みよし市
市長 小

山

祐

様
みよし市議会
議長 水 野

隆

令和３年度

政策報告書

令和４年３月
みよし市議会
総務協働委員会、文教厚生委員会、経済建設委員会

市

１

はじめに
本市議会では、委員会ごとに「年間テーマ」を決め、調査研究を行っています。
昨年に引き続き、本年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、行
政調査を中止としましたが、執行部の皆様のご協力を得ながら調査研究を行って
まいりました。ご協力いただき厚く感謝申し上げます。
つきましては、調査研究の成果を常任委員会ごとにまとめましたのでご報告し

ます。
提案（要望）をご一読いただき、今後の市政運営に活かされるようお願いしま
す。

２

各常任委員会の内容
（１）総務協働委員会
「男女共同参画 ダイバーシティの推進について」
（２）文教厚生委員会
「高齢者の健康寿命延伸を目指す施策について」
（３）経済建設委員会
「企業誘致について（八和田山開発、先端産業を含む企業誘致）」
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総務協働委員会政策報告書

テーマ
男女共同参画

ダイバーシティの推進について

選定理由
すべての人が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、
個性と能力を発揮することによる、多様性に富んだ活力ある男女共同参画社会の実現のた
め、みよし男女共同参画プラン『パートナー』を策定し、2023 年までの５か年計画で進め
られており、現状について調査し、見直しに合わせ提言する。
◎提言(要望)事項
市全体の審議会・委員会への女性参画推進について
１．区長会を通じ区役員の女性登用を積極的に行うよう理解活動を行うこと。
２. 団体の長や役員等に女性が少ない現状を考慮し、審議会の委員推薦を団体に依頼する
際には、長、役員等に限定した推薦依頼は極力避けること。
３. 可能な限り団体の構成員に比較的女性が多く在籍される関係機関、関係団体等に対し、
他の団体に優先して委員就任を要請するように努めること。（例：防災会議に女性消防
団員を委員に登用する）
《理由》
審議会などにおいて女性委員の積極的登用への働きかけを行っているが、女性登用率
が低い。
４．女性消防団の育成について
消防団活動における女性の活躍が一層期待されているところであり、広報紙や地域
コミュニティＦＭ放送等で女性消防団の活躍の紹介や団員の募集を行うなど、入団を
積極的に推進するものとする。防災倉庫や消防団詰所新設時には女性消防団員が利用
できる環境整備（トイレ、更衣室等）に努めること。
《理由》
女性の視点を活かして、住宅用火災警報器の普及促進、一人暮らしの高齢者宅の防火
訪問、住民に対する防災教育及び応急手当の普及指導等においては、特に女性消防団員
の活躍が期待されている。
５．障がいのある人の市職員への採用について
障がいのある人の市職員への募集・採用等においては、常勤職員のほかに非常勤職
員・プレ雇用など、非常勤職員として勤務した後、選考を経て常勤職員となることを
可能とするステップアップの枠組みを構築するものとする。
《理由》
国は、障がい者雇用はステップに沿って着実に取り組むことが重要とし「理解促進」
「計画の作成」
「受入れ体制の整備」を経た上で採用活動をおこない、採用後も職場へ
の「円滑な受入れと職場定着」が必要であるとしている。
６．上記以外の基本体系・方針についても調査結果に基づき参考にしていただきたい。

みよし市への提言 まとめ
具体的施策名

みよし市の現状・課題・対応状況

委員提案事項

学校現場におけ

【現状】
児童生徒一人一人が互いに違いを認め、尊重し合い、それぞれの良さや可能性を発揮しながら、温かい人
間関係をつくる教育活動を進めている。
全ての子どもが健やかに学び続けるためのインクルーシブ教育の実現に向け、特別支援教育を推進してい
る。
【課題】
障害のある子どもが多岐にわたっているため、早期発見し、発達に応じて他部局、他機関等などと連携し
て支援を進めることが困難な場合や、コロナ禍において、ペア・グループ活動に制限があり、学び合い、関
わり合う授業ができない場合がある。
【対応】
すべての学校で学級活動・授業において、一人一人を大切にした取組が行えるようにしている。授業では
話し合いやペア・グループ活動を取り入れ、学び合いを大切にした授業づくりを行っている。各学級では座
席を男女が格子状となり、グループ活動の時にも性別に関わらず協力して行えるように工夫している。また、
道徳の教科化なども踏まえ、子どもの心を育てる教育を大切にしている。
子どもたち、保護者の思いに寄り添い、丁寧に対応をしていく。指導支援や次年度に向けての目標設定が
適切に行われているかなど、専門機関から指導助言を得られる場を必要に応じて設定していく。

