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本計画の体系 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり親家庭等の誰もが未来に希望がもてるまち   

基本理念 

１．ひとり親家庭等に対するあらゆる差別・偏見の是正 

２．ひとり親家庭等の生活の安定と向上 

３．子どもの健やかな育ち 

   

基本的な視点  

 

１．子育て・生活支援の推進 

２．就業支援の推進 

３．養育費の確保 

４．経済的支援の充実 

５．ひとり親家庭等を支える環境の充実 

 

 

 

 

施策目標 
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本計画の取り組み状況について 

 

 ○施策目標別の今後の方向について 

施 策 目 標 

平成 25年度（Ａ） 平成 26年度（Ｂ） 差（Ｂ－Ａ） 

継続・ 

推進 

充実・ 

強化 

改善・ 

見直し 

終了 

(完了) 

継続・ 

推進 

充実・ 

強化 

改善・ 

見直し 

終了 

(完了) 

継続・ 

推進 

充実・ 

強化 

改善・ 

見直し 

終了 

(完了) 

1 子育て・生活支援の推進 

36件 

（H25新規事業

1件含む） 
― 

2件 
― 

37件 

（H26新規事業

3件含む） ― 
2件 1件 1件 － 0件 1件 

95％ 5％ 93％ 5％ 2％  

2 就業支援の推進 
21件 

― ― ― 

24件 

（H26新規事業

5件含む） ― ― 
2件 3件 － － 2件 

100％ 92％ 8％  

3 養育費の確保 
8件 

― ― ― 

9件 

（H26新規事業

2件含む） ― ― 
1件 1件 － － 1件 

100％ 90％ 10％  

4 経済的支援の充実 
13件 

― 
1件 

― 

14件 

（H26新規事業

1件含む） ― ― 
1件 1件 － △1件 1件 

93％ 7％ 93％ 7％  

5 
ひとり親家庭等を支える

環境の充実 

17件 
― ― ― 

17件 
― ― ― 

0件 － － － 

100% 100％  

全     体 
95件 

― 
3件 

― 
101件 

― 
2件 5件 6件 － △1件 5件 

97％ 3％ 93％ 2％ 5％  

      継続・推進・・・事業目的の達成に向けて継続中で、今後も推進していく取り組み 

      充実・強化・・・事業目的の達成に向けて継続中で、今後は、充実・強化していく取り組み 

      改善見直し・・・事業目的の達成に向けて継続中であるが、課題があり、今後は、手段の改善・見直しを行う取り組み 

      終了(完了)・・・事業目的を達成した取り組み 
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○平成２６年度「改善・見直し」、「終了（完了）」、「新規」の内訳 

・改善・見直し ２件 

施策目標 推進方向 取り組み名 

１ 子育て・生活支援の推進 （４）子どもへの支援の充実 ＜No.37・38＞子どもの居場所づくりの推進 

 

・終了(完了) ５件 

施策目標 推進方向 取り組み名 

１ 子育て・生活支援の推進 （１）子育て環境の充実 ＜No.８＞特定保育事業 

２ 就業支援の推進 
（１）能力開発のための支援の充実 ＜No.44＞母子寡婦福祉資金の貸付相談（技能習得資金）（生活資金） 

（３）就業機会創出のための支援の推進 ＜No.59＞母子寡婦福祉資金の貸付相談（事業開始資金） 

３ 養育費の確保 
（１）養育費確保に向けた相談・経済支援 

の実施 
＜No.69＞母子寡婦福祉資金の貸付相談 

４ 経済的支援の充実 （１）経済的援助の実施 ＜No.78＞母子寡婦福祉資金の貸付相談 

 

・新規（平成 26年度新規事業） 11件 

施策目標 推進方向 取り組み名 

１ 子育て・生活支援の推進 

（１）子育て環境の充実 ＜No.12＞産後ケア事業（産後ママ安心ケアサービス） 

（２）子育て相談の充実 ＜No.26＞身体障害児及び長期療養児等療育指導事業 

（３）生活支援の推進 ＜No.33＞母子家庭等日常生活支援事業 

２ 就業支援の推進 

（１）能力開発のための支援の充実 
＜No.46＞母子家庭等就業・自立支援センター事業（就業支援講習会事業） 

＜No.47＞母子父子寡婦福祉資金の相談および貸付（技能習得資金）（生活資金） 

（２）職業紹介機関等との連携の強化 
＜No.52＞母子家庭等就業・自立支援センター事業（就業支援事業） 

＜No.53＞母子家庭等就業・自立支援センター事業（就業情報提供事業） 

（３）就業機会創出のための支援の推進 ＜No.62＞母子父子寡婦福祉資金の相談および貸付（事業開始資金） 

３ 養育費の確保 （１）養育費確保に向けた相談・経済支援の実施 

＜No.71＞母子家庭等就業・自立支援センター事業（地域生活支援事業・養育費相談） 

＜No.72＞母子父子寡婦福祉資金の相談および貸付 

（生活資金：養育費取得の裁判費用とする資金） 
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４ 経済的支援の充実 （１）経済的援助の実施 ＜No.81＞母子父子寡婦福祉資金の相談および貸付 

 

○まとめ 

  ・平成 26年 4月に中核市に移行し、府から事務移譲された事業が増えている。 

また、地域就労支援事業や福祉資金の貸付について、父子家庭も対象となるなど支援の幅が広がった。 
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施策目標１ 子育て・生活支援の推進 

 

＜主な実績等＞ 

（１）子育て環境の充実 

保育所の入所選考について、＜№1＞ひとり親家庭の場合は、高い点数を付与し、入所しやすくしています。また、様々な保育時間のニーズに対応するため、＜№2＞全保育所において、午後 7時まで、一部の

私立保育所（園）では、午後 8 時までの延長保育の実施とともに、＜№3＞蹉跎保育園での休日保育や、＜№4＞明善第弐保育園での夜間保育を実施しています。さらに、＜№9＞養育が一時的に困難な場合や、

育児疲れ等のリフレッシュのためのショートステイ・トワイライトステイや、＜№10＞保護者が働くための環境整備に資することを目的とした留守家庭児童会室を開設しています。留守家庭児童会室では、通常

1～4年生までの受け入れになりますが、市内 4か所の拠点方式で障害のある小学 5、6年生の受け入れを引き続き実施しました。 

新規事業としては、＜№12＞支援が必要な母子を対象に、産後ケア事業（産後ママ安心ケアサービス）を平成 26年 12月から開始し、心身のケアや休養・育児に関する相談を行っています。 

 

（２）子育て相談の充実 

  いつでも気軽に子育ての相談ができるよう＜№20＞保健師が常時電話相談を行う子育てコールや、＜№14＞特にひとり親などが比較的時間に余裕のある夜間、休日に気軽に子育て等に関する相談ができる、土

日･夜間電話相談を実施しました。また、＜№13＞18歳までの子どもに関する相談の他に、＜№22＞教育や学校生活上の問題に関する相談や＜№23＞障害者（児）福祉サービスに関する相談も実施しています。 

  さらに＜№19＞妊産婦及び乳幼児の保護者の子育て相談に応じる母子訪問指導のほか＜№25＞未熟児への訪問指導を実施しています。 

  新規事業としては、＜№26＞中核市移行に伴う事業として、身体障害児及び長期療養児等に対し、医師等専門職による健康診査や相談を実施しました。 

   

（３）生活支援の推進 

＜№27＞ひとり親家庭等の入居を受け入れる民間賃貸住宅等の紹介等を行う大阪あんしん賃貸支援事業を周知することにより、ひとり親家庭等の住宅探しの支援や、＜№28・29＞市営住宅におけるひとり親世

帯等への優先入居と府営住宅の案内を実施しました。また、＜№30＞児童福祉法第 23 条に基づき、夫の暴力から逃れる等の事情のある母子の生活支援施設への入所決定を行い、母子の保護及び自立促進を図り

ました。 

新規事業として、平成 26年 4月に市が中核市に移行したことに伴い、＜№33＞母子家庭の母や寡婦に生活援助や子育て支援を行う生活支援員の派遣事業を開始しました。 

 

（４）子どもへの支援の充実 

＜№35＞枚方公園青少年センターにおいて、青少年問題専門の相談員がひきこもりなどの青少年相談を行いました。また、＜№36＞ひきこもり等子ども・若者相談支援センターにおいて、臨床心理士・社会福

祉士等の専門相談員がひきこもり・ニート等の子ども・若者やその家族等の相談に応じました。今後も、悩みを持つ子ども・若者やその家族等を支援するための相談体制の充実を図っていきます。また、平成 26

年 6 月からひきこもり等子ども・若者相談支援センターに来所している当事者を対象に、居場所支援「ひらぽ」を実施し、社会参加・社会的自立に向けた支援を行っています。さらに平成 26 年７月から家族の

支援として、月 1回家族の会を開催しています。また、周知・啓発事業として市民連続講座を実施しました。 

＜№37～40＞子どもの居場所づくりとして 6か所の生涯学習市民センターにおいて、諸室の一部を開放したり、ロビーの一部に子どもの居場所づくりのためスペースを設置するなど、ひとり親も安心できる場

の提供に努めました。また、スポーツ・文化・地域活動の場として全小中学校・幼稚園を対象に運動場・体育館・特別教室等を提供しています。今後は、＜№37・38＞「市立小学校体育施設開放事業」と「市立

小中学校及び幼稚園施設開放事業」の事業統合などの方針及び方策を決定し、使用料等の実費相当額の負担について具体化の検討を行います。 

 

 

（１）子育て環境の充実                                                         ※ 体系番号とは、施策目標の番号及び推進方向の番号です。以下同じ。 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（１） １ 保育所（園）への

