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１．雇用・労働・ＷＬＢ施策（９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

＜補強＞

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の地方創生交付金事業で「若者の雇用安定」、「女性の活躍推進」、「Ｕ
ＩＪターン」などを推進されるが、事業の情報発信力を高め、特に魅力ある中小企業との場づくりや若年層の
定着支援施策の充実をはかること。また、交付金にかかわらず、就業ニーズの高い介護・福祉分野の定着支援
施策として、独自の処遇改善助成金等を検討すること。
（回答）
貝塚市
本市では、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」
事業を平成 28 年度から開始しており、30 年度においても引き続き当該事業を実施する予定としております。
また、介護・福祉分野における処遇改善補助事業につきましては、現在のところ独自制度を実施する考えは
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おいて展開している「コワーキングスペース」を
拠点として、女性や若年者の社会進出や人材育成、地域での安定雇用や起業に繋がるような事業展開を努めて
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おいて、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を図るとともに、他府県市町村と連携して、地域の雇用
創出や就業ニーズに合った人材の育成に努めてまいります。
泉南市（産業観光課）
若者、女性の就業、雇用は、地域の活性化に寄与するものであるため、事業の積極的な情報発信、マッチン
グの機会の創出など、商工会と連携した事業を推進していきます。
また、介護、福祉分野の定着支援の検討については、商工会に加え、内部の商工労働担当部署と福祉部署が
連携を図り進めます。
阪南市（まちの活力創造課）
本市の地域就労支援事業の一つとして、平成 24 年度より市内事業者の協力のもと、
「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。今後は協力事業者の実施体制等を考慮しながら、
雇用情勢や就業ニーズ等を踏まえ、効果的な講座等の開催を検討してまいります。
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（産業振興課）
就労支援について、現在、地方創生交付金を活用した事業は行っておりませんが、引き続き、先行団体の事
例や国の動向など情報収集に努めてまいります。
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まいります。
岬町
本町では、地方創生交付金を活用した創業支援や新たに農業・漁業に就労される方への支援を実施するとと
もに、企業立地促進条例を制定し、企業誘致による地域の雇用の場の確保、誘致企業への地域住民の雇用促進
に対する支援を実施しています。平成 30 年度につきましても、引き続き地域住民の創業、就労支援の取り組
みに努めてまいります。

（2）産業政策と一体となった基幹人材の育成について

＜補強＞

大阪の基幹産業である「ものづくり」の人材育成と確保に向けて、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幅広く行い、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）
貝塚市
市内中小企業者のものづくり技能承継と後継者育成については、貝塚商工会議所と連携し支援してまいりま
す。
泉佐野市（まちの活性課）
大阪府、商工会議所、その他の関係機関と連携して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、地域の中小企業事業者の実情やニ
ーズを把握して、より効果的な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）
本市や商工会が参画する泉南市地域支援ネットワーク会議を通じて、大阪府よろず支援拠点と連携するとと
もに、ＭＯＢＩＯ等の活用を促すことによって、地域の「ものづくり」人材育成と確保の実現につなげます。
阪南市（まちの活力創造課】）
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てい
ます。特に中小零細事業者においては、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想定でき
ることから、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研究するとともに、本市事業所が活用し
やすい人材育成施策の検討をしてまいります。
田尻町
ものづくり支援施策につきましては、大阪府と連携して、今後、技能継承や後継者育成の実施について研究
してまいります。
熊取町（産業振興課）
人材の育成と確保については、国、大阪府と連携しつつ、本町商工会等の関係機関を通じて、町内の実情の
把握に努め、実態に即した後継者の育成に努めてまいります。
岬町
本町では、町内事業者の求人情報の町ホームページへの掲載や企業立地促進条例による誘致企業への地域住
民の雇用促進に対する支援など、町内事業者の人材確保に対する支援を実施しています。町内事業者から人材
育成に関する相談は寄せられておりませんが、相談があれば関係機関と連携し、対応してまいりたいと考えて
おります。
（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、市町村によって取り組みの
温度差が生じている。相談から就労までの効果的な支援体制を強化するため、好事例等を共有し、市町村地域
就労支援センターの充実をはかること。
また、
「地域労働ネットワーク」の社会資源を積極的に活用できるよう、多様な構成団体が中小・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やネットワーク事業を強化すること。
（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が主催する研修会を受講するなど、協議会を通じて情報
提供のあった先進事例を参考にし、就労支援センターの充実に努めております。今後もさまざまな相談者に対
応できるように、各機関の相談員間の連携を強めてまいります。
また、関係機関と連携・協力しながら就労支援や地域労働ネットワークの強化に努めてまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
平成 14 年度より実施している地域就労支援事業について、今後も大阪府や関係機関と連携し相談解決に向
け進めてまいります。さらに「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」への参加により、構成団体と密に情
報交換を行う等、相談解決に向け取り組んでまいります。
泉南市（産業観光課）
地域の就労困難者を効果的に支援するため、地域就労支援センターと事例を共有し、連携して事業を進めま
す。
また、本市が参画する地域労働ネットワーク推進会議を通じて情報を共有し、地域への施策反映に努めます。
阪南市（まちの活力創造課】）
市町村就職困難者就労支援担当職員（就労支援コーディネーター）等研修会において、当該事業の取り組み
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状況の意見・情報交換等を行い、好事例など情報共有するとともに、大阪府総合労働事務所南大阪センター及
び泉大津市以南市町の関係機関で構成する「阪南地域労働ネットワーク」では、労働相談実務に関する研修会
や意見・情報交換の実施など、関係機関相互の連携と労働相談担当者の対応能力の向上を図っているところで
す。
今後におきましても、関係機関等と連携を図り、他市町の好事例を参考に事業強化するとともに、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説明会への誘導、また総合相談室が持つ利点を生かし、
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（産業振興課）
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
よる相談を行うと同時に就職困難者等支援策として、資格取得に取り組む方への補助を行っております。
また、
「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」に設置された部会にも参画し、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、生活・暮らしの相談事業だけではなく、生活困窮者の
出口支援となる就労準備支援事業の就労体験先や認定就労訓練事業所等を確保するなど、生活困窮者自立支援
事業を強化すること。また、要支援者は高年齢者層の疾病や低収入・就労困難など、複合的な問題が起因して
いることから、タイプ別課題に応じた細やかな支援体制を構築すること。
（田尻町・熊取町・岬町へは要請せず。
）
（回答）
貝塚市
本市では、市民相談室において生活困窮者自立支援相談員に加え、平成 29 年度より新たに就労準備支援担
当者を配置し、就労に向けた体験先の確保を行っています。
また市民相談室には、地域就労支援センターも併設しており、就労支援コーディネーターとともに、自立で
きるよう就労にむけた取組みをすすめています。
また疾病などにより就労困難な方には、それぞれの関係機関との連携を図りながら、相談者に寄り添った対
応に努めています。
泉佐野市（生活福祉課）
平成 27 年度から施行されている「生活困窮者自立支援法」において、当市では、必須事業である「自立相
談支援事業」
「住居確保給付金」、任意事業である「一時生活支援事業」の 3 つの事業により生活困窮者への支
援を開始しました。
平成 28 年度は、就労体験先の確保、認定就労訓練事業の確保等就労に関する支援を充実させるため、大阪
府からの提案もあり、府を含めた 8 自治体での「広域就労準備支援事業」の実施により、多様な就労形態の確
保に努めたところです。
また、平成 29 年度からは、さらに充実した就労支援を行うため、相談支援員と兼務していた就労支援員を
専任とし、就労支援を必要としている生活困窮者に対して、個々の状況に応じた支援、関係機関との連携によ
るケ－ス検討、事業所への同行など、きめの細かい支援を行うことにより、日常生活自立・社会生活自立・経
済的自立に向けた支援を展開しているところです。
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制度も 3 年目に入り、多様な課題を抱えて、相談に訪れる方が少しずつ増えつつあります。今後も引き続き、
個人の課題に対して、適切なアセスメントを行い、
「寄り添った支援」を実施いたします。また、課題に応じ
て、福祉領域に限らず、他分野の各種関連制度・機関など、必要な社会資源と密接に連携するとともに、生活
保護制度への「つなぎ」も一体的に行ってまいります。
そして、制度が最も重要な目標として掲げている「生活困窮者の自立と尊厳の確保」及び「生活困窮者支援
を通じた地域づくり」を念頭におきながら、それを実現するため、
「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」を実践していくことによって、支援の充実に努めてま
いります。
泉南市
（産業観光課）
就労困難者支援を効果的に支援する観点から、地域就労支援センターおよび内部の商工労働担当部署と福祉
部署が連携を図ります。
（生活福祉課）
就労準備支援事業の就労体験先は、事業の委託先である一般社団法人泉南市人権協会（ここサポ泉南）が開
拓活動を行っています。
就労訓練事業については、大阪府の認可を受けた法人が実施する事業であり、本市としては、大阪府と連携
して新規開拓に努めます。一般社団法人泉南市人権協会（ここサポ泉南）には、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、修了しています。
阪南市（生活支援課）
今年度より、相談支援員 1 名増員し、自立相談支援事業は 3 名体制で生活困窮者の相談業務を実施していま
す。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
強化を図り、生活困窮者の自立支援を実施しています。
就労支援につきましては、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。
高齢者支援につきましては、介護保険課、地域包括支援センター等との連携を行い、無料診療所の利用や医
療費助成、生活保護申請等、個々高齢者の課題や問題に応じた支援を実施しています。
就労準備事業等の他の任意事業については、財源確保が困難な状況であり、今後必須事業になれば、実施可
能です。
（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＞

各種労働法制については、特に働き方改革実行計画に関する労働法制の改正が想定されることから、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やそれらによるメンタルヘルス対策を強
化するとともに労働相談体制の充実をはかること。
（回答）
貝塚市
今後働き方改革実行計画に伴う労働法制が改正されましたら、関係機関への周知に努めてまいります。
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っており
ます。そのほか、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、ハラスメント・メンタルヘルス
対策講座や労働相談会を開催し、労働相談体制の充実に取組んでまいります。
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、労働相談に関する対応を行います。また、大阪府が実施する研修会
や学習会にも積極的に参画してまいります。
泉南市
（産業観光課）
労働法制については、改正法が制定されたのち、機会を捉えて情報を発信し、周知に努めます。また、増加
しつつある労働問題については、労働相談事業を通じてその解決に取組むとともに、高度な問題については、
弁護士が行う法律相談へ繋げていくなど、その対応の充実を図ります。
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（人権推進課）
本市では、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 1 つとして掲げています。ハラスメ
ントの防止およ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（まちの活力創造課）
各種労働法制の改正よる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・本市ウェブサイト
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誌の活用や国や大阪府が作成した使用者・
労働者向けのチラシの設置を行っていきます。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大阪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（産業振興課）
各種労働法制の改正については、国、大阪府等関係機関と連携と図りながら、広報紙、啓発チラシ等により
周知に努めてまいります。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
本町では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。
（6）長時間労働の是正、ブラック企業対策に向けた監督体制の強化について

＜補強＞

長時間労働の強要や残業代カットなど、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と連携をはかり、過労死等ゼロ対策を含め、労務管理の指導やワー
クルールの遵守について、周知・徹底をはかること。また、長時間労働が指摘されている教員については、勤
務実態調査等を行い、実効性のある対策を行うこと。
（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、雇用労働講座を開催し過労死等ゼロ対策を含む
各種労働法制の周知に努めてまいります。
教員につきましては、平成 24 年 10 月より全小中学校にタイムレコーダーを導入し、勤務時間管理を行うと
ともに、定期的に管理職からヒアリングを行い、勤務実態把握をしております。対策としましては、平成 27
年度から、教員 1 名に 1 台ずつパソコンを配備し校務の負担軽減を図りました。
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）
社会問題化している悪質な案件に対応するため、大阪労働局と情報共有を図り、労務管理やワークルールに
ついての周知啓発を行います。また、関連する相談があった場合には、労働相談、法律相談などの専門相談事
業を通じてその解決に努めます。
（学務課）
平成 29 年 9 月 1 日より全校一斉退庁日および部活動休養日（ノークラブデー）を全校一斉に実施しており、
仕事と生活のバランスの良い働き方ができるよう、学校長を通じ指導しています。勤務時間管理に関しては、
次年度より導入できるよう検討しています。
阪南市（まちの活力創造課、学校教育課）
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
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大阪府など関係機関と協議し適切に対応してまいります。
また、教員につきましては、月ごとに勤務実態を把握するとともに、学校現場に対し、校長会・教頭会等を
通じて、校務の整理と効率化、ノー残業デーやノークラブデーの設定などを提唱してまいります。
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。
また、教員の勤務実態については、教育委員会、学校において適切な労務管理を行ってまいります。
熊取町
（産業振興課）
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。
併せて、広報、ホームページへの掲載など、引き続き啓発活動にも努めてまいります。
（学校教育課）
教職員の長時間労働については、各学校において教職員全員の勤務時間数を把握するとともに、月ごとの各
個人の結果を熊取町教育委員会に報告いただき状況を把握しております。
また、学校長から教職員の「働き方」の実態についてのヒアリングを行い、長時間労働解消のための方策に
ついて検討しているところです。今後も、国や府の動向に注視するとともに、他市町とも情報交換を密にしな
がら、実効性のある対策を行いたいと考えております。
岬町
社会問題化している「ブラック企業」等の相談等を受けた場合は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。また、教員については、毎月の勤務時間管理簿により勤務時間を把握するとともに、
職員会議等でメンタルヘルスや勤務時間の適正化の周知、徹底を図っています。また、校長会・教頭会等を通
じて一層の校務の整理と効率化を進めてまいります。
（7）女性の活躍推進と就業支援について

