連合大阪泉州地区協議会 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）
高石市
本市におきましては、高石商工会議所、並びに池田泉州銀行との産業振興連携協力事業の一環として、大学
卒業予定者から概ね 34 歳までの若年求職者の方などを対象に求人求職のマッチングを促進し、市内企業の人
材確保及び雇用の創出を図る目的で、
「たかいし合同企業説明会」を平成 27 年度より実施しております。
また、女性の活躍推進につきましても、ハローワーク、大阪府等関係機関及び商工会議所連携のもと、高石
市、泉大津市、忠岡町の 2 市 1 町が中心となって実施している泉北就職情報フェア・合同就職面接会に併設し
て、女性企業家応援フェアを実施し、地域の就労支援に努めております。
和泉市
本市では「若者の雇用安定」として、平成 25 年度より若者支援セミナーを実施し、若年層の就労に至るま
での知識の習得、及び定着支援を実施しております。また、本市で開設している無料職業紹介センターにおい
て、求人開拓を実施する際、市内企業を訪問し魅力ある中小企業の発見に努めております。
「女性の活躍推進」におきましては、様々な研修会を実施するなどの就労支援を図っております。
介護・福祉分野におきましても、介護職員初任者研修講習会を実施するとともに、その後、就労状況確認を
行い、必要であれば就労サポートに努めております。
これらを踏まえ、処遇改善助成金等についても検討してまいります。
泉大津市
地方創生交付金事業を活用した就労支援については、国の動向を注視しつつ検討してまいります。
岸和田市
本市では、市内中小企業の人材確保と雇用創出を目的に合同企業説明会を開催し、新規学卒者を始めとする
若年層の定着支援に努めているところです。
また、事業の検証としては業績評価指標を設定し、ＰＤＣＡサイクルに基づく管理を行うこととしています。
引き続き、市内中小企業の魅力発信に取り組むとともに、求人・求職者のマッチングに努めてまいります。
介護・福祉分野の定着支援としましては、大阪府と連携し、関係機関や事業者とともに、人材の確保・定着
に関するセミナー等の支援に努めているところです。
また、介護職員処遇改善につきましても、国に要望してまいります。
忠岡町
本町における地方創生推進交付金活用事業は、忠岡町商工会が主体となって参入事業者や大学等の関係機関
と共に調査研究を行い魅力的な新製品の開発と販路開拓に邁進する「忠岡町ブランド創生事業」が採択され、
平成 30 年度まで実施いたしますが、本町が推奨する「ブランド品」として長期にわたって継承可能な製品と
なるよう、また、関西空港等を経由して早期に全国展開していけるよう、その経緯を確認し適宜行政の立場か
ら支援してまいります。新商品の実現と製品化の拡大により「若者」
「女性」の雇用に繋がり、忠岡町そのも
ののＰＲにも大きく反映すると考えております。
また、処遇改善施策の一環として、本町では在住者を新たに正規雇用する事業者に補助金を給付する事業を
今年度から実施しており、これまでに申請のあった町内 3 事業者(町在住者計 4 名を正規雇用・介護事業所を
含む)に対し補助金を給付しました。
次年度以降も町広報やＨＰを通じ事業周知を適切に実施して参ります。
（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。
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（回答）
高石市
大阪府等関係機関と連携を図り、取り組んでまいります。
和泉市
本市では、和泉商工会議所と連携し、「中小企業総合力アップ支援事業」と称し、中小企業の指導者や従業
員の育成等を目的としたセミナーを開催しております。また、ものづくりＮｏ.1 プロジェクトにおいて、市
内のものづくり企業が魅力的な技術・商品を開発し事業化することで、市域全体の産業振興に資することを目
的に、大阪府立大学や大阪府立産業技術総合研究所等との連携を活かし、市内ものづくり企業のニーズ・課題
等を把握や、後継者を含めた人材育成の支援をしております。
さらに、中小企業振興対策補助金制度にて企業の成長・発展に必要な人材育成、工業所有権取得、研究・開
発に要する費用の一部を支援しております。
泉大津市
「カイゼンスクール」の設置及び「ものづくりマイスター」の養成については、本市ものづくり企業におけ
る需要の把握、費用対効果等を含め、先行する取組みを見極めながら、情報収集を進めてまいります。
後継者育成については、地域産業関連団体等が実施する人材の育成・確保などの取組みに対しての支援を行
っており、引き続き効果的な取組み等への支援を実施いたします。
岸和田市
市・岸和田商工会議所・近畿職業能力開発大学校・大阪府立産業技術総合研究所で組織している｢産学官交
流プラザきしわだ｣において、各支援機関が行っている中小企業の人材育成等の支援策を共有・発信していま
す。
また、本市では平成 28 年 8 月より、岸和田市企業経営支援事業補助金の中に「産業人材スキルアップ事業」
を創設し、近畿職業能力開発大学校をはじめ、公的機関が実施する技術力の向上を目的とした研修を中小企業
の従業員が受講する際の受講料と、中小企業が公的機関から講師の派遣を受けて同研修を実施する際の講師料
等の補助を行っております。引き続き、各支援機関と連携し、人材育成に努めてまいります。
忠岡町
本町では、町内中小企業の基盤強化や技術継承の一助となるよう、今年度から、町在住者や在勤者が就労に
適した技能や資格を習得した際、経費の一部を補助する忠岡町レベルアップ支援事業を実施しております。ま
た、定年等により既に離職され方々の中には、これまでの伝統地場産業の中で培われてきたマイスター的な技
術保持者が存在し、その方達による継承技術と新しい技術の合流等により新たな「ものづくり」が進展するこ
とも考えられることから、人づくりの「場」の提供についても検討して参ります。
（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）
高石市
本市におきましては、就労支援事業の強化につきましては、就労支援センターの充実を図るとともに、ハロ
ーワーク等関係機関と連携を密に取り組んでいるところでございます。
いろいろな課題を克服するために、近隣市町（泉大津市、忠岡町）等との連携により泉北就職情報フェア・
合同就職面接会を実施し、企業と求職者との面接コーナーに加え、職業適性診断、障がい者職業相談、若年者
就労支援相談、シルバー人材センターのコーナー等設け、就職困難者の就労に向けた取り組みを実施しており
ます。
さらに、高石商工会議所、並びに池田泉州銀行との産業振興連携協力事業の一環として、大学卒業予定者か
ら概ね 34 歳までの若年求職者を対象に、求人求職のマッチングを促進し、市内企業の人材確保及び雇用の創
出を図る趣旨のもと、たかいし合同企業説明会を平成 27 年度より実施しており、ネットワーク事業の拡充に
努めております。
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和泉市
本市では、無料職業紹介センターを開設し、主に就職困難者等として障がいのある人・ひとり親家庭の親・
中高年齢者・若年無業者の就労を支援しており、大阪府下他市町村の就労支援状況を把握することで、今後本
市としてどのような施策を実施していくべきかを検証し、併せて「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」
との連携を密に行うことで、より一層の地域就労支援事業の強化に努めてまいります。
また、「地域労働ネットワーク」を用い、大阪府・泉大津市・高石市・忠岡町と連携し、女性の就労を応援
するセミナーの開催を予定しており、今後、更なる有機的な連携を行うことで、就労支援ならびにネットワー
ク事業拡充に努めてまいります。
泉大津市
就職困難者に対する就労支援については、地域の関係機関との連携のもと、「大阪府・市町村就労支援事業
推進協議会」や「地域労働ネットワーク推進会議」を活用するなど、事業の強化並びに支援の拡充に努めてま
いります。
岸和田市
本市、地域就労支援センターでは、関係機関と連携を図りながら、就職困難者への相談事業や職業能力開発
事業、雇用・就労支援事業等を進めてきたところです。
今後も「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」を始めとする会議体を活用し、他の先進地における好事
例を参考とするほか、長年にわたり培われた阪南地域労働ネットワークにおける有機的連携を深め、地域に合
ったきめ細やかな課題対応に努めてまいります。
忠岡町
本町の人口は 1 万 7 千人程度であり、高校や専門学校、大学等の教育機関が皆無であることから就労相談や
支援件数は近隣市と比較しても非常に少なく、その実績は見劣りするように見受けられることもありますが、
近隣 2 市と協同で就職情報フェアを毎年開催しております。
また、本町独自の就労支援事業としては、秘書検定や医療事務、簿記 3 級などの講座を忠岡町商工会により
開設し、参加者には再就職を希望する女性の参加が多く、受講後には資格試験にチャレンジする等、ステップ
アップに繋がり定評を得ております。
また、若者含め、障がい者やひとり親家庭の保護者、中高年齢者の就活の状況には個人差があることから、
状況に応じて就労コーディネーターと生活困窮者の自立支援担当が共に対応していけるよう庁内主管課で連
絡調整するとともに、求人の速報等については所管のハローワーク等やネット情報を案内し、本人の意思に沿
った相談となるよう今後も尽力して参ります。
（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）
高石市
本市の生活困窮者自立支援事業の相談体制は、高石市社会福祉協議会に相談業務を委託しており、社会福祉
協議会に生活困窮者相談窓口を設け、主任相談員、相談支援員各 1 名を配置しています。また、就労支援員 1
名を市社会福祉課に配置（生活保護受給者の就労支援業務と兼務）して就労支援にあたり、支援については関
係各課や関係機関が連携して行なっています。従いまして、相談員、支援員の配置については配置基準を充た
しています。
就労訓練事業につきましては、該当する相談者が生活困窮者自立支援事業の開始時から無いことから、現況
でこの部門について予算化することは難しい状況です。該当する方があれば、市内福祉団体の協力を得て、関
連作業所や大阪府並びにハローワークなどが実施している事業への参加を案内することとしています。
和泉市
生活困窮者自立支援については、主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員を配置し、生活困窮者に対す
る相談支援及び就労支援を行っています。
生活困窮者自立支援を効果的に実施するために大阪府などが開催する研修会へ参加することにより、アセス
メントなどのスキルアップを図っています。
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また、各種相談事業及び就労支援事業等を所管する関係部署・関係機関・関係団体で構成する生活困窮者自
立支援連絡会議を定期的に開催し、連携体制の強化や社会資源の共有を図ることで、相談支援体制の充実に取
り組んでいます。また、生活困窮者就労準備支援事業として就労体験事業を実施し、幅広い就労支援に関する
体制構築に取り組んでいるところです。
泉大津市
対象者の方々へ適切な支援を早期に進めていく上では、的確なアセスメントを行なうため支援員のより一層
のスキル向上や、支援員の適正な配置が必要と考えております。
また、生活困窮者自立支援における出口対策の充実の必要性も認識しており、生活困窮者の能力や適性に応
じた柔軟かつ個別的な支援実施を可能とする事業の導入について検討しております。
岸和田市
相談体制の構築については、庁内関係課（約 20 課）や外部関係団体に対して事業説明会や意見交換等を行
い、連携を図っています。
また、支援員の適正配置については、相談者数の増減や相談内容を見ながら適正配置に努めていきます。
就労訓練事業については、平成 28 年 10 月に岸和田市内では、5 つの事業所が就労訓練事業所として大阪府
より認定を受け、生活困窮者を受け入れ、就労訓練を始めています。
忠岡町
郡部の生活困窮者自立支援事業については、大阪府の各子ども家庭センターにおいて実施することとなって
います。しかしながら、住民の生活支援と密接に関係することから、所轄の岸和田子ども家庭センターを中心
に社会福祉協議会や町などと関係機関のネットワークを構築し、生活困窮者の早期発見・把握、一次窓口とし
ての機能と自立相談支援事業等へのつなぎなどを通じて地域づくりに寄与して参ります。また、相談支援員の
増員について、大阪府に要望して参ります。
また、毎年、継続実施している地域就労支援事業では、ＰＣ操作、秘書検定、医療事務、簿記 3 級等の集中
講座を開設してきており、参加者はテキスト費用程度の出費でおさまるよう予算措置しているところです。再
就職を希望する女性の参加が多く好評であることから、今後も引き続き実施して参ります。
（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）
高石市
大阪府や大阪労働局等と連携を図り、周知に努めてまいります。また、働いている女性やこれから働こうと
している女性を応援することを目的とした、労働相談会とセミナーを泉北地域で実施する予定です。
和泉市
本市では、大阪府社会保険労務士会より社会保険労務士を招き、労働相談業務を実施し、労使間での各種労
働問題について支援を行っております。
同時に大阪府総合労働事務所南大阪センターをはじめとした関係機関と連携をはかることで、様々な労使問
題に関する相談機関や相談事例を市民の方へ提供しております。
今後も職場での「いじめ・嫌がらせ」等のハラスメントに対して、泉大津労働基準監督署をはじめとした関
係機関と連携し、更なる労働相談体制の充実をはかってまいります。
泉大津市
労働法制の周知・徹底については、労働基準監督署と連携して啓発に努めてまいります。また、個別労使紛
争の対策として、泉大津地区労働組合連絡協議会と連携を行い、労働問題推進対策協議会を立ち上げており、
労働相談体制の充実を図っています。
岸和田市
本市では、関係機関と連携し、頻繁に改正される労働法制や制度の周知・啓発のため、労働問題に関するセ
ミナーや講座を例年開催し、多くの方々にご参加いただいております。
今後も、時世に合ったタイムリーな講座を催し、労使紛争の未然防止に努めてまいります。
また、多様化する相談に対しては、弁護士による労働法律相談を実施するほか、専門知識を有する相談機関
との連携を強化し、労働相談体制の充実を図ってまいります。
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忠岡町
「職場のいじめ・嫌がらせ」等のハラスメント対策としては、社会保険労務士による「労働相談」を継続実
施するとともに、基本的な就業規則や労働契約の解説、各種ハラスメントに関する対応やトラブルの相談先を
掲載されている「働く若者のハンドブック(監修：大阪府総合労働事務所)を本町域内の事業者に正規雇用され
た新規学卒者へ、また、成人式では、男性も女性の労働環境を理解し意識向上していけるよう、新成人となっ
た方達に「女性のための働くルールブック(監修：大阪府総合労働事務所)」等を配布することにより、性差に
関らず基本的な労働法制全般の知識を習得する機会を推進するため、毎年の庁内各種式典やイベント等を活用
し、効率的な周知となるよう徹底して参ります。
（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）
高石市
大阪府総合労働事務所や労働基準監督署等と連携を図り、取り組んでまいります。
和泉市
ブラック企業やブラックバイト等の労働基準法に反する企業への対策として、大阪労働局と連携することで
情報共有をはかり、本市で開設している無料職業紹介センターでの求人開拓時に、労働基準法に反する求人が
ある場合には、適宜注意・指導を行っております。
今後も、大阪労働局をはじめとした関係機関と連携し、適切かつ厳しい対応を講じてまいります。
泉大津市
労働基準監督署と連携し、適切な指導を行ってまいります。
岸和田市
近年、社会問題化している、いわゆる「ブラック企業」等に関する相談者については、大阪労働局を始めと
する監督機関と連携し、適切に対応するほか、新規開業企業経営者に対しても相談機関を適宜周知することで、
労働紛争の未然防止に努めてまいります。
忠岡町
毎月の町広報紙には、社会保険労務士による「労働相談」を案内しておりますが、
「残業代が支払われない」
「退職を強要される」
「商品弁償代を給料天引きされる」等、ブラック企業やブラックバイト先で起こり得る
事例を見出し掲示し、相談しやすくなるよう案内しているところです。今後は「雇用労働相談センター」等の
活用についても周知するとともに、悪質なケースについては労働基準監督署等の指導を受け、然るべき処分を
講じることも対策として視野に入れるよう対策強化に努めて参ります。
（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）
高石市
仕事と生活の調和推進に向けた取り組みは、子育て期、中高年期といった各段階に応じて多様な生き方を選
択・実現できる社会を築いて行くために必要なものと考えており、公共機関窓口にパンフレット等を配架し、
周知を図っております。また、子育てをしながら就職を希望している方、子育てのため仕事にブランクのある
方などに対しては、ハローワークのマザーズコーナーに誘導しております。
和泉市
本市では、女性の就労支援として女性の起業セミナーやマザーズセミナーを実施しています。
また、大阪府・泉大津市・高石市・忠岡町と連携し、働く女性を応援するセミナーの実施を予定しておりま
す。
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その他、職業能力開発事業として今後より一層ニーズが高くなり、女性が活躍できると予想される介護職員
初任者研修の講習会を実施しました。
今後は、次世代育成支援対策推進法や女性活躍推進法を推し進めると同時に、市内企業に対してもこれら法
律の周知をはかってまいります。
泉大津市
女性の活躍推進については、働きたいと思っている女性が抱えている育児や介護等に関する課題の解消と、
家庭と仕事の両立が可能となる働く場所の提供を関係機関等と連携し、女性の就業支援の推進や就業率の向上
に努めてまいります。
岸和田市
本市では、資格取得講座を開催し、就業支援に取り組んでいるところです。引き続き、ニーズに合った講座
を開催することで、支援の充実を図ってまいります。
また、固定的な性別役割分担意識の解消に努め、男女ともに仕事と生活の調和が図られるよう、市内事業所
に対しては、商工会議所等を通じて働きかけるとともに、広く市民に対しても啓発に努めてまいります。同時
に、
「イクボス」等、特に男性の意識改革を促す取り組みについて、周知を図ります。
ひとり親家庭につきましては、自立相談員を配置し、ハローワークと連携した就業支援や就職・キャリアア
ップのための自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等の支援を行っており、今後も、事業の継続
に努めてまいります。
忠岡町
女性の就業継続に向けたスキルアップ等については、再就職を希望する女性の参加が多い「地域就労支援事
業(秘書検定や医療事務、簿記 3 級などの資格取得講座)」を継続するとともに、近隣 2 市と共に開催する「就
職情報フェア」では、数年前から女性起業家によるトークショーや実演販売等を行う「女性起業家応援フェア」
を併催し、子育て中の女性の活躍や自宅起業の手法を見聞する場として好評を得ております。

