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基本目標 男女共同参画社会をめざす意識づくりのために 方針 人権尊重の意識づくり1 1

施策 人権尊重意識の高揚1

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

1 人権講座の充実 生涯学習課

市民の人権意識の向上と女性の人権
を尊重するために「いきいき・生き
合い講座」などを開催します。

市民の人権意識の向上と女性の人権を
尊重するために「いきいき・生き合い
講座」などを開催しました。

市民の人権意識の向上と女性の人権
を尊重するために「いきいき・生き
合い講座」などを開催します。

人権講座への男性の参
加率
（男性参加者数/
全参加者数：％）

40

35.0

40

50

70.0%

30
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基本目標 男女共同参画社会をめざす意識づくりのために 方針 人権尊重の意識づくり1 1

施策 性に関する健全な意識の醸成2

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

2 学校における正しい性教育の推進 学校教育課

男女の性の尊厳や妊娠、出産などの
重要性を人権教育の立場から推進し
ます。また、心と体の調和が図れる
ように、発達段階に合わせた性教育
を推進します。

どの学校においても年間指導計画に
添った計画的な性教育が実施された。
特に「子どもいきいき事業(市事業)」
を行った小学校４校、中学校２校にお
いては、男女の性の尊厳や妊娠、出産
などの重要性について、専門家の講師
からより詳しく学ぶことができまし
た。

発達段階を考慮しながら、男女の性
の尊厳や妊娠、出産などの重要性を
人権教育の立場をもとに、心と体の
調和が図れるように、発達段階に合
わせた性教育を推進します。年間指
導計画に従って実践するとともに、
実践しながら改善充実を図ります。
また、引き続き「関市子どもいきい
き事業」を有効に活用していきま
す。

学校における性教育の
年間指導計画への採用
校数（校）

30

30.0

30

30

100.0%

30

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

3 有害な社会環境の浄化 生涯学習課

街頭補導活動の強化、有害図書の追
放、無人有害図書販売機の撤去を推
進し、尐年を取り巻く環境の浄化を
図ります。また、補導員研修、尐年
相談、非行防止に係る広報紙の発行
など尐年センターの運営を行いま
す。

夏休み等長期休暇中やイベント時の補
導のほか、高架下等に書かれた落書き
消去作業(年５回程度)を実施した。

街頭補導活動を強化します。また、
落書きが発見された場合は随時迅速
な消去活動を行います。

関市尐年補導員連絡協
議会役員の女性登用率
（％）

3

0.0

3

5

0.0%

0
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基本目標 男女共同参画社会をめざす意識づくりのために 方針 人権尊重の意識づくり1 1

施策 メディアにおける人権の尊重3

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

4 広報媒体における男女共同参画の推進 秘書広報課

男女共同参画や複雑化する人権問題
について、分かりやすく啓発を行
い、市民の理解を深めます。また、
市が発信する広報媒体において男女
共同参画の視点での配慮や点検を行
います。

男女共同参画の視点に立った情報の点
検を行いました。

男女共同参画の視点に立った広報情
報の点検をします。

広報紙、ホームページ
の掲載に関する点検の
実施率（％）

100

100.0

100

100

100.0%

100

- 3 -



基本目標 男女共同参画社会をめざす意識づくりのために 方針 男女共同参画の視点に立った教育と学1 2

施策 男女共同参画に関する啓発の充実4

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

5 男女共同参画推進のための職員研修の実施（市職員の意識の向上） 職員課

市行政に男女共同参画社会の理念を
生かすために、男女共同参画に関す
る市職員の意識の向上を図る研修を
行います。

10/29～11/6　ブラッシュアップ女性
リーダー研修(市町村職員中央研修所)
※女性リーダーのあり方等を学びまし
た。

職場外研修の実施または派遣をしま
す。

内部管理事務のため指
標なし

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

6 メディアを活用した男女共同参画意識の啓発の充実 市民協働課

市のホームページ、広報紙、パンフ
レット、ポスターなどの様々な情報
発信の媒体を通して、男女共同参画
に関する意識の向上を図ります。

広報に男女共同参画コーナー「ともに
自分らしく生きよう」を設け毎月１日
号に掲載。(H25.1.1号100回を区切り
に終了。)
市ホームページに参画コーナーを設け
「さんかくセミナー」「市民フォーラ
ム」の開催内容等を掲載しました。

市のホームページ、広報紙を活用し
て、男女共同参画に関する意識の向
上を図ります。

ホームページの更新回
数（回／年）

4

4.0

4

6

66.7%

3
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基本目標 男女共同参画社会をめざす意識づくりのために 方針 男女共同参画の視点に立った教育と学1 2

施策 学校や保育の現場における男女平等教育の推進5

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

7 保育の現場における男女平等教育の推進 子ども家庭課

保育士への啓発及び研修を通し、保
育の現場における男女共同参画意識
の向上を図ります。

研修に積極的に参加し、保育現場にお
ける男女共同参画意識の向上を図りま
した。

保育士への啓発及び研修を通し、保
育の現場における男女共同参画意識
の向上を図ります。

保育士の研修回数（回
／年）

1

1.0

1

1

100.0%

1

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

8 学校の現場における男女平等教育の推進 学校教育課

男女の人権を尊重した教育のあり方
について教員研修を推進します。

文部科学省指定の人権総合教育推進事
業の流れを受け、男女平等はもちろん
すべての人権を尊重した教育のあり方
について教員研修を行いました。(参
加者340名)
また、本年度は、緑ケ丘中学校区で、
児童生徒向けの講演会を実施しまし
た。(児童・生徒参加者 930名)

男女平等はもちろんすべての人権を
尊重した教育のあり方について教員
研修を実施します。

人権に関する教育研修
会への参加者数（人）

340

340.0

340

350

97.1%

330

- 5 -



基本目標 男女共同参画社会をめざす意識づくりのために 方針 男女共同参画の視点に立った教育と学1 2

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

9 性別にとらわれない進路選択の指導 学校教育課

男女の性差にとらわれず、個性を重
んじた進路指導を実施します。

進路学習においては、性差にとらわれ
ることなく指導に当たることができ
た。職場体験学習では、体験先を男女
によって振り分けることなくどの子も
自分の意志で選択できるようになって
いる。また、個々の特性に応じた進路
選択ができるよう指導を進めました。

小学校から中学校につながる進路教
育を実施します。その中で、男女の
性差にとらわれず、個性を重んじた
職場体験学習や進路指導を実施しま
す。

市教育委員会訪問での
把握および進路報告の
実施校

25

30.0

25

30

100.0%

11

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

10 児童、生徒への男女平等教育推進の推進 学校教育課

個性を大切にする教育理念を「学校
だより」や「学級通信」などに掲載
し、男女平等教育の啓発及び周知を
します。

教科、道徳、特別活動、総合的な学習
の時間等のすべての教育活動におい
て、男女平等教育を推進した。また、
「学校だより」「学年だより」「学級
通信」なども活用し、男女平等教育を
推進しました。

教科、道徳、特別活動、総合的な学
習の時間等のすべての教育活動にお
いて、男女平等教育を推進していき
ます。また、「学校だより」「学年
だより」「学級通信」なども活用し
ていきます。

市教育委員会訪問での
情報把握、実施校

30

30.0

30

30

100.0%

30

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

11 保育園児への男女平等教育の推進 子ども家庭課

幼児期から男女平等意識が根付くよ
う啓発を行います。

保育現場で、幼児期から男女平等意識
が根付くよう啓発を行いました。

幼児期から男女平等意識が根付くよ
う啓発を行います。

保育士の研修回数（回
／年）

1

1.0

1

1

100.0%

1

- 6 -



基本目標 男女共同参画社会をめざす意識づくりのために 方針 男女共同参画の視点に立った教育と学1 2

施策 男女共同参画に関する学習機会の提供6

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

12 市民フォーラムの開催 市民協働課

男女共同参画社会の実現に向けた意
識啓発のために、幅広い市民参加に
よる男女共同参画市民フォーラムを
年１回開催します。

第13回男女共同参画市民フォーラム開
催
開催日：平成24年12月16日（日）
場所：わかくさ・プラザ多目的ホール
講師：森永卓郎氏
講演内容：「男と女のあり方が変わる
 経済も変わる」
参加人数：250人（うち男性110人）
フォーラム運営会議による企画・運営

第14回市民フォーラムを開催しま
す。

市民フォーラムの男性
参加率（男性参加者数
／全参加者数：％）

23

44.0

23

25

176.0%

21

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

13 男女共同参画セミナー（さんかくセミナー）の開催 市民協働課

固定的な性別役割分担意識の解消や
男女共同参画社会づくりに関するセ
ミナーを開催します。また、学習内
容と学習機会の充実を図ります。

さんかくセミナー(４回連続講座)開催
開催日：平成24年６月24日～７月17日
内容：「お父さんのための父親力Ｕ
Ｐ！講座」
参加人数：119人（うち男性59人）さ
んかくサポーターによる企画・運営

