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１．雇用・労働・ＷＬＢ施策（５項目）
（1）就労支援施策の強化について
①地域での就労支援事業強化について

＜継続＞

就職困難層に対する「地域就労支援事業」について、各市町村の事業実績を検証し、「大阪府・市町村
就労支援事業推進協議会」に設置された部会で、好事例を参考に事業の強化を図ること。
さらに、各市町村での事業への取り組み状況や実績（利用件数、就職者数など）を踏まえ、相談体制の
充実など、取り組みの進んでいない市町村の底上げをはかり、大阪府がそのサポート役を積極的に行うこ
と。また既存の「地域労働ネットワーク」も積極的に活用して、地域における労働課題の解消を進めてい
くこと。
（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ブロック部会を通じて情報提供のあった先進事例
などを参考にし、相談員のスキルアップを図っております。
また、相談実績を踏まえ、様々な相談者に対応できるよう、生活困窮者自立支援制度と一体的な就労
支援を行うなど、効果的な支援体制としています。既存の「地域労働ネットワーク」についても引き続
き積極的に活用し、労働問題講座を開催するなど地域労働課題の解消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、今後も大阪府や府下の自治体及び関係
機関と連携し、相談解決に向け取り組んでまいります。さらに「大阪府・市町村就労支援事業推進協議
会」への参画により、構成団体をはじめ、各機関と情報交換を密にし、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
本町が実施する就労支援事業については、応募者が減少の傾向にあることから、
「大阪府・市町村就労
支援事業推進協議会」及び「地域労働ネットワーク」で紹介される好事例等を参考とするとともに、就
職困難者を近隣市町と商工会等で開催される合同就職説明会等へ誘導するなどし、就労に至るまで支援
を行ってまいります。
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。

- 1 -

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で、就労・労働相
談の受付や就労環境の整備を行い、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。
②障がい者雇用施策の充実について

＜新規＞

2017 年 6 月現在で、大阪府内の民間企業における障がい者の実雇用率は 1.92％と全国平均の 1.97％を
下回っているとともに、法定雇用率達成企業割合も 45.5％と全国平均 50.0％を下回っている。そこで早
急に全国平均水準に達するよう、障がい者の就労支援と職場定着を支援する取り組みを推進すること。
また精神障がい者の平均勤続年数が、身体障がい者や知的障がい者と比較すると短いことから、精神障
がい者の職場定着（離職率の改善）に向けて、支援団体等とも連携して、きめ細やかな相談体制を充実さ
せるなど、施策を強化させること。
さらに、障がい者雇用の重要性が社会により広く認識されるためにも、大阪府が「障がい者雇用日本一」
を掲げていることから、各自治体でも身体・知的・精神の三障がいのすべてを対象にした正規雇用を実施
すること。実施にあたっては、障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法の趣旨に沿った合理的配慮を行
うとともに、職場定着のためのキーパーソンの設定など、相談体制の整備などを行うこと。
（回答）
貝塚市
本市では、泉州中障害者就業・生活支援センターやハローワークなどと連携し、きめ細やかな寄り添
い支援を行うことで、障害者の就労支援や職場定着に取り組んでいるところです。
また、精神障害者の職場定着については、事業者の障害への理解が最も重要であることから、大阪府
や大阪障害者職業センターなどが、事業者に対し精神障害や発達障害の理解のためのセミナーを行った
り、職場での障害者に対する配慮についての助言や従業員への研修など、直接的で専門的な支援を行っ
ているところですので、そうした事業への参加の働きかけや周知に今後も協力していきます。
さらに、本市の職員採用試験につきましては、今年度の採用試験においても身体障害者手帳の交付を
受けている方を対象とした採用枠を設けるなど、障がい者雇用に努めております。また、試験の実施に
際しては合理的配慮を行うとともに、採用後の職場定着のため職場指導員を選任し、ＯＪＴや相談体制
の充実に努めております。今後におきましては、職務の内容や受け入れ体制等を十分勘案したうえで、
先進自治体の事例も参考とし、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人への受験資格の拡
大についても研究してまいりたいと考えております。
泉佐野市（障害福祉総務課、まちの活性課、人事課）
障害者の就労支援については、障害者総合支援法に基づく各種就労支援サービスを活用し、一人ひと
りの適性や個性を活かして働き続けることができるよう、就労支援機関と連携し、就労するにあたって
の基礎的訓練から職場定着、又は離職後の再就職にいたるまで、切れめのない支援体制の整備に努めて
まいります。
特に、精神障害者をはじめとする職場定着につきましては、今年度、障害者総合支援法の改正により
創設された就労定着支援事業を活用し、就労支援サービスの利用を経て、一般就労に移行した人を対象
に、就労に伴う環境の変化による生活面の課題対応など、企業や家族、関係機関と連携し取り組んでま
いります。
さらに、泉佐野市就労支援フェア・高年齢者雇用促進フェアにおいて、「合同就職面接会」を開催し、
出展企業より「障害者求人」を提供いただくことにより、求職者の雇用や出展企業側の障害者雇用につ
なげております。今後も、大阪府をはじめ、関係機関と連携を図り、障害者雇用の充実に向けて取り組
んでまいります。
なお、国・地方公共団体等の雇用については、平成 30 年 4 月 1 日に改正され、民間企業の法定雇用率
2.2％を上回る 2.5％となっておりますが、泉佐野市については法定雇用率を達成しております。今後も
法定雇用率を下回ることがないよう採用を行う際には、法の趣旨に沿った合理的配慮を行うとともに、
障がいのある職員が働きやすい環境を整備するよう取り組んでまいります。
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泉南市
（産業観光課）
就労困難者支援を効果的に推進する観点から、地域就労支援センター等と連携を図ります。障害者に
対して相談できる体制が整っている支援団体等の情報を、地域労働ネットワーク推進会議を通じて交換
を行い、きめ細やかな支援を図ります。
（障害福祉課）
障害者の就労支援や職場定着として、障害者総合支援法における就労移行支援サービスにより、一定
期間、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行います。また、就労移行支援により就
労した障害者への職場定着支援として、就労定着支援サービスが平成 30 年４月から追加されています。
（人事課）
障害者の雇用促進と職業の安定を図ることは、行政においても重要な役割であると認識しているとこ
ろです。本市の障害者雇用率や他団体の状況等を勘案しつつ、障害者の雇用機会の拡充について検討し
ます。また、障害者が適性や個性を活かして仕事に就き、相談体制の整備等を通じ、誰もが働き続ける
ことができる、働きやすい職場環境づくりに努めます。
阪南市（市民福祉課、人事課）
障がい者の就労支援、職場定着支援につきましては、障がい福祉サービスである就労移行支援、就労・
生活支援センターを通して実施しており、平成 30 年度からは新規サービスとして就労後の定着支援であ
る就労定着支援サービスも利用を開始しており、支援の取組を進めております。精神障がい者の職場定
着に向けても就労定着支援事業所と連携を行いながら相談体制の充実を図ってまいります。
また、障がい者雇用につきましては、自治体の法定雇用率を達成するとともに、募集・採用時の配慮
とあわせ職場の環境づくりなども検討してまいります。
田尻町
障害者の就労支援について、就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行される方の人数等を障害福
祉計画の数値目標として掲げているところであり、一般就労移行事業所の利用者数においても、一般就
労に結び付いた数においても着実に実績を上げているところです。
精神障害者はもとより、身体障害者や知的障害者も含め、職場定着については、これまでも就労移行
支援事業所や障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所などと連携してきたところであり、また
平成 30 年度からは就労定着支援事業も開始されたところから、相談体制を充実させてまいります。
熊取町
（介護保険・障がい福祉課）
障がい者の就労支援については、
「障害者総合支援法」に基づく障がい福祉サービスとして、就労に必
要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う「就労移行支援」や就労移行支援等を利用して新た
に雇用された障がい者の方が継続して就労できるよう相談・助言を行う「就労定着支援」を必要な方に
支給しております。
また、障がい者の就労支援と職場定着のため、引きつづき大阪府の指定により障がい者の方からの就
業に関する相談や障がい特性を踏まえた雇用管理について事業所に対する助言や生活面での支援をおこ
なっている泉州南就業・生活支援センターやハローワークとの連携を引き続き行ってまいります。
（人事課）
本町としましても障がい者の方の雇用については重要な問題であるとの認識はしており、今後、障が
い者の方を正規雇用する場合には身体障がい者の方、知的障がい者の方、精神障がい者の方すべてを含
めて、検討していきたいと考えております。
なお、本町においては、
「障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領」を策定し、職員が
障がいを理由とする差別を行わず、適切に対応するよう定めており、障がい者の方から要望があった場
合は、可能な限り合理的配慮の提供ができるよう対応しているところです。
さらに、新規採用職員に対しては、障がいの有無に関係なく、日頃から、周囲の上司や先輩職員が積
極的に関わるよう努めています。とりわけ、チューター職員（個別指導者）を選定し、公務に関わりな
く、日常の指導や相談ごとを受けるような環境整備もしておりますので、引き続き当該制度を実施し、
少しでも早期に職場に定着できるよう配慮します。
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また、全職員に対し必要な研修、啓発についても定期的に実施することとし、職場の上司、同僚等に
おける障がいのある職員への理解が深まるように努めてまいります。
岬町
障がい者の就労支援と職場定着については、関係機関と連絡を密にしてその取組を進めます。
また、岬町障害者基本計画及び障害福祉計画に基づき着実に支援を継続してまいります。
③女性の活躍推進と就業支援について

＜継続＞

★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、各自治体における推進計画の
実施状況を点検すること。また、女性の再就職支援のためのセミナーやサポートプログラムの充実を図る
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、女性活躍の推進に努めており、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、広く啓発に努めているところで
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）
「第 2 次いずみさの男女共同参画行動計画」の一部を「女性活躍推進法」に規定する「市町村推進計
画」として位置づけています。この行動計画に基づき市民、事業者・企業、関係団体や関係機関と連携
しながら、全庁的に創意工夫して適切な施策を進めてまいります。本行動計画においても、計画推進の
指標項目と目標値（最終年度）を設定し、毎年度の実施計画及び進捗状況を把握・評価しております。
また、今年度は、働く女性を守る法律に関する講座や、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、政策及び行政サービスの質を向上させるため、適格者を積極的に登用し、管理職に占める女性
職員の割合の増加に努めます。
（人権推進課）
「改訂第３次せんなん男女平等参画プラン」において、
「政策・方針決定過程への女性の参画促進」や
「ワーク・ライフ・バランスの実現のための支援」等４つの主要施策を女性活躍推進計画と位置づけて
おり、女性の積極的な登用や評価については、毎年度行う当該プランの進捗状況調査報告において点検
しています。
また、女性の就業支援や性別役割分担意識の解消については、講座を開催する等、啓発を図っていま
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 30 年 2 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。
今後も他の自治体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。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。
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熊取町
（人権推進課）
平成 30 年 3 月に熊取町第 2 次男女共同参画プランの中間見直しを行い、女性活躍推進法に基づく市町
村推進計画を策定いたしました。
当プランの実施状況は毎年確認を行っており、今後も継続して実施してまいります。
（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、女性に対する支援施策や各種セミナーなどの
情報についてホームページを充実し、広報、啓発チラシ等によりＰＲしてまいります。
岬町
「次世代育成支援対策法」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て参ります。また、女性の再就職支援のため、関
係機関と連携を図りながらセミナーやサポートプログラムの充実に努めて参りたいと考えます。
（2）働き方改革関連法など労働法制の周知・徹底について

＜継続＞

働き方改革関連法が 2019 年 4 月から施行されることから、その内容を、労働者、企業、経済団体等に
十分に周知・徹底を行うこと。とくに中小企業では、施行時期の猶予もあるため、丁寧な周知に努めるこ
と。
また、長時間労働の強要、残業代カット、辞めたくてもやめられない、求人票の内容と労働条件が異な
るなど、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。これらの問題を撲滅す
るため、雇用・労働環境の整備、ワークルールの遵守、過労死や過重労働等の撲滅、長時間労働の是正に
ついて、周知・啓発をはかるとともに、相談を通じて悪質な疑いがあれば、大阪労働局とも連携し、適切
な施策を講じること。
（回答）
貝塚市
働き方改革関連法の内容については、中小企業での施行時期猶予も含め、大阪府や貝塚商工会議所と
も連携し周知に努めてまいります。また、本市も所属している泉南地域労働行政機関運営委員会におい
て各種雇用労働問題に関する講座を開催し労働法制の周知に努めており、労働相談を受けた場合には、
大阪府総合労働事務所や大阪労働局など専門機関への紹介を行っております。
泉佐野市（まちの活性課）
大阪府をはじめ、関係機関等と連携を図り、労働相談に関する対応を行うとともに、働き方改革をは
じめとした労働法制や労働問題について、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。ま
た、大阪府が開催する研修会や学習会などにも積極的に参加し、労働相談へのノウハウを身につけ、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）
働き方改革関連法等、労働法制の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、
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。関連する相談
に対しては、労働相談、法律相談等の専門相談事業を通じてその解決に努めます。
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、商工会等関係機関と連携を図り、窓口・広報誌・市ウェブサイト等のさまざまな媒体を活
用し、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。
社会問題化している「ブラック企業」などに関する相談等を受けた場合には、労働基準監督署や大阪
府など労働相談窓口への円滑な誘導を図るとともに、新規開業企業経営者や悪質な企業等への対策につ
いては、国や大阪府など関係機関と協議し適切に対応してまいります。
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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やホームページの活用、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います。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。
また、社会問題化している「ブラック企業」との問題についても、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引き続き行うとともに、悪質な事例を確認した
場合は、労働基準監督署に情報提供を行う等の対応を徹底してまいります。
熊取町（産業振興課）
各種労働法制の改正については、国、大阪府労働局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
社会問題化している、いわゆる「ブラック企業」等の相談を受けた場合は大阪労働局等の関係機関と
連携し、適切に対処して参ります。また、働き方改革関連法の施行の内容については関係機関と連携を
図りながら周知徹底を行ってまいります。
（3）地方創生交付金事業を活用した就労支援について

＜継続＞

大阪府まち・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」、
「ＵＩＪ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、「子育て支援で女性が輝くまち☆貝塚」事業を平成 28 年度
から 30 年度までの 3 カ年で実施しています。
その中で、子育て中の女性が就労する場の創設に対する助成や、子どもの一時預かり施設で利用でき
る「子育て応援券」の給付など、女性の社会参加と就労機会の充実に寄与する施策を推進しています。
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、国制度を活用して、介護職員と保
育士、保育教諭に対して実施しておりますが、独自制度につきましては、現在のところ実施の考えはあ
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」を拠点にして、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
事業展開を進めてまいります。
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、働く意欲の向上を図ると共に、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取り組んでまいります。
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等、商工会と連携した事業を推進します。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、福祉関係機関と連携を図り進めます。
（長寿社会推進課）
介護・福祉分野の定着支援施策としての独自の処遇改善助成金については、大阪府や他市町村の動向等
を参考に検討します。
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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、資格取得による就労支援等を行っております。また併せて、
今後は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、府や国、関係団体と連携しながら就業ニーズの高い分野で求人側と
求職側の好ましいマッチングが行われるよう合同就職面接会を開催するなど、より多くの就労へとつな
がるよう施策を進めます。
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いき
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 31 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。
（4）産業政策と一体となった基幹人材の育成について

＜継続＞

大阪の基幹産業である「ものづくり」の人材育成と確保に向けて、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。
また製造・運輸・建設分野での人手不足が早期に解消されるよう、就業促進を図ること。
（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。また、本市も所属している岸和田・貝塚合同就職面接会実行委員会にて合同面接会を開催し
ており就業促進を図っております。
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に対して人材育成や人手不足解消の
支援に努めてまいります。
「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
の実情やニーズの把握に努め、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
おります。特に中小零細事業者においては、それらの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
後継者育成に向けては、現在 120 を超える機関・団体で構成する「大阪府事業承継ネットワーク」に
参画しており、今後、技術継承や後継者育成のための情報収集をすることにより、事業継承等に悩む経
営者の支援に努めてまいります。
また、人手不足の解消については、府や国、関係団体と連携しながら、合同就職面接会に参画するな
どして、より多くの就労へとつながるよう就業促進に努めてまいります。
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熊取町（産業振興課）
人材の育成と確保については、本町就労支援センターにて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を町ホームページへ掲載すること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や人手不足の解消に対する支援を
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。
（5）ワーク・ライフ・バランス社会の実現について

