
伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー１「知る・学ぶ」予防・啓発・知識の普及

主要項目 事業名 事業概要
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

自殺予防週間・自殺対策強化月間を中心に、こころの健康づくりに
ついて積極的に普及啓発を行う。

自殺予防週間（９月）に、悩みを抱える人が相談窓口にたどり着け
るよう、相談先窓口一覧ちらしや啓発物品を設置した。
自殺対策強化月間（３月）に、市内商業施設での街頭啓発実施予
定。

・9/9～9/13パネル展（本庁）
・9/11啓発物品配布（市内県立
高校）
・県立高校２校で相談窓口ちら
しの配布

実施 健康推進課

自殺予防週間・自殺対策強化月間を中心に、こころの健康づくりに
ついて積極的に普及啓発を行う。

悩みを抱える人が相談窓口にたどり着けるよう、相談先窓口一覧
ちらしや啓発物品を設置する。こころの健康に関する図書の特集
コーナーを設け、図書リストの作成・配布を行う。

・3/1～3/31特集コーナー
・3/1～3/31啓発物品配布

年度内実
施予定

上野図書館

厚生労働省・文部科学省の指示に基づき、各小中学校長に周知
するとともに、学校の実態に応じた対応を行うことを指導する。

長期休業明けに、特に児童生徒の見守りを強化するとともに、児
童生徒・保護者に対して相談窓口の周知を図った。

・「一人で悩まず相談しよう」
チラシを配布し、相談窓口を
周知（全校）
・メール配信システムを活用
して相談窓口を周知（全校）

実施

いじめ問題・不登校・虐待などについて研修を深め、地域ぐるみで
子どもたちを育む文化を醸成する。

学校・地域の方々とともに生徒指導上の課題について、研修会を
行った。

・8/22伊賀市青少年育成
ネットワークづくり研修会（大
山田産業振興センターどん
ぐりホール）

実施

こころの健康に関する講演会 こころの健康づくりに関する正しい知識の普及や啓発を行う。 こころの健康に関する講演会を行う。 講演会は未実施 未実施

健康教育事業
生活習慣病の予防や健康増進および介護予防等健康に関する正
しい知識の普及を図る。

健康測定会や、地域や企業、学校への出前講座の機会に、こころ
の健康に関する講話等を行う。

こころの健康に関する出前
講座
実施14回　参加者数233人

実施

母子健康手帳を交付時に産後うつ、マタニティブルーについての
知識の普及を行う。

・啓発チラシを配布した。
・相談窓口の情報提供を行った。

母子手帳交付数 339人 実施

産後うつ、マタニティーブルーについての相談窓口の周知と早期発
見や、対処に関する知識の普及を行い、妊婦の不安を軽減する。

妊婦及びその家族等を対象に、両親学級（ウェルカムベビー教室
やプレママカフェ）を行う。

・ウェルカムベビー教室年４
回実施（6/1、9/7、12/8、
3/7）　51人
・プレママカフェ　毎月1回実
施　延10人

実施

お薬手帳カバーの配布
心と体のさまざまな相談に24時間体制で対応する相談窓口へたど
りつけるよう、周知する。

サポートが必要な人へ配布している「お薬手帳カバー」に、「伊賀市
救急・健康相談ダイヤル24」の電話番号を掲載する。

・毎日24ｈ電話相談窓口を開
設した。
・必要に応じて関係窓口に
つなげた。

実施 医療福祉政策課

メンタルヘルス研修会
市職員がメンタルヘルスに関する基礎知識を習得し、ストレスへの
対処や職場環境の把握と改善等についての見識を深める。

市職員を対象としたメンタルヘルス研修会を行う。
12月6日実施予定
対象者８５名

年度内実
施予定

人事課

広報等による情報発信 担当課と協議し、市民への情報発信を行う。

伊賀市自殺対策行動計画の策定について、広報いが市（5月1日
号）と行政情報番組（5/13～19放送）で周知を行った。
また、広報いが市（8月15日号）で自殺予防パネル展開催の周知を
行った。

・広報5月1日号、行政情報
番組5/13～19放送で特集
・広報8月15日号でお知らせ

実施 広聴情報課

学校教育課

産後うつ等に関する啓発

１．こころの健康
　　に関すること

健康推進課

自殺予防週間・自殺対策強化月
間の取組み
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー１「知る・学ぶ」予防・啓発・知識の普及

主要項目 事業名 事業概要
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

助産師の講義や生い立ち学
習等、命を大切にする教育
を実施した（全校）

実施 学校教育課

いのちの育み教室
だっこ体験　　３校

実施 健康推進課

・人権教育講演会（６回）
・人権啓発ＤＶＤ貸し出し（44
本）
・小中学校地区学習会（190
回）
・高校生友の会活動（74回）
・各地区同研研究大会等
（10回）

年度内実
施予定

生涯学習課

・人権を考える市民の集い
（12/8）
・庁舎、上野総合市民病院
健診センター、イベント会
場、上野銀座ギャラリーでの
パネル展示（通年）
・ひゅーまんフェスタ（7/20）
・旧上野市管内地区懇
（2019.8～2020.3）
・広報「いが市」に人権コラ
ム掲載（通年）
・市内事業者にハラスメント
防止ポスター配布

年度内実
施予定

人権政策課

・小学校地区学習会　15回
延320人　　　　　　　　　　　・
中学校地区学習会　19回延
626人　　　　 　　・毎月市民
館・教育集会所だより発行
・崇広中学校区地域ぐるみ
ヒューマンフェスタ　（１１月９
日開催)　　　　　　　　・同和
奨学金講演会（１２月９日開
催）
・やはた文化祭（２月８日開
催予定）

年度内実
施予定

同和課
（八幡町市民館）

２．「自分らしく
　　生きる」「命
　　の大切さ」に
　　関すること

命を大切にする教育
いのちの大切さを知り、家族の愛情に気づき、すべてのいのちを大
切にしようとする思いやりや態度を育てる。

いのちの育み教室を実施し、助産師の講義や赤ちゃんのだっこ体
験を行った。

・差別をなくす強調週間、月間
・人権講演会
・人権パネル展
・人権フェスティバル
・人権啓発地区別懇談会
・企業訪問
・人権啓発DVD、書籍の貸出
・小中学校地区学習会
・保育園解放保育懇談会、小中学校同和教育懇談
・大きな輪保育
・たよりの発行
・各地区同和研修組織活動支援
・高校生友の会等活動

あらゆる人権問題の解決に向けて、「人権に対する正しい知識の
習得」を目的に、たよりの発行や講演会等の開催、パネル展示等
による啓発を行う。
また、企業・事業所を訪問し啓発を行い、人権意識の高揚を図る。

人権教育啓発推進事業
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー１「知る・学ぶ」予防・啓発・知識の普及

主要項目 事業名 事業概要
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

２．「自分らしく
　　生きる」「命
　　の大切さ」に
　　関すること

・人権・同和問題講演会
2/21開催予定
・「じんけん」パネル展136日
参加人数270人
・小学校地区学習会　15回
507人
・中学校地区学習会　　22回
359人
・市民館だより「ひかり】発行
月1回