＜補強＞

★重点項目

女性活躍推進法に基づく、女性の積極的な登用・評価を実施するために、各市における推進計画の実施状況
を点検すること。さらに努力義務となっている中小企業への女性活躍支援施策の充実を国へ求め、就業率の改
善に努めること。また、若年女性に対するセミナーやカウンセリングで就業意欲の向上をはかり、定着支援を
はかること。
（回答）
貝塚市
本市においては、貝塚市男女共同参画計画（第 3 期）に基づき、女性活躍を推進し、市広報の男女共同参画
特集ページや市主催のじんけんセミナー等を通じて、広く啓発に努めており、大阪府が実施する各種相談会や
セミナーなどについても周知啓発に努めています。
また、若年女性の就業意欲向上・定着支援としては、大阪府が実施している女性就業率上昇に向けた各種相
談会やセミナーについて、貝塚商工会議所と連携し引き続き周知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、他市の推進計画の実施状況や事業報告書を点検し、女性活躍の推進のた
めの実施計画の策定に取り組んでおります。また、今年度は、就労女性を対象としたストレス軽減のための対
策講座や、女性の健康の保持支援のための講座を実施しました。さらに、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、女性が安心して働けるように支援をしてまいりました。
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に努
めてまいります。
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、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 1
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
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う周知に努めます。
本年度、
「第 3 次せんなん男女平等参画プラン」の中間見直しを行い、本プランの一部を、女性活躍推進法
に基づく推進計画に位置付ける予定となっています。
（人事課）
「泉南市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」に基づき、女性職員の能力・経験を
幅広い職域での活用に努めます。また、施策の質とサービス向上のため、適格者を積極的に登用し、女性管理
職の割合増加に努めます。
阪南市（まちの活力創造課）
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。
田尻町
本町における推進計画については、進捗状況を確認するとともに、町ホームページにて実施状況を公表して
いるところです。就業率の改善については、労働基準監督署や大阪府と連携し、広報活動を中心として中小企
業への努力を促してまいります。また、就労支援事業において就労支援講座を開催するにあたり、若年女性の
就労を促し定着へと結びつくメニューを選定してまいります。
熊取町
（産業振興課）
女性の就業支援等については、資格取得に係る経費の助成や、産業活性化基金事業の創業支援事業において、
町内で新たに起業する女性には、補助金の限度額を嵩上げするなどの支援を行ってまいります。
また、ハローワークや大阪府などの関係機関と連携し、女性に対する各種セミナーなどの情報について、広
報、ホームページ、啓発チラシ等によりＰＲしてまいります。
（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、計画年度 5 年目となる本年度は、プ
ランの改訂を進めているところであり、年度末には女性活躍推進法に基づく市町村推進計画を策定する予定で
す。今後はこの推進計画に基づき、施策の推進を図ってまいります。
岬町
「次世代育成支援対策推進法」や「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく岬町特定事
業主行動計画に沿って、女性の積極的な登用に努め、若手女性職員の研修参加の推進にも努めてまいります。
また、女性の就業支援については関係機関と連携を図り、女性の活躍推進に向けた取組みに努めてまいります。
（8）ワーク・ライフ・バランス社会の早期実現について

＜新規＞

妊娠・出産・育児・介護期に離職することなく、安心して働き続けられる環境整備にむけて、改正育児・介
護休業法、次世代育成支援対策推進法の周知徹底をはかること。また、仕事と生活の調和推進の取り組みは、
固定的な男女の役割分担意識が影響することから男性の働き方や意識改革と併せて両立支援の拡充をはかるこ
と。
（回答）
貝塚市
離職することなく仕事と子育て・介護を両立できる環境の整備については、雇用主である企業側の理解と協
力が必要であるため、各種法制度の普及・定着に取り組むほか、企業に対する啓発や働きかけに引き続き努め
ます。また、市広報の男女共同参画特集ページや市主催のじんけんセミナーを通じて、仕事と生活の調和の推
進に向けた意識啓発に努めるとともに、固定的な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）
「育児・介護休業法」の改正を受け、今年度は介護制度について学ぶ講座を実施し、育児・介護休業の普及
の促進に取り組んでまいりました。さらに、子育てや介護に関するチラシやリーフレットを配架し、情報提供
に努めてまいりました。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掃除・片付け、男性
料理、親子クッキングや親子防災工作講座を実施し、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。
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次年度も引き続き「育児・介護休業法」や「第 4 次男女共同参画基本計画」の下、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。
泉南市
（人権推進課）
固定的な男女の役割分担意識に関することや、男性の働き方・意識改革については、
「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 1 つとして「ワーク・ライフ・バランスの実現のための支援」
、
「男性
にとっての男女平等参画の推進」を掲げています。具体的には、講座の開催やチラシ等の配布などで、啓発を
図ります。
（人事課）
職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、出産や育児、介護を行う職員が取得できる休暇・休業制
度についてまとめたハンドブックを作成し、全職員に対し制度の周知を行っています。引続き子育て等に参加
しやすい職場環境の保持及び取得率の向上に努めます。
（保育子育て支援課）
次世代育成支援対策推進法の周知徹底については、市町村の責務として課されている行動計画である、「泉
南市子ども・子育て支援事業計画」を平成 27 年 3 月に策定し、市の実施する子育て支援サービスが周知でき
るよう概要版を作成し、市民への配布を行っています。また、ウェブサイトや広報紙において、子育て専用の
ページを作成し、利用者にわかりやすい広報に努めています。
阪南市（まちの活力創造課）
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・本市ウ
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
労働基準監督署や大阪府と連携し、町広報誌・ホームページを活用してＰＲすることで、法の周知徹底を図
り、男女ともに働き方への意識改革を図れるよう努めてまいります。
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「男女共同の家事・育児・介護への
参加促進」を施策として掲げ、各事業に取り組んでいます。
また、女性が安心して働き続けられる環境であるためには、性別に関係なく仕事と家庭が両立できる環境が
必要なことから、男性に向けた働き方の見直しや仕事と家庭の両立に向け、町広報紙や男女共同参画情報紙な
どでも啓発を行っているところです。引き続き、大阪府や関係機関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。
（子育て支援課）
安心して、子どもを産み育てる環境づくりとして、本町におきましては、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、引き続き、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
育児・介護との両立支援、
「次世代育成支援対策推進法」や「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律」に基づく岬町特定事業主行動計画沿って、職場環境の充実に努めてまいります。
（9）治療と職業生活の両立支援について

＜新規＞

病気を抱える労働者が活躍できる環境整備にむけて、会社・主治医・産業医が患者に寄り添うトライアング
ル型のサポート体制の構築が求められている。働き方改革実行計画に基づく支援の強化と関係者のネットワー
ク構築で両立支援の充実をはかること。
（回答）
貝塚市
国の働き方改革実行計画に基づき病気と仕事を両立するサポート体制が早期に構築されるよう、国や府に働
きかけてまいります。
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泉佐野市（まちの活性課）
治療を必要とする労働者が治療と仕事の両立できる環境整備に向けて、大阪府を始め各関係機関と連携しな
がら、事業者の理解が深まるよう周知啓発に努めてまいります。
泉南市
（産業観光課）
働き方改革実行計画については、「働くことを軸とする安心社会」を実現するためのツールとして、まずは
その周知に努め、併せて大阪労働局をはじめとする関係機関との情報共有に努めます。
（人事課）
病気を抱える職員が活躍できるよう、職場の意識改革や職場環境の整備を図るとともに、必要に応じて産業
医や主治医と面談を行い、治療と仕事の両立に向けた支援を図ります。
阪南市（まちの活力創造課、健康増進課）
病気の治療と仕事の両立を図り、病を患った人が生きがいを感じながら働けるよう、国や大阪府など関係機
関と連携を図るとともに、ニーズを踏まえた両立支援体制について調査・研究してまいります。
また、がん検診をはじめとする各種検診を実施するとともに、保健センターだけでなく阪南市防災コミュニ
ティセンター（阪南まもる館）や各地域で健康教育、健康相談等を行うことで、病気の早期発見・早期治療に
努め、病気を抱える労働者の減少、病気の重症化の防止が図れるよう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、会社や産業医の役割、必要性について周知を図ってまいります。また、
総合相談事業においては、サポートを必要とする労働者に対し、適切な支援機関を紹介し、法的なアドバイス
ができるよう情報収集に努め、その支援に繋げてまいります。
熊取町（産業振興課）
病気を抱える労働者を取り巻く職場体制の充実については、関係機関と連携し、検討してまいります。
岬町
産業医・保健師・職員代表・人事担当で構成する労働安全衛生委員会が、人間ドックの受診結果の分析によ
る治療指導や職場巡回による健康相談等も定期的に実施しており、今後も、治療の指導や休職者の復帰支援に
関する協議・相談により、職員が働き続けられる職業生活の環境構築に努めてまいります。

２．経済・産業・中小企業施策（６項目）
（1）観光産業の発展と外国人観光客へのマナー周知について

＜補強＞

大阪観光局の機能強化で大阪版ＤＭＯを構築されているが、各市においてもマーケティング力を高め、大阪
経済の活性化につなげること。訪日外国人観光客の受け入れ態勢整備に向けて、観光案内所の充実や 24 時間多
言語コールセンターなどの案内機能を強化し、観光客の利便性向上をはかること。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は、
「国際都市大阪」に向けて施策を拡充するこ
と。一方で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 30 年度には観光案内機能の強化や利便性の向上を図るため、南海貝塚駅構内への移転を計画しておりま
す。また、宿泊施設や大型観光バス駐車場を整備する考えはありませんが、外国人観光客のマナーを向上させ
るための啓発活動をしてまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
訪日外国人観光客に向けた観光案内所の運営や、ｆｒｅｅＷｉ-Ｆｉ、ＱＲコードなどを活用し、今後も関
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、観光産業の活性化及
び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）
現在、堺市以南の 9 市 4 町において（仮称）泉州観光ＤＭＯの設立準備を進めており、設立後は本団体を核
- 9 -

として大阪南部の活性化に向けて事業を進めます。
また、訪日外国人観光客の受入体制の強化については、おもてなし気運の醸成と併せて、観光協会と連携し
て利便性の向上に取組みます。
宿泊施設不足及びマナー向上のための啓発については、平成 30 年 6 月に施行される住宅宿泊事業法に基づ
く民泊の取組と併せて周知啓発を進めます。
阪南市（まちの活力創造課）
平成 30 年度から、泉州観光プロモーション推進協議会を基に設立予定の「
（仮称）泉州観光ＤＭＯ」として、
地域と共同で観光地づくり、及び泉州地方のＰＲ・誘客をより一層強化し、泉州地域が一体となり進めてまい
ります。
また、本市阪南はなやか観光協会の事務所兼観光案内所は、ＯＳＡＫＡ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉのスポットと
して整備しており、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の認定を受けています。
今後におきましても、国、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、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ます。
田尻町
泉州地域におけるＤＭＯを設立し、近隣市町等と連携しながらより一層泉州地域、強いては大阪への観光客
の増員が図れるよう施策を展開してまいります。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）について把握し、必要に応じて近隣市町と連携しながら啓発活動を行って
まいります。
熊取町（産業振興課）
訪日外国人観光客の受け入れ体制の整備や観光客の利便性の向上などについては、設立が予定されている
（仮称）泉州観光ＤＭＯに参画するなど、大阪府や近隣市町と連携し、その活動の中でマーケティングやマナ
ー向上への啓発活動についても検討を行い、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
平成 30 年度から、泉州観光プロモーション推進協議会を基に設立予定の「
（仮称）泉州観光ＤＭＯ」として、
地域で共同した観光地づくり及び泉州地方のＰＲ・誘客をより一層強化し、泉州地域が一体となり進めてまい
ります。また、外国人観光客に向けた啓発活動等については町ホームページ等の広報媒体や観光案内所等の施
設を活用し、周知に努めてまいります。
（2）中小企業・地場産業の支援について

＜継続＞

①付加価値の高いものづくり事業の強化について
中小企業における技術開発支援、販路開拓、産学官連携、知的財産の活用、人材育成等の取り組みは、ＭＯ
ＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）と連携し、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。ＭＯＢＩＯの展示場への出展についても中小企業積極的
事業展開促進補助金制度の補助対象事業としております。
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）
「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連携を強化し
て、地域でがんばっている企業等を支援していきたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
商工会と連携して、中小企業が有する商品に価値を付加するツールの 1 つとして、ＭＯＢＩＯや大阪府よろ
ず支援拠点の活用を周知していきます。また、市内の企業、事業所が保有する貴重な技術を広く周知するため、
ウェブサイトやＳＮＳを活用したＰＲ活動を実施します。
阪南市（まちの活力創造課）
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
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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、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（産業振興課）
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により、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み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。
②ＴＰＰにおける完全累積制度の活用支援について

＜継続＞

ＴＰＰについては、米国の離脱があるものの、早期発効にむけた協議が進められている。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」を活用できるよう推進する
こと。また日本にいながらにして海外展開ができたようなメリット等を最大限引き出せるよう周知するととも
に、きめの細かな支援体制を構築すること。
（回答）
貝塚市
近畿経済産業局と連携しながら完全累積制度の周知に努めてまいります。また、海外展開の相談があった場
合には、相談窓口のある近畿経済産業局及び中小企業基盤整備機構近畿本部を紹介しております。
泉佐野市（まちの活性課）
地方創生推進交付金を活用した関空立国ショーケース事業において、ＥＣ（Ｅコマース）市場への展開を希
望する事業者を支援することにより、国内を始め国外への販路開拓を支援してまいりたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
国のＴＰＰへの取組を注視するとともに、関空を活用して販路拡大を目指す企業、事業所への情報提供を進
めます。
阪南市（まちの活力創造課）
ＴＰＰにおける完全累積制度の活用支援等につきましては、国の動向を踏まえ、大阪府等関係機関と連携し
てまいります。
田尻町
大阪府と連携し、制度利用について、情報提供してまいります。
熊取町（産業振興課）
本町では、国内需要向けの零細企業が圧倒的多数でありますが、ＴＰＰにおける完全累積制度の活用支援に
ついて大阪府、商工会を含む各種関係機関との連携を図ってまいりたいと考えます。
岬町
ＴＰＰにおける完全累積制度の活用支援等につきましては、国の動向を踏まえ、大阪府等関係機関と連携し
てまいります。
③中小・地場企業への融資制度の拡充について

＜継続＞

中小・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。
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（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。
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は市広報紙などを活用しなが
ら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には、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）
大阪府及び日本政策金融公庫が行う制度融資と連携した利子補給事業を核として、経営基盤が脆弱な事業者
に対する支援に努めます。
阪南市（まちの活力創造課）
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、窓口・広報誌・本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（産業振興課）
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、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。
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

＜補強＞

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。
また、最低賃金改定時には、業務改善助成金等の支援制度を周知すること。
（回答）
貝塚市
最低賃金引上げに向け大阪労働局や大阪府と連携をしていくとともに、中小企業支援施策である業務改善助
成金について、大阪労働局や貝塚商工会議所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）
最低賃金の引き上げは労働者におきましても、生活水準の向上や働くための意欲にもつながることから、地
元中小企業も同時に発展できるよう、大阪府労働局等とも連携を深め、支援してまいりたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
最低賃金の引上げについては、本市のみではなく、広域的なエリアでの課題となるため、大阪府及び大阪労
働局と連携して、今後の検討に努めます。
阪南市（まちの活力創造課）
大阪府の最低賃金につきましては、窓口・広報誌・本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
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き上げが実現しやすいよう支援してまいります。
熊取町（産業振興課）
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。
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岬町
国・府の施策の動向を踏まえながら、地域の実情にあった事業を展開できるよう努めてまいります。
（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（まちの活性課）
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約 20 年が経過し、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と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 年度に大規模建設事業で、また今年度にはＬＥＤ照明灯導入事業で
採用しました。地域経済の活性化の観点から、両事業とも地元企業を構成員とした場合は加点評価しています。
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。
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る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は、プロポーザル方式を採用している事例がありま
す。総合評価入札制度については、組織の体制が整っていないため、導入にいたっていません。
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
基本条例は制定を予定しておりませんが、公共サービスの実施にあたっては、住民の視点にたち、法の基本理
念のもと、引き続きサービスの向上に努めてまいります。
熊取町（契約検査課）
総合評価入札制度については、そのメリットについて業種や規模等における検討を行っているところです。
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本町での導入の可能性などについて、今後も庁内関係部局との連携を図りつつ、引き続き検討を深めてまいり
ます。
また、公契約条例については、目的から第一義的には国全体の政策として捉えられるべきものであるとの認
識から、今後も、国・府や府下自治体等の動向を注視していく考えです。
岬町
本町では、競争入札等による方法以外に一部業務委託におきまして、プロポーザル方式（提案型）を採用し
て実施しています。総合評価入札制度につきましては、本町の状況を勘案すると導入にあたってはいろいろと
課題があると認識しております。
また、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、大阪府を始め各関係機関と連携しながら、理解が深まるよう周
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、近畿経済産業局と連携を図り、労働者の労働条件改善にむけた周知啓発
に努めます。
阪南市（まちの活力創造課）
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、地域にあった実施方法について検討してまいります。
熊取町（産業振興課）
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。
（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）
貝塚市
本市では、現在、業務継続計画（ＢＣＰ）を策定中です。
また、専門アドバイザーの配置は考えておりませんが、貝塚商工会議所と連携しながら中小企業の計画策定
支援に努めてまいります。
泉佐野市（市民協働課、まちの活性課）
本市においては平成 28 年 7 月に「泉佐野市業務継続計画（ＢＣＰ）
」を策定しております。今後も計画の実
効性を高めるために訓練の実施や職員や庁舎・電力情報通信などの業務資源の現状把握や目標設定を行い、職
員が被災後も業務に従事できるための体制づくりに努めてまいります。
また、必要な情報は中小企業へ提供できるよう検討してまいります。
- 14 -

