
①  情報提供・学習機会の充実

取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

商工労政課 男女共同参画推進事業
男女共同参画を推進する条例のリーフ
レットを増刷し、全戸配布を行った。

男女共同参画週間に、リーフレットを
活用して「固定的性別役割分担意識」
について家族で話し合ってもらえるよ
う啓発することができた。

市民意識調査の結果、若年層の固定的
役割分担意識は解消されつつあるた
め、高齢者層に向けた啓発が必要であ
る。

引き続き条例の周知を行うとともに、
広報や出前講座などを通じて、固定的
性別役割分担意識の解消を図る。

人権推進課 人権教育啓発事業

市制作の人権啓発教材の中で「女性の
人権」を取り上げ、事例として自治会
役員は男性であるとの役割分担意識が
強いことをあげ、この問題についての
関心を深めていただくことに努めた。

市内の各区・自治会が実施する「人権
尊重のまちづくり懇談会」において、
性別役割意識に関する話し合いの場を
持ってもらうことができた。

「人権尊重のまちづくり懇談会」で学
んだことを家庭に持ち帰り、まずは家
庭内で実践していただくことが重要で
あり、課題でもある。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から懇談会や人権セミナーの開催に
は難があり、紙面等による啓発の充実
を図る。

商工労政課 男女共同参画推進事業
男女共同参画を推進する条例のリーフ
レットを増刷し、全戸配布を行った。

リーフレットを男女共同参画週間に合
わせて全戸に配布したことで、「男女
共同参画」の考え方や言葉を周知する
ことができた。

市民意識調査の結果、若年層（20歳以
下）の認知度が低いため、学校や地域
の行事などでの若年層に向けた周知が
必要である。

引き続き、男女共同参画週間や成人
式、新就職者人権研修などでリーフ
レットを配布し、考え方や言葉の周知
を行う。

人権推進課 人権教育啓発事業
市制作の人権啓発教材の中で「女性の
人権」を取り上げ、男女共同参画の考
え方についても説明した。

市内の各区・自治会が実施する「人権
尊重のまちづくり懇談会」において、
男女共同参画に関する話し合いの場を
持ってもらうことができた。

「人権尊重のまちづくり懇談会」で学
んだことを家庭に持ち帰り、まずは家
庭内で実践していただくことが重要で
あり、課題でもある。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から懇談会や人権セミナーの開催に
は難があり、紙面等による啓発の充実
を図る。

商工労政課 男女共同参画推進事業
男女共同参画・女性活躍をテーマにし
た出前講座を行った。

和田区（19人参加）と上馬杉区（15人
参加）で出前講座を実施し、地域や家
庭での男女共同参画について考えても
らう機会を提供することができた。

特に男性は、男女共同参画について
は、一定理解はしているものの、言葉
がけや行動にうつすことへのためらい
が見受けられた。

引き続き、リーフレットを活用した出
前講座を通じて、地域や家庭での男女
共同参画の啓発を行う。

人権推進課 人権教育啓発事業

市制作の人権啓発教材の中で「女性の
人権」を取り上げ、事例として自治会
役員は男性であるとの役割分担意識が
強いことをあげ、この問題についての
関心を深めていただくことに努めた。

市内の各区・自治会が実施する「人権
尊重のまちづくり懇談会」において、
性別役割意識に関する話し合いの場を
持ってもらうことができた。

「人権尊重のまちづくり懇談会」で学
んだことを家庭に持ち帰り、まずは家
庭内で実践していただくことが重要で
あり、課題でもある。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から懇談会や人権セミナーの開催に
は難があり、紙面等による啓発の充実
を図る。

第２次男女共同参画計画（甲賀市女性活躍推進計画）進捗状況調査表

固定的な性別役割分担意識をなくすための啓発
を行う。

「男女共同参画」の考え方や言葉を周知する。

男女共同参画の研修会や学習会を実施する。

基本目標Ⅰ．家庭・地域における男女共同参画

１．学習機会の充実、意識啓発
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取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

学校教育課
教育振興一般事務
小学校教育振興事務
中学校教育振興事務

各校の学校教育目標における児童生徒
の実態を踏まえ、学校教育活動全般を
通して実施した。

個々のよさを認め合い、協働的に学校
生活を送ることで自己有用感に裏付け
られた自尊感情を育むことができた。

単学級学校における人間関係の固定か
ら柔軟な関係づくりが困難なことがあ
る。また、コロナ感染拡大による休校
措置により、相互的な環境による学習
の場が困難となった。

各校学校教育目標における児童生徒の
実態を踏まえ、学校教育活動全般を通
して実施する。

保育幼稚園課 保育士研修事業

以下の研修等を実施した。
・各ブロック単位で研修及び保育研究
会
・保育幼稚園課主催の人権研修
・園内人権研修
・市の人権研修会に参加
・滋賀県人権保育研究協議会の研修に
参加

以下のとおり、研修等を実施できた。
・各ブロック単位で研修及び保育研究
会に参加
・園内人権研修会（２回以上）
・市の人権研修会（年間２回）
・滋賀県人権保育協議会（各園１回以
上）

人権研修を通して学ぶことはできる
が、実践に活かしていけるか、常に検
証が必要である。

園内人権研修課（２回以上）を実施す
る。
市人権研修会、滋賀県人権保育研究協
議会の研修（映像研修）に参加する。

商工労政課 男女共同参画推進事業
各小中学校に男女共同参画を推進する
条例のリーフレットを配布した。

リーフレットを活用した男女共同参画
の学習活動を推進した。

市民意識調査の結果、若年層（20歳以
下）の認知度が低いため、学校や地域
の行事などでの若年層に向けた周知が
必要である。

教育委員会と連携し、学校行事などで
リーフレットを活用した学習活動を推
進する。

学校教育課

小学校教育振興事務
ふるさと甲賀地域学習推進事業（小学校）
中学校教育振興事務
ふるさと甲賀地域学習推進事業（中学校）

各校、各教科・道徳･総合的な学習の時
間等において、教材、副読本等を活用
などを通して実施した。
学校生活の場面において、日常的・継
続的に指導･助言を行った。

授業の中で、取組を行った。
普段の学校生活の中で、日常的・継続
的に指導助言を行った。

年間計画への位置づけがなく、児童
会・生徒会、委員会活動での啓発活動
が積極的に行えなかった。

課題解消のために、あらゆる学習の機
会を通して、計画的に実施する。ま
た、学校生活の場面における身近な事
柄から学ぶ機会を設定する。

公民館等で「男女共同参画」について考える学
習活動を推進する。

社会教育スポーツ
課

水口中央公民館運営事業
土山中央公民館運営事業
かふか生涯学習館運営事業
甲南公民館運営事業
信楽中央公民館運営事業

各公民館で次世代を対象にした事業は
実施できなかったが、チラシやポス
ターを展示することで来館者に「男女
共同参画」について考える場を提供し
た。
かふか生涯学習館では「シルバー大
学」全体学習会に県立男女共同参画セ
ンターより講師を招き、暮らしとジェ
ンダーについて考える機会を設けた。

学習会は男女が互いの役割を理解し、
助け合うことの重要性を再認識する機
会となった。「今後、地域の事業でも
男女共同参画を意識して計画を立てた
い。」など前向きな意見も見られた。

公民館に次世代（若い世代）の来館が
少ない。委託事業である「夢の学習」
は若い世代の参加があるので連携して
取り組めないか検討が必要。
シルバー大学では男性の参加が少な
く、高齢世代においては男性側の関心
が依然として低い現状が浮き彫りと
なった。真に学んでいただきたい方へ
の啓発ができないのが現実であると感
じる。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴
い今年度の開催を見送っているため、
主催講座等を通じた学習活動の推進は
困難であるが、委託事業である「夢の
学習」に対して機会を設けるよう働き
かけていく。

性別にとらわれることなく、一人ひとりを大切
にした保育・教育に努める。

小学校や中学校等で「男女共同参画」について
考える学習活動を推進する。

②  次世代への男女共同参画の推進
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取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

地域の人権学習として男女共同参画が話し合え
るよう働きかける。

商工労政課 男女共同参画推進事業
男女共同参画・女性活躍をテーマにし
た出前講座を行った。

和田区（19人参加）と上馬杉区（15人
参加）で出前講座を実施し、地域や家
庭での男女共同参画について考えても
らう機会を提供することができた。

特に男性は、男女共同参画について
は、一定理解はしているものの、言葉
がけや行動にうつすことへのためらい
が見受けられた。

引き続き、リーフレットを活用した出
前講座を通じて、地域や家庭での男女
共同参画の啓発を行う。

政策推進課
地域課題解決推進事業
地域コミュニティ活動支援事業

地域市民センターを通じ、地域の代表
者会議においても男女共同参画の啓
発、新たな女性リーダーの育成等を依
頼した。

地域の活動（自治振興会等）におい
て、女性の参画が少しずつではあるが
進んできている。

地域に向け、啓発だけでなく男女共同
参画の重要性を丁寧に説明する必要が
ある。

区長会等の場で啓発などの働きかけや
意見交換を行う。

商工労政課 男女共同参画推進事業
男女共同参画・女性活躍をテーマにし
た出前講座を行った。

和田区と上馬杉区で出前講座を実施
し、地域における女性の登用や家庭で
の男女共同参画について考えてもらう
機会を提供することができた。

区・自治会等への女性の登用率が県内
他市と比べて低い状況が続いている。

引き続き、リーフレットを活用した出
前講座を通じて、地域や家庭での男女
共同参画・女性活躍を推進する。

政策推進課
地域人材活性化事業
市民活動ボランティアセンター指定管理事業

甲賀市まちづくり活動センター「ま
るーむ」を令和元年５月２１日から開
設し、まちづくりにかかわる拠点とし
て事業を実施した。

登録団体が６４団体、情報提供及びNPO
法人立ち上げ等の相談が２０件、来館
者数は38,995人の利用があった。

市民活動のすそ野を広げる、女性の活
躍をささえるための支援体制が必要で
ある。

市民活動応援講座を実施する（年５
回）。

社会教育スポーツ
課

水口中央公民館運営事業
土山中央公民館運営事業
かふか生涯学習館運営事業
甲南公民館運営事業
信楽中央公民館運営事業

主催講座である「天体観望会」「シル
バー大学」への女性の積極的な参加を
促した。また、女性団体に対して活動
機会の提供を行った。

「天体観望会」のスタッフとして女性
（高校生）が新たに参加した。また、
「シルバー大学」については、女性の
受講者が全体の６割を超えた。

これまでの館主催講座を「夢の学習」
に対して委託していく方向であること
から、今後の人材育成に向けて問題意
識を共有し、市と受託者が密接な連携
を図っていく必要がある。

今年度唯一の主催講座である「天体観
望会」のスタッフとして女性がより参
加しやすい環境を整備するとともに、
自主学習団体に対しても積極的な活動
支援を行う。

市民活動団体に男女共同参画の視点での活動を
働きかける。

商工労政課 男女共同参画推進事業
市民活動団体が利用する公共施設等に
条例リーフレットを設置した。

リーフレットの設置により男女共同参
画の周知を図った。

市民活動団体の所管課と情報共有し、
効果的な啓発を行う必要がある。

市民活動団体の所管課と情報共有し、
効果的な啓発を行う。

社会福祉協議会が中心となって進めている地域
住民主体の「ご近所福祉」の取組を推進する。

福祉医療政策課 社会福祉協議会活動推進事業

区・自治会・自治振興会・ご近所福祉
推進協議会などの単位で、福祉団体、
ボランティアグループなどの協力によ
り子ども食堂や子育て世帯・障がい
者・高齢者のサロン活動や、見守り訪
問、生活支援活動などの取り組みを実
施している。主体となる組織ごとに男
女比の偏りはみられるものの、全体的
には均衡がとられている。