年度内実
施予定

同和課
（寺田市民館）

・差別をなくす強調週間、月
間⇒のぼり等を立てる
・人権講演会⇒解放講座
7/5、9/13の２回実施
・人権パネル展⇒５月より毎
月開催
・企業訪問⇒１２月訪問予定
・小中学校地区学習会⇒
小・中とも木曜日開催
・大きな輪保育⇒水・土曜日
開催
・たよりの発行⇒すいしんを
毎月発行
・高校生友の会等活動⇒金
曜日開催

年度内実
施予定

同和課
（いがまち人権セン

ター）

・7/12 ライトピア人権フェス
ティバル（ライトピアおおやま
だ）
・おおやまだ人権大学講座
全５回のうち４回実施（ライト
ピアおおやまだ）
・人権啓発ＤＶＤ、書籍の貸
出（ライトピアおおやまだ）
・小中学校地区学習会（奥
馬野教育集会所）
・ライトピアだよりの発行（ラ
イトピアおおやまだ）

年度内実
施予定

同和課
（ライトピア

おおやまだ）

人権・解放講座を６回計画、
うち５回実施した。

年度内実
施予定

同和課
（青山文化センター）

・差別をなくす強調週間、月間
・人権講演会
・人権パネル展
・人権フェスティバル
・人権啓発地区別懇談会
・企業訪問
・人権啓発DVD、書籍の貸出
・小中学校地区学習会
・保育園解放保育懇談会、小中学校同和教育懇談
・大きな輪保育
・たよりの発行
・各地区同和研修組織活動支援
・高校生友の会等活動

あらゆる人権問題の解決に向けて、「人権に対する正しい知識の
習得」を目的に、たよりの発行や講演会等の開催、パネル展示等
による啓発を行う。
また、企業・事業所を訪問し啓発を行い、人権意識の高揚を図る。

人権教育啓発推進事業
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー１「知る・学ぶ」予防・啓発・知識の普及

主要項目 事業名 事業概要
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

２．「自分らしく
　　生きる」「命
　　の大切さ」に
　　関すること

人権講演会１月・３月、人権
と平和学習会１０月・１月、
企業訪問１２月、小中学生
地区学習会、市民館学習、
保育所訪問、市民館だより
発行、高校生・青年友の会

年度内実
施予定

同和課
（下郡市民館）

差別をなくす強調週間人権
パネル展
戦争と平和パネル展
男女共同参画パネル展
差別をなくす強調月間人権
ポスター展
人権・同和問題地区別懇談
会リーダー研修
街頭啓発
啓発放送
いがまち同和教育研究会総
会
いがまち人権・同和教育研
究大会
企業訪問
男女共同参画セミナー

年度内実
施予定

伊賀支所振興課

・11/15あやま人権フェスティ
バル
・11/12-12/5阿山人権作品
展
・11/5-11/26人権啓発地区
別懇談会
・あやま人権・同和問題学習
講座（6/7、8/23、10/18）
・人権パネル展（12月時点8
回まで開催済）
・企業訪問（13社）
・蔵書貸出（随時）
・阿山同研への活動支援

実施 阿山支所振興課

・差別をなくす強調週間、月間
・人権講演会
・人権パネル展
・人権フェスティバル
・人権啓発地区別懇談会
・企業訪問
・人権啓発DVD、書籍の貸出
・小中学校地区学習会
・保育園解放保育懇談会、小中学校同和教育懇談
・大きな輪保育
・たよりの発行
・各地区同和研修組織活動支援
・高校生友の会等活動

あらゆる人権問題の解決に向けて、「人権に対する正しい知識の
習得」を目的に、たよりの発行や講演会等の開催、パネル展示等
による啓発を行う。
また、企業・事業所を訪問し啓発を行い、人権意識の高揚を図る。

人権教育啓発推進事業
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー１「知る・学ぶ」予防・啓発・知識の普及

主要項目 事業名 事業概要
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

２．「自分らしく
　　生きる」「命
　　の大切さ」に
　　関すること

①2019年6月14日（金）大山田同
和教育研究会総会・記念講演会
②2019年11月24日（日）おおやま
だ人権フェスティバル2019
③2019年10月8日～11月8日
テーマ「子どもの虐待防止」
24区・1自治会全てで実施
④人権啓発企業訪問　11月14日
～11月28日　7社訪問
⑤毎週木曜日（中学三年生のみ
金曜日）、ライトピアおおやまだに
て“主催：ライトピアおおやまだ”
“主体：大山田小・中学校”で開
催。
⑥2019年9月6日（大山田小学校と
の同和教育推進懇談会）開催
　2019年9月13日（大山田小学校
との同和教育推進懇談会）開催
　2019年9月20日（大山田保育園
との解放保育推進懇談会）開催
⑦大山田反差別村民ネットワー
ク、甲野・出後・平田・中島・子延
区の各人権を考える会への研修
会等の学習内容支援

年度内実
施予定

大山田支所振興課

講演会、パネル展（2回）、人
権啓発地区懇談会、パンフ
配布、企業訪問

年度内実
施予定

島ヶ原支所振興課

・8/24同和問題講演会
・8/1～8/15「原爆・平和」パ
ネル展
・11/11～12/10人権作品展
・11/2～12/7人権啓発地区
別懇談会
・11/12～11/27企業訪問

年度内実
施予定

青山支所振興課

11月企業訪問
122社予定（上野管内）
188社予定（全体）

年度内実
施予定 商工労働課

人権教育啓発推進事業
あらゆる人権問題の解決に向けて、「人権に対する正しい知識の
習得」を目的に、たよりの発行や講演会等の開催、パネル展示等
による啓発を行う。
また、企業・事業所を訪問し啓発を行い、人権意識の高揚を図る。

・差別をなくす強調週間、月間
・人権講演会
・人権パネル展
・人権フェスティバル
・人権啓発地区別懇談会
・企業訪問
・人権啓発DVD、書籍の貸出
・小中学校地区学習会
・保育園解放保育懇談会、小中学校同和教育懇談
・大きな輪保育
・たよりの発行
・各地区同和研修組織活動支援
・高校生友の会等活動
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー１「知る・学ぶ」予防・啓発・知識の普及

主要項目 事業名 事業概要
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

２．「自分らしく
　　生きる」「命
　　の大切さ」に
　　関すること

学校における同和教育の推進
各校の実態から子どもたちにつけたい力を明確にし、各校におけ
る実践を推進する。

部落問題を考える小中学生の集いに参加した、児童生徒を中心と
した還流会や各校人権の集いを行う。

年度内実
施予定

ＰＴＡ会員研修
「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消推進法」「部落差別解消
推進法」が制定されたことを受けて、学校・幼稚園としても、積極的
な啓発を行う。

学校・幼稚園において、ＰＴＡ会員対象の人権学習（解放保育）参
観や人権講演会を行った。

・人権学習参観や人権講演
会を実施。（全校）

実施

多文化共生社会における相互理
解のための教育・啓発の推進

多様な文化や価値観の違いを理解し、他者を認め合う学習に取り
組む。

・研修会を行った。
・人権学習を行った。
・国際理解教育を推進した。

・研修会や人権学習を通じ
て他者を認め合う学習に取
り組んだ。（全校）

実施

学校における生命を大切にする
教育の推進

子どもたちの実態をもとに課題を明確にし、各校における生命を大
切にする教育を推進する。

「保健体育」「特別の教科道徳」等の教科学習、総合的な学習、特
別活動その他学校生活のあらゆる場面において、生命の尊重、不
安や悩み、ストレスへの対処等の学習を深めた。