【理由】
・人間として生まれてきて障がいや性別で差別のない学校教育
の推進
・「ふたば」「よつば」職員の研修、保育園などの保育士の研修
なども取り組んでいる。小中学校の教員については、特別支援
教育への理解を促進するための支援側の研修が必要。定期的な
研修の実施を検討。（学校単位での取り組みは有る）
【提案】
・子どもにあった学習・日常活動の指導支援体制の確立のため
の専門的な事前学習を保証する現場。
・指導員の働き方改革を進めるとともに人員の確保とメンタル
ケアの推進。
・特別支援研修会の実施。例えば参加対象を決め（3 年目教員
等）、事例を通しての講義、専門家チームによる指導場面を参
観。

【理由】

【現状】
審議会・委員会への女性登用について（令和３年４月１日現在）42 機関（委員総数 497 人）の内、委員総
数 497 人中、女性委員 149 人 女性登用率：29.9％
【課題】
男女共同参画プランで掲げている令和５年度の目標値 35％には至らず、女性の登用率は 30％前後の横ば
い傾向である。
【対応】
審議会などの女性登用率調査を毎年実施し、状況把握に努めるとともに、委員選考の際における女性委員
の積極的登用への働きかけを行っている。また、市職員向けＬＧＢＴＱ研修を実施し、男女共同参画促進に
努めている。

【理由】
・男女共同参画基本計画では市の審議会への令和５年女性登用
目標は３５％以上。
・行政区にも女性活躍の機運を盛り上げるために、女性枠を設
けて、推奨していただく。
【提案】
・区役員への女性登用についても、過去の慣習に囚われずに積
極的に登用する。
・審議会の女性割合を 30％以上とする等、当初から割合を決め
て適切な人にお願いする。
・地域の区の役員・区議員・評議員などに女性枠を設けてもら
う。

【理由】
審議会などにおいて女性委員の積極的登用への働きかけ
を行っているが、女性登用率が低い。
【提案】
１、区長会を通じ区役員の女性登用を積極的に行うよう理解
活動を行うこととする。
２、団体の長や役員等に女性が少ない現状を考慮し、審議会
の委員推薦を団体に依頼する際は、長、役員等に限定した
推薦依頼は極力避けるものとする。
３、団体の構成員に比較的女性が多く在籍される関係機関、
関係団体等に対し、他の団体に優先して委員就任を要請す
るように努めるものとする。

【現状】
各行政区から推薦された女性消防団員で構成されており、火災予防などの防火啓発活動等を中心として活
動いただいている。（令和３年４月１日現在、団員数４１人）
【課題】
各行政区２人ずつ推薦をいただいているが、行政区によっては、候補者が見つかず、後任などの課題があ
り、女性消防団員の候補者の人選に苦慮されている。新規女性消防団員を安定的に確保できる体制づくりが
必要となっている。
【対応】
女性消防団に対する活動支援として、みよし市消防団運営費交付金（７５万円）の交付や事務局で運営に
関する相談及び活動補助等を行っている。

【理由】
・防災対策を考慮した場合は、非常備消防の整備は急務。
・大災害被災に備えての防災力の強化および女性力の必要性が
あると思われる。
【提案】
・研修・訓練にも積極的に参加できる体制を整える。
（保育園の
一時預かり、時間帯、委員長起用、曜日等）
・女性消防団の防火・防災活動の拠点づくり、更衣室などの 確
保なども積極的に行うべき。
・小中学校への防火等の啓発活動。

【理由】
女性の視点をいかして、住宅用火災警報器の普及促進、一
人暮らしの高齢者宅の防火訪問、住民に対する防災教育及び
応急手当の普及指導等においては、特に女性消防団員の活躍
が期待されている。
【提案】
消防団活動における女性の活躍が一層期待されていると
ころであり、広報紙や地域のコミュニティＦＭ放送等で女性
消防団の活躍の紹介や団員の募集を行うなど、入団を積極的
に推進するものとする。防災倉庫や消防団詰所新設時には女

活動に関しては、自主的な研修を行いながら市民に防火防災啓発を行うなど、意欲的な活動ができるよう
支援している。また、意欲のある団員については、消防団長推薦により団員としての活動が継続できるよう
配慮している。
令和３年度は、消防団員の加入促進対策として、消防団ＰＲ動画を作成し、消防団員に対するイメージ向
上を図り、消防団員の確保を促進している。