＜継続＞

①男女共同参画社会をめざした取り組み
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図るとともに、きめ細やかに対応ができる相談窓口
の充実を図ること。また、大阪府が実施している「男女いきいき・元気宣言事業者登録制度」、
「男女いき
いきプラス事業者認証制度」、
「男女いきいき表彰制度」を広く周知し、男女がともに働きやすい職場づく
りや男性の育児参加支援など、ワーク・ライフ・バランス社会の実現に向けた施策を推進していくこと。
（回答）
貝塚市
離職することなく仕事と子育てを両立できる環境の整備については、まず雇用主である企業側の理解
と協力が必要です。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では、男女がいきいきと働ける職場、女性が活躍できる職場
をめざした取組や、国や大阪府の制度についても取上げています。さらに、昨年度は「女性活躍とワー
ク・ライフ・バランス」について市主催のじんけんセミナーを開催するなど、広く周知に努めていると
ころです。今後も男女がともに働きやすい職場づくりの推進に向け周知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、今年度は介護に役立つ身体操作法についての講座を実施し、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
実施型の男性料理、親子クッキングや親子防災講座を実施し、男性の意識改革とワーク・ライフ・バラ
ンスの充実に取り組んでまいりました。
次年度も引き続き「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
（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、市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。
また、大阪府が実施している「男女いきいき・元気宣言事業者登録制度」、「男女いきいきプラス事業
者認証制度」
、「男女いきいき表彰制度」の周知については、大阪府と協力することに努めます。
（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、
「改訂第 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
の配布等で啓発を図ります。
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また、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等に
ついて周知に努めます。女性活躍推進法に基づく事業主行動計画策定が努力義務とされている規模の事
業者に対して、策定を促進できるよう周知に努めます。相談窓口については、「女性相談」「女性のため
の電話相談」を開設し、相談窓口の充実を図っています。
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・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
各法令及び大阪府が実施する各制度について、府、国と連携し、町広報誌やホームページを活用して
ＰＲすることで、働く現場における男女共同参画に向けた取組を紹介するなど、広く周知を図るととも
に、その支援策等についても研究してまいります。
熊取町
（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。
（人権推進課）
熊取町第 2 次男女共同参画プランにおいても「男女共同の家事や育児、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。相談体制については、祝日を除く第 1 から第 4 木曜日に実施し
ている人権相談に女性限定日を設け、女性相談員が担当しています。引き続き女性が利用しやすい体制
を確保してまいります。また、啓発活動においては、男女共同参画情報誌の発行や講演会の開催に加え、
大阪府の実施する各種制度の周知ならびに泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会での研修会や情報提供
を行っており、男女共同参画の意識の醸成を図っております。
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働く場における男女共同参画に向けた環境の充実に努めて参ります。
また、関係機関と連携しながら「男女いきいき・元気宣言事業者登録制度」等の制度を広く周知する
取組みを進めてまいります。
②治療と職業生活の両立に向けて

＜継続＞

改正がん対策基本法にも盛り込まれた通り、がんを始めとする病気の治療を行いながら働く労働者に対
し、事業主は適切な配慮をしなければならない。会社が当該労働者のニーズに応じた働き方の選択肢を提
供することや、会社と医療機関との連携など、事業主に対する啓発活動や情報提供などに積極的に取り組
むこと。
（回答）
貝塚市
改正がん対策基本法について貝塚商工会議所と連携し事業主に対して周知を行い、治療と職業生活の
両立についての啓発に努めてまいります。
泉佐野市（まちの活性課）
がんをはじめ治療を必要とする労働者が、安心して治療と仕事の両立が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）
がん対策基本法の改正の周知とともに、病気の治療を行いながら働く労働者に対し、事業主が適切な
配慮が行えるよう、情報を発信し啓発を行い、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。
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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
事業主に対し、労働基準監督署・大阪府・商工会議所や医療機関などと連携し、病気の治療と職業生
活を両立する労働者のニーズやその対策等について周知を図ります。
また、適切な支援策を紹介するため必要な情報を収集等することで、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。
また、事業主に対する啓発活動や情報提供などに取り組んで参ります。
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 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す。教育委
員会と協議し、大阪府及び関係団体の協力のもと、平成 30 年度より中学校において取り組んでいます。

２．経済・産業・中小企業施策（３項目）
（1）中小企業・地場産業の支援について

＜継続＞

①ものづくり産業の育成強化について
ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）と連携し、ものづくり産業の育成を一層進めること。
とくに、さまざまなものづくり現場で改善指導できるインストラクターなどを養成し、積極的に中小企業
への派遣を行うこと。また、女性のものづくり企業への就職促進に資する職場環境整備や情報発信などに
ついても、支援策を講じること。
（回答）
貝塚市
本市においては、中小企業積極的事業展開促進補助金制度や中小企業産業財産権取得促進補助金制度
により販路開拓や知的財産の活用の促進を図っております。また、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としております。
インストラクターの養成については現在考えておりませんが、厚生労働省が創設した「ものづくりマ
イスター制度」の周知に努めてまいります。
また、女性のものづくり企業への就職促進については貝塚商工会議所と連携しながら支援に努めてま
いります。
泉佐野市（まちの活性課）
ＭＯＢＩO で開催される勉強会等に参加するとともに、
「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、がんばろうと
している企業等に効果的な支援を行っていきたいと考えております。
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泉南市（産業観光課）
商工会と連携して、ものづくり産業の育成を進めるツールの 1 つとして、ＭＯＢＩＯや大阪府よろず
支援拠点を活用し、企業に対して必要な情報を周知していきます。
また、女性のものづくり企業をはじめとする市内の企業、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と連携し、支援施策の充実を検討してまいります。
また、女性のものづくり企業への支援について、まずはそのニーズを把握することで、その支援策の
検討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うと同時に、女性に
対する支援施策や各種セミナーなどの情報についてホームページを充実し、広報、啓発チラシ等により
ＰＲしてまいります。
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、ＭＯＢＩＯの活用も積極的に取り入れてまいります。平成 30 年度からは中小企業の事業者に対
し、生産性向上特別措置法における固定資産税の特例措置などの支援を行っております。
②中小・地場企業への融資制度の拡充について

＜継続＞

中小企業・地場産業の事業運営を資金面から支えるため、金融機関と顧客との長期安定的な金融取引機
能の支援を強化すること。
また融資姿勢を、物的担保主義や個人保証依存から、企業の将来性・発展性重視に変革し、利用者の視
点で迅速かつ効果的な制度融資を実施すること。
（回答）
貝塚市
本市としましては、金融機関と顧客との金融取引機能の支援を行っておりませんが、大阪信用保証協
会による信用を付した小規模事業者向けの制度融資のあっせんを実施し小規模事業者の経営の安定をサ
ポートしております。
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を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も迅速な周知に努めてまいりたいと考えております。
泉南市（産業観光課）
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。
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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・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、引き続き金融機関提案型融資について事業者に周知してまいります。
③非常時における事業継続計画（ＢＣＰ）について

＜継続＞

2018 年 6 月に発生した大阪北部地震でも明らかになったが、事業継続計画（ＢＣＰ）は、中小企業へ
の普及率が依然低い状況にある。そこで、専門アドバイザーの配置や中小企業の訪問などを通じ、災害発
生などの非常時に備えることができるよう、きめ細かな計画策定の支援を強化すること。また企業の防災
対策を入札における加点要素に加えるなど、ＢＣＰ制定のインセンティブ制度を導入すること。
（回答）
貝塚市
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事業継続
計画(ＢＣＰ)の策定支援に努めてまいります。
なお、企業の防災対策を入札における加点要素に加えることは考えておりません。
泉佐野市（まちの活性課）
業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進するため、大阪府や関係機関と協力し、広報・啓発や必
要な情報提供等の支援に努めてまいります。
また、本市では市内登録業者に対し、級別格付（土木一式工事、建築一式工事、電気工事のみ）と優
良登録業者の認証制度を実施しています。その評価項目の一つとして導入可能か、導入する場合は加点
方法について研究してまいります。
泉南市（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、
実効性の確保等、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（まちの活力創造課、総務課）
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。
また、インセンティブ制度の導入についても、調査・研究してまいります。
なお、企業の防災対策を入札における加点要素に加えることについては、本市では、業務委託等にお
いてプロポーザル方式（提案型）を導入しており、その選定基準において業務の実施体制を評価項目と
していることから、一定考慮されていると考えております。
田尻町
中小企業には、災害時に企業の果たす役割を十分に認識していただくように努め、企業防災活動を支
援する団体等と協力しＢＣＰ策定の支援をするとともに、広報・啓発や必要な情報提供等に努めてまい
ります。
また、総合評価入札制度を導入する場合の検討時においては、他団体の事例を参考に企業の防災対策
に対する取組を評価項目として取り入れるのかなども含め、調査・研究してまいります。
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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。
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。商工会が実施するＢＣＰセミ
ナーの広報を行うなど町内業者への周知を行っており、町内事業者から業務継続計画（ＢＣＰ）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。
（2）下請取引適正化の推進について

＜継続＞

★重点項目

中小企業の拠り所となる下請かけこみ寺の相談件数が依然高い状況にあり、下請代金の支払遅延や減額
などの悪質事案が後を絶たない。サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正な分配を実現するた
め、資材や人件費など増加コストを適正に転嫁できるよう、企業間における適正な取引関係の確立に向け
て、監督行政と連携を図り、下請法をはじめとする関係法令の周知とその遵守を徹底すること。
（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関係法令の周知に努めて
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向けた周
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
該当なし
（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 20 市にとどまっている状況にあることから、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注視してまいります。
泉佐野市（総務課）
総合評価入札制度については、平成 11 年 2 月 17 日に公布、施行された地方自治法施行令の一部を改
正する政令の改正により、地方自治体で実施可能となってから約 20 年が経過し、本市においてもメリッ
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トについては把握をしているところでありますが、総合評価入札制度を実施する案件の設定、評価項目
の設定、価格以外で評価するほどの工事（技術的な工夫の余地が大きい工事）がほとんどないことや、
学識経験者における評価の実施等を行うために事務量の増加、それと本市においては、市内業者の育成
に傾注している観点から総合評価入札制度については導入にいたっておりません。なお、プロポーザル
の方式で、平成 25 年度より市庁舎清掃等施設管理業務委託において障害者雇用等の視点を入れた選定を
行っております。
公契約条例の制定につきましては、本市の平成 26 年 12 月議会においても同様の質問があり、
「国にお
いてＩＬＯ94 号条約の批准がなされていないこと、関係法令等が制定されていないこと。また、労働実
態の把握が困難であることやその実効性が担保できないということ、元請から下請の契約、下請から孫
請けの契約といった民民どおしの契約にどこまで介入できるのかいった課題もあることから、現時点で
は、公契約条例の制定は困難であり、今後の研究課題であると考えていますので、ご理解賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。」との答弁を行っており、現時点では困難であり、今後引き続きの研究課
題であると考えております。
泉南市（契約検査課）
総合評価入札制度については、平成 27 年度に施設建設事業で、また平成 29 年度にはＬＥＤ照明灯導
入事業で実施しており、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。
また、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、業務の内容によりプ
ロポーザル方式での契約を行い、価格以外の条件を評価することによる公共サービスの質の確保と、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、プロポーザル方式（提案型）を導入してい
ます。総合評価入札制度の導入については、組織の体制が整っていないため、導入にいたっておりませ
ん。
公契約条例の制定に関する関係団体との研究会などの設置については、大阪府等の動向を踏まえ検討
してまいります。
田尻町
総合評価入札制度については、継続的に検討しておりますが、本町においては発注件数が少なく、組
織体制等様々な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、労働基準法や最低賃金法など国において関連法令の中で統一的な整備
を図っていくべきものであると考えております。
今後も引き続き国や他団体の動向に注視し、対応してまいります。
熊取町（契約検査課）
総合評価入札制度については、そのメリットについて業種や規模等における検討を行っているところ
です。本町での導入の可能性などについて、今後も庁内関係部局との連携を図りつつ、引き続き検討を
深めてまいります。
また、公契約条例については、目的から第一義的には国全体の政策として捉えられるべきものである
との認識から、今後も、国・府や府下自治体等の動向を注視していく考えです。
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。
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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

地域包括ケアシステムの構築に向けて、その実現のために必要となる地域での介護拠点の整備や 24 時
間対応の在宅サービスを含めた介護サービスの充実、在宅医療や訪問看護、リハビリテーションの充実と
連携などを着実に前進させること。
また、地域包括ケアシステムの整備推進に対し、利用者、医療保険者、被保険者の声が反映できる仕組
みを構築すること。加えて、市民にも地域包括ケアシステムに関する情報を適切に周知すること。
（回答）
貝塚市
介護サービスの充実については、特に地域密着型サービスへの参入の働きかけを引き続き行いながら、
基盤の整備に努めてまいります。
また、在宅での医療と介護の連携については、在宅医療・介護連携推進懇話会を継続開催し、訪問看
護やリハビリテーションとの連携の重要性の理解を深めながら進めてまいります。
地域包括ケアシステムの整備推進に対して被保険者等の声を反映するために、次期介護保険事業計画
策定に向けたニーズ調査を実施いたします。地域包括ケアシステムに関する情報は、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も周知しておりますが、加えて市民向けの講座などの機会
を活用し適切に周知してまいります。
泉佐野市（高齢介護課）
2018 年度から 2020 年度を計画期間とする第 7 期介護保険計画及び高齢者計画では重点取組事項とし
て、地域包括ケアシステムの深化・推進をあげ、地域包括支援センターの機能強化を柱に、医療・介護
の連携や地域支え合い体制の推進など地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、
人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながるような地域共生社会を目指し取組みを進めてまいり
ます。
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」の要素を適切に組合
わせ、一体的に提供される体制づくりが必要です。
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、地域
での認知症に関する普及啓発に取組んでいます。
「認知症ケアから地域包括ケアシステムの構築」をめざ
し、今年度から在宅医療・介護医療連携推進事業の 1 つとして、医療・介護の専門職との協働による市
民との交流を図り、在宅医療に関する普及啓発を行っています。24 時間対応の在宅サービスについては、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを整備しています。
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、引続き取組みます。
阪南市（介護保険課）
「第 7 期阪南市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、地域包括ケアシステムの深化・
推進に取り組んでおります。24 時間対応の在宅サービスは今期計画には含めておりませんが、「医療と
介護の多職種連携会議」を通して、医療・介護関係者からの課題の把握及び対応等を協議するとともに
「顔の見える関係」づくりに努めております。
また、在宅医療・介護関係者に関する相談支援を行うなど、利用者、医療保険者、被保険者の声が届
くよう調整を行っています。
「医療と介護の多職種連携会議」での協議を踏まえ在宅医療や介護に関する
市民向け講演会を開催し、地域住民の理解を促進してまいります。
田尻町
地域包括ケアシステムの構築に向けては、医療・介護の多職種連携会議において、在宅医療に係る専
門職や介護サービスに係る専門職等と行政が連携し、各種サービスを含めた支援の仕組みづくりについ
て考える機会を設けております。
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また、地域包括ケア会議では、町内各種団体や関係機関、行政の関係部署等が、地域の高齢者が共に
支えあい安心して暮らせるまちづくりのために情報を共有し、仕組みを一緒に考える機会を設けており
ます。それらの会議を通して、町の地域の特性を生かした地域包括ケアシステムの構築を推進してまい
ります。
熊取町（健康・いきいき高齢課）
地域包括ケアシステムの構築に向けた介護拠点の整備については、「熊取町第 7 期高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画」に基づき、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、今後
の利用動向や需要と供給のバランスなどを考慮し、必要なサービスの提供について支援してまいります。
また、本町において医療介護ネットワーク連絡会（ひまわりネット）を定期的に開催し、地域の医療・
介護の資源の把握、在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討等に順次取り組んできました。今
後も大阪府保健医療計画との整合性の確保を図りながら、ひまわりネットにおける研修等を通じて多職
種連携、医師会や二次医療圏域内の市町村との連携につなげてまいります。
地域包括ケアシステムの整備推進については、高齢者保健福祉推進委員会において検討、議論等して
います。委員会は、有識者、多職種職能団体の代表、住民及び被保険者の代表、福祉関係者等で構成さ
れ、会議の内容については、ホームページ等で公開しております。
地域包括ケアシステムに関する情報につきましては、広報紙やホームページだけでなく、一般介護予
防事業の一環として住民が主体となって運営している「タピオ体操＋（プラス）
」通いの場（タピオステ
ーション）や高齢者徘徊模擬訓練、認知症カフェ（ひまわりカフェ）等において情報の提供を行うこと
で周知を図っています。
岬町
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整備推進については、地域ケア会議や協議体、介護保険運営協議会等
を通じて様々なご意見いただき、住民にも周知してまいります。
（2）予防医療の促進について

