
①  情報提供・学習機会の充実

取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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を策定し、

リーフレットを配布して啓発を行った。

条例制定についてリーフレットを作成し、区・

自治会の組回覧として啓発できた。

男女共同参画および条例について認知度が

低い。

条例リーフレットを増刷し、区・自治会を通じ

て全世帯に配布し、さらなる周知を行う。

野田

（4228）

人権推進課 人権教育啓発事業
人権教育連続セミナーにおいて、「性の多様

性」をテーマとした。

参加者122人、見た目で性別を判断してい

るのではと考えることを通して、性別役割分担

のとらわれについての理解が深まった。

継続した取組が必要である。

市人推協発行の人権啓発紙「陽寄人」にあ

る女性の人権についての頁を活用し、内容の

説明を行う。

中森

（3311）

商工労政課 男女共同参画推進事業

男女共同参画週間に、あいコムこうか文字放

送、市ホームページ、道路雨量計の文字放

送などで周知・啓発した。

週間中は、男女共同参画週間のポスター等

を市民に周知する機会が増えた。

男女共同参画および条例について認知が低

い。

男女共同参画週間などを通じて、言葉や意

味の周知を行う。

野田

（4228）

人権推進課 人権教育啓発事業

人権尊重のまちづくり懇談会において、女性

の人権（男女共同参画）に関わる取組が

行われた。

15の区・自治会で実施（ＤＶＤのテーマが

女性の人権に関するものであったなど）

継続した取組が必要である。

具体的に、どのような内容であったかの把握が

困難である。

市人推協発行の人権啓発紙「陽寄人」にあ

る女性の人権についての頁を活用し、内容の

説明を行う。

中森

（3311）

商工労政課 男女共同参画推進事業
男女共同参画をテーマにした出前講座を行っ

た。

12月１日　岩室区にて開催。参加者25

人。

１つの区のみへの啓発であったので、もっと多

くの区・自治会に出前講座を利用いただける

よう啓発が必要である。

防災の啓発に男女共同参画の視点を持って

もらうことに的を絞って、出前講座を持つ。

野田

（4228）

人権推進課 人権教育啓発事業
人権教育連続セミナーにおいて、「性の多様

性」をテーマとした。

参加者122人、見た目で性別を判断してい

るのではと考えることを通して、性別役割分担

のとらわれについての理解も深まったと考える。

継続した取組が必要である。

市人推協発行の人権啓発紙「陽寄人」にあ

る女性の人権についての頁を活用し、内容の

説明を行う。

中森

（3311）

取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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。

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。

宮木

（4134）

保育幼稚園課 保育士研修事業

各園において、生活や遊びの場面で性別にこ

だわらず、一人ひとりを大切にした保育・教育

を進めた。

一人ひとりを大切にした保育・教育をすすめる

ことで、周りの人から大切にされていることを感

じ、人への思いやりの気持ちが育ってきてい

る。

幼児期からの保育・教育が、大人になってか

らの意識に影響していくものであり、人権保育

を基礎とした継続した取り組みが大切である。

職員が自らの人権意識を磨き、子どものあり

のままの姿を受け止め、温かなやり取りやスキ

ンシップを重ね、性別にこだわらず一人ひとりを

大切にした保育・教育を進める。

赤木

（2418）

商工労政課 男女共同参画推進事業

滋賀県立水口高等学校において「よいパート

ナーシップのために（男女共同参画・デート

DV）」と題し、男女共同参画の推進講座を

行った。

・対象者：３年生の男女

・青年期を迎える男女にとり、男女共同参画

や固定的役割分担への意識改革へ働きかけ

る機会となった。

・デートDVの予防啓発を行うことで、将来の

ＤV予防への啓発にも繋がった。

・男女共同参画は固定的な意識に働きかけ

ることから、高校生だけでなく、各年齢にあわ

せ、小学校・中学校にも啓発講座を行う必

要がある。

・家庭児童相談室と連携し、今年度も継続

して啓発講座を実施する。

野田

（4228）

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･助言した。

・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。

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。

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。

宮木

（4134）

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

公民館等で「男女共同参画」に特化した学

習活動の取り組みはなかった。

「男女共同参画」に特化した内容の講座は

開催しなかったが、男女・世代を問わず、広く

市民の方に学びの場を提供できるよう配慮し

た。

「男女共同参画」に特化した講座を開催する

ことは予算的に難しい。「男女協同参画」の

視点を取り入れた講座を開催する等の取組

みが必要である。

「男女共同参画」に特化した内容の講座の

開催予定はないが、男女・世代を問わず、広

く市民の方に学びの場を提供していく。

上村

(62-2626)

第２次甲賀市男女共同参画計画（甲賀市女性活躍推進計画）事務事業進捗状況調査

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。

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

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 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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

