
基本方針６：産業の次世代確保と人材育成
６・１・１・２ 義務教育の段階でのキャリア教育の推進

千円 千円 千円

1,120 1,120 520
キャリア形成事業 1,900 キャリア形成事業 1,900 キャリア形成事業 1,706

250 285 150

計 3,270 計 3,305 計 2,376
　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

６・１・２・１ シルバー人材センターの運営と高度利用

千円 千円 千円
シルバー人材センター運営補助 8,500 シルバー人材センター運営補助 8,500 シルバー人材センター運営補助 9,400
企画提案方式事業費補助 1,500 企画提案方式事業費補助 1,500 企画提案方式事業費補助 1,500

25,077 21,006

計 35,077 計 31,006 計 10,900
　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

６・１・２・３ 子育て支援対策の促進

千円 千円 千円

13,989 13,920 19,160
放課後児童対策事業 35,578 放課後児童対策事業 38,499 放課後児童対策事業 35,533

4,307 818 1,280

計 53,874 計 53,237 55,973
　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

６・１・３・１ 市民活動支援センターの運営

千円 千円 千円

市民活動支援センター運営経費 6,253 市民活動支援センター運営経費 6,150 市民活動支援センター運営経費 9,329

計 6,253 計 6,150 計 9,329
　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

活性化計画の施策の概要

活性化計画の施策の概要

活性化計画の施策の概要

市民活動支援センター運営経費

平成２２年度事業計画

担当課

平成23年度事業計画

市民活動団体（住民自治協議会、ＮＰＯ
等）への支援（情報提供及び相談支援）
人材育成支援（研修会等の開催）
市内外の市民活動団体関係の情報収集と情
報提供

平成２３年度事業計画

平成22年度の取組結果

こども家庭課

超高齢社会に向け高年齢者の職業生活の安定
のために就業の機会の提供、知識及び技能の
付与のための講習・研修を実施するためワーク
プラザを設置した。

ワークプラザをワークプラザの設置目的と一致
している団体に運営・管理を委ね、高年齢者の
臨時的かつ短期的な就業機会を確保するため
の活動拠点とし、高年齢者の職業生活の安定
を図る。

平成23年度事業計画

事業主体
伊賀市

平成２２年度事業実績

伊賀市
１事業名

２
事
業
内
容

事業全体の内容

高齢者社会の到来で高齢者が健康
で明るく働く場や長年培われてきた
経験、知識、技能を生かせる場を提
供するため伊賀市シルバー人材セ
ンターの運営費を補助する

子育て支援対策事業

ワークプラザ整備事業（21年度から
の繰越）

１事業名

6.1.2.1

高齢者が「働く」ことを通じ、生きがいづくり、地域づ
くり、社会参加の促進等を図る。団塊の世代のシル
バー進出も視野に入れ、雇用機会の確保・増大を
図る。

商工労働観光課
雇用・勤労者対策事業 担当課

シルバー人材センター
の運営と高度利用

担当課

子育て支援センター運営補助金

市民活動推進室

次世代育成支援対策推進経費

次世代を担う子供の健全な育成を
図るため、啓発等を実施する。

6.1.2.3
子育て支援対策の促
進

２
事
業
内
容

事業全体の内容

１事業名

２
事
業
内
容

事業全体の内容

事業主体
伊賀市

・市内全１１中学校で事前・事後の学習を含め
た連続する５日間の職場体験学習を実施した。
・学校・地域との協働によるキャリア教育実践事
業を実施し、小・中・高等学校段階を通じた系統
的なキャリア教育実践研究を行った
・緑ヶ丘中学校が、伊賀地域特産品を大阪で販
売する取組みを実施し、その成果を市内全小中
学校が参加する研修会で実践発表を行った。
・上野東小学校５年生が伊賀白鳳高等学校で
実習体験を実施した。
・キャリア形成事業を推進し、各小中学校に委
託を行い、キャリア教育の推進を図った。

学校教育課

自分発見！中学生・地域ふれあい事業

平成２２年度事業実績

・市内１１中学校で職場体験の実施・充実。（連続す
る５日間または連続する３０時間）
・学校・地域との協働によるキャリア教育実践事業
の実施。（小・中・高等学校段階を通じた系統的な
キャリア教育実践研究）
・緑ヶ丘中学校が、伊賀地域特産品を大阪で販売
する取組みを実施し、市内小中学校が参加する研
修会で実践発表を行う。
・上野東小学校５年生が伊賀白鳳高等学校で実習
体験を実施。
・キャリア形成事業の推進。各小中学校に委託を行
い、キャリア教育の推進を図る。

学校・地域との協働によるキャリア
教育実践事業

学校・地域との協働によるキャリア
教育実践事業

１事業名 キャリア教育の推進 担当課

平成２２年度事業計画

２
事
業
内
容

事業全体の内容
児童生徒が生きる力を身につけ、
直面するさまざまな課題に柔軟、か
つ、たくましく対応し、社会人として
自立していくことができるように、関
係団体並びに企業、事業所等の支
援・協力を得て、すべての小中学校
でキャリア教育に取り組む。

