
資料２

№ 施策名 施策内容 事業項目 数値目標 実績値
計画の進捗状況

（施策事業の実施状況，改善点等）
達成度 所管課

1 人権尊重についての広報・啓発
人権擁護委員活動事業において、人権啓発パンフレット等
によりお互いの人権を尊重し、差別意識の解消やあらゆる
暴力を根絶するため、広報・啓発を実施します。

広報・啓発活動 年３回以上・年１回以上 年３回・年１回

市広報紙（５・１２・３月号）にて人権相談の啓発、人権相談及び人
権教室についてお知らせしました。また、福祉まつりの会場で、人
権啓発活動として人権啓発品の配布や塗り絵コーナーを実施しま
した。

Ａ 市民課

2 人権侵害に対する相談等の充実
法務局や他の機関等との連携を図るとともに、人権擁護委
員による人権相談の充実を図ります。

人権相談の実施 年１３回以上 年１３回
人権・行政・心配ごと相談等を１３回実施し、人権に関する相談は５
件ありました。

Ａ 市民課

3
性的指向やＬＧＢＴ（性的少数者）へ
の理解促進

多様な性のあり方について理解を広め、ＬＧＢＴ（性的少数
者）に関する正しい情報の提供を行うとともに、理解促進の
ための啓発を実施します。

広報・啓発活動 年１回以上 年２回
国・県等が発行する情報誌を窓口に設置し、情報提供を行いまし
た。

Ａ 企画課

4 ＤＶやセクハラ防止に関する啓発
ＤＶやセクハラに関する正しい理解の促進と防止に向けた
啓発を実施します。

年１０回
DVやセクハラ防止に関する啓発事業などのパンフレットを設置等
を実施しました。

Ａ 企画課

5 デートＤＶの防止に関する啓発
デートＤＶに関する正しい理解の促進と防止に向けた啓発
を実施します。

年１回
市成人式（令和２年１月）において、デートDVの防止に関する啓発
として、パンフレット等を配布しました。

Ａ 企画課

6
デートＤＶの防止に関する教職員
及び保護者への啓発

デートＤＶに関する正しい理解の促進と防止に向けて、教職
員及び保護者への啓発を実施します。

年１回
市教委主催の生徒指導研修会において、デートＤＶについての理
解を深めました。

Ａ 学校教育課

7
女性への暴力等の防止に向けた
啓発活動の推進

毎年11月の「女性に対する暴力をなくす運動」に併せ、ポス
ターの掲示やチラシの配布を行い、女性に対する暴力を許
さない社会づくりに向けた市民意識の高揚を図ります。

年１回
運動期間に併せてポスター掲示・パンフレットの設置を実施し、市
広報紙・ホームページに掲載を行い、市民意識の向上を図りまし
た。

Ａ 企画課

8
地域の安全に向けた防犯対策へ
の取組み強化

犯罪防止のための地域防犯パトロールを関係団体と連携・
協力して実施します。また、市有防犯灯の設置や地区で設
置する防犯灯の設置及び維持管理に係る経費を補助しま
す。

青色回転灯車両によ
る防犯パトロールの
実施

週５回以上 週５回以上

富里市防犯指導員連合会各支部及び自主防犯パトロール隊による防犯
パトロールを、週５回以上実施しました。また、夜間における市民の安全な
通行と犯罪の抑止を図るために、防犯灯を設置するとともに、区・自治会
等が設置した防犯灯に対して補助を行いました。

Ａ 市民活動推進課

9 ＤＶ相談窓口に関する情報提供 24時間電話相談などの相談窓口の情報提供を行います。
チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年２回
「相談カード」を庁舎内トイレに設置し、市男女共同参画情報誌に
相談窓口に関する情報を掲載しました。

Ａ 企画課

職員の研修受講回数 年８回以上 年３回
家庭児童相談室に家庭相談員（５名）を配置し、児童虐待の早期対応や
DV防止など家庭児童福祉等に関する専門的な相談指導を行いました。
相談日時…毎週月～金曜日（開庁時）午前９時～午後４時

C 子育て支援課

庁内連携会議への出
席

年７回 年７回
要保護児童対策地域協議会実務者会議において情報交換を行
い、事案が発生した際には、関係機関と連携して協力し、解決を図
りました。

Ａ 学校教育課

研修等の情報提供 年１回以上 年８回
相談業務の技術力向上を支援するため、相談業務担当課へＤＶ相
談等に関する研修の案内などを行いました。

Ａ 企画課

－
千葉県女性サポートセンター、印旛健康福祉センター、警察等の関
係機関及び庁内関係機関等との連携を図り、DV被害者の支援を
実施しました。

Ａ 子育て支援課

－
DV関連相談者の経済的な支援の相談を受けるとともに、子育て支
援課等の関係機関と連携しながら対応しました。

Ａ 社会福祉課

生徒指導会議への出
席

週１回 週１回
生徒指導担当指導主事が、生徒指導会議へ出席し、情報交換及
び学校への指導を行いました。

Ａ 学校教育課

12
住民基本台帳事務における支援措
置

ＤＶ・ストーカー・児童虐待等の加害者が住民基本台帳の閲
覧等制度を不当に利用して被害者が緊急避難した先の住
所を検索することを防止し、被害者の保護を図ります。

－ － －
住民基本台帳事務における支援措置申出を受け、１１０件（本市受
付４９件）支援措置を実施しました。

Ａ 市民課

職員の研修受講回数 年８回以上 年３回
DV被害者の生活の安定と安全を確保しつつ、関係機関と連携を取
りながら、情報の提供や援助を行いました。

C 子育て支援課

該当の児童生徒の見
守り・学校への指導
助言

１件につき３回以上 １件につき３回以上
DV被害が発生した際には、関係機関と連携して協力し、また必要
な指導助言を行い解決を図りました。

A 学校教育課

年１回以上

基本方針（１）男女の人権が尊重される社会をつくる

富里市男女共同参画計画（第２次）改訂版　進捗状況調査票（令和元年度分）

チラシ等による啓発
の実施

10
ＤＶ及び児童虐待に関する相談体
制の強化・充実

庁内関係各課及び関係機関と連携を図り、相談体制の強
化・充実を図ります。

11
緊急保護等を求めるＤＶ被害者の
支援

関係機関と連携し、被害者及び児童や家族などに適切な支
援を行うとともに、状況に応じて緊急避難の支援を実施しま
す。

13 ＤＶ被害者の自立支援の充実
行政機関の各種手続きに関する情報の提供や援助をしま
す。

－－
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基本方針（１）男女の人権が尊重される社会をつくる

富里市男女共同参画計画（第２次）改訂版　進捗状況調査票（令和元年度分）

（研修の情報提供回数）

年１回以上
窓口となる子育て支援課、学校教育課及び市民課と研修情報の共
有を図りました。

Ａ 総務課

０回
DV相談業務に関する講演会について、家庭相談員や市担当職員
などに周知しました。（講演会は台風による延期、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により中止。）

