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2 Ⅱ-1-2

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－１－２（１）　　基本施策の推進　１－２　人権教育（１）家庭教育

人権施策推進計画の具体的施策

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

（１）家庭教育

1 －

家庭教育活性化推進事
業

企業・事業所、ＰＴＡ研修等での家庭教育学習講座の開催にあたり、
専門的な知識や経験を持つ講師を派遣する。
子どもとの関わり方や基本的な生活習慣の大切さ等について、保護
者が学び、子育ての悩みや不安の解決方法についても資料を使っ
て、効果的に学べる講座を実施することで、家庭教育の学びの機会を
広くサポートする。

184 337 生涯学習課

2 －

企業内家庭教育促進事
業

家庭教育協力企業協定制度に基づき、県内事業所と協定を締結し、
家庭教育の向上に向けた職場づくりを推進する。

266 258 生涯学習課

3 －

「訪問型家庭教育支援」
モデル構築・普及事業

地域住民等で構成される家庭教育支援チームが不安や悩みを抱える
家庭に訪問し、相談対応や情報提供、専門機関への橋渡しなどを行う
「訪問型家庭教育支援」の普及を目指す。

1,908 1,380 生涯学習課

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－１－２（２）　　基本施策の推進　１－２　人権教育（２）就学前教育・学校教育

人権施策推進計画の具体的施策
１．推進体制の充実
２．人権学習の具体的展開
３．より豊かな実践の展開

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

（２）就学前教育・学校教育

1 1

心の元気さんさんプラン 次代を担う子どもたちに、命を大切にする心や他人を思いやる心、規
範意識等の道徳性をはぐくむために、学校の研修の充実をはかり、家
庭・地域社会と一体となった道徳教育の取組を進める。 - - 幼小中教育課

2 1

「在日韓国・朝鮮人児童
生徒に関する指導指
針」および「外国人児童
生徒に関する指導指
針」の趣旨内容の徹底

児童生徒が在日韓国・朝鮮人問題を正しく理解し、また、在日韓国・朝
鮮人児童生徒が安定した学校生活が送れるように「在日韓国・朝鮮人
児童生徒に関する指導指針」の趣旨内容の周知および教職員研修を
確実に行うよう指導を徹底する。また、在日韓国・朝鮮人以外の外国
人児童生徒に関しても同様とする。

- -
幼小中教育課
高校教育課

3 1

人権教育推進会議 いじめや差別発言の発生・若い世代の人権意識についての課題等の
現状を分析し、本県における人権教育の推進方策や事業のあり方に
ついて具体的な方策を探る。 88 88

細目事業名：人権教育教職
員等指導事業

人権教育課

4 1

人権教育指導力育成 事
 業

人権教育に関する効果的な指導方法等について講義や演習・研究協
議等を行うことにより、若手世代教員の人権感覚と実践力･指導力の
向上と、人権教育推進の中核となる中堅世代教員のリーダーの育成
を図る。

760 709 人権教育課

5 2,3

学びの礎ネットワーク推
進事業

学区の関係者が課題や背景を共有し、困難な状況にある子どもに焦
点をあてながら、課題解決に向けた連携・協働した実践活動を進めた
り支援体制を構築したりして自尊感情を高める。 4,470 4,230 人権教育課

6 2,3

(

新

）

人と人とが豊かにつな
がる学校づくり支援事業

人と人とが豊かにつながり、誰一人取り残さない学校づくりを目指し、
新生活様式下での人権教育の推進と新型コロナ禍における差別やい
じめの防止に向け、アドバイザーによる学校支援を行う。 － 760 新規事業 人権教育課

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－１－２（２）　　基本施策の推進　１－２　人権教育（２）就学前教育・学校教育

人権施策推進計画の具体的施策
１．推進体制の充実
２．人権学習の具体的展開
３．より豊かな実践の展開

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策(事業)名 施策の概要

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

7 2,3

人権教育総合推進地域
指定
（文部科学省委託事業）

複数の小中学校区を推進地域として指定し、学校、家庭、地域社会が
一体となった人権教育の総合的な取組を推進し、基本的人権尊重の
精神を高め、一人ひとりを大切にした教育の推進に資する。 700 1,080 人権教育課

8 2

人権教育研究指定校
（文部科学省委託事業）

高等学校を研究指定校として指定し、人権教育に関する指導方法等
の改善及び充実に資する。

840 300 人権教育課

9 3

人権教育研究事業等推
進費補助金
（滋賀県人権教育研究
大会開催）

人権問題の解決を目指す教育上の諸課題の研究と実践を深め、県民
ぐるみの取り組みに発展させるための研究大会の開催に要する経費
を補助する。 1,400 1,400 人権教育課

10 3

人権教育実践課題研究 人権教育を効果的に展開するため、指導方法の改善や実践的な研究
等についての情報を提供し、教材集や人権教育推進指導資料等の活
用推進を図る。 － － 人権教育課

4
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－１－２（３）　　基本施策の推進　１－２　人権教育（３）社会教育

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．学習環境づくり

２．人権教育の具体化

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

（３）社会教育

1 1

子どもを支える人権のま
ちづくり促進事業補助金

困難を抱える児童生徒が多く特別な配慮が必要と認められる地域に
おいて、地域総合センター（教育集会所等）や公民館等の社会教育関
連施設を核として、子どもたちの確かな進路を切りひらくため必要な家
庭の教育力の向上を目指した取り組みに対して補助金を交付する。

1,049 1,049 人権教育課

2 1

滋賀県人権センター社
会教育活動等推進費補
助金
（県民学習集会開催事
業費）

（公財）滋賀県人権センターが開催する県民学習集会開催費に対して
補助金を交付する。

1,457 1,457 人権教育課

3 1

人権教育研究事業等推
進費補助金
(滋賀県人権教育研究
大会開催)
（再掲【P4　No.9】）

人権問題の解決を目指す教育上の諸課題の研究と実践を深め、県民
ぐるみの取り組みに発展させるための研究大会の開催に要する経費
を補助する。 (1,400) (1,400) 人権教育課

4 1

人権教育指導研修事業 人権問題に対する理解と認識を深めるため、人権教育啓発冊子「波
紋」の作成、配布を行う。また、人権に関する視聴覚教材を整備する。

314 71 生涯学習課

5 1.2

市町人権教育推進協議
会等事業費補助金

同和問題をはじめとする人権問題の解決に向けた人権教育を地域ぐ
るみで推進するため、市町人権教育推進協議会等が行う事業に対し
て補助金を交付する｡ 4,949 5,008 生涯学習課

6 1.2

県人権教育推進協議会
事業費補助金

人権意識の高揚と人権教育の推進を図るため県人権教育推進協議
会が実施する事業に対して補助金を交付する。

800 800 生涯学習課

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額

5
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－１－２（４）　　基本施策の推進　１－２　人権教育（４）その他

人権施策推進計画の具体的施策
　

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

（４）その他　［（１）～（３）に分類できないもの］

1 －

滋賀県人権センター社
会教育活動等推進費補
助金

（公財）滋賀県人権センターが、同和問題をはじめとする人権問題の
解決のための啓発、教育、相談等の事業に要する経費に対して補助
金を交付する。 6,361 6,308 人権教育課

2 －

地域総合センター職員
設置費補助金

地域総合センターの教育的機能を強化することを目的に、教育担当職
員の設置に要する経費に対し補助金を交付する。 19,388 19,544 人権教育課

3 －

人権教育研究事業等推
進費補助金

（公社）滋賀県人権教育研究会が広く県民の人権意識の高揚および
人権尊重の社会づくりに貢献することを目的に行う人権教育の調査研
究、啓発、人材育成等の事業に要する経費に対して補助金を交付す
る。

7,495 7,530 人権教育課

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額

6
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－１－３（１）　　基本施策の推進　１－３　人権啓発（１）県民に対する人権啓発

人権施策推進計画の具体的施策
１．多様な啓発媒体の効果的な活用
２．共感を生む教材の作成
３．自主的な学習の支援と県民参加の促進
４．人権啓発の実施主体との連携

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

（１）県民に対する人権啓発

1 3

県民活動支援の総合推
進

県民の社会貢献活動に対する理解を促すとともに、県民、地域団体、
ＮＰＯ、企業等と行政がともに主体的に地域を支え合う協働型の社会
づくりを目指し、多様化する地域の課題やニーズに対応できる地域総
合力の向上を図るため、相互の理解促進に努め、今後の社会を支え
る担い手としての役割が期待される多様な主体の支援に努める。

1,174 1,162
県民活動生活課
県民活動・県民協
働推進室

2 3

淡海ネットワークセン
ター支援事業

地域づくりやまちづくり、福祉、環境、文化等の様々な分野における県
民の自主的な社会的活動を総合的に支援することを目的とする（公
財）淡海文化振興財団の運営に必要な支援を行う。

46,800 47,874
県民活動生活課
県民活動・県民協
働推進室

3 1,2,3

人権啓発活動推進費
（人権全般分）

県民の人権意識の高揚を図るため、全戸配布の広報誌の発行をはじ
め、さまざまなメディアを活用した啓発活動等を行う。 46,625 46,021 人権施策推進課

4 4

人権擁護活動推進補助
金

人権擁護活動を推進するため、人権擁護委員連合会が実施する啓発
事業等に対して補助金を交付する。 200 200 人権施策推進課

5 4
地域人権擁護活動費補
助金

地域における人権擁護活動を強化するため、人権擁護推進員の研修
事業等に対して補助金を交付する。 268 268 人権施策推進課

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－１－３（２）　　基本施策の推進　１－３　人権啓発（２）事業者に対する人権啓発

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．人権が尊重される明るい職場づくりの推進

２．公正な採用選考システムの確立
　 ３．関係機関等との連携

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

（２）事業者に対する人権啓発

1 1,2
企業内人権啓発推進等
事業費

企業に対して公正な採用選考の実施、差別のない明るい職場づくりな
どを推進する。 13,129 13,117 商工政策課

2 1

滋賀労働の発行 労働雇用の分野における各種法令、制度、事業等を広く事業者およ
び勤労者に周知啓発する。 2,787 2,787 労働雇用政策課

3 2

雇用安定対策［公正な
採用選考］

企業等に対して就職の機会均等を確保するための公正な採用選考シ
ステムの確立が図られるよう啓発を行う。 1,270 1,270 労働雇用政策課

4 1,3

林業関係団体人権問題
啓発推進事業

県林業関係団体人権問題啓発推進協議会が事業主体となって、構成
員である森林組合や民間事業体等を対象とした人権研修、啓発資料
の配布等を行う。

80 80 森林政策課

5 1,3
農林漁業関係団体人権
問題啓発推進事業

同和問題を始めとした広範な人権問題の解消を図り、活力ある農林
漁業を確立するため、関係機関・団体に対し、研修会の開催や啓発を
行う。

646 607 農政課

6 1,3

水産業人権問題啓発推
進事業

県水産業関係団体人権問題対策推進協議会が事業主体となって実
施する人権問題の全体・地域研修会等で職員および組合員を対象に
啓発を行う。 30 30 水産課

7 1,3

宅地建物取引業従事者
研修会実施事務

宅地建物取引業務の適正な運営と取引の公正とを確保するため、宅
地建物取引業に従事する者に対し、指定研修である宅地建物取引業
法の研修と併せて人権研修を実施する｡

－ - 住宅課

8 1,3

宅地建物取引士法定講
習実施事務

宅地建物取引業法で定められている宅地建物取引士に対する講習に
おいて、宅地建物に係る法令等の講習と併せて人権研修を実施す
る。 233 305

（回数を年6回から8回に変
更）

住宅課

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要

当初予算額

人権施策
推進計画の
具体的施策

8



9 Ⅱ-1-3(2)

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－１－３（２）　　基本施策の推進　１－３　人権啓発（２）事業者に対する人権啓発