＜補強＞

平成 30（2018）度からの 6 年計画で策定された大阪府の「健康づくり関連 4 計画」に基づき、大阪府
や医療保険者などの関係者と連携し、年度ごとの進捗管理を徹底させた取り組みを推進すること。特に、
生活習慣の改善のための情報発信、生活習慣病やがんなどの早期発見につながる健診の受診率の向上など
については、保健医療関係団体などとも連携し具体的な効果・成果が見込める施策を検討・実施すること。
（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、当該計画期間については、平成 30 年
度で終了することに伴い、
「第 3 次大阪府健康増進計画」などを踏まえ、新たに、平成 31 年度からの 5
か年を計画期間とする「第 3 期健康かいづか 21」を、本年度中に策定してまいります。
また、本年 4 月には、がんの予防・早期発見等の取り組みを、市民とともに推進することを明らかに
するため、
「がん対策推進条例」を制定したところであり、条例に基づくがん検診受診率向上対策として、
インターネット予約システムの導入や、がん検診受診勧奨の大幅強化などとともに、医師会の協力を得
て、広報紙を通じた生活習慣病予防や保健医療に関する情報提供に努めております。
今後におきましても、新たに策定する「第 3 期健康かいづか 21」に基づき、生活習慣病の予防など、
市民の健康づくり対策に努めるとともに、保健医療関係者・市民・事業者との連携により、より一層、
がん対策の推進に努めてまいります。
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。さらに、平成 28 年
3 月に健康都市宣言を行い、情報発信を行うとともに、関係者と市民が健康づくりに取り組む体制づく
りに努めております。
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特に検診（健診）受診率の向上におきましては、地域の医師会や国民健康保険・協会けんぽなどの医
療保険者と連携し様々な対策を実施しておりますので、その効果について検証を行なっているところで
す。平成 31 年度は泉佐野市健康増進計画策定の年度となっており、これまでの年度ごとの評価を集約し、
大阪府の「健康づくり関連 4 計画」に基づき策定を進めていく予定でございます。
泉南市（保険年金課）
「第 3 期特定健康診査等実施計画」及び「第 2 期保健事業実施計画」を策定し、特定健診受診率、特
定保健指導利用率の向上を図っています。
また、集団健診の土日開催、がん検診との同時実施、特定保健指導を引続き休日に実施する等、受診
しやすい環境づくりに努めるとともに、健診結果による要医療者へは、医療機関の受診勧奨もあわせて
行い、早期発見、重症化予防に努め、1 人ひとりの健康づくりの支援を図ります。
（保健推進課）
「健康せんなん 21・第 2 次計画」に基づき、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）
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」の中間評価を行い、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影
響等について啓発及び知識の普及を推進しております。
また、がん検診の事業評価を実施し、がん検診の質の向上に努めるとともに、がんの早期発見・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
府の「健康づくり関連 4 計画」については、本町としても協力しつつ、本町の健康づくりの基本とな
る「健康たじり保健計画」が中間評価の年度ということもあり、これまでの評価と今後の事業を検証し
つつ、平成 36 年度までの計画期間内に目標達成となるよう住民と行政が協働して実施してまいります。
また、保険者との連携については、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進めると共に、健康づくり対策を推進し、健診の受診率の向上
には、集団健診の受診者が増加するよう周知を強化し、健診後の結果説明では、個別指導による生活習
慣病の対策なども引き続き実施してまいります。がんの早期発見では、集団健診時に併せて実施する「が
ん検診」の勧誘を強めるとともに、
「泉州がん診療連携協議会」の中で、がん検診の受診率等の向上など
について情報共有をしながら具体的な施策の検討を進めてまいります。
熊取町（健康・いきいき高齢課）
本町では、大阪府の健康づくり関連 4 計画の策定を受け、平成 31 年度からの 6 年計画となる、本町
の健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画である「第 3 次健康くまとり 21」の策定作業を進めてい
ます。計画では、「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」に向け、「妊娠期からの望ましい生活習慣の
確立」、「食育の推進」、「生活習慣病の発症予防と重症化予防」などに、関係団体・機関をはじめ、住民
活動グループなどとも連携して取り組むこととしています。
計画の進捗管理につきましては、年度ごとに取りまとめる「保健事業実施状況」をもとに、町の保健
対策推進協議会において点検・評価を行い、次年度事業実施計画に反映させながら計画目標の達成にむ
けたＰＤＣＡサイクルでの進捗管理を行ってまいります。
生活習慣の改善のための情報発信、生活習慣病やがんなどの早期発見につながる健診の受診率の向上
などについては、生活習慣病の予防などに関する健康講座を開催するとともに、各種健（検）診受診時
の健康教育や保健指導を通じて住民個人の意識づけや動機づけに努めています。また、健診受診率の向
上の一環として、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」での周知啓
発を継続し、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。
○大阪府「健康づくり関連 4 計画」
①第 3 次大阪府健康増進計画

②第 3 次大阪府食育推進計画

③第 2 次大阪府歯科口腔保健計画

④第 3 次大阪府がん対策推進計画
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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、31 年度は中
間評価年度として、大阪府の「健康づくり 4 計画」と整合性を図り、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、生活習慣病の予防、がんなどの早期発見につな
がる健診受診率の向上につながるよう施策の充実に努めてまいります。
（3）介護労働者の処遇改善と人材確保にむけて

＜補強＞

介護人材の確保・定着のために、大阪府が取りまとめた「大阪府介護・福祉人材確保戦略」にもとづき、
市町村においても取り組みを着実に実行すること。特に、介護労働の重要性・必要性を鑑み、介護に関わ
る多くの機関と連携し、非正規労働者も含めた介護労働者の処遇改善を実施すること。また、介護現場で
課題となっている職業病対策として、介護ロボットをはじめとする福祉機器の導入を推進し、労働環境の
改善によって、介護労働者の職場定着をはかること。
（回答）
貝塚市
介護労働者の処遇改善については、ホームページへの掲載等により介護職員処遇改善加算の制度周知
を行っています。また、介護サービス事業者等に対して、介護保険法及び関係法令等を遵守し、介護職
員処遇改善加算の取扱いも含め適正な事業運営を行うよう実地指導等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。
介護ロボット等福祉機器の導入推進につきましては、国、府において介護ロボット導入支援事業が実
施される場合は、介護サービス事業者に活用するよう案内を行っており、今後も引き続き周知してまい
ります。
泉佐野市（高齢介護課）
大阪府、大阪府社協と協力ということで泉南地域介護人材確保連絡会議に参画し、介護人材の確保の
ために泉南地域の各市のイベントへ参加しＰＲ活動に取り組んでおります。また、介護ロボットをはじ
めとする福祉機器の導入等に関する情報等については、介護事業所と情報共有し介護労働者の職場定着
等に向け連携に努めます。市単独では総合事業の従事者研修を本年度も開催し、地域で暮らす市民にそ
の担い手となって頂けるよう取り組んでまいります。
泉南市（長寿社会推進課）
介護人材の確保については、大阪府介護人材確保会議に積極的に参加し、長期的な視野に立った対策
として、福祉・介護の仕事の魅力についてイベント等において情報発信しているところです。
定着・処遇改善については、研修等により資質向上を図るとともに、介護ロボットについても補助金
等を活用し事業所への普及に努めました。
また、大阪府及び広域福祉課と連携し、事業者に対し、個別指導や集団指導等の実地指導を通して、
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。
阪南市（介護保険課）
大阪府が取りまとめた「大阪府介護・福祉人材確保戦略」にもとづき、阪南市におきましても、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おります。
また、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。
また、
「大阪府介護・福祉人材確保戦略」に基づく、福祉機器の導入に賛同し、労働環境の改善につな
がるよう努めてまいります。
田尻町
大阪府による泉南地域介護人材確保連絡協議会に町としても積極的に参加し、人材確保に向けた検討
や啓発に努めております。
介護労働者の処遇改善につきましては、介護サービス事業所が処遇改善加算の適用要件を満たすこと
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を確認し、適切に運用するとともに、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、福祉機器の導入の推進は既に取り組んでいるところではありますが、介護労働環境の改善や介
護労働者の職場定着等につきましては、今後も国や府の対策を注視しつつ、町としての取り組みを検討
してまいります。
熊取町（介護保険・障がい福祉課）
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、人材確保・定着等のイベントを実施し、介護職の魅力発信や就職フェアー開催等
により人材確保に努めています。

さらに、今年度より「大阪府介護・福祉人材確保戦略」に基づき、

大阪府が新規事業として実施する介護ロボット導入活動支援事業について、関係事業所に広く周知し、
補助金等の活用の促進に努めています。
また、これまでも介護職の処遇改善に係る報酬改定が継続的に実施され、介護事業所においてもそれ
を活用し処遇改善に努めているところですが、介護職の処遇改善の実態把握や更なる利用促進に向け、
大阪府と連携しながら実施指導等を行ってまいります。
岬町
介護人材の確保・定着のため、大阪府と府下市町村と連携し、
「大阪府介護・福祉人材確保戦略」に基
づき取り組みを強化しております。介護労働者の処遇改善等は関係機関に働きかけてまいります。介護
ロボット等の福祉機器導入については国の交付金を活用し、町内事業所への普及を行っているところで
す。
（4）障がい者への虐待防止

＜継続＞

障がい者への虐待事例は、全国と比較しても大阪での発生件数は多い。障害者虐待防止法の趣旨に基
づき、虐待を受けた障がい者の緊急避難施設の確保を行うとともに、虐待事例ごとに適切な対応を行い、
再発防止の取り組みを行うこと。特に、養護者に対する支援策を充実させることや、障がい者福祉施設
の役職員に対する指導・研修を強化し、虐待の未然防止の取り組みを徹底すること。
（回答）
貝塚市
本市では、虐待を受けた障害者の緊急の受入先として、数カ所の福祉サービス提供事業所を確保し、
虐待者と分離が必要な事例に対しては適切な対応に努めているところです。また、虐待者が虐待に至っ
た要因について関係機関と連携しながら解決を図り再発防止に取り組んでいます。特に、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、障害者福祉施設の役職員に対しましては、引
き続き、定期的に行う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
導して参ります。
泉佐野市（高齢障害福祉課、広域福祉課）
障害者虐待防止法に関する広報・啓発を積極的に行うとともに、通報・届出・相談窓口である障害者
虐待防止センターと連携し、障害者虐待の防止及び養護者の支援に取り組んでまいります。虐待発生時
の緊急保護施設につきましては、市内の民間事業者の協力のもと、一定数確保しております。
また、虐待防止にむけた研修について、広域福祉課の所管区域（泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・
田尻町・岬町）内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、
「障がい
者虐待防止について」（平成 30 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）
本市においては、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職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、指定事業者・施設に対しては、実地指導や集団指導等において、
虐待防止に向けて取組んでいます。
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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・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、市内障がいサービス事業所を
対象とした研修会の開催、市職員の障がい者虐待に関する研修会の参加を行い、障がい者虐待への対応
等を行っております。また、近隣市町と協力して虐待を受けた障がい者の緊急避難施設の確保を行って
おり、養護者虐待、施設における虐待においても福祉事務所としてコアメンバー会議を行ったうえで適
切な支援、指導を行っております。
今後も、障がい者の権利利益の擁護を図るため、障がい者への虐待の実態を把握し、虐待を根絶でき
るよう大阪府と連携しながら行ってまいります。
田尻町
本町としましては、障害者の緊急避難場所として、日頃より町内にある施設に協力依頼をしており、
もし町内の施設が満床であれば近隣市町にある施設にも協力依頼しているところです。
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、そこで決定された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、日頃より障害者福祉施設に対し受講を促しているところではあり
ますが、今後も引き続き指導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・研修も行っているところです。
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に、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。
養護者への支援については、虐待を未然に防ぐことも含め、相談支援にて養護者の生活状況、悩み不
安を聞き取り、障がい者と養護者の生活が維持できるように障がい福祉サービスの活用を含めて支援し
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。
（5）子ども・子育て施策の着実な実施にむけて
①待機児童の解消をめざした保育所設置促進

＜補強＞

「子育て安心プラン」にもとづき、待機児童を解消していくためにも、保育所の認可について適切な審
査・手続きの元、速やかに認可をし、大阪府との十分な連携のもと保育所の整備を進めること。その際に
は、各自治体での住宅施策との連携など、人口移動予測なども踏まえた整備を行うこと。また、企業主導
型保育事業をさらに推進するとともに、民間の保育施設などへの新たな運営補助を実施するなど、必要な
財源を確保し、待機児童の解消につながるさまざまな取り組みを行うこと。
（回答）
貝塚市
本市の待機児童については、4 月 1 日時点で、発生していない状況が平成 22 年度から続いています。
また、平成 27 年 3 月策定の「貝塚市子ども・子育て支援事業計画」では、将来の保育利用の見込みも含
め検討し、新たな教育・保育施設の整備はしないこととしています。
ただし、今後の保育ニーズの高まりに対応するため、既存の幼稚園及び保育所の認定こども園化や定
員増に伴う増改築などの施設整備につきましては、国・府と連携し推進しているところです。
また、民間の保育施設等へは、運営費の補助等を従来から実施しており、今後も本市子ども・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。

- 20 -

泉佐野市（子育て支援課）
本市におきましては、公立の認定こども園とともに私立の保育園、認定こども園の協力のもと入園定
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います。第 2 期子ども・子育て支援
事業計画を策定し、子育て世帯のニーズを把握し応えながら、今後とも待機児童ゼロを継続してまいり
ます。また、企業主導型保育事業につきましては、現在、空港関連業務に従事する保護者向けに空港島
内に 1 か所開設されています。今後も私立幼稚園・認定こども園・保育園と連携を図りながら、より一
層幼児教育・保育の充実に努めてまいります。
泉南市（保育子育て支援課）
本市では、4 月 1 日時点において待機児童は発生していませんが、平成 27 年度、28 年度にかけて、小
規模保育事業所 2 か所の新設、1 公立保育所及び 3 私立保育所の認定こども園への移行により、児童の
受入体制の強化を図っています。
また、平成 31 年度には 1 私立幼稚園が認定こども園への移行を予定しており、さらなる待機児童の解
消に寄与するものであると認識していますが、本市の今後の動向を踏まえ、引続き大阪府と十分な連携
を進めます。
また、民間の保育施設等に対しては、保育士等宿舎借上げ支援事業補助金等、必要な財源を確保し、
待機児童の解消につながる取組に努めます。
阪南市（こども政策課）
本市においては、待機児童数を集計し公表するとともに、可能な限り希望される保育所へ入所できる
ように努め、他市保育所への入所についても、関係市町村と連携を図り、保育の受託・委託を行うなど、
待機児童の解消に努めております。
今後においては、来年度に策定予定の第 2 期子ども・子育て支援事業計画に基づき、適切な定員確保
に努めてまいります。
田尻町
近年田尻町では待機児童は発生していませんでしたが、平成 30 年度現在、保育士不足が要因で数名の
待機児童が発生する事態となっています。田尻町内には、町立保育所以外の認可保育所は存在していな
いため、町立保育所の保育士の確保と併せ、広域入所など他自治体との連携を引き続き行い、1 人でも
多くの児童に保育の提供を行うことができるよう努めてまいります。
なお、本町において大規模な住宅開発が行われる際は、急速に住宅供給が進むことによる待機児童の
増加を抑制するため、人口政策や公共施設などの社会資本整備などとの整合を図りつつ、適切な指導・
誘導に努め、良好な居住環境を形成してまいります。
熊取町（保育課）
本町では、
「子ども・子育て支援計画」に基づき、適正な保育の供給を図るべく、計画的な施設整備に
取り組んでおりますが、単に需要への対応だけでなく、地域における子育て支援の拠点として、安全で
良好な保育環境を維持するべく耐震補強工事や大規模修繕などにも積極的に取り組んできたところで
す。
本町では、年度当初での待機児童は発生しておりませんが、年度途中における低年齢児の入所希望者
が増加傾向にあることから、対策として、30 年度から「子育て安心プラン」に基づく、町内私立幼稚園
における満 2 歳児保育事業（一時預かり事業）を、新たに実施したところです。
また、平成 31 年 4 月から幼保連携型認定こども園に移行する町内私立幼稚園に対して、必要な施設整
備費を補助するとともに、2 号・3 号認定児童の定員設定拡充について協議を行うなど、保育需要の増加
に対する取り組みを行ったところです。
今後も、多様化する保育ニーズの把握に努め、幼保無償化に伴う保育需要の動向にも注視しながら、
国・府などの補助制度の活用も視野に入れ、待機児童が生じないよう取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
岬町
保育所の認可については本町に権限はありません。
また、本町には特定教育・保育施設が 6 施設（公立 4、私立 2）あり、いずれも児童数は利用定員内で、
待機児童は発生しておらず、他市町からの広域入所も積極的に受入れています。
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②保育士の確保と処遇改善