自分発見！中学生・地域ふれあい事業

6.1.1.2
義務教育の段階での
キャリア教育の推進

事業主体
商工労働支援係 伊賀市

平成22年度事業計画 平成22年度事業実績

自分発見！中学生・地域ふれあい事業

平成２３年度事業計画

・市内１１中学校で職場体験の実施・充実。（連
続する５日間または連続する３０時間）
・学校・地域との協働によるキャリア教育実践事
業の実施。（小・中・高等学校段階を通じた系統
的なキャリア教育実践研究）
・緑ヶ丘中学校が、伊賀地域特産品を大阪で販
売する取組みを実施する。
・上野東小学校５年生が伊賀白鳳高等学校で
実習体験を実施。
・キャリア形成事業の推進。各小中学校に委託
を行い、キャリア教育の推進を図る。

平成２２年度の取組結果

学校・地域との協働によるキャリア
教育実践事業

「伊賀市市民活動支援センター設
置に関する報告書｣と「伊賀市にお
ける市民活動財政支援及びコミュ
ニティビジネスに関する提言書」に
基づいて、市民が主体となった住民
自治活動やＮＰＯ活動、ボランティ
ア活動等の市民活動支援を行う。

平成２２年度の取組結果
市民活動への機材の提供（印刷支援、情報
交流場所の提供）
研修会の実施（人材育成）

平成22年度事業計画

6.1.3.1
市民活動支援センター
の運営

市民活動団体情報の収集と共有化。
市内外の市民活動支援関係の情報集と提供。
「市民活動支援センターに関する提言」に基づ
く運営方法の検討。

活性化計画の施策の概要 平成２２年度の取組結果

ワークプラザ整備事業（21年度から
の繰越）

　子育て中の親子に交流できる場を提供し、子育て
に関する相談や支援及び情報提供を図ることを目
的とした子育て支援センターの運営補助を行う。
　また保護者の就労形態の多様化に伴い、益々放
課後における児童の健全育成が重要となっている
ことから放課後児童クラブが生活の場として機能が
十分確保できるよう配慮すると共に、事業内容の向
上が図れるよう指導者のための研修会等を行なう。
　伊賀市における次世代育成の基本的な施策を取
りまとめた「輝け　いがっ子応援プラン（伊賀市次世
代育成支援対策地域行動計画）」の後期計画（平
成22年から平成26年度）策定に向けたニーズ調査
を行なうとともに、子どもの遊び場情報を集約した
「（仮称）子育てパーク」を市HPに掲載し情報の提
供を行う。

子育て中の親子が気軽に集い、うち解けた雰囲
気の中で語り合い、交流を図る場を提供し、子
育て等に関する相談、支援の実施、情報提供を
図ることを目的とした子育て支援センターの運
営補助を行いました。
　放課後児童クラブでは、待機児童解消のため
７月２１日から｢オーロラ」を開設しました。
　また指導者の知識向上のため市独自の研修
をゆめぽりすセンターで開催しました。
　伊賀市における次世代育成の基本的な施策
を取りまとめた「輝け　いがっ子応援プラン（伊
賀市次世代育成支援対策地域行動計画）」の
後期計画（平成22年度から平成26年度）に基づ
き子育て支援事業を実施しました。

　子育て中の親子が交流できる場を提供し、子
育てに関する相談・指導、子育てに関する講習
会等を開催し、地域の子育て家庭に対する支援
を図ることを目的とした子育て支援センターの
運営補助を行う。
　また保護者の就労形態の多様化に伴い、放
課後における児童の健全育成が重要となって
いることから放課後児童クラブが生活の場とし
て機能が十分確保できるよう配慮すると共に、
事業内容の向上が図れるよう指導者のための
研修会等を行なう。
　伊賀市における次世代育成の基本的な施策
を取りまとめた「輝け　いがっ子応援プラン（伊
賀市次世代育成支援対策地域行動計画）」の
後期計画（平成22年度から平成26年度）に基づ
き子育て支援事業を実施します。

次世代育成支援対策推進経費 次世代育成支援対策推進経費

平成２２年度事業実績

子育て支援センター運営補助金 子育て支援センター運営補助金

事業主体



６・１・３・２ 市民活動の促進

千円 千円 千円
600 536 600

計 600 計 536 計 600
　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

６・１・４・２ 勤労者対策の促進

千円 千円 千円
伊賀地区労働者福祉協議会補助金 800 800 伊賀地区労働者福祉協議会補助金 800
勤労者持家促進資金融資貸付金等 50,000 50,000 勤労者持家促進資金融資貸付金等 50,000

計 50,800 計 50,800 計 50,800
　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

