
　　　基本目標Ⅲ　ワーク･ライフ･バランス

　　　基本施策８　調和のとれた仕事・家庭・地域生活の推進

2017（平成29年）年度　事業
Ｈ28
目標

Ｈ２９
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Ｈ30
目標
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目標
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実績 実績 実績 実績 実績

評価 評価 評価 評価 評価

75% 76% 100%

76%

Ｂ

B

指標

事業実施計画

事
業
番
号 事業実施計画 実施事業の内容、効果・課題

小学校の校区再編の状況を勘
案し、ニーズの高い校区から順
次、放課後児童クラブを設置し
ます。

こども未来
課

未設置校区の一部のニーズ動
向調査を実施します。

具体的施策 事業名 担当課事業の概要

2016（平成28年）年度　事業

伊賀市子ども･子育て支援事
業計画に基づき、ワーク・ライ
フ・バランスを推進します。

伊賀市子ど
も ・ 子 育 て
支 援 事 業
計画の推進

２４　行政・
企業におけ
る両立支援
の推進

57

上野総合市
民病院総務
課

院内託児所運営事業を行ない
ます。
就学前の幼児を持つ看護師等
の仕事と家庭生活の両立を支
援するため、院内に託児所を
設置して働きやすい環境の整
備を進めます。

市内の小学
校のうち放
課後児童ク
ラブのある小
学校の割合

看護師等の勤務時間に応じた
時間設定とすることで、就業環
境の向上に努めることができま
した。

平成28年度利用実績：655人

開設時間
月～金：8:00～19:00
火・金：8:00～23:00
うち金曜日は月2回程度の夜
勤対応
土：8:00～17:45(月2回程度)

院内託児所運営事業を行ない
ます。
就学前の幼児を持つ看護師等
の仕事と家庭生活の両立を支
援するため、院内に託児所を
設置して働きやすい環境の整
備を進めます。

共働き家庭の児童に対して、
健全育成を図るため、放課後
の適切な遊びや生活の場を与
えることができました。
新たな施設を設置するには、
空き教室の確保が必須となっ
ています。
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　　　基本施策８　調和のとれた仕事・家庭・地域生活の推進
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事
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具体的施策 事業名 担当課事業の概要

2016（平成28年）年度　事業

B

B

Ｂ

島ヶ原支所
振興課

企業訪問による啓発を行いま
す。啓発内容：ワーク・ライフ・
バランスの取組のメリットなど実
例を交えながら実施していただ
くよう啓発します。また、講演
会・研修会等への参加を呼び
かけます。

訪問事業者数　総数　250

本庁（上野）：131
伊賀支所：36
島が原支所：14
阿山支所：16
大山田支所：28
青山支所：25

企業訪問等による啓発を行い
ます。啓発内容：ワーク・ライ
フ・バランスの取組のメリットなど
実例を交えながら実施していた
だくよう啓発します。また、講演
会・研修会等への参加を呼び
かけるとともに、正社員のうち女
性の雇用と管理職への女性登
用が進むよう、今後も情報提
供と啓発を行っていきます。

訪問等事業所数：290

本庁（上野）：117
伊賀支所：33
島ケ原支所：5
阿山支所：13
大山田支所：11
青山支所：18
文書回答：5
伊賀市人権学習企業等連絡
会加入事業者数：88

２４　行政・
企業におけ
る両立支援
の推進

事業者に対し、育児・介護休
業制度や時間外労働の制限、
勤務時間の短縮など、仕事と
生活の両立支援に係る制度の
定着及び利用促進を、企業訪
問やセミナー開催により働きか
けます。また、「イクボス」を養
成する講座を開催します。

企業訪問による啓発を行い、
ワーク・ライフ・バランスの取組
のメリットなど実例を交えながら
実施していただくよう啓発しまし
た。また、講演会・研修会等へ
の参加を呼びかけました。今後
の課題としては、講演会参加と
研修会開催回数を増やすこと
です。訪問企業数：５社

商工労働課

人権政策・
男女共同参
画課

伊賀支所振
興課

事業者に対
する両立支
援の働きか
け

58

企業訪問による啓発を行いまし
た。
時期：11月
訪問事業所数：33
ポスターやパンフレット等による
啓発を促し、従業員の雇用状
況や、公正採用選考人権啓発
推進委員の選任が行われてい
るか等の聴き取りを行いまし
た。

