
平成26年度実施状況
(実施○、未実施―)

１　高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備

(1)高齢者や障害者等への支援の充実

87 ○

88 障害者虐待防止、高齢者虐待防止のための啓発を行います ○

89 障害者虐待防止、高齢者虐待防止に関して、関係機関・関係部署との連携を図ります ○

90 ○

(2)高齢者の力の活用支援

91 ○

(3)在住外国人女性等への支援

92 ○

93 在住外国人女性等が安心して暮らせるよう、多言語による情報提供を行います ○

94 在住外国人女性等が利用しやすいように多言語で相談できる機関との連携を図ります ○

95 災害時緊急情報を含めた防災情報等を多言語で発信します ○

２　子育て世代への支援

(1)子育て支援の充実

96 ○

97 児童虐待防止のための啓発を強化します ○

98 児童虐待防止に関して、関係機関・関係部課との連携を強化します ○

99 ○

(2)中・高校生世代への進路選択支援事業の推進

100 ○

(3)ひとり親家庭等に対する支援

101 ○

102 ○

103 ○

104 ひとり親家庭の当事者グループを支援します ○

男女共同参画の視点に配慮して、民生委員・児童委員を中心とした「地域福祉ネットワーク」
に取組みます

男女共同参画の視点に配慮したアドバイスができるよう、母子自立支援員や就職サポートセン
ター等の相談担当者への研修機会を提供します

基本目標基本目標基本目標基本目標６６６６　　　　だれもがだれもがだれもがだれもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり

　人口の減少、少子・高齢化、経済状況の悪化などにより、さまざまな困難をかかえる人が増えます。子ども
から高齢者まで、だれもが安心して暮らせる地域社会を築くため、男女共同参画の視点をふまえた、子育て介
護の支援を進めます。また、災害・復興時に助け合える仕組みづくりなど、地域の課題を地域住民が解決でき
るよう地域力を高めていきます。

男女共同参画の視点に配慮した子育て相談事業、こども会活動等を推進するなど、地域におけ
る子育て支援活動の活発化を図ります

ひとり親家庭やステップファミリー、同性家族等様々な形態の家族が安心して暮らせるよう、
啓発や学習機会の提供を図ります

生活支援や子育て支援、就業支援等に関する情報や相談窓口について、多様な媒体を通じて周
知を図り、就労につながるよう支援をします

施策の基本的方向・具体的施策・施策内容

福祉サービス・介護サービス等を利用し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、ニーズの
違いに配慮した様々なサービスを提供するとともに、自立への支援をします

高齢者の多様な経験や能力を地域活動や市民活動等に活かすとともに、高年齢者の再就職を支
援します

地域で暮らす在住外国人女性等と相互理解を深められるように、市民活動団体等と協働して、
交流の場の提供や学習機会の充実を図ります

「茨木市次世代育成支援行動計画」を推進します

家庭環境や学習面に課題を抱える中・高校生世代を対象にした学習や就労支援、メンタル面で
のサポート等を行います



３　地域の活動における男女共同参画の促進

(1)男女共同参画の視点に立って地域団体を運営するための支援

105 ○

106 ○

107 ○

108 地域活動を担う女性リーダー等の人材育成を推進します ○

(2)まちづくり、観光に関する情報収集と情報提供

109 ○

110 市民主体のまちづくりや地域おこしに男女共同参画の視点が反映されるよう支援します ○

111 ○

(3)環境問題への取組の推進

112 ○

113 男女共同参画の視点に配慮した環境学習や、環境保全に関する市民等の活動を推進します ○

４　防災・復興における男女共同参画の推進

(1)男女共同参画の視点を取り入れた防災・復興体制の確立

114 ○

(2)防災分野における女性の参画拡大

115 ○

116 各種啓発冊子を活用して女性が災害に対応する力をつける機会を充実します ○

117 ○

男女共同参画の視点を活かして観光の振興によるまちの賑わい創出事業を推進します

環境保全に関する知識や意識の向上を図り、自発的な活動へのきっかけとなる学習の機会等を
提供します

地域防災計画や各種防災マニュアル、避難場所での安全対策に女性や高齢者、障害者、外国
人、子ども、乳幼児のいる家族等への視点が反映されるよう取組みます

「地域担当職員」と協働して、地域の実情に合わせた男女共同参画の地域づくりを推進します

自主防災組織の方針決定過程への女性の参画を促進します

緊急時においても固定的な性別役割分担意識にとらわれず行動ができるよう、平時から男女が
協力した地域活動を推進します

男女共同参画の視点から地域の課題解決に取組む団体を支援します

自治会等地域活動を行うリーダーの男女共同参画に関する理解が進むよう、研修の充実を図り
ます

地域における課題解決や実践的活動に関する先進事例やノウハウ等の情報収集・提供を推進し
ます



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課

障害者福祉金等給付事業、障害
者更生援護等事業、障害者自立
支援給付事業、地域生活支援事
業などの障害者の個々のニーズ
に合わせたサービスを提供する
よう努める。

