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＊(★)は 重点政策項目(22 項目)  

 

2020～2021 年度 「連合三重 政策・制度 要求と提言」 

～「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けて～ 

 

１．地域経済の活性化で、産業振興と安定した雇用創出等を図り、持続的な経済成長を実

現する。 

（１）新規産業の育成や既存産業の再生、中小企業・小規模企業への支援の拡充などにより地域経

済の活性化を図る。特に、安定した雇用創出に繋がる分野に予算と施策を集中する。（★） 

（２）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・人件費な

ど増加したコストを適正に転嫁できるよう「働き方」も含めた企業間における公正かつ適正な

取引関係の確立に向けて、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。その

際には、取引の実態把握、監視体制の強化、取引の適正化に関する告示・ガイドライン・業界

自主行動計画等の周知と推進を図る。 

（３）地域雇用に関する雇用創造事業について「地域雇用活性化推進事業」や「地域活性化雇用創

造プロジェクト」などの成果を検証するとともに事業の継続・拡充を図り地域における自発的

な雇用創造の取り組みなどを支援する。 

（４）次世代自動車、航空宇宙や IOT、ビッグデータ、AIをはじめとした第 4次産業革命に対応し

た分野の重点投資による支援とともに、それらを活用したまちづくりに向けて 5G の導入に向

けた整備を推進する。（★） 

（５）行政、学校、労使団体等と連携し、UIJターンを含めた地域での就職を積極的に提供する。ま

た、マザー工場化への支援強化に取り組むなど安定した雇用の創出と定着を図る。 

（６）地域社会の持続的な形成や維持に寄与している県内の中小企業・小規模企業の振興を図る「三

重県中小企業・小規模企業振興条例」にもとづき、地域の企業実態に沿った実効ある支援を推

進する。また、地域経済を支えている既存の中小・零細企業の活性化を進めるため、対象企業

の事業革新や事業改善、人財確保、労働条件の改善等の支援体制の強化を図る。 

（７）東紀州を含む南部地域においては、主体的に進められている観光振興や6次産業化の推進に

向けた取組を継続的に支援し、雇用の創出を図る。 

（８）「三重県観光振興基本計画」（2016年度～2019年度）の進捗・検証を行うとともに、地域経

済の活性化に向けて継続的な観光戦略を推進する。また、国内観光客や外国人観光客を受け入

れられる体制づくりを強化する。 

（９）すべての子どもに対するより良い保育・幼児教育環境を確保するため、幼稚園教諭・保育士

等の処遇改善を求める。また、保育士のやりがいにつながるようキャリアパス制度の利用促進

の支援や保育などを担う人財の離職防止を図る。同時に、潜在保育士の復職や新たな担い手を

めざす人への処遇改善などの支援を拡充し、人財確保対策を強化する。（★） 

（10）特に医療・介護・福祉分野、建設、農林水産業、教育、観光、サービス業などの担い手不足

分野への対応として、高等教育機関の定員増や教育内容の見直し・充実、新たな専門分野の創

設などを行い、担い手の育成に努める。 
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２．ものづくりの視点を重視して産業を育成するとともに、地域経済の活性化を担いうる

人財の成を図る。 

（１）若年層の就業意識の向上と勤労観の確立につなげるため地域の高校・大学などにおいてイン

ターンシップを修得単位として認める制度を普及させる。あわせて、ものづくり現場力を担う

技術・技能人財の育成・継承の支援に資するため、地域の教育機関と企業とが連携したカリキ

ュラムを強化する。 

（２）地域におけるIOT、ビッグデータ、AIをはじめとした第4次産業革命に対応する人財の確保と

育成・継承への支援を強化する。また、研究開発拠点となる学術・開発研究機構事業所を積極

的に誘致し、イノベーションを生み出す環境整備に取り組む。（★） 

（３）「三重県事業承継支援方針」に基づき、各支援機関と連携しながら中小企業経営者の後継者

難による廃業や地域経済の損失を抑えるきめ細かな支援策を講じる。 

（４）離職者・未就職者が安定した雇用に早期に復帰・移行できるよう、地域での就労につながる

教育訓練コースの整備やコース内容の質の向上を図る。また、多様な雇用・就業形態の労働者

の雇用の安定と公正な処遇の実現にむけた取り組みを推進する。（★） 

 