・教科学習や総合的な学
習、特別活動等で生命の尊
重、不安や悩み、ストレスへ
の対処等の学習を深めた。
（全校）

実施

相談窓口「子どもＬＩＮＥ相談」み
えの
周知

ＬＩＮＥを活用した相談窓口を周知することで、子どもが相談できる
環境をめざす。

三重県教育委員会相談窓口「子どもＬＩＮＥ相談」の案内を各学校
に配布した。

「子どもＬＩＮＥ相談」の案内を
各学校に配布した。（全中）

実施

「子どもの人権ＳＯＳミニレ
ター」を配付し、子どもの人
権１１０番も周知。（全校）

実施

・広報いが市において人権Ｓ
ＯＳミニレターを含めた人権
擁護委員協議会の取組の
発信を行った。
・ひゅーまんフェスタ2019に
おいて、教育委員会を通し
て臨時の子ども人権110番を
開設いただき、チラシを小・
中学校に配布するなど周知
を行った。

実施 人権政策課

保護者向け講演会
保護者に対して「いのち」を大切にする講演会を開き、大人も子ど
もも一人ひとりがかけがえの無い大切な存在であることを認識しあ
う。

各保育所（園）で外部講師を招き、保護者向けの講演会を行う。
いのちに関する講演会を各
保育所（園）で行う。
８園実施　１０園予定

年度内実
施予定

保育幼稚園課

「子どもの人権１１０番」や「子ど
もの人権ＳＯＳミニレター」の取
組み周知

親や教師にも相談できない、子どもをめぐる虐待や体罰、いじめ等
の悩み事に対応する法務局の取組みを周知する。

「子どもの人権１１０番」（フリーダイヤル電話相談）や「子どもの人
権ＳＯＳミニレター」（便箋兼封筒の専用紙による相談）を各学校を
通して児童生徒に周知した。

学校教育課
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー１「知る・学ぶ」予防・啓発・知識の普及

主要項目 事業名 事業概要
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

２．「自分らしく
　　生きる」「命
　　の大切さ」に
　　関すること

男女共同参画社会づくり
一人ひとりが自立した人間として、いきいきと活躍できる社会であ
る男女共同参画社会の実現をめざす。

男女共同参画フォーラムや男女共同参画をテーマとした講座や
ワークショップを行った。

・6/22伊賀市男女共同参画
フォーラムいきいき未来いが
2019を開催。
・9/24中央公民館で行って
いる悠々セミナーの方を対
象に講座を開催。
・10/29女性のためのエンパ
ワメント講座を開催。
・12/13男女一緒に気づいて
広がる発見講座を開催予
定。
・8月～2月「みんなを活かす
男性リーダー養成連続講座
を開催中。

年度内実
施予定

ALLY（アライ）の取組み
性的マイノリティ当事者支援と、性の多様性の啓発活動を行い、性
的指向や性自認を理由とする差別のない社会実現をめざす。

・伊賀市パートナーシップ宣誓制度をはじめとした当事者支援を行
う。
・ＡＬＬＹ（性の多様性を理解し、ＬＧＢＴなど性的マイノリティを支援
する人）を増やすための啓発活動を行う。

・パートナーシップ制度運用
・制度利用者アンケート実施
・職員ガイドライン策定
・性別記載欄削除の取組
・当事者相談
・ＬＧＢＴ支援イベントへの協
力
・教職員研修会
・県内市町人権担当者への
啓発
・啓発物配布
・講師派遣

実施

障害者週間（12月）に合わせ
公共交通機関や市庁舎にお
いて啓発展示や啓発チラシ
配布等を実施。
障がい福祉ガイドブックを年
度当初更新し支援制度につ
いて対象者に説明、配布を
行った。

実施 障がい福祉課

手帳交付時など窓口で随時
説明

実施
伊賀支所

住民福祉課

身体障害者手帳10件、療育
手帳7件、精神手帳8件、交
付時に窓口にてガイドブック
で説明

実施
阿山支所

住民福祉課

手帳交付時など窓口で随時
説明

実施
大山田支所
住民福祉課

人権政策課

市民の障がいに対する理解促進を図る。障がい理解の取組み
・障がい者週間の取組みを行う。
・「伊賀市障がい福祉ガイドブック」を作成し、窓口で説明した。
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー１「知る・学ぶ」予防・啓発・知識の普及

主要項目 事業名 事業概要
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

手帳交付時など窓口でガイ
ドブックで随時説明

実施
島ヶ原支所
住民福祉課

「伊賀市障がい福祉ガイド
ブック」を窓口で説明する。
啓発チラシの掲示。

実施
青山支所

住民福祉課

ハラスメント相談等に関する研修
会の実施

セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント等の防止に向け
た啓発に努める。また各種ハラスメントに対する認識を深める。

ハラスメント対策相談員及び監督職を対象としたハラスメント相談
等に関する研修を行う。

11月8日実施予定
対象者４５名

年度内実
施予定

人事課

7月6日に啓発式典を行い、
式典終了後街頭啓発を行っ
た。

実施 医療福祉政策課

・6/25伊賀市推進委員会総
会出席
・7/6啓発式典出席、式典終
了後街頭啓発を行った。（啓
発物品配布）
・7/16保護司とともに支所管
内中学校訪問

実施
伊賀支所

住民福祉課

「愛の資金」阿山管内の募
金集金
6/25伊賀市推進委員会総
会出席、7/6啓発式典出席、
街頭啓発（啓発物品配布）

実施
阿山支所

住民福祉課

啓発活動打合せ会　6月13
日
啓発活動　8月17日

実施
大山田支所
住民福祉課

６月区長委員会に「愛の資
金の募金集金依頼
街頭啓発

実施
島ヶ原支所
住民福祉課

更生保護事業の推進
罪を犯した人が地域で孤立することなく、健全で安定した生活を送
ることができるよう、市民に対する理解促進を図る。

更生保護団体が実施する活動への協力や、「社会を明るくする運
動」の推進を通じて、更生保護の啓発を行った。

・街頭啓発
7/6　7/14阿保　7/20矢持
7/28上津　8/3桐ヶ丘　8/17
博要　8/24高尾

実施
青山支所

住民福祉課

認知症の正しい理解や予防、高齢期のメンタルヘルスに関する教
室や運動を中心とした教室を行っている。

お達者講座8回157名
介護予防リーダー養成講座
8回延べ144名
フォローアップ研修2回67名

実施
地域包括支援

センター

認知症の正しい理解や予防、介護予防（音楽療法・３Ｂ体操・転倒
予防）に関する教室や運動を中心とした教室を行った。
①教室型
②出張教室

毎月実施
年度内実
施予定

介護高齢福祉課

４．生活上の
　　困りごとに
　　関すること

消費生活に関する出前講座 消費者問題に関する正しい知識の普及と相談窓口の周知を図る。
消費生活相談員が消費者問題についての出前講座を行う。相談
窓口を周知する。

若者対象の講座：３回（年度
内に実施予定含む）
高齢者対象の講座：２回

年度内実
施予定

市民生活課

２．「自分らしく
　　生きる」「命
　　の大切さ」に
　　関すること

３．高齢者の
　　心身機能の
　　向上に
　　関すること

高齢者等の心身の機能向上を図る。

更生保護事業の推進
罪を犯した人が地域で孤立することなく、健全で安定した生活を送
ることができるよう、市民に対する理解促進を図る。

更生保護団体が実施する活動への協力や、「社会を明るくする運
動」の推進を通じて、更生保護の啓発を行った。

認知症・介護予防普及事業

・障がい者週間の取組みを行う。
・「伊賀市障がい福祉ガイドブック」を作成し、窓口で説明した。

市民の障がいに対する理解促進を図る。障がい理解の取組み
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー２「気づく」自殺対策を支える人材の育成