地域で安心して暮らせるよう、相談の上利用者のニーズ
を把握し障害福祉サービス等の利用決定を行った。

障害福祉課

高齢者福祉サービスに関する冊
子を作成し、市民や関係機関に
配布する。【再掲　施策番号
79】

高齢者福祉サービス等に関する冊子を作成し、地域包括
支援センター等相談機関も含め、市民や関係機関に配布
した。【再掲　施策番号79】

高齢者支援課
（高齢介護課）

介護保険サービスに関する冊子
や介護保険事業者情報に関する
冊子を作成し、市民や関係機関
に配布する。【再掲　施策番号
79】

介護保険サービス等に関する冊子を作成し、市民や関係
機関に配布した。【再掲　施策番号79】

介護保険課
（高齢介護課）

街頭啓発キャンペーン、地域へ
の出前講座等の実施やリーフ
レットの作成など、障害者の権
利擁護に努める。

街頭啓発キャンペーンを実施した。
　〔実施場所〕ＪＲ茨木・阪急茨木市駅前

障害福祉課

障害者・高齢者虐待防止ネットワーク連絡会において研
修会を開催し、関係者に啓発を行った。
　〔実施日〕平成27年１月14日

障害福祉課

虐待防止をテーマとし、出前講座を行った。 障害福祉課

障害者・高齢者虐待防止ネットワーク連絡会を開催し、
メンバーが現状を認識するとともに意見交換を実施し
た。
　〔実施日〕平成26年7月16日

高齢者支援課
（高齢介護課）

虐待防止街頭啓発キャンペーンを行い、相談窓口の周知
と通報の協力についての啓発を行った。
　〔実施日〕平成26年11月５日

高齢者支援課
（高齢介護課）

虐待防止に向けた研修会を実施した。
　〔実施日〕平成27年１月22日

高齢者支援課
（高齢介護課）

・障害者・高齢者虐待防止ネッ
トワークにおける関係機関との
連携強化を図るとともに、福祉
施設を活用した要援護者の緊急
受け入れ体制を整備し、障害者
の権利擁護に努める。
・障害者・高齢者虐待防止ネッ
トワーク連絡会を開催し、事業
実績報告と意見交換を実施す
る。

高齢介護課と連携し、障害者・高齢者虐待防止ネット
ワーク連絡会を開催した。
ＤＶ被害者支援担当課・高齢者虐待対応担当課と連携
し、対応方法や環境整備等を検討した。

障害福祉課

障害者・高齢者虐待防止ネットワーク連絡会を開催し、
メンバーが現状を認識するとともにと意見交換を実施し
た。【再掲　施策番号88】

高齢者支援課
（高齢介護課）

虐待防止街頭啓発キャンペーンを行い、相談窓口の周知
と通報の協力についての啓発を行った。
【再掲　施策番号88】

高齢者支援課
（高齢介護課）

虐待防止に向けた研修会を実施した。
【再掲　施策番号88】

高齢者支援課
（高齢介護課）

90

民生委員・児童委員を中心とし
た相談窓口を公民館等に開設す
るとともに、地域において要援
護者の発見や見守りを行うネッ
トワーク体制の充実を図る。

福祉まるごと相談会の開設地区を29か所に増やした。 福祉政策課

実施内容実施内容実施内容実施内容

施策内容

87

福祉サービス・
介護サービス等
を利用し、住み
慣れた地域で安
心して暮らせる
よう、ニーズの
違いに配慮した
様々なサービス
を提供するとと
もに、自立への
支援をします

88

障害者虐待防
止、高齢者虐待
防止のための啓
発を行います

障害者・高齢者虐待防止ネット
ワークの事業として、啓発・研
修を実施する。

障害者・高齢者虐待防止ネット
ワークの事業として、啓発・研
修を実施する。

89

障害者虐待防
止、高齢者虐待
防止に関して、
関係機関・関係
部署との連携を
図ります

障害者・高齢者虐待防止ネット
ワーク連絡会を開催し、事業実
績報告と意見交換を実施する。

男女共同参画の
視点に配慮し
て、民生委員・
児童委員を中心
とした「地域福
祉ネットワー
ク」に取組みま
す



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

地域コミュニティ基本指針に基
づき、高齢者をはじめ様々な世
代が地域活動に参画することを
推進する。

市民活動センターを通じ、男女共同参画を推進した。 市民協働推進課

高齢者の地域活動、ボランティ
ア等の社会参加、生活支援サー
ビス等の起業化及び生涯学習を
支援するため、高齢者活動支援
センター事業を実施する。【再
掲　施策番号68】