３．公共サービス及び雇用の質の向上を図るため、三重県において公契約条例を早期に制

定し、併せて市町への条例制定の働きかけを行う。 

（１）県民生活の向上と活気ある地域経済の実現を図るため、県・市町等の公契約に係る現行の入

札制度の課題と公契約条例の検討については、事業者・労働者・県民が参加・意見反映できる

体制を構築する。 

（２）公契約条例では、契約の相手方に労働関係法令の遵守、社会保険の全面適用、適正な賃金水

準および労働条件の確保等を義務付ける。また、適正な労働条件とサービスの質を確保するた

め、低価格入札に拘束された発注、不当な人件費や人員の削減の押し付け、不安定雇用、下請

業者へのしわ寄せなどを排除すること等を同条例に盛り込むとともに、決定最低賃金の改定額

を踏まえて、発注済みの契約賃金を変更する。 

 

４．雇用労働環境の変化などに対応するワークルールの整備・確立を図る。 

（１）労働契約法第18条の無期転換ルールを回避する目的での雇止めや、労働者派遣法の期間制限

を回避する目的の派遣切りについては、法の趣旨に反するものとして厳正に対処する。同時に、

使用者や労働者への法内容や趣旨の周知を図るとともに、相談体制を強化する。（★） 

（２）長時間労働の解消、年次有給休暇の完全取得など労働者の健康およびワーク・ライフ・バラ

ンスの確保に向けたより実効性のある「働き方改革」の施策を推進する。 

（３）中小企業に対する時間外労働の上限規制の導入や、時間外労働60時間超の割増賃金率の猶予

措置などの項目やストレスチェック制度など中小企業では努力義務であるが、中小・零細企業

の導入実態を把握するとともにその必要性について周知し、企業への導入支援を行う。 

（４）働き方改革関連法の円滑な施行と定着を進めるため、過労死等ゼロはもとよりすべての働く
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者の健康と安全を確保するよう労使で十分な話し合いを行う。労働局においては、時間外・休

日・深夜労働の削減や不払い残業の撲滅に向けて、長時間労働が行われている事業場や36協定

を締結していない事業場に対する監督指導等を徹底し、法違反への適正・厳格な対応を図る。

（★） 

（５）県内の労働災害を減少させるため、職場の安全管理体制の強化やリスク低減対策などの労働

災害防止に向けた取り組みを強化する。さらに重大な労働災害を繰り返す企業については、改

善計画を作成させるなど関係機関と連携して改善・指導を徹底する。三重労働局安全衛生労使

専門家会議について専門委員の増員と権限の拡充、安全衛生パトロールの実施、集団指導への

参画などによる機能の強化、予算の増額などを図る。 

（６）改正労働安全衛生法の施行に伴い、企業が実施する労働安全衛生対策などが確実に実行され

るよう周知を徹底する。また、国の「第13次労働災害防止計画」（2018年～2023年）に定めら

れている過労死やメンタルヘルス不調への対策、働き方の多様化に対応した対策及び職場のパ

ワハラ、セクハラ等のハラスメント対策、受動喫煙、自殺等の防止策等の効果を検証する。 

（７）労働者が生活できる賃金水準を確保するため、誰もが時給1,000円の達成をめざす。また最低

賃金審議会においては、絶対水準を重視した議論を行うとともに、中小・小規模企業の支援な

ど、地域や産業別最低賃金の引き上げ効果が期待できる施策をさらに推進する。 

（８）雇用形態に関わらず職場において疾病を抱える労働者が、治療と職業生活が両立できる職場

環境と支援体制を図るため、国が定めた「治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」

の周知や両立支援に関する相談機関の周知を徹底する。 

（９）教員など公務職場における過重労働の実態を早急に把握し、抜本的な過重労働対策を講ずる。 

（10）物流業界における人財不足を解消し、社会インフラとしての機能を維持するために、全都道

府県で開催されている「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」で示され

たガイドラインに沿って取り組みを強化し、トラックドライバーの労働環境改善に資する社会

的な啓発の促進や「ホワイト物流」推進運動の浸透を図る。 

（11）労働委員会が、労働者と使用者が対等の立場で安心して働くことができる労働環境づくりの

支援と資質の向上を図れる予算を確保する。 

 