・避難所運営の補助および情報収集。
（女性目線の利活用）
・今後の施設新築（改築）する際の女性団員受け入れ態勢がと
れる設備（更衣室・女性専用トイレ）の整備。

性消防団員が利用できる環境整備（トイレ、更衣室等）に努
めること。

【現状】
共働きの家庭が増え、保育園の利用希望者は年々増加している。保護者の就労形態も多様化、各種保育需
要に対応するため、低年齢児保育、延長保育、障がい児保育、休日保育事業など様々な保育事業を実施して
いる。

【理由】
・核家族の進行、共働き家庭の増加や新型コロナウイルス感染
症の中、雇用形態も多様となっており、保育形態も利用者のニ
ーズに合わせて対応する必要がある。厚労省、文科省の垣根を
越えて、設置に軸足を移して頂きたい。

【理由】
専業主婦家庭は主として幼稚園、共働き家庭は主として保
育所と利用する施設は分かれているが、認定こども園は両方
の家庭の利用が可能であるため、施設の運営の工夫により各
家庭にとって良い交流の機会が提供されている。

る思いやり、認
め合う意識の醸
成
（特別支援学級
との交流）

【学校教育課】

市全体の審議会
・委員会への女
性参画推進
【協働推進課】

女性消防団の育
成
【防災安全課】

保育施策の充実
【子育て支援課】
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委員会提案事項
発達障がいを含む全ての障がいのある児童生徒がともに
学ぶことができるように、特に教員の専門性の向上による一
貫した支援の推進が重要である。
【提案】
特別支援研修会の実施。例えば参加対象を決め（3 年目教
員等）、事例を通しての講義や専門家チームによる指導場面
を参観してはどうか。

【課題】
休日保育を実施している園が１園のため、祝日の保育を希望する保護者の需要に対応できない場合があ
る。
【対応】
令和４年度から休日保育の実施園を２園に増加し、利用人数の拡大を図っていく。

【提案】
・「認定こども園」の設置

【提案】
認定こども園を設置し「教育・保育機能」及び「子育て支
援機能」をさらに充実させてはどうか。

障がい者の活躍

【現状】

【理由】

【理由】

支援

ハローワークに隣接した「くらしはたらく相談センター」で障がい者の就労支援を行っている。
障がい者の相談支援事業委託６事業所
就労移行支援施設１箇所、就労継続支援施設４箇所
グループホーム３箇所
【課題】
障がいのある人の就労支援体制の充実、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築、関係機関とのネット

・障がい者に対しての就労の機会の支援。
・障がい者施設で生産される、クッキーや入浴剤、石鹸等はイ
ベントやインターネット、直販での販売になっているがコロナ
禍でイベント等が中止、障がい者の授産品販売が停滞してい
る。ビジターセンターでの店頭販売、周知を行い販売する。
【提案】

障がい者福祉サービス事業者や授産施設等で働く障がい
者の工賃収入は、県内平均で月額 16,822 円程度の水準にあ
る。 障がい者の安心・安定した生活のためには、障がい年
金等の収入に加えて、毎月得られる工賃の水準を向上させる
ことが必要であり、そのためには、まちなかにおける製品販
売体制の充実に加え、授産製品の認知度を高め、地域外の多

ワークの構築、福祉就労の場の整備促進を進める。地域全体で障がい者を支える地域生活支援拠点の整備が
必要。
【対応】
令和３年度に、障がい者等サポートセンターを設置。
自立支援協議会で地域生活支援拠点整備を検討中。
事業所開設の誘致を進めるため、運営開設を支援。

・障がい者就労支援の窓口に障がい者を登用し相談体制の充実
を図る。
・ビジターセンターでの授産品の販売。

くの方にも購入いただけるよう、販売ルートを拡大し売上げ
を増加させていく必要がある
【提案】
販路拡大に向けビジターセンターでの授産品の販売をし
てはどうか。

【現状】
令和３年３月に障がい者の法定雇用率が引き上げられ、国、地方公共団体は 2.5％から 2.6％とされた。

【理由】
・民間企業でも障がい者の雇用が進む中、行政において障がい

【理由】
国は、障がい者雇用はステップに沿って着実に取り組むこ

【課題】
令和３年度障がい者雇用率は 2.18％（不足する人数２人）となっており、令和４年度に向け法定雇用率の
達成が課題となっている。
【対応】

者雇用率の未達が続いている障がい者に活躍してもらうよう
できる仕事を作り雇用する。
【提案】
・庁舎内での障がい者の積極的活用

とが重要とし「理解促進」
「計画の作成」
「受入れ体制の整備」
を経た上で採用活動をおこない、採用後も職場への「円滑な
受入れと職場定着」が必要であるとしている。
【提案】

