連合大阪泉南地区協議会 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（７項目）
（1）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）
貝塚市
本市では、平成 28 年度地方創生推進交付金を活用し、子育て中の女性が子どもを一時的に預けながら働く
ことのできる場（就労可能スペース）をＮＰＯ法人等が整備する際の補助制度を含む「子育て支援で女性が輝
くまち☆貝塚」事業を 28 年度中に開始したところであり、29 年度においても引き続き当該事業を継続実施す
る予定としております。また、当該事業においては業績評価指標として「雇用が創出された人数」を設定し、
検証することとしています。
なお、現在のところ、地方創生交付金を活用した就労支援としては、当該事業以外の実施予定はありません。
泉佐野市（まちの活性課）
地方創生推進交付金を活用した泉佐野創生カレッジ事業にて、コワーキングスペースを拠点とした女性や若
年者の社会進出や人材育成に資する事業展開を図ることで、地域での安定雇用や起業に繋がるよう努めてまい
ります。
また同交付金を活用した、都市と地方をつなぐ就労支援カレッジ事業にて、地域間連携により就労経験の少
ない若年者等に農業研修等の就労支援を行うことで、労働力の底上げや雇用に繋がる人材の育成に努めてまい
ります。
泉南市
（産業観光課）
若年層の就労支援、定着支援並びに地域事業者の魅力再生及び情報発信については、定住促進施策の一環と
して庁内定住促進担当部署が連携を図りながら、地方創生交付金事業の活用を検討していきます。また、介護・
福祉分野の支援施策については、福祉部署と連携を図りながら検討していきます。
（政策推進課）
地方創生の取組について、総合戦略に基づき実施される各種事業ではすべて、重要業績評価指標（ＫＰＩ）
を設定の上、評価・検証を進めＰＤＣＡサイクルにのせていくことが求められているため、本市でも関連事業
の評価を行う際には同指標を用いて検証していきます。
阪南市（商工労働観光課）
本市の地域就労支援事業の一つとして、平成 24 年度より「介護職員初任者研修講座」を実施し、資格取得
による就労支援等を行っています。今後も、雇用情勢や就業ニーズ等を踏まえ、効果的な講座等となるよう努
めてまいります。
田尻町
就労支援については、引き続き国や大阪府、関係団体と連携しながら就業ニーズの高い分野において求人側
と求職側とのマッチングが行われ、より多くの就労へとつながる支援策を検討してまいります。
熊取町（自治振興課）
本町においては、地方創生加速化交付金を活用して、まちの活力・にぎわいを創出するため、熊取創生プラ
ットフォーム事業を推進しているところですが、その中では、熊取町のブランド化に向けた取り組みなどを通
じ、町の活性化に努めることで、雇用の安定にもつながると考えております。
また、介護・福祉分野の就労者も含めて、就労にまつわる様々な課題については、きめ細やかな相談対応を
引き続き行っていくとともに、国、大阪府や関係機関と連携しながら、課題の解決に努めていきます。
岬町
産業競争力強化法に定める創業支援事業計画を作成し、国の認定を受け、新たに創業支援助成制度を創設す
るとともに、商工会、地域金融機関と連携して創業支援事業を実施し、創業促進を図ってまいります。
また、農業・漁業の担い手不足を解消するため、まちへ定住し、新たに農業・漁業に就労される方への支援
を実施します。
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（2）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）
貝塚市
本市においては、「カイゼンスクール」の設置や「ものづくりマイスター」の養成を独自に行う予定はござ
いませんが、効果的な技能の承継と後継者育成につきましては大きな課題と認識しておりますので、貝塚商工
会議所と連携し市内中小企業者の支援に努めてまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
大阪府や商工会議所等の関係機関と連携を図り、中小地場企業の支援に努めてまいります。
平成 26 年 4 月より施行している「泉佐野市中小企業振興基本条例」の基本理念に則り、大阪府や商工会議
所等の関係機関との情報交換を促進することで、当該機関との連携・協力を強化し、より効果的な中小企業支
援策を検討してまいりたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
地域で継承すべき技術や技能を残していくため、商工会と連携して効果的な後継者育成に努めます。
阪南市（商工労働観光課）
企業にとって最も重要な業務を担う基幹人材は、企業や地域経済の振興に欠かせない存在であると考えま
す。特に中小零細事業者におきましては、それらの基幹人材を自前で育成していくことは困難であると認識し
ております。そこで、本市の各事業所が必要とする人材育成の方法等について調査し、本市事業所が活用しや
すい人材育成を検討してまいります。
田尻町
経済産業省の補助事業であるカイゼンスクールに関しては中小企業と連携を図り、ものづくりマイスターの
養成を検討します。また、基幹人材の育成については、ものづくり支援施策の実施手法を大阪府の情報を得な
がら、技能の継承と後継者育成について検討してまいります。
熊取町（自治振興課）
国、大阪府や関係機関と連携しながら本町商工会を通じて適宜情報提供するなど、ＰＲに努めてまいります。
岬町
創業支援助成制度の創設とともに商工会、地域金融機関と連携して創業支援事業を実施し、創業促進を図っ
てまいります。
（3）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）
貝塚市
本市では、大阪府・市町村就労支援事業推進協議会を通じて情報提供のあった先進事例を参考にして、平成
28 年度は就労支援講座のメニューの充実を図りました。また、大阪府・市町村就労支援事業推進協議会が主
催する研修会を受講させるなど、就労支援コーディネーターの資質の向上に努めております。
また、阪南地域労働ネットワーク会議を通じ、引き続き関係機関と連携を図ってまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
平成 14 年度より大阪府や関係機関と連携し、地域就労支援事業をすすめておりますが、大阪府・市町村就
労支援事業推進協議会の部会に参加するとともに、地域の実情に応じた事業を、今後も引き続き推進してまい
りたいと考えております。
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泉南市（産業観光課）
就労支援対策については、
「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」を通じて、他市町村の好事例を収集
し、地域の就労実績の向上へ活用します。
また、商工会や地域金融機関で構成する地域支援ネットワーク会議を活用して、地域での情報の共有、課題
解決に向けて取り組みます。
阪南市（商工労働観光課）
大阪府及び堺市以南の市町で構成する「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会 堺市・阪南地域ブロック
部会」において、各市町の地域就労支援事業の取り組み状況の意見・情報交換等を行い、好事例など情報の共
有化を図っています。
また、大阪府総合労働事務所南大阪センター及び泉大津市以南市町の関係機関で構成する「阪南地域労働ネ
ットワーク」では、労働相談実務に関する研修会や意見・情報交換の実施など、関係機関相互の連携を図ると
ともに、労働相談担当者の対応能力の向上を図っています。
今後におきましても、
「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会 堺市・阪南地域ブロック部会」や「阪南地
域労働ネットワーク」を通じて、関係機関等と連携を図り、他市町の好事例を参考に事業を強化するとともに、
相談員の資質向上や地域の実情を踏まえ創意工夫し、効果的な体制・支援制度となるよう努めてまいります。
田尻町
他市町村や広域連携による就労支援講座やセミナー（就職面接や履歴書の指導等）を引き続き実施していく
とともに、近隣市町村と商工会等で開催する合同就職会への誘導、また総合相談室がある利点を生かし、就労
に至るまでの福祉的支援が必要な人に適切に誘導を行っていきます。
また、「地域労働ネットワーク」については、情報を積極的に利用し、各機関の情報共有の場として活用し
ていきます。
熊取町（自治振興課）
現在、就職困難層に対する支援については、本町就労支援センターを設置し、就労支援コーディネーターに
よる相談を行っており、
「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」に設置された部会にも参画し、引き続き
情報収集等に努めてまいります。
また、「地域労働ネットワーク」を活用し、他市町の事例等を情報収集するとともに、これまでの相談事例
やオンライン提供によるハローワークの求人情報を基に総合的な視点できめ細やかな支援を引き続き行って
まいります。
岬町
本町では就労支援体制の充実・強化を図るため、地域就労支援センターや担当窓口において、就労・労働相
談を行い、未就労者の支援を行っております。引き続き、関係機関との連携を図りながら地域の雇用労働対策
の充実に努めてまいります。
（4）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）
貝塚市
本市においては、平成 29 年度より新たに就労準備支援担当者を配置し、自立相談支援員、就労支援員とと
もに、重層的な相談体制の構築に努めてまいります。
また、就労支援の場の提供をしていただく就労訓練事業所の数を増やし、生活困窮者自立支援事業を推進し
てまいります。なお、就労訓練事業への予算措置の予定はありません。
泉佐野市（生活福祉課）
平成 27 年度から施行されている「生活困窮者自立支援法」につきましては、必須事業となっている「自立
相談支援事業」
「住居確保給付金事業」に加えて、任意事業のひとつである「一時生活支援事業」を実施して
おり、平成 28 年度からは、新たに任意事業の「就労準備支援事業」を実施しております。
相談者の多様で複雑な問題を解決していくために、相談窓口という入口を設置するので、より多くの出口を
用意するように国や大阪府からは求められています。
- 3 -

よって、当市におきましても、法の目的を理解し、これまでの相談内容や他市の実施状況を踏まえて、平成
28 年度から「就労準備支援事業」を実施し、就労先となる事業所の開拓や就労自立に関する支援、一般就労
が困難と思われる方には、日常生活・社会生活の自立に関する支援の充実・強化を図っております。
また、相談支援員を 2 名増員し、制度が掲げている「包括的な支援」
「個別的な支援」「早期的な支援」「継
続的な支援」「分権的・創造的な支援」の五つの支援の実践に向けて事業を進めています。
法施行からまだ二年目の制度ですが、今後も相談事業等の実績を勘案し、施策の充実に努めてまいります。
泉南市
（産業観光課）
就労支援の観点から福祉部署と連携を図りながら対応します。
（生活福祉課）
就労準備支援事業や就労訓練事業については、社会福祉協議会、ＣＳＷ、民生委員児童委員等の関係機関と
連携して、対象者のアウトリーチを実施し、利用数の増加に努めています。
現在、自立相談支援事業、就労準備支援事業を一般社団法人泉南市人権協会に委託して事業を実施しており、
主任相談支援員 1 名、相談支援員兼就労支援員 1 名、就労準備支援員 1 名を配置し、相談者に応じたきめ細や
かな支援を行っています。
各支援員は、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、今年度中に修了する予定です。
就労訓練事業は、大阪府の認可を受けた法人が実施する事業であります。
今後、本市としては、大阪府と連携して参加促進や新規開拓に努めます。
阪南市（生活支援課）
平成 28 年度より、相談支援員の勤務日数を週 4 日から週 5 日に増やし生活困窮者の相談業務にあたってい
ます。
平成 27 年度の相談件数が 425 件、前年比 152 件増、63％の伸びで、平成 28 年度 12 月末現在は、相談件数
が 324 件で最終 432 件程度を見込んでいます。
また、生活困窮者支援プラン対象ケースが平成 27 年度は月平均 11 件でありましたが、平成 28 年度は、月
平均 29 件で前年比 18 件増加しています。
今年度の状況により、訪問支援を含めた早期の段階からの支援等包括的な相談体制の強化、アセスメントや
プラン作成の策定の強化を図るため、来年度、相談支援員 1 名増員を予定しており、自立相談支援事業は 3
名体制で実施予定です。
就労支援に関することにつきましては、通所系の障がい者支援施設が 11 ヵ所と人口規模に比して多く、指
定特定相談支援事業者との連携により、この事業の対象を自立相談支援機関でアセスメントし、能力に応じた
就労支援は可能と考えています。来年度、学習支援事業を実施予定であり、就労準備事業等の他の任意事業に
ついては、平成 30 年度以降、実施可否を検討します。
田尻町
福祉事務所を設置していない本町においては、大阪府岸和田子ども家庭センターが生活困窮者自立支援法に
係る事業の所管となっております。
本町では、生活困窮者自立支援事業の担当部局である民生部福祉課が中心となり、住民課や税務課等、住民
窓口となりうる部署と連携をとり、重層的な庁内ネットワークの構築に努めています。その結果、他課の窓口
にて生活困窮関連の相談に来られた住民に対しても、迅速に福祉課及び相談支援員へと繋いでいます。
今後も、生活困窮者自立支援事業の推進体制を強化するために民生部福祉課が中心となって定期的に庁内の
住民窓口関連部署と意見交換を行い、庁内ネットワークの充実に努めてまいります。また、ケースワーカーや
相談支援員、ＣＳＷ等との連携についてもより一層密にすることにより、包括的・継続的に生活困窮者を支援
する体制を強化してまいります。
熊取町
（生活福祉課）
本町には福祉事務所が設置されていないため、生活困窮者自立支援制度の実施主体は大阪府となりますが、
住民に最も身近な行政窓口として、大阪府が設置する自立相談支援機関と十分連携しつつ、地域の生活困窮者
からの一次的な相談に対応しています。また、平成 28 年 9 月からコミュニティソーシャルワーカーを 1 名増
員し、2 名を配置しており、関係部署・機関と連携しながら、ケースに応じた伴走型支援を実施しているとこ
ろですが、当該制度が円滑かつ有効に施行・推進されるよう、就労に関する部署をはじめ、様々な部署・関係
機関との連携をより深め、体制の充実を図ってまいります。
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（自治振興課）
生活困窮者の自立支援策としての就労支援の取り組みについては、これまでも中間的就労事業者をはじめと
する自立に向けた情報収集のほか、福祉部署と連携しながら支援体制の確立に努めています。
また、資格取得に対する助成制度の運用を開始し、体制を強化していきます。
岬町
岬町地域就労支援センターやハローワークなどの関係機関と連携を図り、就労支援・生活支援の体制強化を
行ってまいります。
（5）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。
（回答）
貝塚市
本市においては、貝塚商工会議所と連携し各種労働法制の周知に努めております。
また、ハラスメント問題の相談を受けた場合には、大阪府総合労働事務所等専門機関への紹介を行うととも
に、本市も所属する泉南地域労働行政機関運営委員会において、毎年労働相談会や労働問題講座を開催するな
ど労働相談体制の対策に取組んでおります。
泉佐野市（まちの活性課）
大阪府をはじめ関係機関と連携を図り、相談対応や啓発活動の強化に努めてまいりたいと考えております。
泉南市
（産業観光課）
改正後の各種労働法制については、本市広報紙、ウェブサイト等をはじめ、あらゆる機会を捉えてその周知
に努めていきます。また、増加しつつある個別労使紛争等にかかる相談については、労働相談、弁護士相談等
をはじめとする専門相談事業を通じてその対応の充実を図ります。
（人権推進課）
本市では、2012（平成 24）年 3 月に新プランとして「第 3 次せんなん男女平等参画プラン」を策定してい
ます。このプランでは、ハラスメント防止やメンタルヘルスについて、取組項目のひとつとして掲げています。
ハラスメントの防止及びメンタルヘルスについて啓発と相談窓口の周知に努めます。さらに、労働基準監督署
とも連携し、啓発活動の強化に努めます。
阪南市（商工労働観光課）
各種労働法制の改正については、混乱等が生じないよう、国や大阪府など関係機関と連携し、周知啓発に努
めます。
また、ハラスメント対策につきましても、商工会等関係機関と連携を図り、窓口・広報誌・市ウェブサイト
等のさまざまな媒体を活用し、早期発見にむけた啓発活動や相談機能の強化に取り組むとともに、労働基準監
督署や大阪府等の労働相談窓口への円滑な誘導に取り組んでまいります。
田尻町
労働基準監督署や大阪府と連携し情報収集に努めながら、町広報紙の活用や国や府が作成した労働者向けの
チラシの設置を行っていく。また、住民から相談があった場合も適切なアドバイスができるように、職員や相
談員が国や府が行う研修等に積極的に参加して、制度に対する知識を深め、相談内容に適切に対応できるよう
努めてまいります。
熊取町（自治振興課）
国、府等関係機関からの情報を、広報紙、啓発チラシ等により周知を図ってまいります。
また、本町の就労支援における相談において、職場におけるハラスメント相談、あるいは、長時間労働の強
要や強制的残業代カットなど、法違反を疑うような事例があれば、労働基準監督署と連携し適切に対応してま
いります。
岬町
産業医や労働基準監督署等の関係機関と連携し、メンタルヘルスやハラスメントに係る相談機能の強化に努
めてまいります。また企業や個人から相談があれば適切に対処してまいります。
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（6）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）
貝塚市
本市も所属する泉南地域労働行政機関運営委員会において、毎年雇用労働講座を開催し各種労働法制の周知
に努めております。
また、悪質な企業に関する相談を受けた場合には、労働基準監督署に通報するなど適切に対応してまいりま
す。
泉佐野市（まちの活性課）
大阪府をはじめ関係機関と連携を図り、相談対応や啓発活動の強化に努めてまいりたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
悪質な事業所の労務管理については、大阪労働局と連携を図り、情報共有、課題対策に努めます。また、労
働相談事業を通じて被害者の救済を図ります。
阪南市（商工労働観光課）
社会問題化している「ブラック企業」などに関する相談等を受けた場合には、労働基準監督署や大阪府など
労働相談窓口への円滑な誘導を図るとともに、新規開業企業経営者や悪質な企業等への対策については、国や
大阪府など関係機関と適切な対応に向け検討してまいります。
田尻町
労働基準監督署や大阪府と連携し、企業、就労者双方にワークルールについての広報活動を行ってまいりま
す。また、悪質な事例を確認した場合は、労働基準監督署に情報提供を行う等の対応を徹底してまいります。
熊取町（自治振興課）
社会問題化している「ブラック企業」「ブラックバイト」を疑われるような事例がある場合、大阪労働局な
どの関係機関と連携しながら適切に対応してまいります。
また、併せて、広報、ホームページ、啓発チラシへの掲載など、引き続き啓発活動にも努めてまいります。
岬町
労働基準監督署等の関係機関と連携し、適切に対処してまいります。
（7）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）
貝塚市
本市においては、大阪府が実施している女性就業率上昇に向けた、各種相談会やセミナーの開催周知に努め
ております。
また、市広報の男女共同参画ページや本市主催のじんけんセミナーを通じて、ワーク・ライフ・バランスや
性別にとらわれない役割分担についても、啓発に努めてまいります。
泉佐野市（人権推進課）
「女性活躍推進法」の施行を受け、今年度は、就労女性を対象とした更年期対策・ストレス対策の講座や、
女性の再就職やキャリアアップ支援のためのビジネスマナー講座を実施しました。また、男性の家事・育児参
加の機会提供として休日実施型の男性料理、男性ヨガ、親子クッキング講座を実施し、男性の意識改革とワー
ク・ライフ・バランスの充実に取り組んでまいりました。
次年度も引き続き「女性活躍推進法」や「第 4 次男女共同参画基本計画」の下、女性の活躍促進の支援と男
女のワーク・ライフ・バランスの推進に努めてまいります。
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泉南市
（人権推進課）
女性の就業支援や性別役割分担意識の解消については、講座を開催するなどし、啓発を図っています。
また、仕事と生活の調和推進に関しては「第 3 次せんなん男女平等参画プラン」において、主要施策のひと
つとして「仕事と生活のバランスづくり」を掲げています。泉南市事業所人権推進連絡会を通じて「男女いき
いき・元気宣言」事業者の登録への取組及び、
「くるみん」マークの認定についても周知に努めるほか、女性
活躍推進法に基づく事業主行動計画策定が努力義務とされている規模の事業者に対して、策定を促進できるよ
う周知に努めます。
男性の意識改革についても、講座やチラシ等を配布するなどし、啓発を図ります。
（産業観光課）
女性の活躍推進については、女性特有の出産・子育てによるＭ字カーブの底上げが重要であり、その労働環
境を改善するため、まずは大阪労働局と連携して「くるみん」
「プラチナくるみん」制度の周知啓発に努めま
す。
また、男女の意識改革及び女性の就業支援に向けては、関係部署が連携してその充実を支援します。
阪南市（商工労働観光課）
女性の活躍推進につきましては、本市の地域就労支援事業の一つとして、平成 28 年 11 月に女性を限定とし
た「女性のための起業セミナー」を開催するなど、女性の就業支援施策にも努めているところです。今後も「大
阪府・市町村就労支援事業推進協議会 堺市・阪南地域ブロック部会」での好事例等を参考にしながら、女性
の活躍推進に向けた取り組みを進めてまいります。
また、ワーク・ライフ・バランス社会や男女共同参画社会を実現するには、男性の育児・家事への積極的な
参加が重要であり、また、性別に関係なく仕事と家庭の両立が求められています。そうしたことを踏まえ、男
性の育児参加や仕事と家庭の両立の推進につきましては、国や大阪府等と連携を図りながら、窓口・広報誌・
市ウェブサイト等のさまざまな媒体を活用し、周知啓発を図ってまいります。
田尻町
女性のスキルアップや再就業支援として就労支援講座を継続してまいります。
また、女性が働きやすい環境を推進するため、大阪府や関係機関が実施する各種講演会への参加を住民に促
すよう広報誌の活用やチラシの配付で広報活動を行ってまいります。
熊取町
（人権推進課）
平成 25 年 3 月に策定した熊取町第 2 次男女共同参画プランにおいても「仕事と家庭の両立支援」を大きな
施策として掲げ、各事業に取り組み、女性活躍推進法に基づく市町村推進計画についても策定の予定です。
また町職員に対しては、同法に基づく特定事業主行動計画を策定いたしました。
引き続き、大阪府との連携を図りながら、仕事と家庭の調和がとれた環境作りの推進に努めてまいります。
（自治振興課）
女性の活躍推進については、資格取得講座を修了した者へ助成するほか、今後、町内において新たに起業し
た女性に対し助成する制度を設立し、支援を行ってまいります。
また、女性を取り巻く職場環境の整備については、広報、ホームページ、啓発チラシ等を通じてＰＲに努め
てまいります。
（子育て支援課）
男性の積極的な育児参加などの育児に対する意識啓発、男性が仕事も家庭も大切にする意識の醸成及び向上
を図るため、母子健康手帳交付時に父子手帳を同時に交付しており、ワーク・ライフ・バランス社会実現の一
助となるよう努めてまいります。
岬町
大阪府や大阪労働局等の関係機関と連携し、町ホームページ等広報媒体を通じて啓発活動に努めてまいりま
す。
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２．経済・産業・中小企業施策（４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
Wi-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。
（回答）
貝塚市
本市においては、貝塚商工会議所と共同で南海貝塚駅東口に観光案内所「ぷらっと貝塚」を運営しており、
平成 27 年度に「Ｏｓａｋａ Ｆｒｅｅ Ｗｉ-Ｆｉ」を設置いたしました。
さらに、訪日旅行者向けフリーマガジン「ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ ＴＲＩＰ 関西」を活用し、本市の観光情報
をデジタルブックやスマホ向け無料アプリにより多言語配信いたしました。
また、外国人観光客への日本の習慣の周知やマナー向上の啓発活動につきましては、今後検討してまいりま
す。なお、外国人観光客用の宿泊施設や大型バス駐車場の整備等に対しての支援は考えておりません。
泉佐野市（まちの活性課）
平成 29 年 3 月設置予定の訪日外国人観光客に向けた観光案内所の運営、ｆｒｅｅｗｉｆｉ、ＱＲコードを
活用し、引き続き関係機関との連携を図りながら、訪日外国人旅行者をはじめとした市外来訪者の誘客促進と
観光産業の活性化に邁進していくとともに、受入環境の整備も取り組んでまいりたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
世界的なイベントの開催に向けて増加する訪日外国人に対応するため、本市観光協会やその他関係機関と連
携して外国人を受け入れる環境整備に努めます。また、「国際都市大阪」に向けた取組については、宿泊税を
徴する大阪府と連携してその整備と拡充に努めます。併せて、訪日外国人と地域住民とのトラブルを事前に防
止するため、外国人へのマナーの周知・啓発はもちろんのこと、市民への意識の啓発も実施します。
阪南市（商工労働観光課）
観光・集客産業は、地域において関連する産業の裾野が広く、地元雇用の拡大をはじめ高い経済効果をもた
らすものと考えます。そのためのハード面の整備や人材育成等、外国人観光客増加の取り組みにつきましては、
泉州観光プロモーション推進協議会にて広域での連携を図るとともに、地域商工業者や地域住民の受け入れ意
識の向上などをめざし、観光産業の活性化に取り組んでまいりたいと考えております。
また、平成 26 年度に設立した阪南はなやか観光協会の事務所兼観光案内所をＯＳＡＫＡ ＦＲＥＥ Ｗｉ－
Ｆｉのスポットとして整備したとともに、日本政府観光局が認定する「外国人観光案内所」のカテゴリーⅠの
認定を受けたところです。今後におきましても、大阪府や近隣市町と連携し、大阪府の観光産業の活性化を推
進するとともに、国や大阪府等関係機関と連携し、外国人観光客のマナー向上に向けた周知啓発に努めてまい
りたいと考えております。
田尻町
大阪府や近隣市町村と連携しながら、泉州地域全体のインバウンドの増加に繋がるよう、観光施設と連携し
ながら必要な施策を講じていく。また、外国人のマナー向上については、先進的な観光施設で起こっている問
題点（ゴミ問題等）について勉強し、必要があれば、外国人に対し啓発活動を行ってまいります。
熊取町（シティプロモーション推進課）
本町としては、外国人旅行者に対して、関西国際空港に隣接する立地を活かし、
「泉州観光プロモーション
推進協議会」におけるインバウンド観光の活動などを通じて、まずは「泉州」に来て頂き、
「交流人口の増加」
により地域活性化を図ってまいりたいと考えております。
その中で、本町の取組としては、駅下観光案内所、役場総合案内窓口を始めとする町内 6 カ所にＯｓａｋａ
Ｆｒｅｅ