２．経済・産業・中小企業施策（５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）
高石市
泉州地域 9 市 4 町において、泉州観光プロモーション推進協議会（事務局：堺市）を設立し、観光産業の活
性化と集客力向上に向け、新関空国際空港株式会社と一体となって地域資源や特性を活かした関空イン・関空
アウトのインバウンドによる観光振興及び泉州地域のプロモーションを推進しながら、関西国際空港や泉州地
域の活性化、国内外における泉州ブランドの確立に取り組んでいます。
当協議会において関空イン・関空アウトのインバウンドによる泉州地域の観光振興に係る企画の立案及び連
絡調整に関する事業、泉州地域のプロモーションに関する事業、泉州地域の魅力に係る情報発信に関する事業
なども行っています。
多言語表記の対応などは、観光ＭＡＰを最新の情報に更新するなど、国内外の観光客のニーズに応えた国際
都市大阪に向けて取組みを進めているところでございます。
外国人向け府域Ｗｉ-Ｆｉの環境設備につきましては、駅前複合施設アプラたかいしや高石市役所本庁に整
備しました。宿泊施設や大型観光バス駐車場の整備、マナー向上の啓発活動につきましても、今後とも大阪観
光局や泉州観光プロモーション推進協議会と連携・研究してまいります。
和泉市
堺市以南泉州 9 市 4 町で構成されている「泉州観光プロモーション推進協議会」において外国語対応のパン
フレット作成や事業者向けの受入環境セミナーをはじめとした誘客促進の取り組みをすすめています。
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和泉市においては、いずみの国観光おもてなし処（和泉府中）にＯＳＡＫＡ ＦｒｅｅＷｉ-Ｆｉを設置して
いる他、平成 28 年 2 月に策定しました「和泉市観光振興戦略プラン」の「外国人向け誘客策」に基づき、平
成 28 年度には和泉市観光情報サイトをリニューアルし、英語、中国語（繁体字・簡体字）、ハングルに対応い
たしました。
今後、訪日外国人観光客を含めた更なる来訪促進に向け、取り組みをすすめてまいります。
泉大津市
9 市 4 町で構成される「泉州観光プロモーション推進協議会」に参画し、インバウンド対策として「受入環
境整備」等の施策を行っているところですが、今後も大阪府や経済団体とより一層の連携の強化を図るなど、
施策の拡充を図ります。
岸和田市
堺市から岬町までの泉州地域の 9 市 4 町が一体となり、インバウンド観光を推進するために設置された「泉
州観光プロモーション推進協議会」において、プロモーション事業や情報発信事業、受入れ環境事業の推進や
官民連携を図っていくことにより、引き続き取り組んでまいります。
忠岡町
本町域内では、宿泊施設や外国人向けの観光スポットが乏しいことから、Ｗｉ-Ｆｉ環境や多言語ガイド等
の活用は積極的には進めておりませんが、店舗等からの要望があれば、一昨年に作成した「泉州観光プロモー
ション推進協議会」による関空利用客向け会話テキストや調理・材料のＱＡ、滞在マナーをまとめた冊子のデ
ータを用いて再編し提供することは可能であると考えております。
また、同推進協議会で行う現地プロモーションや海外ブロガー等の受け入れ事業、また泉州国際マラソンで
のＰＲ事業を通じて、本町のＰＲや物産にも触れていただき、友好的な交流が育まれていくなかで日本の習慣
等を深く理解いただくことが大切であると考えております。
（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）
高石市
大阪府等関係機関と連携を図ってまいります。
和泉市
本市では、和泉市産業振興プラザを支援拠点とし、市内中小企業の販路拡大や人材育成等の支援、大阪府立
大学等との連携を活かし、ものづくり企業への技術開発支援や補助金等の支援を行う「ものづくりＮｏ．1 事
業」等、ものづくり企業に対し、様々な支援事業を行っております。このような事業を、ＭＯＢＩＯ等様々な
機関と連携し、事業内容に対する意見交換や、中小企業への事業ＰＲを行っております。
また、前述のものづくりＮｏ．1 事業において、ものづくり企業が大阪府立大学や大阪府立産業技術総合研
究所等と、新技術、新製品の共同研究開発を行った場合に、一部費用を補助する「ものづくり技術・商品開発
事業補助金」など、ものづくり企業への支援を行っております。
泉大津市
中小企業の経営基盤を強化し、ものづくりの維持・強化と雇用を確保するため、地域産業関連団体等による
販路の開拓をはじめ、新商品・新技術の開発、人材の育成・確保などの取組に対しての支援を行っているとこ
ろですが、今後、ＭＯＢＩＯの活用や連携を視野に入れ、大阪府をはじめ、地域産業界や商工会議所等と意見
交換を行い、中小企業の支援について調査研究してまいります。
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
業などの発掘に努め、支援についても検討してまいります。
岸和田市
市・岸和田商工会議所・近畿職業能力開発大学校・大阪府立産業技術総合研究所で組織している｢産学官交
流プラザきしわだ｣において、各支援機関が行っている中小企業の技術開発・人材育成の支援策を共有・発信
しています。
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また、本市では、新製品・新技術の開発・新分野への事業進出、販路の開拓等の経営力の向上に資する事業
において補助を行うとともに、大阪府よろず支援拠点と合同で、無料経営相談会を実施しています。
なお、ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）の有効活用も含め、中小企業の基盤強化に努めてま
いります。
また、独自の固有技術を有する企業については、岸和田商工会議所とも連携しながらＰＲに努めてまいりま
す。
忠岡町
ビジネスとのマッチングやイノベーションネットワーク事業を展開し、ものづくりの拠点である「ＭＯＢＩ
Ｏ」の活用についてはその周知を徹底し、忠岡町商工会を通じてより効果的な事業展開に繋がるよう今後も支
援して参ります。また、
「地元で大切にしたい会社」については、その存在有無を確認するためには、社会福
祉への貢献内容等を掌握する調査が必要と考えております。そのための適切な手法を模索し、その上で、魅力
ある企業への支援策についても検討して参ります。
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）
高石市
国・府等関係機関と連携を図ってまいります。
和泉市
本市では、補助金等の様々な中小企業支援施策において、近畿経済産業局と連携し事業を行っておりますが、
現状ではＴＰＰの「完全累積制度」については、連携を予定しておりません。
しかしながら、商工会議所等の関係団体と連携し、中小企業に対して、国等の支援制度の周知や、経営支援
事業を行っております。
泉大津市
ＴＰＰについては、今後の動向を見極めながら、近畿経済産業局をはじめとする関係団体と連携を図り、市
内中小企業への支援体制等の整備について検討してまいります。
岸和田市
近畿経済産業局及び日本貿易振興機構等の関係機関とも連携しながら、支援体制の構築に努めてまいりま
す。
忠岡町
ＴＰＰ参加国間では、ＴＰＰ域内で完全生産された産品や域外から輸入した材料を用いて生産した産品につ
いては、付加価値や加工度等に係る基準を満たした場合、原産品として扱われ関税撤廃・削減の対象となると
ともに、ＴＰＰ域外の他国で生産された産品が不当に恩恵を受けることを防ぐための「原産地規則」が定めら
れています。
本町における中小企業の製造業は、繊維、金属、各種部品など多種多様にあると考えられることから、部品
自体が原産地規則を満たしていなくてもＴＰＰ域内国で当該部品に加えられた付加価値や加工の足し上げが
認められる「完全累積制度」を活用できることから、各事業者がそのための詳細な情報を入手できるよう、近
畿経済産業局及び大阪府関連部局からの連絡を掌握し、忠岡町商工会を通じて情報発信していけるよう、引き
続き体制を強化して参ります。
③中小・地場企業への融資制度の拡充について

＜継続＞

中小・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）
高石市
大阪府等関係機関と連携を図ってまいります。
また、中小企業振興支援施策として大阪府制度融資等を利用している事業者に対し、利子補給金交付制度を
実施しており、今後も本制度を実施してまいりたいと考えております。
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和泉市
和泉市中小企業融資制度は、平成 26 年 4 月より融資限度額の増額、融資期間の延長、受付窓口を金融機関
へ変更するなどし、従前よりも事業者の方にとって利用しやすい内容に変更しております。
本市では今後も引き続き、市内の中小企業を支援するため、企業融資対策事業の拡充・改善を研究してまい
ります。
泉大津市
本市独自の制度融資はございませんが、地域の経済状況を鑑み、本市で実施している中小企業事業資金利子
補給制度の対象となる制度融資の拡充及び対象期間の延伸を実施しております。
岸和田市
本市では、
「岸和田市中小企業サポート融資」を創設し、低利な利率を設定しています。
また、本融資の借入者に対し、利子及び信用保証料の補給を実施しています。
平成 25 年度より、日本政策金融公庫のマル経融資（小規模事業者経営改善資金）利用者に対する利子補給
制度を新たに創設し、更なる中小企業支援に取り組んでいます。
今後も、実行性のある制度の検討を進めるとともに、周知をはかり、数多くある応援資金メニューを活用し
ながら、利用者の相談内容に見合った制度案内について、丁寧な対応に努めてまいります。
忠岡町
町内の中小企業が公庫や府の制度融資を受けた場合に発生する利子を補助する「中小企業振興資金利子補給
制度」や、町内で事業所を置く創業者に対して補助する「起業・創業支援補助金」を軸に、中小企業庁の「セ
ーフティネット保証制度」の融資申請に必要な首長認定を行うなど、地場産業の経営基盤強化や開業支援に向
けた施策を継続しているところです。
また、更なる技術躍進や伝統的事業の継続のため、町在勤者が国家試験や資格取得の際に要した経費の一部
を補助するレベルアップ支援制度も利用いただく等、効果的な支援を今後も継続して参ります。

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）
高石市
大阪労働局や労働基準監督署と連携を図ってまいります。
和泉市
平成 28 年 10 月 1 日に引上げられた大阪府最低賃金の案内を、庁内スクリーンや電光掲示板等で周知し、無
料職業紹介センター業務にて求人開拓を行う際には、市内事業所に対し周知を徹底してまいりました。
今後も、大阪労働局や大阪府と連携し、様々な施策の検討・充実をはかってまいります。
泉大津市
中小企業への効果的な支援施策の充実をはかるため、最低賃金の引上げに向け、大阪労働局や大阪府と連携
し、大阪がけん引役を果たせるよう努めてまいります。
岸和田市
安定した賃金の確保と公正な処遇による雇用がなされるよう、関係機関と連携し周知・啓発を図るとともに、
中小企業に対し、経営相談や支援制度の定期的な情報発信を行うことで経営基盤の強化を図り、もって従業員
の賃金の改善に資するよう努めてまいります。
忠岡町
毎年 10 月 1 日付けで改正される大阪府最低賃金については、当月広報紙に掲載するとともに、順次に発表
される産業別最低賃金についても可能な限り直近の広報紙及びＨＰに掲載しております。管轄のハローワーク
から発行される求人情報冊子の時給を確認し、求職者が安心して就活できるよう努めて参ります。
（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、
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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）
高石市
庁舎清掃管理業務委託について、価格評価、技術的評価（研修体制、履行体制、品質保証）、公共性評価（障
害者雇用、子育て等支援・男女共同参画、環境配慮）の 3 項目による総合評価競争入札を実施しています。
公契約条例等については、今後も引き続き調査研究してまいります。
和泉市
建設工事については、平成 22 年度から総合評価落札方式を導入しており、現在までに 12 案件で採用してお
ります。公契約条例については、労働者の最低賃金や労働条件等については独自に一自治体が定めるものでは
なく、国全体の政策として実施しなければ効果が得にくいと考えており、現時点におきましては、国による公
契約法の制定による解決が最も妥当であると考えます。
泉大津市
本市におきましては、総合評価入札制度を既に導入しております。
また、公契約条例につきましては制定しておりませんが、契約書の約款に、請負者の法令上の責任として労
働基準法や最低賃金法をはじめとする法令を遵守するよう明記しています。
関係事業団体との研究会等の設置につきましては、国や他自治体等の動向を今後も見極めてまいりたいと考
えております。
岸和田市
平成 20 年度より、就職困難者や障害者の雇用拡大を図るべく、市庁舎清掃警備等管理業務委託において、
総合評価入札制度を実施しております。
公契約条例に関しましては、公共工事に従事する労働者の、適正な労働条件の確保を図ることを念頭に置き、
社会情勢等の動向を注視してまいります。
公共サービス基本条例に関しましては、法の趣旨を的確に捉え、良質な公共サービスの提供や労働環境の整
備に努めてまいります。
忠岡町
総合評価入札制度は、価格と品質が総合的に優れた調達を実施するための入札方式であり、価格のみならず
技術的能力を有する事業者が競争に参加することで、品質の向上やダンピングの防止等といった観点からする
と有効な入札制度であると認識していますが、本町のような小規模な自治体では、発注件数も少ないことから
総合評価入札制度を導入するには難しいところがあると思慮するところであります。
また、公共工事等に従事する労働者の良好な労働条件等の確保を目的とされる公契約条例については、先進
で取り組んでいる団体や府下市町村の状況等を調査・研究をして参ります。
（4）下請取引適正化の推進について