C 子育て支援課

年１回以上
様々な機関で行われる人権に関する研修会を紹介し、関係職員の
参加を促しました。

Ａ 学校教育課

年１回
戸籍・住民基本台帳事務協議会において、問題点を取り上げ、職
員間で情報共有を行いました。

Ａ 市民課

－
母子保健事業を通した育児支援の中で、ネットワーク機関を活用
し、連携を図りました。

Ａ 健康推進課

ホームページに「富里市
障害者虐待防止セン
ター」について掲載

障害者虐待防止センターを設置（社会福祉協議会委託）し、相談体
制の充実に努めたとともに、ホームページ等により障害者虐待防
止法の周知を図りました。

Ａ 社会福祉課

高齢者見守り協力事
業者数

５５以上 ６６事業所
高齢者世帯における認知症やＤＶ・虐待等の早期発見に努めまし
た。

Ａ 高齢者福祉課

16
有害な違反看板などの広告物の排
除の強化

違反看板などの広告物を警察と連携して定期的に除去す
ることにより、地域環境の改善を推進し、性的犯罪を含めた
防犯面での安全性の向上を図ります。

違反看板の除去作業 週２回以上
月２回

除去枚数２２７枚

国道及び市道の道路用地内を、主な作業範囲として活動しました。除却作
業は市シルバー人材センターに委託し、月２回行いました。事業の効果に
よる回収物の減少により、数値目標より実施回数を抑えて事業を実施しま
した。

Ａ 都市計画課

年１回

文部科学省が発行する情報モラル教育啓発リーフレットを配付し、情報の
取捨選択やスマホの安全利用について啓発を図りました。また、内閣府が
発行する、低年齢層の子どもの保護者向けパンフレットを各学校に配付
し、保護者への普及啓発を図りました。

Ａ 学校教育課

年３回
家庭教育学級総会時に子どもの携帯トラブルについての啓発、出前講
座の紹介を行いました。また、学校教育課と連携し、小学校での親子携
帯電話教室を開催しました。

Ａ 商工観光課

年１回
各学校において、児童・生徒の発達段階に応じてインターネットから収集し
た情報を活用した学習を展開しました。今後も、このような学習の時間を中
心に、情報の適切な取捨選択ができるよう指導を充実させてまいります。

Ａ 学校教育課

年２回
学校教育課と連携し，６年生を対象に情報モラル教室を開催しまし
た。

Ａ 商工観光課

19
性の商品化防止のための啓発活
動の推進

性を人権尊重の視点で捉えることができるよう啓発を実施
します。

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年４回
性の商品化防止に関する啓発として、関係各課への情報提供や、
パンフレット等の配置を行いました。

Ａ 企画課

学校教育での指導
全小・中学校で

年１回以上
全小・中学校で

年１回以上

印旛郡市の助産師や市の保健師の協力を得て、学年ごとに段階的な性教
育の実践に努めており、中学校では学校独自で講師を依頼しています。富
里市は十代の妊娠が他市町村に比べて多く、　ステップファミリーや片親
家庭の多い現状であり、今後も各学校において計画的に実践していくこと
が望ましいと考えています。

Ａ 学校教育課

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回 新成人にエイズに関するパンフレットを配布しました。 Ａ 健康推進課

21
売買春、人身取引等の発生を防ぐ
ための性教育の実施

性を人権尊重の視点で捉えることができるよう、発達の段
階に応じた適切な性教育の充実を図ります。

学校教育での指導 全中学校で年１回以上 全中学校で年１回以上

各学校での性教育の中で、ＬＧＢＴ等、様々な性の形を認容し、性差・男女
の特性を踏まえた上での対等な人間関係ができるよう発達段階に応じた
取り組みを行いました。また、生命を尊重し、自らを大切にできるように指
導しています。

Ａ 学校教育課

性感染症等についての正しい知
識、情報の提供

性を人権尊重の視点で捉えることができるよう、エイズ、子
宮頸がんなどの性感染症予防教育を実施し、性に関する
正しい理解の促進に努めます。

20

関係職員の研修への
参加

年１回以上

－－

学習会等の開催 年１回以上

17
有害情報から青少年を守るための
啓発

携帯電話をはじめとしたインターネットの有害情報のフィル
タリングの実効性を高めるため、保護者への啓発の充実を
図るとともに、販売店に啓発チラシ配布の協力を求めます。

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上

18
メディア･リテラシーの学習機会の
充実

15 早期発見に向けた機関の連携
母子保健をはじめとする各種保健事業、要介護認定及び
障害程度区分認定調査において、ＤＶ被害者等を早期に発
見し、相談機関につなげていきます。

14

携帯電話をはじめとしたインターネットの情報メディアを主
体的に読み解いて必要な情報を引き出し、その真偽を見抜
き、活用する能力（メディア・リテラシー）の向上を図るため、
子どものうちからそうした能力を身に付けるための取組の
充実を図ります。

ＤＶ被害者に接する関係職員の研
修機会の提供

ＤＶ被害者に接する関係職員に対して、被害者の人権等に
十分配慮がなされるよう、研修機会の提供を行います。
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№ 施策名 施策内容 事業項目 数値目標 実績値
計画の進捗状況

（施策事業の実施状況，改善点等）
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22 男女平等意識の啓発

男性にとっても生きやすい社会形成のため、「男は仕事、女
は家庭」に象徴される固定的な性別役割分担意識や慣行
が解消されるよう、市広報紙や情報誌などにより、男女共
同参画の意義についての理解の促進を図る啓発を実施し
ます。

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回
とみさと市民活動フェスタ（令和２年２月）において男女共同参画に
関する展示を行い、男女共同参画の意義について理解促進を図る
啓発を実施しました。

Ａ 企画課

23
男女共同参画社会づくりに関する
情報の提供

市広報紙や情報誌等により、男女共同参画社会づくりを推
進するための情報提供を実施します。

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１０回
市広報紙やホームページによる男女共同参画週間などの周知のほ
か、パンフレットの設置や配布を行いました。

Ａ 企画課

取組等の情報発信 年１回以上 年１２回
国・県等が発行する情報誌を窓口に設置し、情報提供を行いまし
た。

Ａ 企画課

男女共同参画関連書
籍の蔵書数

１，５００冊以上 １，４３２冊
図書館蔵書の男女共同参画に関する資料のうち、家庭問題関連書
籍について２８冊の受け入れを行いました。全体では1,432冊となり、
最新の情報や話題性のあるものを考慮し資料整備に努めました。

Ａ 図書館

25 男女別の統計資料の充実
男女共同参画社会づくりを推進するため、男女別の統計資
料の充実を図ります。

－ －
市統計書の男女別資料

項目数：２０項目
市統計書内の２０項目について、男女別に統計データを掲載しまし
た。

Ａ 企画課

26
男女共同参画の視点による表現の
推進

富里市男女共同参画表現ガイドラインの周知を実施し、市
の刊行物などにおいて、男女共同参画の視点による表現
に努めます。

表現ガイドラインの周
知

年１回以上 年１回
表現ガイドラインについて、庁内ポータル内に掲載し、全庁に周知を
行いました。

Ａ 企画課

－ － －
市広報紙の作成段階において、掲載する文章や言葉、写真・イラス
トについて、不必要な性別の強調や固定的なイメージ等、偏った表
現にならないよう配慮しました。

Ａ 秘書広報課

表現ガイドラインの周
知

年１回以上 年１回
表現ガイドラインについて、庁内ポータル内に掲載し、全庁に周知を
行いました。

Ａ 企画課

職員研修の実施 年１回以上 年１回
新型コロナウイルス感染症の影響により、庁内研修会の実施が困難
となったため、ハラスメントに関する図書を各課等に配布・回覧をし、
職員の意識の向上を図りました。

