資料７

平 成 ２ ８ 年 度
石岡市男女共同参画基本計画に基づく
実施計画事業進捗状況一覧

基本目標に基づく施策の展開方向
１

男女の人権の尊重と正しい男女共同参画理念の普及啓発

１－１－１
１－１－２
１－１－３
１－１－４
１－２－１
１－２－２
１－２－３
１－３－１
１－３－２
１－３－３
１－３－４

２

職場での平等，家庭や地域での生活と仕事の両立

４－１－１
４－１－２
４－１－３
４－２－１
４－２－２
４－２－３
４－３－１
４－３－２
４－３－３
４－４－１
４－４－２
４－４－３

仕事と生活の調和に関する意識啓発の推進
仕事と子育て・介護等との両立支援策の推進
地域活動への男女共同参画の促進
男女雇用機会均等の推進
ポジティブ・アクションの推進
女性の能力発揮，再就職支援
介護保険制度の適切な運用
高齢者・障害者の自立した生活の支援
高齢者虐待の防止
女性の健康管理・保持促進
妊娠・出産等に関する健康支援
性感染症の予防等に対する知識の普及・啓発

男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行等の見直し

２－１－１
２－１－２
２－１－３
２－２－１
２－２－２
２－２－３

３

男女共同参画に関する情報の提供，理念の普及
多様な媒体を通じた情報提供・啓発
地域に根ざした啓発活動（市民との協働）
男女がともに理解し合う社会
学校教育における教育・学習の充実
家庭や地域における教育・学習の充実
女性のエンパワーメント，学習機会の充実
女性の人権尊重のための啓発
適切な情報提供・相談機能の充実
ＤＶ等被害女性の保護と自立支援
適切な相談対応のための調査・研究

４

地域や家庭等での慣行の見直し
苦情等相談窓口の充実
社会制度等の見直しに係る情報の提供
メディアを活用した男女共同参画の推進
青尐年等に影響を及ぼすメディア環境の整備
メディアを読み解く能力の向上

あらゆる分野における政策・方針決定過程への共同参画

３－１－１
３－１－２
３－１－３
３－２－１
３－２－２
３－２－３

審議会・委員会等への女性の参画促進
女性の登用・人材育成
女性の人材情報の収集・提供
チャレンジ支援のための情報収集・提供
チャレンジする人への相談機能の充実
チャレンジモデルの提供

５

国際的な視野に立った男女共同参画の推進

５－１－１
５－１－２
５－２－１
５－２－２
５－２－３

国際的動向の把握と情報提供
国際的動向を踏まえた施策の展開
国際交流の推進
国際理解教育の推進
外国人が暮らしやすい環境の整備

番号

1.1.1

1.1.2

事

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

担当課

施策の
展開方向

若者に対する啓発事業（新規）

・婚姻届を提出する市民向けに男女共同参画パンフレットを市
男女共同参画パンフレットの配布等，若者に対す 民課・市民窓口課にて継続配布します。
る広報活動を重点的に実施する。
・小中学校出前講座実施時に，男女共同参画啓発資料を配布予
定です。

・小中学校出前講座実施時に，男女共同参画啓発資料を配布予
定.

政策企画課

1-1-2

事業所・企業啓発事業（新規）

・引き続き，男女共同参画を推進している企業・施設・人への
取材記事を広報いしおか（ハーモニーコーナー）に掲載してい
茨城県と連携を図り，市内の事業所・企業を訪問
ます。
し，ポジティブ・アクションの推進をはじめとし
た，男女共同参画についての取り組みについて啓
≪平成27年度取材先≫
発する。
石岡市医師会病院，木村生花店，日本ナショナル製罐株式会
社，県畜産センター，園部保育所，FC石岡レディース，

市内の事業所に対して，ワーク・ライフ・バランスの積極的な
推進を呼びかける。（予定）

政策企画課

1-1-2

政策企画課

1-1-1
1-1-3

政策企画課

1-1-1

政策企画課

1-1-1

次のとおり，さわやかハーモニーセミナーを開催しました。

1.1.3

平成28年度実施事業（予定を含む）

男女共同参画セミナー

市民を対象に，各分野から男女共同参画推進の
テーマに沿った講師を招き，セミナーを開催す
る。

日時：平成28年2月27日（土） 午後2時～
場所：石岡ひまわりの館
講師：斎藤 美央氏（株式会社エンパブリック）
演題：「自分の生き方・働き方は自分で決める』
参加者：102名

次のとおり，さわやかハーモニーセミナーを開催します。
【第1回】
日時：平成28年11月27日（日） 午後1時～
場所：石岡ひまわりの館
講師：池田 恵子氏（静岡大学教育学部教授）
演題：男女共同参画の視点から考える防災・減災
参加者：22名
【第2回】
日時：平成29年1月28日（土） 午後1時～
場所：石岡ひまわりの館
講師：巻き寿司教室ぐるり（神奈川県横浜市）
演題：「切って楽しい，食べておいしい 巻き寿司教室」
参加者：11組22名の父子

○引き続き，広報いしおかに「ハーモニーコーナー」を掲載し
ています。

1.1.4

広報紙による啓発

≪平成27年度掲載内容（平成27年7月末時点）≫
・男女共同参画において先進的な事例となる企業・施設・人へ
の取材
毎月１回，市の広報紙「広報いしおか」に「ハー （石岡市医師会病院，木村生花店，石岡市農業委員会，日本ナ
モニーコーナー」を設け，男女共同参画に関する ショナル製罐株式会社，県畜産センター）
ことや，市の施策，国・県事業の情報を提供す
・国等が実施する男女共同参画事業を紹介
る。
（農業女子プロジェクト（農林水産省），理工チャレンジ（リ
コチャレ）（内閣府））
・さわやかハーモニーセミナーの案内・報告（予定）

○随時，広報いしおかを活用し，情報発信を行っています。
≪平成28年度掲載内容≫
・ハーモニーフライト参加報告
・イクボス宣言
・さわやかハーモニーセミナーの開催案内・実施報告（予定）
○引き続き，広報いしおか毎月15日号の相談窓口一覧に離婚・
DV等に関する相談窓口として市の「女性のための困りごと相
談」・県の「女性相談センター」を掲載しています。

○広報いしおか毎月15日号の相談窓口一覧に離婚・DV等に関
する相談窓口として市の「女性のための困りごと相談」・県の
「女性相談センター」を掲載しています。

1.1.5

国・県の啓発事業との連携

国の「男女共同参画週間」，県の「男女共同参画 ・国・県の事業について，チラシ・ポスター・ホームぺージ・
推進月間」にあわせ，集中的に啓発活動を行う。 広報いしおか等をとおして周知しています。
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・引き続き，国・県の事業について，チラシ・ポスター・ホー
ムぺージ・広報いしおか等をとおして周知しています。

番号

1.1.6

事

業

各種事業との連携

事業概要

平成27年度事業（実績）

市主催で行われる市民参加のイベントや事業と連 公共施設やイベント等において，男女共同参画事業のチラシ配
携し，効果的な普及啓発を図る。
布・ポスター掲示等を行い，周知しています。

女性の様々な分野へのチャレンジに対する支援に
ついて，情報の提供や，身近な事例の収集・紹介
関係機関が開催するチャレンジ支援講座の情報を，チラシ配
により，意識啓発に努めるとともに，県女性プラ 布やホームページ掲載による広報を実施しました。
ザ男女共同参画支援室や（財）21世紀職業財団等
の関係機関と連携し，相談体制を整備する。

平成28年度実施事業（予定を含む）
※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

引き続き，公共施設やイベント等において，男女共同参画事業
のチラシ配布・ポスター掲示等を行い，周知しています。

引き続き，関係機関が開催するチャレンジ支援講座の情報を，
チラシ配布やホームページ掲載によって広報します。

担当課

施策の
展開方向

政策企画課
関係各課

1-1-2

政策企画課

1-1-3

1.1.7

チャレンジ支援

1.1.8

計画訪問での人権教育の啓発

計画訪問の際に，全教員の授業（道徳・特別活動を含む）を
市内26校（園）に計画的に訪問し，教育的な課
参観し，指導体制や指導のあり方，教室環境等について助言・
題・目標等を聞くとともに，授業参観をする。教
指導を行った。人権教育の全体計画や年間指導計画の検閲及び
育全般について，指導・助言を不える。
助言・指導を行った。

６月から１１月までの間にすべての幼・小・中学校（園）26
校を訪問指導する予定。

教育総務課

1-1-4

人権教育講演会

市内全教職員（500人）対象に中央公民館で実施
▽平成27年８月７日（金）
講師を招き講演会をもつ。市内全教職員に，人権
▽講師 つくば市社会教育指導員
教育の推進について啓発する。
小倉 洋子先生
▽演題 「日本語の魅力」

市内全教職員（500人）対象に中央公民館で実施
▽平成28年8月９日（火）
▽講師 茨城大学非常勤講師
有賀 絵理先生
▽演題 「障がい者差別解消法とインクルシブな社会
について」

教育総務課

1-1-4

政策企画課

1-2-3

教育総務課

1-2-1

1.1.9

1.2.1

1.2.2

小中学校への出前講座（新規）

心の教育の推進

茨城県と連携し，小中学生に対し，男女共同参画
についての出前講座を実施する。

【市立林小学校】
日時：平成27年7月15日（水） 午後1時55分～
対象：5年生17名，6年生35名（計52名）
講師：茨城県女性プラザ 方波見 真弓 氏
テーマ：「一人ひとりがかがやく未来のために」
※女性プラザモデル事業として実施
【市立国府中学校】
日時：平成27年9月17日（水） 午後2時55分～
対象：2年生59名
講師：保育士（男性），バス運転手（女性），
ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾅｰ（男性），技術者（女性）
テーマ：性別にとらわれない職業選択について