優先入所 

既存保育所の定員増や定員の弾力化を行い、

保育所入所枠を拡大し、待機児童の解消を図

ります。保育所の入所は、選考基準による点

認定こども園の創設、公立保育所の民営化や既

存保育所の増改築等による定員増や入所定員

の弾力化により、保育所入所枠を拡大し、待機

継続・推進 

今後も保育所の増改築に合わせ定員増

など、保育所入所枠を拡大し、待機児

童対策を行う。また、保育所入所の選

子育て支援室 
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数の上位順に決定しており、就労（外勤）し

ているひとり親の場合は高い点数をつけ、入

所しやすくしています。 

児童対策を行なった。また、保育所の入所は、

選考基準において点数の上位順に決定してお

り、就労（外勤）しているひとり親の場合は高

い点数を付与し、入所しやすくしてきた。 

考基準において、これまでの就労（外

勤）しているひとり親の場合に高い点

数を付与していたことに加え、就労以

外の要件においても入所しやすいよう

配慮する。 

１（１） ２ 延長保育事業 全保育所において、午後 7時までの延長保育

を実施し、一部の私立保育所（園）では、午

後 8時まで実施しています。今後も、勤務形

態の需要に対応するため、延長保育の充実を

図ります。 

11 時間の開所時間を超えて始期及び終期に 1

時間延長を実施した。 

公立 14か所 私立 32か所  

2時間延長 私立 7か所 

4時間延長 私立 1か所（夜間保育所） 

年間延べ利用児数 公立 59,911 人 私立

227,298人 

継続・推進 
引き続き、延長保育の需要に対応する

ため、延長保育の充実を図る。 

子育て支援室 

１（１） ３ 休日保育事業 保護者の就労形態の多様化により、日曜、祝

日など、休日の保育ニーズに対応するため、

休日保育を今後、私立保育所（園）で取り組

みます。 

蹉跎保育園にて休日保育を実施した。 

延べ年間利用者数 343人 
継続・推進 

引き続き、勤務形態の多様化に対応す

るため休日保育を実施する。 

子育て支援室 

１（１） ４ 夜間保育事業 勤務形態の多様化に対応するため、保護者の

就労などにより夜間の保育を必要とする児

童に対する夜間保育を私立保育所（園）１か

所で実施しています。 

引き続き明善第弐保育園で実施した。 継続・推進 
引き続き、勤務形態の多様化に対応

するため夜間保育を実施する。 

子育て支援室 

１（１） ５ 病児・病後児保育

事業 

保育所に通所中の児童等に対し病気やケガ

の回復期で集団保育が困難な期間に、市立ひ

らかた病院及び私立医療機関 3か所の計 4か

所で保育と看護を実施しています。 

枚方市病児保育室 352 人 枚方病児保育室 

1,197 人 ピッコロケアルーム 1,140 人 クオ

レ 462人 

保育所（園）の病後児保育は、22 か所で実施し

た。 

継続・推進 

引き続き、病気等の回復期にあり、集

団保育が適当でない児童の保育及び看

護を行い、保護者の就労等を支援する

ため病児保育事業を実施する。 

子育て支援室 

１（１） ６ 低年齢児保育事

業 

産休・育休明けの保育の充実を図り、仕事と

子育ての両立を支援するため、0 歳児から 2

歳児までの定員の拡大に取り組み、全定員の

40％以上の確保をめざします。 

入所低年齢児童数 2,867人 

（内訳：0 歳児 459 人 1 歳児 1,140 人 2

歳児 1,268人） （ 平成 26年 4月 1日現在） 

全定員の 46.6％の受け入れ枠を確保した。 

継続・推進 

今後も、私立保育所(園)の増改築等

に伴う定員拡大の際に、0歳児から 2

歳児までの定員枠を 40％以上確保し

ていく。 

子育て支援室 

１（１） ７ 一時預かり事業 保護者の傷病や入院などの緊急時や、育児に

疲れた時など、一時的に子どもの保育ができ

ない場合に私立保育所（園）14か所で保育を

実施しています。 

子どもを保育所で預かる一時預かりを 1 か

所増設し、私立保育所（園）14 か所で実施

した。 

保護者の入院・育児疲れなどの場合：延べ

14,634人 

継続・推進 

新制度に伴い、特定保育事業は平成 26

年度で廃止され、平成 27年度からは、

一時預かり事業で特定事業の要件にあ

たる月額利用枠を認定し実施する。市

民に事業の周知を図り、利用の促進を

図る。 

子育て支援室 

１（１） ８ 特定保育事業 保護者が週 2～3 日程度の就労（月おおむね

64時間以上）などで、子どもの保育ができな

特定保育を私立保育所（園）14 か所で実施

した。 
終了（完了） 

新制度に伴い、特定保育事業は平成 26

年度で廃止され、平成 27年度からは、

子育て支援室 
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（２）子育て相談の充実 

い場合に、私立保育所（園）14か所で保育を

実施しています。 

保護者のパート就労などの場合：延べ15,627

人 

一時預かり事業で特定事業の要件にあ

たる月額利用枠を認定し実施する。 

１（１） ９ 子育て短期支援

事業（ショートス

テイ・トワイライ

トステイ） 

夜間勤務、出張、出産など家庭での子どもの

養育が一時的に困難な場合や、育児不安や育

児疲れ等のリフレッシュのために一時的に

子どもを施設において預かり養育・保護を行

います（利用可能な施設は市内 1か所、市外

7か所）。   

利用日数 741日 継続・推進 
引き続き、効果的な支援が行えるよう、

制度の周知及び推進を図る。 

家庭児童相談所 

１（１） １０ 留守家庭児童会

室への入室（放課

後児童健全育成

事業） 

保護者の就労か病気などの理由により放課

後に保育に欠ける児童の豊かで安全な生活

を確保し、保護者が働くための環境整備に資

することを目的に全 45 小学校で実施してい

ます。 

各児童会室の定員は 50 名であるが、待機児童

解消のため臨時定員制度を実施した。また、市

内４ヶ所の拠点方式で障害のある 5・6 年生の

受け入れを平成 23.24.25 年度に引き続き実施

した。基準開室日数年 250日を踏まえて 8日間

の臨時開室を実施した。 

継続・推進 
待機児童を解消するため、臨時定員を

設定し、入室希望の児童を受け入れる。 

放課後児童課 

１（１） １１ ファミリー サポ

ート センター事

業 

育児の援助を行いたい者と育児の援助を受

けたい者が相互援助活動を行うファミリ

ー・サポート・センターにおいて、会員組織

の活動をより一層推進するため、会員増に努

めるとともに、フォローアップ講座の実施な

どにより活動しやすい体制を作ります。 

依頼会員 1,336人 提供会員 253人 

両方会員 119人      合計：1,708人 

活動件数 2,978件 

継続・推進 

サービスの相互援助活動を行うための

会員組織の運営を行うにあたり、民間

の持つ特性やノウハウを生かし、多様

な保育ニーズに幅広く対応することに

より、本市における地域子育て支援事

業のさらなる充実をめざす。 

子育て支援室 

１（１） １２ 

 

産後ケア事業（産

後ママ安心ケア

サービス） 

 

 

産後の心身ともに不安定な時期に、家族から

の支援が受けられない等で支援が必要な母

子を対象に、市内産科医療機関と助産所でシ

ョートステイ（宿泊型）、デイサービス（日

帰り型）を実施し、助産師等による心身のケ

ア・休養や育児に関する相談を行います。                                 

利用に際しては、保健センターに配置した母

子保健コーディネーターが妊産婦等の相談

を行い、産後ケア事業やその他の必要な支援

につなげます。 

平成 26年 12月より事業を開始した。            

産後ママ安心ケアサービス利用実人数 6 人

（ショートステイ 11 泊、デイサービス 7 日）                              

母子保健コーディネーターによる訪問件数

132件 

継続・推進 

(平成 26年度 

新規事業) 

