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平成 28 年度                                                                                                         

基本目標Ⅰ                                        

 

1 

 

進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

平成平成平成平成 28 年度年度年度年度    焼津市男女共同参画プラン施策焼津市男女共同参画プラン施策焼津市男女共同参画プラン施策焼津市男女共同参画プラン施策推進推進推進推進状況報告書状況報告書状況報告書状況報告書                                                                                                                                  

施策の方向 ◆具体的施策・具体的施策の内容 担当課 平成 28 年度実績 進捗評価 女性活躍 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の啓発 

重点目標１ 男女共同参画意識づくりの推進 

(1)男女共同参画に関す

る広報・啓発活動・情報

提供の充実 

◆男女共同参画に関する情報の収集・提供 

国、県、市の男女共同参画に関する情報を収集し提供しま

す。 
市民協働課 

・国、県などの資料の収集と提供、ポスターの掲示、チラシの配布 

・焼津図書館・大井川図書館で男女共同参画に関する図書を展示 

（6 月 23 日～6 月 29 日） 

・男女共同参画情報紙「A しおかぜ」を発行（第 50 号・第 51 号・増刊号） 

・広報やいづで「A しおかぜコラム」（男女共同参画に関する啓発記事）を

掲載 

○ 

 

◆男女共同参画に関する講座などの開催 

男女共同参画についての理解や関心を高めるため、講座・

講演会などを開催します。 

 

 

 

 

市民協働課 

男女共同参画セミナー 

・「絵本で子育て～親子の絆の紡ぎ方～」 

講師：村松晶子さん（Felica 代表） 

開催日：7 月 30 日 参加者：21 名 

・「産後のバランスボールエクササイズ＆セルフケア講座」 

 講師：松浦優子さん 

（NPO 法人マドレボニータセルフケアインストラクター） 

 開催日：平成 29 年３月１日 参加者：40 名 

○ 

 

(2)家庭における男女共

同参画意識づくりの推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆男性向け講座の開催 

男性の家事などへの参加を促すために、男性向け家事講

座の充実を図ります。 

社会教育課 
公民館講座で男性料理教室を実施 

 
○ 

 

市民協働課 

（再掲）男女共同参画セミナー 

「絵本で子育て～親子の絆の紡ぎ方～」 

講師：村松晶子さん（Felica 代表） 

開催日：7 月 30 日 参加者：21 名 

○ 

 

◆親子のふれあう機会の提供 

家族がふれあう機会の提供に努めます。 

 

 

 

 

農政課 

農業体験事業(お米収穫・もちつき体験)の実施 

(稲刈り・もちつき各１回) 

対象：児童・幼児とその保護者(親・家族等) 

農業に親しみ、地元の農業や農産物について理解、食育への関心を深めて

もらう。 

 

○ 
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援課 親子で参加できる催事の実施(地域子育て支援拠点) ○  

健康増進課 

こども料理教室の開催(5 回) 参加者：110 名 

おやこ食育教室の開催（2 回） 参加者：46 名 

 

○ 

 

各担当課 

(水道総務課) 

水道施設とサッポロビール静岡工場見学会の開催 

開催日：8 月 9 日 参加者：29 名 

水道の仕組み、水環境について理解を深めることができた。 

○ 

 

(環境生活課) 

夏休み親子社会見学の開催 

開催日：8 月 9 日 参加者：20 名 

夏休み親子水生生物教室の開催 

開催日：8 月 11 日 参加者：40 名 

○ 

 

(社会教育課) 

父親講座「つみきのそのさんと遊ぼう‼」の開催 開催日：9 月 25 日 

参加者：74 名 

○ 

 

(水産振興課) 

夏休み親子さかな料理教室 

開催回数：年 1 回 参加者：15 組の親子 

小学生とその保護者に実際に魚介に触れてもらうことで、水産物への興

味関心を深めてもらった。 

○ 

 

(文化財課) 

「八雲であそぶ ファーストサイン教室」 

開催日：9 月 7 日 参加者：親子 3 組 

まだ言葉が話せない乳幼児に手話などを使ってメッセージを伝える方法

を学んだ。 

○ 

 

（市民協働課） 

(再掲)男女共同参画セミナー 

「産後のバランスボールエクササイズ＆セルフケア講座」 

 講師：松浦優子さん 

（NPO 法人マドレボニータセルフケアインストラクター） 

 開催日：平成 29 年３月１日 参加者：40 名 

○ 
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

(3)雇用の場における男

女共同参画意識づくり

の促進 

◆雇用の場への男女共同参画に関する啓発活動の実施 

男女共同参画に関する研修・講演会を開催する企業に対

し、講師などの派遣による支援を行います。 市民協働課 

男女共同参画アドバイザー派遣事業 

派遣先：小川漁業協同組合 

開催日：9 月 21 日 参加者：15 名 

演題：「男女共同参画による組織の活性化について」 

講師：犬塚協太 氏（静岡県立大学国際関係学部教授） 

○ ○ 

(4)人権の尊重に関する

啓発活動の充実 

◆人権啓発に関する講座の開催などによる情報提供・周

知 

人権啓発に関する講座などを開催し、人権尊重に関する

啓発を行い、人権意識の高揚を図ります。 

くらし安全課 

男女共同参画・人権フォーラムの開催 開催日：12 月 10 日 

人権啓発ポスター表彰式 表彰者 9名 

※人権の日のイベント、フォーラムの一部として開催 

○ 

 