男女共同参画をテーマにした出前講座を行っ

た。

12月１日　岩室区にて開催。参加者25

人。

１つの区のみへの啓発であったので、もっと多

くの区・自治会に出前講座を利用いただける

よう啓発が必要である。

防災の啓発に男女共同参画の視点を持って

もらうことに的を絞って、出前講座を持つ。

野田

（4228）

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

区・自治会及び自治振興会に関する意見交

換の場である「市民参画・協働推進検討委

員会」において女性登用についての意見を伺

う予定であったが、実施できなかった。

「市民参画・協働推進検討委員会」において

女性登用についての意見を伺う予定であった

が、実施できなかった。

役員選出という各団体内部の事項であること

から、啓発などの働きかけだけでは成果に繋が

りにくい。

区長会等の場で啓発などの働きかけや意見

交換を行う。

高市

（3163）

商工労政課 男女共同参画推進事業
男女共同参画をテーマにした出前講座を行っ

た。

12月１日　岩室区にて開催。参加者25

人。

女性の代表・副代表がいる区・自治会の割

合が県内他市町と比べて低い。

防災の啓発に男女共同参画の視点を持って

もらうことに的を絞って、出前講座を持つ。

野田

（4228）

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

　まちづくりの入門となる「女性のためのビギ

ナーズカフェ」の開催や、ビギナーズカフェの修

了者を対象に、まちづくりの取り組み発展させ

ていくことを目的した「ステップアップ・ビギ」を開

催した。

　女性限定のまちづくり講座を開催すること

で、従来の「堅苦しい・敷居が高い・男性ばか

り」というイメージを払拭でき、まちづくりへの女

性の参加の裾野を広げることができた

　受講生の数を増やすことや、講座の選定に

ついては一定の課題があることから、今後の検

討が必要である。

ボランティアセンターが廃止されたことから未

定。

高市

（3163）

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

各公民館で女性に特化はしていないが、人

材育成につながる講座を開催した。

自分ための学びだけではなく、ボランティアや地

域づくりなど、次にいかしていこうという気運に

繋がりつつある。

子育て中の世代が受講できる講座を増やす

必要がある。

引き続き、人材育成につながる講座を開催す

る。

上村

(62-2626)

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

条例リーフレットを公民館等市内公共施設に

設置し、施設を利用する市民団体に向けて

男女共同参画の啓発を行った。

リーフレット配布により男女共同参画の啓発

を行った。

市民活動団体の諸活動に積極的に参画し、

引き続き啓発活動を行う必要がある。

市民活動団体の諸活動に積極的に参画し、

引き続き啓発活動を行う。

野田

（4228）

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

Ｈ30年10月から本格的なご近所福祉の取

組みを推進するため、「地域力強化推進事

業」を展開している。

事業を委託（市社協）して雇用されている

「ご近所福祉コーディネーター」は６人中５人

が女性である。

特になし 前年度に引き続き同じ体制で継続する。
福永

（1353）

取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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24回開催。

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。

松井

（3137）

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。

年度中24回開催のうち、12回が自主防災

組織の設立に関する講座を開催し、延べ

823人（うち女性8０人）が参加した。

自主防災組織が新たに1つ設立。

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。

松井

（3137）

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 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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

男女共同参画をテーマにした出前講座を行っ

た。

12月１日　岩室区にて開催。参加者25

人。

１つの区のみへの啓発であったので、もっと多

くの区・自治会に出前講座を利用いただける

よう啓発が必要である。

防災の啓発に男女共同参画の視点を持って

もらうことに的を絞って、出前講座を持つ。

野田

（4228）

②  男女共同参画の視点を踏まえた防災対策

３．男性のための男女共同参画の推進

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
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② 男性の家庭への参画

取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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

た父親が休日に子どもとあそんだり、遊び方を

知る場を提供した。

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。

嶋本

（2454）

松本

（2453）

子育て政策課 家庭教育支援事業

子育て支援センター、子育てコンシェルジュ等

を通じて、講座への参加の呼びかけや啓発を

実施した。

子育て支援センター、子育てコンシェルジュ、

子育て講座等を通じて啓発を実施できた。

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呼びかける。

嶋本

（2454）

商工労政課 男女共同参画推進事業

条例リーフレットを区・自治会への組回覧およ

び市内公共施設に設置し、男女共同参画の

啓発を行った。

リーフレット配布により男女共同参画の啓発

を行った。

リーフレットの印刷枚数が少なかったため、十

分な周知がはかれなかった。

リーフレットを増刷し、男女共同参画週間に

あわせて区・自治会を通じて全戸配布する。

野田

（4228）

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、甲賀市として

の啓発がさらに必要である。

父親向けの講座の開催。妊娠期からのメ

ニューにも男性の育児参加を啓発するために

はどうすればよいいのか検討する。

嶋本

（2454）

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。

参加者延219人（内　男性78人）

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。

山田

（1312）

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。

「子育て・親育ち講座」を実施する。

子育てに関する啓発を実施する。

嶋本

（2454）

発達支援課 啓発研修事業

10月～12月にかけて、発達に特性のある子

どもの子育てに関する連続講座(4回シリー

ズ)を低年齢児編、思春期編の２コースで実

施した。

参加者は、母親か祖母で、父親の参加はな

かったが、講座の宿題（家庭での取り組み）

を夫婦で話しあって実施されるケースはあっ

た。

平日の日中の講座なので、父親の参加は時

間的にも難しい方が多いと思われる。

9月～10月に基礎編、フォローアップ編を4回

ずつ実施。宿題は、家族内で話しあって取り

組んでいただくように進めていく。

藤井

（2434）

長寿福祉課 介護保険特別会計運営事業

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。

岡崎

（1335）

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会の会を

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。

宿里

(1317)

商工労政課 男女共同参画推進事業
男女共同参画をテーマにした出前講座を行っ

た。

12月１日　岩室区にて開催。参加者25

人。

１つの区のみへの啓発であったので、もっと多

くの区・自治会に出前講座を利用いただける

よう啓発が必要。

複数の区・自治会や団体に出前講座を持っ

ていただけるよう啓発を行う。

野田

（4228）

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・バランス推進事業において、育

児や介護する社員を辞めさせない取組みにつ

いて、企業向けに啓発を行った。

キックオフセミナーおよび事業報告会＆イクボ

ス宣言式にて参加企業に情報提供および啓

発を行った。

企業だけでなく、市民へ向けた啓発が必要で

ある。

仕事と生活の調和推進月間（11月1日～

11月30日）を通じて、市民向けの啓発を

行う。

野田

（4228）

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）

インターネットやインスタグラム等を通じて、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。

情報発信や啓発によりどこまでワーク・ライフ・

バランスの実現につながるかが課題だが、引き

続き啓発をしていく。

インターネットやインスタグラム等を通じて、情

報の発信を実施。

嶋本

（2454）

松本

（2453）

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。

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。

男性の介護への参画のための啓発を行う。
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取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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４