Ｗｉ-ｆｉを設置しており、多言語情報の提供、案内を実施しております。

また、宿泊施設不足に対応するため、平成 28 年 10 月に宿泊施設誘致条例を制定し、鋭意宿泊施設設置業者
を誘致しているところです。今後におきましては、大阪府や近隣市町と連携し、同協議会の活動を通じてマナ
ー向上の啓発活動も検討し、国際都市大阪の発展に繋げてまいりたいと考えております。
岬町
町ホームページ等広報媒体を活用し、周知に努めてまいります。
- 8 -

（2）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。
（回答）
貝塚市
本市においては、中小企業積極的事業展開促進補助金制度や中小企業産業財産権取得促進補助金制度により
販路開拓や知的財産の活用の促進を図っております。
また、地元企業のＰＲ活動等につきましては、市役所 1 階に「産業展示ショーケース」を設置し、魅力ある
企業を紹介しております。
泉佐野市（まちの活性課）
必要に応じて、ＭＯＢＩＯで開催される勉強会等にも参加するとともに、引き続き、大阪府や商工会議所等
の関係機関と連携を図り、中小地場企業の支援に努めてまいります。
平成 26 年 4 月より施行している「泉佐野市中小企業振興基本条例」の基本理念に則り、大阪府や商工会議
所等の関係機関との情報交換を促進することで、当該機関との連携・協力を強化し、より効果的な中小企業支
援策を検討してまいりたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
現在、取り組んでいる地方創生事業について、その付加価値を高め、継続性を確立するため、必要に応じて
「ＭＯＢＩＯ」の活用を提案します。
また、中小企業が保有する魅力ある技術及び貴重な技能を広く宣伝していくため、広報紙、ウェブサイト、
ＳＮＳを活用してＰＲを進めます。
阪南市（商工労働観光課）
中小企業の技術・技能の伝承につきましては、ものづくりは人づくりを基本に考え、商工会等関係機関と連
携し、各種施策の構築を図るとともに、ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）の活用や商工会と連
携した施策との融合により、市内中小企業の販路開拓などの支援に努めてまいりたいと考えております。なお、
地元でリーダーとなる企業については、阪南ブランド十四匠として企業認証を実施し、市の各種施策において、
お互いに協力できる体制づくりを構築しており、種々の事業において、ＰＲ活動を展開しております。今後に
おきましても、なお一層、協力体制を深めていき支援の拡充を図ってまいります。
田尻町
ものづくり支援については、ＭＯＢＩＯとの連携で支援施策の充実を検討してまいります。また、地元・地
場の企業の情報収集に努め、必要なＰＲ活動等を検討してまいります。
熊取町（自治振興課）
本町では、零細企業が圧倒的多数であり、技術力や商品企画力、新製品開発力の強化など多くの課題を抱え
ていますが、このような中で、技術を有効に活用できる人材の育成など、大阪府、商工会を含む各種関係機関
との連携を図ってまいりたいと考えます。また、産業活性化基金を活用した支援メニューを新たに制度設計し、
中小企業者への支援を行ってまいります。
岬町
本町では、平成 22 年度から岬町、泉南市、阪南市及び熊取町の商工会等が開催する「ものづくり展」への
支援を行っており、今後も引き続き、中小企業支援に向けた積極的な取組を進めてまいります。また、ＭＯＢ
ＩＯの活用も積極的に取り入れてまいります。
②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）
貝塚市
本市では、中小企業向け融資制度として、保証料や利子補給、融資のあっせんを実施し中小企業の経営の安
定をサポートしております。今後も社会経済の情勢等を注視しながら引き続き実施してまいります。
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泉佐野市（まちの活性課）
融資制度につきましては、大阪府や関係機関と連携し、各種の制度融資の情報を効果的に周知し利用促進を
図ります。また制度が変更された場合も迅速な周知に努めてまいりたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
現在、大阪府の制度融資と連動した利子補給事業を実施しており、今後については本市の財政状況を踏まえ、
その有効性と実効性を担保する融資制度について検討を進めます。
阪南市（商工労働観光課）
中小企業向け融資制度が有効かつ実効性のある制度となるよう、大阪府へ要望してまいります。また、中小
企業向け融資制度について、窓口・広報誌・市ウェブサイト等のさまざまな媒体を活用し周知を図るとともに、
商工会等関係機関と連携を図り、市内企業に対して周知に努めてまいりたいと考えております。
田尻町
中小・地場企業が迅速かつ効果的な融資制度を有効活用できるよう、商工会議所、銀行等と連携し、広く情
報提供してまいります。
熊取町（自治振興課）
中小企業者等の円滑な資金調達に係る融資の信用保証料に対する補助については、産業活性化基金を活用
し、これまでの町制度融資及び大阪府制度融資における信用保証料の補助を引き続き行うほか、マル経融資へ
の利子補給を新たに行います。
また、制度融資については、利用者が有効利用していただけるよう、町広報や商工会等関係機関を通じて、
各種制度融資の情報を提供してまいります。
岬町
地域産業の振興を図るため、金融機関提案型融資について、事業者に周知してまいります。
③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）
貝塚市
最低賃金引上げに向けた中小企業支援施策である業務改善助成金について、窓口となる大阪労働局と連携し
その周知に努めてまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
労働者にとりまして、最低賃金の引き上げは生活水準の向上等、非常に重要な課題であることから、府労働
局等と連携し、地域中小企業が持続的に発展、雇用創出を見出せるような支援に努めてまいりたいと考えてお
ります。
泉南市（産業観光課）
最低賃金の引き上げについては、府内全域での課題となるため、大阪府及び大阪労働局と連携して、その充
実に努めます。
阪南市（商工労働観光課）
大阪府の最低賃金につきましては、窓口・広報誌・市ウェブサイト等のさまざまな媒体を活用し周知を図っ
ています。今後も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に向け努めてまいりた
いと考えております。
田尻町
厚生労働省の業務改善助成金等、中小企業の生産性を支援する制度等をＰＲするとともに、大阪労働局や大
阪府と連携して最低賃金の引上げが実現しやすいよう支援してまいります。
熊取町（自治振興課）
中小企業への支援策については、府、関係機関と連携しながら、適切に対応してまいります。
岬町
国・府の施策の動向を確かめながら、地域の実情に合った事業を展開できるよう努めてまいります。
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（3）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

総合評価入札制度の導入が府内 18 市にとどまっていることから、未導入の自治体は拡充に向けて積極的に取
り組むこと。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）
貝塚市
総合評価入札制度については、平成 28 年度から建設工事において試行導入しています。
また、公契約条例の制定については、近隣自治体の動向を踏まえ、調査研究してまいります。
泉佐野市（総務課）
総合評価入札制度については、平成 11 年 2 月 17 日に公布、施行された地方自治法施行令の一部を改正する
政令の改正により、地方自治体で実施可能となってから 18 年ほどが経過し、本市においてもメリットについ
ては把握をしているところでありますが、総合評価入札制度を実施する案件の設定、評価項目の設定、価格以
外で評価するほどの工事（技術的な工夫の余地が大きい工事）がほとんどないことや、学識経験者における評
価の実施等を行うために事務量の増加、それと本市においては、市内業者の育成に傾注している観点から総合
評価入札制度については導入にいたっておりません。
なお、プロポーザルの方式で、平成 25 年度より市庁舎清掃等施設管理業務委託において障害者雇用等の視
点を入れた選定を行っております。
公契約条例の制定につきましては、本市の平成 26 年 12 月議会においても同様の質問があり、「国において
ＩＬＯ94 号条約の批准がなされていないこと、関係法令等が制定されていないこと。また、労働実態の把握
が困難であることやその実効性が担保できないということ、元請から下請の契約、下請から孫請けの契約とい
った民民どおしの契約にどこまで介入できるのかいった課題もあることから、現時点では、公契約条例の制定
は困難であり、今後の研究課題であると考えていますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げま
す。
」との答弁を行っており、現時点では困難であり、今後引き続きの研究課題であると考えております。
泉南市（契約検査課）
総合評価入札制度については、平成 27 年度、大規模建設事業で採用しました。しかしながら、地元中小企
業への発注に際して、総合評価入札制度の導入には至っていません。
本市では地元企業の特性を踏まえ、委託業務に関して、価格競争を原則としつつ、業務の内容により提案型
プロポーザル方式を導入し、質の確保と公契約の趣旨・福祉の視点の評価導入を進めています。
公契約条例については、本市としては公契約の趣旨を尊重した発注方法や契約の実施を進めています。
労働者の賃金・労働条件を決め、その決めた内容を実際に現場労働に適用する規定を設けることは、本来、
法律において規定すべきものであるとの考え方もありますが、既に制定している自治体があることから、今後
その動向を確認し、検討課題として取り扱います。
阪南市（総務課）
本市では、優れた技術提案を求める業務委託等において、プロポーザル方式（提案型）を導入しております。
総合評価入札制度の導入につきましては、組織の体制が整っていないため、導入にいたっておりません。
公契約条例の制定に関する関係団体との研究会などの設置につきましては、大阪府や近隣市町等の動向を踏
まえ検討してまいります。
田尻町
総合評価入札制度については、継続的に検討してまいりましたが、本町においては総合評価入札制度を採用
するに適当とされる工事（事業）がない現状にあります。本制度は、審査するにあたり発注者側の新しい工法
等の審査に係る時間、審査委員の設置等、人的、経費的な面において課題もあり、導入するに至っておりませ
ん。また、公契約条例については、他自治体の動向を見据えながら、検討してまいります。なお、公共サービ
スの実施にあたっては、住民目線の視点にたち、法の基本理念のもと、引き続きサービス向上に努めてまいり
ます。
熊取町（契約検査課）
総合評価入札制度については、そのメリットについて業種や規模等における検討を行っているところです。
本町での導入の可能性などについて、今後も庁内関係部局との連携を図りつつ、引き続き検討を深めてまいり
ます。また、公契約条例については、目的から第一義的には国全体の政策として捉えられるべきものであると
の認識から、今後も、国・府や府下自治体等の動向を注視していく考えです。
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岬町
本町では、各種行政計画の策定補助作業等に係る業務委託におきまして、プロポーザル方式（提案型）を採
用することが多くなってきています。
建設工事に係る総合評価入札制度の導入については、検討を進めてまいります。
公契約条例の制定につきましては、関係法令との整合性も含め、今後の研究課題であると考えております。
（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。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）
貝塚市
下請二法の取締りについては、公正取引委員会と中小企業庁が行っておりますが、本市においては下請取引
適正化の推進のため、引き続き大阪府や貝塚商工会議所と連携して周知に努めてまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
中小企業の公正取引の確立につきましては、関係機関と連携しながら、周知徹底に努めてまいります。
泉南市（産業観光課）
中小企業の下請けの現状を踏まえ、公正な取引の確保に向けて、関係機関及び庁内関係部署と連携して取組
みます。
阪南市（商工労働観光課）
中小企業の公正取引の確立に向けた下請二法や下請ガイドライン等の周知徹底、下請取引適正化推進の啓発
等につきましては、監督行政および商工会等関係機関と連携を図り、市内企業への周知啓発に努めるとともに、
大阪府など関係機関と連携を図り、公正取引の確保に向けて取り組んでまいります。
田尻町
先進事例を参考にしながら地域に合った実施方法について検討してまいります。
熊取町（自治振興課）
下請け二法や下請けガイドライン等については、必要に応じて広報紙をはじめ、各種媒体を通じた啓発活動
を検討してまいります。
岬町
中小企業の公正取引の確立に向け、下請二法及び下請ガイドラインの周知に努めてまいります。