市民協働課 

男女共同参画・人権フォーラム 

演題：「次の世代に伝える大切なこと」 

講師：村上信夫さん（元 NHKエグゼクティブアナウンサー） 

開催日：12 月 10 日 参加者：200 名 

○ 

 

社会教育課 

講演『～家庭で活かす心理学～互いの違いを認め、誰もが暮らしやすい日常

にするために』 

講師：山名裕子さん（臨床心理士／心の専門家) 

開催日：11 月 2 日 参加者：78名 

○ 

 

地域福祉課 
男女共同参画・人権フォーラムの開催に協力 

 
○ 

 

人事課 
男女共同参画・人権フォーラムの開催に協力 

 
○ 
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

◆関係機関との連携による人権教育などの充実 

様々な人権問題の解消のための調査、研究及び関係機関

との連絡・調整をもとに、地域の実情に即した人権教育の

充実に努めます。 

くらし安全課 

人権啓発協議会研修会の開催 実施日：5月 19日 

街頭啓発活動 実施日：6月 1日/12月 10日 

人権週間にちなみ、人権啓発リーフレットを同封した啓発品を街頭啓発

活動等で配布。 

人権啓発ポスター事業 実施日：12月 10日 

ひまわり画展示 実施日：10月 29・30日 

展示数 185点、応募総数 1233点 

※ひまわりの苗を幼稚園・保育園・小学校等に配付して、絵を募集した。 

人権啓発ポスター展 

実施期間：12月 2日～12月 8日（5日休館日） 

表彰者 9名(応募総数 252点、展示数 108点) 

※画用紙を小中学校・高等学校に配付して、絵を募集した。 

表彰式 開催日：12月 10日 

○ 

 

地域福祉課 
人権啓発ポスター展の開催に協力 

 
○ 

 

社会教育課 
人権啓発ポスター展の開催に協力 

○ 
 

重点目標２ 学校などにおける男女共同参画をめざす教育の推進  

(1) 学校などにおける

男女共同参画に関する

教育の推進 

◆性別にかかわらず、互いを認め合う人権教育の推進 

児童・生徒に対し、授業や学校の活動・行事を通して、男

女共同参画や人権に関する啓発の充実を図ります。 

学校教育課 

学級活動、児童・生徒会活動、クラブ活動などを通して、役割分担における

男女の偏りが生じないように指導した。キャリア教育を推進し、各校で取り

組んだ。 

○ 

 

(2)教職員、指導者、保

護者などへの男女共同

参画に関する研修など

の充実 

◆教職員、指導者、保護者などに対する研修等の充実 

教職員や指導者、保護者などに対し、男女共同参画に関す

る研修を実施し、男女共同参画の視点に立った教育の充

実に努めます。 

学校教育課 

人権に関する研修に参加した教職員による伝達講習を各校で実施。県で実

施する「人権指導者研修会」について保護者に案内 
○ 

 

重点目標３ 男女共同参画のための学習機会の充実  

(1) 男女共同参画に関

する生涯学習機会の充

実 

◆講師などの派遣による学習機会の充実 

男女共同参画に関する研修・講演会を開催する団体・自治

会・企業などに対し、講師の派遣による支援を行います。 
市民協働課 

（再掲）男女共同参画アドバイザー派遣事業 

派遣先：小川漁業協同組合 

開催日：9 月 21 日 参加者：15 名 

演題：「男女共同参画による組織の活性化について」 

講師：犬塚協太 氏（静岡県立大学国際関係学部教授） 

 

○ ○ 
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5 

進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

◆講演会・講座などの充実 

男女共同参画に関する講演会や、市民と協働で行う講座

などを開催します。 
社会教育課 

社会学級・成人学級の開催(9 公民館 27 学級) 

講座内容を時代に合った企画をし、男性参加のための PR 活動を行って

いる。 

 

○ 

 

市民協働課 

（再掲）男女共同参画・人権フォーラム 

演題：「次の世代に伝える大切なこと」 

講師：村上信夫さん（元 NHKエグゼクティブアナウンサー） 

開催日：12 月 10 日 参加者：200 名 

（再掲）男女共同参画セミナー 

・「絵本で子育て～親子の絆の紡ぎ方～」 

講師：村松晶子さん（Felica 代表） 

開催日：7 月 30 日 参加者：21 名 

・「産後のバランスボールエクササイズ＆セルフケア講座」 

  講師：松浦優子さん 

（NPO 法人マドレボニータセルフケアインストラクター） 

 開催日：平成 29 年３月１日 参加者：40 名 

 