企業訪問等により、啓発を行
い、人事担当者等との面談に
より、仕事と家庭生活の両立に
向けての取組の必要性を認識
いただくことができました。今後
も引続き啓発に努めます。

訪問等事業所数：290
本庁（上野）：117
文書回答：5
伊賀市人権学習企業等連絡
会加入事業者数：88

伊賀市人権学習企業等連絡
会、商工労働課、人権政策・
男女共同参画課が共催し、イ
クボス講座「なぜ、今　イクボス
が求められているのか～イクボ
スが作る企業の未来～」を開
催しました。
実施日：10月27日
講師：水谷有志
参加人数：48名
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　　　基本施策８　調和のとれた仕事・家庭・地域生活の推進

2017（平成29年）年度　事業
Ｈ28
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Ｈ２９
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Ｈ31
目標

H32
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実績 実績 実績 実績 実績

評価 評価 評価 評価 評価
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事業実施計画

事
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番
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具体的施策 事業名 担当課事業の概要

2016（平成28年）年度　事業

Ｂ

企業訪問による啓発を行いま
す。啓発内容：ワーク・ライフ・
バランスの取組のメリットなど実
例を交えながら実施していただ
くよう啓発します。また、講演
会・研修会等への参加を呼び
かけます。

訪問事業者数　総数　250

本庁（上野）：131
伊賀支所：36
島が原支所：14
阿山支所：16
大山田支所：28
青山支所：25

阿山支所振
興課

企業訪問等による啓発を行い
ます。啓発内容：ワーク・ライ
フ・バランスの取組のメリットなど
実例を交えながら実施していた
だくよう啓発します。また、講演
会・研修会等への参加を呼び
かけるとともに、正社員のうち女
性の雇用と管理職への女性登
用が進むよう、今後も情報提
供と啓発を行っていきます。

訪問等事業所数：290

本庁（上野）：117
伊賀支所：33
島ケ原支所：5
阿山支所：13
大山田支所：11
青山支所：18
文書回答：5
伊賀市人権学習企業等連絡
会加入事業者数：88

２４　行政・
企業におけ
る両立支援
の推進

事業者に対し、育児・介護休
業制度や時間外労働の制限、
勤務時間の短縮など、仕事と
生活の両立支援に係る制度の
定着及び利用促進を、企業訪
問やセミナー開催により働きか
けます。また、「イクボス」を養
成する講座を開催します。

事業者に対
する両立支
援の働きか
け

58

企業訪問による啓発を行いまし
た。
時期　：　12月
訪問事業所数　：　13
内容　：　ワーク・ライフ・バラン
スの取組の状況等について聞
き取りを行うとともに、今後の取
組に関して、冊子やパンフレット
等の配布を通しての啓発や、
関係講演会・研修会等への参
加の呼びかけ等を行いました。
また、企業へは、訪問による啓
発に加えて、人権広報誌の送
付等を通じて、講演会 ・ 研修
会の案内や、　男女共同参画
に関する内容も含めた人権に
関するさまざまな情報の提供
等を行いました。
各種休暇制度の整備等、制度
的な面での取組は、　ほとんど
の企業で進んでいます。　しか
し、　各企業間で、ワーク・ライ
フ・バランスに対する認識・理
解に違いがあります。
企業に男女共同参画に関する
意識が定着し、　ワーク・ライフ・
バランスがさらに推進されるよ
う、　今後もこれらの取組を継
続して実施していく必要があり
ます。

3



　　　基本目標Ⅲ　ワーク･ライフ･バランス

　　　基本施策８　調和のとれた仕事・家庭・地域生活の推進

2017（平成29年）年度　事業
Ｈ28
目標

Ｈ２９
目標

Ｈ30
目標

Ｈ31
目標

H32
目標

実績 実績 実績 実績 実績

評価 評価 評価 評価 評価

指標

事業実施計画

事
業
番
号 事業実施計画 実施事業の内容、効果・課題

具体的施策 事業名 担当課事業の概要
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Ｂ

企業訪問による啓発を行いま
す。啓発内容：ワーク・ライフ・
バランスの取組のメリットなど実
例を交えながら実施していただ
くよう啓発します。また、講演
会・研修会等への参加を呼び
かけます。

訪問事業者数　総数　250

本庁（上野）：131
伊賀支所：36
島が原支所：14
阿山支所：16
大山田支所：28
青山支所：25

企業訪問等による啓発を行い
ます。啓発内容：ワーク・ライ
フ・バランスの取組のメリットなど
実例を交えながら実施していた
だくよう啓発します。また、講演
会・研修会等への参加を呼び
かけるとともに、正社員のうち女
性の雇用と管理職への女性登
用が進むよう、今後も情報提
供と啓発を行っていきます。