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．人権が尊重される明るい職場づくりの推進

２．公正な採用選考システムの確立
　 ３．関係機関等との連携

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策(事業)名 施策の概要

当初予算額

人権施策
推進計画の
具体的施策

9 1,3

滋賀県不動産無料相談
所運営事業

街頭啓発活動を実施する。

－ -
（令和２年度はコロナのため
中止）

住宅課

9



10 Ⅱ-2

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－２　　基本施策の推進　２　相談・支援体制の充実

人権施策推進計画の具体的施策

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

１　総合的な相談窓口の設置・運営

1 －
人権相談室
（一部再掲【P38　No.2】）

同和問題をはじめとする様々な人権問題に関する相談
(1,875) (2,011)

人権施策推進課
（(公財）滋賀県人
権センター）

２　専門的な相談窓口の充実

女性

2 －

男女共同参画センター
「男女共同参画相談室」
（再掲【P14　No.6】）

男女共同参画心理相談員を配置し、性別による差別的取扱をはじめ
とする男女共同参画に関する相談全般を受けつけるとともに、DVカウ
ンセリングや法律の専門相談を実施する。

(1,851) (2,081)
男女共同参画セン
ター（女性活躍推
進課）

3 －

女性の悩みごと電話相
談

職場における男女差別、セクハラ、DV、ストーカー等あらゆる女性の
悩み相談

13,215 14,227
中央・彦根子ども家
庭相談センター（子
ども・青少年局）

子ども

4 －
こころの電話 思春期の心身、不登校の相談

8,235 10,940
精神保健福祉セン
ター（障害福祉課）

5 －
思春期相談 思春期の心身、不登校の相談（高校生以上を対象）

343 316
精神保健福祉セン
ター（障害福祉課）

6 －
子ども・子育て応援セン
ター

子育て情報の発信とともに、子どもや青少年の抱える様々な問題への
相談・支援 27,766 29,321 子ども・青少年局

7 －
「滋賀県子ども・若者総
合相談窓口」設置事業

ニート、引きこもり、不登校、発達障害者等、社会生活を円滑に営む上
で困難を有する子ども・若者の総合相談 324 366 子ども・青少年局

人権施策
推進計画の
具体的施策

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要

当初予算額

10



11 Ⅱ-2

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－２　　基本施策の推進　２　相談・支援体制の充実

人権施策推進計画の具体的施策

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

人権施策
推進計画の
具体的施策

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要

当初予算額

8 －

子ども虐待ホットライン 子ども虐待の通告

23,835 18,168

中央、彦根、大津・
高島子ども家庭相
談センター（子ど
も・青少年局）

9 －

子ども家庭相談室 子ども虐待、DV等

5,830 6,179
東近江・湖東健康
福祉事務所（子ど
も・青少年局）

10 －
24時間子供SOSダイヤ
ル（子どもナイトだいや
る）の設置
（一部再掲）

「いじめ」などの相談に「こころんだいやる」と併せ24時間体制で応え
る。 4,026 4,026 幼小中教育課

11 －
心の教育相談センター
（一部再掲【P24
No.32】）

不登校についての専門性のある公認心理師・臨床心理士や精神科医
が、児童生徒、保護者や担当教員に対して、不登校や行きしぶりにつ
いての面接による相談（来所相談）および電話相談を行う。

(12,044) (12,393) 幼小中教育課

12 －

特別支援教育相談 学校生活や学習、生活等に困難さを示している子どもに関する教育相
談を行い、支援方法や配慮等の具体的支援について、相談員がアド
バイスをする。
対象：本人（幼児・児童・生徒）・保護者・教職員
方法：電話相談・来所相談

55 265
総合教育センター
（高校教育課）

13 －
少年サポートセンター 啓発用チラシ、警察広報紙等により相談窓口の周知を図り、非行、家

庭問題等多岐にわたる少年相談の適切な受理、対応に努めます。 0 0 少年課

高齢者・障害者

14 －
権利擁護センター（淡海
ひゅうまんねっと）
（再掲【P29　No.26】）

虐待等の権利侵害、財産管理等の相談
(127,809) (130,004)

健康福祉政策課
（県社会福祉協議
会）

15 －

あんしん・なっとく委員会
（滋賀県運営適正化委
員会）
（再掲【P29　No.27】）

福祉施設、在宅の福祉サービスの苦情解決

(19,881) (19,881)
健康福祉政策課
（県社会福祉協議
会）

11



12 Ⅱ-2

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－２　　基本施策の推進　２　相談・支援体制の充実

人権施策推進計画の具体的施策

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

人権施策
推進計画の
具体的施策

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要

当初予算額

16 －

障害者権利擁護対策事
業

障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支
援のために、県域における関係機関や団体、関係者等の協力体制の
整備や支援体制の強化を図る。
障害者の権利擁護にかかる相談等に対応するため、常設の相談窓口
を開設するとともに、弁護士等による相談チームを編成して専門相談
を行う。

6,124 6,124 障害福祉課

外国人

17 －
生活相談
（一部再掲【P40　No.1】）

労働、生活、教育等
（ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、英語）

(23,303) (21,431)
国際課（（公財）
滋賀県国際協
会）

患者

18 －

エイズ相談 専用電話および医療機関での患者・感染者のカウンセリング

5,469 7,279
拡充（相談者数および困難事
例の増加のため）

感染症対策課

19 －
医療安全相談室
（再掲【P42　No.1】）

患者の苦情、相談等
(4,479) (4,598)

会計年度任用職員の期末支
給月数増加に伴う増

医療政策課

20 －

新型コロナ人権侵害対
応チーム

県各機関への新型コロナウイルス感染症関連人権侵害相談情報の
集約強化および相談を受けた人権侵害に対応するため、庁内に対応
チームを設置する。（設置先：総合企画部人権施策推進課内） ― ― 人権施策推進課

21 －

滋賀県人権センター事
業推進費補助金
（新型コロナウイルス感
染症に起因する差別に
対する人権相談窓口
分）

新型コロナウイルス感染症に起因する差別に対する人権相談窓口
（新型コロナ人権相談ほっとライン）を（公財）滋賀県人権センターに設
置し、相談者に対し適切な助言や支援を行う。

2,271 3,580
令和２年度は９月補正予算に
よりR2.9.1より設置

人権施策推進課

その他

12



13 Ⅱ-2

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－２　　基本施策の推進　２　相談・支援体制の充実

人権施策推進計画の具体的施策

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

人権施策
推進計画の
具体的施策

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要

当初予算額

22 －
消費生活相談の処理
（消費生活センター）

消費生活に係る相談
32,645 32,508 消費生活センター

23 －
こころの電話
（再掲【P10　No.4】）

DVに関わるアルコール依存、PTSD被害
8,235 10,940

精神保健福祉セン
ター（障害福祉課）

24 －
滋賀県労働相談所 労働条件、雇用、労働組合および労使関係等労働ならびに職場に関

する相談 2,980 2,980 労働雇用政策課

25 －

犯罪被害者等支援事業 　「犯罪被害者総合窓口」や「性暴力被害者総合ケアワンストップびわ
湖（SATOCO）」や「犯罪被害者等支援コーディネート事業」による犯罪
被害者等への支援に取り組むとともに、犯罪被害者等を支える社会を
形成するための広報啓発および支援従事者の二次受傷対策等を実
施する。 22,091 22,169

拡充
・「性暴力被害者総合ケアワ
ンストップびわ湖
（SATOCO）」委託業務におい
て、事務補助員および相談
対応手当を対象とした。

県民活動生活課

26 －

犯罪被害者サポートテ
レホン

犯罪被害者支援活動として、専門的知識を有する民間支援団体へ業
務委託し、よりきめ細やかな被害者支援体制の充実を図り、犯罪被害
者等からの電話相談及び直接支援（警察署等への付添い等）を行う。 2,147 2,147 警察県民センター

３　相談機関の連携（国・県・市町・NPO等）

27 －

人権に関する相談支援
体制の充実

人権施策基本方針に基づき、相談支援体制の整備を行い、その充実
を図る。
県、国、市町等の相談機関で組織する「滋賀県人権相談ネットワーク
協議会」において、参画機関相互の連携を強化するため、研修会等を
開催する。

287 549 人権施策推進課

13



14 Ⅲ-1

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－１　　重要課題への対応　１－１　女性

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．家庭・地域における男女共同参画の推進
　 ２．働く場における男女共同参画の推進

３．男女の人権尊重と安心して暮らせる社会づくり
４．総合的・計画的な関連施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

1 1,2,3,4

男女共同参画施策の総
合的な推進

男女共同参画計画に基づき男女共同参画施策を総合的かつ計画的
に推進するとともに、県施策全般に男女共同参画の視点を浸透させ、
県が率先して男女共同参画に取り組む。

5,631 5,970 女性活躍推進課

2 1

啓発・広報事業 学校教育をはじめ、家庭、地域、職場など多様な機会をとらえて、男女
共同参画への理解を深め、実践につなげるため、児童生徒用副読本
作成・配布する。また、新しい生活様式に対応し、それぞれの家庭に
応じた男性の家事・育児・介護などへの参画を促進するため、実践の
きっかけとなるよう啓発を実施する。 1,386 1,640

拡充（男性の家事・育児参画
啓発事業）

女性活躍推進課

3 1

情報収集発信事業 拠点施設としての情報発信機能を高めるため、滋賀県の男女共同参
画に関する施策や社会情勢の変化や県民ニーズに応じた常に新しい
情報を掲載する総合的な啓発・情報誌を発行するとともに、男女共同
参画に関する図書・ビデオ等を収集し提供する。

1,470 1,370
男女共同参画セ
ンター（女性活躍
推進課）

4 1

県民交流エンパワーメ
ント事業

男女共同参画に取り組む県民、団体等の交流・活動の場づくりや自主
活動への支援を行う。 344 338

男女共同参画セ
ンター（女性活躍
推進課）

5 1

研修講座事業 男女共同参画に関する多様な学習機会を提供するとともに、地域や
職場、団体等におけるリーダー層の育成と取組能力等、地域の課題
解決に向けた実践力の向上を図るための研修講座を開催する。また
若者向けのセミナーを開催し、若年層からの男女共同参画意識の浸
透を図る。

1,456 1,348
男女共同参画セ
ンター（女性活躍
推進課）

6 1

相談室運営事業 男女共同参画心理相談員を配置し、性別による差別的取扱をはじめ
とする男女共同参画に関する相談全般を受けつけるとともに、DVカウ
ンセリングや法律の専門相談を実施する。

1,851 2,081
男女共同参画セ
ンター（女性活躍
推進課）

7 1

県婦人会館ゼミナール
事業費補助金

滋賀県婦人会館を拠点とした、女性の生涯学習を総合的に推進する
事業に対し補助金を交付する。 250 250 生涯学習課

担当課№ 施策の概要施策(事業)名
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額

14



15 Ⅲ-1

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－１　　重要課題への対応　１－１　女性

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．家庭・地域における男女共同参画の推進
　 ２．働く場における男女共同参画の推進

３．男女の人権尊重と安心して暮らせる社会づくり
４．総合的・計画的な関連施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

8 1

県地域女性団体連合会
事業費補助金

まちづくりの核となる地域女性団体の資質の向上や組織の活性化を
図るための事業等に対し補助金を交付する。 360 360 生涯学習課

9 1,2

女性のチャレンジ支援
事業

女性の社会参画に向けて、その意欲と能力が発揮できるよう、女性の
多様なチャレンジや活躍を支援するための取り組みを行う。

1,200 1,200
男女共同参画セ
ンター（女性活躍
推進課）

10 2

母子家庭の母等職業的
自立促進事業

就労経験のないまたは就労経験の乏しい、いわゆる長期失業状態に
ある母子家庭の母等を対象に、民間教育訓練機関等を活用した職業
訓練を実施し、就職の促進を図る。

18,290 18,323 労働雇用政策課

11 2

子育て女性等職業能力
開発事業

出産や子育てなどを理由に離職し、再就職を希望する女性等を対象
に、民間教育訓練機関等を活用した職業訓練を実施し、就職の促進
を図る。

15,940 17,310 労働雇用政策課

12 2

働く場における女性の
活躍推進事業

働く場における女性の活躍を推進するため、働く女性自身の意欲・資
質向上等を図るセミナーとライフプランを見据えたキャリアビジョンを描
くためのセミナーを開催すると同時に、経営者側へも女性活躍推進に
取り組むことの有効性についての啓発を進める。