この事業に対し、参画者及び利用者の
男女共同参画が進んでいることによ
り、男女問わずさまざまな視点・立場
からの意見を取り入れた運営がなさ
れ、取り組みに反映されている。

特になし。

現在、参画者の男女構成など均衡がと
れているが、長期的な視点から今後も
活動者養成の際に、男女比率が留意さ
れるよう促していく。

取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

男女共同参画の視点を組み入れた防災意識の向
上を図るため、地域住民が知識を習得できる機
会を充実する。

危機管理課
消防活動推進事業
災害対策事業

出前講座を開催し、住民の知識習得の
機会を充実した。

年度中27回開催できた。
男女ともに参画する仕組みづくりが必
要である。

引き続き取り組みを進める。

男女がともに参画した自主防災組織の設立・育
成を支援する。

危機管理課 災害対策事業
出前講座を開催し、自主防災組織の設
立・育成を支援した。

自主防災組織の設立に関する講座を年
度中27回開催のうち13回開催し、540人
（うち女性100人）が参加した。
自主防災組織が新たに1つ設立した。

女性の参加者を増やして、男女がとも
に参画する仕組みづくりが必要であ
る。

引き続き取り組みを進める。

まちづくりに関わる女性の人材を育成する。

区・自治会、自治振興会等に積極的な女性の登
用を働きかける。

① 地域での男女共同参画の推進

２．男女がともに参画できる地域づくり

②  男女共同参画の視点を踏まえた防災対策
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① 男性にとっての男女共同参画

取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

男女共同参画への男性の理解促進や意識改革を
図る。

商工労政課 男女共同参画推進事業
内閣府の「おとう飯キャンペーン」に
市長が参加し、男性の家庭への参画を
啓発した。

11/30子育て応援フェスタの会場内で市
長が自ら料理し、「おとう飯」を市民
にふるまい、男性の育児参画の啓発を
行った。

地域への「おとう飯」の周知・啓発が
必要である。

「おとう飯」や条例のリーフレットを
活用し、男女共同参画への男性の理解
促進や意識改革を図る。

② 男性の家庭への参画

取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

子育て政策課

子育て応援啓発事業
子ども子育て情報発信ポータルサイト事業
室内多目的広場運営事業
各子育て支援センター運営事業

各子育て支援センターにて、父親向け
の講座を実施。室内多目的広場運営事
業にて、また父親に子どもと一緒に遊
ぶ方法などの学びの場を提供した。

子育て支援センターや室内多目的広場
に父が子どもを連れて参加される姿も
見られるようになった。特に土日に父
が施設を利用される姿が多い。

父親向けの事業の周知と参加しやすい
内容や日時設定を今後も行っていく。

父親向け講座の開催を計画。土日の室
内多目的広場の運営を実施する。

子育て政策課 家庭教育支援事業

家庭での教育力の向上を図るため、未
就園児やその保護者を対象にブックス
タート事業や講座を実施した。また、
母子手帳交付に併せて父親向け子育て
情報誌「パパトライ」を提供した。

健診時に行うブックスタートでは両親
で来所されているケースも多く、間接
的にではあるが、男性の育児参加を促
すことにつながっている。

より実践へとつながる講座の開催と更
なる啓発の実施が必要である。

子育て支援センター、子育てコンシェ
ルジュ等を通じて啓発を実施する。
子育てに関する講座への参加を呼びか
ける。

商工労政課 男女共同参画推進事業
内閣府の「おとう飯キャンペーン」に
市長が参加し、男性の家庭への参画を
啓発した。

11/30子育て応援フェスタの会場内で市
長が自ら料理し、「おとう飯」を市民
にふるまい、男性の育児参画の啓発を
行った。

地域への「おとう飯」の周知・啓発が
必要である。

「おとう飯」や条例のリーフレットを
活用し、男性の育児参画を啓発する。

子育て政策課 各子育て支援センター運営事業（５事務事業）

父親向け講座の開催や家族を巻きこむ
方法の情報交換を実施。子育て情報を
インターネットを通じて配信してい
る。

講座を通して、子育て支援センターを
利用するきっかけとなり、父親が子ど
もを連れて遊ぶ場としての活用が見ら
れている。

更なる啓発を実施していく。
父親本人だけでの問題ではなく、就労
先等の理解も必要になってくるため
に、社会としての理解・啓発がさらに
必要である。
また、妊娠期からのメニューにも男性
の育児参加を啓発する講座等を検討す
る。

父親向けの講座の開催や、SNS等を利用
した情報発信を行う。

すこやか支援課 子育て世代包括支援事業
プレパパママ教室（妊娠期の教室）を
２回／クール、６クール／年開催し
た。

のべ202人（内　男性82人）参加した。
妊娠中の身体の変化の理解と、沐浴、
調乳等の実習を行った。初めての方が
多く真剣に取組まれているが出産後の
役割には結びつきにくい。

夫婦ともに赤ちゃんに関わった経験が
ほとんど無く赤ちゃんと一緒に過ごす
生活のイメージが薄い。

子どもと過ごす生活のイメージを持
ち、夫婦で子育てをする準備の支援を
行う。

子育て政策課 家庭教育支援事業
園、小学校において「子育て・親育ち
講座」を実施した。

男性の参加も見られ、父親の積極的な
育児への参加につなげる場としての活
用が見られる。

より実践へとつながる講座の開催と更
なる啓発の実施が必要である。

引き続き「子育て・親育ち講座」をは
じめとした子育てに関する啓発を実施
する。

発達支援課 啓発研修事業

9月～10月に、[発達に特徴を持つ子ど
もの理解と子育て」に関する連続講座
基礎編、フォローアップ編を４回ずつ
実施した。

男性の参加は、参加者１５名中２名の
参加があった。

多くの方に参加してもらえるよう、曜
日や時間等開催日時を検討する。

9月～10月に動画配信による単発講座と
11月～12月に3回の連続講座を実施予
定。今年は動画配信による単発講座も
あるので、休日や夜間など都合の良い
時間に父親も視聴していただける。

男性の育児への参画のための啓発を行う。

子育てに関する講座等を実施し、男性の積極的
な参加を推進する。

３．男性のための男女共同参画の推進
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長寿福祉課 介護保険事業
甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画に基づき介護保険事業を実施
した。

甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画に基づく介護保険事業の実施
により、介護サービスを提供する中で
介護への参画を促す他、出前講座や事
業所内公正採用選考・人権啓発にかか
る企業訪問で啓発を行った。また、企
業向けに仕事と介護の両立のための啓
発紙を作成した。

2025年には高齢化率が29.5％に達する
見込みで、市の負担がさらに増加する
ことが見込まれることから、介護需要
と保険料のバランスを考えながら、将
来に向けて安定した介護保険事業の運
営を行う必要がある。

甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画に基づき介護保険事業を実施
する。
甲賀市第8期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画を策定する。
企業向け介護と仕事の両立のための啓
発紙の配布や出前講座で啓発を行う。

すこやか支援課 任意事業費（特会）

社会福祉協議会にて男性介護者の会を
月1回開催。各地域包括支援センター職
員による介護に関する啓発及び男性介
護者の会の支援を行った。

男性が介護に関する関心が高まり、介
護への参画つながった。また、男性介
護負担者の軽減や介護技術の向上を図
れた。

介護者の会の新規加入者があまり増え
ない。

介護に関する啓発、介護者の会の支援
ともに継続実施する。

商工労政課 男女共同参画推進事業
企業向けに仕事と介護の両立に関する
リーフレットを作成した。

長寿福祉課と連携し、介護休業制度や
市内の相談窓口に関するリーフレット
を作成した。

今年度は作成までしかできなったた
め、次年度は市内企業にリーフレット
を配布し、情報提供と啓発を行ってい
く必要がある。

企業訪問でリーフレットを配布し、情
報提供と啓発を行う。

商工労政課 女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事業）

キックオフセミナーにおいて、ワーク
ライフバランス推進への取組先進企業
の事例発表を実施し、市内企業へ情報
提供と啓発を行った。

セミナーには市内企業等から122人の参
加があり、他府県企業のワークライフ
バランスへの具体的な取組事例を情報
提供することができた。

企業だけでなく、市民への情報提供や
啓発も必要である。

市内企業の取組事例集を作成し、市民
への情報提供を行う。

子育て政策課
子育て応援啓発事業
子ども子育て情報発信ポータルサイト事業
各子育て支援センター運営事業（５事務事業）

子育て支援センターにおいて、父親向
け講座や祖父母向け講座等を実施し、
家庭全体で子育てに参画できるよう啓
発を行った。
インターネットやインスタグラム等を
通じて、市内の子育て情報を発信し
た。

様々な媒体を通してワーク・ライフ・
バランスの実現に向けた情報提供を
行った。

一方通行の情報発信や啓発は、引き続
き実施するが、成果や効果を指数で測
れないことが課題である。

子育て支援センターにおいては、父親
向け講座や祖父母向け講座等を引き続
き実施し、インターネットやインスタ
グラム等を通じて、情報の発信を行
う。

男性の介護への参画のための啓発を行う。

男女がともに家族の一員として家事、育児、介
護など家庭生活に参画できるよう、ワーク・ラ
イフ・バランスの実現に向けた情報提供や啓発
を行う。

5



取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

保育幼稚園課 一時預かり保育事業
公立施設５箇所（水口子育て支援セン
ター及び保育園４箇所）、私立保育園3
箇所にて一時預かり事業を実施した。

のべ2,771人が利用（内公立施設はのべ
2,170人）した。

無料クーポン券の利便性及び利用率の
向上及び施設内環境の改善及び人材確
保が必要である。

引き続き保育の実施及び無料クーポン
券の配布を行い、事業の周知と利用促
進に努める。
新たに「あいみらい保育園」で実施す
る。

子育て政策課 所管外 － － － －

延長保育の充実を図り、長時間保育を実施す
る。

保育幼稚園課 保育事業（シートなし）
長時間保育は、公立私立保育園すべて
実施した。延長保育は、公立２園、私
立６園実施した。

就労時間に応じた保育体制を整え、実
施できた。

利用時間を過ぎての利用もある。利用
規定は遵守してもらえるよう啓発は必
要である。

延長保育の利用は、現状実施園で行
う。

保育幼稚園課 幼保再編検討協議会運営事業

水口地域における認定こども園整備事
業者の募集、内示を行った。
甲南地域における実施計画検討協議会
の開催した。

整備事業者の募集を行い、2者を内示し
た。
甲南地域で5回開催した。

再編計画検討協議会の未設置地域への
働きかけが必要である。

水口地域における認定こども園整備事
業者を決定し、保護者説明等の後、事
業者が具体な整備へ着手する。
甲南地域における認定こども園整備事
業候補地を検討する。

子育て政策課
各放課後児童クラブ指定管理事業（１９事務事業）
放課後児童クラブ支援事業
民設民営児童クラブ事業

保護者が労働等により昼間家庭にいな
いため監護を受けられない児童へ集団
生活の場を提供し、保育を行った。

指定管理による児童クラブ19箇所によ
り運営した。また、柏木児童クラブの
増築、甲南そまっこ第２児童クラブの
新築移転を実施した。また移転に伴い
甲南そまっこ児童クラブと統合し定員
の増を行った。

