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令和2年度自殺対策計画進捗確認シート

計画における項目 実施内容 計画書
ページ

担当部署 担当課 再掲 令和元年度実施状況 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価 達成度（％） 今後（令和２年度以降）の実施計画

基本施策１　地域におけるネットワークの強化

1．地域におけるネットワークの強化 加東市健康づくり推進協議会 P.18 健康福祉部 健康課 年２回開催（7月、2月）※2月は書面決議 自殺の現状、計画の内容の共有ができた。 100% 実施を継続

1．地域におけるネットワークの強化 加東市自殺対策推進本部 P.18 健康福祉部 健康課 年１回開催（7月） 行政トップを含めた全委員出席のもと開催できた。 100% 実施を継続

1．地域におけるネットワークの強化 加東市こころの健康づくりネットワーク会議 P.18 健康福祉部 健康課 年３回開催（9月、12月、1月） 自殺の現状の共有、各課の事業の進捗状況の共有ができた。 100% 実施を継続

1．地域におけるネットワークの強化 庁外関係機関とのネットワークの強化 P.18 健康福祉部 健康課 医療機関、警察、加東健康福祉事務所等、関係機関と連携（5件） 情報共有等、連携しながら対応できた。 5件 実施を継続

1．地域におけるネットワークの強化 生活困窮者自立相談支援事業との連携強化 P.18 健康福祉部
社会福祉課
社会福祉協議会

産後ママのリフレッシュ講座で相談会を実施（年2回）
メンタル不調を抱える方に対し、随時、連携して対応

連携意識を高くもち、スムーズに連携することができた。 100% 実施を継続

1．地域におけるネットワークの強化 専門医や専門病院への紹介・連携 P.19
健康福祉部他
小野市・加東
市医師会

健康課では、相談の際、医療機関への受診状況等確認し、必要時、専門医療機
関についての情報提供を行い、かかりつけ医や専門医療機関への受診、相談を
勧めた。

かかりつけ医や専門医療機関への適切な受診を勧めることができた。 実施 実施を継続

1．地域におけるネットワークの強化 専門相談への紹介・連携 P.19 健康福祉部他 必要時、健康福祉事務所の専門相談を紹介 相談先の一つとして、専門相談を紹介できた。 実施 実施を継続

基本施策２　自殺対策をささえる人材の育成

2．自殺対策をささえる人材の育成 ゲートキーパー研修の開催 P.20 健康福祉部 健康課 年3回実施（市民向け1回54人、職員向け2回44人）
参加者からは「具体的な言葉かけの練習が役に立つ」「実践してみようと思
う」等の言葉が聞かれ、理解が深まった。

実施 実施を継続

2．自殺対策をささえる人材の育成 市職員に対する研修 P.20
まちづくり政
策部

人事課 来年度の研修実施に向けて調整を行った。 来年度の職員向け研修実施に向けて準備ができた。 20% 研修を実施する

2．自殺対策をささえる人材の育成 教職員に対する研修 P.20 教育委員会 学校教育課 年1回開催（8月）
各校でスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーから児童生徒理解
に関する研修を実施した。

100% 実施を継続

2．自殺対策をささえる人材の育成 関係機関のスキルアップ研修 P.20 健康福祉部他 健康課では、県が開催する自殺対策企画研修に2名参加
自殺対策計画の推進についての研修を受け、市が実施する市民向け研修等の企
画に役立てた。

実施 実施を継続

2．自殺対策をささえる人材の育成 企業人権教育協議会による社員研修事業 P.20 市民協働部 人権協働課
協議会の参加企業に対して、全5回の研修会を実施。その内1回「ワークライフ
バランス」をテーマとし社員研修を実施した。