【市立府中小学校】
日時：平成28年7月6日（火） 午後1時50分～
対象：6年生77名
講師：茨城県女性プラザ 方波見 真弓 氏
テーマ：「みんなが自分らしく生きるために」
【市立園部中学校】
日時：平成28年9月23日（金）午後2時50分～
対象：2年生71名
講師：茨城県女性プラザ 方波見 真弓 氏
テーマ：「よりよい関係を築くために
～デートDV防止～」
※女性プラザモデル事業として実施

各校において年間指導計画の作成及び実践各校1名豊かな心
各校において年間指導計画の作成及び実践各校1名豊かな心
育成コーディネーターをおき，豊かな心を育てる活動の推進
育成コーディネーターをおき，豊かな心を育てる活動の推進
11月１日教育月間にちなんで市内全幼・小・中学校，高等学
道徳教育・特別活動・総合的な学習の時間を中心
11月2日教育月間にちなんで市内全幼・小・中学校，高等学
校及び関係団体の協力を徔て「合同あいさつ運動」を実施予定
に，各校で，心の教育を重点目標として推進す
校及び関係団体の協力を徔て「合同あいさつ運動」を実施
11月13日市内全小中学校の代表児童生徒を集め，第2回い
る。
11月13日市内全小中学校の代表児童生徒を集め，いじめ防
じめ防止フォーラムを実施予定
止フォーラムを実施
石岡市「豊かな心育成協議会」を年2回実施予定（6月・2
石岡市「豊かな心育成協議会」を年2回実施（6月・2月）
月）
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番号

事

業

事業概要

1.2.3

薬物乱用防止教室

講師を招き，中学生全員に，薬物乱用防止につい
て講演する。

1.2.4

【再掲】計画訪問での人権教育の
啓発

1.2.5

【再掲】人権教育講演会

1.2.6

石岡市食生活改善事業

平成27年度事業（実績）

市内全小中学校で実施
※小学校は高学年
年間１～２回実施
講師は警察職員・学校医・民間団体等

平成28年度実施事業（予定を含む）
※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

市内全小中学校で実施
※小学校は高学年
年間１～２回実施予定
講師は警察職員・学校医・民間団体等

担当課

施策の
展開方向

教育総務課

1-2-1

市内26校（園）に計画的に訪問し，教育的な課
題・目標等を聞くとともに，授業参観をする。教
育全般について，指導・助言を不える。

教育総務課

1-2-1

講師を招き講演会をもつ。市内全教職員に，人権
教育の推進について啓発する。

教育総務課

1-2-1

地域において，食生活に関する知識の普及と食育の推進をす
る。
○委託事業の実施
生活習慣病予防減塩推進スキルアップ事業，シルバー認知症
予防教室，食文化伝承事業
○生活習慣病予防料理講習会
○地産地消講習会
○牛乳・乳製品を使った料理講習会
○こどもの食育
○イベント会場での普及推進活動
○その他，市協力依頼による活動
【1,200】

健康増進課

1-2-2

市内1９の全小学校で児童クラブを開設
・登録児童数719名（4/1時点）
・支援員数99名（4/1時点）

生涯学習課

1-2-2

政策企画課

1-2-2
1-2-3

石岡地区，八郷地区の食生活改善推進員が市から
委託をうけ，消費生活展，良い食生活をすすめる
ためのグループ講習会，茨城の郷土料理普及，親
子の食育教室等の活動を行う。
食生活改善推進員協議会が市から委託をうけ，消
費生活展，茨城の郷土料理普及，親子の食育教室
等の活動を行う。

地域において，食生活に関する知識の普及と食育の推進をす
る。
○委託事業の実施
ヘルスメイトがTUNAGUパートナーシップ事業，生涯骨太
クッキング，食文化伝承事業
○生活習慣病予防料理講習会
○地産地消講習会
○牛乳・乳製品を使った料理講習会
○こどもの食育
○イベント会場での普及推進活動
○その他，市協力依頼による活動
【1,350,000】

1.2.7

放課後児童対策事業

両親が共働きなどで，下校後家庭に家族がいない
瓦会小学校を除く市内18の小学校で児童クラブを開設
児童について，単なる遊び場や生活の場ではな
・登録児童数685名（4/1時点）
く，児童の健全育成を図るため児童クラブを開設
・支援員数101名（4/1時点）
する。

1.2.8

【再掲】男女共同参画セミナー

市民を対象に，各分野から男女共同参画推進の
テーマに沿った講師を招き，セミナーを開催す
る。

1.2.9

出前講座

各種団体やグループ等が行う学習会等で，職員が 各種団体やグループから依頼があり次第，随時対応します。
男女共同参画について説明する。
実績なし。

各種団体やグループから依頼があり次第，随時対応します。
実績なし。

政策企画課
生涯学習課

1-2-2

県海外派遣事業「ハーモニーフラ
イト」参加者募集

県が主催する，人材育成を目的とした女性の海外
派遣事業に参加する市民を募集する。

事業概要について，チラシ・ホームページ・広報いしおかに
よって周知しました。
当市からの参加者：1名
（参考）
平成27年11月15日～20日
研修先：フィンランド

事業概要について，チラシ・ホームページ・広報いしおかに
よって周知しました。
当市からの参加者なし

政策企画課

1-2-3

1.2.10
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番号

事

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

平成28年度実施事業（予定を含む）
※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

担当課

施策の
展開方向

【再掲】チャレンジ支援

女性の様々な分野へのチャレンジに対する支援に
ついて，情報の提供や，身近な事例の収集・紹介
により，意識啓発に努めるとともに，県女性プラ
ザ男女共同参画支援室や（財）21世紀職業財団等
の関係機関と連携し，相談体制を整備する。

政策企画課

1-2-3

1.3.1

相談窓口の周知

・毎月広報いしおかに各種相談窓口の予告記事を掲載し，市民
「広報いしおか」や市のホームページで各種相談 に周知した。
窓口の周知に努める。
・ホームページで，各種相談業務の案内を掲載し，市民に周知
した。

引き続き，広報いしおかやホームページを利用して周知する。

政策企画課
健康増進課
こども福祉課
社会福祉課
秘書広聴課

1-3-1
1-3-2

1.3.2

国事業との連携

毎年11月に実施される「女性に対する暴力をなく
す運動」の期間に合わせ，意識の啓発を行い，女 女性に対する暴力防止に関するチラシ・ポスター等により，周
性の暴力の問題に関する取り組みの強化に努め
知しました。
る。

女性に対する暴力防止に関するチラシ・ポスター等により，周
知しています。

政策企画課

1-3-2

1.3.3

ハラスメント防止研修

管理監督者等職員を対象とした，セクハラ・パワ
ハラなどのハラスメント防止のための研修を定期 実績なし
的に実施する。

管理監督者職員を対象とした，セクハラ・パワハラなどのハラ
スメント防止の研修を実施予定。

総務課

1-3-1

1.3.4

女性問題支援ネットワーク会議

石岡市女性問題支援ネットワーク会議を開催しました。
（平成27年月5日26日実施）
市関係各課及び関係機関が連携し，ＤＶ問題等に ・石岡警察署管内におけるＤＶ被害の現状
ついて，総合的かつ計画的な解決支援を行う。
・平成26年度相談件数の報告
・関係機関・関係各課におけるＤＶ対応連携体制の確認
・各委員より，ＤＶ支援関連の事前提出資料について説明

石岡市女性問題支援ネットワーク会議を開催しました。
（平成28年9月26日実施）
・石岡警察署管内におけるＤＶ被害の現状
・平成27年度相談件数の報告
・関係機関・関係各課におけるＤＶ対応連携体制の確認
・各委員より，ＤＶ支援関連の事前提出資料について説明

政策企画課

1-3-2
1-3-3
1-3-4

1.3.5

女性相談員協議会

「女性のための困りごと相談」において，相談者
関係機関・関係各課・相談員のネットワークを強化するため， 関係機関・関係各課・相談員のネットワークを強化するため，
に対し適切に対応するため，情報の把握に努める
平成27年度より，石岡市女性問題支援ネットワーク会議に統合 平成27年度より，石岡市女性問題支援ネットワーク会議に統合
とともに，相談事案の調査・研究を行う。
しました。
しました。

政策企画課

1-3-2
1-3-4

1.3.6

女性のための困りごと相談

女性相談員が，ＤＶや離婚・子育てなどの家庭内 毎月第2・3・4木曜日に実施
の悩みを中心に，さまざまな困りごとの相談を受
開催回数：72回
ける。
予約数：40回

政策企画課

1-3-2

1.2.11

毎月第２・３・４木曜日に実施。
開催回数：81回
予約数：31回
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平成28年度実施事業（予定を含む）
番号

事

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

関係機関との連携強化

・要保護児童対策協議会・子育て支援ネットワーク会議・石岡
市女性問題支援ネットワーク会議により，関係各課と情報を共
要保護児童対策事業や母子保健事業との連携を強
有する予定です。
化することにより，早期の発見，対応に努める。
・DV事案について，必要に応じて関係各課と情報を共有し，
対応しています。