定員を超えるクラブ入所希望および老
朽化等に伴う施設整備と今後の児童ク
ラブ運営のあり方の検討が必要であ
る。

保護者が労働等により昼間家庭にいな
いため監護を受けられない児童へ集団
生活の場を提供し、保育を行う。

休日保育を充実させる。 保育幼稚園課 保育事業（シートなし）
公立園1園（水口西保育園）で実施し
た。

年間４３０人が利用した。
申し込み手続きの周知の徹底が必要で
ある。

公立園（あいみらい保育園）で実施す
る。

病児保育・病後児保育を充実させる。 子育て政策課 病児・病後児保育事業 病後児保育を実施した。 12名の児童が利用した。
病児保育の早期実施のため、医療機関
等へ事業協力を求める。

病児保育事業の実施に向け取り組む。

子育て政策課

子育てコンシェルジュ事業
子育て応援啓発事業
子ども子育て情報発信ポータルサイト事業
各子育て支援センター運営事業（５事務事業）

子育て応援啓発紙「ここまあち」や
「ここまあちネット」を通じて、子ど
も・こ育てに関わる情報の発信を実施
した。

様々な媒体を通して、情報提供や利用
促進を図った。

情報提供と共に、情報のより便利な活
用方法に対する周知と利用促進の徹底
が必要である。

子育て応援啓発紙「ここまあち」「こ
こまあちネット」を通じて、子ども・
子育てに関わる情報の発信を実施す
る。

子育て政策課 家庭教育支援事業 祖父母向け子育て講座を実施した。
「いきいき孫育て講座」３回連続講座
の実施し、延べ２４人の参加があっ
た。

更なる啓発を実施すること。 いきいき孫育て講座を実施する。

三世代同居（近居）を支援する事業を展開す
る。

商工労政課 子育て応援・定住促進リフォーム事業
三世代同居・近居定住促進リフォーム
事業を実施した。

対象２８件に対し、補助金を支給し
た。

市外へ転出している子世帯の、市内転
入（Uターン）を促進するための周知方
法の検討が必要である。

引き続き、三世代同居・近居定住促進
リフォーム事業を実施する。

子育て政策課

子育てコンシェルジュ事業
子育て応援啓発事業
子ども子育て情報発信ポータルサイト事業
各子育て支援センター運営事業（５事務事業）

祖父母むけの講座を実施するととも
に、祖父母手帳の発行による子育て応
援啓発を行った。

市内の５つの子育て支援センターにお
いて祖父母向けの子育て広場（おじい
ちゃん、おばあちゃんとあそぼうひろ
ば）を実施し、年間４２人の参加者が
あった。

更なる啓発を実施すること。
祖父母向け講座の実施する。
祖父母向け子育て広場を実施する。

保育幼稚園課 保育園地域活動事業
祖父母参観や交流、地域のゆうゆうク
ラブとの交流を実施した。

地域に親しみをもち、高齢者と関わる
ことで、人を思いやる気持ち等の育成
につながった。

核家族化が増える中、様々な世代と関
わる機会が減少している。園での行事
としての位置づけを再考する。

感染症予防対策（コロナ感染症予防対
策）のため、地域活動は実施しない。

祖父母に対して、子育て参加への支援や啓発を
行う。

４．多様なライフスタイルに対応した子育て支援・介護支援の充実

保育施設、放課後児童クラブを充実させる。

子ども・子育てに関わるサービスの情報提供や
利用促進を総合的にコーディネートする。

① 仕事と子育てを両立するための支援

一時預り保育、3歳未満児保育を実施する。
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取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

長寿福祉課 介護保険事業
甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画に基づき介護保険事業を実施
した。

介護保険事業を実施する中で、介護認
定に関する申請時や介護サービスの提
供時等に相談窓口を案内する他、出前
講座や事業所内公正採用選考・人権啓
発にかかる企業訪問で周知した。ま
た、企業向けに仕事と介護の両立のた
めの啓発紙を作成した。

2025年には高齢化率が29.5％に達する
見込みで、市の負担がさらに増加する
ことが見込まれることから、介護需要
と保険料のバランスを考えながら、将
来に向けて安定した介護保険事業の運
営を行う必要がある。

甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画に基づき介護保険事業を実施
する。
甲賀市第8期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画を策定する。
企業向け介護と仕事の両立のための啓
発紙の配布や出前講座で周知する。

すこやか支援課 地域包括支援センター運営費（特会）

市の広報、健康教育等の場で各地域包
括支援センターにおいて、専門職が高
齢者の相談・支援に応じることを啓発
した。

介護に関する様々な相談（新規相談件
数1,526件、継続相談件数789件）を受
けるとともに、必要な支援につながっ
た。

閉じこもり単身高齢者や高齢者のみ世
帯で、地域の方や支援機関と繋がって
いない方への支援が必要である。

引き続き、総合相談を実施する。

長寿福祉課 在宅福祉支援事業
在宅寝たきり高齢者等介護激励金支給
事業を通じ、在宅介護を行う家族の支
援を行った。

在宅寝たきり高齢者等介護激励金を支
給した。
（決定者310人。13,430,000円）

介護や支援が必要な状態になっても、
可能な範囲で状態を改善または維持が
できるよう、他課とも連携しながら各
種事業を実施していく必要がある。

引き続き、事業を行う。

すこやか支援課 地域包括支援センター運営費（特会）

各地域包括支援センターにおいて、社
会福祉士、保健師、主任介護支援専門
員等が介護者の相談・訪問等の支援を
行った。

介護に関する悩みや不安、分からない
事等を多くの方が相談された（新規相
談件数1,526件、継続相談件数789
件）。

経済困窮、虐待、ご家族が障害を抱え
る方等の多くの問題を抱える家族への
支援や関係機関との連携のあり方を考
える必要がある。

引き続き、総合相談支援を実施する。

長寿福祉課 在宅福祉支援事業

高齢者・障がい者安心生活支援事業、
移送サービス事業、訪問理美容サービ
ス助成事業、緊急通報システム事業、
配食サービス、高齢者日常生活用具給
付等事業等の事業を実施した。

各事業に対し、次のとおり利用があっ
た。
・高齢者・障がい者安心生活支援事業
　　　　　　　　　　　　　 登録51人
・移送サービス事業　　　　延べ445人
・訪問理美容サービス助成事業　 56人
・緊急通報システム事業　　　　107人
・配食サービス事業　　　　　　149人
・高齢者日常生活用具給付等事業
　　　　　　　　　　　　　　　 34件

地域における高齢者の支援体制づく
り、社会参加促進のため「生活支援体
制整備事業」で生活圏域ごとに日常生
活支援体制を構築し、生活支援サービ
スを充実させる必要がある。

引き続き事業を行う。
「生活支援体制整備事業」で新たな
サービスを創出する。

すこやか支援課 地域包括支援センター運営費（特会）

各地域包括支援センターにおいて、社
会福祉士、保健師、主任介護支援専門
員等が介護者の相談・訪問等の支援を
行った。

高齢者の生活上の困りごと等の相談に
のり必要な支援につなげた（相談後に
実人員1,717人に対して2,383件の訪問
を行った）。

閉じこもり単身高齢者や高齢者のみ世
帯で、地域の方や支援機関と繋がって
いない支援が届いていない方の把握が
必要である。

引き続き、総合相談後の訪問支援の実
施する。

長寿福祉課 介護保険事業
甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画に基づき介護保険事業を実施
した。

甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画に基づく介護保険事業の実施
により、介護サービスの提供を行った
他、出前講座や事業所内公正採用選
考・人権啓発にかかる企業訪問で啓発
を行った。また、企業向けに仕事と介
護の両立のための啓発紙を作成した。

2025年には高齢化率が29.5％に達する
見込みで、市の負担がさらに増加する
ことが見込まれることから、介護需要
と保険料のバランスを考えながら、将
来に向けて安定した介護保険事業の運
営を行う必要がある。

甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画に基づき介護保険事業を実施
する。
甲賀市第8期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画を策定する。
企業向け介護と仕事の両立のための啓
発紙の配布や出前講座で啓発を行う。

すこやか支援課 地域包括支援センター運営費（特会）
各地域包括支援センターにおいて、介
護保険申請者でサービス利用されてい
ない方の実態把握を行った。

サービス未利用者が必要なサービスを
利用できるようになった。また、相談
窓口の周知につながった（把握件数325
件）。

サービス利用拒否者への支援のあり方
を考える必要がある。

サービス未利用高齢者把握事業の継続
実施する。

要介護状態になったとき、在宅サービスがス
ムーズに導入できるよう支援する。

② 仕事と介護を両立するための支援

一人暮らしや高齢者のみ世帯、また日常生活に
支障がある高齢者の生活を支援する。

介護に関する「相談窓口」を、広く市民に浸透
させる。

家庭での介護を支援する。
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取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

企業・事業所に対し、意思決定過程への女性の参
画を進めるための啓発を行う。

商工労政課 企業内人権研修事業
企業訪問を通じて、女性の資格取得補助金事
業の周知や、イクボス宣言企業の募集等の啓
発を行った。

市内企業218社を訪問した。

企業訪問の時期を7月～8月に設定している
が、推進班によっては年度末に訪問するな
ど、タイムリーな情報提供ができていない企
業がある。

継続して事業を実施する。また、7月～８月の
訪問時期について推進班員に周知徹底する。

企業・事業所に対し、男女雇用機会均等法を遵守
するよう情報提供や啓発を行う。

商工労政課 企業内人権研修事業
企業訪問を通じて、男女雇用機会均等法を遵
守するよう情報提供を行った。

市内企業218社を訪問した。

企業訪問の時期を7月～8月に設定している
が、推進班によっては年度末に訪問するな
ど、タイムリーな情報提供ができていない企
業がある。

継続して事業を実施する。また、7月～８月の
訪問時期について推進班員に周知徹底する。

男女共同参画の先進的な取組をしている企業・事
業所を紹介する。

商工労政課
女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事
業）

ワークライフバランス推進事業のキックオフ
セミナーにおいて、ワークライフバランス推
進への取組先進企業の事例発表を実施し、市
内企業へ情報提供と啓発を行った。

市内の先進企業１社、他府県先進企業3社の取
組事例を紹介することができた。

企業だけでなく、市民への情報提供や啓発も
必要である。

市内企業の取組事例集を作成し、市民への情
報提供を行う。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策
定に関する広報・啓発を行う。

商工労政課
女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事
業）

ワークライフバランス推進員を雇用し、市内
企業のイクボス推進と一般事業主行動計画策
定に関する情報提供を行った。

市内企業へ一般事業主行動計画策定に関する
チラシを配布し、広報・啓発を行った。

女性活躍推進法の改正により、一般事業主行
動計画の策定義務が一部変更となるため、チ
ラシ配布だけでなく、滋賀労働局と連携し、
相談事業やセミナーの開催を検討する必要が
ある。

一般事業主行動計画策定に関するアンケート
を実施し、ワークライフバランス推進員が未
策定企業を訪問し情報提供等を行う。

管理職、トップのための研修会を行う。 商工労政課
女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事
業）