箇所にて一時預かり事業を実施した。

H30年度：述べ3,282人が利用（内公立

施設は述べ2,505人）

・無料クーポン券の利便性及び利用率を向

上させる。

・施設内環境の改善及び保育の充実させ

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。

田村

(2412）

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

長時間保育は、公立私立保育園すべて実

施。延長保育は、公立２園、私立６園で実

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。

引き続き、就労に応じた保育体制を整え、延

長保育の充実を図っていく。

 和田

（2417)

保育幼稚園課 幼保再編検討協議会運営事業

水口地域において、H29年度に市が示す再

編計画に対し了承を得た既存５施設につい

ての実施計画検討協議会を行った。同時に

甲南地域における再編検討協議会を行っ

た。

水口地域：17回開催、公立保育園実施

計画策定、認定こども園整備事業候補地を

決定した。

甲南地域：8回開催、再編計画に同意を

得た。

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

を募集、決定する。

甲南地域における実施計画検討協議会を

開催し、認定こども園整備事業計画を作成

する。

井上

（2420）

子育て政策課

各放課後児童クラブ指定管理事業

放課後児童クラブ支援事業

民説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、保育を行う。

指定管理による児童クラブ19箇所により運

営している。

定員を超えるクラブ入所希望に伴う施設整

備と今後の児童クラブ運営のあり方を検討す

る。

施設整備を実施する。

民設民営児童クラブを開設する。

松本

（2453）

休日保育を充実させる。 保育幼稚園課 保育事業 公立園1園（水口西保育園）で実施した。 年間４４１人が利用した。 申し込み手続きの周知を徹底すること。
公立あいみらい保育園で水口西保育園の休

日保育を継承する。

和田

（2417)

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 病後児の預かり事業を実施した。 平成30年度実績　11人。 病児保育を早期実施すること。 病児保育事業の実施に向け取り組む。
福澤

（2453）

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

子育て応援啓発紙「ここまあち」「ここまっち

ネット」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

をはかった。

情報提供と平行した、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」「ここまっち

ネット」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する。

嶋本

（2454）

松本

（2453）

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。

平成３０年度「いきいき孫育て講座」３回

連続講座の実施し、延べ49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。
嶋本

（2454）

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。
平成30年度実績　２８件。

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。

田中

（4225）

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

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56

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。

嶋本

（2454）

松本

（2453）

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。

園での幼児の様子を見たり、一緒に遊ぶ機

会を設け、幼児とふれあう中で、昔の遊びの

継承を行ったりした。幼児を身近に感じてもら

う機会となった。

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。

地域や園の現状と合わせ、祖父母世代との

交流を深めていく。

和田

（2417)

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 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

長寿福祉課 介護保険特別会計運営事業

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。

第8期計画に向けたニーズ調査を実施する。

岡崎

（1335）

すこやか支援課 地域包括支援センター運営費

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

1,306件、継続相談件数1,007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。

総合相談の継続実施
宿里

(1317)

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家族激励金」

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家族激励金」

決定者　319人。13,380,000円支給。

介護状態にならないよう他課とも連携しなが

ら各種事業に取り組む必要がある。
引き続き事業を行う。

小林

（1331）

すこやか支援課 地域包括支援センター運営費

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

1,306件、継続相談件数1,007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。

総合相談支援の継続実施
宿里

(1317)

長寿福祉課 在宅福祉支援事業

「高齢者安心生活支援事業」を実施。「生

活支援体制整備事業」でｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを設置

し、協議体で各地域の支援体制を協議して

いる。

「高齢者安心生活支援事業」では、52人登

録。30分利用26回。1時間利用184回。

「生活支援体制整備事業」でｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを

設置し、協議体で各地域の支援体制を協議

した。

「生活支援体制整備事業」で生活圏域ごと

に日常生活支援ができる体制を市民とともに

構築していく必要がある。

引き続き事業を行う。「生活支援体制整備

事業」で生活圏域ごとに日常生活支援がで

きる体制を市民とともに構築していく。

小林

（1331）

すこやか支援課 地域包括支援センター運営費

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

1,639人に対して2,277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。

総合相談後の訪問支援の継続実施
宿里

(1317)

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。

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。

第8期計画に向けたニーズ調査を実施する。

岡崎

（1335）

すこやか支援課 地域包括支援センター運営費

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179件）。

サービス利用拒否者への支援のあり方。
サービス未利用高齢者把握事業の継続実

施

宿里

(1317)

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 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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217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。