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）
貝塚市
本市におきましては、大阪府が策定した地域医療構想を踏まえ、地域包括ケアシステム実現のために医療と
介護の適切な連携に取り組んでまいります。
なお、地域医療構想会議は大阪府が運営しておりますことから、広範囲な意見が反映できるよう大阪府に伝
えてまいります。
泉佐野市（高齢介護課）
泉佐野市第 6 期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画に基づき地域包括ケアシステムの構築にむけた
取組みを進めているところではありますが、泉佐野市の在宅医療と介護の連携をきめ細やかに推し進めるた
め、近隣市町や関係各機関との連携を図り、必要に応じて予算措置を行いながら実施してまいります。
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泉南市（長寿社会推進課）
地域包括ケアシステムの構築については、本人の選択と、本人・家族の心構えを前提に「医療・看護」「介
護・リハビリ」
「健康・予防」
「生活支援・福祉サービス」「すまいとすまい方」の 5 つのサービスが効果的な
役割を果たすものと考えられます。泉南市ではＷ忘れてもだいじょうぶＡあんしんとＯおもいやりの町ＳＥＮ
ＮＡＮをスローガン「認知症ケアから地域包括ケアへ」をめざし、認知症ケアを推進しており、地域における
在宅医療体制の構築については、医療・介護の多職種連携を推進し、医師会との協働による在宅医療・介護連
携推進事業を進めています。中でも地域医療構想調整会議については在宅医療懇話会への参加をとおして住民
からの意見を発信しています。今後も高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ
とができるよう、地域資源の把握・在宅医療の課題や対応策の検討、及び在宅医療の提供体制の構築、また情
報共有や相談支援体制の構築に向けて、引き続き取り組みます。
阪南市（健康増進課）
平成 28 年 3 月に大阪府が策定した「大阪府地域医療構想」を踏まえつつ、本市が参加している泉州地域医
療構想懇話会を通じて、真に地域住民に必要な医療の提供を安定的・継続的に行う方策について地域の医療機
関をはじめ関係機関とともに検討してまいります。
田尻町
本町におきましても、地域包括ケアシステムの構築に向け、医療と介護の連携に鋭意取り組んでいるところ
であり、多職種連携のネットワーク会議を作り、在宅医療についての普及啓発にも取り組んでおります。この
ような活動を通じて大阪府等と連携するなかで、幅広い住民意見の把握に努めてまいります。
熊取町（健康・いきいき高齢課）
平成 28 年 3 月に大阪府が策定した地域医療構想については、本町は泉州医療圏として位置付けられている
ことから、同圏域内の保健医療協議会や地域医療構想懇話会等で、各市町及び医師会等関係機関とともに、府
と協議を行っています。
これからも高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービスが地域において総合的に確保できるよう、
府、泉州医療圏の市町、医師会をはじめとする関係団体がそれぞれの役割を果たし、連携を図りながら地域包
括ケアシステムの実現に向けて推進していきます。
岬町
地域医師会と協働し、多職種連携会議や研修会を通じ医療介護の連携を深め、地域包括ケアシステムの推進
の取り組みを進めております。また、介護保険運営協議会等においては、被保険者代表の方や住民代表（公募）
の方からも積極的な意見をいただいております。平成 29 年度は、平成 30 年度からの地域包括ケア計画におけ
る地域包括ケアシステムの見直し作業を進めてまいります。
（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）
貝塚市
小学校区毎に、疾病予防・運動機能喪失予防をテーマに健康教室を開催し、併せて高齢者の低栄養・循環器
疾患予防のための調理実習を実施しています。
また、歯周疾患の予防で、妊婦の歯科健診や 40 歳以上の市民の歯科健診を無料実施しております。
さらに、市民の約 1 割の方を対象に、がん検診の意向調査を実施し、勧奨・再勧奨を行なって、受診率向上
に努めています。来年度はパソコン・スマートフォンによる集団検診の予約申し込みを試行運用致します。
泉佐野市（保健センター）
平成 27 年 3 月に策定しました泉佐野市健康増進計画は第 2 次大阪府健康増進計画との整合性を図り、取り
組みや目標値を設定しております。本計画の基本目標のひとつとして「健康寿命の延伸」を掲げ施策を展開し
ているところです。これらを推進するために、保健センターを中心とした住民主体の健康関連の団体との協働
による取り組みを実施しております。目標値を達成するために、市民の声を反映した施策を展開するとともに、
健康づくりへの意識向上を様々な分野で取り組むように、庁内関係各課の事業と連携を進めております。
また、保健センターのホームページにおいて、これらの取り組みを周知するとともに、健康づくりに関する
情報を掲載しております。
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泉南市
（長寿社会推進課）
健康寿命延伸については、住民主体の通いの場の充実や、人と人とのつながりを通じて、通いの場が継続的
に拡大していくような地域づくりを推進し、自立支援に資する取組としての介護予防活動「ＷＡＯ体操 2」の
普及展開及び初期認知障害（ＭＣＩ）の段階から予防する認知症予防体操の普及展開を推進し、泉南市がめざ
す「認知症ケアから地域包括ケアへ」を実現すべくＷ忘れてもだいじょうぶＡあんしんとＯおもいやりの町Ｓ
ＥＮＮＡＮをめざし、今後も地域包括ケアシステムの実現に向けて、引き続き取り組みます。
（保健推進課）
25 年度に「健康せんなん 21・第 2 次計画」を策定し、市民の健康づくりを積極的に進めています。今後も、
ウォーキングイベントや栄養講座・禁煙等の生活習慣病予防を中心とした健康教育、健康相談、健康診査等の
実施について、さらに充実を図ります。
阪南市（健康増進課）
本市について、平成 25 年度に市民一人ひとりが健康づくりに主体的に取り組むという意識を持ち、家庭や
地域から健康づくりに取り組むとともに、また食育を通じた心豊かな人間性をはぐくむために策定した阪南市
健康増進計画及び食育推進計画に基づき、特定健診をはじめとする各種検診事業を併せて実施し、保健センタ
ーだけでなく、各地域で健康教育や健康相談事業を行い、市民の健康保持・増進に努めているところです。
今後も各事業を充実させつつ予防医療の促進に取り組んでまいります。
田尻町
本町では平成 27 年度に健康増進計画を策定し、健康長寿に向けた取り組みを住民と行政が協働で進めてお
ります。平成 29 年度については、健康づくりイベントの開催を予定しており、広く住民に健康づくりを啓発
し意識向上を図ってまいります。
熊取町（健康・いきいき高齢課）
本町では、
「第 2 次健康くまとり 21」
（計画年度：平成 26 年度～平成 30 年度）に基づき、
「ひとりひとりが
いきいきと豊かに暮らせる健康まちづくり」を進めています。その中で、
「健康寿命の延伸」
「健康格差の縮小」
「生活習慣病の発症予防と重症化予防」
「食育の推進」
「環境整備（ヘルスプロモーション）」を基本目標に掲
げ、種々の取り組みを行っています。
住民に対する予防医療の周知に関しては、生活習慣病の予防などに関する講座を開催するとともに、各種検
診受診時の健康教育や保健指導に力を入れるなど、個々の意識づけや動機づけにも努めています。
また、大阪府の健康寿命延伸プロジェクト事業での補助制度を活用した「熊取ぴんぴん元気！ポイントアッ
プ事業」を平成 28 年度より開始し、住民が主体的に健康づくりに取り組むシステムづくりに努めています。
住民の健康寿命の延伸のため、各種検診の受診率向上を図るとともに、健康教室等での知識の普及と啓発によ
り一層努めてまいります。
岬町
平成 27 年に策定した第 2 次健康みさき 21（健康増進計画及び食育推進計画）に基づき、関係部署や団体等
と連携し、若い世代からの健康づくりや介護予防の意識啓発を強化し、施策の充実に努めてまいります。
（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）
貝塚市
公費による不育症の助成は、現在考えておりません。
泉佐野市（保健センター）
平成 27 年 4 月から「泉佐野市不妊治療支援事業」を開始し、不妊・不育治療に係る検査・医療費につきま
して、夫婦合算の医療費の自己負担額の二分の一を、上限 5 万円、通算 6 年度まで助成しております。この事
業におきまして、不育症に係る検査・治療を助成対象として、高額な医療費に対する支援としています。当助
成金制度の周知はホームページに掲載し広報するとともに、申請時や相談時などに該当者には利用を勧めてお
ります。また、不育治療を行う医療機関に対して周知協力を依頼することで、周知の強化を図っております。
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泉南市（保険推進課）
独自の助成事業を実施している市町の事業の効果等を、今後も検証します。
阪南市（健康増進課）
厚生労働省不育症研究班の平成 20 年度～平成 22 年度に行われた研究結果を受け、不育症のリスク要因のう
ち原因及び治療方法がわかっているものにつきましては、そのほとんどが保険適用となっていますが、医療保
険適用外助成事業につきましては、今後近隣市町の動向もふまえ検討してまいります。
田尻町
本町では、平成 27 年度より不妊（男性不妊含む）
・不育治療助成事業を実施しており、併せて相談事業や妊
娠に関する知識の啓発事業等も実施することで、現在及び将来的に子どもを望む人の支援を行っております。
熊取町（子育て支援課）
不育治療費の助成につきましては、治療に係る自己負担額に幅はあるものの、高額な負担が生じるケースが
多いことを考慮し、医療保険適応外の治療費を対象に、経済的負担の軽減を図ることを目的とし、平成 28 年
7 月から「熊取町不妊・不育治療費助成事業」を実施しております。本事業の周知につきましては、広報紙や
ホームページ、医療機関へのポスター掲示などを行ない、今後も事業の周知に努めます。
また、不妊や不育症にまつわる悩みの相談におきましては、女性医師や助産師などの専門員による相談体制
があるドーンセンター（大阪府事業）について紹介する等、引き続き周知に努めます。
岬町
本町では、平成 27 年度より不妊（男性不妊含む）
・不育治療助成事業を開始しており、子どもを望む夫婦の
支援を継続してまいります。
（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）
貝塚市
本市におきましては、介護職員の処遇改善のための運営が適切に行われるよう事業所への周知や働きかけに
努めております。なお、復職や新たな担い手を目指す人への支援制度の実施は考えておりません。
泉佐野市（高齢介護課）
今後も保険者として指導、監査担当課と情報を共有しながら、介護サービス事業者等への指導等を行ってま
いります。また、大阪府と連携し人材確保に向けた取り組みを進めてまいります。
泉南市（長寿社会推進課）
大阪府及び広域福祉課と連携し、事業者に対し、個別指導や集団指導等の実地指導をとおして、職員の処遇
改善について確実に実現されるよう働きかけます。通達や法令の遵守についても、事業者への集団指導等にお
いて周知・徹底します。
さらに平成 27 年度より大阪府及び大阪福祉人材支援センターと協働し、介護人材確保に向けた取組に参画
しているところですが、引き続き、介護人材確保に努めます。
阪南市（介護保険課・商工労働観光課）
介護職員の処遇改善につきましては、大阪府の指導を受けるとともに、社会福祉法人及び指定居宅サービス
事業所の指導・監査等を担当する広域福祉課（泉佐野市役所内）と連携し、介護保険課としても指導・監督を
行っております。また、地域密着型サービス事業者に対しましては、本市が指定権者として集団指導・実地指
導を計画的に行っております。
介護職員処遇改善加算につきましては、届出書と前年度の実績報告にて介護サービスごと業者等の不正な取
り扱いのないよう確認し、指導を徹底しております。
なお、増額につきましては、国の動向を注視するとともに、大阪府市長会を通して国に要望いたします。
また、泉州地域介護人材確保連絡会議を定期的に行い、毎年、年 1～2 回市町村イベントを開催するなかで
福祉への関心及び担い手の支援を行っています。
本市の地域就労支援事業の一つとして、平成 24 年度より「介護職員初任者研修講座」を実施し、資格取得
による就労支援等を行っています。今後も、雇用情勢や就業ニーズ等を踏まえ、効果的な講座等となるよう努
めてまいります。
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田尻町
町として福祉人材の確保に資するよう福祉・介護サービスの意義や重要性についての啓発に努めるととも
に、介護職員の処遇改善については、国に対し抜本的な解決策を講じるよう機会をとらえ今後も要望してまい
ります。
熊取町（介護保険・障がい福祉課）
平成 28 年 6 月に閣議決定されました「ニッポン一億総活躍プラン」において、介護人材の処遇改善として
月額平均 1 万円相当の改善を行うことなどが掲げられておりますので、国の動向を注視しつつ、適切に対応し
てまいります。また、復職や新たな担い手を目指す人への支援としましては、平成 27 年度より大阪府を中心
に泉南地域の市町及び社会福祉協議会等で構成する泉南地域介護人材確保連絡会を通じて、地域の現状の把握
や介護人材確保・定着のためのイベント、広報等を企画・開催し、介護人材の確保に努めております。
岬町
国において、処遇改善加算の改善がなされると聞いておりますが、町においては、介護支援専門員等を支援
するための研修会等を開催し、介護従事者を側面的に支援してまいります。
（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）
貝塚市
本市におきましては、現在、夜間休日において行方不明になった場合でも協力員や協力機関に迅速に情報提
供が行える体制を整備しており、新たに平成 29 年度からは、身元特定につながる必要な情報を登録したＱＲ
コードが記されたシールの作成・配布を予定しております。
また、本市ホームページや広報紙などを通じて、身元不明人台帳閲覧制度の周知に努めます。
泉佐野市（高齢介護課）
本市における認知症高齢者の行方不明対策については、すでに高齢者徘徊ＳＯＳネットワークを立ち上げ、
関係機関と連携する体制づくりを行っております。また、本市以南の 3 市 3 町の行政で、広域的な高齢者徘徊
ＳＯＳネットワークについても、平成 27 年 4 月より連携を開始しております。
今後は、この広域的な活動をさらに大きく広げていくよう大阪府と協働して進めていきたいと考えておりま
す。また、警察や消防との連携を深めていくことで、住民の要望に対し迅速に対応できる体制を整え、早期発
見に努めていきたいと考えております。
泉南市（長寿社会推進課）
泉南市においては、ＳＯＳ徘徊ネットワークにより、市内協力事業所や近隣市町村、大阪府、警察と連携し
行方不明者が発生した場合において情報共有を図っております。ＱＲコード等による対応及び身元不明人台帳
閲覧制度については、大阪府や大阪府警察本部及び警察署、近隣市町村とも連携し、より有効な制度活用に努
めます。
阪南市（介護保険課）
認知症の行方不明者が年々増加し、本市におきましても、泉州南圏域市町（泉佐野市・泉南市・熊取町・田
尻町・岬町）と連携し、
「徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業実施要綱」に基づき、行方不明時の支援体制
を図っているところです。平成 28 年度から、同ネットワークの事前登録者を対象に「アイロンネーム」を配
布し、行方不明時の支援体制の充実に努めています。また、大阪府におきましても「認知症等高齢者の行方不
明時広域発見連携要領」に基づき、府内全市町村に亘る広域発見協力を要請する際の情報共有及び連携を図っ
ていることから、今後もひきつづき大阪府及び泉州南圏域市町と連携し、支援体制の充実に努めてまいります。
警察署に備え付けられています「身元不明迷い人台帳」につきましても、広報、本市ウェブサイト等におき
まして、住民に広く周知してまいります。
田尻町
本町では、平成 26 年度から徘徊ＳＯＳネットワーク事業を開始し、平成 27 年度は泉州南圏域市町（泉佐野
市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町）で広域の連携を行っております。なお、身元不明人台帳閲覧制
度についは、今後の検討課題といたします。
- 16 -