＜新規＞

子どもが心身ともに健やかに成長するための保育の質の確保のため、保育士の労働条件と職場環境の改
善、正規・常勤での雇用、給与水準の確保、適正な配置、研修機会の確保などを行うこと。また、保育士
確保のための処遇改善が重要であることを保育所設置者に周知し、処遇改善等加算を申請するよう理解を
促すこと。
（回答）
貝塚市
子どもが健全に成長するためには、教育・保育に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、より質の
高い教育・保育を安定的に提供していくことが必要であると考えています。そのためには、経験豊富で
指導力のある保育士等の確保や育成のため、
「処遇改善加算Ⅰ」及び「処遇改善加算Ⅱ」の制度の周知に
努めており、処遇改善を図っております。
泉佐野市（子育て支援課）
公立認定こども園については、これまで本市の定員適正化計画に基づき退職不補充を原則としてまい
りましたが、昨年度退職者が相次いだことより次年度は正規職員の新規採用を実施します。また、非正
規職員（臨時的任用職員や臨時嘱託員）については登録制としており、年間を通じて随時登録を受け付
けていますが近年登録者が少なくなってきている状況にあります。また、年度途中での入所等により、
保育士等の雇用が必要となった場合は、適宜ハローワークに求人を依頼しております。
私立認定こども園・保育園につきましては、定例の民間園長会で処遇改善等加算について制度説明を
行い、申請していただいております。
泉南市（保育子育て支援課）
本市が運営する施設の保育士の労働条件については、関係法令や条例規則に基づき適切な措置を講じ
るとともに、健康診断やストレスチェックを行い職員の健康管理に努めています。
また、民間が運営する保育所等については、指導監査の際に保育士の勤務条件の改善ついて伝えると
ともに、処遇改善等加算に係る申請についての周知を行っています。
阪南市（こども家庭課、人事課）
保育士は子どもの数に応じた配置を行っており、民間や近隣団体を参考とした処遇としています。今
後も研修などを通じて保育の質の確保に努めてまいります。
また、処遇改善につきましては、市内の民間保育施設（幼保連携型認定こども園）にはすでに周知し
ており、全園とも処遇改善等加算の申請を行っております。
田尻町
田尻町内には町立保育所が 1 施設のみであり、保育士不足が要因で数名の待機児童が発生する事態と
なっています。その状況を解消するためには保育士の確保が不可欠であり、正規職員の雇用と適正な配
置など引き続き実施してまいります。
また、嘱託職員の処遇改善や働きやすい勤務体系の構築など積極的に行い、保育士の確保を図ってま
いります。
熊取町（保育課）
本町の町立保育所においては、計画的な正規職員の雇用や再任用職員の配置を行うとともに、近隣自
治体との比較に基づき、適宜、臨時職員（保育士）の賃金改善を図るなど、良好な労働条件が築けるよ
う努めているところです。
臨時職員については、特に長時間勤務が可能な人材の確保が困難な状況であることから、勤務時間数
や勤務日数について、出来るだけ希望に沿えるよう保育現場や人事部局とも調整を行うとともに、保育
配置基準を下回らない範囲で、保育士資格のない方を補助員として適宜任用するなど、保育士がより働
きやすい職場環境づくりに努めているところです。
また、園内研修や派遣研修を行うなど、保育士の質の維持・向上にも努めながら、良質な保育環境の
確保に向けて取り組んでいるところです。
一方、民間保育所等につきましては、施設型給付費における保育士等の処遇改善等加算に関する情報
提供を行うとともに、活用についても積極的に促し、要件を満たす保育所等に対して適切に加算を行っ
ているところです。
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また、障がい等により配慮が必要な児童に対して必要な加配保育士を任用する際、その費用の一部を
補助する制度を平成 30 年度に新たに創設するなど、保育士等の処遇改善に努めております。
さらに、保育士確保対策に係る新たな取り組みとして、平成 30 年度において、ハローワークとの連携
により、町と民間保育所等における就職相談会を実施し、保育士の雇用創出機会の拡大に努めたところ
です。
岬町
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。また、保育所設置者等への処遇改善等加算の周知は常に取組んでいます。
③病児・病後児保育などの充実

＜継続＞

病児・病後児保育体制の整備に加え、乳児保育、延長保育、夜間保育、休日保育などの拡充に向けて、
必要な財源を確保すること。
（回答）
貝塚市
病児・病後児保育体制の整備として、本市は現在、民間の事業者に委託しています。その施設の利用
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 29 年度実績で年間延べ 241 名とな
っています。現在のところ新たな整備の考えはありません。
次に、乳児保育及び延長保育については、市内の全保育施設で実施しており、休日保育については、
市内 1 施設が実施しているところです。
夜間保育については、現在実施しておりません。これは本市子ども・子育て支援事業計画のアンケー
ト調査では、市民のニーズがなかったことによるものです。いずれにつきましても、今後も本市子ども・
子育て支援事業計画に基づき、必要な支援に取り組んでいきます。
泉佐野市（子育て支援課）
現在、病後児保育は私立認定こども園 1 園で実施しておりますが、保護者の就労保障等の観点から延
長保育や預かり保育は全園で実施しております。
泉南市（保育子育て支援課）
病児保育等については、平成 28 年度から 1 公立認定こども園、1 公立保育所、1 私立保育所、平成 29
年度から 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。
なお、乳児保育、延長保育については実施済みですが、夜間保育及び休日保育については、受入れ体
制が整っていない状態ですので、今後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、保育の質を確保しながら、人員配置等の充実を図れるよう努めてまいります。
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、本町には町立保育所
が 1 施設のみしかなく、また医療機関が少なく小児科もありません。
そのため、医療機関との連携や病児・病後児保育の実施については、厳しい状況であります。
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、すぐに迎えに来ら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。
病児対応型・病後児対応型の実施につきましては、環境整備や人材の確保、医療機関等との緊密な連
携が必要と考えており、保育ニーズの把握に努めながら、実施も視野に入れて検討を行ってまいりたい
と考えております。
また、乳児保育、延長保育、休日保育につきましては、既に民間保育所等とも連携して一定の条件で
実施しており、現状では充足しているものと考えているところですが、今後も保育ニーズの把握に努め
ながら、夜間保育の必要性も含めて調査研究をしてまいります。
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岬町
本町の子育て支援施策の課題の 1 つであった病児保育については、町立の全保育所において、平成 29
年度から「体調不良児対応型保育事業」を開始しており、乳児保育（公立全施設で生後 57 日から受入れ）、
延長保育（公立 2 施設で午後 7 時まで、公立 1 施設で午後 9 時まで）を実施しています。
（6）子どもの貧困対策について

＜補強＞

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ふまえ、市町村においても大阪府の「子ども
の貧困緊急対策事業費補助金」を活用し、全庁的な子どもの貧困対策に取り組むこと。特に、子どもの居
場所作りの観点から、学校現場と地域との連携が図られるよう、スクールソーシャルワーカーの適切な配
置と各自治体の福祉関連部局との連携体制作りについて働きかけを行うなど、取り組みを強化すること。
（回答）
貝塚市
子どもの貧困対策については、生活支援、教育支援、就労支援や経済的支援など支援業務は多岐にわ
たり、それぞれの専門分野で横断的に取り組んでおります。現在、本市においては、
「子どもの貧困緊急
対策事業費補助金」を利用していませんが、多様な子どもの居場所作りについては、地域や学校、活動
団体と連携し取り組んでいきます。
泉佐野市（子育て支援課、学校教育課）
「子どもの生活に関する実態調査」につきましては、本市は大阪府と共同実施した経過があり、この
結果を庁内で共有し、様々な事業を推進しています。大阪府「子どもの貧困緊急対策事業費補助金」の
活用につきましても、子育て支援課及び関係課において現在検討中です。ご指摘のとおり、子どもの健
やかな成長を支えるには学校と地域の連携が重要であるとの認識のもと、本市では、平成 30 年度からス
クールソーシャルワーカーを新たに 2 名配置し、府費配置人員と併せて 3 名としたところでありますが、
今後はさらに管内 5 中学校区への配置をめざして取り組んでまいります。
泉南市
（生活福祉課）
子ども施策全般を担う部局について検討しているところです。
また、現在は、子どもの貧困対策については、各関連機関において、それぞれの施策の中で子どもの
貧困に対して取組んでいます。
今後、これらの施策において連携・協力を行う必要があると考えますので、福祉、教育、医療、保健
等の関係機関との検討を行い、子どもの貧困対策を進めます。
（指導課）
大阪府教育庁と連携し、引続きスクールソーシャルワーカーを配置します。スクールソーシャルワー
カーの活用をはじめ、学校、地域及び福祉機関との連携の充実に努めます。
阪南市（こども政策課、学校教育課）
本市においては、子どもの貧困対策に資する事業・取組として以下のものを行なっております。
・ひとり親家庭の育児に関わる支援策として、ファミリー・サポート・センター事業を利用する際、
小学校 3 年生までの子ども 1 人に対し、無料利用券を交付。
・2 歳未満の乳幼児のいる家庭への支援として、出生時と 1 歳到達時にごみ袋を配布。
・生活保護受給世帯、生活困窮者世帯、就学援助世帯の中学生を対象にした学習支援事業。
・共生の地域づくりの一環として社会福祉協議会と連携し、公営住宅世帯の子どもを対象にした学習
支援等。
また、阪南市では、現在府費負担によるスクールソーシャルワーカー1 名とチーフスクールソーシャ
ルワーカーを 1 名配置しております。
今年度 12 月より「子どもの貧困対策事業補助金」を活用して家庭教育支援チーム（適応指導教室、ス
クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等）の充実を図っているところです。
次年度は、補助金等を活用しながら、スクールソーシャルワーカー3 名を任用する計画を立てており、
福祉部局とのさらなる連携をめざし、関係会議へのスクールソーシャルワーカーの参加などを計画して
おります。
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田尻町
平成 30 年度から、本町総合保健福祉センター（ふれ愛センター）と町立小学校に配置したカウンセラ
ー（臨床心理士）が教育相談を行う教育相談事業と、町立保育所・幼稚園・小学校・中学校にスクール
ソーシャルワーカーを派遣するスクールソーシャルワーカー活用事業において、課題を有する子どもや
保護者を発見し、福祉関連部局と連携の上、必要な支援につなげるよう努めています。
また、子どもの居場所づくりについては、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、安全に子どもたちが遊具で遊んだり、自主学習に励んだりできるよう、
適切な環境作りを行っています。
熊取町
（子育て支援課）
子どもの貧困対策につきましては、大阪府主催の「大阪府子どもの貧困対策部会」等に本町も参画し、
情報収集や協議を重ねております。 また、平成 29 年 4 月から運営されている「こどもレストラン」の
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。
この他、学校現場と福祉部局との連携においては、
「子ども相談ネットワーク会議（要保護児童対策地
域協議会）」等を通して、関係機関が連携して子どもを見守る中で、定例的にスクールソーシャルワーカ
ーと子育て支援課児童相談員が会議を持ち、緊密に連携しながら対応をしているところでございます。
（学校教育課）
スクールソーシャルワーカーにつきましては、町内で 4 名の配置を行っております。スクールソーシ
ャルワーカーは、健康福祉部子育て支援課の相談員とも連携しながら活動しており、全小中学校を網羅
できるようにしております。
岬町
実態調査の結果をふまえ、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。
（7）子どもの虐待防止対策について

＜新規＞

★重点項目

年々増加する深刻な児童虐待事案に迅速・適切に対処するため、自治体での相談窓口となる子育て支援
担当部局の人員・予算を拡充して体制整備を行い、その機能を強化すること。特に大阪府子ども家庭セン
ターや、各自治体の児童相談所や担当部局間での情報共有の徹底や、医療機関や警察との連携も行ったう
えで、児童虐待への早期対処と防止に努めること。
（回答）
貝塚市
児童虐待事案に適切に対処するため、相談窓口である家庭児童相談室を核に子ども家庭総合支援拠点
を設置できるよう、体制整備について検討しています。また、要保護児童対策地域協議会を構成する機
関・団体と連携を図り、児童虐待への早期対処と防止に引き続き努めてまいります。
泉佐野市（子育て支援課）
本市では、児童虐待の早期発見と未然防止を図るため、泉佐野市要保護児童対策協議会が中心になっ
て種々の取組みを推進しています。子育て支援課がその調整機関の役割を担い、個々の事案に関して大
阪府子ども家庭センターをはじめ医療機関や警察とも連携を図って対応しているところです。人員及び
予算の拡充につきましても、喫緊の課題であるため庁内関係課と協議を重ねているところでありますの
で、ご理解賜りますようお願いします。
泉南市（保育子育て支援課）
複雑化・多様化する児童虐待事案に対して、より一層迅速かつ適切に対応するため、家庭児童相談室
に多種多様な専門職の配置を検討しています。
また、警察、医療機関、保健所、子ども家庭センター、教育機関、民生委員、児童委員等の子どもに
係る様々な機関により構成する「泉南市子どもを守る地域ネットワーク」を設置し、児童虐待の早期発
見・予防・対応について、定期的に会議を開催する等情報共有及び連携の強化に努めています。
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阪南市（こども家庭課）
要保護児童対策地域協議会（阪南市児童虐待防止ネットワーク）において、代表者および実務者会議
で子ども家庭センターや警察、医療機関、その他関係機関との連携を図っております。
また、対応については、各関係課機関との情報共有を徹底し連携をとりながら、児童虐待防止及び早
期対応に努めております。児童虐待対応における体制強化については、持続可能な人員及び体制づくり
に努めてまいります。
田尻町
本町では、田尻町要保護児童対策地域協議会を設置し、大阪府岸和田子ども家庭センターとの連携の
もと、要保護児童等の早期発見及び保護または支援に取り組んでおります。今後は、保健師等の専門職
員配置を引き続き行い、保健センター・保育所・幼稚園・小中学校などの担当部局間での情報共有を徹
底し、警察署などとも連携を密にして体制強化を行い、児童虐待の早期対処と防止に努めてまいります。
熊取町（子育て支援課）
現在の子育て支援課の相談体制といたしましては、平成 28 年 8 月、
「子育て世代包括支援センター（通
称：すくすくステーション）」を開設し、妊娠期からの支援強化を図っているところでございます。また
平成 30 年 4 月から、0 歳から 18 歳までの児童とその家庭を対象とした児童相談を担う部門と母子保健
部門を同一グループに組織改編し、児童相談員と保健師の連携も一層強化されたところです。
また、要保護児童等への支援を適切に図ることを目的に、市町村が設置・運営する組織である「子ど
も相談ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）」に専門職を配置し、研修が義務づけられたこともあ
り、子育て支援課に協議会の事務局を置き、専門職が順次研修を受講しております。さらには国から勧
奨されているスーパーバイザーも平成 23 年度からすでに配置し、相談対応におけるチームアプローチが
できる体制となっております。
子ども相談ネットワークの活動は、大阪府岸和田子ども家庭センターや警察、医療機関、福祉関連施
設等幅広い参加機関で構成された代表者会議をはじめ、実務者会議、個別ケース検討会議、虐待防止啓
発活動、研修等行っております。他にも、関係機関には巡回相談を実施するなど、きめ細かな対応を目
指し、保育所や学校・相談機関が一体となり、引き続き連携を密にしながら、児童虐待の防止や相談対
応の質の向上に努めてまいります。
岬町
本町においては児童虐待の予防、早期発見、適切な対応を行うため家庭児童相談員を配置するととも
に、必要に応じて虐待対応外部アドバイザーの助言を受けられるよう体制の整備を行っています。
また、要保護児童対策地域協議会を設置しており、大阪府子ども家庭センターや、各自治体の児童相
談所や担当部局間での情報共有の徹底や、医療機関や警察との連携をとりつつ、今後も児童虐待への早
期対処と防止に努めてまいります。

４．教育・人権・行財政改革施策（３項目）
（1）指導体制を強化した教育の質的向上にむけて

＜補強＞

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こと。また、定数改善により必要な教職員数を確保すること。さらに教職員
の長時間労働を是正し、本来的な仕事の質を高めることにより、教育の質的向上をはかること。
（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。また、教職員の長時間労働の是正については、平成 30
年 2 月の文部科学事務次官通知をふまえ、今後も教職員の負担軽減を図り、教育活動に専念するための
支援体制を整備し、教育の質的向上に努めてまいります。
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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。
また、10 月より導入したＩＣカード式のタイムレコーダーにより、教職員の勤務時間を客観的に把握
し、時間外勤務の縮減に向けて活用し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、効果を測るアンケ
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」等、好評を得ており、
欠席率の低下、学習意欲の向上等、効果が出ています。
学校現場を取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。
また、平成 29 年度から全校一斉退庁日及び部活動休養日（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良い働き方ができるよう、学校長を通じ指導しています。
阪南市（学校教育課）
少人数での学級編成に関しましては、子ども一人ひとりに対して、より丁寧にきめ細かく指導できる
ことから、学習面・生活面において良好な結果が表れ、非常に有効であると認識しているところです。
しかし、対象学年の拡充に関しては、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
がございます。そこで、本市においては、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。
また、長時間労働については、各校にタイムレコーダーを導入し、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、教職員の適正な勤務に向けた取組を進めているところです。
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。
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とに、月
ごとの各個人の結果を熊取町教育委員会に報告してもらい状況を把握しております。平成 31 年度から
は、タイムカードを導入し、長時間労働解消に努めてまいります。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。
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うなど教育の質の向上をはかっ
てまいりたいと考えております。
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岬町
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

