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ハラスメントとは？ 

他者に対する言動によって、本人の意図とは関係なく、相手を不
当に不快にさせるなど、精神的・身体的な苦痛を与える行為です。 
 

職場でのハラスメント（セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント等）で悩

みはありませんか？市では、ハラスメントに関する相談または苦情に対応するため、

内部相談員を選任しています。また、外部相談員（市内弁護士）を設置し、相談が出

来る体制になっていますので、悩まれている時は相談ください。 

相談された内容は、個人のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、

知り得た秘密は厳守されます。 

 

ハラスメントに関する相談窓口   

 

１．外部相談員 

中
なか

 睦
むつみ

 弁護士 草津市渋川一丁目２－１５くさつビル５階Ａ号室 

TEL ５６９－０１７０ 

 

２．内部相談窓口 

（１）内部相談員（市職員） 

 相 談 員 名 所  属 連 絡 先 

1 柴田 みどり 総合政策部 565-1550 （内線） 2229 

2 中波 りく 人権政策課 561-2335 （内線） 2312 

3 森 暁 河川課 561-2397 （内線） 2620 

4 杉谷 小百合 住宅課 561-2395 （内線） 2611 

5 鈴木 祐平 建築課 561-2378 （内線） 2529 

6 中村 尚美 議事庶務課 561-2413 （内線） 3018 

7 丹波 明子 上下水道総務課 561-6871 （内線） 2853 

8 高井 雅之 地域保健課 561-6865 （内線） 2448 

9 柴野 明子 環境政策課 561-2341 （内線） 2349 

10 松永 祐子 子ども・若者政策課 562-7882 （内線） 2140 

11 田附 友可里 家庭児童相談室 561-2373 （内線） 2419 

12 柳原 光江 草津中央おひさまこども園 562-7180  

13 鎌田 暁子 玉川幼稚園 564-0043  

14 明田 孝之 人権センター 563-1765  

（相談員選任期間：令和４年５月３１日まで） 

 

ハラスメントに関する相談窓口について 
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（２）内部相談員（教職員）   （※所属（学校）に関わらず、いずれの相談員にも 

相談することが可能です。） 

 相 談 員 名 所  属 連 絡 先 

1 中西 さおり 志津小学校 562-0341 

2 木村 みさ子 志津南小学校 564-3666 

3 北川 美紀 草津小学校 562-0124 

4 中村 香織 草津第二小学校 563-3800 

5 鵜飼 裕美 渋川小学校 566-6116 

6 西村 智子   藤村 知佳 矢倉小学校 564-4388 

7 山田 和美 老上小学校 562-0440 

8 京近 武史   木村 恵美 老上西小学校 566-2401 

9 伊藤 真治   深田 安子 玉川小学校 563-1271 

10 手島 恵実   宮川 佳代 南笠東小学校 562-9540 

11 西邑 祥明   千﨑 裕子 山田小学校 563-3744 

12 三宅 美智 笠縫小学校 562-0352 

13 松井 しのぶ 笠縫東小学校 564-4391 

14 杉本 淳    曽我部 知奈美 常盤小学校 568-0002 

15 伊庭 照実 高穂中学校 565-3611 

16 髙野 裕子   野阪 智子 草津中学校 562-2125 

17 黒川 真紀子  城 京子 老上中学校 564-4394 

18 蓮尾 博輝   服部 泰子 玉川中学校 566-3631 

19 木村 弘子 新堂中学校 568-2990 

20 長谷川 充代 松原中学校 568-0246 

21 髙橋 正樹 学校教育課 561-2436 

22 小寺 多恵子 児童生徒支援課 561-6034 

23 奥村 真也 教育研究所 563-0334 

                   （相談員選任期間：令和３年３月３１日まで） 

  

  （３）内部相談員（専門職） 

   草津市スクールソーシャルワーカー 恒松
つねまつ

 睦
むつ

美
み

（教育研究所内） 

     TEL ５６３－０３３４ 

（※教職員だけでなく、市職員も相談することが可能です。） 

 

（４）職員課（℡561－2314 内 2110～2115） 

   学校教育課（℡561－2436 内 2795） 

           （※職員課・学校教育課職員への直接のメールでも受付します。） 

 



3 

 

【 参考 】その他の相談機関（外部相談窓口） 

 
 

○ 滋賀県立男女共同参画センター  

男女共同参画相談室 

近江八幡市鷹飼町８０－４ 

  （０７４８）３７－８７３９ 

 

○ いじめ・いやがらせについての相談（法律・制度に関する相談） 

滋賀労働局 総合労働相談コーナー 

大津市打出浜１４番１５号 滋賀労働総合庁舎４階 

（０７７）５２２－６６４８ 

 

○ マタハラ・セクハラについての相談（法律・制度に関する相談） 

滋賀労働局 総合労働相談コーナー 

大津市打出浜１４番１５号 滋賀労働総合庁舎４階 

（０７７）５２３－１１９０ 

 

○ ハラスメント全般に関する相談（法律・制度に関する相談） 

大津労働基準監督署内 大津総合労働相談コーナー 

大津市打出浜１４番１５号 滋賀労働総合庁舎３階 

（０７７）５０１－３９７６ 

 

○ おうみ犯罪被害者支援センター 

大津市京町４丁目３番２８号 滋賀県厚生会館１階 

総合窓口         （０７７）５２５－８１０３ 

犯罪被害者サポートダイヤル（０７７）５２１－８３４１ 

  性被害緊急ホットライン   ０９０－２５９９－３１０５（２４時間３６５日受付） 

 

○ 草津市職員労働組合 

市庁舎地下１階 職員組合執務室 

相談時間：９：００～１６：００ 

内線３１１０  外線５６１－２４７０ 