職場のメンタルヘルスに関する研修の一環として「ワークライフバランス」の
重要性、企業内部で相談のしやすい環境づくりと人材育成について啓発するこ
とができた。

実施
全5回開催予定の研修会のうち、1回はメンタルヘルス
に関係する研修を行い、職場における人材育成について
啓発を行う。

基本施策３　住民への啓発と周知

3．住民への啓発と周知 こころの相談窓口リーフレットの作成と配布 P.21 健康福祉部 健康課
相談窓口一覧チラシを作成し、各窓口、各団体等に配布（7,000部）。相談窓口
を掲載したチラシを全世帯（17,075世帯）に配布。

健診案内に合わせて全世帯に配布でき、啓発につながった。 100% 関係課との連携による配布等に工夫し、実施を継続。

3．住民への啓発と周知 こころの健康づくりネットワーク研修の開催 P.21 健康福祉部 健康課 年1回開催（54人参加）
市の現状と課題についての共有と、傾聴等についての研修を実施。参加者の
95.2％が研修が役に立ったと回答。

54人 実施を継続

3．住民への啓発と周知 リーフレットやポスター掲示 P.21 健康福祉部 健康課
自殺予防週間（9月）と自殺対策強化月間（3月）に合わせて、保健センター、
公民館、図書館等にポスター掲示。

ポスター掲示により、啓発ができた。 実施 実施を継続

3．住民への啓発と周知 広報・ケーブルテレビジョンでの周知 P.21 健康福祉部 健康課
自殺対策強化月間（3月）に合わせて、こころの健康についての内容のケーブル
テレビ番組を放送

広報紙での啓発は、新型コロナウイルス感染拡大防止の記事に変更となり、掲
載できなかった。

一部実施 実施を継続

3．住民への啓発と周知 図書館での啓発ブースの設置 P.21 教育振興部 図書館 パンフレット類の配布（9月）、関連図書の展示（3月） 関連図書の展示は、新型コロナによる利用制限（入館禁止）のため未実施。 50% 実施を継続

3．住民への啓発と周知 ホームページ　こころの体温計の活用 P.21 健康福祉部 健康課
市ホームページでこころの健康状態がセルフチェックできるこころの体温計を
掲載。

こころの体温計に合わせて相談窓口も啓発できた。
アクセス数

8,600
実施を継続

3．住民への啓発と周知 まちぐるみ総合健診での睡眠指導 P.21 健康福祉部 健康課 健診時、睡眠についての個別相談を実施（210人） 睡眠で休養がとれていないと答えた方の相談に応じることができた。 210人 実施を継続

3．住民への啓発と周知 人権啓発事業 P.22 市民協働部 人権協働課
1年間に渡り開催した各種講演会や人権啓発展において人権意識を高めるための
啓発を行った。

同和問題、外国人、障害者などをテーマとした人権意識を高める啓発を通じ
て、地域共生の考え方を地域に広め、本人や周囲の人が相談をしやすい地域づ
くりにつなげることができた。

実施
各種講演会や研修会、人権啓発展等の開催を通じて人権
意識を高めるための啓発を行う。また、自殺対策等のポ
スター掲示などで相談窓口等の啓発を行う。

基本施策４　生きることの促進要因への支援

4．生きることの促進要因への支援 精神障碍者社会参加支援事業（にじいろＲＯＯＭ） P.23 健康福祉部 社会福祉課 年9回（4月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、2月） 加東市障害者相談支援センターと連携して実施できた。 100% 実施を継続

4．生きることの促進要因への支援 生活における困りごと相談の充実 P.23 健康福祉部他
全庁的に実施
社会福祉協議会

さまざまな複合的な課題（健康、子育て、介護、生活困窮、ＤＶ、住まい等）
に応じて、他部署他機関と連携しながら対応している。

庁内連携の充実が図られている。 100% 実施を継続

4．生きることの促進要因への支援 妊産婦のうつ等スクリーニングの充実 P.23 健康福祉部 健康課 新生児訪問に合わせて、産後うつスクリーニングを実施。（302人） 10.3％にうつ傾向あり、個別支援を行った。 302人 実施を継続。

4．生きることの促進要因への支援 産後ママのリフレッシュ講座と相談会 P.23 健康福祉部 健康課 年2回開催（7月28人、12月15人参加）
参加者から「リフレッシュの機会になった」「相談できて不安が解消できた」
との声が聞かれ、こころの安定につながり、相談機会となった。