【福祉課】

障がい者の市職
員の雇用状況
【人事課】

職員採用試験において障がい者を募集している。
（１次募集及び２次募集での合格者は無し。）併せて、会
計年度任用職員の採用を進めていく。
職員受験採用状況（過去３年）
受験者数

高齢者の活躍支
援
【長寿介護課】

合格者数

Ｈ３０（Ｈ３１採用）

２人

０人

Ｒ元（Ｒ２採用）

１人

０人

Ｒ２（Ｒ３採用）

５人

０人

【現状】
現在、高齢者の就労支援は主に、シルバー人材センターが行っている。
令和３年４月１日現在、登録者数 389 人
【課題】
シルバー人材センターは、仕事の種類が少なく、退職前に培った知識、技術など活かす事が困難である。
（就労内容：草刈り、剪定、清掃、受付、ハウス栽培、駐輪場管理、その他）
【対応】
「くらし・はたらく相談センター」は、障がい者や生活困窮者の就労支援を主として行っているが、今後、
高齢者と企業をマッチングする体制（就労活的活動支援コーディネーターを配置）を整えることで、高齢者
の知識、技術などを活かした就業機会の拡大を図っていく。

性別に偏りのな

【現状】

い職務配分

行政職の新規採用職員のうち女性の比率は、過去５年でみると 51.5％とほぼ半数となっている。
【課題】
性別に関係なく、職員の能力開発が進められるよう職場の意識啓発をさらに進めるとともに、適材適所の
人事配置を行っていく必要がある。

【人事課】

障がいのある人の市職員への募集・採用等においては、常
勤職員のほかに非常勤職員・プレ雇用など、非常勤職員とし
て勤務した後、選考を経て常勤職員となることを可能とする
ステップアップの枠組みを構築するものとする。

【理由】
・高齢社会を迎えている今日の就労体制の拡充
・技術的・専門的分野にもシルバーが入り込む余地があること
を依頼者に証明するための突破口を作業者みんなで受け持ち
ながら、就業機会の拡大を図る。
・シルバー人材センターは、定年退職前に培った知識、技術を
活かすことが困難。
【提案】
・高齢者が安心して働ける仕事起こしを積極的に進める部署と
人員を確保する。
・シルバーの技術者も同伴して営業活動をする。
・高齢者の「支える側」としての活動の支援。高齢者ボランテ
ィアポイント制度の見直し（取り組み易さについて）をする。
・管理や事務系の仕事を希望する高齢者の受け皿をつくる。
・ホワイトカラー層の仕事発掘に向けた取り組みを展開する。

2 / 3

【理由】
定年退職者などの高年齢者に、ライフスタイルに合わせた
業務を提供し、ボランティア活動をはじめとするさまざまな
社会参加を通じて、高年齢者の健康で生きがいのある生活の
実現と、地域社会の福祉の向上と、活性化に貢献できる。
【提案】
定年退職前に培った特別な知識又は技能を必要とする業
務の開拓に向けた取り組みをしてはどうか。

【対応】
人材育成基本方針に基づき、能力開発期・拡充期・発揮期において、職員のやる気を引き出し、個々の適
性に合った支援につながるよう対応する。
女性職員の活躍
推進

【現状】
（令和元年度）女性職員の管理職 15.0％、監督職 17.7％
育児休業取得率 男性 30％、女性 100％

【人事課】

【課題】
みよし市特定事業主行動計画において、令和６年度目標として、女性職員の管理職 25％、監督職 30％、
男性職員の育児休業取得率 40％を掲げている。この目標を達成するため、出産や育児に関する職場の理解を
さらに進めていくことが必要。また、育児休業からの復帰後のキャリア形成や能力開発等、女性職員のキャ
リア支援については計画的、継続的に行っていく必要がある。
【対応】
出産、育児等に関する制度や手続きを周知
男性職員の子育て目的の休暇等の取得促進
キャリアデザイン研修の実施