＜継続＞

★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、大阪府における奨学金返済支援制度を創設す
ること。併せて、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
給付型奨学金制度の拡充や奨学金返済支援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、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することを主に
泉佐野市奨学金貸付基金条例に基づき、経済的理由により修学が困難な生徒の進学を支援しております。
今後も、本事業の目的とする教育の機会均等及び人材育成の観点に基づき制度拡充に向け給付型支援
又は返還免除型制度への移行等を視野に入れ先進事例などを研究し検討してまいります。
泉南市（学務課）
「奨学金」制度の充実は利用者にとって重要な事と認識しています。その改善について、機会を通じ
て国や府に対して要望します。
阪南市（学校教育課）
昨年度新設された「給付型奨学金制度」をはじめとする様々な奨学金制度については、情報把握に努
め、市教委の窓口等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いては創設を求めつつ、国や府の動きを見ながら、慎重に検討をして
まいります。
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。
熊取町（学校教育課）
奨学金制度を活用している者及び返済困難な者が増加してきている現状については、認識しています。
返済に追われることなく健康で文化的な生活を送れるよう要望活動等を行っていきます。
岬町
給付型奨学金制度をはじめとする各種の奨学金制度については、窓口等においての周知を継続すると
共に、制度の拡充について、引き続き国に対して働きかけをしてまいります。
奨学金返済支援制度について、大阪府に対し創設を求めつつ、地元企業に就職した場合の奨学金返済
支援制度導入については、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）人権侵害等に関する取り組み強化について
①女性に対する暴力の根絶

＜継続＞

配偶者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、市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。
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（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、市役所本庁舎 1
階のパネル展示や市広報紙、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、市広報紙へ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、パープルリボンリース
作りの講座を実施しました。なお、市内各所にツリーやオブジェを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）
ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）等は、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。また、講座や情報誌を活用し、ＤＶに関する理解の啓発を図っていきます。
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。
平成 26 年 4 月の阪南市男女共同参画推進条例の施行、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 年度から「ＤＶ相談」専用電話を設置するとともに、様々な
悩みを抱えた女性の相談に専門カウンセラーが対応する女性総合相談事業も、平成 28 年度から月 1 日実
施を週 3 日に、平成 30 年度から週 4 日に拡大しております。さらには「女性弁護士による法律相談」を
実施するなど、今後とも支援体制の充実を図ってまいります。
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・ＨＰ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、男女共同参画社会情報誌への記事掲載や役
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、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。
今後も関係機関と連携しながら、さらなる支援体制の強化を図ってまいります。
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。
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②差別的言動の解消

＜継続＞

「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）が施行をうけ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、自治体においても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。
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。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、「外国人の人権」についても取組むべき主要
課題の 1 つとして掲げています。今後とも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組につきましては、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、在日外国人の人権を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おります。
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、相談体制を整え、迅速な対
応に努めています。
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、町ホームページにおいて啓発に取り組ん
でいるところであり、今後も大阪府や法務局などと連携のうえ、効果的な各種啓発活動を行ってまいり
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多様な価値観を認め合う社会の実現

＜新規＞

ＬＧＢＴなどのセクシュアルマイノリティに対する偏見、差別が根強くあるのは、ＳＯＧＩ（性的指向
と性自認）に対する社会の理解が進んでいないことが原因である。多様な価値観を認め合うことが必要で
あり、そうした理解を深めるために、行政として意識変革啓発活動に取り組むこと。また、2015 年 3 月
に東京都渋谷区が「同性パートナーシップ条例」を制定したように、各自治体においても同趣旨の条例制
定を進めること。また行政施設においては、多目的トイレなど、誰もが利用しやすい環境整備に取り組む
こと。
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（回答）
貝塚市
本市においては、ＬＧＢＴなどのセクシュアルマイノリティに対する理解を深めるため、市広報で「性
的少数者の人権」として、性的少数者への理解が不十分で偏見や差別があり、生きづらさを感じている
人がいることや、様々な性のあり方が存在することなどを掲載するとともに、市主催のじんけんセミナ
ーでは、ＬＧＢＴ当事者の方を講師にお招きして講演いただくなど、市民や職員の意識変革の啓発に取
り組んでいるところです。
今後も市広報やセミナーなどを通じて、より理解を深めていただくため広く啓発してまいります。
また、多目的トイレなど、誰もが利用しやすい環境整備については、今後、市庁舎の建替えが予定さ
れていますので、その中で取り組んでまいります。
泉佐野市（人権推進課、総務課）
いずみさの女性センターでは、いずみさの男女共同参画通信として「Ｆｉｎｅ」という情報誌を作成
しており、今年度はＬＧＢＴについて掲載しました。多様な価値観を認め合い理解を深めてもらうため、
今後も講座や情報誌等での啓発を進めていきます。
また、本庁舎には、来庁者の多い 1 階に多目的トイレを設置しており、これはどなたでも利用できる
ようになっております。また、施設については、誰もが利用しやすいように、日々改善に取り組んでま
いりたいと考えております。
泉南市
（人権推進課）
セクシュアル・マイノリティに対する理解については、講座や情報誌を作成する等し、啓発を図って
いるところです。また、セクシュアル・マイノリティに関しては「改訂第 3 次せんなん男女平等参画プ
ラン」において、
「性同一性障害を有する人などの人権についても尊重されること」として、基本理念の
1 つとして掲げています。条例の制定や施設の環境整備については、住民のニーズや近隣自治体の動向、
予算編成方針等を鑑みながら、必要に応じ検討します。
（総務課）
現在、市役所本館及び別館において、それぞれ各階に 1 か所ずつ多目的トイレを設置し、また、点字
ブロックを設け、誰もが利用しやすい施設運営に努めています。
今後も、市民が安心して利用できるよう環境の維持・充実に努めます。
阪南市（人権推進課）
多様性を認め合い、自分らしく生きていける社会をつくるためには、多様な性があることを知り、性
的指向や性自認への理解を深めることが重要です。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、ＬＧＢＴなどのセクシャルマイノリティをテーマに取り上げ、啓発活動に取り組ん
でまいりました。また、啓発講座実施時のアンケートにおいて、性別に関する設問を無くす等の配慮を
しているところです。
また、本市におきまして「同性パートナーシップ条例」についての議論は進んでおりませんが、セク
シャルマイノリティに対する偏見や差別を無くすための啓発活動を引き続き行うとともに、行政施設に
おいて誰もが利用しやすい環境づくりに取り組んでまいります。
田尻町
これまでＬＧＢＴなどのセクシャルマイノリティに対する偏見や差別をなくすため、多様な価値観を
認め合うために、当事者の方によるＬＧＢＴに関する講演会を実施しております。今後も、講演会の実
施や町広報・ＨＰによる周知等の啓発活動に取り組んでまいります。
また、公共施設において、誰もが利用しやすい環境整備に今後も取り組んでまいります。
熊取町
（人権推進課）
本町では、男女共同参画社会情報誌への記事掲載や講演会などを通じて、多様な性のあり方について
幅広く周知しており、セクシュアルマイノリティに対する理解促進に努めております。
また、条例制定については、法整備を含めた今後の動向を注視しながら、近隣市町との情報交換や研
究を行ってまいります。
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（総務課）
各公共施設等の適正な配置や効果的・効率的な管理運営については、その方向性を示す「公共施設等
総合管理計画」に基づき行っており、基本的な方針の一つである「施設の適正な維持管理と性能確保」
として、バリアフリー化など、ライフスタイルの変化の中で求められる水準に合わせた対策を進めてい
きます。
岬町
本町では、
「第 2 次岬町男女共同参画プラン」に基づき、男女参画的テーマに沿った意識改革の提案を
し、老若男女の問題意識を喚起することを目的としまして、女性も男性も生き生き暮らせる社会を実現
するたに、固定的な性別役割分担意識を解消し、様々な意識改革を推進しています。平成 29 年度おいて
は「ＬＧＢＴ」をテーマに啓発冊子を作成し、各戸配布に努めてまいりました。
今後も、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。
④就職差別の撤廃・部落差別の解消

＜継続＞

この間連合の「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ている。そうしたことからも、連合大阪は大阪府や労働局に対して就職差別の撤
廃にむけた要請を行っている。いまだ就職差別については根が深い問題であることから、企業への指導を
強化するとともに、部落差別解消法について市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、市と貝塚市企業人権協議会共催のじんけん入門セミナーの中で 1 コマ
を企業向けの内容で開催し、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向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推進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、部落差別の現状を正しく理解する研修例を提案し、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、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向けた施策を講じてまいります。
泉南市（人権推進課）
部落差別解消推進法の制定を受け、泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所に対し、公正な採用選考
については、研修会等で周知を図っているところです。
今後とも「部落差別解消推進法」の周知と併せ、部落差別の解消に向けた取組を行います。
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」等において、部落差別をはじめあら
ゆる差別を無くすための啓発活動に取り組んでおり、本年 7 月の「ヒューマンライツセミナー」でも、
部落差別解消法について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、今後とも事業所担当課と共に啓発に努めてまいります。
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・ＨＰ等を通して就職差別の撤廃を企業に周知してまいります。
また、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、町広報・ＨＰ等を通して、広く周知してまいります。
熊取町（人権推進課）
本町では、人権啓発情報誌をはじめ、街頭啓発や成人式で啓発ちらしを配布し、幅広い年代へ向け法
の周知を行いました。
また、企業の公正採用に向けた啓発については、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を通じて繰り返し啓発しているところであります。
今後も、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に向け、関係機関と連携しながら各種啓発活動
等を行ってまいります。
岬町
本町では、すべての企業、職場において就職差別の撤廃を図るため、学卒求人の申込みが始まる 6 月
を「就職差別撤廃月間」と定められていることから、大阪府や関係行政機関、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ながら、幅広い啓発活動の展開に努め、就職差別をなくすためには、採
用する企業側において、その社会的責任を果たす取り組みが必要なことはいうまでもなく、一人ひとり
が不公正な選考をしない「しない、させない、許さない」 という意識をもち、企業と皆さんが一体とな
った就職差別撤廃の気運を盛り上げてまいります。
また、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．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＞

「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が達成されるよう、ごみ排出
量の大幅削減に取り組むこと。ごみの分別回収の徹底により、廃棄物の再資源化を進めるとともに、リサ
イクル製品の購入・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、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、再生利用業の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目指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及び活用促進についても可能な限り努めてまいります。
泉佐野市（環境衛生課）
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）
3Ｒを引続き推進し、再資源化についても回収ボックスの設置等分別の徹底により循環型社会形成に取
組み、一般廃棄物の適正処理に努めます。
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また、エコマーク認定商品や、なにわエコ良品、グリーン購入等について、広報紙等で積極的にＰＲ
を行い普及に努めます。
阪南市（資源対策課）
本市におきましては、循環型社会形成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へ「ごみ収集日程表」、「ごみの分別・出し方マニュ
アル」を配布するとともに、広報やウェブサイトを活用し情報発信することで、ごみの分別や適正な排
出を支援し、ごみの減量化・再資源化の促進を図っております。
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も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
町内から排出されるごみ量は減少傾向にありますが、一人当たりごみ排出量は横ばい傾向にあります。
また、プラスチックごみ、空き缶・空きびん、ペットボトルなど資源ごみの分別収集を実施しています
が、収集量は減少傾向にあります。
今後も、リサイクル率の向上を図るため、分別収集の徹底とごみ減量化について、一般家庭はもとよ
り排出事業者等への啓発に努めるなど、循環型社会形成の取り組みを推進してまいります。
（2）食品ロス削減対策のさらなる推進

＜継続＞

★重点項目

大阪府の「食品ロス削減ワーキングチーム」の取り組みに基づき、具体的な削減効果が期待できる以下
のような取り組みを必要な予算を配分したうえで実践すること。
①食品流通過程でのさまざまな食品ロスの発生を抑制するため、食品関連事業者と連携した具体的な抑制
策を検討、実践すること。
②食品関連事業者からやむなく発生する余剰食品は、フードバンクなどの民間団体や社会福祉施設、子ど
も食堂を展開する組織などと連携するなどの活用策を検討し、できる限り食品を必要としている団体・
組織で消費できるように取り組むこと。
③教育委員会、消費者行政関連部局と連携し、学校教育や消費者教育の中で食品ロスの課題について積極
的に啓発の取り組みを実践していくこと。
④「食の都・大阪」は「食品を大切にする、食品ロスに敏感な街」であると認識してもらえるよう、観光
客も含めた府民・市民に対してアピールできるようなイベントやキャンペーンを効果的に行うこと。
⑤上記の①～④の取り組みの実践報告とその成果・効果を自治体のホームページなどで公表すること。
（回答）
貝塚市
食品ロスの削減対策については、フードバンクをはじめとする民間団体やＮＰＯ法人、ボランティア
団体などとの連携及び本市の教育委員会や関連部局との連携も含め、今後の取り組みのあり方について
研究してまいります。
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泉佐野市（環境衛生課）
食品廃棄物については、長期保存冷蔵庫購入に対する助成を実施するほか、食品リサイクル法に基づ
く取り組みや、その他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
（産業観光課）
①大阪府のワーキングチームの取組を注視し、関係機関と連携し適切な情報共有に努めます。
②関係機関と連携し適切な情報共有に努めます。
（生活福祉課）
②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。
（教育総務課）
③学校給食法及び食育基本法に掲げる理念や目的に基づき、学校給食を通じて広く家庭や地域との連携
を図りつつ「食育」を推進し、課題解決へ取組みます。
（清掃課）
④広報紙やウェブサイト、また小学校への出前授業等を通じて引続きＰＲや啓発に努めます。
（秘書広報課）
⑤食品ロスについては、広報紙にて啓発記事を掲載しています。また、市ウェブサイトにおいても食品
ロスに関するページを掲載しています。
（ホーム＞くらし・手続き＞ごみ＞「食品ロス」を減らそう）
阪南市（資源対策課）
食品ロス削減については、市ウェブサイトに「減らそう食品ロス」のページを新たに設け、大阪府と
府下市町村で作成した「食品ロス削減事例集（みんなで減らそう食品ロス）」を活用し啓発に努めており
ます。
また、11 月広報では特集記事を組み、市民の皆さんが取組めるような身近な食品ロス削減を紹介する
とともに、年末年始の宴会に向けた「3010 運動」（開始 30 分は席を立たずに料理を楽しみ、お開きの
10 分前は席に戻って、再度料理を楽しむ）の促進を図っております。
今後においても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、食品ロスの削減を促進で
きるように効果的な啓発活動に取り組んでまいります。
田尻町
①・②廃棄物減量等推進審議会において、食品関連事業の委員も参加していただいており、今後、審議
会においても、食品ロスに関する審議を検討して参ります。
③栄養教諭を中心に、家庭科、社会科、道徳科等で、学級担任と協働し、食品ロスのみに限らず、食育
に関する諸課題について、授業を通して取組みを進めています。
④今後、町が主催する各種イベントの中で、啓発活動等に取り組むことを検討して参ります。
⑤必要に応じ、公表を行って参ります。
熊取町（環境課）
食品廃棄物の削減については、「毎週月曜日は“食べマンデー”」をキャッチコピーとし、広報、ホー
ムページへの記事掲載をはじめ、町内小中学校、公共施設へは啓発ポスターの掲示や同チラシの配布、
毎年 11 月に開催する環境フェスティバルにおいては啓発パネルの掲示などにより周知を行っていると
ころであり、また、小学 4 年生を対象とする環境教育（4Ｒ運動）においても、カップラーメン等を用い
て具体的な 1 人 1 日あたりの食品ロス量（約 139ｇ）を体感してもらうなど、積極的にＰＲしておりま
す。
また、大阪府の「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
食品ロス削減に向けた取り組みは、廃棄物の減量をはじめ資源の有効活用等の観点から重要な取り組
みであると考えております。食品ロス削減に向けて、住民や事業者に対する理解と取り組みを推進する
ため、大阪府をはじめ関係機関と連携した啓発活動や手法等について検討してまいります。
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（3）消費者教育の推進

