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１ 基本計画（案）の概要

前回のおさらい（計画の構成）



（1）基本計画（案）の概要
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 基本計画では、基本構想の４つの基本政策、

３つの推進方策に基づいて、具体的な政策

や施策を定めます。

 各課が策定する分野別計画の指針になるほ

か、行政が展開する具体的な事務事業の基

礎となります。

 平成31（2019）年度～平成36（2024）年度

までの６年間の取組を定めます。

 今後、分野別に基本計画（案）を提示し、

御意見、ご質問等をいただきます。

 今回は、福祉・医療分野の７政策の案を示

しています。

基本計画とは



（1）基本計画（案）の概要

3

① 何をやるのかを分かりやすく伝えるため、政策名を「○○を

する」、施策名を「○○します」と表現します。

② 全体として文字量を削減するとともに、表を用いることで、

少しでも市民にも読みやすく、分かりやすく表現します。

③ 指標を設定することで、政策の推進による成果を把握しやす

くします。

④ 「市民に期待される役割」を記載し、参画と協働のまちづく

り、市民と市民とのつながりにより、目指すまちの姿の実現

を図ろうとする姿勢を示しています。

基本計画の構成・レイアウトの考え方



（1）基本計画（案）の概要
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① 政策名…政策の名称を記載

② 目指す姿…総合計画の推進で実現した

い姿を記載

③ 現状と課題…社会環境などの現状認識

と、今後想定される方向

性や課題について記載

④ まちづくり指標…政策の推進成果を測

る指標を記載

⑤ 用語説明

基本計画のレイアウト

①

②

③

④

⑤



（1）基本計画（案）の概要
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⑥ 施策の展開…

「目指す姿」の実現に向けて、行政

が展開する具体的な方策を、「施策」

とに記載

⑦ 市民に期待される役割…

「目指す姿」の実現に向けて、市民

に期待される姿を記載

⑧ 関係する計画…

政策に関連し、総合計画を補完・具

体化する分野別の計画を記載

基本計画のレイアウト

⑥

⑦

⑧



２ 基本計画（案）

第１章 未来を拓く次世代が育まれるまち

～子育て・教育～



（2）基本計画（案）～子育て・教育分野～

7

政策１ 結婚・妊娠・出産の希望の実現を支援する

政策２ 子育てにやさしい環境をつくる

政策３ 子どもを守る仕組みをつくる

政策４ 就学前教育と保育サービスを充実する

政策５ 学校教育を充実する

政策６ 教育を支える環境を整える

子育て・教育分野の６政策



（政策１）結婚・妊娠・出産の希望の実現を支援する
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目指す姿

ライフステージに応じた切れ目のない支援により、結婚や妊娠、出

産の希望をかなえられる地域社会になっています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・出産・子育て世代の減少、未婚化・晩婚化による子どもの減少

・核家族化や高齢出産による不安の拡大

（課題）

・高い合計特殊出生率（出世数水準）の維持・向上

・妊娠・出産の不安を軽減する情報発信、相談・支援体制の充実

・妊娠を希望する人への精神的・経済的支援
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施策の展開（取組）

１ 男女の出会いの機会を創出します

・結婚を希望する男女への結婚活動の支援、出会いの場づくり

・結婚に関する情報提供と地域・団体の支援活動の促進

２ 妊娠と出産を支援します

・妊娠期からの総合的・継続的支援

・妊婦健康診査費用の助成

・妊産婦への精神的支援

・不妊総合窓口の周知と特定不妊治療等の費用助成

３ 家庭を持つ大切さを伝えます

・小中学校における妊娠、出産に関する教育

・家族を持つ意義や不妊に関する医学的知識の普及

（政策１）結婚・妊娠・出産の希望の実現を支援する



（政策２）子育てにやさしい環境をつくる
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目指す姿

地域の中で安心して子どもを育てる環境が整い、子育て家庭が大き

な不安や負担を感じることなく、子育ての喜びを感じることができ、

子どもが健やかに育っています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・核家族化やコミュニティの希薄化による子育ての不安、負担の