2,163 938
縮小（細目事業内での細替
により、縮小）

女性活躍推進課

13 1,2

農業・農村男女共同参
画推進事業

農村女性の主体的活動の誘導・支援を通じた能力向上を図るととも
に、農業・農村における男女共同参画社会の形成に向けた取り組み
を推進する。

748 595 農業経営課

14 2

女性農業者ネットワーク
強化支援事業

女性の新規就農者や就農希望者等の悩みを解決するとともに、農村に暮
らす農家の女性同士が農業と生活等について語り合える場を提供するた
め、交流会の開催や女性農業者ネットワークの構築に向けた検討会を行
う。

1,500 900 農業経営課

15 2

仕事と生活の調和推進
事業

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進のため、女性活躍
推進企業にアドバイザーを派遣し、業務改善や制度創設の提案、社
内コミュニケーションの改善等のアドバイスを行い、女性の働きやすい
企業の拡大を図る。

1,676 1,771 女性活躍推進課
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16 Ⅲ-1

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－１　　重要課題への対応　１－１　女性

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．家庭・地域における男女共同参画の推進
　 ２．働く場における男女共同参画の推進

３．男女の人権尊重と安心して暮らせる社会づくり
４．総合的・計画的な関連施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

16 2

女性の多様な働き方普
及事業

女性の多様な働き方を普及するため、育児や介護などの理由により、
外で働くことが困難な女性を対象とした在宅という働き方を考えるセミ
ナーおよび在宅ワーカー・発注企業等との業務の受注を目的とした
マッチング交流会等を開催する。

6,076 3,392 女性活躍推進課

17 1,2

仕事と生活の両立支援
事業

「イクボス」の養成・実践のためのセミナー等の開催、働き方の見直し
や子どもとのかかわり方等を夫婦等で考える講座を開催する。

518 0 廃止 女性活躍推進課

18 2

子育て期支援事業 男女共同参画センターに託児室を設置し、センター事業等への参加を
促進し、子育て期の男女の社会参画を支援する。 433 433

男女共同参画セ
ンター（女性活躍
推進課）

19 2

中小企業働き方改革推
進事業

セミナーを開催し、働き方改革関連法等の理解を深めることにより、県
内中小企業の働き方改革を推進する。

780 0 廃止 労働雇用政策課

20 2

滋賀マザーズジョブス
テーション事業

出産や子育てによる離職後、再就職を希望する女性等を対象として、
仕事と子育ての両立に向けたアドバイス、一時保育の実施、就労相
談、求人情報の提供や職業紹介など一貫した就労支援をワンストップ
で行う「滋賀マザーズジョブステーション」および「滋賀マザーズジョブ
ステーション・草津駅前」を運営する。

52,229 54,476 拡充（応援ウィーク） 女性活躍推進課

21 3

DV被害者総合対策推
進事業

「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する基本計画」
に基づき、DVを発生させないための啓発事業を行うとともに、DV被害
者の心身の回復と自立支援を図るための援助機関のネットワーク事
業、相談機能や一時保護機能の向上に向けた取組を行うなど、総合
的な施策の推進を図る。

10,308 10,903 子ども・青少年局

22 3
女性相談員活動推進事
業

DV被害者等に対する女性相談員による相談活動を実施する。
13,215 14,227 子ども・青少年局
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17 Ⅲ-1

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－１　　重要課題への対応　１－１　女性

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．家庭・地域における男女共同参画の推進
　 ２．働く場における男女共同参画の推進

３．男女の人権尊重と安心して暮らせる社会づくり
４．総合的・計画的な関連施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

23 3

女性等を犯罪等から守
るネットワーク事業

本県における女性や子どもを犯罪等の被害から守るために必要な施
策に関して県と県警察相互の情報共有と連携強化を図り、個々の事
案等に対する適切な対応・支援を行う。 - -

県民活動生活課
生活安全企画課

24 3

犯罪被害者等支援事業
（再掲【P13　No.25】）

　「犯罪被害者総合窓口」や「性暴力被害者総合ケアワンストップびわ
湖（SATOCO）」や「犯罪被害者等支援コーディネート事業」による犯罪
被害者等への支援に取り組むとともに、犯罪被害者等を支える社会を
形成するための広報啓発および支援従事者の二次受傷対策等を実
施する。 (22,091) (22,169)

拡充
・「性暴力被害者総合ケアワ
ンストップびわ湖
（SATOCO）」委託業務におい
て、全国共通短縮番号導入
に伴う経費を加えた。

県民活動生活課

25 3

女性福祉対策事業費 子ども家庭相談センターにおける女性の一時保護、施設保護およびこ
れに伴う運営を行う。 31,069 28,485 子ども・青少年局

26 3
犯罪被害者支援事業
（再掲【P44　No.2】）

犯罪被害者等の被害回復を図るため、被害者の手引の作成・配付、
身体犯罪被害者等に対するカウンセリングの実施等、被害者の視点
に立った総合的な施策を推進する。

(167) (150) 警察県民センター

27 3

犯罪被害者に対する支
援

犯罪被害に係る診断書料等を公費負担や、性犯罪被害相談電話の
設置による性犯罪の潜在化防止を図る。 2,495 2,213 警察県民センター

28 3

女性マンション等防犯
ネットワーク事業

県内居住の女性に対する防犯情報は、本事業だけではなく、県警の
ホームページや防犯教室などでも広く発信している。現状としては、
様々な方法により各種犯罪被害防止に向け注意を促しているもので、
現行計画策定時から５年が経過し、本事業のみを特化して挙げる必
要性はないと考える。

- 事業項目からの削除 生活安全企画課
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18 Ⅲ-1

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－１　　重要課題への対応　１－１　女性

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．家庭・地域における男女共同参画の推進
　 ２．働く場における男女共同参画の推進

３．男女の人権尊重と安心して暮らせる社会づくり
４．総合的・計画的な関連施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

29 4

女性のわくわく応援事業 主に子育て中の女性をターゲットに就労への関心を喚起するイベント
等を実施し、滋賀マザーズジョブステーションでの就労相談等の活用
促進および、女性の就労開始や新たな職域への挑戦を応援するとと
もに、若年女性への県内女性活躍推進企業への就職促進のための
広報を実施する。

2,613 3,314
拡充（若年女性への県内女
性活躍推進企業の魅力発
信）

女性活躍推進課

30 1

女性の参画による防災
力向上事業

　「女性の参画による防災力向上意見交換会」において、防災関係組
織への女性参画や、「女性の視点」を通じてこれまでの防災対策の見
直しについて、有識者、防災士、関係団体等と意見交換会を行う。
　また、防災における女性参画推進に係るワークショップを開催する。

402 339 防災危機管理局

31 1

コロナ禍の避難所運営
女性リーダー等養成事
業

　新型コロナウイルス感染症と共存する社会を見据え、男女共同参画
の視点を活かし、消防・防災に関する知識と経験が豊富な女性消防
団員をはじめ自主防災組織のリーダーなど地域を担う多様な人材を
避難所運営のリーダーとして養成し、コロナ禍における災害発生時に
も自主防災組織等と連携して安定的な避難所運営にあたることにより
地域防災力の向上を図る。

- 630 新規 防災危機管理局
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19 Ⅲ-2

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－２　　重要課題への対応　１－２　子ども

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．子どもが尊重される社会環境づくりの推進
　 ２．児童虐待防止総合対策の推進

３．社会全体で子育て・子育ちを支える
４．不登校への対応
５．いじめへの対応
６．ひとり親家庭に対する支援の推進
７．子どもの貧困対策の推進
８．総合的・計画的な関連施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

1 1

「子ども県議会」開催事
業

子どもたちが自分の意見を発表できる機会として「子ども県議会」を開
催し、社会参画に対する意欲を高める。

1,150 1,150 子ども・青少年局

2 1

子ども・子育て応援セン
ター
（再掲【P10　No.6】）

子育て情報の発信とともに、子どもの抱える様々な問題への相談・支
援を行う。
電話相談・面談相談実施。

(27,766) (29,321) 子ども・青少年局

3 2

児童虐待防止対策事業 児童虐待の未然防止から、早期発見・早期対応、子どもの保護・ケア
や親子関係の修復・家庭復帰、子どもの自立までの切れ目ない支援
を行う。 14,688 19,432

拡充：
要保護児童等に関する情報
共有システムの構築や、多
言語電話通訳業務委託料の
増等による。

子ども・青少年局

4 2

児童養護施設等で暮ら
す子どもたちの社会へ
の架け橋づくり事業

児童養護施設等で暮らす子どもたちに対して仕事体験を実施し、入所
中から働くことへの理解を深めて、子どもの職業観を育成するととも
に、企業や地域社会の社会的養護への理解を促進することにより、施
設退所後の自立した生活につなげていくことを目的に、総合調整を行
うコーディネーターを配置する。

4,500 4,500 子ども・青少年局

5 3

青少年にふさわしい環
境づくり推進事業

青少年を健全に育成する良好な環境をつくるため、市町への巡回指
導および青少年育成県民会議が実施する啓発活動等に対して補助を
行う。また、青少年を取り巻く社会環境の浄化を図るため、立入調査
の実施、有害図書・ビデオ等の指定など、条例の効果的な運用を図
る。

3,086 3,086 子ども・青少年局

6 3

無職少年等非行防止対
策事業

少年補導に関する諸活動を総合的、計画的に実施するための拠点で
ある少年補導センターの非行防止対策事業に対し指導助成を行う。 17,720 17,720 子ども・青少年局

担当課№ 施策の概要施策(事業)名
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額
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20 Ⅲ-2

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－２　　重要課題への対応　１－２　子ども

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．子どもが尊重される社会環境づくりの推進
　 ２．児童虐待防止総合対策の推進

３．社会全体で子育て・子育ちを支える
４．不登校への対応
５．いじめへの対応
６．ひとり親家庭に対する支援の推進
７．子どもの貧困対策の推進
８．総合的・計画的な関連施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

7 3

非行少年等立ち直り支
援事業

非行を犯した少年を立ち直らせ、再非行を防止するために、生活習慣
の改善、就学・就労の支援、家庭環境の改善等に必要なプログラムを
策定し、個々の少年の非行程度や少年を取り巻く環境に応じ、そのタ
イプにあったプログラムによる体系的な支援を行う。

58,660 59,182 子ども・青少年局

8 3

家庭支援推進保育事業
費補助金

日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等について、保育を
行う上で特に配慮を必要とされる児童を多数受け入れている保育所
に対して､保育士等の加配に対して補助金を交付する｡ 37,530 39,362 子ども・青少年局

9 3

放課後児童健全育成事
業

昼間保護者が家庭にいない小学生の授業終了後の遊び場および生
活の場としての放課後児童クラブの運営費に対して補助を行い、その
健全育成を図る。 1,155,930 1,206,638 子ども・青少年局

10 3

放課後児童支援員認定
資格研修事業

放課後児童支援員が、業務を遂行する上で必要な知識・技能等を習
得するための研修を行う。 4,170 6,246

拡充：感染症対策経費を計
上

子ども・青少年局

11 3

施設型給付・地域型保
育給付

保育所等に係る給付費の支給に要する費用等の一部を負担する。

6,638,791 7,059,777 子ども・青少年局

12 3

子育て支援施設等利用
給付

認可外保育施設、一時預かり、病児保育等に係る利用給付費の支給
に要する費用等の一部を負担する

236,303 90,607 子ども・青少年局
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21 Ⅲ-2

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－２　　重要課題への対応　１－２　子ども

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．子どもが尊重される社会環境づくりの推進
　 ２．児童虐待防止総合対策の推進

３．社会全体で子育て・子育ちを支える
４．不登校への対応
５．いじめへの対応
６．ひとり親家庭に対する支援の推進
７．子どもの貧困対策の推進
８．総合的・計画的な関連施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

