すること。
（回答）
【教育委員会事務局 学校管理部 施設課】
大阪府のまちづくり条例に基づき、校舎の新築や改築等に合わせてエレベーターの設置を行っております。
児童・生徒等の安全確保や教育環境の充実のため、今後もエレベーターの設置に努めてまいります。
なお、夜間学級につきましては、平成 29 年度中の整備を予定しております。
以上
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≪政策予算要請

用語集≫

雇用・労働施策・ＷＬＢ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む枠
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）
＊地方創生交付金事業
平成 28 年度からの地方版総合戦略の本格的な推進に向け、地方創生の深化のための地方創生推進交付金を創設。
地方版総合戦略に基づく、自治体の自主的・ 主体的で先導的な事業。期待される効果として、地方における安定
した雇用創出、地方への新しいひとの流れ、まちの活性化の実現に寄与する。
＊ＵＩＪターン
3 つの人口還流現象の総称。 Ｕターン現象: 地方から都市へ移住したあと、再び地方へ移住すること。Ｊター
ン現象: 地方から大規模な都市へ移住したあと、地方近くの中規模な都市へ移住すること。Ｉターン現象: 地方
から都市へ、または都市から地方へ移住すること。
＊カイゼンスクール
中小企業など向けに生産性向上を指導する専門人材を育成するために。2015 年から経済産業省が「ものづくり
カイゼン国民運動」としてバックアップしたことで全国に 10 カ所以上の地域スクールが開校。
＊ものづくりマイスター
ものづくりに関して優れた技能、経験を有する方を「ものづくりマイスター」として認定・登録し、これら「も
のづくりマイスター」が技能競技大会の競技課題などを活用し、中小企業や学校などで若年技能者への実践的な
実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行うもの。
＊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、大阪府総合労働事務所が事務局となり府内 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。
＊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。
＊ホームレス自立支援特別措置法（限時法）
国と地方自治体の責務として自立の意思のあるホームレスの自立の支援、ホームレスとなるおそれのある者が
多数存在する地域への支援、その他ホームレスに関する問題の解決に取り組むことを定めた法律。（議員立法）
＊雇用労働相談センター（関西圏国家戦略特区）
国家戦略特別区域法に基づき設置。雇用条件の明確化を図ることで、個別労働関係紛争の未然防止や予見可能
性を向上させることを目的として、大阪に進出を考えているグローバル企業や創業を考えているベンチャー企業
等に対し窓口相談や個別訪問相談、弁護士相談等を実施する機関で、平成 27 年 1 月 7 日にグランフロント大阪内
にオープンした施設。
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＊次世代育成支援対策推進法
急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図
るため、次世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共
団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を
講ずると定めた法律。

経済・産業施策・中小企業施策
＊関西イノベーション国際戦略総合特区
先駆的取組を行う実現可能性の高い区域に国と地域の政策資源を集中する取り組み。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
同で行い、2012 年 12 月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・関西経済の再生をめざす。
＊ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪の略）
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」
＊ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定の略）
環太平洋地域の国々による経済の自由化を目的とした多角的な経済連携協定 (ＥＰＡ) で米国の参加表明によ
って 2010 年 3 月から拡大交渉会合が始まり、レベルの高い自由化を目指す包括的な協定になるとされている。
参加国は、オーストラリア・ブルネイ・カナダ・チリ・日本・マレーシア・メキシコ・ニュージーランド・ペ
ルー・シンガポール・アメリカ・ベトナムの 12 ヵ国。
＊完全累積制度
ＴＰＰ協定においては、複数の締約国において付加価値・加工工程の足し上げを行い、原産性を判断する完全
累積制度を採用。生産工程が複数国にまたがってもＴＰＰ参加 12 カ国内で生産された物品は「メイド・イン・ＴＰＰ」と見なさ
れ、関税優遇を受けられる。
例えば、マレーシアで現地および各国から調達した部品で完成品を組み立てて、米国に輸出する場合―。原産地規則が 50％で、マ
レーシア製の部品が付加価値全体の 25％にとどまっている完成品でも、日本やベトナムなどＴＰＰ参加国製の部品を加えて全体の
50％以上に達していれば、ＴＰＰ域内産として無税で輸出できる。
＊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。
＊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。
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＊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。
＊事業継続計画（ＢＣＰ）
：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ
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。