さんかくセミナーを実施予定(４講
座)
・一般向け
・学校向け(２講座)
・生涯学習課とのコラボレーション
講座

さんかくセミナーへの
男性の参加率（男性参
加者数／全参加者
数：％）

17

49.6

17

20

248.0%

14.9

- 7 -



基本目標 男女共同参画社会をめざす意識づくりのために 方針 男女共同参画の視点に立った教育と学1 2

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

14 市民公開講座の充実 生涯学習課

多様化する社会の中で、時代に適合
した高度な知識に触れるために、大
学との連携により、子育て、家庭教
育、就労などの学習機会の提供を行
います。

大学連携に向けて打合せを行い、「Ｓ
ＥＫＩいきいきフェスタ」の参加が実
現し、連携に向けてのきっかけ作りが
できました。
また、平成24年10月７日(土)と平成25
年２月24日(日)に地域で活躍している
人材を活用し、市民に学びや体験を提
供する講座フェスタ in わかくさを開
催し、生涯学習のきっかけづくりの機
会を提供しました。

生涯学習に関する講座において、大
学講師等を活用し男女が共に高度な
学習できる場を作ります。

市民公開講座への男性
の参加率（男性参加者
数／全参加者数％）

15

7.8

15

20

39.1%

10

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

15 社会教育活動の情報提供の充実 生涯学習課

ホームページにおける生涯学習情報
提供システムの活用、「ＳＥＫＩい
きいきフェスタ」の開催、生涯学習
に関する記事の広報紙への掲載を行
い、社会教育団体の活動を促進しま
す。

12月２日に、わかくさ・プラザで｢Ｓ
ＥＫＩいきいきフェスタ｣を開催しま
した。56のサークルや団体が、活動成
果の発表や来場者への体験コーナーを
設けるなど、社会教育活動に触れる機
会を提供しました。

ホームページにおける生涯学習情報
の提供を行います。いきいきフェス
タを開催します。

いきいきフェスタ実行
委員会の男性役員数率
（男性役員数／全役員
数：％）

50

47.3

50

50

94.6%

50

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

16 公民館活動の充実 中央公民館

「さわやか学級」、「成人大学」な
どの公民館活動を充実します。

「さわやか学級」10回講座(２クラ
ス)。定員80人に対して受講希望者は
99人。最高齢は90歳で、修了者数(出
席70％以上)は67人(67.7％)と高率で
ある。
「成人大学」は、前期の長良川セミ
ナー８講座に84人、後期の長良川セミ
ナー６講座に98人が受講した。さわや
か学級募集をかけて参加者数を増やし
ました。

高齢者を対象とした「さわやか学
級」(年10回)、一般成人を対象とし
た「成人大学」(前期８回・後期６
回)を開催します。郷土を中心とした
自然や歴史・文化など総合的に学習
する講座を設け、参加意欲を高めま
す。

さわやか学級男性の参
加率（男性参加者数／
全参加者数：％）

10

3.0

10

30

10.0%

3
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基本目標 男女共同参画社会をめざす意識づくりのために 方針 男女共同参画の視点に立った教育と学1 2

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

17 男女共同参画に関する図書の充実 図書館

男女の性差の問題に係る資料収集や
男女共同参画に参考となる図書資料
の利用促進を図ります。

男女共同参画やジェンダーに関する図
書を購入しました。

男女共同参画やジェンダーに関する
図書を購入します。

男女共同参画やジェン
ダーに関する図書の蔵
書数（冊）

150

431.0

150

160

269.4%

146

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

18 幼児、児童向けジェンダー学習資料の充実 図書館

ジェンダーに係る児童向けの資料の
収集と利用を促進する。

児童書のジェンダー関係図書を購入し
ました。

児童書のジェンダー関係図書を購入
します。

児童書のジェンダー関
係図書の蔵書数（冊）

50

115.0

50

60

191.7%

47
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基本目標 男女共同参画社会をめざす意識づくりのために 方針 男女間のあらゆる暴力の根絶1 3

施策 配偶者や恋人からの暴力（ＤＶ）に対する対策の推進7

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

19 ＤＶの防止に向けた啓発の充実 子ども家庭課

市のホームページ、広報紙、街頭啓
発を通じ、ＤＶを防止するための情
報提供や啓発を行います。特に、若
年層への有効なＤＶ防止の啓発を検
討、推進します。

ＤＶに関する広報紙掲載件数(０回/
年)
街頭啓発
開催日：11月12日(月)14時～16時
内容：バロー関緑ケ丘店とマーゴにお
いて、関係機関との連携よるリーフ
レット・カードﾞ等の配布

市のホームページ、広報紙、街頭啓
発を通じ、ＤＶを防止するための情
報提供や啓発を行います。特に、若
年層への有効なＤＶ防止の啓発を検
討、推進します。

ＤＶに関する広報紙掲
載件数（回／年）

2

0.0

2

2

0.0%

1

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

20 ＤＶ関係機関との連携強化 子ども家庭課

ＤＶに関係する庁内、医療機関、警
察などの関係機関と連携体制を確立
し、市の相談窓口の対応の迅速化を
図ります。

周知に関する広報紙の掲載(12回/年) ＤＶに関係する庁内、医療機関、警
察などの関係機関と連携体制を確立
し、市の相談窓口の対応の迅速化を
図ります。

市相談窓口、関係機関
等の連絡先の周知に関
する広報紙の掲載（回
／年）

2

12.0

2

2

600.0%

1
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基本目標 男女共同参画社会をめざす意識づくりのために 方針 男女間のあらゆる暴力の根絶1 3

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

21 ＤＶ防止対策基本計画の策定の検討 子ども家庭課

ＤＶ防止対策基本計画の策定を検討
します。

ＤＶ対策基本計画の策定に関する検討
会議の実施回数(０回/年)

ＤＶ防止対策基本計画の策定に関す
る検討会議の実施(検討)

ＤＶ対策基本計画の策
定に関する検討会議の
実施回数（回／年）

1

0.0

1

2

0.0%

－

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

22 ＤＶに関する相談体制の充実 子ども家庭課

ＤＶに関する相談を行い、女性の保
護や自立支援などの相談やアドバイ
スを充実します。

女性の総合相談窓口の設置、既存相談
窓口の機能強化箇所数(１箇所)

ＤＶに関する相談を行い、女性の保
護や自立支援などの相談やアドバイ
スを充実します。

女性の総合相談窓口の
設置、既存相談窓口の
機能強化箇所数（箇
所）

1

1.0

1

1

100.0%

1
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基本目標 男女共同参画社会をめざす意識づくりのために 方針 男女間のあらゆる暴力の根絶1 3

施策 セクシュアル・ハラスメント等の防止対策の推進8

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

23 セクシュアル・ハラスメント、ストーカー、売買春の防止に向けた啓 子ども家庭課

市のホームページ、広報紙、各種メ
ディアを活用して、セクシュアル・
ハラスメント、ストーカー、売買春
を防止するための情報提供や啓発を
行います。

セクシャル・ハラスメント、ストー
カー等に関する広報紙掲載件数(０回/
年)

市のホームページ、広報紙、各種メ
ディアを活用して、セクシュアル・
ハラスメントやストーカー、売買春
を防止するための情報提供や啓発を
行います。

セクシュアル・ハラス
メント、ストーカー等
に関する広報紙掲載件
数（回／年）

2

0.0

2

2

0.0%

1

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

24 企業向けセクシュアル・ハラスメントセミナーの開催 商工課

人権侵害の防止、就労環境の向上を
促進するため、セクシュアル・ハラ
スメント防止セミナーを、市内企業
の事業主や人事担当者を対象に開催
します。

県等が開催するセミナーを広報誌等で
啓発できませんでした。

県等が開催するセミナーを広報誌等
で啓発します。

セクシュアル・ハラス
メント防止セミナーへ
の参加者数（人）

30

0.0

30

40

0.0%

19
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基本目標 あらゆる分野への男女共同参画のために 方針 政策、方針決定の場への女性の参画の2 4

施策 審議会や委員会への女性の積極的な登用の促進9

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

25 女性委員登用の促進 市民協働課

女性委員の登用状況の調査を行い、
男性が主体となっている委員会に対
し、兼任委員の解消や委員公募制の
導入を提言し、女性委員の積極的登
用を促進します。

平成24年６月１日現在　委員会数(う
ち男性０→０委員会、女性０→24委員
会、総数1,935人うち女性344人、女性
の割合17.8%)

女性委員の登用状況の調査を行い、
男性が主体となっている委員会に対
し、兼任委員の解消や委員公募制の
導入を提言し、女性委員の積極的登
用を促進します。

各種審議会・委員会へ
の女性登用率（女性委
員数／委員総数：％）

30

17.8

30

35

50.9%

20
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基本目標 あらゆる分野への男女共同参画のために 方針 政策、方針決定の場への女性の参画の2 4