＜継続＞

中小企業の拠り所となる下請けかけこみ寺の相談件数が依然高い状況にある。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）
高石市
大阪府等関係機関と連携を図り、適正化に努めてまいります。
和泉市
下請代金支払遅延防止法及び下請中小企業振興法の下請二法については、その取締りの第一義的な責任は、
国の機関である中小企業庁等でありますが、本市においても、適宜周知していきたいと考えております。
泉大津市
入札参加業者につきましては、
「公正な入札及び工事等の適正な施工について」という文書により下請代金
支払いの適正化・建設労働者の適切な賃金支払いを指導するとともに、落札業者に対しては、文書により下請
や労働者に対する適切な契約・支払いの遵守等の指導を引き続き今後も行ってまいりたいと考えております。
岸和田市
現在、市発注工事において、受注者には下請工事がある場合は、市に下請承認願を提出し、市の承認を得る
こととしています。
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また、下請業者とは、書面による契約書を交わすよう指導するとともに、その写しの提出を求めています。
下請二法や下請ガイドライン等に関連しての中小企業者の相談や支援につきましては、近畿経済産業局や
（財）大阪産業振興機構と連携を密にし、対応することに努めます。
忠岡町
下請中小企業の経営基盤の強化を図っていく中で下請取引の適正化を実現するために、中小企業の動向並び
に雇用情勢等について今後においても忠岡町商工会と連携を密にし、情報交換等を行い下請けガイドライン等
においても普及、啓発に努めて参ります。
また、中小企業の動向並びに雇用状況等については、ハローワーク及び忠岡町商工会を通じて情報交換を随
時行っておりますが、労働者の労働条件改善のためには下請二法や下請ガイドライン等に則した公正な取引に
おける事業展開であることが必須となるため、適正な下請取引となるよう町広報紙やＨＰ及び商工会会報等に
より十分に啓発し、必要であれば労働基準監督署の指導を受ける等、適切に連携して参ります。
（5）非常時における事業継続計画（ＢＣＰ）について

＜継続＞

業務継続計画（ＢＣＰ）未策定の市町村は、早急に策定すること。また標記計画の中小企業への普及率がま
だまだ低い状況にあることから、専門アドバイザーの配置や中小企業の訪問などを通じて、きめ細かな計画策
定を支援すること。
（回答）
高石市
大阪府等関係機関と連携を図り、周知に努めてまいります。
市のＢＣＰについては、策定に向け審議検討中です。
和泉市
市の事業継続計画（ＢＣＰ）については、平成 27 年 4 月に「地震災害編」、
「新型インフルエンザ等編」の
2 編を作成いたしました。
小中企業への事業継続計画策定につきましては、ご相談に応じながら策定に向けた支援を実施してまいりま
す。
泉大津市
大規模な地震の発生時に、市民の生命と財産を守り、市民生活への影響を最小限とするため、昨年 2 月に「泉
大津市業務継続計画」を策定しています。
また、中小企業等が策定する事業継続計画（ＢＣＰ）につきましては、中小企業における計画策定のための
セミナーを開催している商工会議所等と連携し、計画策定のための支援を行ってまいります。
岸和田市
本市の業務継続計画（ＢＣＰ）については現在策定中で、今年度、完成予定です。
また、中小企業でのＢＣＰ対策の必要性については、岸和田商工会議所と連携を図りながら、中小企業事業
主に広く周知するよう働きかけてまいります。
忠岡町
災害時にあっても停止することができない業務が適切に継続できるような業務継続計画の重要性は認識し
ておるところであり、今後策定に向けての検討をして参ります。
また、町域内の中小企業におけるＢＣＰは、災害による被災状況やウィルス等の感染症、事故やテロ等の不
測の事態に陥った際に、人命や事業資産を守り被害を最小限に抑え、早期復旧を可能とするために平時から確
認した手法で会社を存続するための「事業計画」となる必要があるため、一般の防災計画とは異なり、顧客管
理や在庫管理、生産ラインや人員の組み換え等、事業継続のためのあらゆる事項について各事業の実態に沿っ
た合理的で即効性に長けた内容となることが求められます。
代表者が従業員とともに検討して計画することが望まれるため、対策の内容や問題点の定期チェック等に取
り組むよう、忠岡町商工会を通じ適切に周知して参ります。
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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）
高石市
在宅にむけての地域における生活支援、介護予防、健康増進の推進にむけて、支援者の育成や若年層への働
きかけを被用者保険加入者をはじめとする住民に行うことが重要だと考えており、積極的な対応を進めてまい
ります。
和泉市
今年度、本市の事業において、在宅医療介護連携推進審議会を設置し、その会議の中で地域医療構想に関し
て保健所からの説明・報告を伺っています。また、泉州医療懇話会に 2 回出席し、アンケート等で市の考えや
課題等を伝える場も設けられ、この会議から調整会議への提言を行っていく旨の説明もありましたことから、
他の委員の方々の意見もふまえまして参画していきたいと考えています。
泉大津市
医療圏単位で大阪府が開催している地域医療構想調整会議（保健医療協議会）には、本市も委員として参加
しており、協議内容や取り組み状況の把握に努めています。今後も会議の場などで、本市の意見等を示してま
いります。
また、地域包括ケアシステム構築に向け多様な立場と考え方をもつ住民・専門家・事業者などの意見を反映
させるため、地域の課題を抽出し必要なサービスを検討する地域住民主体のワークショップや、医療・介護の
関係機関と協働での事業展開も図っているところです。
岸和田市
地域医療構想につきましては、医療・介護連携の強化を推進するとともに、定期的に開催している在宅医療
介護連携拠点会議を中心に、検討していきます。
具体的には、高齢者の在宅療養生活を支えるため、地域ケア会議等で、多職種（医療、福祉関係者等）が必
要に応じて情報共有し、それぞれの役割や機能を生かして、連携強化を図ります。
また、医療・介護関係者の資質向上のための研修会の実施や、在宅診療の充実を図るため、医師会、歯科医
師会、薬剤師会と連携し、地域住民に対する訪問医や認知症専門医など、地域の医療情報の周知に取り組んで
いきます。
忠岡町
平成 28 年 3 月に策定された大阪府地域医療構想において、大阪府保健医療計画に基づく二次医療圏域内に
おける保健医療施策及びそれに関連する事項について、地域保健医療の推進向上を図ることを目的として、在
宅医療懇話会が設置され、保健医療関係者等が意見交換、懇談等を行い、関係者の間で情報を共有や意見を収
集し、その意見を必要に応じ医療圏域内に設置された大阪府保健医療協議会へ具申して参ります。
（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）
高石市
健康ポイントに代表される健康への意識づけを、様々な機会において、市民特に若年層への働きかけを積極
的に行っていきます。
和泉市
本市では、第 2 次大阪府健康増進計画（Ｈ25～29）にある数値目標を勘案し策定した「第 2 次健康都市いず
み 21 計画」
（Ｈ26～30）に基づき、健康寿命延伸を目標とした健康増進・疾患予防に繋がる各種事業の強化に
努めております。
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本市計画では、国府が示す 7 つの健康分野に「地域力」
（地域を構成する様々な主体が、自主的にその他の
主体と協働を図りながら、地域社会の問題を解決していく力）を加えた 8 つの健康分野を設定し、がん検診受
診率をはじめとする各分野での数値目標をかかげ、市民、地域・団体、行政それぞれが主体となって取り組む
ことを示し、連携・協働し各種取り組みを強化しております。
本市の取り組みとして、各種がん検診等の実施体制の整備や、地域力の向上に重点をおいた市民が身近な地
域で健康づくりに取り組みやすい環境づくりに努めております。併せて、乳幼児健診や地域での健康教育等あ
らゆる機会を活用し、健康づくりへの意識向上に向けた周知・啓発を実施しており、今後も継続してまいりま
す。
泉大津市
本市の健康増進・疾病予防に繋がる事業の取り組みとしましては、第 2 次大阪府健康増進計画に対応した「第
2 次健康泉大津 21 計画」に基づいた事業を展開しています。また、平成 28 年度からの新たな取り組みとして、
「いずみおおつ健康チャレンジ計画」(健康マイレージ事業)を実施し、特定健診やがん検診の受診率向上と市
民の健康づくりへの意識向上を目指しています。
岸和田市
本市では、「岸和田市保健計画ウエルエージングきしわだ 2 次計画・岸和田市食育推進計画」を、平成 25
年 3 月に策定いたしました。その計画は、健康増進法に定める市町村の「健康増進計画」として位置づけられ、
「健康日本 21」や「大阪府健康増進計画」の方針や目標を踏まえるとともに、本市の地域特性や健康課題を
捉えた総合的な健康づくりの施策を推進しております。
忠岡町
本町では、平成 26 年度に「忠岡町健幸づくり（第 2 次健康増進計画）
・食育推進計画」を策定し、それに基
づき、平成 27 年度には計画の実行に向けた実施計画を策定したところです。健幸づくり計画では、基本目標
を「一人ひとりの健康寿命の延伸」として、関係団体、関係機関、関係各課との連携のもとに健康づくり・食
育推進事業を推進していくこととしております。
健康寿命の延伸に向けては、若い世代からの健康づくりが重要であると考え、働く世代の方々や子育て中の
母親が健康診査を受診しやすい環境を整備するとともに、商工会や労働者団体との連携のもとに、働く世代の
ための健康的な食習慣や生活習慣の構築に向けた啓発を行い、生活習慣病予防のための事業に取り組んでまい
ります。
生活習慣病の重症化予防のための保健指導、食生活支援については現在も特定健診受診者のフォローアップ
として取り組んでいるところですが、28 年度は、本町独自の事業であります 30 代の方々を対象とした健康診
査の受診のさらなる促進・啓発を行い、早期のメタボ予防対策にも取り組んでおりますが、健康寿命の延伸に
向けて、保健師、管理栄養士により、きめ細かい対応を行い、一人ひとりの状態に応じた生活習慣改善の取組
みができるよう支援を行って参ります。
（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）
高石市
不妊治療については、大阪府の助成に合わせて市の助成も行っているところです。不育症については、医療
機関などでの医療的対応と考えております。
和泉市
不育症ついてはその原因により治療は様々なものがございますが、血液凝固を防ぐ自己注射ヘパリンが、平
成 24 年 1 月から保険適用となったことで、経済的負担も一定改善されたものと考えています。
不育症への独自支援策としての医療保険適用外助成事業については、国府の動向等を注視してまいります。
泉大津市
不育症治療につきましては、一次スクリーニング検査や治療は、ほとんどが医療保険適用されております。
現時点において医療保険適用外助成については、本市での実施の予定はありませんが、今後の国などの動向に
注視してまいります。
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岸和田市
不育治療の助成制度の創設については、国、府に対して要望しております。
また、経済的負担を軽減するための補助制度につきましては、その必要性を十分認識しておりますが、厳し
い財政状況の下、市単独事業の導入は困難です。
忠岡町
不育症については、国・府の動向、近隣市町村の助成状況等、情報収集に努め、不育の治療にかかる経済的
負担の軽減についての検討を継続して参りたいと考えております。しかしながら、少子化対策は、市町村個別
の課題ではなく、国全体の課題であることから、本来国が、全国どこで住んでいても公平に支援を受けること
ができる施策を更に充実すべきであると考えていますので、町村長会等を通じて、国に対し、保険適用を含め、
助成制度のさらなる拡充を強く要望しているところです。
また、不妊・不育症にかかる相談については、国のガイドライン、マニュアル等も参考としながら、町の保
健師が対応していくとともに、専門機関や相談機関の周知にも努めて参ります。
（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）
高石市
介護労働者の処遇改善・人材確保にむけて大阪府内の介護事業者等と連携して進めております。
和泉市
介護職員処遇改善加算については、介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設
されたもので、当該加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施しなければならないとされています。
この介護職員処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、指定権者に事業年度ごとの処遇改
善の実施期間、改善方法等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、その内容をすべての介護職員に周知
し届け出る必要があり、また、事業年度における最終の加算の支払い後にも介護職員に支給した賃金総額、実
施した賃金改善の方法等を記載した介護職員処遇改善実績報告書の提出を必要としています。
なお、引き続き介護サービス事業者等へは、介護保険法及び関係法令等を遵守し、介護職員処遇改善加算の
取扱いも含め、適正な事業運営を行うよう実地指導等により指導してまいります。
泉大津市
介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された介護職員処遇改善加算制度の周知を図り介護労働者
の離職が発生しないよう努めるとともに、ケアプランチェックや認定調査員研修・ケアマネジメント研修など
を通じ、介護人材の専門性の向上を図っています。
また、泉北地域人材確保連絡会議に参画し、福祉の啓発ニュース（福オトコ福オンナ）を作成するなど、介
護人材の確保に努めてまいります。
岸和田市
安心で良質な介護サービスの提供のためには、地域の基盤整備の充実は、きわめて重要であると認識してい
ます。
介護人材の育成・確保については、大阪府と連携して地域の特性に応じた取り組みを推進し、また、処遇改
善の充実につきましても、国に要望してまいります。
忠岡町
介護従事者の処遇改善については、他の産業に比べて離職率が高いことや平均賃金が低いことなどの課題が
あり、介護報酬改定を通じた処遇改善の取組の推進、キャリアパス制度の確立に向けた取組の推進を行うとと
もに、厳正な指導監査を実施して参ります。
介護労働者の賃金改善については、処遇改善加算の増額にとどまらず、介護報酬全体のレベルを向上させて、
安定した経営が補償されないかぎり、労働者への賃金改善はない、と思われるので、国に対し、要望して参り
ます。
新たな担い手の育成については、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向け、生活援助サービス従事者
研修を実施し、人材の確保を図って参ります。
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（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）
高石市
現在も各市の社会福祉事務所等と連絡を密に不明者の把握に努めております。
和泉市
本市では、認知症地域で支え“愛”事業の一環として、平成 25 年度より、和泉市認知症高齢者等ＳＯＳお
かえりネットワーク（メール配信システムを活用した一般市民への目撃情報提供依頼）を稼動させています。
今後も、大阪府や警察等との協働のもと、本システムへの登録者数の増加や地域見守り体制作りに向けた普
及啓発活動に重点を置き取り組みを進めて参ります。
泉大津市
認知症の方を日常的に見守り、また、徘徊を早期に発見する仕組みである徘徊ＳＯＳネットワークについて
はその必要性が年々高まっており、大阪府においては認知症徘徊行動等による行方不明高齢者の早期発見・保
護への協力や、見守り等を通じて民間の協定事業者と「大阪府高齢者にやさしい地域づくり推進協定」を締結
しています。
本市においては、徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業について、官民協働での見守り体制の強化に努めて
おり、高齢者の方が安心して暮らせる地域を目指し、
「高齢者を見守る官民パートナーシップ協定」を民間事
業者と締結し、配達や窓口で異変を感じたり、配達途中で徘徊高齢者を発見した場合など市に連絡を行い、連
絡を受けた市は情報収集を行い現場確認を行うなど連携強化を図っています。
岸和田市
認知症高齢者等の徘徊時、身元特定に繋げるため、徘徊高齢者等見守りネットワークに登録いただいた方に
は、対象者の靴に貼る徘徊用ステッカーを配布しております。
また、大阪府警察が実施している身元不明人台帳閲覧制度の有効活用については、徘徊高齢者等見守りネッ
トワークの登録時に制度を案内する等により、周知に努めてまいります。
忠岡町
徘徊のおそれのある認知症高齢者等が、徘徊により行方不明となった場合に、地域の支援を得て早期に発見
できるよう、各市町村が関係機関等の支援体制のもと、徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークを構築し、高齢者等
の安全と家族等への支援を行っているところです。
行方不明者の各市町村への情報提供については、家族等の意向も確認しながら適切に配慮して参ります。
また、大阪府の｢身元不明迷い人台帳｣の周知については、所轄警察署と協議しながら周知に努めて参ります。
（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）
高石市
虐待事案が発生した場合の緊急避難場所として、近隣の施設にご協力いただけるよう連携してまいります。
その後のケアについては、障害福祉サービスを利用することにより本人の生活の安定をはかるとともに、大阪
府や関係機関と連携し、見守り等の支援体制をとるよう努めてまいります。
和泉市
本市では、平成 26 年度から障がい者虐待防止センターを設置し、通報受理から本人・家族の支援までを行
政とともに行っております。
また、虐待防止センターを中心に、支援者向けの研修等を開催し、早期発見・予防に努めております。今後
も支援体制の充実にむけて取り組んでまいります。
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泉大津市
障がい者への虐待防止等については、関係機関が連携し迅速に対応する虐待ネットワークを開設し、被虐待
障がい者の安全確保と家族への支援を行うとともに、虐待相談ホットライン（通話料無料の電話相談）を設置
し、虐待の早期の発見と支援に努めています。また、各関係機関との連絡を密にし、早期発見、実態把握に努
めているところです。
岸和田市
本市では、虐待の未然防止、早期発見、早期対応を実現する為、相談、通報の 24 時間 365 日の受け付けや、
関係機関との連携を強化するために障害者虐待防止ネットワークを設置し、担当職員 5 名を配置しています。
引き続き、このネットワーク機能を活用し、虐待対応をはじめ、防止のための関係機関への研修や相談を行
っていきます。
また、養護者からの虐待の早期発見のためには、福祉サービス事業者のみならず、近隣に居住する市民など、
周囲からの通報が必要不可欠ですので、地域への虐待通報に関する周知、啓発を重点的に行うよう努めてまい
ります。
忠岡町
障害者虐待防止と対応については、虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ、虐待の早期発見・早期対
応、障がい者の安全確保を最優先とし、障がい者の自己決定の支援と養護者の支援、関係機関の連携・協力に
よる対応と体制が重要であると認識しています。
障がい者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援
し、障がい者に対する虐待の発生予防から、虐待を受けた障がい者が安定した生活を送れるようになるまでの
各段階において、障がい者の権利擁護を基本に置いた切れ目ない支援体制を構築することに努めて参ります。
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）
高石市
各相談窓口において対応した事例について、情報を共有し連携を図っていくため、自立支援協議会において
関係機関に報告し、解決に向けて分析・検証等を行ってまいります。
和泉市
市では、今年度障がい者地域自立支援協議会に差別解消法等検討専門委員会を設置し、事例の収集・分析等
に努めております。今後も引き続き、地域協議会の機能が発揮できるように努めます。
泉大津市
障がいを理由とする差別解消の推進に係る体制整備については、昨年 11 月、泉大津市・忠岡町地域自立支
援協議会に権利擁護部会を設置し、この部会に「障がい者差別解消支援地域協議会」の機能を持たせています。
権利擁護部会では、相談事例の分析、情報共有や情報交換を行うとともに、障がいを理由とする差別の解消を
推進するための施策をより効果的に実施するための協議を行うなど、障がい者差別解消支援地域協議会の機能
を十分に発揮するよう努めているところです。
岸和田市
本市では、人権推進課と障害者支援課が連携し、障害者差別解消法の推進にかかる施策を実施しております。
平成 28 年 11 月に立ち上げた岸和田市障害者差別解消支援地域協議会については、関係機関・団体の連携に
よるネットワークの強化に努めてまいります。
今後も、情報交換や取り組みの共有・分析など、協議会の機能が十分に発揮されるよう、その活用に努めて
まいります。
忠岡町
泉大津市と忠岡町が共同で自立支援協議会を設置していますが、その部会として、障がい者団体、国の機関、
地方行政機関、事業者、相談支援事業所などからなる権利擁護部会を設置し、この部会に障がい者差別解消支
援地域協議会の機能を担っていただき、障害者差別解消法及び障害者雇用促進法を推進するため、情報交換、
相談及び事例を踏まえた取組みに関する協議、構成機関等に対し、情報の提供、意見表明その他必要な協力を
求め、また、個別の紛争事案や相談事案に対応して参ります。
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（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）
高石市
「高石市子ども・子育て支援事業計画」につきましては、平成 29 年度におきまして必要な見直しを行って
まいります。
和泉市
和泉市こども・子育て応援プランの 2・3 号予定定員が最終の平成 31 年度までに、保育見込量に達しないた
め、平成 28 年度プランの保育の供給体制の確保方策を下記の通り変更しました。
保育の供給体制の確保方策【和泉市こども・子育て応援プランＰ105】
＜変更前＞
⑥教育・保育の一体的提供及び供給体制の確保方策
略
教育・保育施設等の拡大については、既存施設の認定こども園化による利用定員枠の増、既存施設の
利用定員枠の増（定員変更・増改築等）、地域型保育事業の新設により行います。