５．若年者、就職氷河期世代および、女性、高齢者等の雇用対策を強化する。 

（１）ハローワーク、学校、事業主、おしごと広場みえ、地域若者サポートステーション等地域に

おける関係者と連携し、個々の若者のニーズに沿った円滑な就職等の実現に向けた取り組みを

行う。また早期離職理由を調査、分析した上での対策を実施する。あわせて離職させないため

の経営の在り方・人財育成など企業への取り組み支援を強化する。（★） 

（２）学卒未就業者が多く出現した「就職氷河期世代」の良質な雇用・就労機会の実現に向けて、

対象者の課題を踏まえつつ将来を見据えた長期的な能力開発を実施するとともに、適切な就職

支援・定着支援を図る。（★） 

（３）ニートや若者無就業者の就労支援体制の整備・強化を図るため、生活実態調査・分析を行い、

課題の解決に取り組む。 

（４）悪質な企業（いわゆる「ブラック企業」）に対する調査・指導を強化する。また、2017年3月

の職業安定法改正を踏まえ、求人票や募集要項に記載された内容と実際の労働条件が異なる等
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の申し出があった場合は速やかに事実関係を確認し、是正指導を徹底する。企業と行政、関連

する機関が連携し、ワークルールの周知徹底と学校段階から職業・労働教育を推進する。 

（５）国の第4次男女共同参画基本計画に掲げる「2020年までに指導的地位に女性が占める割合を

30％にする」目標達成に向けて、ポジティブ・アクションを加速させる。（★） 

（６）女性活躍推進法に基づく事業主行動計画の策定をすべての企業・団体に促す。特に2020年4月

以降の法改正に向けて、事業主行動計画策定義務の対象となる事業所に対して積極的に促す。

また、中小企業に女性活躍加速化助成金の周知を行うとともに支援を拡充する。  

（７）三重県が進める女性の活躍推進に向けた行動指針を踏まえ、「働き方改革」や性別役割分担

意識の改善を図る研修の受講や能力発揮の機会を拡大するとともに、採用・登用につながる職

域の拡大を進める。 

（８）セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメントや性

的指向と性自認（SOGI）に対するハラスメントなど、あらゆるハラスメントに対して職場環境

整備を進めるとともに、アウティングの禁止を含めた「ハラスメント防止条例」（仮称）を制

定する。（★） 

（９）雇用形態に関わらず、男女がともに不妊治療や妊娠・出産や育児、介護時などに就業継続で

きる環境を整備する。とりわけ「次世代育成支援対策推進法」における一般事業主行動計画の

進捗状況を確認し、すべての労働者が就労継続できる環境の整備に向けて支援を強化する。（★） 

（10）高年齢者雇用安定法に基づき、「高年齢者雇用確保措置」をすべての企業において措置が講

じられるようハローワークなどの行政指導を強化する。また、希望者全員が豊富な経験や技術・

技能を活かして働き続けられる環境の整備、生活できる賃金水準の確保、モチベーションの維

持など、対象者のニーズに応じた制度改善を推進する。またシルバー人材センターにおける業

種を拡大するなど、幅広い分野で活躍できる整備を図る。 

 

６．外国人労働者が安心して働くことのできるための環境を整備する。 

（１）すべての外国人労働者の権利を確保し、適正な就労環境のもとで働けるよう、外国人労働者

を雇用する事業主に対し「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処する

ための指針」の周知を徹底する。 

（２）2017年11月に外国人技能実習法と技能実習生の受入れ可能期間が3年から5年に延長され、法

の趣旨にそぐわない事態が生じていることを踏まえ、外国人技能実習機構との相互連携を積極

的に図るとともに、労働関係法令違反に対する監督指導体制を強化する。 

（３）「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」に掲げられた施策が着実に実行されてい

るのか適切にフォローアップするため、労使団体を含む多様なステークホルダーが参画する協

議会を設ける。（★） 

（４）外国人住民の教育・文化・生活習慣・労働・社会保障・医療等の課題に対応するとともに技

能育成、資格取得など就労の支援や環境の改善に向けた新たな相談窓口「多文化共生総合ワン

ストップセンター」の整備・充実を図る。 

（５）生活するうえで必要な日本語のみならず、働くうえで必要な日本語についても外国人労働者

に学習の場を提供する。 
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７．障がいの有無、種類および程度に係わらず、障がい者が差別されることなく働き続け