43人 実施を継続

4．生きることの促進要因への支援 家庭児童相談室業務 P.23 健康福祉部 福祉総務課
家庭児童相談員が家庭に関する様々な相談に応じた。9月～12月にMT TREEペア
レンツ・プログラムを実施した。（プログラム13回・中間面接・終了時面接）

MY TREEペアレンツ・プログラムでは、受講者に子育てに関する意識改善が見
られた。

受講者10人 プログラム13回・中間面接・終了時面接

4．生きることの促進要因への支援 発達サポートセンター相談事業 P.23 こども未来部 発達サポートセンター
医師や心理士による相談は予約制で年間通じて毎月5～6回実施。その他、随
時、常勤職員で対応した。

困りごとを減らすための助言や自立に向けての支援を行うことができた。 実施 実施を継続

4．生きることの促進要因への支援 居場所づくりの推進 P.24 健康福祉部
社会福祉課
社会福祉協議会

ボランティアによる精神保健福祉サロンや福祉就労事業所が居場所となり、そ
の人に応じた対応を実施。

関係者の連携により、体調や生活環境に応じ細やかな配慮が可能となり、継続
した参加者が増えた。

100% 実施を継続

4．生きることの促進要因への支援 居場所づくりの推進 P.24 教育振興部 生涯学習課 9小学校区12会場で週1日程度開催
異学年の児童間、あるいは地域の大人との交流をとおし、地域の中で顔が見え
る関係づくりを促進できた。

延べ8,299人
の児童が参加

実施を継続

4．生きることの促進要因への支援 自殺未遂者への支援 P.24 健康福祉部他 自殺未遂者を把握した際は、関係機関と連携を図りながら支援を実施。（5人） 関係機関との連携体制により支援ができた。 5人 実施を継続

4．生きることの促進要因への支援 遺された人への支援 P.24 健康福祉部 健康課 保健センターにパンフレットを設置 1ケース個別支援ができた。 実施 実施を継続
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令和2年度自殺対策計画進捗確認シート

計画における項目 実施内容 計画書
ページ

担当部署 担当課 再掲 令和元年度実施状況 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価 達成度（％） 今後（令和２年度以降）の実施計画

4．生きることの促進要因への支援 高齢者の社会参加と生きがいづくり P.24 健康福祉部 高齢介護課
かとうまちかど体操教室62か所、物忘れ予防カフェ12か所、かとうふまねっと
教室2か所

地域の通いの場への高齢者の参加促進を図った。

まちかど体操
65歳以上参
加者1367人
12.9％

継続実施

4．生きることの促進要因への支援 高齢者を支える人材育成と活躍の場の充実 P.24 健康福祉部 高齢介護課
かとうまちかど体操リーダー・介護予防サポーター研修会 2回実施
生活支援サポーターフォロー講座 2回実施

フォロー講座を行うことで、サポーター同士の情報交換や交流知識向上につな
がった。

107人 継続実施

4．生きることの促進要因への支援 図書館の充実 P.24 教育振興部 図書館 高齢者や生活困窮者の居場所として機能した。 資料の充実を図り、生涯学習の場として、また「居場所」として機能した。 100% 実施を継続

基本施策５　児童生徒のSOSの出し方に関する教育

5．ＳＯＳの出し方に関する教育 ＳＯＳの出し方教育の実施 P.26 こども未来部 学校教育課 毎月1回以上
SOSの出し方教育を実施するとともに、学級や集会で、困ったことがあれば相
談するよう、呼びかけている。

100% 実施を継続

5．ＳＯＳの出し方に関する教育 教職員に対する研修【再掲】 P.26 こども未来部 学校教育課 〇 年1回開催（8月）
各校でスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーから児童生徒理解
に関する研修を実施した。

100% 実施を継続

5．ＳＯＳの出し方に関する教育 教職員向けゲートキーパー研修の実施 P.26 こども未来部 学校教育課 年1回開催（8月）
各校でスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーから児童生徒理解
に関する研修を実施した。