茨木シニアカレッジでのカリキュラムを通じて、高齢者
のコミュニティビジネスの気運が醸成されており、これ
らの組織化を支援した。

高齢者支援課
（高齢介護課）

高齢者の相互扶助システムの創
造と、いきがいづくりのため老
人クラブ活動の活性化を支援す
る。【再掲　施策番号68】（老
人クラブ助成事業補助金）（高
齢者健康づくり活動助成補助
金）

老人クラブの若手委員会を通じて、多様な新しい自主活
動ができるよう支援した。

高齢者支援課
（高齢介護課）

シルバー人材センターを支援、
活性化することを通じて、高年
齢者の再就職活動を支援する。
【再掲　施策番号68】

シルバー人材センターを支援することで、高齢者の就労
を支援した。【再掲　施策番号68】

高齢者支援課
（高齢介護課）

相談事業や就職面接会を実施す
るとともに、就労支援のための
講座を開催する。

就職サポート事業として、就労にあたり支援を必要とす
る人たちに、仕事なんでも相談、合同就職面接会、スキ
ルアップ講座等の実施の他、再就職支援助成金制度を実
施した。【再掲　施策番号55】

商工労政課

92

国際親善都市協会と連携し、在
住外国人と地域住民との交流イ
ベントや、実用日本語学習会に
よる日本語学習の機会提供によ
り、相互理解の醸成を図る。

国際交流の集い、市内在住外国人等とのふれあい交流、
実用日本語学習会による日本語学習機会提供、あるいは
日本人向け外国語講座等により、相互理解醸成を図っ
た。

文化振興課

各いのち・愛・ゆめセンターに
おける識字・日本語学級をはじ
めとする学習の機会の充実を図
る。

豊川、沢良宜、総持寺いのち・愛・ゆめセンターにて、
識字・日本語学級を実施した。
　〔受講者〕延べ1,285人

人権・男女共生課

誰もが読み書きできる社会の実
現を目指して、生活の場で読み
書きに不自由されている成人を
対象に、「識字・日本語学級」
を開設する。

誰もが読み書きできる社会の実現を目指して、生活の場
で読み書きに不自由されている成人を対象に、「識字学
級・日本語教室」を開設した。
【再掲　施策番号12】

社会教育振興課

帰国・渡日の児童生徒及びその
保護者に対して通訳の派遣を実
施する。
【再掲　施策内容39】

帰国・渡日の児童生徒及びその保護者に対して通訳者の
派遣を実施した。

学校教育推進課

ホームページにおいて、外国語
による翻訳を行う。

市ホームページにおいて英語・中国語・韓国語による翻
訳を行った。

まち魅力発信課
（広報広聴課）

市民向け生活ハンドブックを多
言語化した、「いばらき生活ガ
イドブック」を配布し、情報を
提供する。

市ホームページに大阪府外国人情報コーナーへのリンク
を貼り、外国人生活ガイドブックへのアクセスを可能に
した。また、英語・中国語のいばらき生活ガイドブック
を作成し、市民課・文化振興課の窓口に設置したほか、
市ホームページにPDF版をアップした。