3 / 3

西三河各市町の施策調査結果
基本体系
方針

具体的な
内容

みよし市

男女共同参画社会を目指す意

男女ともに多様な選択ができ

識づくり

る環境づくり

男女平等な教育・学習の推進

施策・方針決定の場への参画

地域活動における男女共
同参画の推進
女性消防団の育成

（仕事と生活の調和）の
推進
子育て支援の充実

子どもを育てる男女を支

者と高齢者の相談窓口

援するため、低年齢児保

を一本化し設置した

育、延長保育、障がい児

「福祉総合相談センタ

保育などの各種保育施設

ー」において、必要に

の充実を図ります。

応じた支援に努める。

よく反映させるため、委員の

ちづくりのため、地域に

慣、慣行が行われることのな

選出方法を見直し、各種審議

密着した防火指導や啓発

いよう配慮するとともに、男

会などに女性委員の積極的登

を行い、防火意識の普及

女の協力、平等についての指

用を図り、委員の構成に占め

を図るために、女性消防

導をすすめます。

る女性の向上に努めます。

団の育成に努めます。

児童生徒一人一人が互いに違

審議会・委員会への女性登用

共働きの家庭が増え、保

いを認め、尊重し合い、それ

について（令和３年４月１日

育園の利用希望者は年々

ぞれの良さや可能性を発揮し

現在）42 機関の内、委員総数

ながら、温かい人間関係をつ

497 人中、女性委員 149 人

くる教育活動を進めていくよ

女性登用率：29.9％

うに心がけている。全ての子

男女共同参画プランで掲げて

どもが健やかに学び続けるた

いる令和５年度の目標値 35％

めのインクルーシブ教育の実

には至らず、女性の登用率は

現に向け、特別支援教育の推

30％前後の横ばい傾向であ

進をしている。

る。

防火啓発活動等を中心と
して活動いただいてい
る。（令和３年度団員数
４１人）

への支援
立、就労支援。障がい

役割分担意識に基づいた習

ており、火災予防などの

様々な困難を抱える人

化に対応し、働きながら

安全で安心して住めるま

女性消防団員で構成され

ための基盤づくり

高齢者や障がい者の自

市政に市民の意見をバランス

各行政区から推薦された

健康で安心して暮らす

保護者の就労形態の多様

学校教育の中で、固定的性別

増加している。また、保
護者の就労形態も多様化
してきており、各種保育
需要に対応するため、低
年齢児保育、延長保育、
障がい児保育、休日保育
事業など様々な保育事業
を実施している。

すべての子どもの可能性を伸

岡崎市

ワークライフバランス

ハローワークに隣接し
た「くらしはたらく相
談センター」で障がい
者の就労支援を行って
いる。高齢者の就労支
援はシルバー人材セン
ターが行っている。
R3.4.1 年度登録者数
389 人。自立支援協議会
で地域生活支援拠点整
備を検討中。

共働きの家庭が増え、保

自立支援協議会 年５

育園の利用希望者は増加

回実施。就労支援専門

ばすことができるよう、子ど

審議会・委員会への女性登用

もの実態を把握し、子どもの

について（令和３年４月１日

女性消防団員の入団希望

している。また、保護者

部会

特性を尊重した教育を推進し

現在）80 機関の内、委員総数 者がおらず、在籍してい

の就労形態も多様化して

「ふれあいショップ」

ている。子どもの心や学校施

1110 人中、女性委員 277 人

ない。施設等の受け入れ

きており、各種保育需要

の運営や障がい者就労

設のバリアフリー化などに取

女性登用率：24.95％

態勢が整っていない。女

に対応するため、乳児保

施設等からの物品や役

り組み、障がいのある子ども

第５次岡崎市男女共同参画基

性消防団員を受け入れら

育、病児・病後児保育、

務の優先調達を推進す

ができる限り障がいのない子

本計画の目標値 37.5％には至 れるような施設を建築す

延長保育、障がい児保

るなど、障がい者就労

どもとともに学べるインクル

らず、女性の登用率は 25％前 るよう努めていく。

育、休日保育事業など

施設等でつくられる製

ーシブ教育システムの構築を

後の横ばい傾向である。

様々な保育事業を実施し

品等の販路の確保、拡

ている。

大を図る。

図っている。

年４回実施。

低年齢児入所の保護者の
学校生活のあらゆる場面で児
童生徒の活躍の場を設け、互
いに認め合い、励まし合い、
自己有用感を味わうことがで

碧南市

きる教育活動を推進してい
る。特別支援教育について、
一人一人の教育的ニーズに応
じた支援・指導を心がけ、全
ての子どもたちが共に学べる
環境の整備を図っている。

審議会・委員会への女性登用
について（令和３年４月１日
現在）37 機関の内、委員総数
598 人中、女性委員 153 人
女性登用率：25.6％
男女共同参画プランで掲げて
いる令和２年度の目標値 35％
には至っていないが、例年、
少しずつ上昇してきている。

