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基本計画体系 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

《基本目標》 《施策の指針》 《ページ》《基本施策》

１　社会制度・慣行の見直し

(1)   男女共同参画の意識づくり

(2)   男女共同参画社会づくり表彰

(3)　男女共同参画の実態の把握

６～７

２　様々な学習機会をとおしての男女平等の意識づくり

(1)   家庭における男女平等の意識づくりの支援

(2)   学校における男女平等の意識づくりの浸透

(3)   生涯学習における男女平等の普及・啓発

３　男女の人権が守られる社会の形成

(1)   人権侵害の防止のための啓発活動

(2)   法や権利を知るための広報・啓発活動

(3)   介護支援の促進

２　多様な働き方を実現するためのしくみづくり

(1)   雇用における募集・採用、配置・昇進の機会均等の推進

(2)   労働における環境条件の整備促進

(3)   働くための意識づくり能力開発への支援

(4)   農林、自営業等に従事する女性の就業環境の改善への支援

(5)   パートタイム労働者の労働条件の改善

(6)   観光分野における男女共同参画の促進

１　男女がともに仕事と家庭を担うことのできる環境整備 (2)   子育て支援の促進

３　地域における男女共同参画の推進

(1)   地域活動における共同参画の理解促進

(2)   ボランティア活動の推進

(3)   人と自然に配慮した環境づくりの推進

(1)   男女がともに担う家事・育児・介護の促進

４　国際的視野の拡大と交流の推進

(1)   平和への貢献と国際理解の推進

(2)   環境保全への積極的な参加促進
１９～２０

１　様々な意思決定過程への男女共同参画の拡大

(1)   行政の審議会等における女性委員の参画推進

(2)   事業所等における意思決定過程への男女共同参画の拡大

(3)   女性の管理職への適正な登用の促進

(4)   市政への関心を高めるための広報活動

２１～２３

●目標Ⅰ
　　男女(わたしたち)は、ともにめざします
　　　～豊かなこころ～～

●目標Ⅱ
　　男女(わたしたち)は、ともに築きます
　　　～いきいきとした家庭・職場・地域～

●目標Ⅲ
　　男女(わたしたち)は、ともに参加します
　　　～対等な立場で担う社会～

●目標Ⅳ
　　男女(わたしたち)は、ともに支え合います
　　　～安心なくらし～

２　すべての人が安心して暮らせる社会の実現

(1)   障がいのある人の生活安定と社会参加の支援

(2)   ひとり親家庭の生活の充実への支援

(3)   障がいのある人・高齢者の視点が生きるまちづくりの推進

１　生涯にわたっての健康な心とからだづくり

(1)   健康な心とからだづくりのための相談・指導体制の充実

３　男女間の暴力の根絶
(2）  被害者の保護や自立支援の促進

２　女性のエンパワーメントの推進と自立促進

(1)   能力の開発・向上に向けた取り組みの支援

(2)   女性の就業支援、人材育成
２４～２５

(1）  相談体制の充実

３２～３３

(2)   「高齢者の生涯現役」を支援する体制の充実

(3)   母性の保護と母子保健事業の推進

２６～２８

２９～３１

１～２

３～５

８～１２

１７～１８

１３～１６



施策の指針　１　社会制度・慣行の見直し

基本施策 施策

②情報の提供

(2)男女共同参画社会づく
り功労者表彰

①男女共同参画社会づくり
功労者表彰

①市における意識調査の実
施

②意識調査等の情報収集

　 　

20 21 22 23 24

340 360

380

(喜多方プラザ等
大規模施設以外の

場合200)

400

(喜多方プラザ等
大規模施設以外の

場合200)

420

(喜多方プラザ等大
規模施設以外の場

合200)

200
630

(180:450）
300

(50:250)
200

(50:150)
－

20～23年度
平均達成率

121%

・21年度以降、目標値を達成。

・市広報やＨＰ男女共同参画コーナーで
の情報提供

・市広報に加え、ＨＰに男女共同参画コーナーを開設し、情報を提供する機会を拡大。

・男女共同参画社会づくり功労者表彰
・平成20年度から実施。
・平成23年度は応募者がなかった。

喜多方市男女共生のつど
い参加者数

喜多方市男女共生のつど
いに参加した人数（名）

指標名 指標の説明
上段：目標値（再：再設定値） 目標値（再：再設

定値）下段：実施値（男性：女性）

(3)男女共同参画の実態の
把握 ・市民意識調査、事業所アンケート ・平成23年度に実施。

・ＨＰ男女共同参画コーナー
・ＨＰに男女共同参画コーナーを開設し、関係する機関が行う男女共同参画に関する意識調
査等の情報収集ができるよう設定した。

a
男女共同参画社会づくり功労者表
彰

a
男女共同参画に関する市民意識調
査

a
男女共同参画に関する意識調査等
の情報収集

目標Ⅰ　男女は
わたしたち

、ともにめざします　～豊かなこころ～

事業内容 指標等からみる進捗状況

(1)男女共同参画の意識づ
くり

・男女共生のつどい

a
男女共同参画に関する情報の提供

事業名

①啓発、広報活動の促進 指標１
a
男女共同参画推進関連事業

b
男女共同参画推進員の養成

c
意識啓発事業

・ほとんどの年度で目標値を達成し、多くの市民の参加があり、意識啓発が図れている。

・男女共生サポーター養成講座 ・参加者が年々減少している。

・男女共生のつどい
・男女共生サポーター養成講座

・再掲

指標１ 

目標Ⅰ-1まとめ　p1



　　　　　わたしたち
目標Ⅰ　男女は、ともにめざします　～豊かなこころ～
１　社会制度・慣行の見直し

（１）男女共同参画の意識づくり

b
男女共同参画推進員
の養成

地域や家庭において意識啓発を行い、男女共同
参画の推進を図るため推進員を養成する。

喜多方市男女共同参画推進養成講座を開催（喜多方市男女
共同参画基礎講座も兼ねる）
・４回開催、延べ240名参加
男女共同参画推進員「きたかた男女共生サポーター」を養
成。
・７名ｻﾎﾟｰﾀｰ登録（平成２１年度から活動。任期１年）

男女共同参画推進員養成講座を5回開催し、延136名の参加
があった。
① 9/25   男女共生について、ワークショップ　25名(男性
4名、女性21名）
②10/15  子育てのごほうび　26名（男性2名、女性24名）
③10/29  講話「介護体験事例」、実技「太極拳ゆったり体
操」他　22名（男性5名、女性17名）
④11/20　講話「悩み、なやみ・・・自分さがし」　33名
（男性7名、女性26名）
⑤1/14　  講話「話し方」30名（男性14名、女性16名）
男女共同参画推進員「きたかた男女共生サポーター」を17
名（男性1名、女性16名）養成。サポーター登録は10名（平
成22年度から活動）