13 3

淡海子育て応援団 子育てを応援する企業を「淡海子育て応援団」として県民に発信す
る。また、切れ目のない子育て支援サービスを真に支援が必要な親子
または子どもや保護者に届け、子どもの健やかな成長および児童虐
待の未然防止を図る。 4,000 3,889 子ども・青少年局

14 3

病児・病後児保育事業 保育所に通所中等の児童が発熱等の急な病気になった場合に、病院
等に付設された専用スペースや児童が通う保育所で病児・病後児保
育を実施する。

143,483 152,768 子ども・青少年局

15 3

子育て支援員養成事業 子ども・子育て支援新制度において拡充される多様な保育サービスを
担う人材を確保し、資質の向上を図るため、子育てが一段落した地域
の人材を子育て支援員として養成する。

4,477 7,562
拡充：感染症対策経費を計
上

子ども・青少年局

16 3

保育士笑顔サポート事
業

保育士養成校卒業者の県内保育所への就職促進や潜在保育士の就
職支援（保育人材バンク事業により実施）を行うとともに、県内保育所
に勤務する保育士の就労継続をサポートする相談・助言体制を備えた
「保育士・保育所支援センター」を運営するなど、県内保育所に就労す
る保育士の安定的な確保を図る。

34,441 42,926

拡充：
令和３年度から、新たに、保
育士の離職防止・職場定着
を図るため、専門家による保
育士相談支援事業や若手保
育士合同研修・交流事業等
の新たな事業を実施。

子ども・青少年局

17 3

延長保育促進事業 保育所・認定こども園や小規模保育事業等において、保育短時間認
定、保育標準時間認定を超えた保育をする実施する事業に対して補
助する。 81,650 83,734 子ども・青少年局
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22 Ⅲ-2

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－２　　重要課題への対応　１－２　子ども

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．子どもが尊重される社会環境づくりの推進
　 ２．児童虐待防止総合対策の推進

３．社会全体で子育て・子育ちを支える
４．不登校への対応
５．いじめへの対応
６．ひとり親家庭に対する支援の推進
７．子どもの貧困対策の推進
８．総合的・計画的な関連施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

18 3

滋賀ならではの子ども
食堂地域インフラ化推
進事業

滋賀の特徴を生かした取組を子ども食堂で展開するためのコーディ
ネーターを設置、子ども食堂を拡充する。

3,650 3,650 子ども・青少年局

19 3

子どもの笑顔はぐくみプ
ロジェクト

子どもを真ん中に置いた地域づくり活動に対する立ち上げ支援や、運
営のサポート、物資の提供、事業への人的協力（ボランティア）など、さ
まざまな支援を公私協働で行う。 － - 子ども・青少年局

20 3

農業で地域の子どもを
応援しようプロジェクト

子どもを真ん中においた地域づくりに農業関係者の参画を促し、子ど
もの育成を支える。

6,000 6,000 子ども・青少年局

21 3

学びの礎ネットワーク推
進事業
（再掲【P3　No.5】）

学区の関係者が課題や背景を共有し、困難な状況にある子どもに焦
点をあてながら、課題解決に向けた連携・協働した実践活動を進めた
り支援体制を構築したりして自尊感情を高める。 (4,470) (4,230) 人権教育課

22 3

滋賀県進路保障推進協
議会補助金

新規学卒者の就職等進路保障に関する課題の解決を図るため、進路
保障推進協議会に係る人件費および運営費に対して補助金を交付す
る。

4,963 4,959 人権教育課

23 3

学校・家庭・地域の連携
による教育支援活動促
進事業（地域ぐるみの学
校安全体制の整備）

各市町には、事業の実施主体として、スクールガード・リーダーによる
巡回訪問をはじめ、地域の実情に沿った効果的な取組を、スクール
ガード活動の充実と継続に向けて推進していただく。県教育委員会
は、スクールガード活動全体への支援を行い、スクールガード登録者
数の28,000名体制を維持できるよう取り組んでいく。

4,435 4,573 保健体育課
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－２　　重要課題への対応　１－２　子ども

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．子どもが尊重される社会環境づくりの推進
　 ２．児童虐待防止総合対策の推進

３．社会全体で子育て・子育ちを支える
４．不登校への対応
５．いじめへの対応
６．ひとり親家庭に対する支援の推進
７．子どもの貧困対策の推進
８．総合的・計画的な関連施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

24 3
少年補導職員カウンセ
リングセミナー事業

被害少年に対するカウンセリング等の支援を積極的に行うため、専門
的な知識や技能の向上を図る。 71 71 少年課

25 3

少年サポート事業 警察本部少年課少年サポートセンターを核として、大学生ボランティア
等との連携の下、少年補導職員による少年相談や不良行為少年等に
対する継続補導、被害少年に対する継続支援等の少年サポート事業
を推進する。

2,316 2,282 少年課

26 3

学校における非行防止
教育の促進

非行防止指導教材「あじさい」を作成し、学校現場において同教材等
を活用した非行防止教室の開催を促進して、児童生徒の規範意識の
高揚を図る。

265 265 少年課

27 3

家庭における非行防止
教育の促進

保護者への情報発信、少年と保護者合同の非行防止教室や体験教
室を開催し、保護者を交えた規範意識向上対策を推進する。

265 265 少年課

28 3

社会全体で犯罪被害者
等を支える取り組み推
進事業

犯罪被害者遺族を講師として、県内の中学校、高校、専門学校、大学
等で講演を開催し、被害者の置かれた立場や心情への理解を図り、
社会全体で犯罪被害者等を支える気運を醸成するとともに、受講者の
規範意識向上を図るもの。

213 60 警察県民センター

29 4

美ココロ・パートナーシッ
プ事業

多様な環境下にある子どもたち（別室登校、不登校、適応指導教室
等）を対象に、文化芸術体験プログラムを提供し、様々な文化芸術に
触れる機会を提供することにより、子どもたちの豊かな心を育む。 2,038 2,038 文化芸術振興課

30 4

「滋賀県子ども・若者総
合相談窓口」設置事業

ニート、引きこもり、不登校、発達障害者等、社会生活を円滑に営む上
で困難を有する子ども・若者の総合相談窓口を開設し、相談支援とと
もに、適切な支援機関へつなぐ。（再掲） 3,590 3,819 子ども・青少年局
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－２　　重要課題への対応　１－２　子ども

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．子どもが尊重される社会環境づくりの推進
　 ２．児童虐待防止総合対策の推進

３．社会全体で子育て・子育ちを支える
４．不登校への対応
５．いじめへの対応
６．ひとり親家庭に対する支援の推進
７．子どもの貧困対策の推進
８．総合的・計画的な関連施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

31 4

不登校児童生徒の学級
への復帰支援

別室へ登校する児童生徒への学習指導や復帰プログラムの作成など
の対応のため専任の教員をあて、その後補充として臨時講師（小学校
5人、中学校10名）を配置する。

91,665 95,820
教職員課
幼小中教育課

32 4

心の教育相談センター
事業費

不登校についての専門性のある公認心理師・臨床心理士や精神科医
が、児童生徒、保護者や担当教員に対して、不登校や行きしぶりにつ
いての面接による相談（来所相談）および電話相談を行う。 13,229 13,378

幼小中教育課
（心の教育相談セ
ンター）

33 4,5

スクールカウンセラー等
活用事業

専門的な知識をもつ公認心理師や臨床心理士等を公立小学校35校と
すべての公立中学校・義務教育学校・高等学校に配置するとともに､
中学校区内の小学校に活用し、児童生徒へのカウンセリング､教員へ
の指導・助言にあたる。

137,413 161,109
拡充
配置時間数の増

幼小中教育課

34 4,5

スクーリング・ケアサ
ポーター事業

不登校児童が学校復帰できるよう、各市町が大学生等をケアサポー
ターとして家庭、適応指導教室、小学校へ派遣する事業に対して支援
する。

- - 幼小中教育課

35 4,5

スクールソーシャルワー
カー活用事業

不登校等の課題の大きい小学校にスクールソーシャルワーカーを配
置し、子ども支援の充実を図るとともに教員の実践力を高める。 39,029 47,042

拡充
配置時間数の増

幼小中教育課

36 1.4,5

教育と福祉が連携した
支援体制整備事業

困難な状況にある児童生徒が学校等で健康で自分らしく生きられるよ
う、子どもを育む環境の整備のため、スクールソーシャルワークスー
パーバイザーが市町教委を訪問し、地域における教育と福祉が連携
した支援体制の強化・充実を図る。

1,512 1,371 幼小中教育課

37 6

ひとり親家庭総合サ
ポート事業

ひとり親家庭の就業を促進するため、雇用の開拓や就業相談、就業
支援講習会の実施、就業情報の提供等一貫した支援サービスを実施
する。また、ひとり親家庭と市町や様々な支援機関と連携させるコー
ディネート機能をもった総合的なサポートセンター体制を構築し、ひと
り親家庭の自立および子どもの貧困対策を推進する。

19,591 20,970 子ども・青少年局
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－２　　重要課題への対応　１－２　子ども

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．子どもが尊重される社会環境づくりの推進
　 ２．児童虐待防止総合対策の推進

３．社会全体で子育て・子育ちを支える
４．不登校への対応
５．いじめへの対応
６．ひとり親家庭に対する支援の推進
７．子どもの貧困対策の推進
８．総合的・計画的な関連施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

38 6

ひとり親家庭等日常生
活支援事業

ひとり親家庭の父・母等が、疾病や仕事などによって、一時的に生活
援助や保育等が必要な場合、家庭生活支援員を派遣し、家事や子ど
もの世話などの支援を行う。 2,062 2,600 子ども・青少年局

39 7

生活困窮世帯の子ども
の学習・生活支援事業

貧困の連鎖を断つことを目的に、生活保護受給世帯等の中学生を対
象に学習支援を実施する。

3,595 4,275
拡充
感染症対策としてオンライン
環境の整備

健康福祉政策課

40 2,4,5

SNSを活用した子どもと
親の悩み相談事業

様々な悩みを抱えるこどもや保護者からの相談に対するSNS相談窓
口を設置し、問題の未然防止、早期発見、早期支援等に有効な相談
支援体制の充実を図る。

- 26,651 新規
子ども・青少年局
幼小中教育課

41 1

「すまいる・あくしょん」普
及啓発事業」

子どもたちの笑顔を増やすための新しい行動様式「すまいる・あくしょ
ん」に基づき、子どもたちや関係者の行動変容を促すための普及啓発
を行う。 － 3,331

令和２年度は11月補正予算
で事業費を計上（2,300千円）

子ども・青少年局
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－３　　重要課題への対応　１－３　高齢者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．健康寿命の延伸と高齢者の社会参加の推進
　 ２．医療福祉・在宅看取りの推進

３．地域包括ケアの推進
４．認知症対策の推進
５．高齢者虐待の防止と権利擁護
６．総合的・計画的な高齢者施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

1 1
ねんりんピックびわこ・レ
イカディア県民大会

高齢者の健康づくり、生きがいづくりに対する意識の高揚を図るため、
健康と福祉と文化に関するイベントの実施を支援する。 5,219 5,624 医療福祉推進課

2 1
レイカディア大学開催事
業

高齢者に新しい知識と教養を身につけるための学習機会を提供し社
会参加を促すとともに、社会活動や地域づくりの担い手を養成する。 29,756 34,386 医療福祉推進課

3 1
老人生きがい対策費 高齢者の健康、生きがいづくり推進事業、地域社会貢献事業等、老人

クラブが行う活動を支援する。 54,523 53,346 医療福祉推進課

4 1

情報、資料の収集・提
供・相談事業

インターネットを用いた中高年者の仲間づくり、生きがいづくりの支援
システムを運営するとともに地域社会の活動に主体的に参画する中
高年者を養成し、その社会参加を支援する。

