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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）
高石市
本市におきましては、高石商工会議所及び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、マッチングの促進や市内企業の人材確保を図るこ
とを目的に、平成 27 年度より「たかいし合同企業説明会」を実施しております。
また、平成 29 年度よりハローワーク泉大津と共催で、子育て世代の女性を対象としたマザーズ就活準備セ
ミナー及び出張マザーズコーナーを開催しており、結婚・出産等で離職した女性の再就職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開催し、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。
「女性の活躍推進」においては、泉大津公共職業安定所との共催で≪女性のためのお仕事応援セミナー≫を
開催し、女性が活躍・社会復帰するために必要なスキルを身につけるための支援を実施しております。
「ＵＩＪターン」におきましては、本市で開設している無料職業紹介センターで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。
また、介護・福祉分野においても、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、就労支援に努めております。
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。また、就
業ニーズが高い職種の定着支援策については、庁内関係課並びにハローワーク泉大津と連携を図り、就労支援
セミナー等を行い雇用の推進に努めてまいります。
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
若年層の定着支援や、女性の活躍に資する起業セミナーなど就労支援に努めているところです。これら事業に
おける情報発信力を検証するとともに、市ホームページや広報誌等の充実に努めてまいります。
また、介護・福祉分野の定着支援においては、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。介護職員処遇改善策については、今年度、介護職員処遇
改善加算の見直しが行われたところですが、引き続き、国へ要望してまいります。
忠岡町
本町の地方創生交付金事業は、かつて泉州地域の伝統産業として栄えた繊維業に因み、タオル地を菌床とし
て生産する「ファブリックきのこ」の栽培研究に邁進しているところです。きのこは、成長サイクルが速く狭
い場所でも容易に栽培できることから、当該事業参画に関しては当初から若者や女性からの問い合わせも多
く、説明会を開催する等、適宜対応して参りました。今後は、きのこの優良な栄養価やその調理手法等につい
ても研究を重ね、多方面へ向けた周知ＰＲに専念し販売ルートの確保に努めて参ります。
また、本町在住･在勤の方が就労に適した技能や資格を修得した際や、本町在住者を新たに正規雇用した事
業者には一定の補助金を給付する事業を実施しているところであり、手話検定や保育士試験、町内介護関連事
業所における住民正規雇用等、町内の介護・福祉分野に対する定着支援としても活用いただいています。
なお、国認定の創業支援事業も 3 年目を迎え、新たな新規創業者が本町の地に根を下ろし活躍している兆し
も見えて参りました。今後も町広報紙はじめ商工会会報紙、ＨＰ、チラシ等を活用し、適切な事業案内となる
よう努めて参ります。
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（2）産業政策と一体となった基幹人材の育成について

＜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。
（回答）
高石市
大阪府や商工会議所等と連携を図り、適切な支援を講じてまいります。
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 プロジェクトにおきまして、市内のものづくり企業が魅力的な技術・商品を開発
し事業化することで、市域全体の産業振興に資することを目的に、大阪府立大学や大阪産業技術研究所等との
連携を活かし、市内ものづくり企業のニーズ・課題等の把握や、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
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
本町の中小企業の事業種としては、製造業、建設業、運搬・運送業等の占める割合が高く、昨年度から開始
したレベルアップ支援事業(資格取得等の経費の一部補助)では、フォークリフトや大型車の運転免許、アーク
溶接、土木施行管理技士等の取得による経費の補助申請に対応したところです。
また、まち・ひと・しごと創生総合戦略事業におきましては、短期集中型の資格取得講座として、簿記検定
3 級やファイナンシャルプランナー技能士 3 級、調剤薬局事務等の検定試験日程に合わせたスケジュールで講
座を開設、受講者の多くが資格取得試験にトライし合格者多数となる等、新たな就職先の確保や既存事務所で
の活躍等にも寄与できているところです。
今後の人口減少時代にも対応できるよう、本町の求人状況に見合った幅広い人材の育成に留意して参りま
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、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）
高石市
就労支援センターにおいては、ハローワーク等関係機関との連携を密にし、支援の充実に取組んでいるとこ
ろです。また、平成 21 年度より泉大津市、忠岡町等と連携し「泉北就職情報フェア」を開催しており、就職
面接会に加え、職業適性診断、障がい者職業相談を実施し、また高齢者を対象としたシルバー人材センター等
のコーナーを設けるなど、あらゆる就職困難者に対する広域的な支援に取組んでおります。
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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するとともに、大阪府内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てまいります。
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」を用いて、大阪府・泉大津市・高石市・忠岡町と連携し、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の強化に努めてまいります。
泉大津市
未就職者への就労支援については、庁内関係課並びにハローワーク泉大津、大阪府・市町村就労支援事業推
進協議会とさらに連携を図り、地域就労支援センターの充実に努めます。また、地域労働ネットワークを活用
し、参加機関・団体と連携を図り、就労支援や労働関連事業の強化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いるところです。
引き続き、他の先進地における好事例等を共有するほか、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強化し、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、町内教育機関は小学校が 2 校・中学校 1 校のみであり、就職支援に至る最
終学歴となる高校や各種専門学校及び大学が存在しておりません。その為、就労相談に来庁する学生は毎年皆
無に近い状態ですが、庁内担当課では就労コーディネーターが常勤する就労支援センターを常設し、中高年齢
者や障がい者及びひとり親家庭の保護者はじめ、中途採用や病後復帰の方々の相談にも懇切に対応するととも
に、管轄ハローワーク編集の求人誌や雇用案内フリーペーパー紙等の適宜提供と大阪府内各種講習会等の案内
等を庁内エレベーター近くに配置し、支援の体制整備に努めています。
また、近隣 2 市及び商工会・商工会議所とともに、社会情勢に合致した講演や合同面接会等を「泉北就職情
報フェア」として毎年開催、その都度、泉北地域で正規雇用者が出現しており、求人側とのマッチングにも留
意した有機的な連携として定着しています。
（4）生活困窮者自立支援の充実・強化について〔一般市・島本町〕

＜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。
（回答）
高石市
本市の生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援事業は、高石市社会福祉協議会に業務委託しており、
社会福祉協議会内に相談窓口を設け、主任相談員、相談支援員各 1 名を配置し、様々な相談に対応するため、
関係各課や各機関とも連携し、支援体制をとっています。
なお、生活困窮に陥っている相談者の就労支援につきましては、相談開始時より本市就労支援員が個別に対
応し、市内福祉団体等の協力を得て、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
加を案内しています。
和泉市
就労準備支援事業の体験先は平成 28 年度から事業者を開拓し、28 事業所の登録を得て、さまざまなニーズ
に対応できるよう支援を行っております。また、支援体制につきましては、平成 29 年度から市内 8 事業所の
ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）に生活困窮者自立相談支援事業の委託を開始することでより細や
かな支援が可能な体制を構築しております。
泉大津市
生活困窮者自立支援における出口支援として、平成 29 年度から大阪府広域就労支援事業を実施し、対象者
の状態に応じて職場見学等を行っているところです。また、要支援者は様々な問題を抱えている事が多いため、
今後も関係機関との連携強化を図り、個々に応じた適切な支援を行ってまいります。
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岸和田市
就労準備支援事業については、平成29 年度より事業開始し、就労体験先18件、認定訓練事業所7件を確保し、
さらなる事業所開拓の為、岸和田商工会議所等とも連携し協力事業所確保を目指してまいります。
また、自立相談支援事業では、岸和田市社会福祉協議会に委託し様々なタイプ別課題に対応するため庁内関
係課や庁外関係機関等との連携を図りながら事業を進めてまいります。
（5）労働法制の周知・徹底と労働相談体制の充実について