継続して事業を推進していく。 

保健センター 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（２） １３ 家庭児童相談事 

業 

18歳までの子どもと家族の様々な相談に、家

庭児童相談所の専門相談員が対応し、カウン

セリングやプレイセラピーなどを行います。 
相談対応延べ件数 17,567件 継続・推進 

リーフレットの配布等により、家庭児

童相談所の相談業務の内容を周知する

とともに、必要に応じた決め細やかな

相談が図られるよう努める。 

家庭児童相談所 
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１（２） １４ 土日･夜間電話相

談事業 

特にひとり親などが比較的時間に余裕のあ

る夜間、休日に気軽に子育て等に関する相談

ができ、適切なアドバイスを得られるよう

に、土日・夜間の電話による相談事業を委託

実施します。 

土日夜間電話相談件数 334件 継続・推進 
引き続き、広報を強化し、相談件数の

増加を図る。 

家庭児童相談所 

１（２） １５ こんにちは赤ち

ゃん事業 

生後４か月までの乳児のいる全家庭（保健セ

ンターによる新生児家庭訪問実施家庭を除

く）の訪問を行い、育児に関する不安、悩み

の傾聴及び相談、子育ての支援に関する情報

の提供、乳児とその保護者の心身の状況と養

育環境の把握を行います。 

年間を通じて家庭の訪問を行った。 

2,292件 
継続・推進 

関係部署・機関とのさらなる連携強化

を図り、乳児のいる家庭の孤立化を防

ぎ、地域の中で子どもが健やかに育つ

ことができる環境整備に取り組む。 

子育て支援室 

１（２） １６ 育児支援家庭訪

問事業 

育児支援が必要な家庭や育児困難な家庭に

訪問して、子ども家庭サポーターによる相談

援助や助産師・保健師等による専門的な相

談・指導等の実施を図り、家庭での安定した

養育を支援します。 

訪問延べ件数 4回 継続・推進 

引き続き、事業の周知を図るとともに、

関係機関より育児支援が必要な家庭の

情報を提供してもらい、事業の推進を

図る。 

家庭児童相談所 

１（２） １７ 産後ケア訪問指導として助産師が訪問した。

延べ件数 130件 
継続・推進 継続して事業を推進していく。 

保健センター 

１（２） １８ 安心子育て応援

事業 

私立保育所（園）が保育を通じて蓄積してい

る子どもの育ちや子育てに関する知識、技術

等を生かし、地域の子育て家庭などに対し各

種事業の実施を通じて必要な相談、指導、助

言や気になる子どもへの支援等を行い、地域

に密着した保育所（園）として保育・子育て

支援機能の一層の充実を図ります。 

保育所内外での子育て相談・指導等、枚方版

ブックスタート、地域の気になる子どもへの

支援、絵本とのふれあい事業、その他事業の

5事業を私立保育所（園）全 41園で実施した。 

継続・推進 

引き続き、地域に密着した保育所（園）

として保育・子育て支援機能の充実を

行う。 

子育て支援室 

１（２） １９ 母子訪問指導事

業 

家庭訪問により、妊産婦及び乳幼児の保護者

の子育てに関する相談に応じ、子どもに対す

る理解を深め、疾病の予防や母と子どもの健

康の保持増進に努めます。また、地域で孤立

している母親の育児不安の解消などに対し

て、生活の場である家庭でよりていねいな個

別支援を行うことで、安心して健全な子育て

ができるよう支援します。周産期からのハイ

リスク母子を確実に把握し、早期より予防的

に支援を開始する対策を充実させるために、

医療機関等関係機関との連携を図ります。 

委託契約をしている助産師が訪問した件数

および保健師等が訪問した件数 6,276件 

新生児訪問率 54.6％（2か月未満の助産師訪

問分） 

乳児訪問率 68.0％（1歳未満） 

市立病院産科との連携による入院中に病棟

での保健師との面接件数 117件 

継続・推進 継続して事業を推進していく。 

保健センター 

１（２） ２０ 母子健康相談事

業（子育てコー

妊産婦及び乳幼児の保護者を対象に健康相

談を実施します。疾病の予防や健康の保持増

子育てコール件数 2,222件             

乳幼児健康相談件数 5,002件              
継続・推進 継続して事業を推進していく。 

保健センター 
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ル、乳幼児健康相

談等） 

進、地域で孤立している母親の育児不安の解

消に努め、安心して子育てができるよう支援

します。また、支援の必要に応じて関係機関

とも連携を図ります。 

子育てコールでは、いつでも気軽に相談でき

るよう保健師が常時電話相談を行います。乳

幼児健康相談では、生涯学習市民センター等

身近な地域において身体計測や保健師・栄養

士・歯科衛生士による保健指導を行います。

また、個別相談において心理相談員が予約制

で個別の発達相談を実施します。 

個別相談件数 1,634件 

１（２） ２１ 保育所（園）にお

ける育児相談事

業 

保育所（園）において、地域の子育て中の保

護者からの育児に関する相談に対し、保育所

（園)の職員が電話や面接で相談に応じま

す。 

各保育所（園）で育児相談に応じた。相談内

容はしつけ・食事・排泄・あそび等。 

公私立保育所相談件数 3,847件 

継続・推進 

引き続き、各保育所（園）で、育児に

関する相談に対応できるように働きか

ける。 

子育て支援室 

１（２） ２２ 教育相談事業 教育相談員や電話相談員等を配置し、保護者

や幼児児童生徒からの教育や学校生活上の

課題に関する相談を受け、適切なアドバイス

を行います。また、必要に応じて、面談によ

る継続的なカウンセリングを実施します。 

延べ相談対応件数 2,020件 継続・推進 

今後も継続して教育相談体制の充実を

図るとともに、周知に努め、学校園に

おけるいじめ問題等の未然防止、早期

発見・早期解決に努める。 

児童生徒支援室 

１（２） ２３ 

 

障害者（児）福祉

サービスに関す

る相談 

障害児の親、または障害がある親からの子育

てや在宅生活について、関係機関と連携しな

がら情報提供を行うとともに、障害者（児）

施策に関する相談および必要なサービスの

提供を行います。 

児童に係る障害福祉サービス支給決定人数 

841人 
継続・推進 

引き続き情報提供、相談及びサービス

の提供を行っていく。 

障害福祉室 

１（２） ２４ 

 

 

枚方市パパママ

応援メールマガ

ジン「ひらかたっ

子すくすくメー

ル」の配信 

妊娠・子育てに関する適切な情報提供を目的

に、事前登録した妊娠中の人や、主に 0から

3歳の子どもがいる保護者を対象に毎月15日

に配信します。 

登録者数 2,118人  

配信回数 12回 
継続・推進 継続して事業を推進していく。 

保健センター 

子育て支援室 

１（２） ２５ 

 

未熟児等の保健

事業 

平成 24 年度から大阪府版地方分権推進制度

による移譲事務により、低体重児の届け出の

受理と、出生体重 2,001g～2,499g までの未

熟児に対し訪問指導等による支援を実施し

ています。さらに平成 25 年度からは母子保

健法の改正に伴い、出生体重 2,000ｇ以下ま

で支援対象を拡大（ただし、身体障害児、長

低体重児の届出の受理件数 256件 継続・推進 継続して事業を推進していく。 

保健センター 
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（３）生活支援の推進 

期療養児は除く）しました。平成 26 年度の

中核市移行に伴い、身体障害児、長期療養児

についても支援対象となりました。未熟児は

正常の新生児に比べ、養育についてさらに注

意深く配慮が必要であり、未熟児を養育する

母親が有する育児不安の解消のためにも、保

健師等による訪問指導等を通して、育児の相

談・支援を行います。 

１（２） ２６ 

 

身体障害児及び

長期療養児等療

育指導事業 

 

 

身体障害児及び長期療養児に対し、医師など

専門職による健康診査及び相談を行います。

また、在宅指導が必要な児に対して、保健師

等が訪問指導を行い、相談に応じています。

また、必要時、講演会や交流会などの集団支

援を実施します。 

医師等専門職による療育相談件数 120 件                     

保健師による面接件数 151件 

訪問件数 291件 

電話件数 282件 

継続・推進 

（平成 26年度 

新規事業） 

継続して事業を推進していく。 

保健センター 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（３） ２７ 住宅情報の提供 ひとり親家庭等の入居を受け入れる民間賃

貸住宅等の紹介等を行う大阪あんしん賃貸

支援事業を周知することにより、ひとり親家

庭等の住宅探しを支援します。 

窓口相談等で情報提供に努めた。 継続・推進 
今後も同様に情報提供を実施してい

く。 

子ども青少年課 

１（３） ２８ 市営住宅におけ

るひとり親世帯

等への優先入居

と府営住宅の案

内 

市営住宅に空き家が生じた場合はその都度、

高齢者・障害者・ひとり親等の福祉世帯向け

として募集します。また府営住宅の募集に係

る案内を行います。 

津田北町住宅の空室 2室について、福祉世帯

向けの募集を行ったが、抽選の結果ひとり親

世帯の入居はなかった。 

継続・推進 今後も福祉向けの募集を続けていく。 

資産活用課 

１（３） ２９ 府営住宅について、年 6回ある総合募集や随

時募集等、募集に係る案内を行った。 
継続・推進 

今後も府営住宅の募集に係る案内を行

っていく。 

福祉総務課 

１（３） ３０ 母子生活支援施

設への入所 

夫の暴力から逃れるため等の事情で子ども

の養育が十分できない場合に、母子ともに安

全で安定した生活を送れるように入所させ

て保護し、その自立の促進のために生活を支

援することによって、母子の福祉を図りま

す。 

児童福祉法第 23 条に基づき、母子生活支援

施設への入所決定を行った。 

入所措置世帯数 5世帯 

継続・推進 
児童福祉法に基づき、適正に母子生活

支援施設の入所決定を行う。 

子ども青少年課 

１（３） ３１ 父子家庭生活支

援員派遣事業 

父が不在等のため、育児等日常生活に支障の

ある父子家庭に対して、生活支援員を派遣

し、日常生活、特に家事・育児に対する援助

を行います。 

父親が不在のため、家事など日常生活に支障

のある父子家庭に対して、生活支援員を派遣

した。 

登録世帯 2世帯 派遣回数 6件 

継続・推進 

父子家庭の自立に向けての援助であ

り、各家庭の状況に応じて、適切にサ

ポートする。 

子ども青少年課 

１（３） ３２ 家庭児童相談事 18歳までの子どもと家族の様々な相談に、家 延べ相談対応件数 17,567件 継続・推進 リーフレットの配布等により、家庭児 家庭児童相談所 
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（４）子どもへの支援の充実 