↓
＜変更後＞
教育・保育施設等の拡大については、既存施設の認定こども園化による利用定員枠の増、既存施設の
利用定員枠の増（定員変更・増改築等）
、地域型保育事業の新設、北西部・中部の新設保育所等により行
います。
泉大津市
本市では、子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、本市で生まれ育つすべての子どもが健やかに成長する
環境と、地域全体で子育てを支える取り組みの充実を図るため、平成 27 年度から 5 年間の計画を策定してい
ます。次期計画策定時におきましては、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、適切
な計画の見直しを行うよう努めます。
岸和田市
子ども・子育て会議において、人口動態や児童の状況を踏まえ、実績、今後の予定を報告しております。
今後も、子育て家庭の環境や地域の実情を踏まえ、事業計画の見直しを含め検討してまいります。
忠岡町
制度内容については、国の改正に合わせた改善を行っております。事業計画については、今後の実績等を踏
まえ、適切に見直しを行って参ります。
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。
（回答）
高石市
本市では待機児童が発生しておりません。
和泉市
本市では、認可外保育施設を利用している児童についても待機児童数としてカウントしています。和泉市こ
ども・子育て応援プランは適正な事業計画となるよう必要があれば、変更します。認可外保育施設の認可への
移行については、予算の確保に努めてまいります。
ただし、子ども・子育て支援法において市町村は事業計画の中で区域ごとの教育・保育の量の見込みを定め
るものとされています。保育の供給量が確保されている区域については、要請を実施することは難しいと考え
ます。
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保育士や幼稚園教諭等の配置基準は遵守しています。
なお、保育士については、1 歳児と 3 歳児について国基準以上の配置をしています。
泉大津市
本市では、待機児童解消策として、新制度移行により、市内に 7 園ある民間保育園がすべて認定こども園に
移行したほか、平成 27 年 4 月に隣接する上條幼稚園と上条保育所を一体化したかみじょう認定こども園を開
園するなど、今後の潜在的なニーズを勘案し、積極的な取り組みを実施しているところです。
また、保育士等の職場環境の改善につきましては、各職員が健康で安全に、安心して業務に励んでいただけ
るよう、今後においても、引き続き、努めてまいります。
岸和田市
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、入所要件があれば、待機児童数に含んでいます。
また、待機児童解消につきましては、平成 27 年 3 月に策定した『岸和田市子ども・子育て支援事業計画』
にもとづいて、全ての子ども達が認可保育所（公立・民間）に入所できるよう、平成 31 年度までの 5 ヵ年を
かけて計画を策定しました。
計画の推進につきましては、子ども・子育て会議で、委員のご意見を聞きながら、進めてまいります。
忠岡町
本町におきましては、数年来待機児童は発生しておらず、認可外保育所を利用しながらの待機児童もおりま
せん。
しかしながら、保育士不足により平成 28 年 10 月時点で 5 名の待機児童が発生しております。町内に認可外
保育所は 1 カ所ありますが、施設の意向として認可保育所には移行しないと伺っているところであります。
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。
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）
高石市
これまでも市内の各保育所・認定こども園におきまして、体調不良児対応型病児保育事業を実施しておりま
したが、本年度はこれに加え、病児対応型病児保育事業として、児童の自宅で保育する訪問型病児保育及び、
病児保育室で保育する施設型病児保育を開始いたしました。
今後とも引き続き子育て家庭を支援し、児童の健全な育成を図ってまいります。
和泉市
こども・子育て応援プランに基づき、平成 28 年 6 月に病児保育施設が開設され、現在市内には、病児保育
施設 1 か所、病後児保育施設 1 か開設しております。
泉大津市
病児・病後児保育の実施については、助成金の拡充や財政支援などを注視しながら、あらゆる角度から調査、
研究を行っているところです。
岸和田市
病児保育事業について、平成 28 年 3 月に 2 箇所目として、南海本線沿線の都市中核地域に開設しました。
厳しい財政状況ではありますが、今後も利用実績等を見ながら拡充を検討し、国の基準にもとづいた補助を
行っていきたいと考えています。
忠岡町
現在、本町の保育施設においては、病児・病後児保育については未実施で有ります。
平成 28 年度から、他市の事業所と協力体制の協議を行い、現在、本町在住の児童についても利用できるよ
うにして頂いておりますが、今後町内への整備について検討して参ります。
（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。
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（回答）
高石市
「大阪府子ども総合計画（事業計画）
」にもとづき、
「就学前人権教育研修」による幼児教育の質の向上、
「ス
クール・エンパワーメント推進事業」による学力保障、「スクールソーシャルワーカーの派遣」による学校と
福祉等関係機関との連携、
「スクールカウンセラーの配置」による相談体制の充実等を大阪府教育委員会と連
携を図りながら取組んでまいります。また、校種間の連携についても、推進してまいります。
和泉市
子どもの生活に関する実態調査については、和泉市においても大阪府と同様に実施しておりますことから、
年度末に明らかになる調査結果を市民の皆様に周知し、必要な施策を検討してまいります。
泉大津市
子どもの生活にかかる必要な施策について、団体や個人が政策提言できる場づくりへの取り組みにつきまし
ては、市民参加の機会の拡充を図り、市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努めることは
重要であると認識しており、国、府及び近隣自治体の動向を注視し、その機会の拡充について、調査・研究し
ていきます。
岸和田市
大阪府の実態調査の結果については、関係課及び関係団体等に周知を行い、今後の施策について、調査研究
し連携を図っていきます。
忠岡町
子ども政策に携わる関係機関などが政策提言できるような「場」作りについては、府が実施した実態調査の
結果を精査するとともに、本町の施策などに反映できるかどうか慎重に考えられるような「場」となるよう、
今後検討して参ります。
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）
高石市
子ども食堂に取り組んでおりませんが、大阪府の教育コミュニティ推進事業により、子どもの居場所づくり
として本市内全ての小学校において子ども元気広場を実施しています。
地域の方々の参画を得ながら放課後や週末において子どもたちの適切な遊びや生活の場を確保するため小
学校の余裕教室や運動場等を活用して、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動、体験活動などを
行っています。
また、市内の公民館におきましても、小中学生を対象に夏休みを中心に工作講座、書道講座を開催していま
す。年間を通じて、子ども向けの人形劇や、絵本の朗読による講座も開催しており、子どもの居場所づくりに
努めています。
和泉市
子どもの居場所としての「子ども食堂」が市民の自主的な活動として取り組まれておりますことについては、
様々な家庭的な事情を抱える子どもにとっては、行政主体での実施よりも地域の方々との交流が出来ることが
大変有意義なことであると考えます。
このことから今後、本市においても市民の方々が自主的に取り組んでいただく場合につきましては、出来る
限りの協力をしていきたいと考えております。
泉大津市
本市では、平成 27 年度から実施しているこどもおづみん食堂に加え、地域団体に補助金を交付する制度を
新たに創設し、多様な目的を持った居場所づくりが市内さまざまなところで広がりを持てるよう、各地域で子
どもの居場所づくりの醸成に努めています。
岸和田市
岸和田市では、子どもの居場所づくり養育支援として、週 2 回の学習支援事業を行っており、参加生徒には
学習会終了後に毎回、食事の提供を行っています。その食事の食材については、いずみ生協さんと提携して食
材の提供を受けています。
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また、岸和田市では、社協を中心とした 4 つの団体が平成 28 年の秋より子ども食堂をスタートしました。
今後、この 4 つの団体についても、いずみ生協さんと提携できるよう情報提供していきます。
忠岡町
現状では自主的な活動として取り組まれている団体等はありませんが、今後、自主的に取り組んでいけるよ
うな制度創設について検討して参ります。
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）
高石市
被虐待児童の自立支援については、引き続き大阪府岸和田子ども家庭センターをはじめとする関係機関等と
連携し、児童の継続的な安全確認と保護者への支援を行い、児童福祉の向上を図ってまいります。
和泉市
今後も、児童相談所や関係機関と連携を十分にとり、児童や保護者に寄り添って支援し、児童虐待防止に努
めてまいります。
泉大津市
一部改正された児童福祉法に基づき、児童虐待の発生予防及び被虐待児童への自立支援などについて、自治
体の責務を果たしてまいります。
岸和田市
家庭において養育上の課題がある場合は、要保護児童対策地域協議会において関係機関と連携を行い、保護
者や児童に対して、家庭において適切な養育が可能となるよう助言、支援を行っているところです。
また、家庭における養育が適当でないと判断される場合は、大阪府（子ども家庭センター）が措置を決定し
ますが、児童が家庭と同様の養育環境において継続的に養育される環境づくりに、市としても協力に努めてま
いります。
忠岡町
今後も引き続き、子ども家庭センター等関係機関との連携を密にし、保護者の支援や児童の養育を推進して
参ります。

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）
高石市
本市では現在、少人数指導の充実として市独自予算で非常勤教員を配置し、学力を高める取組みを実施して
います。
今後は、非常勤教員の配置による効果等を検証し、市独自予算の有効な活用について研究してまいります。
なお、定数改善についての大阪府や国への要望は、今後も継続してまいります。
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和泉市
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組みについては、今後とも推進していきます。
加えて「教職員数を機械的に削除しないこと」について、貴会より要請があることについては大阪府に伝えま
す。
泉大津市
3 年生以上の 35 人学級をめざした取組みについては、財政上の課題もあり検討しているところです。現在、
国、大阪府が実施している小学校 1，2 年生の 35 人学級の拡充について、引き続き要望していきます。
岸和田市
「少人数学級編制」について、国・府の動向を注視するとともに、機会があるごとに要望してまいります。
忠岡町
小学校 1・2 年生以外の学年においても、35 人学級編成がきめ細やかな指導により効果は大きいと認識して
おりますが、町独自の加配措置は困難であり、府の基準に基づき配置しております。
今後も教育長会を通じ、府教育委員会をとおして働きかけて参ります。
（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）
高石市
奨学金制度については、制度の充実を鑑み、今後も大阪府や国への要望を継続してまいります。
和泉市
給付型奨学金制度の創設について、要望が出ていることは大阪府を通して伝えます。
泉大津市
引き続き、日本学生支援機構奨学金の無利子枠の拡大や延滞金の廃止、給付型奨学金制度の創設を、国・府
に要望していきます。
岸和田市
国の動向を注視してまいります。
忠岡町
長期にわたる経済の低迷により、大学卒業時の学生の雇用にも、大きな影響を及ぼしている。そのため、大
学を卒業しても就職ができず、非正規雇用等、経済的にも不安定な生活となり、奨学金等を利用して大学を卒
業した者が、奨学金の返済をしたくてもできない現実が起こっている。このような状況から、生活の実態に応
じた返還制度の導入を検討されるよう訴えて参ります。
（3）労働教育のカリキュラム化について