＜継続＞

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）
高石市
労使間のトラブルについては、労働基準監督署及び大阪府総合労働事務所へ取次ぎを行っております。
和泉市
本市では、大阪府社会保険労務士会から社会保険労務士を招き、毎月 2 回労働相談業務を実施し、労使間で
の各種労働問題解決の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」等の様々なハラスメント対策について、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、更なるメンタルヘルス対策及び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、泉大津労働基準監督署と連携を図り、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図り、様々な事案に対応ができるように
労働相談体制の充実に努めてまいります。
岸和田市
本市では、関係機関と連携し、各種労働法制の周知・啓発のため、例年、労働問題に関するセミナーや講座
を開催し、多くの方々にご参加いただいています。今後も、働き方改革実行計画を始めとする時世に合った講
座を催し、労使紛争の未然防止に努めてまいります。また、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るとともに、増加するメンタルヘルス対策の強化に努めてまいります。
忠岡町
町内事業者への各種労働法制の周知徹底については、忠岡町商工会により「経営者・管理者向けセミナー」
「雇用対策セミナー」「マイナンバー実務対応セミナー」等の講習会を定期開催されており、専門家による各
種法律相談や労働保険事務の支援等についても適宜対応されています。
また、町では、社会保険労務士による「労働相談」を毎月実施し、精神的な攻撃や人間関係の切り離し等の
各種ハラスメントに関する内容も受け付けております。
労働相談実施の周知を兼ねた労働法制の啓発については、町内事業所に正規雇用される新規学卒者に「働く
若者のハンドブック(監修：大阪府総合労働事務所)」を、町主催成人式では男女に関らず新成人に「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)」を、それぞれ配布しているところです。今後も、庁内
式典やイベント等を活用し適切で効果的な対応となるよう努めて参ります。
（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）
高石市
労務管理の指導やワークルールの遵守について、チラシの配布、広報紙への掲載等を行うことにより周知に
努めてまいります。
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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、ワークルールの周
知や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、適切な対応を講じてまいります。
泉大津市
社会問題化している労働問題については、大阪労働局及び泉大津労働基準監督署と連携を図り、適切な指導
を行ってまいります。
勤務実態については適切な把握に努めるとともに、教員の長時間勤務解消に向けて、今後も継続的に研究を
進めてまいります。
岸和田市
社会問題化が著しい、いわゆる「ブラック企業」等に関する相談については、大阪労働局を始めとする監督
機関と連携し対応しているところです。引き続き、ワークルール等の遵守における周知・徹底に努めてまいり
ます。
また、教職員の勤務時間調査を本年 1 月から試験的運用を開始し、2 月から本格運用を実施しており、時間
外勤務の要因となる業務やそれに係る時間等の把握に努めてまいります。
忠岡町
毎月発行の町広報紙には、社会保険労務士による「労働相談」の実施を周知しておりますが、
「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」等の「ブラック企業」や「ブラックバイ
ト」内で起こり得る事例をわかりやすく見出し掲示し、読者の目に留まりやすくなるよう案内しているところ
です。悪質なケースの発生に関らず、大阪労働局や大阪府労働事務所との行政間連携をはかり、過労死ゼロは
もちろん、労務管理の指導やワークルールの遵守について引き続き周知･徹底して参ります。
教員の勤務実態の把握については、教員が自ら勤務時間管理簿に記入し、学校長が確認しています。また、
平成 29 年度 2 学期より、各校で全校一斉退庁日を、中学校ではノークラブデーを実施しています。
（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）
高石市
平成 29 年度よりハローワーク泉大津と共催で、子育て世代の女性を対象としたマザーズ就活準備セミナー
及び出張マザーズコーナーを開催しており、結婚・出産等で離職した女性の再就職支援に努めております。
また、平成 29 年 3 月に、女性活躍推進法に基づく「高石市女性活躍推進計画」を包含した「第 2 次高石市
男女共同参画計画」を策定いたしました。今後毎年、庁内関係各課に進捗状況を調査し、取りまとめてまいり
ます。
和泉市
本市では、女性の就労支援として主に女性を対象としたプチ起業セミナー等を実施しております。
女性の積極的登用・評価におきましては、平成 26 年 3 月に「第 2 次 和泉市就労支援計画」を策定し、女性
の年齢別就業率のＭ時型カーブの底部分に当たる 25～34 歳の労働力の上昇をはかるため、働く意欲のある女
性が誰でも働くことのできる就労環境づくりや、仕事・家庭生活・地域活動等との両立をはかるためにも、多
様な働き方を選択できる支援体制に取り組んでまいります。
その他、若年女性に対するセミナーの一環としてカラーコーディネートセミナーや、多くの女性が活躍され
てい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の
周知をはかるとともに、新たなセミナーを開催するなど意欲の向上並びに定着支援をはってまいります。
泉大津市
女性活躍推進法に基づく本市の推進計画は、平成 28 年 3 月に策定しております。その計画に掲げる女性の
就業機会の拡大等の施策の実施状況につきましては、泉大津市男女共同参画審議会において審議し、ご意見を
頂戴しているところです。
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中小企業への女性活躍支援施策等については、ハローワーク泉大津並びに泉大津商工会議所と連携を図り、
就業率の改善や定着支援に努めてまいります。
岸和田市
市内事業所に労働の実態について現状と課題を把握するために、女性の活躍への取り組みなど男女共同参画
に関する意識調査を実施します。また、資格取得講座やセミナーを開催し、就業支援に取り組んでいるところ
です。引き続き、ニーズに合った事業展開を図るほか、女性活躍支援施策の充実を国へ求めることで、就業意
欲の増進・定着に努めてまいります。
忠岡町
本法の主旨、目的を達成するため毎年の実施計画において、点検を行っているところです。
また、子育てが落ち着き再就職を望む女性や、就労地が自宅と近距離であることを望む若年女性の就業意欲
向上のため、本町では、忠岡町商工会の協力を得て短期集中型の資格取得講座を開催しています。求人側が欲
する資格を得ることにより採用決定の可能性が高まることや、専門的に学ぶことにより女性活躍の場が拡大化
していくことから、本町では秘書検定や医療事務、日商簿記 3 級、ファイナンシャルプランナー3 級等の資格
取得講座を開設して参りました。検定試験の日程に即したスケジュールを設定し、自宅や就労場所から近い研
修会場で安価に受講できることは、就活する側の身に好条件であるため毎回好評を得ています。
今後も、社会情勢や女性側の要望に留意した事業となるよう努めて参ります。
（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）
高石市
平成 29 年度よりハローワークと共催で、女性を対象に「仕事と育児の両立」をテーマとした啓発セミナー
を実施いたします。今後も、あらゆる労働者の仕事と生活の調和に向け、施策を充実してまいります。
また、平成 29 年 3 月に策定した「第 2 次高石市男女共同参画計画」に基づき、あらゆる分野における男女
共同参画の実現にむけ、啓発等各種施策に取組んでまいります。
和泉市
本市が事務局を務める和泉市企業人権協議会の総会等において、会員企業に対し、経済的に生き生きと働く
ことができ、家族と友人との時間の共有や自己啓発、年齢や性別などに関わらず、自らの能力や意欲で様々な
働き方の選択ができるよう周知し、併せてワーク・ライフ・バランス社会に関する研修会への参加を促してま
いります。
泉大津市
女性が安心して働き続けられる環境整備づくりと男性の働き方の意識改革に向けて、大阪労働局や大阪府と
連携を図り、啓発に努めてまいります。
岸和田市
企業における男女共同参画を推進し、男女ともにいきいきと働くことができる職場環境づくり、ワーク・ラ
イフ・バランス社会の実現に向け、関係機関と連携を図り、男性の働き方や意識改革、育児・介護との両立支
援制度利用の障壁となる固定的性別役割分担意識の解消のため、各種法制度の周知・啓発に努めてまいります。
忠岡町
本町においても、国制度と同様、育児休暇、介護休暇の制度整備を行っておりますが、休暇取得率について
は低水準であるので、ご要望にもあるように男女共同参画施策と併せて職員の休暇のとりやすい体制を作ると
ともに職員の意識改革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。
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（回答）
高石市
厚生労働省の定める「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」に基づき、ハロー
ワーク等関係機関と連携をはかり、適切な支援に努めてまいります。
和泉市
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、求人企業に対し、病気を抱えた人などの就職
困難者等の雇用を働きかけております。
また、本市が事務局を務める和泉市企業人権協議会において、会員企業に対し、トライアングル型のサポー
ト体制や、病気を抱える労働者が生きがいを感じながら働ける職場環境づくりの構築を促すことで、働き方改
革実行計画に基づく支援の強化・関係者のネットワーク構築での両立支援の充実をはかってまいります。
泉大津市
厚生労働省が掲げている働き方改革実行計画については、各種支援のあり方について検討してまいります。
岸和田市
病気を抱える労働者が安心して働き続けることができる、治療と職業生活の両立が可能な職場づくりに向け
たトライアングル型サポート体制の構築に向け、関係機関と連携を進めてまいります。
忠岡町
病気を抱えた職員に当面の生活や復職後の心配をさせることなく治療に専念させる体制を築き上げること
は、病気になっていない職員の安心にもつながります。今後本町にあったサポート体制を検討してまいります。

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）
高石市
泉州 9 市 4 町では、平成 30 年度に（仮称）泉州観光ＤＭＯを立ち上げることに向け、各市町で調整を行っ
ているところです。この組織は、官・民・学の連携により、観光地域づくりの舵取り役を担ってゆく組織であ
り、ここが主体となり、観光客の利便性を高められる取組みを行ってゆけるよう検討を重ねております。
宿泊施設におきましては、平成 30 年に民間業者による宿泊施設が新たに高石市内に開業する予定です。
外国人観光客のマナー向上に関しましては、より多くの外国人観光客の方にも国内でのマナー等をご理解い
ただけるよう、案内を多言語表記することを検討しているところです。
和泉市
平成 29 年度事業として、ＯＳＡＫＡ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉを市内主要観光施設の一部である池上曽根遺跡
弥生情報館、和泉市久保惣記念美術館、和泉市産業振興プラザ、道の駅いずみ山愛の里に整備し、多言語対応
した観光案内板や路面表示を池上曽根遺跡公園、ＪＲ信太山駅、泉北高速鉄道和泉中央駅、道の駅いずみ山愛
の里へ整備するなど、訪日外国人観光客の受入環境向上の取り組みを進めております。
また、マーケティング力を高める事業として、観光推進・観光行政に精通し、豊富な知識・経験を積んだ現
役の旅行事業者の人材を和泉市観光おもてなしマイスターとして配置し、市場ニーズに対応した実効力を持た
せた施策（例：ＫＩＸ内のレンタカー事業者と連携した取り組み等）を進めております。
今後、本市に訪日外国人旅行者を呼び込むためのアプローチやセールスコール等のプロモーションに関する
取り組みを強化するために、ファムトリップやモニターツアー等の実施や多言語観光パンフレットの作成、本
市への具体的な旅行商品造成に向け取り組んでまいります。
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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
泉州地域の観光産業の成長を図り、もって泉州地域の文化の創造、人材の育成、地域経済の発展に寄与する
ことを目的に、平成 30 年 4 月 1 日に設立された「ＫＩＸ泉州ツーリズムビューロー」等と連携し、観光客の
受入環境の整備に取り組んでまいります。
忠岡町
本町域内では、宿泊施設や観光スポットが乏しいことから外国人観光客の受け入れ態勢を積極的に整備する
には至っていないところですが、本町を含む堺市以南の 9 市 4 町で構成する泉州観光プロモーション推進協議
会では、関空利用客の多い台湾・韓国へ向けた現地プロモーションや海外ブロガーの招聘、海外留学生による
泉州ＰＲ活動等を適宜実施し、泉州各地のだんじり祭りはじめ、地元特産の泉州水なすやしらす・あなご等の
大阪湾で揚がる海産物及び地酒や伝統料理等を味わう機会を設け、泉州弁や世話好きな人情感等についても触
れていただく等、泉州特有の魅力を掘り出して発信しているところです。
今後は、泉州マラソン事務局等とともに「泉州観光ＤＭＯ」を立ち上げる予定となっており、国内外観光客
の誘致とともに、日本の伝統・習慣・マナー等についても周知して参ります。
（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）
高石市
本市域の約半分は臨海工業地帯であり、石油・化学製造業や金属製造業を中心とした製造業が操業しており
ます。工業専用地域・準工業専用地域においては、企業の設備投資を促進するため企業立地等促進制度により
固定資産税等の軽減を行うなど取組んでいます。
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、和泉商工会議所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」や展示会等、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Ｐ
Ｒ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産業技術研究所等と、
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・確保などの取組み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。また、本市では、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への取り組みをしています。
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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ている、ものづくりの拠点である「Ｍ
ＯＢＩＯ」の活用については、その周知を適宜行いつつ、町内事業者全てが「地元で大切にしたい会社」とな
るよう、企業側が自ら躍進していくための底支えとなる具体策を調査研究し、忠岡町商工会と共に支援を充実
させて参ります。
②ＴＰＰにおける完全累積制度の活用支援について