○ 

 

◆講演会などの受講環境の充実 

保護者が安心して講演会や講座に参加・学習できるよう、

託児サービスの充実を図ります。 

各担当課 

（市民協働課） 

・男女共同参画セミナーで実施（預かり実績：５名） 

・男女共同参画・人権フォーラムで託児の環境を用意 

○ 

 

(子育て支援課) 

ファミリー・サポート・センター事業で実施 

提供会員養成講座での預かり実績２件 

○ 

 

(社会教育課) 

人権教育講演会・家庭教育学級講演会で託児を実施 

（預かり実績：１５名） 
○ 

 

(2)市職員への男女共同

参画に関する研修など

の充実 

◆市職員への研修などの充実 

男女共同参画に関する研修など(新人職員に対する研修・

その他の職員に対する研修)を実施します。 
市民協働課 

職員研修 

演題：「男女共同参画の意義と行政のあり方」 

講師：犬塚協太 氏（静岡県立大学国際関係学部教授）  

開催日：10 月 31 日 参加者：50 名（係長相当職以上対象） 

○ ○ 

人事課 
職員研修を市民協働課と共同開催 

 
○ ○ 
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

施策の方向 ◆具体的施策 ・具体的施策の内容 担当課 平成 28 年度実績 進捗評価 女性活躍 

基本目標Ⅱ 社会のあらゆる分野における男女共同参画の促進  

重点目標１ 政策・方針決定の場への女性の登用・参画の促進  

(1) 市政・審議会など

への女性の参画の推進 

◆市政への女性の意見の反映 

女性の意見が集まりやすい場所への市民意見箱の設置の

充実を図るなど、女性の意見が反映されやすい環境を整え

ます。 広報広聴課 

市民が気軽に意見を言える手段として市役所本館 2 階や大井川庁舎、市内 9

公民館、市ホームページに意見箱を設置している。 

また、子育て世代の女性などが多く訪れる総合福祉会館や総合体育館、焼津

文化会館、ディスカバリーパーク焼津にも意見用紙と封筒(送料市負担)を設

置し、意見が出やすいようにしている。 

氏名・住所が記載されているものは担当課で回答している。 

 

○ 

 

◆市の審議会などへの女性委員の登用の促進 

女性のいない審議会などの解消と共に、審議会などの委員

選出において性別による偏りが生じないように努めます。 

市民協働課 

関係各課 

・審議会等における女性登用率 24.7％（平成 28 年 4 月現在） 

・4 月に審議会等における女性の登用状況調査を実施 

・改選期において女性の登用を図るよう各課に働きかけた 

○ ○ 

◆庁内における管理監督職などへの女性の登用 

管理監督職などへの女性職員の登用を促進します。 

人事課 

人事異動において女性職員の積極的な昇格・昇任を行った。 

一般行政職における係長相当職以上に占める女性の割合 7.56％ 

一般行政職における課長相当職以上に占める女性の割合 2.70％ 

(定員管理調査 08 表より) 

(管理職にふさわしい職員を男女の別なく登用した) 

○ ○ 

◆庁内女性職員への研修の実施 

女性職員を対象に男女共同参画の視点での研修を行いま

す。 
市民協働課 

（再掲）職員研修 

演題：「男女共同参画の意義と行政のあり方」 

講師：犬塚協太さん（静岡県立大学国際関係学部教授） 

開催日：10 月 31 日 参加者：50 名 

○ ○ 

(2)企業・団体などにお

ける方針決定の場への

女性の参画支援 

◆方針決定の場への女性の登用促進についての情報提供

による啓発 

国・県と連携し、企業や団体に対し、個性や能力を活かし

た女性登用について、情報提供による啓発に努めます。 

産業政策課 
国、県、市等からの情報を提供 

パンフレットにより県等の女性就労支援事業等についての情報を提供 
○ 

 

市民協働課 
・国、県、市等からの情報を提供 

 
○ 

 

◆企業・団体などにおける男女共同参画に関する調査の実

施 

女性が活躍している企業や団体などに対し、取り組みを調

査し、事例収集を行い、情報紙などで広報します。 

 

市民協働課 
・市ホームページで市内男女共同参画社会づくり宣言事業所の一覧を掲載 

・「A しおかぜ」で先進的な市内企業の取り組み、市内全宣言事業所を紹介 
 ○ ○ 
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

 