文化振興課

国・府等が作成する多言語によ
るパンフレット等の周知を行
う。

国や府等が作成する多言語によるパンフレット等を窓口
に設置し、情報提供を行った。

人権・男女共生課

94

・関係課と連携し通訳者情報の
提供を通じて、在住外国人に対
する支援を行う。
・在住外国人相談窓口情報を提
供する。

国や府等が作成する多言語によるパンフレット等を窓口
に設置し、情報提供を行った。
【再掲　施策番号93】

人権・男女共生課

91

高齢者の多様な
経験や能力を地
域活動や市民活
動等に活かすと
ともに、高年齢
者の再就職を支
援します

地域で暮らす在
住外国人女性等
と相互理解を深
められるよう
に、市民活動団
体等と協働し
て、交流の場の
提供や学習機会
の充実を図りま
す

92

地域で暮らす在
住外国人女性等
と相互理解を深
められるよう
に、市民活動団
体等と協働し
て、交流の場の
提供や学習機会
の充実を図りま
す

93

在住外国人女性
等が安心して暮
らせるよう、多
言語による情報
提供を行います

在住外国人女性
等が利用しやす
いように多言語
で相談できる機
関との連携を図
ります



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

95
現行の啓発冊子は英語版、中国
語版の冊子を発行している。

平成26年度に作成した「防災ハンドブック」では英語版
も同時に作成した。

危機管理課

96

庁内各課が取り組む施策の実施
状況を毎年取りまとめ、進行状
況の把握、点検及び評価を行
い、計画の着実な推進に努め
る。

次世代育成支援行動計画(後期計画)の進捗状況の把握、
点検及び評価を行い、必要に応じて事業の改善につなげ
た。平成27年度から5年間で取り組む事業について検討
し、次世代育成支援行動計画(第3期)を策定した。【再掲
施策番号54】

こども政策課

97

・児童虐待の予防及び早期発見
のため、周知啓発を図る。
・11月が児童虐待防止推進月間
であることから、11月広報誌に
啓発記事を掲載するとともに、
オレンジリボンキャンペーンを
実施する。

児童虐待の予防及び早期発見のため、児童虐待防止推進
月間（11月）を中心に周知啓発活動を実施した。
　〔実施内容〕
        11月広報誌に啓発記事を掲載
　　　　児童虐待防止啓発活動のシンボルである
        オレンジリボンキャンペーンを実施

子育て支援課

・関係機関の連携をより強化
し、情報の伝達を適正かつ迅速
に行うため、研修を実施し、職
員・関係機関の能力向上に努め
る。
・要保護児童対策地域協議会の
開催及び関係機関対象の研修を
実施する。
・代表者会議1回、実務者会議3
回、主担者会議毎月１回及び年
３回(1回につき３日)の実施す
る。
・ケース検討会、研修会（関係
機関向け、実務者向け、担当者
向けＳＶ）
　児童虐待総括アドバイザーを
置き、関係機関との連携を強化
する。

関係機関の連携をより強化し、情報の伝達を適正かつ迅
速に行うため、茨木市要保護児童対策地域協議会の開催
及び関係機関対象の研修を実施した。
　〔実施内容〕①代表者会議　②実務者部会
　　　　　　　③主担者会　④ケース検討会
　　　　　　　⑤関係機関向け研修会
　　　　　　　⑥実務者研修会
　　　　　　　⑦スーパーバイズ研修
　〔実施回数〕①１回　②３回　③22回　④112回
　　　　　　　⑤２回　⑥１回　⑦11回

子育て支援課

実務者を中心に関係機関との連
携を強化する。

茨木市要保護児童対策地域協議会において情報交換を
し、要保護児童について具体的な対応を検討し、積極的
に要保護児童の支援に努めた。

保育幼稚園課

女性のための相談（電話・面
接）を実施し、必要に応じて関
係機関等と連携し、充実を図
る。

女性のための相談(電話・面接等）の充実を図った。
　〔実施事業名〕ローズＷＡＭ相談事業
　〔事業内容〕①女性面接相談　②女性電話相談
　〔相談件数〕①779件　②1,709件

人権・男女共生課

子育て中の男性を対象とした講
座の開催をはじめとして、子育
て世代の男性が家庭や地域活動
に参画するための支援を行う。

就学前児童と保護者が楽しく遊ぶ講座を実施した。
〔実施事業名〕わむっこくらぶ
〔事業内容〕親子で楽しく遊ぼう
〔実施回数〕計9回
〔参加者〕計301人

人権・男女共生課

放課後や休日に児童・生徒が自由
につどい、遊び、地域住民と交流
できる居場所づくりを進める。

未実施 こども政策課

・子育て相談の充実および周知
を図るとともに、地域における
安心・安全に子育てできる環境
を提供する。
・地域子育て支援センター及び
こども相談室等にて子育て相談
を実施する。
　こども相談室での相談：電話
相談、面接相談、訪問相談、
メール相談、ぽっぽルーム、つ
どいの広場での相談
・養育に不安や困難のある家庭
に家庭訪問支援員を派遣する養
育支援家庭訪問事業を実施す
る。

子育て相談の充実および周知を図るとともに、地域にお
ける安心・安全に子育てできる環境を提供した。
　〔実施事業名〕こども相談室での子育て相談
　〔事業内容〕①電話相談　②面接相談
　　　　　　　③訪問相談　④メール相談
　　　　　　　⑤ぽっぽルーム
　　　　　　　⑥つどいの広場での相談
　〔相談件数〕①545件 ②163件 ③５件 ④15件
　　　　　　　⑤111件 ⑥58件  合計 897件
　
　〔実施事業名〕
        地域子育て支援センターでの相談
　〔相談件数〕905件