100% 実施を継続

5．ＳＯＳの出し方に関する教育 保護者向けゲートキーパー研修の実施 P.26 こども未来部 学校教育課 適宜 学校通信、関係部局からのチラシ等配付による啓発を行った。 100% 実施を継続

5．ＳＯＳの出し方に関する教育 スクールカウンセラーの配置 P.27 こども未来部 学校教育課 スクールカウンセラー5人配置、スクールソーシャルワーカー1人配置 市内全小中学校で相談対応できるよう配置している。 100% 実施を継続
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令和2年度自殺対策計画進捗確認シート

計画における項目 実施内容 計画書
ページ

担当部署 担当課 再掲 令和元年度実施状況 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価 達成度（％） 今後（令和２年度以降）の実施計画

例：重点施策１　高齢者対策

高齢者対策 民生児童委員会事務 P.28 健康福祉部 福祉総務課
民生委員・児童委員に対して、社会福祉制度への理解促進や相談援助活動に必
要な知識・技能の取得を図るための研修を実施した。

各種研修を実施することで、知識・技能の取得に取り組めた。 年間4回実施 年間通して、定例会で研修を実施する。

高齢者対策 高齢者の総合相談 P.28 健康福祉部 高齢介護課 年間相談件数　3,589件 適切な制度の利用や関係機関との調整等の対応に努めた。 3,589件 継続実施

高齢者対策 高齢者虐待防止ネットワーク会議 P.28 健康福祉部 高齢介護課 高齢者虐待防止ネットワーク会議1回実施（参加者23人） 高齢者虐待防止に係る関係機関と事例を用いて協議し連携強化を図った。 100% 継続実施

高齢者対策 物忘れ予防カフェ（絆カフェ） P.28 健康福祉部 高齢介護課 絆カフェ6箇所　物忘れ予防カフェ6箇所 絆カフェの立上げ支援や運営の様子を確認するなど後方支援を行った。 100% 継続実施

高齢者対策 地域ケア市民フォーラム P.28 健康福祉部 高齢介護課 「地域ですすめる認知症ケア」と題しフォーラムを開催。（参加者136人） 認知症の理解が市民に深まるようにフォーラムを開催した。 100% 継続実施

高齢者対策 認知症サポーター養成講座 P.28 健康福祉部 高齢介護課 13回の認知症サポーター養成講座を開催し、461人のサポーターを養成した。 地域や中学生など多年代への働きかけを行った。 100% 継続実施

高齢者対策 介護職員等を対象とした研修の開催 P.29 健康福祉部 高齢介護課
自死をテーマにした研修は実施しなかったが、継続的に介護支援専門員の相談
に応じた。

高齢者やその家族を支える介護支援専門員が抱え込まないように相談に応じ
た。

実施 研修会のテーマや講師の検討

高齢者対策 ひとり外出見守り・徘徊SOSネットワーク P.29 健康福祉部
高齢介護課
社会福祉協議会

ネットワーク事前登録者49人　ネットワーク協力機関220箇所
市と社会福祉協議会が連携し、見守りネットワークを推進する

行方不明者18名（全員が生存発見に至った）
住民の認知症に対する正しい理解促進と協力者を増やす。

100% 継続実施

高齢者対策 タクシー券の交付 P.29 健康福祉部 高齢介護課 タクシー券交付　年間交付 外出支援により生きがいづくりや社会促進を促進した。 交付2311件 継続実施

高齢者対策 福祉ニーズキャッチシステム P.29 健康福祉部 高齢介護課 年間65件の民生児童委員から情報提供があった。 提供された情報を基に訪問などを行い、必要な支援につなげた。 年間65件 継続実施

高齢者対策 加東まちかど体操教室 P.29 健康福祉部 高齢介護課 かとうまちかど体操教室　年間実施 住民主体の教室に対し、介護予防の知識の向上を図ることができた。
まちかど体操