Ａ 総務課

研修の協力または情
報提供

年１回以上 年７年 関係課に対し、研修会や講演会等の情報提供を行いました。 Ａ 企画課

29
男女共同参画に関連する講座、セ
ミナー等の開催

男女共同参画社会づくりを推進するため、さまざまな視点
からの男女共同参画に関する講座やセミナー等を開催しま
す。

講座やセミナー等の
開催

年1回以上 年１回
とみさと市民活動フェスタ（令和２年２月）において男女共同参画に
関する展示を行い、市計画の紹介や啓発物品の配布などを実施し、
男女共同参画社会づくりの推進を図りました。

Ａ 企画課

30
国・県等が主催する講演会、研修
会等の情報提供

情報コーナー等を活用して市民に情報提供します。
チラシ・ポスター等に
よる情報提供

年１回以上 年１２回
国・県等が発行する情報誌を窓口に設置し、情報提供を行いまし
た。

Ａ 企画課

年１回
保育サービスが提供されている国・県等が主催する講座等につい
て、関係課へ情報提供を行いました。

Ａ 企画課

年２回
市内認可保育所での一時保育制度を、市広報紙とホームページで
周知しました。

Ａ 子育て支援課

富里市男女共同参画計画（第２次）改訂版　進捗状況調査票（令和元年度分）

基本方針（２）一人一人の個性を認め合う社会をつくる

28
市職員の男女共同参画に関する意
識の醸成

研修会や講演会等への参加を促し、市職員の男女共同参
画に関する意識の醸成を図ります。

24
男女共同参画に関わる関連資料、
図書等の充実

男女共同参画に関わる関連資料を情報コーナー等で配布
します。
また、図書館において、ジェンダー意識にとらわれない視点
も考慮しながら、図書等の充実を図ります。

27
男女共同参画の視点による広報活
動

広報紙やホームページの作成に際しては、男女共同参画
の視点に配慮し、より内容の充実を図ります。

31
講座を開催する際の一時保育サー
ビスの実施と利用の促進

子育て世代の保護者が講座等に参加しやすくするため、ボ
ランティアセンター等の協力を得た保育サービスの提供の
推進について関係各課へ周知を図ります。また、保育所で
の一時保育制度の周知を行います。

保育サービス利用促
進のための情報提供

年１回以上

3



№ 施策名 施策内容 事業項目 数値目標 実績値
計画の進捗状況

（施策事業の実施状況，改善点等）
達成度 所管課

富里市男女共同参画計画（第２次）改訂版　進捗状況調査票（令和元年度分）

基本方針（２）一人一人の個性を認め合う社会をつくる

講演会等の実施 年１回以上 年１回
とみさと市民活動フェスタ（令和２年２月）において男女共同参画に
関する展示を行い、市計画の紹介や啓発物品の配布などを実施し、
男女共同参画社会づくりの推進を図りました。

Ａ 企画課

男女共同参画に関す
る家庭教育学級の開
催

年１回以上 年１回
市内１２の公立幼稚園、小・中学校に家庭教育学級を開設し、各学
級５～７の講座を開催し、延べ1,058名が参加しました。今後も多くの
学級生に学習機会を提供していきます。

Ａ 生涯学習課

33 人権教育、性教育の充実 学校教育において、人権や性教育の充実を図ります。 学校教育での指導
全小・中学校で

年１回以上
全小・中学校で

年１回以上

各学校で人権週間における取組みを行いました。４学年では、学級
活動や保健学習において、男女の違いや二次成長について理解を
深めました。

Ａ 学校教育課

－
男女別に活動したり、男女という性を強調せず、個人を大切にした保
育を行いました。

Ａ 子育て支援課

―
男女で活動したり、男女という性を強調せず一人一人を大切にした
保育や教育の推進を行いました。

Ａ 学校教育課

35
学校教育における男女平等教育の
推進

男女共同参画意識の形成やジェンダーにとらわれない自立
した男女を育成するため、広く男女平等の視点に立った教
育を推進します。

－ － ―
グループ編成等を男女混合にし、道徳や学級活動、総合的な学習
の時間などを通して分け隔てなく協力して活動するように意識化を図
りました。

Ａ 学校教育課

36
性別にとらわれないキャリア教育の
推進

職業体験学習等の体験的な活動における指導を通して、
ジェンダーにとらわれない職業観や労働観の育成や仕事と
生活の調和の重要性を養うキャリア教育を推進します。

職業体験学習等の実
施

全小・中学校で
年１回以上

全小・中学校で
年１回以上

小学校で「夢ぴったり仕事体験」、中学校で「わくわくWorking!」を全校
で実施し、これらの学習及び体験を通して、望ましい職業観・勤労観
の育成を図っています。

Ａ 学校教育課

37 男女混合名簿の使用への対応
市内の公立小・中学校における男女混合名簿の使用対応
を図っていきます。

－ － ―
学校により名簿の形式はことなりますが、男女混合名簿を活用しま
した。

Ａ 学校教育課

38
教育関係者の男女共同参画に関
する理解の推進

子どもたちの意識形成や行動に大きな影響を与える教職員
に対し、男女共同参画に関する理解を深めるための研修機
会の充実を図ります。

研修会等の実施 年１回以上 年１回以上
子どもたちの教育に直接関わる教職員に対し、様々な研修の中で人
権の内容に含めて男女共同参画について触れました。今後も研修
の充実を図り、男女共同参画に関する理解を深めます。

Ａ 学校教育課

34
就学前における男女平等意識の向
上

男女平等の視点に配慮した保育や教育を通して、男女平
等意識を高めます。

32

－ －

家庭において男女平等教育を進め
るための啓発活動の推進

ジェンダーにとらわれず、男女が共に参画して社会づくりを
進める意識を広く浸透させるための情報や学習機会の提
供を行います。
また、男性の子育てや家庭教育への参画を促進します。

4



№ 施策名 施策内容 事業項目 数値目標 実績値
計画の進捗状況

（施策事業の実施状況，改善点等）
達成度 所管課

39
審議会、委員会等への女性の参画
の推進

女性の意見を政策・方針決定の場に反映させるため、関係
各課へ周知を図り、審議会等への女性の参画を推進しま
す。また、子育て世代の親が審議会等に参画しやすくする
ため、ボランティアセンター等の協力を得た一時保育サービ
スの提供の推進について関係各課へ周知を図ります。

審議会等の女性委員
登用率

30% ２５．２％
審議会等の委員数　６１０名
うち女性委員数　１５４人
（平成３１年４月１日現在）

B 企画課

40 審議会等への公募委員の登用

「審議会等の公募に関する規則」や「審議会等の設置及び
運営等に関する指針」の適正な運用により、幅広い年齢層
から市民参加を得られるように公募による委員の選任を推
進します。

公募委員を登用した
審議会等の数

１９ １５
審議会等の数　５９団体
うち公募委員が含まれる審議会等の数　１５団体
（平成３１年４月１日現在）

B 企画課

41 広聴活動の充実
あらゆる場面で共同参画しやすい社会をつくるため、市民
の意見等を聴く機会の充実を図ります。

ふれあいミーティング
の参加者数

年間５０人 年間７人

「市長への手紙」「市政へのご意見」では、年間７９件の意見をいただきま
した。なお、令和２年２月から「まちづくりふれあいミーティング」にかわる
ものとして、「まちかど市長室」を開始しました。(ふれあいミーティングは１
回開催。）