1.3.8

法律相談

弁護士が，相続・離婚・金銭貸借などの民事案件
について相談に応じる。

1.3.9

子育て支援短期利用事業

緊急一時的に母子を保護することが必要な場合
に，施設等で一定期間養育・保護を行う。

利用実績

○地区
6地区（国府・東・府中・六軒・南台・小幡）
○会員数 276人（H28.3.31現在）
・子育て支援事業（ホットスペース）
・ハンセン病施設慰問（東京都）
・チャリティーバザー
・敬老会支援 等

1.3.7

法律相談を全45回（相談者272人）
内訳
八郷総合支所10回（相談者 58人）
石岡市役所 35回（相談者214人）

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

・要保護児童対策協議会・子育て支援ネットワーク会議・石岡
市女性問題支援ネットワーク会議により，関係各課と情報を共
有する予定です。
・DV事案について，必要に応じて関係各課と情報を共有し，
対応しています。

引き続き，全46回を実施予定（年度）
実施済内訳
八郷総合支所 ２回（相談者14人）
石岡市役所
９回（相談者56人）

担当課

施策の
展開方向

政策企画課
健康増進課
こども福祉課

1-3-2

秘書広聴課

1-3-2

こども福祉課

1-3-3

生涯学習課

2-1-1

農政課

2-1-1

Ｈ28.12月末時点
０件
利用実績

０件

○地区
6地区（国府・東・府中・六軒・南台・小幡）
○会員数 276人（H28.3.31現在）
・子育て支援事業（ホットスペース）
・ハンセン病施設慰問（群馬県）
・チャリティーバザー
・敬老会支援 等

2.1.1

石岡市地域女性団体連絡協議会補
助

石岡市地域女性団体連絡協議会が行う，女性団体
の向上発展に必要な調査研究，女性の教養文化・
福祉活動の推進，講習会・研修会等の事業に対し
補助する。

2.1.2

家族経営協定の推進

女性や後継者が共同経営者として農業経営に参画
５組の家族経営協定を締結
するため，５組の家族経営協定を目標として，調
印に向けた取り組みを推進する。

2.1.3

【再掲】相談窓口の周知

「広報いしおか」や市のホームページで各種相談
窓口の周知に努める。

政策企画課
健康増進課
こども福祉課
社会福祉課
秘書広聴課

2-1-2

2.1.4

【再掲】女性のための困りごと相
談

女性相談員が，ＤＶや離婚・子育てなどの家庭内
の悩みを中心に，さまざまな困りごとの相談を受
ける。

政策企画課

2-1-2

１組の家族経営協定を締結
【その他】
H29.1に１組が家族経営協定を締結予定。
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平成28年度実施事業（予定を含む）
番号

事

2.1.5

【再掲】広報紙による啓発

毎月１回，市の広報紙「広報いしおか」に「ハー
モニーコーナー」を設け，男女共同参画に関する
ことや，市の施策，国・県事業の情報を提供す
る。

2.2.1

多様な受け手を意識した公的広報
の表現

「広報いしおか」など公的広報について，性別に
基づく固定観念にとらわれず，また，高齢者や年
尐者など多様な受け手を意識し，共感が徔られる
表現を行う。

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

担当課

施策の
展開方向

政策企画課

2-1-3

引き続き，多様な受け手を意識し，共感が徔られる紙面作りを
していく。

秘書広聴課

2-2-1

青尐年を育てる石岡市民の会補助

○支部数 19支部（H28.3.31現在）
○会員世帯数12,469世帯（H28.3.31現在）
・尐年の主張発表会（応募者数2,059名）
・「家庭の日」絵画・ポスターコンクール
かけがえのない社会の一員である青尐年が心身と
（応募状況 小学校286点 中学校64点）
もに健やかに成長することを願い，青尐年の健全
・あいさつ・声かけ運動
な育成の推進を市民ぐるみの運動として展開する
・子どもを守る110番の家（登録数1,038世帯）
ことを目的とする。
・視察研修
・土浦地区青尐年育成市民会議連絡会研修会（250名参加）
・青尐年健全育成茨城県推進大会（12名参加）
・広報誌配布(市内全戸配布)

○支部数 19支部（H28.3.31現在）
○会員世帯数12,469世帯（H28.3.31現在）
・尐年の主張発表会（2,008名）
・「家庭の日」絵画・ポスターコンクール
・あいさつ・声かけ運動
・子どもを守る110番の家（登録数1,038世帯）
・視察研修
・土浦地区青尐年育成市民会議連絡会研修会
・青尐年健全育成茨城県推進大会
・広報誌配布(市内全戸配布)

生涯学習課

2-2-2

石岡市青尐年相談員協議会補助

○石岡市青尐年相談員５７名
○定期街頭指導(５班体制)毎月１回年間４８回・早朝街頭指導
（５班体制)毎月１回年間１２回・一斉街頭指導年間６回・日没
青尐年相談員の活動に関する研究と資質の向上に
街頭指導８月中４回・列車内マナー向上指導春１回・秋１回・
努めるとともに，相談員相互の連絡及び非行防止
祭礼巡回指導７月（１日）・９月（３日）
に寄不する。
○青尐年相談員連絡協議会研修大会・第５ブロック研修会参
加・講演会・ 県外研修会実施。
○広報紙「青尐年相談員」だより」市内全戸配布年２回

○石岡市青尐年相談員６０名
○定期街頭指導(５班体制)毎月各１回の36回・早朝街頭指導
（５班体制)毎月１回の9回・一斉街頭指導5回・日没街頭指導
８月中４回・列車内マナー向上指導春１回・秋１回・祭礼巡回
指導７月（１日）・９月（３日）
○青尐年相談員連絡協議会研修大会・第５ブロック研修会参
加・講演会・ 県外研修会実施。
○広報紙「青尐年相談員」だより」市内全戸配布年２回（９．
４月）

生涯学習課

2-2-2

ＩＣＴ研修講座

管理職をはじめ，教職員一人ひとりのＰＣの活用
能力の向上を図るとともに，各校のリーダーを養
成する。全校の，校長，教頭，数人の教諭に対し
て実施する。

教育総務課

2-2-3

生涯学習課

2-2-3

環境浄化活動

広報紙作成時は，紙面の内容・イラスト等に性別に基づく固定
観念やかたよりがないよう作成している。また，どの世代に対
しても違和感なく読め，共感が徔られる表現をするよう心がけ
た。

夏季休業中に開催
▽ICT研修講座
▽会場 東小学校PC室
▽講師 東京書籍，大日本図書
デジタル教科書担当者２名

○石岡市青尐年相談員５７名 青尐年の健全育成に協力する店
訪問７月～１２月、延べ２94名 。「青尐年の健全育成に協力
青尐年が暴力情報，性的情報等の違法・有害情報
する店」登録１３２店舗達成。深夜徕徊啓発用ポケットティッ
を容易に入手することがないよう，事業者への働
シュ(４００個)，「茨城県青尐年の健全育成等に関する条例」
きかけと啓発活動を推進する。
チラシ(１５０枚)を全協力店に配布。
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夏季休業中に開催予定
▽ICT研修講座
▽会場 八郷支所101,102,103会議室
▽講師 茨城県教育研修センター
情報教育課 指導主事
大輪 和彦 先生
○石岡市青尐年相談員６０名 青尐年の健全育成に協力する店
訪問７月～１２月、延べ２７０名。「青尐年の健全育成に協力
する店」登録１３0店舗達成。深夜徕徊啓発用ポケットティッ
シュ(５００個)，「茨城県青尐年の健全育成等に関する条例」
チラシ(１５０枚)を全協力店に配布。

平成28年度実施事業（予定を含む）
番号

事

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

担当課

施策の
展開方向

石岡市女性人材登録制度（新規）

・名簿登録者（累計） 29名
市内在住・勤務の18歳以上の女性に「名簿」に登 ・閲覧件数 0件
・名簿登録者（類型） 31名
録してもらい，市の審議会・委員会における選考 ・委員としての採用 0件
・閲覧件数 1件
に利用する。
※平成27年4月より，公共施設に制度に関するポスターを掲示 ・委員としての採用 1件
し周知しています。

政策企画課

3-1-2

3.1.2

市地域防災計画上の位置付け（女
性の参画拡大）

阪神・淡路大震災や東日本大震災などの災害経験
から，女性のニーズなどを踏まえた予防，復旧，
復興対策等が行われなかったことの問題もあった
ことから，災害予防，災害復旧などについて，女
性の視点を取り入れた対策などを，現在作成して
いる市地域防災計画書の中に盛り込んで行く。

防災対策課

3-1-1

3.1.3

【再掲】男女共同参画セミナー

市民を対象に，各分野から男女共同参画推進の
テーマに沿った講師を招き，セミナーを開催す
る。

政策企画課

3-1-2

3.1.4

【再掲】県海外派遣事業「ハーモ
ニーフライト」参加者募集

県が主催する，人材育成を目的とした女性の海外
派遣事業に参加する市民を募集する。

政策企画課

3-1-2

3.1.5

【再掲】チャレンジ支援

女性の様々な分野へのチャレンジに対する支援に
ついて，情報の提供や，身近な事例の収集・紹介
により，意識啓発に努めるとともに，県女性プラ
ザ男女共同参画支援室や（財）21世紀職業財団等
の関係機関と連携し，相談体制を整備する。

政策企画課

3-1-3

3.1.6

【再掲】国・県の啓発事業との連
携

国の「男女共同参画週間」，県の「男女共同参画
推進月間」にあわせ，集中的に啓発活動を行う。

政策企画課

3-1-3

3.2.1

石岡市防災訓練（拡充）

石岡市防災訓練を開催する中で，積極的に女性団 総合防災訓練を実施。土浦協同病院付属看護専門学校や地域な
体の参加を促し，女性の視点からの防災について ど多数の女性が参加。
内容の充実を図っていく。
訓練参加者：１，１９１人