泉南市
（危機管理課）
本年 5 月に泉南市業務継続計画を策定し、災害発生時において優先的に実施すべき業務を特定するととも
に、業務の執行体制や対応手順、業務継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定めています。
（産業観光課）
市内中小企業に対しては、商工会を通じてＢＣＰ・ＢＣＭに必要な考え方、策定手順、見直し方法、実効性
の確保など、普及に向けて必要な知識を得る機会の提供と周知啓発に努めます。
阪南市（危機管理課、まちの活力創造課）
本市における業務継続計画（ＢＣＰ）策定につきましては、本年度末の策定に向け現在取り組んでいるとこ
ろです。
また、中小企業における計画策定の支援につきましては、商工会等関係機関と連携し検討してまいります。
田尻町
本町においては、業務継続計画（ＢＣＰ）を踏まえた田尻町職員災害時業務マニュアルを策定しております
が、今後とも適宜見直しを行い、より実践的なマニュアルとなるよう進めてまいります。また、町内中小企業
等については、災害時に企業の果たす役割が途絶えることの無いようＢＣＰの策定や事業継続マネジメント
（ＢＣＭ）の実施、また、防災活動の促進のため関係機関と連携し、広報・啓発や必要な情報提供等の支援等
に努めてまいります。
熊取町
（産業振興課）
本町では、零細企業が圧倒的多数であるため、大阪府、商工会を含む各種関係機関との連携を図ると同時に
商工会主催のＢＣＰ策定セミナーなどで、中小企業者への支援を行ってまいります。
（危機管理課）
本町の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定につきましては、内閣府が策定している「地方公共団体の業務継続の
手引き」及び大阪府の「府内市町村ＢＣＰ策定の手引書」を踏まえ策定を行っているところです。
また、町内事業者におけるＢＣＰ策定につきましても本町地域防災計画に基づき、事業者における自主防災
体制の整備の一つとして啓発に取り組んでまいります。
岬町
本町では、平成 28 年度に業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を行いました。町内事業者から業務継続計画（Ｂ
ＣＰ）策定についての相談があれば関係機関と連携し、支援に努めてまいります。
（6）まち・ひと・しごと創生における産業政策の推進

＜新規＞

地域における産業振興と雇用創出の一体的推進にむけて、まち・ひと・しごと創生総合戦略にも示されてい
るが、ライフサイエンスや新エネルギーなどの成長分野へ重点投資すること。また、大阪産（もん）の農林水
産物の地産地消、ブランド化、6 次産業化に向けた担い手の確保や販路拡大等の取り組みを強化すること。
（回答）
貝塚市
本市では、今後成長が見込まれるドローンについて、市域における普及振興を目的に、地方創生拠点整備交
付金を活用して平成 29 年度中にせんごくの杜の一部にドローンフィールドを整備いたします。
また、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 次産業化を推進していくととも
に、担い手への農地の集積を推進し、国の制度を活用しながら将来を担う若い農業者の支援・育成に取り組ん
でまいります。
泉佐野市（政策推進課、農林水産課）
本市におきましては、平成 27 年 1 月に一般財団法人泉佐野電力を設立し、同年 4 月にＰＰＳ（特定規模電
気事業者）として、さらに平成 28 年 4 月からは小売電気事業者として、電気の自由化に参入しているところ
です。電気の供給元として新エネルギーである太陽光発電を一部活用しており、引き続き民間施設への供給等
を含めた電気の地産地消に向けた取り組みを推進してまいります。
また、本市では「泉佐野市まち・ひと・しごと総合戦略」の一環として、市域で収穫された地場野菜や魚介
類を活用したオリジナルレシピを創出し、地産地消の推進、農の 6 次産業化の促進や地場農産品のブランド化
に取り組んでおります。さらに、全国各地の農業物産フェアへの出店や地場特産品をふるさと納税のお礼品に
するなど、販路拡大に取り組んでおります。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
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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、経営指導・
技術的な助言等の就農支援を図り、農業の担い手確保に努めてまいります。
泉南市（産業観光課）
地域における産業振興と雇用創出をめざし、商工会と連携して創業・起業者を育てる「創業塾事業」を継続
するとともに、農林水産業の振興に向けて、総合戦略に基づく地方創生事業の一環として「農業塾事業」
「砂
栽培プラント事業」「泉南あなご養殖事業」の取組に注力していきます。
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、平成 26 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、昨年度策定しました「阪南市地産地消推進計画」に基づき、農林水産業の担い手確保等につながる地
域の地産地消を推進するとともに、地元の農水産物の販路拡大をめざした取り組みを実施していきたいと考え
ております。
田尻町
大阪産（もん）
・なにわの伝統野菜・ブランド化の取組支援、6 次産業化による販路拡大への支援について、
検討してまいります。
熊取町（産業振興課）
本町においては、町独自財源により、まちの活力・にぎわいを創出するため、産業活性化基金事業を推進し
ているところですが、当該基金を活用し町内に新規起業家を呼び込み、町内への定着を目指すことで、新規雇
用創出の推進を図ってまいります。
また、「熊取ふれあい農業祭」の中で、大阪産（もん）の農林水産物をＰＲするとともに、地元の野菜や、
それらを使った料理を提供するなど、地産地消の取り組みを推進するほか、地域の特産物「里芋」を使った「熊
取コロッケ（くまコロ）
」など、当該基金を活用し、ブランド化・6 次産業化に向けた取り組みを支援するこ
とにより、担い手の確保や販路拡大等に努めてまいります。
岬町
本町では、地方創生の取り組みの一環として、町内の一次産業に取り組む団体と連携し、特産物である農林
水産物の生産、6 次産業化や担い手確保に向けた支援に取り組んでおります。平成 30 年度につきましても、
引き続き関係団体と連携して取り組んでまいります。

３．福祉・医療・子育て支援施策（７項目）
（1）地域包括ケアシステムの実現に向けて

＜補強＞

★重点項目

地域医療構想の実現に向けて、地域医療構想調整会議に被保険者や住民などを加え、広範囲な意見を反映さ
せること。加えて、医療や介護を受ける立場にある住民に対し、地域包括ケアシステムの構築に向けた計画や
進捗状況をわかりやすく明示、周知すること。
（回答）
貝塚市
地域医療構想調整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働き
かけてまいります。地域包括ケアシステムの構築に向けた計画や進捗状況につきましては、介護保険事業計画
に盛り込んでおり、広報紙やホームページで住民に周知しております。
泉佐野市（高齢介護課）
地域包括ケアシステムの構築にむけ、現在第 7 期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画を策定中であり、こ
の計画には、地域医療構想により慢性期病床から退院してくる高齢者の追加的需要の受け皿等、府の医療計画
との整合性をはかった計画作成を行っております。また、高齢者計画策定委員会の委員には、有識者、医療機
関関係、福祉事業所関係、市民公募の委員も参画していただいており、また、計画策定委員会は傍聴可能な委
員会であり、議事録については市の情報公開コーナにて開示しております。
今後、計画案についてはパブリックコメントを行い、広く市民等の意見を聞く予定であります。
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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。
本市では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）ＳＥＮＮＡＮをスローガンに、
「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、引続き取り組みます。
阪南市（健康増進課、介護保険課）
平成 27 年度に策定された「大阪府地域医療構想」を踏まえて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立
した日常生活を営むことができるよう医療、介護、介護予防等の支援が包括的に確保される体制の構築に向け
て、泉州地域医療構想懇話会等を通じて、地域の医療機関、関係機関とともに取り組んでまいります。
また、地域包括ケアシステムの計画や進捗状況につきまして、医療や介護を受ける住民にわかりやすく説明
すると共に、広報や本市ウェブサイトで広く周知してまいります。
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まいります。
また、地域包括ケアシステムの実現に向けた計画の進捗状況等については、今後も町の附属機関である高齢
者保健福祉推進委員会において報告し、会議の内容について公開してまいります。
岬町
「大阪府地域医療構想」を踏まえて、泉州地域医療構想懇話会等を通じて、医療、介護、介護予防等の支援
が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の医療機関、関係機関とともに取り組んで
まいります。また、地域包括ケアシステムの計画や進捗状況については、広報や本町ホームページにより広く
周知してまいります。
（2）予防医療の促進について

＜補強＞

府民の健康寿命の延伸をめざした「健康づくり関連 4 計画」が今年度大阪府において策定される。取り組み
内容を住民に周知するとともに、保険者や企業と連携し、住民の健康に対する意識向上に向けた取り組みを強
化すること。
（回答）
貝塚市
本市においては、現在、平成 26 年度から平成 30 年度の 5 か年を計画期間として策定した「第 2 期健康かい
づか 21」に基づき、市民の健康づくり対策を推進しております。
なお、大阪府においては、平成 29 年度中に平成 30 年度から平成 35 年度を計画期間とした「第 3 次大阪府
健康増進計画」が策定されることから、上位計画である当該計画の内容等を踏まえ、平成 30 年度中に新たに
平成 31 年度から平成 35 年度の 5 か年を計画期間とした「第 3 期健康かいづか 21」を策定してまいります。
また、策定した計画内容については、広報紙やホームページにより、広く市民に周知してまいりますととも
に、計画に基づき、より一層、市民の健康づくり対策の強化に努めてまいります。
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泉佐野市（健康推進課）
平成 27 年度に策定した泉佐野市健康増進計画において、健康寿命の延伸をめざし、目標値を定め、健康推
進課を中心に関連団体、庁内関係各課との協働により施策を展開しております。それらの施策を更に進め、ホ
ームページやさのっこナビ(電子母子手帳)などを活用し、健康づくりに関する取組を周知するとともに情報を
掲載しております。今年度の府の健康づくり関連 4 計画の取組内容をふまえて、住民の健康に対する意識向上
に向けた取組に努めてまいります。
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、本市がめざす
「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）ＳＥＮＮＡＮをめざし、今後も地域包括ケアシステムの実現に向けて取り組みます。
（保健推進課）
「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。特定健診とがん
検診のセット検診の充実、保険会社と連携した、がん検診の普及啓発に取組んでいます。
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）
平成 30 年度には、大阪府の「健康づくり関連 4 計画」を踏まえて、平成 25 年度に策定した「阪南市健康増
進計画及び食育推進計画」の中間評価を実施し、健康づくりに対する住民の意識向上と生活習慣病の早期発
見・早期治療により健康寿命の延伸が図られるよう取り組んでまいります。
田尻町
大阪府の健康づくり関連計画の周知については、本町としても協力しつつ、大阪府の健康づくり関連計画の
市町村版である「健康たじり保健計画」に基づいた取り組みを、住民と行政が協働で今後も引き続き実施して
まいります。また、保険者との連携については、平成 29 年度に国保担当課と保健部局が協働で策定した、デ
ータヘルス計画に基づき、町民の健康課題に向けた取り組みを行うと共に、エビデンスに基づいた健康づくり
対策を強化してまいります。更に、職域連携の取組としても、健診の受診啓発を実施する等、住民に対する健
康意識向上に向けた取り組みを実施してまいります。
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。
また、平成 30 年度に策定予定の次期計画である「第 3 次健康くまとり 21」
（計画年度：平成 31 年度～平成
35 年度）には大阪府の第 3 次食育計画を除いた「健康づくり関連計画」及び大阪府食育推進計画ともリンク
するように策定し、併せて住民へ周知を行うよう努めてまいります。
住民の健康に対する意識向上に向けた取り組みについては、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教育、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
努めるとともに、平成 28 年度より実施している「熊取ぴんぴん元気！ポイントアップ事業」により住民が主
体的に健康づくりに取り組む機運の醸成に努めてまいります。
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）がん対策基本法の改正について