C 秘書広報課

42 選挙啓発活動の推進
投票率向上を図るため、選挙啓発活動を推進します。特
に、若年層を対象とした啓発活動を行うことにより、政治へ
の関心を高めるとともに投票意識の向上に努めます。

政治的関心の向上に
資するための取組

年１回以上 年３回
市内小・中学校の児童・生徒を対象とした選挙啓発作品の募集を行いま
した。また、新有権者向け選挙啓発冊子を、新成人及び富里高校3年生
に配布し、富里高校全校生徒を対象に選挙啓発講座を開催しました。

Ａ 選挙管理委員会

-
施設のバリアフリー化改修及び維持管理において、ユニバーサルデ
ザインに配慮し実施しました。引き続き施設の改善に努めます。

Ａ 財政課

-
各園施設の通路は通りやすい空間を大切にし、季節感が味わえる
ようにしています。富里幼稚園は老朽化が進んでいることから、施設
改修に合わせユニバーサルデザインに配慮し改善に努めます。

Ａ 子育て支援課

-
平成２８年度に策定した改修計画に基づき、改修工事の実施に向け
準備を進めました。

C 社会福祉課

-
市民活動サポートセンターについて、キッズスペースの配置を工夫
し、絵本や玩具の数を充実させ、子ども連れの方が利用しやすくなる
よう改善に努めました。

Ａ 市民活動推進課

-
開発事前協議時に、歩道のバリアフリー化に努めるよう指導を行い
ました。また通学路において外側線の補修等改良を行いました。

Ａ 建設課

-

開発に伴い設置される新規公園については、開発業者に対しバリア
フリー化するよう指導しました。また、日吉台第８公園及び桜台第２
公園の出入り口階段に手摺を設置する工事を行いました。未整備公
園については、今後計画的に整備していくことを検討します。

Ａ 都市計画課

-

快適な教育環境の確保のため、市内小中学校にエアコンを設置しま
した。
小学校５校（富里小、富里第一小、日吉台小、根木名小、七栄小）
中学校３校（富里中、富里北中、富里南中）

Ａ 教育総務課

-
中央公民館について、多くの人が利用しやすい施設となるよう、トイ
レ、空調設備の一部修繕、廊下、室内の床の補修を行いました。

Ａ 生涯学習課

-
開館当初よりユニバーサルデザインに配慮した設計の施設となって
おり、改善箇所は生じていないものの、引き続き改善箇所を注視し
ていきます。

B 図書館

44
各種団体等における女性リーダー
の拡充の働きかけ

関係各課を通じて、自治会や各種団体等における女性リー
ダーの拡充を働きかけます。

講演会等の情報提供 年１回以上 年２回
女性活躍に関する講演会等の情報について、パンフレットの配置や
関係課への情報提供を行いました。

Ａ 企画課

45
企業運営等における女性の参画促
進のための働きかけ

企業運営等における女性の参画を促進するため、国や県
等の制度やセミナー等の情報提供を通じて働きかけます。

チラシ等による情報
提供の実施

年１回以上 年１回
厚生労働省からの女性活躍推進事業についてのチラシを市役所等
公共施設に配架を行い、情報提供を実施しました。

Ａ 商工観光課

46 市職員の研修機会の充実
政策立案や各種施策等の能力を養成するため、各種研修
への女性職員の参加を推進します。

各種政策立案等研修
への女性職員の参加

年５人以上 年１８人
市町村アカデミー、千葉県自治研修センター等、多数の職員が研修
に参加しました。

Ａ 総務課

富里市男女共同参画計画（第２次）改訂版　進捗状況調査票（令和元年度分）

基本方針（３）あらゆる場面で共同参画できる社会をつくる

43
女性の視点を取り入れた施設改善
の推進

ユニバーサルデザインの理念に基づき、妊婦、子ども連
れ、子ども、障がい者、高齢者、外国人が生活しやすい、女
性の視点を取り入れた施設の改善に努めます。

－ －

5



№ 施策名 施策内容 事業項目 数値目標 実績値
計画の進捗状況

（施策事業の実施状況，改善点等）
達成度 所管課

富里市男女共同参画計画（第２次）改訂版　進捗状況調査票（令和元年度分）

基本方針（３）あらゆる場面で共同参画できる社会をつくる

47 市管理職への女性登用の推進
性別にかかわらず、適切な人事管理を行う中で、女性管理
職の登用を推進します。

女性管理職の割合 ２０％以上 主幹級以上　４．３％
（副主幹級以上　１１．８％）

女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画を策定しました。
（令和2年度までに女性管理職の割合20％を目標）

C 総務課

48
市民活動サポートセンター機能の
充実

性別や世代を問わず、地域活動に参加できるよう、協働に
よるまちづくりの拠点である市民活動サポートセンターの機
能の充実を図り、市民活動団体が行う活動の啓発と支援を
通じて、男女共同参画意識の向上に努めます。

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年４回
市民活動サポートセンターの広報紙「とみさぽNews Letter」に市民
活動団体の記事を掲載し、活動の啓発と支援を行いました。

Ａ 市民活動推進課

49
地域活動における男女共同参画の
促進

地域づくりを担う人材を育成するため、協働のまちづくりを
推進し、老若男女を問わず地域活動に参画できるような環
境整備に努めます。

講座等の開催 年１回以上 年７回

市民活動に関心を持ってもらうイベントや、地域活動の担い手を発
掘・育成するための各種講座を開催しました。今後も、誰もが生き生
きと地域で市民活動に参加できるきっかけとなる機会を提供してい
きます。
【令和元年度実績：小学生ボランティア1回、居場所情報交換＆交流
会１回、とみさと協働塾５回】

Ａ 市民活動推進課

50
防災分野における男女共同参画の
推進

女性や要配慮者へ配慮した取組が進むよう、防災会議へ
の女性委員の登用を促進し、地域防災力の向上に努めま
す。

防災会議への女性委
員の登用

３人以上 ５人
女性委員が５名となり、女性の視点を活かした地域防災力の向上に
努めました。

Ａ 防災課

51
地域における防災訓練及び自主防
災組織活動の支援

自主防災組織など地域における防災活動を支援するととも
に、自主防災組織への女性参画を促進します。

自主防災組織活動へ
の支援

年１団体以上 年６団体
自主防災組織が実施する防災活動の支援を行い、自主防災組織の
女性参画を促進しました。

Ａ 防災課

6



№ 施策名 施策内容 事業項目 数値目標 実績値
計画の進捗状況

（施策事業の実施状況，改善点等）
達成度 所管課

52 労働基準法の周知・徹底 法制度のパンフレット等により周知を図ります。
チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回
法制度のパンフレット等を市役所等公共施設に配架し、周知を図り
ました。また、国・県の長時間労働・過重労働等に係る労働相談窓
口について、市広報紙・ホームページで情報提供を行いました。

Ａ 商工観光課

53 男女雇用機会均等法の周知・徹底 法制度のパンフレット等により周知を図ります。
チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回
法制度のパンフレット等を市役所等公共施設に配架し、周知を図り
ました。引き続き、周知方法について検討します。