熊取町（健康・いきいき高齢課）
本町では、平成 27 年 4 月 1 日から「徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク」の運用を開始し、現在、本町や地
域包括支援センターの窓口において、町内在住の認知症高齢者等を対象にした事前登録と行方不明事案が発生
した際、捜索に協力していただける個人協力者及び協力機関の募集を行っており、徘徊高齢者等の安全確保や
本人及び家族等が安心して地域で生活できるよう、大阪府や近隣市町、警察署、消防署とも連携を図りながら
支援しています。
本町においては、今後「徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク」に加え、地域の宅配事業所や郵便局等の民間事
業者等の協力のもと、見守りネットワークをさらに広げていくよう努めてまいります。
岬町
認知症ＳＯＳネットワークと併せて、本町では認知症高齢者徘徊ＳＯＳネットワークに登録いただいた方や希
望される方に見守りステッカー（黄色蛍光色、靴などに貼るもの）を配付し、迅速に発見できる工夫をしていま
す。身元不明人台帳閲覧制度については、関係各課と連携を図り、必要に応じて活用を進めます。
（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）
貝塚市
本市としては、数カ所の福祉サービス提供事業所と協力し、虐待を受けた障害者の緊急の受入先を確保して
います。また、虐待を行った養護者には、再び虐待を行う状況にならないよう、医療機関、社会福祉協議会、
相談支援事業所及び民生委員等と幅広く連携しながら支援を行っています。
泉佐野市（障害福祉総務課）
本市では、通報・届出・相談の窓口としての障害者虐待防止センターを、社会福祉協議会に委託し実施して
おります。センターと行政がそれぞれの、あるいは共同で果たすべき役割を認識し、緊急時には迅速な対応が
できるよう体制整備に努めております。それぞれの従事職員については、必要なスキルを取得するため、大阪
府が実施する障害者虐待防止・権利擁護についての研修を受講しております。
泉南市（障害福祉課）
平成 24 年 10 月に障害者虐待防止法が施行され、市町村が障害者の被虐待者への支援及び保護とともに、虐
待を行った養護者への支援について定義されており、更に市町村に障害者虐待の通報、対応を行う障害者虐待
防止センターの設置も義務付けされています。そのため、泉南市において法施行と同時に、障害福祉課内に障
害者虐待防止センターを設置し、課長、係長、及び 3 障害のそれぞれの係員 1 名をコアメンバーとし、障害者
虐待に迅速に対応する体制を整備するとともに、平成 25 年度には、各職員が障害者虐待に対して適切に対応
し、被虐待者の安全確保、適切な障害福祉サービス等の支援を行うことを目的に、高齢者・障害者虐待防止ガ
イドラインを作成し障害者虐待防止に努めており、さらに強化します。
阪南市（市民福祉課）
平成 24 年 10 月から障害者虐待防止法の施行に伴い、障がい者虐待防止センターを市直営で設置し、広報誌・
市ウェブサイト・パンフレットによる相談窓口及び通報義務の周知、市内障がい福祉サービス事業所を対象と
した研修会の開催、市職員の障がい者虐待に関する研修会の参加を行い、障がい者虐待への対応等を行ってい
ます。また、泉州地域共同で緊急避難場所を確保し、虐待を行った家族等へ心のケアも視野にいれて相談を進
めています。
今後も、障がい者の権利利益の擁護を図るため、障がい者への虐待の実態を把握し、虐待を根絶できるよう
大阪府と連携しながら行ってまいります。
田尻町
本町としましては、障害者の緊急避難場所として、日頃より町内にある施設に協力依頼をしており、近隣市
町にある施設とも協力連携しております。
また、虐待事案が発生した場合は、障害者虐待防止センター（泉佐野市・田尻町基幹相談支援センター）や
関係機関とケース会議を行い、そこで決定された支援方針に従い支援を実施し状況把握を行うとともに、定期
的にレビュー会議を開催して現在の状況等について確認するなど支援体制の構築を図っております。
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熊取町（介護保険・障がい福祉課）
障がい者への虐待防止・予防については、大阪府と連携し情報共有に努めており、見守りが必要な方には、
関係機関と連携し対応方策を検討する会議を開くなど、虐待防止・予防に努めております。
また、障がい者虐待が発生した場合は、迅速に事実確認を行い、適切に対応するとともに、虐待により生命
又は身体に重大な危険が生じるおそれがある場合は、障がい者を一時的に保護するための居室を確保するた
め、8 市 4 町（高石市以南）で連携して情報共有しております。
岬町
障害者虐待防止法を踏まえ、虐待の予防について啓発するとともに早期発見のため、大阪府等の関係機関と
緊密な連携を図ってまいります。
②障害者差別解消法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）
貝塚市
本市においては、昨年 7 月に障害者団体をはじめ関係機関で組織する、
「貝塚市障害者差別解消支援地域協
議会」を設置しました。今後協議会において、差別事案についての情報共有をはじめ、構成機関の連携により、
事案解決のための取り組みを進めてまいります。
また、協議会での解決が困難な事案については、大阪府広域支援相談員とも連携し、適切に対応してまいり
ます。
泉佐野市（障害福祉総務課）
民間事業者における合理的配慮の提供については努力義務となっていますが、特に民間事業者にかかる相談
事例に対応するための窓口を基幹相談支援センターに設置しております。
また、地域協議会につきましては、自立支援協議会にその役割を附加し、相談事案に適切な対応が行えるよ
うに、協議会の専門部会として学識経験者等を構成員とする対応方針検討会議を設けるなど体制整備に努めて
おります。また、大阪府の広域支援相談員との連携を視野に入れた相談スキームをもとに、相談への対応を行
っております。
泉南市（障害福祉課）
泉南市は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第 7 条に規定する事項に関し、障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する基本方針に即して、市の職員が適切に対応するために泉南市障害者差別解消対策
部会を設置し、平成 27 年 11 月 1 日から施行しています。
相談体制については、政府の基本方針にもあるとおり障害者差別に特化した窓口を設定することなく、市の
障害福祉課及び人権推進課並びに相談支援事業所 3 か所にて対応しています。なお、日常の相談支援業務の中
で、障害者差別に関する相談があった場合は、自立支援協議会の部会等を活用し障害者差別や権利擁護に関す
る課題を検討します。さらに、解決が困難な事案や専門的、広域的な事案については、大阪府の広域支援相談
員に支援要請します。
阪南市（市民福祉課）
現在、障がい者の地域生活を支援するため、日常生活上の相談、福祉サービス利用相談につきましては、市
民福祉課窓口でＣＷ、相談支援事業所である「まつのき園」の相談支援専門員、計画相談事業所 6 事業所の相
談支援専門員、地域の 5 施設に委託しているコミュニティソーシャルワーカーで対応しております。雇用の分
野では職業安定所との協力も行い対応しています。
今後も障害者福祉担当部局と人権担当部局が連携し、広報、研修で市民や市職員に対し「不当な差別」「合
理的配慮」について、広く周知するとともに、障がいを理由とする差別の相談についは、当事者双方に寄り添
い、双方が互いに理解しあえるよう、調整、支援をしていくことが重要であると考えています。
さらに差別解消地域協議会の役割を障がい者自立支援協議会を活用して行うこととしています。
このような丁寧な対応により、差別解消法の着実な定着に向けた体制を整備するよう努めてまいります。
田尻町
本町におきましては、自立支援協議会に権利擁護部会対応方針検討会議を設置しており、障害者差別支援地
域協議会としての位置付けで相談事例の収集や検証・検討を行い、また相談体制の構築を図っております。
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熊取町（人権推進課）
本町では、相談事例があった際には、庁内相談体制に基づき、各関係課と調整を行います。
また、内容が町の範囲を超えた広域に及ぶ場合や解決困難な場合など必要に応じて人権推進課から大阪府の広
域支援相談員に支援を要請し、大阪府障がい者差別解消協議会とも連携を図ります。
引き続き、大阪府との連携を図りながら、障がいを理由とする差別を解消するための取り組みに努めてまい
ります。
岬町
障害者差別解消法への対応については、全庁的な取組としての体制整備に努めるとともに、住民周知に努め
てまいります。
（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）
貝塚市
本市は、貝塚市子ども・子育て支援事業計画に基づき保育サービス等の取組みを実施しております。当事業
計画は、子育て世代を中心にアンケート調査を実施し、子どもや子育て家庭のおかれている環境、実情を踏ま
え平成 27 年度から平成 31 年度の 5 か年を計画期間として作成したもので、計画期間ごとに評価、点検及び必
要な見直しを行います。
泉佐野市（子育て支援課）
本市におきましては、教育・保育についてはここ数年待機児童を出さない状況を維持しておりますが、今後
も少子化の動向に注視するとともに、在宅で保育を行う家庭を含むすべての子育て家庭に対する支援の観点か
ら、利用者のニーズの把握等に努め、必要に応じて事業計画の見直しを行ってまいります。
泉南市（保育子育て支援課）
平成 27 年 3 月に策定した、子ども・子育て支援事業計画に基づき、事業の進捗が図れるよう対策を強化し
ます。また、国の基準を超える独自事業として、民間保育所等に対する市単独の補助金の支出を行い、特に近
年保育ニーズが高まりつつある 0～2 歳児の受入体制を拡充できるよう努めます。
保育料における短時間保育料については、国基準に対しての大幅な保育料の引き下げを昨年度に引き続き実
施します。また、平成 28 年度に実施した保育施設利用者に対するアンケート調査の結果を参考に、市民満足
度の向上を図ります。
阪南市（こども家庭課）
阪南市子ども・子育て計画の事業内容や事業量の点検・評価を行い、子どもや子育て家庭のおかれている環
境や地域の実情を踏まえ、計画の基本理念である「子どもの笑顔と笑い声があふれるまち、はんなん」の実現
に向け、すべての子育て家庭が、安心して子育てできるよう実効ある子ども・子育て支援の充実に努めてまい
ります。
田尻町
本町では、子育て世帯への支援策として、平成 28 年度から子どもの通院及び入院に係る医療費の一部を助
成する「子ども医療費助成制度」の対象範囲を中学校 3 年から高校 3 年まで拡大しております。今後も住民ニ
ーズを的確に把握し、田尻町子ども・子育て支援事業計画に基づき、制度の見直し等に努めてまいります。
熊取町（子育て支援課）
子ども・子育て支援につきましては、「子ども・子育て支援新制度」および「熊取町子ども・子育て支援計
画」に基づき、地域のニーズをふまえながら、計画的に子ども・子育て支援施策を実施しているところです。
今後、
「熊取町子ども・子育て支援計画」については、必要に応じ、
「子ども・子育て会議」における議論等を
経て、事業計画の見直しを行うこととしております。
岬町
平成 27 年に策定した「みさき子どもとおとなも輝くプラン」に沿って、一歩ずつ着実に子育て支援事業に
取り組んでいるところであり、今後も必要に応じて改善を図りながら、子育て支援の充実に努めてまいります。
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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。
（回答）
貝塚市
本市は、認可外保育所を利用しながら待機している児童については、待機児童数に含めております。
また、認可外保育所の認可化につきましては、貝塚市子ども・子育て支援事業計画において新たな認可の計
画がないことから、予算確保は予定しておりません。なお、保育士等の処遇改善につきましては、国の改善計
画に基づき実施できるよう予算確保に努めます。
泉佐野市（子育て支援課）
本市におきましては、民間保育園や認定こども園にもご協力をいただき、入所定員枠の拡大を図ってきたこ
とにより、ここ数年、待機児童を出さない状況を維持しており、今後も認可外保育所の利用状況を含めた需給
バランスを見ながら、引き続き待機児童を出さないよう提供体制を確保してまいります。
保育士や幼稚園教諭等の確保が公民問わず年々困難になってきていることから、引き続き労働条件や処遇改
善に努めてまいります。
泉南市
（保育子育て支援課）
4 月 1 日時点における待機児童は発生していませんが、平成 27 年度、28 年度にかけて、小規模保育事業所
2 か所の新設、1 公立保育所及び 3 私立保育所の認定こども園への移行により、児童の受入体制の強化を図っ
ています。また、平成 30 年度には 1 私立保育所、平成 31 年度には 1 私立幼稚園が認定こども園への移行を予
定しており、さらなる待機児童の解消に寄与すると認識しています。
（学務課）
本市の幼稚園では、4，5 歳児の保育を希望する子どもを全て受け入れており、併せて 3 歳児保育も実施し
ていますが、受け入れについては施設の規模もあり定員を 2 園とも 40 名に設定しています。なお、支援を必
要とする子どもたちの受け入れについては人的な配置等行うことで公立幼稚園に行きたいという要望に対応
しています。今後も、公立幼稚園の果たす役割を踏まえ、施設設備、人的配置等の充実に向けて努めます。
阪南市（こども家庭課・学校教育課）
本市の財政状況を踏まえると財政支援は厳しいですが、安心して子育てできるよう実効ある子ども・子育て
支援の充実に努めてまいります。また、保育士等の労働条件と給与水準の確保や適正な配置を行えるよう努め
てまいります。
田尻町
現在、本町では待機児童は無く、町内に認可外保育所もありません。
保育所・幼稚園嘱託員の報酬については、職員確保のため、平成 27 年度に引き上げを行ったところであり、
職員の配置につきましても、国基準以上の配置を行っております。
熊取町（保育課）
本町では、潜在的待機児童数についても把握のうえ事業計画等へ反映させております。また、現在、町内に
認可外保育所はございませんが、今後も、待機児童“ゼロ”の継続を目標とし、利用状況や保護者ニーズをふ
まえ、安全で質の高い保育の提供に努めてまいりたいと考えています。
また、保育士等の職場環境の改善につきましては、町として必要な支援を国･府等の基準に基づき引き続き
行ってまいります。
岬町
本町には特定教育・保育施設が 6 施設（公立 4、私立 2）ありますが、いずれも児童数は利用定員内で、現
在、待機児童は発生していません。また、他市町からの広域入所も積極的に受入れています。保育所について
は、必要な保育士の確保と適正配置など、さらなる職場の環境改善に努めてまいります。
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。
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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）
貝塚市
本市は、病児・病後児保育を 1 か所運営しております。
その利用状況は、1 日の定員 3 名、年間約 750 名の受入が可能なところ、平成 27 年度実績で年間延べ 322
名となっており、現在のところ事業拡大の考えはありません。
泉佐野市（子育て支援課）
本市におきましては、現在、民間の認定こども園 1 か所で病後児保育事業を実施しており、計画上は提供体
制が一定確保できている状況でありますが、病児保育事業については、潜在ニーズも高いことから、医療機関
や関係機関との連携・調整を図りながら、引き続き事業の実施について研究・検討してまいります。
泉南市（保育子育て支援課）
平成 28 年度より 1 公立認定こども園、1 公立保育所、1 私立保育所において、病児保育（体調不良児対応型）
事業を開始し、施設内における体調不良児への対応を行っています。
また、市内 1 か所の施設において、平成 20 年から病後児保育事業を実施していますが、病後児保育につい
ては病児保育とは違い、病気の回復期にあり医師が認めた場合などの制約があるため、利用しづらいものとな
っておりここ数年利用実績がありません。そのような点を踏まえ、今後の病後児保育に対する利用ニーズ等を
勘案しながら、検討していきます。
阪南市（こども家庭課）
現在、本市の公立保育所において看護師を配置し体調不良対応型病児保育を実施しております。今後も事業
を継続実施していく中で、人員配置等の充実を図れるよう努めるとともに、医療機関と保育施設等との連携強
化を図る方策を検討してまいります。
田尻町
病児・病後児保育については、ニーズの高さは認識するところではありますが、本町には公立保育所 1 施設
のみであり、医療機関が少ないうえ、小児科もないため、医療機関との連携や病児保育の実施については、厳
しい状況です。
熊取町（保育課）
本町の病児保育事業については、現在、民間保育所 3 か所において体調不良児対応型を実施しているところ
です。また、町立保育所においても、発熱等により体調不良となった児童に対して、すぐに迎えに来れない保
護者の状況に配慮し同等の対応を行っています。
今後につきましては、保育ニーズの把握に努めつつ、病児対応型・病後児対応型の実施も視野に入れ、公・
民保育所の役割や医療機関等との連携等について引き続き検討してまいりたいと考えております。
岬町
本町の子育て支援施策の課題の 1 つであった病児・病後児保育については、町立の全保育所において、平成
29 年度から「体調不良児対応型保育事業」を開始する予定です。
（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）
貝塚市
大阪府の実態調査の結果につきましては、本市においてもホームページに掲載して周知に努めます。幅広い
団体・個人が政策提言できる「場」づくりにおいて、まずは教育、福祉、子ども部門の担当部署で連携を図る
ことが重要であると考えており、現時点におきましては、団体・個人を含めた会議は考えておりません。
泉佐野市（子育て支援課）
本調査につきましては、本年度末に結果がまとまる予定であり、現在公表に向けた準備を進めているところ
です。来年度には、庁内関係課による検討会議を開催するとともに、有識者及び関係諸団体の皆さま、市民の
皆さまからご意見を伺う機会を設けるなど、着実に施策に反映できるよう取り組んでまいります。
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泉南市（生活福祉課）
平成 26 年 1 月に施行されました子どもの貧困対策推進法第 9 条に基づき、大阪府におきまして、平成 27
年 3 月に「大阪府子ども総合計画」の事業計画の 1 つとして子どもの貧国対策についての計画が盛り込まれて
おり、その計画の中で子どもの生活に関する実態調査事業があり平成 29 年 3 月をめどに大阪府内の市町村と
の共同で調査報告を行うものと聞いております。
本市におきましては、大阪府の実態調査により子どもの置かれている様々な解決すべき課題があると考えて
おり、医療・福祉・保健・教育・貧困・人権などの子ども施策を横断的、重層的に効果のある施策展開を行う
ため、子ども施策を総合的に担当する部局の協議、検討をしていきます。
阪南市
②で回答
田尻町
今年度大阪府が実施した実態調査につきましては、その結果を住民に啓発するとともに、対策が必要な場合
は、関係機関等と協議してまいります。
熊取町（子育て支援課）
今年度、大阪府が実施した「子どもの生活に関する実態調査」につきましては、必要な施策及び国・府・市
町村の役割分担を明確にする予定となっていることから、本町といたしましては、これらの動向を注視し、関
係機関や子育て支援団体と連携を図りながら、施策の調査・研究を進めてまいりたいと考えております。
岬町
実態調査の結果については、住民に周知するとともに、必要な施策や対応方策については、庁内外の関係機
関との連携を図りながら、岬町子ども・子育て会議等で検討してまいります。
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）
貝塚市
「子ども食堂」などの子どもの居場所づくりにつきましては、安定的に事業を実施できる法人等に働きかけ
をしているところです。
泉佐野市（子育て支援課）
本市では、本年度から大阪府新子育て支援交付金を活用して業務委託により子どもの居場所づくり事業を開
始しました。この事業は、
「こども食堂」の開催により子どもや保護者の課題を把握し、その解決につなげる
ことを目的としています。来年度についても、市の委託事業として継続予定であり、学校や地域など子どもに
関わる方々からもご意見を伺いながら「こども食堂」を定着させてまいりたいと考えております。
泉南市（生活福祉課）
「子ども食堂」については、地域における子どもの居場所の確保、大人も含めた地域における交流を目的と
しており、すべての子どもの育ちを地域社会全体で支えるという意味で重要な施策であると考えています。
本市におきましても、市民の自主的な活動に対して支援する制度は重要であると認識しておりますので、関
係部局間および、関係機関と慎重に協議、検討します。
阪南市（こども家庭課） ①の回答を含む
現時点で、本市における「子どもの貧困対策」の担当部署を正式に決定していないこともあり、明確な市の
対策方針を定めることができておりませんが、
「子どもの貧困」に係る相談等があった場合には、関係部署が
連携を図り、最も適した支援方策を提供するよう努めております。
「子どもの貧困」に係る本市の対策方針を定めた後に具体的な取り組み・支援を検討してまいります。
田尻町
本町では、「子どもの居場所」としては、ふれ愛センター2 階に自由に子ども達が出入りできる「キッズル
ーム」を開設しております。「キッズルーム」には、保育士資格や幼稚園教諭資格を持つ職員を常時 2 名配置
し、子ども向けの様々なイベントを実施するなどして児童とその保護者に対し、交流及び学習の機会並びに居
場所を提供しており、利用者の拡大を図っております。
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熊取町（子育て支援課）
「子ども食堂」については、住民提案協働事業として、実施希望団体から提案をうけ、本町との協働事業と
し、平成 29 年度から実施予定となっております。
子どもの居場所、交流の場を提供する「子ども食堂」の実施にあたっては、補助金を交付するとともに、実
施団体と本町とが各々の役割のもと、互いに交流・情報交換を行い、連携を図ることとし、子ども達の居場所
づくりに取り組んでまいります。
岬町
子ども食堂については、実態調査の結果も参考としながら検討してまいります。
また、子育て支援事業の一環として位置づけている「中高生の居場所づくり事業」を、毎月 2 日程度青少年
センターにおいて子育て支援ボランティア団体が開設しており、施設利用料の減免や施設担当課との調整等の
支援を実施しております。
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。
（回答）
貝塚市
児童福祉法の改正に対応し、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童や保護者へ継続
的に支援を行い、児童虐待の発生予防を図ります。家庭と同様の養育環境である養子縁組や里親への委託につ
いては、今回、児童相談所の業務として法律上明確に規定されました。本市では、それらの制度について市民
のかたに周知を図るため、啓発活動に努めてまいります。
泉佐野市（子育て支援課）
この度の児童福祉法改正により、理念規定が初めて見直され、児童が権利の主体であること、また、国・地
方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うことが明確に謳われて
います。
本市としましては、従前から家庭が児童の成長にとって最も自然な環境であるとの認識のもと、児童が家庭
において健やかに養育されるよう保護者を支援しているところです。
また、保護者からの虐待等により家庭で適切な養育が受けられない場合には、大阪府と市がそれぞれの役割
と責任のもと、児童養護施設での養育、養子縁組、里親・ファミリーホームへの委託、あるいは在宅支援等を
行っておりますので、今後も大阪府との連携により法改正の趣旨をふまえた対応を実施してまいります。
泉南市（保育子育て支援課）
本市においては、これまでも子育てに不安を抱える保護者を支援するため、子ども総合支援センターをはじ
めとする関係機関が連携し、児童の養育推進に取り組んできています。
母子保健事業や子育て支援事業その他関係機関等からの情報収集により把握した保護者の養育を支援する
ことが特に必要と認められ必要性が高いと判断した家庭に対し、子育て経験者等による育児・家事等の援助ま
たは保健師、助産師、看護師、心理職、保育士、家庭児童相談員、理学療法士、作業療法士、児童指導員等に
よる専門的な指導、助言等を訪問により実施することで、適切な養育の実施を促しています。
また、市内の認定こども園、保育所の 3 か所に家庭支援保育士を配置し、家庭訪問・出前保育・出前育児相
談など地域に出向いて支援を行っています。さらに在宅家庭の支援として、各中学校区に 1 施設の子育て支援
センターを開設し、施設間で連携しながら地域によって偏りのない支援を行っています。
阪南市（こども家庭課）
子どもや子育て家庭のおかれている環境や地域の実情を踏まえ、すべての子育て家庭が、安心して子育てで
きるよう保護者支援や児童の健全育成の推進に努めてまいります。
田尻町
本町では、児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、放課後児童健全育成事業、乳児家
庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、利用者支援事業等の子育て支援事業を実施し
ており、今後も必要な措置の実施に努めてまいります。
熊取町（子育て支援課）
今回改正された児童福祉法において、「家庭」とは、児童の成長・発達にとって最も自然な環境であり、児
童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、その保護者を支援することが重要とされています。
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本町においては、平成 28 年 8 月に開設した「子育て世代包括支援センター（すくすくステーション）
」にお
いて、妊娠・出産期から子育て期までの切れ目のない支援の強化に努めるとともに、子育て支援に関する施策
や、子どもの貧困対策を含めた「熊取町子ども・子育て支援計画」における各施策を着実に推進することによ
り、子どもの貧困対策を総合的に推進していきたいと考えております。
岬町
今後も児童福祉法の理念に基づき、子育て支援施策の充実、推進に努めてまいります。