主要項目 事業名 事業概要
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課（係）

１．メンタルヘル
　　スに関する
　　こと

ゲートキーパー養成講座
心の不調を抱える人にサインに気づき、声をかけ、話を聴き、必要
に応じて専門家につなぎ、見守る役割を担う人材を養成する。

市職員、県職員、上野病院職員を対象に養成講座を実施した。
10月8日実施
67人参加

実施 健康推進課

いが見守り支援員の養成講座 地域の支え合い体制を強化するため、支援者の養成を行う。 研修や養成講座を実施し、いが見守り支援員を養成する。
10/23に上半期の講座を
開催した

実施

民生委員児童委員活動に係る
福祉推進を図る事業

民生委員児童委員としての資質を高め、福祉の増進を図る。
民生委員児童委員の資質向上のため、各地区民協ごとの活動内
容を理事会の場で報告することで、単位民協のレベルアップと情
報共有に努めた。

７月と９月に開催の理事
会において、４月～６月分
の活動報告を実施

実施

包括・継続的ケアマネジメント事
業

相談・支援技術向上のため、地域のケアマネジャーのスキルアッ
プを図る。

地域のケアマネージャーを対象に、スキルアップのための研修会
や事例検討会を行う。

研修会 8/19,11/22実施
事例検討会
4/17,6/12,8/21,10/16,12/11実
施

年度内実
施予定

認知症サポーター養成講座
認知症に関する理解を目指し、普及・啓発を推進する人材を育成
する。

認知症サポーター養成講座を行っている。
一般　3回　90名
企業職域　1回　22名
学校　6回　131名

実施

障がい者の基幹相談支援
地域の相談支援体制の強化を目的として市内相談支援事業所へ
の助言や人材育成支援等を行う。

相談支援事業所への助言や人材育成のために計画相談支援の
加算算定等について研修を実施した。

10月30日実施 実施

認知症高齢者家族やすらぎ支援
事業

介護者が休息等に必要な時間を確保出来るよう、認知症高齢者に
対する訪問や見守り等支援を行う人材を養成する。

伊賀市社会福祉協議会に委託し、やすらぎ支援員養成講座を行っ
た。

年１回開催
年度内実
施予定

介護高齢福祉課

おおやまだ人権大学講座ｉｎライ
トピア

おおやまだ人権大学講座
①5/21　　64人参加
②8/20　　53人参加
③9/17　　67人参加
④10/29　45人参加
⑤12/10実施予定

実施
同和課

（ライトピア
おおやまだ）

いがまち人権センター解放講座 解放講座7/5、9/13開講 実施
同和課

（いがまち人権セ
ンター）

生活相談員の知識や相談技術
向上

さまざまな相談に対応できる専門性の向上を目指し、相談員の育
成を行う。

相談員スキルアップ講座等を受講し、様々な相談に対応できる職
員の育成を行った。

三重県人権センター主催
の人権に関わる相談担当
者等スキルアップ講座受
講。（残１回12/18受講予
定）

年度内実
施予定

同和課
（ライトピア

おおやまだ）

教職員の知識や相談技術向上
人権・同和教育の取組および課題について学び、同和問題に関す
る基礎知識や実践に向けたスキルを習得し、教職員の養成を行
う。

伊賀市への転入、新規採用者、若い世代の教職員を対象とした研
修会を行った。

6/25転入・新規採用教職
員研修会（青山文化セン
ター）

実施 学校教育課

３．人権に
    関すること

医療福祉政策課

地域包括支援
センター

２．地域の見守
　　り体制強化
　　に関すること

人権啓発の一翼として活躍し差別解消に取り組むリーダーを育成
をする。

部落問題を系統立てて学ぶ連続講座を開講する。
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー３「支える」相談・支援

主要項目 事業名 事業概要（目的）
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

健康に関する個別相談 住民の健康に関する不安の軽減を図る。
電話、窓口、訪問などで保健師や栄養士による相談、保健指導を
行った。

窓口相談　　延97人
電話相談　　延38人
家庭訪問　　延31人

実施 健康推進課

毎月健康教室実施
延70人

実施
同和課

（八幡町市民館）

柘植老人憩いの家で健康
器具や血圧測定等健康
相談を行う

実施
同和課

（いがまち人権セ
ンター）

毎月第１金曜日に実施
延66人

実施
同和課

（ライトピア
おおやまだ）

随時健康相談・緊急時対
応を実施。健康教室1回
開催。

実施
同和課

（青山文化セン
ター）

健康づくりの会５/２９開催
参加人数　１０人

実施
同和課

（寺田市民館）

巡回訪問を毎月実施 実施
同和課

（下郡市民館）

臨床心理士の心理カウンセリン
グ

臨床心理士の心理カウンセリングを通して、無職の若者の職業的
自立を支援する。

「いが若者サポートステーション」と連携し、臨床心理士による心理
カウンセリングを行った。

カウンセリング　9回
(利用実人員４人)

実施 商工労働課

こころの健康相談室
ストレスによる心身の不調、人間関係の問題、部下への接し方や
仕事の進め方、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、何
らかの精神的な不安等を抱える職員の不安軽減を図る。

