
深川市男女共同参画計画（第２次計画中間見直し版）

 具体的な施策の取り組み内容一覧

基本目標
計画の基
本方向

項番 施策 取り組み R02実施結果 R03事業計画 R03実施結果 R04事業計画 現状・課題
次期計画（計画期間１０年間）を見据

えた今後の方向性

Ⅰ-１-（１） 1
男女共同参画に関する啓
発事業の開催

①「男女共同参画週間」などの多様
な機会を通じ、市民、事業所などに
理解が深まるよう、講演会・出前講
座などの啓発事業の充実に努めま
す。

○男女共同参画市民フォーラムの開
催
・令和2年10月31日　参加者93人
・講演会　演題「高校球児の指導者と
して -寮生活からグラウンドまで- 」
　講師　クラーク記念国際高等学校硬
式野球部監督　佐々木　啓司　氏

男女共同参画市民フォーラム等の研
修会を開催します。〔項番14①再掲〕

○男女共同参画市民フォーラムの開
催
・令和3年12月4日　参加者115人
・講演会　演題「桜木柴乃×大津洋子
トークライブ　～ワクワクしよう！～ 」
　講師　作家：桜木柴乃　氏、フリーア
ナウンサー：大津洋子　氏

男女共同参画市民フォーラム等の研
修会を開催します。〔項番14①再掲〕

男女平等参画推進協議会へ委託し
実施しており、感染症拡大の影響を
受け、一時は開催も危ぶまれました
が、感染状況が収まったタイミングで
対策を取りながら実施することができ
ているため、意識啓発として引き続き
事業を継続する必要があります。

受託先の男女平等参画推進協議会
が熱心に企画し進めていただいてい
ることから、内容についても毎年参加
者から好評となっています。
よって、目的としている男女共同参画
社会の実現に向けた啓発効果は達
成できているものと判断しており、今
後も事業を継続していく考えです。

Ⅰ-１-（１） 1 男女共同参画に関する啓
発事業の開催

①「男女共同参画週間」などの多様
な機会を通じ、市民、事業所などに
理解が深まるよう、講演会・出前講
座などの啓発事業の充実に努めま
す。

市ホームページに「女性活躍推進法」
について掲載し、制度の理解と協力
を呼びかけた。

平成27年9月施行「女性の職業生活
における活躍推進に関する法律」に
係る制度の周知に努めます。〔項番
28①と関連〕

市ホームページに「女性活躍推進法」
について掲載し、制度の理解と協力
を呼びかけました。

平成27年9月施行「女性の職業生活
における活躍推進に関する法律」に
係る制度の周知に努めます。〔項番
28①と関連〕

女性活躍推進法が令和４年度に全面
施行となったことに伴い、関連する取
り組みについての浸透が一層必要と
なります。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが重要であるため、引き続き、制度
や取り組みなどの周知に努めます。

Ⅰ-１-（１） 1 男女共同参画に関する啓
発事業の開催

②男女共同参画への関心を高める
ため、関係する図書資料の充実に努
めます。

男女共同参画週間期間において図
書コーナーを設置
・展示冊数37冊　・貸出し16冊

図書館展示コーナーを利用して啓発
を進めます。

男女共同参画週間期間において図
書コーナーを設置
・展示冊数37冊　・貸出し11冊

図書館展示コーナーを利用して啓発
を進めます。

図書館の指定管理者へ男女共同参
画週間期間及び図書展示コーナー設
置を依頼し啓発しており、コーナーに
関する課題は特にありません。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが重要であるため、引き続き、制度
や取り組みなどの周知に努めます。

Ⅰ-１-（１） 2 多様なメディアを活用した
広報啓発

①市民の誰もが男女共同参画につ
いての理解を深められるよう、市
ホームページなどの多様なメディア
を活用した啓発に努めます。

市ホームページに男女共同参画に関
する部分を設け、男女共同参画推進
の意義や、用語の解説、女性問題や
配偶者暴力に関する相談窓口を掲載
しました。

市ホームページ等の活用を図り、男
女共同参画に関係する最新情報を発
信します。

市ホームページに男女共同参画に関
する部分を設け、男女共同参画推進
の意義や、用語の解説、女性問題や
配偶者暴力に関する相談窓口を掲載
しました。

市ホームページ等の活用を図り、男
女共同参画に関係する最新情報を発
信します。

主に市ホームページにおいて周知を
図っており、必要に応じてパンフレット
やポスターも使い周知に取り組んで
います。周知方法に関する課題は特
にありません。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが最も重要であるため、引き続き、
機会あるごとに制度や取り組みなど
の周知に努めます。

Ⅰ-１-（１） 3 男女共同参画事業への
市民参画の促進

①男女共同参画に関する啓発事業
などを強化して、市民参加の促進を
図るとともに、市民要望が反映され
るよう、市民参画による事業実施を
検討します。

男女平等参画推進協議会と常に連
携を取り合い、男女共同参画市民
フォーラムを開催しました。

市男女平等参画推進協議会と連携
し、市民ニーズを反映した研修会等
の事業運営を図ります。〔項番1①と
関連〕

男女平等参画推進協議会と常に連
携を取り合い、男女共同参画市民
フォーラムを開催しました。

男女平等参画推進協議会と連携し、
市民ニーズを反映した研修会等の事
業運営を図ります。〔項番1①と関連〕

男女平等参画推進協議会へ委託し
実施しており、感染症拡大の影響を
受け、一時は開催も危ぶまれました
が、感染状況が収まったタイミングで
対策を取りながら実施することができ
ているため、意識啓発として引き続き
事業を継続する必要があります。

受託先の男女平等参画推進協議会
が熱心に企画し進めていただいてい
ることから、内容についても毎年参加
者から好評となっています。
よって、目的としている男女共同参画
社会の実現に向けた啓発効果は達
成できているものと判断しており、今
後も事業を継続していく考えです。

Ⅰ-１-（２） 4 調査・情報収集の実施
①市民、事業所などを対象に男女共
同参画に関する意識調査の実施に
努めます。

実施なし
深川市男女共同参画計画（第2次計
画見直し版）の最終年度となる令和4
年度に意識調査を実施予定

実施なし
深川市男女共同参画計画（第2次計
画見直し版）の最終年度となる令和4
年度に意識調査を実施予定

計画の見直しや更新時期に意識調
査を実施しています。前回のＨ29年
度は40.6％で今回は31.9％と８.７％減
となりました。次会の意識調査では回
答数の向上について検討する必要が
あります。

今後も計画の見直しや更新時期に取
り組みます。

Ⅰ-１-（２） 4 調査・情報収集の実施
②各種の統計資料の中から、格差
や差別など社会問題を反映した情報
収集に努めます。

実施なし
深川市労働基本調査は本年度実施。
〔項番25②・項番28③・項番38②・項
番38③と関連〕

深川市労働基本調査により本年度実
施しました。

深川市労働基本調査は次年度実施
します。
〔項番4②・項番28③再掲、項番38②･
項番38③と関連〕

深川市労働基本調査により調査を実
施しており、内容については時代の
潮流に合わせ適宜修正する必要が
あります。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが重要であるため、引き続き、調査
を行い、情報収集に努めていく考えで
す。

Ⅰ-１-（２） 4 調査・情報収集の実施
③市で行われている各種相談業務
から実態の把握に努めます。

市が行っている心配ごと相談や無料
法律相談など、各種相談窓口に寄せ
られた相談に対し、適切な対応に努
めるとともに、実態の把握に努めた。

市で行われている各種相談業務から
女性などの問題の実態把握に努めま
す。

市が行っている心配ごと相談や無料
法律相談など、各種相談窓口に寄せ
られた相談に対し、適切な対応と実
態の把握に努めました。

市で行われている各種相談業務から
女性などの問題の実態把握に努めま
す。

市に寄せられる各種相談について
は、個人のプライバシーに関するもの
が多いため、その内容に応じて担当
部署が適切に対応しています。引き
続き、相談者のプライバシーに配慮し
ながら対応する必要があります。

今後も引き続き、相談業務を行い、適
切な対応に努めていく考えです。

Ⅰ-１-（２） 5 情報の提供

①男女共同参画に関係する調査、
統計などの情報について、市民、団
体及び事業所などへの提供に努め
ます。

男女共同参画計画令和元年度実施
状況及び令和２年度事業内容、令和
元年度深川市の審議会・委員会など
への女性登用状況などを市ホーム
ページに掲載しました。

男女共同参画に関係する調査、統計
などの情報について、市民、団体及
び事業所などに提供します。

男女共同参画計画令和２年度実施状
況及び令和３年度事業内容、直近の
深川市の審議会・委員会などへの女
性登用状況などを市ホームページに
掲載しました。

男女共同参画に関係する調査、統計
などの情報について、市民、団体及
び事業所などに提供します。

各年度の取り組み実績や事業計画
等を周知しています。周知方法に関
する課題は特にありません。

今後も引き続き、情報提供業務を行
い、適切な対応に努めていく考えで
す。

Ⅰ-１-（３） 6 発行・発信されるメディア
における配慮

①事業所、団体などの発行物におけ
る人権・男女共同参画への配慮につ
いて啓発に努めます。

手引きを市ホームページに登載し、
男女共同参画の視点からの広報の
あり方について特段の配慮を呼びか
けました。

「男女共同参画の視点からの公的広
報の手引き」の活用を図ります。

手引きを市ホームページに登載し、
男女共同参画の視点からの広報の
あり方について特段の配慮を呼びか
けました。

「男女共同参画の視点からの公的広
報の手引き」の活用を図ります。

市内で発行・発信されるメディアの表
現の配慮は必要であるため、市ホー
ムページ内で手引きを掲載していま
す。
内容については、時代の潮流に合わ
せ適宜修正を行う必要があります。

今後も引き続き、「男女共同参画の視
点からの公的広報の手引き」の活用
を図り、表現の配慮について周知して
いく考えです。
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Ⅰ-１-（３） 6 発行・発信されるメディア
における配慮

①事業所、団体などの発行物におけ
る人権・男女共同参画への配慮につ
いて啓発に努めます。

市の発行物などについて、「男女共同
参画の視点からの公的広報の手引
き」に基づき、適切な表現に努めまし
た。

 市の発行物などについて、「男女共
同参画の視点からの公的広報の手
引き」に基づき、適切な表現に努めま
す。

市の発行物などについて、「男女共同
参画の視点からの公的広報の手引
き」に基づき、適切な表現に努めまし
た。

 市の発行物などについて、「男女共
同参画の視点からの公的広報の手
引き」に基づき、適切な表現に努めま
す。

市の発行物などについて、「男女共同
参画の視点からの公的広報の手引
き」に基づき、適切な表現に努めてい
ます。引き続き、事業所、団体などの
発行物における人権・男女共同参画
への配慮について啓発に努める必要
があります。

事業所、団体などの発行物における
人権・男女共同参画への配慮につい
て啓発に努めます。

Ⅰ-１-（３） 7 メディア・リテラシーの育
成

①学校教育において、メディアを通じ
て流れる情報を主体的に収集、判断
する能力、また適切に発信する能力
を身に付けるため、メディア・リテラ
シーの向上育成に努めます。

小学校では総合的な学習の時間の
中で情報教育において、中学校では
技術科の時間の中でコンピュータの
基本操作とインターネットの正しい活
用の仕方を指導しました。

コンピュータの基本操作とインター
ネットの正しい活用の仕方を指導しま
す。

児童生徒の発達段階に応じたメディ
ア・リテラシーの向上のため、「情報
活用能力観点別一覧」を作成しまし
た。

作成した「情報活用能力観点別一覧」
を活用し、児童生徒の発達段階に応
じて指導します。

児童生徒の発達段階に応じたメディ
ア・リテラシーの向上育成に努める必
要があるため、「情報活用能力観点
別一覧」を活用し、児童生徒の発達
段階に応じて指導を行うことが重要で
す。

引き続き、メディア・リテラシーの向上
育成に努めます。

Ⅰ-１-（３） 7 メディア・リテラシーの育
成

②コンピュータや情報技術関連の研
修会や講座において、メディア・リテ
ラシーの向上に努めます。

○IT講習会の実施
・パソコン講座13講座　119回
・参加者　延べ1,116人

インターネット等に関する講習会を開
催し、メディア・リテラシーの向上につ
いて、学習の機会を設けていきます。

○IT講習会の実施
・パソコン講座13講座　106回
・参加者　延べ1,067人

インターネット等に関する講習会を開
催し、メディア・リテラシーの向上につ
いて、学習の機会を設けていきます。

定員に対する参加率は高めですが、
国が策定した自治体デジタル・トラン
スフォーメーションに基づいた、さらな
るデジタルデバイド対策等への取り
組みが必要となっています。

引き続き、要望を取り入れながらパソ
コンやスマートフォンなどのICT機器
の操作に不慣れな方を対象としたIT
講習会を開催していく考えです。

Ⅰ-１-（３） 7
メディア・リテラシーの育
成

②コンピュータや情報技術関連の研
修会や講座において、メディア・リテ
ラシーの向上に努めます。

札幌高等技術専門学院等による職業
訓練機関の制度周知に努めました。
〔項番28①再掲〕

札幌高等技術専門学院等による職業
訓練機関の制度周知に努めます。
〔項番28①再掲〕

札幌高等技術専門学院等による職業
訓練機関の制度周知に努めました。
〔項番28①再掲〕

札幌高等技術専門学院等による職業
訓練機関の制度周知に努めます。
〔項番28①再掲〕

市ホームページなどにおいて、制度
周知を図っており、制度周知に関する
課題は特にありません。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが重要であるため、引き続き、制度
や取り組みなどの周知に努めます。

Ⅰ-２-（１） 8 家庭教育の重要性の啓
発

①幼稚園、保育所に通う乳幼児の保
護者を対象とした健康教育の機会を
通じ、啓発に努めます。

○ヘルシーマザーズクラブの開催
・対象者：未就学児をもつ母親　・受
講人数：16人　延23人
・実施内容　①保健師の講話、グ
ループワーク、デモンストレーション
②栄養士の講話、調理実習

家庭の健康を担う母親が健康づくり
の大切さを自覚し、生涯を通じた健康
づくりができるよう支援する教室「ヘ
ルシーマザーズクラブ」を開催しま
す。

○ヘルシーマザーズクラブの開催
・対象者：未就学児をもつ母親
・受講人数：3人　延5人
・実施内容　①保健師の講話、グ
ループワーク、調理実習　②栄養士
の講話、調理実習

家庭の健康を担う保護者が健康づく
りの大切さを自覚し、生涯を通じた健
康づくりができるよう支援する教室
「ヘルシーファミリー教室」を開催しま
す。
※令和４年度から事業名変更

利用者数が少ないため、取り組みに
ついて広く広報する必要があります。

子育て支援センター及び他の関係機
関と連携しながらより良い事業へ改
善していく考えです。

Ⅰ-２-（１） 8 家庭教育の重要性の啓
発

②学習機会の充実を図るとともに、
子育てなどへの、特に男性の参加促
進に努めます。（２歳児クラブ、家庭
教育学級、子育て支援センターによ
る子育て講座など）

〔項番
39②
再掲〕

○親子クラブの実施
・対象者：未就学児とその保護者・2回
実施
・参加延人数　児童　15人　母　14人
父　8人　兄弟　7人

幼児の特性についての理解と家庭教
育の重要性の認識を深めるため、親
子クラブを開催します。また、父親の
積極的な育児参加を促進します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため中止

幼児の特性についての理解と家庭教
育の重要性の認識を深めるため、親
子クラブを開催します。また、父親の
積極的な育児参加を促進します。

参加者数が減少傾向にあるため、事
業の周知を徹底する必要がありま
す。

子育て支援センター及び他の関係機
関と連携しながらより良い事業へ改
善していく考えです。

Ⅰ-２-（１） 8 家庭教育の重要性の啓
発

②学習機会の充実を図るとともに、
子育てなどへの、特に男性の参加促
進に努めます。（２歳児クラブ、家庭
教育学級、子育て支援センターによ
る子育て講座など）

〔項番
39②
再掲〕

市内小中学校全8校に運営委員会を
開設
・26事業38回　・参加者延1,428人

子を持つ親ばかりでなく地域住民も
含めた家庭教育・学社融合推進事業
を支援します。

市内小中学校全8校に運営委員会を
開設
・19事業40回　・参加者延849人

子を持つ親ばかりでなく地域住民も
含めた家庭教育・学社融合推進事業
を支援します。

家庭教育において家庭教育の意義
や役割のほか、親と子のふれあい、
地域住民との交流を通じた学習機会
が設けられており、継続して行く必要
があります。

子を持つ親ばかりでなく地域住民も
含めた家庭教育・学社融合推進事業
を引き続き支援します。

Ⅰ-２-（１） 8 家庭教育の重要性の啓
発

②学習機会の充実を図るとともに、
子育てなどへの、特に男性の参加促
進に努めます。（２歳児クラブ、家庭
教育学級、子育て支援センターによ
る子育て講座など）

〔項番
39②
再掲〕

男性の育児参加を促進するため、子
育て支援センターの事業（パパと遊ぼ
う）を2回開催しました。

子育て支援センターの事業（パパと遊
ぼう）を年２回開催します。

子育て支援センターの事業（パパと遊
ぼう）を年2回開催しましたが、ともに
参加申し込みはありませんでした。

子育て支援センターの事業（パパと遊
ぼう）を年２回開催します。

参加申し込み者が少ないため、取り
組みについて広く広報する必要があ
ります。

父親の育児参加が社会から求められ
ていることから、今後も事業継続をし
ていく考えです。

Ⅰ-２-（２） 9 男女共同参画の視点に
立った学校運営の推進

①学校行事や児童・生徒会活動な
ど、日常の教育活動について、男女
共同参画の視点に立った点検、見直
しに努めるとともに、保護者に対する
情報提供の充実に努めます。

学校行事・児童生徒会活動などにお
ける、性別による差別の解消に努め
ました。

学校行事・児童生徒会活動などにお
ける、性別による差別の解消に努め
ます。

学校行事・児童生徒会活動などにお
ける、性別による差別の解消に努め
ました。

学校行事・児童生徒会活動などにお
ける、性別による差別の解消に努め
ます。

学校では呼び名を「さん」と統一する
など、男女平等を意識した指導が行
われており、性別による差別はある
程度解消されていると考えています。

引き続き、学習指導要領に基づき男
女平等を意識した指導を行います。

Ⅰ-２-（２） 10 男女平等教育の充実

①教科指導、道徳教育、特別活動な
ど教育活動全体を通じて、人権の尊
重を基盤とした男女平等教育の充実
に努めます。

教科・道徳・特別教育活動を通して人
権尊重を基盤とした教育の推進に努
めました。

教科・道徳・特別教育活動を通して人
権尊重を基盤とした教育の推進に努
めます。

教科・道徳・特別教育活動を通して人
権尊重を基盤とした教育の推進に努
めました。

教科・道徳・特別教育活動を通して人
権尊重を基盤とした教育の推進に努
めます。

引き続き、人権尊重を基盤とした男女
平等教育の充実に努める必要があり
ます。

引き続き、人権尊重を基盤とした男女
平等教育の充実に努めます。

Ⅰ-２-（２） 10 男女平等教育の充実

②生涯を見通した総合的なキャリア
教育を推進し、男女共同参画の意
義、仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）の重要性について理解
の促進を図ります。

学校教育において、職場体験活動等
を利用し、キャリア教育及び男女共同
参画の意義についての学習の場を提
供しました。

学校教育において、職場体験活動等
を利用し、キャリア教育及び男女共同
参画の意義についての学習の場を提
供していきます。

学校教育において、職場体験活動等
を利用し、キャリア教育及び男女共同
参画の意義についての学習の場を提
供しました。

学校教育において、職場体験活動等
を利用し、キャリア教育及び男女共同
参画の意義についての学習の場を提
供していきます。

引き続き、男女共同参画の意義、仕
事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の重要性について理解の促進
を図る必要があります。

引き続き、男女共同参画の意義、仕
事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の重要性について理解の促進
を図ります。

Ⅰ-２-（２） 10 男女平等教育の充実

③すべての人が相互の人格を尊重
し、相手の立場を理解し助け合う人
間形成を図るため、家庭教育に関す
る学習機会の提供に努めます。

教科・道徳・特別教育活動を通して、
生徒一人ひとりを尊重した指導の充
実に努めました。

生徒一人ひとりを尊重するとともに、
互いの立場を理解助け合う指導の充
実に努めます。

教科・道徳・特別教育活動を通して、
生徒一人ひとりを尊重した指導の充
実に努めました。

生徒一人ひとりを尊重するとともに、
互いの立場を理解し、助け合う指導
の充実に努めます。

引き続き、生徒一人ひとりを尊重する
とともに、互いの立場を理解し、助け
合う指導の充実に努める必要があり
ます。

引き続き、生徒一人ひとりを尊重する
とともに、互いの立場を理解し、助け
合う指導の充実に努めます。
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基本目標
計画の基
本方向

項番 施策 取り組み R02実施結果 R03事業計画 R03実施結果 R04事業計画 現状・課題
次期計画（計画期間１０年間）を見据

えた今後の方向性

Ⅰ-２-（２） 11 男女共同参画に関する教
職員研修の充実

①各種教職員研修会などにおける
人権教育、男女平等教育に関する
内容の充実に努めます。

人権教育指導者研修会を各小中学
校職員に周知し、参加奨励しました。

各種教職員研修会などへの参加
人権教育指導者研修会を各小中学
校職員に周知し、参加奨励しました。

各種教職員研修会などへの参加
引き続き、人権教育、男女平等教育
に関する内容の充実に努める必要が
あります。

引き続き、人権教育、男女平等教育
に関する内容の充実に努めます。

Ⅰ-２-（２） 12 義務教育課程以外の関
係者などへの意識啓発

①幼稚園、保育所、高等学校、大学
の関係者及び保護者などに対して、
男女共同参画の視点に立って意識
啓発に努めます。

チラシやポスターを市内主要施設や
教育機関等に掲示するとともに、新聞
社等のメディアへ掲載を依頼し周知
を図りました。

男女共同参画に関係する研修会等
の開催にあたっては、教育関係者や
保護者にも周知します。

チラシやポスターを市内主要施設や
教育機関等に掲示するとともに、新聞
社等のメディアへ掲載を依頼し周知
を図りました。

男女共同参画に関係する研修会等
の開催にあたっては、教育関係者や
保護者にも周知します。

市ホームページでの啓発、チラシ及
びポスターを市内主要施設や教育機
関等に掲示することで意識啓発に取
り組んでいます。他自治体の取り組
みなどを調査し、時代の潮流に則した
取り組みを検討する必要があります。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが最も重要であるため、引き続き、
機会あるごとに制度や取り組みなど
の周知に努めます。