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）
貝塚市
本市においては、少人数指導学級編制の対象学年拡大は困難ですが、平成 27 年度より、市内全小中学校に
て「学校活性化計画」に基づく実践や図書館司書を配置し、学力向上・豊かな人格形成にむけた取り組みをす
すめております。なお、教職員数の確保については、府に要望してまいります。
泉佐野市（教育総務課）
よりきめ細やかな指導を充実させるため、2016 年度より、市独自の予算で、小学校 3・4 年生を対象に 35
人学級を実施しております。2017 年度においては、さらに小学 5・6 年生を対象とし、小学校全学年に拡充す
る計画です。厳しい財政状況の中での実施であるため、国や府の施策として 35 人学級が実現されるよう、国
や府へ働きかけたいと考えます。
泉南市（学務課）
少人数学級編制による少人数の集団は子どもたちや保護者にとっても評価が高く、効果をはかるアンケート
にも、「子どもの安心感が増し、落ち着いた学校生活を送れるようになった」など、好評を得ており、欠席率
の低下、学習意欲の向上など効果が出ています。学校現場を取り巻く課題が複雑化し、教職員の多忙化となっ
ている実態を踏まえて、地域による教育環境の格差を生むことなく、根本的な教職員定数を計画的に改善する
ことや、これからの社会に対応する学習を実現するため、国や府に対して要望します。
阪南市（学校教育課）
小学校 1 年生の 35 人学級編制及び府単費の加配措置による小学校 2 年生の 35 人学級編成に関しましては、
子ども一人ひとりに対して、より丁寧にきめ細かく指導できることから、学習面・生活面において良好な結果
が表れ、非常に有効であることは認識しております。
教育予算に多くかけられる市町におきましては、独自予算にて教員を確保できておりますが、本市において
は大変厳しい財政状況であることから困難な状況があります。そこで、本市におきましては、国・府の加配教
員を有効に教育活動に活かしながら、子どもたちの学力向上や豊かな心の育成に創意工夫しながら取り組んで
まいります。
さらに、本市の子どもたちの安全安心な学校生活を保障するためにも、定数改善による必要な教職員数の確
保を大阪府に働きかけるとともに、大阪府と連携し国に対して強く要望してまいります。
田尻町
これまでの 1・2 年生の 35 人以下学級化への対応を維持・拡大できるよう、また、少人数習熟度別指導教員
の加配や専科指導教員の加配等地域・学校の実情に応じた施策展開やスクールカウンセラー等の拡充により不
登校やいじめ等の問題に対応できうるよう、定数改善も含めた大阪府に対する要望活動等の取り組みを今後も
進めてまいります。
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熊取町（学校教育課）
児童生徒の学級編制については、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」に
より、現在小学 1 年生は 35 人学級編制、小学 2 年生から中学 3 年生までは、40 人学級編制と定められており
ます。大阪府では、小学 1 年生に加え、小学 2 年生についても 35 人学級編制を実施しております。
現在、熊取町においては、大阪府の習熟度別指導推進事業を活用し、各小中学校に少人数加配教員を配置し、
小学校 3 年生以上で少人数指導・習熟度別指導を実施しております。
各校において、算数や数学等の教科について 1 クラスを 2 つに分割するなどし、少人数学習を展開し、個に
応じた指導を行っております。
今後も子どもたちの生きる力を育むために、少人数指導・習熟度別指導等の充実や教職員の指導力向上を図
ることをとおして、児童生徒一人ひとりにきめ細やかな指導を行っていきたいと考えております。
岬町
現在、岬町では、法律の定めによる小学校 1 年生の 35 人学級編制並びに大阪府加配措置による小学校 2 年
生の 35 人学級編制を実施しております。
また、習熟度別学習指導推進事業を活用し、加配教員を配置することでよりきめの細かな少人数指導を行な
っております。今後、35 人学級編制の対象学年を拡大して実施できるよう、大阪府と連携して進めるととも
に、加配措置の充実や教員の指導力向上を図ってまいりたいと考えております。
（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）
貝塚市
現行の奨学金制度の改善や給付型奨学金制度の創設について、今後も国や府に要望してまいります。
なお、本市においては、奨学金ローンを抱える市民のために、市民相談室を設け対応することとしておりま
す。また、地方創生枠奨学金の導入、奨学金の返済支援制度導入等については、現時点では今後の課題である
と考えております。
泉佐野市（学校教育課）
本市における奨学金制度は、大阪府育英会や日本学生支援機構等の奨学金制度を補完的に、泉佐野市奨学金
貸付基金条例に基づき、経済的理由により修学が困難な生徒の進学を支援しております。本市の財政状況は非
常に厳しいものとなっておりますが、平成 28 年度からは、児童生徒と生計を一にする者全員の前年度の合計
所得額を、現行の生活保護基準の 1．2 倍を 1．4 倍に改正しております。
今後も奨学生からの返還金並びに市民の皆さまからお預かりした寄附金をもとに貸付制度を維持し、次代を
担う若者が安心して進学できるように支援してまいります。
泉南市（学務課）
「奨学金」制度の充実は利用者にとって重要な事と認識しています。
その改善について、機会をとらえて要望していきます。
阪南市（学校教育課）
大学や高校卒業後の就職状況につきましては、「平成 27 年度末卒業した大学生の就職率」
（4 月 1 日時点）
は 97．3％で前年度を 0．6 ポイント上昇し、高校生の就職率は 97．7％で前年度を 0．2 ポイント上昇し、6
年連続の改善となりました。
しかし、日本学生支援機構の調査によりますと、奨学金を受けた者で常勤社(職)員として就職している者は、
奨学金返還の延滞者では 45．4％、無延滞者では 76．6％であり、就職率は上昇しつつも、不安定な雇用状況
が延滞の理由になっていることが推察されます。こういった状況に対して、日本学生支援機構では情報の周知
や相談体制の充実などに取り組み、平成 21 年度には 21 万 1 千人にまで増加した滞納者は平成 27 年度末には
16 万 5 千人と減少しました。
今後も、正しい理解を持って奨学金の活用ができるよう、市の窓口においても丁寧な周知・相談活動を継続
するとともに、地方創生枠奨学金や奨学金の返済支援制度については、国や府の動向を見ながら、慎重に検討
をしていきます。
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田尻町
経済状況が厳しい世帯の学生であっても学業を断念せず、また将来の返還の不安を軽減され、安心して進
学・修学できるよう国に対する要望活動等を進めてまいります。
熊取町（学校教育課）
奨学金制度を活用している者及び返済困難な者が増加してきている現状については、認識しています。
返済に追われることなく健康で文化的な生活を送れるよう要望活動等を行っていきます。
岬町
大学生の半数以上が奨学金を利用する時代となっており、奨学金制度の充実は重要な課題であると認識して
おります。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、及び給付型奨学金制
度の創設について、国に対して働きかけを図ってまいります。
（3）労働教育のカリキュラム化について

＜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）
貝塚市
学校現場における労働教育のカリキュラム化推進について、本市におきましては、全ての小中学校で小中 9
年間を通じたキャリア教育プログラムを作成し、小学校段階から働くことの意義や喜びを感じられるよう指導
の工夫を行っています。また、中学生が、働くことの厳しさや喜びなど、身をもって体験できるように職場体
験学習を全中学校で取り組んでいます。
「きまえ研修」につきましては、高校生以上が対象となっております
ので、小中学校での活用については考えておりません。主権者教育につきましては、次期学習指導要領の改訂
を受けて対応してまいりたいと思います。
泉佐野市（学校教育課）
本市においては、全こども園、小・中学校にキャリア教育担当を設け、学校の特色や地域の実情を踏まえつ
つ、子どもたちの成長段階に応じたキャリア教育を進めております。また、本市の 5 中学校区すべてにキャリ
ア教育推進委員会を設置し、めざす子ども像を明確にしたうえで、11 年間を見通した校区全体の推進計画を
策定し、日々の実践に活用しております。
これからも、キャリア教育の充実に向け、外部講師を招いての学習や民間企業の出前授業等も活用しながら、
さまざまな取り組みを進めてまいります。
泉南市（指導課）
「働くこと」
「労働者の権利」等について、社会科を中心とする教科学習やキャリア教育、中学校における
進路指導を通し、適正な労働教育の推進に努めます。
また、小中学校における社会科や総合的な学習の時間等学校生活のあらゆる機会を通じ、公職選挙法の一部
改正を踏まえた学習を推進し、主権者教育の充実に努めます。
阪南市（学校教育課）
一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育成することを目的としたキャリ
ア教育について義務教育 9 年間の全体指導計画を作成し、計画的・継続的に進めているところです。その中で、
職業に関わる調べ学習や聞き取り学習及び体験学習におきまして、発達段階に応じて働くことの「意義」や「責
任」を指導しております。
また、労働に関する法令等につきましては、進路学習の時間や社会科の授業等での学習をさらに充実させ、
取組みを推進してまいります。
主権者教育につきましては、平成 27 年 7 月の文科省通知に留意点としてあげられた「小・中学校段階にお
いても、児童生徒の発達の段階を踏まえつつ、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う
よう教育の充実を図る」ことを常に念頭に置いて、小学 6 年生の社会科及び中学 3 年生の公民で行っておりま
す。教員に対しましては、校長会、教頭会での周知の他、教育課程についての研修会等で、法教育、主権者教
育の重要性につきまして指導しております。
今後は、学校の政治的中立を確保しつつ、子どもたち自身が政治との関わりについてより理解し、社会に参
画する力を身につけていくため、模擬選挙等の体験学習などをまじえながら主権者教育を進めてまいります。
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田尻町
本町では、子どもの職業観・勤労観などを育てるため、発達段階に応じて体系的・系統的なキャリア教育を
推進しております。
小中学校におきましては、各教科・領域において、子どもたちの発達段階や学校・地域の実態に応じた取組
みを進めております。社会に出て職業につくということの意義や自分にはどんな才能があるのかを考えさせた
り、職業体験学習を行ったりして、児童・生徒一人ひとりの自己実現をはかる教育活動を行っております。
今後もキャリア教育の推進に向け、各学校園で創意工夫した教育活動が進むよう支援してまいります。
熊取町（学校教育課）
子どもたちが希望をもって、自分の人生を切りひらいて生きていくために、それぞれが直面するであろう
様々な課題に柔軟に対応していく力を育てるなどして、「職業的・社会的自立」ができるよう、各校において
キャリア教育を進めております。具体的には、全小中学校で各教科や総合的な学習の時間等で地域の様々な団
体・組織の協力を得ながら実施しています。そして、全中学校で職業体験学習を行い、事前学習や事後学習等
も充実したものになっております。また、労働基準関係法令等については小中学校社会科において、学ぶ機会
を設けております。
仕事・労働等についての基本的理解は、自分らしい生き方を実現させていく過程において重要な要素である
ことから、今後とも小学校段階から具体的・現実的理解を深める指導とともに、
「働くことの意義」など職業
生活に関する様々な知識や情報についての学習を年間計画の中に位置づけながら、キャリア教育、労働教育の
充実に努めていきます。加えて、「きまえ研修」についても引き続き、中学校等に周知してまいります。
主権者教育については、各学校において、国民主権や民主政治、選挙の意義や制度のように、国民主権を担
う公民として基礎的教養を培うことなどを目標とした学習を社会科で実施しております。
また、その中でも「生徒会役員選挙」のように生徒の身近な題材を取りあげることで、生徒が選挙を自分事
としてとらえやすくするなどの工夫をして学習をすすめております。
今後も、教育基本法をはじめとする関係法令および学習指導要領に基づいて、平和で民主的な国家・社会の
形成者として必要な公民的資質の基礎を養うための教育活動を実施してまいります。
岬町
子どもたちが自らの未来を切り開き、社会においてその力を発揮できるよう、各小中学校において「キャリ
ア教育」の全体計画を基に、社会的・職業的自立に向け体系的・系統的な教育を推進しております。今後も働
くことの意義や働く者の権利・義務等についてもキャリア教育・法教育の観点からその充実を図ってまいりま
す。
（4）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）
貝塚市
本市においては、ＤＶ相談者が市のどこの窓口に来られても、シェルターへの一時保護など、適切な対応が
できる体制を構築しています。
また、大阪府が行っているＤＶ加害者にならないための男性相談についても周知してまいります。
泉佐野市（人権推進課）
11 月に全国展開される「女性に対する暴力をなくす運動」を受け、今年度は「パープルリボンオブジェ」
を制作、市内各所に設置してパープルリボン運動を実施し、女性に対する暴力を許さない気運の醸成に努めま
した。
さらに、市内中学校、高校でデートＤＶに関する出前授業を行い、暴力の被害者にも加害者にもならないた
めの予防教育に取り組みました。また、市役所及び女性センターにおいて女性のための相談を実施し、暴力の
被害に苦しむ女性の保護と支援に努めてまいりました。
次年度も引き続き「ＤＶ防止法」や「第 4 次男女共同参画基本計画」の下、関係機関と連携しながらＤＶの
防止と被害者の保護・支援に努めてまいります。
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泉南市（人権推進課）
ストーカー被害などは、市民の命に関わる重大な人権侵害です。これらの相談者に対して、二次被害を与え
ないように相談対応の機能強化及び関係機関の連携を図り体制を充実させます。
加害者の対策については、加害者対策に関する情報が非常に少ないため、国が行っている「加害者更生に係
る実態調査報告書」などを参考にしながら検討します。
阪南市（人権推進課）
本市では、平成 24 年 10 月に「阪南市ＤＶ根絶宣言」を行い、ＤＶ（ドメステック・バイオレンス）をはじ
めとするあらゆる虐待を防止するための取組を行っております。
昨年 6 月には「阪南市ＤＶ根絶宣言」を盛り込んだ阪南市男女共同参画推進条例のリーフレットを広報誌に
折り込みました。毎年 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間中には、ＤＶ根絶を呼びかける記事を
広報誌に掲載し、ＤＶ根絶を訴える公用車へのステッカー貼付や街頭における啓発物品の配布、啓発講座の開
催等を行い、加害者をなくし、ＤＶを根絶するための啓発に努めております。
また、被害者支援としましては、今年新たに「ＤＶ相談」専用電話を設置し、専門カウンセラーによる相談
事業を開始しております。さらに、ストーカーや離婚等、女性の抱える様々な問題や悩みにつきましても、女
性カウンセラーによる「女性総合相談事業」や、「女性弁護士による法律相談」を実施しております。いずれ
の相談におきましても、庁内関係課とのケース会議等の連携がスムーズに行われており、被害者保護等に関す
る取組が進んできていると捉えております。
田尻町
ＤＶ加害者が再びＤＶを起こさないための対策を進めるとともに、子どもの頃からの非暴力コミュニケーシ
ョンプログラムの周知・活用や若年層におけるデートＤＶの予防啓発等について、関係機関と連携を図り推進
を図るよう今後も引き続き大阪府に要望してまいります。
熊取町（人権推進課）
11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間には町広報紙への記事掲載や役場前へののぼりの設置で、
幅広く周知し暴力防止に向けＰＲしており、平成 29 年度からは配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等
に関する法律に基づき、民間シェルターと契約を結び、緊急時における者の安全確保を図ります。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については「熊取町第 2 次男女共同参画プラン」に基づき
実施しており、例年、プランに係る施策の実施状況について男女共同参画推進審議会において施策の効果につ
いて意見をいただいております。
また、男女共同参画社会情報誌や広報紙またホームページを活用し、被害者だけでなく加害者に対する意識
啓発を図っており、引き続き啓発や情報の周知に努めてまいります。
岬町
女性に対するあらゆる暴力の根絶に向け、岬町男女共同参画推進条例に基づく第 2 次岬町男女共同参画プラ
ンに掲げた施策を断続的に実施し、また、被害からの未然防止に向けた体制強化に努めてまいります。
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。
（回答）
貝塚市
本市においては、「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」が施
行されたことを受け、今後、国・府とも連携しながら、相談体制、教育の充実、啓発活動を推進してまいりま
す。また本市において、ヘイトスピーチが行われようとした場合には、警察とも連携し適切な対応を取ってま
いります。
泉佐野市（人権推進課）
一昨年度に外国人差別解消を目的とした啓発冊子を作成し、研修会やイベント等の際に配布したり、街頭啓
発の際に配布したりし、啓発に努めてまいりました。また法務省作成のポスターを市内公共施設等に掲出する
ことにより、ヘイトスピーチの解消に向けた啓発を行ってまいりました。
今後も、実情に応じた対応を検討して、差別的言動の解消に向けた取り組みを実施してまいりたいと考えて
おります。
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泉南市（人権推進課）
本市では、人権行政基本方針の策定に向け、準備を進めており、多様な人権侵害に対する対応について、関
係機関と連携を図り、体制を構築します。
阪南市（人権推進課）
本市では、これまでも市民対象の人権啓発講座「ヒューマンライツセミナー」におきまして、在日外国人の
人権をテーマに啓発に取り組んでまいりました。
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）が施行されたことを受けまして、9 月の「ヒューマンライツセミナー」では、本邦外出身
者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について周知する内容の講座を開催しております。
また、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に関しましては、本市の人権相談事業におきま
して、的確な助言を行い、事案に応じて適切な機関の紹介等ができるよう、体制を整えております。相談にお
ける的確かつ迅速な対応のために、泉南警察署とは定期的に連絡会議を設けております。
田尻町
本町の実情に応じた対策等につきましては、ヘイトスピーチ解消法の実効性や国や大阪府における動向等を
鑑みながら今後研究してまいります。
熊取町（人権推進課）
各関係機関と連携し、ヘイトスピーチがあってはならないということをより効果的な各種啓発・広報活動等
に積極的に取り組んでいます。また、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に係る相談がありましたら必要
に応じ大阪府警など関係機関と連携を図り、紛争の防止又は解決を図ります。
岬町
差別・人権侵害的言論の規制について、対応体制の整備に努め、国・府・人権関係団体等との連携を図りな
がら対策に努めてまいります。
（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）
貝塚市
本市においては、昭和 60 年に大阪人権博物館（リバティおおさか）が設立された際、出捐金を拠出してお
り、現在も人権研修会の見学などで、利用しているところです。
人権博物館としての機能が果たせるよう、今後も大阪府、大阪市の動向を見守ってまいります。
泉佐野市（人権推進課）
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く、職員研修等で活用させていただいているところ
です。今後も存続を望んでおり、職員研修のみならず、各種団体での研修等、多様な機会においてリバティお
おさかを活用していただけるよう働きかけてまいりたいと考えております。
泉南市（人権推進課）
これまでリバティおおさかの人権意識の啓発の場としての存在意義については十分認識していますが、財団
の自立性の中で運営するという大阪府、大阪市の基本的な方針を踏まえ、今後は大阪府、大阪市の動向を注視
しながら検討します。
阪南市（人権推進課）
本市では以前より、リバティおおさかを新規採用職員に対する人権研修の一環として活用するとともに、希
望する職員にリバティカードの貸し出しを行っております。
また、市民啓発事業におきましても、リバティおおさかの出前講座を利用した市民対象の人権啓発講座「ヒ
ューマンライツセミナー」の開催や、リバティおおさかのパネルを借用した人権啓発パネル展の開催等にて活
用してまいりました。全国唯一の人権に関する総合博物館としてのリバティおおさかの存在意義と社会的役割
は非常に大きいと認識しております。市長会等の機会を通じて、大阪府・大阪市に対して、存続についての働
きかけを行ってまいりたいと考えております。
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田尻町
人権尊重の視点を正しく認識し、人権感覚の涵養を基盤とした意識・態度・実践力を身につけるため、今後
も引き続きリバティおおさかの活用を進めてまいるとともに、チラシの配架など、リバティおおさかの周知に
も努めてまいります。
熊取町（人権推進課）
今後もさまざまな機会を通して周知を図り、リバティおおさかが存続できるように活用を進めてまいりま
す。
岬町
係争中の事案であり、訴訟の動向を踏まえつつ、対応を検討してまいります。
（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）
貝塚市
本市では、平成 28 年度を初年度とする第二次貝塚新生プランを策定し、財政の健全性確保に向け取り組み
を行っているところです。また、これまでも地方交付税の増額をはじめ安定的な地方税財源の確保などについ
て、大阪府市長会等を通じて国・府に対して要望活動を行っております。
泉佐野市（行財政管理課）
国の「経済財政運営と改革の基本方針 2016」で示された方針を踏まえ、地方の安定的な財政運営に必要と
なる一般財源の総額については、平成 29 年度地方財政計画において、地方が一億総活躍社会の実現や地方創
生の推進、防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、平成 28 年度を 0.4
兆円上回る額を確保するとされています。
このような国の動きも踏まえ、府とも十分な連携を図りながら、地方財源の充実・確保を要望してまいりま
す。
泉南市
（財政課）
財源の根幹を成す市税収入の確保には、課税客体の確実な把握と更なる徴収率の向上に最大限の努力を傾注
するとともに、事業の必要性、有効性、効率性から判断した事務事業評価の結果を踏まえ、真に必要な施策・
事業を選択し、限られた人材や財源を集中することで、持続可能な財政運営を目指していきます。
また、地方税財源の充実強化に向け、国と地方の事務配分を踏まえるとともに、今後増加することが見込ま
れる社会保障関連経費や地域経済活性化、防災・減災事業などに対応するため、消費税を基本に国から地方へ
のさらなる税源移譲を行い、地方一般財源の充実確保を図られるよう市長会等を通じ要望します。
（税務課）
本市を含む近畿 2 府 4 県の各市は、近畿都市税務協議会を通じ、基幹税からの税源移譲を国・地方間の税源
配分が 5：5 となるよう、国に強く要望をしてきました。また、今後消費税率が引上げられることに伴い、地
方税収が減収とならないよう、地方税制に大きく影響する改正には、市長会を初めとする関係機関を通じ、現
行制度の堅持を強く求める要請を国に対して行い、地方税財源の確保に努めます。
阪南市（財政課）
地域住民の行政への参画、行政との協働が求められる今日、基礎自治体への地方分権・権限移譲の要請はま
すます強まっております。
そして住民の多様なニーズに持続的に対応していくためには、健全な財政運営が欠かせません。
本市では、今後にわたり一般財源の効率的・効果的な支出による適正な予算執行に努めることに加え、国に
対しても、大阪府市長会等を通じ、一般財源確保のための地方税財源の強化、地方交付税の総額確保等の提言
及び要請を行ってまいります。
田尻町
町民サービスの提供にあたって、財源の確保に努めることは地方自治体の責務であり、今後とも、地方分権
の推進にあたって、町村長会等を通じた国に対しての要望等を行ってまいります。
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熊取町（財政課）
健全財政の堅持を目指し、各事業の妥当性、経済性等について慎重に判断し、事業を実施しているところで
あります。
また、地方行財政の安定運営のためには、自主財源の根幹をなす地方税、地方交付税等の一般財源の確保が
重要であります。本町におきましては、国の平成 29 年度予算編成へ向けて、大阪府町村長会を通じ、税源の
地域間偏在の少ない地方税体系の構築など抜本的な見直しや、補助金等の総額の確保について要望を行ったと
ころであり、今後におきましても、大阪府等を通じ引き続き要望を継続してまいります。
岬町
国による地方分権が推進されていることから、市町村がより自主性を高めるために市町村の行政運営が維持
可能な税財源制度の再構築を早期に行うよう、引き続き大阪府町村長会を通じ、国への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。
（回答）
貝塚市
本市においては、蓄電池を併設する住宅用太陽光発電システム及び住宅用燃料電池コージェネレーションシ
ステム設置費補助事業を平成 29 年度より実施する予定としております。
また、小学校 4 年生を対象にエコ生活を実践する「エコレンジャー」やコスモス市民講座を開催する等、地
域での環境教育に取組んでおります。
泉佐野市（環境衛生課）
温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化防止に寄与することを目的として、家庭用燃料電池コージェネレ
ーションシステム（エネファーム）の設置費用の一部を補助しております。
泉南市（環境整備課）
平成 25 年度より、住宅用太陽光発電システム設置費に対する補助金制度を導入しており、平成 29 年度にお
いても、補助金制度を継続する予定です。
また、関西圏の電力需要対策として、国や府の対策を基に家庭での節電の啓発に取り組んでいます。
阪南市（生活環境課）
一般家庭での省エネ・創エネをより推進するため、平成 25 年度より 3 カ年の計画で住宅用太陽光発電・太
陽熱高度利用システム導入補助事業を実施してきました。
また、大阪府と連携し、小学生向けの環境教育に関する出前講座プログラムの学校への紹介や、広報誌での
省エネにつながる家電の利用方法や工夫を紹介するなど、家庭で出来る身近な省エネ対策等を推進していま
す。
田尻町
大阪府との連携や企業への支援につきましては、大阪府と大阪市が共同設置したおおさかスマートエネルギ
ー協議会に参加し、情報共有を行い、近隣市町村の取組みを参考にしながら、本町における環境政策の検討及
び情報提供等を行っております。また、環境教育に関しては、小中学校におけるリサイクルなどに関する学習
の実施や、当該協議会が推進する『エネルギー・環境教育に関する出前講座』等の情報の共有を環境担当部局
と教育委員会部局とで行うなど、環境教育の推進に努めております。
熊取町（環境課）
環境に配慮した住宅設備への補助制度につきましては、平成 22 年 5 月から開始した町独自の住宅用太陽光
発電システムの補助制度として、平成 24 年度末までの 3 ヵ年で、302 件、26，883 千円の実績でした。また、
平成 25 年 4 月からは転入・定住促進事業の一環として、その対象を若年世代にシフトして平成 27 年度末まで
実施してきたところであり、実績としては、平成 25 年度は 27 件
千円、平成 27 年度は 61 件