＜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）
高石市
労働教育の必要性を認識し、小中学校における発達段階に沿ったキャリア教育の取組みを推進してまいりま
す。
和泉市
中学校区でキャリア教育指導計画を作成し、小中で連携した取組みを推進しています。
主権者教育については、様々な社会の変化をふまえ充実に努めます。
泉大津市
小中学校においては、一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な能力や態度を育てるため、年間計画
に基づいたキャリア教育を推進しています。
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社会生活における職業の意義や役割、労働条件の改善等については、中学校学習指導要領にもあるとおり、
社会科の授業などで学習しております。
主権者教育については子どもの発達段階に応じて総合的な学習の時間や社会科等の授業の中で地域社会の
一員となる資質能力を養うための教育の推進を図っております。
岸和田市
子どもたちが、将来の夢や希望をもち、目標に向かって努力する態度を培うとともに、将来の社会的・職業
的自立に向け、自分らしい生き方を実現するために、中学校区において、発達段階に応じたキャリア教育の推
進を図るように努めています。
また、社会見学や職場体験学習などを通じて、さまざまな職業の社会的意義を理解するとともに、それぞれ
が豊かな職業観・勤労観を身につけられる教育の充実に、努めているところです。
主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら社会を生き抜く力や、地域の課題解決を社会の
構成員の一人として主体的に担うことができる力を身に付けさせられるような教育についても、推進に努めて
まいります。
忠岡町
学生アルバイトにかかる様々な問題が広がっていますが、そのような問題に対して、小学校段階から児童・
生徒の発達段階に応じた教育内容により、
「働くことの意義」
「働くことの権利・義務」などについて知識を深
め活用できるよう、系統的な観点で労働教育を含みながらキャリア教育を通してカリキュラム化を推進してま
いります。
併せて、
「きまえ研修」などの有効活用できる情報を学校に周知します。
主権者教育については、よりよい社会をめざし、子どもたちが、身近な家族から、学校、地域へと、自分と
社会との関わりを広げながら学習や経験を積み重ね、主体的に判断し、行動できる力の基盤が身に付けられる
よう、推進していきます。
（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）
高石市
平成 13 年の「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」
（配偶者暴力防止法）の制定に伴
いＤＶに対する社会的な認識が高まりＤＶ被害者保護については、保護命令制度の拡大、自立支援の強化等一
定の制度化と取り組みが進みましたが、大阪府では平成 26 年度の配偶者からの暴力が関係する相談件数が
6,234 件と都道府県別では 4 番目に多くなっています。
また、ＤＶ被害者は、直接的な暴力から逃れたとしてもその後長期的に肉体的にも、精神的にも不安定な状
況にあるとともに経済的にも困難な状況を抱えています。
本市では、これらの事をふまえ、女性相談等各種相談窓口による支援や被害者の保護に努めてきましたが、
平成 28 年度に改訂中の「第二次高石市男女共同参画計画」の中に「高石市ＤＶ防止基本計画」を位置づけ、
被害者保護の観点から相談対応や自立支援をさらに充実してまいります。
また、従来大阪府や所轄警察が対応していた「住民基本台帳の閲覧等の制限の申し出に対する相談機関の意
見」について、平成 27 年 8 月より市においても対応しております。
今後、加害者対策の観点からも所轄警察や関係機関、関係各課との連携を密にしてまいりたいと考えており
ます。
和泉市
本市においては、平成 27 年 3 月に「和泉市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画
（ＤＶ防止基本計画）
」を策定し、この計画を推進するため、毎年度の推進状況を把握し、関係部局をはじめ、
関係機関との連携のもと取り組んでおります。
加害者への対策については、暴力の未然防止という観点から、ＤＶ講演会等の開催や啓発冊子の作成・広報
等によりＤＶについての正しい理解の普及に引き続き取り組むとともに、国・大阪府の情報収集に努めてまい
ります。
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泉大津市
女性に対するあらゆる暴力の防止に向けた活動として、ＤＶ防止法等の法律・制度の周知のほか、ＤＶ相談
窓口の周知を広報紙やホームページ等を通じて行っております。
また、実際に起こってしまった被害の相談については、被害者の保護を第一に、多角的な視点をもって対応
するとともに、女性に対するあらゆる暴力は、女性への人権侵害であるという理解を深めるための啓発に努め
ます。
岸和田市
女性に対する暴力の根絶に向け、ＤＶについての理解とＤＶ根絶意識の醸成のために、若年者向けの啓発を
行うとともに、暴力を決して振るわず、パートナーを対等な相手として尊重する「フェアメン」を増やしてい
こうというホワイトリボンキャンペーンへの取組みの周知に努めています。
ＤＶ被害者支援として、引き続き、相談者の意思を尊重しながら、自立に向けた支援をしています。
忠岡町
本町では、女性に対するあらゆる人権侵害事象について、新人職員の研修をはじめ、各種催し、親子教室や
母親教室等を通じて積極的な啓発を実施しております。また、女性フォーラム実行委員会による各種街頭啓発、
日本女性会議への参加など、暴力を許さない取り組みを実施しているところですが、今後も、特に子育て世代
を中心により一層の啓発強化に努めて参ります。
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）
高石市
特定の人種や民族を差別する「ヘイトスピーチ」は極めて重大な人権侵害行為であると認識しており、昨年
「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）
が公布・施行された事は、ヘイトスピーチ関連の施策が法的な根拠を伴った実効性のあるものとなるという意
味で大変意義深い事であると考えております。
しかし、憲法で保障された「表現の自由」との兼ね合いやインターネット等からの呼びかけに対する全国的
な行動に対しては、全国的に統一した対応が必要であると考えており、大阪府や大阪府市長会を通じて、実効
性のある取り組み指針の策定を国に要望して参りたいと考えております。
なお、本市におきましては、昨年 8 月に職員研修を行い本法律について職員に周知をいたしましたが、今後
とも関係機関と連携を図りながら地域の実情に応じた啓発等の対応を検討して参りたいと考えております。
和泉市
本市では「和泉市人権擁護に関する条例」に基づき、誰もが人としての尊厳を侵されることなく、互いの人
権を尊重し合えるまちづくりを推進しております。
ヘイトスピーチに対しても、人権を踏みにじる許しがたい行為として、大阪府警や法務局等関係団体と連携
して解消に向けた取り組みを行ってまいります。
泉大津市
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは人権侵害にあたる行為であり、
許されるものではないと認識しており、ヘイトスピーチ解消法についての周知に努めるとともに、国や府に対
して、法による対応の検討も含めた実効性のある対策や取組みに必要な財源措置を講じるよう働きかけてまい
ります。
岸和田市
引き続き、機会をとらえて啓発に努めるほか、必要に応じ、大阪府警等、関係機関との連携により、不当な
差別的言動の解消に向けた取り組みを実施してまいります。
忠岡町
差別的言動については、本町は様々な研修はもとより、住民に対しても広報誌やホームページをつうじて、
平素よりその解消に取り組んでいるところです。
とりわけヘイトスピーチは明らかに重大な人権侵害行為であると認識しており、ヘイトスピーチ解消法とと
もに、現行法等により警察とも連携し、解消について取り組んで参ります。
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（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）
高石市
大阪府人権博物館（リバティおおさか）については、平成 27 年度に館長をお招きしご講演をいただいてお
り、今後も職員研修等での活用を検討する等存続の必要性を認識しており、市町村長会等を通じ、府下市町村
とも連携しながら今後の存続について要望して参りたいと考えております。
和泉市
リバティおおさかを活用する人権学習プランの活用を学校に指示し、各学校が人権教育の取組みの中で利用
しているところです。「リバティおおさかの存続」について、貴会より要請があることについては大阪府に伝
え検討してまいります。
泉大津市
大阪人権博物館(リバティおおさか)につきましては、特別（団体）会員として、出損金を出資しております
が、引きつづき特別（団体）会員として支援していきたいと考えております。
岸和田市
今年度も、本市人権協会の研修で利用するなど、大阪人権博物館は、府民の人権学習に必要不可欠な施設で
あると認識しております。今後の存続を見守りたいと考えます。
忠岡町
大阪人権博物館の果たしてきた、また次代に人権の大切さを引き継いでいく点からも、今後も果たすべき役
割は大変大きなものがあると認識しており、本町の目標として掲げる『差別のない明るい社会づくり』の推進
からも、その存続は意義あるものと考えております。
引き続き町村長会をはじめさまざまな機会を通じて、その存続を訴えて参りたいと考えております。
（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）
高石市
本市における、一般財源のなかで税収入については、横ばいから減少傾向にあります。実効税率の引き下げ
など税制改正等に伴い、税収減が見込まれることから、減収補填等対策を講じるよう改めて要請してまいりま
す。
和泉市
各事業の実施にあたりましては、限られた財源の中で事業費を確保するため、必要な行政サービスや市民へ
の影響を考慮しながら、スクラップアンドビルドによる財政健全化を図ってまいります。
本市におきましては税基盤が脆弱であることから、国において必要な税財源を確保していただき、安定した
行財政運営が行えるよう、必要に応じて大阪府や国への働きかけ等を行ってまいります。
泉大津市
本市では、平成 28 年 3 月に行財政計画である「泉大津市財政運営基本方針」を策定し、取り組んでいると
ころです。この計画は、行政改革の視点は堅持しつつも、第 4 次泉大津市総合計画に示すめざす姿の実現に向
けて、持続可能な行財政運営を行うための計画であり、まさに、健全性確保に向けた仕組みを構築することが
目的となるものです。
また、本計画は、毎年度の収支均衡を第一義としているもので、そのためには一般財源の確保が最重要であ
ることから、今後も引き続き、あらゆる機会を通じて、国に働きかけを行ってまいります。
岸和田市
厳しい財政状況ではありますが、市民サービスの低下を招かないよう配慮しつつ、経費節減及び業務の効率
化を常に視野に入れ、事業展開を実施します。
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また、少子高齢化の益々の進行が見込まれる中、社会保障関連経費の増大や消費税率引き上げの再延期によ
り、社会保障財源の不足が危惧されるため、地方税財源の充実強化に向け、引き続き、国への積極的な提言及
び要請を行っていきます。
忠岡町
自主財源の確保に向けて健全性確保の観点からも、地方税財源の廃止、縮小に対しましては、地方も行財政
改革には努力している姿勢を堅持し、国に対する要望を続けて参ります。加えて、地方一般財源の確保のため
の交付金、補助金に関しても積極的に要望して参ります。