＜新規＞

昨年 12 月にがん対策基本法が改正され、企業ががん患者の雇用継続への配慮に努めることなどが明記された。
事業主に対し、がん患者の就労に関する啓発・知識の普及へ必要な施策を講じること。併せて、がんに関する
教育を推進すること。
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（回答）
貝塚市
本市においては、現在、がん対策基本法の趣旨を踏まえ、がんの予防、早期発見等のための総合的ながん対
策を、市民とともに推進する姿勢を明らかにするため、「（仮称）がん対策推進条例」を平成 30 年 4 月に制定
する予定です。
また、その条例の中で、がん対策に係る事業者の役割や、がん予防のための学習活動推進の規定を盛り込む
予定にしており、当該条例に基づき、より一層、事業者に対する啓発やがん教育の推進に努めてまいります。
泉佐野市（健康推進課）
本市ではがん検診の受診率の向上により早期発見、早期治療をめざし、受診勧奨はがきによる案内や受診日
時や場所、予約方法の工夫、要精密検査者への環境の整備と受診案内をしております。また、喫煙、食生活、
運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染症などの知識を深めることが
できるよう、講演会などを通じてがんに関する健康教育を実施しております。今後も推進に努めてまいります。
泉南市
（産業観光課）
改正がん対策基本法第 8 条及び第 20 条の趣旨に基づき、機会を捉えて事業主への周知啓発に努めます。
（指導課）
がんを含めた生活習慣病については、中学校の保健体育科において健康な生活と疾病の予防について理解を
深めるよう学習しています。文部科学省は、がん教育の推進を図っており、外部講師の活用等も含めて、がん
についての学習指導の充実に努めます。
阪南市（まちの活力創造課、学校教育課）
がん患者の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、事業主に対するがん患者の就労に関する知識の普及及
び啓発手法を検討してまいります。
小学校におきましては、5、6 年生を対象に学校医や学校薬剤師、保健所職員、警察職員などを講師に招き、
喫煙予防教室や非行防止教室を年 1 回以上実施しており、その中で喫煙や飲酒とがんの関連性についても講義
していただいています。
中学校におきましては、学習指導要領に基づき、中学 3 年生の保健体育の単元「健康な生活と病気の予防」
の中で、がんの予防について学習しています。
また、喫煙防止教室や薬物乱用教室を年 1 回以上実施し、喫煙による肺がんの危険性について、学校薬剤師
やがん経験者の講義など継続して取り組みを進めています。
がん研究振興財団のパンフレットを配付し、啓発活動を行い、引き続き、次世代を担う子どもたちに対して、
がんに関する正しい理解の普及や予防につながる学習活動を推進していきたいと考えております。
田尻町
企業や事業主へのがん患者の雇用に関する啓発については、国や大阪府と連携し協力するとともに、がん患
者の就労支援に関しては、大阪府と連携しながら泉州がん診療連携協議会の中で、がん患者や相談員向けの研
修や相談等の取り組みを行っていることから、それら取り組みの啓発等を推進してまいります。また、がん教
育については、大阪府教育庁が主体的に大阪府内の中学校、高等学校等の教職員を対象に研修の実施や、学校
におけるがん教育を実施しているところですが、本町としては、これまでの教育の取り組みを更に充実させて
まいります。
熊取町（健康・いきいき高齢課）
本町では、現在、各種がん検診を実施しており、がんの早期発見、治療に向けて、検診の受診など各種啓発
を行っております。
また、がん検診クーポン券には、がん検診受診に関する理解を深める文書を記載しております。
（学校教育課）
各学校が児童生徒の発達段階、各学校の実態に応じて教育課程の中に「がん教育」を位置づけ、がん教育の
取り組みを推進していけるよう、大阪府の事業内容の周知及び教材や資料等の情報提供を行ってまいります。
岬町
がん患者の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、事業主に対するがん患者の就労に関する知識の普及及
び啓発手法を検討してまいります。
小中学校におきましては、教育委員会の協力のもとがんに関する教育を推進しています。中学校においては、
喫煙防止教育、薬物乱用防止教育や妊婦・育児体験などを通じた親の準備性を高める教育などを実施し、平成
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28 年度には中学校の全校生徒を対象に実施したところです。小学校においては、平成 27 年度から認知症の正
しい知識を学ぶ認知症キッズサポーター養成講座を毎年実施しております。
また、がんについては、国のがん対策推進基本計画において、子どもに対するがん教育のあり方を検討し、
健康教育の中でがん教育を推進する、がんの教育・普及啓発が盛り込まれたところであり、教育委員会と協議
し、取り組んでいけるよう検討してまいります。
（4）介護労働者の処遇改善と人材確保にむけて

＜補強＞

本年度の介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算が拡充された。介護サービス事業所等が加算の取得
要件を満たすことを確認し、適切に運用すること。加えて、介護サービス事業者等へ加算の周知徹底をはかる
こと。また、介護に関わる多くの機関と連携し、介護業界全体の人材確保、職場への定着をはかること。
（回答）
貝塚市
本年度、介護職員処遇改善加算が拡充されたことにより、平成 28 年度に介護職員処遇改善加算を取得して
いる事業所に対して、平成 29 年度の介護職員処遇改善加算の届出についての文書を送付し案内を行っており
ます。また、制度の周知につきましては、ホームページでの掲載等により行っています。
介護サービス事業者等に対しては、介護保険法及び関係法令等を遵守し、介護職員処遇改善加算の取扱いも
含め、適正な事業運営を行うよう実地指導時等の機会をとらえて、今後も引き続き指導をしてまいります。
介護業界全体の人材確保、職場への定着につきましては、大阪府や大阪府社会福祉協議会等との協働により
介護人材の確保・育成・定着のための取り組みを行うとともに、介護離職を防ぐためのセミナー等がある場合
は、ホームページにて案内を掲載する等周知を図っており、今後も引き続きこれらの取り組みを進めてまいり
ます。
泉佐野市（高齢介護課）
今後も保険者として適切な介護サービスが提供されるよう事業所を指導してまいります。介護人材の確保に
むけては、府、府社協と協力しながら泉州ブロックとして各市のイベントへ参加し、ＰＲ活動に取り組んでお
ります。市単独では総合事業の従事者研修を開催しており、今後も関係機関と連携しながら人材確保に取り組
んでまいりたいと考えております。
泉南市（長寿社会推進課）
大阪府およ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、引続き介護人材確保に努めます。
阪南市（介護保険課）
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
事業所及び地域密着型サービス事業者の指導・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。
「介護職員処遇改善加算」につきましては、届出書と前年度の実績報告にて介護サービス事業者等の不正な
取り扱いのないよう確認し、指導を徹底しております。
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、数回、各市町村で行われるイベントに参加し、
啓発活動を行うなかで福祉への関心及び担い手確保の支援を行っています。
田尻町
処遇改善加算の適用については、介護サービス事業所がその要件を満たすことを確認し適切に運用してまい
ります。加えて事業所の集団指導等の際に指定業務を行っている広域福祉課と連携し周知を図ってまいりま
す。また、泉南地域介護人材確保連絡協議会に積極的に参加し人材確保に努めてまいります。
熊取町（介護保険・障がい福祉課）
介護職員処遇改善加算については、大阪府及び広域福祉課と連携し、事業者に対し、指導・監督を行うとと
もに、国からの通達や法令の遵守についても、事業者への集団指導等を通じて制度の周知に努めてまいります。
また、介護人材の確保については、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に参画し、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
等に協力するとともに、平成 29 年 4 月からの「介護予防・生活支援サービス総合事業」の開始にあたり、平
- 20 -

成 28 年度より緩和した通所型サービス及び訪問型サービス従事者を育成、確保するため従事者研修を実施す
るなど、介護人材の確保に努めております。
今後、高齢化に伴い、さらに介護人材の不足が懸念されることから、人材確保に係る対応策について、市町
村のみでは抜本的な対策は困難であるため、国や府へ要望していきたいと考えております。
岬町
介護職員の処遇改善につきましては、社会福祉法人及び介護サービス事業者の指導・監査等を担当する広域
福祉課（泉佐野市役所内）において、指導・監督を行っております。
「介護職員処遇改善加算」につきましても、広域福祉課において届出書と前年度の実績報告にて介護サービ
ス事業者等の不正な取り扱いのないよう確認し、指導を徹底しております。また、泉州地域介護人材確保連絡
会議に参画し、啓発活動を行う中で福祉への関心及び担い手確保の支援を行っています。
（5）インクルーシブ（包摂的）な社会の実現にむけて

＜補強＞

①障がい者への虐待防止
障害者虐待防止法が施行されて以降、大阪府の相談・通報・届け出件数が年々増加している。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、虐待の根絶にむけた
取り組みを強化すること。また、障がい者福祉施設におけるすべての役職員に対し、虐待防止にむけた研修を
徹底するよう指導を強化すること。
（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、
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。また、福祉サービス事業所職員を対象にした研修を
行うなどして、障害者虐待防止の周知、啓発に努めてまいります。また、障害者福祉施設の管理者に対しまし
ては、引き続き、年に一回の集団指導や実地指導の際に、従業者に対し虐待の防止のための研修を行うよう指
導してまいります。
泉佐野市（障害福祉総務課、広域福祉課）
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。
また、虐待防止にむけた研修については、当圏域内（泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町）
の全ての障がい者福祉施設に対し、毎年度、一般指導（集団指導）において、
「障害者虐待防止について」
（平
成 29 年度は、20 分間）のテーマで、講習会形式で指導しております。
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られています。そのため、本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、及びそれぞれの障害担当係員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。
また、障害者総合支援制度における指定事業者・施設に対し、集団指導において、虐待防止にむけて指導し
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・
本市ウェブサイト・パンフレットによる相談窓口及び通報義務の周知、市内障がい福祉サービス事業所を対象
とした研修会の開催を行っています。
今年度からは、障がい者支援措置費を予算化し、やむを得ない緊急避難措置の体制整備を確保しました。ま
た、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。
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田尻町
本町としましては、障害者の緊急避難場所として、町内施設に協力依頼をしており、近隣市町施設でも対応
できるように努めているところです。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、その支援方針に従い被虐待者はもちろんのこと、
虐待者に対する支援も実施しています。虐待防止に向けた研修については、障害者福祉施設に対し受講を促し
ていますが、今後も引き続き、その実施及び受講を徹底するよう努めてまいります。また、泉佐野市・田尻町
自立支援協議会に設置している権利擁護部会で虐待状態になる前に予防や早期発見をするためのチェックリ
ストを作成し、障害者福祉施設等に啓発・研修も行っています。
熊取町
（介護保険・障がい福祉課）
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。
また、障がい者福祉施設への虐待防止に向けた研修については、事業所への「指定事業者・施設

集団指導」

において事業所の管理者に対して虐待防止に関する研修を実施しております。
岬町
障害者虐待防止法を踏まえ、虐待の予防について啓発するとともに早期発見のため、大阪府等の関係機関と緊
密な連携を図ってまいります。
②障害者差別解消法の体制整備
障害者差別解消法の確実な定着に向け、住民への周知を徹底するとともに、障害者差別解消支援地域協議会
が未設置な市町村は早期設置に向けて取り組むこと。
＊検討中（2017 年 4 月 1 日現在）
守口市、八尾市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、柏原市、羽曳野市、摂津市、藤井寺市、泉南市、
交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、熊取町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
（回答）
貝塚市
本市においては、平成 28 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」を設置しております。
また、障害者差別解消法の周知につきましては、市主催のつどいやじんけんセミナーを通して啓発を行うと
ともに、町会等の団体が行う研修会等に出向くなど、啓発に努めてまいります。
泉佐野市（障害福祉総務課）
民間事業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）
本市は、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新たな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委託相談支援事
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（人権推進課、市民福祉課）
現在、障害者差別解消支援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。
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 8 事業所の相談支援専
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門員、地域の 5 施設に委託しているコミュニティソーシャルワーカーで対応しております。
今後も障がい者福祉担当部局と人権担当部局が連携し、広報、研修で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。
田尻町
障害者差別解消法は、町広報誌に掲載するとともに、自立支援協議会において啓発イベントを開催するなど
して、周知・啓発に努めているところです。また、本町では自立支援協議会を障害者差別解消支援地域協議会
として位置付けており、また専門部会として差別解消対応方針検討会議を設置し、障害を理由とする差別事象
についての検証を行っています。
熊取町（人権推進課）
法の周知については、街頭啓発や講演会、年 2 回発行している人権情報紙「しあわせへの道」等で周知に努
めているところです。
障害者差別解消支援地域協議会については、現時点では人権擁護審議会や自立支援協議会といった既存の会
議への報告と検証を行っており、内容が広域に及ぶ場合や解決困難な場合などは必要に応じて大阪府の広域支
援相談員に支援の要請を行う体制としておりますが、協議会の設置については、他市町村の委員構成や会議開
催頻度などを参考に検討を行ってまいります。
岬町
障害者差別解消法への対応については、全庁的な取組みとしての体制整備に努めるとともに、住民周知に努め
てまいります。障害者差別解消支援地域協議会の設置については、現在、検討をすすめております。
（6）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＞

子ども・子育て支援新制度がスタートして 2 年が経過した。仕組みとしては整いつつあるが、取り組み実態
や事業計画について地方版「子ども・子育て会議」において、適切な見直しを行うこと。
（回答）
貝塚市
本市では、貝塚市子ども・子育て支援事業計画に基づき、平成 28 年度に、地域子育て支援拠点事業「子育
て支援センター」を新たに 1 か所開設し、市内 3 か所で子育て中の親子の交流や育児相談を行い、一時預かり
事業についても 1 か所を開設し、子育て世帯の支援に努めています。さらに平成 29 年度からは、4 か所の公
立保育所を認定こども園化し、着実な取り組みを実施しています。当計画は、
「貝塚市子ども・子育て会議」
において、アンケート調査を実施し、子どもや家庭のおかれている環境や実情を踏まえ、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す。今後も、計画期間ごとに評価、点検及び必要な見直
しを行い取り組んでいきます。
泉佐野市（子育て支援課）
本市におきましては、平成 30 年度から公立保育所 3 か所及び幼稚園 3 園を統括し、幼保連携型の認定こど
も園 3 園に移行する予定で、私立の認定こども園、保育園及び幼稚園とも連携しながら、就学前の子どもに対
し、さらなる教育・保育の充実をめざしてまいります。教育・保育については、来年度を含め、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、今後も在宅で保育を行う家庭に対する支援を行うべく、保護者
のニーズや支援すべき家庭の有無の把握に努めるとともに、事業計画の進捗状況を子ども・子育て会議に報告
し、必要に応じて事業計画の見直しや施策の実施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、泉南市子ども・子育て支援事業計画については、今年度見直しの時期となって
いますが、本市においてはおおむね当初の計画どおり事業が遂行していることから、見直しは行わない予定で
す。今後も当初の計画どおり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補助を引続き実施し、特に近年保育
ニーズが高まりつつある 0～2 歳児の受入れ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下げを昨年度に引続き実施し
ています。
さらに、平成 29 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。
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阪南市（こども家庭課）
本市におきましては、平成 29 年度に開催しております阪南市子ども・子育て会議において、阪南市子ども・
子育て支援事業計画の中間見直しを行っております。さらに施策の進捗状況について年度ごとに点検・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、計画の理念である「子どもの笑顔があ
ふれるまち、はんなん」の実現に向け、すべての家庭が、安心して子育てが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の支援策として、平成 28 年度からは「こども医療費助成制度」の対象者を高校 3 年ま
で拡大し、平成 29 年度は「子育て短期支援事業」に取り組んでおります。今後も子ども子育て支援事業計画
については、適切な見直しを行ってまいります。
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。
「熊取町子ども・子育て支援計画」については、
「子ども・子育て会議」における議論等を経て、適宜事業
計画の見直しを行うこととしております。
本町におきましては、平成 29 年 7 月に行いました「第 1 回子ども・子育て会議」の審議において、
「保育・
教育」および「地域子ども・子育て支援事業」の量の見込みとその実績を、中間年として計画の目標値等に照
らし、見直した結果、現行の計画値が妥当と確認し、引き続き進行管理していくこととしたところでます。
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。
②待機児童の解消