重点目標２ 地域における男女共同参画の促進  

(1)地域社会における

男女共同参画の促進 

◆地域活動の担い手の育成 

男女共同参画の視点を踏まえた地域活動の担い手を育成

するため、地域で活動する団体に情報提供を行うと共に、

講演会や、市民と協働で行う講座などを開催します。 

市民協働課 

（再掲）男女共同参画セミナー 

「絵本で子育て～親子の絆の紡ぎ方～」 

講師：村松晶子さん（Felica 代表） 

開催日：7 月 30 日 参加者：21 名 

○ 

 

社会教育課 
(再掲)社会学級・成人学級の開催 9 公民館 27 学級 

 
○ 

 

総務課 
静岡県コミュニティづくり推進協議会主催による講座などを自治会に情報提

供、助成制度（コミュニティ活動集団）の活用促進 
○ 

 

◆地域で活動する団体への支援 

地域で活動する団体に対して助成を行うと共に、相談に応

じる体制を充実します。 

市民協働課 
・市民公益活動事業費補助金制度の実施（14件） 

・協働推進担当、地域活動交流センターでの相談事業の実施 
○ 

 

(2)女性の人材育成の

推進 

◆女性の人材育成のための学習機会の充実 

市が開催する講座に加え、国・県などが開催する女性リー

ダー育成のための講座の情報を提供し、市民の受講を促し

ます。 

市民協働課 
・県、あざれあ主催事業等についてチラシ配布等、広報活動に協力 

 
○  

社会教育課 

女性団体及び自主学習グループ等への情報提供 

政策方針を決定する審議会、委員会など活躍する女性のための講座のチラシ

を公民館等へ配布 

○ 

 

重点目標３ 男女共同参画の視点を反映した防災の推進  

(1)男女共同参画の視

点を反映した防災の推

進  

◆女性の参画機会の促進 

防災会議や自主防災組織、消防団などに女性が参画できる

よう機会の充実に努めます。 

危機政策課 
焼津市防災会議を 1 回開催(委員 32 人中、女性委員 2 人) 

 
○ 

 

危機対策課 

女性消防団員 13 人（内女性消防隊 12 人、一般団員 1 人） 

自主防災会長、自主防総括本部長あて文書にて組織の役員選出について、男

女共同の視点からの組織構成を依頼 

○ 

 

◆防災知識の普及、訓練 

男女共同参画の視点からの災害対応について、学習機会の

提供、訓練の実施を支援します。 

危機対策課 

市民防災リーダー育成講座 女性 7 名参加 

静岡大学池田恵子教授による特別講義：「地域に暮らす多様な人々の視点を活

かして地域の防災力を高めよう」 上記 7 名に加え、37 名の女性が参加 

○ 

 

市民協働課 
・県、あざれあ主催事業等についてチラシ配布等、広報活動に協力 

 
○ 
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8 

 

進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

◆男女共同参画の視点を反映した避難所の運営 

男女のニーズの違いや子育て家庭などのニーズに配慮し、

避難所の運営を支援します。 
危機対策課 

大規模災害時、大井川南小学校を避難所とする地域で組織された大井川南小

避難所立上連絡会では、避難所運営など今後の防災の観点から女性への配慮

を積極的に検討するため、女性班（4 人）を設置した。 

 

○ 

 

重点目標４ 国際社会の立場に立った男女共同参画の推進 

(1)国際社会の視点に

立った男女共同参画の

推進 

◆国際交流機会の充実 

国際交流機会の充実に努め、国際理解を促進します。 
市民協働課 

・姉妹都市との相互交流、国際交流に関する情報の収集及び提供、広報活動、

国際友好団体への支援 
○ 

 

◆国際交流に対する意識啓発 

外国人英語指導助手 ALT を配置し、市内児童・生徒の英

語への関心や意欲を高め、併せて国際理解と親善を図りま

す。 

学校教育課 

市内の中学校全校へ ALT を派遣し、国際交流を図るとともに、英語活動の推

進を通して多様な価値観の理解を推進した。 

また、市内の小学校全校へもＡＬＴを派遣し、外国語活動を通して言語や文

化に触れるとともに、英語でのコミュニケーションを体験させる機会を設定

した。 

○ 

 

◆外国人への情報提供や相談体制の充実 

市内に在住する外国人へ母国語による情報の提供(日常生

活、防災対策ほか)などを行うと共に、外国人相談体制の

充実を図ります。 

 