＜継続＞

①特殊詐欺や悪徳商法の被害低減
②学校現場や成人年齢が 18 歳に引き下げられることに対する新成人に向けた情報提供や啓発
③消費者庁の「倫理的消費」調査研究会の取りまとめが 2017 年 4 月に公表されており、倫理的な消費者
行動を促す消費者教育や、雇用・労働を含む人や社会に配慮した消費行動（エシカル消費）の推進
上記 3 点の事項など、昨今の社会情勢のなかで消費者教育の重要性は増している。また、接客業従事者
と消費者との健全なコミュニケーションにもとづく消費活動を促すためにも、消費者教育の果たす役割は
大きい。
このような社会情勢を鑑み、大阪府での消費者教育の取り組みを推進するためにも、消費者教育の推進
に関する法律第 20 条 1 項に規定される「消費者教育推進地域協議会」または消費者保護審議会などの中
の消費者教育推進のための専門部会を早急に設置すること。設置に当たっては、消費者団体、事業団体、
教育機関、労働者団体、警察などと連携し、効果的な取り組みを実践すること。
（回答）
貝塚市
本市では、消費者教育推進地域協議会などの専門部会の設置については、現在のところ考えておりま
せんが、特殊詐欺や悪徳商法の撲滅を目指し、広報紙及びホームページに記事を掲載するとともに、市
内の商業施設や公共施設にパンフレットを配架し、消費者への情報提供、注意喚起を行っております。
また、消費者教育の一環として講演会を実施し、消費者としての知識を深める場を提供するなど、消費
者教育の推進に取り組んでいるところです。
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
（生涯学習課）
2022 年 4 月に迫った民法改正による成人年齢の引下げについては、若年者の自立を促す施策や消費者
被害の拡大を防止する施策等の環境整備が必要であるとの指摘がされており、国による取組を注視しな
がら、どのような方法が効果的か近隣自治体の動向を勘案しながら検討します。
（産業観光課）
法律第 20 条 1 項に規定される設置にあたっては、関係機関との連携を確認し、他市町村の動向を踏ま
えながら、実現性の検討を行います。
阪南市（まちの活力創造課）
市広報誌や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詐欺手
口等の迅速な情報発信に努めるとともに、関係各課と連携し、周知啓発や消費者教育に努めております。
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 日へと拡充しております。
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
消費者教育を推進するための専門部会設置について、国や大阪府、関係団体と連携し、本町における
消費生活をめぐる現状と課題の整理をするとともに、本町に適した消費者行政・施策を研究し、効果的
な取組を実施するための検討をしてまいります。
熊取町（産業振興課）
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ほか、成人年齢引
き下げに対する対応として、町内大学への出前講座を新たに実施するなど、消費者教育の充実に取り組
んでまいります。
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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、消費者教育推進地域協議会の設置については関係機関との連携が可能か、近隣の状況を見な
がら検討を行って参ります。
岬町
広報誌や町ホームページ、町内イベント等を活用し消費者や新成人への情報提供や注意喚起を行うと
ともに、若年者や高齢者、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など倫理的な
消費者行政を促す消費者教育や人や社会に配慮した消費者行政の推進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（７項目）
（1）空き家対策の強化

＜継続＞

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
町村での特定空家等に対する具体的な取り組みがさらに強化・促進されるよう、「空家等対策計画」に基
づき、対策を講じること。
（回答）
貝塚市
本市においては、平成 27 年 5 月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、
「法律」
という。）」に基づき、空家等に関する必要な施策を適切に講ずるために、貝塚市空家等対策計画（以下、
「計画」という。
）を平成 30 年 6 月に策定しました。計画の基本方針である「空家等発生の抑制」
「空家
等の適正管理」「空家等の利活用」に基づき、空き家対策の取組みを進めており、平成 30 年 9 月より、
市内各町会の協力を得て、空き家の管理状況などを収集し現地確認を行っているところです。
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家に対しては、特定空家等の認定基準や必要な
措置を講じることを定めた「貝塚市特定空家等対応要領」を基に特定空家等の認定を行い、所有者に対
し法律の規定に基づいた措置を段階的に講じています。
泉佐野市（都市計画課）
平成 27 年 5 月 26 日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されたことをうけ、本市
におきましても、
「安全・安心で豊かに暮らせるまちづくり」の実現に資するための重要な課題であるも
のと認識しております。
まず、本市の「空家等対策計画」につきましては、計画策定に先立ちまして、泉佐野市内の空家等の
実態調査を平成 28 年度に実施しておりまして、その調査結果を踏まえて、平成 29 年度末に計画策定を
行っております。今年度からは「空家等対策計画」に基づき対策を講じているところでありますが、具
体的には、
「特定空家等がもたらす地域への悪影響の解消」を基本方針のひとつとして、従来からの民間
建築物に対する耐震改修工事や除却工事の補助金制度に加えまして、空家である場合に補助金を上乗せ
する制度を創設しております。
また、
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく特定空家に指定された空家につきまして、所
有者自ら除却する資金的能力が無く、土地と建物を同時に市に寄附できる場合に、市が寄附を受けて、
市が特定空家を除却するといった制度も創設しております。
市としましては、周辺住民に悪影響を及ぼしている空家所有者に対しまして、ダイレクトメールで、
これらの制度を周知するように努めており、平成 28 年度の実態調査において、
「危険度が高く解体が必
要」と判断された空家 30 件に対して周知を行ったところ、5 件が除却工事の補助金制度を利用して除却
しているところであります。
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また、市が寄附を受けて特定空家を除却する事業につきましても、今年度は 1 件実施する予定となっ
ておりまして、
「特定空家等がもたらす地域への悪影響の解消」にむけて、積極的に取り組んでいるとこ
ろであります。
しかしながら、どうしても市からの助言・指導に応じていただけない場合につきましては、
「空家等対
策の推進に関する特別措置法」に基づき、特定空家に対する、助言・指導、勧告、命令、行政代執行と
いった手続きに進んでいくことになります。
市としましては、できるかぎり、行政代執行に至るまでに解決するための施策として、除却工事の補
助金制度や特定空家の寄附受け制度等を実施しているところで、平成 31 年度におきましても、引き続き、
「特定空家等がもたらす地域への悪影響の解消」にむけて、現在その予算措置を行っているところであ
ります。
泉南市（住宅公園課）
適正に管理されない空き家は、老朽化による倒壊等で周囲に被害を与えるほか、防犯、衛生、景観上
においても深刻な影響を与えることから、本市では平成 30 年 3 月に泉南市空家等対策計画を策定し、空
家等の所有者に対し、指導、助言を行い、適正な管理の実施につなげています。
引続き、広報紙等を利用して、空家等の適正管理を呼びかける等、空き家の発生抑制に努めるほか、
泉南市空家バンク制度を活用し、空家等の利活用の促進を図り、空き家の解消、地域の活性化、安全・
安心な住環境の確保に努めます。
阪南市（生活環境課）
平成 29 年 4 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」第 6 条の規定に基づく「阪南市空家等対策
計画」を策定し、法定協議会を年 3 回開催して特定空家等に対して勧告等を行っております。
今後も本計画を推進し、関係課と連携しながら空き家対策に努めてまいります。
田尻町
本町では、今年度に空家等対策計画を策定する予定です。この計画に基づき、空家対策を進めてまい
ります。
熊取町
（環境課）
環境課に周辺住民に影響を及ぼす不適正な空き家の通報があった場合、空き家所有者に対し、美しい
まちづくり条例に基づく空き家等の適正管理を求める通知を行い、関係課と連携し対応しているところ
です。また広報・ホームページにおいて、空き家所有者に対し空き家の適正管理を周知・啓発している
ところです。
（まちづくり計画課）
空家等対策計画の策定にあたり、平成 30 年度に町内の全自治会に対して、空家実態調査を実施しまし
た。次年度においても、空家等対策計画の策定に向けた事務を進めてまいります。
岬町
本町では、平成 30 年度に岬町空家等対策協議会を設立し、当該協議会と連携しながら岬町空家等対策
計画の策定を進めており、年度内に策定が完了する見込みとなっています。
当該計画には、特定空家等に対する具体的な取組内容も盛り込まれていますので、平成 31 年度につき
ましても、岬町空家等対策計画に基づく特定空家対策を進め、住民の良好な住環境の維持に努めてまい
ります。
（2）「交通政策基本計画」にもとづく施策の推進

＜継続＞

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」が策定されているが、さらなる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。また、地域公共交通確保維持改善事業により設置される協議会や改正地
域公共交通活性化再生法にもとづき設置される協議会には、交通労働者代表、利用者や地域住民の声が反
映されるように協議会参画などの対応を行うこと。
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（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。本計画の策定にあたり、
「貝塚市地域公共交通活性化協議会」を設置し、その委員とし
て交通労働者代表、利用者及び地域住民の代表等に参画いただきました。
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）
平成 14 年から、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、
障害者等の交通手段の確保を図っています。
平成 29 年 4 月からは、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
型車両を 2 台導入するとともに、運行時刻、運行路線の見直しを行い、特に市民からの要望が多かった
商業施設への乗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して、快適な移動手段を確保するために、利便性の向上に努め
ます。
阪南市（都市整備課）
本市では、昨年度、今後の人口減少や高齢化の進展を見据え、まちづくりに関する施策と連携した将
来にわたって持続可能な本市の公共交通のあり方である阪南市公共交通基本計画を策定いたしました。
今後は、道路運送法に基づく地域公共交通会議等を設置検討するなかで、多様な主体に参画頂きご意
見を賜りながら、本計画に基づき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
阪府との連携については今後とも緊密に行います。
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、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
本町におけるコミュニティバスの運行において、持続可能な公共交通のあり方を検討するため、平成
27 年 7 月に「岬町地域公共交通会議」を設置し公共交通の確保維持に取り組んでいます。今後とも、府
内市町村の状況を踏まえ、大阪府をはじめとする関係機関と連携し、検討を進めてまいります。
（3）交通バリアフリーの整備促進と安全対策

＜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、南海二色浜駅、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東貝塚駅につきましても、西日本旅客鉄道株式会社が、バリアフリー化に向けての取り組み
を進められているところです。
なお、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
財政措置を講ずることは考えておりません。
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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、平成 29 年度には南海鶴
原駅のバリアフリー化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、鶴原駅につきましては、一定の整備が行われたところであります。また、今年度
は南海井原里駅のバリアフリー化を整備しているところであり、今年度と平成 31 年度の 2 か年で完成で
きるよう、現在、平成 31 年度の予算措置を行っているところであります。
鉄道駅舎のバリアフリー化につきましては、平成 23 年 3 月 31 日のバリアフリー法に基づく基本方針
の改正により、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おりますが、泉佐野市では井原里駅のバリアフリー化が完成しますと、1 日当り
の乗降客数が 3,000 人以上の駅は全てバリアフリー化されたことになります。
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
（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。
（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。
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、平成 29 年度にＪＲ和泉鳥取駅のバリアフ
リー化工事が完了しました。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鉄道事業者と事業内容、事業スケジュール、費用負担
などについて、詳細に協議を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。
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（4）防災・減災対策の充実・徹底

＜補強＞

★重点項目

自治体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、自治体が作成した「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、市町村の支援を行うこと。さらに災害発生時における情報
提供のツールとしての自治体のホームページについて、見やすくわかりやすい様に工夫を行うこと。
（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ため、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）
」の策定に取
り組んでおります。
また、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。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
を行っているところもあり、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。
さらに、災害発生時に見やすくわかり易く情報提供できるよう、ホームページのリニューアルに合わ
せて工夫を行ってまいります。
泉佐野市（自治振興課）
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「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、今年度市が全戸配付を行っ
た安否確認タオルの掲示により安否確認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 2,500 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。
ホームページについては、今回の台風第 21 号の被災時に市からの情報をトップページに掲載し、すぐ
に情報が見られるような工夫を行いましたが、今後も素早い情報提供に努めてまいります。
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。今後も当マップを活用し、防災訓練等において、防
災知識の普及啓発を継続的に実施します。
避難行動要支援者名簿については、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。
災害発生が予想される場合及び災害発生時は、ウェブサイトの緊急情報に必要な情報を掲載しています
が、よりわかりやすい周知に努めます。
（秘書広報課）
市ウェブサイトでは、トップページに「緊急情報」という掲出枠を設けており、ウェブサイト訪問者
が、情報を得やすいデザインを採用しています。
より効果的に、訪問者へ情報を伝達できるよう、タイトルのつけ方や掲載情報の精査等、緊急時の情
報発信が滞りなくなされるよう運用管理に努めます。
阪南市（危機管理課、市民福祉課）
平成 27 年度に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 月に全戸配布及
び本市ウェブサイトへの掲載を行いました。
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また、本市の防災拠点施設として、市役所に隣接した防災コミュニティセンターの運用を開始し、防
災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、今後も様々な取
組により、防災、減災対策の啓発を行ってまいります。
なお、災害発生時の本市ウェブサイトについては、緊急情報として最新の情報をより早く提供できる
ようトップページに大きく表示しており、今後も随時わかりやすいよう工夫し、提供してまいります。
さらに、避難行動要支援者名簿については、情報更新や地域への情報提供のための同意取得に積極的
に取り組み、また、自治会、民生委員、ＣＳＷ、社会福祉協議会（校区地区福祉委員会）等と連携し、
引き続き、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、今後も引き続き様々な訓練や研
修を継続的に行います。また、自主防災組織が中心となり、住民が自助と共助の理念のもと災害時に行
動できるよう支援・育成に努めてまいります。
また、町ホームページ・町登録メール・広報紙など様々な媒体を用い、全ての住民に必要な情報が伝
わるよう創意工夫してまいります。
避難行動要支援者については、平成 27 年 1 月に田尻町避難行動要支援者プランを策定し、要支援者名
簿の整備、名簿活用の同意を経て、28 年度から個別計画の策定に着手しました。以後、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毎年実施しております。
熊取町
（危機管理課）
災害対策の啓発については、熊取町地域防災計画を役場住民情報コーナーや図書館、ホームページで
閲覧していただくことができるようになっており、また、風水害や地震災害に関する情報提供と災害時
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、「地域
防災計画」とあわせ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。
また、ホームページにおいては、防災マップ、ため池ハザードマップ、避難所等についてトップペー
ジにおいて一括表示し、より分かりやすい防災情報発信に努めているところです。
自主防災組織については、本年度をもって町内の全ての自治会で自主防災組織が結成されたところで、
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設立した自主防災組織連絡協議会において、自主防災組織
の充実強化と、さらなる地域防災力の向上を目指して行きます。
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います。
（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います。
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、自主防災組織等の活動や訓練への支援など継続的な防災・減災への取り組みを行っ
てまいります。また、ホームページの災害関連情報についても改善に努めてまいります。
（5）地震発生時における初期初動体制について