Ａ 商工観光課

54
職業技術等を取得するための講座
等の情報提供

各種講習会や講座等の情報提供を実施します。
チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回
各種講習会や講座等のパンフレットを市役所等公共施設に配架
し、情報提供を行いました。

Ａ 商工観光課

55
起業家を支援するための融資制度
等の情報提供

各種融資制度等の情報提供を実施します。
チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回

市融資制度について市広報紙・ホームページで周知を図り、併せて市
役所等公共施設・関係金融機関・商工会に案内資料を配布し、情報提
供を行いました。また、県融資制度・県信用保証協会制度の案内を、前
述の場所に配架し、情報提供を行いました。

Ａ 商工観光課

56
女性の就労への理解に向けた啓
発活動の推進

育児休暇や介護休暇後の職場復帰の際の正しい理解につ
いて、法制度等の啓発と併せて企業へ働きかけます。

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回
法制度のパンフレット等を市役所等公共施設に配架し、周知を図り
ました。今後、企業の働きかけの方策や周知方法について検討し
ます。

Ａ 商工観光課

57 再就職支援の情報提供 再就職支援に関する情報を提供します。
チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回
再就職支援セミナーのチラシやポスターを市役所等公共施設に掲
示し、情報提供を行いました。また、中高年及び子育て中の母親を
対象にした再就職支援セミナーを開催しました。

Ａ 商工観光課

58
障がい者の生活・就労に関する支
援

関係する行政機関や民間機関と連携を図り、障がい者が
自立し充実した生活を営めるよう、生活・就労の相談体制
や情報提供の充実を図ります。

地域自立支援協議会
の開催

年３回以上 年０回
地域自立支援協議会（就労支援研究部会）の開催はありませんで
したが、各関係機関との情報交換等を行い、支援体制の充実を図
りました。

Ｃ 社会福祉課

59
困難な状況におかれた若年層の就
業支援

関係する行政機関や民間機関と連携を図り、フリーターや
ニートの就業支援プログラムの情報を提供します。

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回
民間機関と連携を図り、就業支援相談会を実施したほか、若年者
就労に関する事業やセミナー等の情報を提供しました。

Ａ 商工観光課

60 労働者の健康確保の促進
長時間労働や妊娠・出産後の女性労働者の母性保護を含
めた、労働安全衛生法の啓発に努めます。

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回
市広報紙で、全国安全週間に関する情報の提供を行いました。ま
た、国・県の長時間労働や過重労働等に関する労働相談の案内チ
ラシを、市役所等公共施設に配架し周知を図りました。

Ａ 商工観光課

61
セクハラ・パワハラ等防止のための
啓発活動の推進

チラシやパンフレット等により啓発活動を実施します。
チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回
啓発チラシ等を市役所等公共施設に配架し、周知を図りました。今
後は、関係機関等との連携について検討していきます。

Ａ 商工観光課

62
職場における慣行を見直すための
啓発活動の推進

女性の力を活かしていくためのポジティブ・アクションに関す
る情報提供など、職場の慣行を見直すための啓発活動を
推進します。

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回
職場における慣行を見直す啓発チラシを市役所等公共施設に配架
し、周知を図りました。引き続き、周知方法について検討します。

Ａ 商工観光課

63
農業、商工業に従事する女性の労
働環境改善のための啓発活動の
推進

商工会や農業協同組合などの関係機関と連携して、農業、
商工業に従事する女性の労働環境改善のための啓発活動
を推進します。

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回
労働環境改善のための啓発チラシを市役所等公共施設に配架し、
周知を図りました。今後は、関係機関等との連携した周知方法につ
いて検討します。

Ａ 商工観光課

64 家族経営協定の推進

農業経営に女性や若者も参加し、家族構成員一人一人が
経営を築いている考え方を確立するとともに、農業就業人
口の過半数を占める女性の農業労働・家事労働を適正に
評価し、女性農業者の地位の向上を図ります。

家族経営協定新規締
結数

年１家族以上 0家族
家族経営協定の新規締結はありませんでしたが、県等関係機関発
行のパンフレットを農政課窓口で配布し、家族経営協定の推進を図
りました。

Ｂ 農政課

65
法人化など農業経営に関する情報
提供

関係機関が実施する講演会等の案内や各種パンフレットに
より情報提供を実施します。

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年２回
県等関係機関発行のパンフレットを農政課窓口で配架し、情報提
供を行いました。

Ａ 農政課

年１回
啓発チラシ等を市役所等公共施設に配架し、周知を図りました。今
後は、関係機関等との連携した周知方法について検討します。

Ａ 商工観光課

年２回
パンフレット等を窓口などに配置し、ワーク･ライフ･バランスに関す
る啓発を行いました。

Ａ 企画課

富里市男女共同参画計画（第２次）改訂版　進捗状況調査票（令和元年度分）

基本方針（４）だれもが働きやすい社会をつくる

チラシ等による啓発
の実施

年１回以上66
ワーク･ライフ･バランス意識の普
及・啓発の推進

関係機関と連携して、ワーク･ライフ･バランス意識の普及・
啓発活動を実施し、企業等における育児休業や介護休業
取得を促進します。
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基本方針（４）だれもが働きやすい社会をつくる

67 育児・介護休業法の周知・徹底 法制度のパンフレット等により周知を図ります。
チラシ等による啓発
の実施

年１回以上 年１回
法制度のパンフレット等を、市役所等公共施設に配架し周知を図り
ました。

Ａ 商工観光課

両親学級の実施 年３回以上 プレパパママ教室２回
妊娠中から育児の体験学習と先輩ママと交流する時間を設け、産
後をイメージできるような内容を実施しました。（新型コロナウイルス
感染症の影響により、１回中止。）

Ｃ 健康推進課

介護予防出前講座の
実施

年１０回以上 年６回

男女を問わず、地域住民の介護予防に対する意識を高めるため、
地域からの要請に基づき介護予防出前講座を行いました。（開催
回数６回、参加者１５６人。新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、３回中止。）

Ｃ 高齢者福祉課

育児講座開催数 年１０回以上 年２３回
子育て支援センターを夫婦で利用する方が増えています。今後も
父母ともに参加しやすい環境を整えていきます。

Ａ 子育て支援課

－ － －
各学校で授業参観や親子で参加する行事において、男性、女性の
どちらでも参加しやすいように配慮して行いました。

Ａ 学校教育課

家庭教育学級へ男性
参加の啓発

年３回以上 年４回

市内１つの幼稚園、３つの小学校で親子歯みがき教室や親子リト
ミックを開催し、親子が触れ合える場を設けました。延べ１９０名の
参加があり、今後も親子のふれ合いの場が持てる講座を開催して
いきます。