7,290 4,626 医療福祉推進課

5 1
介護予防地域づくり促
進事業

県民自身が介護予防の重要性を認識し、必要に応じて専門職の支援
を受けながら自主的・継続的に取り組めるよう、介護予防に携わる人
材の育成などにより、市町の取組を支援する。

1,068 1,934 拡充 医療福祉推進課

6 1
高年齢者等労働能力活
用事業

シルバー人材センター事業への補助および家内労働等各種情報の収
集・提供により、高年齢者等の多様な就業機会の確保、充実を図る。 10,280 10,280 労働雇用政策課

7 1
農業・農村男女共同参
画推進事業（再掲【P15
No.13】）

農村高齢者の役割を明確化し、その能力活用や活躍の場づくりを促
進するとともに高齢者によるむらづくり・地域の活性化を図る。 (748) (595) 農業経営課

8 3

福祉のまちづくり推進事
業

だれもが住みたくなる福祉のまちづくりの推進およびユニバーサルデ
ザインの普及啓発を推進する。

13,817 3,859

拡充
○車椅子利用者等によるバ
リアフリー調査事業
○「点検プログラム」・「施設
整備マニュアル」改訂事業

健康福祉政策課

9 3
福祉用具センター運営
事業

高齢者や障害者のよりよい生活を支援するために福祉用具の展示や
使用方法に関する相談対応等を行う福祉用具センターを運営する。 53,957 53,957 健康寿命推進課

№ 施策(事業)名 施策の概要 担当課
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－３　　重要課題への対応　１－３　高齢者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．健康寿命の延伸と高齢者の社会参加の推進
　 ２．医療福祉・在宅看取りの推進

３．地域包括ケアの推進
４．認知症対策の推進
５．高齢者虐待の防止と権利擁護
６．総合的・計画的な高齢者施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
№ 施策(事業)名 施策の概要 担当課

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

10 2,3

要介護認定等介護保険
推進事業

介護保険制度の円滑な運営を図るため、各市町で実施される要介護
認定が適正かつ公正に行われるよう、認定調査員や審査会委員等の
資質の向上を図るため、各種の研修事業を実施する。

797 797 医療福祉推進課

11 2,3

介護保険サービスの質
の確保と向上支援事業

事業者によるサービス評価の取組や資質の向上のための取組、利用
者がサービス選択の際に必要な情報の公表等の取組を推進する。 5,668 5,923 医療福祉推進課

12 2,3

介護サービス従事者資
質向上事業

介護サービス事業所の管理者や従事者を対象とした研修事業を支援
し、広く、介護職員の質の向上を図り、利用者のニーズに応じた介護
サービスを提供する。

6,000 6,000 医療福祉推進課

13 3

老人福祉施設職員研修
事業費補助金

　老人福祉施設に求められる今日的な役割への対応に必要となる人
材の育成などをテーマにした研修を実施し、サービスの質の向上を含
む施設機能の総合的な強化を図る。

600 700 医療福祉推進課

14 3

高齢者対象運転免許自
主返納促進事業

高齢ドライバーの重大事故が頻発する中、高齢ドライバーが運転免許
を返納しやすい社会環境を構築して、運転免許の自主返納を促進す
ることで、高齢者の交通事故を抑止するもの。

263 154 交通企画課

15 3

信号機の改良事業等 高齢者等の通行が多い信号交差点に視覚障害者用付加装置を整備
等をするとともに、エリアを選定して標識標示の整備する等して、高齢
者の交通事故防止を図る。

180,434 183,228 交通規制課

16 3

県民を特殊詐欺から守
る安全安心コール事業

　特殊詐欺の予兆電話を認知した段階で、ＩＣＴを活用して、金融機関
やタクシー会社などの登録対象先に迅速な情報提供を行い、水際防
止対策の強化を図る。 3,964 1,690 生活安全企画課
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28 Ⅲ-3

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－３　　重要課題への対応　１－３　高齢者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．健康寿命の延伸と高齢者の社会参加の推進
　 ２．医療福祉・在宅看取りの推進

３．地域包括ケアの推進
４．認知症対策の推進
５．高齢者虐待の防止と権利擁護
６．総合的・計画的な高齢者施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
№ 施策(事業)名 施策の概要 担当課

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

17 3

消費者教育啓発 高齢者を狙った消費者被害の未然防止や被害の拡大防止のための
情報提供、身近な支援者等との連携などの取組を進める。

800 390

令和２年度まで実施していた
交通安全協会女性団体連合
会等による啓発については、
令和３年度よりゼロ予算とな
るが、引き続き、同団体と連
携し、高齢者の被害防止等
に取り組む。

県民活動生活課
消費生活センター

18 4
認知症に関する専門的
研修および介護支援専
門員研修事業

認知症に関わる保健・福祉の関係者に対し、認知症についての理解
を深めるための研修等を実施する。 6,379 7,636 医療福祉推進課

19 4

認知症医療・相談支援
事業

認知症の早期発見・早期対応を図るため、認知症疾患医療センター
の指定・委託等の事業を行うほか、滋賀県認知症施策推進会議を開
催する。

23,935 30,400 医療福祉推進課

20 4

認知症地域総合支援事
業

認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを推進するため、地域
の医療・福祉・保健関係者等による多職種のネットワークを構築すると
ともに、認知症の介護者等へのフリーダイヤル電話相談等の活動をし
ている公益社団法人認知症の人と家族の会に委託して介護相談を行
う。

3,486 2,870 医療福祉推進課

21 4

認知症介護対策推進事
業

認知症の人が安心して医療と介護が受けられるよう人材の育成を図
るため、認知症に関わる医療福祉の連携を支援する認知症に関わる
保健・医療・福祉の関係者が認知症についての理解を深めることがで
きるよう研修を行う。

10,044 9,594 医療福祉推進課

22 4
若年・軽度認知症総合
支援事業

若年・軽度認知症の人と家族が安心して地域で暮らせるように、適切
な支援につながる連携の構築や環境整備、支援の見える化を行う。 5,542 2,842 医療福祉推進課
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－３　　重要課題への対応　１－３　高齢者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．健康寿命の延伸と高齢者の社会参加の推進
　 ２．医療福祉・在宅看取りの推進

３．地域包括ケアの推進
４．認知症対策の推進
５．高齢者虐待の防止と権利擁護
６．総合的・計画的な高齢者施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
№ 施策(事業)名 施策の概要 担当課

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

23 4

若年・軽度認知症の人
のつながりづくり・役割
づくり支援事業

若年・軽度認知症の人が住み慣れた地域で生きがいをもって暮らせる
ような社会参加をすすめるような啓発や支援と認知症の状態像にあ
わせた切れ目ない支援を行うための人材育成を行う。 2,800 2,436 医療福祉推進課

24 4

認知症医療対策推進事
業

県内の病院で、院内デイケア等により入院中の認知症高齢者等の身
体機能や認知機能の低下を防止し、生活の活性化を図り、円滑な在
宅療養への移行につなげる取組を支援するとともに、病院において中
心的な役割を担う、認知症看護認定看護師の養成を支援するほか、
認知症疾患医療センターの医療介護連携を推進する。

7,200 2,400 医療福祉推進課

25 4

高齢運転者交通事故防
止対策事業

多発する高齢ドライバーの交通事故防止対策として「運転技能自動評
価システム（オブジェ）」を活用し、出前方式の講習会を実施するととも
に、講習会で得られたデータを分析して高齢ドライバーの特性を研究
し、高齢ドライバーの交通事故防止を図る。

880 0
拡充
（R2にシステムを更新）

交通企画課

26 5

高齢者・障害者の生活
支援権利擁護推進事業
（権利擁護センター運営
事業費補助金）

県社協が認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力が十
分でない人々の権利擁護のために実施する相談援助等に対して補助
金を交付する。 127,809 130,104 健康福祉政策課

27 5

あんしん・なっとく委員会
（滋賀県運営適正化委
員会）

福祉施設、在宅の福祉サービスの苦情解決

19,881 19,881 健康福祉政策課

28 5
高齢者権利擁護推進事
業

高齢者虐待防止および身体拘束廃止に向け、高齢者権利擁護支援
センターの委託等の事業を行う。 5,972 4,964 医療福祉推進課
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30 Ⅲ-3

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－３　　重要課題への対応　１－３　高齢者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．健康寿命の延伸と高齢者の社会参加の推進
　 ２．医療福祉・在宅看取りの推進

３．地域包括ケアの推進
４．認知症対策の推進
５．高齢者虐待の防止と権利擁護
６．総合的・計画的な高齢者施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
№ 施策(事業)名 施策の概要 担当課

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

29 3.6

防災と保健・福祉の連
携モデル構築事業

令和２年度に高齢者や障害者等の要配慮者の個別避難計画策定支
援のための「滋賀モデル」の実証を行う。

510 740

拡充
（令和２年度に取りまとめた
「滋賀モデル」の取組項目を
実行する。）

防災危機管理局
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31 Ⅲ-4

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－４　　重要課題への対応　１－４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．「ともに暮らす」
　 ２．「ともに学ぶ」

３．「ともに働く」
４．「ともに活動する」
５．共生のまちづくり

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

1 1
発達障害者支援セン
ター設置事業

発達障害にかかる相談支援実施および発達相談従事者の等の資質
の向上。 49,142 49,142 障害福祉課

2 1
発達障害者支援キー
パーソン養成事業

地域福祉圏域において、発達障害者支援のキーパーソンとなる相談
支援従事者を養成する。 - - 障害福祉課

3 1

障害者生活支援セン
ター事業

在宅障害者のライフステージに応じた相談に応えるため、身近な場所
に相談窓口を設置して地域生活を支援する。

42,000 42,000 障害福祉課

4 1
障害者地域生活移行促
進事業

地域ケアサービスの推進や障害者芸術文化の振興により、障害者の
地域生活への移行を促進する。 90,837 90,837 障害福祉課

5 1
重度障害者地域包括支
援事業

重度障害者の入所支援および通所支援を一体的に実施することによ
り、重度障害者が地域生活を継続できる地域基盤の充実を図る。 210,818 216,269 障害福祉課

6 1,2,3,4,5

障害者差別解消総合推
進事業

障害者差別のない共生社会づくり条例に基づき、障害を理由とする差
別の解消を推進し、すべての県民が障害の有無によって分け隔てら
れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の
実現に寄与することを目的に事業を実施する。

6,071 8,120 障害福祉課

7 2

特別支援教育振興費 発達障害を含む障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握
して、その持てる力を高め、生活や学習の困難を克服するための適切
な指導と必要な支援を行う。

56,650 55,690 特別支援教育課

8 2.3

特別支援学校教育振興
費

特別支援学校における職業教育の充実、学習指導上必要な教材・教
具の充足、スクールバスの運行、就学奨励費の支給等の事業を実施
する。 725,382 832,261 特別支援教育課

9 3

就労移行支援促進事業 障害者の一般就労を促進するため、就労移行支援事業所職員に対し
て企業での現場実習を行うとともに、就労移行支援事業所の職員など
就労支援を担う職員に対する就労アセスメント手法の普及を図る研修
を実施する。

3,600 3,600 障害福祉課

担当課

当初予算額

№ 施策の概要施策(事業)名
人権施策

推進計画の
具体的施策

31



32 Ⅲ-4

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－４　　重要課題への対応　１－４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．「ともに暮らす」
　 ２．「ともに学ぶ」

３．「ともに働く」
４．「ともに活動する」
５．共生のまちづくり

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課

当初予算額

№ 施策の概要施策(事業)名
人権施策

推進計画の
具体的施策

働き・暮らし応援セン
ター事業 9,671 9,671 労働雇用政策課

9,671 9,671 障害福祉課

11 3

障害者トライワーク支援
事業

職場体験の実施を通じて、事業所と障害者がともに障害者雇用の可
能性を発見し、より多くの就労につなげることで、法定雇用率の達成と
障害者の職業生活における自立と社会参加の促進を図る。