ワークライフバランス推進事業のイクボス推
進ネットワークにおいて、市内企業の管理職
を対象に5回の連続セミナーを実施した。

イクボスをテーマにした全5回のセミナーに市
内企業から延べ57人が参加し、異業種間での
交流を図ることができた。

イクボスが定期的に情報交換、異業種交流が
できるネットワークの構築が必要である。

市内企業のネットワークの構築を図る。

企業・事業所を対象に、男女共同参画をテーマと
した人権学習を実施する。

商工労政課
女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事
業）
男女共同参画推進事業

新就職者人権研修で男女共同参画を踏まえた
研修を実施した。

市内企業70社224人が参加し、職場での男女共
同参画におけるコミュニケーション術やアン
ガーマネージメントについて学ぶ機会を提供
できた。

若年層が楽しく男女共同参画を学べるよう研
修方法に工夫が必要である。

引き続き、新就職者を対象とした研修を実施
する。

市内福祉関係の法人への研修会や連携づくりを進
める。

福祉医療政策
課

ふくしマンパワーねっと事業

①法人連絡会(施設長対象)の開催
9/26に市内福祉関係法人の施設長・事業所長
を対象に開催。働き方改革や男女共同参画等
について意見・情報を交換した。

②学習会・研修会の開催
9/24、2/11に市内福祉関係法人の職員向けに
開催。地域貢献や福祉学習の取り組み実践研
究及び意見交換等を行った。

③人権研修会の開催
1/29に市内福祉関係法人の職員向けに開催。
よりよい人間関係づくりのための内容で実施
した。

④市内学校等での福祉学習の推進
市内福祉関係法人及び甲賀市社会福祉協議会
の職員が、水口・土山地域の学校にて障がい
者理解・人権意識の向上のため福祉学習の推
進支援を行った。

市内福祉関係法人の職員に対して各種学習会
や研修会を通じて、差別意識の解消、男女共
同参画の推進、よりよい人間関係の形成など
の周知啓発をすることができた。

事業で行う研修会・学習会への参加を幅広く
呼びかけしているが、参加者が限定されてい
る状況である。
各市内福祉関係法人において、この事業への
取り組み姿勢や男女共同参画について温度差
を感じる。
法人・事業所のトップに意識改革の働きかけ
が必要である。

①法人連絡会(施設長対象)の開催
②学習会・研修会の開催
③人権研修会の開催
を通じて男女共同参画、差別意識の解消など
の取り組みを進める。

セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラ
スメント、パワー・ハラスメントの防止に向けた
啓発を行う。

商工労政課 企業内人権研修事業
企業人権啓発推進員がハラスメントをテーマ
に企業内人権研修を実施した。

企業内人権研修を28件（うち8件がハラスメン
トがテーマ）実施できた。

企業人権啓発指導員が2名から1名になったた
め、企業内人権研修の依頼の多い年度末の日
程調整が困難である。

引き続き、企業内人権研修を実施し、セク
シュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラ
スメント、パワー・ハラスメントの防止に向
けた啓発を行う。

事業主や労働者に対して、育児・介護休業制度に
関する情報提供を実施し、育児・介護休業が取得
しやすくなるよう啓発を行う。

商工労政課
企業内人権研修事業
女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事
業）・男女共同参画推進事業

企業向けに介護休業制度に関するリーフレッ
トを作成した。

長寿福祉課と連携し、仕事と介護の両立に関
するリーフレットを作成した。

今年度は作成までしかできなったため、次年
度は市内企業にリーフレットを配布し、情報
提供と啓発を行っていく必要がある。

企業訪問でリーフレットを配布し、情報提供
と啓発を行う。

第２次男女共同参画計画（甲賀市女性活躍推進計画）進捗状況調査表

基本目標Ⅱ．働く場における男女共同参画

１．男女がともに働きやすい職場の促進

① 職場の男女共同参画の推進に関する情報の提供
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① 女性の再就職支援

取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

再就職希望者に対して学習機会をつくる。 商工労政課 女性活躍推進事業（女性のための就労支援事業）
再就職を希望する女性を対象とした託児付き
のお仕事セミナーを実施した。

女性活躍推進のためのお仕事フェアでお仕事
セミナーを実施し、43人が参加した。また、
15人がお仕事相談、履歴書添削ブースを利用
するなど、再就職に必要な知識やスキルを学
ぶ機会を提供することができた。

お仕事フェアのセミナー以外に学習機会の提
供が必要である。

県やハローワークと連携し、セミナーの開催
などを通じて学習機会を提供する。

保育士の職場復帰の支援を行う。 保育幼稚園課 保育士研修事業

施設見学ツアーや潜在保育士に向けた研修
（フォローアップ研修）を開催。また、甲賀
市人材バンクの登録についても周知を行っ
た。スキルアップ研修等の案内も行った。

甲賀市人材バンクについての周知の中で３８
名の登録があった。保育士として職場復帰へ
導いた。

資格を持っていても、ブランクが長いと就労
につながりにくい。保育士の仕事を知っても
らえるような場も今年度は作りにくいが、工
夫をしながら周知していきたい。

コロナウイルス感染症の影響で今年度に関し
ては、研修などの予定を立てることが難しい
状況である。今後、密を避けながら実施でき
る事業を進める。

働きたいと思う人に対して働き方（再就職、起業
など）を提案する。

商工労政課 女性活躍推進事業（女性のための就労支援事業）
働きたい女性を対象とした託児付きの就労相
談を実施した。

マザーズ就労相談を5日間実施し、18人が利用
し、うち14人が就労に結び付いた。

すぐに働きたい人のためにハローワークと連
携した職業紹介を実施するなどの検討が必要
である。

ハローワークと連携し、事業を実施してい
く。

再就職を希望する女性への就労支援を行う。 商工労政課 女性活躍推進事業（女性のための就労支援事業）
働きたい女性を対象とした託児付きの就労相
談と合同就職面接会を実施した。

マザーズ就労相談を5日間実施し、18人が利用
し、うち14人が就労に結び付いた。
女性活躍推進のためのお仕事フェアでは、68
人が参加し、35人が職場体験を利用し、14人
が就労に結び付いた。

すぐに働きたい人のためにハローワークと連
携した職業紹介を実施するなどの検討が必要
である。

ハローワークと連携し、事業を実施してい
く。

②  女性の活躍に向けた起業の支援　

取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

商工会等と連携し、女性の起業に向けた情報提供
を行う。

商工労政課 商工会補助事業
商工会が開催する創業塾受講者で起業１年未
満の者を対象に創業支援補助金を交付するほ
か、商工会窓口での相談を実施した。

創業支援補助金については、申請件数６件の
うち、５件が女性だった。前年は申請件数２
件で女性が２件であり、女性の申請数が伸び
た。

創業者の今後の成長を促すための伴走支援の
仕組みや、創業しやすい環境づくりが必要で
ある。

令和２年度よりオープンする商工会の「ビジ
ネスサポートセンター」と連携し、課題解決
にあたる。

商工会等と連携し、学習機会をつくる。 商工労政課
女性活躍推進事業（女性の起業・キャリアアップ支援事
業）

商工会と連携し、起業したい女性を対象とし
たこうか女性起業セミナーを開催した。

起業に必要な経営実務をテーマに全4回のセミ
ナーを開催し、10人のうち8人が受講を修了す
ることができた。

起業段階に応じたセミナーの開催が必要であ
る。

令和２年度よりオープンする商工会の「ビジ
ネスサポートセンター」と連携し、きめ細か
い起業支援を行う。

新規就農に向けた情報提供を行う。 農業振興課
農業次世代人材投資資金事業
新規就農イノベーション事業

県農産普及課と連携し、随時就農の相談に応
じ新規就農に向けての適切なアドバイスや補
助金制度等の情報提供を行っている。

新規に就農を志す若者の相談件数が増えた。
1名の認定就農者が農業次世代人材投資資金の
交付を受けることとなった。

農業次世代人材投資資金の交付を受けるため
の条件が厳しく、採択される確率が低い。

予算上では３人の新規就農認定予定である。

取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

企業・事業所に対し、ポジティブ・アクションに
関する情報提供の充実や啓発を行う。

商工労政課
女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事
業）

ワークライフバランス推進事業の事業報告会
で参加企業による事例発表を実施した。

イクボス推進ネットワーク、女子社員ネット
ワーク、アドバイザー派遣事業に参加した7社
が事例発表を行い、ポジティブ・アクション
に関する情報を提供できた。

定期的に情報提供や交流できる機会の提供が
必要である。

市内企業のネットワークの構築を図る。

企業・事業所が行う女性のキャリアアップの取組
に対して支援を行う。

商工労政課
女性活躍推進事業（女性の起業・キャリアアップ支援事
業）

女性の資格取得企業支援事業補助金制度で市
内企業等が負担した経費の一部を助成した。

12社19人に補助金を交付した。
制度周知と利用しやすい制度改正も検討が必
要である。

市内企業のキャリアアップ支援についてアン
ケートを行う。

働く女性の事業間交流の場をつくる。 商工労政課
女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事
業）

ワークライフバランス推進事業の女子社員
ネットワークにおいて、市内企業の女性社員
を対象にセミナーを実施した。

女性のキャリアをテーマにした全4回のセミ
ナーに市内企業から延べ49人が参加し、事業
間交流の場を提供することができた。

定期的に情報提供や交流できる機会の提供が
必要である。

市内企業のネットワークの構築を図る。

２．女性の働く場への参画・能力発揮に向けた支援

③  女性の活躍に向けたキャリア形成への支援

9



取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

企業内人権研修事業
企業訪問を通じて、育児・介護休業制度に関
する情報提供を行った。

市内企業218社を訪問した。
育児・介護休業が取得しやすくなるよう各企
業への個別支援が必要である。

各企業への取り組みを支援するためのアドバ
イザーを派遣する。

女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事
業）

企業向けに仕事と介護の両立に関するリーフ
レットを作成した。

長寿福祉課と連携し、介護休業制度や市内の
相談窓口に関するリーフレットを作成した。

今年度は作成までしかできなったため、次年
度は市内企業にリーフレットを配布し、情報
提供と啓発を行っていく必要がある。

企業訪問でリーフレットを配布し、情報提供
と啓発を行う。

企業内人権研修事業
企業訪問を通じて、育児休業に関する情報提
供を行った。

市内企業218社を訪問した。 育児休業が取得しやすくなるよう各企業への
個別支援が必要である。

各企業への取り組みを支援するためのアドバ
イザーを派遣する。

女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事
業）

企業訪問で男性の育児休業の取得率について
聞き取りを行った。

市内企業215社に聞き取りを行った結果、男性
の育児休業取得率は9.3％と高い結果であっ
た。

育児休業取得については、取得日数など一定
の基準を設け、調査を行う必要がある。

引き続き、ワークライフバランス推進事業を
通じて、男性が育児休業を取得しやすくなる
よう働き方改革等のセミナーやアドバイザー
派遣を行う。

職場復帰や再雇用制度についての啓発を行う。 商工労政課 企業内人権研修事業 企業訪問を通じて情報提供を行った。 市内企業218社を訪問した。

企業訪問の時期を7月～8月に設定している
が、推進班によっては年度末に訪問するな
ど、タイムリーな情報提供ができていない企
業がある。

継続して事業を実施する。また、7月～８月の
訪問時期について推進班員に周知徹底する。

企業内人権研修事業 企業訪問を通じて情報提供を行った。
市内企業218社を訪問した。

企業の働き方改革への支援が必要である。
各企業への働き方改革セミナーやアドバイ
ザーの派遣事業などを実施する。

女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事
業）

企業向けに仕事と介護の両立に関するリーフ
レットを作成した。

長寿福祉課と連携し、介護休業制度や市内の
相談窓口に関するリーフレットを作成した。

今年度は作成までしかできなったため、次年
度は市内企業にリーフレットを配布し、情報
提供と啓発を行っていく必要がある。

企業訪問でリーフレットを配布し、情報提供
と啓発を行う。

長寿福祉課 介護保険事業
甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計
画に基づき介護保険事業を実施した。

甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計
画に基づく介護保険事業の実施により、介護
サービスを提供する中で介護への参画を促す
他、出前講座や事業所内公正採用選考・人権
啓発にかかる企業訪問で啓発を行った。ま
た、企業向けに仕事と介護の両立のための啓
発紙を作成した。

2025年には高齢化率が29.5％に達する見込み
で、市の負担がさらに増加することが見込ま
れることから、介護需要と保険料のバランス
を考えながら、将来に向けて安定した介護保
険事業の運営を行う必要がある。

甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計
画に基づき介護保険事業を実施する。
甲賀市第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計
画を策定する。
企業向け介護と仕事の両立のための啓発紙の
配布や出前講座で啓発を行う。

すこやか支援
課

地域包括支援センター運営費（特会）

介護保険をはじめとする各種サービスを上手
く活用することで、介護者が介護をしながら
就業を継続できるように、健康教育や出前講
座を通じて啓発する。

介護の代替者の確保や介護者の介護負担の軽
減を図るための方法を知る機会となる。

周囲とのつながりが希薄で、情報収集の手段
も持っていない方への情報の発信方法を検討
する必要がある。

引き続き、健康教育や出前講座を実施する。

企業内人権研修事業
企業訪問を通じて、両立支援制度や介護保険
制度などの情報提供を行った。

市内企業218社を訪問した。
介護離職等の防止するため、企業の働き方改
革への支援が必要である。

各企業への働き方改革セミナーやアドバイ
ザーの派遣事業などを実施する。

女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事
業）

企業向けに仕事と介護の両立に関するリーフ
レットを作成した。

長寿福祉課と連携し、介護休業制度や市内の
相談窓口に関するリーフレットを作成した。

今年度は作成までだったため、次年度は市内
企業にリーフレットを配布し、情報提供と啓
発を行っていく必要がある。

企業訪問でリーフレットを配布し、情報提供
と啓発を行う。

① 企業におけるワーク・ライフ・バランス推進の支援　　

家族などを介護する人が、介護をしながら就業を
継続できるよう啓発を行う。

３．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

商工労政課

商工労政課
育児休業・介護休業が制度化できるよう情報提供

や啓発を行い、職場の理解が進むよう促す。

男性の育児休業の取得を推進する。 商工労政課

休業制度などの支援制度について啓発を行う。 商工労政課
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取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業

市民に周知するためのセミナーについ
ては、ＤＶに特化したものではないが
人権推進課において行った。市内の高
校に男女共同参画・デートＤＶをテー
マにした出前講座の案内を行った。

男女共同参画・デートＤＶをテーマに
した出前講座の案内を行ったが実績は
なかった。

ＤＶのみの内容として研修参加者を集
めることが難しい。出前講座の案内は
個々に行っているが、対象や工夫した
講座の案内が必要である。

男女共同参画・デートＤＶをテーマに
した出前講座の案内を行う。

商工労政課 男女共同参画推進事業
今年度はデートDVの研修を実施する機
会がなかった。

今年度はデートDVの研修を実施する機
会がなかった。

学校等に向けて出前講座の周知が必要
である。

家庭児童相談室や人権推進課と連携
し、啓発講座を実施する。

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
ＤＶに関して広報紙を利用して啓発を
行った。

女性に対する暴力をなくす運動期間
（11/12～11/25）、女性の人権ホット
ライン強化週間（11/8～11/24）に合わ
せ、市広報紙11月号で周知を図った。

ＤＶやデートＤＶについて知らない人
が多い。

広報紙やあいコムこうかなどを通して
啓発を行う。

商工労政課 男女共同参画推進事業
「女性に対する暴力をなくす運動」期
間中にあらゆる暴力防止に向けた啓発
を行う。

「女性に対する暴力をなくす運動」期
間（11月12日～25日）に市ホームペー
ジ、あいコムこうか等で啓発した。

ＤＶやデートＤＶについて知らない人
が多い。

広報紙やあいコムこうかなどを通して
啓発を行う。

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
成人式でデートＤＶについて啓発し
た。

1/12、成人式にて、デートＤＶ防止啓
発にかかるパンフレットの配布を行
い、若者に対しての予防啓発を実施し
た。（830人参加）

ＤＶやデートＤＶについて知らない人
が多い。

デートＤＶをテーマにした出前講座の
案内を行う。成人式などを通して若い
世代にデートＤＶの啓発を行う。

商工労政課 男女共同参画推進事業
成人式でデートＤＶ防止について啓発
を行った。

成人式参加者にデートＤＶ防止に関す
るリーフレットを配布し、啓発を行っ
た。

各年齢にあわせた啓発を行う必要があ
る。

成人式でデートＤＶ防止について啓発
を行う。
家庭児童相談室や人権推進課と連携
し、啓発講座を実施する。

職場や地域、学校等でのセクシュアル・ハラスメ
ント等の防止に向けた啓発を行う。

商工労政課 男女共同参画推進事業
成人式でデートＤＶ防止について啓発
を行った。

成人式参加者にデートＤＶ防止に関す
るリーフレットを配布し、啓発を行っ
た。

各年齢にあわせた啓発を行う必要があ
る。

成人式でデートＤＶ防止について啓発
を行う。
家庭児童相談室や人権推進課と連携
し、啓発講座を実施する。

セクシュアル・ハラスメント、ＤＶ等の暴力の被
害者にも原因があるとする、誤った認識を持たな
いよう教育・啓発を行う。

商工労政課 男女共同参画推進事業
成人式でデートＤＶ防止について啓発
を行った。

成人式参加者にデートＤＶ防止に関す
るリーフレットを配布し、啓発を行っ
た。

各年齢にあわせ教育・啓発を行う必要
がある。

成人式でデートＤＶ防止について啓発
を行う。
家庭児童相談室や人権推進課と連携
し、啓発講座を実施する。

有害な図書をなくすよう働きかけ、有害なイン
ターネットサイトを見ないよう啓発をする。

社 会 教 育 ス
ポーツ課

少年センター運営事業
少年補導委員設置事業

毎月、定期的な立入調査を実施した。
また、随時、該当店舗等の営業状況(開
店、閉店等）の把握に努め、新店舗に
おいては、速やかに立入調査を実施
し、条例の趣旨に基づく協力を求め
た。特に、１０月から１１月は関係機
関とともに県下一斉立入調査日を設定
した調査を実施した。そして、７月・
１１月における強調月間では、街頭啓
発と少年センターだより、あいコムこ
うか「音声放送番組」での啓発活動を
実施した。

有害図書等の陳列方法や青少年が購
入・閲覧等しないような必要措置は、
各店舗とも協力と理解が得られた。
また、市内１１中学校や近隣の高校と
は、SNS等によるトラブルの解決に向け
関係機関との連携が図れた。

青少年とその保護者への危険周知への
啓発活動が必要である。
（各小中学校ではスマホの使用につい
て、安全教室を開催しているが、保護
者の参加が少ない状況）

定期的立入調査ならびに一斉立入調査
のほか、インターネットサイト利用の
危険性等の啓発活動の強化を行う。
あいコムこうかの「音声放送番組」の
活用、「少年センターだより」「各種
啓発しおり」等を利用した啓発、あら
ゆる機会を利用し、青少年健全育成条
例の周知と関係機関等の連携を強化
し、広く啓発する。

第２次男女共同参画計画（甲賀市女性活躍推進計画）進捗状況調査表

基本目標Ⅲ．男女がともに安心して暮らせる社会づくり

１．男女間におけるあらゆる暴力の根絶

① ＤＶ等暴力を許さない社会づくりの推進

ＤＶに関する正しい理解と認識を図るための講演
会・学習会を実施する。

男女間のあらゆる暴力の防止に向けた啓発を行
う。

若年層を対象に、デートＤＶ防止に向けた啓発を
行う。
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２．被害者の保護や支援

取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
滋賀県立男女共同参画センターの相談
員スキルアップ講座に出席した。

相談を受ける職員の資質向上が図れ、
よりきめ細やかな対応と支援につな
がった。

他事業と兼務のため、対応職員の確保
が困難である。

女性相談員を雇用し、相談員の資質向
上のための研修機会を確保する。

人権推進課
人権文化醸成事業
人権教育啓発事業

相談員の資質向上のため、積極的に研
修会に参加した。

相談員の資質向上が図れ、よりきめ細
やかな相談対応に繋がった。

引き続き、相談対応職員の資質向上が
必要である。

相談員の資質向上のため、積極的に研
修会に参加する。

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
被害者のニーズに添った形で被害者の
安全を確保するとともに、個別の相談
室と相談時間を設定し対応した。

ＤＶに関する相談に対応し、支援のた
めに関係機関との調整を行った。

他事業と兼務のため、対応職員の確保
が困難である。

女性相談員を雇用し、被害者が安心し
て相談できる体制の整備を行う。

人権推進課 人権文化醸成事業

相談室を利用できる体制を整えてい
る。複数名で対応し、対応する職員は
男でも女でも対応できるようにしてい
る。

広報を見て来られた方や知り合いから
の紹介で来庁された方もおられた。

専用の相談室を利用するとともに、複
数名で対応し、職員は男でも女でも対
応できるようにする。

引き続き事業を実施する。

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
広報紙等で相談窓口を周知した。また
窓口に啓発パンフレットを設置した。

女性に対する暴力をなくす運動期間
（11/12～11/25）、女性の人権ホット
ライン強化週間（11/8～11/24）に合わ
せ、市広報紙11月号で周知を図った。

引き続き、相談機関等を周知する必要
がある。

広報紙やＨＰ、あいコムこうか等で相
談窓口を周知する。

人権推進課 人権文化醸成事業

図書館の本の栞に、男女悩み事相談の
案内を記載したものを利用した。
成人式において、相談先一覧を配布し
た。

相談窓口を広く周知した事により、市
民が知人から相談を受けたときにも、
相談できる公的な場所があることを伝
えることができる可能性が高まった。

専用の相談室を利用するとともに、複
数名で対応し、職員は男でも女でも対
応できるようにする。

引き続き事業を実施する。

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
配偶者暴力相談支援センターや警察と
連携を行った。

ＤＶに関する相談に対応し、配偶者暴
力支援センターや警察と連携・協力
し、ＤＶ防止に努めた。

男女共同参画センターとの連携をさら
に図る必要がある。

他機関と連携・協力に努める。

人権推進課 人権文化醸成事業
必要に応じて、専門機関へ連絡を行っ
ている。

中央子ども家庭相談センターやＧ－Ｎ
ＥＴ、警察等と連携対応を行った。

適切に連絡することが肝要である。 必要に応じて、連絡を行う。

市民からの通報の意義と必要性や相談機関、通報
先等を広く市民に周知する。

① 安心して相談できる体制づくり　　

被害者が問題を抱え込まないように、相談窓口を
充実するとともに、対応する職員の資質を向上さ
せる。

被害者が安心して相談できる体制の整備を行う。

中央子ども家庭相談センター、男女共同参画セン
ター（Ｇ－ＮＥＴ）、警察と連携・協力をさらに
強化する。

12



取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

相談窓口から受け入れ施設へつなぐ。 子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
母子生活支援施設と連携し、入所して
いる家族の自立を支援した。