養育に不安や困難のある家庭に家庭訪問支援員を派遣し
た。
　〔実施事業名〕養育支援家庭訪問事業
　〔訪問家庭数〕４家庭　〔訪問件数〕34件

子育て支援課

こども会活動を支援するための
人材情報を提供するなど、こど
も会活動育成事業を推進する。

  〔事業内容〕①キックベースボール実技講習会
 　　　　 　　②こども会育成者研修会
                （百人一首カルタ競技）
  〔実施日〕①平成26年４月27日　②10月16日
  〔参加者〕①19人　②22人

青少年課

災害時緊急情報
を含めた防災情
報等を多言語で
発信します

「茨木市次世代
育成支援行動計
画」を推進しま
す

児童虐待防止の
ための啓発を強
化します

99

男女共同参画の
視点に配慮した
子育て相談事
業、こども会活
動等を推進する
など、地域にお
ける子育て支援
活動の活発化を
図ります

98

児童虐待防止に
関して、関係機
関・関係部課と
の連携を強化し
ます

99

男女共同参画の
視点に配慮した
子育て相談事
業、こども会活
動等を推進する
など、地域にお
ける子育て支援
活動の活発化を
図ります



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

・茨木市子ども・若者支援地域
協議会のネットワークを活用
し、ひきこもり等の様々な課題
を抱える若者とその家族を包括
的に支援する。
　【再掲　施策番号55】

・貧困の連鎖の解消を目的に、
経済的に困難を抱えるひとり親
家庭の子どもを対象とした学習
の場を提供し実施する。

進路選択のため、奨学金活用の
周知を図る。

進路選択のため、奨学金説明会等実施し、奨学金活用に
ついて周知をはかった。

学校教育推進課

面接相談、発達相談、不登校相
談等を実施する。【再掲　施策
番号36】

各種相談を実施した。
　〔実施内容〕①面接相談　②発達相談
　　　　　　　③不登校相談
　〔相談件数〕①129件　②865件　③36件
　〔実施回数〕①2,049回　②3,173回　③531回

教育センター

・関係課と連携し、様々な形態
の家族が安心して暮らせるよう
啓発誌の発行・配布などを行
う。
・ひとり親家庭を支援する講座
を関係課と連携し開催する。

こども政策課と連携し、ひとり親対象の講座を実施し
た。

人権・男女共生課

・ひとり親家庭が定期的に集
い、交流や情報交換を行う場を
提供することにより、ひとり親
家庭の早期自立のための意欲形
成及び家庭生活の安定を図るこ
とを目的とするひとり親家庭生
活支援(情報交換）事業を実施
する。
・さまざまな困難を抱えるひと
り親に向けて、生活資金計画、
料理教室、育児・生き方などを
テーマにした生活支援講座・交
流会を実施し、ひとり親及びそ
の子どもの支援を行う。
・貧困の連鎖の解消を目的に、
経済的に困難を抱えるひとり親
家庭の子どもを対象とした学習
支援を実施する。【再掲　施策
番号100】
・初心者向けのパソコン講座を
開催し、ひとり親の就業支援を
図る。

・ひとり親家庭が定期的に集い、交流や情報交換を行う
場を提供することにより、ひとり親家庭の早期自立のた
めの意欲形成および家庭生活の安定を図ることを目的と
するひとり親家庭生活支援（情報交換）事業を実施し
た。
・さまざまな困難を抱えるひとり親に向けて、生活資金
計画、料理教室、育児・生き方などをテーマにした生活
支援講座・交流会を実施し、ひとり親及びその子どもの
支援を行った。

こども政策課

女性のための相談(電話・面
接）の充実を図る。

女性のための相談(電話・面接等）の充実を図った。
【再掲　施策番号99】

人権・男女共生課

関係機関と連携し、就労につな
がるよう支援する。

キャリアカウンセラーの資格を持つ就労支援員を事務所
に配置し、就労につながるよう支援を行った。

福祉政策課

101

ひとり親家庭や
ステップファミ
リー、同性家族
等様々な形態の
家族が安心して
暮らせるよう、
啓発や学習機会
の提供を図りま
す

生活支援や子育
て支援、就業支
援等に関する情
報や相談窓口に
ついて、多様な
媒体を通じて周
知を図り、就労
につながるよう
支援をします

102

こども政策課

子ども・若者の自立支援と社会参加に向け、民間支援機
関・関係機関による情報交換会を定期的に開催した。
「茨木市子ども・若者自立支援センター」において、委
託により、ひきこもり等の当事者や家族の相談・支援を
実施した。
市民税非課税世帯・生活保護世帯のひきこもり等の状態
にある子ども・若者及びその保護者に対し、「茨木市子
ども・若者自立支援センター」の利用料金を助成した。
【再掲　施策番号55】