＜補強＞

市町村が公表している待機児童数に加えて、潜在的な待機児童数についても明らかにすること。その上で、
すべての子どもが希望する保育所へ入所できるよう、計画を見直すとともに、市町村間の連携により他市保育
所への入所が可能となるような措置を大阪府とともに検討すること。
（回答）
貝塚市
本市は、年度当初に認定こども園・保育所（園）に入所を希望されている児童を受けいれるだけの定員枠を
有しており、また、認可外の保育所等を利用しながら待機している児童についても待機児童に含めています。
その上で、年度当初の待機児童数は 0 人となっております。そのため、本市では、子ども・子育て支援事業計
画について、変更する考えはありません。
泉佐野市（子育て支援課）
本市におきましては、公立の保育所はもとより、私立の保育園・認定こども園の協力を得ながら入所定員枠
の拡充を図り、ここ数年は待機児童を出さない状況を維持しております。しかし、保護者の育児能力の低下等
といった「しんどさ」を抱える家庭における在宅保育の有無の把握等も含め、潜在的な待機児童の解消に努め
てまいります。
泉南市（保育子育て支援課）
本市において 4 月 1 日時点の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 公立保育所および 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 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、更なる待
機児童の解消に寄与するものであると認識しています。他市保育所への入所については、11 月 1 日現在、2
市に対し合計 9 名の広域委託を行い、5 市から 10 名の広域受託を行っています。
阪南市（こども家庭課）
本市においては、国の基準に従って待機児童数を集計及び公表しております。また、可能な限り希望される
保育所へ入所できるよう努めてまいりますとともに、他市保育所への入所につきましては、既に関係市町村と
の連携を図っており保育の受託・委託を行っております。
田尻町
現在、田尻町では国基準の待機児童はおりません。潜在的な待機児童数については、数の把握に努めてまい
ります。
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また、従前より他市町と連携して他市町への保育所入所を行っているところであり、今後も継続してまいり
ます。
熊取町（保育課）
本町におきましては、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。今後とも
すべての子どもが希望する保育所へ入所できるよう、できる限り利用調整等に努めてまいりたいと考えていま
す。
他市保育所への入所につきましては、現状においても、受入体制が整っていることが前提とはなりますが、
保護者の希望に対して柔軟な対応を行っているところです。
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

＜補強＞

小児医療や病児・病後児保育の充実、併せて、保育所などにおける施設整備助成の拡充や保育体制が整備で
きるよう大阪府に働きかけ、地域子ども・子育て支援事業の充実にむけた取り組みを強化すること。
（回答）
貝塚市
本市では、泉州北部 5 市 1 町の枠組みで、泉州北部小児初期救急広域センターを運営しており、小児医療の
充実に努めております。
また、病児・病後児保育の充実については、病児・病後児保育を 1 か所運営しており、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 28 年度実績で年間延べ 352 名となっておりますこ
とから、現在のところ事業拡大の考えはありません。
次に、保育所等における施設及び体制整備については、それぞれの補助制度に基づき、国・府・市の負担に
応じた支援を継続していきます。
最後に、地域子ども・子育て支援事業については、本市子ども・子育て支援事業計画に基づき必要な支援に
取り組みます。
泉佐野市（子育て支援課）
本市におきましては、私立の認定こども園 1 園におきまして病後児保育事業を実施しており、計画の上では
提供体制は一定の確保ができている状況でありますが、病児保育事業につきましては、病状の急変等に対して
の適正な対応体制の確保が困難であることから、現時点では実施を考えておりません。
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、平成 29 年度より 1 私立認定こども園
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したが、事前登録や利用に
関して市内の登録医師に診療情報提供書を記入してもらい提出するなどの制約があることから、ここ数年利用
実績がないため、今年度は受入体制が整っていないのが現状です。そのような点から、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児対応型病児保育事業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看護師を配置し、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。
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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するとともに、必要に応じて大阪府に対して制
度の充実についても要望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」を実施しています。
（7）子どもの貧困対策について

＜補強＞

昨年実施した子どもの生活に関する実態調査の結果を受け、複合的に絡む生活問題・社会的格差問題、親の
就労支援施策、所得保障制度などの社会的な問題について、国に強く働きかけること。併せて、住民の自主的
な活動として「子ども食堂」や「学習支援」などをはじめとする子どもの居場所づくり活動が実施されるよう、
安全衛生面などの適切な設備・運営など予算を確保すること。
（回答）
貝塚市
子どもの貧困対策の総合的な推進につきましては、全国市長会や子どもの未来を応援する首長連合を通じて
国に要望しているところです。
住民の自主的な「子どもの居場所づくり活動」に対し、平成 30 年度から子ども食堂に関する補助金を交付
してまいります。
また、学習支援につきましては、ひとり親家庭の児童を対象として、平成 29 年度から事業を実施しており
ます。
泉佐野市（子育て支援課）
昨年度大阪府と協同で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、本市におきましても各施
策・事業の実施状況の検証を行い、子どもと家庭に対する支援策を検討しております。ご指摘のとおり、子ど
もの貧困対策は、社会構造や就労支援・所得保障制度といった国の施策・制度に大きく影響されると認識して
おり、今後国・府と足並みを揃えて対応してまいります。
また、本市の「こども食堂」は平成 28 年度から事業委託により実施しており、平成 30 年度につきましても
子どもの居場所づくりとしての取組みを推進し、地域に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）
現在、国では生活困窮者自立支援法の見直しが行われており、この見直しの中で子ども貧困対策との連携、
取組方法等についても検討されていると考えられますので、国の見直しを注視します。
また、現在実施している生活困窮者自立支援事業の支援メニューの 1 つに、子どもの貧困の連鎖を阻止する
ための事業として学習支援事業がありますが、本支援メニューの一環で、子どもの居場所づくりとして不定期
ではありますが、年 1 回カレーライスの食事会を無償ボランティア事業として行っています。
今後は、この取組について市民、団体等のマンパワーを募り学習支援事業の一環として継続、発展させてい
きたいと考えています。
阪南市（生活支援課）
「子ども食堂」につきましては、「子どもの貧困対策」ではなく、
「孤食」「簡食」等食に関する問題が多様
化している中で、「食」を介しての人と人のつながりや安心できる居場所として考えていますが、現時点で、
本市における「子どもの貧困対策等」の担当部署を正式に決定していないこともあり、明確な市の方針を定め
ることができておりません。
関係部署が連携を図り、
「子どもの貧困対策等」に係る本市の対策方針を定めた後に、
「子どもの貧困対策等」
に必要な施策等を国に要望することを検討してまいります。
本年 10 月より生活保護を受給している世帯、生活困窮世帯、就学援助世帯の内、中学生に対し、学習にお
ける居場所を提供し、高校進学を促進させるため、市内 1 か所 20 名定員で学習支援を実施しています。
田尻町
大阪府の調査結果を受けて必要な施策については、関係機関等と協議の上、検討してまいりたいと考えてい
ます。また、子どもの居場所づくり活動については、現在、町内に「子ども食堂」はありませんが、本町総合
保健福祉センター（ふれ愛センター）2 階に、子ども達が自由に利用できる「キッズルーム」を開設しており
ます。「キッズルーム」では、安全に子どもたちが遊び自主学習に励んだりできるよう適切な設備・運営の確
保に努めております。
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熊取町（子育て支援課）
子どもの貧困対策につきましては、平成 28 年度大阪府が実施した「子どもの生活に関する実態調査」の結
果を受け、平成 29 年度に大阪府が立ち上げた「市町村子どもの未来応援ネットワーク推進検討会議」や「大
阪府子どもの貧困対策部会」に本町も参画し、情報収集や協議を重ねております。
また、平成 29 年 4 月から「こどもレストラン」が運営されており、本町といたしましては、当該活動に対
して「住民提案協働事業」に則り、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・情報交換と連携を図り、子ども達の居場所づくりに取り組んでいるところでございます。
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。

４．教育・人権・行財政改革施策（５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＞

将来を担う子どもたちの教育環境を充実させるためにも、義務教育の入り口である小学校での少人数学級編
制の対象学年を拡大するよう検討すること。また、定数改善により必要な教職員数を確保するよう大阪府に働
きかけること。
※枚方市：4 年生まで拡充。高槻市：小学校全学年に拡充。
泉佐野市：今年度より小学校 6 年生まで拡充。
堺市：独自の少人数教育（小学校 3～6 年生を 38 人学級）。
※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
市独自での、小学校における少人数指導学級編制の対象学年の拡大は困難ですが、必要な教職員数の確保につい
ては、今後も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 年度からは小学校 5・6 年生を対象とし、小学校全学年に拡充をしております。
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
けたいと考えております。
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ると、自治体による教員配
置に格差が生じてくることは義務教育の本質に係ることであり、その意味においても、国による定数改善は必
然であり、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）
少人数学級編制の対象学年の拡大に関しましては、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
れる市町に置きましては、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。
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田尻町
これまでの国及び大阪府による 1・2 年生の 35 人以下学級化への対応を維持・拡大できるよう、また、少人
数習熟度別指導教員の加配や専科指導教員の加配等地域・学校の実情に応じた施策展開やスクールカウンセラ
ー等の拡充により不登校やいじめ等の問題に対応できうるよう、定数改善も含めた要望活動等の取り組みを今
後も進めてまいります。
熊取町（学校教育課）
児童生徒の学級編制については、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」に
より、現在小学 1 年生は 35 人学級編制、小学 2 年生から中学 3 年生までは、40 人学級編制と定められており
ます。大阪府では、小学 1 年生に加え、小学 2 年生についても 35 人学級編制を実施しております。
現在、熊取町においては、大阪府の習熟度別指導推進事業を活用し、各小中学校に少人数加配教員を配置し、
小学校 3 年生以上で少人数指導・習熟度別指導を実施しております。
各校において、算数や数学等の教科について 1 クラスを 2 つに分割するなどし、少人数学習を展開し、個に
応じた指導を行っております。
今後も子どもたちの生きる力を育むために、少人数指導・習熟度別指導等の充実や教職員の指導力向上を図
ることをとおして、児童生徒一人ひとりにきめ細やかな指導を行っていきたいと考えております。
岬町
現在、本町では、小学校 1 年生及び 2 年生について 35 人学級編制を実施しておりますが、実態としまして
は、少子化によりほとんどの学年で学級が 35 人を下回っています。また、習熟度別指導推進事業等を活用し、
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

＜補強＞

★重点項目

2017 年度より給付型奨学金制度が新設されたが、対象者や支給金額が少ないことなど、今後も拡充しなけれ
ばならない。引き続き、国に対して求めるとともに、地元企業に就職した場合の奨学金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。また、
地元企業に就職した場合の奨学金返済支援制度の導入等については、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、経済的理由により就学が困難な生徒の進学を支援しております。
奨学金の返済につきましては、返済開始を貸付終了の翌月からとし、毎月定額で高等学校等は月額 5,000
円、大学・短期大学等は月額 10,000 円を返還していただくこととしており、無理のない返済を行っていただ
けるようにも努めているところであります。
今後も、奨学生からの返還金並びに市民からお預かりした寄附金をもとに貸付制度を維持し、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。
また、奨学金返済支援制度については、先進事例などを研究してまいりたいと考えております。
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。その改善については、機会を通じて要
望します。
阪南市（学校教育課）
今年度新設された給付型奨学金制度をはじめとする奨学金制度について、新たな情報等の把握に努め、市の
窓口においても丁寧な周知・相談活動を継続してまいります。
また、奨学金返済支援制度につきましては、国や府の動きを見ながら、慎重に検討をしていきます。
田尻町
経済状況が厳しい世帯の学生であっても学業を断念せず、また将来の返還の不安を軽減され、安心して進
学・就学できるよう要望活動等を進めてまいります。
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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、認識しております。
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まいります。
岬町
給付型奨学金制度の拡充については、引き続き国に対して働きかけをしてまいります。また、奨学金返済支
援制度導入については、現時点では、国、府の動向や情報等の把握に努めてまいりたいと考えています。
（3）労働教育のカリキュラム化について

＜補強＞

ワークルールや労働安全衛生など、働くことに関する知識を深め活用できるよう、高等学校における労働教
育のカリキュラム化を推進すること。また、選挙権年齢が満 18 歳以上に引き下げられたことにより、これまで
以上に社会人として必要な知識を身に付け、社会を構成する一員としての意識を醸成するための主権者教育を
充実させること。
（回答）
貝塚市
本市におきましては、全ての小中学校において、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おります。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に全中学校で取り組んでおります。
また、主権者教育につきましては、現在、中学校において、選挙管理委員会から実物の投票箱を借り、模擬
投票を行うなどの体験学習を行っております。
さらに、次期学習指導要領の中学校社会科では、選挙権年齢が満 18 歳以上に引き下げられたことに伴い、
財政や税、社会保障、雇用、労働や金融といった課題についての学習を深め、主体的に政治に参加することに
ついての自覚を養うため、教育内容の研究を進めてまいります。
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。本市の 5 中学校区すべてにキャリア教育
推進委員会を設置し、めざす子ども像を明確にしたうえで、11 年間を見通した校区全体の推進計画を策定し、
日々の実践に活用しております。
これからも、キャリア教育の充実に向け、外部講師を招いての学習や民間企業の出前授業等も活用しながら、
さまざまな取組を進めてまいります。
また、公職選挙法の一部改正に伴い、主権者教育についても選挙管理委員会と連携した取組を進めておりま
す。実際の記載台や投票箱を活用しての模擬投票などを含めた小・中学校への授業を企画し、希望校に対して、
平成 27 年度から出前授業を実施しております。今後も社会的な問題を自分の問題として捉えることができる
よう、さまざまな取組を進めてまいります。
泉南市（指導課）
「働くこと」
「労働者の権利」等について、社会科を中心とする教科学習やキャリア教育、中学校における
進路指導を通して、適正な労働に関する学習の推進に努めます。
また、選挙権年齢が 18 歳以上に引下げられたことを踏まえて、小中学校における社会科や総合的な学習の
時間等あらゆる機会を通じて社会を構成する一員としての意識を培うよう主権者教育の充実に努めます。
阪南市（学校教育課）
主権者教育を充実させることにつきましては、進路学習をさらに充実させます。
また、選挙権の引き下げにも関連した学習指導要領の改訂に合わせ、社会科全体を通し、社会的事象におい
て社会科ならではの多面的・多角的な考察をもとに、持続可能な社会づくりに主体的に参加する人材を育成す
る教育を進めてまいります。
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
画する力を身に付けていくため、模擬選挙等の体験学習等を交えながら主権者教育を進めてまいります。
田尻町
本町では、子どもの職業観・勤労観などを育てるため、「キャリア教育」の全体計画に基づき、各教科・領
域において、子どもたちの発達段階や学校・地域の実態に応じた取組みを進めております。主権者教育につき
ましては、議場見学や租税教室の実施、また様々な社会問題について話し合う活動など行っております。今後
も主権者教育の推進に向け、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。
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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。
主権者教育につきましては、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
本町では、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。
今後も主権者教育の観点も踏まえキャリア教育・法教育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