Ⅰ-２-（２） 12 義務教育課程以外の関
係者などへの意識啓発

①幼稚園、保育所、高等学校、大学
の関係者及び保護者などに対して、
男女共同参画の視点に立って意識
啓発に努めます。

男女共同参画に関係する研修会等
の開催にあたって、保育士等に周知
しました。

男女共同参画に関係する研修会等
の開催にあたっては、保育士等にも
周知します。

市のホームページやパンフレットの郵
送、メールなどで、庁内関係担当課等
と連携しながら、周知を行いました。

男女共同参画に関係する研修会等
の開催にあたっては、保育士等にも
周知します。

市のホームページやパンフレットの郵
送、メールなどで、庁内関係担当課等
と連携しながら、周知を行っており、
課題はありません。

広報紙への掲載やパンフレット、メー
ルなどによる啓発だけでなく、社会状
況に合わせた周知方法を行っていく
考えです。

Ⅰ-２-（２） 12 義務教育課程以外の関
係者などへの意識啓発

①幼稚園、保育所、高等学校、大学
の関係者及び保護者などに対して、
男女共同参画の視点に立って意識
啓発に努めます。

1～3年生67人のうち、男子は4人の
在学となっています。今後も入学案内
書で共学を推進していきます。

市立高等看護学院において男女共
学を推進し、男女共同参画の視点に
立った運営に努めます。

1～3年生67人のうち、男子は4人の
在学となっています。今後も入学案内
書で共学を推進していきます。

市立高等看護学院において男女共
学を推進し、男女共同参画の視点に
立った運営に努めます。

これまでも男女共学を推進してきまし
たが、引き続き男女共同参画の視点
に立って意識啓発をしていく必要があ
ります

引き続き男女共学を推進し、男女共
同参画の視点に立った運営に努めま
す。

Ⅰ-２-（３） 13 生活技術の習得機会の
提供

①食生活の自立が困難な高齢者、
特に男性に対して、基本的な調理法
や食生活に関する知識を普及し、食
生活の自立ができるよう支援するこ
とにより、健康寿命の延伸やＱＯＬ
（生活の質）の向上を図ります。

〔項番
39③
再掲〕

○男の食工房の実施
実施回数　10回　参加者数　実人員
14人　延べ42人
○男の食工房ＯＢ会
実施回数　1回　　参加者数　実人員
14人

令和２年度をもって事業終了
※食生活に関する自立支援のみでは
なく、運動や口腔に関する健康づくり
や介護予防、社会参加の必要性を認
識してもらうことを目的に事業を改編
（項番55①男性のための介護予防教
室）

令和２年度をもって事業終了 令和２年度をもって事業終了
- -

Ⅰ-２-（３） 14 エンパワーメント支援のた
めの学習機会の充実

①誰もが自立した考え方を持って、
主体的に社会のあらゆる分野に参
画していくために必要な力をつける
ため、生涯にわたる学習機会の充実
に努めます。（各種講演会、研修会、
講座など）

〇働く婦人の家「つながりが作る安心
生活」の開催・全1日・参加者18名
〇働く婦人の家「高齢者の実態と支
え合い活動」の開催・全1日・参加者
15名
〇働く婦人の家「周囲に寄り添うコ
ミュニケーション」の開催・全1日・参加
者16名
〇働く婦人の家「車イスに触れてみよ
う！」の開催・全1日・参加者16名
〇働く婦人の家「交通安全・詐欺被害
防止 講座」の開催・全1日・参加者20
名

働く女性などを対象に教養講座を開
催します。

〇働く婦人の家「高齢者の実態と支
え合い活動」の開催・全1日・参加者
22名
〇働く婦人の家「周囲に寄り添うコ
ミュニケーション」の開催・全1日・参加
者23名
〇働く婦人の家「車イスに触れてみよ
う！」の開催・全1日・参加者21名

働く女性などを対象に教養講座を開
催します。

働く婦人の家において、働く女性など
を対象に教養講座を開催しており、開
催についての課題は特にありませ
ん。

学習機会の充実を図るため、引き続
き、働く女性などを対象にした教養講
座の開催を継続していく考えです。

Ⅰ-２-（３） 14 エンパワーメント支援のた
めの学習機会の充実

①誰もが自立した考え方を持って、
主体的に社会のあらゆる分野に参
画していくために必要な力をつける
ため、生涯にわたる学習機会の充実
に努めます。（各種講演会、研修会、
講座など）

〇出前講座
・3講座　・参加者28人
〇公民館講座、生涯学習推進事業は
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止。

公民館講座、生涯学習推進事業、出
前講座など各種研修会、講座の実施
します。

〇出前講座
・13講座　・参加者355人
〇公民館講座、生涯学習推進事業は
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止。

公民館講座、生涯学習推進事業、出
前講座など各種研修会、講座を実施
します。

感染症拡大の影響により、講座など
の中止を余儀なくされた状況にある
が、感染症対策を講じながら、各種研
修会、講座を実施して、生涯にわたる
学習機会の充実を図る必要がありま
す。

公民館講座、生涯学習推進事業、出
前講座など各種研修会、講座の実施
による、市民の学習機会の充実に取
り組みます。

Ⅰ-２-（３） 14 エンパワーメント支援のた
めの学習機会の充実

①誰もが自立した考え方を持って、
主体的に社会のあらゆる分野に参
画していくために必要な力をつける
ため、生涯にわたる学習機会の充実
に努めます。（各種講演会、研修会、
講座など）

男女共同参画フォーラムを実施しまし
た。

男女共同参画フォーラムの実施
〔項番1①再掲〕

男女共同参画フォーラムを実施しまし
た。

男女共同参画フォーラムの実施
〔項番1①再掲〕

男女平等参画推進協議会へ委託し
実施しており、感染症拡大の影響を
受け、一時は開催も危ぶまれました
が、感染状況が収まったタイミングで
対策を取りながら実施することができ
ているため、意識啓発として引き続き
事業を継続する必要があります。

受託先の男女平等参画推進協議会
が熱心に企画し進めていただいてい
ることから、内容についても毎年参加
者から好評となっています。
よって、目的としている男女共同参画
社会の実現に向けた啓発効果は達
成できているものと判断しており、今
後も事業を継続していく考えです。

Ⅰ-２-（３） 14 エンパワーメント支援のた
めの学習機会の充実

①誰もが自立した考え方を持って、
主体的に社会のあらゆる分野に参
画していくために必要な力をつける
ため、生涯にわたる学習機会の充実
に努めます。（各種講演会、研修会、
講座など）

委員の主体性を持った柔軟なアイデ
アで、市民や委員自身が講師となり、
生涯学習に関する各種講座やまなび
ピアふかがわを委託し、企画・運営す
る予定だったが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、開催が中
止。

市民参画による生涯学習推進会議を
設置し、学習者主体の学習機会を提
供します。

委員の主体性を持った柔軟なアイデ
アで、市民や委員自身が講師となり、
生涯学習に関する各種講座やまなび
ピアふかがわを委託し、企画・運営す
る予定だったが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、開催が中
止。

市民参画による生涯学習推進会議を
設置し、学習者主体の学習機会を提
供します。

感染症拡大の影響により、生涯学習
推進会議の事業の中止を余儀なくさ
れた状況にあるが、感染症対策を講
じながら、市民自らが、市民の学習
ニーズを反映した生涯学習関連事業
の企画・運営ができるよう取り組む必
要があります。

市民参画による生涯学習推進会議を
設置し、学習者主体の学習機会の提
供に引き続き取り組みます。

Ⅰ-２-（３） 14 エンパワーメント支援のた
めの学習機会の充実

②人材育成に係る各種研修派遣事
業において、参加を促進し、リーダー
養成に努めます。

調査研修・交流事業により、研修事
業への参加に対する助成を行った
（実績１件）

深川市人材育成事業の活用を図り、
女性リーダーなどの養成を進めま
す。

調査研修・交流事業により、研修事
業への参加を促しましたが、感染症
の拡大により、研修参加を希望する
方がおらず実績がありませんでした。

深川市人材育成事業の活用を図り、
女性リーダーなどの養成を進めま
す。

感染症拡大の影響を受け、人材育成
事業の利用が低迷しているため、女
性リーダーなどの養成についての機
会の確保が課題となっています。

人材育成に係る各種研修派遣は、次
世代のリーダー養成にとって重要で
あるため、引き続き制度周知を行い
参加を促進することにより、Webを活
用したセミナーなどの活用も含めリー
ダー養成に努めます。
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基本目標
計画の基
本方向

項番 施策 取り組み R02実施結果 R03事業計画 R03実施結果 R04事業計画 現状・課題
次期計画（計画期間１０年間）を見据

えた今後の方向性

Ⅰ-２-（３） 14 エンパワーメント支援のた
めの学習機会の充実

②人材育成に係る各種研修派遣事
業において、参加を促進し、リーダー
養成に努めます。

市民参加による市主催事業におい
て、育児、就労などで時間の制約を
受けやすい人々が参加しやすい開催
日時の設定について配慮に努めまし
た。

市民参加による市主催事業におい
て、育児、就労などで時間の制約を
受けやすい人々が参加しやすい開催
日時の設定について配慮に努めま
す。

市民参加による市主催事業におい
て、育児、就労などで時間の制約を
受けやすい人々が参加しやすい開催
日時の設定について配慮に努めまし
た。

市民参加による市主催事業におい
て、育児、就労などで時間の制約を
受けやすい人々が参加しやすい開催
日時の設定について配慮に努めま
す。

市民参加による市主催事業におい
て、育児、就労などで時間の制約を
受けやすい人々が参加しやすい開催
日時の設定などについて配慮に努め
ています。引き続き、人材育成に係る
各種研修派遣事業において、参加を
促進し、リーダー養成に努める必要
があります。

人材育成に係る各種研修派遣事業
への市民参加を促進するため、育
児、就労などで時間の制約を受ける
人々が参加しやすい開催日時の設定
などについて配慮し、リーダー養成に
努めます。

Ⅰ-２-（３） 14 エンパワーメント支援のた
めの学習機会の充実

②人材育成に係る各種研修派遣事
業において、参加を促進し、リーダー
養成に努めます。

健診結果相談会の実施
年2回　　出席者14人

健診結果相談会、ウエストスリムセミ
ナーなど就労している人が参加しや
すいよう夜間開催の事業を実施して
います。

健診結果相談会の実施
年2回　　出席者16人

健診結果相談会、ウエストスリムセミ
ナーなど就労している人が参加しや
すいよう夜間開催の事業を実施して
います。

利用者数が少ないため、取り組みに
ついて広く広報する必要があります。

医師や運動衛生指導士と連携しなが
らより良い事業へ改善していく考えで
す。

Ⅰ-２-（３） 14 エンパワーメント支援のた
めの学習機会の充実

②人材育成に係る各種研修派遣事
業において、参加を促進し、リーダー
養成に努めます。

男女共同参画市民フォーラムの開催
にあたり、託児を用意するなど、参加
機会の拡大に努めました。

市主催の講演会などへの参加機会を
拡大するため、託児付での事業開催
に努めます。

男女共同参画市民フォーラムの開催
にあたり、託児を用意するなど、参加
機会の拡大に努めました。

市主催の講演会などへの参加機会を
拡大するため、託児付での事業開催
に努めます。

市民参加による市主催事業におい
て、育児、就労などで時間の制約を
受けやすい人々が参加しやすい開催
日時の設定などについて配慮に努め
ています。引き続き、人材育成に係る
各種研修派遣事業において、参加を
促進し、リーダー養成に努める必要
があります。

人材育成に係る各種研修派遣事業
への市民参加を促進するため、育
児、就労などで時間の制約を受ける
人々が参加しやすい開催日時の設定
などについて配慮し、リーダー養成に
努めます。

Ⅰ-２-（３） 14 エンパワーメント支援のた
めの学習機会の充実

②人材育成に係る各種研修派遣事
業において、参加を促進し、リーダー
養成に努めます。

マタニティサロン・離乳食教室、親子
クラブ、ヘルシーマザーズクラブ、
ほっとママの開催時、託児を行いまし
た。

離乳食教室、ヘルシーマザーズクラ
ブ、親子クラブ、ほっとママ、子宮がん
検診開催時、託児を実施しています。

マタニティサロン・離乳食教室、親子
クラブ、ヘルシーマザーズクラブ、
ほっとママの開催時、託児を行いまし
た。

離乳食教室、ヘルシーマザーズクラ
ブ、親子クラブ、ほっとママ、子宮がん
検診開催時、託児を実施します。

小さなお子さんを持つ方は、育児によ
り学習機会が損なわれがちであるた
め、託児を行うことで対象者が参加し
やすい環境を整えています。

対象者が参加しやすいように子育て
支援センター及び保健推進員と連携
して託児を継続します。

Ⅰ-２-（３） 15 コミュニティ関連施設の利
用促進

①すべての人の多様な生き方を広
げる場として、また、多くの市民が気
軽に集まれる「居場所」として利用し
やすい公民館・コミュニティセンター
などの施設運営に努めます。

公民館の適切な維持管理に努めまし
た。

利用しやすい公民館の運営に努めま
す。

公民館の適切な維持管理に努めまし
た。

利用しやすい公民館の運営に努めま
す。

公民館は建設から年数が経過してお
り、利用しやすい施設とするために適
切な維持管理が必要です。
老朽化が進んでいる中央公民館は、
建て替えに向けた検討が始まってい
ますが、完成までの間、安全に利用
できるよう維持管理に努めます。

既存の公民館が有効活用されるよ
う、適切な維持管理に努めます。ま
た、中央公民館の建て替えについて
は、バスターミナルとの複合施設整備
を進めていきます。

Ⅰ-２-（３） 15
コミュニティ関連施設の利
用促進

①すべての人の多様な生き方を広
げる場として、また、多くの市民が気
軽に集まれる「居場所」として利用し
やすい公民館・コミュニティセンター
などの施設運営に努めます。

コミュニティセンターの適切な維持管
理に努めるとともに、コミュニティ振興
会への支援を行いました。

利用しやすいコミュニティセンターの
運営に努めます。

コミュニティセンターの適切な維持管
理に努めるとともに、コミュニティ振興
会への支援を行いました。

利用しやすいコミュニティセンターの
運営に努めます。

多様な生き方を広げる場として、利用
しやすいコミュニティーセンターの運
営は、おおむね達成できています。

これまでどおり利用しやすいコミュニ
ティセンターの運営を実施していきま
す。

Ⅰ-３-（１） 16 あらゆる暴力防止のため
の啓発

①広報紙への掲載やパンフレットな
どによる啓発に努めるとともに関係
法令の周知に努めます。

広報紙にDV相談について掲載した
り、北海道が作成したリーフ等を窓口
等に備え付けるなどにより周知啓発
に努めました。

広報紙への掲載やパンフレットなどに
よる啓発に努めます。

市のホームページやパンフレットの郵
送、メールなどで、庁内関係担当課等
と連携しながら、周知を行いました。

広報紙への掲載やパンフレットなどに
よる啓発に努めます。

市のホームページやパンフレットの郵
送、メールなどで、庁内関係担当課等
と連携しながら、周知を行っており、
課題はありません。

広報紙への掲載やパンフレット、メー
ルなどによる啓発だけでなく、社会状
況に合わせた周知方法を行っていく
考えです。

Ⅰ-３-（１） 17 ハラスメント防止のための
啓発

①セクハラなど防止のため、社会的
認識の醸成を図るための啓発に努
めます。

〔項番
29再
掲〕

市ホームページにおいて、「女性が抱
えている問題や悩み相談」「用語解
説」などでハラスメントに関する記述
を掲載し、啓発に努めました。

市ホームページの活用を図り、ハラス
メントの防止に関する情報を発信しま
す。

市ホームページにおいて、「女性が抱
えている問題や悩み相談」「用語解
説」などでハラスメントに関する記述
を掲載し、啓発に努めました。

市ホームページの活用を図り、ハラス
メントの防止に関する情報を発信しま
す。

市ホームページでハラスメントの防止
に関する情報を発信しています。内
容については、時代の潮流に合わせ
適宜修正する必要があります。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが最も重要であるため、引き続き、
機会あるごとに制度や取り組みなど
の周知に努めます。

Ⅰ-３-（１） 17
ハラスメント防止のための
啓発

②事業所などにおいて、ハラスメント
防止対策が促進されるよう情報提供
に努めます。

〔項番
29再
掲〕

市ホームページを活用した情報提供
を行いました。

調査実施時の資料配布や市ホーム
ページを活用した情報提供に努めま
す。

市ホームページを活用した情報提供
を行いました。

調査実施時の資料配布や市ホーム
ページを活用した情報提供に努めま
す。

主に市ホームページにおいて、情報
提供を行っており、情報提供に関する
課題は特にありません。

ハラスメント防止対策が促進されるよ
う、今後も引き続き情報提供を行い、
適切な対応に努めていく考えです。

Ⅰ-３-（１） 17 ハラスメント防止のための
啓発

②事業所などにおいて、ハラスメント
防止対策が促進されるよう情報提供
に努めます。

〔項番
29再
掲〕

庁内ハラスメント防止に関する基本方
針及び対策要領に基づき、男女が対
等平等な関係で快適に働くことができ
る職場環境の確保に努めました。

市内事業所に先駆けて、庁内にハラ
スメント防止のための推進体制の整
備を検討します。庁内ハラスメント防
止に関する基本方針及び対策要領に
基づき、男女が対等平等な関係で快
適に働くことができる職場環境の確保
に努めます。

庁内ハラスメント防止に関する基本方
針及び対策要領に基づき、男女が対
等平等な関係で快適に働くことができ
る職場環境の確保に努めました。

市内事業所に先駆けて、庁内にハラ
スメント防止のための推進体制の整
備を検討します。庁内ハラスメント防
止に関する基本方針及び対策要領に
基づき、男女が対等平等な関係で快
適に働くことができる職場環境の確保
に努めます。

ハラスメント相談員の周知や啓発パ
ンフレットの配布など、男女が対等平
等な関係で快適に働くことができる職
場環境の確保に努めています。ハラ
スメントの予防のためには、今後も継
続的に啓発していくことが重要となり
ます。

市内事業所に先駆けて、庁内にハラ
スメント防止のための推進体制の整
備を検討します。庁内ハラスメント防
止に関する基本方針及び対策要領に
基づき、男女が対等平等な関係で快
適に働くことができる職場環境の確保
に取り組みます。

Ⅰ-３-（１） 18 相談体制の充実と支援

①DVなど人権侵害に関する庁内関
係相談窓口との連携・充実を図ると
ともに、相談窓口の周知に努めま
す。

市のホームページや広報紙で窓口等
について周知するとともに、庁内関係
担当課等と連携しました。

DVなど人権侵害に関する庁内関係
所管との連携・充実を図るとともに、
相談窓口の周知に努めます。

市のホームページやパンフレットの郵
送、メールなどで、庁内関係担当課等
と連携しながら、周知を行いました。

DVなど人権侵害に関する庁内関係
所管との連携・充実を図るとともに、
相談窓口の周知に努めます。

市のホームページやパンフレットの郵
送、メールなどで、庁内関係担当課等
と連携しながら、周知を行っており、
課題はありません。

広報紙への掲載やパンフレット、メー
ルなどによる啓発だけでなく、社会状
況に合わせた周知方法を行っていく
考えです。

Ⅰ-３-（１） 18 相談体制の充実と支援
②家庭内で潜在化するDVの早期発
見のため、広範囲な情報網を整備
し、情報収集に努めます。

多様化・複雑化するDV相談に対応で
きるよう、情報収集に努めました。

市ホームページなどを活用し、個人
の問題だけではなく社会的問題であ
る認識を浸透させ、情報収集に努め
ます。

実施なし

市ホームページなどを活用し、個人
の問題だけではなく社会的問題であ
る認識を浸透させ、情報収集に努め
ます。

市ホームページなどで個人の問題や
社会的問題について、広報活動を通
じ、市民へ情報を浸透させる努力を
行っておりますが、今後も継続する必
要があります。

個人の問題や社会的問題である認
識についての情報収集の手段につい
てインターネットだけではなく、庁内関
係担当課等や他官公庁等と情報を交
換しながら、業務の質の向上を推進
します。
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基本目標
計画の基
本方向

項番 施策 取り組み R02実施結果 R03事業計画 R03実施結果 R04事業計画 現状・課題
次期計画（計画期間１０年間）を見据

えた今後の方向性

Ⅰ-３-（１） 18 相談体制の充実と支援
③相談担当職員の研修機会の充実
を図り、資質の向上に努めます。

新型コロナウイルス感染症拡大等に
より研修会が中止となり実施すること
ができませんでした。

相談担当職員の研修機会の充実を
図り、資質の向上に努めます。

新型コロナウイルス感染症拡大等に
より研修会がZOOMによる開催となっ
たため、可能な限り研修に参加しまし
た。

相談担当職員の研修機会の充実を
図り、資質の向上に努めます。

積極的に研修を行い（年２回～３回程
度）、資質の向上に努めている現状
のため、特に課題はありません。

今後も、相談担当職員の研修機会の
充実を図り、資質の向上を推進しま
す。

Ⅰ-３-（１） 18 相談体制の充実と支援

④被害者とその児童の一時保護や
緊急避難のため、配偶者暴力相談
支援センターや民間シェルターなど
の関係機関と連携を密にし、その安
全確保など迅速かつ総合的な支援
体制の整備に努めます。

平成16年に作成したフローチャートに
基づき配偶者暴力相談支援セン
ター、他関係機関と連携を密にし、総
合的な支援となるよう対応しました。

被害者とその児童の一時保護や緊急
避難のため、配偶者暴力相談支援セ
ンターや民間シェルターなどの関係
機関と連携を密にし、その安全確保
など迅速かつ総合的な支援に努めま
す。