＜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）
高石市
本市企業立地等促進制度により、市内製造業者の生産性向上につながるよう支援を継続してまいります。ま
た、ＴＰＰについては、今後の動向に注視してまいります。
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。
今後においてもＴＰＰの「完全累積制度」についての検討・研究を含め、近畿経済産業局及び地元商工会議所
等の関係団体との連携強化を図り、中小企業に対して、国等の支援制度、支援施策の周知、経営支援事業を行
ってまいります。
泉大津市
ＴＰＰについては、情報収集に努め、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た生産品が付加価値
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「原産地規制」が定められています。本町
における製造業では、繊維、金属、木材、化学薬品など多種多様な材質・原料を扱う状況となっており、部品
自体が原産地規制を満たしていなくてもＴＰＰ域内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、中小企業庁並びに近畿経済産業局等による今後の情勢動向
等を随時把握し、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
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。
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。
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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に対し補助を行う「中小企業振興資金利
子補給制度」や、町内で新規事業を始める創業者に対して支援する「起業・創業支援補助金」等の町施策を軸
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迅速に行うなど、地場産業経
営の基盤安定化や創業に向けた支援を継続しています。また、更なる技術躍進や伝統的事業の継続のために必
要な国家資格や技能取得研修に要した費用の一部を補助する「レベルアップ支援補助金」では、事業者の費用
負担や在勤者の経費も対象としており幅広くご利用頂いているところです。
今後も、迅速な事務処理の元、周知徹底に尽くし効果的な支援を継続して参ります。
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

＜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）
高石市
大阪労働局や労働基準監督署と連携を図り、支援施策の周知に取組んでまいります。
和泉市
平成 29 年 9 月 30 日に 883 円から 909 円に引上げられた大阪府最低賃金の案内を、市役所スクリーンや電光
掲示板等で周知するとともに、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は、市内企業に対
し周知を徹底してまいりました。
今後も、
「早期全国 800 円の確保と全国平均 1,000 円の実現」をめざし、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
大阪労働局や大阪府と連携を図り、中小企業への支援施策等の充実に努めてまいります。
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継続されるよう、関係機関と連携し周知・啓発に努めるとと
もに、経営相談のほか支援制度について定期的に情報発信を行い経営基盤の強化を図ることで、従業員の賃金
の改善に資するよう取り組んでまいります。
忠岡町
毎年 10 月 1 日前後に改正される大阪府最低賃金については、広報掲載を迅速に行い注意喚起しているとこ
ろです。順次発表される産業別最低賃金についても全庁周知し、業務委託や事業発注の際に留意するよう内部
連絡しております。また、
「業務改善助成金」に関する支援制度については、設備投資と賃金引上げ等につい
ての詳細を忠岡町商工会から適切に指導いただいており、町内でも受給した事業者があるとの報告を受けてお
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。
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（回答）
高石市
本市におきましては、平成 24 年度より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（障がい者雇用、子育て支援等・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おります。
公契約条例等については、国や大阪府等の動向を注視しながら、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 11 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を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ております。
泉大津市
総合評価入札制度については、平成 18 年度から導入しております。公契約条例につきましては、制定して
おりませんが、契約書の約款に、請負者の法令上の責任として労働基準法や最低賃金法をはじめとする法令を
遵守するよう明記しています。
公契約条例の制定につきましては、国等法律の制定状況を今後も見極めてまいりたいと考えております。
岸和田市
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、従来の価格競争だけではなく、価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総
合的に優れた内容の契約がなされることにより、品質確保の促進を図るためにも有効な制度であるが、本町の
ような小規模な自治体においては、発注件数等も少ないことから総合評価入札制度の導入は難しい状況であり
ます。また、公契約条例については、事業者に雇用される労働者の良好な労働条件等の確保を目的とされてい
ることから、引き続き、先進で取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
下請二法の取り締まりにつきましては、公正取引委員会と中小企業庁が行っておりますが、関係機関と連携
しながら周知徹底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
入札参加業者については、
「公正な入札及び工事等の適正な施工について」という文書により下請代金支払
いの適正化・建設労働者の適切な賃金支払いを指導するとともに、落札業者に対しては、文書により下請や労
働者に対する適切な契約・支払いの遵守等の指導を引き続き行ってまいりたいと考えております。
岸和田市
現在、市発注工事においては、受注者には下請工事がある場合は市に下請承認願を提出し、市の承認を得る
こととしています。
また、下請業者とは書面による契約書を交わすよう指導するとともに、その写しの提出を求めています。
下請二法や下請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
（公財）大阪産業振興機構と連携を密にし、対応することに努めます。
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忠岡町
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については、管轄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、雇用される側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
平公正な取引であることが専決であることから、町広報紙・商工会会報及びＨＰを通じ適正な下請取引がなさ
れていくよう、今後も周知徹底に努めるとともに、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
市のＢＣＰについては、平成 29 年度中の策定を予定しております。
また、商工会議所においてＢＣＰ策定セミナーを実施しております。今後も、中小企業のＢＣＰ策定に向け、
支援機関のセミナー等を本市ホームページ、広報等で周知に努めてまいります。
和泉市
市の事業継続計画（ＢＣＰ）については、平成 27 年 4 月に「地震災害編」、
「新型インフルエンザ等編」の
2 編を作成いたしました。
中小企業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。中小企業への普及につきましては、商工会議所等、関係機関と連携し普及率の向上をはかるとともに支援
してまいります。
泉大津市
大規模な地震の発生時に、市民の生命と財産を守り、市民生活への影響を最小限とするため、平成 28 年 2
月に「泉大津市業務継続計画」を策定しています。
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
本市では、業務継続計画（ＢＣＰ）を策定しており、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、各種災害やウィルス等の感染症、事故やテロ等の不測の事態に
遭遇した際に、人命や事業資産を守り被害を最小限に抑え、事業運営の早期復旧をめざすために設定すること
から、在庫や顧客の管理、生産ラインや人員の組み換え等、各事業の実態に沿った内容となることが求められ
てきます。それぞれの事業者が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。
（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）
高石市
本市では、産業振興と雇用創出を図るため、平成 29 年 4 月より企業立地等促進制度を改正し支援内容を拡
大したとこです。
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大阪産（もん）については、大阪産（もん）認定事業者へ市内イベントに出展いただくともに、ポスター掲
示やホームページ等にてＰＲに努めております。
和泉市
ライフサイエンスや新エネルギー分野を含む、ものづくり企業へ対する産学官連携研究や補助金支給等の支
援を行うとともに、国等における補助金獲得に向けての支援をはかってまいります。
活力ある地域農業の実現と新たな担い手の創出につなげていくことを目的に、特産品の振興や、新たな農産
物の産地化・ブランド化に向けた支援を行ってまいります。
泉大津市
地域の産業振興と雇用創出の一体的推進にむけては、地場産業の支援はもとより、創業支援にも力を入れて
おり、雇用創出につながるよう一体的推進にむけて取り組みを進めております。
また、成長分野への投資や大阪産の農林水産物の販路拡大等の取り組みにむけては、大阪府や商工会議所、
地域産業関連団体等との意見交換をはじめ、情報収集を進めてまいります。
岸和田市
産業拠点区域内及び産業集積促進地区において、助成措置を講じることにより、企業の良好な操業環境及び
産業振興の促進に努めております。
また、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。
忠岡町
本町の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における「産業振興」と「雇用」に関する施策は、人づくりに
焦点を当て「安定した雇用を育むまち」を目指して展開しているところです。地元企業の発展や地域ブランド
創出の支援を行うとともに、地域住民の雇用を促進し、就労に有利な技術獲得や新規創業、女性就業推進のた
めのメニューを増設しました。
また、本町全域が市街化区域であることから、農作物の生産も自給用が多く、農地・農家の減少する中にお
いて産業政策としての展開が難しいところですが、漁業協同組合の出漁による「しらす」や「いかなご」にお
いては、学校給食でメニュー化するとともに「ふるさと納税」のお礼用品として取扱う等、好評を得ていると
ころです。今後は、これらの本町創生に向けた施策の結果を鑑みるとともに、小さな町であるからこそできる
ことに着眼し、本町の魅力が更に増幅し広く認識されていくよう邁進して参ります。