防災対策課

3-2-1

3.2.2

【再掲】男女共同参画セミナー

市民を対象に，各分野から男女共同参画推進の
テーマに沿った講師を招き，セミナーを開催す
る。

政策企画課

3-2-1
3-2-3

3.2.3

【再掲】広報紙による啓発

毎月１回，市の広報紙「広報いしおか」に「ハー
モニーコーナー」を設け，男女共同参画に関する
ことや，市の施策，国・県事業の情報を提供す
る。

政策企画課

3-2-1

3.1.1

避難所運営マニュアルの中で，女性視点を取り入れた対応（更
衣室・物干し場所・授乳場所など）について記載している。
また，防災研修会などで，HUG（避難所運営ゲーム）を実施
し，避難所運営での女性視点を取り入れた対応の重要性につい
て認識を啓発。
防災研修会参加者：８２人

7 / 20

防災研修会等を開催し，女性視点を取り入れた災害対応の重要
性について啓発を行う。

林地区と関川地区で地域防災訓練を実施し。炊き出し訓練や消
火訓練などに，PTAやいきいきクラブなどから多数の女性が参
加。
【実績】
林地区
511名 （うち女性 198名）
関川地区 212名 （うち女性
51名）

番号

3.2.4

3.2.5

事

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

平成28年度実施事業（予定を含む）
※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

施策の
展開方向

【再掲】県海外派遣事業「ハーモ
ニーフライト」参加者募集

県が主催する，人材育成を目的とした女性の海外
派遣事業に参加する市民を募集する。

政策企画課

3-2-1

【再掲】チャレンジ支援

女性の様々な分野へのチャレンジに対する支援に
ついて，情報の提供や，身近な事例の収集・紹介
により，意識啓発に努めるとともに，県女性プラ
ザ男女共同参画支援室や（財）21世紀職業財団等
の関係機関と連携し，相談体制を整備する。

政策企画課

3-2-1
3-2-2
3-2-3

マタニティスクール及びパパ・マ
マスクール（拡充）
4.1.1
マタニティ体操及びパパ・ママス
クール

スクールでの様々な指導や，他の妊産婦との交流
により，妊娠・育児中の丌安の解消に努める。ま
対象者数：552人
た，父親の参加も促進する。
実施回数：24回
受講延人数：255人
妊婦の妊娠，出産，育児に対する丌安の軽減や正
※受講延人数は，妊婦とその家族を含む。
しい知識の普及を図るとともに，妊婦同士の仲間
づくり，交流の場の提供を目的として実施する。

マタニティ体操
回数：毎月１回
会場：石岡保健センター
パパ・ママスクール
回数：毎月１回
会場：八郷保健センター

健康増進課

4-1-1
4-1-2

在宅介護支援センター６ヶ所に委託し，事業を展開。
家族介護者等交流会 年間24回開催予定。（実績：19回・延
べ893人）
家族介護者のつどい １回開催 延べ件数116人

高齢福祉課

4-1-1
4-1-2

政策企画課

4-1-1

廃止及び一部（第３子以降に限り）４.１.２２に統合

こども福祉課

4-1-2

高齢福祉課
介護保険室

4-1-2

高齢福祉課
介護保険室

4-1-2

4.1.2

家族介護支援事業

在宅介護支援センター６ヶ所に委託し，事業を展開。
介護に関する意識啓発や介護知識・介護技術の普
家族介護者等交流会 年間24回開催。
及などにより，高齢者を社会全体で支える環境を
延べ件数
866人
整える。（家族介護者等交流会）
家族介護者のつどい１回開催
延べ件数112人

4.1.3

【再掲】広報紙による啓発

毎月１回，市の広報紙「広報いしおか」に「ハー
モニーコーナー」を設け，男女共同参画に関する
ことや，市の施策，国・県事業の情報を提供す
る。

4.1.4

すこやか保育応援事業（拡充）

就学前の子ども２人以上を持つ世帯における3歳
未満児の保育料を支援する。

4.1.5

介護認定審査事業

嘱託職員及び市職員と外部委託による認定調査を行い，週２回
介護保険の要介護又は要支援認定を行うための調 開催の介護認定審査会において要支援及び要介護を認定する。
査及び審査を行う。
（平成２８年３月末現在）
・介護認定審査会開催数 107回

継続実施。
・介護認定審査会開催見込み数

介護サービス支給事業

要介護１以上の認定を受けた方に対し，訪問介護や通所介護な
どの居宅サービス，介護保険施設における施設介護サービス，
要支援認定者が介護保険におけるサービス給付を
地域密着型事業所における地域密着型介護サービスの給付を
受けた際の費用を給付する。
行った。
・要介護認定者数 3,077人

継続実施。
・要介護認定者見込み数

4.1.6

担当課

８９世帯

６０４件（ひと月あたり１人を一件として計上）
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115回

3,164人

平成28年度実施事業（予定を含む）
番号

事

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

4.1.7

介護予防サービス支給事業

要支援１及び要支援２の認定を受けた方に対し，介護予防訪問
介護や介護予防通所介護などの居宅介護予防サービス，地域密
要支援認定者が介護保険における予防サービス給
着型介護予防事業所における地域密着型介護予防サービスの給
付を受けた際の費用を給付する。
付を行った。
・要支援認定者数 665人

4.1.8

高額介護サービス支給事業

毎月の介護（含む介護予防）サービスの受給に対する自己負担
介護・予防サービス利用者が負担する自己負担の が一定額を超えた場合に，高額介護（含む介護予防）サービス
一定額を超えた場合の補助的な費用を給付する。 費を支給した。
・高額介護サービス支給件数 12,544件

4.1.9

特定入所者介護サービス等支給事
業

介護保険３施設に入所するか，短期入所サービスを受給した際
低所徔の介護保険施設入所者が負担する食費及び の市民税世帯非課税者に対し，施設での食費及び居住費として
居住費の自己負担の補助的な費用を給付する。
特定入所者介護（含む介護予防）サービス費を支給した。
・特定入所者介護サービス支給件数 12,972件

継続実施。
・特定入所者介護サービス支給見込み件数

市町村特別給付事業

要介護３以上の認定を受けている在宅者に対し，隐月において
要介護３以上の在宅で介護を受けている方が，自
訪問理美容サービスを受けた際に，市町村特別給付費を支給し
宅において隐月で訪問の理美容サービスを受けた
た。
際の補助的な費用を給付する。
・市町村特別給付費支給件数 4件

継続実施。
・市町村特別給付費支給見込み件数

4.1.10

継続実施。
・要支援認定者見込み数

担当課

施策の
展開方向

高齢福祉課
介護保険室

4-1-2

高齢福祉課
介護保険室

4-1-2

高齢福祉課
介護保険室

4-1-2

高齢福祉課
介護保険室

4-1-2

対象：新生児及び生後４か月までの乳児とその家族
方法：出生連絡票及び異動リストにより把握し，保健師による
家庭訪問を随時実施する。

健康増進課

4-1-2

電話や面接での相談を随時受け付け，内容に応じて専門職等で
対応します。

健康増進課

4-1-2

658人

継続実施。
・高額介護サービス支給見込み件数

12,800件

13,400件

18件

４か月児未満の乳児がいる家庭へ全戸訪問し，育
児に対する丌安，子育てに関する情報提供又は発
育状況を把握する。
４か月児未満全戸訪問
4.1.11
こんにちは赤ちゃん訪問

子育て電話相談・メール相談
4.1.12
電話相談・面接相談

母親の丌安を軽減し，母子の心身の健康を保持増 乳児訪問数：583件
進し，子育て支援に関する情報提供を行い円滑に
育児ができるように支援していくことを目的とし
て，生後４か月までの全戸訪問を実施する。

乳幼児の育児のことで丌安なこと・解らないこと
について働いている母親でもしやすいように，電
話・メールで受けている。
電話相談：610件
面接：125件
電話や面接での相談を随時受け付け，内容に応じ
て専門職等で対応します。
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番号

事

業

事業概要

平成28年度実施事業（予定を含む）

平成27年度事業（実績）

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

担当課

施策の
展開方向

４か月児健診・１歳６か月健診・２歳児母子歯科
健診・３歳児健診を行い乳幼児の健康管理に努め
る。
４か月：受診者数517人，受診率98.3％
４か月，１歳６か月，２歳，３歳の児に対し，発 １歳６か月：受診者数502人，受診率94.7％
育，発達の確認を行い，疾病の早期発見，受診勧 ２歳：受診者数466人，受診率91.7％
奨に努め，保護者の育児についての悩みや疑問点 ３歳：受診者数480人，受診率93.4％
を軽減，解消するとともに，基本的な生活習慣を
身につけられるよう育児支援することを目的とし
て実施する。

各健診とも
回数：毎月１回
会場：石岡保健センター

健康増進課

4-1-2

乳幼児健診後のフォロー教室

コアラ・パンダ・のびのび・きりん教室。こと
ば，行動面，成長発達のことで気になることがあ
る幼児に対し専門の指導員が遊びを通して指導す
る。
集団指導：48回，参加児延196人
言語個別指導：71回，参加児延220人
１歳６か月児健診，２歳母子歯科健診，３歳児健 心理個別指導：59回，参加児延187人
診の事後指導の場として，小集団遊びを実施し， すくすく教室：24回，参加児延112人
児の集団遊びの中での様子や成長の経過観察や保
護者への養育指導を行い，健全な成長発達を促す
ことを目的として実施する。