Ａ 生涯学習課

69
市職員への育児・介護休業制度の
周知、ワーク･ライフ･バランス意識
の普及・啓発の推進

男性職員の育児や介護を促進するため、育児休業や介護
休業取得の促進と、ワーク･ライフ･バランス意識の普及・啓
発を推進します。

ワーク・ライフ・バラン
スに資する取組の推
進

ゆう活（夏の朝型勤務）
取得者３０名以上

ゆう活取得者３９名
一定のニーズがあり、職員のワーク・ライフ・バランスの意識向上に
貢献しました。

Ａ 総務課

68
男女とも参加できる家事・育児・介
護講座等の開催

ジェンダーにとらわれず、男女が共に助け合い、男性も家
事・育児・介護などの家庭責任を果たすことができるよう、
男性の料理教室等の講座を開催します。また、プレパパ・マ
マ教室、学校行事、家庭教育学級などの親子のふれあい
事業では、男性が参加しやすい設定や周知に努め、男性
の育児や子育てへの参画を促進します。
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№ 施策名 施策内容 事業項目 数値目標 実績値
計画の進捗状況

（施策事業の実施状況，改善点等）
達成度 所管課

70 多様な保育サービスの充実
仕事と子育ての両立を支援し、安心して働くことができるよ
う、多様な保育サービスの充実を図るとともに、保育所との
連携を図り、待機児童の解消に努めます。

保育所待機児童の解
消

０人 １０４人

弾力的な児童の受け入れを実施しましたが、待機児童の解消には至りま
せんでした。仕事と子育ての両立を支援するため、各幼稚園で預かり保
育を実施しました。（年間利用者延べ　3,301名）引き続き、保護者が安心
して働くことができるよう、多様な保育サービスの充実に努めます。

Ｂ 子育て支援課

71 ファミリーサポートセンターの充実
地域で支援する子育て体制として、ファミリーサポートセン
ターの充実を図り、地域による相互扶助により多様な保育
サービスの提供の充実を図ります。

ファミリーサポートセ
ンター会員数

１００人以上 １５４人
保育所・幼稚園・小学校と自宅間の送迎及び送迎前後の預かりや、
出産前後の援助活動、学童への送迎などを行っています。
（年間活動件数６７０件）

Ａ 子育て支援課

72 病児・病後児保育の充実
保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際
に自宅での保育が困難な場合の保育需要に対応する、病
児・病後児保育事業の充実を図ります。

利用登録数 ２００人 １８１人
平成２８年１月より利用対象者を市外在住者にも拡大し、利用者の保育
ニーズへの充実に努めています。市内各園にチラシを配布し、事業の
周知を行いました。（開設日数２３２日　年間利用者数３４１人）

Ａ 子育て支援課

73 放課後児童クラブの充実

放課後児童の健全育成を図るため、放課後学童クラブの
運営の拡充に努めるともに、保育需要を見極めながら、民
間活力の活用を含め、新たな放課後学童クラブの設置に
ついて検討します。

放課後学童クラブ入
所率（4/1時点）

７７％以上 ７４%
学童クラブの設備の修繕等を行い、保育環境の充実を図りました。
また、今後も学童クラブの保育需要を注視し、設置等について検討
します。

Ａ 子育て支援課

保健センターの充実を図り、各種健診や各種教室を開催し
て子どもの健康や育児などの子育てを支援します。

育児相談の実施 年１２回以上 年９回実施
乳幼児健診等で育児相談を周知し、育児や子どもの発達・発育に関
する相談を受けました。（台風災害及び新型コロナウイルス感染症
の影響により、３回中止。）

Ｂ 健康推進課

各幼稚園・小中学校の入園・入学児童の保護者を対象に
子育て学習会を実施します。

子育て学習会の開催
全幼稚園・小・中学校で

年１回以上
全幼稚園・小・中学校で

年１回以上

市内１２の公立幼稚園、小・中学校に家庭教育学級を開設し、各学
級５～７の講座を開催し、延べ1,058名が参加しました。今後も多くの
学級生に学習機会を提供していきます。

Ａ 生涯学習課

子ども子育てコンシェ
ルジュの訪問による
連携団体数

年２０団体以上 年２０団体以上
関係機関に訪問し、連携・協力を図りました。
（社会福祉協議会等述べ２０団体以上）

Ａ 子育て支援課

ＰＴＡ活動での登下校
の見守りの実施

全小・中学校で
年１回以上

全小・中学校で
年１回

学校支援ボランティアを活用し、地域全体で登下校の見守り活動を
行いました。

Ａ 学校教育課

各種支援制度の周知 年８回以上 年９回

中学校卒業まで（１５歳到達後、最初の３月３１日まで）の児童を養育して
いる方へ、児童手当法に基づき児童手当を支給しました。０歳～中学３年
生までの子どもに対し、保険が適用される医療費について、一部負担金
のうち一部または全部を助成しました。

Ａ 子育て支援課

制度の周知 年１回以上
市内小・中学校で年１回以
上の周知文書配布を実施

市内の全児童生徒の保護者に対して、経済的支援についての周知
文書を配布し市広報紙、ホームページ及び入学説明会等での制度
説明を実施しました。また窓口での周知文書の配布を進めました。

Ａ 学校教育課

77 小児救急医療体制の整備
医師会の協力を得て、夜間や休日の小児救急医療体制の
維持に努めるとともに、情報提供を実施します。

広報活動による周知 年１２回以上 年１２回
関係機関等と連携し、休日夜間の医療体制の確保に継続して努め
ました。また、毎月の市広報紙において、情報提供をしました。

Ａ 健康推進課

両親学級の実施 年３回以上 プレパパママ教室２回
妊娠中から育児の体験学習と先輩ママと交流する時間を設け産後
をイメージできるような内容を実施しました。（新型コロナウイルス感
染症の影響により、１回中止。）

Ｃ 健康推進課

育児講座開催数 年１０回以上 年２６回
子育て支援センターで育児講座を開催しました。今後も育児がより
具体的にイメージできるような育児講座を開催し、育児の支援に努
めます。

Ａ 子育て支援課

子育てに関する家庭
教育学級開催回数

各家庭教育学級で
年１回以上

年１２回
市内公立幼稚園、小・中学校で１２の家庭教育学級を開設し、1,337
名の学級生が在籍しました。

Ａ 生涯学習課

ブックスタート・親子
おはなし会・おはなし
会

年１２回以上・年１０回
以上・年５５回以上

 ブックスタート　　11回開催
 親子おはなし会　10回開催
 おはなし会　　52回開催

毎月行われる乳児健診（４～５か月児）時にブックスタート事業を実施し、２８３名
参加しました。親子おはなし会を実施し、４７名が参加しました。おはなし会を実
施し、３８５名が参加しました。読み聞かせを通じた親子の触れ合いの支援や事
業の周知に努め、引き続き事業を継続して、育児をサポートしていきます。

Ａ 図書館

78
両親学級・母親学級の充実や親子
のふれあい事業の推進

富里市男女共同参画計画（第２次）改訂版　進捗状況調査票（令和元年度分）

基本方針（５）だれもが安心して暮らせる社会をつくる

74
子育てに関する相談、指導及び情
報提供の充実

75 地域で支援する子育て体制の整備
教育・福祉関係者、ボランティア、自治会、市民活動団体
等、地域の連携・協力により、子どもの成長を見守り支援す
る取組を推進します。

21,605人

76 子育てに関する経済的支援の推進

年間21,000人以上
子育て支援センター
利用者数

子育て支援センターの充実を図り、子育て家庭に対して、
相談・情報提供、子育ての仲間づくり及び関係機関との連
絡調整など、総合的に子育てを支援します。

子育て家庭について、相談、講座の開催、イベントの実施等、総合
的な支援を実施しました。

Ａ 子育て支援課

貧困等の家庭環境により進学機会や学力・学習意欲に影
響が及ばないよう、児童手当、子ども医療助成、幼稚園就
園奨励費補助など、子育てに関する経済的支援や奨学金
制度の情報提供を実施します。