＜新規＞

★重点項目

緊急時においては、自治体職員のマンパワーが重要である。特に地震発生においては、初期初動体制が
極めて重要である。各自治体においては、非正規職員が多くを占めている現状の中で、緊急時に十分な対
応ができるような人員体制を確保すること。また震災発生においては、交通機関がマヒしていることから、
勤務地にこだわらず職員の自宅から最寄りの自治体に出勤し対応にあたるなど、柔軟に対応できるよう日
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常的に市町村間の連携を行うこと。
また、地震発生の時間帯が帰宅・出勤（通学）時間帯と重なった際の帰宅困難者の対応についても今回
の大阪北部地震をうけて検証を行うこと。
さらに、外国人のための災害発生時の多言語での対応は、在住者のみならず外国人観光客への迅速な情
報発信も含めた支援体制を早急に構築すること。特に、①外国人観光客が利用できる避難所の設置、②発
災時の情報入手方法をまとめた多言語パンフレットを大阪を訪れる観光客に配布する工夫などに取り組
むこと。
（回答）
貝塚市
昨年 6 月の大阪北部地震の被災市町では、発災後の初期段階から通常業務と災害応急対策の両立を図
ったため、災害対応に従事する職員が不足する事態が生じたと仄聞しています。昨年度に策定した本市
の「業務継続計画【地震災害編】」の中で、災害時の職員の参集予測及び非常時優先業務の選定を行った
が、限られた参集職員で効率的な初動体制を組むために、災害時の優先業務の再整理、全庁的な災害対
応体制の整備や職員の対応力強化に努めます。
災害時に、勤務地にこだわらず職員の自宅から最寄りの自治体に出勤し対応にあたるためには、職員
の居住地や雇用関係を考慮すると、少なくとも府域の自治体全体の合意や課題の整理が必要で、実現は
困難と考えられます。
また、帰宅困難者への対応についても、現在、大阪府による検証が行われており、その結果の公表を
受け、市で取り組むべき課題の整理を行います。
さらに、外国人のための災害発生時の多言語での対応については、大阪府や観光協会、国際交流協会
等と連携し、支援体制づくりに努めます。
泉佐野市（自治振興課）
平成 28 年 7 月に地域防災計画を改訂し、各部課の災害時の役割分担を明確にして素早い初動体制がと
れるようにしています。また、避難所指定している施設で指定管理者制度を利用している場合は指定管
理者の協力を得て避難所運営を行っており、限られた職員で災害対応ができるように今後も連携を図っ
てまいります。さらに、本市の近隣に居住している大阪府職員が勤務時間外に府内で震度 5 弱以上の震
度を観測した場合に緊急防災推進員として参集し、初動体制の確立や被害情報の収集と府災害対策本部
への情報伝達等を担うこととなっていますが、府と協力し参集訓練を行うなど日頃から連携をとれるよ
うに努めてまいります。
外国人への多言語対応については外国人向けに市内の観光情報をスマートフォンでＱＲコードを読み
込むことで、10 か国の言語で見ることができるサービスを提供していますが、そのシステムを活用し防
災情報も提供できるようにしています。また、避難所指定している市内の府立高校等と協力し、避難所
の多言語表記を進めるなど、外国人観光客も利用しやすい避難所作りを図ってまいります。
泉南市
（危機管理課）
地震を想定した業務継続計画を策定し、初動活動期である 3 日間までの職員参集率は約 80％と想定し
ています。地震発生直後に参集できない場合は、各自応急措置等を行い、状況が改善した場合、各職場
へ参集するよう職員災害初動マニュアルに規定しています。
帰宅困難者対策については、事業者等に対して必要な対策の普及・啓発に努めます。
避難所は、地震の震度、災害の規模等を考慮し、必要な地域に開設しますので、観光客を含めた外国人
避難者に対して、多言語による情報提供、避難誘導体制のあり方や必要な対策について検討します。
（人事課）
「泉南市定員管理計画」に基づき、将来を見通した計画的な職員の採用を行い、適正な人員配置に努
めているところです。災害時に必要とされる応急対策の業務を迅速かつ的確に実施するため、事前に職
員の動員基準・方法について、非正規職員を含め、全ての職員に周知徹底を図り、体制整備に努めます。
（産業観光課）
大阪観光局や本市観光協会等の関係機関と連携し、外国人観光客に向けての観光ＰＲ活動時等に災害
発生時の情報入手方法をまとめたパンフレット等を併せて配布する等、緊急の際の情報発信に努めます。
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（秘書広報課）
外国人在住者や、観光客への情報発信について検討を進めます。
阪南市（危機管理課）
災害時、あるいは災害の発生を防御するための人員体制については、災害対策本部が組織的に機能す
るよう配備区分を設け、状況に応じて動員できる体制を整えております。
次に、自治体間の連携については、府内に震度 5 弱以上の地震が発生した場合には、市と大阪府の連
絡調整の補助として、近隣在住の大阪府職員が自宅から市の災害対策本部に自主参集するなどの連携を
行っております。
次に、帰宅困難者の対応については、大阪府や近隣市町及び事業者等との情報共有を図ることで、連
携した帰宅困難者への対応体制の構築を検討してまいります。
次に、在住外国人及び外国人観光客のための避難所については、現存の避難所を活用していただくこ
とを考えております。また、多言語パンフレットについては、現在、市ウェブサイトにおいて、多言語
対応版阪南市総合防災マップ（日本語を含む 5 カ国語（日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語））
を提供しております。
田尻町
これまでと同様、定員管理計画に基づき、効率的かつ効果的な組織体制の構築に努めるとともに、震
災発生時の職員に係る自治体間の連携については、今後、効果の有無も含め、検証してまいります。
また、災害時の多言語対応については、災害時音声データベースなどのツール活用と併せ、訪日外国
人に対し町域のホテルで災害関連情報を提供することも検討してまいります。
熊取町（危機管理課）
本町における災害時の職員体制については、熊取町地域防災計画及び熊取町災害応急対策実施要領「職
員行動マニュアル」において定め、災害時の体制について、段階的に体制を確保し、災害時の非常事態
に対し、適時適切な職員配備の対応に努めているところです。
また、熊取町業務継続計画（ＢＣＰ）を策定したことにより、災害時等非常時におきましては、各部
署の通常業務を縮小し、非常時における優先業務について明確にしたところで、適切な人員体制及び業
務の対応が図られるものと考えおります。
自治体間の連携については、大阪府においては、地震発生時において市町村参集緊急防災推進員が配
置され、本町で大阪府との連絡調整の業務に従事いただく制度が確保されており、また、平成 25 年に泉
州地域・堺市以南の 9 市 4 町で広域的な応援体制の確保について泉州地域災害時相互応援協定を締結し
ており、毎年堺市が実施している総合防災訓練には本町も参加しているところです。
大阪北部地震を受けての検証につきましては、大阪府における各種説明会や危機管理部局等会議での
情報提供等により、今後も、対応等について調査研究に努めてまいります。
また、外国人に向けた情報発信や避難所対応等については、今後、国、府の状況を踏まえ、調査研究
に努めてまいります。
今後も、職員や各地区の自主防災組織等関係者に対し、防災知識の発信、情報の共有を図り、地域防
災力の向上に努めてまいります。
岬町
平成 30 年 7 月豪雨を教訓に、災害対策本部の配備体制を強化したところであるが、災害時の参集体制
等については毎年見直しを行い、初動体制の確保に努めます。また、帰宅困難者の対応等についても検
討してまいります。
（6）集中豪雨など風水害の被害防止対策

＜補強＞

★重点項目

西日本を中心に広範囲かつ豪雨により、大きな被害が発生した。これまでも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。今回の西日本の豪雨災害をみても、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が非常に重要であると考える。あらためて未然防止の観点からも緊急に対策を講じ
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
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に実施するとともに、自治体が発令する避難情報の内容について、ハザードマップも含めて一層の周知・
広報を行うなど、日頃の防災意識が高まるよう取り組むこと。
（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や治水整備については、大阪府が事業主体と
なりますことから、要望があったことを大阪府に伝えます。
泉佐野市（自治振興課）
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）
大阪府指定の土砂災害警戒区域等が存在する地区については、平成 29 年度に地区住民の協力のもと地
区毎のハザードマップを作成及び配布しました。また、土砂災害や洪水災害の恐れのある土砂災害警戒
区域等や河川の整備等、ハード対策については、引続き大阪府に要望や協議を行います。
避難情報の種類や、住民等がとるべき行動については、市の広報紙、市ウェブサイトに掲載し、引続
き周知を行います。
阪南市（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土のうの搬入等により対応
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
階で避難して頂けるよう、気象情報等の情報収集に努めるとともに、防災行政無線やエリアメール及び
広報車に加え、大阪府防災情報システムや各種マスメディア等を利用し、避難に関する情報発信に取り
組んでおります。
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。
加えて、町登録メールによる情報発信・提供を実施しており、今後も住民に確実に情報が伝わるよう
取り組んでまいります。
熊取町
（危機管理課）
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
川住吉川と雨山川においては、河川の水位をリアルタイムで監視できるよう、大阪府において河川監視
カメラを整備されており、また、必要に応じ、水路改修工事等についても随時取り組んでまいります。
本町での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改訂を受け、これを踏まえた熊取町避難勧告等の判断・伝
達マニュアルの作成を行ったところで、今後も適時適切に運用し、非常時における住民周知、広報に努
めてまいります。
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（水とみどり課）
過年度より大阪府と連携し、ため池や調整池を活用した河川への流出抑制対策に取り組むとともに、
土砂災害の危険箇所がある地区には、地区ごとに周知を行い、あわせて地区住民とともにハザードマッ
プの作成に取り組んでおります。また、ため池においても、万が一ため池が決壊した場合、ため池下流
への影響が大きいため池から順次ため池ハザードマップを作成し、住民に周知をしております。この他、
浸水対策事業として水路改修工事等に随時取組み、また、森林整備として、一定の区域において、山の
法面崩壊を未然に防止するため、植林や間伐など林地整備に取り組んでおります。
岬町
（都市整備部局）
異常気象の影響による土砂災害の増加や、新たな宅地開発により土砂災害危険箇所が増加しているこ
とを踏まえ、町内住民の人命を守るべく大阪府によって行われている土砂災害防止工事と併せてソフト
対策の充実を図ります。
なお、ソフト対策としては、がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地にある住宅の移転・
除去を促進するため、移転除去補助事業を実施します。
（危機管理部局）
氾濫防止のための河川改修や浚渫については、大阪府に要望し、順次実施しているところです。災害
が発生しやすい箇所については、大阪府とも協議しながら、維持・管理に努めてまいります。また、防
災情報については、防災行政無線、町ホームページ、防災メールなどを通じて迅速かつ正確な情報提供
に努めてまいります。
（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。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（自治振興課）
泉佐野市内の駅構内及び公共交通機関での暴力行為につきましては、低い水準であると聞いており、
本市では、平成 27 年 4 月に犯罪発生率の高い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。今後、公共交通機関での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。
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。警察機関との連携等、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）
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）
泉南警察署及び関係団体と連携し、防犯についての啓発活動やパトロール等を行っており、また、駅
周辺に防犯カメラを設置することにより、犯罪発生の抑制に努めております。今後も、犯罪行為を抑止
するための取り組みを推進してまいります。
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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
本町内の主要駅の駐輪場には、高齢者を狙ったひったくりなどの街頭犯罪や自転車窃盗などを抑止す
るため防犯カメラを設置しております。また、町内を運行するコミュニティバス車内へのドライブレコ
ーダー設置を検討しております。今後とも管轄警察署と連携し、犯罪抑止に向けた啓発やパトロールの
強化をはじめ、主要駅への巡回についても協議、検討してまいります。

７．大阪南地域協議会統一要請（１項目）
（1）ブロック塀の耐震化について

＜新規＞

平成 30 年 6 月に発生した大阪北部地震により、ブロック塀の下敷きになって尊い命が失われました。ま
た、多くの公共施設、民間住宅や工場などのブロック塀も、倒壊あるいはひび割れが発生し、早急な対策が
求められています。また、南海トラフ地震の発生が予測される中、通学路や避難経路に面したブロック塀の
耐震化など、恒久的な対策も喫緊の課題と考えます。
既に、各自治体において対策が進んでいるものと考えますが、改めて以下の項目について調査、確認した
く、ご回答願います。
①各行政管内のブロック塀の数（公共）
②

〃

（民間）

③耐震化対策が完了したブロック塀の数（公共）
④

〃

（民間）

⑤民間のブロック塀を耐震化する場合の助成制度の有無と内容
（回答）
貝塚市
①本市行政管区内の市有施設において通学路に面するブロック塀の数は 8 施設 13 件です。
②本市行政管区内の民間で通学路に面する民間のブロック塀の数は 311 件です。
③市有施設における通学路に面するブロック塀について、その耐震化対策として、塀を撤去し、ネット
フェンスに付け替えた件数は、工事中を含め現在 5 施設 5 件です。危険度の高い施設より順次施工し
ています。
④本市ブロック塀等撤去費補助金の交付を受け、塀の撤去が完了した民間のブロック塀の数は 20 件で、
そのうち通学路に面するものが 8 件です。
⑤現行の建築基準法の規定に適合していないブロック塀等の撤去を行う方に対して、その費用の一部を
補助する制度を平成 30 年 8 月より開始しています。
国・府又は市道に面する、高さが 60 センチメートルを超えるブロック塀等を全て撤去する場合に、工
事費又は、基準額（見附面積 1 平方メートルにつき、1 万 3 千円を乗じて得た額）のいずれか少ない額
に 2 分の 1 を乗じた額で、15 万円を限度額として補助します。
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泉佐野市（都市計画課）
平成 25 年 11 月に耐震改修促進法の改定が行われ、大阪府では平成 28 年 1 月に「住宅建築物耐震 10
カ年戦略・大阪（大阪府耐震改修促進計画）」を策定しており、泉佐野市におきましても平成 29 年 3 月
に「泉佐野市耐震改修促進計画」の改定を行い、建築物の耐震性の向上を図るための基本計画として、
平成 37 年度末における住宅の耐震化率の目標を 95％に設定し、住宅の耐震改修の補助金制度等、耐震
化に向けた支援策を行っているところであります。しかしながら、平成 30 年 6 月 18 日に発生した大阪
北部を震源とする地震の影響を受け、建築物だけではなく、ブロック塀等の倒壊に伴い生じる被害を未
然に防止する必要性があるとの判断から、
「泉佐野市ブロック塀等除却・軽量フェンス設置工事補助金交
付制度」を平成 30 年 8 月 1 日に創設いたしました。
本制度は、ブロック塀等の倒壊により生じる被害を未然に防止することで、人身事故の防止及び避難
経路の確保を目的とするもので、道路に面したブロック塀等の除却工事に対して工事費の一部を補助す
るものであります。
制度の内容としましては、道路に面したブロック塀を除却する工事費用について、最大 15 万円補助す
るもので、工事費が 15 万円未満の場合は、その額を補助するものであります。また、ブロック塀等を除
却した後に、塀を新設する場合につきましても、軽量フェンスで新設する場合には、設置工事費につい
て最大 20 万円補助するもので、工事費が 20 万円未満の場合はその額を補助するものです。また、平成
31 年度におきましても、引き続き本制度を実施するため、現在その予算措置を行っているところであり
ます。
なお、ブロック塀の数につきましては、すべてを把握している状況にはありませんので、ご理解いた
だきますようお願いいたします。
泉南市
本市の緊急安全点検で確認している項目は、下記のとおりです。
①市が管理する 278 施設で緊急安全点検を実施しました。現行の建築基準法に適合しないブロック塀を
45 施設で確認し、そのうち緊急性の高い 9 施設について、補正予算を計上する等し、ブロック塀の撤
去及び軽量フェンス等への改修を順次進めます。（危機管理課）
②教育委員会が主導し、通学路において危険なブロック塀がないか、緊急安全点検を実施しました。379
件の危険個所を確認し府へ報告しています。（指導課）
⑤ブロック塀等の撤去費用の一部を助成しています。
（都市政策課）
⑤法不適合等ブロックについても、現在、国等において、公共施設のブロック塀対策に係る補助制度の
創設に向けての動きもあり、これらの動向を注視しながら、既存の補助制度及び新たに創設される補
助制度を積極的に活用し、法不適合等ブロックの撤去及び改修の取組を進めます。（危機管理課）
阪南市（行政経営室、都市整備課、教育総務課）
①市内で公共施設内にブロック塀がある施設は 46 施設ございます。
②大阪府教育庁からの点検依頼の結果、通学路におけるブロック塀の問題箇所数は 1,003 箇所です。点
検結果については、関係部局や学校現場と共有し、児童生徒の安全な通学のための指導に役立ててい
ます。
③本市公共施設のブロック塀等について、本市ではブロック塀を撤去しネットフェンスを設置するなど、
地震発生後に、緊急に対策が必要と思われる箇所については部分的に完了しています。
④市内において、民間の耐震化対策が完了したブロック塀の数は把握していません。
⑤現在、民間のブロック塀を耐震化する場合の助成制度は創設していません。今後、大阪府内のブロッ
ク塀に対する助成制度の実施状況等を踏まえ、検討してまいります。
田尻町
①16 か所
②管内の全てのブロック塀を対象に調査していないため、把握できていません。
しかし、通学路のブロック塀について調査しました。その結果、33 件の適合しないブロック塀があり
ました。
③6 か所
④補助制度を活用し、3 件の改修がありました。（Ｈ31.1.18 現在）
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⑤10/1 よりブロック塀等の撤去に対する補助制度を創設しました。
1.趣

旨

田尻町では、道路を通行する方の安全を確保するため、また、迅速な避難及び復旧の経路を確保す
るため、道路に面している民有地のブロック塀等の撤去に係る費用を補助します。
2.制度概要
制度概要は、以下のとおりです。なお、不明な点がありましたら、下記問合せ先までご連絡くださ
い。
【補助対象者】
ブロック塀等の所有者であり、町税の納付に滞りがないこと。
【補助対象工事】
撤去するブロック塀等（コンクリートブロック塀、コンクリート塀、石塀、レンガ塀、土塀等
をいい、ブロック塀等の一部にフェンスが存在するものを含む。）が道路（国、大阪府又は田尻
町が管理する道路）に面しており、高さが 60ｃｍ以上のものであり、道路に面する部分のブロッ
ク塀等を全て取り除くこと。
【補助金の額】
工事費等の額又は撤去するブロック塀等の見附面積 1 ㎡につき 13,000 円を乗じて得た額のい
ずれか低い額（千円未満は切り捨て）とし、30 万円を限度