高まり

（課題）

・妊娠から出産・子育てまで切れ目のない支援

・保護者や地域のつながりの育成

・多様な主体による地域ぐるみの子育て

・子育てに係る経済的負担の軽減
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施策の展開（取組）

１ 子どもの健やかな成長を支援します
・健康診査による疾病予防と疾病の早期発見、相談・支援

・子ども・親子の居場所確保と子どもの成長を支えるイベント・事業

２ 発達に支援が必要な子どもをサポートします
・支援が必要な子どもの早期発見と適切・効果的な支援

・支援が必要な子どものサポートファイルの作成

３ 孤立しない子育て環境をつくります
・妊娠から子育てまで、切れ目なく支援する相談体制の確立

・保護者や地域住民への子育てに係る学び・活動の場の提供

４ 子育ての経済的な負担を軽減します
・各種手当ての支給、医療費の助成

・保育料の無償化・軽減、多子世帯の保育料軽減

（政策２）子育てにやさしい環境をつくる



（政策３）子どもを守る仕組みをつくる
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目指す姿

子どもの最善の利益が尊重される温かい地域社会の中で、すべての

子どもたちが健やかに成長しています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・児童福祉法の改正

・いじめ問題の深刻化、複雑化

・事故や犯罪など青少年を取り巻く環境の変化

（課題）

・児童虐待発生時の初期対応、専門職配置の必要性

・良い家庭環境づくりと関係主体の連携による総合的・効果的な

いじめ防止

・地域で子どもを守り育てる取組の継続



（政策３）子どもを守る仕組みをつくる
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施策の展開（取組）

１ 虐待を未然に防止します

・虐待や経済困窮リスクのある家庭の早期発見と支援・保護

・子ども家庭総合支援拠点の整備検討

・料理教室や学習支援による子どもの自立支援

２ いじめ対策を進めます

・いじめの未然防止、早期発見・対応と保護者への情報提供

・スクールカウンセラー等による相談体制の強化

・不登校児童生徒の復帰に向けた適応指導教室の運営

３ 犯罪や事故から守ります

・関係機関と連携した啓発・訓練・交通安全指導と見守り

・地域や関係機関と連携した巡回・啓発活動

・青少年のＩＣＴ機器適正利用の指導・啓発



（政策４）就学前教育と保育サービスを充実する
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目指す姿

様々な利用者ニーズに則した就学前教育や保育が受けられ、子ども

たちに健やかな心や身体が育まれています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・地域の子どもの数の減少

・私立認可保育所の認定子ども園への移行

・ライフスタイルや就業形態の多様化による保育ニーズの多様化

（課題）

・特色ある幼児教育による生きる力、学びの基盤の育成

・保育需要の変化への対応

・子どもの放課後の居場所づくり



（政策４）就学前教育と保育サービスを充実する
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施策の展開（取組）