業（再掲） 庭児童相談所の専門相談員が対応し、カウン

セリングやプレイセラピーなどを行います。 

童相談所の相談業務の内容を周知する

とともに、必要に応じた決め細やかな

相談が図られるよう努める。 

１（３） ３３ 母子家庭等日常

生活支援事業 

母子家庭の母や寡婦が、疾病、冠婚葬祭、出

張等の理由により日常生活を営むのに一時

的に支障が生じている場合に、家庭生活支援

員を派遣し生活援助や子育て支援を行いま

す。 

登録世帯 4世帯 

派遣回数 12回（2世帯） 

継続・推進 

（平成 26年度 

新規事業） 

継続して事業を推進していく。 

子ども青少年課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（４） ３４ 教育相談事業（再

掲） 

教育相談員や電話相談員等を配置し、保護者

や幼児児童生徒からの教育や学校生活上の

課題に関する相談を受け、適切なアドバイス

を行います。また、必要に応じて、面談によ

る継続的なカウンセリングを実施します。 

延べ相談対応件数 2,020件 継続・推進 

今後も継続して教育相談体制の充実を

図るとともに、周知に努め、学校園に

おけるいじめ問題等の未然防止、早期

発見・早期解決に努める。 

児童生徒支援室 

１（４） ３５ 専門相談員によ

る青少年相談 

枚方公園青少年センターにおいて、青少年問

題専門の相談員がひきこもりなどの青少年

相談を月 2回行っています。 

面接相談 31件 

電話相談 7件 
継続・推進 

悩みを持つ青少年やその家族をサポー

トするため相談体制の整備や青少年サ

ポート事業の充実を図っていく。 

子ども青少年課 

１（４） ３６ ひきこもり等子

ども・若者相談支

援事業 

ひきこもり等子ども・若者相談支援センター

において、おおむね 15歳から 39歳までのひ

きこもり・ニート・不登校等の子ども・若者

やその家族等の相談に応じ、継続して対応方

法や社会的自立に向けた支援を進めるとと

もに、必要に応じて、ひきこもり等地域支援

ネットワーク会議と連携し、適切な支援機関

につなげるよう支援を行います。 

ひきこもり等子ども・若者相談支援センター

延べ相談件数 1,116件 

（内訳：新規 121件 継続 995件・延べ面接

相談 1,029件 延べ電話相談 87件） 

平成 26 年 6 月より相談支援センターでの相

談当事者を対象に、社会参加に向けた支援と

して居場所支援「ひらぽ」を週 1回開設した。

延べ参加者数 70人 

平成 26 年７月より家族の支援として、月 1

回家族会を実施した。 

延べ参加家族数 30家族 

周知・啓発事業として市民連続講座を実施し

た。 

延べ参加者数 163人 

継続・推進 

さまざまな事例に応じて、早期に適切

な支援機関につなげることができるよ

う、ひきこもり等地域支援ネットワー

ク会議の関係機関との情報交換や連携

を図るとともに、相談を通じた家族支

援を充実させる。 

子ども青少年課 

１（４） ３７ 子どもの居場所

づくりの推進 

生涯学習市民センター、青少年センター等で

子どもの居場所づくりを推進しており、子ど

もが自由に安全に過ごすことができ、ひとり

親も安心できる場であるように充実を図り

市民等の身近なスポーツ・文化・地域活動の

場として、全学校園の施設（運動場・体育館・

特別教室等）を使用許可の対象とした。許可

件数 20,405件 

改善・見直し 

スポーツ振興課所管の市立小学校体育

施設開放事業との整理・調整及び電気

使用料等の実費相当額の負担につい

て、具体化に向けた検討を進める。 

学校規模調整課 
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施策目標２ 就業支援の推進 

 

＜主な実績等＞ 

（１）能力開発のための支援の充実 

＜№41＞ひとり親の就業を支援するための自立支援給付金事業について、資格講座を受講する際の経費の支援（１件）や看護師などの専門資格を取得する場合の生活の負担軽減を図る費用を支援（22件）しま

した。また、＜№43＞地域就労支援センターで就労相談（週 4回）や就職活動支援、資格取得に向けた各種能力開発講座（参加延べ 206人）を実施しました。 

＜№45＞地域活性化支援センターにおいて、起業・創業に関する支援を行っています。この事業では、起業希望者の情報収集に取り組むとともに講座・セミナーの参加者にはアンケートを実施しており、また

事業者の経営相談対応を踏まえて、より効果的な事業者支援を実施していきます。 

   中核市移行に伴う新規事業として、＜№46＞母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、就業支援講習会を実施しました。また＜№47＞就職に必要な技能取得資金やその間の生活資金について、相談事業に

加え貸付事業も開始しました。さらに平成 26年 10月には、母子寡婦福祉資金に加え父子福祉資金が創設され、技能習得資金・生活資金についても父子家庭も相談・貸付対象となりました。 

 

（２）職業紹介機関等との連携の強化 

＜№50＞生活保護の就労支援対象者に対して、キャリアカウンセラーによるカウンセリングと、求人開拓員による就労先の開拓事業を併せて行うことにより、平成 26年度は 268名が参加、131名を就職につな

げました。今後、就労が可能である保護の申請者には、稼働能力の活用を十分認識させ、原則的には申請と同時に就労支援事業に参加を促し、短期での就職実現を目指します。 

また、＜№49＞児童扶養手当窓口での情報提供や＜№51＞母子・父子自立支援員による就業相談を行い、ハローワーク等と連携を取りながら就労支援を行いました。 

   中核市移行に伴う新規事業として、＜№52・53＞母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、就業に関する相談や助言・支援を行い、就業情報の提供を行いました。 

 

（３）就業機会創出のための支援の推進 

＜№60＞市が発注する委託業務の一部で総合評価入札方式を実施し、母子家庭の母などの雇用・労働条件の確保や子育て支援などの取組を評価に加味して落札者を決定しました。 

   ＜№62＞新たに事業を始めるために必要な資金について、相談事業に加え貸付事業も開始しました。さらに平成 26年 10月には、母子寡婦福祉資金に加え父子福祉資金が創設され、事業開始資金についても父

１（４） ３８ ます。また、学校園施設（運動場・体育館・

特別教室等）を子どもが体育活動や文化活動

等に利用できるよう提供します。 

市民の身近なスポーツ活動の場として、小学

校運営に支障のない範囲で、小学校の運動場

や体育館を地域住民等の団体に開放した。 

改善・見直し 

学校規模調整課所管の市立学校園施設

開放事業との整理・調整及び電気使用

料等の実費相当額の負担について、具

体化に向けた検討を進める。 

スポーツ振興課 

１（４） ３９ 
各青少年教室（夏休み・料理）を実施した。

延べ参加者数 201人 
継続・推進 

青少年のニーズの把握に努め、各事業

の精査を行った上で青少年センターと

しての独自性のある事業を実施する。 

子ども青少年課 

１（４） ４０ 6 か所の生涯学習市民センターにおいて、諸

室の一部を開放したり、ロビーの一部に子ど

もの居場所づくりのためスペースを設けて

いる。子どもの自主的なグループ活動につい

ては、子どものみで構成される団体の使用に

ついても利用可能としており、使用料減免も

行っている。 

継続・推進 

引き続き、生涯学習市民センターにお

いて、子どもの居場所づくりを継続し、

子どもの自主的なグループ活動の育成

を図るための利用しやすい体制を維持

していく。 

生涯学習課 
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子家庭も相談・貸付対象となりました。 

  

（４）男女の均等な就業機会及び生活実態に合った雇用確保のための啓発活動の推進 

＜№63＞就職に向けての将来設計や就職活動での自己ＰＲをテーマにした講座等を開催し、啓発を行いました。＜№65＞男女共生フロア・ウィルに啓発ポスターを掲示するとともに、資料等を配架し、啓発に

努めました。 

 

 

（１）能力開発のための支援の充実 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（１） ４１ ひとり親家庭自

立支援給付金事

業 

母子家庭の母及び父子家庭の父に対し自立

支援教育訓練給付や母子家庭等高等技能訓

練促進費給付といった事業を実施し、自立に

向けて、職業能力向上のための訓練など就業

面における支援に取り組みます。  

就業支援のため、パソコン技術などの講座を受

講する際の経費の支援件数 1件 

看護師などの専門資格の取得に向け修業する

場合の生活費の支援件数 22件 

継続・推進 
引き続き適正に給付手続きを行い、ひ

とり親家庭の自立を支援する。 

子ども青少年課 

２（１） ４２ 母子・父子自立支

援プログラム策

定事業 

ひとり親に対し、ハローワークと連携して、

個々の家庭の実情に応じた自立に向けたプ

ログラム策定を行いきめ細やかな支援に取

り組みます。 

母子・父子自立支援プログラム策定事業実績件

数 0件 
継続・推進 

引き続き母子・父子自立支援プログラ

ム策定事業を実施していく。 

子ども青少年課 

２（１） ４３ 地域就労支援事

業 

障害者、母子家庭の母、父子家庭の父、中高

年齢者等の中で、働く意欲がありながらさま

ざまな就労阻害要因のために就労できない

就職困難者に対し、地域就労支援コーディネ

ーターによる就労相談や、履歴書の書き方や

面接時の対応の指導を行う就労支援セミナ

ー、ワード・エクセルのパソコン講習、簿記・

会計講座等を行い、就労スキルの向上を図

り、雇用・就労につなげます。 

地域就労支援センターで就労相談（週 4回）や

就職活動支援、資格取得に向けた各種能力開発

講座を実施した。 

延べ参加者数 206人 

継続・推進 

今後も引き続き、就労相談や各種能力

開発講座の開催によって相談者を雇

用・就労に繋げる。 

産業振興課 

２（１） ４４ 母子寡婦福祉資

金の貸付相談（技

能習得資金）（生

活資金） 

母子家庭の母、寡婦に対し、就職するための

知識技能の習得に必要な費用や、その期間中

に必要な生活費の負担軽減のため、技能習得

資金や生活資金についての相談に応じます。 

― 終了（完了） 

中核市移行に伴い、母子父子寡婦福祉

資金の相談および貸付（技能習得資金）

(生活資金)事業【2-(1)-＜48＞】へ移

行した。 

子ども青少年課 

２（１） ４５ 創業支援 地域活性化支援センターにおいて、創業に関

する支援を行います。 

地域活性化支援センターにおいて、創業相談だ

けでなく、ビジネスカフェの開催から創業実践

塾の開講、インキュベートルーム（創業支援室）

の貸出し、同施設使用後の市内創業者を対象と

したテイクオフ補助金（事務所等の賃借料の一

部補助）の交付まで一貫した創業支援を実施し

継続・推進 

引き続き創業者の掘り起こしから創業

後のフォローまで一貫した支援事業を

実施していく。 

産業振興課 
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（２）職業紹介機関等との連携の強化 

た。 

２（１） ４６ 母 子 家 庭 等 就

業・自立支援セン

ター事業（就業支

援講習会事業） 

 