施策 女性管理職や女性役員の登用の拡大10

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

26 女性市職員の管理職への登用推進 職員課

女性の市管理職試験受験の奨励を行
い、受験者の増加と女性管理職の増
加を図ります。

男女問わず、受験の推奨を行いまし
た。

女性の管理職試験受験資格緩和を継
続します。

市職員の管理職におけ
る女性職員の割合
（％）
管理職＝管理職手当の
受給者

18

17.9

18

20

89.5%

16.1

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

27 女性教職員の管理職への登用推進 学校教育課

教育の現場に女性の意見を反映する
ために、女性教職員の管理職の登用
を奨励します。

女性の管理職が積極的に登用されるよ
う管理職試験の受験について、男女を
問わず働きかけを行った。
これによ
り、小学校で校長４人、教頭８人、中
学校で教頭１人の女性管理職が登用さ
れました。

今後は、中学校においても、女性の
管理職が積極的に登用されるよう働
きかけていきます。

女性管理職（校長・教
頭）の割合（％）

18

21.0

18

20

105.0%

15
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基本目標 あらゆる分野への男女共同参画のために 方針 政策、方針決定の場への女性の参画の2 4

施策 女性の人材情報の把握と人材活用の促進11

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

28 女性人材リストの充実と女性人材の活用の促進 市民協働課

行政やまちづくりへの参画意識が高
い女性を登録し、審議会などの委員
として推薦できるように、女性人材
リストを毎年整備します。また、女
性人材リストから多くの女性人材の
活用を促進します。

各課へ文書や庁内ＬＡＮで女性人材リ
ストの活用を呼びかけました。

女性人材リストの活用を各課へ呼び
かけます。

女性人材リストの活用
件数（件／年）

5

1.0

5

10

10.0%

2
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基本目標 あらゆる分野への男女共同参画のために 方針 家庭、地域社会への男女共同参画の促2 5

施策 家庭生活への男女共同参画の促進12

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

29 市民相談室の充実 市民課

離婚や相続などの男女を巡る家庭内
の様々な問題について、弁護士や専
門機関による相談窓口を設置し、法
律上の処理、アドバイス及び専門機
関の紹介を行います。

市民相談(電話・面接)随時　相談回数
170件、
法律相談(本庁毎月第２・３・４木曜
日、事務所年1回)
　相談回数40回
　相談者数267人(行政相談　14人、裁
判所出張相談　８人)

法律相談については、昨年同様に関
地域で年間36回、５事務所で年１回
づつ実施します。また、市民の方に
よる各種相談に対応するため、各相
談機関と連携を深め、市民の不安解
消や問題解決にむけより利用しやす
い相談体制を目指します。

年間相談件数（件）

370

390.0

370

390

100.0%

351

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

30 両親学級の充実 保健センター

「パパママスクール」、「はじめて
の子育て教室」などを開催し、夫婦
で子育てを支え合う学習機会の提供
を行います。
　　　

プレママクッキング(妊娠期の食育：
事業見直しに伴いパパママスクールよ
り変更)５回、はじめての子育て教室
(沐浴実習、父親の妊婦体験)６回実施
した。母子健康手帳交付に合わせて
「プレママ教室」(歯、食事などの妊
娠中の健康についての講話)を毎週火
曜に開催した。

はじめての子育て教室(沐浴実習・父
親の妊婦体験、対象は第１子妊娠中
の妊婦とその夫)を５回／年、プレマ
マ教室を毎週火曜日に実施します。
事業見直しにより、プレママクッキ
ングは中止となります。

両親学級への参加率
（参加組数／第１子妊
娠届出数：％）

18

10.1

18

25

40.6%

12.5
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基本目標 あらゆる分野への男女共同参画のために 方針 家庭、地域社会への男女共同参画の促2 5

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

31 乳幼児の相談業務、健診の推進 保健センター

育児に対する不安を解消するため、
健診や相談事業を実施します。

年齢別に健診や健康相談を実施し、そ
の月齢に合わせた発育や発達状況を保
護者とともに確認しています。また、
その時々に合わせ保護者からの相談に
応じ、子育てを家族で出来るよう支援
しています。

健診等の事後支援体制の見直しを他
機関との連携の下、より充実させま
す。
未受診児把握率の向上と事後支援の
強化を図ります。

健診未受診児の状況把
握率（％）

90

70.5

90

95

74.2%

85

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

32 赤ちゃん家庭訪問の推進 保健センター

妊娠、育児に関する不安を軽減する
ため、赤ちゃんを出産した全家庭を
早期に訪問します。また、夫婦又は
家族が安心して子育てできるよう支
援します。

出生後なるべく早い時期に保護者とコ
ンタクトを図ることで、一番疲れや悩
みが生じる時期に相談に応じれるよう
にしています。また、必要に応じ、複
数回訪問したり、電話連絡をしたりす
ることで、家族で育児に取り組めるよ
うにしています。

赤ちゃん訪問実施率100％を目指し、
早期に発育発達確認と支援を行いま
す。「母と子のサポート事業」によ
り、保健所・医療機関と連携し、ハ
イリスク児への支援を行います。
訪問未実施者の状況把握と事後支援
を行います。

赤ちゃん訪問率（訪問
実施件数／出生者
数：％）

100

97.7

100

100

97.7%

79

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

33 思春期教室の充実 保健センター

命の大切さや親になることの意義に
ついて考える「赤ちゃんふれあい体
験教室」（中学生対象）などを開催
します。

男女共に参加できる全体教育を実施し
ていくため、学校との協同で授業での
事業を展開しています。関地域は平成
23年度から、モデル校として１年に２
校づつ増やし３年間で全中学校での実
施を目指しています。平成24年度は３
校で実施。地域は全校実施。保健セン
ターが担う部分として、地域の赤ちゃ
んと実際にふれあい、命の大切さ・親
への感謝を学習できるよう支援してい
ます。

男女共に参加できる全体教育を実施
していくため、学校との協同で授業
での事業を展開しています。関地域
は平成25年度、６校で実施。地域は
全校実施。保健センターが担う部分
として、地域の赤ちゃんと実際にふ
れあい、命の大切さ・親への感謝を
学習できるよう支援していきます。

公募による男子学生の
参加率（％）

30

100.0

30

35

285.7%

12.5
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基本目標 あらゆる分野への男女共同参画のために 方針 家庭、地域社会への男女共同参画の促2 5

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

34 ＰＴＡ活動や家庭教育学級への父親参加の促進 生涯学習課

参観日など学校行事への参加は母親
が中心となっている現状を是正し、
父親の積極的参加を促進します。ま
た、家庭教育学級活動への男性の参
加を積極的に募ります。

市内幼・保育園等21園(養訓セン
ター、ことばの教室含む)、小・中学
校30校にて実施。延べ学級開催回数
147回、延べ参加者数16,736人
(H25.3.15現在)。主な講座内容：子育
てやしつけに関する講話、親子ふれあ
い活動、食育講座など。

市の説明会や県が主催する家庭教育
学級リーダー研修会等の機会に父親
の家庭教育学級への積極的な参加を
推進する。また、参観日をはじめと
する学校行事を活用した家庭教育学
級の実施を推進することで、男性の
参加を積極的に募ります。

家庭教育学級への父親
の参加率（％）

15

3.6

15

25

14.4%

5

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

35 乳幼児期家庭教育学級の充実 生涯学習課

６か月から３歳までの親子を対象
に、家庭教育手帳を活用した「乳幼
児期家庭教育学級」を開催します。

関市内５箇所にて実施。134組の親子
が参加。延べ学級開催回数65回、延べ
参加者数2,492人。
主な講座内容：絵本の読み聞かせ、食
育講座、運動会、子育て講話、クリス
マス会など。

広く乳幼児学級を広報し、積極的参
加を促進します。また、休日を利用
した父親参加の講座を計画し、積極
的な参加を募ります。

乳幼児学級の参加親子
数（人）

150

134.0

150

150

89.3%

150

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

36 成人学校の充実（男性向け教室の開催） 中央公民館

男性が家庭や地域へ積極的関与がで
きるような教室を開催します。

男性料理教室のほかにも、男女共に興
味を持てる歴史や園芸の講座等を設定
し、全体として男性の参加者も増加し
ています。

成人学校の講座(公民講座）の１つと
して「男性料理教室」などを開催し
ます。

男性料理教室等の参加
者数（人）

30

156.0

30

30

520.0%

30
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基本目標 あらゆる分野への男女共同参画のために 方針 家庭、地域社会への男女共同参画の促2 5

施策 地域活動への男女共同参画の促進13

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

37 地域コミュニティ活動への女性参画の促進 市民協働課

自治会の役員選出などに、女性の参
画を呼びかけます。

啓発回数０回 自治会の役員選出などに女性役員の
参画を呼びかけます

自治会への女性参画の
啓発回数（回／年）

1

0.0

1

2

0.0%

－

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

38 女性団体への支援 生涯学習課

女性特有の問題や女性の活躍の場を
広げる研修会を開催します。

地域女性の会連合会：研修視察（ノリ
タケの森と知多半島、核融合科学研究
所）、婦人の夢フォーラム（平岡健康
開発研究所所長講演）、国体ワーク
ショップ、市主催事業への参加、各支
部での活動。
女性連絡協議会：研修「国際交流-モ
ンゴルについて」「日本刀鍛錬と関鍛
冶伝承館の見学」「正月を迎えて」
等、国体ワークショップ参加。