５．環境・食料・消費者施策（５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）
高石市
省エネルギー等の環境に対する意識の向上を図るため、平成 26 年度より家庭用燃料電池（エネファーム）
設置補助制度を創設し、住宅に家庭用燃料電池（エネファーム）を設置した方を対象に補助金を交付しており
ます。平成 29 年度におきましても継続して設置補助を行う予定となっております。
今後も、大阪府と連携しながら引き続き環境に配慮した取組みを推進してまいります。
環境教育については、理科や社会、家庭科等における取組みと併せて、外部講師等のご協力による出前授業
等も活用しており、今後も充実を図ってまいります。
和泉市
平成 21 年度に「住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付制度」を創設し、これまで 8 ヵ年継続実施し
てまいりました。応募状況等から、市民ニーズの高さを認識しているところでございまして、本事業につきま
しては引き続き継続してまいりたいと考えております。
加えて、平成 24 年度には、雨水貯留タンクの購入費の 2 分の 1（上限 3 万円）を補助する制度を創設し、
この補助制度につきましても、引き続き実施する予定でございます。
今後につきましては、エネルギー利用に関する技術発展に伴い、様々な機器が登場していることを踏まえ、
より一層、省エネ・低炭素社会に寄与する取り組みについて検討していきたいと考えているところでございま
す。
なお、省エネにかかる企業の環境対策の促進に関する支援等につきましては、大阪府や先進市町の事例を参
考にしながら、今後、その必要性等について検討していきたいと考えております。
また、環境教育に関しましては、出前講座を随時実施しておりまして、広く市民への環境啓発に努めている
ところでございます。
泉大津市
地球温暖化対策として、省エネ・低炭素社会の実現を目指し、住宅用太陽光発電システム設置・高効率給湯
システム補助事業、幼児 2 人乗り自転車購入助成事業及び先進的省エネ設備導入に係る奨励金交付事業を実施
し、省エネ・低炭素社会の実現を目指します。
企業に対する環境対策として、民間企業と連携した環境啓発事業を実施するとともに、大阪府地球温暖化防
止活動推進センターと連携し、環境に配慮した企業運営の普及促進を図ります。
地域での「環境教育」として、
「うちエコ診断」
「エコクッキング」
「地球温暖化対策セミナー」
「環境実験教
室」
「二酸化炭素排出抑制出前講座」についてのワークショップやクリーンエネルギーフェア等を開催するな
ど、大阪府、大阪府みどり公社、民間企業、学術機関、環境関連ＮＰＯ法人等と連携し、積極的に推進します。
岸和田市
平成 23 年 5 月に策定した、
「岸和田市地球温暖化対策実行計画（区域施策）
」に基づき、温室効果ガス排出
量の削減施策及び、省エネルギー施策の推進を図ります。
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忠岡町
環境に配慮した住宅や設備、製品に対する補助金等の充実や事業者に向けた取り組みを積極的に発信すると
ともに、企業支援の方法についても模索して参ります。
また、住民の環境意識を高める取り組みとして、本町生活環境課窓口に情報閲覧コーナーを設置し、住民の
意識改革を図って参ります。
（2）廃棄物対策と循環型社会形成の取り組みの強化
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）
高石市
ごみの減量化、分別収集の徹底につきましては、一般廃棄物処理基本計画、分別収集計画の中で、ごみの発
生抑制及び可燃ごみ・資源ごみ・不燃ごみ等の分別収集に努めてまいりました。
事業系ごみにつきましては、多量排出者から計画書の提出を受け、排出抑制、適正処理等について指導を行
っているところです。
また、家庭系ごみにつきましては、平成 25 年 4 月から一部従量制による普通（可燃）ごみの有料化を実施
し食品トレーの分別収集の拡充を行い、平成 28 年 4 月からは「プラスチック製容器包装」の分別収集を開始
しました。
今後も、総合的に 4Ｒの取組みを進める中で、引き続きごみの減量化、再資源化に努めてまいります。
和泉市
本市では、平成 27 年 10 月から家庭系日常（可燃）ごみの有料化を実施し、より一層のごみ減量とリサイク
ルを進め、環境にやさしい生活スタイルの促進を促します。また、平成 28 年 3 月に、第 4 次一般廃棄物処理
基本計画を策定し、市民・事業者・行政のそれぞれの役割と責任を明確にしつつ、啓発活動や環境教育による
意識改革を図るとともに、ごみの減量・リサイクルの促進・分別収集の拡充による再資源化の推進により循環
型社会の構築に努めてまいります。
泉大津市
再資源化製品の活用促進に向け、「大阪府リサイクル製品制度」をネットショッピングで購入できるサイト
である「なにわエコ良品ショップ」について本市ホームページで周知しておりますが、今後も大阪府と連携し、
廃棄物の削減に取り組んでまいります。
岸和田市
ごみの分別、再資源化の促進については、
「家庭ごみの分け方・出し方パンフレット」を全戸配布するとと
もに、平成 27 年度より、ペットボトルのステーション回収を実施しております。
また、古紙等については、町会、自治会等による集団回収を奨励するため、奨励金を交付する制度を設けて
おります。今後も、市民対象の出前講座や研修会、広報、ホームページなどにより、市民への啓発、3Ｒの推
進に努めてまいります。
事業系のごみにつきましては、多量排出事業者（月間 2.5 トン以上の事業系排出一般廃棄物を排出する事業
者）に、廃棄物管理責任者の選任と減量計画書を義務付けております。
分別につきましては、燃えるゴミ、空きカン・空きびん、紙類の 3 種類の分別をお願いしておりますが、引
き続き、パンフレット等の配布も含め、分別に関する指導・啓発に努めてまいります。
忠岡町（生活環境課）
ごみの減量化については、府の基本計画及び基本方針に基づき、「忠岡町一般廃棄物処理基本計画」の見直
しを行い、更に廃棄物減量化を推し進めて参ります。
また、広報誌やホームページを通じてごみの分別回収の徹底や再資源化の推進等を図って参ります。
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
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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）
高石市
災害が発生した際の食料、飲料水等の確保策として、流通業者と保有物資の優先提供の協定を締結しており
ますが、同様の手段として運用が可能か検討してまいります。
和泉市
食品ロスの削減については、消費者庁などにおいて消費者及び事業者の意識向上を目的としてシンポジウム
やパンフレットの作成など様々な取組みがされているところです。ごみ減量を所管する環境部局の取り組みに
対して協力を行います。
泉大津市
食品廃棄物の削減だけでなく、フードバンク、子どもの貧困対策や災害対策として、小売業者と協定を締結
するなど、各部署が横断的に連携して取り組んでいるところです。
また、エコクッキング教室の開催や、市民に食べ残しをしないなどの周知を図るとともに、事業系一般廃棄
物の削減に向けて啓発を図りたいと考えております。
岸和田市
岸和田市では、子どもの居場所づくりとして、週 2 回の学習支援事業を行っており、参加生徒には学習会終
了後に毎回、食事の提供を行っています。その食事の食材については、食品廃棄物の削減及び食品の有効活用
といったことから、いずみ生協さんと提携して、食材の提供を受けています。
また、子ども食堂を行う団体についても、いずみ生協さんと提携できるよう情報提供していきます。
食品廃棄物の削減は、ごみの減量に資するものであるため、食材の適量使用や食べ残し、未利用食品の廃棄
などをはじめとする食品廃棄物の減量について、市民対象の出前講座で取り上げるなど、啓発に努めてまいり
ます。
忠岡町
食品ロスの削減するため取り組みとしてフードバンクなどを活用することは有効な手段であると認識して
おります。しかしながら、フードバンクは米国では既に 40 年以上の歴史がありますが、我が国では 2000 年以
降フードバンクの設立がはじまったところであり、その活動内容等については未だ十分に認知されていないと
ころであります。つきましては、各関連部局と連携しながら事業者や住民等への周知を図り、地域社会におけ
るフードバンク活動への理解を促進して参ります。
また、食品廃棄物の削減のため、住民に向けて野菜くずなどの食品廃棄物が出ない「エコレシピ料理教室」
を開催し、食品ロスの削減を啓発して参ります。
また、食品廃棄物の削減に向けて、学校教育の中での食べ物の大切さにかかる教育活動を推進して参ります。
（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）
高石市
大阪府等関係機関と連携を密にし、取り組んでまいります。
和泉市
6 次産業化等商品の効果的プロモーションにつきましては、大阪産 6 次産業化サポートセンターの支援事業
（販路相談、研修等）を活用できるよう事業者等に積極的な情報提供を行います。
また、学校現場での農林水産業についての理解促進につきましては、本市が独自に実施している「野菜バリ
バリ推進事業」や「学校教育田」を通じ、将来の担い手確保の一助となるよう、児童に対して、農作物を育て
ること・食べることの大切さを学習する機会を提供して行きます。
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泉大津市
6 次産業化の推進は、農産物や水産物に付加価値をつけ、多くの消費者に大阪府産農水産物の良さを知って
いただけることから、「大阪産（もん）6 次産業化サポートセンター」を活用し、より品質の良い物が生産で
きるよう生産者に広報紙・ホームページなどで同センターの情報を提供してまいります。
また、担い手の確保・育成については大阪府・ＪＡ・漁業協同組合と連携して、地域の農水産業の振興に努
めてまいります。
岸和田市
市内の 6 次産業化については、大阪府や大阪産 6 次産業化サポートセンターと連携し、国の補助金制度を活
用できるよう心がけてまいります。大阪府が主催している大阪産大商談会等に参加するなどして、府下で生産
されている食品加工品などプロモーション等も、調査研究してまいります。
また、「岸和田市丘陵地区」で農整備事業が進んでおり、農地の集積を図り、規模拡大農家、民間企業や農
業法人など新規参入者の取り込み、担い手の確保など行ってまいります。
なお、義務教育期間においては、現在、食育や社会科学習・総合的な学習における自然・環境学習等を通し
て、発達段階に応じて、教材を工夫したり体験的な学習を取り入れたりするなど、農林水産業の重要性や魅力
についての学習をすすめています。
忠岡町
大阪湾に面する本町にはかつてより漁港があり、少数ながらも漁業を生業とする町住民等により漁業協同組
合が形成され、海産物を安価に提供する「みなとマーケット」等を定期的に開催していることから、その経費
支援として補助金給付を行っております。また町キャラクターグッズの販売ブースを当該イベントに合わせて
の共同出展や、ＪＡいずみの農業祭りや泉州国際マラソン等の物産展には町漁協が出展できるよう行政が仲介
する等の支援も継続しているところです。
更には、町内小中学校の給食で地産地消メニューを取り入れる会議を関係者で開催し、今秋から町漁協が水
揚げしたちりめんじゃこを活用したメニューを多種展開しているところです。町内小中学校と深く関ることに
より児童やＰＴＡへの周知が充実し町漁協のＰＲ推進に繋がることから、今後も 6 次産業活性化の進展に向け
た支援を行って参ります。
また、学校現場での農林水産業についての指導に当たっては、学校教育活動全体を通じて実施してまいりま
す。また、農業・水産業・林業の教育においては、社会科や総合的な学習の時間などを通じて、児童・生徒が
学習する機会を提供して参ります。
（4）森林整備の拡充と木材利用促進
大阪府では 2011 年に「大阪府木材利用基本方針」を掲げ、特に府内産材の利用促進に積極的に取り組んでい
る。各市町村では、43 市町村中、21 市町村での方針策定に止まっている。各市町村でも、早期に木材利用方針
の策定及び方針に沿った木材利用促進に取り組むこと。
※木材利用方針を策定済みの市町村（2016 年 8 月末現在）
和泉市、岬町、岸和田市、忠岡町、泉大津市、高石市、泉南市、千早赤阪村、泉佐野市、
田尻町、太子町、河内長野市、貝塚市、河南町、富田林市、高槻市、能勢町、大阪市、
熊取町、堺市、東大阪市
（回答）
高石市
環境に配慮した木材の新しい利活用に取り組んでまいります。
和泉市
木材の利用促進等につきましては、平成 24 年度に策定した「和泉市木材利用基本方針」に基づき、引き続
き和泉市内産木材「いずもく」の公共事業での活用を図るとともに、各種イベント等において積極的にＰＲ活
動を行うなど、いずもくの利用促進に努めています。
泉大津市
木材利用基本方針については、平成 24 年 12 月に策定を行い、実施しておりますが、今後も、公共施設等に
おいて、積極的に木材利用基本方針に沿った木材利用に取り組んでまいります。
岸和田市
本市においては、平成 24 年度に木材利用基本方針を策定し、可能な限り公共建築物の木造化・内装等の木
質化に努めるよう提唱しております。
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庁内においては、「岸和田市木材利用促進庁内連絡会」を立ち上げ、市内産木材の利用を、連携して取り組
んでまいります。
忠岡町
面積が狭隘な本町では、森林や山岳地帯は皆無であるため森林整備の拡充に関する事業は実施しておりませ
んが、近年の局地的な集中豪雨により、近隣山間地では土石流の発生や流木が河川を塞ぐ事例が相次ぎ、本町
のような街中にも影響が生じるケースが増えてきております。そのため大阪府では森林保全のための財源確保
に取組むため、平成 28 年度から新しく「森林環境税」を創設し、これを財源に、山岳地帯の河川沿いに位置
していない市町村も対象となる「子育て施設木のぬくもり推進事業（幼稚園や保育所の施設の内装や建具に「お
おさか材」を活用した際に経費の 1/2 を補助）」も実施されているところです。本町における諸施設整備には、
今後、木材利用の促進を十分検討するよう庁内各部署に情報伝達して参ります。
（5）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）
高石市
大阪府消費生活センター等と連携を図り、消費者被害防止のため、引き続き啓発等に取り組んでまいります。
和泉市
消費者被害防止を進めるため、和泉市消費者被害防止支援事業実施要綱に基づき、関係部署・関係機関と連
携し、対応を行っています。
特に今年度より和泉市消費者被害防止ネットワーク連絡会を消費者安全法第 11 条の 3 の規定に基づく消費
者安全確保地域協議会と位置づけ、大阪府和泉警察署などを新たに構成機関とし、ネットワークの強化に取り
組んでいます。
今後も引き続き、ネットワークを活用した関係部署・関係機関との連携のもと、消費者被害防止に取り組ん
でまいります。
泉大津市
消費者行政の組織体制の充実と機能強化につきましては、消費者被害の発生や拡大を防止するための有益な
情報の収集や整理、分析等を行い、関連機関との連携強化を図りつつ、広報紙、ホームページなどを通じて情
報提供を行っています。また、被害に遭いやすい高齢者などに対して啓発グッズを配るなど注意喚起を行って
いきます。
岸和田市
月曜日から金曜日、9 時半から 16 時半の相談体制で臨んでいます。消費者被害防止につきましては、出前
講座や講演会、研修会を通じて啓発に取り組んでいるところです。
また、年 5 回、広報啓発紙を全戸配布し、周知しています。
高齢者や障がい者の皆さんにつきましては、福祉部門や地域包括支援センターとも連携を図っております。
今後も、消費者行政の推進と消費者保護に努めてまいります。
忠岡町
本町は 2 万人に満たない人口規模のため消費者センターを常設化しておりませんが、専門の相談員による
「消費生活相談」を週 2 回開催し、解決するまで懇切丁寧に対応しているところです。町内等近辺にて悪質事
例発生の際には、即時に町ＨＰに掲載し注意喚起するとともに、自治会回覧板等に注意喚起チラシを挟んでい
ただく等、周知を徹底した対策を行っております。
また、未成年世代向け施策としては、中学校の全児童と教員に対し、ネット通販の落とし穴や脱法ハーブの
危険性、ＳＮＳに投稿する際の注意点等々、身の回りで容易に陥りやすい事例を啓発したパンフレット等をセ
ットした「消費者問題啓発用ファイル」を一人 1 冊ずつ配布する事業を今年度より開始しております。今後、
新 1 年生に同等のファイルを配布する長期計画の事業と見据えており、幼少期からスマホ等のＩＴ関連機器に
囲まれた環境下に生きるティーンエイジャーに向けた注意喚起を継続して行って参ります。
また、高齢者や障がい者に対するフォローとしては、町内の介護事業者等への啓発チラシ配布や、社会福祉
協議会による小地域ネットワークの活動に合わせた出前講座を実施する等、要望に応じたきめ細かな消費者施
策となるよう、各種機関と調整し今後も継続して参ります。
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６．社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策（５項目）
（1）空き家対策の強化 ＜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）
高石市
空き家の適正管理については、空き家実態調査を行い所有者に空家特措法の趣旨や適正管理の必要性を周知
し、不適正な管理事案に対しては、是正措置を通知文や電話で行い対応しています。また木造空き家の除去工
事を行う所有者に対して、除却工事の一部を支援する制度を始め、除却・建替えを促進しています。
空き家の利活用については、実態調査により市内の木造戸建て住宅の空き家が約 930 件あることが判明しま
した。また、その空き家の多くが中古市場に出ず、活用されていない状況でありました。そのためその空き家
を活用し、地域の活性化や転入による人口増加を図ることを目的として平成 27 年 9 月から空き家バンク制度
を実施しました。また本年度当初より空き家バンクのインセンティブとして空き家バンク登録物件の売買や賃
貸借契約時に必要となる費用の一部を支援する事業も始めています。
そして、住宅確保要配慮者への住宅確保については、空き家バンクと絡めた制度を検討していきたいと考え
ています。
和泉市
特定空き家等の所有者把握に努め、適法な管理を促す通知を送付しております。また、直接所有者にお会い
をし、除却を含め検討をお願いする等の取組みを行っております。
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につきましては、空き家所有者の意向
が何より重要であると考えます。現在行っておりますＪＴＩの制度普及等、空き家の活用について具体的な施
策を検討したいと考えます。
泉大津市
空家対策については、現在所有者等を特定し、利活用や維持管理を促すなど老朽危険対策を中心に取り組ん
でおります。
空家の利活用については、大阪府や他市から先進事例などの情報収集に努め、本市の方策を検討して参りま
す。そのためにも、まずは本市空家の実態把握調査を実施したいと考えています。
岸和田市
空き家対策を推進するため、空き家特措法に基づく法定協議会を設置し、その中で、特定空家等の認定や空
家等対策計画の策定など、計画的に進めて参ります。
また、国の考え方や方針に基づき、利活用可能な空き家等の対策や、高齢者や子育て世帯向けの支援制度の
構築など、空き家対策計画の中で単に特定空家等を取り壊すだけでなく、地域コミュニティの促進などの有効
な利活用を含めて、まちづくりと連携した住宅・住環境整備について、検討して参ります。
忠岡町
平成 28 年度に空家調査を実施し、本町における空き家の状況を把握していくとともに、空き家個々の状況
に応じて、関係部署と連携を図りながら、対応してまいりたい。また、地域活性化の観点から、空家の有効活
用についても、検討を進めて参りたい。
（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。
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（回答）
高石市
交通政策基本法に基づく「交通政策基本計画」の趣旨や大阪府、近隣市町村の実状を踏まえながら、今後本
市の交通計画等全般について検討を進めてまいりたいと存じます。
和泉市
本市では、交通政策基本法の基本理念に則り、
「地域公共交通網形成計画」を平成 29 年度より策定に着手す
る予定です。また策定にあたっては、労働者代表、地域住民の代表等が参画されている「和泉市公共交通利用
活性化プロジェクト委員会」で協議がおこなわれることとなっています。
泉大津市
③で回答
岸和田市
②で回答
忠岡町
交通政策に関する基本法制である交通政策基本法に基づき、政府が交通に関する施策を総合的・計画的に推
進するため策定された交通政策基本計画に基づき、基礎自治体である忠岡町としての適切な役割を認識すると
ともに、交通政策の推進について、大阪府や近隣の自治体と連携し、検討して参りたい。
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）
高石市
今後本市の交通計画等全般について検討を進めてまいりたいと存じます。
和泉市
交通・運輸政策部門の担当者に関しては、関係部署との連携のもと、人材育成に努めてまいります。
泉大津市
③で回答
岸和田市