4，574 千円となっています。
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1，902 千円、平成 26 年度は 40 件

2，968

転入・定住促進事業としての住宅用太陽光発電システムの補助制度については、平成 27 年度で終了しまし
たが、その後の環境施策について検討していきます。
また、地域住民の環境意識の向上については、町立小学校の 4 年生への出前教室の開催や親子を対象とした
環境セミナーの開催、町広報紙や町ホームページでの啓発、環境フェスティバルをはじめとしたイベントにお
ける周知など、環境意識が高まるような広報ＰＲを行っていきます。
岬町
大阪府内市町村における取組状況を踏まえ、検討を進めてまいります。
（2）廃棄物対策と循環型社会形成の取り組みの強化
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）
貝塚市
ごみの減量化については、家庭系ごみでは、缶・びん、ペットボトル、プラスチック類の資源ごみの分別収
集、コンポスト（生ごみの堆肥化容器）の無償貸与及び家庭用電動式生ごみ処理機の購入補助制度を実施して
おり、また、事業系ごみでは、再生利用指定業者による動植物残渣の再生利用（飼料・有機肥料等）の推進及
び多量排出事業者へのごみ減量計画書提出による指導に努めているところです。
再資源化によって生産された製品の購入・活用促進についても可能なかぎり努めてまいります。
泉佐野市（環境衛生課）
可燃ごみとして出されるものの中には、分別することによって再資源化の可能性のある品目が、なお相当量
混入されております。平成 27 年に家庭系可燃ごみの展開調査をしたところ、50ℓ 指定袋には多数の再資源化
できる品目が混入されており、20ℓ 及び 10ℓ の指定袋には少ない傾向にありました。そこで、平成 28 年 1 月
より 50ℓ 指定袋の中止ならびに 30ℓ 指定袋の新設を行い、啓発活動と併せてごみの減量化・資源化に努めてい
ます。
また、事業者の皆さまにも更なるご理解とご協力をお願いするため、搬入ごみに対する展開調査を強化する
など、引き続き啓発活動をすすめてまいります。
さらに、生ごみ処理機購入助成による生ごみの排出抑制による減量化、集団回収活動に対する報償金事業を
とおして地域の皆さまと連携を図り、資源ごみのリサイクル率を高める施策に取り組んでまいります。
泉南市（清掃課）
循環型社会を構築するためには、3Ｒリデュース（発生抑制）
、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）
が不可欠であることから、本市においても分別の拡充や食品ロス削減に取り組み、循環資源を確保し、一般廃
棄物の適正処理に努めます。
また、事業系一般廃棄物についても、排出者責任の観点からより一層の発生抑制、分別、リサイクルの指導
に努めリサイクル率の向上に取り組むとともに、広報等においてエコマーク認定商品や大阪府リサイクル製品
認定制度の普及に努めます。
阪南市（資源対策課）
本市におきましては、循環型社会形成のため、平成 20 年度から可燃ごみ、粗大ごみ（不燃ごみ）の有料化
を実施し、市民の皆さんのご家庭に「ごみの分別・出し方マニュアル」および「ごみ収集日程表」を配布する
ことで、ごみの分別・適正排出を支援し、ごみの減量化と資源ごみの有効活用を図っております。
また、大阪府と連携し、3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進するとともに、最終処分量の削
減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や、適正排出等の取り組みを推進してまいります。
田尻町
本町においては、ごみの減量化と再資源化を促進するため、家庭ごみの有料化を行い、各種資源ごみの分別
収集を実施しております。
特に資源ごみにつきましては、田尻町分別収集計画に基づき、住民への広報活動や事業者に対する可燃ごみ
と資源ごみの分別の啓発を進めてまいります。
- 32 -

熊取町（環境課）
本町では、家庭での生ごみの減量化対策として、家庭用生ごみ処理機の購入費補助制度を行っており、事業
系のごみについては、多量排出事業者に対し、ごみ減量化計画書を提出させ減量化対策に努めているところで
す。また、小学 4 年生を対象とする環境教育（4Ｒ運動）及び環境セミナーを行うことにより家庭でのごみリ
サイクル意識の向上に努めております。
今後につきましても、「大阪府リサイクル製品認定制度」の周知に努めるとともに、循環型社会形成に向け
て、
「大阪府循環型社会推進計画」と整合性を図りながら事業の推進に取り組んでいきます。さらに、空き缶
などの回収を行う団体に補助を行うことで、環境美化とリサイクルの促進に努めます。
岬町
ごみの減量化について、家庭系及び事業系廃棄物の減量化に努めているところであり、今後も、ごみ減量化
について排出事業者等への啓発に努めてまいりたいと考えております。
また、空き缶・ペットボトルなど資源ごみのリサイクル率向上を図り、循環型社会形成の取り組みを推進し
てまいります。事業者への啓発、学校での啓発などに努め、今後もごみの減量化、リサイクル率の向上、食品
廃棄物の減少、リサイクル製品の購入などにつながるように努めてまいります。
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）
貝塚市
食品廃棄物削減の取組みについては、フードバンクをはじめとするＮＰＯやボランティア団体などの活動と
の連携も含め、今後、研究すべき課題であると認識しております。また、学校現場における食育を通じての児
童・生徒に対する意識教育の継続、充実を図るとともに、市民や事業者に対する啓発にも努めてまいります。
泉佐野市（環境衛生課）
食品廃棄物の削減については、食品リサイクル法に基づく取り組みや、フードバンクの運営について情報収
集を行い、市としてとりうる手段・方法について検討してまいります。
泉南市
（危機管理課）
災害時の被災者への食料供給については、市で備蓄している食料が不足する場合に防災協定を締結している
民間事業者から提供していただきます。その際に事業者等と連携を図ります。
（教育総務課）
学校給食の提供は、必要食数の事前把握など計画性をもって行っており、食べ残しによる食品廃棄物の削減
についても、学校給食週間や食育を通じて、啓発に努めています。
阪南市（資源対策課・危機管理課）
食品廃棄物の削減については、コンポストの無償貸出しおよび生ごみ処理機器購入費補助事業を実施すると
ともに、廃食油の再利用については、廃食油からバイオディーゼル燃料を製造している障がい者施設を案内し
ています。また、災害発生時の避難所への食料提供などの災害対策につきましては、平成 27 年度作成しまし
た、阪南市地域防災計画に基づき取り組むとともに、現在、大規模災害時における救援物資配送について、大
阪府全体でマニュアル等の作成を行っているところです。
田尻町
災害に必要となる食料等については田尻町地域防災計画に基づき、備蓄をおこなっているものであり、賞味
期限前に、防災訓練等における啓発物品として、住民の皆様に配付して有効利用をする事により食品廃棄物の
削減に取り組んでおります。また、食品廃棄物の削減のため、住民に対しては、生ごみの水切り等による食品
廃棄物の減量等の啓発や生ごみ処理器購入補助の実施を、飲食・サービス業の事業者に対しては、発生する厨
芥類の再生利用促進の啓発を行っています。
今後とも、一般廃棄物処理の統括的責任を負う自治体として、食品循環資源の再生利用等の推進を進めてま
いります。
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熊取町
（環境課）
食品廃棄物の削減については、昨年 11 月に開催した環境フェスティバルにおいて、食品ロスに関するパネ
ルの展示を行ったところであり、また、町ホームページや広報誌においても、食品廃棄物の削減に関する啓発
記事を掲載しており、今後も継続してＰＲしていきます。
（子育て支援課）
住民提案協働事業として、平成 29 年度から実施予定の「子ども食堂」実施団体においては、大型店舗にお
ける在庫商品等の提供を受ける予定となっています。
（危機管理課）
災害発生時の避難所への食料提供については、本町の地域防災計画で定めている備蓄物資に加え、大阪府地
域防災計画に基づく供給を基本としており、これら備蓄物資については、適切な賞味期限管理を前提に賞味期
限間近なものを地域の自主防災活動で活用するなどして食品ロスの削減に努めている。また、災害発生時のフ
ードバンク食料の活用については、その安全性・有効性を確認の上、検討していきます。
岬町
関係機関と連携し、食品廃棄物の削減と有効活用に努めてまいります。
（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）
貝塚市
本市においては、大阪府と連携し、貝塚ブランド農産物であるタケノコや水ナス等の 6 次産業化を推進する
とともに、ＰＲや情報発信に取り組んでおります。
また、国の新規就農者への支援制度を活用し、将来を担う若い農業者の確保・育成に取り組んでおります。
さらに、市内小学生を対象に、田植えやトウモロコシ収穫などの農業体験に取り組み、「食」と「農」につ
いて学んでもらっています。
泉佐野市（農林水産課）
農の 6 次産業化の推進として、農家、農業協同組合、大阪府と情報の共有し、地場特産品やその加工品等の
消費が拡大するように販売促進を図ってまいります。また、担い手の確保・育成においても、地域、学校、関
係団体等と連携して、田植えや稲刈りなどの農業体験や地引網による漁業体験を通して、次世代を担う子供た
ちが第一次産業への理解につながる活動を支援してまいります。また、若手農業者や女性農業者で組織する団
体に対しても、農業の情報等が速やかに共有できるように積極的に活動支援を図るとともに、新規就農者につ
いても、国の施策を含め、経営指導・技術的な助言等の就農支援を図ってまいります。
泉南市（産業観光課）
6 次産業化支援については、本市の中で利用希望者があれば積極的に情報提供等のサポートを行い、当該機
関と連携し大阪産（もん）のＰＲにも努めて行きます。
6 次産業化に資する担い手の確保策については、6 次産業化だけではなく、農業継続のための担い手を含め、
今後の農業施策として若い世代に農業の楽しみを伝える現場体験農場なども展開できるよう、農業者の理解を
得ながら取組の一つとして検討していくなど、情報提供についても積極的に考えます。
阪南市（農林水産課）
本市における 6 次産業化に関する取り組みにつきましては、一昨年 5 月に行政、農林漁業、商工、金融機関
等の関係機関で構成される「阪南市 6 次産業化・地産地消推進協議会」を立ち上げ、市内における 6 次産業化、
地産地消に取り組むためのネットワークを形成し、地域ぐるみで 6 次産業化を推進しております。
また、現在策定中の「阪南市地産地消推進計画」に基づく今後の取り組みや「阪南市健康増進計画及び食育
推進計画」により関係する部局との必要な協力体制を構築し、農林水産業の担い手確保等につながる地産地消
を推進するとともに、食の安全・安心につながるように学校等を通じた農業・漁業体験等を継続的に実施して
いきたいと考えております。
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田尻町
大阪府との連携により、商品化された製品の効果的なプロモーション方法について検討してまいります。
また、学校現場では、幼稚園 5 歳児と小学校 3 年生が稲作体験を行ったり、小学校 5 年生が漁船に乗っての
漁業体験を行ったりするなど、本町ならではの取組みを行っております。
今後も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組みを進めてまいります。
熊取町（自治振興課）
本町においては、産業活性化基金を活用し、地域の特産物「里芋」を使った「熊取コロッケ（くまコロ）
」
を、大阪府、地域内団体等関係機関と連携しながら、有効なプロモーション活動を検討し、普及活動に努めて
まいります。
さらに、本町の農作物について、学校給食への導入、小学生を対象とした農業体験学習などを引き続き実施
するほか、毎年開催している「熊取ふれあい農業祭」の中で、多様な年代と農家とのコミュニケーションを図
るとともに、親子参加の農業体験ツアーを実施し、本町産業の魅力について理解を深め、次世代の人材育成に
つなげてまいりたいと考えております。
岬町
本町内では「大阪産（もん）」として町内で水揚げされた魚介類の販売を行うとともに、ＰＲ活動に努めて
おります。また本町内で収穫された野菜等を学校給食や保育所給食で提供しております。
今後も引き続き、地域産品のＰＲ活動や消費拡大に向け、取り組んでまいりたいと考えております。
（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）
貝塚市
本市においては、現在、消費生活センターに 3 名の相談員を配置し、消費者被害の発生・拡大の防止に取り
組んでおります。また、市の広報紙やホームページ、市内商業・公共施設に配置したパンフレットなどを通じ
て、悪徳商法・特殊詐欺の撲滅をめざした啓発を行ってまいります。
また、高齢者・若年者・障害者を中心に消費者被害から消費者を守るため、消費者団体をはじめ、地域包括
支援センター等と連携してまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
交付金等を活用しながら、消費生活センターでの相談窓口の充実、消費啓発イベントなどによる周知等を徹
底し、消費者へ適切な情報提供や注意喚起を促すよう取り組んでまいります。
泉南市（産業観光課）
増加する消費者被害に適切かつ迅速に対応するため、本市消費生活センターの機能を拡充するとともに、そ
の知識の普及啓発に努めます。また、高齢者や障害者に対しては、庁内関係部署が連携して慎重に対応します。
阪南市（商工労働観光課）
本市消費者行政の組織体制の充実と機能強化を図るため、平成 29 年 4 月より本市の消費生活相談窓口の開
設日を週 4 日へと拡充し、阪南市消費生活センターを設置する予定としています。
また、広報誌で連載している「消費者相談情報」や市ウェブサイトでの「阪南市消費者相談室」において、
事例の紹介や注意喚起等を行うとともに、高齢者や障がい者の担当課へ情報提供を行うなど、周知啓発や消費
者保護に努めています。
田尻町
消費者行政の組織体制の充実と機能強化については、引き続き相談員を確保するとともに、相談者の相談内
容に的確に回答できるよう努め、消費者被害の発生・拡大の防止に資する取り組みを行ってまいります。また、
高齢者や障がい者を始めとする消費者には、必要な情報を的確に提供してまいります。
熊取町（自治振興課）
消費者被害の未然防止を目的として、高齢者等を対象に地域への出前講座や啓発講座を引き続き行うなど、
消費者教育の充実に取り組んでまいります。また、消費生活センター等関係機関からの最新相談事例や、高齢
者が被害に遭いやすい事例等を用いて広報紙、啓発チラシ等で適切に情報提供を行います。
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岬町
国・府の施策の動向を確かめながら、地域の実情に合った事業を展開できるよう努めてまいります。