１ 就学前教育・保育を充実します

・一人ひとりの子どもを大切にした質の高い就学前教育・保育

・小学校等との連携による幼児期→学童期の円滑な移行の推進

・保育士等の合同研修会の開催

２ 就学前教育・保育施設の運営を支援します

・多様なニーズに対応した保育サービスの提供

・保育士の処遇改善と人材確保

・就学前教育・保育施設への定期的な確認監査の実施

３ 放課後の居場所をつくります

・放課後児童クラブ活動の実施と体験的学習の推進



（政策５）学校教育を充実する

16

目指す姿

子どもたちが意欲的に学習に取り組む中で確かな学力と健やかな身

体が育まれ、多様な人々と協働しながら主体的に未来を切り拓く力

が培われています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・技術革新、グローバル化の進展

・国の第３期教育振興基本計画の策定（2018）

（課題）

・新学習指導要領に基づく主体的に学習に取り組む態度の育成

・豊かな心と体力の向上、社会環境の変化に対応した新しい教育

の推進

・教職員の資質の向上と業務の最適化による教員負担の軽減



（政策５）学校教育を充実する
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施策の展開（取組）

１ 学力を向上します
・少人数指導による基礎的・基本的知識・技能の習得

・個々の学力状況の把握分析と補充学習の実施

・ＡＬＴの配置、ＩＣＴ機器の活用

２ 豊かな心と健やかな体を育みます
・保健指導や運動部活動

・自然の中での特別活動、道徳教育

・ＩＣＴ機器の活用など情報活用能力及び情報モラルの向上

・地域の歴史や文化に関する教育の推進

３ 教職員の資質向上を進めます
・教育教材・指導案の集約・共有化、研修・授業研究の実施

・校務システムの活用や部活動の外部指導者の配置

・ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進、家庭や地域との方針共有



（政策６）教育を支える環境を整える
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目指す姿

学校、家庭、地域の連携により家庭や地域の教育力が高まるととも

に、小中学校では安全・安心で学習に集中できる教育環境が整って

います。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・少子化の進行

・西脇市における小中学校校舎耐震化100％の達成（2019）

（課題）

・ライフサイクルコストの低減など学校施設・設備の更新・整備

・学校の適正規模・配置の検討

・地域全体で子どもを育てる環境づくり

・児童生徒の栄養の確保と食生活の改善

・経済的状況や障害の有無等に対応した教育機会の提供



（政策６）教育を支える環境を整える
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施策の展開（取組）

１ 学校施設を計画的に整備します
・施設の点検・維持管理と老朽施設の計画的・効率的な改修

・規模適正化の検討と小中一貫教育の研究

・ＩＣＴ環境の整備

２ 家庭や地域と連携します
・学校・家庭・地域によるＰＴＣＡ活動の支援

・学校評価、アンケート、オープンスクール等の実施

・地域住民が教育に関わる取組の推進

３ 安全・安心でおいしい学校給食を提供します
・栄養の確保やアレルギーに配慮した安心な給食の提供

・栄養教諭等による食育の推進

・学校給食センターの管理運営と民間委託等の検討

４ 適切な教育機会を確保します
・教育費用一部助成、奨学金貸与

・ニーズに応じた特別教育コーディネーターや介助員の配置



２ 基本計画（案）

第２章 つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

～環境・防災・安心～



（2）基本計画（案）～環境・防災・安心～
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政策１ 地域福祉を充実する

政策２ 地域医療を守る

政策３ 市立西脇病院の機能を強化する

政策４ 高齢者福祉を充実する

政策５ 障害者福祉を充実する

政策６ 社会保障制度を適正に運用する

政策７ 社会的な自立を支援する

政策８ 環境にやさしい市民生活を進める

政策９ 地域の防災力を高める

政策10 犯罪・事故に遭わない地域をつくる

環境・防災・安心分野の３政策

30.8.7審議会



（政策８）環境にやさしい市民生活を進める
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目指す姿

市民一人ひとりが環境への関心や理解を深め、環境負荷が少ない生

活を送ることで、自立・循環型のまちになっています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・ごみ排出量は減少傾向にあるが徐々に鈍化

・地球温暖化の進行

（課題）

・環境にやさしいライフスタイル・まちづくりへの転換

・環境活動団体における人材や組織の育成

・環境学習機会の創出による環境にやさしい市民生活の促進



（政策８）環境にやさしい市民生活を進める

23

施策の展開（取組）

１ ごみの減量を進めます

・マイバック使用（リデュース）や譲り合い（リユース）推進

・古紙回収やごみの分別などリサイクルの推進

２ 温室効果ガス排出量を削減します

・行政による新エネ活用・省エネ行動の率先

・市民の創エネ・省エネ設備導入の支援

・エネルギーの地産地消導入の研究

３ 環境を守る意識を高めます

・エコポイント制度の推進

・環境教育の推進と環境関連情報の積極的な発信

・環境教育等指導者の育成・発掘

・環境活動団体や地域による活動の支援と協働の促進



（政策９）地域の防災力を高める
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目指す姿

災害や不測の事態の発生時に、見守りや声かけなどの地域の防災力

が発揮され、多様な主体の連携による災害・危機対応が展開される

ことで、市民の生命や財産が守られています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・地球温暖化等に伴う災害の頻発、震災など大規模災害への危惧

・コミュニティの希薄化、自助・共助意識の低下

・ライフスタイルや価値観の多様化による家族や地域のつながりの希薄化

（課題）

・市民一人ひとりの防災意識の向上と地域による主体的な防災活動

・消防団の充実と組織再編の検討

・災害時に孤立が危惧される高齢者・障害者への支援体制の充実



（政策９）地域の防災力を高める
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施策の展開（取組）

１ 自主防災組織の活動を支援します
・自主防災組織の組織化と防災訓練等の活性化

・ひとり暮らし高齢者など災害時要支援者の把握・支援体制の充実

２ 消防団の活動を支援します
・消防施設・機器の整備・更新と消防水利の整備

・昼間消防活動など機能別団員制度の充実

・消防団員の加入促進、時代に合った消防団員制度の検討

・自治会や消防団との連携による消防団組織の再編の検討

３ 市民の防災意識を高めます
・総合防災訓練・講演会の実施、ハザードマップ・防災手引の作

成・配布

・乳幼児・障害者、高齢者、女性の特色を踏まえた備蓄の実践

・「にしわき防災ネット」の登録促進と効果的な情報伝達手段の導入



（政策10）犯罪・事故に遭わない地域をつくる
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目指す姿

市民一人ひとりの意識の向上と環境整備が図られることで交通事故

や犯罪、消費者被害が軽減し、市民が安心して生活しています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・高齢者の関係する交通事故の増加