桶井

（4224）

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、公正な採用について情報提供お

よび啓発を行った。
市内企業217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。

桶井

（4224）

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）

平成29年度にイクボス宣言を行っている企業の取組

み内容について、市広報紙および行政情報番組にて

紹介した。

市内企業の先進的な取組みを、市内企業だけでなく

広く市民に知ってもらうことができた。

毎月1社ずつしか紹介できないので、新しく宣言した起

業の紹介が遅くなる。

広報紙で特集を組み、一度に複数社を紹介できる機

会を設ける。

野田

（4228）

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）

働き方改革取組み予定企業へ、イクボス宣言への取

組み推進と併せ一般事業主行動計画の策定に関す

る広報・啓発を併せて行う。

市内企業へ一般事業主行動計画の策定に関するチ

ラシを配布した。

広報・啓発だけではなく、滋賀労働局とも連携して行

動計画の立て方の指導を行う必要がある。
工業会等と連携し、引き続き啓発活動を行う。

野田

（4228）

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内部キーパーソン養

成講座において、管理職、トップのための研修を行っ

た。

7月、8月、9月と3回連続講座を開催し、延べ49人

の市内企業管理職が受講した。
研修成果を社内に広めるための支援が必要。

引き続き、イクボス推進のための連続講座を開催す

る。

野田

（4228）

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 男女共同参画推進事業

新就職者激励会において、男女共同参画の視点を

入れた人権研修を実施した。

5月16日に開催し、市内企業から209人が受講し

た。
継続した学習が必要。 引き続き、男女共同参画に関する研修を行う。

野田

（4228）

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

市社協への委託事業として9月28日に市内福祉法

人等の職員を対象に人権研修会を開催。産業カウン

セラーを講師にワークショップを通じて人権意識の向上

を目的に実施した。

研修会には、市内の福祉法人等の職員29名(男性

６名、女性２３名)が参加。普段あまり交流のない

分野（児童・障がい・高齢等）を越えた職員同士が

出会う場となり、ワークショップを通じて人権意識の向

上が図れた。

市内の福祉法人等に幅広く参加の呼びかけをしたが

参加者は29名と少なかった。異分野との交流は新た

な発見や出会いの機会であり連携づくりの場であるが

参加者が少なく、呼びかけ・周知方法・開催時期など

に課題が残った。

市内の福祉法人等の職員対象に人権研修会を開

催予定。より参加しやすい内容・時期・講師などで企

画する。一方的な講話型ではなく、受講者参加型の

人権研修としていく。

方山

（1351）

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23件

　　うち13件がハラスメントがテーマ

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。

桶井

（4224）

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）

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。

また、ワーク・ライフ・バランス推進事業でイクボス共同

宣言を行った。

市内企業217社を訪問した。

市内企業22社がイクボス共同宣言を行った。

育児・介護休業が取得しやすくなるよう、イクボス宣言

後の取組について、各企業への個別支援が必要であ

る。

イクボス宣言企業の具体的な取組みについて毎月広

報紙およびケーブルテレビで紹介する。また、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。

桶井

（4224）

① 女性の再就職支援

取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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（女性の起業・キャリアアップ支援事業）

女性のためのお仕事フェアを開催した。

また、市内の女性が再就職に向けて資格を取得した

際に要した費用の一部を助成した。

女性のためのお仕事フェアを1月17日に開催し、企業

ブース、就職活応援ブースおよびお仕事セミナーに延

べ99人の参加があった。

資格取得補助金は、個人向け８件、企業向け１２

件、計２０件の交付を行った。

学習機会として、お仕事フェア以外にもセミナーが必要

である。

マザーズ就労相談を実施し、子育て等で退職した女

性の就労支援をする。

資格取得した女性に経費の一部を助成する補助金

交付事業を行う。

野田

（4228）

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

施設見学ツアーを行い、潜在保育士の職場復帰支

援を行った。また、甲賀市人材バンクの登録について、

広く周知を行った。

スキルアップ研修等の案内を行った。

甲賀市人材バンクについての周知ができ、47人の登

録があった。保育士として職場復帰へ導いた。

働き方が選択できるため、安定した人員確保には繋

がらない。

市内保育園・幼稚園・認定こども園の施設見学会を

計画・実施する。甲賀市人材バンクの登録について広

く周知する。スキルアップ研修等の案内を行う。。

赤木

（2418）

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）

女性のためのお仕事フェアを開催した。

託児つきの就労相談を実施した。

女性のためのお仕事フェアに16事業所に出展いただ

き、71人が参加、64人が面接を受けた。。

マザーズ就労相談利用者19人

　　　　うち7人が就職

企業とのマッチングを効率的に図るため、女性の多様

な働き方に対応するなど、企業側への働き方改革の

支援が必要である。

女性のためのお仕事フェアにて就職面接会を開催し、

再就職を希望する女性の支援を行う。また、企業側

へは、働き方改革推進のため、アドバイザー派遣など

を行う。

野田

（4228）

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（女性の起業・キャリアアップ支援事業）

（女性のための就労支援事業）

女性のためのお仕事フェアを開催した。

市内の女性が再就職に向けて資格を取得した場合に

かかった費用の一部を助成した

託児つきの就労相談を実施した。

女性のためのお仕事フェアを1月17日に開催し、企業

ブース、就職活応援ブースおよびお仕事セミナーに延

べ99人の参加があった。

資格取得補助金は、個人向け８件、企業向け１２

件、計２０件の交付を行った。

企業とのマッチングを効率的に図るため、女性の多様

な働き方に対応するなど、企業側への働き方改革の

支援が必要である。

女性のためのお仕事フェアにて就職面接会を開催し、

再就職を希望する女性の支援を行う。また、企業側

へは、働き方改革推進のため、アドバイザー派遣など

を行う。

野田

（4228）

第２次甲賀市男女共同参画計画（甲賀市女性活躍推進計画）事務事業進捗状況調査

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

２．女性の働く場への参画・能力発揮に向けた支援
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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 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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