平成16年に作成したフローチャートに
基づき配偶者暴力相談支援セン
ター、他関係機関と連携を密にし、総
合的な支援となるよう対応しました。

被害者とその児童の一時保護や緊急
避難のため、配偶者暴力相談支援セ
ンターや民間シェルターなどの関係
機関と連携を密にし、その安全確保
など迅速かつ総合的な支援に努めま
す。

現在、使用しているフローチャートな
どを社会情勢と照らし合わせながら、
アップデートをする必要があります。

被害者とその児童の一時保護や緊急
避難のため、配偶者暴力相談支援セ
ンターや民間シェルターなどの関係
機関と連携を密にし、その安全確保
など迅速かつ総合的な支援に努めて
いく考えです。

Ⅰ-３-（１） 18 相談体制の充実と支援

⑤法に基づき、 DV、ストーカー被害
者保護のため、住民基本台帳など
の閲覧及び写しの交付について、不
当目的で利用されないよう制限を行
います。

法に基づきDV、ストーカー被害者保
護のため、住民基本台帳などの閲覧
及び写しの交付について、不当目的
で利用されないよう制限を行いまし
た。（実績～支援措置決定６件、他市
からの転送１２件）

 DV、ストーカー被害者保護のため、
住民基本台帳などの閲覧及び写しの
交付について、不当目的で利用され
ないよう制限を行います。

法に基づきDV、ストーカー被害者保
護のため、住民基本台帳などの閲覧
及び写しの交付について、不当目的
で利用されないよう制限を行いまし
た。（実績～支援措置決定７件、他市
からの転送１１件）

 DV、ストーカー被害者保護のため、
住民基本台帳などの閲覧及び写しの
交付について、不当目的で利用され
ないよう制限を行います。

法に基づき、 DV、ストーカー被害者
保護のため、住民基本台帳などの閲
覧及び写しの交付について、不当目
的で利用されないよう、継続して遺漏
無く制限を行っていきます。

今後も支援措置の申し出のあった方
に対し、住民基本台帳などの閲覧及
び写しの交付について、不当目的で
利用されないよう制限を行っていく考
えです。

Ⅰ-３-（１） 19 性犯罪を誘発しない地域
防犯体制の充実

①市防犯協会と連携し、地域防犯体
制の充実に努めます。

「深川市犯罪のない安全で安心なま
ちづくり条例」に基づき、市防犯協会
など関係機関や団体と連携して、防
犯パトロールや歳末警戒などの防犯
活動を実施しました。

市防犯協会など関係機関や団体と連
携し、防犯パトロールを中心とした防
犯活動を実施します。

「深川市犯罪のない安全で安心なま
ちづくり条例」に基づき、市防犯協会
など関係機関や団体と連携して、防
犯パトロールや歳末警戒などの防犯
活動を実施しました。

市防犯協会など関係機関や団体と連
携し、防犯パトロールを中心とした防
犯活動を実施します。

市防犯協会と連携し、地域防犯体制
の充実に努めているが更なる充実が
必要です。

市防犯協会など関係機関や団体と連
携し、防犯パトロールを中心とした防
犯活動を実施します。

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実

①児童、生徒の発達段階に応じた性
に関する科学的な知識を身につけ、
自覚と責任を持った行動がとれるよ
う、教育の充実に努めます。

児童生徒の発達段階に応じて、教科
の中などで指導しました。

児童・生徒の発達段階に応じて、教
科の中で指導していきます。

児童生徒の発達段階に応じて、教科
の中などで指導しました。

児童・生徒の発達段階に応じて、教
科の中で指導していきます。

児童、生徒が発達段階に応じた性に
関する科学的な知識を身につけ、自
覚と責任を持った行動がとれるよう、
引き続き、教育の充実に努める必要
があります。

児童、生徒が発達段階に応じた性に
関する科学的な知識を身につけ、自
覚と責任を持った行動がとれるよう、
引き続き、教育の充実に努めます。

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
②児童、生徒や保護者からの性に
関する相談に適切に対応できるよ
う、相談窓口の充実に努めます。

児童・生徒や保護者からの各相談に
対応しました。

少年相談室、家庭児童相談室、しら
かば教室において、児童・生徒や保
護者からの相談に対応します。また、
学校現場では、生徒指導カウンセ
ラーにより対応します。

児童・生徒や保護者からの各相談に
対応しました。

少年相談室、家庭児童相談室、しら
かば教室において、児童・生徒や保
護者からの相談に対応します。また、
学校現場では、生徒指導カウンセ
ラーにより対応します。

悩みを抱えている児童・生徒や保護
者に対して、少年相談室など相談体
制を構築しており、引き続き体制を維
持する必要があります。

少年相談室等において、児童・生徒
や保護者からの相談に引き続き対応
します。

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
③性に関する教育や指導・相談技術
の向上のため、教職員の研修機会
の充実に努めます。

性に関する研修会を各小中学校職員
に周知し、参加奨励しました。

研修会の参加を奨励します。
性に関する研修会を各小中学校職員
に周知し、参加奨励しました。

研修会の参加を奨励します。

引き続き、性に関する教育や指導・相
談技術の向上のため、教職員の研修
機会の充実に努める必要がありま
す。

引き続き、性に関する教育や指導・相
談技術の向上のため、教職員の研修
機会の充実に努めます。

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
④乳幼児健診や２歳児クラブなどの
機会を通じ、命の大切さや性の理解
の普及に努めます。

○乳幼児健診の実施
・延26回
・受診数　延371人

乳幼児の健康の保持、増進を図るこ
とを目的に、心身の発達に課題を
持った児を早期に把握し、適切な指
導を行います。また、育児や生活習
慣、予防接種、歯科の指導などを行う
ことにより、親が安心して育児でき、
児が健やかに成長・発達できるよう支
援します。

○乳幼児健診の実施
・延23回
・受診数　延303人

乳幼児の健康の保持、増進を図るこ
とを目的に、心身の発達に課題を
持った児を早期に把握し、適切な指
導を行います。また、育児や生活習
慣、予防接種、歯科の指導などを行う
ことにより、親が安心して育児でき、
児が健やかに成長・発達できるよう支
援します。

出生数の減少に伴い、対象者が年々
減少しているため、各種事業の機会
に確実に周知する必要があると考え
ています。

各種事業実施の機会に周知し、命の
大切さや性の理解の普及を推進しま
す。

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
④乳幼児健診や２歳児クラブなどの
機会を通じ、命の大切さや性の理解
の普及に努めます。

○９～１０か月児相談の実施
・年8回
・受相数　100人

安心して子育てができるために保護
者の育児上の相談に応じます。ま
た、育児のための知識や情報を提供
します。

○９～１０か月児相談の実施
・年8回
・受相数　71人

安心して子育てができるために保護
者の育児上の相談に応じます。ま
た、育児のための知識や情報を提供
します。

出生数の減少に伴い、対象者が年々
減少しているため、各種事業の機会
に確実に周知する必要があると考え
ています。

各種事業実施の機会に周知し、命の
大切さや性の理解の普及を推進しま
す。

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
④乳幼児健診や２歳児クラブなどの
機会を通じ、命の大切さや性の理解
の普及に努めます。

○親子クラブの実施
・対象者：未就学児とその保護者・2回
実施
・参加延人数　児童　15人　母　14人
父　8人　兄弟　7人

幼児の特性についての理解と家庭教
育の重要性の認識を深めるため、親
子クラブを開催します。また、父親の
積極的な育児参加を促進します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため中止

幼児の特性についての理解と家庭教
育の重要性の認識を深めるため、親
子クラブを開催します。また、父親の
積極的な育児参加を促進します。

参加者数が減少傾向にあるため、事
業の周知を徹底する必要がありま
す。

子育て支援センター及び他の関係機
関と連携しながらより良い事業へ改
善していく考えです。

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
④乳幼児健診や２歳児クラブなどの
機会を通じ、命の大切さや性の理解
の普及に努めます。

○思春期講座の開催
・赤ちゃんふれあい教室
・開催回数　2回
・参加126人

赤ちゃんふれあい教室：子どもたちが
生命・性について知る機会とし、自分
と人を大切にする行動がとれることを
目的に、要望に応じて中学生を対象
に実施します。

○思春期講座の開催
・赤ちゃんふれあい教室
・開催回数　2回
・参加115人

赤ちゃんふれあい教室：子どもたちが
生命・性について知る機会とし、自分
と人を大切にする行動がとれることを
目的に、要望に応じて中学生を対象
に実施します。

コロナウイルス感染症拡大防止のた
め親子への協力依頼はせず、赤ちゃ
ん人形を使って実施。教室の実施に
より、子育ての大変さ等の理解や赤
ちゃんへの愛着が高まっているため、
感染症の状況を見ながら講座を開催
する必要があります。

中学校や助産師と連携しながらより
良い事業へ改善していく考えです。

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
⑤性の理解、母子の健康に関する
知識の普及・啓発のため、健康教室
の開催に努めます。

○健康教室の開催
  未開催（要望なし）

生涯学習出前講座、各種団体などか
らの要望に応じ、随時健康教室を開
催します。

○健康教室の開催
  未開催（要望なし）

生涯学習出前講座、各種団体などか
らの要望に応じ、随時健康教室を開
催します。

毎年依頼がないため、周知を強化す
る必要があります。

今後も各種団体の依頼に応じ、健康
教室を開催していく考えです。
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次期計画（計画期間１０年間）を見据

えた今後の方向性

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実

⑥思春期特有の悩みについて、相
談の充実に努めます。また、道が行
う思春期相談・セミナーなどの事業と
の連携に努めます。

○母子健康相談の実施　・相談者数
面接141人、電話186人、その他170
人　内容：　乳幼児身体計測、思春
期、更年期、母子保健に関する相談
等
○乳幼児健診の実施　　延26回　受
診数延371人

随時、電話や面接、訪問で相談に応
じ、必要な方には、道が行う思春期相
談などを紹介します。

○母子健康相談の実施　・相談者数
面接103人、電話176人、その他131
人　内容：　乳幼児身体計測、思春
期、更年期、母子保健に関する相談
等
○乳幼児健診の実施　　延23回　受
診数延303人

随時、電話や面接、訪問で相談に応
じ、必要な方には、道が行う思春期相
談などを紹介します。

年々相談件数が減少傾向にあるた
め、相談先の周知を強化する必要が
あります。

各種事業等との連携を推進し、性に
関する教育の充実に取り組みます。

Ⅰ-３-（２） 21
リプロダクティブ・ヘルス/
ライツについての
意識啓発

①女性の人権尊重の視点から、リプ
ロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生
殖に関する健康/権利）の認識の浸
透を図るため、母子保健事業の機会
などを通じ啓発に努めます。

○思春期講座の開催
・ダメダメたばこ教室
　開催回数4回、 参加129人
・赤ちゃんふれあい教室
　開催回数2回、 参加126人

ダメダメたばこ教室：子どもたちが将
来たばこによる健康被害をうけること
を防止し、たばこの健康被害から守
れる地域づくりを目的に、要望に応じ
て小学校6年生を対象に教室を実施
します。
赤ちゃんふれあい教室：子どもたちが
生命・性について知る機会とし、自分
と人を大切にする行動がとれることを
目的に、要望に応じて中学校3年生を
対象に実施します。

○思春期講座の開催
・ダメダメたばこ教室
　開催回数4回、参加人数108人
・赤ちゃんふれあい教室
　開催回数2回、参加115人

ダメダメたばこ教室：子どもたちが将
来たばこによる健康被害をうけること
を防止し、たばこの健康被害から守
れる地域づくりを目的に、要望に応じ
て小学校6年生を対象に教室を実施
します。
赤ちゃんふれあい教室：子どもたちが
生命・性について知る機会とし、自分
と人を大切にする行動がとれることを
目的に、要望に応じて中学生を対象
に実施します。

ダメダメたばこ教室：教室の実施によ
り、たばこの理解や将来喫煙しないと
いう意思が高まっています。
赤ちゃんふれあい教室：コロナウイル
ス感染症拡大防止のため親子への
協力依頼はせず、赤ちゃん人形を
使って実施。教室の実施により、子育
ての大変さ等の理解や赤ちゃんへの
愛着が高まっています。

学校や助産師と連携しながらより良
い事業へ改善していく考えです。

Ⅰ-３-（２） 22 有害環境の改善

①人権侵害や性の商品化にあたる
情報や商品から子どもたちを保護す
るため、意識啓発や取扱店での調査
など、青少年の健全育成を阻害する
おそれのある有害環境の改善に努
めます。

深川市青少年育成センターにおい
て、図書販売店、ビデオレンタル店等
への立入調査を随時行い、有害図書
の排除を求めるなど、女性の人権侵
害や、商品化などにより青少年の健
全育成を阻害するおそれのある環境
の浄化に努めました。

書店などの調査を行い、青少年に有
害な図書等の販売や陳列の仕方に
ついて、設置者へ協力を要請します。

深川市青少年育成センターにおい
て、図書販売店、ビデオレンタル店等
への立入調査を行う予定だったが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため調査を中止した。

書店などの調査を行い、青少年に有
害な図書等の販売や陳列の仕方に
ついて、設置者へ協力を要請します。

市内では依然として、万引きなどの初
発型非行や不良行為による補導がみ
られます。また、スマートフォンやSNS
を始めとする新たな機器・サービスの
普及、新型コロナウイルス感染防止
のため「新しい生活様式」が定着し、
青少年が自宅でインターネットを利用
する時間が増え、不適切な受発信に
より、犯罪やトラブルに巻き込まれる
機会の増加が懸念されます。

深川市青少年育成センターにおい
て、図書販売店、ビデオレンタル店等
への立入調査を随時行い、有害図書
の排除を求めるなど、女性の人権侵
害や、商品化などにより青少年の健
全育成を阻害するおそれのある環境
の浄化に努めます。

Ⅰ-３-（２） 23 ＬＧＢＴなど性的少数者の
方々への理解促進

①差別や偏見をなくすため、ＬＧＢＴ
など性的少数者が理解されるよう市
ホームページなどを活用した啓発に
取り組みます。

市ホームページにおいて、LGBT（性
的マイノリティ）に関するページを開設
し、用語解説などにより多様な性につ
いて正しい知識が身につくよう周知・
啓発に取り組みました。

市ホームページなどを活用し、啓発に
取り組みます。

市ホームページにおいて、LGBT（性
的マイノリティ）に関するページを開設
し、用語解説などにより多様な性につ
いて正しい知識が身につくよう周知・
啓発に取り組みました。また、成人式
においても啓発パンフレットを配布し
ました。

市ホームページなどを活用し、啓発に
取り組みます。

市ホームページと成人式において理
解促進に向けた啓発に取り組んでい
ます。これらの取り組みは、時代の潮
流に合わせて加速させる必要があり
ます。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが最も重要であるため、引き続き、
機会あるごとに制度や取り組みなど
の周知に努めます。

Ⅱ-１-（１） 24 審議会などへの女性委員
の登用促進

①審議会などへの女性登用の目標
を引き続き40％に定め、人材の情報
収集･活用により早期実現に努めま
す。また、登用状況について広く公
表に努めます。

審議会委員・委員会の任期満了によ
る改選などにより女性登用に努めま
した。
令和元年度末女性登用比率　31.8％
令和２年度末　　　　〃　　　　  32.9％

深川市男女共同参画計画（第2次計
画見直し版）に沿って検討を進めま
す。

審議会委員・委員会の任期満了によ
る改選などにより女性登用に努めま
した。
令和２年度末女性登用比率　32.9％
令和３年度末　　　　〃　　　　 33.0％

深川市男女共同参画計画（第2次計
画見直し版）に沿って検討を進めま
す。

令和４年度までの計画期間中の目標
を４０％としている中で、令和３年度末
時点では女性登用比率３３％と、目標
を下回っていることから、引き続き目
標達成に向けた取り組みが必要と
なっています。

現段階で目標を下回っていることか
ら、次期計画での目標値の再検討も
含め、引き続き各種対策及び登用状
況の周知を行い、登用者数の増加を
図ります。

Ⅱ-１-（１） 24 審議会などへの女性委員
の登用促進

①審議会などへの女性登用の目標
を引き続き40％に定め、人材の情報
収集･活用により早期実現に努めま
す。また、登用状況について広く公
表に努めます。

毎年の調査に基づき、市ホームペー
ジ上で、女性委員の登用状況を公表
しました。

審議会などへの女性委員の登用状
況について、市ホームページで公表
します。

毎年の調査に基づき、市ホームペー
ジ上で、女性委員の登用状況を公表
しました。

審議会などへの女性委員の登用状
況について、市ホームページで公表
します。

令和４年度までの計画期間中の目標
を４０％としている中で、令和３年度末
時点では女性登用比率３３％と、目標
を下回っていることから、引き続き目
標達成に向けた取り組みが必要と
なっています。

現段階で目標を下回っていることか
ら、次期計画での目標値の再検討も
含め、引き続き各種対策及び登用状
況の周知を行い、登用者数の増加を
図ります。

Ⅱ-１-（１） 24 審議会などへの女性委員
の登用促進

②多様な意見が市政に反映されるよ
う、一方の性別のみで構成されてい
る審議会などの解消に努めます。

男性のみで構成されている審議会数
8

一方の性別のみで構成されている審
議会などの解消を進めます。

男性のみで構成されている審議会数
7

一方の性別のみで構成されている審
議会などの解消を進めます。

多様な意見が市政に反映されるよう、
審議会などへの女性委員の登用を進
めていますが、現在、男性のみで構
成されている審議会があるため、引き
続きその解消に努めていく必要があ
ります。

多様な意見が市政に反映されるよう、
関係団体に対して女性委員の登用を
促進するための協力を要請し、一方
の性別のみで構成されている審議会
などの解消に努めます。

Ⅱ-１-（１） 24 審議会などへの女性委員
の登用促進

③幅広い分野からの女性の参画を
促進するため、委員選任の際には、
重複登用や公募枠などを充分考慮
するとともに、関係機関や団体など
からの推薦により委員を選考する際
は、女性委員の登用を促進するため
協力を要請します。

関係機関や団体などから推薦などに
より委員を選考する際に、女性委員
の登用について協力をお願いしまし
た。

関係機関や団体などからの推薦によ
り委員を選考する際には、女性委員
の登用を促進するため協力を要請し
ます。

関係機関や団体などから推薦などに
より委員を選考する際に、女性委員
の登用について協力をお願いしまし
た。

関係機関や団体などからの推薦によ
り委員を選考する際には、女性委員
の登用を促進するため協力を要請し
ます。

現計画における目標を４０％と掲げて
いる中、現段階で達成されていないこ
とから、今後、幅広い分野からの女性
の参画を促進するため、委員選任の
際には、重複登用や公募枠などを充
分考慮するとともに、関係機関や団
体などからの推薦により委員を選考
する際は、女性委員の登用を促進す
るため協力を要請しています。

多様な意見が市政に反映されるよう、
関係団体に対して女性委員の登用を
促進するための協力を要請し、一方
の性別のみで構成されている審議会
などの解消に努めます。
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Ⅱ-１-（２） 25 女性の登用促進に向けた
啓発

①政策・方針決定過程などへの女性
の参画の重要性について、あらゆる
機会を通して啓発・情報提供に努め
ます。

男女平等参画推進協議会と連携を取
り、研修会・学習会への参加を働きか
けました。

政策・方針決定過程などへの女性の
参画をテーマとした研修会・学習会へ
の参加促進を図ります。

男女平等参画推進協議会と連携し、
研修会・学習会への参加を働きかけ
ました。

政策・方針決定過程などへの女性の
参画をテーマとした研修会・学習会へ
の参加促進を図ります。

令和４年度までの計画期間中の目標
を４０％としている中で、令和３年度末
時点では女性登用比率３３％と、目標
を下回っていることから、引き続き目
標達成に向けた取り組みが必要と
なっています。

現段階で目標を下回っていることか
ら、次期計画での目標値の再検討も
含め、引き続き各種対策及び登用状
況の周知を行い、登用者数の増加を
図ります。

Ⅱ-１-（２） 25 女性の登用促進に向けた
啓発

②事業所や各種機関、団体などで
女性の登用が促進されるよう理解と
協力を働きかけます。

実施なし

深川市労働基本調査時に行うため、
本年度実施します。
〔項番4②・項番28③再掲、項番38②･
項番38③と関連〕

深川市労働基本調査時に実施しまし
た。

深川市労働基本調査時に行うため、
次年度実施します。
〔項番4②・項番28③再掲、項番38②･
項番38③と関連〕

深川市労働基本調査により調査を実
施しており、内容については時代の
潮流に合わせ適宜修正する必要が
あります。

事業所や各種機関、団体などで女性
の登用が図られるよう、引き続き、深
川市労働基本調査を実施していく考
えです。

Ⅱ-１-（２） 25 女性の登用促進に向けた
啓発

②事業所や各種機関、団体などで
女性の登用が促進されるよう理解と
協力を働きかけます。

女性職員の多様な職業経験の形成
につながるよう、職場配置に努めまし
た。

女性職員の多様な職業経験の形成
につながるよう、職場配置に努めま
す。

女性職員の多様な職業経験の形成
につながるよう、職場配置に努めまし
た。

女性職員の多様な職業経験の形成
につながるよう、職場配置に努めま
す。

女性職員の多様な職業経験の形成
につながるよう職場配置に努めてお
り、課題については特にありません。

女性職員の多様な職業経験の形成
につながるよう、職場配置をしていく
考えです。

Ⅱ-１-（２） 25 女性の登用促進に向けた
啓発

②事業所や各種機関、団体などで
女性の登用が促進されるよう理解と
協力を働きかけます。

管理職には、性別にかかわらず能力
や適性に応じた職員の登用を図りま
した。

管理職には、性別にかかわらず能力
や適性に応じた職員の登用を図りま
す。

管理職には、性別にかかわらず能力
や適性に応じた職員の登用を図りま
した。

管理職には、性別にかかわらず能力
や適性に応じた職員の登用を図りま
す。

管理職には、性別にかかわらず能力
や適性に応じた職員の登用に努めて
おり、課題については特にありませ
ん。

今後も引き続き、管理職には、性別に
かかわらず能力や適性に応じた職員
の登用をしていく考えです。

Ⅱ-１-（２） 25 女性の登用促進に向けた
啓発

②事業所や各種機関、団体などで
女性の登用が促進されるよう理解と
協力を働きかけます。

職員の育成と能力開発のため、研修
機会の充実を図るとともに、女性職員
の参加機会の拡大に努めました。

職員の育成と能力開発のため、研修
機会の充実を図るとともに、女性職員
の参加機会の拡大に努めます。

職員の育成と能力開発のため、研修
機会の充実を図るとともに、女性職員
の参加機会の拡大に努めました。

職員の育成と能力開発のため、研修
機会の充実を図るとともに、女性職員
の参加機会の拡大に努めます。

性別にかかわらず、職員の育成と能
力開発の為、研修機会の充実を図っ
ており、課題については特にありませ
ん。

職員の育成と能力開発のため、引き
続き研修機会の充実を図るとともに、
女性職員の参加機会の拡大を推進し
ます。

Ⅱ-１-（２） 25 女性の登用促進に向けた
啓発

②事業所や各種機関、団体などで
女性の登用が促進されるよう理解と
協力を働きかけます。

深川市特定事業主行動計画に基づ
き、仕事と生活の調査（ワーク・ライ
フ・バランス）の実現が図られるよう、
働きやすい職場環境づくりに努めまし
た。

深川市特定事業主行動計画に基づ
き、仕事と生活の調査（ワーク・ライ
フ・バランス）の実現が図られるよう、
働きやすい職場環境づくりに努めま
す。

深川市特定事業主行動計画に基づ
き、仕事と生活の調査（ワーク・ライ
フ・バランス）の実現が図られるよう、
働きやすい職場環境づくりに努めまし
た。

深川市特定事業主行動計画に基づ
き、仕事と生活の調査（ワーク・ライ
フ・バランス）の実現が図られるよう、
働きやすい職場環境づくりに努めま
す。

仕事と生活の調和を図るため、全職
員の時間外労働の是正に対する意
識改革をし、家庭生活の参加を増や
すとともに余暇の充実を図ることで、
女性職員が能力を発揮し活躍できる
働きやすい職場環境づくりに努めて
いる。
時間外労働が３００時間を超える職員
がいるため、引き続き職員の意識改
革を働きかけるとともに、業務改善や
人事配置の見直しに取り組む必要が
あります。