訪問等事業所数：290

本庁（上野）：117
伊賀支所：33
島ケ原支所：5
阿山支所：13
大山田支所：11
青山支所：18
文書回答：5
伊賀市人権学習企業等連絡
会加入事業者数：88

２４　行政・
企業におけ
る両立支援
の推進

事業者に対し、育児・介護休
業制度や時間外労働の制限、
勤務時間の短縮など、仕事と
生活の両立支援に係る制度の
定着及び利用促進を、企業訪
問やセミナー開催により働きか
けます。また、「イクボス」を養
成する講座を開催します。

事業者に対
する両立支
援の働きか
け

58

【実施事業の内容】
（企業訪問）
企業訪問による啓発を行い、
公正採用選考女性管理職の
登用状況を聞き取り、啓発冊
子等の配布を行いました。
期間：平成28年11月28日～
12月8日
訪問事業所数：１１社
（講演会）
ワーク・ライフバランスについて
の講演会を実施しました。
日時：平成28年9月28日（水）
　　　　19:30～21:00
場所：大山田農村環境改善セ
ンター
講師：三重県男女共同参画セ
ンター「フレンテみえ」　専門員
服部亜龍さん
事業所参加者：18名

【効果・課題】
企業にとって、人権問題と向き
合うことがプラスになることを説
明し、社内研修会開催に向け
た情報提供など啓発・支援を
継続して行いました。
ワーク・ライフバランスは仕事の
効率を上げ、想像力豊かな人
材を育成する？いま注目の
ワーク・ライフバランス！その必
要性や効果についてわかりや
すく解説していただきました。
企業内での人権研修について
の取り組みが少ないのが課題
です。

大山田支所
振興課
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Ｂ

C

B

「ノー残業デー」の設定、有給
休暇の取得促進など市におけ
る労働時間短縮を図るととも
に、事業者に対しても労働時間
短縮を働きかけます。

企業訪問等により、県やハロー
ワークと連携し、労働時間短縮
のメリットなど実例を交えながら
説明し実施していただくよう啓
発します。

企業訪問による啓発を行いま
す。啓発内容：ワーク・ライフ・
バランスの取組のメリットなど実
例を交えながら実施していただ
くよう啓発します。また、講演
会・研修会等への参加を呼び
かけます。

訪問事業者数　総数　250

本庁（上野）：131
伊賀支所：36
島が原支所：14
阿山支所：16
大山田支所：28
青山支所：25

時間外勤務の事前申請、ノー
残業デー実施の徹底と時間外
勤務の縮減目標を設定させる
など、時間外勤務の縮減に向
けた取組みを促し、また、時間
外勤務が恒常的になっている
所属及び個人に偏りのある所
属に対して、ヒアリングを実施
し、改善に向けた取組みを行い
ます。

ノー残業デー実施の徹底と時
間外勤務の縮減目標を設定さ
せるなど、時間外勤務の縮減
に向けた取組みを促し、また、
時間外勤務が恒常的になって
いる所属及び個人に偏りのある
所属に対して、ヒアリングを実施
し、改善に向けた取組みを行い
ます。

企業訪問等による啓発を行い
ます。啓発内容：ワーク・ライ
フ・バランスの取組のメリットなど
実例を交えながら実施していた
だくよう啓発します。また、講演
会・研修会等への参加を呼び
かけるとともに、正社員のうち女
性の雇用と管理職への女性登
用が進むよう、今後も情報提
供と啓発を行っていきます。

訪問等事業所数：290

本庁（上野）：117
伊賀支所：33
島ケ原支所：5
阿山支所：13
大山田支所：11
青山支所：18
文書回答：5
伊賀市人権学習企業等連絡
会加入事業者数：88

２４　行政・
企業におけ
る両立支援
の推進

事業者に対し、育児・介護休
業制度や時間外労働の制限、
勤務時間の短縮など、仕事と
生活の両立支援に係る制度の
定着及び利用促進を、企業訪
問やセミナー開催により働きか
けます。また、「イクボス」を養
成する講座を開催します。