・消費生活の多様化と消費者被害・トラブルの増加

（課題）

・特に高齢者を念頭においた交通安全対策の推進

・消費生活センター活動の普及と正確な知識・判断力を持った

消費者の育成

・地域全体の犯罪抑止力の強化と登下校時などの防犯環境の充実



（政策10）犯罪・事故に遭わない地域をつくる
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施策の展開（取組）

１ 交通安全を推進します

・高齢者・子ども・自転車への交通安全教室・広報啓発の推進

・自転車損害賠償保険等の加入促進と自転車安全利用の普及

２ 消費者の生活を守ります

・専門相談員に，よる消費生活・多重債務相談の充実

・情報提供や出前講座による消費者教育の推進

３ 防犯活動を推進します

・防犯グループによる防犯活動の支援と参加の促進

・防犯灯の整備と青色回転灯装着車等による巡回の実施



２ 基本計画（案）

第３章 安全で快適な生活基盤が整うまち

～防災基盤・生活環境～



（2）基本計画（案）～防災基盤・生活環境～
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政策１ 防災基盤を整備する

政策８ 生活環境を守る

※上記以外の政策については次回協議予定

防災基盤・生活環境分野の２政策



（政策１）防災基盤を整備する

30

目指す姿

市民の生命や財産を守る防災基盤が整うとともに、不測の事態に備

える体制が整備され、安全・安心に暮らせるまちになっています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・災害や危機管理に対する市民不安の高まり

・西脇市における災害対策本部の整備の進展（市庁舎の移転整備）

（課題）

・災害対応力の高い市庁舎の整備とバックアップ体制の確立

・充実した消防・救急体制の維持・強化

・水害に対する浸水対策・土砂災害対策の推進



（政策１）防災基盤を整備する

31

施策の展開（取組）

１ 消防・救急体制を強化します
・北はりま消防組合の消防車両・資機材の計画的配備

・消防職員の能力・技術の向上

２ 防災拠点を整備します
・市庁舎災害対策本部機能の強化とバックアップ体制の強化

・避難者のニーズに応じた避難所の機能拡充・受入体制構築

３ 危機管理体制を強化します
・職員を対象とした実践的な訓練・研修

・防災行政無線の更新

・国民保護法に基づく体制整備と多様な危機管理体制の強化

４ 浸水対策や土砂災害対策を進めます
・浸水対策事業や急傾斜地崩壊対策の促進

・浸水被害の発生防止と減災対策



（政策８）生活環境を守る

32

目指す姿

廃棄物が適正に処理されるとともに、大気や水質など安全かつ良好

な環境が守られ、清潔で衛生的なまちになっています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・多可町との共同による新たな焼却・リサイクル施設の整備