5,000 5,000 労働雇用政策課

12 3

チャレンジドWORK運動
推進事業

障害者の就労について事業所や県民の関心を深め、障害者雇用が
促進されるよう普及啓発事業を実施する。

2,834 881 労働雇用政策課

13 3
障害者総合実務訓練事
業

障害者の就職の促進を図るため、高等技術専門校の施設内におい
て、知的障害者を対象とした職業訓練を実施する。 1,978 1,978 労働雇用政策課

14 3

障害者委託訓練事業 障害者の雇用の促進を図るため、企業、ＮＰＯ法人、民間教育訓練機
関等の多様な委託先を活用し、障害者の態様に応じた職業訓練を実
施する。

10,712 10,709 労働雇用政策課

15 3

介護等の場における知
的障害者就労促進事業

知的障害者に対する介護技能習得研修や介護事業所職員に対する
障害の理解などの研修、有資格者と介護事業所間の雇用等の調整を
行い、介護等の場における就労を促進する。

8,411 8,411 障害福祉課

16 4
障害者社会参加促進事
業

障害者の社会参加を促進するため、コミュニケーション支援、移動支
援、生活訓練、相談等の各種事業を実施する。 2,699 2,699 障害福祉課

3

障害者の就労の場の確保と職場定着およびこれに伴う日常生活また
は社会生活上の支援を福祉と労働の両面から提供する「働き・暮らし
応援センター」の支援により、障害者の地域での自立と社会参加の促
進を図る。

10
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－４　　重要課題への対応　１－４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．「ともに暮らす」
　 ２．「ともに学ぶ」

３．「ともに働く」
４．「ともに活動する」
５．共生のまちづくり

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課

当初予算額

№ 施策の概要施策(事業)名
人権施策

推進計画の
具体的施策

17 4

視覚障害者社会参加促
進事業

県立視覚障害者センターにおいて、視覚障害者に対する情報提供や
生活訓練、移動支援のための事業を総合的に実施し、視覚障害者の
社会参加を促進する。

5,069 5,069 障害福祉課

18 4

盲ろう者社会参加促進
事業

重複障害のため家に引きこもりがちな盲ろう者の社会参加を促進する
ため、介助者派遣および生活支援事業をNPO法人しが盲ろう者友の
会に委託して実施する。

19,399 19,696 障害福祉課

19 4,5

聴覚障害者コミュニケー
ション確保対策事業

県立聴覚障害者センターにおいて聴覚障害者のコミュニケーション確
保のための事業(手話通訳、要約筆記、字幕入りビデオ、盲ろう者通
訳・介助等）を総合的に行い、聴覚障害者の社会参加の促進を図る。

17,503 17,503 障害福祉課

20 4,5

手話通訳者設置事業 県の機関を訪れ、また県事業に参加する聴覚及び言語障害者のコ
ミュニケーションの円滑化を図るとともに情報提供を行うため、手話通
訳者を配置する。

5,888 6,236 障害福祉課

21 4

障害者社会参加推進セ
ンター運営事業

障害者の地域における社会参加を促進するため、関係団体による協
議会を開催することにより協力体制を確保し、障害者の社会参加に対
するニーズの把握や必要な事業の実施・調整を行うとともに、社会参
加推進施策の体系的・効果的な実施方法等について検討を行う。

7,092 7,092 障害福祉課

22 4

市町地域生活支援事業 障害者の社会参加を促進するため、市町単位で地域ニーズに即した
各種メニュー事業を実施する経費に対して助成を行う。 303,115 311,107 障害福祉課

23 4

障害者ＩＴ活用総合推進
事業

障害者ＩＴ利用支援センターを設置し障害に対応したＩＴ講習会を実施
するほか、ボランティアの養成・派遣事業等により、障害者の社会参
加とＩＴ利用の促進を図っていく。 11,399 11,399 障害福祉課

24 5

聴覚障害者向け県政テ
レビ番組の放送

手話やテロップを多用し、県の施策や情報を紹介する聴覚障害者向
けテレビ番組を制作、放送する。 8,470 8,470 広報課
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－４　　重要課題への対応　１－４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．「ともに暮らす」
　 ２．「ともに学ぶ」

３．「ともに働く」
４．「ともに活動する」
５．共生のまちづくり

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課

当初予算額

№ 施策の概要施策(事業)名
人権施策

推進計画の
具体的施策

25 5

視覚障害者向け県政広
報誌の発行

点字版および音声版の県政広報誌を制作し配布する。

1,456 1,456 広報課

26 5

視覚障害者向け県議会
広報紙の発行

点字版・音声版の県議会広報紙を作成し、配布する。

725 705 議会事務局

27 5

アール・ブリュットの魅力
発信事業

美術館が再開館し、公立美術館におけるアール・ブリュット作品の継
続的な展示が実現することを機に、アール・ブリュットの認知度を向上
させ、魅力を広く発信するため、映像による魅力発信を行うとともに、
民間宿泊施設４か所に作品の実物展示を行う。

3,220 3,231 文化芸術振興課

28 5

アール・ブリュット振興事
業

アール・ブリュットに関わる多様な分野の関係者で構成するネットワー
クの活動等を推進する。

2,032 1,999 文化芸術振興課

29 5

文化芸術による共生社
会づくり事業

共生社会の実現に向け、障害の有無にかかわらず誰もがともに文化
芸術活動を通じて交流し、相互理解を深める場を創出するとともに、
障害者等の文化芸術活動を支える人材を育成する。 34,021 36,181 文化芸術振興課

30 5

障害者スポーツ推進事
業

障害者スポーツを推進するため、総合型地域スポーツクラブにおい
て、障害者スポーツ教室を実施するほか、障害者スポーツの理解促
進・普及啓発の取組を実施する。 3,611 2,911 スポーツ課

31 5

福祉のまちづくり推進事
業
（再掲【P26　No.8】）

だれもが住みたくなる福祉のまちづくりの推進およびユニバーサルデ
ザインの普及啓発を推進する。

(13,817) (3,859)

○車椅子利用者等によるバ
リアフリー調査事業終了

健康福祉政策課

34
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－４　　重要課題への対応　１－４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．「ともに暮らす」
　 ２．「ともに学ぶ」

３．「ともに働く」
４．「ともに活動する」
５．共生のまちづくり

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課

当初予算額

№ 施策の概要施策(事業)名
人権施策

推進計画の
具体的施策

32 5

高齢者・障害者の生活
支援権利擁護推進事業
（権利擁護センター運営
事業費補助金）
（再掲【P29　No.26】）

県社協が認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力が十
分でない人々の権利擁護のために実施する相談援助等に対して補助
金を交付する。 (127,809) (130,104) 健康福祉政策課

33 5

あんしん・なっとく委員会
（滋賀県運営適正化委
員会）
（再掲【P29　No.27】）

福祉施設、在宅の福祉サービスの苦情解決

(19,881) (19,881) 健康福祉政策課

34 5

障害児・者地域活動推
進事業

地域における障害者理解を促進する取り組みに対し補助を行う。

3,000 3,000 障害福祉課

35 5

精神保健福祉知識普及
啓発事業

心の健康を考える機会とするための集いを開催するとともに、精神障
害に関する正しい知識や社会資源情報の提供を内容とするパンフレッ
ト等を作成する。 1,403 1,403 障害福祉課

36 5

地域精神保健福祉対策
促進保健所事業

地域の実情に応じたきめ細やかな施策を実施することにより、精神障
害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進並びに県民の精神的健
康の保持増進を図る。

488 488 障害福祉課

37 5

保健所における精神保
健福祉基本対策事業

保健所による精神保健相談および訪問指導を実施する。

2,970 2,970 障害福祉課

38 5

精神保健福祉センター
事業

精神障害者に対する偏見や差別を解消するため、精神保健福祉に関
する知識の普及・啓発を図るとともに、各種の相談業務等を行う。 12,034 14,683 障害福祉課

39 5

糸賀一雄記念財団運営
費補助事業

生涯を通じて障害者の福祉の向上に取り組んだ糸賀一雄氏の実践と
思想を共生社会の実現に向けた普遍の思想として広く啓発するととも
に、障害者福祉を支える人材の育成を図る。

9,964 9,964 障害福祉課

35
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－４　　重要課題への対応　１－４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．「ともに暮らす」
　 ２．「ともに学ぶ」

３．「ともに働く」
４．「ともに活動する」
５．共生のまちづくり

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課

当初予算額

№ 施策の概要施策(事業)名
人権施策

推進計画の
具体的施策

40 5

障害者権利擁護対策事
業
（再掲【P12　No.16】）

障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支
援のために、県域における関係機関や団体、関係者等の協力体制の
整備や支援体制の強化を図る。
障害者の権利擁護にかかる相談等に対応するため、常設の相談窓口
を開設するとともに、弁護士等による相談チームを編成して専門相談
を行う。

(6,124) (6,124) 障害福祉課

41 5
発達障害者支援県民啓
発事業

スポーツイベントでの啓発活動などにより、発達障害に対する県民の
理解を深める。 786 820 障害福祉課

42 5

発達障害者自立生活移
行支援事業

発達障害者に対する身近な地域での支援体制強化とサービスの充実
を図るため、就労・生活支援プログラムを活用した支援者スキルアップ
を図るとともに、地域生活への移行支援を実施する。 7,000 5,230 障害福祉課

43 4,5

大学と地域をつなぐ発
達障害キャリア支援事
業

大学に在学する発達障害者に対して、県内大学の進路担当者への巡
回支援や、大学の地域連携の促進等を行うことにより、大学における
発達障害者支援の充実を図る。 3,300 3,300 障害福祉課

44 5
信号機の改良事業
（再掲【P27　No.15】）

視覚障害者の通行が多い信号交差点に視覚障害者用付加装置を整
備する等して、障害者の交通事故防止を図る。 (3,516) (7,308) 交通規制課

45 5

先人に学ぶ「福祉しが」
人づくり発信拠点事業

福祉現場で働く職員等に対して。障害福祉の礎を築いた先人の福祉
の実践と理念に関する情報を発信するとともに、それを学ぶ機会を提
供する拠点を運営し、現代に求められる福祉の人材基盤の再構築を
図る。

2,515 2.515 障害福祉課

46 5

障害者表現活動の地域
拠点づくりモデル事業

障害者の表現活動を県内全体に広め、地域が主体となって障害者の
表現活動を展開するために、表現活動を適切に指導・運営できるｊ人
材育成を行い、共生社会の実現を図る。 4,000 4000 障害福祉課
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－４　　重要課題への対応　１－４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．「ともに暮らす」
　 ２．「ともに学ぶ」

３．「ともに働く」
４．「ともに活動する」
５．共生のまちづくり

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課

当初予算額

№ 施策の概要施策(事業)名
人権施策

推進計画の
具体的施策

47 5

障害者アート公募展開
催事業

知的障害や精神障害など、従来作品出展の機会が少なかった県内の
造形作品を広く公募し、展示会を開催することにより、障害のある方の
社会参加の促進および造形活動の裾野を広げ、県民の理解と認識を
深めることを図る。

4,700 4700 障害福祉課

48 5

障害者造形活動推進事
業

アール・ブリュットを大きく発展させ、更なる「滋賀の福祉の推進力」と
するためにボーダレス・アートミュージアムＮＯ－ＭＡの運営及び県内
外の作品の調査・支援、アール・ブリュットに関する情報発信等を行
う。

18,000 18000 障害福祉課

49 3

介護等の場における精
神障害者就労促進事業

精神障害者の職域を拡大するため、障害の特性に応じた研修プログ
ラムを検討し実施することにより、介護事業所等での就労促進を図
る。

5,100 4,914 障害福祉課

50 3

就労系障害福祉サービ
スの支援力向上事業

就労系障害福祉サービス事業所等の職員がジョブコーチ養成研修を
受講する際の費用を補助し、職員の専門性を高め、障害者の一般就
労の促進を図る ― 1,000 障害福祉課

51 1.5

防災と保健・福祉の連
携モデル構築事業
（再掲【P30　No.29】）

令和２年度に高齢者や障害者等の要配慮者の個別避難計画策定支
援のための「滋賀モデル」の実証を行う。

(510) (1,000)