家庭環境や学習
面に課題を抱え
る中・高校生世
代を対象にした
学習や就労支
援、メンタル面
でのサポート等
を行います

100



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

母子家庭の母または父子家庭の
父で、市が承認した教育訓練給
付講座を受講し、修了した場
合、経費の20％（4,000円以上
100,000円以内）を支給する。

ひとり親家庭の親で、市が承認した教育訓練給付講座を
受講し、修了した場合、経費の20％（4,000円以上
100,000円以内）を支給する制度の普及に努めた。
　〔支給人数〕0人

こども政策課

母子家庭の母または父子家庭の
父で、高等な技能取得のため２
年以上養成機関で修業する場合
に、修業期間の一定期間につい
て、生活の負担の軽減を図るた
め、高等職業訓練促進給付金を
支給するとともに、修了後に高
等職業訓練修了支援給付金を支
給する。

ひとり親家庭の親で、高等な技能取得のため２年以上養
成機関で修業する場合に、修業期間の一定期間につい
て、生活の負担の軽減を図るため、高等職業訓練促進給
付金を支給するとともに、修了後に高等職業訓練修了支
援給付金を支給した。
　〔支給人数〕高等職業訓練促進給付金　24人、高等職
業訓練修了支援給付金　9人

こども政策課

相談事業や就職面接会を実施す
るとともに、就労支援のための
講座を開催する。
【再掲　施策番号91】

就職サポート事業として、就労にあたり支援を必要とす
る人たちに、仕事なんでも相談、合同就職面接会、スキ
ルアップ講座等の実施の他、再就職支援助成金制度を実
施した。
【再掲　施策番号55】

商工労政課

相談員等を対象に、研修を行った。
　〔実施日〕①平成26年５月８日 ②７月12日
            ③９月５日
　〔参加者〕①22人　②37人　③47人
　〔テーマ〕①傾聴とグループワーク
  　        ②性同一性障害について知ろう
    　      ③心身症の実際
　〔講　師〕①子どもと女性のエンパワメント関西
            　井山里美さん
　　　　　　②大阪医科大学神経精神科准教授
            　康　純さん
　　　　　　③保健医療センター所長

人権・男女共生課

相談員等を対象に、専門家による事例検討会・スーパー
ビジョンを実施した。
　〔実施事業名〕事例検討会
　〔実施日〕①平成26年８月１日　②11月20日
          　③平成27年３月５日
　〔講　師〕追手門学院大学　准教授
          　永野浩二さん

　〔実施事業名〕スーパービジョン
　〔実施日〕①平成26年６月19日　②10月16日
          　③平成27年１月15日
　〔講　師〕追手門学院大学　准教授
          　永野浩二さん

人権・男女共生課

国や府の研修会に参加するとと
もに、課内研修を実施する。

府等の各種研修会に積極的に参加するとともに、定期的
に課内研修会を実施した。

福祉政策課

ひとり親自立支援員に国・府等
が実施する研修を受講する機会
を提供する。

ひとり親自立支援員に国・府等が実施する研修を受講す
る機会を提供した。

こども政策課

相談担当者の資質向上のため、
積極的な研修受講に配慮する。

仕事なんでも相談員の資質向上のため、研修を受講する
機会の提供に努めた。

商工労政課

関係機関と連携しながら、各相
談員に対して所内研修を実施す
る。

当センター所内研修会を、関係機関に対してオープンに
した。
　〔内容〕相談ケース検討・スーパーバイズ・
          支援教育等の講話等
　〔オープン研修実施回数〕15回

教育センター

生活支援や子育
て支援、就業支
援等に関する情
報や相談窓口に
ついて、多様な
媒体を通じて周
知を図り、就労
につながるよう
支援をします

102

103

男女共同参画の
視点に配慮した
アドバイスがで
きるよう、母子
自立支援員や就
職サポートセン
ター等の相談担
当者への研修機
会を提供します

相談員等の資質向上のための講
座、研修会を実施する。
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（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

104
ひとり親家庭の当事者グループ
を継続して支援する。

ひとり親家庭の当事者グループを継続して支援した。 こども政策課

105
「地域担当職員」と協働して、
男女がともに活動する地域づく
りの情報提供を推進する。

地域担当職員と協働して、地域の実情に合わせた男女が
ともに活動する地域づくりを推進した。
　〔実施校区〕8校区
　〔担当職員数〕16人（各校区概ね３人、
                リーダーは複数校区を兼務）