市民協働課 

・市役所にポルトガル語・スペイン語・英語・フィリピン語（タガログ語・

ビサヤ語）の通訳者(嘱託員)を常時配置し、各窓口での母国語による通訳

を実施 

・翻訳者としてポルトガル語２名、スペイン語２名、英語２名、タガログ語

２名、中国語１名を雇用し、担当課からの依頼に基づき母国語での情報提

供の支援 

・外国語版広報やいづを毎月発行するとともに、外国人生活ガイドブックを

転入者に配布し、行政・日常の生活情報や防災情報の発信に努めた。 

・外国人のための日本語教室(年 40回以上)の実施や外国人児童・生徒のため

の進路ガイダンスを実施 

・「やさしい日本語」についての研修開催 

 対象：新人職員 

 開催日：10月４日 

○ 
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

施策の方向 ◆具体的施策 ・具体的施策の内容 担当課 平成 28 年度実績 進捗評価 女性活躍 

基本目標Ⅲ 男女が共に能力を発揮するための就業環境・家庭環境づくり  

重点目標１ 就労支援及び就業環境の改善  

(1)雇用の場における

男女共同参画の推進 

◆労働条件に関する情報の収集・提供による啓発 

労働環境に関するパンフレットの配布や広報掲載などを

通じて、啓発に努めます。 

産業政策課 

広報、パンフレット等による啓発 

労働に関する相談窓口についての情報等を提供 ○ 

 

◆就業希望者への就業支援 

各種就業情報について関係機関と連携を図りながら、就業

希望者に対し面接会を行います。 
産業政策課 

広報、パンフレット等による情報提供 

サンライフ焼津に就業・内職情報コーナーを設置 

「志太三市合同企業ガイダンス 2017」 開催日：6 月 10 日 

 

○ 

 

◆情報紙への企業・団体紹介記事の掲載による啓発 

男女共同参画に積極的に取り組んでいる企業や団体を情

報紙に掲載し、紹介します。 
市民協働課 

・（再掲）市ホームページで市内男女共同参画社会づくり宣言事業所の一覧を

掲載 

・（再掲）「A しおかぜ」で市内企業の取り組みについて紹介 

 

 ○ ○ 

(2)女性の能力向上に

向けた機会の充実 

◆女性の職業能力発揮のための学習機会の充実 

講座や講習会の充実により職業能力発揮のための学習機

会の提供に努めます。 

市民協働課 
・県、あざれあ主催事業についてチラシ配布等、広報活動に協力 

 
○ 

 

産業政策課 
サンライフ焼津指定管理者による就業に役立つパソコン技能講習教室を開催 

 
○ 

 

◆農業従事者に対する男女共同参画の啓発 

関係団体との情報交換、経営研修、技術研修などを通じて

男女共同参画に関する啓発に努めます。 
農政課 

焼津市農業総合支援協議会への女性委員としての参画、農業関係者、各機関

との情報交換 

家族経営協定の推進 

 

○ 

 

(3)女性の就労支援 ◆母子家庭に対する自立支援の充実 

ハローワークなどと協力し、主体的な能力開発の取組みを

支援し、再就職の促進を図ります。 

子育て支援課 

ハローワークが作成した就労自立促進事業についての案内チラシを配布し、

再就職の促進を図る。地域福祉課、ハローワークと三者で連携。 ○ 

 

◆女性の就労支援のための学習機会・相談体制の充実 

関係各課が連携を図りながら、講座・講習会の開催や相談

体制を充実させ、再就職をめざす人を支援します。 産業政策課 

サンライフ焼津指定管理者による就業に役立つパソコン技能講習教室を開催 

 

 

○ 

 

市民協働課 
県、あざれあ主催事業についてチラシ配布等、広報活動に協力 

 
○ ○ 
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

 

重点目標２ 職業生活と家庭生活との両立支援  

(1) 仕事と家庭の両立

のための環境の整備 

◆仕事と家庭の両立に対する企業などへの理解促進 

仕事と家庭の両立の必要性についての啓発活動を推進し

ます。 

市民協働課 

・パンフレットによる情報提供 

・「A しおかぜコラム」で啓発記事を掲載 

 

 ○ ○ 

産業政策課 
パンフレットによる情報提供 

 
○ 

 

(2)仕事と家庭の両立

に関する制度の普及促

進 

◆育児休業、介護休業などの制度の周知、促進 

育児休業、介護休業などの制度について、市民や企業など

に周知を図り、制度の活用について働きかけます。 

市民協働課 
パンフレットによる情報提供 

 
○  

産業政策課 
パンフレットによる情報提供 

 
○ 

 

重点目標３ 子育てや介護を支える体制の充実  

(1)子育て支援の充実 ◆保育サービスの充実 

安心して子育てできる環境の整備のため、一時預かりや障

がい児保育・延長保育・病後児保育なども含め各種保育サ

ービスの充実に努めます。 

こども育成課 

一時預かり 10 か所 病後児保育 3 か所 

障害児保育 5 か所 延長保育  13 か所 

(各種サービスの提供を計画どおり実施した)。 
○ 

 

◆放課後児童クラブの充実 

保護者が就労などにより昼間、家庭にいない児童に対し提

供している、放課後の遊びや生活の場を充実します。 

子育て支援課 

市内 21 クラブ(26 支援の単位) 

委託 21 クラブ 児童 980 人 ○ 

 