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）
高石市
2018 年度からの第 7 期介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定において､地域包括ケアシステムの更なる充
実を検討しているところであり､計画策定委員会には委員として被保険者にもご参加いただいております。ま
た、医療と介護の連携において、顔の見える関係づくりに力を入れており、多職種研修会や認知症に関するフ
ォーラムなどを開催し、介護事業者や市民に対し、広く周知を図る機会を設けております。今後も、住民にわ
かりやすい形での周知啓発に努めてまいります。
和泉市
地域医療構想の策定については、都道府県に義務付けられたものですが、2 次医療圏単位の協議会等で、市
町村は意見を述べることができるとされています。和泉市につきましては、「和泉市市民を中心とした医療と
介護の連携推進条例」の理念のもと、市民の生の声を聴きながら、連携推進にかかる施策へ反映してまいりま
す。
また、第 7 期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画については、公開型介護保険運営協議会において審
議し策定を行っています。計画策定後は、地域からの要望があれば、計画の説明会を実施しております。
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泉大津市
医療圏単位の地域医療構想調整会議（保健医療協議会）は、大阪府が委員を選定しておりますので、本市が
被保険者や住民を加えることはできませんが、今後も会議の場などで、必要な意見等を示してまいります。
地域包括ケアシステムの構築に向けた泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画につきましては、概
要版を作成するとともに、市ホームページへの掲載、情報公開コーナーへの設置により、広く周知を図ってい
ます。また、進捗状況についても、泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員会において、点
検、評価を実施し、公表してまいります。
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
に取り組んでまいります。
地域包括ケアシステムの構築に向けては、介護保険事業運営等協議会で進捗状況を報告し、市ホームページ
で会議録を公表するとともに、地域への出前講座等を通じて周知してまいります。
忠岡町
地域包括ケアシステムの構築に向けた医療と介護の連携のため、二次医療圏の地域の関係者と連携を図りな
がら、地域医療構想の推進に向けた協議・調整を行ってまいります。
平成 29 年度は、30 年度からの 3 か年の介護保険事業計画及び高齢者福祉計画を策定中で、その計画におい
て、地域包括ケアシステムを構築するため、多様な経路や手法を使い、忠岡町が目指す方向について関係者が
理解を深められるよう、考え方や取組について明示するとともに、普及啓発を図ってまいります。
（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）
高石市
大阪府が策定する「健康づくり関連 4 計画」の内容をふまえ、本市においても健康寿命の延伸に向けての取
組みを強化してまいります。
和泉市
本市では、市民の健康寿命延伸をめざし、国府の健康づくり関連 4 計画に準拠した健康づくり事業の指針と
なる「第 2 次健康都市いずみ 21 計画」
（平成 26 年 3 月）及び「第 2 次和泉市食育推進計画」
（平成 25 年 3 月）
を策定し、各計画に基づき、市民一人ひとりが住みなれた地域で積極的に健康づくりに取り組むことができる
よう、健康づくり活動や食育を推進しております。市民への具体的な取り組み内容の周知については、乳幼児
健診や地域での健康教育等さまざまな機会を活用して実施しております。
また、国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険者と連携した各種検診の受診勧奨等の実施、地域職域連携
会議に参加し、健康課題の検討や商工会議所の会報誌へ健康づくり啓発記事を提供するなど保険者や企業と連
携した市民の健康意識向上に向けた取組みに努めております。今後も引き続き、取り組み内容の市民周知につ
いて、広報、市ホームページ、各種事業等を通じた幅広い実施に努めてまいります。
泉大津市
「健康づくり関連 4 計画」については、大阪府から内容が示されましたら、大阪府と連携して計画の周知を
図るとともに、本市の健康増進計画に位置付けられる「健康泉大津 21 計画」の第 3 次計画を策定する際には
4 計画の内容を取り入れ、今後も関係機関と連携して計画に基づいた健康づくりの取組を進めてまいります。
岸和田市
本市におきましても、岸和田市保健計画ウエルエージングきしわだ 2 次計画・岸和田市食育計画を策定し、
市民の健康づくりのため、市関係部局や関係団体等と取り組みを進めております。このほど策定されました大
阪府の健康づくり 4 計画の趣旨も踏まえながら、引き続き、市民の健康づくりのため、岸和田市保健計画ウエ
ルエージングきしわだ 2 次計画・岸和田市食育計画を推進してまいります。
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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、本町独自の事業として 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、
管理栄養士による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。
特に平成 29 年度からは、住民自ら健康づくりに取り組んでいただく動機付け、運動習慣の定着を促進する
ことを目的とした「健幸マイレージ事業」を開始しました。
（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。
（回答）
高石市
厚生労働省の定める「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」に基づき、ハロー
ワーク等関係機関と連携をはかり、適切な支援に努めてまいります。
また、がん検診の受診率向上に努めると共に､精密検査やその後の治療が必要となった方への支援を検討い
たします。また、各種健診の待ち時間等をうまく活用し､がんに関する情報提供を実施するほか､教育の場面（小
中学校など）での啓発事業の実施についても検討してまいります。
和泉市
本市が事務局を務める和泉市企業人権協議会の総会後に、独立行政法人労働者健康安全機構 大阪産業保険
総合支援センターより講師を招き、
「企業におけるがん治療と職業生活の両立支援について」の講演会を行う
ことで、がん患者の就労に関する啓発・知識の普及をはかるとともに、がんに関する教育の推進をはかりまし
た。
今後もがん治療に対する企業の啓発・知識の普及をはかってまいります。
泉大津市
ハローワーク泉大津並びに泉大津商工会議所と連携を図り、がん患者の就労に関する啓発・知識の普及に努
めてまいります。
がんに関する教育の推進につきましては、がんをテーマにした出前講座や講演会を開催するとともに、市内
のイベントや各種健(検)診等の機会などを通じて、がんに関する正しい知識の普及・啓発に努めているところ
です。
岸和田市
事業主に対し、がん患者の就労における啓発・知識の普及に努めるとともに、医療、保健、福祉、教育その
他関係機関と連携を図り、がん患者が尊厳を保持し安心して暮らすことのできる社会の構築に向け取り組んで
まいります。
市民病院では、相談体制の充実や就労を含むがん患者の療養環境の調整に取り組み、また、大阪府等と連携
し、がんに関する教育を推進してまいります。
学校におけるがんに関する教育については、「保健」の授業の中で、生活習慣と病気・喫煙と健康・飲酒と
健康について学習し、その中で「がん」について触れております。また、保健の授業以外でも喫煙防止教室を
実施し、がんと喫煙の関連性を学習しております。今後も引き続き、がんに関する理解を深め、生涯にわたり
健康な生活を営む大切さを学ぶことができる教育を推進してまいります。
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忠岡町
かつて「不治の病」として捉えられてきた癌は、近年の診断技術や治療方法の進歩により生存率が向上し「長
く付き合う病気」となり、罹患した労働者がすぐに離職しなければならないという状況は当てはまらなくなっ
てきています。しかしながら、労働者自身の知識不足や職場の理解・支援体制不足等により離職に至っている
ケースが多々あることから、治療と職業生活の両立支援における手法が問われてきているところです。
本町におきましては具体的な施策は未実施ですが、がん患者の雇用継続の周知を行い、がんになっても安心
して暮らせる社会構築となるよう、産業医・管轄保健所等の意見や指導に留意してまいります。
がんに対する正しい知識とがん患者に対する正しい認識をもつよう教育することは重要であると認識して
います。現在、学校の授業では「がん」について、学習指導要領に基づき、生活習慣とかかわる疾病として「保
健」で指導を行っています。今後、がんに関する教育を推進するために、教職員に研修や先進事例などを紹介
し取組んでまいります。
（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）
高石市
介護報酬改定に係る処遇改善加算の要件に基づき適切な運用を事業者に周知徹底してまいります。
また、現在も実施している多職種連携研修を継続し､介護事業所、医療機関、地域住民、行政機関の顔の見
える関係づくりを強化し、介護人材の離職防止、ひいては定着につながるよう努めてまいります。
和泉市
介護職員の処遇改善加算については、処遇改善加算を受けた事業所は、年度ごとに交付された加算額と従業
員に支払った額を所定の様式で報告することになっております。
また、介護人材の確保、職場への定着については、介護人材の確保・育成・定着を目的とした支援事業を実
施していく予定です。
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した介護職員処遇改善加算制度について、5 市 1 町で共同設
置している広域事業者指導課のホームページに掲載するなど、周知を図ります。また、介護労働者の離職が発
生しないよう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
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おり、処遇改善加算についても適切に運用すべく、
事業所への周知をはかっております。また、安心で良質な介護サービスの提供のためには、介護人材の育成・
確保が不可欠であり、緩和型サービスの従事者養成研修会の開催や大阪府と連携した地域特性に応じた取り組
みを推進してまいります。
忠岡町
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、国に対し要望するとともに、
介護サービス事業者等に介護報酬の内容について周知して参ります。
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。
（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。