ることができる社会を実現する。 

（１）障害者雇用促進法が定める法定雇用率の暫定措置が2021年3月までに終了することを踏まえ、

実雇用率の向上に向けた就労支援策を強化し、職場定着を図る。なお、特定の業種の雇用義務

の軽減を図る除外率制度は、早期に廃止する。また、2018年4月に雇用義務制度の対象に追加さ

れた精神障がい者(発達障がい者を含む）の雇用が着実に前進するよう、ハローワーク、医療機

関、障がい者就労・生活支援センターなど関連機関が連携してチーム支援を行ない、就労支援

と職場定着に向けた環境整備を図る。（★） 

（２）障害者優先調達推進法にもとづき、障がい者就労施設などから積極的に仕事の発注や物品の

購入を行うとともに、企業への優遇措置の拡充を図る。 

（３）企業における就労支援担当者と障がい者就労・生活支援センターや、施設から派遣されるジ

ョブコーチがスムーズに連携を図れるような環境を整備するとともに、障がい者の就労支援を

担う人財の育成をさらに進める。 

（４）障がい者雇用を拡大するために、ステップアップカフェ（Cotti菜）の活用と新分野の開拓を

進め、障がい者雇用に対する認識の変革と理解の深化を図る。また、一般就労につながる特例

子会社の設立支援や中間就労の場の拡大を図る。さらに、障がい者の職場定着を図るため、受

け入れ企業における従業員の研修と、合理的配慮を含む安心して働ける労働環境を構築する。 

８．持続可能な「環境保護」と「経済発展」の両立が可能な「グリーン経済」への転換をめ

ざす。 

（１）企業の環境対策を促進するため、環境対策に関連した技術・事業・産業の育成支援を強化す

る。また、「三重県地球温暖化対策推進条例」等に基づき、事業活動や生活における省エネの

推進、県民意識を高めるための家庭・地域等での取り組みを強化する。 

（２）県・市町は企業と連携し「三重県新エネルギービジョン」に基づき、今後も地域資源を活か

した「再生可能エネルギー」等の導入を県内に積極的に広げる。自然エネルギー発電事業者に

対しては、生態系への配慮や地域住民との合意形成、また不適切な森林開発などに起因する土

石流出や濁水の防止対策を義務付ける。 

（３）2018年5月施行の森林資源管理法に基づき、放置されている私有地林の公的な管理を推進する

とともに、国産木材の利用促進に向けた支援・補助を行う。 

（４）2024年度から導入される森林環境税と県独自の森林環境保全にかかる「みえ森と緑の県民税」

について、県民の意見を踏まえつつ税収の使途や課税内容の調整をはかる。 

（５）地球温暖化に伴う海水温の上昇、海水面上昇や海流の変化、海洋酸性化、海洋ゴミなどが生

態系や生物資源に与える影響について、さらに研究を進めるとともに、順応的な保全管理を推

進するよう国に求める。 

（６）土壌の汚染及び土砂等の流出による災害の防止と市民の生活環境を保全するため、三重県土

砂条例(仮称)を制定する。併せて市町への条例の働きかけを行う。 

 

９．食の安全と安定供給の維持・充実を図るとともに、第1次産業と6次産業化による地域
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活性化を図る。 

（１）農林水産業における県産品等については、特に首都圏・近畿圏、海外での認知度向上と消費

の拡大に向け、活動をさらに積極的に推進する。 

（２）「食の安全確保のための監視指導計画」に基づき、消費者・生活者の観点から食の安全を確

保し、地産地消を中心とした安心して食生活を営める環境を整備する。 

（３）消費者・生活者の観点から地産地消を中心とした安心して食生活を営める環境を整備するた

め、良質な主要農産物種子条例（仮称）を制定する。 

（４）農山漁村の地域資源を活かした第1次産業と6次産業化については、環境整備と併せ生産者の

人財育成と定着を進め、農林水産業の維持と地域経済の活性化を図る。 

 

10．地域の実情に応じて医療人材や、診療科の適正配置を進め、医療機関間および医療と

介護機能分担・連携強化に取り組み、良質で切れ目のない地域医療提供体制を確立する。 

（１）若手医師のキャリア形成や医師確保を支援する地域医療支援センターの活用、修学資金貸与

制度の拡充などにより、医師や看護師等医療スタッフの不足・地域や診療科による偏在の解消

を図り、地域の医療資源の有効活用をめざす。2025年にいわゆる団塊の世代の方々が75歳以上

と予想されることから地域医療構想の推進においては、地域実態に即しつつ医療現場の声が反

映される体制を構築する。（★） 

（２）小児在宅医療や、終末期ケアを含む在宅医療について、患者や家族の不安が強いことから、

在宅医療を担う医師の参入や訪問看護機能の充実を進め、退院後の支援や生活の場における療

養支援などの体制整備を図る。 

（３）安全で質の高い医療サービスの確保と医療スタッフの離職防止や医療安全の確保等を図るた

め、職場の意見を反映させるなど「医療勤務環境改善支援センター」の取り組みを強化する。

女性医師や看護職員をはじめとする医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、「女性が働

きやすい医療機関認証制度」の認証機関の拡大を図る。 

 