６・１・５・１ UIJターンの促進

千円 千円 千円
UJIターン促進事業委託金 300 UJIターン促進事業委託金 300 UJIターン促進事業負担金 270

計 300 計 300 計 270
　　　　　　　平成22年度の取組施策

６・１・５・４ 商工業の担い手育成対策の推進

千円 千円 千円
上野労務対策協議会負担金 140 上野労務対策協議会負担金 140 上野労務対策協議会負担金 140

計 140 計 140 計 140
　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策活性化計画の施策の概要

6.1.5.1 ＵＪIターンの促進

就職セミナー（UJIターン）の開催

活動補助金の交付、組織の事務局担当

伊賀市環境保全市民会議活動補
助金

平成23年度事業計画

平成２３年度事業実績

関係金融機関に対し無利子で融資原資を預託
することにより、市内に勤務する勤労者の生活
の安定と福祉の向上等を図る。また、伊賀管内
の労働団体で構成する地域労働団体の福利厚
生を中心とした事業の展開に対し補助を行う。

平成２３年度の取組結果

平成２３年度事業計画

事業主体

平成22年度の取組結果
活動補助金の交付、組織の事務局担当

平成22年度事業実績

伊賀市環境保全市民会議活動補
助金

商工業の担い手育成
対策の推進

活性化計画の施策の概要

平成22年度事業計画

商工労働観光課

平成２２年度事業実績

２
事
業
内
容

事業全体の内容 平成22年度事業計画 平成22年度事業実績
人材育成に関する事業に対する助
成

平成22年度の取組結果

6.1.5.4

２
事
業
内
容

事業全体の内容

地元出身の若者や、Ｕ･Ｊ･Ｉターンを希望する者
を対象に商工会議所、商工会と連携し合同就
職セミナーを開催して就職の促進を図った。（開
催回数２回、参加企業数５８社、参加者数２２０
人）

商工支援係

平成22年度事業計画

伊賀地区労働者福祉協議会、東海労働金庫上野支店、伊賀市

勤労者持家促進資金融資貸付金等

活性化計画の施策の概要

１事業名 UJIターン促進事業

１事業名 雇用、勤労者対策事業 担当課
商工労働観光課
商工労働支援係

伊賀市環境保全市民会議の活動
助成

伊賀市環境保全市民会議活動補
助金

雇用、勤労者対策事業

活動補助金の交付、組織の事務局担当

市民活動の促進

担当課

１事業名

２
事
業
内
容

担当課

平成２２年度事業計画

6.1.4.2 勤労者対策の促進

関係金融機関に対し無利子で融資原資を預託する
ことにより、市内に勤務する勤労者の生活の安定と
福祉の向上等を図る。また、伊賀管内の労働団体
で構成する地域労働団体の福利厚生を中心とした
事業を展開に対し補助を行う。

３
事
業
内
容

・勤労者福祉の向上施策として、伊
賀地区労働者福祉協議会への事
業補助
・勤労者の生活のため持家促進貸
付金や教育資金貸付金の利用促
進を図る
・労働に関する各種制度や企業内
人権教育など啓発事業

事業全体の内容

6.1.3.2

事業全体の内容

勤労者の福利向上活動の促進のため、労働者
福祉協議会に支援を行った。また、東海労働金
庫に対し無利子で融資原資を預託し、市内の勤
労者の生活の安定と福祉の向上等を図った。
（利用者数及び金額：持家９件・37,000千円、教
育１件・1,300千円）

事業主体

１事業名 伊賀市環境保全市民会議の活動助成 担当課
事業主体
伊賀市

環境政策課

活性化計画の施策の概要

平成23年度事業計画

新規学卒者を対象にビジネスマナーなどのセミ
ナーやハローワークとの連携による地元高校に
おけるインターンシップ、会員企業の従業員を
対象とした研修会など、新しく企業を担う人材の
育成に対する負担金。

新入社員セミナーや高校進路担当者との懇談
会、企業ガイドブック作成、インターンシップ受
入事業等の実施により、雇用の安定と労働力の
確保に寄与した。

新規学卒者を対象にビジネスマナーなどのセミ
ナーやハローワークとの連携による地元高校にお
けるインターンシップ、会員企業の従業員を対象と
した研修会など、新しく企業を担う人材の育成に対
する助成。

地元出身の若者や、U・J・Iターンを希望する者を対
象に、地元企業の多くの情報を発信する合同就職
セミナーを年２回開催し就職促進を図ります。

事業主体
上野商工会議所

平成２２年度の取組結果
地元出身の若者や、U・J・Iターンを希望する者
を対象に、地元企業の多くの情報を発信する合
同就職セミナーを商工会議所との共催により年
２回開催し就職促進を図ります。

平成２２年度事業実績
商工支援係 伊賀市、上野商工会議所

伊賀地区労働者福祉協議会補助金

商工労働観光課

平成２２年度の取組結果