①の回答を含む

交通施策は、単体の交通手段、部分的な対応にとどまらず、まちづくり戦略との一体的な取組みを進めてい
く必要があるとの認識のもと、平成 27 年 11 月に、
「地域公共交通の活性化再生法」等の法定要件を備えた「岸
和田市地域公共交通協議会」を設立しました。
地域全体の公共交通システムの在り方や、市民、交通事業者、行政の役割を定め、かつ、公共交通を軸とし
たまちづくりに向けて実施する様々な取組みを示した「岸和田市交通まちづくりアクションプラン」を、平成
28 年度末に策定したいと考えています。
忠岡町
交通政策に関する施策推進のため、当該業務に精通した人材の育成は、重要であると認識しているので、将
来を視野に入れた人材育成に努めて参りたい。
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）
高石市
本市では、エレベーター等を整備する鉄道事業者等に対し、高石市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補
助金交付要綱により財政支援を行っております。
現在、ＪＲ東羽衣駅においてバリアフリー化工事が進められており、平成 28 年度中に工事完成予定となっ
ておりますが、このバリアフリー工事に対しても上記交付要綱により財政支援を行っております。
今後も鉄道事業者等と連携して、バリアフリー化や安全対策の充実を図ってまいりたいと存じます。
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和泉市
交通バリアフリーに関する諸施策については、関係部署との連携のもと、財政支援措置策を研究してまいり
ます。
泉大津市

①②の回答を含む

交通施策の強化については、大阪府乗合バス地域協議会への参加を通じて、大阪府並びに近隣市町村と連携
を図り、本市の公共交通の実情に応じた施策が取れるよう検討してまいります。
また、公共交通事業者と交通環境についての情報を共有し、公共交通機関のバリアフリー化促進と安全対策
の充実に努めてまいります。
岸和田市
本市では、鉄道駅舎バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱を制定し、バリアフリー化の促進のため、財
政支援を行なっています。
また、ホームドア等の設置についても本要綱で支援が可能であり、内方線ブロックの設置についても財政支
援を行なっております。
忠岡町
本町区域内においては鉄道駅が高架化されていないため、エレベーター等の支援措置は、必要がないと考え
ています。また、ホームドア等の財政措置については、他市の動向を注視したい。
（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）
高石市
市内各所で自転車マナーアップを目的とした街頭キャンペーンを月に 1 回実施しております。また、小学
校・中学校での交通安全教室や春と秋の交通安全運動において啓発活動を実施することで自転車の交通ルール
遵守を呼びかけます。
「大阪府自転車条例」の施行について、広報紙に掲載するとともに、市内各所での交通安全教室においては、
保険の加入やヘルメットの着用の啓発に努めております。
また、未就学児童とその保護者、65 歳以上の方を対象にヘルメット購入費用の補助を実施しております。
和泉市
本市では、交通安全教育指導員を育成し、自転車の安全講習を含め交通安全教育を実施する体制を整えてい
ます。自転車危険運転の取り締まりについては、取り組みを強化していただけるよう、所轄警察に要望してま
いります。また、「大阪府自転車条例」については、市広報・ホームページや自治会単位の回覧等、市民への
周知・徹底をおこなっています。
泉大津市
本市はセーフコミュニティ国際認証都市として、地域で活動を行っている団体や市民・警察署等と協力し、
安心・安全なまちづくりを目指しており、幼児や小学生、高齢者を対象とした交通安全教室の開催、交通安全
運動街頭キャンペーンなどを通じまして、
「大阪府自転車条例」を含めた自転車安全利用に関する教育・啓発
活動を実施しているところです。今後も継続して啓発活動を実施し、周知を図ってまいります。
岸和田市
岸和田警察署管内の平成 28 年の交通事故発生件数は、平成 27 年と比較して減少傾向にあるものの、自転車
及び高齢者が関係する事故の割合が多くなっています。
岸和田市といたしましては、「大阪府自転車条例」の制定趣旨に基づき、岸和田警察及び関係機関と連携し
て条例の周知を行い、啓発活動等を通じて市民の交通安全意識と交通マナーの向上に努めてまいります。
忠岡町
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備が行われたことを受け、平成 27
年度より忠岡中学校において、自転車事故の重大性を認識してもらうため、自転車運転者講習を、大阪府泉大
津警察署と合同で実施しています。今後も各種交通安全教室において、自転車マナーなどについて、安全講習
を実施するとともにホームページを通じて住民に周知して参りたい。
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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）
高石市
災害時を想定したライフラインの耐震化は、各事業者・管理者において進めているところです。高石市地域
防災計画においても、ライフライン施設については速やかな復旧を進めるとともに、応急供給、サービス提供
に努めることを規定しているところです。
また、本市の公立小中学校などについては耐震化を完了しております。不特定多数の人が利用する施設につ
いては、耐震改修促進計画と合わせて施策についても検討してまいります。
和泉市
災害発生時の避難所となる、指定避難所となる公立の小中学校の耐震化に関しましては、東日本大震災の発
生をうけ、当初の耐震化スケジュールの見直しを行い、平成 25 年度中にすべて完了しております。
津波対策としましては、和泉市洪水ハザードマップにおいて津波浸水想定を記載するとともに、大規模災害
時における避難者受け入れのため、平成 23 年 11 月 10 日に大阪府立信太高等学校を津波避難ビルに指定し、
平成 24 年 8 月には海抜表示を示した標識を指定避難場所である小・中学校に配布・設置しており、津波被害
の回避に取り組んでおります。
老朽化した社会資本については、平成 25 年 3 月に和泉市道路橋長寿命化修繕計画を、平成 25 年 7 月に和泉
市公園施設長寿命化計画を、平成 28 年 3 月に和泉市道路舗装修繕計画をそれぞれ策定し、効果的かつ効率的
な維持管理に努めています。なお、不特定多数の人が利用する民間施設などに対する支援としましては、耐震
診断費用に対する補助制度を設けています。
泉大津市
社会インフラの耐震化については、電気・ガス・情報通信などのライフライン事業者の事業計画により災害
に強い施設の整備を進めるよう取り組んでいただいております。
また、大阪府の「新・大阪府地震防災アクションプログラム」及び「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」に
基づき、社会インフラの強化に引き続き努めてまいります。
なお、本市における小中学校の耐震化については概ね完了しておりますが、早期に完了できるよう努め、引
き続き災害発生時の避難場所としての機能の充実を図るとともに、不特定多数の人が利用する施設についても
大阪府や関係団体と連携し、耐震化の取り組みに努めてまいります。
岸和田市
「新・大阪府地震防災アクションプラン」の重点アクション①「防潮堤の津波浸水対策の推進」を計画通り
進めるよう、大阪府に引き続き要望してまいります。
老朽化が進む社会インフラについては、事後保全だけでなく、予防保全の考えを取り入れ、定期的な点検や
診断結果に基づく計画的な保全を実施し、長寿命化を進めてまいります。
また、平成 20 年 3 月策定の岸和田市住宅・建築物耐震改修促進計画に基づき、市内の住宅・建築物の耐震
化の啓発及び推進に努めてまいります。
特に、巨大地震に対して大きな被害が予想される昭和 56 年 5 月以前の木造住宅には、耐震診断及び耐震改
修の補助制度を設けて耐震化の支援を行ってまいります。耐震性の不足する木造住宅の建替えを促進するた
め、除却工事についても補助制度を設けて、支援を行ってまいります。
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、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する
一定の要件を満たすものについては、耐震診断費用の一部を補助する制度を設けて、耐震化の支援を行ってま
いります。なお、公立学校施設の校舎や、体育館の耐震化については、平成 19 年度に「岸和田市学校教育施
設耐震化計画」を策定し、主要構造部材の耐震化を進めてまいりました結果、平成 27 年度をもって、学校教
育施設の耐震化は完了しました。
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忠岡町
社会インフラの耐震化につきましては関係各社と連携して進めて参ります。
また、災害時の避難所となる公立小中学校の学校施設の耐震化につきましては、平成 26 年度に完了してお
ります。
②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）
高石市
平時から、防災シンポジウムやまちづくり勉強会、各自主防災組織主催の防災訓練に参加するなど、大小に
関わらず市民に対する啓発活動を実施し、周知しているところです。
本市においては、11 月に高石市地震・津波総合避難訓練を行い、市民や学生、多様な事業者、関係者を巻
き込むことで、地域のつながりを意識して実施しております。また、自主防災組織を対象に、避難所運営訓練
を視野に入れた避難所運営マニュアルの作成を進めており、今後も地元住民による災害時の助け合いを後押し
出来るよう努めてまいります。
避難行動要支援者名簿につきましては、高齢・障がい福祉課が担当しており、危機管理課と連携して防災へ
の活用や体制の整備を行ってまいります。
和泉市
市では、防災情報の伝達手段として、同報系防災行政無線、緊急速報メール、いずみメール（登録制メール
マガジン）、広報車、ホームページ、ツイッター、フェイスブックなどを利用し、積極的な情報伝達を行って
います。
ハザードマップ等としては、「防災ガイドマップ」、
「和泉市洪水ハザードマップ」等を作成し、全戸配布及
び市役所等での配布を行っています。また、山間部の土砂災害危険箇所地域に対し、地域住民自らで作成する
地域ハザードマップの取り組みを進めており、作成したハザードマップをもとに夜間避難訓練を実施するなど
地域防災力の向上を図っています。
避難行動要支援者名簿については平成 27 年度から作成し、要支援者のうち個人情報を提供することに同意
した方の名簿を支援者へ提供しています。また、年に一度名簿の作成及び同意者の名簿の差替えを行い、情報
を更新しています。
泉大津市
市民の防災知識・意識の向上を図るため、東日本大震災以降の新たな被害想定で作成した「総合防災マップ」
等を活用し、市民や事業者を対象に積極的に「防災出前講座」や訓練を実施しています。また、英語、中国語、
韓国語による防災パンフレットを作成し、外国人を含む要配慮者に対しましても、防災知識の向上が図れるよ
う広く周知しているところです。
なお、避難行動要支援者の支援制度につきましては、名簿作成を経て、今年度、地域の避難支援等関係者に
名簿を提供しておりますが、今後も平時から繋がりのある福祉部局等と連携を図りつつ、地域全体での連携に
より迅速に避難ができる体制を構築できるよう取り組み、災害時の被害減少を目指してまいります。
岸和田市
避難行動要支援者名簿については、平成 27 年度に作成し、町会・自治会、民生委員、地区福祉委員会等へ
配布しました。更新は毎年行う予定で、日頃からの声かけ、見守り、避難訓練等に活用してもらうよう依頼し
ています。
また、地域防災力向上のため、総合防災訓練のほか、地域住民による自主的な地域防災福祉コミュニティ等、
各地域で行われる防災訓練についても広く周知し、多くの参加を呼びかけています。
平成 26 年度からは、防災福祉コミュニティの活動に必要な防災資機材の整備費用についての一部助成も行
っています。
ハザードマップにつきましては、各種マップを一冊にまとめた「総合防災マップ」を平成 26 年 12 月に作成
し、市内全戸に配布しました。
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忠岡町
今年度は、自主防災組織主催の避難所運営訓練、沿岸部企業主催の避難訓練が実施されたところであり、そ
の際には、忠岡町防災ガイドマップを利用し、住民・企業への啓発活動を行っております。今後も浸水想定区
域内の自主防災組織を中心に各種訓練が継続して行われるよう働きかけて参ります。
また、災害時における要支援者に対する取り組みとしては、災害時避難行動要支援者支援プランによる支援
体制を整えており、また、福祉避難所についても町内民間福祉施設との協定を進めております。
③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）
高石市
市内に存在する河川は大阪府管理河川であるため、大阪府と連携してソフト・ハードの両面において治水対
策を実施しております。また、岩手県の要配慮者施設が集中豪雨によって被害にあってしまったことから、こ
の要配慮者利用施設の事業者に対し、水防面での啓発活動を大阪府と連携して進めてまいります。
和泉市
平成 28 年 9 月に大阪府により土砂災害警戒区域等が指定され、現在市内に 447 箇所存在していますが、指
定に際しては各町会長等に周知しました。また、洪水については平成 26 年 3 月に洪水ハザードマップを作成
し、危険な個所を周知しております。
それぞれの災害に対する対策ですが、まずソフト面の対策として、平成 22 年度より市内の土砂災害特別警
戒区域、警戒区域また急傾斜地等の多い地域を対象に和泉市、大阪府鳳土木事務所、地元町会にて、地域ごと
に土砂災害ハザードマップを作成しております。地元住民の皆様方に土砂災害のリスクを共有してもらい、自
助、共助による自主警戒避難体制を検討していただきたく、ハザードマップとして全町民に配布しております。
平成 27 年度までに 14 町会・自治会で作成し、今年度は 3 町会にて実施しております。作成したハザードマ
ップを活用して、平成 27 年 6 月に大阪府と共に南横山校区において夜間避難訓練を実施し、今年度は横山校
区の福瀬町において同様の訓練を実施しました。
ハード面の対策として、現在大阪府が砂防えん堤事業を父鬼町と春木川町の計 2 箇所で実施しており、急傾
斜地崩壊対策事業を小野田町、若樫町、南面利町、北田中町の計 4 箇所で実施しております。
治水対策としましては、同じく大阪府が、松尾川では春木町地区、槇尾川では芦部工区、三林工区、横山工
区、上流工区の計 5 箇所にて河川改修事業を実施しております。
泉大津市
本市においては、山間部がなく土砂災害の危険性はありませんが、大雨による洪水（河川堤防の決壊）など
の可能性は否めません。市域を流れる河川の上流部の市や隣接市町と連携しながら、風水害については、特に
「早めの避難」で減災に繋げられるよう、引き続き対策を図ってまいります。
なお、ハード面である治水施設の整備については、より災害に強いまちづくりを目指し、大阪府と連携し推
進してまいります。またソフト面では、万一に備え、地域防災力の要である自主防災組織と連携を図りながら、
水害発生時の避難対策等に努めてまいります。
岸和田市
本市、下水道事業における雨水対策は、雨水管渠を整備し、併せて下水ポンプ場を設置しています。定期的
に施設の点検、清掃、修繕及び老朽化による改築更新を順次行い、下水道施設の機能保全に努めています。
森林整備については、国の森林整備地域活動交付金を活用し、森林の有する山地災害防止機能や、水源のか
ん養機能等の多面的機能が発揮できるように森林経営計画を作成し、作成した計画に基づき森林の路網整備や
間伐作業を順次行っています。
また、大阪府が平成 28 年 4 月から開始している森林環境税による取組みを利用し、危険渓流の流木対策や、
森林保全対策を実施してまいります。
土砂災害防止の観点からは、大阪府の「逃げる」
「凌ぐ」
「防ぐ」施策を推進するとともに、豪雨水害防止の
観点から本市の管理河川（準用河川）の改修を進めてまいります。
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なお、岸和田市では平成 26 年に、市内全体の洪水・土砂災害ハザードマップを作成し、平成 26 年 12 月に
市内全戸配布を行いました「総合防災マップ」にも掲載して、周知を図りました。
さらに、大阪府、岸和田市、及び地元町会・自治会の方々とワークショップを通じて、地区別土砂災害ハザ
ードマップを作成し、各町会に配布及び市ウェブページにも掲載を行いました。
これをもとに、市民の方に、洪水・土砂災害の危険箇所について広く周知していくとともに、災害発生時ま
たは災害が発生すると予測される場合には、空振りを恐れず、避難勧告等を早めに発令していくように努めま
す。
忠岡町
河川の急激な増水への対策については、大阪府や周辺市町村との協議を重ねており、今後も引き続き協議を
進めて参ります。
また、住民に対しては、自主防災組織の活性化につながるよう、今年度同様、防災訓練や防災講演会の開催
を通じて地域防災力の向上を図ります。
（5）公共交通機関での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）
高石市
鉄道事業者とも連携して、警察の巡回などを行うことにより、犯罪の防止を図っています。
和泉市
和泉市では、大阪府安全なまちづくり条例に基づき、公共交通機関の駅長が委員を務める和泉市安全なまち
づくり推進協議会を設置し、市、市民及び事業者等が連携して犯罪の防止に関する施策に取り組んでいます。
当市では、犯罪多発地域を中心に防犯カメラの設置を推進しており、駅周辺においても街頭防犯カメラが増
設されます。今後とも和泉警察署や防犯ボランティア団体、地域等と連携を図りながら、駅構内における防犯
キャンペーンの実施、タイムリーな防犯情報の提供を行っていきます。
泉大津市
本市においては、警察及び市民ボランティアからなる防犯委員会と協働で犯罪防止に向けた街頭啓発運動を
実施しております。また、広報、ホームページの掲載に加え、自治会等の掲示板での掲示による犯罪防止の啓
発を行うとともに、青色防犯パトロール車における市内巡回を実施しております。
また、平成 28 年 10 月には安全安心なまちづくりの取組みを進めた結果、世界保健機関（ＷＨＯ）が推奨す
るセーフコミュニティ国際認証を取得いたしました。これらの活動の一環として、平成 27 年度より自治会が
設置する防犯カメラにかかる費用の一部を助成する制度を創設したことに加え、市においても南海 3 駅（泉大
津、松ノ浜、北助松）周辺への設置をはじめ、市公共施設への設置を進めているところです。
今後、より一層、犯罪防止の効果的な対策を講じてまいります。
岸和田市
駅構内、公共交通機関での暴力行為(すり、暴行、痴漢等)の犯罪については、大阪府警察の鉄道警察隊によ
る列車警乗、刑事部すり係による警戒検挙活動及び、岸和田警察署地域課員による駅構内のパトロール活動と、
犯罪防止諸活動を推進していると認識していることから、岸和田市としても警察を始めとする関係機関からの
協力要請があれば、ホームページ等を活用し、市民に啓発するなど積極的に対応するよう努めます。
忠岡町
公共交通機関に限らず、暴力のない「安全で安心なまちづくり」の確立に向け、警察・関係団体と協力し、
また町のホームページ等においても啓発を行って参ります。
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７．泉州地区協議会