11．生涯を通じた健康的生活を、支援する取り組みを推進する。 

（１）すべての人を対象とした健康増進の取り組みを重視し、成人病や生活習慣病の予防、心の健

康対策等が個人の行動の変化につながるよう取り組みを進める。 

（２）2020年4月に全面施行となる改正健康増進法を踏まえ、不特定または多数の人が出入りするこ

とができる空間（公共的空間）を有する施設（公共的施設）において、分煙対策を強化する。 

（３）2018年4月より国民健康保険に係る財政運営の主体が市町から県に移行されたことから、保険

者機能の発揮や加入者への利便性を損ねることのないよう「三重県国保運営協議会」等で保険

者ならびに加入者の意見が反映される機会を確保する。 

（４）誰もが居住地で健康相談や指導などが受けられるよう、相談窓口の周知を図るとともに、保

健所や市町保健センターへの保健師等スタッフ配置の充実、情報通信技術の活用など、利便性

も考慮した体制をつくる。また、保健師や管理栄養士等の公衆衛生に関わる人財の確保を図る。 
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12．高齢者や障がい者が、住み慣れた地域で安心して生活できる環境を住宅政策やまちづ

くりと一体となった総合的な基盤整備を行う。 

（１）各種医療機関・NPOやボランティア団体と連携し、高齢者、障がい者が地域のなかでつながり、

いきいきと生活できるよう、居場所の提供や生活支援体制を構築する。 

（２）施設サービスを必要とする高齢者、とりわけ生活に困窮している高齢者が、円滑に施設に入

所できるよう、「2019年度老人保健福祉施設整備方針」や「特別養護老人ホーム・介護老人保

健施設整備選定方針」を着実に推進する。さらに特別養護老人ホーム等の整備と被介護者への

支援を推進する。 

（３）介護人財の安定的な確保に向け、介護職員の能力・資格・経験に応じて処遇するキャリアパ

ス制度の積極的活用と充実により、処遇の改善を図る。とりわけ、介護職員処遇改善加算およ

び介護職員等特定処遇改善加算の不利益取り扱い防止に向け、指導監督を強化する。また、誇

りとやりがいをもって働けるよう、過重労働対策を強化し、介護の質の向上に資する人財育成

と職場環境の整備を推進する。 

（４）医療と介護が一体的に提供される地域包括ケアの推進にあたっては、重度な要介護状態でも

住み慣れた地域で暮らすことができるよう、利用者、医療保険者、被保険者の声が反映できる

仕組みを構築するとともに、家族など介護者の共倒れを防ぐための総合的な相談・支援の体制

を充実させる。 

（５）2018年8月に改正された介護保険制度について、介護者が利用できる介護保険サービスの周知

徹底を図る。また地域の実情に応じて要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能と

することをめざした「総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）」については、市町の財

政状況等によってサービス水準の格差が拡大しないよう必要な支援を行う。 

（６）介護施設の利用者への虐待などハラスメントを根絶するため、高齢者虐待防止法の周知を図

る。またすべての介護施設において実態調査と検証を行い必要な支援を行う。 

 

13．障がい者が差別されることなく地域で生活する権利を保障されるよう「障がいの有無

にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」を活かし、インクルーシブな

社会（共生社会）を実現する。（★） 

（１）障害者基本法と障害者差別解消法の理念を踏まえた「障がいの有無にかかわらず誰もが共に

暮らしやすい三重県づくり条例」の趣旨を周知、啓発を強化する。市町は、差別解消支援地域

協議会を設置するとともに、障がい当事者ならびに労働者代表が参加・意見反映できる体制を

確保する。 

（２）「みえ障がい者共生社会づくりプラン」の着実な推進等を図る。特に、障がいのある子どもが

地域の幼稚園や保育園、学校等に安心して通園・通学できるよう、人的保障をはじめ、保育・

教育環境を早急に整備する。 

（３）県・市町は、重度の障がい児・者とその家族の生活実態の調査結果をもとに、ニーズに応じ

た支援策に取り組む。また、支援団体と連携して課題の解決に取り組む。 

（４）障がい者が地域で安心して生活できる環境がさらに進むよう、福祉サービスの利用の援助や

就業に対する相談体制、住環境の整備を図るなど、障がい者及び家族への支援を行うとともに、

教育と福祉と雇用を融合した施策を推進する。 
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（５）「身体障害者補助犬」（盲導犬・介助犬・聴導犬）の補助犬利用者に対する配慮を社会に浸