地域女性の会連合会：全体活動・支
部活動により資質向上と活動の場を
広めます。
女性連絡協議会：研修会の実施によ
り資質向上と女性の新しい生き方へ
の意欲づけを目指します。

関市女性連絡協議会の
所属団体数（団体）

26

16.0

26

28

57.1%

24
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基本目標 あらゆる分野への男女共同参画のために 方針 家庭、地域社会への男女共同参画の促2 5

施策 環境、防災、観光、まちづくり等への男女共同参画の促進14

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

39 消防、防災活動における女性の活動への支援 危機管理課

女性の消防活動及び防災活動を奨励
します。また、女性の立場に立った
避難所施設の設置、女性相談室の設
置など、災害時の女性の保護を推進
します。

避難所におけるプライバシーの保護を
目的として、パーテーションの整備を
行いました。特に女性への配慮とし
て、多目的パーテーション(個室)を導
入し、更衣室や診察等に利用できるよ
う整備しています。
総合防災訓練において、パーテーショ
ンを住民に紹介し周知を図りました。

女性の立場に立った避難所運営を考
慮して、パーテーション等の整備・
充実を図るとともに、住民への周知
を行っていきます。

総合防災訓練への女性
の参加率（女性参加者
数／全参加者数：％）

40

30.0

40

50

60.0%

25

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

40 男女がともに活躍する観光、地域おこしの支援 観光交流課

女性の視点に立った観光事業の展開
や観光ＰＲを取り入れ、女性が観光
やまちづくりの分野に参加しやすい
環境を整備します。さらに、男女が
ともに活躍できる各種イベント、観
光活動を奨励します。

各種観光展やイベント、ＰＲプレゼン
テーション、エージェント訪問、ＰＲ
キャラバンなどで、男女相互の能力や
企画力、視点を生かしたアイデアを
もって、効果的な関市への観光客誘客
につなげることができました。

各種イベント、観光物産展、ＰＲプ
レゼンテーションエージェント訪
問、ＰＲキャラバンなど観光活動を
奨励します。

女性団体の観光イベン
トへの参加回数（回／
年）

4

5.0

4

6

83.3%

2

- 20 -



基本目標 あらゆる分野への男女共同参画のために 方針 家庭、地域社会への男女共同参画の促2 5

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

41 男女がともに取り組む環境保全活動の推進 生活環境課

市民行動日｢ごみゼロの日｣活動、
「市民環境セミナー」、「環境シン
ポジウム」の開催、環境に関する出
前講座を実施します。また、マイ
バッグ運動、ごみ分別などの家庭内
の環境保全活動に、男性が積極的に
参加できるように啓発活動を行いま
す。

市民行動日「ごみゼロの日」や側溝清
掃、河川清掃など市民全員参加を目指
した各種清掃活動を実施するととも
に、関市自治会連合会環境衛生部総会
や環境シンポジウムを開催し、男女を
問わず環境意識の高揚に努めました。

自治会を中心とした各種団体による
ごみゼロ活動や河川清掃など環境美
化活動を展開し、男女を問わずこう
した活動への参加を促し環境保全の
意識高揚に取り組みます。

環境美化活動参加団体
数（団体）

320

244.0

320

340

71.8%

260

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

42 ユニバーサルデザインによる公共建築の設計及び点検 都市計画課

公共建築の設計及び整備にあたり、
子育て支援（ベビーキープの設置な
ど）、男女共同参画、ユニバーサル
デザインの視点で設計、点検を行い
ます。

・田原保育園 耐震補強工事
・緑ケ丘中学校 单舎増築
・耐震補強工事
・一本木・貸上公園便所建替工事

公共建築の設計及び整備にあたり、
子育て支援(ベビーキープの設置な
ど)、男女共同参画、ユニバーサルデ
ザインの視点で設計、点検を行いま
す。

内部管理につき指標な
し
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基本目標 あらゆる分野への男女共同参画のために 方針 多文化共生時代に向けた男女共同参画2 6

施策 多文化共生時代に向けた男女共同参画の促進15

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

43 外国人市民の相談と支援体制の充実 秘書広報課

市内在住の外国人に対して、ＤＶ、
性差を巡るトラブルなどの相談を行
います。また、ポルトガル語、中国
語、英語などによる啓発情報を発信
し、多文化が共生できる男女共同参
画社会の実現を促進します。

ＤＶに関する相談件数　０件 市内在住外国人に対する相談及びポ
ルトガル語版広報で男女共同参画に
関する意識啓発を行います。

ポルトガル語、中国語
などの啓発資料作成回
数（回／年）

12

0.0

12

12

0.0%

1
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基本目標 あらゆる分野への男女共同参画のために 方針 農山村地域への男女共同参画の促進2 7

施策 農山村地域への男女共同参画の促進　16

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

44 地域活動における推進リーダーの育成と支援 市民協働課

男女共同参画意識の普及と意識格差
を是正するために、推進リーダーを
育成する「男女共同参画セミナー」
や出前講座を開催します。

さんかくセミナー地域編(板取地域)
開催日：平成24年５月13日
参加組数：10組
内容：父と子のアウトドア・クッキン
グ

上之保地域でセミナーを開催しま
す。また、さんかくサポーターの企
画により出前講座を実施します。

地域におけるセミ
ナー、出前講座などの
開催回数（回／年）

3

1.0

3

4

25.0%

2

- 23 -



基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 就労の場における男女共同参画の促進3 8

施策 就労の場における男女共同参画に関する啓発の推進17

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

45 男女雇用機会均等法の周知徹底 商工課

労働基準監督署や21世紀職業財団と
連携して、男女雇用機会均等法の遵
守について、広報紙への掲載やパン
フレットの配布を行い、事業主への
周知、啓発を行います。

パンフレット等の配布で啓発しまし
た。

広報紙及びHPへの掲載やパンフレッ
ト等の配布で啓発します。

男女雇用機会均等法に
関する啓発回数（回／
年）

5

1.0

5

7

14.3%

3
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 就労の場における男女共同参画の促進3 8

施策 男女がともに働きやすい職場環境の整備の促進18

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

46 男女の賃金格差の是正の促進 商工課

市内事業所に対し、女性と男性の同
一価値労働、同一賃金の原則につい
て、法令等の遵守を促します。

パンフレット等の配布で啓発しまし
た。

広報紙及びＨＰへの掲載やパンフ
レット等の配布で啓発します。

男女の賃金格差是正に
関する啓発回数（回／
年）

2

1.0

2

3

33.3%

1

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

47 労働環境の向上に関する情報提供及び啓発 商工課

労働環境及び労働条件の向上のため
に、情報提供や指導を行います。ま
た、女性特有の妊娠、出産に配慮し
た労働環境の整備を啓発します。

広報紙及びＨＰへの掲載やパンフレッ
ト等の配布で啓発しました。

広報紙及びＨＰへの掲載やパンフ
レット等の配布で啓発します。

労働に関する相談窓口
の周知・啓発回数（回
／年）

3

3.0

3

4

75.0%

2
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 就労の場における男女共同参画の促進3 8

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

48 パートタイム労働法の周知徹底 商工課

事業主に対して、パートタイム労働
法の周知徹底を図り、パートタイム
労働者の労働条件の向上を促しま
す。

パンフレット等の配布で啓発しまし
た。

広報紙及びＨＰへの掲載やパンフ
レット等の配布で啓発します。

パートタイム労働法に
関する啓発回数（回／
年）

3

1.0

3

3

33.3%

3
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 就労の場における男女共同参画の促進3 8

施策 農林商工業における男女共同参画に関する啓発の推進19

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

49 商工業団体への女性の参画の促進 商工課

経済分野の団体活動において、女性
の参画を促進し、経済の原動力とし
て女性の人材の確保を促進します。

商工会議所等の女性部会の活動を支援
しました。

商工会議所等の女性部会の活動を支
援します。

商工会、商工会議所の
女性会会員数（人）

220

159.0

220

250

63.6%

197

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

50 女性の商店街活性化組織に対する支援の充実 商工課

商店街の活性化に取り組む女性組織
の活動を支援します。　

TOTHER21(商店街のおかみさん会)の活
動を支援しました。

TOTHER21(商店街のおかみさん会)の
活動を支援します。

女性の商店街活性化団
体の活動回数（回／
年）

25

20.0

25

25

80.0%

23
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 就労の場における男女共同参画の促進3 8

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

51 農業団体への女性の参画の促進 農務課

農業振興地域整備促進協議会などの
農業関係団体へ女性委員の登用を促
進します。

農振整備促進協議会　３人(各地区・
12月改選)
人・農地プラン検討委員
　13人／36人

農業関係団体に女性委員の登用促進
を依頼します。

農振整備促進協議会の
女性委員数

1

3.0

1

2

150.0%

0

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

52 家族経営協定の推進 農務課

農業経営方針、家庭内の就業環境に
ついて、家族経営協定の締結を奨励
します。　

平成24年度認定者　なし(既認定者５
人)