男女共同参画推進員養成講座を3回開催し、延44名の参加が
あった。
①2/8  男女共同参画の推進に向けて　16名(男性5名、女性
11名）
②2/14 コミュニケーション術１　15名（男性6名、女性9
名）
③2/21 コミュニケーション術２　13名（男性5名、女性8
名）
男女共同参画推進員「きたかた男女共生サポーター」を9名
（男性1名、女性8名）養成。サポーター登録9名（平成23年
度から活動）

男女共同参画推進員養成講座を3回開催し、延41名の参加が
あった。
①2/1  男女共同参画基礎講座　14名(男性1名、女性13名）
②2/8　ワークショップ形式の学習会（男女共生サポーター
の活動について）15名（男性5名、女性10名）
③2/15 ワークショップ形式の学習会（男女共生サポーター
の活動について）12名（男性4名、女性8名）

  男女共同参画推進員「きたかた男女共生サポーター」を7
名（男性2名、女性5名）養成。

c
意識啓発事業

関係団体と連携し、男女共同参画の意識の浸透
を図る。

喜多方市、福島県男女共生センター、喜多方市男女共生の
つどい実行委員会共催による男女共同参画基礎講座を３回
開催。単独で１回開催。
① 9/30   新しい「共生」社会とは　　60名参加
②10/10  ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ・護身術　　　60名参加
③10/26  映画「原口鶴子の青春」上映と監督ﾄｰｸ　70名参
加
④1/16　ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ講演会　　50名参加

喜多方市男女共生のつどい実行委員会との共催による第5回
喜多方市男女共生のつどい、喜多方市ときたかた男女共生
サポーターの連携による男女共同推進養成講座を開催し
た。

①喜多方市男女共生のつどい実行委員会との共催による第6
回喜多方市男女共生のつどい、きたかた男女共生サポー
ターの連携によるきたかた男女共生サポーター養成講座を
開催した。
②福島県男女共生センター、NPO法人喜多方市グリーン・
ツーリズムサポートセンターと市の共催による「未来館カ
フェin喜多方」を開催し、市民の意識啓発を行った。（担
当課：観光交流課）

喜多方市男女共生のつどい実行委員会との共催による第7回
喜多方市男女共生のつどい、きたかた男女共生サポーター
の連携によるきたかた男女共生サポーター養成講座を開催
した。

②情報の提供
a
男女共同参画に関す
る情報の提供

広報きたかたによる定期的な情報提供やチラ
シ・パンフレット等によるタイムリーな情報提
供を行う。加えてH20からは、市ホームページに
男女共同参画のコーナーを開設し、男女共同参
画に関する各課情報やイベント、講演会等の情
報を収集し広く市民に情報提供する。

①広報
・きたかた男女共生プラン策定について
・男女共同参画基礎講座のお知らせ
②チラシ・パンフレット
・内閣府や男女共生センターから配布されたものについ
て、本庁舎１階入り口や各公民館に配布
③市ホームページに男女共同参画コーナー開設

①広報
・喜多方市男女共同参画社会づくり功労者表彰式
・きたかた男女共生サポーター養成講座のお知らせ
②チラシ・パンフレット
・内閣府や男女共生センターから配布されたものをきたか
た男女共生サポーター等へ配布
③市ホームページに男女共同参画コーナー開設

①広報
・喜多方市男女共同参画社会づくり功労者表彰式
・きたかた男女共生サポーター養成講座のお知らせ
②チラシ・パンフレット
・内閣府や男女共生センターから配布されたものをきたか
た男女共生サポーター等へ配布
③市ホームページに男女共同参画コーナー開設

①広報
・喜多方市男女共同参画社会づくり功労者を募集します
・きたかた男女共生サポーター養成講座の受講生を募集し
ます
・きたかた男女共生サポーター養成講座を開催しました
②チラシ・パンフレット
・内閣府や男女共生センターからの配布物をきたかた男女
共生サポーター等へ配布
③市ホームページに男女共同参画コーナーを設置

（２）男女共同参画社会づくり表彰

①男女共同参
画社会づくり
功労者表彰

a
男女共同参画社会づ
くり功労者表彰

喜多方市男女共同参画社会づくり表彰制度を設
け、功績のあった個人・事業所を表彰する。

平成20年度より実施
・平成20年度男女共同参画社会づくり功労者表彰(表彰日
H21.3.30)
個人の部　女性１名
事業所の部　1事業所

3月30日表彰式実施
①個人部門
　・女性の部：応募者２名に対し、１名を表彰
　・男性の部：応募者1名に対し、１名を表彰
②事業所部門
　・２事業所の応募に対し、１事業所を表彰

2月25日表彰式実施
①個人部門
　　・男性の部：応募者1名に対し、1名を表彰
　　・女性の部：応募者1名に対し、1名を表彰
②事業所・団体部門
　　・１事業所の応募に対し、1事業所を表彰

下記による周知や依頼を行ったが、個人部門（男性の部、
女性の部）及び、事業所・団体部門すべての部門において
応募及び推薦がなかったため実施しなかった。
　※周知方法
　　①　広報きたかた1月1日号への掲載
　　②　喜多方市ホームページへの掲載
　　③　喜多方市男女共同参画審議会委員関係団体への依
頼
　　④　市役所各所属長宛推薦依頼

企画政策課

各総合支所住民課

（３）男女共同参画の実態の把握

①市における
意識調査の実
施

a
男女共同参画に関す
る市民意識調査

男女共同参画基本計画の策定及び今後の施策展
開の基礎資料とするため、平成19年6月に市民意
識調査と事業所アンケートを実施した。
調査結果概要をホームページに公表し、本市の
現状を広く周知する。

市民意識調査は実施しなかった。
市民意識調査は実施しなかった。
平成24年度きたかた男女共生プランの見直しに向け、市民
意識調査の実施につき検討していく。

市民意識調査は実施しなかった。
平成24年度きたかた男女共生プランの見直しに向け、市民
意識調査の実施につき検討した。（平成23年度に実施）

第2次喜多方市男女共同参画基本計画（仮称）策定に向け
た、市民意識調査及び事業所アンケートを実施した。
※実施時期：平成23年9月～10月
　【市民意識調査】対象：市内の20歳以上の男女1200名
（男女比同数）回収率38,4％
　【事業所アンケート】対象：従業員30名以上の市内民間
業者 回収率50.5％

②意識調査等
の情報収集

a
男女共同参画に関す
る意識調査等の情報
収集

男女共同参画に関する調査結果を収集し、情報
を提供する。

市ホームぺージの、男女共同参画コーナーから関係機関の
調査結果が閲覧できるようにした。
・リンク先
　内閣府男女共同参画局
　福島県男女共生センター
　福島県男女共同参画ホームページ

市ホームぺージの、男女共同参画コーナーから関係機関の
調査結果が閲覧できるようにした。
・リンク先
　内閣府男女共同参画局
　福島県男女共生センター
　福島県男女共同参画ホームページ