＜補強＞

配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者等からの暴力が関係する相談件数等が昨年よりも多い状況にあ
る。
「女性に対する暴力をなくす運動」を中心に、住民への社会認識の徹底、意識啓発や情報周知などの充実を
はかること。併せて、被害者への支援体制を強化すること。
（回答）
貝塚市
本市においては、
「女性に対する暴力をなくす運動」期間中（11 月 12 日～25 日）に、市広報紙や駅前の電
光掲示板等を通じて住民への周知啓発を行っているところです。また、市広報のＤＶ特集ページやじんけんセ
ミナーにおいても啓発しています。
さらに、被害者への支援として、女性の専門カウンセラーによる女性相談の実施（月 2 回）や市独自に緊急
時の避難先として民間シェルターと契約を行うなど、今後も被害者への支援に努めてまいります。
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に関する出前講座やＤＶの認識を深めるための市民講座を行い、
暴力の被害者にも加害者にもならないための予防教育や啓発に取り組みました。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。
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（ドメスティック・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。
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平成 27 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、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、平成 28 年度年から「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、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、庁内関係課と
のケース会議等の連携により、取り組みを進めています。
田尻町
これまで住民に対しては、女性に対する暴力の根絶について、講演会の実施や町広報誌・ホームページによ
る周知を行ってまいりました。今後も引き続き、「女性に対する暴力をなくす運動」を中心に広く住民への意
識啓発や周知を行ってまいります。被害者への支援体制の強化につきましては、相談体制の強化を図るととも
に、小さな町ならではのきめ細やかな対応に努めてまいります。
熊取町（人権推進課）
毎年 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間には広報紙への記事掲載や役場前にのぼりを設置する
ことで、幅広く周知し暴力防止に向けＰＲしております。
また、法務局での特設人権相談の案内を町内各施設窓口に設置するなど、人権擁護委員と協力した周知も実
施しております。
さらに、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
ルターと契約し、緊急時における支援体制を構築しております。
また、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き第 2 次岬町男女共同参画プラ
ンに掲げた施策を継続的に実施し、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

＜補強＞

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じるよう努めるとされていることか
ら、条例を制定するなどの対応を検討すること。
（回答）
貝塚市
本市においては、現在、条例の制定は考えておりません。
今後も「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）の趣旨に基づき、国・府との役割分担を踏まえ、相談体制、教育の充実、啓発活動を推進してまい
ります。
泉佐野市（人権推進課）
外国人差別解消を目的とした啓発冊子を作成しており、街頭啓発の際に配布するなどし、啓発に努めており
ます。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組を実施して
まいります。
泉南市（人権推進課）
本市では、平成 29 年 8 月に人権行政基本方針を策定し、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ての取り組みにつきましては、本市では、従来より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、在日外国人の人権についてもテーマに取り上げ啓発に取り組んでま
いりました。また、
「ヒューマンライツセミナー」等の講座開催時には、ヘイトスピーチ解消法のリーフレッ
トを参加者に配布し啓発に努めています。
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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、相談における的確かつ迅速
な対応に努めております。
田尻町
町内で特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動であるヘイトスピーチは発生していませんが、近隣市
町の状況を注視しながら、町内でヘイトスピーチが発生した場合は、大阪府と連携し、対応を検討してまいり
ます。
熊取町（人権推進課）
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動であるヘイトスピーチは決して許される行為ではありませ
ん。本町では、年 2 回発行している人権啓発情報紙や街頭啓発、町ホームページにて啓発に取り組んでいると
ころであり、相談や事例が発生した場合は大阪府や法務局等と連携のうえ、問題の防止と解決を図ってまいり
ます。
岬町
本町では、平成 6 年にあらゆる差別をなくし、人権擁護を図ることを目的として「岬町部落差別の撤廃と人
権擁護に関する条例」を制定しており、ヘイトスピーチにつきましても国、大阪府と連携を図りながら必要な
対応に努めてまいります。
③部落差別の解消

＜新規＞

昨年 6 月に実施された連合の「採用選考に関する実態把握のためのアンケート」調査では、就職差別につな
がる採用選考の問題が明らかになった。企業への指導を強化するとともに、同年 12 月に施行された部落差別解
消法について住民に広く周知徹底し、あらゆる差別撤廃にむけた施策を講じること。
（回答）
貝塚市
本市においては、毎年 6 月の就職差別撤廃月間に貝塚市企業人権協議会と連携し街頭での啓発を行い、広く
周知に努めているところです。
また、貝塚市企業人権協議会を通して、大阪企業人権協議会が主催する様々な人権研修会の案内や、市主催
のじんけんセミナーの一コマを企業向けの内容として開催し、人権について学ぶ機会を提供しています。
今後も、市広報や市主催のセミナーにおいて、部落差別解消法をはじめ、あらゆる人権に関して周知啓発に
努めてまいります。
泉佐野市（まちの活性課、人権推進課）
企業への指導につきましては、泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会と連携し、事業所の立場から就職の機
会均等、あらゆる差別の解消にむけた研修会を開催するなど、人権尊重社会の実現に向けた取組を進めてまい
ります。また、平成 28 年 12 月に施行された部落差別解消法の周知につきましては、広報いずみさのやホーム
ページ、人権の講演会等の資料に掲載しております。また市職員へは、職場研修員全体会議において、部落差
別解消法についての研修例を提案し、各課での職場研修をすすめているところです。今後も、様々な機会や方
策により市民への周知を図ってまいります。
また、泉佐野市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例や、今年度改訂予定の泉佐
野市人権教育推進計画等に基づき、あらゆる差別撤廃にむけた施策を講じてまいります。
泉南市（人権推進課）
部落差別解消法の制定を受け、事業所人権推進連絡会会員事業所に対し、研修会等において周知を図ってい
るところであり、公正な採用選考について引続き周知します。併せて「部落差別解消推進法」の周知、部落差
別の解消に向けた取組を行っていきます。
阪南市（人権推進課）
本市では、これまで人権啓発講座「ヒューマンライツセミナー」等で、部落差別をはじめあらゆる差別をな
くすため取り組んでまいりました。本年 9 月の「ヒューマンライツセミナー」では、部落差別の解消について
周知する内容の講座を開催しております。また、「ヒューマンライツセミナー」等の講座開催時には、部落差
別解消法のリーフレットを参加者に配布するなど事業所担当課と共に啓発に努めています。
田尻町
これまで泉佐野市、熊取町、田尻町の事業所で構成する「泉佐野・熊取・田尻町事業所人権連絡会」におい
て、就職差別問題に関する講演会等の実施により就職差別の撤廃を企業に周知してまいりました。
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今後も引き続き、同連絡会や町広報誌・ホームページ等を通じて就職差別の撤廃を企業に周知してまいりま
す。部落差別解消法は、法律に初めて「部落差別」が明記された大変意義深い法律であるという認識のもと、
住民に対し、機会あるごとに広く周知してまいります。
熊取町（人権推進課）
部落差別解消法は、その第一条において「現在もなお部落差別が存在する」とされていることからも、現在
もなお差別に苦しんでいる方がおられ、それを解消することを目的として施行されました。
本町では、平成 29 年 5 月に全戸配布を行った人権情報紙「しあわせへの道」において、法の周知を行いま
した。また、企業への公正な採用については、泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会の研修や会員事業所へ年
2 回配布している連絡会ニュースなどで繰り返し啓発しているところであり、直近では平成 29 年 11 月に開催
した研修会において、部落差別解消法について学んだところです。
今後も、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃にむけた施策を実施してまいります。
岬町
本町では、部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消法）の公布を受けて、平成 29 年度に町内の
事業所で構成する事業所人権問題連絡会と連携し、部落差別解消法をテーマとする講演会を開催するととも
に、町ホームページに部落差別解消法のページを設けるなど、法の趣旨の周知に努めております。
今後も「部落差別解消推進法」の趣旨を十分認識し、国や大阪府と連携を図りながら、引き続き同和問題の
解決に向けた施策に取り組んでまいります。
（5）地方税財源の確保に向けて

＜継続＞

財政健全化に向けて、各事業の府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改善策
を策定すること。加えて、前年度の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、より効率的・効果的な財政運営に
向け、取り組んでいるところです。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）
国は「経済財政運営と改革の基本方針 2017」で示した方針を踏まえ、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、国の取組と基調を合わせて歳出の重点化・効率化に取り組むとともに、
「まち・
ひと・しごと創生事業費」を含め、平成 29 年度地方財政計画の水準を下回らないよう同水準を確保し、また
地方分権の基盤となる地方税収についても充実確保しつつ、税収が安定的な地方税体系を構築するとしていま
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ます。
また、地方税財源の充実に向け、国と地方の事務配分を踏まえたうえで、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更な
る税源移譲を行い、地方一般財源の確保が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について、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。今後、地方税制に大きく影響する改正には、
地方税源が縮小することのないよう、市長会を初めとする関係機関を通じて要望を行うとともに、増大する社
会保障費などの財政需要に対応できるよう、地方税源の確保に努めます。
阪南市（財政課）
地方分権が進むなか、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。そのための一般財源確保に向けて、国に対し、大阪府市長会等を通じて地方税財源の強化、地方交付税の
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総額確保等の提言及び要請を行い、また本市においては財政健全化計画に基づいて歳入に見合う歳出予算を編
成し、適正に執行することに努めてまいります。
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。
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
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
が重要です。本町におきましては、国の平成 30 年度予算編成へ向けて、大阪府町村長会を通じ、地方の一般
財源総額の確保や、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、国への引き続き要望を行って
まいります。

５．環境・食料・消費者施策（３項目）
（1）廃棄物対策と循環型社会形成の取り組みの強化

＜継続＞

★重点項目

大阪府域での事業系ごみ排出量は全国と比べても多く、また、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」の 2020 年度を目標とした廃棄物の削減量の達成をめざし、ごみの分別回収の徹底や
事業者や市民への啓発活動などにより、ごみ排出量の大幅削減に取り組むこと。また、廃棄物を「資源」とし
て効率的にリサイクルできる環境を構築し、再生利用率を向上させること。廃棄物の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。今後も、ごみ排出量の削減、
再生利用率の向上をめざして取り組んでまいります。
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）
今年度に実施した収集ごみの展開調査では、前回調査に比べて改善がみられるものの、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。
引き続き、広報等を通じて啓発活動を行い、ごみの減量化・資源化に努めてまいります。また、事業者の皆さ
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。事業系ごみについては、排出事業者責任に基づき事業者に対して、ごみの分別、リ
サイクル、発生抑制に取組み適正処理するよう指導に努め、事業系一般廃棄物の収集運搬を行う許可業者に対
しても分別収集を徹底するよう指導に努めます。
また、再生品等のエコマーク認定商品やなにわエコ良品を広報紙等でＰＲを行い普及に努めます。
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阪南市（資源対策課）
本市におきましては、循環型社会形成への取り組みとして、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」
を配布することにより、ごみの分別や適正な排出を支援し、ごみの減量化と資源ごみの有効活用を図ってきて
おります。
今後におきましても、市民・事業者・行政がそれぞれの役割と責任を果たし、3Ｒ（リデュース、リユース、
リサイクル）を推進するとともに、廃棄物の削減を図れるように大阪府と連携し取り組んでまいります。
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、町民への広報活動や
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。
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
イクル意識の向上やごみの分別の徹底について啓発に努めております。
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）食品ロス削減対策の推進

＜継続＞

★重点項目

大阪府庁内で食品ロスの削減にむけて「食品ロス削減ワーキングチーム」が構成されている。同チームの取
り組みとも連携した、食品ロス削減の取り組みを行うこと。特に、市民や事業者への総合的な啓発活動や、同
趣旨の取り組みを行う団体やフードバンクなどの民間団体とも積極的に連携し、食品活用・ロス削減に取り組
むこと。
（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、今後も、そのあり方等について研究してまいります。
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組や、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
（生活福祉課）
生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業・就労準備支援事業）の委託事業所である一般社団法人泉南市
人権協会が、認定ＮＰＯ法人フードバンクＯＳＡＫＡから食料の提供を受け、相談者の状況に応じて、食糧支
援を行っています。
（産業観光課）
大阪府のワーキングチームの取組を注視するとともに、適切な情報共有に努めます。
阪南市（資源対策課）
食品ロスの削減については、豊かでおいしい食べ物に一人ひとりが感謝の気持ちを持ち、
「食べきり」を意
識し無駄なく大切に消費できるよう、大阪府と連携して啓発活動に取り組みます。
また、食品廃棄物を有効活用できる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
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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
内しております。
田尻町
食品廃棄物の削減のため、町民には、「食品ロス削減ワーキングチーム」の消費者向け啓発事例集等を活用
しての食品廃棄物の減量等の啓発や生ごみ処理器購入補助の継続実施、そして、飲食・サービス業の事業者に
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。また、今後とも、食品循環資源の再生利用等の推
進を図ってまいります。
熊取町（環境課）
食品廃棄物の削減については、毎年 11 月に開催する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してまいります。
また、大阪府庁内で構成されている「食品ロス削減ワーキングチーム」の取り組みや同趣旨の取り組みを行
う団体などの調査・研究を進め、本町の食品活用・ロス削減の取り組みを検討してまいります。
岬町
関係機関と連携し、食品ロスの削減と、有効活用に努めてまいります。
（3）消費者保護と消費者教育の推進

＜補強＞

増加傾向にある特殊詐欺や、悪質商法の撲滅をめざし、消費者への情報提供・注意喚起の徹底や各種広報を
行うとともに、新たな手口に対して迅速に情報発信などの対応をすること。特に高齢者や障がい者を始めとす
る消費者の被害防止と保護を徹底すること。
また、消費者が主体的に市場に参画し、積極的に自らの利益を確保するなど、その自立を促すことや倫理的
な消費者行動につながる幅広い消費者教育について、また被害の未然防止にもつなげるため、消費者教育推進
地域協議会を設置すること。設置に当たっては、労働者代表の声が反映されるよう委員としての参画対応を行
うこと。
（回答）
貝塚市
本市では、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います。また消費生活センターに 3 名の相談員を配置し、市民か
らの相談に対応するとともに消費者被害の発生・拡大の防止に取り組んでおります。
なお、消費者教育推進地域協議会の設置については、現在のところ考えておりません。
泉佐野市（まちの活性課）
消費生活センターを中核として相談業務・啓発の充実、また、交付金等を活用した消費啓発イベントを開催
しながら、高齢者から子どもまであらゆる世代の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。
また、消費者教育推進地域協議会の設置につきましては、既に設置している自治体の取り組み事例の情報収
集等、設置の検討に努めてまいります。
泉南市（産業観光課）
増加する消費者被害の防止と多様化、悪質化する商法撲滅のため、本市消費生活センターの事例を踏まえて、
消費者の知識向上のための情報提供、被害防止に向けた迅速な注意喚起を行います。
また、高齢者や障害者に対しては、福祉部署と連携して被害防止に取り組みます。消費者教育については、
本市消費生活センターが主催する消費者研修、及び消費生活相談員が出張して行う消費者講座を通じて広く知
識の普及に努めます。
阪南市（まちの活力創造課）
広報誌や本市ウェブサイトで相談事例の紹介や注意喚起等を行い、フェイスブック等を活用し迅速な情報発
信に努めるとともに、高齢者や障がい者の担当課と連携し、周知啓発や消費者保護に努めています。
また、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 月から「阪南市消費生活セン
ター」を開設し、本市の消費生活相談窓口の開設日を週 4 日へと拡充したところです。
消費者教育推進地域協議会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
特殊詐欺や悪質商法については、引き続き高齢者への啓発を中心に注意喚起等のＰＲを続けてまいります。
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また、相談員を中心として詐欺の手口の情報収集に努め、相談者に対して的確にアドバイスができるように
努め、消費者被害の防止に資する取り組みを行ってまいります。消費者教育についても国や大阪府と連携しつ
つ、倫理的消費者教育を行ってまいります。
熊取町（自治振興課）
消費者被害の未然防止を目的として、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
紙等で適切に情報提供を行います。
さらに、関係機関との連携の観点から、消費者教育推進地域協議会の設置について検討を行ってまいります。
岬町
広報誌や町ホームページ等を活用し、情報提供や注意喚起を行うとともに、高齢者や障がい者については関
係機関と連携し、周知啓発や消費者保護に努めてまいります。
また、消費者教育推進協議会の設置につきましては、大阪府や近隣市町村等の動向を踏まえ、検討してまい
ります。