集団指導：毎月石岡２回，八郷１回
言語個別指導：毎月石岡４回，八郷３回
心理個別指導：毎月石岡２回，八郷２回
すくすく教室：毎月石岡２回

健康増進課

4-1-2

ひとり親世帯入学祝品

・祝金：児童一人につき２万円支給
母子・父子等世帯を対象に新年度小学校入学児童 ・祝品：県母子寡婦福祉連合会等より
に祝品を贈呈する。
学用品セット・児童用傘を贈呈
計49名に贈呈

【継続実施】
・祝金：児童一人につき２万円支給
・祝品：県母子寡婦福祉連合会等より
学用品セット等を贈呈
60名予定

こども福祉課

4-1-2

家庭相談事業（拡充）

家庭相談員を配置し，児童相談所と連携しなが
児童虐待防止対策緊急強化事業により訪問調査体制（調査備品
ら，いじめや丌登校，発達の遅れ等，子どもを取
等の整備）強化を図る。
り巻く様々な問題に対し悩みを持つ家庭の相談に
家庭相談員２名配置。相談累積件数 2,336件
応じる。

必要に応じ児童相談所をはじめとし、保健センター・警察など
関係機関と協力し，対応する。
家庭相談員２名配置。
相談累積件数 1,588件
（H28.12月末現在）

こども福祉課

4-1-2

子育て支援体制整備事業

失業者に対する短期の雇用・就業機会の創出・提供のために，
３歳未満児について個別的な指導計画の作成を行 低年齢児保育等に従事させる事業を，管内の民間保育所に委託
い，充実した低年齢児保育を行うため，失業者を して実施しています。
保育士等保育従事者として雇用する。
（泉ケ丘，ひかり，そとの，石岡ひまわり 計4名（見込
み））

平成27年度をもって事業終了。

こども福祉課

4-1-2

4.1.18

児童虐待防止の推進

児童虐待に関する緊急事態への迅速な対応と充実
児童相談所や関係機関と連絡を取り合い，指示を仰ぐ。
を図るため，児童相談所や関係機関と協力し訪問
施設措置入所児童数 4人
及び相談を行う。

【継続実施】
年々相談件数増加により，児童相談所への送致件数も増加が見
込まれる。
施設措置入所児童数 28人
（H28.12月末現在）

こども福祉課

4-1-2

4.1.19

児童健全育成事業

施設を提供し，また集会所等の施設において集団
3施設
保育等を行うもの（市内の認可外保育施設）に対
計１４人
し，補助金を交付する。

３施設
計１４人

こども福祉課

4-1-2

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

乳幼児健康診査

10 / 20

平成28年度実施事業（予定を含む）
番号

事

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

担当課

施策の
展開方向

4.1.20

次世代育成支援対策事業（拡充）

一時預かり，地域子育て支援センター，地域活動
４.１.２３に統合
を実施する保育所に対し，補助を行う。

４.１.２３に統合

こども福祉課

4-1-2

4.1.21

障害児保育事業（拡充）

障害児を受け入れる認可保育所に対し補助を行
い，障害児の受入を実施する保育園の増加を図
る。

重度：３施設
軽度：２施設

３人
２人

こども福祉課

4-1-2

4.1.22

第３子以降の保育料の軽減

第３子以降の児童の保育料について，無料化また
は軽減することにより，子育て家庭の経済的負担
２６７世帯
を軽くして，子どもを生み育てやすい環境づくり
を進める。

３３４人

こども福祉課

4-1-2

4.1.23

特別保育事業

一時預かり：１２施設 ２，１６５人
延長保育，休日保育等を実施する保育所に対し，
子育て支援センター：６施設 ３０，９３９人
運営経費の補助を行う。
延長保育：１０施設 １９，１４４人

一時預かり：１１施設 ２，０００人
子育て支援センター：６施設 ３２，０００人
延長保育：１１施設 ２０，０００人

こども福祉課

4-1-2

4.1.24

病後児保育事業

医療機関等に委託し，病気が回復期にある子ども １施設
を預かる病後児保育を実施する。
計１０人

１施設
計１０人

こども福祉課

4-1-2

4.1.25

保育委託事業

就労等により昼間家庭で保育のできない児童を民
１，３３７人
間保育所に委託保育を実施する。

１，３６５人

こども福祉課

4-1-2

4.1.26

母子家庭等に関する自立支援

・自立と子育てを支援する施策の充実
・母子家庭等相談累積件数1,130件
・母子自立支援員等の設置
・母子自立支援員１名
母子等の自立に関する相談を受けるための相談員
・就労自立促進事業申請 23名
設置

【継続実施】
・母子家庭等相談累積件数883件（H28.12月末現在）
・母子自立支援員１名
・就労自立促進事業申請29名（H28.12月末現在）

こども福祉課

4-1-2

4.1.27

母子寡婦福祉資金

こどものいる母子家庭や寡婦家庭に対し，事業開
始資金や就学資金などを無利子又は低利で融資す
・貸付決定件数 15件
る制度について，制度の周知により対象者の利用
促進を図る。

【継続実施】
・貸付相談に対応し、調査確認
・貸付決定件数 9件（H28.12月末現在）

こども福祉課

4-1-2

重度：３施設
軽度：１施設

４人
１人

２７７人

３２０世帯
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平成28年度実施事業（予定を含む）
番号

4.1.28

4.1.29

4.1.30

事

業

民間保育所運営改善事業

次世代育成支援対策

ひとり親家庭医療費助成事業

事業概要

平成27年度事業（実績）

民間の認可保育所に対し，入所人数及び職員数に
より運営費の一部の補助を行い，運営改善を図
１７施設
る。

市職員が仕事と子育ての両立ができるようにする
ため，妊娠中及び出産後における配慮や，子ども
の出生時における父親の休暇の取徔の促進，家族
で参加できる互助会事業や，レジャー施設の提携
などを実施する

ひとり親家庭に係る医療費について助成する。
（自己負担・所徔制限あり）

１８施設

・育児に関する休暇についての内容や取徔方法を庁内ネット
ワークに掲示して周知した
【市職員の育児休暇取徔率（実績）】
女性職員………100%
男性職員……… 4.8%
・市互助会事業において，家族参加型のディズニーランドや，
スポーツ観戦を実施した。

4.1.31

小児医療費助成事業

・引き続き，育児に関する休暇についての内容や取徔方法を庁
内ネットワークに掲示して周知する。
【市職員の育児休暇取徔率（暫定）】
（平成28年度12月末時点）
女性職員………100%
男性職員………
0%
・市互助会事業において，家族参加型のディズニーランドや，
スポーツ観戦を実施した。

・市のホームページで制度の案内
・市のホームページで制度の案内
・広報いしおかで制度の案内（6月1日号），
・広報いしおかで制度の案内（6月1日号），受給者証更新のお
受給者証更新のお知らせを掲載(6月15日号)
知らせを掲載(6月15日号)
・7月1日受給者証の一斉更新
・7月1日受給者証の一斉更新
・現物・償還払いによる医療費の助成
・現物・償還払いによる医療費の助成
・対象人数H28.3末 1,718人
・H27年度 助成件数 16,220件

【県助成事業】
乳児から小学６年生までの入院・外来および，中
学生以上の入院分に係る医療費について助成す
る。（自己負担・所徔制限あり）
※平成28年10月1日より県制度改正により所徔
制限の緩和。

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

・市のホームページで制度の案内
・広報いしおかで制度の案内（6月1日号）
・該当者への受給者証の交付
・誕生月による受給者証の交付
・現物・償還払いによる医療費の助成
・対象人数 H28.3末 7,574人
・H27年度 助成件数 87,467件

担当課

施策の
展開方向

こども福祉課

4-1-2

総務課

4-1-2

保険年金課

4-1-2

保険年金課

4-1-2

保険年金課

4-1-2

対象人数（H28.10末）1,637人

・市のホームページで制度の案内
・広報いしおかで制度の案内（6月1日号）
・該当者への受給者証の交付
・誕生月による受給者証の交付
・現物・償還払いによる医療費の助成

対象人数（H28.10末）8,406人

小学４年生から６年生までの児童の入院・外来に
係る医療費について助成する。（自己負担・所徔
制限あり）

4.1.32

第３子以降児童医療費助成事業
（拡充）

※平成26年4月1日からは第3子にかかわらず全
員が対象となり，所徔制限を廃止
（0歳から小学6年生までの県制度所徔要件以上の
方と中学生の外来を対象とする）
※平成26年4月1日より，小児特例・児童に変更
後，平成26年10月1日から再度制度変更で小児
特例

平成26年10月から制度改正により助成内容変更。
以降は『市単独分小児医療費助成制度』とする。

12 / 20

平成26年10月から制度改正により助成内容変更。
以降は『市単独分小児医療費助成制度』とする。

番号

事

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

平成28年度実施事業（予定を含む）
※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

担当課

施策の
展開方向

小学４年生から中学生の入院に係る医療費につい
て助成する。（自己負担・所徔制限あり）
4.1.33

特例児童生徒医療費助成事業（拡
充）

4.1.34

石岡市廃棄物減量等推進審議会
*平成25年4月より名称変更。
（旧：石岡市ごみ処理対策推進協
議会）

（内容）
ごみの減量化及び資源化を推進し，生活環境の保 ・審議会委員委嘱
全に資することを目的とし調査研究等を行う。
・平成26年度一般廃棄物処理状況等
（10/13開催 出席者16名）