農業女性経営アドバイザーを選任
し、農業経営安定化のための指導を
します。

家族経営協定締結数

6

5.0

6

7

71.4%

5

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

53 女性農業者グループへの支援の充実 農務課

郷土料理の提供、農産物加工品の製
造、販売などを行う女性グループの
支援を行います。また、女性農業グ
ループの組織化を促進し、研修会や
交流会を開催します。

活動補助金交付　２団体(ふいごグ
ループ　400,000円、日本平成村特産
品販売組合400,000円)、研修視察の実
施　１回(10/23　三重県せいわの
里)、６次産業化ネットワーク会議の
開催　１回(3/19　市役所)、Ｆ＆Ｂ商
品概要説明会　１回(3/19　市役所)

女性グループ活動を支援するため活
動補助金を交付するとともに先進地
視察や研修会における情報交換によ
り、相互発展できる体制をつくりま
す。

女性農業者グループの
支援団体数

2

2.0

2

2

100.0%

2
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 就労の場における男女共同参画の促進3 8

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

54 林業団体への女性の参画の促進 林業振興課

林業団体への女性の参加を啓発し、
女性の知恵やアイデアを生かした間
伐材の利用、木の風合いを生かした
新たな製品づくりなどを促進しま
す。

もともと厳しい林業分野は男女問わず
雇用が尐ないが、引き続き雇用促進を
してゆきたい。

林業事業体の女性の従事者雇用機会
を促進するとともに製材、加工等の
関連団体等へも女性の参画をＰＲし
ます。

女性の林業従事者数

2

2.0

2

3

66.7%

1

- 29 -



基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 ワーク・ライフ・バランスの促進3 9

施策 ワーク・ライフ・バランスの啓発の推進20

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

55 ワーク・ライフ・バランスの普及と啓発 商工課

「仕事と生活の調和」という観念を
広報及びパンフレットの配布、市民
フォーラムの開催を通じ、企業や労
働者に普及啓発を行います。

パンフレット等の配布で啓発しまし
た。

広報紙及びＨＰへの掲載やパンフ
レット等の配布で啓発します。

ワーク･ライフ・バラン
スに関する啓発回数
（回／年）

4

1.0

4

6

16.7%

2
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 ワーク・ライフ・バランスの促進3 9

施策 育児、介護休業制度の活用の促進21

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

56 男性介護講習会の充実 高齢福祉課

男性の介護に対する理解を深めるた
めに、男性介護講習会を実施しま
す。

男性のみを対象とした介護講習会では
参加者が尐ないため、介護者のつどい
として社会福祉協議会と実施した。
開催10回　参加者152人(男29人、女
123人)

社会福祉協議会と連携して「介護者
のつどい」を開催し、介護体験など
を語り合える仲間づくりを目指しま
す。また、仲間づくりから、男性介
護者の参加を増やします。

男性介護講習会への参
加者数（人）

20

29.0

20

40

72.5%

－

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

57 育児、介護休業制度の定着促進 商工課

市内企業に対し、育児休業制度、介
護休業制度の周知を図ります。ま
た、女性に偏りがちな休業取得の実
態を改善するために、男性の育児、
介護休業制度の活用を促進します。

７月１日からの改正育児法、介護休業
法の全面施行についてＨＰ及びパンフ
レットの配布で啓発しました。

制度利用促進のＰＲのため、広報紙
等で啓発します。

育児・介護休業制度の
取得人数（人）

800

780.0

800

900

86.7%

727
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 子育て支援と介護支援の充実3 10

施策 多様な子育てサービスの充実22

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

58 民生委員・児童委員や主任児童委員による相談の充実 福祉政策課

地域の子育て家庭の状況の把握とと
もに相談業務を行い、必要な支援を
行います。

児童虐待の防止や育児不安の解消のた
め、学校や保育所、保健センターや福
祉事務所等と連携をとりながら相談業
務を実施いたしました。

地区民児協同士のグループ研修や主
任児童委員会を活性化することによ
り、民生委員の資質向上に努め、日
頃の相談業務を充実していきます。

民生委員・児童委員数
（人）

198

198.0

198

202

98.0%

194

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

59 福祉医療費の助成 福祉政策課

ひとり親家庭、障がい者、乳幼児、
小中学生に対して、保険診療自己負
担分の一部助成を行い、経済的な支
援を行います。

平成23年４月から中学３年生までに拡
大した子ども医療費助成制度（乳幼児
等医療から名称変更）を維持しまし
た。

引き続き現行制度を継続することに
より、子育て家庭の経済的支援に努
めます。

乳幼児等医療費助成の
うち外来に係る助成対
象者数(人）

8,300

12,616.0

8,300

8,500

148.4%

5,723
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 子育て支援と介護支援の充実3 10

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

60 児童センター、子育てサロンの充実 子ども家庭課

親子が気軽に集える場と子育ての相
談ができる場を提供し、子育て全般
の支援を行います。

親子が気軽に集える場と子育ての相談
ができる場を提供し、子育て全般の支
援を行いました。各児童センター、子
育てサロンの特色を生かした企画によ
り充実を図りました。

親子が気軽に集える場と子育ての相
談ができる場を提供し、子育て全般
の支援を行います。児童センター(安
桜こども館)、子育てサロンの更なる
充実を図ります。

児童センター、子育て
サロンの1日あたり利用
人数（人）

220

240.0

220

240

100.0%

200

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

61 子育て短期支援事業の推進 子ども家庭課

児童を養育している家庭の保護者
が、一時的に養育が困難になった場
合、一定期間、施設で養育する
ショートステイ事業を行います。

子育てショートステイ年間利用人数
　７人延べ21日

児童を養育している家庭の保護者
が、一時的に養育が困難になった場
合、一定期間、施設で養育する
ショートステイ事業の更なる充実を
図ります。

子育てショートステイ
年間利用人数（人）

10

7.0

10

14

50.0%

6

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

62 一時的保育の充実 子ども家庭課

急病や冠婚葬祭などの緊急時におけ
る子育ての負担を軽減するため、数
日に限り預かり保育します。　

申し出に応じて生後６カ月以上の小学
校就学前児童を対象に保育園１園を決
めていただき、利用を実施しました。

急病や冠婚葬祭などの緊急時におけ
る子育ての負担を軽減するため、数
日に限り預かり保育します。　

実施保育園の割合
（％）

70

67.0

70

80

83.8%

57
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 子育て支援と介護支援の充実3 10

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

63 家庭児童相談室の充実 子ども家庭課

家庭内における子育て、親子関係、
虐待、不登校、非行など、様々な悩
みや問題について面接や電話による
相談業務を行います。また、学校や
地域との連携により、児童の健全育
成を図ります。

家庭内における子育てや親子関係、虐
待、不登校、非行など様々な悩みや問
題について面接や電話による相談業務
を行いました。また、学校や地域との
連携により、児童の健全育成を図りま
した。

家庭内における子育てや親子関係、
虐待、不登校、非行など、様々な悩
みや問題について面接や電話による
相談業務を行います。また、学校や
地域との連携により、児童の健全育
成を図ります。

相談件数（相談件数／
年）

220

160.0

220

240

66.7%

207

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

64 子育て支援センター事業の充実 子ども家庭課

子育て家庭への支援活動の企画、相
談指導、子育てに関する行事を行い
ます。

子育て親子の交流の場の提供と交流の
促進、子育て等に関する相談や講習な
ど地域支援活動を実施しました。

子育て家庭への支援活動の企画、相
談指導や子育てに関する行事を積極
的に行い、更なる充実を図ります。

子育て支援センターの
施設数（施設）

3

2.0

3

4

50.0%

2

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

65 ファミリーサポートセンター事業の充実 子ども家庭課

育児に関して援助を受けたい人と行
いたい人が会員となり、相互援助活
動による育児支援を行います。

事業の活動として、講習会の開催や広
報紙の発行、交流会などを積極的に実
施しました。

育児に関して援助を受けたい人と行
いたい人が会員となり、相互援助活
動による育児支援を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　

年間利用件数（件）

850

903.0

850

900

100.3%

800
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 子育て支援と介護支援の充実3 10

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

66 低年齢児保育の充実 子ども家庭課

出産後の早期の仕事復帰を可能とす
るため、概ね６か月からの乳児を預
かり保育します。

概ね生後６カ月からの乳児の受入れを
行い、女性の就労等の支援になるとと
もに多様な働き方を可能とする子育て
環境整備に努めました。(保育士加配)

出産後の早期の仕事復帰を可能とす
るため、概ね６カ月からの乳児を預
かり保育します。

低年齢児保育の実施保
育園の割合（％）

85

90.0

85

90

100.0%

80

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

67 留守家庭児童教室の充実 子ども家庭課

家庭の事情、親の勤務で、放課後に
監護する大人がいない小学生低学年
の児童を午後６時まで学校の教室な
どで預かります。

長期休業日(夏休みなど)における４年
生受入れをすべての教室で実施しまし
た。
(実施教室18校)

家庭の事情や親の勤務で放課後に監
護する大人がいない小学生低学年の
児童を午後６時まで学校の教室など
で預かります。(対象学年：４年生
(１校を除く)
定員に余裕のある小学校では５年生
まで対象を拡大します。
実施教室　18校