62か所
継続実施

高齢者対策 高齢者の社会参加と生きがいづくり【再掲】 P.29 健康福祉部 高齢介護課 〇
かとうまちかど体操教室　62か所、認知症カフェ12か所、かとうふまねっと教
室2か所

通いの場に参加する高齢者の増加を図ることができた。

まちかど体操
65歳以上参
加者1367人

12.9％

継続実施

高齢者対策 高齢者を支える人材育成と活躍の場の充実【再掲】 P.29 健康福祉部 高齢介護課 〇
かとうまちかど体操リーダー・介護予防サポーター研修会　2回実施　生活支援
サポーターフォロー講座・研修会　2回

フォロー講座を行うことで、サポーター同士の情報交換や交流知識向上につな
がった。

参加者107名 継続実施

高齢者対策 避難行動要支援者用支援制度 P.29 健康福祉部 福祉総務課
民生委員・児童委員及び自治会に避難行動要支援者用支援制度について説明を
行った。

個別支援計画の作成を依頼した。
アンケートの
結果、38％
が作成済。

個別支援計画の作成に取り組む地区を支援する。

高齢者対策 緊急通報システム P.29 健康福祉部 高齢介護課 緊急通報システム設置　年間実施 システムを通じて安否確認や緊急時の通報・連絡を実施した。 設置24件 継続実施

高齢者対策 高齢者大学 P.30 教育振興部 生涯学習課 年10回の講座を開催
大学での学びをとおして、生きがいづくりや他の学生との交流を深めることが
できた。

入学生
322人

実施を継続

高齢者対策 地域健康サロン事業 P.30 健康福祉部 健康課
地域健康サロン事業として、各地区公民館等で健康教室、料理教室等を実施。
（サロン80人、シニア料理教室79人）

地域健康サロンにおいて、高齢者に睡眠の大切さやこころの健康づくりについ
ての伝えることができた。

159人 実施を継続

高齢者対策 介護ファミリーサポート P.30 社会福祉協議会
依頼会員数142人、協力会員数43人、活動数480件
生活支援サポーター養成講座を開催し、新規協力会員の確保にも努めた。

利用会員と協力会員の関係は良好。気づきがあれば事務局へ報告していただい
ている。 100% 実施を継続

高齢者対策 介護者のつどい P.30 社会福祉協議会 年5回実施 参加者が少ないため、実施形態と周知方法を検討する。 100% 実施を継続

例：重点施策２　生活困窮者対策

生活困窮者対策 生活困窮者自立相談支援事業 P.31 健康福祉部
社会福祉課
社会福祉協議会

生活困窮を抱えた相談者を関係機関と連携しながら対応した。
相談件数　累計1,611件

複合的な課題を抱える方への支援を実施している。 100% 実施を継続

生活困窮者対策 生活困窮者住居確保給付金事業 P.31 健康福祉部 社会福祉課
離職等により家賃が支払いできない生活困窮者の相談に対応し、必要な支援を
行い、負担感の軽減につなげた。R1年度相談対応件数は2件。

相談者の悩みに傾聴し、住宅確保給付金の支給や就労支援を実施し、負担感の
軽減を図った。

2件 実施を継続

生活困窮者対策 生活困窮者就労準備支援事業 P.31 健康福祉部 社会福祉課
長く就労や社会交流していない者に対し、就労等の体験活動を通じて、就労や
社会交流が図れるよう支援した。R1年度相談支援者は10人。

相談者が就労等を通じ、社会交流が図れるよう支援した。 10人 実施を継続

生活困窮者対策 生活困窮者一時生活支援事業 P.31 健康福祉部 社会福祉課
住宅を喪失した者に対し、一時的に宿泊場所、衣・食の支援を行った。R1年度
相談対応件数は5件。