６．社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策（６項目）
（1）「交通政策基本計画」にもとづく施策の推進

＜補強＞

交通政策基本法制定以降、交通政策基本計画が策定され、各自治体でも総合的な交通施策の推進が求められ
ている。大阪府では「公共交通戦略」が策定されており、各市町村においても、交通施策の推進にむけて、改
正地域公共交通活性化再生法・都市再生特別措置法にもとづく「地域公共交通網形成計画」の策定など大阪府
と連携した交通施策を進めること。
（回答）
貝塚市
本市では、改正地域公共交通活性化再生法に基づき、平成 29 年度に「貝塚市地域公共交通網形成計画」を
策定しました。
また、網形成計画の策定にあたり、改正地域公共交通活性化再生法に基づき設置しております「貝塚市地域
公共交通活性化協議会」には委員として交通労働者代表や利用者や地域住民の代表に参画いただきました。引
き続き具体的な計画であります「貝塚市地域公共交通再編実施計画」に取り組んでまいります。
泉佐野市（道路公園課）
「地域公共交通網形成計画」策定などにつきましては、大阪府及び近隣自治体の策定状況を注視しながら、
交通施策の強化、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。
平成 29 年 4 月 1 日からは、車イスのまま乗降でき、高齢者や子どもにも乗りやすいノンステップバスの新
型車両 2 台を更新し、また運行時刻、運行路線の見直しを行い、特に住民からの要望が多かった商業施設への
乗り入れを行っています。
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。
阪南市（都市整備課）
本市では昨年度から、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、持続可能な公共交通の実現に向け、議論を進めている
ところです。
また現時点では、本計画策定後、道路運送法や地域公共交通活性化再生法に規定されている法定協議会を設
置するなかで、多様な主体に参画頂きご意見を賜りながら、事業実施を検討してまいりたいと考えております。
田尻町
交通施策の推進は本町においても重要なものと認識しており、要請にある各種法令、計画に基づく大阪府と
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の連携については今後とも緊密に行ってまいります。地域公共交通維持改善事業等により設置される協議会に
ついては、利用者や地域住民の声が反映されるよう努めてまいります。
熊取町（道路課）
交通政策基本法の理念や大阪府の公共交通戦略に基づき、関係機関及び近隣自治体の動向を注視しながら、
自然的経済的社会的諸条件に応じ、利用者や住民の意見を反映した交通施策に取り組んでまいります。
岬町
大阪府内市町村の状況を踏まえ、検討を進めてまいります。
（2）交通バリアフリーの整備促進と安全対策

＜継続＞

公共交通機関（鉄道駅・空港など）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が進められている。これら設備の維持管理・更新費用に対する財政支援措置を検討するこ
と。また、転落事故などを防止するための鉄道駅のホームドア・可動式ホーム柵の設置がさらに促進されるよ
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の拡充・延長を行うこと。
（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。
残るＪＲ東貝塚駅のバリアフリー化につきましては、現在、対策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、平成 27 年度に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。また、今年度は南海鶴原駅のバリアフリー化を整備しているところであり、平成 30 年 3 月末
の完成予定となっております。
今後の計画につきましては、南海井原里駅の整備につきまして、引き続き整備していく方向で南海電鉄と協
議を進めており、平成 30 年度、平成 31 年度の 2 か年で完成できるよう、現在その予算措置を行っているとこ
ろであります。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
性や投資費用等が課題となっております。
また、平成 28 年 12 月に国土交通省が「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」の中間とりまとめを
行い、その中で 1 日当たり 10 万人以上の利用者の駅を優先的に整備するものとされておりますので、本市に
おいては該当する駅はありませんが、将来的に鉄道事業者から要望があれば、その対応を検討したいと考えて
おります。
泉南市
（都市政策課）
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。
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（税務課）
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。
阪南市（都市整備課）
公共交通機関のバリアフリーについては、国・事業者・市の 3 者で取り組んでいます。
本市では平成 28 年度に南海本線鳥取ノ荘駅のバリアフリー化工事を終えました。また、平成 30 年度にはＪ
Ｒ和泉鳥取駅のバリアフリー化工事が完了する見込みです。今後におい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を行うための協議を鉄道事業者と継続して進めており、早期実現に努め
てまいります。
熊取町（道路課）
本町唯一のＪＲ熊取駅（橋上駅）及び本町自由通路については、既にエレベータ－やエスカレーターを設置
しており、これら設備の維持管理・更新費用はそれぞれの施設管理者が負担している状況であることから、鉄
道駅のホームドア・可動式ホーム柵の設置費用についても施設管理者において負担いただくものであり、費用
助成や税制減免措置などの財政措置は現在のところ考えておりません。
岬町
町財政は非常に厳しく、町独自での支援や助成は厳しいため、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）自転車レーンの設置促進と交通安全対策について

＜継続＞

「大阪府自転車条例」の趣旨に基づき、自転車の交通安全対策は積極的に実施されているが、依然、自転車
が関係する事故は年間 1 万件を超えているのが現状である。自転車事故を減少させるためにも、自転車レーン
の整備や自転車の危険運転に対する取り締まり強化を行うとともに、市民に対する啓発活動を徹底すること。
（回答）
貝塚市
自転車レーンの整備については、必要な幅員の確保が必要となることから、現状の道路幅員の中で自転車レ
ーンが設置可能な道路について、今後、大阪府や警察署と協議を行い、整備を検討していきます。
また、自転車の危険運転に対する取り締まり強化について警察署に働きかけるとともに、市民の皆さんに対
し、自転車の安全運転について、ポスターや市の広報紙およびホームページを通じて啓発を行います。
泉佐野市（道路公園課）
自転車レーンにつきましては幅員の狭い市道が多いため、整備が困難な状況にあります。自転車の危険運転
に対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
（道路課）
自転車レーンについては、交通状況等による必要性の検討を行うとともに、現道内での対応が可能かどうか
の実現性の検討を行っていきます。
（環境整備課）
自転車の交通安全対策、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・徹底に努めています。
本市では、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ます。
阪南市（土木管理室、生活環境課）
自転車レーンの整備につきましては、本市の道路幅員を勘案しますと、非常に困難な状況であります。今後、
大阪府交通対策協議会において「自転車安全利用推進のための重点行動指針」に則り、泉南警察署等と連携を
図り、市民の皆様に自転車の安全走行の周知を行ってまいります。
大阪府内において、11 月は「自転車マナーアップ強化月間」として取り組んでいるところであり、本市に
おいても駅周辺にて街頭啓発活動を実施しています。今後も交通安全講習会等で、自転車利用者に対する交通
ルールの周知及び交通安全教育、自転車利用者に対する交通指導取締りを重点とした安全対策等の啓発を推進
してまいります。
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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おります。自転車レーンの整備につき
ましては、本町の狭い道路状況など難しい面もありますが、堺市以南の自治体で構成されている泉州サイクル
ルートに関する会議と連携して検討してまいります。今後も、大阪府、所轄警察、近隣市町と連携し、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）
自転車レーンの整備については、本町域においては狭隘な道路が多く、整備スペースの確保が困難な状況で
あるが、ゼブラ帯等の設置により道路幅員に余裕のある道路や新規道路整備路線にあっては、必要に応じ設置
の可否について警察協議のうえ検討してまいります。
また、交通安全対策については、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、泉佐野警察署と連携し、町内全小中学校、浪商高校・中学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います。
今後におきましても、引き続き泉佐野警察署と連携しながら、自転車の危険運転対策も含め、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活動をはじめ、運転マナーの向上に努めてまいります。ま
た、自転車レーンの整備については、一定の道路幅の確保が必要であることから、国、大阪府等の道路管理者
に要望してまいります。
（4）防災・減災対策の充実・徹底

＜継続＞

★重点項目

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を効果的に活用して、避難場所の把握や防災用
品の準備など、市民が具体的な災害対策に取り組むよう、積極的・継続的に啓発の取り組みを実施すること。
また、市町村が作成した「避難行動要支援者名簿」の更新や、発災時を想定した避難行動、地域住民や事業者
とも連携した具体的な訓練などを継続的に行うこと。
（回答）
貝塚市
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、地域防災力の向上に努めております。
また、台風接近に伴う風水害は、あらかじめ予測ができることから、安全な時に避難を開始していただくた
めの取り組みとして、地域における「コミュニティ・タイムライン（事前防災行動計画）」の策定を実施して
おります。
次に、本市では、毎年度、「避難行動要支援者名簿」を更新しております。また、町会・自治会の中には、
個人情報の保護に留意したうえで、個別支援計画に基づき、訓練時、要支援者に避難行動の声かけや支援を行
っております。他の町会・自治会にもこれらの事例を紹介し、発災時に要支援者が安全に避難できるよう努め
てまいります。
泉佐野市（市民協働課）
平成 28 年度から、11 月の第 1 週の日曜日を「市民防災の日」とし、防災対策の啓発を行っています。今年
度もこの日に合わせ、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、市民一人ひとりが身を守る行動を行った後、地域の自主防災組織が中心となり、避難や避難所開
設訓練などを行いました。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 2,300 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）
平成 28 年度に総合防災マップを作成し、自然災害による被害の軽減や災害への備えに活用いただけるよう
全戸配布を行い市民への周知を行っています。今後も本マップを活用し、防災訓練等において、防災知識の普
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及啓発を継続的に実施します。
また、避難行動要支援者名簿につきましては、毎年更新を行い、地域毎に順次締結を進めている要支援者対
策に係る協定に基づき、必要な支援体制の整備を図ります。
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、本市
ウェブサイトへの掲載を行いました。また、
本市の防災拠点施設として、市役所に隣接した阪南市防災コミュニティセンター（阪南まもる館）の運用を
開始し、防災用品などの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、減災対策の啓発を行ってまいります。
また本年 4 月に、国・府と共催し、
「自然災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向け説明会」を
開催しました。また、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
これまでも、ハザードマップや防災マニュアルなどを基に町内全体の防災訓練（安否確認・避難訓練）を行
ってきたところですが、今後も住民の知識と意識を高めるために、様々な訓練や研修を継続的に行います。ま
た、自主防災組織の育成と活性化を図り災害時に住民が主体的に行動できるようすすめてまいります。避難行
動要支援者については、田尻町避難行動要支援者プランを策定し、要支援者名簿の整備、名簿活用の同意を経
て、個別計画の策定に着手し、今年度においては、新たに同意を得た方の個別計画の策定や、策定済の個別計
画の更新も行いました。また、平成 27 年度から、町の防災訓練（避難訓練）に併せて、福祉避難所の協力を
得ながら要支援者の避難訓練も実施しております。福祉避難所の職員の皆様にも、別途、ＨＵＧ研修や講演会
に参加いただくなど、引き続き災害対策の強化を図ってまいります。
熊取町
（生活福祉課）
「避難行動要支援者名簿」及び避難行動要支援者の具体的な避難支援を計画した「個別計画」については、
毎年の更新を基本として、支援体制づくりを進めてまいります。
また、平常時から自治会、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会等の避難支援関係者と連携し、避難支
援体制の確立を図ってまいります。
（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、「熊
取町防災マップ」を全戸配布しており、
「熊取町地域防災計画」とあわせ熊取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ます。
自主防災組織については、本年度に設立した 1 自治会を含め、39 自治会中、38 自治会となり、
結成率は 99.3％
（世帯数）となったところで、自主防災組織間の相互の情報交換や協力応援体制、さらには組織間の連携によ
る合同訓練の実施など、自主防災組織の連携強化を図ることを目的に、平成 30 年 2 月に自主防災組織連絡協
議会を設立し、自主防災組織の充実強化、さらには、地域防災力の向上を目指してまいります。
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おります。
岬町
避難行動要支援者名簿については、毎年更新を行い、避難支援等関係者との継続的な支援体制の充実に努め
るとともに、災害時には「共助」の担い手となる「自主防災組織」への資機材整備に係る補助制度を継続し、
「自主防災組織」の育成・訓練への支援を継続的に行ってまいります。
（5）集中豪雨など風水害の被害防止対策

＜継続＞

★重点項目

近年、日本各地で豪雨水害、土砂災害などの風水害が多発している。災害の未然防止のための斜面崩壊、堤
防決壊などへの対策に万全を期すること。また、災害がより発生しやすい箇所を特定し森林整備などの維持・
管理を重点的に行うこと。加えて、住民の資産に影響を及ぼす可能性のある情報の提供について、地域の実情
を踏まえ、慎重かつ確実に実施するとともに、市町村が発令する避難情報の内容について一層の周知・広報を
行うこと。
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（回答）
貝塚市
本市では、防災ハンドブックにハザードマップを掲載し、全世帯に配付しておりますが、特に災害リスクの
ある区域に居住する住民に対しては、様々な手法により情報提供してまいります。
また、避難情報の意味や避難の手順について、広報かいづかやホームページ、防災講座等を通じて、分かり
易い情報発信に努めてまいります。
なお、斜面崩壊、堤防決壊などの対策や森林の維持管理については、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組を行っております。土砂災害については平成 24・25 年度、河川氾濫については
平成 28 年度にマップ作成を行っております。
泉南市（危機管理課）
昨年度、大阪府による土砂災害警戒区域等の指定が行われ、市民に対して公表されました。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、地区住民と連携しながら、地区ハザードマッ
プの作成を進めています。
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、引続き大阪府に対し要望や協議
等を行います。
避難情報の内容につきまして、市の広報紙やウェブサイトの掲載等により、引続き周知を行います。
阪南市（土木管理室、危機管理課）
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。
今後におきましても、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。
住民の資産に影響を及ぼす可能性のある情報の提供につきましては、新たな土砂災害警戒区域等を盛り込ん
だ、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、出前講座や本市ウェ
ブサイトに掲載することで、市民の皆さんへの周知及び啓発に取り組んでいるところです。
また、避難情報の内容について一層の周知・広報を行う取り組みにつきましては、出来るだけ早い段階で避
難していただけるよう、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。
田尻町
豪雨水害等災害のおそれのある箇所については、警報発表時や警報発表が予想される時点において、担当部
署にて重点パトロールを行うなど災害の未然防止に努めているところです。今後も大阪府や近隣市と連携を図
り体制強化に取り組んでまいります。また、住民への情報提供につきましては、自主避難、避難勧告、避難指
示の説明や避難場所の周知などについて、町広報紙、ホームページ等を通じ継続的に行っております。今後は、
併せて、住民説明会の開催など、住民に直接周知できる方法も検討してまいります。
熊取町
（危機管理課）
本町における土砂災害警戒区域等における住民の避難行動につきましては、熊取町避難勧告等の判断・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、国の避難勧告等に関するガ
イドライン及び気象警報等の発令の仕方等が改訂されたため、これを踏まえた修正を行う予定としておりま
す。
（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
川及び雨山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おります。