実施教室の割合（％）

85

100.0

85

90

111.1%

79

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

68 病後児保育の充実と病時保育の実施機関との連携 子ども家庭課

病後ではあるが通園するまでに回復
していない児童のために、専門施設
で病後児保育を行います。また、病
時保育の実施機関の紹介を行いま
す。

関中央病院での病後児保育事業と広域
協定を締結した市町の病児保育施設の
ＰＲと平成25年４月から中濃厚生病院
内での病児・病後児保育室開設に向け
ての協議を行いました。

平成25年４月中濃厚生病院内に病
児・病後児保育室を開設します。ま
た、近隣市町と広域協定を締結し、
広くＰＲを行います。

病後児保育の利用人数
（人）

80

150.0

80

100

150.0%

－
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 子育て支援と介護支援の充実3 10

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

69 障がい児保育の充実 子ども家庭課

集団で保育が可能で、かつ通園でき
る障がいがある児童を保育します。

集団保育になじむことを必要とする障
がいのある児童を全園で受入れをして
います。

集団で保育が可能で、かつ通園でき
る障がいがある児童を保育します。

実施可能保育園の割合
（％）

100

100.0

100

100

100.0%

100

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

70 延長保育の充実 子ども家庭課

就労と子育ての両立を促進する環境
を整備するため、最大午前７時から
午後７時まで時間延長して保育を行
います。

最大12時間の延長保育を公・私立１０
園で実施しています。

就労と子育ての両立を促進する環境
を整備するため、最大午前７時から
午後７時まで時間延長して保育を行
います。

延長保育の実施保育園
の割合（％）

95

90.0

95

100

90.0%

90

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

71 初期夜間急病診療支援事業の充実 保健センター

中濃厚生病院内に設置した「初期夜
間急病診療支援室」にて、子どもの
夜間急病診療の支援を行います。

平成20年度から実施している「初期夜
間診療支援室」設置に対する支援を継
続して行うとともに、病院や医師会と
の連携を深め、利用者への周知をしま
した。

平成20年度から実施している「初期
夜間診療支援室」設置に対する支援
を継続して行うとともに、病院や医
師会との連携を深め、利用者への周
知をします。

初期夜間急病診療室の
利用者数（人）

500

383.0

500

600

63.8%

－
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 子育て支援と介護支援の充実3 10

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

72 事業所内保育施設設置の働きかけの促進 商工課

事業所内保育施設の設置について、
事業所に働きかけます。

施設設置を促進しました。 施設設置の促進をします。 事業所内保育の実施箇
所数（箇所）

3

4.0

3

5

80.0%

1
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 子育て支援と介護支援の充実3 10

施策 介護サービスの充実23

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

73 多様な介護サービスの充実 高齢福祉課

在宅介護福祉サービス、ショートス
テイ、施設入所など、様々な介護
サービスを展開し、被介護者の生活
の質の向上を図ります。

要介護(要支援)認定者数3,720人(3月
末現在)
事業費、前年度比9.6％増が見込まれ
る。

居宅サービス、施設サービスなど
様々な介護サービスを展開し、被介
護者の生活の質の向上を図ります。

重度認定者率（第１号
被保険者のうち要介護
４，５に認定された者
の割合：％）

5

3.8

5

6

65.7%

3.51

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

74 地域包括支援センターの充実 高齢福祉課

介護予防ケアマネジメント、総合相
談、権利擁護事業など、保健師等に
よる相談や支援を実施します。

民生委員との連携、地域ケア会議の開
催、ケアマネジャーの支援体制などを
より強化することで、虐待や認知症な
どの相談が増加しています。

民生委員や関係機関と連携した地域
ケア会議を開催し、支援体制の強化
を図ります。

在宅介護等の相談件数
（件）

1,272

1,705.0

1,272

1,526

111.7%

1,060
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 子育て支援と介護支援の充実3 10

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

75 在宅介護者の支援の充実 高齢福祉課

在宅介護者のために、家族介護者交
流事業の実施、介護者慰労金の給
付、紙おむつの支給を実施します。

家族介護者交流事業　各地区において
開催８回　参加者106人(男37人、女69
人)
介護者慰労金受給者　802人
紙おむつ助成券発行者数　701人

介護者同士の交流を図るとともに、
介護の研修なども同時に行います。
介護者慰労金の支給、紙おむつ助成
券の発行も行います。

家族介護者交流事業へ
の男性の参加率（男性
参加者数／全参加者
数：％）

25

35.0

25

30

116.7%

19

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

111 生活・介護支援サポーター養成 高齢福祉課

市民向けに介護支援サポーターの養
成研修を行い、一定の福祉、介護に
関する知識や技術を持った高齢者へ
の生活・介護支援サービスを行うた
めの担い手を養成します。

出前講座　開催16回　参加者278人(男
38人、女240人)

地域ぐるみで認知症の方と家族を支
援できる体制をつくるため、認知症
サポーター養成講座を開催しサポー
ターを増やします。また、講師とな
るキャラバンメイトの支援も行いま
す。

認知症サポーター養成
講座の参加者数

600

278.0

600

1,000

27.8%

－
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 女性の能力開発とチャレンジ支援の推3 11

施策 女性の起業、就業、再就職に関する情報と学習機会の提供24

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

76 市職員への再雇用（チャレンジ支援）制度の推進 職員課

市職員の採用に関し、年齢要件を緩
和します。

H25年度受験資格…S57.4.2以降(30才
まで)
H24年度受験資格…大卒S61.4.2以降
(25才まで)、高卒S56.4.2以降(30才ま
で)
※受験資格の年齢要件を緩和しまし
た。

職員採用の年齢要件緩和を検討しま
す。

内部管理事務のため指
標なし

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

77 再就職を希望する女性のためのセミナーの開催 商工課

21世紀職業財団と連携し、育児や介
護を理由に離職し、再就職を希望す
る女性を対象に、「再就職準備セミ
ナー」を開催します。

セミナー開催について、広報紙等で啓
発できませんでした。

セミナー開催について、広報紙等で
啓発します。

女性の再就職に関する
セミナーへの参加人数
（人）

25

0.0

25

35

0.0%

－
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 女性の能力開発とチャレンジ支援の推3 11

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

78 働く女性のためのセミナーの開催 商工課

21世紀職業財団と連携し、女性を巡
る労働問題や法律に関するセミナー
を開催します。

セミナー開催について、広報紙等で啓
発できませんでした。

セミナー開催について、広報紙等で
啓発します。

ポジティブアクション
啓発セミナーへの参加
企業数（事業所）

30

0.0

30

40

0.0%

0

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

79 職業能力の習得に関する情報提供の充実 商工課

雇用能力開発機構などの関係機関と
連携し、パンフレットの窓口設置や
広報紙への記事掲載を行い、就職に
必要な資格や技術の習得について情
報を提供します。

広報紙及びＨＰへの掲載やパンフレッ
ト等の配布で啓発しました。

窓口での情報提供、広報紙等で啓発
します。

啓発回数（回／年）

8

4.0

8

10

40.0%

5

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

80 再雇用制度の周知促進 商工課

公共職業安定所や21世紀職業財団な
どの関係機関と連携し、子育てを終
えた女性が再就職できるよう、広報
紙やパンフレットで再雇用制度の啓
発及び普及を図ります。

広報紙等で啓発できませんでした。 窓口での情報提供、広報紙等で啓発
します。

再雇用制度に関する啓
発回数（回／年）

3

0.0

3

5

0.0%

1
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基本目標 男女がともにいきいきと働き続けるために 方針 女性の能力開発とチャレンジ支援の推3 11

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

81 就職、再就職に関する情報提供の充実 商工課

会社求人説明会や求人情報誌の発行
を行う関市雇用促進協議会活動を支
援します。

会社求人説明会や求人情報誌の発行を
行う関市雇用促進協議会活動を支援し
ました。
「ママさん再就職支援」パ
ンフレットを保健センターや児童セン
ターなどに配布しました。

会社求人説明会や求人情報誌の発行
を行う関市雇用促進協議会活動を支
援します。
再就職に関するパンフ
レット等を配布します。

会社説明会参加者数
（人）

200

130.0

200

250

52.0%

168

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

82 内職就業相談室の充実 商工課

内職就業相談室において、求職者に
内職の相談・斡旋を行います。

内職相談を実施しました。 内職相談を実施します。 内職相談に関する年間
相談件数（件数／年）

460

460.0

480

500

92.0%

440

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

83 起業に関する支援、関係機関との連携 商工課

起業に関する融資制度の紹介や相談
を行います。

市の融資制度の紹介をしました。 市の融資制度の紹介をします。 起業に関する年間相談
件数（件数／年）

2

2.0

2

2

100.0%

1
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基本目標 男女がともに健康で自立した生活を送るために 方針 高齢期を安心して暮らすための支援の4 12

施策 高齢者の生きがいづくりに向けた支援の充実25

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

84 生きがいと健康づくり事業の充実 高齢福祉課

芸能祭、カラオケ、パソコン教室、
老人クラブ活動の支援、軽スポーツ
教室など、様々な高齢者の生きがい
と健康づくりを推進します。

軽スポーツ大会(5/24)参加者600人(男
250人、女350人)
カラオケ大会(8/22)
参加者104人(男50人、女54人)
芸能祭(11/2)参加者600人(男150人、
女450人)