宿泊場所を提供するとともに今後の支援を行った。 5件 実施を継続

生活困窮者対策 生活保護支給事業 P.31 健康福祉部 社会福祉課
健康で文化的な最低限の生活が送れるよう保護費を支給した。R1年度生活保護
受給者数は16人。

相談者の悩みに傾聴し、適切な生活保護業務を行った。 16人 実施を継続

生活困窮者対策 児童扶養手当事業 P.32 健康福祉部 福祉総務課
令和元年度は4月・8月・11月・1月・3月の年5回、手当を支給した。（令和元
年11月より2か月に1回の支給に変更）

児童扶養手当を支給し、ひとり親家庭等の生活向上、自立促進と福祉の増進を
図れた。

年5回支給
5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回、手当を支給
する。

生活困窮者対策 ひとり親等福祉事業 P.32 健康福祉部 福祉総務課
自立支援教育訓練給付金　受給者2人
高等職業訓練促進給付金　受給者3人

ひとり親家庭等の相談に応じるとともに、資格取得を支援する制度の周知を図
り、利用希望者には制度案内を送付している。自立支援教育訓練給付金受給者
は前年度と比較し、2人の増加。また、高等職業訓練促進給付金受給者について
は、前年度と比較し1人の増となった。

自立支援教育
訓練給付金

2人受給
高等職業訓練
促進給付金

3人受給

引き続き、ひとり親家庭等の相談に応じるとともに、資
格取得を支援する制度の周知を図り、受給につなげる。

生活困窮者対策 児童福祉施設入所等支援事業 P.32 健康福祉部 福祉総務課 1世帯の母子生活支援施設への入所を支援した。
母子生活支援施設において保護し、児童及びその保護者の福祉の向上が図れ
た。

入所1世帯 実施を継続

生活困窮者対策 徴収事務事業 P.32 総務財政部 税務課
随時、市民からの納税に関する相談を受け付け、生活面における問題が見られ
た場合は関係機関と連携した支援を行うよう心掛けた。

市民一人ひとりに応じた納税相談を受け付け、自殺防止に向けた支援ができ
た。

100% 実施を継続

生活困窮者対策 隣保館人権相談事業等 P.32 市民協働部 人権協働課
人権に関することや生活に対する悩み等の相談を受けるため、週1回窪田隣保館
で相談窓口を開設した。また年3回の特設総合相談を行った。

計画通りに相談窓口を開設することができた。 実施
窪田隣保館で週1回の人権・生活相談を行う。また、年
3回人権擁護委員・民生委員が困りごとや悩み事の相談
を受ける相談所を開設する。
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生活困窮者対策 住宅資金貸付金償還事務事業 P.32 市民協働部 人権協働課
納付相談を行う中で、生活状況の聞き取りを行った。関係機関と連携するよう
なケースは無かった。

面談・相談を実施する際に生活状況の聞き取りを行い、訪問時には生活環境に
問題が無いか見守りを行った。

実施
納付相談・面談を行う中で、生活状況の聞き取りと、生
活環境の見守りを行い。必要があれば他部署と連携し支
援する。

生活困窮者対策 公営住宅管理事業 P.32 都市整備部 都市政策課
住宅取得困窮者に対して市営住宅の募集を行うとともに、健康福祉部と協力し
て生活面で問題を抱えている市民に対して相談体制を執った。
　市営住宅募集3回　提供戸数42戸、入居戸数23戸（世帯）

低所得者（若年世帯・一人親世帯・高齢世帯・外国人など）が対象である市営
住宅入居者募集を適時実施した。また、社会福祉課など健康福祉部などと連携
して市民からの相談に対応した。

100% 実施を継続

保険医療課
後期高齢者医療保険料の納付相談において、失業による所得激減の対象者1人に
ついて、保険料の減免申請手続等、高齢介護課および社会福祉課と連携しなが
ら対応できた。

連携により、スムーズに対応できた。 100%
実施を継続

生活環境課
消費生活センター　月～金　8時30分～17時15分
（専門の消費生活相談員による相談受付は火曜日・木曜日
　9時～17時まで）

消費生活相談を受け付け、消費生活トラブルによる被害を未然に防ぐことに努
めた。

実施 実施を継続

生活困窮者対策 生活福祉資金貸付事業 P.32 社会福祉協議会 相談件数　累計818件（うち新規56件）　相談実人数　99人 貸付可否の判断にとどまらず、継続した支援に取り組んでいる。 100% 実施を継続