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）の実現が図られるよう、深川
市特定事業主行動計画に基づき、よ
り一層働きやすい職場環境づくりを推
進します。

Ⅱ-１-（２） 26 市の管理職への女性登
用の促進

①市女性職員の管理職への登用に
ついて、「深川市特定事業主行動計
画」で掲げる、課長職以上の女性管
理職の割合を２０％以上にする目標
の達成に努め、行政における女性の
参画を促進します。

管理職には、性別にかかわらず能力
や適性に応じた職員の登用を図りま
した。

市女性職員の管理職への登用につ
いて、「深川市特定事業主行動計画」
で掲げる、課長職以上の女性管理職
の割合を２０％以上にする目標の達
成に努め、行政における女性の参画
を促進します。

管理職には、性別にかかわらず能力
や適性に応じた職員の登用を図りま
した。

市女性職員の管理職への登用につ
いて、「深川市特定事業主行動計画」
で掲げる、課長職以上の女性管理職
の割合を２０％以上にする目標の達
成に努め、行政における女性の参画
を促進します。

市女性職員の管理職への登用につ
いては、課長職以上の女性管理職の
割合を２０％以上にする目標を達成し
ています。
近年新規職員採用試験の受験者に
女性の割合が少なく、それに伴って
採用者数の割合も女性が少なくなっ
ていることから、今後の男女の職員
構成比率が、女性管理職の割合に影
響することが懸念されます。

市女性職員の管理職への登用につ
いて、「深川市特定事業主行動計画」
で掲げる、課長職以上の女性管理職
の割合である２０％を維持することを
目標に、行政における女性の参画を
促進します。

Ⅱ-１-（２） 27 市政への関心を高める機
会の充実・支援

①性別にかかわらず広く市民、団体
からの意見を聴く機会の充実を図
り、市政参画への意識の高揚に努め
ます。

市長への手紙などへの意見要望件
数　83件

広報紙に年2回、市民が市政への意
見や要望を書いて郵送する用紙「市
長への手紙」を折り込みます。市役所
本庁舎１階ロビーに市民が意見など
を投書する箱を常設します。

市長への手紙などへの意見要望件
数82件

広報紙に年2回、市民が市政への意
見や要望を書いて郵送する用紙「市
長への手紙」を折り込みます。市役所
本庁舎１階ロビーに市民が意見など
を投書する箱を常設します。

各世代やライフスタイルの違いによっ
て、意見や要望を送り易いと感じる媒
体が異なるため、幅広く対応できるよ
うな体制を維持していくことが必要で
す。

より効率的で、市民や団体の意見が
反映しやすい媒体の研究を続け、幅
広く市民の意見を市政に反映できる
体制を維持していく考えです。

Ⅱ-１-（２） 27 市政への関心を高める機
会の充実・支援

②市民団体、グループなどが行う政
治や行政に関する主体的な学習活
動の支援に努めます。

出前講座に行政的メニューを盛り込
み団体、グループへの要望に対応で
きる体制を取りました。

団体、グループなどが行う政治や行
政に関する主体的な学習活動の支援
に努めます。

出前講座に行政的メニューを盛り込
み団体、グループへの要望に対応で
きる体制を取りました。

団体、グループなどが行う政治や行
政に関する主体的な学習活動の支援
に努めます。

市政への関心を高めてもらうため、行
政的メニューを出前講座に盛り込み、
団体、グループへの要望に対応でき
るよう体制整備を行っています。

出前講座などの取り組みは、常に必
要であるため継続して取り組みます。

Ⅱ-１-（２） 27 市政への関心を高める機
会の充実・支援

③市民参画型事業の拡充を図るな
かで、女性の登用促進に努めます。

生涯学習関連事業全般にわたり、市
民参画型事業を進めました。

生涯学習関連事業全般にわたり、市
民参画型事業を進めます。

生涯学習関連事業全般にわたり、市
民参画型事業を進めました。

生涯学習関連事業全般にわたり、市
民参画型事業を進めます。

感染症拡大の影響により、生涯学習
関連事業の中止を余儀なくされた状
況にあるが、市民参画型事業の企
画・運営はもとより、市民が事業の講
師を務めるなど、学習成果を地域に
生かす取り組みが必要です。

生涯学習関連事業全般にわたり、市
民参画型事業を推進します。
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Ⅱ-２-（１） 28 雇用機会の均等と待遇確
保のための啓発・支援

①事業所などに対して、男女雇用機
会均等法などの関係法令や制度の
周知、情報提供に努めます。

〔項番
49①
再掲〕

育児・介護休業法および男女雇用機
会均等法の改正について市HPで周
知しました。

男女雇用機会均等法、労働基準法、
育児・介護休業法、パートタイム労働
法などの関係法令の改正があった場
合には、市広報紙などを通じ周知に
努めます。〔項番38①・項番49①と関
連〕

育児・介護休業法および男女雇用機
会均等法の改正について市HPで周
知しました。

男女雇用機会均等法、労働基準法、
育児・介護休業法、パートタイム労働
法などの関係法令の改正があった場
合には、市広報紙などを通じ周知に
努めます。〔項番38①・項番49①と関
連〕

令和３年６月に育児・介護休業法が
改正されていることから、関係法令が
改正された場合には制度の周知を
行っていく必要があります。

雇用機会の均等と待遇確保のため、
引き続き、関係法令の改正などにつ
いての周知に努めていく考えです。

Ⅱ-２-（１） 28 雇用機会の均等と待遇確
保のための啓発・支援

①事業所などに対して、男女雇用機
会均等法などの関係法令や制度の
周知、情報提供に努めます。

市ホームページに関係法令などにつ
いて掲載し、制度の理解と協力を呼
びかけた。

制度の周知に努めます。
〔項番1①と関連〕

市ホームページに関係法令などにつ
いて掲載し、制度の理解と協力を呼
びかけた。

制度の周知に努めます。
〔項番1①と関連〕

事業所などに対して、男女雇用機会
均等法などの関係法令を市ホーム
ページを活用し周知しています。周知
方法に関する課題は特にありませ
ん。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが最も重要であるため、引き続き、
機会あるごとに制度や取り組みなど
の周知に努めます。

Ⅱ-２-（１） 28 雇用機会の均等と待遇確
保のための啓発・支援

②関係機関と連携して、労働環境に
関する相談の充実に努めます。

労働相談の実施
相談件数　延3件

関係機関と連携して、雇用者からの
労働相談に対応します。

労働相談の実施
相談件数　延4件

関係機関と連携して、雇用者からの
労働相談に対応します。

労働相談については、適切に対応し
ており、特に課題はありません。

労働環境の改善などのため、引き続
き、関係機関と連携して、労働者から
の労働相談に対応していく考えです。

Ⅱ-２-（１） 28 雇用機会の均等と待遇確
保のための啓発・支援

③労働基本調査の実施により、労働
実態を把握し、関連施策への反映に
努めます。

〔項番
38②と
関連〕

実施なし

深川市労働基本調査時に行うため本
年度実施します。
〔項番4②・項番26②・項番38②・項番
38③と関連〕

深川市労働基本調査時に実施しまし
た。

深川市労働基本調査時に行うため次
年度実施します。
〔項番4②・項番26②・項番38②・項番
38③と関連〕

深川市労働基本調査により調査を実
施しており、内容については時代の
潮流に合わせ適宜修正する必要が
あります。

労働実態を把握し、関連施策への反
映を図るため、引き続き、深川市労働
基本調査を継続して実施していく考え
です。

Ⅱ-２-（１） 28 雇用機会の均等と待遇確
保のための啓発・支援

④女性の多様な就業ニーズが社会
的に認識されるよう啓発に努めま
す。

女性や若者、非正規労働者をはじめ
とするすべての人々の労働環境や処
遇改善が図られるよう、働き方改革に
よる仕事と生活の調和や女性の活躍
推進を含めた雇用環境改善などにつ
いて市ホームページにより啓発を
行った。

女性の多様な就業ニーズが社会的に
認識されるよう啓発に努めます。

女性や若者、非正規労働者をはじめ
とするすべての人々の労働環境や処
遇改善が図られるよう、働き方改革に
よる仕事と生活の調和や女性の活躍
推進を含めた雇用環境改善などにつ
いて市ホームページにより啓発を
行った。

女性の多様な就業ニーズが社会的に
認識されるよう啓発に努めます。

事業所などに対して、男女雇用機会
均等法などの関係法令を市ホーム
ページを活用し周知しています。周知
方法に関する課題は特にありませ
ん。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが最も重要であるため、引き続き、
機会あるごとに制度や取り組みなど
の周知に努めます。

Ⅱ-２-（１） 29 あらゆるハラスメント防止
のための啓発

①ハラスメント防止のため、社会的
認識の醸成を図るための啓発に努
めます。

〔項番
17再
掲〕

〔項番17再掲〕 〔項番17再掲〕 〔項番17再掲〕 〔項番17再掲〕 〔項番17再掲〕 〔項番17再掲〕

Ⅱ-２-（１） 29 あらゆるハラスメント防止
のための啓発

②事業所などにおいて、ハラスメント
防止対策が促進されるよう情報提供
に努めます。

〔項番
17再
掲〕

〔項番17再掲〕 〔項番17再掲〕 〔項番17再掲〕 〔項番17再掲〕 〔項番17再掲〕 〔項番17再掲〕

Ⅱ-２-（１） 29
あらゆるハラスメント防止
のための啓発

②事業所などにおいて、ハラスメント
防止対策が促進されるよう情報提供
に努めます。

庁内ハラスメント防止に関する基本方
針及び対策要領に基づき、男女が対
等平等な関係で快適に働くことができ
る職場環境の確保に努めました。

庁内ハラスメント防止に関する基本方
針及び対策要領に基づき、男女が対
等平等な関係で快適に働くことができ
る職場環境の確保に努めます。

庁内ハラスメント防止に関する基本方
針及び対策要領に基づき、男女が対
等平等な関係で快適に働くことができ
る職場環境の確保に努めました。

庁内ハラスメント防止に関する基本方
針及び対策要領に基づき、男女が対
等平等な関係で快適に働くことができ
る職場環境の確保に努めます。

ハラスメント相談員の周知や啓発パ
ンフレットの配布など、男女が対等平
等な関係で快適に働くことができる職
場環境の確保に努めている。ハラス
メントの予防のためには、今後も継続
的に啓発していくことが重要となりま
す。

今後も引き続き、庁内ハラスメント防
止に関する基本方針及び対策要領に
基づき、男女が対等平等な関係で快
適に働くことができる職場環境の確保
に取り組みます。

Ⅱ-２-（２） 30 職業能力開発・向上のた
めの支援

①札幌高等技術専門学院等により
職業訓練機関の制度周知に努めま
す。

札幌高等技術技術学院等による職業
訓練機関の制度周知に努めました。

札幌高等技術技術学院等による職業
訓練機関の制度周知に努めます。
〔項番7②と関連〕

札幌高等技術専門学院等による職業
訓練機関の制度周知に努めました。

札幌高等技術専門学院等による職業
訓練機関の制度周知に努めます。
〔項番7②と関連〕

市ホームページなどにおいて、制度
周知を図っており、制度周知に関する
課題は特にありません。

職業能力開発・向上のため、引き続
き、職業訓練期間の制度周知に努め
ていく考えです。

Ⅱ-２-（２） 31 就業機会拡大に向けた支
援

①関係機関と連携して、雇用情報の
提供や就業に関する相談体制の充
実に努めます。

ハローワークと連携し、毎週求人情
報をホームページ等において提供し
ました。

ハローワーク滝川と連携して、ホーム
ページ等において、毎週、求人情報
を提供します。

ハローワークと連携し、毎週求人情
報をホームページ等において提供し
ました。

ハローワーク滝川と連携して、ホーム
ページ等において、毎週、求人情報
を提供します。

市ホームページなどにおいて、情報
提供を行っており、情報提供に関する
課題は特にありません。

就業機会拡大のため、引き続き、関
係機関と連携し、ホームページ等に
おいて情報提供を継続していく考えで
す。

Ⅱ-２-（２） 31 就業機会拡大に向けた支
援

②情報技術などを活用した新しい就
業形態の取り組みに向け、情報提供
に努めます。

「新しい働き方」として、情報通信技術
を活用したテレワーク等のセミナーを
開催し、情報発信に努めました。

情報技術などを活用した新しい就業
形態の取り組みに向け、情報提供に
努めます。

「新しい働き方」として、情報通信技術
を活用したテレワーク等のセミナーを
開催し、情報発信に努めました。

情報技術などを活用した新しい就業
形態の取り組みに向け、情報提供に
努めます。

情報技術などを活用した新しい就業
形態の取り組みに向け、セミナーを開
催しており、情報提供などに関する課
題は特にありません。

就業機会拡大のため、情報技術など
を活用した新しい就業形態の取り組
みに向け、情報提供に努めていく考
えです。

Ⅱ-２-（２） 31 就業機会拡大に向けた支
援

③異業種交流により就業情報などに
ついての相互提供が図られるよう、
働く婦人の家などの施設の利用促
進に努めます。

働く婦人の家は各種講座の開催に努
めました。

働く婦人の家施設の利用促進に努め
ます。

働く婦人の家は各種講座の開催に努
めました。

働く婦人の家施設の利用促進に努め
ます。

働く婦人の家において、働く女性など
を対象に教養講座を開催しており、開
催についての課題は特にありませ
ん。

施設の利用促進については継続的に
行うことが重要であるため、引き続
き、各種講座が開催されるよう支援し
ていく考えです。

Ⅱ-２-（２） 31 就業機会拡大に向けた支
援

④雇用機会の拡大に向けてワーク
シェアリングの普及・啓発に努めま
す。

制度周知に努めました。
ワークシェアリング奨励のための各種
制度の周知に努めます。

制度周知に努めました。
ワークシェアリング奨励のための各種
制度の周知に努めます。

ワークシェアリング奨励のための各種
制度の周知をしており、周知に関する
課題は特にありません。

雇用機会の拡大に繋がるよう、引き
続き、各種制度の周知に努めていく
考えです。

Ⅱ-２-（２） 32 起業に対する支援
①関係機関と連携して、起業を目指
す人への指導、助言を行うとともに、
融資制度の活用を図ります。

中小企業大学校への受講支援者3名
（令和2年度は男性3名）

中小企業大学校への参加助成を行
います。
〔項番14②・項番44①と関連〕

中小企業大学校への受講支援実績
なし

中小企業大学校への参加助成を行
います。
〔項番14②・項番44①と関連〕

起業支援として、中小企業大学校へ
の参加助成を行っており、支援に関
する課題は特にありません。

起業支援のため、引き続き、中小企
業大学校への参加助成を継続してい
く考えです。

P.8/18



基本目標
計画の基
本方向

項番 施策 取り組み R02実施結果 R03事業計画 R03実施結果 R04事業計画 現状・課題
次期計画（計画期間１０年間）を見据

えた今後の方向性

Ⅱ-２-（３） 33 経営などへの女性の参画
の促進

①農業、経済団体と連携して、経営
の方針決定過程への女性の参画が
促進されるよう啓発に努めます。

女性活躍推進法などの法律周知を通
じて、女性の参画が促進されるよう啓
発に取り組みました。

農業、経済団体と連携して、経営の
方針決定過程への女性の参画が促
進されるよう啓発に努めます。

女性活躍推進法などの法律周知を通
じて、女性の参画が促進されるよう啓
発に取り組みました。

農業、経済団体と連携して、経営の
方針決定過程への女性の参画が促
進されるよう啓発に努めます。

女性活躍推進法などの法律周知を通
じて、女性の参画が促進されるよう啓
発に取り組んでおり、今後も継続して
いく必要があります。

農業、経済団体と連携し、経営の方
針決定過程への女性の参画が促進
されるよう引き続き啓発に努めます。

Ⅱ-２-（３） 33 経営などへの女性の参画
の促進

②農業、経済団体における役員に、
女性の参画が促進されるよう理解と
協力を働きかけます。

女性活躍推進法などの法律周知を通
じて、女性の参画が促進されるよう働
きかけました。

農業、経済団体における役員に、女
性の参画が促進されるよう理解と協
力を働きかけます。

女性活躍推進法などの法律周知を通
じて、女性の参画が促進されるよう働
きかけました。

農業、経済団体における役員に、女
性の参画が促進されるよう理解と協
力を働きかけます。

女性活躍推進法などの法律周知を通
じて、女性の参画が促進されるよう啓
発に取り組んでおり、今後も継続して
いく必要があります。

農業、経済団体における役員に女性
の参画が促進されるよう、引き続き理
解と協力を働きかけます。

Ⅱ-２-（３） 34 女性の能力を発揮する活
動の支援

①女性が生産、経営の担い手として
幅広い技術を習得するための研修
会や派遣事業などの充実に努めま
す。

JA女性部に対する助成を実施しまし
た。
（フレッシュミズ交流会の実施）

JA女性部の活動に対し助成金を交
付します。

JA女性部に対する助成を実施しまし
た。
（フレッシュミズ交流会の実施）

JA女性部の活動に対し助成金を交
付します。

女性部員の高齢化や新規加入者が
減少しているため、組織の維持（部員
の確保）が現在の課題となっていま
す。

女性活動は地域農業を支えるうえで
も重要であるため、引き続き活動に対
し支援を行います。

Ⅱ-２-（３） 34 女性の能力を発揮する活
動の支援

①女性が生産、経営の担い手として
幅広い技術を習得するための研修
会や派遣事業などの充実に努めま
す。

中小企業大学校への受講支援者3名
（令和2年度は男性3名）

中小企業大学校への参加助成を行
います。
〔項番14②・項番46①と関連〕

中小企業大学校への受講支援実績
なし

中小企業大学校への参加助成を行
います。
〔項番14②・項番46①と関連〕

起業支援として、中小企業大学校へ
の参加助成を行っており、支援に関
する課題は特にありません。

女性の能力が発揮されるよう、引き続
き、中小企業大学校への参加助成を
継続していく考えです。

Ⅱ-２-（３） 34 女性の能力を発揮する活
動の支援

②女性グループなどによる農産物加
工や農産物加工品の普及拡大など
の活動支援に努めます。

女性グループなど１団体に対し、農産
物加工や販売などの活動支援を実施
しました。

女性グループの農産加工などの活動
に対し助成金を交付します。

女性グループなど１団体に対し、農産
物加工や販売などの活動支援を実施
しました。

女性グループの農産加工などの活動
に対し助成金を交付します。

女性部員の高齢化や新規加入者が
減少しているため、組織の維持（部員
の確保）が現在の課題となっていま
す。

女性活動は地域農業を支えるうえで
も重要であるため、引き続き活動に対
し支援を行います。

Ⅱ-２-（３） 34 女性の能力を発揮する活
動の支援

③商工業関係の女性グループの活
動支援に努めます。

新型コロナウイルスの影響により未
実施
（令和元年度は「笑いヨガ講習会」を
実施）

商店街振興組合等が主体的に行う研
修活動に対して、支援を行います。

新型コロナウイルスの影響により未
実施

商店街振興組合等が主体的に行う研
修活動に対して、支援を行います。

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、令和２年度と令和３年度は未
実施となっているため、事業を継続し
ていけるよう活動の支援を続けていく
必要があります。

女性の能力が発揮されるよう、引き続
き、研修活動に対して、支援を継続し
ていく考えです。

Ⅱ-２-（４） 35 ワーク・ライフ・バランスに
関する意識啓発の推進

①ワーク・ライフ・バランスの必要性
に関する社会的機運の醸成のため、
様々な機会を通した啓発に努めま
す。

ワーク・ライフ・バランスの考え方につ
いてホームページを通じて普及・啓発
を行いました。

ワーク・ライフ・バランスの考え方につ
いてホームページ等を通じて普及・啓
発を行います。

ワーク・ライフ・バランスの考え方につ
いてホームページを通じて普及・啓発
を行いました。

ワーク・ライフ・バランスの考え方につ
いてホームページ等を通じて普及・啓
発を行います。

ワーク・ライフ・バランスの考え方につ
いてホームページ等を活用し普及・啓
発しており、周知についての課題は
特にありません。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが最も重要であるため、引き続き、
機会あるごとに制度や取り組みなど
の周知に努めます。