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）
貝塚市
本市においては、平成 28 年 3 月に空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、認定基準や必要な措置
を講じる特定空家等の措置などを定めた「貝塚市特定空家等対応要領」を策定し、周囲に悪影響を及ぼす可能
性の高い空き家について、適正に管理するよう指導しております。
空き家除却費を一部補助する制度及び、空き家の有効活用を通して移住・定住促進を図るための制度を、昨
年 11 月より開始しております。
さらに、空き家の実態調査及び適正管理や利活用を定める空家等対策計画を来年度末までに策定する予定で
す。なお、住宅弱者のための空き家活用の制度につきましては、現在考えておりません。
泉佐野市（都市計画課）
一昨年 5 月 26 日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されたことをうけ、本市におきま
しても、
「安全・安心で豊かに暮らせるまちづくり」の実現に資するための重要な課題であるものと認識して
おります。
まず、「空き家等対策計画」の作成および対策を講じることにつきましては、計画策定に先立ちまして、泉
佐野市内の空家等の実態調査を平成 28 年度に実施しているところであり、計画策定につきましては、その調
査結果を踏まえて、実施していきたいと考えております。計画策定後は、当計画に基づき、空家の有効活用を
含めて、周辺住民に危険を及ぼさないよう空家等対策を実施することになりますが、計画策定に至るまでの間
につきましては、暫定的な措置として、現在施行中の民間木造住宅の耐震関連補助制度や、除却工事補助制度
によって対応していきたいと考えております。
次に、空家バンクの設置や改修費の補助につきましては、一昨年 4 月から本市におきましても空家バンク制
度を実施しております。現在までの成果としましては、登録件数が 44 件、うち契約済件数が 31 件といった状
況であります。改修費の補助につきましても、先ほどの民間木造住宅の耐震関連補助や除却工事補助のほかに、
昨年 4 月から住宅リフォーム補助制度を実施しており、現在までの実績件数としましては 90 件という状況で
あり、次年度におきましても引き続き補助制度を実施するために、予算措置を行っているところであります。
泉南市（住宅公園課）
今年度、市内全域を対象として、空家実態調査を行うとともに、空家の所有者等に対し、アンケート調査を
実施し、意向調査も行っています。この実態調査結果及びアンケート調査結果を踏まえ、泉南市の空家等の現
状と課題を整理し、今年度中に空家等対策に関する基本方針を作成し、来年度に泉南市空家等対策計画を策定
する予定です。
空家実態調査については、空家である可能性のある家屋を抽出し、目視による外観調査により、空家判定を
行います。空家と判定した建物に対しては、劣化等の異常個所に関する調査を行います。この空家実態調査の
結果を踏まえ、特定空家に該当する可能性のある空家について、「特定空家等に対する措置に関する適切な実
施を図るために必要な指針」、来年度作成予定の「泉南市空家等対策計画」等に基づき、特定空家に対する措
置を行います。
また、空家の利活用については、空家等を地域の有用な資源として捉え、空家所有者に対するアンケート調
査結果を踏まえ、来年度「泉南市空家等対策計画」作成過程の中で、転入・定住の促進や空家所有者と利用希
望者のマッチング等を目的として、空家バンクの効果的な運用について検討します。
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阪南市（生活環境課）
現在、本市において阪南市空家等対策協議会及び阪南市空家等対策庁内調整会議を設置し、「阪南市空家等
対策計画」の策定に向け取り組んでいるところであります。今後、同計画に基づき、空き家等の課題や情報を
共有することで、諸課題の解決に向け、全庁的に空き家等対策に取り組んでまいります。
田尻町
空き家問題については、現在、本町の空き家の実態を調査しており、その調査結果を踏まえ、空家等対策の
推進に関する特別措置法に基づき大阪府などの指導・助言などを受けながら対応を検討してまいりたい。
また、空き家の利活用につきましても国、大阪府の考え方や方針に沿うよう、また、他市町村の事例も情報
収集しながら本町に見合った施策を検討してまいりたい。
熊取町
（環境課）
空き家の適正管理に係る啓発と周知については、従前どおり、町広報紙・ホームページに掲載するとともに、
管理が不十分で空き家により生活環境の悪化が認められるときは、その所有者に対して是正を求めてまいりま
す。
（まちづくり計画課）
本町の実質的な空き家率は、平成 25 年住宅・土地統計調査の結果で 3．7％と大阪府下でも低い状況であり、
「空き家バンク」の設置については、大阪府下先進都市の実績を勘案し、他の空き家対策などの有効活用と併
せ、引き続き調査研究を進めてまいります。
なお、改修費の補助については、昭和 56 年以前に旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震改修費用及び除
却費用に対する補助を実施しています。
岬町
移住・定住等の促進による地域の活性化を図るため、平成 28 年度に実施した空き家実態調査の結果も踏ま
え、空き家並びに空き家利用希望者等の情報登録制度（空き家バンク制度）を引き続き実施してまいります。
また、平成 29 年度から空き家再生事業補助制度を創設し、空き家の活用、除却に対して助成を実施する予
定です。
（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＞

交通政策基本法の「交通政策基本計画」に基づく、総合的な交通施策について定めた「交通基本計画」を策
定し、大阪府や近隣市町村と連携した交通施策の実践を求める。また、
「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）
貝塚市
本市では、「交通基本計画」の策定を予定しておりませんが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
に基づき、持続可能なネットワークを形成するため、平成 28 年度より「貝塚市地域公共交通網形成計画」の
策定に取り組んでおります。
本計画は、法定協議会である「貝塚市地域公共交通活性化協議会」において策定を進めており、委員として
労働者代表、利用者や地域住民の代表に参画いただいているところです。
泉佐野市（道路公園課）
交通政策基本計画については、大阪府及び近隣自治体の策定の動向を注視しながら、交通政策基本法の理念
に基づき、交通政策の強化・充実に取り組んでまいります。
泉南市（環境整備課）
本市については、平成 14 年より、公共交通システムとしてコミュニティバスの運行を開始し、利便性の確
保及び高齢者、障害者等の移動手段確保を行っています。
また、平成 29 年 4 月 1 日からは、ノンステップバスの新型車両に 2 台を更新し、新ルート、ダイヤにて運
行を行っています。
住民からの要望が多い商業施設への乗り入れを行うなど、今後も市民の生活交通や交通弱者に対する交通手
段の確保に努めます。
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阪南市（生活環境課）
現在本市では、交通安全対策基本法に基づく計画として「第 10 次阪南市交通安全計画」の策定に向け取り
組んでおります。同計画は、平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 年間に講ずべき本市における陸上交通の安
全に関する施策の大綱として定めるものであり、この計画に基づき、行政機関、関係団体等と連携をとり、交
通の状況や地域の実態に即して、交通安全対策を強力に推進します。
田尻町
大阪府や所轄警察、近隣市町村等の関係機関と連携を行い、公共交通ネットワークの構築に向けて、交通施
策や人材の強化・充実に努めてまいります。
熊取町
③で回答
岬町
大阪府内市町村の状況を踏まえ、検討を進めてまいります。
②交通・運輸政策の専任者の人材育成

＜継続＞

2013 年 12 月に施行された交通政策基本法に基づいた施策の推進のため、特に各市町村を横断する公共交通
路線や都市交通・まちづくりの課題などに精通する、持続性のある交通・運輸政策担当者の人材育成を行うこ
と。
（回答）
貝塚市
本市では、担当職員に国土交通省等が主催する研修や講習を受講させるなど、交通・運輸政策担当者の人材
育成に努めております。
泉佐野市（道路公園課）
市町村を横断する公共交通路線や都市交通・まちづくりについては、広域的な視点による政策のため、都道
府県の所管業務と考えます。近隣市町村による交通政策の連携につきましては、行政の効率化の観点から必要
な検討課題と考えております。
泉南市（人事課）
「人材育成基本方針」や「人事評価制度」などに基づき、組織の人材を把握し、積極的な人材育成に努めま
す。
阪南市（都市整備課）
本市では今年度から、本市公共交通政策の柱となる阪南市公共交通基本計画の策定に向け、学識経験者、交
通事業者、関係行政機関等による検討委員会を設置しました。本基本計画の策定後は、当該業務に係る担当者
の異動があった場合においても、本基本計画の方針に基づき、公共交通施策を実施していくものです。
今後とも、関係行政機関等と連携し、研修等の参加による職員の能力向上を図っていきます。
田尻町
本町におきましては職員が多数の業務を併任しており、専門性に精通した人材育成は困難な状況です。専門
分野については、大阪府をはじめ関係機関と連携し施策の推進に努めてまいります。
熊取町
③で回答
岬町
大阪府内市町村の状況を踏まえ、検討を進めてまいります。
③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）
貝塚市
本市の主要 5 駅のうち、南海貝塚駅、二色浜駅、ＪＲ和泉橋本駅、水間鉄道貝塚駅の 4 駅は、鉄道事業者に
対して財政支援を行い、既にバリアフリー化が完了しております。
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残るＪＲ東貝塚駅のバリアフリー化につきましては、現在の駅の構造ではその実施が極めて困難であり、大
規模な構造変更が必要なため、事業手法等について西日本旅客鉄道株式会社と協議を行っているところです。
また、エレベーター・エスカレーターの維持管理費用やホームドア・可動式ホーム柵の設置に対する財政措
置については、現在のところ考えておりません。
泉佐野市（都市計画課）
バリアフリー法に基づく基本方針におきまして、障害者の自立や社会参画を促す「ノーマライゼーション」
の観点から、国のみならず、地方公共団体においても鉄道事業者の設備投資に対して支援を行うことが重要で
ある。とされています。本市におきましても、これらの観点から平成 20 年度に「泉佐野市鉄道駅舎バリアフ
リー化設備整備補助金交付要綱」を定めており、この要綱により鉄道事業者に対して事業費を補助することで、
障害のある人や高齢者等の社会参加の促進と福祉のまちづくりの推進を図っております。
具体的には、平成 21 年度から 23 年度にかけてＪＲ日根野駅のバリアフリー化、平成 25 年度には南海羽倉
崎駅のバリアフリー化、昨年度はりんくうタウン駅の内方線整備に対しての補助を行っており、関西国際空港
駅、りんくうタウン駅、泉佐野駅、羽倉崎駅、日根野駅につきましては、一定の整備が行われたところであり
ます。
今後の計画につきましては、南海鶴原駅のバリアフリー化を平成 29 年度に整備を予定しており、現在その
予算措置を行っているところであります。また、南海井原里駅の整備につきましても、鶴原駅の整備後、引き
続き整備していく方向で南海電鉄と協議を進めているところでございます。これは、平成 23 年 3 月 31 日のバ
リアフリー法に基づく基本方針の改正に伴い、1 日当りの乗降客数が 3，000 人以上の駅を平成 32 年度までに
原則として全てバリアフリー化することとされていることによるものであります。鶴原駅及び井原里駅の整備
が完了しますと、残る駅はＪＲ東佐野駅、ＪＲ長滝駅の 2 駅となります。3,000 人未満のＪＲ東佐野駅と長滝
駅につきましては、現時点でバリアフリー化の目途が立っておりませんが、今後、ＪＲ西日本から要望があれ
ば、積極的に対応してまいりたいと考えております。
なお、ホームドア・可動式ホーム柵の設置につきましては、視覚障害者の転落を防止するための設備として
非常に効果が高く、その整備を進めていくことの重要性を認識しておりますが、車両扉の統一等の技術的困難
さや投資費用等の課題が弊害となっております。1 日当りの乗降客数が 10 万人以上の駅を優先して整備する
方針となっており、南海本線では難波駅が該当しますが、難波駅においても車両の長さや扉の数が様々である
ことにより、現在も検討中であり、整備時期は未定であると聞いております。泉佐野市内の駅につきましては、
このようなことから、整備時期は未定でありますが、鉄道事業者から要望があれば、市としても対応していく
べき事業であると考えております。
泉南市
（税務課）
（公共交通バリアフリーの整備促進と安全対策における設置費用に関して）公共機関におけるバリアフリー
化促進と安全対策を推進するために、税制面でも税額の軽減や減免を検討すべきものと考えます。今後も他市
町村の動向を踏まえ検討します。
（都市計画課）
鉄道駅舎については泉南市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱を制定し、バリアフリー化設備
の整備にあたって補助金を交付しています。
阪南市（都市整備課）
公共交通機関のバリアフリーにつきましては、国・事業者・市の 3 者で取り組んでいるところであり、本市
では、平成 27 年度からＪＲ和泉鳥取駅のバリアフリー化工事を実施するとともに、本年 3 月には、南海鳥取
ノ荘駅のバリアフリー化工事も完了の見込みです。今後におきましても、国等の動向を踏まえ取り組んでまい
ります。
田尻町
現在、吉見ノ里駅のバリアフリー化や安全対策について検討を行っています。また、財政支援については、
田尻町地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱の趣旨に則り鉄道事業者と協議を進めてまいります。
熊取町（道路課）

①②の回答を含む

「交通基本計画」については、大阪府においても未策定であり、独自策定の「公共交通戦略」に基づき、交
通施策に取り組んでいるところです。
本町においては、交通政策基本法の理念に基づき、関係機関及び近隣自治体の動向を注視しながら、自然的
経済的社会的諸条件に応じ、利用者や住民の意見を反映した交通施策に取り組んでまいります。
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岬町
町財政は非常に厳しく支援や助成は難しいため、国の補助施策等を活用した整備の促進に努めてまいりま
す。
（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、本年から施行されている「大阪府自転車条例」について、府民への周知・徹底を行うこと。
（回答）
貝塚市
自転車運転者に対する交通安全教育については、警察署や交通安全協会と連携し、市内の小中学校や自治会、
事業所などを対象に自転車の安全利用を含む交通安全教育を行っております。また、自転車の危険運転を防ぐ
ため、ポスターやチラシを活用して啓発に努めております。
また、本年より施行されている「大阪府自転車条例」につきましては、市の広報紙およびホームページを通
じ市民への周知を図っております。
泉佐野市（道路公園課）
大阪府自転車条例の周知に関しては、市立こども園、小学校、中学校の全校生徒に対してリーフレットの配
布、市報及び市ホームページでの啓発、市営自転車置場でのリーフレットの設置等、市民への周知を行ってい
ます。今後も引き続き市民への周知の充実に努めてまいります。
スマートフォンの操作などの危険運転に関する取り締まりにつきましては、警察の対応となるため所轄であ
る泉佐野警察にお願いしてまいります。
泉南市（環境整備課）
自転車に関連する啓発、また「大阪府自転車条例」については、所轄警察署と連携して、ウェブサイト掲載
や街頭啓発、関係各所へのポスターの掲示などで周知・徹底に努めます。
本市においては、市内中学校の自転車通学生については、ヘルメット着用を義務付けるなど、自転車での交
通安全意識の向上に努めているところです。
阪南市（生活環境課）
警察及び関係機関で構成される「阪南市交通事故をなくす運動推進協議会」におきまして、秋の全国交通安
全運動と連動し、自転車安全利用五則の周知を図り、自転車運転者のマナー向上の推進に努めるとともに、交
通安全街頭キャンペーン等の啓発活動に取り組んでいます。
また「大阪府自転車条例」につきまして、広報誌への掲載及び窓口にリーフレットを配架するなど、市民へ
の周知を行っております。
田尻町
自転車の安全講習については、小学生及び高齢者に対しては年 1 回の自転車教室を実施しており、幼稚園に
おいても交通安全教室を開催しております。また、駅前や商業施設を利用した街頭キャンペーンを実施すると
ともに、町広報紙やホームページを活用し広く交通安全啓発を実施しております。
今後も、大阪府、所轄警察、近隣市町村と連携し、全国交通安全運動や自転車マナーアップ強化月間など広
く交通安全啓発を実施してまいります。
熊取町（道路課）
熊取町「交通事故をなくす運動」推進本部の事業活動の一環としまして、毎年、泉佐野警察と連携し、町内
全小中学校、浪商高校及び大阪体育大学において、自転車運転マナーや自転車保険の加入啓発などを含めた交
通安全教室を実施するとともに、町広報誌やホームページを活用し広く交通安全啓発を実施しています。
今後においても、引き続き泉佐野警察と連携を図りながら、鋭意自転車の安全利用促進に取り組んでまいり
ます。
岬町
安全な自転車の通行に向け、警察と連携した啓発をはじめ、運転マナーの向上に努めてまいります。また、
自転車レーン等の整備については、一定の道路幅の確保が必要であることから、国、大阪府等の道路管理者に
要望してまいります。
また、大阪府自転車条例については、大阪府と連携した啓発について検討してまいります。
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（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）
貝塚市
本市では、輸送経路や避難経路を確保するため地域緊急交通路に架かる橋梁の耐震化を計画的に実施してお
り、道路や下水道などの施設についても定期的な点検や傷んだ箇所の修繕や更新を行うことにより適切な維持
管理に努めております。
また、小中学校の校舎、体育館の耐震補強工事については平成 27 年度中に終了しており、民間施設などの
耐震化については、耐震診断の補助事業を活用するなど耐震化率の向上に努めております。
なお、社会資本施設の点検・診断・監視システムのＩＣＴ化については、現在のところ考えておりません。
泉佐野市（市民協働課）
今年度（平成 28 年度）、公共建築物やインフラ施設の老朽化が進む中、耐震化や適正な維持管理を図るため、
「泉佐野市公共施設等総合管理計画」の策定を行い、今後はこの計画の基本方針に添って、耐震化や適正な維
持管理を図ってまいります。
なお本市では、避難所となる公立小中学校の耐震化は平成 26 年度に、防災拠点となる市役所本庁舎や市民
総合体育館の耐震化は今年度に完了しております。
泉南市
（危機管理課）
新・大阪府地震アクションプランに基づく耐震化につきましては、指定避難所となる小中学校は、平成 28
年 4 月現在、すべての施設において完了しています。不特定多数の人が利用する民間施設などについては、取
組みが進むような支援施策のあり方について、大阪府と協議を行います。
また、津波対策については、平成 26 年 10 月に津波ハザードマップ及び津波避難計画を作成し市民へ全戸配
布により周知を行っています。万が一避難することができない方や避難の遅れた方については、垂直避難が行
えるよう民間企業の協力のもと津波避難ビルの指定も行っています。
（行革・財産活用室）
本市では、平成 27 年 1 月に泉南市公共施設等ファシリティマネジメント推進基本方針を、平成 28 年 3 月に
は泉南市公共施設等最適化推進基本計画をそれぞれ策定し、公共施設等の最適化に関することと併せて、道路
橋梁、上下水道といったインフラの長寿命化及び維持管理の適正化に関する基本的な考え方についても示して
います。また今年度策定する実施計画においても施設に関する点検や診断といった保全策についても示す予定
です。
阪南市（土木管理室・危機管理課・教育総務課）
現在、本市では国庫補助を活用し、老朽化した橋梁及び道路を点検し、「阪南市橋梁長寿命化修繕計画」及
び「阪南市道路舗装維持管理計画」に基づき、修繕工事を行っています。今後につきましても、計画的に修繕
工事を継続してまいります。
避難所に指定されている小中学校の全ての体育館と、統合により使用しなくなる一部を除く校舎の耐震化
は、平成 27 年度末には完了しています。不特定多数の人が利用する民間施設などの耐震化につきましては、
本年度見直しを行っている、阪南市耐震改修促進計画に基づき、耐震対策を検討してまいります。
田尻町
本町の老朽化が進む社会資本の適切な維持管理・更新については、各種計画に基づき取り組んでまいります。
町立小中学校の構造部材の耐震化は完了しておりますが、非構造部材の耐震化につきましては、小学校は本
年度に完了しており、中学校は次年度より取り組んでまいります。
また、不特定多数の人が利用する民間施設の耐震化については、国及び大阪府の施策に沿って取り組んでま
いります。
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熊取町
（道路課）
本町では、「道路舗装修繕計画」及び「道路橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的に予算確保の上、事
業実施しています。
（まちづくり計画課）
本町内の民間建築物で多数の者が利用する建築物（特定既存耐震不適格建築物）の耐震化は全て完了してお
り、これまでも特定既存耐震不適格建築物を対象とした耐震診断補助制度など幅広い支援を行えるよう国や大
阪府に対し要望を行ってまいりました。今後も幅広い支援を行えるよう要望を継続し、耐震化を促進してまい
ります。
（上水道課・下水道課）
水道施設については、熊取町水道事業ビジョン（平成 26 年度末策定）に基づき、
「安全」
「強靭」
「持続」の
観点から、引き続き施設更新に併せた耐震化工事を実施します。
また、下水道施設については、平成 15 年度に主要な管渠の耐震診断を行った結果、耐震性能を有していま
す。さらに、平成 24 年度及び平成 26 年度において、
「熊取町下水道長寿命化計画」を策定し、同計画に基づ
き、効率的な更新維持管理に着手しています。
（学校教育課）
町立小中学校の校舎と体育館の構造体の耐震化は平成 24 年度末までに 100％完了しています。また、照明
器具の落下防止対策や天井改修、家具の固定といった、非構造部材の耐震化につきましても、平成 27 年度に
実施したところです。
岬町
公立小学校については、平成 28 年度において、全ての耐震化を完了しました。その他の避難施設について
は、社会資本の維持管理・更新を進めてまいります。
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）
貝塚市
本市では、平成 28 年度に台風に伴う高潮災害による人的被害の軽減を図るため、モデル地区を選定してタ
イムライン（事前防災行動計画）を策定したところであり、今後同様の被害が想定される区域へ普及して参り
ます。
次に、本市では、市民や事業者などを対象とした防災出前講座の開催や地域独自の防災訓練への職員の参加
並びに支援を行い、地域と「顔の見える関係」を構築し、地域における災害時の助け合い・防災力の向上を図
っており、また、その中で自助・共助の重要性を周知しております。
また、本市では、避難行動要支援者名簿は、既に作成しております。
泉佐野市（市民協働課）
災害時の避難体制を整えるため、昨年 11 月 6 日に、市域全体を対象に南海トラフ地震を想定した「大防災
訓練」を実施いたしました。この訓練では、地域の自主防災組織が中心となり、避難誘導や避難所開設などを
行いました。このような訓練を通じて地域防災力の向上を図ってまいります。
また、災害時に支援の必要な避難行動要支援者対策につきましては、平成 24 年 4 月に「泉佐野市避難行動
要支援者避難行動支援プラン」を作成し、
「地域の絆づくり登録制度」を設け、現在、約 2,100 人の方に登録
いただいております。今後は、これにより作成した名簿を、地域の支援団体に提供し、地域による支援体制づ
くりに取り組んでまいります。
泉南市（危機管理課）
本市については、平成 19 年に総合防災マップ、平成 23 年に地震防災マップ、平成 26 年に津波ハザードマ
ップを作成し、市民への周知を行いました。さらに本年度、地域での避難訓練等にも活用できるよう最新情報
に更新した総合防災マップの作成を行い、住民に対し全戸配布を行う予定です。
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また、本市における自主防災組織の組織率は約 60％で、各地域では積極的に防災訓練が実施されています
が、
「顔の見える関係」を更に広げるため、地域の支援体制の整備に努めるとともに、新規自主防災組織の設
立を推進し、地域防災力の向上に努めます。
また、避難行動要支援者名簿につきましては、現在、地域への配布を順次行っています。
阪南市（危機管理課・市民福祉課）
平成 27 年度、風水害と地震を統合した阪南市総合防災マップを作成し、平成 28 年 4 月に全戸配布と、市ウ
ェブサイトへの掲載を行いました。また、平成 28 年 4 月より本市の防災拠点施設として、市役所に隣接した
防災コミュニティセンターの運用を開始し、防災関連グッズの展示、防災クイズ、防災フェア、防災訓練、防
災講演や講座などを実施する等、様々な啓発に取り組むとともに、地域での防災訓練や出前講座等を行ってお
ります。今後も、様々な取り組みにより、防災、減災対策を行ってまいります。
さらに、昨年度作成しました避難行動要支援者名簿の情報更新、地域への情報提供のための同意取得に取り
組み、支援体制の構築に努めてまいります。
田尻町
災害時の避難の流れや津波避難の心得等について田尻町津波ハザードマップに掲載し全戸配布することに
より周知を行っているものであり、本町全体の防災訓練（安否確認・避難訓練）を毎年 1 回実施することによ
り隣近所等のつながりを構築しております。また、前年度より避難行動要支援者、支援者の皆様においても個
別計画に基づき、避難訓練へ参加して頂いてます。
避難行動要支援者については、平成 27 年 1 月に田尻町避難行動要支援者支援プランを策定し、要支援者名
簿の整備、名簿活用の同意を経て、現在個別計画の策定に着手しております。
今後、要支援者全員の個別計画が策定できるよう、社会福祉協議会、民生委員、地域福祉委員、自主防災組
織等地域団体と協調して取り組んでまいります。
熊取町（危機管理課）
風水害や地震災害に関する情報を提供し、災害時の避難行動や事前の備えに役立てていただくために、「防
災マップ」を平成 27 年 5 月号広報と同時に全戸配布するとともに、
「地域防災計画」とあわせ町ホームページ
に掲載するなど、住民の皆様への周知徹底を図っているところです。
防災訓練については、結成率 97％となった自主防災組織の訓練に積極的に参画して地域の活動を支えると
ともに、2 年ごとに「総合防災訓練」を実施しており、平成 28 年 10 月 30 日には自主防災組織をはじめ、防
災関係機関等の相互連携のもと、各種訓練を実施したところです。
避難行動要支援者の名簿作成については、すでに避難行動要支援者同意者名簿を地域へ提供し、自治会など
地域住民の協力を得て、個別計画の策定を行っています。
岬町
災害時避難行動要支援については、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、避難支援等関係者に、平常時
から避難行動要支援者名簿を提供ができるなど、関係機関との連携を図り、災害時の安否確認、避難誘導など
の支援が適切に行えるよう支援体制の充実に努めてまいります。
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）
貝塚市
本市では、先述のタイムラインを普及することにより、住民の避難行動の支援を実施して参ります。
なお、森林の維持管理や治水整備については、大阪府が事業主体となりますことから、要望があったことを
大阪府に伝えます。
泉佐野市（市民協働課）
災害発生リスクの高い地域の住民と意見交換を行いながら、地域版ハザードマップ作りを行うなど、地域住
民の避難行動を支援する取り組みを行っております。土砂災害については、平成 24・25 年度、河川氾濫につ
いては今年度、マップ作成を行っております。
- 43 -