とする。

※見附面積は、撤去するブロック塀等の（延長×高さ）です。
※フェンス、シャッター、建具等は、見附面積に含みません。
【受付期間】
平成 30 年 10 月 1 日から平成 31 年 9 月 30 日まで（土・日、祝日、年末年始は除く。）
8 時 45 分から 17 時 15 分まで
【その他】
平成 30 年 6 月 18 日に発生した大阪北部を震源とした地震以降で、本補助制度創設前に工事着
手した工事については、対象となりますのでご相談ください。
3.申込み先及び問合せ先
田尻町役場事業部都市政策課

ＴＥＬ

072-466-5006

ＦＡＸ

072-466-5025

熊取町（まちづくり計画課）
①17 箇所

②把握できておりません。（平成 30 年度補助実績 25 件）

③8 箇所

④平成 30 年度補助実績

25 件

⑤有
補助金の対象となる工事：
・撤去するブロック塀等が国、府、町が管理する道路に面しており、高さが 60ｃｍ以上のものであり、
道路に面するすべてを撤去するもの。
・新設するフェンス又はブロック塀等が既設のブロック塀等を撤去した範囲内に設置するものであ
り、各種法令等の安全に係る規定に適合する構造であるもの。
補助金額等：
ブロック塀等の撤去工事と、それに引き続き軽量のフェンス等を設置する工事に要する費用につい
て、上限 20 万円まで補助。
岬町（総務部局）
①公共施設として、本町集会所 3 ヶ所にブロック塀が確認された。
②民間施設として、数は把握していないが、町内を巡回し、高さ 130 ㎝以上あるなど危険なブロック塀
は見受けられなかった。
③公共施設として、本町集会所 2 ヶ所のブロック塀について、1 カ所は、高さを 130 ㎝以下に削り、も
う 1 ヶ所はブロック塀を撤去した。残り 1 ヶ所のブロック塀については、予算確保ができ次第、安全
対策を講じる予定。
④0 件。民間施設として、高さ 130 ㎝以上あるなど危険なブロック塀は見受けられなかったため。
⑤無
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８．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。
（2）ごみ集積場所の適正管理について

＜新規＞

風雨又は小動物などの影響により市内のごみ集積場所からごみ（可燃ごみ、ペットボトル、プラスチッ
ク製容器包装など）の飛散が散見されることから、管理責任者又は利用する住民が日常的に適正管理され
ているごみ集積場所の清潔保持及びきれいな街づくりの推進ならびに生活環境の保全を図ることを目的
として、ごみ散乱防止ネット（小動物忌避ネット）の無償貸与又は助成制度の拡充を図られたい。
（回答）
ごみ集積場所の適正な使用については、基本的に排出者の責任によるところが大きいとの考えから、
利用者間で集積場所を清潔に保てる利用方法を心掛けてもらえるように伝えており、ごみ飛散防止ネッ
トについても利用者間で話し合いのうえ、購入していただいている状況です。現時点で、ごみ飛散防止
ネットの無償貸与や助成制度についての考えはございませんが、今後、近隣市町の状況などを参考に研
究してまいります。

≪泉佐野市≫
（1）災害時の緊急情報システムの整備について

＜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）
（自治振興課）
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、自動電話応答システム、サイレン
パターンの使い分けや、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）地域の自然環境保全について

＜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。
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（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
議会の委員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。
市の農林水産課では、平成 4 年 3 月より泉佐野緑の少年団の事務局をしており、市内の小学生 5、6 年
生を対象に現在 18 名の団員、13 名の役員と共に緑の羽根募金活動や植樹等の緑化活動等を行っていま
す。
少年団の活動の中で公益財団法人大阪みどりのトラスト協会やいずみの森ボランティアと相互に協力
し連携を図りながら、稲倉池の周辺の「こども森づくり体験」等の活動を通して、環境教育を行い、自
然環境保全を推進しています。
今後もいずみの森ボランティアと協力・連携を図りながら、泉佐野市の自然環境保全を推進してまい
ります。
また、トラスト協会が実施されている企業ＣＳＲ活動支援事業等を積極的に地域企業等に周知し、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等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。早急に地元企業が市外への流出等が無いよう支援体制を図り、支援の拡充を図られ
たい。
これらの支援の構築により、各企業の雇用拡充、雇用不安にある非正規雇用労働者の正規雇用労働者へ
の転換化、また雇用安定に伴う定住促進施策等に寄与する企業への更なる減税措置等の支援を図るととも
に市内企業と協力し、周辺整備等の支援も図られたい。
（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、法律相談等の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。
（税務課）
市が企業に対して課税する税目として法人市民税があり、地方税法及び税条例に基づき課税していま
す。その法人市民税は、市の歳入の中でも重要な自主財源であり、雇用安定に伴う定住促進施策等に寄
与する要件での、対象企業の絞り込み等が難しく、減税措置を行うことは困難です。
（2）少子化対策について

＜新規＞

現在、日本の出生率は 1．4 台前半であり、泉南市においても例外ではありません。また、雇用不安や
低賃金等が原因による晩婚化が進んでいる傾向も鑑み、不妊治療を受ける夫婦は年々増加しています。
泉南市においても、「泉南市特定不妊治療助成事業」が実施され、不妊治療の経済的な助成がなされて
いますが、対象者は「大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業」の 6 項目すべてを満たす必要があるこ
とから少子化対策の一環として対象の緩和を図るよう大阪府に対し要望して頂きたい。
（回答）
（保健推進課）
平成 29 年度から、
「泉南市特定不妊治療助成事業」を実施しています。不妊治療の中でも、特定不妊
治療費は高額であることから、大阪府の助成を受けた方を対象に費用の一部を助成しています。府の対
象者の緩和については、関係者と情報交換する等、機会を通じて要望します。
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≪阪南市≫
（1）尾崎駅前の周辺整備について

＜新規＞

尾崎駅周辺は、阪南市の行政、医療、商工が集中する中心的な区域であるが、悪天候時及び朝夕時に交
通の集中による慢性的な渋滞が発生し、周辺住民及び歩行者は、大変、危険な状況にある。
また、2017 年の台風 21 号の影響により男里川橋梁が損傷した際、周辺の交通渋滞が懸念されるなどの
理由からバス代行輸送の臨時乗降場を尾崎駅前に設置できなかったなど尾崎駅を利用する住民ならびに
周辺住民は大変、不便な状況となった。
以上のことから渋滞緩和策及び歩行者の安全確保を図ることを目的に尾崎駅から幹線道路へのアクセ
ス向上について速やかに検討し、対応策を講じられたい。
（回答）
（都市整備課）
都市部における交通渋滞解消について、これまで本市においては、第二阪和国道をはじめとする道路
交通体系について計画及び事業推進に取り組むとともに、交通結節機能を強化する各駅のアクセス道路
や、駅前広場の整備を進めてきたところです。
ご指摘の尾崎駅周辺は、商業等の機能が集積する本市の中心市街地であり、中心市街地としての魅力
や賑わいの強化、人々が活動しやすいための環境整備等が今後の課題であると考えており、尾崎駅周辺
のまちづくりの進捗と整合を図りながら、交通結節機能の強化を踏まえた道路等の配置を検討するもの
と考えております。

≪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駅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周辺整備の実現に向けて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）まちづくりの人材育成対策について

＜新規＞

移住・定住施策等により、8000 人の大家族プロジェクトの推進が図られている中、必須要素と考えら
れる活発な地域コミュニティが着実に形成されるような事業展開をすることで、未来のまちづくりに向け、
多彩な人材が育成されるような対策に取り組まれたい。
（回答）
平成 30 年度より、地域コミュニティの活性化のため、これまで仕事や生活に追われ、地域に疎遠にな
りがちな方々が今後田尻町で活躍できるきっかけづくりとして、還暦を迎えられる方を対象に、
「還暦の
つどい」を開催しております。
今後につきましても、活発な地域コミュニティが形成されるような事業に取り組んでまいります。
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≪熊取町≫
（1）広域幹線道路の整備について
都市計画道路

＜新規＞

泉州山手線は、大阪都心部と関西国際空港をつなぐ泉州地域の丘陵部における広域幹線

として、地域の連携と活性化を支え大阪都市圏全体の発展に寄与するとともに、南海トラフ地震等の大規
模災害時においても広域的な緊急輸送ルートとなるなど多様な機能を持つ重要な路線であることからも、
早期整備に向けて取り組まれたい。
（回答）
（道路課）
都市計画道路泉州山手線につきましては、2020 年度までの間に着手する路線として位置づけられてお
りますが、本町におきましては、平成 30 年 7 月 3 日の大阪府岸和田土木事務所長と町長との意見交換会、
8 月 30 日の大阪府町村長会による要望（平成 31 年度大阪府の施策並びに予算に関する要望）並びに 8
月 29 日及び 11 月 6 日の大阪府議会議員団との意見交換会（平成 31 年度大阪府予算に対する要望）の際
に、泉州山手線をはじめ、町内における都市計画道路の早期完成等について、大阪府に対し強く要望を
行ったところです。
今後におきましても、引き続き、泉州山手線を含め、町内における大阪府の都市計画道路の事業推進
に向け、鋭意要望及び事業協力してまいります。

≪岬町≫
（1）企業誘致対策のさらなる強化について

＜継続＞

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、引き続き企業誘致対策のさらなる強化を図ること。そのために、全面開通した国道２６号線
による交通アクセスの改善を強みとした、さらなる具体的な企業誘致対策および雇用対策の取り組みを行
うこと。
（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 31 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）交通アクセスの改善を町の発展に活かすグランドデザインについて

＜新規＞

国道２６号線の全面開通に伴う交通アクセスの改善を町の発展に活かすグランドデザインを明確に示
すこと。
（回答）
第二阪和国道の全線開通と併せた「道の駅みさき・夢灯台」の整備や深日港・洲本港間の航路再生へ
の取組みなどを行い、関西国際空港を拠点とした大阪湾南回りルートの構築を推進し、町外からの交流
人口の増加を図ってまいります。

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
＊地域就労支援事業
各市町村が地域にある様々な支援機関と連携し、働く意欲がありながら雇用や就労を実現できない方々
（中途退学者や卒業後も未就職にある若年者、障がい者、母子家庭の母親、中高年齢者等）を支援する事業。
＊地域労働ネットワーク
行政・労働者団体・使用者団体等の機関・団体が連携して、地域の労働に係わる課題や問題を解決してい
くために、大阪府総合労働事務所が事務局となり府内 7 ブロックに「地域労働ネットワーク推進会議」を設
置し、合同企業面接会や説明会、労働問題や勤労者健康管理、ワーク・ライフ・バランスの啓発セミナー等、
幅広い労働関連事業を実施している。
＊大阪府まち・ひと・しごと創生総合戦略
大阪府では、人口減少・超高齢社会のもとで、大阪の「成長の実現」と「安全・安心の確保」を同時に図
るため、日本の成長を牽引する東西二極の一極としての社会経済構造の構築をめざすとともに、少子・高齢
化等が及ぼす影響や将来の課題に的確に対応できるよう、実行性の高い標記戦略を策定した。
＊地方創生交付金事業
2016 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。
＊次世代育成支援対策推進法
我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成
される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計
画策定指針ならびに地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重
点的に推進するために必要な措置を講ずることとしている。
＊大阪府「男女いきいき」各種制度
(1)男女いきいき・元気宣言事業者登録制度（2003 年度～）
大阪府は、「女性の能力活用」や「仕事と家庭の両立支援」など、働く場における男女共同参画に向けた
取り組みを進め、男性も女性もいきいき働くことができる元気な企業・団体をめざしてがんばっている事業
者を、「男女いきいき・元気宣言」事業者として登録し、その取り組みを応援している。
(2)男女いきいきプラス事業者認証制度（2018 年度～）
上記「男女いきいき・元気宣言事業者登録制度」の登録からのステップアップとして、女性活躍推進法に
基づく「一般事業主行動計画」の策定など、男女が働きやすい職場環境の整備と、さらなる女性活躍に向け
取り組む事業者を「男女いきいきプラス」事業者に認証する。
(3)男女いきいき表彰制度（2018 年度～）
上記「男女いきいきプラス事業者認証制度」登録の事業者の中から、独創的、先進的な取り組みなどを行
っている事業者を選考し、
「男女いきいき事業者」として表彰する。
＊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、地方公共団体などの責務を明確にし、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。

経済・産業・中小企業施策
＊MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪の略）
大阪府がクリエイション・コア東大阪に開設した、府内全域の中小ものづくり企業のための「ものづくり
の総合支援拠点」。大阪府ものづくり支援課を中心に、さまざまな機関がものづくり企業を支援している。
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＊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。
＊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。
＊サプライチェーン
個々の企業の役割分担にかかわらず、原料の段階から製品やサービスが消費者の手に届くまでの全プロセ
スの繋がり。
＊総合評価入札制度
「価格」のほかに「価格以外の要素（技術力）」を評価の対象に加えて、品質や施工方法等を総合的に評
価し、技術と価格の両面から見て最も優れた案を提示したものを落札者として決定する方式。
大阪府の本庁舎をはじめ府有施設における清掃等業務発注において、評価項目に障がい者や母子家庭の母
の雇用などの視点を盛り込んだ総合評価入札制度を 2003 年度に全国初の取り組みとして導入した。
＊公契約条例
地方自治体の条例の一つで、国や地方自治体の事業を受託した業者に雇用される労働者に対し、地方自治
体が指定した賃金の支払いを確保させることを規定している。
指定される賃金は、国の最低賃金法に基づいて規定される最低賃金よりも高く設定されており、ワーキン
グプアに配慮した内容になっている。
2009 年 9 月に千葉県野田市で初めて制定され、2010 年 2 月に施行された。2010 年 12 月に政令指定都市と
しては神奈川県川崎市で初めて制定された。2014 年 7 月に都道府県としては奈良県で初めて制定された。

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。
＊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」を指して「健康づくり関連 4 計画」と言い、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・効率的な施策展開が盛り込まれたもの。
＊大阪府介護・福祉人材確保戦略
高齢者、障がい者、子どもなどすべての人々を地域で支えるための仕組みである「地域共生社会」を構築
していくために、その基盤となる介護・福祉人材の確保策などについて、大阪府社会福祉審議会の下に設置
された専門部会で検討され、取りまとめられたもの。第 7 期大阪府高齢者計画や、第 4 次大阪府障がい者計
画、2019 年度の大阪府子ども総合計画の見直しなどに本戦略を反映していくことが求められている。
＊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。
＊養護者
障がい者や高齢者など、介護や保護が必要な人を助け、世話をする家族、親族、同居人などを指す。
＊子育て安心プラン
「ニッポン一億活躍プラン」の一環のもので、2020 年度末までに全国の待機児童を解消することや、2018
年度～2022 年度の 5 年間で女性の就業率 80％の達成を柱としたプラン。
「6 つの支援パッケージ」
（①保育の
受け皿の拡大、②保育の受け皿拡大を支える人材確保、③保護者へ「寄り添う支援」の普及促進、④保育の
質の確保、⑤持続可能な保育制度の確立、⑥保育と連携した「働き方改革」）が設定されている。
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＊企業主導型保育事業
2016 年度に内閣府がスタートした企業向けの助成制度。従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提
供するために設置する保育施設や、地域の企業が共同で設置・運営する保育施設に対して、施設の整備費と
運営費が助成されるもの。
＊処遇改善等加算
介護職員や保育士の処遇改善のために国が実施しているもので、職員のキャリアアップの仕組みの構築な
どを実施した保育事業者に対し、処遇改善のための賃金加算が行われる。保育士を対象としたものは、2017
年度からスタートしている。
＊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。
＊ＬＧＢＴ
「Lesbian（レズビアン）
」、
「Gay（ゲイ）
」、「Bisexual（バイセクシュアル）」、
「Transgender（トランスジ
ェンダー）」の頭文字をとった言葉で、セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の一部の人々を表す総
称。
＊ＳＯＧＩ（性的指向と性自認）
国連での国際人権法の議論で使用されたのが始まりで、Sexual Orientation and Gender Identity の頭文
字をとった言葉。直訳すると「性的指向と性自認」。セクシュアル・マイノリティだけでなく、すべての人
に関わる概念を指す言葉。

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
＊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。
＊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。
＊エシカル消費
環境や社会に配慮した製品やサービスを選択して消費すること。例えば、児童労働が関与していない商品
や、フェアトレードで取引されている商品を選ぶこと。障がい者の自立支援を目的にした商品を購入したり、
マイバッグやマイ箸を持参することなども対象となる。〔ethical＝倫理的、道徳的〕
＊消費者教育推進地域協議会
「消費者教育の推進に関する法律」第 20 条第１項で自治体での設置が努力義務として規定されているも
の。47 都道府県中、大阪府のみ未設置。全国の 20 政令指定都市では、大阪市、北九州市のみ未設置。
（2018
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年 4 月 1 日現在）
＊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。
＊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。
＊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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