Ⅱ-２-（４） 36 多様な保育サービスの充
実

①仕事と育児の両立支援のため、乳
児保育、障がい児保育、一時保育及
び開所時間延長など多様な保育
サービスの充実に努めます。また、
これら多機能な保育環境をさらに充
実させた保育施設の整備を検討しま
す。

障がい児保育、一時保育など多様な
保育サービスの展開に努めました。
○乳児保育実施保育所　産休開け
（生後57日目から）1カ所、生後2カ月
から2カ所、生後6カ月から5カ所
○障がい児保育実施保育所　3カ所
○一時保育実施保育所　8カ所
○病児・病後児保育室　１カ所（市立
病院内）

仕事と育児の両立支援のため、乳児
保育、障がい児保育、一時保育及び
開所時間延長など多様な保育サービ
スの充実に努めます。また、これら多
機能な保育環境をさらに充実させた
保育施設の整備を検討します。

障がい児保育、一時保育など多様な
保育サービスの展開に努めました。
○乳児保育実施保育所　生後2カ月
から2カ所、生後6カ月から6カ所
○障がい児保育実施保育所　2カ所
○一時保育実施保育所　8カ所
○病児・病後児保育室　１カ所（市立
病院内）

仕事と育児の両立支援のため、乳児
保育、障がい児保育、一時保育及び
開所時間延長など多様な保育サービ
スの充実に努めます。また、これら多
機能な保育環境をさらに充実させた
保育施設の整備を検討します。

市内の保育士が恒常的に不足してい
るので、保育サービスの質を維持す
ることや多機能な保育環境の整備の
ため、保育士を確保することが重要と
なっています。

保育サービスの質の維持や多機能な
保育環境の整備のため、保育士等に
とって、働きやすい環境作りを行い、
市内保育所等と協力しながら、事業
を推進します。

Ⅱ-２-（４） 36 多様な保育サービスの充
実

②保育ボランティアを活用した「子育
てサポートふかがわ」の活動を支援
し、地域子育てネットワークの充実に
努めます。

〔項番
40③
再掲〕

保育ボランティアを活用した「子育て
サポートふかがわ」の活動を支援し、
地域子育てネットワークの充実に努
めました。市子育て支援センターがア
ドバイザーとして活動を支援していま
す。
令和2年度末現在会員数 　　依頼会
員　85人、援助会員　23人、両方会員
5人計　113人

保育ボランティアを活用した「子育て
サポートふかがわ」の活動を支援し、
地域子育てネットワークの充実に努
めます。〔項番40③再掲〕

保育ボランティアを活用した「子育て
サポートふかがわ」の活動を支援し、
地域子育てネットワークの充実に努
めました。市子育て支援センターがア
ドバイザーとして活動を支援していま
す。
令和3年度末現在会員数 　　依頼会
員　82人、援助会員　22人、両方会員
6人計　110人

保育ボランティアを活用した「子育て
サポートふかがわ」の活動を支援し、
地域子育てネットワークの充実に努
めます。〔項番40③再掲〕

「子育てサポートふかがわ」援助会員
のなり手が減少しているため、新規援
助会員のなり手を探す必要がありま
す。

「子育てサポートふかがわ」会員をHP
や広報などで、募集を行いつつ、市
民にとって事業を利用しやすい環境
づくりをしていく考えです。

Ⅱ-２-（４） 37 放課後児童対策の促進
①就労などにより放課後帰宅後も保
護者が不在となる児童を対象とした
学童保育の充実に努めます。

市内6小学校区全てで学童保育所を
継続開設し、女性の働きやすい環境
の整備に努めました。市内7カ所で開
設、R02年度末登録合計201人

就労などにより放課後帰宅後も保護
者が不在となる児童を対象とした学
童保育の充実に努めます。

市内6小学校区全てで学童保育所を
継続開設し、女性の働きやすい環境
整備の整備に努めました。市内6カ所
で開設、R03年度末登録合計203人

就労などにより放課後帰宅後も保護
者が不在となる児童を対象とした学
童保育の充実に努めます。

発達障害などのある児童の利用が増
えて、現場の負担が増えている現状
から、学童サービスの質や支援員業
務のスリム化を求めていく必要があり
ます。

学童保育の充実に努めるだけでなく、
学童支援員にとって働きやすい環境
づくりや、学童サービスの質や支援員
業務のスリム化を推進していく考えで
す。

Ⅱ-２-（４） 37 放課後児童対策の促進

②児童の放課後生活を豊かにする
子どもの居場所「生き生きスポット」
や児童センター機能の充実に努めま
す 。

放課後等における児童・生徒の安全
な活動場所として、子どもの居場所
「生き生きスポット」を開設。女性が働
ける環境整備の一助とするとともに、
様々な体験活動を実施しました。
・開設　火～日曜日　13時～17時　・
利用人数6,447人

子どもの居場所「生き生きスポット」
（生きがい文化センター内）において、
放課後等における児童・生徒の安全
な活動場所を確保するとともに、様々
な体験活動を通じて健全な育成を図
ります。

放課後等における児童・生徒の安全
な活動場所として、子どもの居場所
「生き生きスポット」を開設。女性が働
ける環境整備の一助とするとともに、
様々な体験活動を実施しました。
・開設　火～日曜日　13時～17時　・
利用人数5,020人

子どもの居場所「生き生きスポット」
（生きがい文化センター内）において、
放課後等における児童・生徒の安全
な活動場所を確保するとともに、様々
な体験活動を通じて健全な育成を図
ります。

「生き生きスポット」は放課後等にお
ける児童・生徒の安全な活動場所と
して機能しているほか、様々な体験活
動機会を提供しており、引き続き機能
を維持していく必要があります。

子どもの居場所「生き生きスポット」
（生きがい文化センター内）において、
放課後等における児童・生徒の安全
な活動場所を確保するとともに、様々
な体験活動機会を提供し、健全な育
成に引き続き取り組みます。

Ⅱ-２-（４） 37 放課後児童対策の促進

②児童の放課後生活を豊かにする
子どもの居場所「生き生きスポット」
や児童センター機能の充実に努めま
す 。

児童センターにおいて各種の行事を
開催し、親子や地域の人々と交流を
図りました。
・65事業、参加者延685人
・令和2年度年間利用児童数5,345人

多様な行事の実施により、地域の
人々との交流に努めながら、児童セ
ンターの施設の利用を促進します。
〔項番40④と関連〕

児童センターにおいて各種の行事を
開催し、親子や地域の人々と交流を
図りました。
・48事業、参加者延483人
・令和3年度年間利用児童数5,070人

多様な行事の実施により、地域の
人々との交流に努めながら、児童セ
ンターの施設の利用を促進します。
〔項番40④と関連〕

多様な行事の実施により、地域の
人々との交流や児童の健全な育成を
推進中であり、課題は特にありませ
ん。

多様な行事の実施により、地域の
人々との交流や児童の健全な育成に
努めており、今後も児童センターの施
設の利用を促進します。
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基本目標
計画の基
本方向

項番 施策 取り組み R02実施結果 R03事業計画 R03実施結果 R04事業計画 現状・課題
次期計画（計画期間１０年間）を見据

えた今後の方向性

Ⅱ-２-（４） 38
事業所における仕事と育
児・介護の両立に関する
取り組みの促進

①育児・介護休業法やパートタイム
労働法の普及・啓発に努めます。

〔項番
28①と
関連〕

〔項番28①再掲〕 〔項番28①掲載〕 〔項番28①再掲〕 〔項番28①掲載〕 〔項番28①掲載〕 〔項番28①掲載〕

Ⅱ-２-（４） 38
事業所における仕事と育
児・介護の両立に関する
取り組みの促進

②事業所における育児・介護休業制
度の実態を把握し、関連施策への反
映に努めます。

〔項番
28③と
関連〕

育児休業を推進する企業に助成金を
支給する「育児休業取得支援事業」
の実施。
・R2年度実績　7件　2,100,000円

深川市労働基本調査時に行うため次
年度実施します。
〔項番4②・項番28②・項番30③と関
連〕育児休業を推進する企業に助成
金を支給する「育児休業取得支援事
業」を実施します。

育児休業を推進する企業に助成金を
支給する「育児休業取得支援事業」
の実施。
・R3年度実績　5件　1,500,000円

深川市労働基本調査時に行うため次
年度実施します。
〔項番4②・項番28②・項番30③と関
連〕育児休業を推進する企業に助成
金を支給する「育児休業取得支援事
業」を実施します。

育児休業を推進する企業に助成金を
支給する「育児休業取得支援事業」を
実施しており、取り組みに関する課題
は特にありません。

事業所における仕事と育児や介護休
業などの両立が図られるよう、引き続
き、育児休業取得支援事業の実施を
継続していく考えです。

Ⅱ-２-（４） 38
事業所における仕事と育
児・介護の両立に関する
取り組みの促進

③働くすべての人の仕事と他の活動
の両立が図られるよう、事業所に対
し弾力的な勤務時間の導入や有給
休暇の取得しやすい労働環境づくり
に向けて理解と協力を働きかけま
す。

〔項番
44④
再掲〕

実施なし
深川市労働基本調査時に行うため本
年度実施します。

深川市労働基本調査時に実施しまし
た。

深川市労働基本調査時に行うため本
年度実施します。

深川市労働基本調査により調査を実
施しており、内容については時代の
潮流に合わせ適宜修正する必要が
あります。

仕事と育児・介護の両立が図られる
よう、引き続き、深川市労働基本調査
を実施していく考えです。

Ⅱ-２-（４） 38
事業所における仕事と育
児・介護の両立に関する
取り組みの促進

④仕事と育児・介護の両立を支援す
る国などの制度の普及啓発と情報
提供に努めます。

広報・HPにより、国の制度改正などを
周知しました。

仕事と育児・介護の両立を支援する
国などの制度の普及啓発と情報提供
に努めます。

広報・HPにより、国の制度改正などを
周知しました。

仕事と育児・介護の両立を支援する
国などの制度の普及啓発と情報提供
に努めます。

主に市ホームページにおいて、情報
提供を行っており、情報提供に関する
課題は特にありません。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが重要であるため、引き続き、制度
や取り組みなどの周知に努めます。

Ⅱ-３-（１） 39
すべての人の家庭生活へ
の参画に向けた意識啓発
と学習機会の提供

①家事・育児・介護への参画につい
て、社会的気運の醸成を図るための
啓発に努めます。

○親子クラブの実施
・対象者：未就学児とその保護者・2回
実施
・参加延人数　児童　15人　母　14人
父　8人　兄弟　7人

幼児の特性についての理解と家庭教
育の重要性の認識を深めるため、親
子クラブを開催します。また、父親の
積極的な育児参加を促進します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため中止

幼児の特性についての理解と家庭教
育の重要性の認識を深めるため、親
子クラブを開催します。また、父親の
積極的な育児参加を促進します。

参加者数が減少傾向にあるため、事
業の周知を徹底する必要がありま
す。

子育て支援センター及び他の関係機
関と連携しながらより良い事業へ改
善していく考えです。

Ⅱ-３-（１） 39
すべての人の家庭生活へ
の参画に向けた意識啓発
と学習機会の提供

①家事・育児・介護への参画につい
て、社会的気運の醸成を図るための
啓発に努めます。

子育て支援センターの事業（パパと遊
ぼう）を年2回開催しました。

子育て支援センターの事業（パパと遊
ぼう）を年２回開催します。

子育て支援センターの事業（パパと遊
ぼう）を年2回開催しましたが、ともに
参加申し込みはありませんでした。

子育て支援センターの事業（パパと遊
ぼう）を年２回開催します。

参加申し込み者が少ないため、取り
組みについて広く広報する必要があ
ります。

父親の育児参加が社会から求められ
ていることから、今後も事業継続をし
ていく考えです。

Ⅱ-３-（１） 39
すべての人の家庭生活へ
の参画に向けた意識啓発
と学習機会の提供

②学習機会の充実を図るとともに、
子育てなどへの、特に男性の参加促
進に努めます。（２歳児クラブ、家庭
教育学級、子育て支援センターによ
る子育て講座など）

〔項番
8②再
掲〕

〔項番8②と関連〕 〔項番8②と関連〕 〔項番8②と関連〕 〔項番8②と関連〕 〔項番8②と関連〕 〔項番8②と関連〕

Ⅱ-３-（１） 39
すべての人の家庭生活へ
の参画に向けた意識啓発
と学習機会の提供

③食生活の自立が困難な高齢者、
特に男性に対して、基本的な調理法
や食生活に関する知識を普及し、食
生活の自立ができるよう支援するこ
とにより、健康寿命の延伸やＱＯＬ
（生活の質）の向上を図ります。

〔項番
13①
再掲〕

○男の食工房及びＯＢ会の実施

令和２年度をもって事業終了
※食生活に関する自立支援のみでは
なく、運動や口腔に関する健康づくり
や介護予防、社会参加の必要性を認
識してもらうことを目的に事業を改編
（項番55①男性のための介護予防教
室）

令和２年度をもって事業終了 令和２年度をもって事業終了
- -

Ⅱ-３-（１） 40 子育てを担うための相談・
支援

①乳幼児の発達段階に応じて、子育
てについて適切な情報提供や相談
を実施します。（育児相談、各種母子
訪問指導、子育て支援センターの相
談、家庭児童相談員の設置など）

○親子クラブの実施
・対象者：未就学児とその保護者・2回
実施
・参加延人数　児童　15人　母　14人
父　8人　兄弟　7人

幼児の特性についての理解と家庭教
育の重要性の認識を深めるため、親
子クラブを開催します。また、父親の
積極的な育児参加を促進します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため中止

幼児の特性についての理解と家庭教
育の重要性の認識を深めるため、親
子クラブを開催します。また、父親の
積極的な育児参加を促進します。

参加者数が減少傾向にあるため、事
業の周知を徹底する必要がありま
す。

子育て支援センター及び他の関係機
関と連携しながらより良い事業へ改
善していく考えです。

Ⅱ-３-（１） 40 子育てを担うための相談・
支援

①乳幼児の発達段階に応じて、子育
てについて適切な情報提供や相談
を実施します。（育児相談、各種母子
訪問指導、子育て支援センターの相
談、家庭児童相談員の設置など）

保育行政を通じ、家庭、食事、発育、
発達、しつけなどについて適切な情
報提供や相談・支援を実施しました。

保育行政を通じ、家庭、食事、発育、
発達、しつけなどについて適切な情
報提供や相談・支援を実施します。

保育行政を通じ、家庭、食事、発育、
発達、しつけなどについて適切な情
報提供や相談・支援を実施しました。

保育行政を通じ、家庭、食事、発育、
発達、しつけなどについて適切な情
報提供や相談・支援を実施します。

庁内関係担当課等と連携を行いなが
ら、家庭、食事、発育、発達、しつけな
どについて適切な情報提供や相談・
支援の実施を継続していることから、
課題は特にありません。

庁内関係担当課等と連携を行いなが
ら、家庭、食事、発育、発達、しつけな
どについて適切な情報提供や相談・
支援の実施を推進します。

Ⅱ-３-（１） 40 子育てを担うための相談・
支援

②地域における子育て支援事業を
行う「子育て支援センター」の機能充
実を図るとともに、道営子育て支援
住宅の集会所を利用した子育てサロ
ン事業を継続実施し、子育て家庭を
支援します

子育てサロン事業を継続し、子育て
家庭を支援します。また、常設のつど
いの広場事業を実施しました。
・開催回数131回、延利用者数1,015
人(新型コロナの為、開催数12回中
止）

地域における子育て支援事業を行う
「子育て支援センター」の機能充実を
図るとともに、道営子育て支援住宅の
集会所を利用した子育てサロン事業
を継続実施し、子育て家庭を支援し
ます。

子育てサロン事業を継続し、子育て
家庭を支援します。また、常設のつど
いの広場事業の実施をしました。
・開催回数131回、延利用者数118人
(新型コロナの為、開催数12回中止）

地域における子育て支援事業を行う
「子育て支援センター」の機能充実を
図るとともに、道営子育て支援住宅の
集会所を利用した子育てサロン事業
を継続実施し、子育て家庭を支援し
ます。

利用者数が少ないため、取り組みに
ついて広く広報する必要があります。

子育て支援センター及び子育てサロ
ン共により良い事業へ推進し、子育て
世帯に対する支援を充実させていく
考えです。

Ⅱ-３-（１） 40 子育てを担うための相談・
支援

③保育ボランティアを活用した「子育
てサポートふかがわ」の活動を支援
し、地域子育てネットワークの充実に
努めます。

〔項番
36②
再掲〕

〔項番34③と関連〕

保育ボランティアを活用した「子育て
サポートふかがわ」の活動を支援し、
地域子育てネットワークの充実に努
めます。〔項番36②再掲〕

保育ボランティアを活用した「子育て
サポートふかがわ」の活動を支援し、
地域子育てネットワークの充実に努
めました。市子育て支援センターがア
ドバイザーとして活動を支援していま
す。
令和3年度末現在会員数 　　依頼会
員　82人、援助会員　22人、両方会員
6人計　110人

保育ボランティアを活用した「子育て
サポートふかがわ」の活動を支援し、
地域子育てネットワークの充実に努
めます。〔項番36②再掲〕

「子育てサポートふかがわ」援助会員
のなり手が減少しているため、新規援
助会員のなり手を探す必要がありま
す。

「子育てサポートふかがわ」会員をHP
や広報などで、募集を行いつつ、市
民にとって事業を利用しやすい環境
づくりをしていく考えです。
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Ⅱ-３-（１） 40 子育てを担うための相談・
支援

④児童の放課後生活を豊かにする
子どもの居場所「生き生きスポット」
や児童センター機能の充実に努めま
す。

 〔項番
35②
再掲〕

〔項番37②再掲〕 〔項番37②再掲〕 〔項番37②再掲〕 〔項番37②再掲〕 〔項番37②再掲〕 〔項番37②再掲〕

Ⅱ-３-（１） 41 子育て環境の整備

①育児に関わることのできる環境づ
くりのため、新設する市の公共施設
の多目的トイレ内に、子どものおむ
つ取替用ベッドを設置します。

実績なし
市の公共施設の多目的トイレ内に、
子どものおむつ取替用ベッドを設置
するよう努めます。

実績なし
市の公共施設の多目的トイレ内に、
子どものおむつ取替用ベッドを設置
するよう努めます。

現在、感染症拡大の影響により、市
の公共施設のトイレについては、和
式から洋式への変更を優先し改修工
事を進めています。このため、多目的
トイレ内のおむつ取替ベッドの設置に
ついては遅れていますので、整理す
べき課題としています。

市の公共施設の多目的トイレ内に、
子どものおむつ取替用ベッドを設置
するよう努めます。

Ⅱ-３-（２） 42
地域・社会活動における
男女共同参画への意識
啓発

①地域・社会活動への関心を高め、
誰もがともに参画する意識の醸成が
図られるよう啓発に努めます。

コミュニティセンターに情報誌やパン
フレットを送付したほか男女共同参画
に関する行事の広報物を配布するな
ど、啓発広報活動に努めました。

市コミュニティ運動推進委員会及び
各地域コミュニティ活動推進団体を支
援します。〔項番44②と関連〕

市コミュニティ運動推進委員会及び
各地域コミュニティ活動推進団体を支
援しました。

市コミュニティ運動推進委員会及び
各地域コミュニティ活動推進団体を支
援します。

市コミュニティ運動推進委員会及び
各地域コミュニティ活動推進団体を支
援していることで、コミュニティとして
は、誰もがともに参画する意識の醸
成がおおむね図ることができていま
す。

市コミュニティ運動推進委員会及び
各地域コミュニティ活動推進団体を支
援については、これまでどおりの取り
組みを行っていきます。

Ⅱ-３-（２） 43 地域・社会活動への参画
意識を育む教育の充実

①性別にかかわらずボランティアな
どの社会奉仕活動への参画意識の
形成のため、学校行事などの特別
活動や道徳教育、総合的な学習時
間の充実に努めます。

○地域で行なわれる総合的な学習の
時間などにより、児童生徒の地域に
対する関心を呼び起こし社会参加を
促しています。また、地域の人材や自
然・施設等を活用して地域社会への
興味や関心を深めました。
○市内小学校のうち６校で農業体験
学習(稲刈)を実施しました。※例年は
「田植」の体験も行っていますが、新
型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため令和２年度は中止しています。

地域で行われる総合的な学習の時間
や特別活動などにより、児童生徒の
地域に対する関心を呼び起こし社会
参加を促します。

○地域で行なわれる総合的な学習の
時間などにより、児童生徒の地域に
対する関心を呼び起こし社会参加を
促しています。また、地域の人材や自
然・施設等を活用して地域社会への
興味や関心を深めました。
○市内小学校のうち5校で農業体験
学習（田植え、稲刈り）を実施しまし
た。※一部稲刈りのみ

地域で行われる総合的な学習の時間
や特別活動などにより、児童生徒の
地域に対する関心を呼び起こし社会
参加を促します。

性別にかかわらずボランティアなどの
社会奉仕活動への参画意識の形成
のため、引き続き、学校行事などの特
別活動や道徳教育、総合的な学習の
時間の充実に努める必要がありま
す。

引き続き、学校行事などの特別活動
や道徳教育、総合的な学習の時間の
充実に努めます。

Ⅱ-３-（２） 43 地域・社会活動への参画
意識を育む教育の充実

②青少年のボランティア活動への参
画機会の提供を図るとともに、男女
共同参画の視点に立って育成指導
者の育成に努めます。

北空知１市５町による合同リーダー養
成講習会として、各種プログラムを通
しリーダーとしての必要な知識と技術
を習得し、子ども会活動の活性化を
図ることなどを目的とし開催される予
定だったシニアリーダー養成講習会
と子ども会リーダー研修会は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため中
止。

リーダー養成のための講習会を開催
します。また、子ども会育成者の講習
機会を設けます。

○シニアリーダー（中学・高校生対
象）養成のための講習会を開催。
北空知シニアリーダー研修会～21世
紀の北空知を担う中・高校生の集い
参加者8人（北空知1市5町参加者合
計30人）