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦に対

し、母子家庭等就業・自立支援センターにお

いて、就業に結びつく可能性の高い技能・資

格を取得するための就業支援講習会を実施

します。 

受講者数 

パソコン初級 2人 パソコン検定 3級 1人 

介護職員初任者研修 1人 

継続・推進 

（平成 26年度 

新規事業） 

引き続き、就業支援講習会を実施して

いく。 

子ども青少年課 

２（１） ４７ 母子父子寡婦福

祉資金の相談お

よび貸付（技能習

得資金）（生活資

金） 

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦に対

し、就職するための知識技能の習得に必要な

費用や、その期間中に必要な生活費の負担軽

減のため、技能習得資金や生活資金について

の相談や貸付を行います。 

平成 26年 10月父子福祉資金を創設した。 

母子父子寡婦福祉資金（技能習得資金）（生活

資金）貸付件数 0件 

継続・推進 

（平成 26年度 

新規事業） 

今後も母子父子福祉資金（技能習得資

金）（生活資金）の貸付相談に応じ、ま

た必要に応じて貸付を行っていく。 

子ども青少年課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（２） ４８ 地域就労支援事

業（再掲） 

障害者、母子家庭の母、父子家庭の父、中高

年齢者等の中で、働く意欲がありながらさま

ざまな就労阻害要因のために就労できない

就職困難者に対し、地域就労支援コーディネ

ーターによる就労相談や、雇用・就労施策や

福祉施策を活用し、関係機関と連携しながら

雇用・就労を支援します。 

地域就労支援センターで就労相談（週 4回）や

就職活動支援、資格取得に向けた各種能力開発

講座を実施した。 

延べ参加者数 206人 

継続・推進 

今後も引き続き、就労相談や各種能力

開発講座の開催によって相談者を雇

用・就労に繋げる。 

産業振興課 

２（２） ４９ 児童扶養手当窓

口における情報

提供 

児童扶養手当等の新規申請時に、就業支援に

関する情報や相談窓口の紹介など情報提供

に努めます。 

児童扶養手当等の新規申請時に情報提供を行

った。 
継続・推進 今後も同様に、情報提供を行う。 

年金児童手当課 

２（２） ５０ 生活保護受給者

就労支援事業 

就労支援員を設置し、生活保護受給者に対

し、きめ細やかで継続的な自立・就労支援を

行います。 

生活保護の就労支援対象者に対して、就労支援

員によるカウンセリングや面接のトレーニン

グを行った。 

参加者数 268名 

うち就労につながった人数 131名 

継続・推進 

ハローワークの常設窓口が設置された

ことを契機に、ハローワークが実施す

る生活保護受給者等就労自立促進事業

との連携を密にして、より効果的な支

援を実施していく。                                                                   

就労による保護からの脱却が早期に見

込める者については、就労活動促進費

や平成 26年度より支給している就労

自立給付金の周知を行い、原則的には

申請と同時に就労支援事業に参加を促

し、短期での就業実現を目指す。                                                    

被保護者の就労ニーズに応じた求人開

拓に重点をおく。 

生活福祉室 
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（３）就業機会創出のための支援の推進 

２（２） ５１ 母子・父子自立支

援員による就業

相談 

母子・父子自立支援員が、資格取得について

情報提供を行うとともに、ハローワークや商

工会議所等と連携を取りながら就労支援を

行います。またハローワーク等と連携しひと

り親向けに就労支援セミナーを開催します。 

ハローワークと連携しながら就労支援を行っ

た。 
継続・推進 

今後も引き続きハローワークと連携し

ながらの就労支援を実施していく。 

子ども青少年課 

２（２） ５２ 母 子 家 庭 等 就

業・自立支援セン

ター事業（就業支

援事業） 

母子家庭等就業・自立支援センターにおい

て、個々の母子家庭の母、父子家庭の父及び

寡婦の就業相談に応じ、家庭の状況、職業の

適性、就業への意欲形成、職業訓練の必要性、

求人等の情報提供、事業を経営する上での問

題等に対し適切な助言や支援を行います。 

センター事業利用者の就業実績 

常勤 1人 非常勤・パート 2人 合計 2人 

継続・推進 

（平成 26年度 

新規事業） 

引き続き、就業支援事業を実施してい

く。 

子ども青少年課 

２（２） ５３ 母 子 家 庭 等 就

業・自立支援セン

ター事業（就業情

報提供事業） 

母子家庭等就業・自立支援センターにおい

て、就業支援講習会修了者等の求職活動を支

援するため、母子家庭の母、父子家庭の父及

び寡婦の希望する雇用条件等を登録し、希望

に応じた求人情報を登録された者に適宜提

供する母子家庭等就業支援バンクを開設す

るとともに、インターネット等を活用した情

報提供、電子メール相談、企業等への雇用を

促進するための啓発活動などを行います。 

就業情報提供事業登録者数 12人 

就業情報提供延べ件数 40件 

就業実績 常勤 1人 非常勤・パート 2人 

                合計 3人 

継続・推進 

（平成 26年度 

新規事業） 

引き続き、就業情報提供事業を実施し

ていく。 

子ども青少年課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（３） ５４ 母子家庭の母、寡

婦の職員での雇

用に向けた取り

組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市において非常勤職員等を雇用する際には、

求人情報を母子家庭等就業・自立支援センタ

ーにも提供します。 

人事課での求人分については、直接母子家庭

等・自立支援センターへの情報提供は行ってい

ないが、非常勤職員等の募集に際し、ハローワ

ークへの情報提供を行った。 

継続・推進 

引き続き、非常勤職員等の求人を行う

際にはハローワークへの情報提供を行

っていく。 

人事課 

２（３） ５５ 直接母子家庭等就業・自立支援センターへの情

報提供は行っていないが、必要に応じてハロー

ワークに情報提供を行った。 

継続・推進 
必要に応じハローワークへの情報提供

を行っていく。 

教育総務課 

２（３） ５６ 市立ひらかた病院においては、非常勤職員等を

雇用する際には、求人情報を母子家庭等就業・

自立支援センターに提供していないが、臨時職

員の求職情報はハローワークに提供している。

院内保育所は常勤・非常勤を問わず子育て中の

医療職職員に利用していただいている。 

継続・推進 

引き続き、ハローワークに求人情報を

提供するとともに、院内保育所を活用

し、子育て中の医療職職員にとって働

きやすい職場環境を充実させることに

努める。 

市立ひらかた病院総務課 

２（３） ５７ 直接母子家庭等就業･自立センターへの情報提 継続・推進 当課で行う求人は、基本的に教員等免 教職員課 
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（４）男女の均等な就業機会及び生活実態に合った雇用確保のための啓発活動の推進 

 

 

 

 

供は行っていないが、必要に応じてハローワー

クに情報提供を行っている。 

許要件があるが、必要に応じて、ハロ

ーワークにも情報提供していく。 

２（３） ５８ 非常勤職員の雇用に関して、平成 27 年 1 月 5

日から 1 月 23 日まで、ハローワークに求人情

報の掲載を依頼した。 

継続・推進 

引き続き、非常勤職員等を雇用する際

は、ハローワークへの求人情報の提供

を行う。 

上下水道経営課 

２（３） ５９ 母子寡婦福祉資

金の貸付相談（事

業開始資金） 

母子家庭の母及び寡婦に対し、新たに事業を

始めるために必要な費用として、事業開始資

金の貸付について相談に応じます。 

― 終了（完了） 

中核市移行に伴い、母子父子寡婦福祉

資金の相談および貸付(事業開始資金)

事業【2-(3)-＜63＞】へ移行した。 

子ども青少年課 

２（３） ６０ 業務委託におけ

る総合評価方式

の入札導入によ

る雇用促進機会

の確保 

市が発注する業務委託の一部において雇

用・労働条件の確保や子育て支援などの評価

を加味した総合評価方式による入札により

母子家庭の母などの雇用促進機会の確保を

図ります。また、その他の発注についても、

発注内容に応じて母子寡婦福祉団体等への

受注機会が増えるよう努めます。 

委託業務のうち、環境事業部発注の枚方市穂谷

川清掃工場焼却処理施設運転管理等業務委託

及び総務部発注の庁舎清掃業務委託について、

総合評価方式を実施し母子家庭の母などの雇

用・労働条件の確保や子育て支援などの取組を

評価に加味して落札者を決定した。 

継続・推進 

今後も委託業務における総合評価方式

の入札を推進し、母子家庭の母等の就

職困難者に対する雇用促進機会の確保

に向けて取り組んでいく。 

総合契約検査室 

２（３） ６１ 商工会議所と連

携した雇用啓発 

北大阪商工会議所が事業者に対して発行す

る会報に、母子家庭の母及び父子家庭の父の

就業支援を依頼する記事を掲載し、就労に結

びつけられるよう働きかけます。 

北大阪商工会議所が事業者に対して発行する

会報に、母子家庭の母及び父子家庭の父の修業

支援を依頼する記事を掲載するよう働きかけ

た。 

継続・推進 

今後も母子家庭の母及び父子家庭の父

の就業支援のため商工会議所と連携し

雇用啓発をしていく。 

子ども青少年課 

２（３） ６２ 母子父子寡婦福

祉資金の相談お

よび貸付（事業開

始資金） 

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦に対

し、新たに事業を始めるために必要な費用と

して、事業開始資金の相談や貸付を行いま

す。 

平成 26年 10月父子福祉資金を創設した。 

母子父子寡婦福祉資金（事業開始資金）貸付件

数 0件 

継続・推進 

（平成 26年度 

新規事業） 

今後も母子父子福祉資金（事業開始資

金）の貸付相談に応じ、また必要に応

じて貸付を行っていく。 

子ども青少年課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（４） ６３ 「男女雇用機会

均等法」「パート

タイム労働法」等

の普及、啓発 

雇用の分野における男女の均等な機会と待

遇の確保及びパートタイム労働者や派遣労

働者の権利保障の推進のため、資料等を配布

して啓発を行います。 

各講座を開催し、啓発を行った 

・就職に向けて、これから必要なお金や自分の

将来設計について考える講座「わたしらしく第

一歩！働く前に考えようわたしのマネー＆ラ

イフプラン」 

参加者数 53人 実施回数 3回 

・就職活動での自己ＰＲ力アップをテーマにし

た「わたしが輝くカラー･メイク術～自分であ

ることを楽しむために お仕事編～」 

参加者数 20人 

その他、事業実施の際に、国・府のリーフレッ

継続・推進 
第 2 次男女共同参画計画に基づき、取

り組みを推進する。 

人権政策室 
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施策目標３ 養育費の確保 

 