こうか女性創業セミナーを開催し、女性起業家の支

援を行った。
14人の参加者のうち、７人の受講修了者があった。

参加者・受講修了者が想定より少数だった。起業後

の伴走支援の仕組みづくりが必要。

甲賀市商工会が準備中のビジネスサポートセンターの

立ち上げ等により、掘り起こし・伴奏支援の仕組みづく

りを進める。

近藤

（内4223）

商工会等と連携し、学習機会をつくる。 商工労政課
商工会補助事業

女性活躍推進事業（女性の起業・キャリアアップ支援事業）

こうか女性創業セミナーを開催し、女性起業家の支

援を行った。

子育て世代の多く集まるまなびの体験ひろばで女性の

チャレンジショップを開催した。

14人の参加者のうち、７人の受講修了者があった。

女性のチャレンジショップを11月23日に開催し、約

300人の来場があった。16人の起業女性が出店し、

起業に向けモチベーションアップを図ることができた。

参加者・受講修了者が想定より少数だった。起業後

の伴走支援の仕組みづくりが必要。

商工会等との連携を強化し、支援の拠点作りなど支

援体制について検討する必要がある。

女性向け創業セミナーの継続開催を検討する。

商工会等との連携を強化し、支援の拠点作りなど支

援体制について検討する。

近藤

（内4223）

野田

（内4228）

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が３件あった。
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。

川上

（4252）

取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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（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の活用につい

て、チラシの発送等啓発活動を行った。 資格取得補助金交付件数　12社
中小企業への資格取得の補助制度の導入促進が必

要である。

企業内人権啓発事業にて、女性の資格取得事業支

援事業補助金のチラシを配布し、啓発する。

野田

（4228）

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により、市内

企業・事業所が負担した経費の一部に対し助成を

行った。

資格取得補助金交付件数　12社
中小企業への資格取得の補助制度の導入促進が必

要である。

ワーク・ライフ・バランス推進事業の女子社員ネットワー

ク事業において、キャリアアップを目指す女子社員の支

援を行う。

野田

（4228）

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キックオフセミナー、

内部キーパーソン養成講座において、管理職、トップ

のための研修を行った。

7月に開催したキックオフセミナーでは97人、7月、8

月、9月と3回連続で開催した内部キーパーソン養成

講座では、延べ49人の市内企業管理職が受講し、

事業間の交流を図れた。

参加者は男性が多く、働く女性が十分に意見交換が

できなかった。

ワーク・ライフ・バランス推進事業の女子社員ネットワー

ク事業において、働く女性の事業間交流の場を作る。

野田

（4228）

取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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。
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）

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。

また、ワーク・ライフ・バランス推進事業でイクボス共同

宣言を行った。

市内企業217社を訪問した。

市内企業22社がイクボス共同宣言を行った。

育児・介護休業が取得しやすくなるよう、イクボス宣言

後の取組について、各企業への個別支援が必要であ

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。

桶井

（4224）

男性の育児休業の取得を推進する。 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217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。

桶井

（4224）

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217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。

桶井

（4224）

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
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217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。

桶井

（4224）

長寿福祉課 介護保険特別会計運営事業

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。

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。

第8期計画に向けたニーズ調査を実施する。

岡崎

（1335）

すこやか支援課 地域包括支援センター運営費

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。
健康教育や出前講座の継続実施する。

宿里

(1317)

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）

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。
訪問企業数　217社

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。

桶井

（4224）

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

③  女性の活躍に向けたキャリア形成への支援
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取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業