市民協働推進課

自治会長説明会、関連団体の会
報等で、地域における課題解決
や先進事例等の情報収集、提供
を推進する。

地域の拠点であるコミュニティセンターを通じ情報提供
した。

市民協働推進課

国・府等からの情報提供を行う
とともに、各種講座などを通じ
て情報の収集・提供を行う。

男女共同参画に関するリーフレット等を発行し、啓発を
行った。【再掲　施策番号２】

人権・男女共生課

男女共同参画について、地域団
体の会議等で出前講座等を開催
する。
【再掲　施策内容３】

男女共同参画に関する生涯学習出前講座を実施した。
【再掲　施策番号22】 人権・男女共生課

茨木市地域コミュニティ基本指
針において、男女ともに人材の
発掘・育成を推進する。

新任自治会長説明会において、女性の役員を増やし、男
女双方の視点で自治会運営を行うように依頼した。
　〔実施回数〕２回
　〔対　象〕新任自治会長　〔参加者〕約250人

市民協働推進課

男女共同参画について、地域団
体の会議等で出前講座等を開催
する。
【再掲　施策内容３】

男女共同参画に関する生涯学習出前講座を実施した。
【再掲　施策番号22】

人権・男女共生課

住みよいまちづくり協議会や自
治会連合会等、地域団体等を支
援する。

地域の課題解決に取り組む団体を支援した。
　〔内容〕①住みよいまちづくり協議会交付金　②自治
会連合会補助金
　〔金額〕①1,600,000円　②640,000円

市民協働推進課

・男女共同参画社会推進登録団
体への支援を行う。
・市民公募型補助金の活用等を
通じて、課題解決に取り組む団
体を支援する。

男女共同参画社会推進登録団体を支援した。
　〔登録団体数〕18団体
　〔連絡会議〕月１回（８月を除く）
　〔会議内容〕各団体の事業報告、ローズＷＡＭの
              事業報告、各団体との意見交換及び
　　　　　　　協力要請

人権・男女共生課

109

男女共同参画の
視点から地域の
課題解決に取組
む団体を支援し
ます

ひとり親家庭の
当事者グループ
を支援します

「地域担当職
員」と協働し
て、地域の実情
に合わせた男女
共同参画の地域
づくりを推進し
ます

106

地域における課
題解決や実践的
活動に関する先
進事例やノウハ
ウ等の情報収
集・提供を推進
します

107

自治会等地域活
動を行うリー
ダーの男女共同
参画に関する理
解が進むよう、
研修の充実を図
ります

108

地域活動を担う
女性リーダー等
の人材育成を推
進します
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（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

第５次総合計画を通じて推進に
努める。

次期総合計画の策定にあたり、市民、関係団体などで構
成される茨木市総合計画審議会を開催し、多様な視点を
取り入れた計画の策定に取り組んだ。

　〔審議会委員数〕市民（公募）３人、学識経験者７
人、関係団体８人、市議会議員６人　　計２４人

政策企画課

男女がともに活躍できる地域活
動を支援する。

自治会の広報誌を通じて、地域における男女共同参画の
推進に関する啓発を行った。

市民協働推進課

・都市と農村の交流活動の推進
を図るため、地域特産品の生
産・供給に対する支援や交流推
進団体が行う事業に対する支援
を行う。
・ふるさと食材供給事業を活用
し、新たな特産品の主原料とな
る農産物に対する支援を行う。
・中心市街地の商店街の空き店
舗において、地場産農産物直売
所のアンテナショップの開設を
支援する事業を実施する。

新規作物の導入を支援することにより、農家経営の安定
と女性農業者の就労の機会を増やすと共に、「見山の
郷」や「みしま館」等への女性農業者の参画促進に努め
た。

農林課

・都市づくり、まちづくりの主
体となる市民との連携・協働を
推進する。
　【再掲　施策番号46】
・インターネット等を通じて、
分かりやすく使いやすい都市計
画情報を提供する。【再掲　施
策番号46】
・自主的なまちづくり活動の芽
を育てるためまちづくりや暮ら
しに役立つことを誰もが学べる
機会を提供する。【再掲　施策
番号46】
・まちづくりに関する意見交換
を通じて人と人のつながりが増
え、共感が生まれる「交流の
場」を提供する。【再掲　施策
番号46】
・住民による自主的なルールづ
くりの取組に対し、協議の場や
勉強会等の開催、まちづくりの
専門家の派遣など合意形成など
について支援する。
　【再掲　施策番号46】