＜主な実績等＞ 

（１）養育費確保に向けた相談・経済的支援の実施 

＜№67＞離婚、家庭問題等日常生活で困ったことなど法律に関する問題について、弁護士、認定司法書士による法律相談を引き続き行いました。＜№70＞母子・父子自立支援員による離婚前相談の中で、離婚

までの手続きや養育費取得についての情報提供等を行いました。 

また、新規事業として、＜№71＞母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、養育費に関する相談・調整、情報提供や講習会を実施したほか＜№72＞ひとり親になって 7年未満の世帯に、養育費取得のため

の裁判費用の相談事業に加え、貸付事業も開始しました。さらに平成 26年 10月には、母子寡婦福祉資金に加え父子福祉資金が創設され、養育費取得の裁判費用とする資金について父子家庭も相談・貸付対象と

なりました。 

 

（２）情報提供の充実 

＜№73・74＞児童扶養手当や戸籍などの担当窓口等において情報提供を行い「ひとり親のみなさんへのてびき」を配布しました。 

 

（３）養育費確保についての広報・啓発活動の推進 

＜№76＞養育費等についての正しい知識を周知するため、パンフレットを配付する等、情報提供を行いました。 

 

トを配布し啓発を行った。 

２（４） ６４ 
関係機関より送付される資料等の配架及び関

係各課への配布を通じた啓発を実施した。 
継続・推進 

関係機関より送付される資料等の配架

及び関係各課への配布を通じた啓発を

実施していく。 

産業振興課 

２（４） ６５ 女性の採用、職域

拡大等に関する

啓発 

男女間の格差を解消するための取り組みと

して、採用、昇進などでポジティブアクショ

ンが行われるよう、資料等を配布して啓発を

行います。 

関係機関に啓発ポスターを掲示するとともに、

資料等を配架し、啓発に努めた。 
継続・推進 

引き続き、関係機関に啓発ポスターや

資料等を掲示、配架をし、啓発に取り

組む。 

人権政策室 

２（４） ６６ 
関係機関より送付される資料等の配架及び関

係各課への配布を通じた啓発を実施した。 
継続・推進 

関係機関より送付される資料等の配架

及び関係各課への配布を通じた啓発を

実施していく。 

産業振興課 
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（１）養育費確保に向けた相談・経済的支援の実施 

 

（２）情報提供の充実 

 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

３（１） ６７ 法律相談の実施 相続、離婚、家庭問題、近隣問題、金銭貸借

等日常生活で困ったことなど法律に関する

問題について、ひとり親等を含む相談者に対

し、弁護士、認定司法書士（市民相談課のみ）

による法律相談を実施しています。 

弁護士、認定司法書士による法律相談を実施し

た。                             

月・水曜日 13:00～17:00               

火・金曜日 13:00～16:00         

継続・推進 

広報ひらかたや市ホームページに掲載

するなど市民に広く周知を図り、法律

に関する日常生活での困りごとに対応

するため、引き続き法律相談を実施し

ていく。 

市民相談課 

３（１） ６８ 
女性弁護士による法律相談件数  

117件 47日 
継続・推進 

利用者の必要に合わせて、弁護士によ

る相談に応じ、利用者の自立を支援す

る。 

人権政策室 

３（１） ６９ 母子寡婦福祉資

金の貸付相談 

母子家庭になって 7年未満の世帯に、養育費

の取得のため、裁判費用の貸付について相談

に応じます。 

― 終了（完了） 

中核市移行に伴い、母子父子寡婦福祉

資金の相談および貸付事業【3-(1)-＜

73＞】へ移行した。 

子ども青少年課 

３（１） ７０ 母子・父子自立支

援員による養育

費相談 

母子・父子自立支援員が受ける離婚前相談の

中で、離婚までの手続きや養育費取得につい

ての情報提供等を行います。 

窓口相談等で情報提供に努めた。 継続・推進 今後も同様に情報提供を行っていく。 

子ども青少年課 

３（１） ７１ 母 子 家 庭 等 就

業・自立支援セン

ター事業（地域生

活支援事業・養育

費相談） 

母子家庭等就業・自立支援センターにおい

て、養育費に関する専門知識を有する相談員

を設置し、養育費の取り決めや支払いの履

行・強制執行に関する相談・調整や情報提供

のほか、講習会などを実施します。 

相談件数 5件 

（内訳：離婚・親権 2件 養育費の取り決め方

法 1件） 

継続・推進 

（平成 26年度 

新規事業） 

引き続き、地域生活支援事業（養育費

相談）を実施していく。 

子ども青少年課 

３（１） ７２ 母子父子寡婦福

祉資金の貸付（生

活資金：養育費取

得の裁判費用と

する資金） 

ひとり親家庭になって 7年未満の世帯に、養

育費の取得のため、裁判費用の相談及び貸付

を行います。 

平成 26年 10月父子福祉資金を創設した。 

母子父子寡婦福祉資金（生活資金：養育費取得

の裁判費用とする資金）貸付件数 0件 

継続・推進 

（平成 26年度 

新規事業） 

今後も母子父子福祉資金（生活資金：

養育費取得の裁判費用とする資金）の

貸付相談に応じ、また必要に応じて貸

付を行っていく。 

子ども青少年課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

３（２） ７３ 児童扶養手当や

戸籍などの担当

窓口等での情報

提供 

離婚届用紙を渡したり受け取ったりする機

会、あるいは児童扶養手当にかかる届け出等

の機会を捉えて、案内文を配布し、情報提供

を行います。 

離婚届出等によりひとり親となる場合に「ひと

り親のみなさんへのてびき」を配布した。 

（年間離婚届 648 件のうち未成年者がいる場

合等に配布） 

継続・推進 今後も同様に情報提供を行っていく。 

市民室 

３（２） ７４ 
窓口に養育費の確保に関するリーフレット

を設置します。 

養育費の確保に関するリーフレットを窓口に

設置した。 
継続・推進 

今後も同様にリーフレットの設置を行

っていく。 

年金児童手当課 
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（３）養育費確保についての広報・啓発活動の推進 

 

 

 

施策目標４ 経済的支援の充実 

 

＜主な実績等＞ 

（１）経済的援助の実施 

＜№77＞児童扶養手当の給付（平成 26 年 12 月末時点の受給者数 4,338 人）や、＜№79＞また、生活困窮者に対し、生活保護を活用し、最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けた支援を行いました。

＜№80＞家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的とし、中学校修了前の児童を対象に児童手当の給付を行っています。 

新規事業としては＜№81＞生活の安定と向上のために必要な資金の相談事業に加え、貸付事業も開始し、経済的自立の助成・生活意欲の助長を図りました。さらに平成 26年 10月には、母子寡婦福祉資金に加え

父子福祉資金が創設され、父子家庭も相談・貸付対象となりました。 

 

（２）経済的負担の軽減 

＜№82＞ひとり親家庭医療費助成を実施し、通院及び入院等の保険診療に係る自己負担分の一部を助成しました。 

＜№84＞経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費等負担すべき費用について必要な援助を行う就学援助費の支給や、＜№85＞幼稚園児の保護者の経済的負担の軽減を図る幼稚園就

園奨励費補助金を交付し、教育の機会均等を図りました。 

＜№86＞教育の機会均等を図ることを目的に、経済的な理由のため学校教育法に規定される高等学校等に修学が困難な者に奨学金を支給しています。今後、国・府の検討している奨学金制度の動向等を注視し

ながら、事業の見直しを検討していきます。 

 

（３）経済的支援に関する情報提供の充実 

＜№91＞「ひとり親のみなさんへのてびき」リーフレットを作成、関係窓口に設置しました。また、市のホームページにもリーフレット内容を掲示し、情報提供を行いました。 

 

 