市ホームぺージの、男女共同参画コーナーから関係機関の
調査結果が閲覧できるようにした。
・リンク先
　内閣府男女共同参画局
　福島県男女共生センター
　福島県男女共同参画ホームページ

市ホームぺージの、男女共同参画コーナーから関係機関の
調査結果が閲覧できるようにした。
・リンク先
　内閣府男女共同参画局
　福島県男女共生センター
　福島県男女共同参画ホームページ

施　策 事　業　名

男女共同参画の意識啓発のため、男女共同参画
推進に資する事業に対し、補助金を交付する。
また、活動団体を育成し地域における男女共同
参画を推進する。

a
男女共同参画推進関
連事業

喜多方市男女共生のつどい実行委員会に対し事業費補助金
を交付。

第7回喜多方市男女共生のつどい
○2/25、喜多方市押切川公園体育館で開催、200名参加。
○テーマ:男(ひと)と女(ひと) フェアなまち・きたかたから
世界へ
○内容:
　①講演「家庭の大切さ」
　　講演者　福島学院大学客員教授　桜田葉子氏
　②質疑応答

施　策 事　業　名

喜多方市男女共生のつどい実行委員会に対し事業費補助金
を交付。

第６回喜多方市男女共生のつどい
○12/23、喜多方市厚生会館で開催、300名参加。
○テーマ:男(ひと)と女(ひと) フェアなまち・きたかたから
世界へ
○内容:
　①講演「人と地域の未来につながる食育」
　　講演者　福井県小浜市企画部食のまちづくり課
　　　　　　政策専門員（食育）課長補佐　中田典子氏
　②男女共生をテーマにした寸劇

22年度実施内容

22年度実施内容

喜多方市男女共生のつどい実行委員会が開催する「喜多方
市男女共生のつどい」事業に対し、補助金 を交付した。
開催時期、場所は、Ｈ21.3.8　塩川町ふるさと会館であっ
た。
実施テーマは、男と女　フェアなまち・きたかたから世界
へ

喜多方市男女共生のつどい実行委員会に対し事業費補助金
を交付。

第５回喜多方市男女共生のつどいは、11/2、喜多方プラザ
文化センターにて開催され、多くの市民が参加した。
　テーマ：男(ひと)と女(ひと)　フェアなまち・きたかた
から世界へ

21年度実施内容

21年度実施内容

20年度実施内容

20年度実施内容

担当課

①啓発、広報
活動の促進

施　策 事　業　名 事　業　内　容 23年度実施内容

企画政策課

各総合支所住民課

22年度実施内容21年度実施内容20年度実施内容

担当課

企画政策課

各総合支所住民課

事　業　内　容 23年度実施内容

担当課事　業　内　容 22年度実施内容
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施策の指針　２　様々な学習機会をとおしての男女平等の意識づくり

基本施策 施策

②相談体制の充実

①個の尊重を推進する教育の
充実

③教職員及び保育士の研修の
充実

④性別にとらわれない個性と
能力を活かす進路指導

②文化活動の機会の提供

③生涯をとおしての学習機会
の充実

　

20 21 22 23 24

130 140 140

(再220) (再220) (再220)

113 219 107 53 　

（7:106） (14:205）  (14:93） (10:43) 　

4 6 7 7 7

5 6 6 7 　

130 135 140 145 150

139 128 192 150 　

(97:42） (95:33） (125:67） (88:62) 　
21年度以外は目標値を達
成。

目標Ⅰ　男女は
わたしたち

、ともにめざします　～豊かなこころ～

事業名 事業内容 指標等からみる進捗状況

a
意識啓発事業

・男女共生のつどい
・男女共生サポーター養成講座

・再掲

・全中学校へ学校保健委員会を設置し、小中学校における性教育の充実を図ってい
る。

・市広報やＨＰ男女共同参画コーナーで
の情報提供

・再掲

指標１
c
みんなの台所(料理教室)

・料理を通して「食」を通じた健康づく
りを学ぶ

・20、21年度は目標値を達成し順調に進捗。22年度以降参加者が減少し、23年度に
開催時間を変更など、参加者への配慮を加えたが参加者増化にはつなげられなかっ
た。