軽スポーツ大会、カラオケ大会、芸
能祭等を実施し、生きがい作りを推
進します。

老人クラブ連合会本部
役員の女性の占める割
合（女性役員数/本部役
員数：％）

26

16.0

26

39

41.0%

13

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

85 世代間交流事業の充実 高齢福祉課

高齢者と子どもとその親とが農業体
験や昔の遊び、レクリェーションを
通して、世代間の交流を行います。

市内全域23保育園・幼稚園園児と、い
も掘り農業体験を行いました。
10/23.24.26　参加者1,426人

子どもと高齢者との交流事業を行い
ます。農業体験やスポーツ体験を通
して、世代間の交流を深めます。

世代間交流事業の実施
回数（回／年）

4

3.0

4

6

50.0%

2
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基本目標 男女がともに健康で自立した生活を送るために 方針 高齢期を安心して暮らすための支援の4 12

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

86 シルバー人材センターの運営の支援 高齢福祉課

高齢者に就業機会を提供し、生きが
いの充実や社会参加の促進を図るた
め、シルバー人材センターの運営を
支援します。

高齢者に就業機会を提供し、生きがい
の充実や社会参加の促進を図るため、
シルバー人材センターの運営を支援し
ました。
会員数(３月14日現在)792人(男493
人、女299人)

高齢者に就業機会を提供し、生きが
いの充実や社会参加の促進を図るた
め、シルバー人材センターの運営を
支援します。

会員数

906

792.0

906

933

84.9%

880
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基本目標 男女がともに健康で自立した生活を送るために 方針 生涯を通じた健康づくりの推進4 13

施策 リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する啓発の充実26

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

87 リプロダクティブ・ヘルス／ライツについての情報提供 保健センター

性と生殖に関し、女性の健康や人権
を尊重するとともに、男女が相互に
理解し合える関係となるように啓発
を行います。また、両親学級などの
講座の開催に合わせて啓発を行いま
す。

はじめての子育て教室で性と生殖に関
し、女性の健康や人権を尊重するとと
もに、出産育児を通して男女が相互に
理解し合えるえる関係となるように啓
発を行いました。

性と生殖に関し、女性の健康や人権
を尊重するとともに、男女が相互に
理解し合える関係となるように啓発
を行います。
はじめての子育て教室で啓発しま
す。

リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツに関する
啓発回数（回／年）

2

6.0

2

3

200.0%

1
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基本目標 男女がともに健康で自立した生活を送るために 方針 生涯を通じた健康づくりの推進4 13

施策 ライフステージに応じた心身の健康づくりの推進27

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

88 健康づくりに関する情報提供の充実 保健センター

広報紙、ホームページ、講演会を通
して、健康づくりに関する情報を提
供し、男女がともに健康でいきいき
と暮らせる環境づくりを進めます。

広報紙やホームページ、講演会等を通
して、健康づくりに関する情報を提供
しました。

広報紙、ホームページ、講演会等を
通して、健康づくりに関する情報を
提供します。

広報による健康情報の
発信回数（回）

24

21.0

24

24

87.5%

－

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

89 健康診査の推進 保健センター

男女がともに健康で地域社会におい
て活躍できるように、がん検診、ヤ
ング検診、歯周病予防、女性や男性
の特有の疾病に係る健診を実施しま
す。

ヤング健診の集団分については、ＷＥ
Ｂ予約の導入や託児の実施により受診
者の増加につながった。ヤング健診全
体の人数としては大幅な増加はなかっ
た。若い世代の受診率アップの取り組
みは実施しましたが、特に男性の受診
者の増加はなかった。

胃、大腸、肺、子宮、乳、前立腺が
ん検診、骨粗しょう症検診、ヤング
健診、歯科健診を個別・集団検診で
実施します。一部の検診で節目年齢
の自己負担金を無料化し、節目年齢
への受診啓発を重点に行います。

ヤング健診の男性の受
診率（％）

27

21.6

27

30

72.0%

22.4
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基本目標 男女がともに健康で自立した生活を送るために 方針 生涯を通じた健康づくりの推進4 13

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

90 健康教育と健康相談の推進 保健センター

健康運動教室、栄養教室、健康講演
会など、生活習慣病予防のために健
康講座の開催と健康相談を行いま
す。

糖尿病予防の講演会や健康運動教室を
開催し、家庭で実践しやすい健康増進
のための知識の普及を図った。しか
し、参加者は女性が大半を占め、男性
の参加者はごくわずかであった。男性
向けの料理教室も計画したが申し込み
が尐なく、実施できなかった。

健康運動教室、栄養教室、健康講演
会、糖尿病予防教室、歯周病教室に
より、健康に関する知識の普及と行
動変容を図ります。

健康講座への男性の参
加率（男性参加者数/全
参加者数：％）

20

8.6

20

25

34.4%

15

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

91 健康づくり食生活改善推進員の育成の推進 保健センター

健康づくりや生活習慣病予防の学習
機会（講義、調理実習、運動実習な
ど）を提供します。

地域への伝達を目的として、研修会を
４回実施しました。対象は親子や高齢
者、男性、生活習慣病予防など地域の
ニーズに合わせて実施しました。また
食育の日、がん検診特定健診の受診啓
発や高齢者の熱中症予防、なるほど健
康講演会など地域での呼びかけ活動を
実施しました。

研修会(合同研修３回、支部研修)を
実施し、地域へ伝達します。
特定健診やがん検診の受診啓発をし
ます。食育の重要性を広く普及する
ために、機会をとらえて食育の日啓
発を行います。

関市健康づくり食生活
改善推進員一人当たり
活動回数（回）

20

16.1

20

24

67.1%

15.8

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

92 スポーツ教室の充実 スポーツ推進課

年齢を問わずより多くの男女が気軽
に参加できるスポーツ教室を実施し
ます。

開催６教室予定(アクアビクス、親子
わんぱく、親子水泳、硬式テニス、
ジュニアスポーツ、ベリーダンス)。
１教室につき８～10回開催。総合体育
館、中池テニスコートなどを会場とし
て開催(受講者268人)

開催９教室予定(アクアビクス、親子
わんぱく、親子水泳、硬式テニス、
軟式テニス、ジュニアスポーツ、
シェイプカーヴィ、親子運動、ベ
リーダンス)。１教室につき８～10回
開催。(募集予定受講者412人)

スポーツ教室への男性
の参加率（男性参加者
数/全参加者数：％）

10

22.0

10

15

146.7%

6.7
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基本目標 男女がともに健康で自立した生活を送るために 方針 自立を支える地域福祉の推進4 14

施策 障がい者への支援の充実28

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

93 障がい者への在宅サービス事業の充実 福祉政策課

障がい者が、居宅において日常生活
を営むことができるよう、ホームヘ
ルパーを派遣し、家事介護などの
サービスを行います。

障がい者手帳(重度)をお持ちの方に対
し、タクシー、自家用車燃料の助成券
交付をしました。
在宅の障がい者が住み慣れた地域にお
いて日常生活が営めるようホームヘル
パーを派遣しました。

障がい者の行動範囲の拡大のため、
障がい者手帳(重度)をお持ちの方に
対し引き続きタクシー、自家用車燃
料費の助成券を交付します。障がい
のある人が住み慣れた地域で安心し
て生活ができるようホームヘルパー
を派遣します。

訪問系サービスの利用
時間数（１か月の延べ
利用時間数）

1,448

1,040.0

1,448

1,882

55.3%

825

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

94 障がい者への相談事業の充実 福祉政策課

身近な地域において、障がい者相談
員による相談を行います。障がい者
及び家族に対して、様々な支援の情
報を提供します。

相談支援事業所にて気軽に相談できる
体制を作ることにより、障がい者及び
家族等に対して様々な支援情報提供体
制を取ることができました。

月１回障がい者相談員による総合相
談を実施するとともに、相談支援事
業所による支援や平成20年に設立し
た自立支援協議会の個別支援会議を
実施することにより、支援体制を充
実させます。

障がい者相談支援事業
実施箇所（箇所）

5

5.0

5

5

100.0%

5
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基本目標 男女がともに健康で自立した生活を送るために 方針 自立を支える地域福祉の推進4 14

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

95 障がい者の雇用の促進 福祉政策課

市内の福祉的就労の場（作業所）、
企業、学校、公共職業安定所と連携
し、障がい者の就労支援と社会参加
を促進します。

ひまわりの丘障がい者就業・生活支援
センターと連携し、障がい者の就労に
向けての支援を実施いたしました。

ひまわりの丘障がい者就業・生活支
援センター、ハローワークと連携し
て、障がい者の就労に向けて支援し
ます。

福祉就労から一般就労
への移行人数（人）

2

2.0

2

3

66.7%

1
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基本目標 男女がともに健康で自立した生活を送るために 方針 自立を支える地域福祉の推進4 14