企業訪問による啓発を行いまし
た。
訪問事業所数：18社
アンケート調査：3社
ワークライフバランス等について
の聞き取りや企業同和問題研
修会への参加呼びかけなどを
行いました。企業同和問題研
修会へは、10社の参加があり
ました。
ほとんどの企業でノー残業デー
や育児休暇等に、すでに取り組
まれていますが、各企業でワー
ク・ライフ・バランスに対する認
識・理解にかなりの違いがあり、
継続的に啓発していく必要があ
ります。

人事課

商工労働課

企業訪問により、県やハロー
ワークと連携し、労働時間短縮
のメリットなど実例を交えながら
説明し実施していただくよう啓
発します。

事業者に対
する両立支
援の働きか
け

58

59

労 働 時 間
短縮の推進

毎週水曜日を全庁的なノー残
業デーとするとともに、年間の
目標設定による各職場におけ
る時間外縮減への取組みを促
しました。また、7月28日に市
長、教育長、水道事業管理者
及び管理職代表として参与が、
「伊賀市ハタラキカタ応援宣
言」を行い、職員のワークライフ
バランスを応援し、自らもその
実践者となることを宣言されま
した。この宣言を受けてこれま
で以上に長時間勤務の是正に
向けて取組むよう、各所属長に
周知を行いました。

企業訪問により啓発を行いこと
により、労働時間の短縮を推進
することで、ワーク・ライフ・バラ
ンスも進んでいくことを確認いた
だくことができました。しかし、事
業所によっては、繁忙期におい
て取組が進まないのが現状で
す。

青山支所振
興課
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2016（平成28年）年度　事業

B

1人 1人 毎年1人

２人

Ａ

B

B

次世代育成支援特定事業主
行動計画の実効的な推進を図
ることによリ、一般事業主行動
計画の推進を促します。

「ノー残業デー」の設定、有給
休暇の取得促進など市におけ
る労働時間短縮を図るととも
に、事業者に対しても労働時間
短縮を働きかけます。

男女平等保育に向けて、父親
が子育てに積極的に関わるよ
う、講演会などを開催します。
幼稚園・保育所（園）や地域に
おいて、父親が家庭教育や育
児参加をしやすい体制作りを図
ります。

男女ともに参加しやすいPTA活
動の充実を図り、父親が子育
てに積極的に関わるよう体制を
つくります。

男女平等保育に向けて、父親
が子育てに積極的に関わるよう
参観、講演会などを開催しま
す。幼稚園・保育所（園）や地
域において、父親が家庭教育
や育児参加をしやすい体制作
りを図ります。

次世代育成支援の各種制度
等について、周知を行います。

上野総合市
民病院総務
課

特定事業主行動計画、子育て
ハンドブック等グループウェアー
内で公開しています。育児休
業の長期取得者や部分休業の
利用者、育児短時間勤務者に
ついては、年々増加傾向にあ
り、制度の周知はできてきてい
ると考えています。
今年度、男性職員の育児休業
取得者は２名でした。

２４　行政・
企業におけ
る両立支援
の推進

59

労 働 時 間
短縮の推進

医師や看護師の負担軽減措
置は急務とされていますが、夏
季厚生休暇や年次有給休暇を
利用しながら、７日間程度の連
続休暇の取得に取り組みまし
た。また、非常勤の看護師等も
夜間勤務ができるようにしてお
り、正規職員全体の負担軽減
を図ることができました。
これにより、昨年度と比較して
大幅な時間外勤務労働の削
減が図るとともに、仕事と家庭
生活の両立を進めました。

保育幼稚園
課

学校教育課

時短勤務、日勤のみのシフト勤
務等を採用します。
就学前の幼児を持つ看護師に
ついて時短勤務を採用し、また
３交替が中心の勤務の中で日
勤のみのシフト勤務を採用する
ことで、仕事と家庭生活の両立
を支援します。また、院内安全
衛生・人権委員会が中心とな
り、時間外勤務の削減と、ワー
クライフバランスの推進を進め
ます。

保育所（園）・幼稚園において
父親が子育てに積極的に関わ
れるよう参観、講演会を開催し
ました。父親が参加しやすい日
程設定など課題があります。今
後も幼稚園・保育所（園）や地
域において父親が家庭教育や
育児参加しやすい体制作りを
すすめていく必要があります。