d
家庭教育学級事業

・保護者が集まる機会を活用した家庭教
育学級の実施

・参加者は増加傾向にある。
・母親の参加が多い中父親の参加もあり一定の効果が見られる。

b
男女共同参画に関する情報の提供

a
相談窓口の周知

・国、県等の相談窓口の紹介周知 ・ＨＰに掲載し、紹介周知を行っている。

a
男女混合による教育活動

c
性に関する相談への対応

・全中学校へスクールカウンセラーを配
置

・児童生徒等の悩みに対応した指導を適宜実施している。

・体や心の発達，喫煙防止、薬物乱用防止等の指導を実施。また、ＰＴＡ教養講座
等の機会に保護者への啓発活動を実施。

指標２
a
小・中学校における性教育の充実

・小･中学校における性や薬物乱用防止に
関する指導
・保護者等への講演会

① 男女平等に関する学習機会
の充実

(1)家庭における男女平等
の意識づくり

①家庭における男女平等の意
識づくり

(2)学校における男女平等
の意識づくりの浸透

②性に関する教育の充実

・再掲

・学校における、男女協力等についての
指導や実践。

・学級活動等において、男女の心や体の発達の違い、男女協力等についての指導や
実践を行っている。

b
思春期における性教育の充実

･小・中学生への指導及び保護者への啓発

a
教職員の研修機会の充実

・幼稚園研修会及び教育講演会 ・教職員の識見を高め、男女共同参画に対する意識の高揚を図っている。

a
進路指導の充実

・中学校における職場体験の実施
・小学校における職場見学等の実施

・市内全中学校において実施している。

目標値（再：再設
定値） 20～23年度

平均達成率
下段：実施値（男性：女性）

a
文化活動への支援

・各文化団体連絡協議会への支援
・美術館での各種展覧会の開催

・市内各所で男女共同参画のもと文化活動が展開されている。

・再掲

b
男女共同参画に関する情報の提供

・市広報やＨＰ男女共同参画コーナーで
の情報提供

指標３
a
男女共同参画に関する学習の充実

・男女共同参画社会の実現に向けた生涯
学習の場の提供

・男女共同参画に関する生涯学習講座を実施し、ほとんどの年度で目標値を達成し
ている。

120

指標２
地域学校保健委員会の設
立数

中学校区（7校区）を単位と
して設置される地域学校
保健委員会の数（校区）

(3)生涯学習における男女
平等の普及・啓発

a
意識啓発事業

・男女共生のつどい
・男女共生サポーター養成講座

【指標の進捗状況】

　指標名 指標の説明

上段：目標値（再：再設定値）

101%

103%

・22年度以降、減少傾向。

・22年度以外は目標値を
達成。

111%指標３
男女共同参画に関する生
涯学習講座の受講者数

料理教室等の男女共同参
画に関する生涯学習講座
を受講した人数（名）

みんなの台所参加者数
みんなの台所に参加した
延べ人数（名）

110指標１ 
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　　　　　わたしたち

目標Ⅰ　男女は、ともにめざします　～豊かなこころ～
２　様々な学習機会をとおしての男女平等の意識づくり

（１）家庭における男女平等の意識づくりの支援

a
意識啓発事業

関係団体と連携し、男女共同参画の意識の浸透を図
る。
《再掲》　Ⅰ-1-（１）-①-ｃ

再掲　Ⅰ-1-（１）-①-ｃ 再掲　Ⅰ-1-（１）-①-ｃ　　 再掲　Ⅰ-1-（１）-①-ｃ　　 再掲　Ⅰ-1-（１）-①-ｃ　　

b
男女共同参画に関す
る情報の提供

広報きたかたによる定期的な情報提供やチラシ・パン
フレット等によるタイムリーな情報提供を行う。
加えてH20からは、市ホームページに男女共同参画の
コーナーを開設し、男女共同参画に関する各課情報や
イベント、講演会等の情報を収集し広く市民に情報提
供する。
《再掲》　Ⅰ-1-（１）-②-a

再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a　 再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a　　 再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a　　 再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a　　

d
家庭教育学級事業

市内幼稚園や小中学校を拠点とした家庭教育学級の活
動を通じて家庭における男女共同参画意識の浸透を図
る。

幼稚園、小中学校で保護者が集まる機会を活用し、保
護者、園児、児童生徒等を対象に家庭教育学級を実施
しました。保護者対象の学級には母親の参加が多い中
父親の参加もあり、家庭での男女共同参画意識が高
まっている。
・実施講座数　33講座
・参加者数　1,444人

幼稚園、小中学校で保護者が集まる機会を活用し、保
護者、園児、児童生徒等を対象に家庭教育学級を実施
しました。保護者対象の学級には母親の参加が多い中
父親の参加もあり、家庭での男女共同参画意識が高
まっている。
・実施講座数　  24講座
・参加者数　929人

幼稚園、小中学校で保護者が集まる機会を活用し、保
護者、園児、児童生徒等を対象に家庭教育学級を実施
した。保護者対象の学級には母親の参加が多い中父親
の参加もあり、家庭での男女共同参画意識が高まって
いる。
・実施講座数　   24講座
・参加者延数　1,105人

公民館を実施会場とするだけでなく、幼稚園や小中学校に
おいて保護者が集まる機会を活用し、保護者、園児、児童
生徒等を対象に家庭教育学級を実施した。保護者対象の学
級には母親の参加が多い中父親の参加もあり、家庭での男
女共同参画意識が高まっている。
・実施学級数等　13館、15学級、合計59回
・延べ参加者延数　1,106人（男234人、女872人）

生涯学習課
(中央公民館)
(各総合支所教育課)

②相談体制の
充実

a
相談窓口の周知

男女が共に生きるうえでの諸問題で困ったときの相談
窓口を広報きたかた及びホームページに掲載し周知を
図る。

ホームページに「男女共生のための相談窓口」を掲載 ホームページに「男女共生のための相談窓口」を掲載 ホームページに「男女共生のための相談窓口」を掲載 ホームページに「男女共生のための相談窓口」を掲載
企画政策課

各総合支所住民課

①個の尊重を
推進する教育
の充実

a
男女混合による教育
活動

学校における様々な教育活動の中で、男女がともに活
動することを通して、お互いに対等な立場で理解し合
い、協力して行動することの良さや大切さに気づか
せ、行動できるようにする。
文部科学省の示す学習指導要領に基づき、中学校にお
ける家庭科・技術科の男女混合による授業を実施す
る。
（平成4年度から実施）

学級活動及び道徳の時間、保健指導等において、男女
の心や体の発達の違い、男女協力等について指導し、
授業の中では勿論のこと、委員会活動・学校行事等を
実践の場として取組んだ。また，中学校技術・家庭科
においては男女混合学習を市内全中学校で実施。

学級活動及び道徳の時間、保健指導等において、男女
の心や体の発達の違い、男女協力等について指導し、
授業の中では勿論のこと、委員会活動・学校行事等を
実践の場として取組んだ。また，中学校技術・家庭科
においては男女混合学習を市内全中学校で実施した。

学級活動及び道徳の時間、保健指導等において、男女
の心や体の発達の違い、男女協力等について指導し、
授業の中では勿論のこと、委員会活動・学校行事等を
実践の場として取組んだ。また，中学校技術・家庭科
においては男女混合学習を市内全中学校で実施した。

学級活動及び道徳の時間、保健指導等において、男女の心
や体の発達の違い、男女協力等について指導し、授業の中
では勿論のこと、委員会活動・学校行事等を実践の場とし
て取組んだ。また，中学校技術・家庭科においては男女混
合学習を市内全中学校で実施した。

b
思春期における性教
育の充実

思春期における性に関する指導や薬物乱用防止に関す
る指導等の充実を図り、発達段階に応じた適切な性教
育を 実施し、性に対する正しい知識の理解を促進する
とともに、保護者に対して性教育の必要性について理
解を促進する。

小学校における保健指導及び、中学校における保健体
育の授業において、体や心の発達，喫煙防止、薬物乱
用防止等の指導を実施。また、ＰＴＡ教養講座等の機
会に保護者への啓発活動を実施。

小学校における保健指導、及び、中学校における保健
体育の授業において、体や心の発達，喫煙防止、薬物
乱用防止等の指導を実施。また、ＰＴＡ教養講座等の
機会に保護者への啓発活動を実施した。

小学校における保健指導、及び、中学校における保健
体育の授業において、体や心の発達，喫煙防止、薬物
乱用防止等の指導を実施。また、ＰＴＡ教養講座等の
機会に保護者への啓発活動を実施した。

小学校における保健指導、及び、中学校における保健体育
の授業において、体や心の発達，喫煙防止、薬物乱用防止
等の指導を実施。また、ＰＴＡ教養講座等の機会に保護者
への啓発活動を実施した。

児童生徒の性に関する様々な悩み事などの相談につい
て、県及び市が単独で中学校及びこれまで未配置と
なっていた地区に配置するスクールカウンセラーや養
護教諭等により対応する。

生徒数の多い中学校4校(一中、二中、三中、塩川中)に
県のスクールカウンセラーが配置され、児童生徒等の
悩みに対応した指導が適宜実施。

生徒数の多い中学校4校(一中、二中、三中、塩川中)に
県のスクールカウンセラーが配置され、児童生徒等の
悩みに対応した指導を適宜実施した。

これまでは県の施策として中学校4校(一中、二中、三
中、塩川中)に県のスクールカウンセラーが配置されて
いたが、8月から市独自にスクールカウンセラーを管内
で未配置となっていた熱塩加納・山都・高郷地区に新
たに配置し、児童生徒等の悩みに対応した指導を適宜
実施した。