（2023まで）

・コミュニティ意識の希薄化による身近な生活トラブルの発生

（課題）

・さらなるごみの減量化・資源化の促進

・大気・水質の監視測定の継続など良好な環境の維持

・身近な生活トラブル解消のための仕組みづくり



（政策８）生活環境を守る

33

施策の展開（取組）

１ ごみ処理施設の整備・運営を行います

・ごみ処理施設の適正管理・運営と新たな施設の整備

・ごみ発生の抑制強化

２ 公害防止と廃棄物の適正処理を進めます

・大気・水質の監視と苦情に対する迅速・適切な指導

・公害に対する情報収集・提供と発生源への指導・規制

・巡回や意識啓発による不法行為の早期発見・早期通報

３ まちを衛生的にします

・飼い犬登録や予防接種の推進と飼育知識・マナーの啓発

・し尿の適正処理と下水道未接続世帯の接続促進

・公営墓地・斎場の適正管理運営と施設のあり方の検討



２ 基本計画（案）
第４章 地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

～経済・産業～



（2）基本計画（案）～経済・産業～

35

政策１ 地域に根ざした商工業を振興する

政策２ 農業の生産基盤を強化する

政策３ 魅力ある農畜産物を生産する

政策４ 観光・交流を振興する

政策５ 新たな産業を創出する

政策６ 就業環境を整える

経済・産業分野の６政策



（政策１）地域に根ざした商工業を振興する

36

目指す姿

多様な主体による商工業への支援が行われ、地域に根ざした事業者

が意欲を持って様々な商品やサービスなどを供給・提供することで、

活発な経済活動が行われています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、労働力不足の顕在化

・西脇市における厳しい経済情勢と産業構造の変化

（課題）

・播州織・播州釣針など地場産業の付加価値の向上

・新サービスの提供や中心市街地への商業機能の誘導による魅力の向上

・市内事業者の生産性向上の支援

・中小事業者の主体的な取組の促進と経営基盤の強化、事業承継の支援



（政策１）地域に根ざした商工業を振興する

37

施策の展開（取組）

１ 地場産業の競争力を強化します

・新商品開発・販路開拓・地域ブランド普及促進
・ブランド化・高付加価値化と産地を担う人材の育成・確保
・市場ニーズに対応できる播州織の生産体制づくり
・地場産業の技術や技能の伝承

２ 中小企業の経営を支援します

・事業者の経営課題に対応できる相談体制と伴走型支援
・新たな事業展開に向けた学習機会の提供や支援機関の紹介

３ 商業のにぎわいをつくります

・空き店舗対策と各種イベントの支援
・魅力ある商店づくりと情報発信の支援
・買い物弱者対策と観光との連携など新規顧客の獲得の支援

４ 商工業の生産性向上を図ります

・生産性の高い設備投資への軽減措置等の支援
・生産性向上につながる取組支援と相談体制の充実



（政策２）農業の生産基盤を強化する

38

目指す姿

多様な主体により地域農業が持続的に営まれるとともに、良好な森

林が保全され、豊かな農村環境が守られています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・基幹的農業従事者の高齢化、人材不足、耕作放棄地拡大の危惧

（課題）

・新規就農のさらなる促進

・担い手への農地の集約と集落営農の組織化・法人化など経営

基盤の強化

・老朽化した生産基盤の改修・整備と獣害被害の防止

・多面性を踏まえた森林の適正管理・保全



（政策２）農業の生産基盤を強化する

39

施策の展開（取組）

１ 農業の担い手を育成します

・就農希望者への情報提供と農業研修の受入れ支援
・担い手の確保・育成と集落営農の法人化等の支援
・黒田庄農醸研究所プロジェクトによる国内外研修生の受入

２ 農地利用の集積・集約化を進めます

・農業委員・農地利用最適化推進委員、農地中間管理機構との連携

・人・農地プランの推進

３ 農業の生産基盤を整備します

・農道など生産基盤の整備と適正な維持管理・長寿命化
・地域による農地の保全管理の支援
・有害鳥獣の計画的な捕獲、侵入防護柵の設置

４ 森林を保全・管理します

・関係機関や民間との連携による間伐の実施
・森林環境譲与税を活用した森林の荒廃防止と保全



（政策３）魅力ある農畜産物を生産する

40

目指す姿

有機の里づくりから始まる自然にやさしい農業の推進により、消費

者にとって魅力ある農畜産物が生産されています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・農産物を巡る国際的な競争の広がり

・西脇市における高品質な農産物の産地としての知名度の低さ

（課題）

・限られた生産量を踏まえた農畜産物の高付加価値化

・地元の安全安心な食材に対する市民・事業者ニーズへの対応

・山田錦や黒田庄和牛のブランド力向上と生産の拡大

・６次産業化



（政策３）魅力ある農畜産物を生産する

41

施策の展開（取組）

１ 山田錦の産地振興に取り組みます

・蔵元への情報発信、産地表示の推進、日本酒の消費拡大
・酒蔵の市内誘致と市内による一貫生産の促進

２ 黒田庄和牛のブランド力向上を進めます

・ＪＡや県と連携した安定供給と神戸ビーフ率の向上
・共励会への参画やご当地グルメの提供

３ 特色ある農産物の生産を進めます

・イチゴ高設栽培農家の育成と６次産業化の支援
・市場ニーズに応じた特色ある農産物の生産促進
・農福連携など多様な生産手法の導入支援
・牛糞堆肥と稲わら交換による地域内循環システムの構築