例：重点施策３　無職者・失業者対策

無職者・失業者対策 雇用促進事業 P.34 産業振興部 商工観光課 加東市就労支援室にて625件の相談対応。 相談者の事情や状況に応じた相談が実施できた。 実施
加東市就労支援室にて就労に関する相談対応等を随時実
施。

無職者・失業者対策 公営住宅管理事業【再掲】 P.34 都市整備部 都市政策課 〇
住宅取得困窮者に対して市営住宅の募集を行うとともに、健康福祉部と協力し
て生活面で問題を抱えている市民に対して相談体制を執った。
　市営住宅募集3回　提供戸数42戸、入居戸数23戸（世帯）

低所得者（若年世帯・一人親世帯・高齢世帯・外国人など）が対象である市営
住宅入居者募集を適時実施した。また、社会福祉課など健康福祉部などと連携
して市民からの相談に対応した。

100% 実施を継続

無職者・失業者対策 徴収事務事業【再掲】 P.34 総務財政部 税務課 〇
随時、市民からの納税に関する相談を受け付け、生活面における問題が見られ
た場合は関係機関と連携した支援を行うよう心掛けた。

市民一人ひとりに応じた納税相談を受け付け、自殺防止に向けた支援ができ
た。

100% 実施を継続

無職者・失業者対策 隣保館人権相談事業等【再掲】 P.34 市民協働部 人権協働課 〇
人権に関することや生活に対する悩み等の相談を受けるため、週1回窪田隣保館
で相談窓口を開設した。また年3回の特設総合相談を行った。

計画通りに相談窓口を開設することができた。 実施
窪田隣保館で週1回の人権・生活相談を行う。また、年
3回人権擁護委員・民生委員が困りごとや悩み事の相談
を受ける相談所を開設する。

無職者・失業者対策 住宅資金貸付金償還事務事業【再掲】 P.34 市民協働部 人権協働課 〇
納付相談を行う中で、生活状況の聞き取りを行った。関係機関と連携するよう
なケースは無かった。

面談・相談を実施する際に生活状況の聞き取りを行い、訪問時には生活環境に
問題が無いか見守りを行った。

実施
納付相談・面談を行う中で、生活状況の聞き取りと、生
活環境の見守りを行い。必要があれば他部署と連携し支
援する。

無職者・失業者対策 ひとり親等福祉事業【再掲】 P.34 健康福祉部 福祉総務課 〇
自立支援教育訓練給付金　受給者2人
高等職業訓練促進給付金　受給者3人

ひとり親家庭等の相談に応じるとともに、資格取得を支援する制度の周知を図
り、利用希望者には制度案内を送付している。自立支援教育訓練給付金受給者
は前年度と比較し、2人の増加。また、高等職業訓練促進給付金受給者について
は、前年度と比較し1人の増となった。

自立支援教育
訓練給付金

2人受給
高等職業訓練
促進給付金

3人受給

引き続き、ひとり親家庭等の相談に応じるとともに、資
格取得を支援する制度の周知を図り、受給につなげる。

無職者・失業者対策 児童福祉施設入所等支援事業【再掲】 P.35 健康福祉部 福祉総務課 〇 1世帯が母子生活支援施設へ入所した。
母子生活支援施設において保護し、児童及びその保護者の福祉の向上が図れ
た。

入所1世帯 実施を継続

無職者・失業者対策 生活困窮者就労準備支援事業【再掲】 P.35 健康福祉部 社会福祉課 〇
長く就労や社会交流していない者に対し、就労等の体験活動を通じて、就労や
社会交流が図れるよう支援した。R1年度相談支援者は10人。

相談者が就労等を通じ、社会交流が図れるよう支援した。 10人 実施を継続

市民協働部P.32経済的な困りごとの相談生活困窮者対策
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