施策 ひとり親家庭への支援の充実29

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

96 児童扶養手当、児童手当等の支給 子ども家庭課

児童を養育している保護者に対して
手当を給付し、子育て世帯の経済的
支援を行います。

父子手当の制度運用・実施率 児童を養育している保護者に対して
手当を給付し、子育て世帯の経済的
支援を行います。

父子手当ての制度運
用、実施率（％）

100.0

100

100

100.0%

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

97 母子生活支援施設の充実 子ども家庭課

経済的に不安定な母子家庭に居住施
設を提供し、健全な社会生活ができ
るように支援します。

利用世帯数２世帯 経済的に不安定な母子家庭に居住施
設を提供し、健全な社会生活ができ
るように支援します。

利用世帯数（世帯）

4

2.0

4

5

40.0%

3
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基本目標 男女がともに健康で自立した生活を送るために 方針 自立を支える地域福祉の推進4 14

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

98 仲良し親子の集いの開催充実 子ども家庭課

ひとり親家庭の親子のふれあいの場
や他の家族と交流する機会を提供し
ます。

仲良し親子の集いへの参加者数115人 ひとり親家庭の親子のふれあいの場
や他の家族と交流する機会を提供し
ます。

仲良し親子の集いへの
参加者数（人）

120

115.0

120

130

88.5%

106

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

99 ひとり親家庭への相談事業の充実 子ども家庭課

ひとり親家庭の自立支援と子育てに
ついて、電話や面接により、相談と
アドバイスを行います。

相談件数　608件 ひとり親家庭の自立支援と子育てに
ついて、電話や面接により、相談と
アドバイスを行います。

相談件数（件／年）

210

608.0

210

230

264.3%

194
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基本目標 プランの総合的な推進に向けて 方針 プランの推進体制の整備と充実5 15

施策 プランの推進体制の充実30

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

100 男女共同参画懇話会の充実 市民協働課

男女共同参画社会の実現のために、
行政の施策やプランの推進に関し
て、市民の立場や専門的な見地から
助言や提言を行います。

７月23日に第１回懇話会を開催。プラ
ンの推進状況を報告し、意見を伺いま
した。また、条例制定に向けての提言
を行いました。３月19日に第２回懇話
会を開催。条例制定についての意見を
伺いました。

第２次プランの事業進捗状況を報告
し、意見を伺いながら事業の改善を
図るため、懇話会を開催します。

懇話会の開催回数（回
／年）

3

2.0

3

3

66.7%

2

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

101 男女共同参画推進委員会の充実 市民協働課

プランの進捗管理と庁内理解の推進
を図るため、関係課による横断的な
委員会を設置します。また、毎年、
施策の進捗管理及び評価を行い、実
行性あるプランの推進体制を確立し
ます。

推進委員会を９月４日に開催。関係課
による推進部会を４回開催。
条例制定に向けて各条項を検討しまし
た。
条例制定についての進捗状況を
周知するため、庁内向け機関紙「ぱあ
となあしっぷＳＥＫＩ」を発行しまし
た。

関係課による委員会、推進部会を開
催します。

委員会及び推進部会の
会議の開催回数（回／
年）

8

5.0

8

8

62.5%

8
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基本目標 プランの総合的な推進に向けて 方針 プランの推進体制の整備と充実5 15

施策 プランの進捗管理の確立31

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

102 プランの進捗状況の把握と評価 市民協働課

プラン推進の目標値を設定し、事業
の進捗状況の把握を行います。ま
た、事業効果を評価し、事業の改善
を図ります。

年度初めに関係課へ照会をし、プラン
の推進目標を設定しました。　また、
年度末には関係課から事業実績を報告
してもらい、評価をしました。

プラン推進の目標値を設定し、事業
の進捗状況の把握を行います。ま
た、事業効果を評価し、事業の改善
を図ります。

プランの進捗状況の
チェック回数（回／
年）

1

1.0

1

1

100.0%

1
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基本目標 プランの総合的な推進に向けて 方針 プランの推進体制の整備と充実5 15

施策 行政運営への男女共同参画の視点の反映32

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

103 庁内向け意識啓発紙の発行 市民協働課

職員の男女共同参画意識の向上を目
的とした庁内向け啓発紙「ぱあとな
あしっぷＳＥＫＩ」を定期的に発行
します。

庁内向け啓発紙「ぱあとなあしっぷＳ
ＥＫＩ」を１回発行し、職員の参画に
対する意識の向上に努めました。

職員の男女共同参画意識の向上を目
的とした庁内向け啓発紙「ぱあとな
あしっぷＳＥＫＩ」を２回発行しま
す。

「ぱあとなあしっぷ
SEKI」の発行回数（回
／年）

2

1.0

2

2

50.0%

2
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基本目標 プランの総合的な推進に向けて 方針 市民と行政の協働によるプランの推進5 16

施策 市民との協働によるプランの推進33

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

104 プラン推進に向けた市民の意見収集の充実 市民協働課

プランの実施状況や実績を市ホーム
ページ上で公開し、市民の意見を収
集します。

各種委員会等への女性参画状況集計表
をホームページに掲載し、市民に情報
を提供しました。

プランの実施状況や実績を市ホーム
ページ上で公開し、市民の意見を収
集します。

指標なし

0.0

0

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

105 男女共同参画コーナーの充実と男女共同参画センター設置の検討 市民協働課

学習情報館内の男女共同参画コー
ナーの充実に努め、市民団体やＮＰ
Ｏ法人との協働により、市民の創意
工夫を生かす啓発コーナーの運営を
行います。

展示してある「さんかくの木」を平成
24年度に行った事業で新しく作ったも
のに替えました。
その他、男女共同参画週間、いきいき
フェスタ、市民フォーラムの際にパネ
ル展示を行いました。

学習情報館内の男女共同参画コー
ナーにおいて、さんかくサポーター
との協働により、企画展示を行いま
す。

企画展示の回数（回）

4

4.0

4

4

100.0%

－
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基本目標 プランの総合的な推進に向けて 方針 市民と行政の協働によるプランの推進5 16

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

106 男女共同参画を担うＮＰＯ法人や市民団体活動への支援 市民協働課

男女共同参画の担い手となるＮＰＯ
法人などの市民活動の支援や団体相
互の交流を支援します。

市民活動助成金の申請等の情報を提供
し、利用の促進を行いました。

男女共同参画の担い手となるＮＰＯ
法人などの市民活動の支援や団体相
互の交流を支援します。

男女共同参画に関する
市民団体数（団体）

2

1.0

2

3

33.3%

1

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

107 さんかくサポーターの登録と活用 市民協働課

男女共同参画の市民活動の中心とな
る「さんかくサポーター」の登録と
支援を行います。また、広報紙に
「さんかくサポーター」による記事
を掲載し、市民意識の向上を図りま
す。

登録人数：24人
さんかくセミナー、市民フォーラム等
でサポーターへの登録を呼びかけまし
た。また、広報誌に「さんかくサポー
ター」による記事を掲載しました。

さんかくセミナー、市民フォーラム
等でサポーターへの登録を呼びかけ
ます。

サポーター登録者数
（人）

20

24.0

25

30

80.0%

14

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

108 男女共同参画条例の研究、条例制定の検討 市民協働課

関市にふさわしい男女共同参画条例
の制定を検討します。

懇話会から条例制定に向けての提言を
されました。
これを受けて、平成24年12月28日に男
女共同参画推進条例策定審議会条例が
施行されました。

男女共同参画推進条例策定審議会を
設置し、条例制定に向けて具体的な
検討をしていきます。

男女共同参画条例に関
する検討会議の実施回
数（回／年）

1

2.0

1

2

100.0%

－

- 56 -



基本目標 プランの総合的な推進に向けて 方針 市民と行政の協働によるプランの推進5 16

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

109 生涯学習ボランティア活動の普及 生涯学習課

生涯学習活動を活性化するため、生
涯学習ボランティア窓口を設置しま
す。また、人材登録や市民団体間の
交流を促進します。

平成25年３月13日現在、出前講座　　
件の登録。
男性講師35人、女性講師48人　計83人
男性講座43講座、女性講座68講座　 
計111講座

生涯学習相談において、人材登録や
市民団体間の交流を促進します。市
民講師による出前講座を推進しま
す。

出前講座講師への男性
の登録率（男性登録者
数／全登者数：％）

35

42.0

35

40

105.0%

30

№ 事業名 担当課

平成25年度事業計画

H19実績

H24実績

H25目標

H25計画目標

H30目標

H30目標に対するH24進捗率(％)

事業内容 平成24年度事業実績 活動指標となる項目 指　標

110 福祉ボランティア活動の普及 福祉政策課

ボランティア連絡協議会の活動を支
援します。また、ボランティア養成
講座を開催します。

社会福祉協議会へ委託し、手話通訳、
点訳奉仕員の養成講座を開催いたしま
した。
終了者　手話通訳奉仕員講座35人、点
訳奉仕員３人

社協へ委託して、手話奉仕員・点訳
奉仕員・要約筆記奉仕員・音訳奉仕
員の養成講座を開催し、障がい者の
支援体制を充実させていくとともに
受講者自身の社会参加につなげてい
きます。

福祉ボランティア登録
団体数（団体）

40

25.0

40

44

56.8%

36
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