・職員や家族を対象にしたカウンセリングの専門家による相談室を
開設する。
・女性臨床心理士の相談室を開設した。

相談者数　延34人
うち女性心理士の相談
　　　　　　　　　　　　4人

実施 人事課

伊賀市救急・健康相談ダイヤル
24事業

市民の心と体のさまざまな相談に対応する。 看護師などの専門職による24時間電話相談を行った。
毎日24ｈ電話相談窓口を
開設し、市民の様々な相
談に対応した。

実施 医療福祉政策課

産婦健康診査
産後うつを予防するため、産後の初期段階における母子に対
する支援を行う。

健診費用助成を行い、産後うつ病質問票を用いて、産婦の健康状
態を把握し、必要に応じ相談支援を行った。

2週間健診、1ヵ月健診受
診者　延493人

実施

産後ケア事業 産後の体調や育児に対する不安の解消を図る。 病院での宿泊や助産師訪問により、育児に関する支援を行う。 利用者　0人
年度内実
施予定

家庭児童相談員が、関係機関と連携しながら様々な相談に対応
し、不安の軽減・解消に努め、安定した生活ができるよう支援す
る。

家庭における子どもを養育する上での悩みごとや、子どもの虐待
などの相談を行う。

延べ対応件数　1,269件 実施 こども未来課

妊娠や育児の困りごとや不安について相談を行い、妊婦や乳
幼児の保護者の不安の軽減を図る。

母子健康手帳交付時や乳幼児相談、健診、電話や訪問などで子
育てに関する相談を行った。

窓口相談　延36人
電話相談　延31人
家庭訪問　延83人

実施 健康推進課

子どもの発達相談
子どもの成長や発達に不安や悩みを抱えている保護者や関係
者からの相談に応じる。

こども発達支援センターに配置の、保健・保育・教育・福祉の専門
スタッフが発達支援に対応した。

保護者や保育所（園）学
校等から発達に課題のあ
る子どもについての相談
を受け、支援方法につい
て関係機関と連携しなが
ら助言等を行う。
　相談件数　1204件

実施 こども未来課

健康推進課

２．こども・子育
    てに関する
    こと

１．こころの健康
    に関すること

健康相談
地域住民の健康保持推進と交流を図り、閉じこもり予防につなげ
る。

隣保館等にて健康測定・健康相談等を行った。

こどもに関する相談
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー３「支える」相談・支援

主要項目 事業名 事業概要（目的）
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

ファミリーサポート・センター
提供会員と依頼会員からなる会員組織で、子育てを一時的に
助けたり助けてもらうことで、負担の軽減を図る。

おおむね３ヶ月から小学校６年生までの子どもを対象に、保育所
(園)、学校、塾等の前後の預かりや送迎等を行った。

援助活動延回数　616回 実施

子育て支援ヘルパー派遣事業
母親が出産前後の体調不良等により家事や育児が困難な場合
に支援を行う。

妊娠中から満１歳未満のお子さんを養育されている方で、家事や
育児が困難であるにもかかわらず手伝いをしてくれる人がいない
家庭に子育て支援ヘルパーを派遣した。

延べ利用回数　10回 実施

子育て短期支援（ショートステイ）
事業

児童の養育が困難となった場合に一時的に利用することで、
養育負担の軽減を図る。

乳児院や児童養護施設で、宿泊を伴う保育を行った。
延べ利用日数
　2歳未満　16日
　2歳以上　　1日

実施

病児・病後児保育室「くまさん
ルーム」

病気のため、保育所(園)・幼稚園・小学校などでの集団生活
が困難で、保護者の勤務などにより家庭で保育できない児童
を一時的に預かることで、保護者の子育てと就労の両立を支
援する。

医師の判断のもと、一日３名までを対象に感染症等疾患、喘息等
慢性疾患、骨折等外傷性疾患の病児・病後児を保育士と看護師
が「くまさんルーム」で預かった。

延べ利用者数　43人 実施

延べ利用者数　23,136人 実施

各保育所(園）で1回～3回
行った

実施 保育幼稚園課

家庭訪問 在園児とその親を対象に、子育ての不安や悩み等の軽減を行う。
各保育所（園）において、在園児の家庭を訪問し、子育てに関する
相談を行った。

各保育所(園）で随時行っ
た

実施 保育幼稚園課

ふれあい相談 子育て・進路・不登校など幅広い相談に対応する。 児童、生徒およびその保護者を対象に、電話相談を行った。 201件（4/1～10/31） 実施 学校教育課

伊賀地区外国につながりをもつ子
どもと保護者の進路ガイダンス

外国籍児童生徒および保護者の不安に対応し、将来の進路保障
を図る。

進路ガイダンスを行った。
・9/29進路ガイダンス（会
場：上野東小）

実施

外国人児童生徒のサポート
外国人児童生徒の保護者の不安の解消とともに、児童生徒の安
心、生活、学習意欲の向上につなげる。

外国人児童生徒の日本語能力に合わせ、初期日本語指導を行っ
た。

対象児童生徒の日本語
能力に応じて、初期適応
指導教室や各校において
初期日本語指導を実施。

実施

青少年相談
青少年の健全な成長を願って、非行の未然防止、再発防止、生活
態度の改善とともに青少年の抱える悩みや苦しみの解決を支援す
る。

青少年やその保護者からの電話および来所による相談に応じ、適
切な指導や助言を行う。

・電話相談及び面接相談
０件
・７月２０日（土）ヒューマン
フェスタ共催
・子どもほっとダイヤル開
設　０件

年度内実
施予定

社会教育委員家庭教育事業 子育て世代の悩みや不安の軽減を図る。
伊賀市社会教育委員の協力のもと、保護者を対象にした講演や悩
み相談、親子で楽しめるイベント等を行う。

R２年２月９日(日）開催予
定

年度内実
施予定

学習会（３０回）
年度内実
施予定

柘植中学校区地域未来
塾の協力のもと学習会を
行う（9回開催）

実施
同和課

（いがまち人権セ
ンター）

各種奨学金
教育機会の均等を図り、社会に貢献する人材の育成を目的として
伊賀市奨学金および伊賀市ササユリ奨学金を支給する。また、部
落解放を担う人材を育成する目的で同和奨学金を支給する。

市内の高校生、大学生などに、修学のための奨学金を支給する。
・伊賀市奨学金
・伊賀市ササユリ奨学金
・伊賀市同和奨学金

伊賀市奨学金
　43名（8月に支給）
同和奨学金
　32名（8月に支給）
ササユリ奨学金
　7名(8月に支給）
年間分を３回に分けて支
給

年度内実
施予定

教育総務課

こども未来課

２．こども・子育
    てに関する
    こと

小中学生の学力保障について、地域力を活用した支援事業を行
う。

地域（自治協議会・学校・教育集会所）の協力を得て、学習会を行
う。

生涯学習課

子育て支援事業
未就園児とその親を対象に、子育ての不安や悩み等の軽減を
行う。

子育て包括支援センターと市内７箇所の子育て支援センターで、
親子がふれあう場所の提供と、子育て相談を行った。

地域未来塾事業

学校教育課
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー３「支える」相談・支援

主要項目 事業名 事業概要（目的）
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

障がい者相談員設置事業 障がい者およびその家族の不安を軽減する。
障がい者およびその家族の中から身体障がい相談員、知的障が
い相談員、精神障がい相談員を委嘱し、障がいのある人やその家
族からの相談を行った。

当事者及びその家族の中
から身体障がい者相談員
６人、知的障がい相談員
３人を委嘱し、それぞれの
地域で障がい者及び家族
からの相談に対応
相談件数：44件

実施

障がい福祉給付事業
障害福祉サービスを利用することで、地域で自立した生活を送るこ
とを支援し、また、家族の負担軽減を図る。

・介護訓練給付（訪問系サービス、日中活動系サービス等）
・障害児支援給付（放課後デイサービス等）

障害者総合支援法に基づ
く介護給付費や訓練等給
付費及び児童福祉法に基
づく障害児通所給付費の
支給を実施。
令和元年度上半期受給
者証交付数：890件（自立
支援受給者証694、障害
児通所給付受給者証
196）