◆子育てに関する相談機会の充実 

子育てに関する相談の機会を充実させるため、関係機関の

連携の強化や相談員の資質向上を行い、専門的な相談にも

応じることができるよう努めます。 

こども家庭 

相談課 

家庭が抱える多種多様な相談ニーズに対して、関係部署、機関と連携して対

応した。  

家庭児童相談 4,905 回 こどもの発達相談 887 回 養育支援訪問 645 回 

○ 

 

健康増進課 

年齢に合わせた相談事業 

６か月児相談 944 人 ２歳３か月児相談 99 人 

３歳６か月児相談 49 人 

健康相談室 2,108 人 心理相談 518 人 

電話による育児相談事業 

○ 

 

社会教育課 
家庭教育支援チームによる子育て相談 

 
○ 
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

◆地域における子育て支援の充実 

ファミリー・サポート・センター事業や地域子育て支援セ

ンター、家庭教育学級などの充実に努め、地域における子

育て・子育ちを支援します。 
子育て支援課 

ファミリー・サポート・センター事業の実施 

(平成 26 年度より利用料助成を開始) 

会員数：依頼会員 648 人・提供会員 126 人・両方会員 35 人 

利用件数：2,383件 

地域子育て支援拠点事業(一般型)の実施(子育て親子の支援を行うとともに、

各種事業、育児相談等を行う) 

○ ○ 

社会教育課 
焼津市家庭教育支援チームの活動 親子でふれあい、親同士、子ども同士の

交流、仲間作りができた。 
○ 

 

◆子育てに関する講習会などの機会の充実 

子育てに関する知識を深めるための学習機会の充実に努

めます。 

子育て支援課 
子育て支援拠点における育児講座等の開催 

 
○ 

 

健康増進課 
母子健康手帳の交付時における教育・相談：983件 

子育て教室 214 人 
○ 

 

社会教育課 
就学時健診等を活用した子育て講演会 13 回 

 
○ 

 

(2)介護支援の充実 ◆介護支援の充実 

在宅介護における家族の負担を軽減するため、介護支援の

充実に努めます。 

長寿福祉課 

在宅寝たきり老人等介護手当支給事業 245 人支給 

 ○ 

 

◆高齢者見守り体制の充実 

企業や民生委員・児童委員などと連携し、地域高齢者の見

守り体制を充実させます。 
長寿福祉課 

高齢者安心サポート事業の実施 

（協定企業等） 

市内新聞販売店（6店舗）、郵便事業株式会社焼津支店、静岡県信用金庫協会

（市内 4信用金庫）、焼津市地域包括支援センター（4 か所） 

○ 
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

施策の方向 ◆具体的施策・具体的施策の内容 担当課 平成 28 年度実績 進捗評価 女性活躍 

基本目標Ⅳ 男女の生涯を通じた心身の健康づくりの充実と DV の防止  

重点目標１ 男女の心身の健康保持と増進  

(1)ライフステージに

応じた心とからだの健

康支援 

◆健康診査の充実 

生活習慣病などの疾病予防を目的とした特定健診やがん

検診などの充実を図ります。 

人事課 
職員定期健診：対象職員数 767 人・定期健診 365 人・人間ドック（390 人） 

（計画どおりの時期・回数・対象者・内容で実施） 
○ 

 

健康増進課 

基本健診(生保) 55 人・がん検診(胃がん 4,954 人、子宮がん 3,028 人、乳が

ん 4,219 人、結核肺がん 11,618 人、大腸がん 11,859 人、前立腺がん 5,120

人)・ピロリ菌胃がんリスク検診 906 人・肝炎検診 1,303 人・成人歯科健診(節

目 1,718 人、妊婦 322 人)・骨粗しょう症検診 363 人の実施 

○ 

 

学校教育課 
教職員：定期健診 253 人・人間ドック 295 人・指定年令健診 100 人 児童：

定期健診 7,519 人 生徒：定期健診 3,779 人 
○ 

 

保険年金課 
健康診査：6,386 人 

人間ドック・脳ドック助成：235 人 
○ 

 

◆健康に関する市民活動の充実 

健康づくり食生活推進協議会、保健委員協議会などにおけ

る健康に関する取り組みを支援します。 健康増進課 

各種教室や講座を通じてライフステージや性別、活動状況等に応じた食育の

普及 

健康づくり食生活推進協議会による地区活動及び保健協力事業の活動回数：

59 回 

保健委員協議会による「食」や「運動」の健康講座の開催回数：52 回 

○ 

 

◆健康に関する意識啓発の充実 

市民の健康づくりへの意識を高めるため、関係団体との連

携によるイベント、講演会などの機会を通じて健康に関す

る啓発活動の充実に努めます。 

健康増進課 

健康づくり講演会、食生活セミナー、生活習慣病予防講演会、乳がん検診啓

発講演会、医師及び薬剤師による講座、健康マイレージのつどいの開催回数：

10 回 

地域からの依頼による出前健康講座の開催回数：23 回 

「広報やいづ」「健康ガイド」による啓発 

○ 

 