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（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、近隣市町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。また、虐待防止の研修にも努
めてまいります。
和泉市
本市では障がい者虐待防止センターを基幹相談支援センター内に設置し、障がい者虐待に対する 24 時間 365
日の通報体制をとっております。
また、障がい者虐待防止に関する啓発についても、広報紙に掲載し周知をはかっております。
その他に、障がい福祉に関係する機関等に対しての研修についても、基幹相談支援センターが中心となって
実施しております。今後も啓発や研修等を引き続き実施し、障がい者虐待の防止に取り組んでまいります。
泉大津市
障がい者への虐待防止等については、関係機関が連携し迅速に対応する虐待防止ネットワークを開設し、日
頃の密な連携に基づき被虐待障がい者の安全確保と家族のフォローを行うとともに、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、広域事業者指導課と連
携し実施している指定事業者・施設集団指導の中で虐待防止に向けた研修も行っているところです。
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日の受付や関係機
関との連携を強化するために障害者虐待防止ネットワークを設置し、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まい
ります。また、障がい福祉施設の指導につきましては、広域事業者指導課と連携を図りながら、集団指導や実
地指導におきまして、その強化に努めてまいります。
忠岡町
障がい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。
また、障がい者福祉施設の従事者による障がい者への虐待防止については、障がい者福祉施設集団指導にお
いて、周知徹底を図っています。
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）
高石市
平成 29 年 4 月から自立支援協議会にて障害者差別解消支援地域協議会の役割を果たしております。今後も
関係機関で連携しながら、差別解消に向けて問題解決を図ってまいります。
和泉市
広報紙やホームページ、出前講座を活用し、障害者差別解消法の周知を引き続きはかってまいります。
また、障害者差別解消支援地域協議会の設置については、既存の障がい者施策推進協議会などを活用し、整
備を進めてまいります。
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として泉大津市・忠岡町地域自立支援協議会に「障がい
者差別解消支援地域協議会」の機能を有する権利擁護部会を設置し、障がいを理由とする差別の解消を推進す
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るための施策をより効果的に実施するため協議を行い、地域住民へのフィードバックを図っています。
また、市独自においても市民や市職員向けの啓発を実施し、障害者差別解消法の確実な定着に向け取り組ん
でいます。
岸和田市
法施行の平成 28 年度から継続して当事者が講師となり「障害を理解するセミナー」を開催し、法の趣旨に
ついても周知をしております。また、障害者差別解消支援地域協議会では、市内における課題を共有し連携に
努めております。
忠岡町
本町において、泉大津市と共同で、自立支援協議会を設置しており、その部会として権利擁護部会があり、
この部会で障害者差別解消支援地域協議会の役割を担っていくこととしています。
（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）
高石市
「高石市子ども・子育て支援事業計画」について、平成 29 年度に子ども・子育て会議を開催の上、必要な
見直しを行ってまいります。
和泉市
和泉市こども・子育て応援プランは、適正な事業計画となるよう、
「和泉市こども・子育て会議」を開催し、
必要に応じて、協議のうえ見直しを行なってまいります。
今後もこの手法を継続し、適正な事業計画となるよう努めてまいります。
泉大津市
平成 27 年 3 月に策定した、子ども・子育て支援事業計画（いずみおおつ子ども未来プラン）は、社会情勢
の急激な変化等による新たな子育てニーズが生じた場合に、計画期間の中間年である平成 29 年度に見直しを
するとされているため、現在の状況などから、計画の見直しが必要かどうかを検討しました。検討の結果、現
時点においては計画内容が市の実態に基づいた適切な内容であることが確認できました。今後とも、適切な子
ども・子育て支援に努めます。
岸和田市
「岸和田市子ども・子育て支援事業計画」は、平成 27 年度から 31 年度を計画期間として定めております。
その中間年にあたる平成 29 年度に、岸和田市子ども・子育て会議において審議いただき、「岸和田市子ども・
子育て支援事業計画 中間年の見直し」を策定いたしました。
忠岡町
子ども・子育て会議においては、毎年度終了時に実績報告を行い、内容の確認を行っているところである。
今後についても会議において、適切な見直しを行って参りたい。
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）
高石市
待機児童数につきましては、国の調査要領に基づき調査をしています。
現在、コンパクトな市域に認定こども園などの保育施設が 11 か所あり、これまでも保育所民営化に伴う園
舎建て替えの際や、幼保連携型認定こども園移行の際に保育利用（2 号・3 号認定）児童の入所枠拡大に積極
的に取組んでまいりました。
今後さらに増大する保育ニーズへの対応や保育環境の充実に向けて取組んでまいりたいと考えています。
和泉市
本市では、認可外保育施設を利用している児童など潜在的なものについても待機児童数としてカウントし公
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表しており、現在の計画では、待機児童の発生している北西部地域と中部地域の待機児童解消のため、平成
31 年 4 月にそれぞれの地域に 1 園ずつ認定こども園を開設する予定です。
また、本市では、従来より全国の市町村を対象に保育の受託をする広域入所を行っております。
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 園あった民間保育園がすべて認定こども園
に移行したほか、市内公立施設においても一体化を進め、すでに 2 園の公立認定こども園が開園しています。
平成 30 年 4 月には公立幼稚園及び保育所を一体化した泉大津市立えびす認定こども園が開園する予定であり、
今後も潜在的なニーズを勘案し、積極的な取組を実施してまいります。
岸和田市
いわゆる待機児童として計上されない潜在的待機児童については、窓口での面談等を通じ把握に努めてまい
ります。待機児童解消については、平成 30 年 3 月に見直した「岸和田市子ども・子育て支援事業計画」（平
成 27 年 3 月策定）に基づき、すべての子どもが入所できるよう取り組んでまいります。
また、他市保育所への入所については、広域連携による利用調整を行っているところですが、引き続き、周
辺市町との連携を図り、入所先の確保に努めてまいります。
忠岡町
潜在的な待機児童数の公表については、現時点では近隣市町との関係もあり難しいと考えています。
すべての子どもが希望する保育所へ入所できるようにするためには、保育士の確保が必要となりますが、本
町においては慢性的に保育士不足となっており保育士確保を優先させる必要があると考えているところであ
ります。なお、市町村間の連携につきましては大阪府を通じて検討して参りたいと考えております。
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）
高石市
本市において、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、これに加え、平成 28 年度より、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行っております。
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 月に病児保育施設を開設し、現在和泉市内には、病児保
育施設 1 か所、病後児保育施設 1 か所を開設しております。引き続き、保護者の子育てと就労の両立を支援す
るため、病児・病後児保育の充実に取り組んまいります。
泉大津市
病児・病後児保育の実施については、必要な財政支援を講じられるよう府へ要望しています。
岸和田市
病児・病後児保育については、市内2箇所で病児保育事業を実施（今年度1箇所事業開始予定）し、保護者の
就労等により家庭において保育を受けることができない病中・病後の児童を一時的に預かり、保育しています。
感染症の流行など時期により利用状況は異なりますが、年間を通じて利用枠に余裕がある状況です。
引き続き、市ホームページ等により事業の周知に努め、多くの方に利用いただけるよう取り組んでまいりま
す。病児・病後児保育以外の地域子ども・子育て支援事業については、「岸和田市子ども・子育て支援事業計
画」に基づき、必要なサービスの確保と充実に努めてまいります。
忠岡町
本町においては、現状では町内に病児・病後児保育施設が存在しませんが、近隣市にある民間施設において
町内児童の受入れをしてもらっているところであります。
なお、平成 31 年 4 月以降は町内に新たに公私連携幼保連携型認定こども園が整備される予定となっており
ますので、その時点からは地域子ども・子育て支援事業の充実を図れるものと考えております。
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（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）
高石市
子どもの学習支援につきましては、平成 28 年度より生活困窮者自立支援制度における任意事業として、生
活困窮者家庭の子どもに対して、学習支援事業を実施しており、今年度につきましても、実施しております。
また、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
子どもの貧困対策については、
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」及び「子どもの貧困対策に関する
大綱」に基づき、本市が実施する子どもの貧困対策に係る施策を総合的に推進することを目的とし、本年 4
月 10 日に「和泉市子どもの貧困対策会議」を設置したところです。今後は、先進事例や他市の状況を参考に
しながら、効果的な貧困対策がおこなえる様、予算の確保に努めてまいります。
泉大津市
本市は「子どもの未来を応援する首長連合」に加盟しており、当連合会を通じて国に対する要望等を実施し
ております。また、こどもの居場所を運営する地域団体に補助金を交付し、住民の自主的な活動として広げら
れる環境づくりに努めています。
岸和田市
子どもの貧困対策について、補助金の増額等、国に要望してまいります。
子どもの居場所づくり活動等の学習支援事業については、適切な運営や予算確保に努めてまいります。
忠岡町
様々な問題点については、国に対して働きかけるようにして参りたいと考えております。また、平成 29 年
12 月から開始した「子ども食堂」に対しては場所の提供を行っており、今後は運営経費に対する補助金につ
いても予算の確保を図って参りたい。また、
「学習支援」については、町単費で既に小学 4 年生から中学 3 年
生を対象とした「あすなろ未来塾」を設置しております。