高橋啓子さんを講師として、ＤＶ防止関係

者向け研修会「ＤＶのないまちづくりをめざし

て」を開催した。

ＤＶ防止基本計画策定等委員や庁内検討

委員、民生委員児童委員など35人が参加

し、ＤＶとその支援について理解することがで

きた。

ＤＶのみでの研修で、参加者を集めることが

難しい。

甲賀市配偶者等からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する基本計画策定等委員

会委員対象の研修会を開催する。

福田

（2450）

商工労政課 男女共同参画推進事業

滋賀県立水口高等学校において「よいパート

ナーシップのために（男女共同参画・デート

DV）」と題し、男女共同参画の推進講座を

行った。

・対象者：３年生の男女239人

・青年期を迎える男女にとり、男女

　共同参画の基礎とデートDVの予防啓発を

行うことで、将来のDV予防への啓発にも繋

がった。

・男女共同参画は固定的な意識に働きかけ

ることから、各年齢にあわせ啓発講座を行う

必要がある。

・家庭児童相談室や人権推進課と連携し、

継続して啓発講座を実施する。

野田

（4228）

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業

高橋啓子さんを講師として、ＤＶ防止関係

者向け研修会「ＤＶのないまちづくりをめざし

て」を開催した。

ＤＶ防止基本計画策定等委員や庁内検討

委員、民生委員など35人が参加し、ＤＶと

その支援について理解することができた。

ＤＶに関して、広報などの周知ができていな

い。
広報紙などを利用した啓発を行う。

福田

（2450）

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は男性から女性に対してふるわれるもの

という思い込みがある。
男性の被害者が多いことも含め、啓発する。

野田

（4228）

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。

水口高校においてデートＤＶ防止の出前講

座を行った。

成人式参加者、高校生239人に対する啓

発ができた。

学校へ向けて、出前講座のＰＲが必要であ

る。

成人式でデートＤＶについて啓発する。

高校生対象のデートＤＶ防止出前講座を

開催する。

福田

（2450）

商工労政課 男女共同参画推進事業

成人式でデートＤＶについて啓発した。

水口高校においてデートＤＶ防止の出前講

座を行った。

成人式参加者、高校生239人に対する啓

発ができた。

男女共同参画は固定的な意識に働きかける

ことから、高校生だけでなく、各年齢にあわ

せ、小学校・中学校にも啓発講座を行う必

要がある。

成人式でデートＤＶについて啓発する。

高校生対象のデートＤＶ防止出前講座を

開催する。

野田

（4228）

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について啓発した。

水口高校においてデートＤＶ防止の出前講

座を行った。

成人式参加者、高校生239人に対する啓

発ができた。

男女共同参画は固定的な意識に働きかける

ことから、高校生だけでなく、各年齢にあわ

せ、小学校・中学校にも啓発講座を行う必

要がある。

成人式でデートＤＶについて啓発する。

高校生対象のデートＤＶ防止出前講座を

開催する。

野田

（4228）

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について啓発した。

水口高校においてデートＤＶ防止の出前講

座を行った。

成人式参加者、高校生239人に対する啓

発ができた。

男女共同参画は固定的な意識に働きかける

ことから、高校生だけでなく、各年齢にあわ

せ、小学校・中学校にも啓発講座を行う必

要がある。

成人式でデートＤＶについて啓発する。

高校生対象のデートＤＶ防止出前講座を

開催する。

野田

（4228）

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、甲賀市小中学

生のスマホ等使用に関するルール策定委員

会の委員として携わった。

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。

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。一つは、あいコムこうかの音

声放送の活用。二つ目は、「少年センターだよ

り」「各種啓発しおり」等を利用した啓発。三

つ目は、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。

玉木

(4153)

第２次甲賀市男女共同参画計画（甲賀市女性活躍推進計画）事務事業進捗状況調査

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 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業 女性相談研修を受講した。
県立男女共同参画センターでの研修を受講

した。
研修受講機会の確保が困難である。

対応する職員の資質を向上できるように研修

機会を確保する。

中井

（2448）

人権文化醸成事業

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。

滋賀県人権相談ネットワーク協議会の講座

に出席した。

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。

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する。

立花

(3312)

人権教育啓発事業

人権教育啓発事業では、セミナー開催時や

成人式などの機会に男女の悩みごと相談窓

口の案内チラシを配布し相談先の周知をはか

り、抱えこみの防止に努めた。

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。

充実した公的な相談窓口があることを引き続

き周知していく必要がある。

滋賀県人権相談ネットワーク協議会の講座

に出席する。

中森

（3311）

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
被害者の安全を確保とともに個別の相談室と

相談時間を確保した。

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。

被害者が安心して相談できる体制の整備を

行う。

中井

（2448）

人権推進課 人権文化醸成事業
男女の悩みごと相談窓口を設置し、被害者

が安心して相談できる体制を確保した。
ＤＶ関係の相談対応を行った。

相談者にとって、最初の相談窓口としての体

制であるため、その後の個別対応までは困難

である。

男女の悩みごと相談窓口を設置し、被害者

が安心して相談できる体制を確保する。

立花

(3312)

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
ＨＰやあいコムこうか等での相談窓口を周知

した。また窓口での啓発パンフレッを設置した。

あいコムこうかにてデートＤＶ出前講座を紹

介し、相談窓口の周知を図った。

引き続き、相談機関等を周知する必要があ

る。

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。

中井

（2448）

人権推進課 人権文化醸成事業

相談機関としての、「男女の悩みごと相談窓

口」の開催を市広報紙やホームページに掲載

した。

成人式において、相談先一覧を配布し広く周

知を実施した。

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。

引き続き、相談機関等を周知する必要があ

る。

相談機関としての「男女の悩みごと相談窓

口」の開催を市広報紙やホームページに掲載

する。

立花

（3312）

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・協力を行った。 特になし。 他機関と連携・協力に努める
中井

（2448）

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内容により、

必要に応じ連携対応した。

中央子ども家庭相談センターやＧ－ＮＥ

Ｔ、警察等と連携対応を行った。
特になし。

男女の悩みごと相談窓口の相談内容により、

必要に応じ連携対応する。

立花

（3312）

人権推進課

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。
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取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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
必要であると判断した方については、母子生

活支援施設の利用等につなげた。

母子生活支援施設に1組の入所につなげるこ

とができた。
特になし。 相談窓口から受け入れ施設へつなぐ。

中井

（2448）

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

配偶者暴力相談支援センターの一時保護所

の利用につなげた。また警察への相談を勧め

た。

一時保護所に3組の利用につながった。 特になし。
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。

中井

（2448）

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。

中井

（2448）

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。

上田

（1372）

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。

H30相談件数　666件

　　　　　　うち12人が就職

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。

就労相談体制の見直しと他課との連携強化

を図り、引き続き就労相談を実施。

桶井

（4224）

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。

中井

（2448）

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。

上田

（1372）

住宅建築課 市営住宅管理一般事務 DV対象者の市営住宅への優先入居
DV対象者としての申込みがないため、入居

実績なし
特になし。 DV対象者の市営住宅の優先入居

平岡

（2131）

子育て政策課 ＤＶ防止支援事業
母の思いを傾聴し、必要であれば医療機関

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。
中井

（2448）

すこやか支援課 地域包括支援センター運営費

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、高齢者95人に対した。

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確保。

高齢者虐待防止事業をはじめとする権利擁

護事業の継続実施

宿里

(1317)

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。

中井

（2448）

保育幼稚園課 保育事業

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、園体制を整え必要に

応じて支援を行うよう努めた。

園職員が、保護者と園児の変化を的確に捉

え、状況によっては関係機関と連携して対応

した。

家庭の状況や保護者、園児の変化から、即

座に的確な判断と関係機関と連携をもつ体

制を周知徹底する。

引き続き、保護者の置かれている現状を職員

間で周知し、適切な対応を行えるようにする。

赤木

（2418）

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。

学校から保護者への連絡が困難なことがあっ

た。

関係機関と学校との連携を強化するとともに、

保護者との関係を関係機関、学校ともに強

化する。

宮木

（4134）

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。

林

（1121）

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

と支援を実施する。

中井

（2448）

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

情報提供を行った。
特になし。

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。

中井

（2448）

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。
特になし。

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。

立花

（3312）

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。

林

（1121）

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。

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 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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。