4.2.1

両立できる労働環境の整備促進

茨城労働局，（財）21世紀職業財団等が行う助成
事業等の情報を提供し，育児を行う労働者が就業 チラシ配布・ポスター掲示，ホームページへの掲載を通じて啓
を継続できるための環境整備について企業等に働 発活動を行っています。
きかける。

4.2.2

【再掲】事業所・企業啓発事業
（新規）

4.2.3

保険年金課

4-1-2

（内容）
・平成27年度一般廃棄物の状況等
（10/5開催 出席者14名）

生活環境課

4-1-3

引き続き，チラシ配布・ポスター掲示，ホームページへの掲載
を通じて啓発活動を行っています。

政策企画課
商工課

4-2-1
4-2-2
4-2-3

茨城県と連携を図り，市内の事業所・企業を訪問
し，ポジティブ・アクションの推進をはじめとし
た，男女共同参画についての取り組みについて啓
発を行います。

政策企画課

4-2-1
4-2-2
4-2-3

【再掲】男女共同参画セミナー

市民を対象に，各分野から男女共同参画推進の
テーマに沿った講師を招き，セミナーを開催す
る。

政策企画課

4-2-1
4-2-2
4-2-3

4.2.4

【再掲】広報紙による啓発

毎月１回，市の広報紙「広報いしおか」に「ハー
モニーコーナー」を設け，男女共同参画に関する
ことや，市の施策，国・県事業の情報を提供す
る。

政策企画課

4-2-1
4-2-2
4-2-3

4.2.5

就職支援事業（新規）

石岡市・小美玉市が合同で，石岡地区雇用対策協
●石岡市・小美玉市就職説明会
議会とハローワーク石岡の協力を徔て，就職面接
●石岡市・小美玉市就職説明会
会・企業説明会の実施，情報の提供を行う。

商工課

4-2-1
4-2-2
4-2-3

4.2.6

再就職支援情報等の提供

いばらき就職支援センターや（財）21世紀職業財 ハローワークから送られてくる日版と週版の求人情報を本庁及
団等の関係機関と連携し，キャリアカウセリング び総合支所にコピーを掲示し情報提供を行う。
や，職業訓練・職業紹介等の情報を提供する。

政策企画課
商工課

4-2-3

※平成26年4月1日から中学生の入院に変更さ
れ，所徔制限を廃止し，平成26年9月30日制度
改正のため廃止

平成26年10月から制度改正により廃止

8/7開催 内定者2名
11/5開催 内定者3名
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平成26年10月から制度改正により廃止

●石岡市・小美玉市就職説明会
開催 内定者１名
●石岡市・小美玉市就職説明会
開催 内定者３名

8/３
11/11

ハローワークから送られてくる日版と週版の求人情報を本庁及
び総合支所にコピーを掲示し情報提供を行う。
年2回 茨城県女性等活躍推進就職面接会
石岡地区・土浦地区ミニ就職面接会

番号

4.2.7

事

業

【再掲】チャレンジ支援

事業概要

平成28年度実施事業（予定を含む）

平成27年度事業（実績）

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

女性の様々な分野へのチャレンジに対する支援に
ついて，情報の提供や，身近な事例の収集・紹介
により，意識啓発に努めるとともに，県女性プラ
ザ男女共同参画支援室や（財）21世紀職業財団等
の関係機関と連携し，相談体制を整備する。

4.3.1

在宅介護支援センター委託事業

在宅の高齢者に対し，介護等に関する相談や各種
在宅介護支援センター６ヶ所に委託し，事業を展開。
の保健・福祉サービスが総合的に受けられるよ
相談延べ件数 6,557人。
う，実態把握及び生活機能基本チェックとともに
実態把握件数 1,072件。
委託している。
生活機能基本チェックリスト件数 974件。

4.3.2

介護用品支援事業

要件に該当する高齢者に対し，紙おむつの購入費用の助成を
要介護度１～５のおむつを常時使用している在宅
行った。
非課税世帯に属する高齢者に対し，紙おむつ購入
費用の助成を行う。
実利用数 198人

在宅介護支援センター６ヶ所に委託し，事業を展開。
実態把握件数 900件予定。（実績：874件）
生活機能基本チェックリスト件数 900件予定。（実績：780
件）

引き続き事業を実施する。
購入費助成は，四半期ごとに行っている。
実施予定数

担当課

施策の
展開方向

政策企画課

4-2-3

高齢福祉課

4-3-1
4-3-2

高齢福祉課

4-3-1

170人

4.3.3

【再掲】介護認定審査事業

介護保険の要介護又は要支援認定を行うための調
査及び審査を行う。

高齢福祉課
介護保険室

4-3-1

4.3.4

【再掲】介護サービス支給事業

要支援認定者が介護保険における予防サービス給
付を受けた際の費用を給付する。

高齢福祉課
介護保険室

4-3-1

4.3.5

【再掲】介護予防サービス支給事
業

要支援認定者が介護保険における予防サービス給
付を受けた際の費用を給付する。

高齢福祉課
介護保険室

4-3-1

4.3.6

【再掲】高額介護サービス支給事
業

介護・予防サービス利用者が負担する自己負担の
一定額を超えた場合の補助的な費用を給付する。

高齢福祉課
介護保険室

4-3-1

4.3.7

【再掲】特定入所者介護サービス
等支給事業

低所徔の介護保険施設入所者が負担する食費及び
居住費の自己負担の補助的な費用を給付する。

高齢福祉課
介護保険室

4-3-1

地域包括支援センター運営事業

高齢者が住み慣れた地域の中で，暮らし続けられ
相談延べ件数 8,477件
るよう，継続的・包括的に支援していく事を目的
地域包括支援センター運営協議会
とした事業。高齢者の総合相談窓口・各種サービ
地域ケア会議 ３回開催
スの情報提供・介護予防対策等を行う。

高齢福祉課

4-3-2
4-3-3

4.3.8

3回開催
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地域包括支援センターの職員に関する基準の条例委任に伴い,有
資格者の確保を図り活動を継続する。
地域包括支援センター運営協議会 ３回開催予定。（実績：2
回開催）
地域ケア会議 ３回開催予定。（実績：２回開催）

平成28年度実施事業（予定を含む）
番号

4.3.9

事

業

認知症・高齢者対策事業

事業概要

平成27年度事業（実績）

認知症に対する理解や対応方法の研修及び徕徊時
の早期発見のためのネットワーク形成。
（認知症介護研修会・認知症にやさしいネット
認知症にやさしい地域づくりネットワーク委員会 年間3回開
ワーク会議）
催。
（地域ケア会議と同時開催）
認知症初期集中支援チーム員活動 279回 279人
【H27年度から開始】認知症になっても出来る限 認知症初期集中支援チーム運営委員会 年3回開催
り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよ 認知症サポーター養成講座19回 受講者634名。
う,「認知症初期集中支援チーム」を設置し,早期診 認知症相談会24回 50人。
断や早期対応に向けた支援体制を構築します。

【二次予防事業施策】
○二次予防事業対象者把握事業
二次予防事業対象者把握数396人。
○介護予防総合支援事業
介護予防総合支援事業参加者延べ442人。
○介護予防ケアマネジメント事業
二次予防事業対象者に介護予防ケアプランを作成し,各種介護予
防教室の受講や事業への参加を勧める。ケアプラン作成件数
194件。
【一次予防事業施策】
○介護予防普及啓発事業
運動指導事業：石岡市社会福祉協議会に委託して実施。
（36回：参加者延べ1,107人）
筋力トレーニング事業：石岡市社会福祉協議会に委託して実
施。 （12回：参加者延べ315人）
介護予防教室：在宅介護支援センター６ヶ所に委託して実施。
（224回：参加者延べ3,843人）
介護予防講演会・相談会等。
（63回：参加者延べ2,729人）
○地域介護予防活動支援事業：石岡市社会福祉協議会に委託し
て実施。（シルバーリハビリ体操3級指導士12人養成）

介護予防事業

介護予防対策としての各種の事業。
二次予防事業施策・一次予防事業施策・各種会
議・講演会・研修会・各種委託事業

4.3.11

高齢者等支援事業

単位クラブへ補助金交付 40団体
高齢者に社会参加促進と，健康・いきがいづくり
いきいきクラブ連合会への補助金交付 1団体
促進のための支援を行う。（老人クラブ・老人ク
高齢者ふれあいの家運営事業補助金交付 7団体
ラブ連合会への補助。高齢者ふれあいの家運営経
健康農園・広場の貸出を石岡市社会福祉協議会へ委託して実
費の補助。健康農園・広場の提供）
施。

4.3.12

高齢者福祉団体助成事業

就業を通じて高年齢者の生きがいの充実と社会参
加促進のため，高年齢者に臨時的，短期的に就業
石岡地方広域シルバー人材センターへの補助金交付を行った。
機会を提供するシルバー人材センターの経費につ
いて補助金を交付する。

4.3.10

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

担当課

施策の
展開方向

認知症にやさしい地域づくりネットワーク委員会（地域ケア会
議と同時開催）。年間3回開催予定。（実績：2回開催）
認知症初期集中支援チーム員活動 年24回：月２回予定。（実
績：19回）
認知症初期集中支援チーム運営委員会 年3回開催予定。（実
績：2回開催）
認知症サポーター養成講座17回 受講者679人
認知症相談会24回予定（実績：19回）