子ども会リーダー養成講習会（小学4
～6年生対象）、子ども会リーダー養
成講習会の指導スタッフをシニアリー
ダー受講者が務めるステップアップ研
修会は、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止。

リーダー養成のための講習会を開催
します。また、子ども会育成者の講習
機会を設けます。

感染症拡大の影響により、宿泊を伴
うリーダー養成講習会の実施が難しく
なっており、中止または日帰りでの実
施を余儀なくされている。
地域・社会活動への参画意識を育む
ため、リーダー養成講習会の機会は
必要と考えており、感染症対策を講じ
た実施のあり方を検討する必要があ
ります。

引き続き、リーダー養成講習会等の
実施により、地域・社会活動への参
画意識を育む機会の提供に取り組み
ます。

Ⅱ-３-（２） 44 地域・社会活動へ参画し
やすい環境の整備

①地域・社会活動に関心のある人が
求めている情報の提供に努めます。

問い合わせに応じて公民館で活動す
るサークルの紹介や掲示物により
サークルの情報を発信しました。

公民館サークル活動等の情報を提供
します。

問い合わせに応じて公民館で活動す
るサークルの紹介や掲示物により
サークルの情報を発信しました。

公民館サークル活動等の情報を提供
します。

これまでも問い合わせに応じて、公民
館サークル活動等の情報を提供して
きましたが、引き続き、学習活動に関
心のある人が求めている情報の提供
を行う必要があります。

引き続き、公民館サークル活動等の
情報提供に取り組みます。

Ⅱ-３-（２） 44 地域・社会活動へ参画し
やすい環境の整備

①地域・社会活動に関心のある人が
求めている情報の提供に努めます。

社会福祉協議会へボランティアセン
ターや地域福祉活動に対し、補助金
を交付するなどの支援を行いました。

社会福祉協議会と連携し、ボランティ
ア活動や地域福祉活動に係る情報
の提供に努めます。

社会福祉協議会へボランティアセン
ターや地域福祉活動に対し、補助金
を交付するなどの支援を行いました。

社会福祉協議会と連携し、ボランティ
ア活動や地域福祉活動に係る情報
の提供に努めます。

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、思うような取り組みができない
状況ではありましたが、社協だよりを
活用した情報発信など概ね事業の実
施ができました。

今後においても引き続きボランティア
活動や地域・社会活動の情報の提供
に努め、誰もが参画しやすい環境づく
りに対し支援していく考えです。

Ⅱ-３-（２） 44 地域・社会活動へ参画し
やすい環境の整備

②地域・社会活動団体の活動を支
援し、誰もがともに参画できる機会の
充実に努めます。

〔項番42①再掲〕 〔項番42①再掲〕 〔項番42①再掲〕 〔項番42①再掲〕 〔項番42①再掲〕 〔項番42①再掲〕

Ⅱ-３-（２） 44 地域・社会活動へ参画し
やすい環境の整備

②地域・社会活動団体の活動を支
援し、誰もがともに参画できる機会の
充実に努めます。

コミュニティ活動推進交付金を交付す
るなどの支援を行いました。

社会福祉協議会と連携し、地域福祉
活動の促進に努めます。

コミュニティ活動推進交付金を交付す
るなどの支援を行いました。

社会福祉協議会と連携し、地域福祉
活動の促進に努めます。

地域コミュニティ活動としては、誰もが
ともに参画できる機会はおおむね充
実しています。

これまでどおりコミュニティ活動推進
交付金を交付するなどの支援を行っ
ていきます。
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基本目標
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本方向

項番 施策 取り組み R02実施結果 R03事業計画 R03実施結果 R04事業計画 現状・課題
次期計画（計画期間１０年間）を見据

えた今後の方向性

Ⅱ-３-（２） 44 地域・社会活動へ参画し
やすい環境の整備

③生涯学習を行っている人々の学
習成果が地域・社会活動に生かされ
るよう、活動機会の充実に努めま
す。

生涯学習推進会議、市民文化事業開
催助成等学習者主体の活動機会を
提供しました。
○市民文化事業開催助成金
　　4件　800,000円

生涯学習推進会議、市民文化事業開
催助成等学習者主体の活動機会を
提供します。

生涯学習推進会議、市民文化事業開
催助成等学習者主体の活動機会を
提供しました。
○市民文化事業開催助成金
　　4件　800,000円

生涯学習推進会議、市民文化事業開
催助成等学習者主体の活動機会を
提供します。

ホームページや広報を活用し周知に
努め生涯学習推進会議、市民文化事
業開催助成等学習者主体の活動機
会を提供しているが、感染症拡大の
影響を受け活動機会が一部中止に
なっていることから、コロナ禍におい
ても安心して活動できる機会の提供
が重要となっています。

周知については継続的に行うことが
重要であるため、引き続き、生涯学習
を行っている人々の学習成果が地
域・社会活動に生かされるよう、活動
機会の充実に努めます。

Ⅱ-３-（２） 44 地域・社会活動へ参画し
やすい環境の整備

④働くすべての人の仕事と他の活動
の両立が図られるよう、事業所に対
し弾力的な勤務時間の導入や有給
休暇の取得しやすい労働環境づくり
に向けて理解と協力を働きかけま
す。

〔項番
38③
再掲〕

〔項番38③再掲〕 〔項番38③再掲〕 〔項番38③再掲〕 〔項番38③再掲〕 〔項番38③再掲〕 〔項番38③再掲〕

Ⅱ-３-（２） 44 地域・社会活動へ参画し
やすい環境の整備

④働くすべての人の仕事と他の活動
の両立が図られるよう、事業所に対
し弾力的な勤務時間の導入や有給
休暇の取得しやすい労働環境づくり
に向けて理解と協力を働きかけま
す。

庁内ハラスメント防止に関する基本方
針及び対策要領に基づき、ハラスメン
ト防止の推進を図りました。

市職員が、性別にかかわらず地域・
社会活動へ参画しやすい職場環境の
整備に努めます。

庁内ハラスメント防止に関する基本方
針及び対策要領に基づき、ハラスメン
ト防止の推進を図りました。

市職員が、性別にかかわらず地域・
社会活動へ参画しやすい職場環境の
整備に努めます。

ハラスメント相談員の周知や啓発パ
ンフレットの配布など、男女が対等平
等な関係で快適に働くことができる職
場環境の確保に努めている。ハラス
メントの予防のためには、今後も継続
的に啓発していくことが重要となりま
す。

今後も引き続き、市職員が、性別に
かかわらず地域・社会活動へ参画し
やすい職場環境の整備に取り組みま
す。

Ⅱ-３-（２） 44 地域・社会活動へ参画し
やすい環境の整備

⑤市民の誰もが地域活動に参加で
きるよう、地域コミュニティのあり方を
検討します。

各地域コミュニティ活動推進団体と施
設管理を中心に連絡を取り合い、協
働によるコミュニティづくりをすすめま
した。

市民と行政の協働によるコミュニティ
づくりに向けて、地域団体と協議を継
続します。

各地域コミュニティ活動推進団体と施
設管理を中心に連絡を取り合い、協
働によるコミュニティづくりをすすめま
した。

市民と行政の協働によるコミュニティ
づくりを継続する。

誰もが地域活動に参加できる地域コ
ミュニティはおおむね整備されていま
す。

これまでどおりのコミュニティづくりを
継続していきます。

Ⅱ-３-（３） 45 国際理解のための学習
機会の充実

①国際理解のための各種事業を通
じ、異文化への関心と国際的な認識
の浸透に努めます。

○インターナショナルデー
○英語であそぼう
新型コロナウイルス感染症の拡大を
防ぐため、令和２年度は事業を中止し
ました。

市内の国際交流団体などを通じ市民
向けの国際理解に対する報告会や
交流事業の開催を通じて、国際的な
認識の浸透に努めます。

○インターナショナルデー
○英語であそぼう
新型コロナウイルス感染症の拡大を
防ぐため、事業を中止しました。

市内の国際交流団体などを通じ市民
向けの国際理解に対する報告会や
交流事業の開催を通じて、国際的な
認識の浸透に努めます。

感染症拡大の影響を受け、国際理解
のための各種事業は中止しているこ
とから、異文化への関心と国際的な
認識の浸透が進んでいない状況で
す。

国際的視野に立った男女共同参画を
推進するため、国際理解のための各
種事業を通じ、異文化への関心と国
際的な認識の浸透に努めます。

Ⅱ-３-（３） 45
国際理解のための学習
機会の充実

①国際理解のための各種事業を通
じ、異文化への関心と国際的な認識
の浸透に努めます。

多文化共生に向けた外国人向けの
生活支援全般に関するポータルサイ
トについて、ホームページを通じて情
報提供を行いました。

多文化共生に向けた、外国人と共に
暮らすことへの理解が図られるよう周
知・啓発に努めるなど、国際的な認識
の浸透に努めます。

多文化共生に向けた外国人向けの
生活支援全般に関するポータルサイ
トについて、ホームページを通じて情
報提供を行いました。

多文化共生に向けた、外国人と共に
暮らすことへの理解が図られるよう周
知・啓発に努めるなど、国際的な認識
の浸透に努めます。

国際的視野に立った男女共同参画を
推進するため、外国人向けの生活支
援全般に関するポータルサイトを市
ホームページなどを活用した周知を
行っているが、引き続き周知の取り組
みを続けていく必要があります。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが最も重要であるため、引き続き、
機会あるごとに制度や取り組みなど
の周知に努めます。

Ⅱ-３-（３） 45 国際理解のための学習
機会の充実

②児童生徒が海外の文化や生活習
慣などに触れ、男女共同参画に対す
る国際感覚への理解を深められるよ
う、英語指導助手の教育活動の充
実に努めます。

英語指導助手を全小中学校に配置
し、英語はもとより外国への関心を高
め児童、生徒への理解を深めまし
た。

英語指導助手を全小中学校に配置
し、英語はもとより外国への関心を高
め、児童、生徒への理解を深めます。

英語指導助手を全小中学校に配置
し、英語はもとより外国への関心を高
め、理解を深めました。

英語指導助手を全小中学校に配置
し、英語はもとより外国への関心を高
め、理解を深めます。

児童生徒が海外の文化や生活習慣
などに触れ、男女共同参画に対する
国際感覚への理解を深められるよ
う、引き続き英語指導助手の教育活
動の充実に努める必要があります。

引き続き、英語指導助手の教育活動
の充実に努めます。

Ⅱ-３-（３） 46 国際交流の推進

①海外派遣、留学などの参加機会
の充実を図ることにより、広い視野と
国際的感覚を持った人材の育成に
務めます。

○青少年カナダ交流訪問団派遣
新型コロナウイルス感染症の拡大を
防ぐため、令和２年度は事業を中止し
ました。

〔項番14②関連〕
※該当する所管毎で記入※人材育
成事業など

○青少年カナダ交流訪問団派遣
新型コロナウイルス感染症の拡大を
防ぐため、事業を中止しました。

〔項番14②関連〕
※該当する所管毎で記入※人材育
成事業など

感染症拡大の影響を受け、国際理解
のための各種事業は中止しているこ
とから、異文化への関心と国際的な
認識の浸透が進んでいない状況で
す。

国際的視野に立った男女共同参画を
推進するため、国際理解のための各
種事業を通じ、異文化への関心と国
際的な認識の浸透に努めます。

Ⅱ-３-（３） 46 国際交流の推進

②異文化の相互理解を深めるため、
国際交流団体への支援や関係団体
とのネットワーク化を図ることにより、
市民レベルでの国際交流の推進に
努めます。

○国際文化交流パーティー
新型コロナウイルス感染症の拡大を
防ぐため、令和２年度は事業を中止し
ました。

市内の国際交流団体への支援や関
係団体との協力した事業展開を図
り、市民レベルでの国際交流の推進
に努めます。

○国際文化交流パーティー
新型コロナウイルス感染症の拡大を
防ぐため、事業を中止しました。

市内の国際交流団体への支援や関
係団体との協力した事業展開を図
り、市民レベルでの国際交流の推進
に努めます。

感染症拡大の影響を受け、国際理解
のための各種事業は中止しているこ
とから、異文化への関心と国際的な
認識の浸透が進んでいない状況で
す。

国際的視野に立った男女共同参画を
推進するため、国際理解のための各
種事業を通じ、異文化への関心と国
際的な認識の浸透に努めます。

Ⅲ-１-（１） 47 妊産婦に対する母子保健
サービスなどの充実

①妊娠、出産の安全性を確保するた
め、妊娠期間中の健康診査の重要
性について周知を図るとともに、妊
婦健康診査の充実に努めます。

○妊産婦健康診査の実施
・妊産婦健康診査助成延874件 、産
婦健康診査助成延134件
・内容　妊娠届出時に最大14回分の
妊婦健康診査受診票と6回分の超音
波検査受診票、2回分の産婦健康診
査受診票を交付。母性健康管理に関
する制度について説明。

妊娠届出時に、妊産婦健康診査受診
票を交付し、妊産婦健康診査の重要
性を周知します。
母子手帳交付時に14回分の妊婦健
康診査受診票と6回分の超音波検査
受診票、2回分の産婦健康診査受診
票を交付します。

○妊産婦健康診査の実施
・妊産婦健康診査助成延773件 、産
婦健康診査助成延95件
・内容　妊娠届出時に最大14回分の
妊婦健康診査受診票と6回分の超音
波検査受診票、2回分の産婦健康診
査受診票を交付。母性健康管理に関
する制度について説明。

妊娠届出時に、妊産婦健康診査受診
票を交付し、妊産婦健康診査の重要
性を周知します。
母子手帳交付時に14回分の妊婦健
康診査受診票と6回分の超音波検査
受診票、2回分の産婦健康診査受診
票を交付します。

妊娠届出数・出生数が年々減少して
いるため、子どもを産み育てやすい
環境を整える必要があります。

子どもを産み育てようとする妊婦・家
族が、安心して子育てできるよう環境
を整えていく考えです。
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Ⅲ-１-（１） 47 妊産婦に対する母子保健
サービスなどの充実

②妊娠、出産、育児の不安軽減のた
め、健康相談や訪問指導、マタニ
ティサロンなどの母子保健サービス
の充実に努めます。

○母子健康手帳の交付　70件
○妊婦健康診査助成　延874件、産
婦健康診査助成延134件
○母性健康管理に関する制度の説
明
○妊娠・出産応援交付金の交付　78
人　15,568千円分
○「育児相談サロンにこにこ」利用延
78回

母子健康手帳などを交付し、母子保
健情報の普及・啓発を行います。ま
た、妊産婦健康診査受診票を交付し
妊娠期特有の異常を早期に発見し、
必要に応じ適切な援助をすることで、
母性の健康増進を図ります。
妊娠・出産応援交付金事業では、妊
婦の方に妊産婦健診支援分36,000円
と、出生順位に応じた妊娠・出産応援
分（第1子 100,000円、第2子200,000
円、第3子以降300,000円）を合計した
額を現金で交付します。
出産後は市立病院助産師による「育
児相談サロンにこにこ」を無料で利用
できる来院型相談、市立病院助産師
と同行訪問する訪問型相談を行う産
後ケア・産後サポート事業を実施しま
す。

○母子健康手帳の交付　69件
○妊婦健康診査助成　延773件、産
婦健康診査助成延95件
○母性健康管理に関する制度の説
明
○妊娠・出産応援交付金の交付　77
人　15,088千円分
○「育児相談サロンにこにこ」利用延
106回

母子健康手帳などを交付し、母子保
健情報の普及・啓発を行います。ま
た、妊産婦健康診査受診票を交付し
妊娠期特有の異常を早期に発見し、
必要に応じ適切な援助をすることで、
母性の健康増進を図ります。
妊娠・出産応援交付金事業では、妊
婦の方に妊産婦健診支援分36,000円
と、出生順位に応じた妊娠・出産応援
分（第1子 300,000円、第2子300,000
円、第3子以降500,000円）を合計した
額を現金で交付します。
出産後は市立病院助産師による「育
児相談サロンにこにこ」を無料で利用
できる来院型相談、市立病院助産師
と同行訪問する訪問型相談を行う産
後ケア・産後サポート事業を実施しま
す。

妊娠届出数・出生数が年々減少して
いるため、子どもを産み育てやすい
環境を整える必要があります。

子どもを産み育てようとする妊婦・家
族が、安心して子育てできるよう環境
を整えていく考えです。

Ⅲ-１-（１） 47 妊産婦に対する母子保健
サービスなどの充実

③経済的な理由により入院助産を受
けることができない妊産婦の支援に
努めます。

経済的な理由により入院助産を受け
ることができない妊産婦の支援を実
施しましたが、利用はありませんでし
た。

経済的な理由により入院助産を受け
ることができない妊産婦の支援に努
めます。

経済的な理由により入院助産を受け
ることができない妊産婦の支援を実
施しました。　2件

経済的な理由により入院助産を受け
ることができない妊産婦の支援に努
めます。

庁内関係担当課等と連携を行いなが
ら、申請対象者漏れがないよう、事務
を執り進めていることから、特に課題
はありません。

事業の周知を定期的に行い、経済的
な理由により入院助産を受けることが
できない妊産婦の支援を推進しま
す。

Ⅲ-１-（１） 48 望んだ時期に望んだ妊娠
の支援

①母子の健康を考慮し、望んだ時期
に望んだ妊娠ができるよう知識の普
及や相談の充実に努めます。

○母子健康相談の実施　・相談者数
面接141人、電話186人、その他170
人　内容：　乳幼児身体計測、思春
期、更年期、母子保健に関する相談
等
○乳幼児健診の実施　　延26回　受
診数延371人

保健師や栄養士が、随時電話や面
接、訪問で相談に応じます。

○母子健康相談の実施　・相談者数
面接103人、電話176人、その他131
人　内容：　乳幼児身体計測、思春
期、更年期、母子保健に関する相談
等
○乳幼児健診の実施　　延23回　受
診数延303人

保健師や栄養士が、随時電話や面
接、訪問で相談に応じます。

相談者・実施回数が減少する一方、
若年妊娠などハイリスクのケースもあ
り、きめ細かい支援を行う必要があり
ます。

望んだ時期に望んだ妊娠ができるよ
う、あらゆる機会を利用し知識の普及
や相談の充実に努めます。

Ⅲ-１-（１） 48 望んだ時期に望んだ妊娠
の支援

②不妊治療を受けた夫婦の経済的
な負担を軽減するため、特定不妊治
療に要する費用への支援を行いま
す 。

北海道特定不妊治療費助成事業に
加えて、深川市特定不妊治療費助成
事業を実施しました。
特定不妊治療費助成事業　4人　5件
一般不妊治療費助成事業　10人

北海道特定不妊治療費助成事業に
加えて、不妊治療を受けている方の
経済的負担を軽減するために、深川
市特定不妊治療費助成事業を実施
し、妊娠を望む夫婦が不妊治療をよ
り受けやすい体制を整えます。
また、一般不妊治療についても自己
負担の一部助成します。

北海道特定不妊治療費助成事業に
加えて、深川市特定不妊治療費助成
事業を実施しました。
特定不妊治療費助成事業　9人　延
21件
一般不妊治療費助成事業　9人

特定不妊治療および一般不妊治療
に要した費用のうち自己負担額を全
額助成します。
助成額を拡充したことについてホー
ムページや広報等で周知していきま
す。

不妊治療には経済的な負担も大きい
ため、望んだ時期に妊娠できずに悩
みを抱えている夫婦もいることから、
支援助成制度を実施することで特定
不妊治療および一般不妊治療による
経済的負担を軽減しています。

特定不妊治療および一般不妊治療
による経済的負担を軽減できるよう、
助成制度を継続します。

Ⅲ-１-（１） 48 望んだ時期に望んだ妊娠
の支援

③不妊や不妊治療による精神的な
負担の軽減を図るため、不妊専門相
談センターや医療施設などとも連携
し、相談・情報提供の充実に努めま
す。

保健師や栄養士が、随時電話や面
接、訪問で相談に応じました。

関係機関と連携し、保健師や栄養士
が、随時電話や面接、訪問で相談に
応じます。

保健師や栄養士が、随時電話や面
接、訪問で相談に応じました。

保健師や栄養士が、随時電話や面
接、訪問で相談に応じます。

相談者・実施回数が減少する一方、
若年妊娠などハイリスクのケースもあ
り、きめ細かい支援を行う必要があり
ます。

望んだ時期に望んだ妊娠ができるよ
う、あらゆる機会を利用し知識の普及
や相談の充実に努めます。

Ⅲ-１-（１） 49 働く場における母性保護
の促進

①事業所などに対して、男女雇用機
会均等法などの関係法令や制度の
周知、情報提供に努めます。

〔項番
28①
再掲〕

〔項番28①再掲〕 〔項番28①再掲〕 〔項番28①再掲〕 〔項番28①再掲〕 〔項番28①再掲〕 〔項番28①再掲〕

Ⅲ-１-（１） 49 働く場における母性保護
の促進

②妊娠中及び出産後の女性労働者
が医師などから指導を受けた場合、
その指導事項が事業主に的確に伝
達されるよう、母性健康管理指導事
項連絡カードの制度周知と利用促進
に努めます。

○母子健康手帳の交付　70件
○妊婦健康診査助成　延874件
○母性健康管理に関する制度の説
明

妊婦届出時に母性健康管理に関す
る制度について説明し、利用を促しま
す。休業要請等をする際に活用する
母性健康管理指導連絡カードは母子
健康手帳に様式を掲載しています。

○母子健康手帳の交付　69件
○妊婦健康診査助成　延773件
○母性健康管理に関する制度の説
明

妊婦届出時に母性健康管理に関す
る制度について説明し、利用を促しま
す。休業要請等をする際に活用する
母性健康管理指導連絡カードは母子
健康手帳に様式を掲載しています。