（１）経済的援助の実施                                                           

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

３（３） ７５ 啓発活動の推進 離婚の際には親権者を定めるとともに、養育

費の取り決めをすること、養育費の支払いは

子どもの親として当然の責務であること等

を、広報等を通じて啓発します。 

相談者には養育費相談支援センターのパンフ

レットを配布する等情報提供に努めた。 
継続・推進 今後も情報提供を行っていく。 

子ども青少年課 

３（３） ７６ 養育費の正しい

知識をパンフレ

ット等で周知 

養育費に関するパンフレットを作成し養育

費についての意識を啓発します。 
養育費に関するパンフレットを窓口に配置し

た。 
継続・推進 今後も意識啓発に努めていく。 

子ども青少年課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

４（１） ７７ 児童扶養手当の

給付 

父母が婚姻を解消した児童（18歳に達する日

以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者又

は 20 歳未満で一定の障害の状態にある者）

離婚等によるひとり親家庭等の生活の安定と自

立の促進を通じて、児童の健全な育成を図れた。

受給者数 4,338人（平成 26年 12月末現在） 

継続・推進 

広報等を通じての一層の制度の周知を

はかりつつ、さらなる円滑な実施につ

とめる。 

年金児童手当課 



21 
 

 

（２）経済的負担の軽減 

等を監護している母、父又は養育者を対象と

して、児童扶養手当の給付を行います。 

４（１） ７８ 母子寡婦福祉資

金の貸付相談 

母子家庭及び寡婦に対し、その生活の安定と

向上のために必要な貸付を行うことにより

経済的自立の助成・生活意欲の助長を図り、

あわせてその扶養している児童等の福祉の

増進を図ります。 

― 終了（完了） 

中核市移行に伴い、母子父子寡婦福祉

資金の相談および貸付事業【4-(1)-82】

へ移行した。 

子ども青少年課 

４（１） ７９ 生活保護の活用 保護を要する生活困窮者に対し、困窮の程度

に応じた必要な保護を行い、最低限度の生活

を保障するとともに、自立を助長します。 

被保護世帯数 5,613世帯 

被保護者数 8,122人 

（面接件数 1,372 件 保護開始ケース 699 件

保護廃止ケース 571件） 

継続・推進 
今後も引き続き適正に運用を行ってい

く。 

生活福祉室 

４（１） ８０ 

 

 

児童手当の給付 家庭等における生活の安定に寄与するとと

もに、次代の社会を担う児童の健やかな成長

に寄与することを目的とし、中学校修了前の

児童を対象に手当の給付を行います。 

市広報や出生・転入時の案内文などにより手続

きの案内・周知をはかった。また、添付書類の

不備も含め、更新や新規申請手続きが滞ってい

る方には、時期を区切った督促を行い円滑な処

理を図り、経済面での児童の健全育成に資する

ことができた。 

受給者数 32,756人  

対象児童数 54,282人 

（平成 27年 2月現在） 

継続・推進 
必要な手続きの案内を周知し、引き続

き適正に事務を行っていく。 

年金児童手当課 

４（１） ８１ 母子父子寡婦福

祉資金の貸付 

母子家庭、父子家庭及び寡婦に対し、その生

活の安定と向上のために必要な貸付を行う

ことにより経済的自立の助成・生活意欲の助

長を図り、あわせてその扶養している児童等

の福祉の増進を図ります。 

平成 26年 10月父子福祉資金を創設した。 

母子修学資金貸付件数 2件 

母子就学支度資金貸付件数 1件 

継続・推進 

（平成 26年度 

新規事業） 

今後も母子父子福祉資金の貸付相談に

応じ、また必要に応じて貸付を行って

いく。 

子ども青少年課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

４（２） ８２ ひとり親家庭医

療費助成の実施 

ひとり親家庭等の 18 歳に達した最初の 3 月

31日までの子と、その子を監護する父または

母もしくは養育者に対して、通院及び入院等

の保険診療に係る自己負担分の一部を助成

します。 

ひとり親家庭に対し、申請に基づいて医療証を

発行し、必要なときに必要な医療を受ける機会

の確保と経済的負担の軽減を図った。 

延べ受診件数 97,031件 

継続・推進 現行のまま継続 

医療助成課 

４（２） ８３ 公共料金の減免

の実施 

児童扶養手当を受給している母子及び父子

並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない

女子又は男子が属する世帯（市民税非課税世

帯に限る。）には、水道料金・下水道使用料

母子世帯 1,165世帯                

父子世帯 19世帯 
継続・推進  

市の福祉施策に基づき、迅速・的確・

適正に対応する。 

上下水道局お客さま 

センター 
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（３）経済的支援に関する情報提供の充実 

の基本料金を免除します。 

４（２） ８４ 子どもの教育・進

学援助の実施（就

学援助費） 

経済的理由により就学が困難な児童・生徒の

保護者に対し、学用品費等負担すべき費用に

ついて必要な援助を行うことにより、義務教

育の円滑な実施を図ります。 

就学援助は小中学校全児童生徒に対して 4月始

業式時に申請書を配布した。中学校 1年生を対

象にしていた中学校新入学学用品費について、

小学校６年生時に中学校入学準備金を支給し

た。 

就学援助認定者数 6,955人 

医療費（学校病に限る）援助件数  

小学校 3,763件  中学校 1,050件 

継続・推進 

今後も、経済的理由によって就学が困

難な児童・生徒の保護者に対して必要

な援助を行う。 

学務課 

４（２） ８５ 子どもの教育・進

学援助の実施（幼

稚園就園奨励費

補助金） 

幼稚園児の保護者の経済的負担の軽減を図

り、幼稚園教育の振興に資するため、私立幼

稚園の設置者が在園児の入園料及び保育料

を減免した場合などに補助金を交付します。 

６月上旬に幼稚園を通じて保護者へ申請書を配

付し、７月上旬に保護者から幼稚園に申請書を

提出してもらった。７月下旬、幼稚園から学務

課へ申請書等を提出し、審査の上、１月下旬各

幼稚園に交付決定した。２月上旬幼稚園へ交付

し、２月下旬幼稚園から保護者へ。 

交付人数：公立 291人 私立 5,023人 

継続・推進 

枚方市では、子ども・子育て支援新制

度に移行していない私立幼稚園に対し

て、引き続き事業を実施することで、

幼児教育の推進を図っていく。実施に

あたっては目的の達成に向けて今後も

効果的、効率的に進めていく。 

学務課 

４（２） ８６ 子どもの教育・進

学援助の実施（奨

学金） 

経済的な理由のため学校教育法に規定され

る高等学校等に修学が困難な者に奨学金を

支給することにより、教育の機会均等を図る

ことを目的とします。 

4 月中に必要書類を提出した奨学生は、今年度

も継続して奨学金を支給する。6 月 1 日～6 月

30 日に新規奨学生の願書を受付し、8 月に新規

奨学生を決定した。9月と 3月に支給した。 

申請者数 340人  

認定者数 179人 

継続・推進 

今後も国・府の動向を注視しながら、

引き続き教育の機会均等を図ってい

く。 

学務課 

４（２） ８７ 子どもの教育・進

学援助の実施（交

通災害遺児奨学

金） 

交通事故により保護者を失った交通災害遺

児（小・中学生）に対し、奨学金を支給する

ことにより、交通災害遺児の健やかな育成と

福祉の増進に寄与します。 

年度当初に申請書を配布し、学校を通じて提出

された申請書を審査し、認定者を決定した。9

月と 3月に支給した。 

給付人数 25人 

継続・推進 

今後も交通災害遺児の健やかな育成と

福祉の増進を図るために、引き続き実

施する。 

学務課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

４（３） ８８ 児童扶養手当や

戸籍などの担当

窓口等での情報

提供（再掲） 

離婚届用紙を渡したり受け取ったりする機

会、あるいは児童扶養手当にかかる届け出等

の機会を捉えて、経済的支援策を中心とした

ひとり親家庭の支援サービスについての情

報提供を行います。 

ひとり親となる場合に「ひとり親のみなさんへ

のてびき」を配布した。 
継続・推進 今後も同様に情報提供を行っていく。 

市民室 

４（３） ８９ 児童扶養手当にかかる届け出等の機会を捉え

て、経済的支援策を中心としたひとり親家庭の

支援サービスについての情報提供を行った。 

継続・推進 今後も同様に情報提供を行っていく。 

年金児童手当課 

４（３） ９０ ひとり親家庭医療証の申請や交付の際に、「ひと

り親家庭医療 医療証の使い方」を手渡す。ま

た、「ひとり親のみなさんへのてびき」は自由に

継続・推進 現行のまま継続 

医療助成課 
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施策目標５ ひとり親家庭等を支える環境の充実 

 

＜主な実績等＞ 

（１）情報提供・相談体制の充実 

＜№92＞ひとり親家庭等の自立を支援するため、母子・父子自立支援員を配置し、生活の安定、自立のための各種相談（557 件）を行ったり、また、＜№95＞ひとり親家庭等情報交換事業として、講座「シン

グルマザーのお気軽サロン」等を実施（11 回・延べ 46 人）しました。また、＜№96～98＞仕事を休まずに相談や手続きができるよう、児童扶養手当現況届時期に、納税の相談日と合わせ、ひとり親家庭医療証

の更新手続きや保育所の入所相談等ができるよう窓口を開設しました。 

 

（２）地域全体のサポート体制の充実 

＜№103＞母子家庭・父子家庭から相談があった件について、必要に応じて、当事者団体と連携をとり、相談をつなげました。また、＜№105＞当事者団体への情報提供を行いました。 

 

（３）ひとり親家庭等の人権の尊重 

＜№107＞人権ケースワーク事業として、相談事案に応じた適切な助言や情報提供により、相談者が自らの判断で解決できるよう支援を行いました。また、＜№108＞男女共生フロア・ウィルを中心に、「男女

共同参画週間」や「女性に対する暴力をなくす運動週間」にあわせた事業など、年間を通して各種講座や映画会を実施し、NPO や市民団体と共にウィル・フェスタや男女共同参画社会づくり支援講座を行いまし

た。 

 

 