育児がより具体的にイメージできるような支援としての教室
や、親子のふれあいを通じて積極的に育児に取り組めるよ
う支援するとともに、家庭教育学級の充実を図ります。
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基本方針（５）だれもが安心して暮らせる社会をつくる

79
育児相談、栄養指導など母子保健
の充実

乳幼児の健やかな発育・発達のサポート及び育児不安の
解消を図るための相談・指導の充実に努めます。

育児相談の実施 年１２回以上 年９回実施
乳幼児健診等で育児相談を周知し、育児や子どもの発達・発育に関
する相談を受けました。（台風災害及び新型コロナウイルス感染症
の影響により、3回中止。）

Ｂ 健康推進課

80 各種検診事業の充実
健康維持と病気予防のため検診に対する理解を深め、年
代や性差などに応じた受診しやすい体制の整備に努めま
す。

各種検診の実施 受診率５０％ ２２．４％
特定健康診査に併せて、各種がん検診（胃・肺・前立腺）を実施。乳
がん子宮頸がん健診を8～9月に実施し、大腸がん健診は市内委託
医療機関で11月末まで実施しました。

D 健康推進課

81
健診や人間ドック等に関する情報
提供及び受診しやすい体制の整備

特定健診や後期高齢者健康診査及び人間ドック等助成事
業の充実に努め、情報の周知に努めます。

広報・啓発活動 年８回 年９回

健診及び人間ドック助成に関する周知を、年９回実施しました。（対
象者への個別通知（勧奨通知含む）３回、区長回覧２回、広報４回）
今後も引き続き積極的な情報提供を行い、受診体制の強化整備を
図ります。

Ａ 国保年金課

82
健康教室などの開催による健康づ
くりの推進

年代や性差などに応じた健康教室や健康を推進する事業
を実施します。また、食に関する知識や食を選択する能力
を育成するため、男性の料理教室への参加促進に努めま
す。

健康教室の開催 年１コース以上

講演会　年３回
セミナー　年２回
男性のための

料理教室　年２回

生活習慣病予防の教室として、医師による講演会とセミナーを開催
しました。また、地区保健推進員協議会主催で、男性のための料理
教室を１２月、１月に開催しました。

Ａ 健康推進課

栄養士による全小・
中学校での指導

全小・中学校で
年１回以上

全小・中学校で
年１回以上

市内の小中学校において、栄養教諭や技師による食育の出前授業を
計画的に実施しました。11月には、小中学校での出前授業を行いまし
た。また、年明けには「学校給食週間」を設定し、食育の推進を図る取
組みを行いました。

Ａ 学校教育課

２歳児歯科健診の実
施

年６回以上 年５回 個別に栄養相談を実施しました。 Ｂ 健康推進課

イベント等での啓発 年１回以上 年２回
「すいかまつり」及び「産業まつり」等で地場食材の試食や即売を行
いました。また食育期間（６月）における広報誌の周知により啓発活
動を行いました。

Ａ 農政課

健康相談の実施 年１０回以上
　定例健康相談　年９回
　結果説明会　年６回

参加者が自分自身の健康の保持・増進に努めることができるよう、
生活習慣の助言と支援を実施しました。

Ａ 健康推進課

こころの相談 年６回以上 年５回 精神科医による個別相談を実施しました。 Ｂ 社会福祉課

85
妊娠、出産等に関わる学習機会の
充実

妊娠、出産、育児についての知識を学び、不安の解消を図
るため、母親学級及び両親学級（プレ・パパママ教室）を実
施します。

母親学級・両親学級
の実施

母親学級年４回以上・
両親学級年３回以上

　母親学級　年４回
　プレパパママ教室　年２回

妊娠中から育児の体験学習と先輩ママと交流する時間を設け産後
をイメージできるような内容を実施しました。（新型コロナウイルス感
染症の影響により、１回中止。）

Ｂ 健康推進課

86 各種スポーツ教室等の充実
スポーツを通じて心と体の健康づくり、親子でのふれあいを
促進するため、スポーツ健康フェスタの開催及び体育協会
と連携して各種スポーツ教室や大会の開催を推進します。

スポーツ健康フェスタ
の開催

年１回以上 年０回
スポーツ健康フェスタについては、台風の影響により止むなく中止と
なりましたが、体育協会と連携して各種スポーツ教室や大会の開催
を推進しました。

Ｃ 生涯学習課

シルバー人材セン
ター事業への支援

シルバー人材センター
事業補助金による財政
援助

富里市シルバー人材セン
ター事業費補助金
8,239,000円の財政支援

高齢者の雇用機会を増進し「自主・自立」を図るシルバー人材セン
ターの運営を支援するため、富里市シルバー人材センター事業費補
助金8,239,000円の財政支援を行いました。

Ａ 商工観光課

地区社会福祉協議会
の区域を単位とした
地域主導による敬老
会の開催

地区社会福祉協議会の
区域での開催

７地区
７地区において、地域主導による敬老会を開催しました。（台風の影
響により、１地区の開催が中止となりましたが、祝品などを対象者へ
配布しました。）

Ｂ 高齢者福祉課

広報活動による事業
の周知

年１回以上 年２回
寝たきり等で通院による歯科診療が困難な方を対象に、希望申込制
による在宅訪問診療を行いました。今後は、新たにポスターを作成し
周知を図ります。

Ａ 健康推進課

移送サービス年間利
用回数（延べ）

６００回 ６０５回
在宅の要介護・要支援状態にある高齢者等で、自力では公共交通
機関等の利用が困難な方に対し、外出支援サービスを行いました。
今後も利用に向けた周知に努めます。

Ａ 高齢者福祉課

89
ひとり暮らし高齢者等に対する地
域での見守り支援の推進

多様な地域団体や市民による地域コミュニティが主体とな
り、共に支え合う地域福祉ネットワークの構築に努めます。

ＳＯＳネットワーク事
業者数・高齢者見守
り協力事業者数

１９５以上・５５以上
ＳＯＳ ：１９１事業

見守り ：６６事業者

SＯＳネットワーク事業として、徘徊してしまう高齢者等の早期発見、保護
に努めました。（発生件数４２件）
また、高齢者見守り協力事業者ネットワーク事業として、高齢者世帯にお
ける認知症やＤＶ・虐待等の異変の早期発見に努めました。

Ａ 高齢者福祉課

心身の健康相談の充実
年代や性差などに応じた健康相談や、専門の医師によるこ
ころの相談を実施するとともに、自殺対策に関する啓発を
実施します。

83 子どもへの食育の推進

87 高齢者の社会参加の促進

高齢者が身近な地域で安心して働ける多様な就業機会を
提供するシルバー人材センターを支援します。また、高齢
者が孤立せず、仲間づくりや地域との交流が図れる場とし
て、シルバークラブ活動への支援及び地区社会福祉協議
会の区域を単位とした地域主導による敬老会の開催につ
いて支援します。