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）
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、学力を高める取り組みを実施し
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。
和泉市
今年度 9 月より、市独自で小学校 3 年生算数の少人数指導に係る非常勤講師を配置しています。
「定数改善
による教職員数の確保」について、貴会より要望があることについては大阪府に伝えます。
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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
国・府に対して必要な予算措置等の要請をするとともに、市独自による少人数学級の段階的拡充に向け、関
係課と協議を進め、予算の確保に努めてまいります。
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

＜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）
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拡充について、要望が出ていることは大阪府を通して国に伝えます。
また、国に対して本制度の拡充を求めるとともに、他自治体等へ調査を行い、市内企業に就職した場合の就
職者への奨学金返済支援制度等の導入を検討してまいります。
泉大津市
給付型奨学金制度の拡充につきましては、国・府へ引き続き要望してまいります。
岸和田市
国の動向を注視してまいります。
忠岡町
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

＜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）
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
本市では、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おります。
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てまいります。
泉大津市
高等学校教育につきましては、大阪府等が所管するところではございますが、教育活動全体を通して、児童
生徒が社会人として必要な知識を身につけ、社会を構成する一員としての自覚を養えるよう、努めてまいりま
す。
岸和田市
発達の段階に応じた幼児期から子どもたちが将来の夢や希望を持ち、目標に向かって努力する態度や環境の
変化に対応できる力を養うための取り組みを進めてまいります。
また、自分の可能性に気づき、さまざまな職業の社会的意義を理解するとともに豊かな職業観や勤労観を身
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につけることができるように学校教育活動の中で充実してまいります。
とりわけ高等学校における労働教育及び主権者教育については、現在カリキュラム化をしております。今後、
労働教育についても、現在実施している取り組みも含め、教育課程に基づき推進してまいります。また、主権
者教育についても同様に充実してまいります。
忠岡町
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

＜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）
高石市
平成 29 年 3 月策定の「第 2 次高石市男女共同参画計画」には、
「高石市ＤＶ防止基本計画」を包含して策定
しました。ＤＶ防止にかかる取組の推進、あらゆる暴力を許さない社会意識の醸成にむけより一層努めてまい
ります。
「女性に対する暴力をなくす運動」については、国や大阪府発行の啓発ポスターやリーフレットを掲示・配
架し、本市の広報紙や市ホームページにおいても周知に努めるとともに、市役所ロビーにて「女性と人権パネ
ル展」を開催しております。
被害者支援としては、女性相談等各種窓口による相談支援を行なうとともに、ケースに応じて所轄警察や関
係機関、関係各課と連携を取りながら、支援体制のより一層の充実に努めてまいります。
和泉市
本市では、
「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）
」に
基づき、女性に対する暴力の防止に向けて、関係機関や関係部局と連携のもと取り組んでおります。
特に「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11 月 12 日～11 月 25 日）において、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を市民や職員へ配布し、男女共同参画推進の拠点施設である“男女共同参画
センター”が所在する“和泉シティプラザ”のパープル・ライトアップを実施しました。また、デートＤＶ講
演会を開催するなど啓発に努めております。
引き続き、講演会等の開催や啓発冊子の作成・広報誌等を通して、ＤＶに対する正しい理解の普及や相談窓
口の周知を行うとともに、安心して相談できる体制の充実に努めてまいります。
泉大津市
女性に対する暴力の根絶に向けた活動として、
「女性に対する暴力をなくす運動」期間において、運動のシ
ンボルであるパープルリボンによる啓発を行ったほか、各種講座の開催やＤＶ防止法等の法律・制度の周知、
ＤＶ相談窓口の周知等を広報紙やホームページ等を通じて行っています。また、被害者への支援体制として、
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ています。
岸和田市
女性に対する暴力の根絶に向け、ＤＶ防止についての理解を深めるための講座を開催し、「女性に対する暴
力をなくす運動」期間に合わせ、広報や市ホームページ等によるＰＲを実施するとともに、ＤＶ防止のための
啓発物品を広く配布するなど、ＤＶ根絶に向けた啓発に努めてまいります。
また、ＤＶ被害者支援においては、引き続き関係機関と連携を強化して、ＤＶ被害者の安全確保に努めてま
いります。
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、教育委員会
と共催して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、研修会への参加など、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。
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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）
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まいります。
なお、本市におきましては、本年も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まい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。
また、条例の制定については、近隣各市の状況を把握しながら研究してまいります。
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
各種広報物や人権問題専門講座等の開催において、法施行の周知や多民族共生、ヘイトスピーチ解消に向け
た啓発を実施しました。今後も継続して啓発に努めてまいります。
なお、条例の制定につきましては、憲法や判例との関係もあり慎重な対応が必要であることから、調査研究
の検討から進めてまいりたいと考えております。
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通じて、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や関係機関とも連携し、解消について
取り組んで参ります。
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）
高石市
高石市事業所人権教育推進連絡会を通じて、公正採用についてのリーフレットの配布など、周知に努めてい
るところです。また、例年 6 月には大阪府の就職差別撤廃月間の街頭啓発キャンペーンを実施しております。
部落差別解消法については広報紙や市ホームページ等にて市民に広く周知するとともに、教育・啓発・相談
体制等について、これまで本市で取組んできた施策を今後も充実させて参りたいと考えております。
和泉市
本市が事務局を務める和泉市企業人権協議会において、未だに残る採用選考時の就職差別問題について、よ
り一層の理解を深めるための研修会などへの参加を促すとともに、あらゆる差別撤廃にむけた施策を講じてま
いります。
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泉大津市
現在においても、差別文書が大量にばらまかれる事件や部落地名総鑑をインターネット上で公開する事案が
生じるなど、依然として部落差別が存在している中、このたび成立した「部落差別解消推進法」は、法として
部落差別が存在することを明記しており、部落差別のない社会の実現に向け、意義深いものであると認識して
います。この法律に基づき、今後、国から通知等がなされるものと思われますが、それらを踏まえ、国・府な
どと連携を図りながら、啓発や相談事業などの充実に努めてまいります。
岸和田市
岸和田市人権啓発企業連絡会加入事業所には法施行の周知のほか、
「同和問題の基本的理解と企業の取組み」
をテーマに研修を実施しました。市民対象には、広報や市ホームページによる周知のほか、校区別人権問題研
修会において部落差別問題をテーマに研修を実施しました。
忠岡町
部落差別解消推進法の施行は、差別解消にむけた施策の推進について有効と認識しています。人権担当課を
窓口に住民や企業に広く周知するため、広報紙による啓発、ポスター掲示などを実施しております。また人権
意識のより一層の高揚を図るため、部落差別解消推進法に関わる人権研修の開催や職員への周知を図って参り
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）
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、減少傾向にあります。法人市民税法人税割の税率の引き
下げなど税制改正等に伴い、今後も税収減が見込まれることから、十分な減収補填等対策を講じるよう改めて
協議会等を通じて国に要請してまいります。
和泉市
各事業の実施については、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。
本市におい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 月に策定した「泉大津市財政運営基本方針」に基づき財政運営に取り組んでいると
ころです。この行財政計画は、
「第 4 次泉大津市総合計画」に示す本市の目指すべき姿の実現や市民サービス
の維持・向上が図れるよう、基礎自治体として持続可能な行財政運営を確立することを目的としています。
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
少子高齢化に伴う社会保障関係経費が増加の一途をたどり、財政健全化が必要な状態にあります。その一方
地域住民の生活を考慮し、地域の実情に応じたきめ細かな施策を実施することが必要であり、その財源の確保
のうえでも、地方分権にふさわしい地方税・財政をめざした改革が行われるよう、一括交付金制度の導入も含
め、引き続き国への積極的な提言及び要請を行ってまいります。
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。