当市では、女性団員が未

就労時間要件が令和３年

だ存在していない。現

４月から月１２０時間か

在、消防団員の勧誘活動

ら９０時間に緩和され

に伴い、女性団員も加入

た。入所の要件緩和に加

可能であることを各地区

え、共働きの家庭が増え

に案内している最中であ

保育園の低年齢児利用希

る。今後も、女性も入る

望者が増加している。令

ことのできる消防団であ

和４年度から民間こども

ることを周知していく必

園の創設を行い、園児の

要がある。

受入れ枠の増加を図っ

碧南市社会福祉協議会
へ障害者就労相談支援
事業を委託。高齢者の
就労支援はシルバー人
材センターが行ってい
る。

R3.4.1 登録者数

458 人

た。
「いのちを大切にする心や思

刈谷市

相談支援体制の充実に

いやりの心の育成」に重点を

審議会、委員会等への女性登

置き、子どもたちが考え、議

用について（令和３年４月１

論する道徳の授業に取り組ん

日現在）66 機関の内、委員総 各分団に所属し、男性団

でいる。様々な人と関わり、

数 884 人中、女性委員 277 人

員と同様の活動していた

互いのことを、知り、尊重す

女性登用率 31.3%

だいている。（令和３年

ることができるよう、障がい

令和３年度の目標値は達成で

度団員数３４２人中女性

の有無にかかわらず共に学ぶ

きていない状況。引き続き女

団員１１人）

インクルーシブ教育など、学

性登用率の向上に向けた取組

校全体で多様な価値観に触れ

みが必要である。

る教育の充実を図っている。

取り組んでいる。自立
支援協議会の部会や連
絡会において、困難事
みよし市と同様。

例に対する連携体制を
築いている。高齢者の
就労支援は主にシルバ
ー人材センターが行っ
ている。R2 年度登録者
数

521 人

男女共同参画社会の拡
障がいの有無にかかわらず通
常の学級で共に学ぶことので
きる授業づくりや学級基盤づ
くりに加え、インクルーシブ

豊田市

教育システムの構築に向け
て、特別支援学級、通級によ
る指導といった「多様な学び
の場」の環境整備の充実をめ
ざしている。

審議会・委員会への女性登用
について（令和３年４月１日
現在）57 機関の内、委員総数
676 人中、女性委員 166 人
女性登用率：24.6％
男女共同参画プランで掲げて
いる目標値 30％に至っていな
い。