（１） 情報提供・相談体制の充実 

取れるよう窓口に常時設置している。 

４（３） ９１ 情報提供の充実 ひとり親家庭等に対する支援サービスにつ

いてリーフレットを作成し、公的施設等に設

置します。また、広報を有効に活用するとと

もに、ホームページを開設し、インターネッ

トを使っての情報提供を行います。 

「ひとり親のみなさんへのてびき」リーフレッ

トを作成し、市内の関係窓口に設置している。

市のホームページにもリーフレット内容を掲示

し、情報提供を行った。 

継続・推進 

今後もリーフレットやホームページ等

を活用し、ひとり親家庭等に対する情

報提供を行っていく。 

子ども青少年課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

５（１） ９２ 母子・父子自立支

援員による相談 

ひとり親家庭等の自立を支援するため、母

子・父子自立支援員を配置し、生活の安定、

自立のための各種相談、情報提供、福祉資金

の貸付事務（※母子及び寡婦のみ）等を行い

ます。 

母子・父子自立支援員の相談件数  

生活一般 114 件（0 件） 児童 1 件（1 件）

生活援護 435件（10件）その他 7件（0件）

計 557件（11件）※（）内は父子家庭相談 

継続・推進 
今後も母子・父子自立支援員の相談を

実施していく。 

子ども青少年課 

５（１） ９３ 情報提供の充実 

（再掲） 

ひとり親家庭等に対する支援サービスにつ

いてリーフレットを作成し、公的施設等に設

置します。また、広報を有効に活用するとと

もに、ホームページを開設し、インターネッ

「ひとり親のみなさんへのてびき」リーフ

レットを作成し、市内の関係窓口に設置し

ている。市のホームページにもリーフレッ

ト内容を掲示し、情報提供を図る。 

継続・推進 

今後もリーフレットやホームページ等

を活用し、ひとり親家庭等に対する情

報提供を行っていく。 

子ども青少年課 
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トを使っての情報提供を行います。 

５（１） ９４ 男女共生フロア

ウィルでの女性

相談の実施 

男女共生フロア・ウィルで、女性相談員が夫

婦関係や子育てなど女性のさまざまな悩み

について電話や面接による相談を行います。

また、女性弁護士による法律相談も実施しま

す。 

枚方市男女共生フロア・ウィルにおいて、

女性相談員及び弁護士による各種女性相談

を実施した。 

法律相談 117件 47日 

生き方相談 434件 102日 

電話相談 581件 102日 

継続・推進 

各種相談の特性を活かし、利用者の必

要に応じて、電話・面接相談から弁護

士による法律相談まで、利用者の自立

支援に資する相談事業を行う。 

人権政策室 

５（１） ９５ ひとり親家庭等 

情報交換事業 

ひとり親家庭になって間もない家庭は、生活

環境の変化が著しく、親自身が生活の中で直

面する問題にひとりで悩み、精神面でも不安

定な状況にあります。こうしたひとり親家庭

等が定期的に集い、交流や情報交換を行う場

を設けています。 

シングルマザー同士の情報交換や交流の場

として、定例講座「シングルマザーのお気

軽サロン」を実施した。 

延べ参加者数 46人 

実施回数 11回 

継続・推進 

ひとり親が子育てしながら働き、生涯

を通じて安心して健やかに暮らせるよ

う引き続き、支援講座や相談業務を行

う。 

人権政策室 

５（１） ９６ 休日の窓口体制 

の開設 

仕事を休まずに相談や手続きができるよう、

児童扶養手当現況届時期に、納税の相談日と

合わせ、ひとり親家庭医療証の更新手続きや

保育所の入所相談等ができるよう窓口を開

設します。 

平成 26 年 8 月 24 日（日）に休日開庁し、

母子相談等を実施した。 

相談件数 10件 

継続・推進 
今後も同様に休日開庁し、受付を行っ

ていく。 

子ども青少年課 

５（１） ９７ 平成 26 年 8 月 24 日（日）に休日開庁し、

児童扶養手当現況届等の受付を行った。 

来客数 240件（年 1回開催） 

継続・推進 
今後も同様に、休日窓口を開設してい

く。 

年金児童手当課 

５（１） ９８ 平成 26 年 8 月 24 日（日）午前 9 時から午

後 5時 30分の間休日窓口を開設した。 

受付件数 235件（年１回開催） 

継続・推進 現行のまま継続 

医療助成課 

５（１） ９９ 相談窓口職員の 

資質の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談担当職員が相続、離婚、家庭問題、近隣

問題、金銭貸借等日常生活で困ったことにつ

いて、ひとり親等を含む相談者に対し、解決

に向けての助言や情報提供を行うことがで

きるよう研修の実施等を通じて、資質の向上

を図っています。 

生活相談に対応するために、各種研修会に

参加したり、日々の相談事例を通して個々

のスキルアップを図った。 

継続・推進 

引き続き、相談担当職員の研修を重ね

ながら、市民の相談に対応できるよう

スキルアップを図っていく。 

市民相談課 

５（１） 100 窓口職員がひとり親等に対し、心理的な面に

も配慮した対応を心がけるとともに、適切な

サポートを行うことができるよう、研修の実

施等を通じて資質の向上を図ります。 

継続的な研修の実施・参加により、職員の

資質の向上に努める。 
継続・推進 継続して事業を推進していく。 

保健センター 

５（１） 101 新任職員には、年度当初に集中して研修を

行い、2 年目以降の職員も担当者会議など

で研修を行い窓口でのきめ細やかな対応に

努めている。 

継続・推進 現行のまま継続 

医療助成課 
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（２）地域全体のサポート体制の充実 

 

（３）ひとり親家庭等の人権の尊重 

５（１） 102  

 

 

 

 

 

職員に対しては、機会あるごとに研修を行

い、資質の向上を図っている。 

研修開催回数 34回 

延べ参加者数 1,747人 

継続・推進 

課内会議等を利用して、関係法令等の

周知、面接等の技能向上を図っている。

今後も業務の適正な執行が図れるよう

研修を行い、ひとり親世帯を含む保護

世帯に対する援助を進めていく。 

生活福祉室 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

５（２） 103 当事者団体との

連携 

ひとり親家庭等への施策を効果的に実施し

ていくためには、母子寡婦福祉会、父子福祉

会及びＮＰＯ等の当事者団体との連携が不

可欠であり、必要に応じ連絡会議等を開催し

ていきます。 

母子・父子家庭からの相談において、必要

に応じて、母子寡婦福祉会や父子福祉会と

連携をとって相談をつなげている。 

継続・推進 
今後も引き続き当事者団体と連携して

いく。 

子ども青少年課 

５（２） 104 地域への情報提

供 

行政から地域へ情報を提供する際、枚方市コ

ミュニティ連絡協議会を通じて、必要に応

じ、情報提供が行える場を提供していきま

す。 

総会 1 回 臨時総会１回 校区代表者会議

4回 役員会 14回 
継続・推進 

行政から地域へ情報を提供する際、枚

方市コミュニティ連絡協議会を通じ

て、必要に応じ、情報提供が行える場

を提供していきます。 

市民活動課 

５（２） 105 母子福祉推進委

員への情報提供

と研修 

市長の依頼により概ね小学校区ごとに配置

された母子福祉推進委員について制度の周

知を図ります。また、母子家庭の母等からの

相談等に対し適切な対応ができるよう、当事

者団体やＮＰＯ団体との連携を図りながら、

情報提供や研修を行います。 

平成 26年 4月の中核市移行に伴い、従前大

阪府知事の委嘱であった母子福祉推進委員

を本市に設置した。初年度の研修は本制度

を広く市民に周知することも目的として、

上野千鶴子氏による講演会を一般市民の参

加も受ける形での合同研修を実施した。 

参加者数 122人 

継続・推進 
今後も引き続き情報提供や研修を行っ

ていく。 

子ども青少年課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H26年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

５（３） 106 人権啓発事業 ひとり親家庭等がその家族形態によって差

別や偏見を受けることがないよう、人権尊重

のまちづくりをめざし、講座や広報等での啓

発事業に取り組みます。 

人権が尊重されるまちづくりをめざして、

講座「生きること」の開催及び講座冊子の

作成、人権文化セミナーの開催、人権週間

事業を実施した。 

延べ参加者数 1,962人 

継続・推進 

特定非営利活動法人枚方人権まちづく

り協会と情報交換や企画運営会議を開

催しながら事業内容を決定し、啓発事

業を実施する。 

人権政策室 

５（３） 107 人権ケースワー

ク事業 

本人が自分自身の力で解決できるような支

援をめざして、「人権ケースワーク事業」と

して、「人権なんでも相談」を実施します。 

相談事案に応じた適切な助言や情報提供に

より、相談者が自らの判断で解決できるよ

う支援を行った。 

延べ相談者数 183人 

継続・推進 

積極的な PRに努める。ケース診断会議

を開催し情報の共有化を図り、困難な

事例について意見交換を行う。 

人権政策室 
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５（３） 108 男女共同参画推

進事業 

枚方市男女共同参画計画に基づき、市民意識

の啓発・向上を図るための講座の開催や情報

提供、相談事業を実施します。 

男女共同参画啓発講座「ツボミスクール～

女の子のためのカラダと下着講座～」にお

いて、小学 4～6年生の女子とその保護者を

対象に成長期の女の子の様々な不安を取り

除き、自分らしく生きるための講座を開催

した。 

参加者数 24人 

また、男女共同参画社会づくり支援講座「愛

ラブにんげんフェスタ！」として、市民活

動団体による子育て講座や「親子でボード

ゲーム」「絵本カフェ」を開催し、男女を問

わず子育てに携わることについて、市民意

識の向上を図った。 

参加者数 165人 

継続・推進 

第 2 次男女共同参画計画に基づき、取

り組みを推進する。 

 

人権政策室 
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