福祉・医療・子育て支援施策
＊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

＊地域医療構想調整会議
都道府県が、構想区域その他当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の団体そ
の他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との間に設ける「協議の場」の名称。
医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策等について協議する。
＊健康寿命延伸プロジェクト事業
健康増進法を根拠とし、健康寿命を延ばすための方策を支援する事業。
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＊大阪府健康増進計画
平成 20 年度から 24 年度までを計画期間として策定した「大阪府健康増進計画」は、「栄養・食生活の改善」
「歯と
口の健康づくり」など７つの分野及びメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防・改善について目標や行動
方針等を定め、市町村や関係機関とともに、目標達成に向けた取組みを推進。後継計画として、
「全ての府民が健やか
で心豊かに生活できる活力ある社会の実現」をめざす第 2 次大阪府健康増進計画を策定した。
第 2 次計画では、健康寿命の延伸と府内二次医療圏における健康格差の縮小を実現するため、特に「たばこ対策」と
「高血圧対策」に重点化しつつ、NCD（非感染性疾患）対策として総合的に取り組む計画とした。
＊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。
＊身元不明迷い人台帳閲覧制度
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。
＊子どもの生活に関する実態調査
子どもの貧困対策の効果的な支援のあり方を検証するため、大阪市をはじめ府内 13 市町と連携し、小学 5 年生
及び中学 2 年生のいる約 8 万 6,000 世帯に実施。
そのうち、大阪府は連携して調査を行う 13 市町以外にお住まいの世帯から 8,000 世帯を選び調査票を送付。実
施市町により調査時期が異なるが、6 月下旬から 9 月末まで実施される。

教育・人権・行財政改革施策
＊子ども食堂
民間発の取り組みで、貧困家庭や孤食の子どもに食事を提供し、安心して過ごせる場所として始まった。最近
では、対象を限定しない食堂が増えている。
食堂という形を取らず、自宅以外で過ごす居場所で食事を出しているところもある。
＊地方創生枠奨学金
政府の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
（2014 年 12 月 27 日閣議決定）には、「奨学金を活用した大学生等
の地元定着や、地方公共団体と大学等との連携による雇用創出・若者定着に向けた取組等を推進する」ことが盛
り込まれた。
これを受けて都道府県では、地方経済の牽引役となる産業を決め、無利子奨学金の地方創生枠への推薦を行う
とともに、地元企業に就業した学生の奨学金の返還を支援するための基金を造成している。
（2016 年度は、富山県、山口県、鳥取県、香川県、徳島県において地方創生枠を活用した奨学金の返還支援制度
を導入。
）
＊きまえ研修（“基本を出前研修”の略）
労働者が安心して働くことができるよう、使用者が適切に職場をマネジメントすることができるよう、大阪府
総合労働事務所が、労働組合や中小企業、高等学校などが実施する労働法や労働問題に関する研修に、無料で講
師（労働相談担当職員）を派遣している。

環境・食料・消費者施策
＊大阪府循環型社会推進計画
府民、事業者、行政が連携・協働し、めざすべき循環型社会を構築するために、大阪府が「大阪府循環型社会
形成推進条例」に基づく基本方針として 2016(平成 28)年 6 月に策定した計画。
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3Ｒ(Ｒｅｄｕｃｅ〔リデュース〕
・Ｒｅｕｓｅ〔リユース〕
・Ｒｅｃｙｃｌｅ〔リサイクル〕)の進捗状況を総合
的に表す目標や、府民・事業者・市町村といった各主体が取り組みの成果を実感できる大阪府独自の指標を新た
に設定している。また、廃棄物処理法に規定された、非常災害時における廃棄物の適正な処理に関する事項も含
まれている。
＊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。
＊6 次産業
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。
＊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。

社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策
＊特定空き家
2015 年 5 月に全面施行された「空き家対策特別措置法」により、市町村から指導・勧告・命令を受けることに
なる空き家のことを言う。特定空き家の定義は、①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの
ある状態、②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、③適切な管理が行われていないこ
とにより著しく景観を損なっている状態、④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切で
ある状態、のいずれかに該当するものとなっている。
＊シビル・ミニマム（生活基盤最低保障基準）
地方自治体が住民のために備えなければならない、最低限の生活環境基準。
＊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。
＊ＩＣＴ(Information and Communication Technology)
情報・通信に関わる技術の総称。ＩＴとほぼ同義だが、ＩＣＴはより情報通信技術のコミュニケーション性を
強調しており、ネットワーク通信による情報・知識の共有を念頭に置いた表現。
＊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。
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