- 24 -

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）
高石市
事業系ごみにつきましては、多量排出者から計画書の提出を受け、排出抑制、適正処理等について指導を行
っているところです。
家庭系ごみにつきましては、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、ご
み排出量の削減に取組んでおります。
また、平成 28 年 4 月から、
「プラスチック製容器包装」の分別収集を開始し、平成 29 年 4 月から、資源ごみ
として回収している「ペットボトル」「プラスチック製容器包装」の回収日を増やし、廃棄物をリサイクルで
きる環境づくりに取組んでおります。
再資源化によって生産された製品の購入・活用促進も含め、循環型社会形成のさらなる推進に努めてまいり
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啓発を行ってまいります。
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向上をはかるとともに、ごみの減量・リサイクルの促進
及び分別収集の拡充などの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
循環型社会の形成を図るため、市民や事業者に対し、ごみの減量化・再資源化に取り組んでいただけるよう
働きかけるとともに、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。今後も循環型社会形成の推進に取り組んで
まいります。
岸和田市
事業系ごみにつきましては、多量排出事業者（月間2.5 トン以上の事業系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います。分別は燃えるごみ、空きカン・空きビン、紙類の
3種類をお願いしていますが、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・啓発を徹底してまい
ります。
家庭系ごみにつきましても、「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、普通ご
み（可燃ごみ）の有料指定袋制やペットボトルのステーション回収等を実施しています。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の奨励金を交付する制度を設けています。
今後も市民対象の出前講座や研修会、広報、市ホームページなどにより市民や事業者への啓発、3Ｒの推進
に努めてまいります。
忠岡町
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、平成 29 年 3 月に「忠岡町一般廃棄物処理
基本計画」を改訂したところでございます。この計画に基づき、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。
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（回答）
高石市
大阪府と連携・協力しながら、食品ロス削減に向けた啓発活動等、食品活用・ロス削減に取組む予定です。
また、情報提供があり次第、周知に努めてまいります。
和泉市
本市では、食品ロス削減の取り組みとして、市ホームページでの啓発記事の掲載や町内会・自治会の協力を
得て、食品ロス削減のリーフレットの回覧や掲示板への掲示を行っております。
また、事業所向けの取り組みとして、市内の多量排出事業所のうち、上位の事業所を対象に、事業系一般廃
棄物の削減はもとより、廃棄物の排出現場の確認、リサイクルや食品ロス削減についても訪問しお願いをする
など、更なる取り組みを推進してまいります。
泉大津市
食品ロスの削減のみならず、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おります。また、エコクッキング教室の開催など啓発を図って
おりますが、大阪府とも連携して取り組みを進めたいと考えております。
岸和田市
食品廃棄物や食品ロスの問題は最近特に社会的に問題となっており、本市においても今後重点的に取り組む
べき課題の一つとして考えています。食品廃棄物の排出実態の把握や、国や大阪府、関係団体等とも連携した
効果的な啓発・指導等に取り組んでまいります。
忠岡町
食品ロスの削減するための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「エコクッキング」を開
催し、食品ロスの削減を啓発して参ります。
（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）
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組んでまいります。
和泉市
本市では、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、対応を行っております。特に平成 28 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、和泉市教育委員会、学校教
育部指導室指導担当、大阪府和泉警察署などを構成機関とし、ネットワークの強化に取り組んでおります。
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、消費者の被害防止と保護に
取り組んでまいります。
泉大津市
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引き続き情報提供を行ってまいります。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を予定しています。
協議会の設置につきましては、先行する取組みや近隣市町村の状況を見極め検討してまいります。
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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4回啓発紙を作成し、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います。
消費者教育推進地域協議会の設置については、消費者や事業者だけでなく、多方面の機関の協力が必要とな
ることから、法律の趣旨を踏まえ、各方面との連携が可能か、近隣自治体の動向も踏まえて研究してまいりま
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
本町は人口 1 万 7 千人程度であることから、消費生活センターの常設化には至っておりませんが、消費生活
の専門相談員により週 2 回(午後のみ)の対面相談を実施しています。
なお、消費者保護の啓発については、特殊詐欺・悪質事業者の手口等について注意喚起を主とした内容を町
広報紙に随時掲載するとともに、自治会や地区の福祉委員会、各種団体等からの要望により出前講座を実施し
ているところです。また、学校教育への事業として、中学生には消費問題の啓発資料等を綴ったファイルを生
徒全員に配布し、小学生高学年には「スマホ・携帯安全教室」を実施する等、教育委員会や担当の先生方と協
議の場を持って意見聴取し実施しているところです。
消費者教育地域推進協議会の設置については努力義務であり、本町では発足には至っておりませんが、本町
の消費生活専門相談員 3 名と担当者が消費者問題について検討する会議を定期開催し、先進例等も参考に毎年
の事業内容を検討しています。
今後は、消費者側における責務や近隣どうしの協力・役割などについての周知にも留意し、安全・安心な消
費生活を自らで形成していけるよう、幅広い消費者教育を展開して参ります。

６．社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策（７項目）
（1）空き家対策の強化
倒壊のおそれのある空き家については、火災や自然災害時に被害を拡大させる危険性がある。また、いわゆ
る「ごみ屋敷」化している空き家などは、周辺住民にすでに悪影響を及ぼしている実態がある。各市町村で特
定空家等に対する具体的な取り組みを強化・促進するため、
「空家等対策計画」を早期に策定し、対策を講じる
こと。策定済みの市町村については、計画に沿った効果的な対策を実施すること。
（回答）
高石市
特定空き家等の取組みにつきましては、周辺住民より苦情等がありました場合、現地確認を行い、所有者へ
文書並び現況写真を添付し適正管理を促しています。
空家対策計画につきましては、平成 30 年度に策定する予定です。
和泉市
本市では、空き家に対する対策を構築し推進するため、今年度、空き家の状況について実態調査を行ってお
り、今年度末に完了予定です。
この調査結果を踏まえ、平成 30 年度に「空家等対策計画」を策定し、本市の実情にあった空き家対策を推
進していきたいと考えております。
泉大津市
空家等対策計画については、平成 29 年度に空き家等の現況調査を行い、平成 30 年度に策定する予定をして
おります。計画策定後は、計画に則り効果的に対策に取組んでまいります。
岸和田市
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険な状態及び周辺の生活環境の保全に悪影響を及ぼしている状
態である特定空家等の改善、解消につきましては、平成 30 年 4 月に策定した岸和田市空家等対策計画に沿っ
て進めてまいります。
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忠岡町
空家に関する基本的な取組姿勢や対策を住民に示し、空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成
29 年 7 月に忠岡町空家対策計画を策定。空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
参ります。
（2）「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）
高石市
交通政策基本法に基づく「交通政策基本計画」の趣旨を踏まえ、本市の交通計画等全般について検討を進め
てまいります。
和泉市
本市では、交通政策基本法の基本理念に則り、平成 30 年度に「地域公共交通網形成計画」の策定に取り組
む予定です。また策定にあたっては、交通労働者代表、地域住民の代表等が参画する「和泉市公共交通利用活
性化プロジェクト委員会」において協議を行ってまいります。
泉大津市
交通施策については、大阪府及び近隣市町並びに鉄道・バス事業者と連携を図り、公共交通の利用促進に向
けた取組みを進めていけるよう努めてまいります。
岸和田市
平成 27 年 11 月に道路運送法、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、地域公共交通確保維持化以前
事業費補助金交付要綱並びに都市・地域総合交通戦略要綱の要件を満たした「岸和田市地域公共交通協議会」
を設立、平成 29 年 11 月に「岸和田市地域公共交通網形成計画」を策定しました。今後は大阪府など関係機関
等と連携した交通施策に取り組んでまいります。また、協議会の構成委員については、交通労働者代表・公募
市民をはじめ市民で構成される団体の代表に参画をいただいております。
忠岡町
地域公共交通の現状を踏まえ、公共交通に関する将来に向けた取組みの方向性を検討して参ります。また、
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会を設置する場合は、利用者や地域住民等の参画を
検討します。
（3）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）
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、平成 28 年度にＪＲ東羽衣駅において実施されたバリアフリー化
工事に対しても同要綱により財政支援を行ってまいりました。
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ます。
和泉市
本市では、平成 23 年度に鉄道事業者が行う駅舎のバリアフリー化設備整備事業に対する補助金交付要綱を
制定しております。なお、現在はＪＲ信太山駅のバリアフリー化について、鉄道事業者であるＪＲ西日本と協
議を進めております。
泉大津市
市民が安心して公共交通機関を利用できるよう、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。
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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
政支援を行っております。
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、現在、内方線ブロックの設置について財
政支援を行っております。
忠岡町
本町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て参ります。
（4）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）
高石市
現在、南海中央線、新村北線に自転車通行空間が設置されております。今後も交通状況等を考慮し、可能な
路線への設置を検討してまいります。
また、警察、交通安全協会と協同し、公民館や学校等において交通安全教室を実施するとともに、駅や商業
施設周辺での啓発活動を実施しております。今後も自転車のルールとマナーの向上を目指し、取組みを継続し
てまいります。
和泉市
本市では、交通安全教育指導員を育成し、自転車の安全利用に関する交通安全教室を実施するなど交通安全
対策に積極的に取り組んでおります。
自転車レーンについては、大阪府の方針や他市町村の動向を見定めながら研究を進めてまいります。また、
自転車の危険運転に対する取り締まりの強化については、所轄警察に要望してまいります。
泉大津市
本市においては、自転車等の交通安全対策を図るため、平成 28 年より自転車通行空間の整備に着手してお
り、財政状況等を鑑み、順次進めていく方針としています。
また、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、
「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
本市では各学校での交通安全教室の開催や啓発行事等を通じて、安全な自転車利用について啓発活動に取り
組んでおりますが、今後も各関係団体や自転車の危険運転の取締りを担当する岸和田警察と協力し、交通安全
意識と交通マナーの向上に努めてまいります。
また、自転車レーンの整備については、自転車指導啓発重点路線や新規整備道路において、順次整備を進め
るとともに、国・府と連携して計画的に整備ができるよう「自転車ネットワーク計画」の策定に向けた準備を
進めてまいります。
忠岡町
本町区域内では府道堺阪南線において自転車通行帯が整備されたところです。また、平成 29 年度より小学
6 年生以下のこども及び 65 歳以上の方を対象に、ヘルメット購入費の一部を助成する事業を開始しました。
今後も一層の交通安全活動を推進して参ります。
（5）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。
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（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
き込み、地域ぐるみで訓練を実施しております。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、自助への取組みを後押ししてまいります。
避難行動要支援者名簿につきましては、福祉部門と危機管理部門が協力、連携し活用や体制の整備を行って
まいります。
和泉市
本市では、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
を行っております。
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おります。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
実施するとともに、地域住民も参加する地域防災訓練を行うなど地域防災力の向上を図っております。
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おります。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
報を更新しております。
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、地域の避難支援等関係者に名簿を提
供（毎年更新）しています。また、発災時を想定した津波避難訓練など、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年度から作成し、町会・自治会、民生委員、地区福祉委員会等へ
配布しています。毎年、更新を行っており、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 29 年 3 月に更新
し、5 月に市内全戸配布しました。
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。
（6）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）
高石市
市内に存在する主な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。
災害時における情報提供については、エリアメールや防災行政無線など、多様な手段によって広報に努める
とともに、自主防災組織に対する勉強会などを通して啓発を実施しております。
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を指定（現在市内に 447 箇所存在）し、指定に際して
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。
ハード面の対策として現在大阪府により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は南面利町、北田中町の計 2 箇所で実施しております。
治水対策としましても、同じく大阪府にて河川改修事業を実施しており、松尾川は春木町地区、槇尾川
は芦部校区、三林校区、横山校区の計 4 箇所で実施しております。
本市では、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、積極的な情報の提供を行
っています。また、避難勧告等の避難情報の内容については、防災ガイドマップに掲載するとともに、出前講
座などにおいて説明するなどの周知・広報をはかっております。
泉大津市
本市においては、山間部がなく土砂災害の危険性はありませんが、大雨による洪水（河川堤防の決壊）など
の可能性は否めません。市域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。
また、避難情報の内容については、
「防災出前講座」や訓練で周知を図るとともに、実際の発令時には同報
系防災行政無線や緊急速報メール、広報車による広報等ありとあらゆる方法で伝達に努めてまいります。
岸和田市
土砂災害防止の観点から、大阪府の「逃げる」「凌ぐ」「防ぐ」施策を推進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。
本市では、市内全体の洪水・土砂災害ハザードマップを平成26年に作成しました。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
会に配布及び市ホームページにも掲載を行いました。
また、各種ハザードマップを一冊にまとめた「総合防災マップ」を平成29年3月に更新、5月に市内全戸配布
しました。
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、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年度4月から開始している森林環境税による取り組みを利用し、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。
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て
まいります。
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おります。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まいります。
忠岡町
河川の急激な増水への対策については、大阪府や周辺市町村との協議を重ねており、今後も引き続き協議を
進めて参ります。また、住民に対しては、自主防災組織の活性化につながるよう、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。
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（7）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）
高石市
大阪府警察と連携し、広報誌への啓発記事を掲載するなど防犯対策を行っております。
和泉市
本市では、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お
ります。
また、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、駅周辺に街頭防犯カメラを設置しておりま
す。今後とも和泉警察署や防犯ボランティア団体、地域等と連携をはかりながら、駅構内における防犯キャン
ペーンの実施、マスコミ媒体も含めてタイムリーな防犯情報の提供を行ってまいります。
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、安全安心なまちづく
りの取組みを進めた結果、平成 28 年 10 月には世界保健機関（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
の防犯カメラ設置をはじめ、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
公共交通機関・各駅構内における犯罪（すり・痴漢・暴力行為等）については、大阪府警察の鉄道警察隊及
び刑事部すり係による警戒検挙活動さらには岸和田警察署員によるパトロール活動を推進しているところで
あることから、本市としても警察及び関係機関からの協力要請に基づき、市ホームページ等での啓発活動を実
施するなど積極的に対応するよう努めてまいります。
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 ＜継続＞
市内、特に臨海部在勤者は、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お願いし、固定資
産税の軽減などが開始されたが、広く知られていないのが現状です。引き続きの情報発信の展開とその他の優
遇処置の検討をおこなうこと。
（回答）
高石市在勤者の定住促進に係る固定資産税の軽減事業に関する制度につきまして、臨海企業に対しては、泉
北工業団地協同組合の協力を得て各企業に周知を行っています。また、市民には、市のホームページ並びに、
固定資産税の納付書にチラシを同封して情報発信を行っています。さらに、不動産業者や開発業者には、購入
者に軽減事業の制度説明を依頼し実施していただいているところです。