女性の社会進出により働きながら妊
娠期間を過ごす方もいるため、より一
層制度の周知が必要と考えていま
す。

今後も健やかな妊娠・出産を迎えら
れるよう、各種制度の周知を推進しま
す。

Ⅲ-１-（２） 50 保健知識の普及

①女性の一生を通じて思春期や更
年期など心身の変化とともに生じが
ちな健康上の課題やＨＩＶ/エイズ・性
感染症についての知識の普及に努
めます。

○思春期講座の開催
・ダメダメたばこ教室　開催回数4回、
参加129人
・赤ちゃんふれあい教室　開催回数2
回、 参加126人

生涯学習出前講座、各種団体などか
ら要望に応じ、随時健康教室を開催
します。また、随時、電話や面接、訪
問で相談に応じます。ヘルシーマ
ザーズクラブで女性の健康をテーマ
に講話を実施しています。女性の健
康手帳を配布しています。

○思春期講座の開催
・ダメダメたばこ教室
　開催回数4回、参加人数108人
・赤ちゃんふれあい教室
　開催回数2回、参加115人

ダメダメたばこ教室：子どもたちが将
来たばこによる健康被害をうけること
を防止し、たばこの健康被害から守
れる地域づくりを目的に、要望に応じ
て小学校6年生を対象に教室を実施
します。
赤ちゃんふれあい教室：子どもたちが
生命・性について知る機会とし、自分
と人を大切にする行動がとれることを
目的に、要望に応じて中学生を対象
に実施します。

ダメダメたばこ教室：教室の実施によ
り、たばこの理解や将来喫煙しないと
いう意思が高まっている。
赤ちゃんふれあい教室：コロナウイル
ス感染症拡大防止のため親子への
協力依頼はせず、赤ちゃん人形を
使って実施。教室の実施により、子育
ての大変さ等の理解や赤ちゃんへの
愛着が高まっている。

学校や助産師と連携しながらより良
い事業へ改善していく考えです。
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Ⅲ-１-（２） 50 保健知識の普及
②保健推進員など健康づくりのリー
ダーを養成し、女性の健康づくりを支
援します。

①健康診査受診の勧奨
②各地域での健康教室開催
③介護予防事業、保健事業の参加者
に対する介助協力  18回10人)
④生活習慣病講習会の開催   (1回
32人)
⑤視察研修   (中止)
⑥市外開催の研修会（中止）
⑦伝達講習会及び研修会   (中止)
⑧市内開催の講演会の案内  (中止)

市民の健康保持増進を図るため、地
域と行政との連携を図り、地域住民
が健康づくりに自主的に参加できるよ
う支援します。

①健康診査受診の勧奨
②各地域での健康教室開催
③介護予防事業、保健事業の参加者
に対する介助協力（17回31人）
④生活習慣病講習会の開催   (中止)
⑤視察研修   (中止)
⑥市外開催の研修会（中止）
⑦伝達講習会及び研修会   (中止)
⑧市内開催の講演会の案内  (2回25
人)

市民の健康保持増進を図るため、地
域と行政との連携を図り、地域住民
が健康づくりに自主的に参加できるよ
う支援します。

新型コロナウイルス感染症の影響に
より事業の中止や縮小があり、十分
な活動を行えない状況にありました。

今後においても、市民の健康保持増
進を図るため、地域と行政との連携を
図り、地域住民が健康づくりに自主的
に参加できるよう活動を推進します。

Ⅲ-１-（２） 50 保健知識の普及
③母性機能に著しい悪影響を与える
薬物乱用の防止に向けて啓発に努
めます。

関係機関と連携し広報啓発活動をお
こないました。

関係機関と連携し広報啓発活動に努
めます。

関係機関と連携し広報啓発活動を行
いました。

関係機関と連携し広報啓発活動に努
めます。

母性機能に著しい悪影響を与える薬
物乱用の防止に向けて啓発している
が、まだ十分ではないため、引き続き
広報啓発活動に努める必要がありま
す。

関係機関と連携し広報啓発活動に努
めます。

Ⅲ-１-（２） 51 健康診査の充実
①乳がん、子宮がんの早期発見、早
期治療を図るため、健康診査の充実
に努めます。

○乳がん検診　40歳以上の女性市民
（隔年）受診者数　乳がん検診　　347
人
○子宮がん検診　20歳以上の女性市
民（隔年）　子宮がん検診　278人

がん検診指針に基づいて乳がん・子
宮がん検診を実施します。また、希望
者に対して託児を実施します。

○乳がん検診　40歳以上の女性市民
（隔年）受診者数　乳がん検診　　340
人
○子宮がん検診　20歳以上の女性市
民（隔年）　子宮がん検診　291人

がん検診指針に基づいて乳がん・子
宮がん検診を実施します。また、希望
者に対して託児を実施します。

受診率が低下傾向にあります。がん
の早期発見・早期治療を図るため、
受診勧奨を強化していく必要がありま
す。

医療機関と連携し、検診を継続しま
す。

Ⅲ-１-（２） 51 健康診査の充実
②女性を対象に骨粗しょう症検診を
実施し、将来の骨折による寝たきり
状態の予防に努めます。

骨粗しょう症検診　　　 市立病院ドッ
ク受診の40,45,50,55,60,65,70歳女性
を対象に検診を実施
受診者34人

市立病院で健診を受ける４０，４５，５
０，５５，６０，６５，７０歳の女性に骨
粗しょう症検診を実施します。

骨粗しょう症検診　　　 市立病院ドッ
ク受診の40,45,50,55,60,65,70歳女性
を対象に検診を実施
受診者17人

市立病院で健診・検診を受ける４０，
４５，５０，５５，６０，６５，７０歳の女性
に骨粗しょう症検診を実施します。

検診を受けることで自分の骨量の程
度を理解し、骨量維持のための意識
を持つきっかけとなっています。

医療機関と連携し、検診を継続しま
す。

Ⅲ-１-（２） 51 健康診査の充実

③職場での受診機会のない専業主
婦などを対象に、健康診査の充実を
図るとともに、個別に健康度を評価
し、生活習慣病の予防に努めます。

健診結果相談会の実施
年2回　　出席者14人

特定健康診査を受診した結果、生活
習慣の改善が必要と判定された市国
保被保険者に対し、個人に即した具
体的な行動変容に関する情報を提示
することで、生活習慣病の発症及び
重症化の予防に努めます。（H20から
制度改正により各保険者が実施）

健診結果相談会の実施
年2回　　出席者16人

健診結果相談会、ウエストスリムセミ
ナーなど就労している人が参加しや
すいよう夜間開催の事業を実施して
います。

利用者数が少ないため、取り組みに
ついて広く広報する必要があります。

医師や運動衛生指導士と連携しなが
らより良い事業へ改善していく考えで
す。

Ⅲ-１-（２） 51 健康診査の充実

③職場での受診機会のない専業主
婦などを対象に、健康診査の充実を
図るとともに、個別に健康度を評価
し、生活習慣病の予防に努めます。

医師の確保が困難な状況が継続して
いるが、開設についての検討を継続
していきます。

市立病院では、健診を含め女性患者
のプライバシーの保護と配慮に努め
ます。
医師の確保が困難な状況が継続して
いるが、開設についての検討を継続
していきます。

市立病院では、健診を含め女性患者
のプライバシーの保護と配慮に努め
ました。

市立病院では、健診を含め女性患者
のプライバシーの保護と配慮に努め
ます。

市立病院では乳がん検診を日曜日に
行うことで子育て世代の女性の受診
件数の向上を図る取り組みを検討し
ていましたが感染症拡大の影響によ
り中止となっています。また、プライバ
シー保護意識の高まりから丁寧な対
応と配慮が必要です。

男女を問わず、健診を含めた受診患
者のプライバシーの保護と配慮に努
め受診しやすい環境づくりに取り組み
ます。

Ⅲ-１-（２） 52 健康に関する相談、支援
の充実

①ライフステージに応じた健康上の
相談に応じ、保健師、栄養士などが
個人の健康に関する支援に努めま
す。

健康相談の実施（通年）
実施回数680回　相談延人員1,046人

保健師や栄養士が、随時電話や面
接、訪問で相談に応じます。

健康相談の実施（通年）
実施回数502回　相談延人員683人

保健師や栄養士が、随時電話や面
接、訪問で相談に応じます。

相談回数・相談者数が減少傾向にあ
り、健康上の相談ができず健康状態
が悪化する可能性があります。悪化
する前に相談できるよう相談先の周
知が必要と考えています。

相談先の周知に努め、健康状態悪化
防止を推進します。

Ⅲ-１-（２） 52
健康に関する相談、支援
の充実

②関係機関と連携し、ＨＩＶ/エイズや
性感染症などの相談業務の充実に
努めます。

実績なし
随時、電話や面接、訪問で相談に応
じます。また、必要に応じて関係機関
を紹介します。

実績なし
随時、電話や面接、訪問で相談に応
じます。また、必要に応じて関係機関
を紹介します。

毎年相談がないため、周知を強化す
る必要があります。

周知を強化するとともに、関係機関と
連携し、支援の充実を図ります。

Ⅲ-２-（１） 53 スポーツ活動機会の充実

①健康増進のため適切な運動習慣
を普及し、年齢や体力に応じてス
ポーツに参加できる機会の提供に努
めます。

広報・ホームページを活用し、スポー
ツに参加できる機会を周知し情報提
供しました。

総合体育館、温水プール等で開催さ
れる教室の情報を提供します。

広報・ホームページを活用し、スポー
ツに参加できる機会を周知し情報提
供しました。

総合体育館、温水プール等で開催さ
れる教室の情報を提供します。

総合体育館、温水プール等で開催さ
れる教室の情報は指定管理者へ周
知依頼や、市広報、ホームページを
活用しており、周知等に現状の課題
は特にありません。
しかし、感染症拡大の影響を受け活
動機会が一部中止になっていること
から、コロナ禍においても安心してス
ポーツに参加できる機会の提供が重
要となっています。

周知については継続的に行うことが
重要であるため、引き続き、スポーツ
に参加できる機会の提供・周知に努
めます。
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基本目標
計画の基
本方向

項番 施策 取り組み R02実施結果 R03事業計画 R03実施結果 R04事業計画 現状・課題
次期計画（計画期間１０年間）を見据

えた今後の方向性

Ⅲ-２-（１） 54 介護保険事業の充実

①市民に対して、介護サービスの適
切な利用の促進を図るため、出前講
座の活用等により介護保険制度や
地域支援事業の制度内容と利用で
きるサービス内容、相談窓口などの
情報提供に取組みます。

サービスガイドやパンフレット等により
介護保険制度やサービスについての
普及啓発を行うとともに、訪問先・デ・
アイ窓口における個別相談等で随
時、制度の周知を行いました。

①市民に対して、介護サービスの適
切な利用の促進を図るため、出前講
座の活用等により介護保険制度や地
域支援事業の制度内容と利用できる
サービス内容、相談窓口などの情報
提供に取組みます。

サービスガイドやパンフレット等により
介護保険制度やサービスについての
普及啓発を行うとともに、訪問先・デ・
アイ窓口における個別相談等で随
時、制度の周知を行いました。

①市民に対して、介護サービスの適
切な利用の促進を図るため、出前講
座の活用等により介護保険制度や地
域支援事業の制度内容と利用できる
サービス内容、相談窓口などの情報
提供に取り組みます。

サービスガイドやパンフレット等により
介護保険制度やサービスについての
普及啓発を行うとともに、訪問先・デ・
アイ窓口における個別相談等で随
時、制度の周知を行っていますが、周
知されていない方もいると思われるた
め、今後も周知継続が必要です。

市民に対して、介護サービスの適切
な利用の促進を図るため、出前講座
の活用等により制度変更に合わせな
がら介護保険制度や地域支援事業
の制度内容と利用できるサービス内
容、相談窓口などの情報提供に取り
組みます。

Ⅲ-２-（１） 54 介護保険事業の充実

②高齢者が介護を必要とする状態
になっても、その人らしく、安心して
生活ができるよう、地域の実情に応
じた居宅サービス・施設サービスの
充実を図ります。

介護保険計画に基づき各種サービス
の提供に努めた。

②高齢者が介護を必要とする状態に
なっても、その人らしく、安心して生活
ができるよう、地域の実情に応じた居
宅サービス・施設サービスの充実を
図ります。

高齢者の在宅生活を支援していくた
めの居宅サービスの充実が一層必
要となることから、介護保険の適切な
サービス提供に努めます。

高齢者が介護を必要とする状態に
なっても、その人らしく、安心して生活
ができるよう、地域の実情に応じた居
宅サービス・施設サービスの充実に
取り組みます。

介護保険計画に基づき各種サービス
の提供を図ります。

高齢者が介護を必要とする状態に
なっても、その人らしく、安心して生活
ができるよう、地域の実情に応じた居
宅サービス・施設サービスの充実に
取り組みます。

Ⅲ-２-（１） 54 介護保険事業の充実

③利用者とサービス提供事業者との
橋渡しとして重要な役割を担う介護
支援専門員（ケアマネジャー）の資質
の向上を図るため、会議や研修会等
を通じて情報交換や連絡体制の充
実に努めます。

地域ケア会議の実施9回

地域ケア会議による、情報交換・協議
を行うとともに、北空知介護支援専門
員連絡協議会、深川市認知症ケア研
究会との連携を図ります。

地域ケア会議の実施14回

地域ケア会議による、情報交換・協議
を行うとともに、北空知介護支援専門
員連絡協議会、深川市認知症ケア研
究会との連携を図ります。

感染症拡大の影響を受け、集合して
の会議や研修が困難となり、オンライ
ン開催する等で、連携の継続を図り
ました。今後も様々な形での連携を
継続していく必要があります。

利用者の生活の向上のためには、介
護支援専門員（ケアマネジャー）の資
質向上や関係機関との連携は必要で
あり、今後も会議や研修会等を通じて
情報交換や連絡体制の充実に取り組
みます。

Ⅲ-２-（１） 54 介護保険事業の充実

④近年、一人暮らし高齢者や認知症
高齢者が増加傾向にあることを踏ま
え、高齢者が地域で尊厳を持って生
活を送ることができるよう、生活する
地域の身近なところでサービスを利
用できる地域密着型サービスの充実
に努めます。

サービスガイドにより、普及啓発を
図った。地域密着型サービスの充実
に向け、事業所の運営推進会議が行
われた際には参加した(新型コロナウ
イルスの影響により会議が書面開催
になる事が多かった）

運営推進会議に出席し、地域密着型
サービスの質の向上に努めます。

サービスガイドにより、普及啓発を
図った。地域密着型サービスの充実
に向け、事業所の運営推進会議が行
われた際には参加した(新型コロナウ
イルスの影響により会議が書面開催
になる事が多かった）

運営推進会議に出席し、地域密着型
サービスの質の向上に努めます。

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、運営推進会議の開催が書面に
なることが多いですが、サービスの質
を向上していく必要があります。

サービスガイドにより、普及啓発を
図った。地域密着型サービスの充実
に向け、運営推進会議への出席等質
の向上に取り組みます。

Ⅲ-２-（１） 55
介護予防・生活支援の充
実

①要介護状態になることを予防し、
地域活動への参加を促進するため、
介護予防事業の開催や生活習慣病
予防事業の充実に努めます。

○筋力アップ事業の実施
参加者数　実11名/延260名
○筋力アップ事業フォロー事業
参加者数　実10名/延24名

要介護状態になることを予防するた
め、運動器機能向上事業（筋力アップ
事業、健寿教室）、深まる講座～ライ
スパワー体操サポーター養成～を実
施します。

○筋力アップ事業の実施
参加者数　実１３名/延２６９名
○筋力アップ事業フォロー事業
参加者数　実３名/延６名
※新型コロナウイルスの市中感染拡
大のため施設休館となり、フォロー事
業を対面で実施できない期間あり。運
動冊子作成し全員に配布。

要介護状態になることを予防するた
め運動器機能向上事業を実施しま
す。

感染症拡大の影響を受け、事業の延
期や中止により参加者の減少が一部
ありました。しかし参加者のほとんど
は身体機能の維持・向上ができてい
ます。感染症対策を実施しながら、事
業を継続し、身体機能維持を図って
いく必要があります。

身体機能を維持・向上させ、要介護
状態になることを予防するため事業
を実施し、健康寿命の延伸に取り組
みます。

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充
実

①要介護状態になることを予防し、
地域活動への参加を促進するため、
介護予防事業の開催や生活習慣病
予防事業の充実に努めます。

〇健寿教室の実施
実施回数41/48回(6回は新型コロナ
ウイルス感染症の影響により中止)
実人員40名、延536名
〇デアイの会(OB会)
実施回数18回(新型コロナウイルス感
染症の影響により3回中止)　実人員
60名、延276名

同上

〇健寿教室の実施
実施回数29/48回(18回は新型コロナ
ウイルス感染症の影響により中止)
実人員23名、延536名
〇デアイの会(OB会)
実施回数18回(新型コロナウイルス感
染症の影響により3回中止)　実人員
60名、延276名

要介護状態になることを予防するた
め運動器機能向上事業を実施しま
す。

感染症拡大の影響を受け、事業の中
止や参加者の減少が多くありました。
感染症対策を実施しながら、介護予
防の必要性について引き続き普及啓
発していく必要があります。

要介護状態になることを予防するた
め、介護予防の必要性の普及啓発、
教室の運営を行い、生活機能の低下
予防や健康長寿の延伸に取り組みま
す。

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充
実

①要介護状態になることを予防し、
地域活動への参加を促進するため、
介護予防事業の開催や生活習慣病
予防事業の充実に努めます。

○深まるサポット～介護予防サポー
ター養成講座～の実施
実施回数8回　参加者数　実13名/延
92名
○ライスパワー体操サポーター養成
講座
実施回数1回（3日間）参加者数　実18
名（うち15名サポーター登録済）/延
52名

○深まるサポット～介護予防サポー
ター養成講座～とライスパワーサ
ポーター養成講座を統合し、「深まる
講座～ライスパワー体操サポーター
養成～」として実施する。

○深まる講座～ライスパワー体操サ
ポーター養成～の実施
実施回数　７回
参加者　実１８名/延１１３名
○フォロー講座の実施
R2年度受講者向け　１回開催、６名
参加
R３年度受講者向け　１回開催、１２名
参加

R2,3年度で養成されたサポーターの
活動を推進するため養成講座は休止
し、フォロー事業および活動の実施体
制づくりを行います。

新型コロナウイルス感染症の影響も
ありR2,3年度で養成されたサポー
ターの活動が十分に行うことができて
いませんでした。サポーターの活動を
推進し、役割を持った社会参加や地
域住民の健康づくり、人と人とのつな
がりを通じた地域づくりがなされ、地
域の支えあい活動を広めていくため、
養成講座の継続およびサポーター活
動の推進する必要があります。

サポーター活動の実施体制を整え、
養成講座からスムーズに活動へつな
がることができるよう取り組みます。

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充
実

①要介護状態になることを予防し、
地域活動への参加を促進するため、
介護予防事業の開催や生活習慣病
予防事業の充実に努めます。

○閉じこもり、認知症、うつ予防事業
（くらしかる）の実施
　実施回数21回(新型コロナウイルス
感染予防のため3回中止)
　参加者数実人員32人　延190人

要介護状態になることを予防するた
め、閉じこもり、認知症、うつ予防事
業（くらしかる）、訪問型介護予防事業
を実施、また、地域支え合い活動を
推進するため、介護予防ふれあいサ
ロン普及啓発推進事業、生活介護支
援サポーター養成ネットワークづくり
事業等を実施します。

○閉じこもり、認知症、うつ予防事業
（くらしかる）の実施
　実施回数15回(新型コロナウイルス
感染予防のため9回中止)
　参加者数実人員21人　延131人

要介護状態になることを予防するた
め、閉じこもり、認知症、うつ予防事
業（くらしかる）、訪問型介護予防事業
を実施、また、地域支え合い活動を
推進するため、介護予防ふれあいサ
ロン普及啓発推進事業、生活介護支
援サポーター養成ネットワークづくり
事業等を実施します。

R3年度は新型コロナウイルス感染症
拡大の影響を受け、事業の中止期間
が多くあり、その間にデイサービスに
移行し事業を中断する方が数名いた
状況がありました。参加者の心身の
状況の把握に勤め、教室のあり方も
参加回数の上限を変更する等状況に
合わせて事業を実施していく必要が
あります。

平均寿命が延びる中、認知症にかか
る人も増加傾向にあります。閉じこも
り、うつ、認知症について知識の普及
や生活機能の低下の予防ができるよ
う取り組みます。
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Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充
実

①要介護状態になることを予防し、
地域活動への参加を促進するため、
介護予防事業の開催や生活習慣病
予防事業の充実に努めます。

○訪問型介護予防事業の実施
　実人員3人　延6人

同上
○訪問型介護予防事業の実施
　実人員8人　延26人

同上

対象者の状況に合わせた専門職の
支援は介護予防に有効であるため、
通所型サービスに参加できない方等
に専門職が訪問し、適切な対象者を
把握し支援を継続する必要がありま
す。

身体機能・栄養・口腔機能を維持・向
上させ、要介護状態になることを予防
するため事業を実施し、健康寿命の
延伸に取り組みます。

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充
実

①要介護状態になることを予防し、
地域活動への参加を促進するため、
介護予防事業の開催や生活習慣病
予防事業の充実に努めます。

○介護予防ふれあいサロン普及啓発
推進事業
前年度から継続17か所※令和2年度
より2か所解散、1か所休止
新規：1か所

同上

○介護予防ふれあいサロン普及啓発
推進事業
前年度から継続：18か所
新規：２か所

要介護状態になることを予防し、地域
支え合い活動を推進するため、介護
予防ふれあいサロン普及啓発推進事
業を実施します。

長年継続してきたサロンのほかに新
規サロンも少しずつできてきている状
況です。高齢者の方が身近な場所で
継続的に社会参加、健康づくりに取り
組める場として引き続き事業を実施し
ていく必要があります。

今後もサロンの普及啓発を続け、生
活機能低下の予防を推進します。

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充
実

①要介護状態になることを予防し、
地域活動への参加を促進するため、
介護予防事業の開催や生活習慣病
予防事業の充実に努めます。

○生活介護支援サポーター養成ネッ
トワークづくり事業
実活動サポーター人数7名　マッチン
グ回数112回
実対象者人数19名

地域支え合い活動を推進するため、
引き続き生活介護支援サポーター養
成ネットワークづくり事業等を実施し
ます。

○生活介護支援サポーター養成ネッ
トワークづくり事業
実活動サポーター人数8名　マッチン
グ回数106回
実対象者人数24名

地域支え合い活動を推進するため、
引き続き生活介護支援サポーター養
成ネットワークづくり事業等を実施し
ます。

介護予防に資する住民主体の通い
の場で活動する高齢者が増加するよ
う、市民の自助と互助、地域づくりを
テーマに普及啓発を図る中で、サロン
運営に携わる担い手不足等に対する
総合的な支援を引き続き検討していく
必要があります。