母子生活支援施設に入所している世帯
が退所し、地域での自立した生活につ
ながった。

施設において適切な自立支援計画の作
成が必要である。

相談窓口から受け入れ施設へつなぐ。

緊急時に被害者と同伴家族の安全を第一とした支
援を行う。

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
配偶者防止力相談支援センターの一時
保護所の利用につなげた。また、警察
との連携を図った。

1組が一時保護所の利用につながった。
民間シェルター等多様な受け入れ先の
利用を検討する必要がある。

緊急時に被害者と同伴家族の安全を第
一とした支援を行う。

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
生活支援課などの関係機関と協力して
支援を行った。

生活支援課などと協力して就労に向け
た支援を行った。

本人の希望を尊重した中で、加害者か
らの避難と生活の支援を同時に行うこ
とが困難である。

被害者が自立した生活を送るために、
関係機関と連携した就労支援を行う。

生活支援課
生活困窮者自立支援事業
被保護者自立支援事業

被害者の状況により、生活保護制度利
用の他、生活困窮者自立支援法に基づ
く就労支援など、関係機関と連携し、
必要な支援を行った。

必要に応じて、生活保護の申請支援を
行ったほか、ハローワーク等と連携
し、就労支援を行った。

被害者の安全が確保できる就労の場の
確保や、就労意欲が持てない人に対す
る寄り添った支援が必要である。

自立に向け、就労意欲を持てるよう、
関係機関と連携し、被害者に寄り添っ
た就労支援を行う。

商工労政課 就労相談事業
就労相談員による巡回式就労相談を実
施した。

相談件数は262件（うち14人が転就職）
であった。

就労以前に生活支援が必要な相談者が
増えてきており、他課との連携強化が
必要である。

他課との連携強化を図り、引き続き就
労相談を実施する。

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
生活支援課につなげたり、安全な住居
選択等の助言を行った。

生活支援課などと協力し、居住に向け
た支援を行った。

本人の希望を尊重した中で、加害者か
らの避難と生活の支援を同時に行うこ
とが困難である。

被害者が自立した生活を送るために、
関係機関と連携した住居支援を行う。

生活支援課
生活困窮者自立支援事業
生活扶助支給事業

被害者の状況により、生活保護制度の
利用の他、生活困窮者自立支援法に基
づく支援など、関係機関と連携し、必
要な住居支援を行った。

必要に応じて、生活保護の申請支援を
行ったほか、関係機関と連携し、安心
して生活できる住居の確保に向けた支
援を行った。

就労や子育てなど生活状況に見合った
安心して生活できる住居の確保が必要
である。

被害者が安心して自立した生活を再び
送ることができるよう、被害者に寄り
添った住居確保支援を行う。

住宅建築課 市営住宅管理一般事務
DV被害者の市営住宅への入居を優先し
ている。

DV被害者としての申込みがないため、
入居実績はなかった。

特になし。
引き続き、DV被害者の市営住宅の入居
を優先する。

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
本人の思いを傾聴し、必要であれば医
療機関の受診を勧奨した。

医療機関受診が必要な場合は、引継ぎ
や同行を行った。

本人の希望を尊重した中で、加害者か
らの避難と生活の支援を同時に行うこ
とが困難である。

関係機関と連携した精神的支援を行
う。

すこやか支援
課

地域包括支援センター運営費（特会）

各地域包括支援センターにおいて、高
齢者虐待に関する相談を受け、虐待の
有無の判断、被虐待者の相談支援を
行った。

相談や通報を受けた被虐待者の支援と
ともに、虐待者への働きかけを行うこ
とで、虐待の悪化防止、改善に努め
た。

地域包括支援センター職員をはじめと
する支援者の支援技術の質の向上が必
要である。

引き続き、高齢者虐待防止事業をはじ
めとする権利擁護事業を実施する。

関連する外部支援機関等との連携を行う。 子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
配偶者暴力相談支援センターや警察と
連携を行った。

配偶者暴力相談支援センターや警察と
連携を行った。

他市の関係機関との調整が困難であ
る。

関連する外部支援機関等との連携を行
う。

② 被害者の安全確保から自立に向けた支援　

被害者が自立した生活を送るために、関係機関と
連携した就労支援を行う。

被害者が自立した生活を送るために、関係機関と
連携した住居支援を行う。

関係機関と連携した精神的支援を行う。

13



保育幼稚園課 保育事業（シートなし）

転入時、就園相談や面接を行い、保護
者や子どもの現状を把握し、園での体
制を整え、必要に応じて継続して支援
を進めた。

園職員が、保護者や園児の変化を的確
に捉え、状況によっては担当課や関係
機関と連携して対応した。

家庭の状況や保護者、園児の様子など
から、即座に的確な判断をし、関係機
関と連携を持つ体制づくりに努めてい
く。

継続して、保護者や園児が置かれてい
る現状を園や担当課で把握し、適切な
対応ができるようにする。

学校教育課
教育振興一般事務
小学校教育振興事務
中学校教育振興事務

関係機関と連携し、情報共有を行い対
応している。

関係機関と情報共有することにより、
適切な対応・支援ができた。

学校と保護者の相互的な連絡が困難な
ことがあった。

関係機関と学校との連携を図るととも
に、学校と保護者との関係性を高めら
れるよう努める。

市民課 戸籍住民登録管理事務

住所異動の届出があった際は、すみや
かに関係部署に連絡をとり、被害者の
情報が漏れる事のないよう適切な対応
を行った。

被害者の情報を他に漏らすことなく、
適切な対応をすることができた。

関係課との連携を密にし、適切な対応
と支援に努める必要がある。

被害者情報については、住基システム
を通じて情報共有するため、常にシス
テムのメモ欄を注視し、関係機関と連
係をとることを徹底する。

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
保育園・幼稚園、学校等の関係機関に
必要な情報提供を行い、適切な子ども
支援体制を整備した。

保育園・幼稚園、学校等の関係機関に
必要な情報提供を行い、適切な子ども
支援体制を整備し、ＤＶ防止に努め
た。

他市の関係機関との調整が困難であ
る。

転出入や転居の際に、幼稚園・保育
園・学校等と連携し、被害者や子ども
に適切な対応を支援を実施する。

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
必要な方には、住民票の閲覧制限にか
かる情報提供を行った。

必要な方には、住民票の閲覧制限にか
かる情報提供を行い、ＤＶ防止に努め
た。

市町間の連携を迅速に行うことが必要
である。

被害者の申し出によって、住民票の閲
覧制限ができることを周知する。

人権推進課 人権文化醸成事業
男女の悩みごと相談窓口の相談者に、
必要に応じて情報提供した。

男女の悩みごと相談窓口の相談者に閲
覧制限の情報提供を行った。

適切に情報提供することが必要であ
る。

男女の悩みごと相談窓口の相談者に、
必要に応じて情報提供する。

市民課 戸籍住民登録管理事務
申出者にかかる住民票や戸籍の交付を
抑止するため、システムの発行抑止処
理を行った。

本人以外からの請求には答えず、関係
部署との連携も強化しながら対応する
ことができた。

転入や転出先の市町、警察や家庭児童
相談所等との連携を密にすることが必
要である。

被害者情報については、住基システム
を通じて情報共有するため、常にシス
テムのメモ欄を注視し、関係機関と連
係をとることを徹底する。

転出入や転居の際に、幼稚園・保育園・学校等と
連携し、被害者や子どもに適切な対応と支援を実
施する。

被害者の申し出によって、住民票の閲覧制限がで
きることを周知する。
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取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

各ライフステージにおいて、健診（検診）及び相
談・教室・訪問指導などを行い、健康の維持・増
進の充実を図る。

すこやか支援
課

母子保健活動事業
乳幼児健康審査事業
妊婦健康審査事業
子育て世代包括支援事業
健康教育事業
健康相談事業
健康診査事業
訪問指導事業

妊娠期に健診費用の助成、教室の開
催、訪問を行った。また、乳幼児期
（子育て期）にも健診、相談、訪問、
教室の開催を継続して行った。16歳以
上の住民を対象に健康診査や40歳以上
（子宮がんのみ20歳以上）の住民にが
ん検診の実施をした。希望のある団体
には健康教育も実施。また、個別での
健康相談や健康教育の機会を月一回以
上設けている。

前年度から継続した実施により、妊娠
期から子育て期の方の相談や応報を得
る機会を設けることができた。がん検
診等では個別での検診受診勧奨を行う
ことで、受診者を伸ばすことができ
た。健康相談は昨年と変わらず実施し
ている。

妊娠期～子育て期の保護者に必要な支
援の明確化。産前産後のサポートサー
ビスの把握および創設が必要。40歳以
上（子宮がんのみ20歳以上）がん検診
等の受診率向上が必要。また、検診等
結果ハイリスク者への健康相談を充実
し重症化を未然に防いでいくこと。ま
た、健康に関して無関心な人にも、少
しでも興味を持ってもらえる取り組み
が必要である。

子育て支援機関等との連携を図りなが
ら、事業の継続と必要なサービス等を
検討する。検診等の個別勧奨と再通知
を実施。ハイリスク者への、訪問など
を実施予定である。

水口医療介護
センター

診療所事業
市民の健康支援に繋がるテーマで健康
教室を開催した。

健康教室を6回開催し、177人の参加を
得た。今年度は薬剤師や補聴器の専門
の方等外部から講師を招いて、専門的
な立場からの内容で参加者の理解も深
まった。

参加者が数名の時がある。周知不足が
原因と思われる。

令和元年度同様、健康教室を開催し、
市民の健康維持を推進する。従来の
テーマの他に、感染症についての知識
を深めるテーマを計画している。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策
に努め、できるだけ多くの方に安心し
て参加していただけるよう周知する。

信楽中央病院 病院事業
健康教室「健康塾」を、年間１１回開
催し、健康に関する様々な内容の講義
を行った。

延べ２２６名の参加者があった。
昨年度より５７％参加者が増加した
が、参加者の固定化が課題である。

引き続き年間１１回程度開催する予定
だったが、高齢者が多く参加されてい
る現状もあり、コロナの影響も考え開
催できていない。

長寿福祉課 老人福祉施設管理事務・介護保険特別会計

老人福祉センターで各種講座を実施。
老人クラブ等で介護予防のための体操
や講座を実施した。
甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画に基づき介護保険事業を実施
した。

老人福祉センターで各種講座を実施。
老人クラブ等で介護予防のための体操
や講座を実施した。
甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画に基づく介護保険事業の実施
により、介護予防サービスの提供を
行った。また、出前講座を実施した。

多くの方に参加いただけるよう広報を
行う。また内容を充実させるため検討
を行う。
2025年には高齢化率が29.5％に達する
見込みで、市の負担がさらに増加する
ことが見込まれることから、介護需要
と保険料のバランスを考えながら、将
来に向けて安定した介護保険事業の運
営を行う必要がある。