実施

障がい者の相談窓口
障がいのある人やその家族、医療機関等からの相談を受け、必要
な助言や情報提供などの支援を行う。

障がい者相談支援センターにおいて専門職による相談を行った。 述べ件数　5,072件 実施

４．高齢者に
    関すること 総合相談支援事業

福祉に関する一次相談窓口として多様な相談を受けることで、市
民が困りごとを解決し、安心して生活できるよう支援を行う。

社会福祉士・主任介護支援専門員・保健師が相談を受け、必要な
支援を行った。

延べ件数　4,524件 実施

介護予防支援および介護予防
ケアマネジメント事業

要支援者が必要な介護サービスを受けながら、自宅での生活が継
続できるように支援する。

安全に安心して生活ができるように、必要な介護サービスの利用
を進める。

延べ件数　7,332件 実施

権利擁護事業
高齢者および障がい者に対し、権利侵害の予防や対応、本人の
意思を主張し権利行使ができるように支援を行う。

・高齢者および障がい者に対する虐待の早期発見、発生時の対応
・成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用につなげた。

延べ件数1,706件 実施

介護保険サービス事業
介護が必要な状態になってもできる限り住み慣れた地域で自立し
た生活を送ることができるよう支援する。

介護保険サービス事業の充実およびサービス事業所の整備を
図った。

ＧＨはあとの杜本町　開
所、看護小規模多機能型
事業所（吉村クリニック）
着工

実施

認知症高齢者家族やすらぎ支援
事業

介護者等が休息等に必要な時間を確保出来るよう、認知症高齢
者に対する訪問や見守り等支援を行う。

やすらぎ支援員が対象者の居宅を訪問し、介護者に代わって見守
りや話し相手を行った。（伊賀市社会福祉協議会に委託）

延回数101回　延人数27
人

実施

訪問件数　延500人 実施
同和課

（八幡町市民館）

見守り巡回事業毎週水曜
２７回・延２０１人
看護師巡回事業
１２回・延べ８５人

実施
同和課

（寺田市民館）

毎週木曜日に実施
延123人

実施
同和課

（ライトピア
おおやまだ）

看護師・保健師が月2回
訪問し健康相談を実施。

実施
同和課

（青山文化セン
ター）

巡回訪問を毎週実施 実施
同和課

（下郡市民館）

高齢者見守り事業
健康、生活面での悩み事・困り事相談支援を行うことで、高齢者等
の地域での生活を見守り支援する。

独居高齢者や昼間一人になる高齢者を対象とした訪問等を行っ
た。

３．障がい者に
    関すること

介護高齢福祉課

障がい福祉課

地域包括支援
センター
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー３「支える」相談・支援

主要項目 事業名 事業概要（目的）
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

５．生活に
    関すること

各種相談
法律や行政、消費生活などに関わる困りごとについて、専門家等
による相談を実施する。

・法律相談
・行政相談
・司法書士相談
・外国人のための行政書士相談
・交通事故相談
・消費生活相談

法律相談（月２回開催）
本庁：64件・支所：32件
行政相談（月１回開催）：
11件
司法書士相談（月１回開
催）：33件
外国人のための行政書士
相談(月１回開催：5件）外
国人生活相談
窓口相談　　2,606件
電話相談　　281件
交通事故相談（月１回開
催）：9件

実施
市民生活課

各支所
住民福祉課

多文化共生センター事業
多言語での相談や生活支援を行うほか、必要な情報を集約し発信
する。

・外国人生活相談窓口
・多言語による情報提供
・多分化共生に関する相談窓口

窓口相談　　159件
電話相談　　36件

実施 市民生活課

市営住宅管理 生活面で困難や問題を抱えている市民への住居の提供を行う。
市営住宅管理、募集（年2回）、使用料徴収を行う。
居住支援賃貸住宅相談会を行った。

・市営住宅募集（７月、１
月実施）
・居住支援賃貸住宅相談
会（１１月２７日実施予定）

年度内実
施予定

住宅課

債権に係わる納付相談
各所管課から移管を受けた債権について、債務者の申し出により
納付相談を行う。

分納相談の申し出があった場合、詳細について相談し、納付して
いけるのかも含め、生活実態などを把握して、債権回収に繋げる。

相談内容の線引きが難し
く、件数は出せないが、数
名の相談を実施した。

実施 債権管理課

生活保護制度
困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障す
るとともに、その自立を助長する。

生活困窮に関する相談に応じ、困窮のため最低限度の生活を維
持することのできない人に対して、生活扶助、医療扶助などの保護
を行った。

面接相談件数160件、生
活保護開始件数48件

実施

生活困窮者自立支援制度
生活上の多様な問題について相談に応じ、情報提供や専門機関
へのつなぎ、必要に応じて継続的な支援を行う。

経済的困窮に限らず多様な生活上の問題（ひきこもりを含む）につ
いて相談に応じ、家計改善、就労準備、ひきこもりサポート等の事
業を行うとともに、各種の社会資源と連携して継続的な支援を行
い、本人の尊厳を保持し自立を支援した。