これまでは県の施策として中学校4校(一中、二中、三中、
塩川中)に県のスクールカウンセラーが配置されていたが、
H23.8月から市独自にスクールカウンセラーを管内で未配置
となっていた熱塩加納・山都・高郷地区に新たに配置し、
児童生徒等の悩みに対応した指導を適宜実施した。

思春期の性に関する様々な悩み事などの相談を受け
る。

市内の5高校の生徒を対象に正しい性の知識を与え、生
命の大切さ心身の健康の大切さを考えさせる契機とす
るため産婦人科医の講話を実施（延べ生徒数945名）

市内の5高校の生徒を対象に正しい性の知識を与え、生
命の大切さ心身の健康の大切さを考えさせる契機とす
るため産婦人科医及び助産師の講話を実施（延べ生徒
数751名）

市内の5高校の生徒を対象に正しい性の知識を与え、生
命の大切さ心身の健康の大切さを考えさせる契機とす
るため産婦人科医及び助産師の講話を実施（延べ生徒
数６９９名）

市内の中学校7校の生徒及び保護者を対象に正しい性の情報
や知識を持ち、それらを上手に活用できるように思春期に
関する正しい知識の普及及び啓発を図るため産婦人科医の
講話を実施　　　　　（延べ生徒数490名）（延べ保護者数
370名）

保健課
各総合支所住民課

21年度実施内容

5月～12月　毎月１回計9回実施。
・参加者延べ219名、うち14名が男性、16名が小学生。

担当課

担当課

学校教育課

保健課

21年度実施内容

中学校区7学区のうち6学区で、学校保健委員会を設置
し、学区内の小・中学校において共通した保健指導等
を実施した。

22年度実施内容

中学校区7学区のうち6学区で、学校保健委員会を設置
し、学区内の小・中学校において共通した保健指導等
を実施した。

施　策 事　業　名 事　業　内　容 23年度実施内容

企画政策課

各総合支所住民課

20年度実施内容 22年度実施内容

①家庭におけ
る男女平等の
意識づくり

c
みんなの台所
(料理教室)

5月～12月　毎月１回計8回実施。
・参加者延べ113人.7名が男性、うち、2人が小学生。
（例）5月28日(水)午後6時～「ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽなどの季節の
野菜を使った料理」

施　策 事　業　内　容

c
性に関する相談への
対応

事　業　名

②性に関する
教育の充実

a
小・中学校における
性教育の充実

地域学校保健委員会の設立を促進し、小・中学校にお
ける性に関する指導や薬物乱用防止に関する指導等の
充実を図り、発達段階に応じた適切な性教育を実施
し、性に対する正しい知識の理解を促進するととも
に、保護者に対して性教育の必要性について理解を促
進する。

20年度実施内容

（２）学校における男女平等の意識づくりの浸透

中学校区7学区のうち5学区で、学校保健委員会を設置
し、学区内の小・中学校において共通した保健指導等
を実施。特に、先進的に取組んでいる一中学区では、
保護者等を対象とした講演会を実施。

「食」を通じた健康づくりを学び、性別や年齢にとら
われずに誰でも気軽に参加でき、楽しみながら食事づ
くりができる料理教室とする。調理器具の使い方や調
理の基礎、郷土の食文化を学び、地元食材をとり入れ
た料理を作りながら、参加者が自身の食行動や食をと
り巻く環境について正しい情報が選択できる力を身に
つける場にする。

5月～12月　毎月1回計8回実施。
・参加者延べ53名、うち10名が男性。

中学校区7学区のうち6学区で学校保健委員会が設置されて
いたが、今年度新たに1学区において設置され全ての中学校
区で学校保健委員会が設置されたことから、中学校区保健
委員会連絡協議会を新たに組織するとともに、学区内の
小・中学校において共通した保健指導等を実施した。

23年度実施内容

5月～12月　毎月1回計8回実施。
・参加者延べ107名、うち14名が男性。
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　　　　　わたしたち

目標Ⅰ　男女は、ともにめざします　～豊かなこころ～
２　様々な学習機会をとおしての男女平等の意識づくり

③教職員及び
保育士の研修
の充実

a
教職員の研修機会の
充実

各種研修会への参加を促進するとともに、市内教職員
を対象とした研修等の内容の充実を図り、教職員の男
女共同参画に関する指導能力の向上を図る。

幼稚園研修会や読書講演会、教育講演会等を通して、
幅広く様々な講師の講演を聞き、教職員の識見を高
め、男女共同参画に対する意識の高揚を図った。

幼稚園研修会、教育講演会（22年2月開催）等を通し
て、幅広く様々な講師の講演を聞き、教職員の識見を
高め、男女共同参画に対する意識の高揚を図った。

幼稚園研修会、教育講演会（23年2月開催）等を通し
て、幅広く様々な講師の講演を聞き、教職員の識見を
高め、男女共同参画に対する意識の高揚を図った。

幼稚園研修会、教育講演会（24年2月開催）等を通して、幅
広く様々な講師の講演を聞き、教職員の識見を高め、男女
共同参画に対する意識の高揚を図った。

④性別にとら
われない個性
と能力を活か
す進路指導

a
進路指導の充実

各小・中学校において、各種体験活動等の実施など工
夫を凝らした学習プログラムを展開し、男女の別なく
幅広い職業選択ができるよう、目的意識を育てる進路
指導を行う。

市内全中学校で職場体験を実施するとともに、小学校
においても職場見学や社会人を招聘した授業を実施
し、幅広く職業を選択する能力を養うキャリア教育の
充実に努めた。

市内全中学校で職場体験を実施するとともに、小学校
においても職場見学や社会人を招聘した授業を実施
し、幅広く職業を選択する能力を養うキャリア教育の
充実に努めた。

市内全中学校で職場体験を実施するとともに、小学校
においても職場見学や社会人を招聘した授業を実施
し、幅広く職業を選択する能力を養うキャリア教育の
充実に努めた。

市内全中学校で職場体験を実施するとともに、小学校にお
いても職場見学や社会人を招聘した授業を実施し、幅広く
職業を選択する能力を養うキャリア教育の充実に努めた。

a
意識啓発事業

関係団体と連携し、男女共同参画の意識の浸透を図
る。
《再掲》　Ⅰ-1-（１）-①-ｃ

再掲　Ⅰ-1-（１）-①-ｃ 再掲　Ⅰ-1-（１）-①-ｃ 再掲　Ⅰ-1-（１）-①-ｃ 再掲　Ⅰ-1-（１）-①-ｃ 
企画政策課
各総合支所住民課

b
男女共同参画に関す
る情報の提供

広報きたかたによる定期的な情報提供やチラシ・パン
フレット等によるタイムリーな情報提供を行う。
加えてH20からは、市ホームページに男女共同参画の
コーナーを開設し、男女共同参画に関する各課情報や
イベント、講演会等の情報を収集し広く市民に情報提
供する。
《再掲》　Ⅰ-1-（１）-②-a