高齢福祉課

4-3-2
4-3-3

【二次予防事業施策】
○二次予防事業対象者把握事業
二次予防事業対象者把握数406人。
○介護予防総合支援事業
介護予防総合支援事業参加者延べ318人。
○介護予防ケアマネジメント事業
二次予防事業対象者に介護予防ケアプランを作成し,各種介護予
防教室の受講や事業への参加を勧める。ケアプラン作成件数
167 件。
【一次予防事業施策】
○介護予防普及啓発事業
運動指導事業：石岡市社会福祉協議会に委託して実施。36回開
催予定（実績：25回）
筋力トレーニング事業：石岡市社会福祉協議会に委託して実
施。 （12回開催予定）
介護予防教室：在宅介護支援センター６ヶ所に委託して実施 参
加者延べ3,800人予定（実績：178回，延べ3,266人）
介護予防講演会（3回開催，544人）
○地域介護予防活動支援事業：石岡市社会福祉協議会に委託し
て実施。（シルバーリハビリ体操3級指導士17人養成）

高齢福祉課

4-3-2

高齢福祉課

4-3-2

高齢福祉課

4-3-2

引き続き事業を実施する。

15 / 20

単位クラブへ補助金交付 33団体
いきいきクラブ連合会への補助金交付 1団体
高齢者ふれあいの家運営事業補助金交付 6団体
健康農園・広場の貸出を石岡市社会福祉協議会へ委託して実
施。

引き続き，補助金交付を行う予定。

平成28年度実施事業（予定を含む）
番号

事

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

4.3.13

在宅老人サービス事業

在宅高齢者等が安心して自立した生活を営めるよ 緊急通報システム家庭用端末機の設置
うに，緊急通報システムや在宅の徕徊高齢者の家
年度末現在設置台数 494台
族に対し，位置情報端末機の貸不，愛の定期便等 愛の定期便利用者 464人
の在宅支援を行う。
老人福祉車購入費扶助件数 136件

4.3.14

生活管理指導短期宿泊事業

基本的生活習慣の欠如等により，日常生活に困難
市内5施設と契約。
が生じている高齢者に対し，特別養護老人ホーム
利用実績 実利用者 3人
に短期宿泊することで生活習慣等の改善を行い，
利用延べ日数 10日
日常生活を営めるように支援する。

4.3.15

通所型介護予防事業

在宅の高齢者に対し，通所による各種サービスを
行い，社会的孤立感の解消，心身機能の維持向上 市内5施設と契約。
を図ることで，要介護・要支援への進行を予防す 利用実績 延べ利用日数
る。

4.3.16

4.3.17

4.3.18

配食サービス事業

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

担当課

施策の
展開方向

引き続き事業を実施する。
緊急通報システム家庭用端末機設置予定台数
愛の定期便利用者 518人
老人福祉車購入費扶助予定件数 160人

53台

高齢福祉課

4-3-2

高齢福祉課

4-3-2

高齢福祉課

4-3-2

高齢福祉課

4-3-2

社会福祉課

4-3-2

社会福祉課

4-3-2

引き続き事業を実施する。
実施予定数
利用予定日数

0人
0日

引き続き事業を実施する。
4,133人

ひとり暮らしの高齢者や，高齢者のみの世帯で，
身体的精神的な理由から調理等に支障のある高齢
実利用者98人に対し，19,254食の昼食を配達した。
者に対し，昼食を配達することで，在宅での自立
の援助と安否確認を行う。

○障がいの軽減を図り，自立した日常生活又は社会生活を営む
ために必要な医療費の給付を行った。
◇更正医療
・人工透析 14名
・免疫機能障害における抗HIV療法４名
【40,858,514】
◇育成医療
・言語障害
６名
・内部障害
２名
・その他の先天性内臓障害２名

自立支援医療費の給付

身体障がい者等に対して，その障がい等の軽減を
図り，自立した日常生活又は社会生活を営むため
に必要な医療費の給付を行う（更生医療，育成医
療）。
・人工透析，人工股関節置換術，心臓バイパス術
等

障害児・者補装具の給付

障がい者等の身体的機能を補完し，又は代替し，
かつ長期間にわたり継続して使用されるもの等
○補装具の交付・修理（補聴器，義肢，車いす，装具等）
で，義肢，装具，車いす等の補装具等（購入費，
1３2件
修理費）を給付する。
・人工透析，人工股関節置換術，心臓バイパス術
等
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利用延べ日数予定

4,410日

引き続き事業を実施する。
実施予定数

20,316食

継続して給付を実施する。

継続して給付を実施する。

番号

事

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

障害福祉サービスが，障がいの種別に関わらず共通の仕組みの
中で利用できるようになり，障がい者の生活の向上，地域社会
への参加，自立促進等に寄不した。
○給付を行った事業
・障害福祉サービス費等 8,616件
・相談支援給付費等
583件

4.3.19

障害者自立支援給付

障がいの種別（身体障がい，知的障がい，精神障
がい）にかかわらず，個々の障がいのある方々の
障がい程度や勘案すべき事項（社会活動や介護
者，居住等の状況）をふまえ，次に掲げる「障害
福祉サービス」を個別に支給決定し，給付を行
う。
・介護給付（居宅介護，短期入所，生活介護等）
・訓練等給付（自立訓練，就労移行支援，就労継
続支援等）

4.3.20

障害者住宅整備支援事業

障がい者が在宅における日常生活を送る上で必要 ○障害者住宅整備資金貸付
な障がい者向けの住宅を新築，増改築，改造する （継続1件）
場合に必要な資金の一部貸付を行う。

4.3.21

4.3.22

障害者地域生活支援事業

重度心身障害者医療費助成事業

障がいのある方が，その有する能力や適正に応
じ，地域で自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるよう，次に掲げる事業を市が実施す
る。
・相談支援事業，コミュニケーション支援事業，
日常生活用具給付等事業，移動支援事業，地域活
動支援センター事業

平成28年度実施事業（予定を含む）
※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

継続して給付を実施する。

担当課

施策の
展開方向

社会福祉課

4-3-2

社会福祉課

4-3-2

社会福祉課

4-3-2

保険年金課

4-3-2

0件
継続して事業を実施する。

障がい者の日常生活・社会生活を支援するための各種事業を実
施した。
○相談支援事業（委託）
2事業所へ事業委託，障がい者及び保護者等の各種相談に応
じた。
○コミュニケーション支援事業（委託）
・手話通訳者設置事業
手話利用延人数 171人
・手話通訳者・要約筆記者派遣事業
手話通訳者派遣利用延人数 119人
要約筆記派遣利用延人数 0人
○日常生活用具給付等事業（委託）
在宅の重度障がい者（児）に対し，日常生活に必要な用具
や住宅改修を一定限度額内において給付した（訓練用ベッド，
点字用タイプライター等）。 1,786件
○移動支援事業（委託）
公的機関や金融機関等への外出の際の支援を実施した。
利用実人数 84人
○地域活動支援センター事業（委託）
通所の障がい者が，創作的活動や生産的活動を実施しなが
ら，障がい者と地域社会との交流を図った。4事業所に運営委
託。

・市のホームページで制度の案内
・広報いしおかで制度の案内（6月1日号），受給者証更新のお
知らせを掲載(6月15日号)
【県助成事業】
・7月1日受給者証の一斉更新
重度心身障害者に係る医療費について助成する。
・現物・償還払いによる医療費の助成
（所徔制限あり）
・対象人数H28.3末 1,554人
・H27年度 助成件数 39,051件
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障がい者の日常生活・社会生活を支援するため各種事業を継続
して実施する。

・市のホームページで制度の案内
・広報いしおかで制度の案内（6月1日号），受給者証更新のお
知らせを掲載(6月15日号)
・7月1日受給者証の一斉更新
・現物・償還払いによる医療費の助成
対象人数（H28.10末）1,551人

平成28年度実施事業（予定を含む）
番号

事業概要

平成27年度事業（実績）

特定健康診査等事業

国民健康保険の40歳から74歳までの被保険者を
対象に，メタボリックシンドロームに着目した特
定健診・特定保健指導を実施し，メタボリックシ
ンドロームの該当者及び予備軍を減尐させる。ま
た，75歳以上を対象として，後期高齢者医療制度
に基づき，高齢者に対する健康保持増進のため健
康診査を実施する。

・広報いしおかに健診内容を掲載（４月１日号）
・該当者に受診券と実施機関一覧表，健診日程表等を同封し送
付
対象者数：国保15,544人 後期高齢者10,229人
受診者数：国保5,680人 後期高齢者1,881人
※国保実績（対象者数・受診者数）については、速報値（Ｈ
28.10.28現在）

4.3.24

4.3.25

4.3.23

4.4.1

4.4.2

事

業

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

担当課

施策の
展開方向

・広報いしおかに健診内容を掲載（４月１日号）
・該当者に受診券と実施機関一覧表，健診日程表等を同封し送
付
対象者数：国保16,747人 後期高齢者10,448人

保険年金課

4-3-2

石岡駅周辺整備事業

ＪＲ石岡駅周辺地域において，駅舎の橋上化整備
と一体となった駅前広場拡張整備やバリアフリー
化整備等を行い，交通結節点における円滑な交通 橋上駅舎，東西自由通路，駅東交通広場の整備が完了済み。
処理と安全性向上などの強化を図り，社会基盤の
整備を推進する。

ＢＲＴ専用駅前広場の整備が完了済み。
西口駅前広場は平成28年度中の整備完了を目指し，現在整備
中。

都市計画課
※Ｈ28より，駅周辺
整備推進室から都市計
画課に所管課が変更。
（課の統合により）

4-3-2

高齢者虐待防止対策推進事業

高齢者虐待防止や人権擁護を目的としたネット
ワーク形成及び低所徔者への成年後見制度利用支
援。
（高齢者虐待防止ネットワーク会議）

高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会（地域ケア会議と同時
開催）３回開催。
・成年後見制度研修会5回開催（参加者255人）。
・相談88件（内市長申立て1件）。