（2）安心安全な街づくりについて

＜継続＞

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。ま
た、児童通学路については、通学路マークの塗付など安全対策が設けられているが、その他の道路やグリーン
ゾーンなどが確保できていない道路について、更なる交通安全対策を検討すること。
（回答）
通学児童をはじめ歩行者の多い道路には、路側帯のグリーン着色で自動車の運転者に注意喚起しておりま
す。この他、交差点内のベンガラ色塗装や看板の設置等で、今後とも更なる交通安全対策を警察や教育委員会
と協同し、施工してまいります。

≪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）
本市では、和泉中央駅周辺の交通渋滞問題に対して、今年、主要な交差点において交通渋滞調査を実施した
ところです。今後は調査結果を踏まえた上で、継続して大阪府及び警察と渋滞対策について協議、要望してま
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）
本市では、
「安全で安心して暮らせるまち和泉市」をめざし、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おります。
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まいります。
（3）防災について

＜新規＞

災害時の近隣自治体からの避難受入れは、避難場所や物資の提供など、市民の避難受入れと併せて、地元企
業との受入れ協定を締結などの施策を検討すること。
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（回答）
本市では、平成 29 年 11 月末現在で、輸送事業者、スーパーやホームセンターなどの物販事業者など民
間企業 121 社と災害時の協定を締結し、避難受け入れとしては、老人ホームなどの福祉事業者と福祉避難
所の設置運営に関する内容で締結しております。
また、近隣自治体と相互応援協定を締結するとともに避難所の相互利用について連携しております。

≪泉大津市≫
（1）地域医療体制の確立について

＜継続＞

現在も公共病院の運営・財政は、厳しい状況であると思われます。引き続き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、新体制による優良医師の存在や福祉サービスの情報発信をお願いするとともに、更なる福
祉サービスの向上と国や府に対する財政支援の要請など、引き続き検討すること。
（回答）
市立病院は、診療報酬改定や地域医療構想の展開などに注視しつつ、引き続き新改革プランに基づき、健全
な財政運営に努めてまいります。
また、新たに着任した医師や強化した体制などについての情報発信に努めるとともに、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いくことなどについてＰＲに努めてまいります。
さらに、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 ＜継続＞
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、街頭整備については、街灯のみならず、防犯カメラに対する自治会への働きかけを行い、防犯効果の
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、港湾管理者である大阪府港湾局や関係団体と協力を行い、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。
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、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
向上を実現したほか、街灯（防犯灯）整備が進んでいない、自治会境界等への防犯灯設置にかかる補助も行っ
ています。また、泉大津市セーフコミュニティの分野別対策委員会である犯罪防止対策委員会による、各家庭
での夜間の門灯の点灯を呼びかける「一戸一灯運動」も実施しており、引き続き、自治会等と連携し、防犯カ
メラの設置補助に加え、防犯灯未設置箇所の設置促進に向けた取組につきましても推進してまいります。
（3）防災について ＜継続＞
大規模災害の発生に備え、災害時相互応援ネットワークを構築し、広域的な連携や応急対策ができるよう協
定を締結されているが、想定外の災害（今年の集中豪雨など）についても、その対応・対策を検討すること。
また、引き続き緊急時に対応できる行政職員の人員確保と人材育成など、必要な機材の確保に努めること。
（回答）
集中豪雨等の想定外の災害について、大阪府や近隣市町と連絡を密にして情報を収集し、
「早めの避難」等
で対応・対策いたします。なお、豪雨等で大規模災害に至った場合にも、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の協力応援を要請することは可能です。
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＞
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るのは認識い
ただいております。安心安全な街づくりを行うためにも引き続き関係機関との協議をおこなっていただくとと
もに、松ノ浜駅周辺の開発、また、市民会館、ヒマワリ広場の土地利用についても併せて検討すること。
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（回答）
北助松駅周辺の交通対策、松ノ浜駅周辺の賑わいづくり及び市民会館等跡地の有効活用については、本市に
とって重要な課題として認識しており、それぞれ関係機関との協議を踏まえ検討してまいります。

≪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。
（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）
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きます。今後は、広域
的な対応ができるよう協力関係を深めていきたいと考えております。
（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、臨時場外車券売場の拡充や特別競輪の誘致等を、より
一層積極的におこない、車券売上の向上、入場者数の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）
「岸和田市地域公共交通網形成計画」が平成29年11月に策定され、路線バスやローズバスの役割を整理する
とともに、鉄道駅やバス停から距離のある地域において、新たに地域住民主体による持続可能な交通手段の導
入に取り組むことになりました。今後、地域住民主体の新たな交通手段を支援する制度の構築と導入に向けた
取り組みを進めてまいります。
また、府道 30 号線の安全対策は大阪府の所管となりますが、府も参加する岸和田市通学路安全推進会議等
を通じて、改善をお願いしてまいります。
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≪忠岡町≫
（1）地域振興策について ＜継続＞
既設工場の拡張や新規企業誘致に対する優遇税制などについての積極的な理解・促進を図ること。
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を引き続き検討するとともに、若年層に向け
た家賃補助制度なども検討し、人口減少に歯止めをかける施策を検討すること。
（回答）
【産業振興課】
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・拡張に伴い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。
また、人口減少に伴い、空き家・空き地については増加が考えられることから、放棄された家屋や荒地によ
る地域の景観悪化や犯罪発生等を防ぎ、地域活性化にシフトしていく対策となるよう、近隣の施策状況や地域
の要望等を参考に検討を重ねて参ります。
（2）安心安全な街づくりについて ＜継続＞
児童が事故・事件の被害者とならないように平成 27 年度に策定された「通学路交通安全プログラム」に沿っ
て、早期に通学路の安全を確保すること。併せて、病児・病後保育については、近隣自治体と協力しながら、
子育て支援政策を充実すること。
また、大津川周辺の環境整備に努め、町内の景観・イメージの向上を推進すること。
（回答）
【建設課・子育て支援課・自治政策課】
平成 27 年度に策定した「通学路交通安全プログラム」に基づき、平成 29 年度は関係機関が連携して「通学
路の合同点検」を実施します。その点検結果による対策により、通学路の安全対策を推進して参ります。
本町においては、現状では町内に病児・病後児保育施設が存在しませんが、近隣市にある民間施設において
町内児童の受入れをしてもらっているところであります。
なお、平成 31 年 4 月以降は町内に新たに公私連携幼保連携型認定こども園が整備される予定となっており
ますので、その時点からは子育て支援施策の充実を図れるものと考えております。
明るいまちづくりを進める事業として、平成 27 年度に町内防犯灯のＬＥＤ化が完了いたしました。また、
自治会が設置する防犯カメラに対しては補助金を交付し、今後も設置を促して参ります。
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。
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＊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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