子どもの頃から食に関する正しい知識を習得し、食を選択
する能力の向上を図る等、生涯を通じて心身ともに元気で
豊かに暮らすために、食育の推進を図ります。

84

88
高齢者の在宅保健福祉サービスの
充実

訪問歯科診療など、在宅保健福祉サービスの充実を図りま
す。
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90
ひとり暮らし高齢者の実態把握・支
援

訪問調査等により、ひとり暮らし高齢者の生活実態の把握
に努め、生きがいデイサービス事業、緊急通報装置設置事
業など、それぞれの状況に応じて必要となる各種サービス
に適切に結びつけていきます。

－ － －

６５歳、７０歳でひとり暮らしの方を対象に、民生委員・児童委員によ
る訪問調査を行い、生活に不安のある方等の情報を各地域包括に
提供しました。（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、訪問調査
は途中で中止しましたが、各地域包括と連携協力し、ひとり暮らし高
齢者の支援に努めました。）

B 高齢者福祉課

健康ウォーキング事
業等の実施

年１回以上 年３回

１２０万歩健康ウォーキング事業として歩数計を利用してウォーキン
グの普及を実施しました。また、第１０回とみさとにんじんウォークを
１１月に開催し、市内外より２２２名参加しました。その他、運動講習
会を年２回実施しました。

Ａ 健康推進課

介護予防教室の開催 年７２回以上 年１，１２１回

【筋力アップトレーニング施設開放事業】高齢者の介護予防への主
体的な取り組みを促すため施設の開放とマシンの利用提供を行いま
した。（事業実績/１５８回開催　参加者延べ2,495人）
【とみさと健康ちょきん体操】地域で自主ｸﾞﾙｰﾌﾟとして活動していける
よう、地域包括支援センターが支援を行いました。（事業実績/９６３
回　参加者延べ8,369人）

Ａ 高齢者福祉課

92 高齢者の相談体制の充実
高齢者が地域で安心して暮らし続けられるよう、地域包括
支援センターの機能を充実させるとともに、関係機関等と
連携・協力して相談体制の充実を図ります。

相談件数 ５，０００件以上 10,365件

委託型・基幹型地域包括支援センター及び認知症初期集中支援
チームに、高齢者や高齢者を支える家族や地域住民・関係者等から
の様々な相談に対応しました。（令和元年度は、台風や大雨により、
見守りの件数が大幅増となりました。）

Ａ 高齢者福祉課

創年セミナーの開催 年１６回以上 年１５回
市内在住の２０歳以上の方を対象に、医療講座、筋力アップ、歴史
講座等を１５回開催しました。（台風の影響で、１回中止。）今後は、
新規受講者の増加を図っていきます。（参加者延べ人数：３１０人）

Ａ 生涯学習課

男性向けの料理教室
の開催

年１コース以上 年２回
地区保健推進員協議会主催で、男性のための料理教室を１２月、１
月に開催しました。

Ａ 健康推進課

94 障がい者（障がい児）福祉の充実
相談体制の充実を図り、関係機関等との連携により、障が
い者（障がい児）及びその家族に対する適切な支援につな
げていきます。

地域自立支援協議会
の開催

年３回以上 年０回
地域自立支援協議会（就労支援研究部会）の開催はありませんでし
たが、各関係機関との情報交換等を行い、支援体制の充実を図りま
した。

Ｃ 社会福祉課

95
ひとり親家庭への経済的支援と自
立促進

所得に応じて児童扶養手当や医療費等助成の経済的支援
を行うとともに、自立を促進するため、母子家庭自立支援
給付金事業や公共職業安定所（ハローワーク）と連携した
就労支援を実施します。

各種支援事業の周知 年８回以上 年９回

ひとり親家庭の対象者に、児童扶養手当の支給や医療費の助成な
どの経済的支援を実施しました。また、資格取得のため１年以上修
学するひとり親家庭の父・母に対し、高等職業訓練促進給付金等を
支給しました。市広報紙やホームページなどで各種支援事業の周知
を図りました。

Ａ 子育て支援課

96 国際理解教育の推進
学校教育において国際理解に関する意識の向上を推進し
ます。

英語教室関連行事の
実施

年３回 年３回
英語学習を中心に様々な国の文化や行事にふれる機会を設け、国
際理解に関する意識の向上に努めました。小・中学校ともに年間３
回｢英会話の日｣を実施し、外国語や他文化への理解を深めました。

Ａ 学校教育課

外国人支援窓口への
相談者数

８０人 １８人
外国人支援窓口について、富里国際交流協会より支援員を派遣い
ただき、連携しながら、在住外国人に対し、生活情報の提供や各種
国際交流事業の案内を行うことで、国際交流の推進に努めました。

D 企画課

国際交流関係団体と
の連携協力

年１回以上 年１回以上 企画課担当の国際交流協会主催の事業に協力を行いました。 Ａ 学校教育課

98
外国人相談業務・行政サービスの
充実

外国人が地域で安心して暮らしていけるよう、日常生活に
関する相談業務や多言語化したホームページなどにより情
報提供の充実を図ります。

外国人支援窓口への
相談者数

８０人 １８人

毎週月・金曜日の午前9時から正午まで、在住外国人等を対象として日常生
活に関する情報や相談に応じる外国人支援窓口を開設し、多種多様な相談
に対し、適切な情報提供と関係機関への案内を実施しました。より効率的な
窓口の運営の検証をするため、令和元年度は開設日を相談の多かった月・
金曜日に縮小しましたが、相談数が低減したことから、より相談のしやすい
環境について、更に検証していきます。

D 企画課

97

93
高齢者が自立した日常生活を支援
するための学習機会の提供

高齢者が自立して生活できるためのスキルを習得できるよ
う、創年セミナーの講座内容の充実や、高齢者も参加でき
る男性のための料理教室への参加促進に努めます。

91 高齢者の健康づくりの推進

健康教育や地域団体と連携・協力して健康ウォーキング事
業等の実施及び介護予防教室等の実施や地域における介
護予防活動等の支援を行い、高齢者の健康づくりを推進し
ます。

国際交流事業の推進

市民と外国人が交流できる機会や場を提供している各種
団体と連携・協力し、地域に根ざした国際交流の推進に努
め、これを通じて男女共同参画に関する国際的な視点を
養っていきます。
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99 日本語習得の支援
各種ボランティア団体等と連携・協力し、日本語を学べる場
の提供に努めます。

日本語教室受講者数 ５０人 延べ５５２人
富里国際交流協会により教室の運営、また、市は会場の確保をする
など、連携・協働を図り、日本語教室を開催することで、在住外国人
等に対する日本語学習の機会を提供しました。

Ａ 企画課

100 外国人児童・生徒への支援
日本語が不自由な児童・生徒に対し、ボランティア団体など
の市民活動団体の協力等を得て、学校教育現場における
日本語指導の推進を図ります。

－ － ―
富里中学校と七栄小学校の日本語指導担当との打合せをしたり学
校訪問をしたりし、日本語指導の支援を実施しました。

Ａ 学校教育課

101
外国人が利用しやすい図書館の充
実

外国人が利用できる図書の充実と情報提供に努めます。 外国語書籍の蔵書数 １，４００冊以上 １，３９２冊
今年度は３冊受け入れをしました。除籍等により資料の鮮度を図り、
外国人の利用促進に努めました。

Ａ 図書館
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