泉南市（危機管理課）
本年度、大阪府による土砂災害警戒区域等の指定が行われ、市民に対して公表が行われています。
今後は、土砂災害防止法に基づき、警戒避難体制の整備を行う必要があるため、地域住民と連携しながら、
地区版ハザードマップの作成等を行います。また、斜面の崩壊防止工事や治水施設の整備など、ハード対策に
ついては、大阪府に対し要望や協議等を行います。
阪南市（危機管理課・土木管理室）
本市におきましては、土砂災害警戒区域等を盛り込んだ、阪南市総合防災マップを平成 27 年度に作成し、
平成 28 年 4 月に全戸配布することに併せ、出前講座での配布や市ウェブサイトに掲載することで、市民の皆
さんへの周知及び啓発に取り組んでいるところです。
また、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につきましては、出来る
だけ早い段階で避難して頂けるよう、気象情報等の情報収集に努めるとともに、防災行政無線やエリアメール
及び広報車に加え大阪府防災情報システムや各種マスメディア等を利用し避難に関する情報発信に取り組ん
でおります。
集中豪雨や台風による被害防止対策としましては、市民への注意喚起及び事前に土のう等により対応してお
ります。今後につきましても、可能な限り水害発生を未然に防ぐよう対応してまいります。
田尻町
災害等の被害防止対策については、大阪府や近隣市町村と連携を図り体制強化に取り組んでまいります。
また、住民に対する災害に関する啓発活動を行うことにより、地域防災力の向上を図り、自主防災組織の活
動に対する支援について取り組んでまいります。
総合的な治水対策の観点から、河川及び雨水排水路の容量を拡大するなどの整備や下水道の逆流防止対策な
どのインフラ整備につきまして、本町の公共下水道計画は、全国的に「下水道施設計画・設計指針（日本下水
道協会発刊）により計画・事業実施しております。当設計指針では、5 年に 1 度の大雨（いわゆる 5 年確率）
から 10 年に 1 度の大雨（いわゆる 10 年確率）の範囲内で計画対象降雨を設定するよう規定されており、大阪
府内では 5 年確率で実施されている自治体もございますが本町では最大の 10 年確率降雨、1 時間雨量 55ｍｍ
を計画対象降雨としており、本町の雨水管やポンプ場などの施設につきましては、この降雨に対応できるよう
整備しております。今後、国基準である設計指針等の改正等があれば、近隣市町村の動向を見据えながら前向
きに検討・協議を図ってまいります。
熊取町
（水とみどり課）
過年度より大阪府と連携し、ため池等を活用した河川への流出抑制対策に取り組むとともに、2 級河川住吉
川の浸水想定箇所には大阪府に要望し、河川の水位をリアルタイムで監視できるように監視カメラを整備しま
した。また、浸水対策事業として、水路改修工事等についても随時取り組んでいます。
（危機管理課）
本町の土砂災害警戒区域等における住民の避難行動については、避難勧告等の判断・伝達マニュアルに基づ
き適切に支援してまいります。また、同マニュアルについては、国のガイドラインが改訂されたため、これを
踏まえた修正を適宜行う予定としております。
岬町
住民を対象に災害に対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災
害時の「自助」
「共助」を担う住民や自主防災組織の支援体制の整備に努めてまいります。
（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、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）
貝塚市
本市においては、公共交通機関での暴力行為の防止について、先般、貝塚警察署に駅でのパトロール体制の
強化について要請を行いました。また、今後、市民の啓発について努めて参ります。
なお、交通事業者が独自で行う防犯カメラの設置や警備員の配置などに対する支援措置については、現在の
ところ考えておりません。
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泉佐野市（市民協働課）
市民に対し、市の広報などを通じて、公共交通機関の利用に対するマナーなどの啓発活動を行ってまいりま
す。また、公共交通機関の事業者においては、独自で防犯対策を取られていることと思われますが、市では駅
周辺において防犯カメラを設置するなどの防犯対策を講じております。
泉南市（秘書広報課）
市内における防犯活動については、広報紙での啓発や官公庁連絡会等あらゆる機会を捉えて犯罪防止に努め
ます。警察機関との連携など、公共交通機関の事業者が独自で行う対策についても官公庁連絡会等において情
報提供・交換を積極的に行います。
阪南市（生活環境課）
現在、泉南警察署及び関係団体と連携し、街頭犯罪抑止に向けた啓発やパトロール等を行っており、今後も
犯罪抑止の取り組みを推進してまいります。
田尻町
本町では、駅前に 6 台の防犯カメラと高照度のＬＥＤ防犯灯を設置するなど、設備による犯罪防止対策を講
ずるととともに、地域団体で組織された『田尻町防犯連絡協議会』と連携して街頭啓発活動や駅周辺を含めた
夜間パトロールを実施するなど、防犯対策に努めております。
しかしながら、本町にある駅は無人駅となっており、駅構内での利用者の安全と利便性向上のため、駅員の
配備を鉄道会社に要望しております。
熊取町（危機管理課）
町内における防犯対策については、泉佐野警察署と連携し、町広報紙への記事掲載や街頭キャンペーン・ひ
ったくり防止カバーの取り付けなどを実施しているほか、ＪＲ熊取駅周辺に防犯カメラを設置しております。
今後とも、これらの取組みを推進していくとともに、泉佐野警察署をはじめとする関係機関と連携しながら、
公共交通機関への防犯対策としての啓発活動に努めてまいります。
岬町
駅構内や車内公共交通機関での防災対策・啓発活動については、公共交通機関事業者との連携により対策を
実施します。
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７．泉南地区協議会

独自要請

≪貝塚市≫
（1）公共交通機関への財政支援について ＜新規＞
市内公共交通機関（電車・バス等）の安定した運営を図るため、水間鉄道安全輸送整備費補助金・貝塚市福
祉型コミュニティーバス運行補助金の拡充措置を講ずること
（回答）
水間鉄道安全輸送整備費補助金については、国の地域公共交通確保維持改善事業に採択された事業に限り、
国補助金の範囲内で補助を行う予定です。
また、貝塚市福祉型コミュニティーバス運行補助金については、拡充措置は考えておりません。
≪泉佐野市≫
（1）災害対策について
熊本地震をはじめ最近日本各地で地震が頻繁に発生しており、地域住民及び地域企業への啓発、特に津波の
被害が想定される臨海地域への啓発及び緊急情報システムの構築が急務である。11 月 6 日を市民防災の日と位
置づけた「大防災訓練」での課題点の改善、また災害時の緊急放送の聞こえない・聞き取りにくい地域の改善
及び天候などによる聞き取りにくくなることへの対応策等整備を行うこと。
（回答）
（市民協働課）
津波被害が想定される区域の住民や企業への、啓発の取組を継続して行ってまいります。今年度はおおさか
880 万人訓練では企業が、大防災訓練では地域住民が参加して津波避難訓練を行いました。
大防災訓練の課題としましては、各自主防災組織が地域にあった取り組みがさらに行えるよう、訓練の提案
を行ってまいります。
防災行政無線の音声放送が聞き取りにくいなどの課題については、サイレンパターンの使い分けや、自動電
話応答システム、登録メール、地元ケーブルテレビ局の防災情報サービスなど、様々なメディアと連携し、補
足してまいります。
（2）自然環境の保全について
大阪府泉南地方の市町村は、和泉山脈という緑あふれる恵まれた自然環境にあります。自然環境保全、特に
森林保全は二酸化炭素の吸収源対策であり、地球温暖化対策としての重要な役割を担っています。公益財団法
人大阪みどりのトラスト協会が泉佐野市の稲倉池周辺に広がる約３０ｈａの森林で、緑の募金記念事業として
森林保全活動をされています。（いずみの森）
泉佐野市の自然環境保全のため、本活動への支援及び協力を行うこと。また、トラスト協会が実施されてい
る企業 CSR 活動支援事業等を地域企業等に周知すること。そして地域での環境教育を含め、自然環境保全を推
進すること。
（回答）
（農林水産課）
いずみの森は、平成 10 年に稲倉池周辺で保全活動をしております。市は、事業採択から、いずみの森ボラ
ンティア協議会の事務局として参画し、円滑に活動できるように運営面を支援してまいりました。
現在は、協議会の活動とは別に、複数の企業等がＣＳＲ活動として、森林整備やしいたけの植菌作業、自然
観察会等、多様な取り組みを展開しております。
今後はホームページ等を活用して、このような活動の普及に努めるとともに、森林が持つ公益的な役割や自
然環境の大切さを学ぶ機会を創出してまいります。
≪泉南市≫
（1）既存の地元企業への支援について
新規参入企業に対する優遇税制の制度は各自治体で設けられているが、既存地元企業に対する支援がないの
が現状である。早急に地元企業への支援体制を図ること。これに関しては、雇用・賃金水準の確保に向けられ
たものとして頂きたい。地元企業・行政も含めて、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
ることから非正規雇用労働者の劣悪な雇用条件に対する指導など市としても取組みを強化すること。
また、雇用の確保や定住者施策と合わせた就労支援とし、市よりも各企業に非正規雇用労働者を正規雇用労
働者に転換するシステムの構築を促し、その企業への減税措置等の支援を図ること。
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（回答）
（産業観光課）
地元企業への支援については、退職金共済事業、利子補給事業を通じて取組を継続し、他の支援については、
本市の財政状況を踏まえ検討を行います。
また、雇用労働者の雇用環境については、労働相談を通じてその改善に努めます。併せて、雇用の確保は、
定住促進施策の核となる施策であるため、定住促進担当部署との連携を深めて取組を進めます。
（2）交通安全対策

交差点事故の未然防止について

国道２６号線は泉南市を横断している主要道路であり、日々多くの車両が行き来している状況である。その
ため流入、流出に伴う交差点での事故の可能性も高くなっており、また現在では高齢者ドライバーの事故も増
えていることから、視覚的観点から信号機等を変更するなど、泉南地域全体的な交差点における安全対策を図
ること。
（回答）
（道路課）
国道の道路管理者及び泉南警察署と協議しながら、交差点での交通安全について検討します。また国道 26
号線一部区間では右直分離信号を導入するなど交通事故防止に向け対応を図っています。
≪田尻町≫
（1）安全安心な街づくりについて
南海本線吉見ノ里は、田尻町唯一の沿線駅であるが、吉見ノ里駅踏切より山側については、一定の道路拡幅
が行われ、歩道も設置されているものの踏切海側については、道路が狭い。子どもが事故・事件の被害者とな
らないように通学路の安全を確保するため、駅前広場整備と併せて、駅前周辺の再開発を実施するよう要望し
ます。また、駅利用者の利便性や安全対策だけでなく、踏切周辺の通学路の安全確保及び災害時の対応等のた
め、早期に吉見ノ里駅の無人化を解消するよう働きかけること。
（回答）
踏切周辺の安全確保としましては、平成 27 年度に吉見ノ里 1 号踏切道の和歌山側に歩道設置を行い踏切道
内の通学路の安全確保を行っております。
今後は、踏切海側の道路をはじめとする通学路対策や駅前広場の整備について、鉄道事業者及び各関係機関
と検討を進めてまいります。
吉見ノ里駅の無人化解消につきましては、鉄道事業者に対して、要望を行ってまいりましたが、今後におき
ましても引き続き解消に向けた活動を粘り強く行ってまいります。
（2）地方創生について
平成 28 年 3 月についくられた「田尻町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標達成のための施策につ
いて、鋭意施策を推進させると共に随時その効果の見直し・検証を行うこと。
（回答）
基本目標達成のための施策については、効果を検証できるよう施策に重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し、
また併せて改善を行う仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を導入しており、実施状況の検証・見直しを行ってまいり
ます。
≪岬町≫
（1）企業誘致対策の強化について
町民ひとり一人が生涯安心して働き、安定した生活を送ることができるよう、足腰の強い産業基盤を確立す
るため、企業誘致対策を強化すること。
（回答）
岬町企業誘致の優遇に関する条例が平成 29 年 2 月末日をもって失効することから、
「岬町企業立地促進条例」
を新たに制定しました。
産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、指定事業者に対し助成金の交付を行い、事業者の規模拡大を図
るとともに、町内事業者の求人情報を町のホームページに掲載しています。
また、起業・創業を支援するため、平成 29 年度からは起業・創業者への助成やビジネスプランコンテスト
を開催し、新たなビジネスチャンスの創出に努めてまいります。
以上
- 47 -

≪政策予算要請

用語集≫

雇用・労働施策・ＷＬＢ施策
＊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。
＊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。
＊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。
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経済・産業施策・中小企業施策
＊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」
＊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。
＊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。

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
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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。
＊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。
＊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。
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教育・人権・行財政改革施策
＊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。
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。
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＊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。
＊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。
＊大阪府自転車条例
自転車の安全で適正な利用を大阪府、府民、関係者が一丸となって促進するために制定された条例。施行日は
2016 年 4 月 1 日（保険に関する項目の規定は 2016 年 7 月 1 日施行）。
「自転車保険の加入義務化」や「交通安全教
育の充実」、
「自転車の安全利用」、
「交通ルール・マナーの向上」などが定められている。
＊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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