引き続き事業を行う。
甲賀市第7期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画に基づき介護保険事業を実施
する。
甲賀市第8期介護保険事業計画・高齢者
福祉計画を策定する。

すこやか支援
課

一般介護予防事業費（特会）
健康寿命を延ばそう事業

高齢者の介護予防、生きがい・健康づ
くり等に関する健康教育や出前講座を
実施した。

介護予防に関する学習会・教室を139
回、3,287人に実施した。介護予防、生
きがい・健康づくりに関する理解が高
まり、生活習慣の改善のきっかけと
なった。

関心の低い方に対する啓発のあり方を
考える必要がある。

引き続き、介護予防に関する学習会・
教室、健康教育や出前講座を実施す
る。

社 会 教 育 ス
ポーツ課

かふか生涯学習館運営事業

高齢者対象の講座として「シルバー大
学」を開催した。全９回の全体学習会
に延べ２９９名、８クラブ延べ８３回
のクラブ別学習に延べ８３３名が参加
した。

受講者１０８名のうち６割を女性が占
め、積極的な参加が目立つ。また、講
座を通じてプライベートでの交流に発
展するケースも見受けられる。

講師の高齢化に伴う後継者の育成、再
雇用等による新規受講者数の減少、市
内全域への拡大が課題である。

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め開講しないが、各クラブには自主学
習団体として２年度の活動継続を打診
していく。

人権推進課

宇川会館運営事業
清和会館運営事業
かえで会館運営事業
牛飼教育集会所運営事業
大久保教育集会所運営事業
上野教育集会所運営事業
西教育集会所運営事業

各地域総合センターの隣保館デイサー
ビス事業において、高齢者向けの各種
講座を実施した。

身近なコミュニティセンターでの各種
講座により、高齢者の生きがいづくり
に繋がった。

参加者が固定される傾向にある。ま
た、地域の自主自立を進める必要があ
る。

各地域総合センターの隣保館デイサー
ビス事業を実施する。

３．男女がともに健康で暮らせる社会づくり

① 性別・年代等に応じた健康支援の推進

健康づくり事業として、出前講座だけでなく、健
康をテーマとした連続講座を開催し、広く参加を
呼びかける。

高齢者の生きがいづくり、健康づくりに努めるた
め、高齢者講座を実施する。
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長寿福祉課 すこやか支援課に所管替（介護予防事業） ― ― ― ―

すこやか支援
課

介護予防事業
健康づくり事業

高齢者がボランティア・ポイント制度
を活用し、地域で生きがいを持って自
立した生活ができるようにする。
高齢者が地域で自立した生活をおくれ
るように、地域ボランティアによる介
護予防事業を行う。

ボランティア・ポイント制度活用者は
69人（うち新規活用者7人）であった。
いきいき百歳体操開催団体（116団体）
の支援と介護予防活動団体に対する研
修会の開催（114団体）を行った。
（百歳体操一部重複あり）

地域によってはボランティアの高齢化
が問題になっており、次の世代のボラ
ンティア育成が課題になっている。

引き続き、事業を実施する。

水口医療介護
センター

診療所事業
健康教室を通して介護予防に取り組ん
だ。

もの作りを通しての認知症予防、脳ト
レ体操、体力チェック、難聴と認知症
の関係の話など介護予防に繋がるテー
マで健康教室を開催し、141人の参加を
得た。

数年にわたり開催しているので、内容
がマンネリ化してきている。

健康教室で高齢者健康維持を図る内容
をさらに盛り込み、新しい運動の工夫
をし、介護予防に繋げる。

信楽中央病院 病院事業
健康塾のプログラムの中に理学療法士
による運動を取り入れることで、参加
者の健康寿命の延伸を図っている。

理学療法士の指導のもと、安心して、
リラックスした状態で運動ができた。

楽しく運動ができるように運動のレ
パートリーを増やす必要がある。

新しい運動の工夫をする。

人権推進課

宇川会館運営事業
清和会館運営事業
かえで会館運営事業
牛飼教育集会所運営事業
大久保教育集会所運営事業
上野教育集会所運営事業
西教育集会所運営事業

各地域総合センターにおいて、いきい
き百歳体操を実施した。

健康で元気な生活ができ、要介護状態
にならないような介護予防の一助と
なった。

参加者が固定される傾向にある。ま
た、地域の自主自立を進める必要があ
る。

各地域総合センターにおいて、いきい
き百歳体操を実施する。

児童・学生・若年層における心身の健康及び性教
育についての啓発・指導の充実を図る。

すこやか支援
課

子育て世代包括支援事業
健康寿命を延ばそう事業

R1年度は健康寿命を延ばそうモデル事
業　全3地区で実施した。それぞれの取
り組みの中で、ウォーキングコースを
設定した地区では、スマホを活用した
アプリに順次掲載している。また、健
康体操（世界に一つだけの体操）改良
版の作成されたものを、包括支援セン
ターなどから啓発を呼びかけた。平和
堂との協働事業や健康推進員の活動を
通じてプラス10の考え方の普及・推進
を行なった。薬業協会、平和堂との協
働事業の実施した。

地域でともに支え合い生きがいをもっ
て健康で幸せに暮らしていくために、
健康づくりに取り組むことで健康寿命
の延伸を図った。

モデル事業が今後、自治振興会で継続
して実施する必要がある。

継続して実施する。スマホアプリ
（BIWA-TEKU）の情報提供および活用に
ついての啓発を行う。

水口医療介護
センター

診療所事業
常勤の女性医師がおらず、女性専門外
来など開設できていない。

常勤の女性医師がおらず、女性専門外
来など開設できていない。

外来診療では女性医師もいるが、専門
外来を担当している臨時職員のため、
女性専門外来や健康相談を担当するの
は難しい。

令和2年度も取り組めない状況である。

信楽中央病院 病院事業 常勤医女性１名を配置している。
ご希望された方に女医による診察を実
施している。

希望者は、多くない。
広報紙など広報媒体を活用して周知に
努める。

女性には、希望に応じて女性医による医療及び健
康相談を行う。

健康で元気な生活ができ、要介護状態にならない
ように介護予防に取り組む。

16



取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

すこやか支援
課

母子保健事業

プレパパママ教室（妊娠期の教室）を2
回/クール、６クール」/年開催
妊娠期～子育て期を対象とした訪問、
相談、教室を開催した。

参加者延べ202人（内　男性　82人）
妊娠中の体の変化の理解と沐浴、調乳
等の実習を行った。初めての方が多
く、真剣に取り組まれているが出産後
の役割には結び付きにくい。
ライフステージや月齢、個別に応じた
対応を行った。

夫婦ともに、赤ちゃんに関わった経験
がほとんど無く、赤ちゃんと一緒に過
ごす生活のイメージが薄い。
保護者の養育力育成を視点においた支
援が必要である。

子どもと過ごす生活のイメージを持
ち、夫婦で子育てをする準備の支援を
行う。
引き続き、個別の相談や訪問は実施す
る。

子育て政策課 子育て世代包括支援事業

妊娠期から子育て期まで、切れ目のな
い支援を行い、安心して子育てできる
環境をつくるため、啓発・相談・指導
の充実を図った。

産前サロン（にんにんサロン）や産後
サロン（Cocoハッピー）を５支援セン
ターで実施。
また、希望者へ産後保健師から入電し
相談を行う「にんにんコール」を実施
した。

センターに来所しない人のうち、支援
を必要とする人の把握が必要である。

引き続き、包括的な支援を行うための
講座開催と相談事業を行う。

妊娠・出産・育児に不安のある方、課題を抱える
子どもや家族に対して、訪問や相談を行うととも
に支援計画を作成して支援する。

すこやか支援
課

子育て世代包括支援事業
妊娠を機会に子育てに支援が必要な保
護者に対し支援プランを作成し、継続
した支援を行った。

計画的に必要な子育てサービスを受け
るように支援し、安心して育児ができ
るように支援を行った。

プラン作成、支援者の質の確保、子育
てサービスの整備が必要である。

作成した支援プランの方向性の検討を
行う。

妊娠を望む夫婦を支援する。
すこやか支援
課

特定不妊治療助成事業
不育症治療費助成事業

保険外適応の治療に対して経済的支援
を行う。

特定不妊治療については県の助成をう
けた後、自己負担がある夫婦に上限
50,000円の助成を行った。
（80件、一般不妊治療　7件、不育症治
療　1件）

一般不妊治療費・不育症治療費助成事
業の周知、妊娠・出産を希望している
夫婦への支援が必要である。

引き続き、現在の事業は実施する。
一般不妊治療については、啓発を実施
していく。

③  心の健康づくりの推進

取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

心の健康づくりのため知識の普及や啓発、相談体
制の充実を図る。

すこやか支援
課

健康相談事業
自殺対策事業

自殺対策としてゲートキーパー養成講
座の実施。駅や量販店、中学生への知
識普及を実施した。各保健センターで
健康相談日のほか随時健康相談や訪問
を実施した。

80人の方にゲートキーパー養成講座を
実施。悩みごとの相談件数としては14
件の相談があった。

悩みを抱える人と接しやすい職種の人
に、ゲートキーパー養成講座を受けて
もらえるよう働きかけていく必要があ
る。

民生委員や企業、市職員に研修を実施
する。量販店や中学生への啓発を実施
しており、悩み事相談も今年度４件の
相談があった。

様々な悩みに対する相談体制の充実を図る。 子育て政策課
子育て利用者支援事業（コンシェルジュ）
学齢期相談事業

子育て支援センター５か所に子育てコ
ンシェルジュを配置し、相談業務を
行った。
小学校から高校生までの保護者を対象
に学齢期相談員を配置し、相談業務を
行った。

子育てコンシェルジュを５名、学齢期
相談員を１名配置し、相談業務を実施
した。

主に未就学児をコンシェルジュが担当
し、就学児を学齢期相談員が担当して
いるが、相談体制が来庁や電話が主と
なっているため、広く活用がされてい
ない。

コンシェルジュや学齢期相談員を配置
し、来庁や電話での相談に加え、メー
ルでの相談業務の拡充を図る。

② 妊娠・出産期における健康支援の推進　

妊娠・出産・育児上の啓発・相談・指導の充実を
図る。
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取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

人権推進課 人権教育啓発事業
人事課において、えんぱわめんと堺の
北野真由美講師を招聘し、行政職員に
対し研修を実施した。

行政職員の資質向上が図れ、偏見の解
消に繋がった。

社会として多様化の定義が見直されい
くなか、引き続き研修を実施していく
ことが必要がある。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から開催することに難はあるが、人
権教育連続セミナーのテーマとして取
り上げることを検討している。

学校教育課
教育振興一般事務
小学校教育振興事務
中学校教育振興事務

小中学校で、教職員、児童・生徒にお
いて研修を行っている。

個々の多様な考えや価値観について理
解できる児童・生徒が増えてきた。

児童・生徒の理解力と実践力を育成す
るための講師招聘等外部からの学びの
機会が必要である。

講師招聘等による研修を行っている学
校から、未実施の他校へ情報を提供し
実践する。

多様な性を持つ児童・生徒に対して、本人や家族
の希望を尊重し、対応する。

学校教育課
教育振興一般事務
小学校教育振興事務
中学校教育振興事務

服装等について、保護者、本人の意向
を尊重し、対応し、その理解に努め
た。

本人が安心して学校生活を送ることが
できた。

保護者や周りの児童・生徒の理解をよ
り高めなければいけない。

道徳や学活を中心とし、学校教育全体
で理解を深めるとともに、取組等につ
いて、保護者等に情報発信を行ってい
く。

取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

生活支援課 生活困窮者自立支援事業

複合的な問題を抱える生活困窮者に対
し、生活支援窓口において、関係機関
と連携しながら相談・支援を実施し
た。

関係機関と連携し、自立に向けた支援
を行うことができた。
収入や就労、病気や住まいの相談など
の相談受付件数は2,608件（うち、新規
相談　183件）であった。