再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a　 再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a　 再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a　 再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a　
企画政策課
各総合支所住民課

②文化活動の
機会の提供

a
文化活動への支援

音楽や絵画教室など、文化活動の場は性別に関わりな
く共通の価値観を持った人々が対等に自己実現を図る
ことが出来るため、文化活動の機会の提供を通して男
女共同参画の一層の促進を図る。

各文化団体連絡協議会等へ活動事業費の補助
・補助団体数　5団体
全会津芸術文化進行会議開催にかかる事業費補助及び
開催に際し事務局の支援
美術館での各種展覧会の開催
・展覧回数　8回
・観覧者数　14,950人

平成21年4月に5団体が統合し発足した喜多方市文化協
会へ活動事業費を補助した。
美術館での各種展覧会の開催
・展覧回数　7回
・観覧者数　 7,050人

喜多方市民文化祭等において市内各所で男女共同参画
のもと文化活動が展開された。
また、活動事業費を補助している喜多方市文化協会で
は会長をはじめとして女性が役員として参加してお
り、男女共同参画の一層の促進が図られている。

喜多方市民文化祭等において市内各所で男女共同参画のも
と文化活動が展開された。
また、活動事業費を補助している喜多方市文化協会では会
長をはじめとして女性が役員として参加しており、男女共
同参画の一層の促進が図られている。

文化課

22年度実施内容

・父来(トライ)倶楽部　（関柴公民館)
　お父さんを対象に色々な体験学習等を企画・実施。
　実施回数　7回　延参加人数　男性　105人

・お父さんの厨房　（豊川公民館）
　お父さんを対象に料理教室を実施。
　実施回数　1回   延参加人数　男性9人 女性1名

・おとうさん！厨房ですよ（松山公民館）
　お父さんを対象に料理教室を実施。
　実施回数　1回   延参加人数　男性11人

生涯学習課

23年度実施内容

・父来(トライ)倶楽部　（関柴公民館)
　お父さんを対象に色々な体験学習等を企画・実施。
　実施回数　7回　延参加人数　男性 71人 女性 0名

・きらめきサークル　（熊倉公民館)
　実施回数　5回　延参加人数　男性 0人 女性 62名

・お父さんの厨房　（豊川公民館）
　お父さんを対象に料理教室を実施。
　実施回数　2回   延参加人数　男性 17人 女性 0名

・父来倶楽部(トライ倶楽部)
　お父さんを対象に色々な体験学習等（料理、陶芸、
竹かご網など）を企画・実施。
　実施回数　7回　延べ参加人数 男性のみ　77人

・きらめきサークル
　男女分け隔てなく色々な体験学習等を企画・実施。
　実施回数　4回　延べ参加人数　47人のうち男性5
人、女性42人

・お父さんの厨房
　お父さんを対象に料理教室を実施。
　実施回数　2回　延べ参加者数　男性のみ　15人

① 男女平等に
関する学習機
会の充実

21年度実施内容

・父来(トライ)倶楽部　（関柴公民館)
　お父さんを対象に色々な体験学習等を企画・実施。
　実施回数　7回　延参加人数　男性65人

・きらめきサークル　（熊倉公民館）
　男女分け隔てなく色々な体験学習等を企画・実施。
  実施回数　4回　延参加人数　42人(男性9人、女性33
人）

・お父さんの厨房　（豊川公民館）
　お父さんを対象に料理教室を実施。
　実施回数　2回   延参加人数　男性21人

22年度実施内容

（３）生涯学習における男女平等の普及・啓発

20年度実施内容

施　策 事　業　名

③生涯をとお
しての学習機
会の充実

a
男女共同参画に関す
る学習の充実

各種生涯学習事業の中で、男女共同参画社会の実現に
向けた学習の場を提供する。

担当課

担当課

学校教育課

21年度実施内容施　策 事　業　名 事　業　内　容

事　業　内　容 20年度実施内容 23年度実施内容
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施策の指針　３　男女の人権が守られる社会の形成

基本施策 施策

　

20 21 22 23 24

2 2
3

(再27)
3

(再28)
4

(再30)

21 26 26 30

目標Ⅰ　男女は
わたしたち

、ともにめざします　～豊かなこころ～

事業名 事業内容 指標等からみる進捗状況

a
男女共同参画に関する情報の提供

再掲 再掲

再掲 再掲

b
人権啓発活動

再掲 再掲

b
人権啓発活動

・人権教室
・人権相談会

・毎年度、ほぼ指標を達成し順調に進捗している。

小学生を対象とした人権教室
の開催回数

若松人権擁護委員協議会喜多
方方部会が市内小学校、児童
クラブを対象にいじめなどに
ついて話し合う人権教室を開
催した回数（回）

(1)人権侵害の防止のため
の啓発活動

①人権尊重のための活動の推
進

(2)法や権利を知るための
広報・啓発活動

①法や権利に関する情報の提
供

【指標の進捗状況】

　指標名

a
法や人権に関する情報の収集・提供

下段：実施値（男性：女性）
目標値（再：再設

定値） 20～23年度
平均達成率

指標の説明

上段：目標値（再：再設定値）

638%

・目標値を再設定した22
年度以降もほぼ達成。
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　　　　　わたしたち

目標Ⅰ　男女は、ともにめざします　～豊かなこころ～
３　男女の人権が守られる社会の形成

（１）人権侵害の防止のための啓発活動

a
男女共同参画に関す
る情報の提供

広報きたかたによる定期的な情報提供やチラシ・パンフレッ
ト等によるタイムリーな情報提供を行う。
加えてH20からは、市ホームページに男女共同参画のコー
ナーを開設し、男女共同参画に関する各課情報やイベント、
講演会等の情報を収集し広く市民に情報提供する。
《再掲》　Ⅰ-1-（１）-②-a

再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a 再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a 再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a 再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a
企画政策課

各総合支所住民課

a
法や人権に関する情
報の収集・提供

市民生活や人権を守っている様々な法や制度に関する情報を
各課から収集しホームページ等で情報提供を行う。

人権や法律について、主に相談窓口を市ホームページに掲載
例：福島地方法務局（女性の人権ホットライン）
　　福島労働局雇用均等室（職場内におけるセクハラや男女
　　均等、母性健康や育児・介護休業等に関する相談）

人権や法律について、主に相談窓口を市ホームページ
に掲載
例：福島地方法務局（女性の人権ホットライン）
　　福島労働局雇用均等室（職場内におけるセクハラ
や男女均等、母性健康や育児・介護休業等に関する相
談）