拡充
（令和２年度に取りまとめた
「滋賀モデル」の取組項目を
実行する。）

防災危機管理局

1,904,883 1,000
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－５　　重要課題への対応　１－５　同和問題

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．同和問題に対する正しい理解と認識、人権尊重の実践的態度の育成に向けた教育・啓発
　 ２．地域におけるまちづくりと人づくりへの支援

３．えせ同和行為の排除
４．同和行政の総合的な推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

1 1

人権啓発活動推進費
（同和問題啓発活動分）
（一部再掲【P7　No.3】）

県民の同和問題に対する理解・認識を深めるため、同和問題を人権
問題の重要な柱として捉え、9月の「同和問題啓発強調月間」を中心
にイベントの開催等効果的な啓発活動を推進する。

(25,277) (21,103)

事業内容を一部見直し
（新型コロナウイルス感染症
の感染防止の観点から「じん
けんフェスタ」の開催を見送
り、代わりに「じんけんミニ
フェスタ」を開催する等）

人権施策推進課

2 1

滋賀県人権センター事
業推進費

（公財）滋賀県人権センターに対し、同和問題をはじめとする人権問題
解決のための啓発、教育、相談等の事業を円滑に推進するための補
助を行う。

109,784 100,087 人権施策推進課

3 1

農業協同組合中央会事
業活動促進事業

農協の人権対策の効果的な推進を図るために県農協中央会が行う農
協人権対策事業に助成する。

843 723 農政課

4 2
地域総合センター運営
助言事業委託料

地域総合センターが、関係機関との連携のもとに、生活上の各種相談
事業や人権課題の解決のための各種施策を総合的に推進できるよ
う、その助言等を（公財）滋賀県人権センターに委託する。

1,188 1,137 人権施策推進課

5 2

地域総合センター運営
費等補助金

人権課題解決のため市町が設置する地域総合センターの活動の充
実と、計画的運営を促進するため、運営費に対して補助金を交付す
る。

169,107 168,026 人権施策推進課

6 3

えせ同和行為に対する
取り組み

同和問題に対する誤った意識を植え付け、同和問題解決の大きな阻
害要因となっている、えせ同和行為の排除に向けた取り組みを進め
る。

－ － 人権施策推進課

7 4

私立学校人権教育代替
教員給与費補助金

人権教育の成果を高めるため、人権主任に代わって他の教員が授業
を行う私立高等学校に対して補助金を交付する。

2,647 2,647
私学・県立大学振
興課

8 4

人権保育推進研究活動
事業費等補助金

滋賀県人権保育研究協議会が保育内容の充実および入所児童の福
祉の増進を図ることを目的に実施する研修事業等に対して補助金を
交付する。

1,200 1,200 子ども・青少年局

担当課№ 施策の概要施策(事業)名
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－５　　重要課題への対応　１－５　同和問題

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．同和問題に対する正しい理解と認識、人権尊重の実践的態度の育成に向けた教育・啓発
　 ２．地域におけるまちづくりと人づくりへの支援

３．えせ同和行為の排除
４．同和行政の総合的な推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

9 4

人権保育推進懇話会運
営費

人権保育に関する意見・情報交換を行い、保育の充実と推進を図るこ
とを目的に設置されている人権保育推進懇話会を開催する。

100 100 子ども・青少年局

10 4
修学奨励資金管理事業 修学が困難な同和関係者の子弟に対して貸与した修学奨励資金の返

還等に伴う債権管理を行う。（貸与事務は終了している。） 6,995 7,632 人権教育課

11 1，4

市町人権教育推進協議
会等事業費補助金
（再掲【P5　No.5】）

同和問題をはじめとする人権問題の解決に向けた人権教育を地域ぐ
るみで推進するため、市町人権教育推進協議会等が行う事業に対し
て補助金を交付する｡

(4,949) (5,008) 生涯学習課

12 1，4

県人権教育推進協議会
事業費補助金
（再掲【P5　No.6】）

人権意識の高揚と人権教育の推進を図るため県人権教育推進協議
会が実施する事業に対して補助金を交付する。

(800) (800) 生涯学習課
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令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－６　　重要課題への対応　１－６　外国人

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．こころが通じるコミュニケーション支援
　 ２．安心して暮らせる生活支援

３．活力ある多文化共生の地域づくり
４．総合的・計画的な多文化共生施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

1 1,2,3 多文化共生推進事業

1 多文化共生地域人材等育成事業
　多文化共生の地域づくりを推進するための人材を育成し、関係機
　関・団体との連携・協働を図る。
　・多文化共生講座

2 外国人相談窓口業務
　在住外国人が円滑な日常生活が送れるよう、５名の相談員等が外
　国人の相談を受け、適切なアドバイスを行う。

3 外国人向け情報紙発行事業
　生活情報紙を発行し、身近な生活情報を10言語で提供する。

4 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業
　地域日本語教育の実態調査
　推進計画の策定

30,885 28,921
国際課（（公財）滋
賀県国際協会）

2 2
災害時外国人県民等支
援体制強化事業

1 防災知識等の習得および防災意識の向上
　外国人県民等を対象とした防災イベントの開催

2 災害時外国人支援のための人材養成
　災害時外国人サポーター養成講座の開催

0 1,195 新規 国際課

3 1
感染症関連情報多言語
発信事業

新型コロナウイルス感染症に関する情報の多言語翻訳業務委託
言語：８言語（日本語→英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語、韓
国語、タガログ語、スペイン語、インドネシア語） 0 3,380 国際課

4 2

公立小中学校外国人児
童生徒在籍校に係る非
常勤職員配置

小中学校における日本語指導が必要な外国人児童生徒に対する指
導の充実を図るため非常勤講師を派遣し、日本語指導・教科の指導・
生活適応の指導を行う。

52,842 56,307 教職員課

5 2

国際理解教育推進 国際理解教育推進のため、帰国・外国人児童生徒教育指導者連絡協
議会や外国人児童生徒教育担当者配置校連絡会議を開催する。 119 81 幼小中教育課

担当課№ 施策の概要施策(事業)名
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額
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41 Ⅲ-6

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－６　　重要課題への対応　１－６　外国人

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．こころが通じるコミュニケーション支援
　 ２．安心して暮らせる生活支援

３．活力ある多文化共生の地域づくり
４．総合的・計画的な多文化共生施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

6 2

外国人児童生徒に対す
る総合的な教育支援事
業

県立学校等において外国人児童生徒に対して、母語による支援が喫
緊であると判断される場合、母語を理解することのできる指導協力者
を派遣し、児童生徒やその保護者等と円滑なコミュニケーションが図
れるように支援する。

1,216 804 高校教育課

7 2
コミュニティＦＭ放送を活
用した生活安全広報実
施事業

コミュニティＦＭ放送と連携し、外国語による生活安全情報を提供す
る。 － － 組織犯罪対策課
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42 Ⅲ-7

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－７　　分重要課題への対応　１－７　患者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．医療福祉提供体制の整備
　 ２．安全、安心な医療福祉サービスの提供

３．正しい知識の普及啓発等
４．難病患者への支援の充実
５．総合的な保健・医療・福祉施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

1 2

医療安全相談室の運営 医療に関する患者の苦情や相談等に迅速に対応する体制を整備し、
医療の安全と信頼の確保に努め、医療機関の患者サービスの向上と
医療の質の向上を図る。

4,479 4,598
会計年度任用職員の期末支
給月数増加に伴う増

医療政策課

2 3

エイズ対策促進事業 エイズに関する正しい知識を普及・啓発するため啓発を行うとともに、
エイズの早期発見と二次感染の予防のため、相談・検査事業を行う。

5,066 5,619

拡充（早期発見がかなわず、
エイズ発症者数が増加してい
るため、事業増の必要性あ
り）

感染症対策課

3 3

結核対策特別促進事業 結核に対する正しい理解と予防意識の高揚を図るため、県民を対象
に啓発事業を実施する。

0 0 感染症対策課

4 3

ハンセン病啓発事業 ハンセン病についての正しい知識を普及し、差別や偏見をなくすた
め、啓発を実施するとともに、療養所に入所されている本県出身者の
訪問、一時帰省招待事業を行う。

3,100 3,078 健康寿命推進課

5 4

難病対策推進事業 安定した療養生活の確保と難病患者およびその家族のQOLの向上を
目的とし、難病患者に対する総合的な相談・支援や受入れ病院の確
保ならびに在宅療養上の適切な支援を実施する。

27,572 27,241 健康寿命推進課

6 3

人権啓発活動推進費
（新型コロナウイルス感
染症に関する人権啓発
分）
（再掲【P7　No.3】）

県民の人権意識の高揚を図るため、全戸配布の広報誌の発行をはじ
め、さまざまなメディアを活用した啓発活動等を行う。

(46,625) (46,021)

左記の予算を活用し、新型コ
ロナの感染拡大状況に応じ
て随時必要な啓発等を実施
する

人権施策推進課

7 －

新型コロナ人権侵害対
応チーム
（再掲【P12　No.20】）

県各機関への新型コロナウイルス感染症関連人権侵害相談情報の
集約強化および相談を受けた人権侵害に対応するため、庁内に対応
チームを設置する。（設置先：総合企画部人権施策推進課内） ― ― 人権施策推進課

担当課№ 施策の概要施策(事業)名
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額
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43 Ⅲ-7

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－７　　分重要課題への対応　１－７　患者

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．医療福祉提供体制の整備
　 ２．安全、安心な医療福祉サービスの提供

３．正しい知識の普及啓発等
４．難病患者への支援の充実
５．総合的な保健・医療・福祉施策の推進

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策の概要施策(事業)名

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

8 3

滋賀県人権センター事
業推進費補助金
（新型コロナウイルス感
染症に起因する差別に
対する人権相談窓口
分）
（一部再掲【P38　No.2】）

新型コロナウイルス感染症に起因する差別に対する人権相談窓口
（新型コロナ人権相談ほっとライン）を（公財）滋賀県人権センターに設
置し、相談者に対し適切な助言や支援を行う。

(2,271) (3,580)
令和２年度は９月補正予算に
よりR2.9.1より設置

人権施策推進課
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44 Ⅲ-8

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－８　　重要課題への対応　１－　８　犯罪被害者等

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．平穏な日常生活への復帰の支援
　 ２．犯罪被害者等を支える社会づくり

３．施策推進のための体制整備

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

1 1

犯罪被害者等支援事業
（再掲【P13　No.25】）

　「犯罪被害者総合窓口」や「性暴力被害者総合ケアワンストップびわ
湖（SATOCO）」や「犯罪被害者等支援コーディネート事業」による犯罪
被害者等への支援に取り組むとともに、犯罪被害者等を支える社会を
形成するための広報啓発および支援従事者の二次受傷対策等を実
施する。

(22,091) (22,169)

拡充
・「性暴力被害者総合ケアワ
ンストップびわ湖
（SATOCO）」委託業務におい
て、全国共通短縮番号導入
に伴う経費を加えた。

県民活動生活課

2 1

犯罪被害者支援事業 犯罪被害者等の被害回復を図るため、被害者の手引の作成・配付、
身体犯罪被害者等に対するカウンセリングの実施等、被害者の視点
に立った総合的な施策を推進する。 167 150 警察県民センター

3 1

犯罪被害者サポートテ
レホン
（再掲【P13　No.26】）

犯罪被害者支援活動として、専門的知識を有する民間支援団体へ業
務委託し、よりきめ細やかな被害者支援体制の充実を図り、犯罪被害
者等からの電話相談及び直接支援（警察署等への付き添い）を行う。 (2,147) 2,147 警察県民センター

4 1

犯罪被害者に対する支
援
（再掲【P17　No.27】）

犯罪被害に係る診断書料等の公費負担や、性犯罪被害相談電話の
設置による性犯罪の潜在化防止を図る。

(2,495) 2,213 警察県民センター

5 2

社会全体で犯罪被害者
等を支える取り組み推
進事業
（再掲【P23　No.28】）

犯罪被害者遺族を講師として、県内の中学校、高校、専門学校、大学
等で講演を開催し、被害者の置かれた立場や心情への理解を図り、
社会全体で犯罪被害者等を支える気運を醸成するとともに、受講者の
規範意識向上を図るもの。