妊娠期から子育て期の間、相談や情報を得

る機会を設けることができた。

個別勧奨通知を初めて行ったH29よりは受

診者数は減少したが、個別勧奨を行う以前

よりは、多い受診者であった。

全世代型で相談支援を行うことにより、健康

相談、健康教育、訪問指導の実施者数が

増加した。（実績：健康教育475人、健康

相談：107人、訪問指導32人）

妊娠期～子育て期の保護者に必要な支援

の明確化。支援者の質の確保。がん検診受

診率が、県に比べて低い。若い世代の受診

者が少ない。

子育て支援を継続実施する。

健康づくりに関する支援を継続実施する。

是澤

（1320）

山田

（1312）

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7回開催し、207人の参加を得

た。常勤医師も講師として参加し、医師の立

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。

平成30年度同様、健康教室を7回開催し、

市民の健康維持を推進する。従来のテーマの

他に、補聴器についての話や、薬の用法や飲

み方についての話などを、外部講師を招いて

専門的な話を聞く機会を設ける。

また、更なる広報・周知に努める。

増田

62-3346

信楽中央病院 病院事業
健康教室「健康塾」を開催し、健康に関する

様々な内容の講義を行った。

年11回開催し、延べ144人の参加者があっ

た。

昨年度より参加者は増加したが、参加者の

固定化が課題。

引き続き年間11回開催する。新たな参加者

確保に向け、更なる広報・周知に努める。

小嶋

82-0249

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の実施。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。

多くの方に参加いただけるよう啓発を、また、

内容等の充実を更に検討する必要がある。

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見込みで

あることから、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。

第8期計画に向けたニーズ調査を実施する。

小林

（1331）

岡崎

（1335）

すこやか支援課
一般介護予防事業費

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185回、

4,131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。
介護予防に関する学習会・教室、健康教育

や出前講座を継続実施する。

宿里

(1317)

社会教育スポー

ツ課
かふか生涯学習館運営事業

平成３０年５月から平成３１年２月にか

けて「シルバー大学」全体学習及びクラブ別学

習を開催した。

市内から100人を超える受講者があり、高齢

者の生きがいや健康、また仲間づくりの場とし

て重要な役割を果たした。

高齢者を取り巻く社会問題などをテーマとして

開催する全体学習の参加率が年々低下傾

向にある。講座内容の充実が必要である。

継続して実施する。
上村

(62-2626)

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延べ

106回実施した。

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。

立花

（3312）

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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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74人（うち

新規活用者14人）。いきいき百歳体操開

催団体115団体の支援と介護予防活動団

体に対する研修会の開催115団体（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。

継続して実施する。
宿里

(1317)

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。

腰痛予防、生き生き健康レクレーション、脳ト

レ体操、体力チェックなど介護予防に繋がる

テーマで健康教室を開催し、180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。

増田

62-3346

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

運動を入れることで、参加者の健康寿命の延

伸を図った

理学療法士による指導のもと、参加者は安

心して、リラックスした状態で運動できた
新しい運動の提供が必要。 新しい運動の工夫をする。

小嶋

82-0249

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。

立花

（3312）

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

Ｈ３０年度は健康寿命を延ばそうモデル事

業　全７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

実施すること。

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。

北嶋

（1320）

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。

令和元年度も取り組めない状況である。
増田

62-3346

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

る。
希望者は少ない。 広報紙等を活用し、周知に努める。

小嶋

82-0249

取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

すこやか支援課 母子保健事業
妊娠期～子育て期を対象とした訪問、相

談、教室を開催した。
月齢、個別に応じた対応を行った。

保護者の養育力育成を視点においた支援が

必要である。
継続して実施する。

山田

（1312）

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。

これまでなかった妊娠期の子育て講座（にん

にんサロン）を５支援センターで実施。

センターに来ない人の内支援を必要とする人

の把握が必要である。

包括的な支援を行うための講座開催と相談

事業を行う。

嶋本

（2454）

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

妊娠届を機会に子育てに支援が必要や保護

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。

子育てサービスの整備が必要である。

プラン作成、支援者の質の確保が必要であ

る。

作成した支援プランの方向性の検討を行う。
山田

（1312）

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。不育症治療は３件。

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。

現在の事業は継続実施する。

一般不妊治療費についての助成の検討。

山田

（1312）

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。

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。

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。
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③  心の健康づくりの推進

取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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

地域や職場の中で、自殺のサインにいち早く

気づき、適切な対応を行い、相談機関などに

つなぐ自殺予防ゲートキーパー養成講座を行

い、ケートキーパーを育成した。

まちづくり出前講座のメニューとして「ゲートキー

パー養成講座」を２回実施し、146人が受

講した。

相談窓口のチラシの作成を行い、各施設に

配布するとともにホームページでも周知した。

SOSを出しにくい人に対する相談体制の検討

が必要である。

ゲートキーパー養成講座受講生の更なる拡

大すること。

継続して実施する。
北嶋

（1320）

取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当（内線）

人権推進課 人権教育啓発事業
人権教育連続セミナーにおいて、性の多様性

についての回を設けた。

参加者122人

多様な性に対する理解とアライとして実践する

きっかけとなったと考える。

継続した取組が必要である。

市人推協発行の人権啓発紙「陽寄人」にあ

る、性の多様性についての頁を活用し、内容

の説明を行う。

中森

（3311）

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必

要がある。

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。

宮木

（4134)

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。

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

解を深めていく。

宮木

（4134)

取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当（内線）

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　2,287件（うち、新規相談

186件）

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。

上田

(1372)