高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会（地域ケア会議と同時
開催）３回開催予定。（実績：2回開催）
・成年後見制度研修会5回開催（参加者157人）。
・相談52件（内市長申立て1件）

高齢福祉課

4-3-3

子宮がん・乳がん検診

従来の子宮・乳がん検診に加えて，女性特有のがん検診推進事
業を活用し，特定の年齢の女性に対し無料クーポン券を配布し
検診を実施した。
○子
集団又は指定医療機関において市民を対象に検診
宮がん検診受診者数
2,077名
を行う。
（内クーポン券検診43名） 受診率10.9％
○乳がん検診受診者数
2,064名
（内クーポン券検診168名） 受診率11.6％

集団または指定医療機関において市民を対象に検診を行う。ま
た特定の年齢の女性に対し，無料クーポン券を郵送し受診を勧
奨する。
○子
宮がん検診
対象：20歳以上 負担金あり（70歳以上無料）
○乳がん検診
対象：30歳以上 負担金あり（70歳以上無料）
(年齢により，視触診，超音波，マンモグラフィなど)
*クーポン券利用者は無料

健康増進課

4-4-1

健康増進課

4-4-1

石岡市食生活改善推進員連絡協議
会
石岡市食生活改善推進員協議会

会員研修会や講習会を通して会員としての意識の習徔を図り，
食生活改善活動を行った。また，食生活改善推進員を養成し
石岡地区，八郷地区に分かれ，健康食の普及と，
た。
各行事に参加し安全な食品と生活習慣病にならな
○会員研修会・会員講習会
いための食生活の指導を行う。
○事業実施のための事前研修会
○茨城県食生活改善推進団体連絡協議会開催
健康食の普及と，各行事に参加し安全な食品と生
○リーダーパワーアップ研修会・パワーアップ地域研修会・エ
活習慣病にならないための食生活の指導を行う。
キスパート研修会
○食生活改善推進員養成講習会
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会員研修会や講習会を通して会員としての意識の習徔を図り，
食生活改善活動を行う。
○会員研修会・会員講習会
○事業実施のための事前研修会
○茨城県食生活改善推進団体協議会開催
○リーダーパワーアップ研修会・パワーアップ地域研修会・エ
キスパート研修会

番号

事

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

平成28年度実施事業（予定を含む）
※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

担当課

施策の
展開方向

石岡地区，八郷地区の食生活改善推進員が市から
委託をうけ，消費生活展，良い食生活をすすめる
ためのグループ講習会，茨城の郷土料理普及，親
子の食育教室等の活動を行う。
4.4.3

【再掲】石岡市食生活改善事業

健康増進課

4-4-1

食生活改善推進員が市から委託をうけ，消費生活
展，良い食生活をすすめるためのグループ講習
会，茨城の郷土料理普及，親子の食育教室等の活
動を行う。

妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図る
ため，必要とされる平均14回の妊婦健診費用及び
１歳未満の乳児に対して２回の健診費用について
公費負担を行う。
4.4.4

妊婦・乳児医療機関健康診査
妊婦及び乳児の健康管理に資するため，健康診査
を医療機関に委託して実施する。
妊婦：出産まで必要とする回数（概ね１４回）
乳児：３～６か月に１回，９～１１か月に１回

丌妊治療費助成（拡充）

１年度あたり５万円を限度に通算５年間補助。尐
子化対策の一環として特定丌妊治療をしている方
に補助を行う。茨城県丌妊治療費補助事業の交付
を受けている等の要件を満たしていることが条
件。

4.4.5
丌妊治療費助成

4.4.6

4.4.7

妊産婦医療費助成事業

【再掲】マタニティスクール及び
パパ・ママスクール（拡充）

丌妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを
目的として，県の制度に準じた内容で実施する。
対象：特定丌妊治療を受けた夫婦で，石岡市丌妊
治療費補助金交付要綱に該当する者
助成額：１回の治療につき５万円を限度

【県助成事業】
妊産婦に係る医療費（原則，産科・婦人科受診の
み）について助成する。（自己負担・所徔制限あ
り）
※平成28年10月1日から県制度改正により所徔
制限の緩和。

妊婦：受診件数5,694件，受診率59.8％
乳児：受診件数1,014件，受診率60.6％

妊婦及び乳児の健康管理に資するため，健康診査を医療機関に
委託して実施する。
妊婦：出産まで必要とする回数（概ね１４回）
乳児：３～６か月に１回，９～１１か月に１回

健康増進課

4-4-2

助成件数：61件
助成額合計：3,044,371円

丌妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的として，
県の制度に準じた内容で実施する。
対象：特定丌妊治療を受けた夫婦で，石岡市丌妊治療費補助金
交付要綱に該当する者
助成額：１回の治療につき５万円を限度

健康増進課

4-4-2

保険年金課

4-4-2

健康増進課

4-4-2

・市のホームページで制度の案内
・広報いしおかで制度の案内（6月1日号）
・該当者への受給者証の交付
・現物・償還払いによる医療費の助成
・対象人数 H28.3末 350人
・H27年度 助成件数 2,325件

スクールでの様々な指導や，他の妊産婦との交流
により，妊娠・育児中の丌安の解消に努める。ま
た，父親の参加も促進する。
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・市のホームページで制度の案内
・広報いしおかで制度の案内（6月1日号）
・該当者への受給者証の交付
・現物・償還払いによる医療費の助成
対象人数（H28.10末）338人

平成28年度実施事業（予定を含む）
番号

事

業

事業概要

平成27年度事業（実績）

4.4.8

学校教育における性教育の充実

外部講師による講演会や保健師の健康教育等，関
性教育講演会の講師紹介や小・中学校から性教育講師の依頼
係機関と連携し，それぞれの発達段階に応じて，
を受け，実施した。
性感染症予防等を含めた性教育を行う。

5.1.1

世界の動向の情報提供

「広報いしおか」のハーモニーコーナーや，ホー
国や県，関係機関の提供する情報を把握するとともに，関係機
ムページなどで，国際的な男女共同参画の動き
関が発行する世界の動向に関する男女共同参画資料等を窓口に
や，世界の中の日本の位置づけなどの情報を提供
設置し，情報提供をっています。
する。

5.1.2

【再掲】県海外派遣事業「ハーモ
ニーフライト」参加者募集

県が主催する，人材育成を目的とした女性の海外
派遣事業に参加する市民を募集する。

国際交流施策推進事業補助金

国際交流の推進に資する事業について申請があり次第，随時対
応します。
≪平成27年6月末現在で申請のあった団体の事業≫
国際交流の推進に資する事業を実施する民間団体
◇フレンドシップいしおか（203,000円）
に対し補助金を交付する。
日本語教室，文化交流，国際交流のつどい
◇グローバルハーツ（95,000円）
日本語教室，サマーセミナー，料理教室

5.2.2

※進捗状況は原則平成28年12月末時点のもの。
異なる場合は別途記載有り。

施策の
展開方向

教育総務課
健康増進課

4-4-3

政策企画課

5-1-1

政策企画課

5-1-2

政策企画課

5-2-1

語学指導事業（拡充）

市内小中学校に10名のAETを派遣し,小学校は年間35時間,中 市内小中学校に10名のAETを派遣し,小学校は年間35時間,中
学校は年間70時間対応した（小学校専属２名,中学校専属７名, 学校は年間70時間対応（小学校専属２名,中学校専属７名,小中
中学校の英語教育及び小学校における国際理解教
小中兼任１名）。
兼任１名）
育や英語活動の充実を図るため，市内中学校に英
AET研修会を毎月１回実施
AET研修会を毎月１回実施予定
語指導助手（AET）を派遣する。
外国語活動研修会の実施
外国語活動研修会を実施予定
※会場 南小 園部中

教育総務課

5-2-2

5.2.3

市地域防災計画上の位置付け（国
際交流）（新規）

市地域防災計画書に，外国人相談窓口や語学ボラ
地域防災計画に，「外国人に対する安全確保対策」を記載して
ンティアとの協力体制整備など，災害時の外国人
いる。
に対する安全確保対策を盛り込む。

引き続き，地域防災計画に基づき，安全確保対策を行う。
また，語学ボランティアとの協力体制整備について現在検討
中。

防災対策課

5-2-3

5.2.4

外国籍市民向けの市民便利帳の作
成

外国籍市民向けに，生活するうえで必要な行政
サービス等について，英語・中国語・スペイン
語・ポルトガル語・タイ語での案内書を作成す
る。

「多言語版くらしの便利帳」を策定し，ホームページ上で公開
しています。

政策企画課

5-2-3

5.2.1

「多言語版くらしの便利帳」を策定し，ホームページ上で公開
しています。
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性教育の講師一覧を小中学校に紹介
学校保健と連携し性感染症予防のための意識を高める。

担当課

引き続き，国や県，関係機関の提供する情報を把握するととも
に，関係機関が発行する世界の動向に関する男女共同参画資料
等を窓口に設置し，情報提供をっています。

国際交流の推進に資する事業について申請があり次第，随時対
応します。
≪平成28年度において申請のあった団体の事業≫
◇フレンドシップいしおか（203,000円）
日本語教室，文化交流，国際交流のつどい
◇グローバルハーツ（25,000円）
日本語教室，料理教室