新規相談受付件数73件 実施

ひとり親就労支援
生活困窮に陥りがちなひとり親の就労を支援し、一定の収入を得
ることにより生活の安定を図り、生活基盤を確立する。

情報の提供や助言等を行うなど、ハローワークと連携しながら就
労を支援。また、就労に有利となる資格取得のための費用の支給
や、福祉資金の貸付等を行った。

延べ就労相談件数　44件 実施

女性相談
関係機関と連携しながら様々な相談に対応し、不安の軽減・解消
に努め、安定した生活ができるよう支援する。

DVや離婚問題等、女性が抱える悩みについて個別に対応し、適
切な助言、相談を行った。

延べ対応件数　167件 実施

地域福祉コーディネーターの配
置

地域福祉コーディネーター職員を配置し、地域の個別ケース相談
に対応することで、悩みを抱えている人等を必要な支援に繋げる。

社会福祉協議会に委託し、統括する地域福祉コーディネーターと
各エリアごとに地域福祉コーディネーターを配置した。

3エリアに１名ずつ統括の
地域福祉コーディネー
ター、各エリアに計10名の
地域福祉コーディネー
ターを配置した。

実施 医療福祉政策課

６．人権に
    関すること

女性法律相談
法的な知識を得ることで、生き辛さの問題解決をめざす。女性相談
員が同席し、相談日前後の継続的な相談を支援する。

困難をかかえる女性に対して関係機関と連携し、人権尊重の観点
に立ち、女性弁護士による女性法律相談を行った。

毎月1回開催。
4/10・5/15・.6/12・
7/12・.8/6・9/18・10/9
（11/13・12/16・1/8・
2/12・3/11に開催予定）

実施 人権政策課

こども未来課

生活支援課
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー３「支える」相談・支援

主要項目 事業名 事業概要（目的）
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

６．人権に
    関すること

広報いが市毎月１５日号
において、人権擁護委員
の特設人権相談や、市の
相談窓口の周知を行い、
市民からの人権相談に対
応した。

実施 人権政策課

偶数月（実施中）
年度内実
施予定

伊賀支所振興課

偶数月第1金曜日
（実施中）

年度内実
施予定

阿山支所振興課

人権擁護委員・津地方法
務局伊賀支局職員等と共
に、人権相談会を開催。
①6月3日②9月20日③12
月6日④2020年2月20日

年度内実
施予定

大山田支所振興課

偶数月第１水曜日
年度内実
施予定

島ヶ原支所
振興課

6/3全国一斉特設人権相
談所の開設
4/8　、8/8、10/8人権相
談所の開設

実施 青山支所振興課

・生活福祉相談　12件
・就労相談　　31件
・健康相談　　14件
・人権相談　　26件
・教育相談　　20件
・生活相談員による生活
相談　1,236件

実施
同和課

（八幡町市民館）

生活相談
月第２火曜　７回

実施
同和課

（寺田市民館）

・生活福祉相談183件
・就労相談2件
・健康相談43件
・人権相談15件
・教育相談53件
（生活相談員による生活
相談も含む）

実施
同和課

（いがまち人権セ
ンター）

・人権相談48人
・生活相談7人
・健康相談124人
・教育相談90人
・育児相談3人
・終業相談5人

実施
同和課

（ライトピア
おおやまだ）

就労相談を毎月実施 実施
同和課

（下郡市民館）

生活相談員を配置。職員
全員で相談しやすい体制
を整え、随時相談に対応
し、適時家庭を訪問し地
域住民の生活課題や人
権問題に対応。

実施
同和課

（青山文化セン
ター）

各種相談事業
人権や生活に関する様々な問題に対し相談を行うことで、地域住
民の不安や差別が生んだ生活課題解決をめざす。

隣保館において各種相談を行う。
・生活福祉相談
・就労相談
・健康相談
・人権相談
・教育相談
・生活相談員による生活相談

人権相談
さまざまな人権に関する相談を受け付けることで、人権侵害の早
期発見と解決に向けた取組みを行う。

人権に関する困りごとなどに対応するための相談窓口を設置。
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー４「つなぐ・見守る」
生きることの促進要因への支援・連携体制の強化

主要項目 事業名 事業概要（目的）
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

１．交流の場や
    居場所づくり がん患者のおしゃべりサロン がん患者や家族、支援者の居場所づくりを支援する。

「がん患者と家族の方のおしゃべりサロンｉｎ伊賀」の後援を行い、
居場所づくりを支援した。

実施日：4/4、6/6、7/4、
8/1、9/5、10/3

実施 健康推進課

認知症の人と家族の会つどい
認知症の人とその家族が集い、情報交換やお互いの気持ちを聴
き合う場を開設することを支援する。

伊賀地区認知症の人と家族の会が主催する「つどい」の後援を
行っている。

4回18名(伊賀市開催分） 実施

認知症カフェ
認知症の人やその家族らが、安心して気軽に外出できる場所をし
て認知症カフェを開設する。

認知症カフェを開催する。市内で開設されている認知症カフェの後
援を行っている。

７回69名 実施

家族介護者交流事業 介護者相互の交流を通じて心身の元気回復を図る。
休止 平成３１年３月末に平成３

１年度連絡会休止の報告
があり、休止

未実施

介護予防サロン活動支援事業 高齢者の社会的孤立の防止や心身機能の低下を予防する。
地域で週１回以上、５人以上の参加者があるサロンに対して、開
催回数に応じた補助を行った。

１０箇所のサロンに対し補
助

実施

市民スポーツフェスティバル スポーツを通じ、参加者相互の親睦や交流を深める。 種目別のスポーツ大会を行う。
伊賀市民スポーツフェス
ティバル11/10実施予定

年度内実
施予定

スポーツ振興課

放課後子ども教室推進事業 子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を提供する。
放課後に小学校の空き教室や集会所等を利用して、子どもたちの
勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動の取組みを
行った。

実施日数：柘植34日、西
柘植22日、古山59日

実施 生涯学習課

教育集会所小学生交流
会（１回）、教育集会所中
学生交流会（1回）、教育
集会所高校生・青年学習
交流会（２回）

年度内実
施予定 生涯学習課

やはたレベラーズ活動 30
回延496人（高校生、青年
交流事業）

実施
同和課

（八幡町市民館）

小学生地区学習会、中学
生友の会、高校生友の
会、しきじ学級事業を行う

実施
同和課

（いがまち人権セ
ンター）

・かさとり学級実施日：
4/16、4/23、5/7、5/28、
6/4、6/18、7/2、7/16、
8/6、9/3、9/24、10/1、
10/8
・なかよし＊もみじ会実施
日：4/12、5/17、6/28、
7/19、8/28、9/27、10/26

実施
同和課

（ライトピア
おおやまだ）

月２回やまびこ活動、月１
回ふれあい教室、年２回
健康教室を開催

実施
同和課

（青山文化セン
ター）

生花・民踊・水墨画・女性
学習（カラオケ）・ゲート
ボール教室

実施
同和課

（下郡市民館）

介護高齢福祉課

地域包括支援セン
ター

隣保館、教育集会所において、各種教育・事業を行う。
・地域福祉事業
・ふれあい教室
・やまびこ活動
・なかよし*もみじ会
・小学生、中学生、高校生、青年交流事業

地域交流事業 地域の人々の居場所づくり、交流の場づくりを行う。
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー４「つなぐ・見守る」
生きることの促進要因への支援・連携体制の強化

主要項目 事業名 事業概要（目的）
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

１．交流の場や
    居場所づくり 教育集会所教室等開催

（１８９回）
年度内実
施予定

生涯学習課

パソコン教室（Ａ） 10回延
85人
パソコン教室（Ｂ） 9回延
45人
子どもパソコン教室
4回延18人
老人クラブカラオケ教室
7回延41人
識字教室 28回延201人

実施
同和課

（八幡町市民館）

教育を考える母（保護者）
の会　7回　延人数125人

実施
同和課

（寺田市民館）

英語教室、音楽教室、俳
句教室、ＰＣ教室等の実
施、子ども会、父母の会、
老人会等の活動支援

実施
同和課

（いがまち人権セ
ンター）

人権と平和学習会１０月・
１月開催

年度内実
施予定

同和課
（下郡市民館）

実施日：6/28、7/25、
9/26、11/12、11/28

実施 地域づくり推進課

自治協との実施事業の内
容についてのヒアリングを
実施（残り1自治協）

実施 上野支所振興課

２カ月に１回、管内三自治
協の会長、事務局長と情
報共有・協議を行う場を設
定している。
①5月8日②7月2日③8月
29日④11月13日⑤1月8
日⑥2020年2月開催予定

実施 伊賀支所振興課

福祉部会で不定期で実
施。

実施 阿山支所振興課

２カ月に１回、山田・阿波・
布引の三自治協の会長、
各区長・自治会長が一同
に会し、情報共有・協議を
行う場を設定している。
①4月17日②6月26日③8
月27日④10月31日⑤12
月19日⑥2020年2月開催
予定