地域福祉課 

精神保健福祉研修会「明日を明るくする人間関係～正しいＳＯＳのとらえ方

とコミュニケーション（講師：職業訓練インストラクター・コミュニケー

ションアドバイザー：松本 純）」開催（うつ自殺対策） 

12 月７日 焼津文化会館小ホール  251 人 

メンタルヘルスやゲートキーパーに関する知識の普及 

○ 

 

◆健康の維持・増進につながるスポーツ活動などの充実 

身体を動かす機会を提供し、市民の健康維持、増進に努め
健康増進課 

健康づくりウォーキング事業 

元気隊ウォーキング 8 回 303 人 
○ 
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

ます。 ウォーキング推進員 研修・連絡会 3 回 48 人 

スポーツ 

振興課 

市主催スポーツ教室 27 教室 4,177 人 

地域交流スポーツ祭 6競技 3,122 人 

市民トリム大会（焼津アルプスウォーキング） 1 回 148 人 

○ 

 

◆生きがいづくりの推進 

生きがいづくりの場を充実させ、生涯学習や積極的な社会

参加への支援を行います。 

長寿福祉課 
さわやかクラブやいづの活動支援 会員 2,220 人 

ミニデイサービス事業支援 58団体 
○ 

 

社会教育課 
9 公民館で高齢者学級の開催 

 
○ 

 

市民協働課 
まちづくりコーディネーター養成講座の実施 

開催期間：9 月～12 月 全 4 回開催 延べ 43 人参加 
○ 

 

◆心とからだの相談事業の充実 

心やからだに関する相談事業の充実に努めると共に、悩み

を抱える人々や支える人々を支援します。 

 

健康増進課 
生活習慣病予防のための相談、栄養相談、その他の健康相談 148 回 285 人 

健康手帳の交付 56 人 ○ 
 

人事課 

3 市合同職員カウンセリング事業 

焼津市では出張相談をウエルシップにて年間 8 回開催。常設会場(静岡)では

面談及びメールや電話での相談を常時受け付けている。 

(藤枝市、島田市において各 8 回 年間計 24 回実施) 

○ 

 

地域福祉課 
相談体制の常設 

精神疾患を持つ方の相談に随時対応 
○ 

 

長寿福祉課 

市が業務委託している市内４か所の地域包括支援センターと相談業務の充実

を図るため定期的に会議を開催して話し合うほか、実施業務についての評価

や指導も行っている。 

・主任介護支援専門員部会(月 1 回) 

・社会福祉士部会(月 1 回) 

・保健師看護師部会(月 1 回) 

・認知症地域支援推進員部会(月 1 回) 

・事務連絡会議(月 1 回程度) 

・地域包括支援センター長会議(年 1 回) 

・地域包括支援センター運営協議会(年 2 回) 

・自己評価表ヒアリング(年 1 回) 

○ 
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

・指定介護予防支援事業所実地指導(2 年に 1 回) 

(2)母子保健の充実 ◆妊婦、乳幼児に対する健診などの充実 

母子健康手帳の交付や妊婦・乳幼児に対する健康診査の受

診を促進し、母子保健の充実に努めます。 

健康増進課 

妊婦健康診査 妊産婦訪問指導 乳児家庭全戸訪問 

乳幼児健康診査 4 か月、10 か月、1歳 6 か月、3歳 ○ 

 

◆妊産婦・乳幼児の健康に関する相談機会の充実 

妊産婦・乳幼児の健康に関する相談機会の充実に努めま

す。また、関係機関の連携の強化や相談員の資質の向上に

より、専門的相談に応じることのできるよう努めます。 

健康増進課 

妊産婦訪問指導 

乳幼児健康相談 6 か月、2歳 3 か月 
○ 

 

◆妊娠・出産・育児に関する講習会などの機会の充実 

妊娠・出産・育児に関する知識を深めるため、保護者への

学習の機会の充実に努めます。 

健康増進課 

子育て教室 214 人 

○ 

 

(3)性と生殖に関する

情報の提供や学習機会

の充実 

◆性に関する学習機会の充実 

性に関する正しい知識や理解を身につけ、望ましい行動が

取れるように、発達段階に応じた学習機会を提供します。 

学校教育課 

保健体育の授業、学級活動等で学年の実態に合った指導を行った。保健と教

育とが連携した指導の実施について検討した。 ○ 

 

◆不妊治療に関する支援 

不妊治療に関する経済的支援を行います。 
健康増進課 

不妊・不育治療の経済的負担の軽減を図るため、治療費の支援を実施した。 

特定不妊治療 216 人 33,754,151円 

一般不妊治療  46 人   1,856,895円 

不育治療    3 人   72,499円 

○ 

 