介護予防に資する地域組織活動を育
成・支援することで、介護予防を推進
します。

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充
実

①要介護状態になることを予防し、
地域活動への参加を促進するため、
介護予防事業の開催や生活習慣病
予防事業の充実に努めます。

-

〇男性のための介護予防教室
ストレッチや筋トレ等の運動や口腔、
栄養、社会参加についての講話や実
技、演習を行います。

〇運動編
実施回数12/12回
実人員20名、延241名
〇料理編
実施回数4/4回
実人員18名、延18名
〇体験会編
実施回数2/2回
実人員25名、延25名

〇男性のための介護予防教室
ストレッチや筋トレ等の運動や口腔、
栄養、社会参加についての講話や実
技、演習を行います。

感染症拡大の影響を受け、事業の延
期がありましたが、実施することがで
きました。参加者に運動や介護予防
の必要性について考えてもらえる機
会になりました。教室終了後の社会
参加や継続した健康づくりが大切で
あるため、引き続き普及啓発していく
必要があります。

地域住民に対し介護予防や健康づく
りに関する知識の普及や生活機能の
低下の予防を推進します。

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充
実

②可能な限り在宅での日常生活が
継続されるよう、配食サービス、外出
支援サービスなど生活支援事業の
充実を図るとともに、市民による地域
の支え合い活動の促進に努めます。

〇給食サービス
実人数　83人　延食　7574食
〇移送サービス
登録者15人　利用数15人　延692回
実施

市の行う給食サービス事業・移送
サービスや民間事業者による各種
サービスの実施、町内会・市民活動
団体等による各種支え合い活動に実
施するとともに、認知症高齢者見守り
ネットワークを促進します。

〇給食サービス
実人数　80人　延食　7,249食
〇移送サービス
登録者20人　利用数20人　延651回
実施

市の行う給食サービス事業・移送
サービスや民間事業者による各種
サービスの実施、町内会・市民活動
団体等による各種支え合い活動を実
施するとともに、認知症高齢者見守り
ネットワークを促進します。

高齢者の増加にともない、サービスを
必要とする高齢者が増える可能性が
あります。

給食サービス事業・移送サービスや
民間事業者による各種サービスの実
施、町内会・市民活動団体等による
各種支え合い活動を実施するととも
に、認知症高齢者見守りネットワーク
を促進します。

Ⅲ-２-（１） 56 相談窓口の充実

①介護をする人の心身の負担を軽
減するため、地域包括支援センター
の専任職員をはじめ、各関係機関・
団体の協力により相談業務の充実
に努めます。

相談件数5,831件
時間外相談件数24件

介護をする人の心身の負担を軽減す
るため、デ・アイ窓口での相談業務の
ほか、365日24時間市民の相談に応
じます。

相談件数6,310件
介護をする人の心身の負担を軽減す
るため、デ・アイ窓口での相談業務の
ほか、365日24時間市民の相談に応
じます。

介護は365日24時間必要であり、安
心した生活を送るためには、いつでも
相談できる体制が必要となっていま
す。

介護をする人の心身の負担を軽減す
るため、デ・アイ窓口での相談業務の
ほか、365日24時間市民の相談継続
に取り組みます。

Ⅲ-２-（２） 57 安定した老後生活の支援

①時代の流れとともに変化する年金
制度について、関心と理解が深まる
よう啓発を行うとともに、相談業務の
充実に努めます。

年金制度について、広報などを通じ
て関心と理解が深まるよう啓発を行う
とともに、相談業務の充実に努めまし
た。

年金制度について、女性に対して関
心と理解が深まるよう啓発を行うとと
もに、相談業務の充実に努めます。

年金制度について、広報などを通じ
て関心と理解が深まるよう啓発を行う
とともに、相談業務の充実に努めまし
た。

年金制度について、関心と理解が深
まるよう啓発を行うとともに、相談業
務の充実に努めます。

時代の流れとともに変化する年金制
度について、関心と理解が深まるよう
啓発、相談業務の充実に努める必要
があります。

引き続き関心と理解が深まるよう啓
発を行うとともに、相談業務の充実に
努めます。

Ⅲ-２-（２） 57 安定した老後生活の支援

②高齢者などの様々な不安や悩み
の解消を図るため、保健・医療・福祉
などの関係各課との連携を強化し、
相談窓口の充実に努めます。

地域包括支援センターでは、介護予
防マネジメント等を実施し、実人数
326人延べ2,924件のケアプラン作成
や5,831件の相談等を行いました。

高齢者の在宅生活を支援するため、
保健・医療・福祉などの関係各課と連
携し、随時相談に応じます。

地域包括支援センターでは、介護予
防マネジメント等を実施し、実人数
334人延べ2,779件のケアプラン作成
や6,310件の相談等を行いました。

高齢者の在宅生活を支援するため、
保健・医療・福祉などの関係各課と連
携し、随時相談に応じます。

介護が必要な方に対して、適切なケ
アマネジメントを行わないことで、重症
化・悪化を辿ることとなるため、適切
なケアマネジメントを実施することが
必要です。

介護が必要な方に対し、適切な介護
予防ケアマネジメント、相談対応を行
い、自立・悪化予防・重度化予防に取
り組みます。

Ⅲ-２-（２） 57 安定した老後生活の支援

③高齢者などを狙った悪徳商法が
巧妙かつ悪質化しており、その被害
防止のため、深川地域消費者セン
ター機能や啓発活動の充実に努め
ます。

消費者行政推進事業による消費者セ
ンター機能強化及び相談員の研修へ
の参加、消費者被害防止ネットワーク
を通じた他団体等との情報連携を行
うほか、啓発用マスクを作成し配布し
ました。

高齢者などを狙った悪徳商法が巧妙
かつ悪質化しており、その被害防止
のため、深川地域消費者センター機
能や啓発活動の充実に努めます。

消費者行政推進事業による消費者セ
ンター機能強化及び相談員の研修へ
の参加、消費者被害防止ネットワーク
を通じた他団体等との情報連携を行
うほか、啓発用ウェットティッシュを作
成し配布しました。

高齢者などを狙った悪徳商法が巧妙
かつ悪質化しており、その被害防止
のため、深川地域消費者センター機
能や啓発活動の充実に努めます。

高齢者などを狙った悪徳商法は巧妙
かつ悪質化しているため、引き続き、
情報収集を行い、啓発活動を継続し
ていくことが重要となっています。

周知・啓発については継続的に行うこ
とが重要であるため、引き続き、制度
や取り組みなどの周知に努めます。

Ⅲ-２-（２） 57 安定した老後生活の支援
④高齢者などが安心して暮らせるよ
う、医療サービスの充実に努めま
す。

北海道後期高齢者医療広域連合が
後期高齢者医療制度の実施主体とな
り、75歳以上（65歳以上75歳未満の
一定の障がいのある方）の高齢者の
資格確認、各種給付及び高額医療費
に関する事業を実施し、高齢者の医
療費支給申請・生活支援サービスの
向上に努めました。

北海道後期高齢者医療広域連合が
実施主体となり、市において各種申
請受付及び相談を実施します。

北海道後期高齢者医療広域連合が
後期高齢者医療制度の実施主体とな
り、75歳以上（65歳以上75歳未満の
一定の障がいのある方）の高齢者の
資格確認、各種給付及び高額医療費
に関する事業を実施し、高齢者の医
療費支給申請・生活支援サービスの
向上に努めました。

北海道後期高齢者医療広域連合が
実施主体となり、市において各種申
請受付及び相談を実施します。

安定した老後生活を送れるようにす
ることや、高齢者などが安心して暮ら
せるよう、医療サービスの充実に努
める必要があります。

北海道後期高齢者医療広域連合が
後期高齢者医療制度の実施主体とな
り、75歳以上（65歳以上75歳未満の
一定の障がいのある方）の高齢者の
資格確認、各種給付及び高額医療費
に関する事業を実施し、高齢者の医
療費支給申請・生活支援サービスの
向上に努めます。
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Ⅲ-２-（２） 57 安定した老後生活の支援

⑤高齢者などにとって安心な住環境
づくりのため、バリアフリー（障壁の
ない）設計の住宅建設の奨励とバリ
アフリーリフォーム（障壁のない改
築）促進のための情報提供、支援体
制の充実に努めます。また、公営住
宅についても、高齢世帯などに配慮
した建設に努めます。

○ユニバーサルデザインなどに配慮
した公営住宅の建設
・建設地　あけぼの団地
・規　 模　鉄筋コンクリート造平屋建1
棟4戸
・内   容　 ①床の段差解消及び滑り
にくい材質の仕上げ
　　　　  　 ②浴室・トイレに手すりを設
置
　　　　   　③車椅子も使える洗面台
の設置
○民間住宅バリアフリー化 　住宅助
成制度により住宅バリアフリー化促
進。

○ユニバーサルデザインなどに配慮
した公営住宅の建設
・建設地　あけぼの団地
・規   模　鉄筋コンクリート造平屋建1
棟4戸
・内   容　 ①床の段差解消及び滑り
にくい材質の仕上げ
　　　　　　 ②浴室・トイレに手すりを設
置
　　　　 　　③車椅子も使える洗面台
の設置
○民間住宅バリアフリー化 　住宅助
成制度により住宅バリアフリー化促
進。

○ユニバーサルデザインなどに配慮
した公営住宅の建設
・建設地　あけぼの団地
・規　 模　鉄筋コンクリート造平屋建1
棟4戸
・内   容　 ①床の段差解消及び滑り
にくい材質の仕上げ
　　　  　 ②浴室・トイレに手すりを設
置
　　　   　③車椅子も使える洗面台の
設置
○民間住宅バリアフリー化
　住宅助成制度により住宅バリアフ
リー化促進。

○民間住宅バリアフリー化
　住宅助成制度により住宅バリアフ
リー化促進。

高齢者等にとって安心な住環境づくり
として、バリアフリー化の促進に取り
組んでいます。安定した老後生活を
過ごすため、引き続き事業を継続す
る必要があります。

今後も引き続き、バリアフリー化を促
進した支援制度や公営住宅の建設に
取り組みます。

Ⅲ-２-（２） 58 地域福祉活動などの促進
①地域支え合い活動の担い手を育
成し、市民主体の福祉活動を支援し
ていきます。

○地域見守りネットワークづくり事業
災害時要援護者避難支援プラン
　新規作成　47件、更新　42件
　事業者との見守り協定カ43カ所

高齢者の在宅生活を支援するため、
保健・医療・福祉などの関係各課と連
携し、随時相談に応じます。

○地域見守りネットワークづくり事業
災害時要援護者避難支援プラン
　新規作成　33件、更新　40件
　事業者との見守り協定　42カ所

高齢者の在宅生活を支援するため、
保健・医療・福祉などの関係各課と連
携し、随時相談に応じます。

避難に支援を要する市民や普段の地
域生活に見守りの必要な高齢者が小
地域で見守り活動が行われる体制が
必要となっています。

避難に支援を要する市民や普段の地
域生活に見守りの必要な高齢者が小
地域で見守り活動が行われる体制を
整えるため、災害時要援護者避難支
援プランの作成や事業者との見守り
協定の継続に取り組みます。

Ⅲ-２-（２） 58 地域福祉活動などの促進
①地域支え合い活動の担い手を育
成し、市民主体の福祉活動を支援し
ていきます。

○市民後見人・権利擁護ネットワーク
づくり事業
　ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修42人

同上
○市民後見人・権利擁護ネットワーク
づくり事業
　ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修延26人

高齢者の在宅生活を支援するため、
保健・医療・福祉などの関係各課と連
携し、随時相談に応じます。

認知症や障がいのある方等判断能
力が不十分な方に対して、住み慣れ
た地域で安心して生活できる成年後
見の周知等図っていく必要がありま
す。

権利擁護ネットワークや中核機関が
設置され、成年後見制度等必要な方
が、制度を利用できるように取り組み
ます。

Ⅲ-２-（２） 58 地域福祉活動などの促進
①地域支え合い活動の担い手を育
成し、市民主体の福祉活動を支援し
ていきます。

○認知症サポーター養成事業
　養成講座開催数回6回
　受講者140人　　登録人数133人

同上
○認知症サポーター養成事業
　養成講座開催数回2回
　受講者64人　　新規登録人数64人

高齢者の在宅生活を支援するため、
保健・医療・福祉などの関係各課と連
携し、随時相談に応じます。

高齢社会であり、それに伴い認知症
高齢者患者の増加が見込まれること
から、市民の認知症に対する理解を
深めることが必要です。

市民の認知症に対する理解を深める
ことが必要であるため、様々な年代に
認知症サポーター養成講座の実施継
続に取り組みます。

Ⅲ-２-（２） 58 地域福祉活動などの促進
①地域支え合い活動の担い手を育
成し、市民主体の福祉活動を支援し
ていきます。

○生活介護支援サポーター養成ネッ
トワークづくり事業　修了者6人

同上
○生活介護支援サポーター養成ネッ
トワークづくり事業　修了者24人

高齢者の在宅生活を支援するため、
保健・医療・福祉などの関係各課と連
携し、随時相談に応じます。

介護予防に資する住民主体の通い
の場で活動する高齢者が増加するよ
う市民の自助と互助、地域づくりを
テーマに普及啓発を図る中でサロン
運営に携わる担い手不足等の総合
的な支援を引き続き検討していく必要
があります。

介護予防に資する地域組織活動を育
成・支援することで、介護予防を推進
します。

Ⅲ-２-（２） 58 地域福祉活動などの促進

②高齢者などが生きがいを持って、
自立した生活が送られるよう、老人
クラブ連合会・単位老人クラブの活
動を支援し、生きがいづくり事業の
充実に努めます。

深川市シルバークラブ連合会への助
成を実施しました。

シルバークラブなど地域の自主的な
活動を支援し、生きがいづくり事業の
充実に努めます。

深川市シルバークラブ連合会への助
成を実施しました。

シルバークラブなど地域の自主的な
活動を支援し、生きがいづくり事業の
充実に努めます。

高齢者人口は増加しているが、会員
数の減少が課題となっています。

介護予防に資する地域組織活動を支
援することで、介護予防を推進しま
す。

Ⅲ-２-（３） 59 相談機能の充実

①母子自立支援員や家庭児童相談
員を配置し、子育てや生活相談をは
じめ、就業情報などの提供に努めま
す。

ひとり親家庭の自立を支援するため
母子自立支援員を配置し、相談支援
を実施。
・生活一般　18件　・児童　3件
・経済的支援・生活援護　121件
・その他　1件　　　計　143件

母子自立支援員を設置し、子育てや
生活相談をはじめ、就業情報などの
提供に努めます。また、新規に母子
自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定事業により、母
子家庭の自立支援を図ります。

ひとり親家庭の自立を支援するため
母子自立支援員を配置し、相談支援
を実施。
・生活一般　27件　・児童　4件
・経済的支援・生活援護　32件
・その他　3件　　　計　66件

母子自立支援員を設置し、子育てや
生活相談をはじめ、就業情報などの
提供に努めます。また、新規に母子
自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定事業により、母
子家庭の自立支援を図ります。

母子・父子自立支援員による相談支
援を開庁日に実施しており、母子・父
子家庭の自立支援のための相談業
務について、現状、特に課題はありま
せん。

母子・父子自立支援員による相談支
援を推進し、母子・父子家庭の自立
支援を促進します。

Ⅲ-２-（３） 60 生活の安定と自立支援

①生活の安定と自立を促進するた
め、児童扶養手当の支給や母子・寡
婦福祉資金の貸付などの制度の利
用促進に努めます。

父親又は母親と生計を同じくしていな
い児童を養育する母子・父子家庭に
対し児童扶養手当を支給し生活の安
定と自立の促進を図りました。 また、
就学資金他母子・父子・寡婦資金貸
付制度の利用促進を図りました。
・児童扶養手当に関する相談　89件
・母子・父子・寡婦資金貸付相談　14
件

生活の安定と自立を促進するため、
児童扶養手当の支給や母子・寡婦福
祉資金の貸付などの制度の利用促
進に努めます。

父親又は母親と生計を同じくしていな
い児童を養育する母子・父子家庭に
対し児童扶養手当を支給し生活の安
定と自立の促進を図りました。 また、
就学資金他母子・父子・寡婦資金貸
付制度の利用促進を図りました。
・児童扶養手当に関する相談　11件
・母子・父子・寡婦資金貸付相談　5件

生活の安定と自立を促進するため、
児童扶養手当等の支給や母子・寡婦
福祉資金の貸付などの制度の利用
促進に努めます。

価値観の多様化などで離婚する世帯
が増えている中、母子・父子家庭に
対し、生活の安定と自立の促進を図
るため、相談業務や事業に関する広
報や給付業務を行っており、今後も、
継続して行う必要があります。

今後も申請希望者を広く募集し、また
申請対象者に漏れがないよう、業務
を推進します。

Ⅲ-２-（３） 60 生活の安定と自立支援

②ひとり親家庭において、自立のた
めの資格取得や疾病など日常生活
に一時的な支障が生じた場合に支
援する日常生活支援事業の充実に
努めます。

ひとり親家庭において、自立のため
の資格取得や疾病など日常生活に
一時的な支障が生じた場合に支援す
る日常生活支援事業の利用促進に
努めました。

 ひとり親家庭において、自立のため
の資格取得や疾病など日常生活に
一時的な支障が生じた場合に支援す
る日常生活支援事業の利用促進に
努めます。

ひとり親家庭において、自立のため
の資格取得や疾病など日常生活に
一時的な支障が生じた場合に支援す
る日常生活支援事業の利用促進に
努めました。

 ひとり親家庭において、自立のため
の資格取得や疾病など日常生活に
一時的な支障が生じた場合に支援す
る日常生活支援事業の利用促進に
努めます。

ひとり親家庭の日常生活支援事業に
ついては市ホームページや広報誌な
どで市民に広く周知しており、利用の
促進に努めているため、特に課題は
ありません。

事業の周知を定期的に行い、ひとり
親家庭の日常生活支援事業を推進し
ます。
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基本目標
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本方向
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次期計画（計画期間１０年間）を見据

えた今後の方向性

Ⅲ-２-（３） 60 生活の安定と自立支援

③就業に必要な知識や技能を修得
し、ひとり親家庭の母親などの主体
的な能力開発や働く場における常用
雇用の促進など、母子家庭の自立
の促進に努めます 。

ひとり親家庭の母親などの主体的な
能力開発や働く場における常用雇用
のため、就業に必要な知識や技能を
修得する高等技能訓練促進事業の
利用促進に努めました。

ひとり親家庭の母親などの主体的な
能力開発や働く場における常用雇用
のため、就業に必要な知識や技能を
修得する高等技能訓練促進事業の
利用促進に努めます。

ひとり親家庭の母親などの主体的な
能力開発や働く場における常用雇用
のため、就業に必要な知識や技能を
修得する高等技能訓練促進事業の
利用促進に努めました。

ひとり親家庭の母親などの主体的な
能力開発や働く場における常用雇用
のため、就業に必要な知識や技能を
修得する高等技能訓練促進事業の
利用促進に努めます。

高等技能訓練促進事業については
市ホームページや広報誌などで市民
に広く周知しており、利用の促進に努
めているため、特に課題はありませ
ん。

事業の周知を定期的に行い、高等技
能訓練促進事業を推進します。

Ⅲ-２-（３） 60 生活の安定と自立支援
④ひとり親家庭の児童が養育費を取
得できるよう、養育費についての取り
決めの促進に努めます。

母子自立支援による相談の中で、民
法及び母子及び寡婦福祉法で規定さ
れている養育費の支払の義務につい
て周知し、調停調書若しくは公正証書
による取り決めを推奨。 　また、厚生
労働省作成のリーフレットを備え付け
相談業務に活用。 　令和2年度相談
件数　1件

ひとり親家庭の児童が養育費を取得
できるよう、養育費についての取り決
めの促進に努めます。

母子自立支援による相談の中で、民
法及び母子及び寡婦福祉法で規定さ
れている養育費の支払の義務につい
て周知し、調停調書若しくは公正証書
による取り決めを推奨。 また、厚生労
働省作成のリーフレットを備え付け相
談業務に活用。

ひとり親家庭の児童が養育費を取得
できるよう、養育費についての取り決
めの促進に努めます。

リーフレット等により、離婚を予定して
いる父母に対して、民法及び母子及
び寡婦福祉法で規定されている養育
費の支払の義務について周知し、調
停調書若しくは公正証書による取り
決めを推奨していることから、特に課
題はありません。

リーフレットや相談業務の一環など
で、相談者に対し説明を行ったり、資
料を提供することで、相談者が養育
費を取得できるように、取り決めの促
進に取り組みます。

Ⅲ-２-（３） 60 生活の安定と自立支援

⑤ひとり親家庭の児童とその保護者
の保健の向上と福祉の増進を図る
ため、医療費支給事業の利用促進
に努めます。

ひとり親家庭等の父または母及び20
歳未満の児童を対象に、医療費支給
に関する資格確認、給付事業を実施
し、保健の向上と福祉の増進に努め
ました。

医療費支給に関する資格確認、給付
事業を実施し、制度内容を掲載する
健康づくりカレンダーを作成します。

ひとり親家庭等の父または母及び20
歳未満の児童を対象に、医療費支給
に関する資格確認、給付事業を実施
し、保健の向上と福祉の増進に努め
ました。

医療費支給に関する資格確認、給付
事業を実施し、制度内容を掲載する
健康づくりカレンダーを作成します。

ひとり親家庭の児童とその保護者の
保健の向上と福祉の増進を図るた
め、医療費支給事業の利用促進に努
める必要があります。

引き続き、ひとり親家庭の児童とその
保護者の保健の向上と福祉の増進を
図るため、医療費支給事業の利用促
進に努めます。
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