年度内実
施予定

大山田支所
振興課

月１回役員会、月1回運営
委員会、月1回区長委員
会

年度内実
施予定

島ヶ原支所振興課

5/23、6/24、8/20、9/20、
10/21青山住民自治協議
会会長連絡会

実施 青山支所振興課

住民自治協議会等
地域支援事業

地域防災・地域福祉・地域振興等、それぞれの自治協・地域の実
情に沿った分野で、住民同士がつながること、見守りあう体制の構
築を支援する。

定期的に地域と情報共有・協議する場を設定する。

人権活動支援事業
人権・同和問題を中心とした学習を支援することで、部落解放に向
けたつながりを深め、地域住民同士の連携を促進する。

隣保館、教育集会所において、各種教室の実施・団体の活動支援
を行う。

人権活動支援事業
人権・同和問題を中心とした学習を支援することで、部落解放に向
けたつながりを深め、地域住民同士の連携を促進する。

隣保館、教育集会所において、各種教室の実施・団体の活動支援
を行った。

カテゴリー4-16



伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー４「つなぐ・見守る」
生きることの促進要因への支援・連携体制の強化

主要項目 事業名 事業概要（目的）
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

２．多職種との
　　連携 健康づくり推進協議会

行政、関係機関、民間団体等で構成された協議会において、健康
づくりを継続的、計画的、総合的に推進するため、協議会を開催す
る。

自殺対策計画の進捗管理や自殺対策に係る情報交換等を行う。 ２月２０日開催予定
年度内実
施予定

妊産婦支援に関する家庭児童
相談所との連携会議

精神疾患や経済困窮などを抱える特別な支援を要する妊産婦等
の確定および支援方法の検討をする。

家庭児童相談員等と定期的に調整会議を行った。
毎月1回、定期的に会議
を実施

実施

要保護児童およびDV対策地域
協議会

要保護児童・要支援児童の早期発見と適切な保護、継続的支援、
またＤＶ被害者への適切な保護および対応を行うため、関係機関
との連携を図り支援方針等を検討する。

要保護児童およびDV対策地域協議会を行う。
個別ケース検討会議を行った。

代表者会議：1回
ケース検討会議：6回

実施
こども未来課

各支所
住民福祉課

ボランティア活動機会の創出
ボランティアに参加することで個人の生きがいとなり、自殺対策に
資する活動として期間は限定的であるが、その機会を創出する。

国体開催における啓発のための広報ボランティア、競技会運営の
ための運営ボランティア（美化活動、おもてなし等）、平日開催競技
を応援するための応援ボランティアの募集を実施。

令和元年５月１日募集開
始(随時登録受付中)

実施 国体推進課

地方創生推進事業
（ＩＧＡＢＩＴＯ育成事業）

自らが地域の担い手となり、より良い”伊賀”を造る意識と実行力
を持った若者（＝ＩＧＡＢＩＴＯ）を育成することで、将来にわたり活気
ある社会を維持する。

市内県立高校が実施する地域人材育成に関する取組みや地域課
題解決に向けた伊賀市若者会議の活動等を支援する。

県立高校：委託事業者が
月１回程度訪問、イベント
等の開催支援（延5回以
上実施）
若者会議：委託事業者が
月1回企画会議の開催支
援、適宜プロジェクト単位
の活動支援（延10回以上
実施）

実施

広域連携
「伊賀・山城南定住自立圏」

中心市(伊賀市）と連携町村（京都府笠置町、南山城村）がそれぞ
れの魅力を活用し、連携・協力することで、圏域全体に生活機能を
確保し、定住の促進を図る。

伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョンに基づく、事業の実施によ
り、圏域住民が安心して暮らせる地域を形成する。

各部会において事業に取
り組んでいる。

実施

青少年健全育成事業 地域社会と連携し、子どもたちの心身の健全な成長を支える。
青少年健全育成の観点から、関係団体と連携し、青少年健全育成
講演会を行う。

実施日：12/14
２月１５日開催予定

年度内実
施予定

生涯学習課

保・小・中連絡協議会
5/10実施
保・小・中連絡会議
7/1,10/4実施

実施
同和課

（八幡町市民館）

城東中学校区同推委員
会毎週水曜　　　　　19回

実施
同和課

（寺田市民館）

校区連絡会を５月以降月
１回実施

実施
同和課

（いがまち人権セ
ンター）

大山田人権教育研究会
実施日：4/9、5/13、6/3、
7/1、9/2、10/7

実施
同和課

（ライトピア
おおやまだ）

青山学校教育推進委員
会、事務局会を月１回開
催

実施
同和課

（青山文化セン
ター）

１月２３日開催予定
年度内実
施予定

同和課
（下郡市民館）

総合政策課

中学校区人権推進教員連絡会 長期休暇明けの児童生徒の自殺防止を確認しあう機会を持つ。
地区在住の保・小・中・高校生との現状と今後の教育方針につい

て各人権推進教員でミーティングを行う。

健康推進課
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伊賀市自殺対策行動計画　関連事業進捗確認シート カテゴリー４「つなぐ・見守る」
生きることの促進要因への支援・連携体制の強化

主要項目 事業名 事業概要（目的）
平成３１年度実施内容

（実施予定含む）
実施状況（10/31時点） 達成度 担当課

２．多職種との
　　連携

個別会議4回
運営会議6回
担当者会議2回

実施
地域包括支援

センター

個別会議1回
運営会議1回

実施
伊賀支所

住民福祉課

年度内実
施予定

阿山支所
住民福祉課

地域ケア会議
6月21日、10月18日

実施
大山田支所
住民福祉課

年度内実
施予定

島ヶ原支所
住民福祉課

年度内実
施予定

青山支所
住民福祉課

認知症高齢者安心見守り訓練 認知症への理解や見守り体制強化を図る。
自治会・住民自治協議会を対象に、認知症への理解を深めるため
の講義・実技を行う。

２月９日開催予定
年度内実
施予定

地域包括支援
センター

障がい者地域自立支援事業
障がい福祉に関する課題等を集約し課題解決に向けた取組を行
う。

相談支援事業の適切な運営および地域の障がい福祉に関するシ
ステム作りに関し、中核的な役割を果たすため定期的に協議を行
う。

伊賀市障がい者自立支
援協議会　2回実施予定
伊賀圏域障がい福祉連
絡協議会　3回実施予定

年度内実
施予定

障がい福祉課

緊急告知放送システム
（L字アラート）

行方不明者の早期発見を目的に、消防等と連携し防災情報等を
発信する。

行方不明者等の情報が市民や消防などの関係団体から提供され
た場合、市行政チャンネルに緊急告知放送システムで発信した。

実施日：4/8 実施 総合危機管理課

「子どもの人権１１０番」「子ども
の人権ＳＯＳミニレター」事業

子どもをめぐる虐待や体罰、いじめ等の悩み事を的確に把握し、
課題の解決にあたる。

地方法務局伊賀支局、人権擁護委員協議会、警察署、児童相談
所、民生委員・児童委員連合会、ＰＴＡ連合会、適応指導教室、校
長会、伊賀市、伊賀市教育委員会等、各種機関との情報交換を
行った。

2か月毎を基本として、津
地方法務局伊賀支局と伊
賀人権擁護委員協議会と
情報交換や意見交換を実
施。

実施 人権政策課

地域ケア会議
困りごとのある人、家族、近隣、支援者等が集まり、困りごとの解
決を図るために、話し合いを行う。

地域住民の生活に関する困りごとや、地域の課題の解決を図る。
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