岬町
災害時に重要となる防災情報の発信（提供）については、防災行政無線、町ホームページ、防災メールなど
の多手段によって、正確な情報提供に努めてまいります。また、集中豪雨や風水害の未然防止対策としまして
は、事前の注意喚起や土のう等により対応しております。今後も災害の未然防止対策として、災害が発生しや
すい箇所の特定をし、整備、維持・管理に努めてまいります。
- 42 -

（6）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＞

国土交通省の調査では、駅構内や車内など公共交通機関での暴力行為は依然として高い水準にあるとされて
いる。これらの暴力行為の防止対策として、マスコミ媒体を活用した啓発や自治体広報誌などでの市民に対す
る積極的な広報・啓発活動を行うこと。さらに、駅構内や車内での巡回・監視などの防犯体制のさらなる強化
をはかるとともに、公共交通機関の事業者が独自で行う施策（防犯カメラの設置や警備員の配置など）への費
用補助などの支援措置を講じること。
（回答）
貝塚市
本市では、公共交通機関での暴力行為の防止に対する啓発について、貝塚警察署と密接に連携し、市民への
啓発について努めております。
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。
泉佐野市（市民協働課）
南海電鉄及びＪＲに泉佐野市内の駅構内及び公共交通機関での暴力行為に対して尋ねたところ、最近は発生
していないとのことでした。今後、暴力行為などが発生した場合は、市の広報などを通じた啓発活動を検討し
てまいりたいと考えております。
なお、本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。
（生活福祉課）
市では、街頭及び市内駐輪場、駅前等に合計 60 台防犯カメラを設置しており、犯罪の抑止に努めています。
また、大阪府の補助制度を活用し、区等において防犯カメラ設置事業を進めています。
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いるところです。
熊取町（危機管理課）
町内における防犯対策につきましては、泉佐野警察署と連携し、広報紙への掲載や街頭キャンペーンでのひ
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、本町の交通結節点であるＪＲ熊取駅周辺には、重点
的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犯罪、暴力防止・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

＜継続＞

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、
予算の定める範囲内で、国補助金の額を上限として補助を行なっているところです。
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

＜継続＞

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。
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組をさらに行えるよう、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

＜継続＞

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 年から稲倉池周辺で保全活動をしております。市はいずみの森ボランティア協議会
事務局として活動に参画し、20 年近くにわたり円滑な運営ができるように支援してまいりました。
現在は、協議会の活動以外に、複数の企業が手入れの行き届かない森林の整備やしいたけの植菌作業、野鳥
等の観察会を企画し、自然環境を保全するＣＳＲ活動に取り組んでおります。
今後もトラスト協会と連携して活動を支援するとともに、いずみの森に関連するＣＳＲ活動を広報紙やホー
ムページに掲載し、地域企業等にも周知を図ります。また、自然環境保全に対するＣＳＲ活動の普及に努めて
まいります。
≪泉南市≫
（1）既存の地元企業への支援について

＜継続＞

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
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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。
（回答）
（産業観光課）
既存の地元企業・事業所については、事業資金融資利子補給制度、退職金共済掛金補助制度を主な柱として
支援を行うとともに、地域の雇用、賃金水準の確保に努めます。
また、劣悪な雇用条件に対しては、労働相談事業を通して労働者が直面する課題の解決を図ります。
（2）交通安全対策

交差点事故の未然防止について

＜継続＞

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

＜継続＞

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）
吉見ノ里駅前につきましては、駅前広場整備などの周辺整備を鉄道事業者と協働して進め、良好な駅前空間
の創出及び安全な駅前の実現に向け取り組んでまいります。吉見ノ里駅の無人化解消につきましては、これま
でさまざまな方面から要望を行ってまいりましたが、現時点において具体的な成果は見いだせていない状況で
す。今後におきましても引き続き解消に向け要望を行ってまいりたいと考えております。
（2）地方創生について

＜継続＞

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）
本町では、平成 29 年度に産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、商工会、金融機関と連携
した創業支援事業に取り組むとともに、企業立地促進条例を制定し、企業誘致による地域の雇用の場の確保、
誘致企業への地域住民の雇用促進に対する支援を実施しています。平成 30 年度につきましても、引き続き地
域住民の創業、就労支援の取り組みに努めてまいります。
以上
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≪政策予算要請

用語集≫

雇用・労働施策・ＷＬＢ・経済・産業施策・中小企業施策
＊大阪雇用対策会議
大阪府、大阪労働局、近畿経済産業局、大阪市、堺市、関西経済連合会、大阪商工会議所、連合大阪の 8 者で
構成し、大阪府域における雇用創出・確保と雇用失業情勢の改善を目的に、オール大阪で雇用対策に取り組む枠
組み。（国の緊急雇用対策に盛り込まれた「地域雇用戦略会議」に位置付けている）
＊地方創生交付金事業
平成 28 年度からの地方版総合戦略の本格的な推進に向け、地方創生の深化のための地方創生推進交付金を創設。
地方版総合戦略に基づく、自治体の自主的・ 主体的で先導的な事業。期待される効果として、地方における安定
した雇用創出、地方への新しいひとの流れ、まちの活性化の実現に寄与する。
＊ＵＩＪターン
3 つの人口還流現象の総称。 Ｕターン現象: 地方から都市へ移住したあと、再び地方へ移住すること。Ｊター
ン現象: 地方から大規模な都市へ移住したあと、地方近くの中規模な都市へ移住すること。Ｉターン現象: 地方
から都市へ、または都市から地方へ移住すること。
＊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。
＊大阪版ＤＭＯ
大阪観光局の機能強化で「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、関係者と協同しな
がら、明確なコンセプトに基づく観光地域づくりを実現するための戦略を策定。
＊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。
- 46 -

＊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
下請事業者の皆様方と親事業者との間で、適正な下請取引が行われるよう、国が策定したガイドラインのこと。
＊ＢＣＰ：ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＣＯＮＴＩＮＵＩＴＹ ＰＬＡＮ（事業継続計画）
企業が事業継続に取り組むうえで基本となる計画のこと。災害や事故などの予期せぬ出来事の発生により、限
られた経営資源で最低限の事業活動を継続、ないし目標復旧時間以内に再開できるようにするために、事前に策
定される行動計画。
＊まち・ひと・しごと創生総合戦略
地方創生で人口減少と地域経済縮小の克服するために、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を
呼び込む好循環を確立するとともに、その好循環を支える「まち」に活力を取り戻す好循環の確立。
＊6 次産業化
第一次産業である農林水産業が、農林水産物の生産だけにとどまらず、それを原材料とした加工食品の製造・
販売や観光農園のような地域資源を生かした産業の創出とサービスで、第二次産業や第三次産業にまで踏み込む
こと。
福祉・医療・子育て支援、教育・人権・行財政改革施策
＊地域包括ケアシステム
可能な限り住み慣れた地域で、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・生活支援の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
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、
南河内
河南町、太子町、千早赤阪村
堺 市
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、
泉 州
阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
大阪市
大阪市
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＊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
人が心身ともに健康で自立して活動し生活できる期間。クオリティ・オブ・ライフ（ＱＯＬ：人生の内容の質
や社会的に見た生活の質）という考えに根ざして、人がどれだけ健康で豊かに生きられるかを表す指標。
＊健康づくり関連 4 計画
健康寿命延伸プロジェクトの取り組み成果を踏まえ、より府民の健康づくりに資する効果的・効率的な施策展
開を盛り込んだ健康づくり関連 4 計画（「第 3 次大阪府健康増進計画」
「第 3 次大阪府職員推進計画」
「第 2 次大阪
府歯科口腔保健計画」
「第三期大阪府がん対策推進計画」
）を策定。
＊がん対策基本法
日本人の死因で最も多いがんの対策のための国、地方公共団体等の責務を明確にし、基本的施策、対策の推進
に関する計画と厚生労働省にがん対策推進協議会を置くことを定めた法律。2016 年 12 月 9 日、がん対策基本法
改正法が成立。がん患者の雇用継続、がん教育推進を求めるもの。企業が、がん患者の雇用継続への配慮に努め
ることや、国や地方公共団体にがん教育の推進を新たに求めたもの。
＊医療勤務環境改善支援センター
医療従事者の確保を図るため、労務管理面やワーク・ライフ・バランスなどの幅広い観点を視野に入れた勤務
環境改善に向けた医療機関の取り組みを支援する中核的な拠点機関。医療機関からの相談対応、情報提供、助言
等、必要な支援を行う。2014 年 6 月の医療法改正により、都道府県での設置が義務付けられ、大阪府では 2015 年
1 月に開設。
＊障害者虐待防止法
国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに、障害者虐待の防止等の責務を課すとともに、虐
待を受けたと思われる障がい者を発見した者に対する通報義務を課している。2012 年 10 月 1 日より施行。
＊障害者差別解消法
すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す
る社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2016 年 4 月 1 日より施行。公
的機関における合理的配慮の提供が義務化、民間事業については努力義務となっている。
＊障害者差別解消支援地域協議会
社会生活を円滑に営む上での困難を有する障がい者に対する支援が効果的かつ円滑に実施されるよう、医療、
介護、教育その他の障がい者の自立と社会参加に関連する分野の関係機関により地域協議会を組織することがで
きるとされている。
＊子ども・子育て支援新制度
2015 年 4 月より本格施行。従来の保育者や認定こども園に加えて、家庭的保育（保育ママ等）や小規模保育と
いった多様な保育にも財政支援を拡充することで、待機児童の解消に向けた取り組み等を推進するとともに、一
時預かりや放課後児童クラブ等の地域の子育て支援を充実する。
＊潜在的待機児童
特定の保育所等を希望している場合、認可保育所に入所できないため認可外保育所を利用している場合、地方
単独保育施策を利用している場合、育児休業中だが保育所に入所したら復職の意志がある場合などを含めた待機
児童。
＊地域子ども・子育て支援事業
子ども・子育て家庭等を対象とする 13 事業。
①利用者支援事業 ②地域子育て支援拠点事業 ③妊婦健康診査 ④乳児家庭全戸訪問事業 ⑤養育支援訪問事
業 ⑥子育て短期支援事業 ⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） ⑧一時預か
り事業 ⑨延長保育事業 ⑩病児保育事業 ⑪放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） ⑫実費徴収に係
る補足給付を行う事業 ⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業
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＊子どもの生活に関する実態調査
子どもや子育てに関する支援策の充実をはかり、効果的な子どもの貧困対策を検討するため、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 年生のいる世帯を対象に実施。2016 年 6 月下旬から 9 月にかけて実
施された。
＊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。
＊給付型奨学金制度の新設
経済的理由で修学が難しい学生に対する給付型奨学金の支給を、日本学生支援機構の新たな業務として追加。
給付型奨学金の金額を月額 2～4 万円とするとともに、児童養護施設出身者に対して入学金相当の 24 万円の給付
を行う。加えて 2017 年度は、特に経済的負担が重い学生の中から約 2,800 人に先行実施。2018 年度以降は、住民
税非課税世帯の学生を対象に約 2 万人に拡大することをめざしている。
＊配偶者暴力相談支援センター
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のため、相談、カウンセリング、緊急時における安全確保、情報
提供等を行う機関。
＊女性に対する暴力をなくす運動
地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問
題に関する取り組みを強化する。内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁の主唱により、毎年 11 月 12
日から 25 日（女性に対する暴力撤廃国際日）までを期間として実施。
（女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボン運動など）
＊部落差別解消法
「部落差別の解消の推進に関する法律」が 2016 年 12 月 16 に施行。部落差別は許されないものであるとの認識
のもとに、国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたもの。
また、解消のための施策として、国及び地方公共団体は、相談体制の充実や教育啓発の推進に努めることを規
定している。
＊副首都推進本部
本部長に大阪府知事、副本部長に大阪市長が就任し、「副首都」の必要性や意義、「副首都」にふさわしい都
市機能や行政機能のあり方などについて、幅広く意見を聞きながら検討を深め、中長期的なビジョンや取組み方
向を明らかにする。
環境・食料・消費者施策、社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策
＊事業系ごみ
放射性廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といい、その中で、事業活動に伴って生じる廃棄物を事業系廃棄物（事
業系ごみ）という。事業系廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別される。
＊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。
＊食品ロス
食べられる状態であるにも関わらず廃棄される食品。店舗での売れ残りや期限切れの食品、製造過程で発生す
る規格外品、飲食店や家庭での食べ残しなど。
＊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。
＊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
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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。
＊特定空家
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。
＊空家等対策計画
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて自治体が策定する計画。空家の適正管理・除却・利活用、
特定空家等への対応などについて示されているもの。
＊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。
＊公共交通戦略
2014 年に大阪府が策定した公共交通に関する取り組みの方向性を示したもの。都市の成長・魅力向上や、府民
の暮らしの充実を図るため、鉄道ネットワークの充実、公共交通の利便性向上と利用促進などについて明示して
いる。
＊改正地域公共交通活性化再生法
地域公共交通の活性化と再生を一体的、効率的に推進するために 2007 年に定められた法律で、国による基本方
針の策定、市町村による地域公共交通総合連携計画の作成、地域公共交通特定事業の実施に必要な関係法律の特
例、鉄道事業法に係る事業許可の特例などについて定めている。その改正法は 2014 年 5 月 21 日成立、11 月 20 日
に施行している。
＊都市再生特別措置法
都市機能の高度化や都市の居住環境の向上を図るため、都市の再生の推進に関する基本方針などについて定め
た法律で、2002 年に制定されている。市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定、都市計画の
特例、都市再生整備計画に基づく事業にあてるための交付金の交付などの特別措置などが示されている。
＊地域公共交通網形成計画
地域公共交通活性化再生法に基づいて自治体で策定される計画。「地域にとって望ましい公共交通網のすがた」
を明らかにする「マスタープラン（ビジョン+事業体系を記載するもの）」としての役割を果たすもので、公共交
通ネットワークを再構築するために実施する事業などについて示すもの。
＊地域公共交通確保維持改善事業
国土交通省が 2011 年より実施している事業で、地域公共交通の確保・維持・改善の推進を目的としているもの。
地域の特性に応じた生活交通の確保維持のための「地域公共交通確保維持事業」
、快適で安全な公共交通の構築の
ための「地域公共交通バリア解消促進等事業」、地域公共交通ネットワーク形成に向けた計画策定の後押しのため
の「地域公共交通調査等事業」の３つの事業で構成されている。
＊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。
＊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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