４ 農産物の地産地消を進めます

・「北はりま旬菜館」を核とした流通の推進
・計画的作付けなど安定供給による給食への食材供給
・農商工連携や６次産業化の促進



（政策４）観光・交流を振興する

42

目指す姿

市外から多くの来訪者が訪れ、消費活動と市民交流が促進されるこ

とで、活気とにぎわいが創出されています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・観光交流人口による地域活性化への期待の高まり

・市内での特筆すべき観光資源の乏しさ

（課題）

・効果的なプロモーションと多様な主体の連携による観光交流振興

・観光交流基盤の整備と滞在環境の改善

・広域連携の強化とインバウンド誘客の研究

・姉妹都市・友好都市及び「へそのまち協議会」等との交流の活用



（政策４）観光・交流を振興する

43

施策の展開（取組）

１ 地域資源を生かした観光交流を進めます

・観光ルートの設定、誘客活動（観光交流推進ビジョン）
・「北はりま田園空間博物館事業」の支援
・市民主体の観光交流イベントの支援

２ 観光交流の基盤を整えます

・観光施設の機能向上とサイン・情報ネットワーク環境の整備
・多様な主体の連携・協働体制の構築と推進母体の検討

３ 広域的・国際的な観光交流を進めます

・定住自立圏や北播磨広域観光協議会との誘客の連携強化
・友好都市・へそのまちとの市民・経済交流
・インバウンドの新規開拓に向けた調査研究
・レントン市等との国際交流の推進

４ 戦略的な観光情報の発信を行います

・ＨＰやＳＮＳ、マスメディア等による効果的な情報発信
・ターゲットエリアの選定とプロモーションの展開



（政策５）新たな産業を創出する

44

目指す姿

地域の特性を生かした新たな産業の創出や企業誘致などが進み、地

域経済の活力が維持・向上しています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・緩やか景気回復とものづくりの国内回帰

・北播磨における産業用地開発

・低開業率に対する国の成長戦略における起業・創業支援

・少子高齢化等に伴う個人向けサービス需要の拡大

（課題）

・企業誘致の継続と市内企業の留置・成長支援

・起業・創業の環境・支援体制の整備

・地域社会のニーズに対応した新しいビジネスの育成



（政策５）新たな産業を創出する

45

施策の展開（取組）

１ 企業誘致を推進します
・遊休地等への企業立地推進と立地助成制度の整備
・既存事業所への留置相談体制の充実と優遇措置の検討
・新たな産業用地確保の調査研究

２ 起業・創業を支援します
・希望者、準備者、創業者への段階的な伴走型支援
・コワーキングスペースやインキュベーション施設の運営
・創業の普及啓発
・女性向け起業セミナーの実施

３ 地域特性を生かした産業を育成します

・食・自然など地域資源を活用した内発型産業の育成

・地域経済牽引事業の創出
・医療・介護など個人向けサービスや社会課題解決型ソーシャ
ルビジネスの育成



（政策６）就業環境を整える

46

目指す姿

多様な就労の機会が提供され、働きたい人が安心・安定して働ける

とともに、地域産業に必要な人材が確保されています。

現状と課題（ポイント）

（社会動向）

・緩やかな景気の回復と生産年齢人口の減少

・ワーク・ライフ・バランスの重視など働き方に対する意識の変化

（課題）

・若年層の大都市志向、雇用のミスマッチによる就業者の市外流出、

企業の人材不足への対応

・高齢者、女性、若年者のニーズに応じた就労支援

・ワーク・ライフ・バランスの推進

・国の労働政策（働き方、外国人人材等）への迅速な対応



（政策６）就業環境を整える

47

施策の展開（取組）

１ 雇用の確保と安定を図ります

・世代や特性に応じた情報提供、合同面接会等
・労働者・就労希望者の技術力・職業能力の向上支援
・未就業の若者への意識啓発・就労相談
・ＵＩＪターン希望者等への就労支援の検討
・国の労働政策等を踏まえた調査研究

２ 高齢者の就労を支援します

・シルバー人材センターの支援と機能強化
・高齢者の就労機会の創出

３ 女性の就労を支援します

・就労希望の女性への個別相談・セミナーの開催
・託児サービスなど働く女性への育児支援

４ 勤労者福祉を充実します

・関係機関との連携によるワーク・ライフ・バランスの推進
・勤労者サービスセンターの運営支援と各種共済への加入促進