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

就労支援専門員を１人配置し、ひとり親の

就労活動の支援、就労に向けた給付金（高

等職業訓練促進給付金等）を支給した。

ハローワークと連携し就労支援を行った人数

34人、 相談者数49人、就労に結びついた

人数22人

高等職業訓練促進給付金　3人

2,942,000円

就労意欲のない方についても、いかに就労相

談・活動支援にこぎつけるか、またいったん就

労に結びついた方がすぐに離職しないような継

続支援が必要である。

就労支援専門員を１人配置し、ひとり親の

就労活動支援をし、就労に結びつける。就労

に向けた給付金（自立支援教育訓練給付

金・高等職業訓練促進給付金等）を必要

に応じて案内し給付する。

松本

（2453）

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。

H30相談件数　666件

　　　　　　うち12人が就職

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。

就労相談体制の見直しと他課との連携強化

を図り、引き続き就労相談を実施する。

桶井

（4224）

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）

・障がい者、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。

継続して給付を行う。

米倉

（1138）

松下

（1137）

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。

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
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取組内容 担当課 事務事業 平成30年度取組状況 成果 課題 令和元年度取組計画 担当者（内線）

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」を策定した。

平成30年6月に「甲賀市男女共同参

画を推進する条例」を策定した。
条例周知のための啓発が必要

条例リーフレットを増刷し、さらなる周知

を行う。

野田

（4228）

総務課 甲賀市附属機関の選任に関する指針

4半期ごとに「甲賀市附属機関の会議

の公開等について」を関係次長等へ通

知し、附属機関の委員の選任について

留意事項を周知し、男女比率の均衡

化を図れるよう依頼した。

充て職ではなく、市民から委員を選任

する場合、女性を委員として登用する

など、女性委員が附属機関の委員に

選任されることで、女性の立場の意見

を委員会等に反映できる土壌ができつ

つある。

充て職による男性の偏りや男性が多く

を占めるような団体から女性を選任す

ることの難しさ等により女性の選出が難

しい状況にあるが、団体の形態、特徴

等を考慮した中で、女性の選出につな

げられるような取り組みが必要である。

引き続き、附属機関の委員の選任につ

いては甲賀市男女共同参画計画に基

づき、女性の委員の登用について働き

かけるとともに、女性委員が４０％に

満たない場合はその理由を委嘱の起

案に添付することで、男性委員選出の

偏重を見直してもらう。

野口

（3257）

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

男女共同参画のH29実施状況調査

を行った。

調査結果は、11月開催の審議会で公

表した。

各審議会委員が団体選出の場合に男

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。

引き続き、審議会等の附属機関の委

員の選任について、定期的に調査・分

析・公表を行う。

野田

（4228）

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。30年度は、この方

針の目指す職員像の中から『新たな仕

事にも積極果敢にチャレンジする職員』

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

【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％

【H29.4.1現在】

　対象管理職数　237人

　うち女性職員　 85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。

宮治

（3242）

推進体制

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。

第２次甲賀市男女共同参画計画（甲賀市女性活躍推進計画）事務事業進捗状況調査
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人事課 職員研修事業

12月21日、Facilitator’s  LABO

（えふらぼ）栗本敦子氏を講師に招

き、「多様性を尊重し、コミュニケーション

をすすめるために」と題し、湖南市と二

市合同で研修を実施した。

当日は、甲賀市から受講対象者（入

庁7～9年目の一般行政職員）35名

の内26名、湖南市から20名が受講。

プライベートも含め多様な状況にある職

員同士が、お互いを尊重し合いながら

グループで仕事をしていくことについて学

ぶことができた。

ワークライフバランスの実現にあたって

は、意識改革はもちろん同時に業務改

善が必要であり、従来型の啓蒙研修だ

けでなく、業務改善に繋がる研修を企

画する必要がある。

職員一人ひとりが充実した生活を送る

ために、職場の長時間労働を削減し、

育児休暇・介護休暇などが取りやすい

職場づくりを推進する。

・働き方改革意識向上研修（仮）の

実施（新規）

・ノー残業デーの徹底（継続）

・一斉退庁による時間外勤務の削減

（継続）

中土

（3242）

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

理職となった職員自らがイクボス宣言を

行った。

キックオフセミナーは49人、事業報告会

＆イクボス宣言式は35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・バランスは福利厚生では

なく、「経営戦略」という視点で取り組

む。

・休暇制度の積極的なＰＲ（取得し

やすい雰囲気づくり）

・育児、介護、病気などの「制約職員」

への対応

人事課と連携し、市役所の働き方改

革を推進する。

野田

（4228）

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

各ブロック単位で研修及び授業研究会

・各校で随時実施（人権週間等）

・初任者等の階級別研修

・県及び他団体研修周知

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。

・人権教育担当者会　2回

・各ブロック単位で研修及び授業研究

会

・各校で随時実施（人権週間等）

・初任者研修等の階級別研修

・県及び他団体研修周知

宮木

（4134）

保育幼稚園課 保育士研修事業

・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

・園内人権研修会

・市人権研修会に参加

・滋賀県人権保育研究協議会の研修

に参加

・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）

・滋賀県人権保育協議会（各園1回

以上）

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。

・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

・市人権研修会に参加

・滋賀県人権保育研究協議会の研修

会に参加

赤木

（2418）

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。

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。

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（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。

野田

（4228）

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。

７月12日、11月29日に男女共同参

画審議会を開催し、男女共同参画を

推進する条例、女性の活躍アクションプ

ランを策定し、計画進捗状況について

審議した。

市民へ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。

野田

（4228）

「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　・幹事会

・調査研究部会

・幹事会及び合同会議

　上記各部会により、男女共同参画を

推進する条例及び女性の活躍アクショ

ンプランを策定した。

・本部会  4/１6、10/1

・調査研究部会幹事会合同会議

　7/6、9/4

調査研究部会と幹事会を分けて開催

することが難しかった。

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。

野田

（4228）

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。

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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