透・定着させるために周知・啓発を徹底する。また補助犬育成団体への理解を深め支援につな

げる。 

（６）支援を必要としている方への配慮を社会に浸透・定着させるため「ヘルプマーク」等の障が

い者に関係するマークの周知、啓発を強化する。 

（７）2017年4月施行の「三重県手話言語条例」を周知・啓発を強化する。 

 

14．希望するだれもが安心して子どもを生み、育てられるよう、子ども・子育てを社会全

体で支える仕組みを構築する。 

（１）少子化対策を総合的に推進する「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」の推進・検証

を行う。またプランの見直しには、障がいのある子どもの施策を組み入れ途切れ目のない支援

を行う。（★） 

（２）働き方の見直しや、男性の育児休業・休暇の取得を促進する取り組みとして、「三重イクボス

同盟」を通じてイクメンの推進およびイクボスへの意識喚起を図る。また次世代育成支援対策

推進法に基づく「くるみん認定マーク」および「プラチナくるみん認定マーク」の取得や改正

育児・休業法にもとづく育児に関する休暇の措置などの推進を図る。 

（３）子どもの人権を守り、子どもの豊かな育ちを社会全体で支える体制を構築する。「三重県いじ

め防止条例」に基づき、学校、家庭、自治体等の相談窓口や外部の専門機関等が連携し、性的

指向・性自認を含めた幅広い相談体制の周知を強化する。 

（４）「三重県家庭的養護推進計画」進捗・検証を行うとともに「三重県社会的養育推進計画」（仮

称）に課題を反映し着実に実行する。子どもの人権を保障するため、入所児童への個別的な支

援や施設の職員配置基準を見直し、心理職員などの専門職員を配置する。また、進学や就職に

加えて、施設退所後の生活を支えるため専門員を配置する。 

（５）児童養護施設及び乳児院に配置されている里親支援専門相談員の体制を強化し、里親制度の

充実を図る。また、里親手当の引き上げを国に要望する。 

（６）待機児童が解消していない中、2019年10月から幼児教育・保育の無償化が実施される。国が

対策を急ぐあまり、設備・人員の基準緩和が行われ、幼児教育・保育の質の低下を招きかねな

いことから、幼児教育・保育の質の確保と財源確保を行うこと。 

（７）放課後児童クラブにおいては、市町の実施責任を明確にすること。放課後児童健全育成事業

に従事する者及びその員数の基準については、従うべき基準から参酌すべき基準に見直しが行

われた。放課後児童クラブの質を確保するため、基準を下回ることがないようにし、放課後児

童支援員の数は支援の単位ごとに2人以上を堅持する。また放課後児童支援員の処遇改善と研

修を受けられる体制整備のために人員及び財政支援を行う。（★） 

 

15．地域住民の課題をもとに、ひとに優しく多様で柔軟なまちづくりを推進する。 

（１）子どもや高齢者、障がい者をはじめ、すべての生活者が快適に暮らすことができるユニバー

サルデザインに基づいたまちづくりに向け、「第 4 次三重県ユニバーサルデザインのまちづく

り推進計画」（2019年度～2022年度）を確実に推進する。 
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（２）「ライドシェア」など新たな有償旅客運送事業について、既存の公共交通で保障されている