独自要請

≪高石市≫
（1）地域振興策について ＜新規＞
市内在勤者（特に臨海部）は、周辺地域の在住者が多いのが現状であるが、在勤者からは市内で働いて生活
し、住宅の確保を求める声が少なくない。そういった観点から、住宅誘致や購入時の優遇などを検討し、積極
的に情報発信をおこなうこと。
（回答）
在勤者への住宅政策としては、平成 29 年度より在勤者の定住促進事業として、市内に勤務する者が住宅の
新築または購入時に課される家屋の固定資産税を軽減しています。
（2）安心安全な街づくりについて

＜新規＞

市内の道路について、グリーンゾーンや自転車走行ゾーンが充実しており、利用者も多く見受けられる。そんな
中でも、道幅が狭い道路やグリーンゾーンなどが確保できていない道路については、ガードレールを設けるなどの
安全対策を検討すること。
（回答）
自転車走行ゾーンとしては、自転車道及び自転車レーンが既に供用開始されております。児童の通学路にあ
たる道路については、グリーンゾーンや通学路マークの塗付の他、交差点内の着色、自発光鋲やガードレール
等の設置を交通安全対策工事として施工しております。

≪和泉市≫
（1）総合的な都市機能の充実について

＜継続＞

現在、企業誘致または大型商業施設の誘致については、積極的な政策展開がなされておりますが、和泉市の人口
は止まっていると思われます。
そのなか、和泉中央駅周辺の交通渋滞問題では、インフラの更なる整備また、信号パターンの工夫は必要である
と考えます。特に交通弱者への配慮（グリーンゾーンの設置等）等、今後も国や府への積極的な働きかけと、市の
努力により市民の生活向上に向けた政策を展開すること。
（回答）
和泉中央駅周辺の交通渋滞問題は、ハード・ソフト両対策において、国・府・市連携のもと、諸施策を展開
してまいります。
（2）安心安全な街づくりについて

＜継続＞

近年、子どもが被害者となる悲しい事故が多く発生しています。地域の連携を密にし、さらなる防犯対策の向上
を図り、地域力の強化に努めること。
（回答）
和泉市では、
「安全で安心して暮らせるまち和泉市」を目指し、和泉防犯協議会や和泉市安全なまちづくり
推進協議会といった防犯団体と連携して様々な防犯対策を行っています。
当市においては、現在のところ、子どもが被害者となる大きな事件事故の発生は見られませんが、不審者の
出没、声かけ事案等が散発的に発生している現状にあります。
今後とも、児童の登下校時間帯を中心に、自治会やＰＴＡ等と連携して、青色防犯パトロール車を活用した
見守り活動を強化するとともに、有事における警察への通報体制の確立、街頭における防犯カメラの整備等を
通じて、子どもが犯罪に巻き込まれることのないよう努めて参ります。

≪泉大津市≫
（1）地域医療体制の確立について

＜補強＞

現在、公共病院の運営・財政は、厳しい状況であると思われます。そんな中、泉州地区協議会は、地域医療を守
る観点から、貴市立病院の健全な財政運営を求めるとともに、さらなる福祉サービスの向上を図り、市民に愛され
る病院を目指していただきたい。また、泉州地域の広域的な医療の中核を担っている現状を踏まえ、引き続き国や
府に対して財政的支援を積極的に求めること。
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（回答）
市立病院は、新改革プランに基づき、健全な財政運営に努めるとともに、福祉サービスを提供する公立病院
としての役割を果たしてまいりたいと考えます。
また、国・府に対しては、市や大阪府公立病院協議会、全国自治体病院協議会等を通じ、機会あるごとに積
極的な支援を働きかけてまいります。
（2）地域振興策について ＜補強＞
泉大津港の利用・活性化を図るために、ポートセールスを引き続き行っていただきたい。さらには、夏フェスの
利用、泉大津駅西側の開発など、併せて積極的な振興策を検討すること。
また、街頭整備を自治会にも働きかけながら、夜間の防犯効果向上と景観・イメージの向上を推進すること。
（回答）
港湾トップセールス事業の継続をはじめ、堺泉北港の利用・活性化を図るための港湾振興施策を実施いたし
ます。また、夏フェス等におけるシティプロモーション活動など、引き続き積極的な商工業振興施策を展開い
たします。
また、街灯（防犯灯）整備につきましては、地球温暖化対策及び防犯対策のため、平成 23 年度より 3 年間
かけて、市内 20Ｗ蛍光灯防犯灯の全ＬＥＤ化を実施したところです。これにより蛍光灯に比べ長寿命による
長期間安定した照度維持及び照度向上を実現しております。引き続き、自治会と連携して市内未設置箇所のＬ
ＥＤ防犯灯の設置促進に向けた取組みを行ってまいります。
（3）防災について ＜継続＞
東日本大震災なみの災害（津波）が発生した場合、泉大津市は全域が被災地域となる、よって近隣の自治体への
迅速な避難体制が必要であり、広域的な連携をお願いしたい。
また、緊急時に対応できる行政職員の人員確保と人材育成、さらには災害対応マニュアルの作成など、必要
な機材の確保に努めること。
（回答）
南海トラフ巨大地震など広範囲にわたる大規模災害の発生に備え、同時被災の可能性が少ない都道府県域を
超えた市町村間での災害時相互応援ネットワークを構築し、広域避難を含め、物的・人的両面で応急対策でき
るよう協定を締結しています。
また、訓練等を通じて、災害時に迅速に対応できる職員の育成と必要資機材等の確保に努めてまいります。
（4）総合的な都市機能の充実について ＜継続＞
全国的に人口減少が続いています。そんな中でも鉄道沿線駅周辺において、便利で住みよい街は、人口減少
に歯止めがかかっています。泉大津市については、南海電鉄の高架化が進み、駅周辺の環境整備がなされてい
ますが、北助松駅については、多くの住民、特に学生の利用が多い中、駅の橋上化の要望が高まっています。
泉大津としても安全安心のまちづくり・セーフコミュニティー推進の立場からも改善の要望を働きかけること。
（回答）
北助松駅周辺は踏切が残る地域であり、同駅については学生の利用が多いことは認識しています。安全安心
のまちづくりを行うためにも課題解決に向けて最も効果的効率的な手法を探り、関係機関と協議を行ってまい
りたいと考えております。

≪岸和田市≫
（1）既存の地元企業への支援について ＜継続＞
新規参入企業に対する優遇税制はあるが、既存地元企業に対する支援がない。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たものとしていただきたい。
また、地元企業・行政においては、正規雇用労働者が減らされ、非正規雇用労働者が増えてきている。非正
規雇用労働者の劣悪な雇用条件に対する指導など、市としても取り組みを強化すること。
（回答）
非正規雇用労働者の生活や雇用の安定など、処遇の改善が図られるよう、引き続き関係機関と情報を共有し、
取り組んでまいります。
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（2）地域振興策について ＜新規＞
現在、地蔵浜周辺の埋め立て地域の空き地が目立つため、企業誘致や地域振興策について検討すること。
（回答）
地区の協議会や、大阪府と情報交換しながら、企業誘致や地域振興策について検討してまいります。
（3）防災について ＜継続＞
ハザードマップの見直しを継続しながら、津波発生時の避難経路・避難場所の構築と情報発信を周知するこ
と。また、近隣市町の避難場所としての受け入れ体制など、広域的な取り組みを強化すること。
（回答）
津波ハザードマップについては、新たな被害想定が平成 25 年の 8 月に大阪府より公表されましたことを受
け、地域の方と一緒にワークショップを通じて、津波のハザードマップの改定作業を行いました。
改定しました津波ハザードマップは、平成 26 年 4 月、南海本線よりも海側の地域を対象に全戸配布し、さ
らに、市ウェブサイトへの掲載や、12 月に市内全戸配布致しました「総合防災マップ」にも掲載して、周知
を図りました。
また、この新たな被害想定にのっとり、岸和田市津波避難計画書の取りまとめも行い、津波発生時の緊急避
難場所となる津波避難ビルの指定、津波警報等発表時における避難指示の基準や発令地域の明確化を行いまし
た。今後も、継続して情報発信を行い、広く周知してまいります。
災害発生時の近隣市町との連携につきましては、現在、避難場所としての受け入れ体制等の詳細な取り決め
等はございませんが、泉南ブロック地区として、定期的な会議等により関係強化を図っています。
今後、広域的な対応ができるよう検討してまいります。
（4）競輪場の運営について ＜継続＞
競輪場の運営にあたっては、毎年市への繰入金が確保できている現状を考慮すれば、市財政にとってなくて
はならない事業であると考えます。今後も継続し、発展可能な政策を推進することが、市財政運営にとっても
重要であり、競輪場の持続・発展に向けた積極的な政策展開をおこなうこと。
（回答）
施設の老朽化や安全確保の課題解決への取り組みと、場外発売場の拡充や、特別競輪の誘致等積極的に行い、
車券売上の向上、入場者数増加を目指すとともに経費の見直しを図り、収益の確保に努めてまいります。
（5）安心安全な街づくりについて ＜継続＞
南海電鉄春木駅前の踏切付近では、歩行者と車両が混雑し、非常に危険な状態です。岸和田競輪での収益も
存分に活かし、早期に南海電車の高架工事を実施するよう要望します。
また、岸和田市の山手地域の公共交通の利便性が悪いため、コミュニティバスの路線拡充等、交通政策の充
実を図ること。
（回答）
春木駅周辺では、交通安全対策として春木 1 号踏切及び周辺道路整備に着手しており、平成 28 年度末完成
を目指して現在整備中です。
また、平成 28 年度より春木駅周辺まちづくり基本構想の策定にも着手しており、基本構想策定後は、基本
構想を踏まえたまちづくりに取組んでまいります。
交通政策につきましては、昨年度から平成 28 年度末策定に向けて取り組んでいます「岸和田市交通まちづ
くりアクションプラン」の中で、地域全体の公共交通システムの在り方や、市民、交通事業者、行政の役割を
定め、かつ、公共交通を軸としたまちづくりに向けて様々な取組みを検討してまいります。

≪忠岡町≫
（1）地域振興策について ＜継続＞
新規企業誘致の施策について、優遇税制等の積極的な誘致策を検討すること。
また、空き家・空き地の積極的な活用を促進できるような施策や情報発信をおこなうこと。
（回答）
本町では、高度の施設を有する工場の新設、或いは既設の工場を拡張した者で従業員数が 200 人以上等の場
合、当該工場の新設又は拡張に伴って増加する固定資産税相当額の 80/100 を限度とした奨励金を交付する「忠
岡町工場施設高度化奨励条例」を定めております。
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また、本町域内で新たに起業・創業する者が、本町の創業支援事業計画に位置づけている特定創業支援事業
を受けた場合には、経費として上限 10 万円(経費の 1/2)の給付を受けられる「忠岡町起業・創業支援補助金」
を昨年度から実施し、予想を超えた申請者数となっております。
しかしながら、今後の人口減少により本町おいても空き家・空き地の増加は考えられることから、放棄され
た家屋や荒地が景観を悪化させ犯罪の温床区域になることなく地域の活性化にシフトしていけるよう、近隣の
施策状況等を参考に新たな対策を検討して参ります。
（2）安心安全な街づくりについて ＜継続＞
忠岡駅付近でのグリーンゾーンの設置など、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
すること。
また、病児・病後保育の充実等、近隣自治体と協力して、子育て支援政策を充実すること。
（回答）
平成 27 年度に通学路に関係する機関が連携体制を構築し「通学路交通安全プログラム」を策定。そのプロ
グラムに基づき、児童生徒が安全に通学できるように、駅周辺を含め、通学路の安全確保を図って参りたい。
現在、本町の保育施設においては、病児・病後児保育については未実施で有ります。
平成 28 年度から、他市の事業所と協力体制の協議を行い、現在、本町在住の児童についても利用できるよ
うにして頂いておりますが、今後町内への整備について検討して参ります。
以上
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≪政策予算要請

用語集≫

雇用・労働施策・ＷＬＢ施策
＊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」
＊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。
＊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
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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。
＊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。

- 43 -

＊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。

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。
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＊大阪府木材利用基本方針
国の「森林・林業再生プラン」
（2009 年 12 月 25 日公表）で、2020 年までに木材自給率を 50％以上にするとい
う目標が掲げられ、これを受け「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、
「公共建築
物における木材の利用の促進に関する基本方針」が示された。大阪府では、2003 年 3 月に「大阪府木材利用推進
指針」を策定していたが、上記法律などの施行に合わせて、
「大阪府木材利用基本方針」を新たに定めた。本方針
では、木材利用を通じた循環型社会の実現に資することを目的とし、木材利用の推進のための基本的な事項を定
めている。

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。
＊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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