重点目標２ DV など人権侵害にかかわる暴力の根絶【焼津市 DV 防止基本計画】  

(1)暴力防止に向けた

広報・啓発・情報提供の

充実 

◆セクハラ、DV などの暴力防止に向けた広報・啓発・情

報提供の充実 

セクハラ、DV などの暴力防止に関し、広報紙を通して啓

発します。 

市民協働課 
・リーフレットによる啓発 

・「A しおかぜ」に広報記事を掲載 
○ 

 

こども家庭 

相談課 

公共施設（50 か所）へのポスター掲出、ちらしの設置 
○ 

 

◆セクハラ、DV などの暴力防止に関する講座の開催 

セクハラ、DV などの暴力防止に関する講座を開催しま

す。 

市民協働課 3 市合同児童虐待撲滅キャンペーンの啓発に協力 ○  

こども家庭 

相談課 

3 市合同児童虐待撲滅キャンペーン特別講演「一緒に生きて行こう。」 

講師：家田荘子（作家・僧侶）12 月 24 日開催 参加者 212 人 

リーフレット 6,000冊、啓発グッズ 4,500個 

○ 
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

(2)暴力の根絶のため

の相談・研修体制の充

実 

◆DV などの人権侵害に関する相談体制の充実 

DV などの相談体制の充実や相談者の安全確保の充実に

努めます。 

 

 

こども家庭 

相談課 

DV相談を受付け、他機関と連携し被害者の一時保護などの支援を実施した 

・母子生活支援施設入所(措置)事業 

平成 28 年度入所者：１世帯(母子２名)継続中 

・市独自の一時保護事業「母子等短期保護事業」を立ち上げた。 

○ 

 

市民協働課 

女性相談室事業 

相談実績 58件（うち DV に関する相談 4件） 

「広報やいづ」に毎月相談日を掲載 

広報用パンフレット・カードを市内各所に設置 

 

○ 

 

くらし安全課 
市民相談室・大井川福祉センターの 2 会場 人権相談 16件 

※静岡法務局や他機関と連携しながら相談業務を実施した。 
○ 

 

長寿福祉課 

焼津市高齢者・障害者虐待防止連絡会 1 回開催 

連絡会委員が所属する団体では虐待防止、早期発見に関してどのような役割

を担えるか意見交換をした。 

○ 

 

◆暴力防止に関する市職員の研修機会の充実 

担当職員は、暴力防止に関する基礎知識や DV などの被害

者の保護に関する研修などに参加し、資質向上に努めま

す。 

人事課 
警察 OB を講師に招き、外部からの暴力行為に対する訓練を焼津市立幼稚園・

保育園にて開催 
○ 

 

こども家庭 

相談課 

県女性相談センターの研修会等への参加(8 名) 

 
○ 

 

市民協働課 
県・市主催の DV に関する研修会に参加 

 
○ 

 

くらし安全課 
暴力追放運動推進センターの研修会に参加 

 
○ 

 

◆セクハラやパワハラの防止研修の実施 

市職員研修において、職場のセクハラやパワー・ハラスメ

ント(以下、パワハラ)をテーマに研修会を実施し、防止に

努めます。また、企業などの実施する研修会などに専門知

識を持ったアドバイザーを派遣します。 

人事課 

ハラスメント予防研修（主幹職対象） 

セクハラ及びパワハラの防止について、主幹級職員を対象に基本的事項の

再認識を重点に研修を実施予定 

日時：1 月 25 日 参加者：主幹級職員 

講師：㈱フジ EAP センター 高林真子氏 

○ 

 

市民協働課 
ハラスメント予防研修（主幹職対象）を人事課と共同開催 

 
 ○  
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進捗評価 ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの  

女性活躍 ○：女性活躍推進に該当 

(3)DV などの被害者へ

の自立支援の充実 

 

◆DV などの早期発見・早期対応 

関係機関と連携し、市民からの相談・通報・保護依頼など

に対し、迅速に対応します。 

こども家庭 

相談課 

警察や女性相談センターと連携し、ＤＶ被害者の安全確保を最優先に考え支

援を行った。相談件数：22件 

 

○ 

 

地域福祉課 
障害者虐待防止法に基づき実施。相談件数：３件 

 
○ 

 

長寿福祉課 
高齢者虐待防止法に基づき実施。 

 
○ 

 

◆DV などの被害者の生活再建に向けた支援 

県や警察、民生委員・児童委員などと連携し、DV などの

被害者の状況に応じた生活支援を行います。 

こども家庭 

相談課 

DＶ被害者の自立支援のため、関係部署・機関と連携し、転出先・転園・転

校・経済・就労・安全確保などの支援を行った。（50件） 
○ 

 

地域福祉課 障害者虐待防止法に基づき実施。 ○  

長寿福祉課 高齢者虐待防止法に基づき実施。 ○   