利用者の安心・安全が確保されない限り、安易な導入は行わない。また、個人の住宅を活用す

る「民泊サービス」については、生活者や利用者の安全を守るための規制を行う。 

（３）生活用品の購入等に困難が生じている「買い物・通院難民」が発生しないよう、公共交通の

維持や代替手段の確保を図る。また、高齢者の交通事故を未然に防ぐため、「運転免許返納制度

自主サポートみえ」が推進されるよう代替移動手段の確保を図るための支援策を講ずる。 

（４）消費者の悪質クレーム・暴力が発生しないよう、人権尊重と倫理的な行動をとる消費者行動

の周知や、人や社会・環境に配慮した「エシカル消費」の教育を実施する。 

（５）税財源を確保したうえで、複雑かつ過重な自動車関係諸税の軽減・簡素化を国に求める。県・

市町・民間事業者・NPO・協同組合など、多様な主体が地域課題を共有し、対話できる場の拡充

を図る。また、地域課題の解決に向けて提案されたモデル事業等を積極的に展開できる仕組み

を構築する。 

（６）居場所の提供や生活習慣・育成環境の向上などの取り組みを含め、「生活困窮者自立支援制

度」の市町での取り組み体制の整備をさらに推進するとともに「生活困窮者自立支援事業」の

好事例などの周知を行う。特に、任意事業の就労準備支援事業・一時生活支援事業・家計相談

支援事業・学習支援事業等、生活困窮者の自立に必要な事業の積極的な実施を促進する。なお、

就労支援については、ハローワークとの連携をさらに強化する。 

（７）地方の特性を活かしたまちづくりを推進する「三重県まち･ひと･しごと創生総合戦略」の検

証結果をもとに、県民参加のもとで、将来の街づくりの自主的・主体的な取り組みを強化する。 

（８）増え続ける空き家（共同住宅含む）が自然災害などによって周辺の住宅や住民に危険を及ぼ

さないよう「空き家等対策計画」をすべての市町が早期に策定し実施するよう促す。また住民

参加のもとで、空き家の増加抑制や跡地の利活用方法を検討する体制を構築する。 

（９）成年年齢の引下げによる18歳・19歳の知識や経験の不足に乗じた悪徳商法などによる被害を

防止するため、悪意ある事業者に対する規制強化や違法行為への罰則強化をはかるとともに、

学校への出前講座による消費者教育を行う。 

（10）県は、市町に上下水道事業が抱える収入の減少や設備更新などの構造的課題への対応を検討

する際には、民間活用も含めた具体的方策についてメリットだけでなく、デメリット等の情報

も正しく開示し、受益者たる住民参加のもとで意思決定を行うよう促す。 

 

16．防災・減災機能を強化し、自然災害に備えたまちづくりを推進する。 

（１）「みえ防災・減災センター」の機能強化を図り地域での緊急避難体制の確保、地域防災力向

上のための人材育成や広報活動等に積極的に取り組む。また「三重県復興指針」を基本とする

「三重県復興計画」については、県、市町・県民・地域が共有を図れる仕組みを構築する。 

（２）南海トラフ巨大地震や台風、集中豪雨などの風水害、津波への対策をさらに進めるとともに、

災害に強いまちづくりに向け、市町や企業と連携を強化する。また「三重県広域受援計画」に

基づき、人命を最優先に被害の最小化を図る減災対策を構築する。 

（３）安心で快適なまちづくりを推進するため、情報通信・上下水道・石油・ガス・電気などのラ

イフラインの安心・安全を担保するとともに、不特定多数が利用する学校・病院・港湾・旅客

施設・主要幹線道路などの耐震補強や、老朽化対策、緊急輸送道路における電線共同溝の整備
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を早期に完了させる。 

（４）多くの学校が地域の避難拠点となる避難場所に指定されていることからバリアフリー化をさ

らに進めるとともに、窓ガラスや天井等、非構造部材の耐震化についても速やかに完了させる。 

（５）あらゆる人が安心できる避難計画を策定するとともに、周囲への遠慮をせずに避難所で生活

できる支援を強化する。更には大規模な自然災害が頻発していることから、夏場の大規模な災

害等に備え、熱中症対策、衛生状態の確保を念頭に置いた避難所運営、避難体制を構築する。

また災害用備蓄品の整備を進めるための財源確保を図る。（★） 

（６）中小企業・小規模事業者における防災・減災対策を早急に構築するため、BCP（事業継続計画）

の策定支援や防災・減災設備の導入支援に取り組む。（★） 

 

17．人権侵害を廃絶するため、人権に対する理解と認識を深める機会を通じて、差別を許

さない社会づくりを推進する。 

（１）「子どもを虐待から守る条例」に基づき、児童相談所・福祉事務所・保健所・学校・民間団

体等の連携による相談体制をより一層充実するとともに、要保護児童対策地域協議会の運営を

強化し、児童虐待の早期発見と対応策を強化する。 

（２）児童養護施設内等での子どもの暴力について実態の把握と課題の検証を行うとともに、必要

な支援策を講じる。 

（３）性別にかかわらず暴力（性犯罪、性暴力、DVなど）を許さない社会づくりにむけて「みえ性

暴力被害者支援センター『よりこ』」の機能を強化するとともに、予防教育の充実と周知啓発

を推進する。 

（４）「三重県多文化共生社会づくり指針」（2016年～2020年）に基づいて、NPO法人等と連携し地

域、企業において、外国人に対する差別意識の解消を図り、外国人住民が様々な場面で地域社

会に参加・参画しやすい環境づくりを推進する。また学校や就学前の外国人子どもへの支援を

強化する。 

（５）性の多様性についての啓発に努め、とりわけ生活環境や職場環境において理解が深まる取り

組みを進める。また、行政機関や企業における調査書や申請書等の各種文書について、性別の

無用な記載を求めない取り組みを強化する。 

（６）人権尊重社会の実現をめざした「三重県人権施策基本方針」に基づく、新たな行動プランを

着実に実行するとともに、人権が尊重される社会づくりを推進するため、「人権侵害救済法」（仮

称）の制定を国に働きかける。 

（７）ジェンダー平等と女性の権利を推進するため国連女性差別撤廃条約「選択議定書」を批准す

るよう国に働きかける。 

 