女性消防団員は３つの分

大、共働き世帯の増加な

障がい者就労・生活支

野で５１人

どにより、０～２歳児の

援センターで、障がい

１２月時点）

保育需要が拡大している

者の就労支援に関する

分団：災害出動、消防訓

ため、働きながら子育て

個人・企業からの相談

練、資機材維持管理等。

しやすい環境づくりを進

に応じている。高齢者

広報指導部：火災予防啓

めているほか、延長保育

の就労支援は主に、シ

発等。学生機能別：火災

や休日保育などの多様な

ルバー人材センターが

予防啓発、大規模災害時

ニーズが増加しているた

行っている。R3.4.1 時

の避難所運営等。

め、保育サービスの拡大

点会員数

（令和３年

2,159 人

を図っている。
安城教育グランドデザインを
作成し、「自他の個性や生き
方を認め、しなやかで折れな
い心をもち、意欲的に学び続

安城市

ける安城っ子」の育成を目指
して、「いのちの教育」「学
び合い」「個への支援」を中
心とした教育活動を推進して
いる。

障害の有無にかかわらず、相
互に人格と個性を尊重し合え
る共生社会を目指して、教育

西尾市

活動を進めている。お互いを
尊重し合える大切さを学ぶ機
会とし、学校現場で交流活
動、共同学習を行っている。

審議会・委員会への女性登用

女性消防団はなし。基本

について（令和３年４月１日

団員１人、機能別団員９

現在）41 機関の内、 女性委 人が在籍している。基本
員 178 人

女性登用率

団員は、男性消防団員と

31.4％

目標値（令和５年

活動の差異はなし。機能

までに 30.4％）は達成してい 別団員は、６つのグルー

課に配置し、窓口にて

家庭の増加などにより、

対応している。テレワ

子育て家庭を取り巻く環

ークを活用した民間企

境が変化しているため、

業における障害者雇用

一時保育、休日保育、延

の推進に向けて取組

長保育、病児・病後児保

中。高齢者の就労支援

育などの特別保育事業に

は、シルバー人材セン

いち早く取り組んでき

ターが行っている。

た。

R3.4.1 年度登録者数

プに分かれ、防火防災啓

ことがほとんどなので、女性

発と応急手当の指導を主

比率が下がってしまう可能性

とする自主防グループで

がある。

活動している。

審議会・委員会への女性登用

機能別消防団に定員１５

について（令和３年４月１日

人の女性分団を設け、火

保護者の多様なニーズに

心に関係機関と連携

現在）69 機関の内、委員総数 災予防等の防火啓発のほ

対応するため、乳幼児保

し、就労支援を行って

954 人中、女性委員 229 人

か、基本的にすべての団

育、長時間保育、休日保

いる。高齢者の就労支

女性登用率：24.0％

員に応急手当普及員の資

育、障害児保育、病児・

援はシルバー人材セン

令和５年度の目標値 40％には 格を取得してもらい、市

病後児保育等様々な保育

ターが行っいる。

至らず、女性の登用率は 20～ 民等に対して普通救命講

事業を実施している。

R3.3.31 現在

25％の横ばい傾向である。

下、障害のある児童生徒と障

審議会・委員会への女性登用

害のない児童生徒がともに学

について（令和３年４月１日

び、ともに成長することをめ

現在）41 機関の内、委員総数

ざしている。また、例年は合

459 人中、女性委員 125 人

同宿泊学習（１泊２日）やも

女性登用率：27.2％

ちつき大会、合同茶会など、

2028 年度の目標値 40％には

特別支援学級の学校間交流も

至らず、女性の登用率は横ば

盛んに行い、「認め合う場」

い傾向である。

1,083 人
各相談支援事業所を中

習を行っている。

現状知立市に女性消防団
はない。機能別分団に６
名の女性消防団員が在籍
している。機能別分団の
主な任務は避難所運営等
の補助及び情報収集とな
る。

を設定するよう努めている

高浜市

核家族化の進行や共働き

るが、委員が数年で改選する

インクルーシブ教育の理念の

知立市

就労相談員を障害福祉

各校の特別支援教育コーディ

審議会・委員会への女性登用

女性消防団員は在籍して

ネーターを中心にした校内支

について（令和３年４月１日

おりません。消防団員を

援体制を構築できるようにす

現在）24 機関の内、委員総数 対象とした家賃補助金を

ることで、校内で特別支援教

226 人中、女性委員 64 人

交付することにより団員

育に関する校内研修を実施で

女性登用率：28.3％

確保を図っています。ま

きるようにしている。特別支

働く女性が増え、また現役世

た、年齢制限の撤廃や、

援教育への理解を促進するた

代の委員の時間帯に合わせる

外国籍の入団を可能にす

めに、市独自の特別支援教育

と会議時間が夜になりなかな

る等の内規を見直し、消

に関する研修をいくつか実施

か女性委員の増加に至らな

防団員の確保を推進して

している。

い。

います。

会員数

1,310 人
安心して仕事と家庭の両

基幹相談支援センター

立ができるよう、通常保

を中心に各関係機関と

育に加えて延長保育や一

の相談支援体制を整え

時保育、病児・病後児保

る。地域生活支援拠点

育等の多様な保育サービ

については、連携を密

スの提供を実施してい

にして、計画的に実施

る。延長保育を利用する

する必要がある。

園児が増加、特に 3 歳未

R3.4.1 年度登録者数

満児の利用が多くあるた

424 人

め、延長保育時間対応の

する仕事と、会員が希

保育士の確保に苦慮して

望する職種のマッチン

いる。

グが難しい。

センターが紹介

障がい者が活躍できる
保育園の利用希望者は

分野を広げるため、令

年々増加している。ま

和３年度より農福連携

た、保護者の就労形態も

推進委員会を設置し、

多様化してきており、各

障がい者の就農に向け

種保育需要に対応するた

た支援を行っている。

め、低年齢児保育、延長

高齢者の就労支援は主

保育、障がい児保育、休

に、シルバー人材セン

日保育事業など様々な保

ターが行っている。

育事業を実施している。

（R3.4.1 年度登録者数
424 人）

２

文教厚生委員会政策報告書

テーマ
高齢者の健康寿命延伸を目指す施策について
選定理由
愛知県平均より低いものの高齢化が進む本市において高齢者のフレイル予防や高齢者の
居場所づくり、地域包括支援センターを活かした新規事業について調査・研究するため。
本年度も新型コロナウイルス感染症対策として現地調査は行わず、県内先進自治体の事
例を資料入手し書面質問を行うこととした。
調査内容（調査先）
１．高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について（愛知県蒲郡市、犬山市）
２．介護予防・日常生活支援総合事業（通所型デイサービス B）について（愛知県東浦
町）