複合的な課題を抱えた相談者に対応す
るため、関係機関との連携の強化や、
誰もが自分らしく活躍できる地域づく
りが必要である。

関係機関との連携を強化し、複合的な
課題を抱える生活困窮者に対し、包括
的な相談・支援を行う。

子育て政策課
ひとり親支援事業
児童手当支給事業
児童扶養手当支給事業

児童手当や児童扶養手当等の支給を
行った。また、ひとり親家庭に対し入
学支度金を支給した。

以下のとおり支給を行った。
・児童手当延べ支給人数 135,141人
・児童扶養手当延べ支給人数
　　　　　　　　　　　   9,009人
・ひとり親家庭等入学支度金 101件

引き続き手当等の制度について周知を
行い、すべての対象者へ支給を行う。

児童手当や児童扶養手当等の支給を行
う。また、ひとり親家庭に対し入学支
度金を支給する。

商工労政課 就労相談事業
就労相談員による巡回式就労相談を実
施した。

相談件数は262件（うち14人が転就職）
であった。

就労以前に生活支援が必要な相談者が
増えてきており、他課との連携強化が
必要である。

他課との連携強化を図り、引き続き就
労相談を実施する。

保険年金課
福祉医療給付事業
福祉医療給付事業（市単）
（在日外国人福祉給付事業）

障がい、ひとり親家庭、高齢者など
（所得制限あり）に対し、医療受給券
を交付し、医療費助成を行った。
国籍要件により年金の受給資格が取得
できなかった在日外国人の高齢者に対
し、生活の安定を図るために給付金の
支給を行った。

医療助成を行うことで、安心して医療
を受けることができ、健康な生活を送
ることができた。

医療を受けやすい反面、適正受診が妨
げられるケースも見受けられ、適正受
診の指導や啓発が必要である。

引き続き給付を行う。

４．多様な人々がともに安心して暮らせる社会づくり

① 多様な性を認め合う社会の実現

多様な性について理解を深める。

② 生活に対して様々な困難を抱える人々への支援

生活困窮家庭の生活の安定を図るため、就労支
援、経済的支援を行う。
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取組内容 担当課 事務事業名 令和元年度取組状況 成果 課題 令和２年度取組計画

男女共同参画を推進する条例を制定する。 商工労政課 男女共同参画推進事業

平成30年6月に「甲賀市男女共同参
画を推進する条例」を策定後、男
女共同参画を推進する条例のリー
フレットを増刷し、全戸配布を
行った。

男女共同参画週間に、リーフレッ
トを活用して「固定的性別役割分
担意識」について家族で話し合っ
てもらうえるよう啓発することが
できた。

市民意識調査の結果、若年層の固
定的役割分担意識は解消されつつ
あるため、高齢者層に向けた啓発
が必要である。

引き続き条例の周知を行うととも
に、広報や出前講座などを通じ
て、固定的性別役割分担意識の解
消を図る。

女性の人材の発掘に努め、各審議会の男女ど
ちらか委員の人数・比率が40％を下回らない
ように取り組む。

総務課 甲賀市附属機関の選任に関する指針

附属機関の担当部署あてに、四半
期ごとに附属機関の会議の公開状
況照会を行う中で、委員の女性の
登用について４０％以上になるよ
う周知を行っている。

年４回、附属機関の担当部署あて
に女性の登用率向上についての意
識づけができていると認識してい
る。

充て職による選任については、男
性の選任傾向が強く、女性の選任
機会を作ることが困難である。

前年度同様、附属機関の会議の公
開状況照会を行う中で、女性の登
用率が向上するよう周知してい
く。

各審議会の委員数について定期的に調査・分
析・公表を行う。

商工労政課 男女共同参画推進事業
各審議会等の女性の登用について
状況調査を行った。

調査結果を第1回の審議会、本部会
で報告し、ホームページで公表し
た。

各審議会委員が団体選出の場合、
男性割合が高くなる傾向がある。
団体設立の趣旨や団体の特徴に応
じた女性委員の選出が必要であ
る。

引き続き、審議会等附属機関の委
員の選任について、定期的に調
査・分析・公表を行う。

女性管理職への登用の拡大に向けた取組を推
進するため、人材育成を目的に人事評価制度
採用を行い、総合的かつ計画的に推進する。

人事課
職員研修事業・
人事評価事業

第2次甲賀市総合計画の策定にあわ
せて、人材育成の新たな目標とす
る『甲賀市人材育成基本方針』を
平成30年1月に改定。令和元年度
は、この方針の目指す職員像の中
から『市民と対話し、共に考え、
協働する職員』の育成に重点的に
取り組むこととし、研修を実施し
た。
人事評価の結果については、女性
がいきいきと働き続けることがで
きる職場環境の実現、風土醸成に
向け、引き続き昇任等の参考材料
として適正に活用している。

管理職に占める女性の割合は以下
のとおりとなった。
【R02.4.1現在】
　対象管理職数　228人
　うち女性職員　 85人
          割合　 37％
【H31.4.1現在】
　対象管理職数　237人
　うち女性職員　 85人
          割合　 36％
【H30.4.1現在】
　対象管理職数　239人
　うち女性職員　 87人
          割合　 36％

　階層別研修の「体系化」や人事
評価制度の適正かつ効果的な運用
と併せて、中長期的な観点から、
引き続きより良い人材育成の制度
設計に努める。

　働く場面で活躍したいという希
望を持つ全ての女性職員が、その
個性と能力を十分に発揮できる職
場を実現するため、引き続き採
用・昇任・配置・評価など人事管
理上のすべての場面で公平・公正
に、能力・知識・適材適所による
運用に努める。

人事課 職員研修事業

令和元年10月28日に有志を中心と
した職員19名による「働き方改革
プロジェクト」をキックオフし、
アドバイザーを招聘したワーク
ショップや全体協議、また先進地
である四条畷市役所への視察など
を通して、市役所の働き方や男女
共同参画についての問題点を洗い
出し、改善施策を検討した。

令和2年3月13日にはプロジェクト
メンバーと理事者とで意見交換を
実施し、活動報告および様々な施
策の提案を踏まえて、組織や働き
方への想いや考えを共有した。

今年度はボトムアップでの活動と
なったが、プロジェクトメンバー
は活動をとおしてトップダウンの
必要性も感じており、今後は働き
方改革への理事者のコミットメン
トも入れて、市役所全体で取り組
んでいく必要がある。

　令和2年3月の意見交換会以降、
コロナウイルス感染症の感染拡大
が急速に進み、庁内の業務体制も
「くらし・経済対策」最優先とし
た体制にシフトしたことから、現
時点では「働き方改革プロジェク
ト」も他の優先度の低い業務と同
様に中断している。若手職員の中
から高まった機運であり、今後の
収束状況も見ながら、再開のタイ
ミングを検討している。

商工労政課
男女共同参画推進事業
女性活躍推進事業（ワーク・ライフ・バランス推進事
業）

ワーク・ライフ・バランス推進事
業のキックオフセミナーおよび事
業報告会＆イクボス宣言式に管理
職が出席し、新しく管理職となっ
た職員がイクボス宣言を行った。

キックオフセミナーは63人、事業
報告会＆イクボス宣言式は109人が
受講し、働き方改革、イクボス、
ワーク・ライフ・バランスについ
て理解を深めることができた。

ワークライフバランスの実現に
は、意識改革と同時に業務改善が
必要である。

人事課と連携し、市役所の働き方
改革を推進する。

推進体制

男女共同参画に関する研修会の実施と職員の
参加を促進する。

第２次男女共同参画計画（甲賀市女性活躍推進計画）進捗状況調査表
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学校教育課
教育振興一般事務
小学校教育振興事務
中学校教育振興事務

各校で人権週間等に研修及び授業
研究会の随時実施及び初任者等の
階級別研修を実施した。
県及び他団体研修の周知を行っ
た。

本市人権教育担当者会において、
市としての方向性や取り組む内容
等について共有しあうことができ
た。

教職員全員研修会では人権教育に
ついては取り上げることができな
かった。

引き続き、各ブロック単位で研修
及び授業研究会を実施する。
また、県及び他団体研修の周知を
行う。

保育幼稚園課 保育士研修事業

以下の研修等を実施した。
・各ブロック単位で研修及び保育
研究会
・保育幼稚園課主催人権研修会
・園内人権研修会
・市人権研修会

以下のとおり、研修等を実施でき
た。
・各ブロック単位で研修及び保育
研究会
・保育幼稚園課主催人権研修会（1
回）
・園内人権研修会（2回以上）
・市人権研修会（2回）

家庭、園での固定的な性別役割分
担意識をなくすため、継続した研
修会の実施や啓発を行う。

園内人権研修会（２回以上）を実
施する。
また、滋賀県人権保育研究協議会
の研修に参加する。（映像研修）

国や滋賀県、近隣自治体、また市民や市民活
動団体（ＮＰＯ団体）、市内の企業・事業
所、市工業会、市商工会などとの連携を強化
する。

商工労政課 男女共同参画推進事業

国や滋賀県、また市民や市民活動
団体（ＮＰＯ団体）、市内の企
業・事業所、市工業会、市商工会
などとの連携を図り、セミナーや
事業等を開催した。

ワーク・ライフ・バランス推進事
業は甲賀市工業会および甲賀市商
工会の協力にて開催した。
女性のお仕事フェアは、滋賀県・
ハローワーク甲賀との共催、甲賀
市工業会の協力にて開催した。
在宅ワーク入門セミナー（主催：
滋賀県）は甲賀市が後援し開催し
た。

市民活動団体との連携方法を検討
する必要がある。

引き続き、国や滋賀県、近隣自治
体、また市民や市民活動団体（Ｎ
ＰＯ団体）、市内の企業・事業
所、市工業会、市商工会などとの
連携を強化する。

男女共同参画計画を推進するため、進捗状況
を市民に公表し、施策に反映する。

商工労政課 男女共同参画推進事業
施策に反映するため、審議会を2回
開催し、進捗状況を市民に公表し
た。

進捗状況を第1回の審議会、本部会
で報告し、ホームページで公表し
た。

進捗状況を公表する方法について
工夫が必要がである。

引き続き、甲賀市男女共同参画審
議会を年2回開催し、審議会委員か
らの意見収集に努め、施策構築に
繋げる。

「甲賀市男女共同参画推進本部会」を定期的
に開催し総合的かつ効果的な推進を図る。

商工労政課 男女共同参画推進事業 本部会と幹事会を開催した。
6月27日に幹事会。8月1日に本部会
を実施した。

部長級に女性登用が少ないため、
本部会の女性構成員の選出に苦慮
している。

引き続き「甲賀市男女共同参画推
進本部会」を定期的に開催し総合
的かつ効果的な推進を図る。

性別による決め付けをせず、男女平等意識を
持ち保育・教育にあたれるよう、人権研修等
を通して職員の意識向上を図る。
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