PTA活動や学校行事をきっか
けにして、家庭で日常生活や家
庭・地域のくらしについて、親子
でともに考え合う機会へとつな
がっています。

男女ともに参加しやすいPTA活
動の充実を図り、父親が子育
てに積極的に関わるよう体制を
つくります。

市男性職員
の育児休業
取得者数

60

61

家 庭 教 育
への男性の
参加促進

育児・介護
休業の取得
促進

２５　家庭生
活における
両立支援の
推進

時短勤務、日勤のみのシフト勤
務等を採用します。
就学前の幼児を持つ看護師に
ついて時短勤務を採用し、また
３交替が中心の勤務の中で日
勤のみのシフト勤務を採用する
ことで、仕事と家庭生活の両立
を支援します。また、院内労働
安全衛生委員会が中心とな
り、時間外勤務の削減と、ワー
クライフバランスの推進を進め
ます。

人事課

男女共同参画社会実現に向け
て、父親が子育てに積極的に
関わるよう、講演会などを開催
します。また、学校・幼稚園・保
育所（園）や地域において、男
性が家庭教育へ参加しやすい
体制を作ります。

次世代育成支援の各種制度
等について、周知を行います。
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　　　基本目標Ⅲ　ワーク･ライフ･バランス

　　　基本施策８　調和のとれた仕事・家庭・地域生活の推進

2017（平成29年）年度　事業
Ｈ28
目標

Ｈ２９
目標

Ｈ30
目標

Ｈ31
目標

H32
目標

実績 実績 実績 実績 実績

評価 評価 評価 評価 評価

指標

事業実施計画

事
業
番
号 事業実施計画 実施事業の内容、効果・課題

具体的施策 事業名 担当課事業の概要

2016（平成28年）年度　事業

B

Ｂ

Ｂ

生涯学習課

社会教育委員の自主事業であ
る「子どもと一緒に考える集い」
等の事業を開催し、子育てに
父親が積極的に関わるよう推
進します。

2月19日（日）に「いがファミリー
フェスタ」を開催し、「親子でふ
れあう触育のおはなし」と題して
講演を行いました。感想の中
で、父親も一緒に参加できて良
かったなどがあり、子育てに父
親が積極的に関わるよう推進し
ました。

社会教育委員の自主事業であ
る「子どもと一緒に考える集い」
等の事業を開催し、子育てに
父親が積極的に関わるよう推
進します

63

男 女 共 同
参画の家庭
生活の支援

61

家 庭 教 育
への男性の
参加促進

男性向け料理教室など、男性
が生活面の技術を習得するた
めの講座を開催します。

人権政策・
男女共同参
画課

三重県内男女共同参画連携
映画祭2016を開催しました。
映画を男女共同参画の視点で
見てもらえるよう、上映前にプレ
トークを行いました。
上映作品：きみはいい子
日時：7月2日(土）
場所：あやま文化センター
参加者数：206人
また、,「男女一緒に気づいて広
がる発見講座 オーストラリア
の暮らし～男女共同参画の視
点から～」を開催し、家庭内で
の役割分担や生き方を考え直
す機会を提供しました。

人権政策・
男女共同参
画課

男女がともに参加できる講座の
開催など、男性の家庭生活の
充実につながる機会を提供し
ます。

三重県内男女共同参画連携
映画祭を開催し、夫婦で参加し
てもらえるようＰＲします。映画
を通して、男女がともに家庭生
活を充実させるために、家庭内
での役割分担などについて考
える機会を提供します。

２５　家庭生
活における
両立支援の
推進

男性のための料理教室を開催
します。

三重県内男女共同参画連携
映画祭を開催し、夫婦で参加し
てもらえるようＰＲします。映画
を通して、男女がともに家庭生
活を充実させるために、家庭内
での役割分担などについて考
える機会を提供します。
男女がともに参加できる講座
「男女一緒に気づいて広がる発
見講座」南米編を開催します。

おとこの料理教室を、年代で分
けて2回開催しました。
男性が料理を作ることで家事
自立につながり、家庭での男女
共同参画が進むことを伝えまし
た。
参加者数：

11月26日（土）ヤング編：11
名
　1月28日（土）アダルト編：9名
講師：松永啓子さん

男性のための料理教室を開催
します。

男女共同参画社会実現に向け
て、父親が子育てに積極的に
関わるよう、講演会などを開催
します。また、学校・幼稚園・保
育所（園）や地域において、男
性が家庭教育へ参加しやすい
体制を作ります。

62

男性の家事
自立をめざ
す講座の開
催
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　　　基本目標Ⅲ　ワーク･ライフ･バランス