◎提言(要望)事項
１．高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の充実
(１)後期高齢者の健康管理データ（KDB）を活用した地域包括支援センターの機能強化
《理由》
KDB の活用により市民の健康管理を正確かつ詳細に把握し、フレイル予防や病気の
早期発見などの対策を講じ、高齢者の健康を守る。そのために専門職の配置など地域
包括支援センターの機能強化が必要である。
・KDB データの分析と健康状態不明者の把握
・アンケート調査や訪問調査など継続的な健康管理体制の構築
(２)通いの場の設置と地域コミュニティとの連携
《理由》
高齢者に対する認知症予防カフェや通いの場を確保することで、余暇時間の有効
活用やフレイル予防を目指すとともに、支援する NPO 法人などの組織や地域コミュ
ニティとの連携を図り、高齢者の生きがいの醸成を図る。
・認知症予防カフェの常設化と支援
・地域の実情に応じた通いの場の設置
２．介護予防・日常生活支援総合事業（通所型デイサービス B）の実施
(１)事業実施のための運営計画の立案と庁内組織の編成と担当者の配置
《理由》
介護予防事業の拡充と対象者が気軽に通える居場所づくり整備の観点からも住民
主体型のデイサービスの整備が急務である。
・使いやすい補助制度の創設と要綱・手引きの作成
・運営主体の募集と NPO を含む運営団体の発掘・育成

調査研究内容
１．高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の充実
〇蒲郡市
・ KDB データを利用して健康課題の把握、分析を行っている
・ 健康不明者（R3:200 名）に対し家庭訪問により健康状態と生活状況を把握→9 割は
把握
・ 通いの場では高齢者質問票を活用しフレイル予防などを推進
・ 介護予防にはハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチを実施
・ 一体化事業の専従職員（保健師）を配置
〇犬山市
・ KDB データを分析し、健康状態不明者のチェックリスト（33 項目）を作成（基本：
25 項目、後期高齢者：15 項目の併用）
・ 健康不明者（R2:248 名）に対しアンケートを実施。家庭訪問、電話等により対応
→178 名は対応
・ 通いの場は参加者 2,000 名程度、高齢者の 1 割弱しか参加していない。運営も自主
的活動のため市は積極的に関与せず
・ 一体化事業は現人員で実施のため専従職員はなし

２．介護予防・日常生活支援総合事業（通所型デイサービス B）の実施
〇サービス事業実施経緯
平成 29 年の総合事業の開始に伴い通所型サービス B を実施する団体を募集。ふれあ
いサロンを実施していた 3 団体から申し込みがあり、実施要綱を定めて補助金を交
付。
〇事業の実施と運営
町内 5 か所で運営されており 2 会場については認定 NPO 法人が運営。うち 1 会場は
自動車販売店による社会貢献の一環として送迎協力をうけている。
〇総合事業対象者とサロン参加率
令和 3 年 9 月末で対象者は 90 人、上半期に通所型サービス B に参加した実人数は
29 人で 32.2％。
〇総合事業における他のサービス
総合事業は知多北部広域連合が主管であり、広域連合がサービス A,通所型サービス
B を東浦町ふくし課、サービス C を東浦町健康課（保健衛生部門）が担当。
〇成果と課題
事業自体が住み慣れた地域での住民同士の集まりであり、対象者と運営側との明確
な線引きがなくサービスの受け手側も手伝いをする機会があり活躍の場となってい
る。課題は実績管理や補助金申請・精算が団体にとって負担となっている。
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企業誘致について
・八和田山開発
・先端産業を含む企業誘致
選定理由
本市は自動車産業を中心とした製造業とともに発展してきた地域だが、産業構造の転換期
と言われる中、持続性・将来性のある企業誘致や次世代型産業の育成が必要不可欠である。

◎提言(要望)事項
【八和田山開発】
１．迅速かつ柔軟に対応できるような開発手法の検討
２．住民も利用できる緑地帯、公園等の確保と福田新池の活用
《理由》
企業の立地戦略は、雇用環境や市場情勢などで絶え間なく動いており、タイミングを
逃すことなく、企業ニーズに沿った開発を進めることが肝要である。また自然と産業の
共生、企業と地域の共生を意識した、環境配慮型の開発や企業誘致を推進することを望
む。
【先端産業を含めた企業誘致】
１．あいちスタートアップ・エコシステムと連動した企業誘致戦略の構築
２．ＳＤＧｓ・カーボンニュートラル推進企業の登録制度の創設
３．ＳＤＧｓ・カーボンニュートラルに関する市独自の支援制度の検討
４．推進企業間の情報共有と協働推進の場づくり
５．市としてのコーディネート機能の強化と専任担当者の人材育成
《理由》
愛知県が今後注力する、スタートアップやベンチャー企業への育成・支援策と連動し
ながら、次世代型産業の育成を図ることで、新たな雇用の確保のみならず、市内製造業
等へのシナジー効果や業態転換も期待される。またＳＤＧｓやカーボンニュートラルな
ど、企業としても今後避けて通れない課題に対して、行政としてできることを検討し、
企業誘致に向けた戦略や政策を打ち出すことが求められる。