人権や法律について、主に相談窓口を市ホームページ
に掲載
例：福島地方法務局（女性の人権ホットライン）
　　福島労働局雇用均等室（職場内におけるセクハラ
や男女均等、母性健康や育児・介護休業等に関する相
談）

人権や法律について、主に相談窓口を市ホームページ
に掲載
例：福島地方法務局（女性の人権ホットライン）
　　福島労働局雇用均等室（職場内におけるセクハラ
や男女均等、母性健康や育児・介護休業等に関する相
談）

企画政策課
(関係各課)

各総合支所住民課
(関係各課)

b
人権啓発活動

市内人権擁護委員による啓発活動
《再掲》　Ⅰ-3-（１）-①-ｂ

再掲　Ⅰ-3-（１）-①-ｂ 再掲　Ⅰ-3-（１）-①-ｂ 再掲　Ⅰ-3-（１）-①-ｂ 再掲　Ⅰ-3-（１）-①-ｂ
生活環境課

各総合支所住民課

21年度実施内容

毎月広報に相談日を掲載し、定期的に人権相談会を実
施。
・実施回数　22回
・相談件数　32件

21年度実施内容

22年度実施内容

毎月広報に相談日を掲載し、定期的に人権相談会を実
施。
・実施回数　12回
・相談件数　11件

22年度実施内容

20年度実施内容

20年度実施内容

①　毎月広報に相談日を掲載し、定期的に人権相談会
を実施。
・平成20年度　実施回数　22回
・相談件数　　　　　　　37件
②　市内小学校、児童クラブ及び学童保育所で計21回
人権教育を開催。

事　業　名 事　業　内　容

施　策 事　業　名

①法や権利に
関する情報の
提供

（２）法や権利を知るための広報・啓発活動

①人権尊重の
ための活動の
推進

施　策

事　業　内　容

b
人権啓発活動

市内人権擁護委員による啓発活動

担当課

担当課

生活環境課

各総合支所住民課

23年度実施内容

23年度実施内容

毎月広報に相談日を掲載し、定期的に人権相談会を実
施。
・実施回数　11回(平成24年2月現在）
・相談件数　16件(平成24年2月現在）
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施策の指針　１　男女がともに仕事と家庭を担うことのできる環境整備

基本施策 施策

①家事・育児・介護の男性参
画の促進

②家庭における男女共同参画
の意識づくり

③育児に関する相談体制の充
実

①介護を支援する制度の充実

②介護に関する相談体制の充
実

目標Ⅱ　男女は
わたしたち

、ともに築きます　～いきいきとした家庭･職場･地域

事業名 事業内容 指標等からみる進捗状況

(1)男女がともに担う家事･
育児･介護の促進

a
男女共同参画に関する情報提供

再掲 再掲

a
みんなの台所(料理教室)

再掲 再掲

①育児を支援する制度の普及
活動

a
育児・介護休業制度利用促進事業

・育児・介護休業制度に関する情報提供 ・パンフレットや広報誌において情報提供し、普及を図った。

指標１
b
企業内保育サービス普及事業

・企業内保育サービスの普及啓発 ・事業所に対し企業内保育サービスの普及啓発を図った。

(2)子育て支援の促進

②子育てを支援するサービス
の充実

a
児童館・放課後児童クラブ館管理運営事業

・児童館・放課後クラブ館
・市内全ての小学校区に児童クラブを開設したほか、４小学校区において受け入
れ学齢の拡大を図った。

b-1
児童手当支給事業

・児童手当支給 ・児童養育家庭の生活安定を図った。

b-2
子ども手当支給事業

・子ども手当支給 ・次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援した。

c
多子世帯保育料軽減事業（県事業・Ｈ２１に見
直し）

･保育料の助成 ・多子世帯の保育料を助成し負担軽減を図った。

d
特別保育事業
(障がい児保育)

・障がい児保育 ・障がい児の、健全な情緒・社会性の成長発達を促し福祉の増進を図った。

e
特別保育事業
(地域子育て支援センター)

・遊びと子育て情報交換の場の提供
・地域子育て支援センター(東町のびやか保育園)において実施し、多くの利用が
ある。

f
特別保育事業
(一時預かり事業)

・一時保育 ・保護者の保育が困難な場合の一時保育を実施。

指標２
g
特別保育事業
(保育所地域活動事業)

・世代間交流事業 ・毎年度、お年寄りとの交流を図り、目標値を達成。

h
特別保育事業
(乳幼児健康支援一時預かり事業)

・病後時保育
・病気の回復期で通所できない児童に対し保護者の就労支援の対策として保育を
実施。

i
特別保育事業
(延長保育促進事業)

・延長保育
・通常の保育時間を延長して保育をすることで、保護者の就労等の便宜を供与し
た。

j-1
乳幼児医療費助成事業

・乳幼児医療費を助成 ・疾病又は負傷の治療を促進し、乳幼児の保健の向上を図った。

j-2
子ども（小学生）医療費助成事業

・子ども（小学生）医療費を助成 ・疾病又は負傷の治療を促進し、もって子どもの健やかな成長に寄与する。

j-3
子ども（中学生）医療費助成事業

・子ども（中学生）医療費を助成 ・子どもの保護者の経済的負担の軽減を図った。

指標３
k
育児サークル、メーリングリスト

・育児サークル
・メーリングリスト

・情報交換や問題解決にとりくみながら安心して子育てができるよう支援した。

ｌ
国民健康保険出産育児一時金受領委任払

・出産育児一時金の、市から医療機関への直
接支払。(Ｈ21.9廃止）

・出産時に窓口で支払う費用負担の軽減を図った。

l
国民健康保険出産育児一時金直接支払制度

・出産育児一時金の、国から医療機関への直
接支払。(Ｈ21.10から）

・被保険者の申請手続きや、妊産婦の多額の出産費用準備の負担軽減を図った。

m
保護者同士の交流機会の提供

・情報交換や子育て、友達づくり機会の提供 ・公民館において、情報交換や子育て、友達づくりの機会を提供した。

a
特別保育事業
(地域子育て支援センター)

再掲 再掲

・高齢者に関する相談を行い、自立した生活ができるよう支援した。

(3)介護支援の促進 a
介護保険事業

・介護サービス ・要支援・要介護者が介護サービスを利用できるよう介護保険事業を運営した。

a
包括的支援事業

・地域包括支援センターによる相談事業

指標
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20 21 22 23 24

2 3 3 4 4

2 3 3 3

14 14 14 14 14

14 14 14 14

1,000 1,020
1,040

(再2,700)
1,070

(再2,700)
1,100

(再2,700)

2,779
(16:2763)

2,712
(30：2682)

2,799
(57:2742)

2,684
(28:2,656)