市民主体のまちづくりへの取り組みを推進するため、ま
ちづくりに関する講座を実施した。
【再掲　施策番号46】

都市政策課

中心市街地の活性化を図るた
め、市民による自発的なまちづ
くり活動を支援する。

中心市街地の活性化を図るため、市民による自発的なま
ちづくり活動を支援した。
　〔実施事業名〕茨木市中心市街地活性化支援補助
　　　　　　　　事業
　〔実績件数〕　１件

都市政策課
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観光振興やまちの賑わいを創出
する事業の各種会議等におい
て、女性委員の登用を働きかけ
るなど、引き続き男女共同参画
の視点を活かしたまちづくりを
推進する。

イルミネーション事業の選考会議で女性委員の登用に努
めた。

商工労政課
（文化振興課）

市民等の環境にやさしい生活ス
タイルを応援・促進するため、
電気使用量がリアルタイムに把
握できる省エネナビを市民等に
貸し出すとともに、「ええこと
カレンダー」（いばらき環境家
計簿）を作成し配布する。

電気使用量がリアルタイムに把握できる省エネナビを、
延べ３台市民等に貸し出すとともに、いばらき環境家計
簿を1,000部作成した。

環境政策課

環境活動のきっかけとなる市民
講座等を開催する。

環境活動のきっかけとなる市民講座を開催した。
　〔開催月〕平成26年12月　〔参加者〕約180人

環境政策課

男女共同参画の
視点を活かして
観光の振興によ
るまちの賑わい
創出事業を推進
します

112

環境保全に関す
る知識や意識の
向上を図り、自
発的な活動への
きっかけとなる
学習の機会等を
提供します

110

市民主体のまち
づくりや地域お
こしに男女共同
参画の視点が反
映されるよう支
援します



施
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番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

地域における環境活動を推進す
るため、市民が求める環境問題
に関する学習会や自然観察会な
どを環境教育ボランティア等に
より実施する。

延べ150人の環境教育ボランティアが講師となり、環境問
題に関する学習会や観察会などを開催した。

環境政策課

「ええことカレンダー」（いば
らき環境家計簿）の普及促進を
中心とした市民参加型の事業
を、環境保全活動に取り組む市
民団体との協働（委託）により
実施する。

市民団体との協働（委託）により、環境家計簿の普及促
進を中心とした市民参加型の事業を実施した。
　〔実施回数〕延べ７回　〔参加者〕301人

環境政策課

114
見直し時に各視点が反映される
ように計画やマニュアルの内容
を工夫して作成する。

平成26年度に作成した「防災ハンドブック」では、高齢
者や障害者など災害時に配慮が必要な人を支援する際の
心得や、支援が必要な人が持つためのカードを掲載する
とともに、イラスト等についても男女共同参画の視点に
配慮した。

危機管理課

115

・自主防災組織連絡会を通じ、
自主防災組織が実施する地域防
災力向上の取組みへの女性の参
画を促進する。
・女性防災リーダー育成研修会
を開催する。

自主防災組織連絡会において、人権・男女共生課と女性
の参画の促進について、説明と依頼を行った。

危機管理課

116

出前講座等の機会を利用して女
性や災害時要援護者に対する災
害時対応に関する内容を啓発す
る。

ローズＷＡＭと協働で自主防災組織における女性の防災
リーダーを育成する研修会等を実施した。

危機管理課

関係課と連携して、自主防災会
等が実施する防災訓練を通じ
て、男女がともに協力して、地
域活動を推進する取組みを促進
する。

自主防災組織連絡会において、人権・男女共生課と女性
の参画の促進について、説明と依頼を行った。【再掲
施策番号115】
女性や災害時要配慮者に配慮した災害対策活動ができる
よう、避難所運営訓練等を通じ情報提供と啓発を行っ
た。

危機管理課

関係課と連携し、自治会等を対
象とした男女共同参画に関する
講座を実施し、男女がともに協
力する地域活動を推進する。

自治会の広報誌を通じて、地域における男女共同参画の
推進に関する啓発を行った。
【再掲　施策番号110】

市民協働推進課

自主防災組織の
方針決定過程へ
の女性の参画を
促進します

各種啓発冊子を
活用して女性が
災害に対応する
力をつける機会
を充実します

117

緊急時において
も固定的な性別
役割分担意識に
とらわれず行動
ができるよう、
平時から男女が
協力した地域活
動を推進します

113

男女共同参画の
視点に配慮した
環境学習や、環
境保全に関する
市民等の活動を
推進します

地域防災計画や
各種防災マニュ
アル、避難場所
での安全対策に
女性や高齢者、
障害者、外国
人、子ども、乳
幼児のいる家族
等への視点が反
映されるよう取
組みます