　　　基本施策８　調和のとれた仕事・家庭・地域生活の推進

2017（平成29年）年度　事業
Ｈ28
目標

Ｈ２９
目標

Ｈ30
目標

Ｈ31
目標

H32
目標

実績 実績 実績 実績 実績

評価 評価 評価 評価 評価

指標

事業実施計画

事
業
番
号 事業実施計画 実施事業の内容、効果・課題

具体的施策 事業名 担当課事業の概要

2016（平成28年）年度　事業

Ｂ

B

Ｂ

B

65

地域支援の
充実

64

67

高 齢 者 相
談窓口の充
実

66

障がい者福
祉サービス
の充実

こども未来
課

障がいのある人を在宅で介護し
ている家族等の負担を軽減す
るため、居宅介護サービスや短
期入所サービス等の障害福祉
サービスの利用を促進するとと
もに、家庭内での障がい者介
護及び支援の男女共同参画に
ついて啓発していきます。

子育て包括支援センターや子
育て支援センター及び家庭児
童相談室等が連携をとりながら
子育て情報を提供し、切れ目
のない相談支援を行います。

地域包括支援センター３ヶ所の
相談窓口で、三職種（社会福
祉士、主任介護支援専門員、
保健師）が高齢者の生活や介
護に関するあらゆる相談に対応
します。相談対応を進める中
で、男女がともに介護に参画す
るよう、意識の啓発に努めま
す。

地域包括支援センター３ヶ所の
相談窓口で、三職種（社会福
祉士、主任介護支援専門員、
保健師）が高齢者の生活や介
護に関するあらゆる相談に対応
します。相談対応を進める中
で、男女がともに介護に参画す
るよう、意識の啓発に努めま
す。

適切な障害福祉サービスを利
用することで、家族の介護負担
の軽減が図られました。また、
保護者に対して障害福祉サー
ビスの利用説明を行なうことに
より、サービスの利用を促進し
介護負担の軽減に結びつきま
した。しかしながら、未だ障がい
者（児）介護は女性特に母親が
中心で行っているのが現状で
す。家庭内での障がい者介護
においての男女共同参画につ
いて更なる啓発を行なう必要
があります。
２８年度は、延6,277件の総合
相談支援を行いました。子ども
の数の減少、生涯未婚率の上
昇などにより、男性の介護者も
増加傾向にあります。男女がと
もに介護に参加するよう、意識
の啓発に努めました。

障がいのある人を在宅で介護し
ている家族等の負担を軽減す
るため、居宅介護サービスや短
期入所サービス等の障害福祉
サービスの利用を促進するとと
もに、家庭内での障がい者介
護及び支援の男女共同参画に
ついて啓発していきます。

居宅サービスの利用にあたり、
地域住民による自主的な支援
を利用することの可能性につい
ても検討するなど適切なケアマ
ネジメントに基づく助言・指導を
行うとともに、地域で実施する
サロン等高齢者の居場所づくり
に対する助成を行います。

２６　子育
て・介護支
援の充実

子育て相
談・支援体
制の充実

伊賀市子ども･子育て支援事
業計画に基づき、安心して子
育てができるよう相談・支援体
制の充実を図ります。また、ひ
とり親家庭等の自立に向けた、
生活・就業支援、経済的支援
の充実に努めます。

子育て包括支援センターや子
育て支援センター、家庭児童
相談員及び母子・父子自立支
援員等が連携をとりながら子育
て情報を提供し、切れ目のな
い相談支援を行います。

地域で安心して住み続けること
ができるよう、地域の実情に応
じたサービスを設定しました。
地域で実施するサロン等高齢
者の居場所づくりに対する助成
を６件行いました。地域の方々
が取り組みやすいように事例等
について情報提供を図る必要
があります。

地域包括支援センターを中心
とした高齢者相談窓口の充実
及び支援体制の強化を図りま
す。

伊賀市高齢者福祉計画に基
づき、高齢者が安心して地域
で住み続けられるよう、地域支
援体制の充実に努めます。

居宅サービスの利用にあたり、
地域住民による自主的な支援
を利用することの可能性につい
ても検討するなど適切なケアマ
ネジメントに基づく助言・指導を
行うとともに、地域で実施する
サロン等高齢者の居場所づくり
に対する助成を行います。

介護高齢福
祉課

地域包括支
援センター

各機関で連携をとりながら適切
に支援することができました。多
くの課題を持つ相談者が増加し
ているので、更なる支援体制の
充実に努めます。

障がい福祉
課

伊賀市障がい福祉計画及び伊
賀市障がい者福祉計画の進捗
状況の確認や評価を行い、障
がい者福祉サービスを充実さ
せます。
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