(213) (60) 警察県民センター

6 2

生命のメッセージ展の
開催

巡回式展示会「生命のメッセージ展」を開催し、メッセンジャー（被害者
の等身大の人型ボード）を通じて大切な家族を事件や事故で亡くした
遺族の経験や思いを伝えるとともに、命の大切さ、思いやり、犯罪被
害者の人権を考える機会を提供し、広く関係者や県民に対して犯罪被
害さへの理解と支援を呼び掛ける。

(708) 0 単年事業のため廃止 警察県民センター

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額

44



45 Ⅲ-9

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－９　　重要課題への対応　１-９　さまざまな人権課題（対象者別）

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．ホームレス
　 ２．ホームレス刑を終えた人・保護観察中の人等

３．性同一性障害者・同性愛者等
４．アイヌの人々
５．拉致被害者等

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

1 1

ホームレス対策事業 ホームレスの自立等に向けて、生活保護や生活困窮者自立支援制度
により対応を図る。また、平成18年度から毎年度実施されることとなっ
た概数調査によりホームレスの状況を把握するとともに、必要に応じ
て生活状況や施策の実施状況等についての連絡調整を行う関係機関
連絡調整会議を開催し、ホームレスの自立支援を図る。

- - 健康福祉政策課

2 2

滋賀県地域生活定着支
援センター事業

　高齢または障害により刑務所等を出所後に自立した生活を送ること
が困難な方に対し、福祉サービスの手続きや受け入れ先の調整など
の支援を行うため、地域生活定着支援センターを設置する。 22,000 33,754

「刑事手続段階における高齢
者・障害者入口支援事業」と
統合

健康福祉政策課

3 2

刑事手続段階における
高齢者・障害者入口支
援事業

　刑事手続段階にある高齢者・障害者に対し、司法関係機関と福祉関
係機関が連携して、必要な福祉的支援のアセスメントおよびコーディ
ネートをすることによって、包括的な社会復帰および再犯防止の体制
整備を図る。

6,800 -
「滋賀県地域生活定着支援
センター事業」に組替

健康福祉政策課

4 5

北朝鮮当局による人権
侵害問題に対する理解
を深めるための啓発事
業

北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12月10日～16日）を中心として、県広
報誌、ポスター、パネルにより周知・広報を実施する。

- - 健康福祉政策課

担当課№
人権施策

推進計画の
具体的施策

施策(事業)名 施策の概要

当初予算額
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46 Ⅲ-10

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅲ－10　　重要課題への対応　２　さまざまな人権課題

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．個人情報の保護
　 ２．インターネットによる人権侵害

３．ヘイトスピーチ
４．災害発生時の人権問題

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

1 1

個人情報保護制度説明
会

個人情報保護制度においては、近年、保有個人情報開示請求が増加
していること、また、個人情報の漏えい等の事案が増加傾向にあるこ
とから、本県の個人情報保護制度を再確認するとともに、個人情報を
取り扱う際のルールを十分に理解してもらうため、職員向けに制度説
明会を開催する。

- -
県民活動生活課県民
情報室

2 2

安全安心なサイバー空
間構築推進事業

サイバーボランティアとサイバー犯罪防止教室や啓発活動等を協働
し、被害者や加害者にならないための見識を高めて、安全・安心なサ
イバー空間の利用を推進する。 328 249 サイバー犯罪対策課

3 2

インターネット人権啓発
事業
（一部再掲【P7　No.3】）

インターネット上における差別書き込み等の現状や問題点を把握する
とともに、差別書き込み等の防止に向けた対応策などについて理解を
深めるため、行政や関係団体の職員を対象に研修会を開催する。ま
た、インターネットを利用する上でのルールとマナーについて、広く県
民に啓発するため、リーフレットを配付する。

(59) (59) 人権施策推進課

4 2

インターネット上におけ
る人権侵害対応事業
（一部再掲【P38　No.2】）

インターネット上における誹謗中傷・差別書き込み等の人権侵害が多
発している現状であることから、その状況把握を行い、それに対しての
対応窓口の確立、通報システムや相談体制の整備、および未然防止
や事後対応に対しての取組を行うため、（公財）滋賀県人権センターに
対し補助を行う。

(516) (517) 人権施策推進課

5 4

災害時要配慮者支援体
制整備事業

災害時において、高齢者・障害者等避難支援が必要な方に対し、迅速
かつ的確な対応が行えるよう、市町の取組を促進するとともに、大規
模災害時における広域的な避難体制の整備を推進することにより、災
害対策の強化を図る。

5,643 4,347 健康福祉政策課

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額
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47 4-1

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表４－１　　推進体制　１　庁内における推進体制

人権施策推進計画の具体的施策

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

1 －

人権施策推進本部の運
営

人権が尊重される社会の実現を目指し、人権が尊重される社会づくり
に関する施策について有機的な連携を図りつつ、総合的かつ効果的
に推進するため人権施策推進本部を設置、運営する。 - - 人権施策推進課

担当課№
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額

施策(事業)名 施策の概要

47



48 4-2

令和３年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表４－２　　推進体制　２　人権に関わりの深い職業従事者の人権研修

人権施策推進計画の具体的施策

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

１　公務員

1 －
部門研修 各部局等を単位とする19ブロックで、人権研修を実施する｡

288 283 人事課

2 -

個人情報保護制度説明
会（再掲【P46　No.1】）

個人情報保護制度においては、近年、保有個人情報開示請求が増加
していること、また、個人情報の漏えい等の事案が増加傾向にあるこ
とから、本県の個人情報保護制度を再確認するとともに、個人情報を
取り扱う際のルールを十分に理解してもらうため、職員向けに制度説
明会を開催する。

- -
県民活動生活課県民
情報室

3 －

人権研修指導者養成研
修

人権研修を効果的に実施するため、主査級、係長級、主幹級および
課長補佐級で各部局長が推薦する職員に対し研修指導者養成研修
を行う。 317 317 政策研修センター

4 －
ステップアップ研修 ステップアップ研修（各階層別研修）の中で、人権についての研修を行

う。 77 56 政策研修センター

5 －
統一テーマによる職場
研修

全庁統一テーマによりOJT推進員を中心に職員全員を対象とした研
修を実施する。 - - 人事課

２　学校教育関係者

6 －
私学団体教職員研修事
業補助金

私学団体が実施する人権研修に対し補助金を交付し、私学教職員の
資質の向上を図る。 382 382

私学・県立大学振興
課

7 －
人権教育推進会議 各私学における人権教育の実践に対する指導、助言や研修機会の提

供を行うため、人権教育推進会議を開催する。 64 64
私学・県立大学振興
課

8 －

教職員研修費 教職員が様々な人権問題について、正しい理解と認識を持ち、学校に
おける人権教育を効果的に進めるために、ステージに応じた研修を実
施する。 5,310 4,763

総合教育センター
（高校教育課）

9 －
人権教育教職員等指導
事業

加配教員連絡協議会や、人権教育校長研修会などを開催することに
より、教員に対する人権教育の推進を図る。 1,333 1,173 人権教育課

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額
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表４－２　　推進体制　２　人権に関わりの深い職業従事者の人権研修

人権施策推進計画の具体的施策

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策(事業)名 施策の概要

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

10 －

人権教育指導力育成 事
 業（再掲【P3　No.4】）

人権教育に関する効果的な指導方法等について講義や演習・研究協
議等を行うことにより、若手世代教員の人権感覚と実践力･指導力の
向上と、人権教育推進の中核となる中堅世代教員のリーダーの育成
を図る。

(760) (709) 人権教育課
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表４－２　　推進体制　２　人権に関わりの深い職業従事者の人権研修

人権施策推進計画の具体的施策

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策(事業)名 施策の概要

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

４　医療関係者

11 －
医療関係職員養成所に
おける人権学習

医療関係職員養成所に在学する学生に対して患者の人権問題につ
いて正しく理解するための授業を実施（を指導）する。 － － 医療政策課

12 －
医療機関立入検査の実
施

医療機関立入検査の中で同和問題研修啓発等の積極的な取り組み
を指導する。 － － 医療政策課

５　福祉関係者

13 －
民生委員児童委員研修 　同和問題をはじめとする人権問題に対する正しい認識と理解を深め

るための研修を実施する。 762 762 健康福祉政策課

14 －

介護サービス従事者資
質向上事業
（再掲【P27　No.12】）

介護サービス事業所の管理者や従事者を対象とした研修事業を支援
し、広く、介護職員の質の向上を図り、利用者のニーズに応じた介護
サービスを提供する。

(6,000) (6,000) 医療福祉推進課

15 －
訪問介護員育成定着推
進事業

介護保険の訪問介護サービス事業に従事する訪問介護員等に対し、
人権問題に係る研修を行う。 1,748 1,748 医療福祉推進課

16 －
障害者相談員研修 障害者相談員を対象に、人権についての理解促進や活動強化を目的

に研修会の開催等を行う。 828 828 障害福祉課

17 －

主任児童委員・児童委
員研修

児童委員等の活動を活性化し、求められる課題に的確に応え、その
解決に取り組むキーパーソンとしての役割を果たせるよう、事例に即
した実践的な研修を委託する。

140 140 子ども・青少年局

18 －
滋賀県保育協議会研修
事業費補助

県内の保育関係職員の研修の実施にかかる経費を補助する。
6,724 6,740 子ども・青少年局
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表４－２　　推進体制　２　人権に関わりの深い職業従事者の人権研修

人権施策推進計画の具体的施策

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)
担当課№ 施策(事業)名 施策の概要

人権施策
推進計画の
具体的施策

当初予算額

６　消防職員

19 －
教育訓練実施事業 消防職員に対する各種教育の中で、人権についての講義を行う。

－ － 防災危機管理局

７　警察職員

20 －

犯罪被害者支援事業
（再掲【P44　No.2】）

被害者支援要員および各所属職員に対して、被害者支援に関する専
門的教養を実施するとともに、カウンセリング業務充実のための研修
に職員を派遣する。

(110) (95) 警察県民センター

21 －

警察教養研修 学校・職場教養のあらゆる機会を通じて、幅広い人権課題教養研修を
推進する。 56 42 企画教養課
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表４－３　　推進体制　３　国、市町、NPO等との連携

人権施策推進計画の具体的施策

特記事項

R2 R3 (新規・拡充・廃止・組替)

①国、市町との連携

1 －

滋賀県人権相談ネット
ワーク協議会の運営
（再掲【P13　No.27】）

人権施策基本方針に基づき、県民の人権に関する相談に対し総合
的、効果的に対応するため、県や、国、市町等の相談機関で設立した
「滋賀県人権相談ネットワーク協議会」において参画機関相互の連携
の強化を図る。

(287) (549) 人権施策推進課

②ＮＰＯとの連携－ＮＰＯの支援（情報の提供、人材養成等）

2 －

県民活動支援の総合推
進
（再掲【P7　No.1】）

県民の社会貢献活動に対する理解を促すとともに、県民、地域団体、
ＮＰＯ、企業等と行政がともに主体的に地域を支え合う協働型の社会
づくりを目指し、多様化する地域の課題やニーズに対応できる地域総
合力の向上を図るため、相互の理解促進に努め、今後の社会を支え
る担い手としての役割が期待される多様な主体の支援に努める。

(1,174) (1,162)
県民活動生活課
県民活動・県民協働
推進室

3 －

淡海ネットワークセン
ター支援事業
（再掲【P7　No.2】）

地域づくりやまちづくり、福祉、環境、文化等の様々な分野における県
民の自主的な社会的活動を総合的に支援することを目的とする（公
財）淡海文化振興財団の運営に必要な支援を行う。 (46,800) (47,874)

県民活動生活課
県民活動・県民協働
推進室

担当課№ 施策(事業)名 施策の概要
人権施策

推進計画の
具体的施策

当初予算額
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