18. 教育における機会の均等を保障し、多様な子どもが学ぶ教育環境の整備を図るととも

に、地域に根差した教育基盤を整備し、家庭・学校・地域が一体となって子育て・教育

を推進する。 

（１）きめ細かく行き届いた教育を行うため、少人数教育を推進する。また、いじめを許さない体

制づくりを推進し、不登校の子どもや虐待を受けた子どもの学ぶ権利を保障する。 
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（２）地域における子どもの生活実態調査を行い、経済的支援を含めた必要な支援を迅速かつ積極

的に行うとともに、経済格差が教育の格差につながらないよう教育の機会均等を保障する。小

中学校における給食の完全実施・無償化をはじめ学習支援の充実や奨学金制度の周知を徹底す

る。また、高等教育での無利子奨学金、給付型奨学金、返還困難者に対する返還猶予や減額返

還制度の拡充を国に要望する。(★) 

（３）医療ケアを必要とする子どもの支援について、就学前から学童期・社会参加まで切れ目ない

支援体制の整備を推進する。 

（４）「子ども食堂」が、公的施設で開設しやすいよう配慮する。また運営に関する公的支援につい

ては、県、市町、関係団体等で構成する「三重県子どもの貧困対策推進会議」において、効果

的な支援策を検討する。 

（５）「第三期ひとり親家庭等自立促進計画」(2015年度～2019年度）の進捗・検証を行うとともに、

ひとり親家庭の課題を調査し、適切な支援につなげる。また支援施策の更なる周知広報対策を

進め、利用の促進を図る。 

（６）国、労働局、県、学校、労使団体等が連携し、若者が労働法等の働く者の権利と義務、税や

社会保険の仕組みに関する基本的な知識を習得する機会を確保する。同時にこれらに関する相

談窓口の所在などについて周知する。 

（７）学校が地域コミュニティの拠点として充実するよう、「開かれた学校」づくりなどに取り組む。 

（８）「三重県子ども条例」の普及啓発と、着実な推進を図る。また、「子ども基金」の活用につい

ては、少子化対策や子どもの貧困や虐待、待機児童などの対策に活用し、子どもが豊かに育つ

ことのできる地域社会の実現に取り組む。 

 

19．地方自治体の自主性・自律性を高めるとともに、住民の意思を反映した地域づくりを

推進する。 

（１）住民の意思を反映した政策を実現するため、県民が参加して活気に満ちた地域社会づくりを

推進するとともに、地域の実情に応じた行政サービスや地域コミュニティづくりを推進する。 

（２）地方税財源の充実・確保を図るため、地方交付税交付金の十分な確保とともに、国の関与を

最小限に止めるよう求め、地方自治体の自主的・主体的で安定的な行財政運営を図る。 

（３）三重のあるべき姿を展望し、県政運営の基本姿勢や政策展開の方向性を示す、おおむね10年

先を見据えた戦略計画である「みえ県民力ビジョン」の「第三次行動計画」策定については、

「第二次行動計画」の検証と「みえ県民意識調査」の結果を反映する。 

（４）すべての選挙の選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことを踏まえ、義務教育段階から「主

権者教育」を実施するとともに、若者への啓発を強化する。 

（５）投票所(期日前投票を含む）を大型ショッピングセンター・文化交流施設・駅・バス車両を活

用するなど、より多くの有権者が投票しやすい環境の拡充に努めるとともに周知啓発を強化す

る。 

（６）選挙人名簿への登録に要する期間を現行の3か月から短縮し、転居後3か月に満たない有権者

も転居先の地方自治体が管轄する投票所において投票できるように条件整備を図るよう国に要

望する。 
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（７）地方自治体は、マイナンバー制度の運用状況や住民からの意見を把握し、活用が予定される

税・社会保障・災害対策分野での体制整備を図る。また、制度の利用及び個人情報保護策を盛

り込んだ条例の整備等を図るとともに、徹底した情報漏えい対策を行う。 

 

20．公正なグローバル化を通じた持続可能な社会の実現を図る。 

（１）持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けた取り組みを推進する。(★) 

 

 

以 上 

 

 

 

 