下段：実施値（男性：女性）

【指標の進捗状況】

　指標名 指標の説明

上段：目標値（再：再設定値） 目標値（再：再設
定値）

保育所等に設置されている
育児サークルの参加者数

保育所、児童館、公民館に
設置される育児サークル参
加延べ人数（名）

企業内保育サービス実施事
業所数

市内事業所で企業内保育所
を設置している事業所数
(事業所)

特別保育事業実施保育所数
老人施設の訪問等の世代間
交流を行っている保育所数
（保育所）

・目標値を再設定した22
年度以降も、ほぼ達成。

20～23年度
平均達成率

94%

・ほぼ順調に推移。

100%

・目標値を順調に達成。

187%

指標１ 

指標２ 

指標３ 
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　　　　　わたしたち

目標Ⅱ　男女は、ともに築きます　～いきいきとした家庭・職場・地域～
１　男女がともに仕事と家庭を担うことのできる環境整備

（１）男女がともに担う家事・育児・介護の促進

①家事・育
児・介護の男
性参画の促進

a
男女共同参画に関す
る情報提供

広報きたかたによる定期的な情報提供やチラシ・
パンフレット等によるタイムリーな情報提供を行
う。また、関係機関が実施する講演会等のチラシ
を地区公民館等に配布し、情報提供を行う。
男女共同参画に関する情報の提供を行い、市民に
各種講座への参加を促すことで家事・育児・介護
の男性参画を促す。
《再掲》Ⅰ-1-（１）-②-a

再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a 再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a 再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a 再掲　Ⅰ-1-（１）-②-a
企画政策課

各総合支所住民課

②家庭におけ
る男女共同参
画の意識づく
り

a
みんなの台所
(料理教室)

「食」を通じた健康づくりを学び、性別や年齢に
とらわれずに誰でも気軽に参加でき、楽しみなが
ら食事づくりができる料理教室とする。調理器具
の使い方や調理の基礎、郷土の食文化を学び、地
元食材をとり入れた料理を作りながら、参加者が
自身の食行動や食をとり巻く環境について正しい
情報が選択できる力を身につける場にする。
《再掲》Ⅰ-2-（１）-①-ｃ

再掲　Ⅰ-2-（１）-①-ｃ 再掲　Ⅰ-2-（１）-①-ｃ 再掲　Ⅰ-2-（１）-①-ｃ 再掲　Ⅰ-2-（１）-①-ｃ 保健課

a
育児・介護休業制度
利用促進事業

育児・介護休業制度などの利用促進のため、広報
きたかた・パンフレット等を用い、制度の趣旨の
徹底を図る。

育児・介護休業制度などの利用促進のため、広報きたかた
等で制度の趣旨の徹底を図った。
パンフレットを市役所及び各総合支所入口等に配置。

・パンフレットを本庁舎及び各総合支所入口等に配置。
本庁舎入口に、雇用・就職情報提供コーナーを設置し、
育児・介護休業制度についてパンフレット等を配置し
た。
・今後は育児・介護休業制度などの利用促進のため、広
報きたかた等で制度の趣旨の徹底を図る。

・パンフレットを本庁舎及び各総合支所入口等に配
置。本庁舎入口に、雇用・就職情報提供コーナーを設
置し、育児・介護休業制度についてパンフレット等を
配置した。
・今後は育児・介護休業制度などの利用促進のため、
広報きたかた等で制度の趣旨の徹底を図る。

・パンフレットを本庁舎及び各総合支所入口等に配
置。本庁舎入口に、雇用・就職情報提供コーナーを設
置し、育児・介護休業制度についてパンフレット等を
配置した。
・今後は育児・介護休業制度などの利用促進のため、
広報きたかた等で制度の趣旨の徹底を図る。

商工課

各総合支所産業課

a
児童館・放課後児童
クラブ館管理運営事
業

放課後留守家庭になる小学校低学年児童を対象
(登録制)に生活の場の提供、遊びやその他の活動
を通して健全な育成を図ることを目的に運用す
る。
児童館と併設となっている施設については利用希
望のある幼児、児童生徒3歳から18歳まで利用で
きる。

旧喜多方市10ヶ所、塩川町4ヶ所・山都町１ヶ所計15ヶ所の
児童クラブを開設し508人（20.4.1現在）の児童を放課後預
かり留守家庭の就労支援に寄与するとともに児童の健全育
成
を図った。

喜多方10カ所、塩川4カ所、山都1カ所、熱塩加納2カ所
（新）計17カ所の児童クラブを開設し、508人（H21.12
月末現在）の児童を放課後に預かり留守家庭の就労支援
に寄与するとともに児童の健全育成を図った。

喜多方10カ所、塩川4カ所、山都1カ所、熱塩加納2カ所
計17カ所の児童クラブを開設し、512人（H23年3月末現
在）の児童を放課後に預かり留守家庭の就労支援に寄
与するとともに児童の健全育成を図った。

従来の喜多方10カ所、塩川4カ所、山都1カ所、熱塩加
納2カ所計17カ所の児童クラブに加え、新たに高郷に児
童クラブを開設し市内全ての小学校区の開設を完了し
たほか、４小学校区において小学６年生までの受け入
れ拡大を試行し、497人（H24年3月末現在）の児童を預
かり、児童の健全育成と保護者の就労支援を図った。

社会福祉課
（児童館・児童クラ
ブ館)

各総合支所住民課

b-1
児童手当支給事業

小学校修了(12歳到達後の最初の年度末)までの児
童を養育する人に手当を支給することにより家庭
における生活の安定と、次代を担う児童の健全な
育成及び資質の向上を図る。

平成20年度支給実績
・約延べ5,900人に支給し、児童養育家庭の生活安定を図っ
た
　※支給総額391,000千円
　　0歳～小学校終了前の乳幼児、児童へ支給。
　　3歳未満一律:月額10,000円
　　3歳以上(第1・2子）月額 5,000円(第3子以降10,000円)

平成21年度支給実績
・約延べ5,900人に支給し、児童養育家庭の生活安定を
図った。
　※支給総額　383,865千円
　　0歳～小学校終了前の乳幼児、児童へ支給。
　　3歳未満一律:月額10,000円
　　3歳以上(第1・2子）月額 5,000円(第3子以降10,000
円)

平成22年度支給実績
・約延べ9,863人に支給し、児童養育家庭の生活安定を
図った。
　※支給総額　65,900千円
　　0歳～小学校終了前の乳幼児、児童へ支給。
　　3歳未満一律:月額10,000円
　　3歳以上(第1・2子）月額 5,000円(第3子以降
10,000円)

平成22年度から23年度までは時限立法により子ども手
当制度が本手当を包括。

b-2
子ども手当支給事業

中学校修了（15歳到達後の最初の年度末）までの
子どもを養育する人に手当を支給することによ
り、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社
会全体で応援する。

平成22年度支給実績
延べ61,575人に支給し、次代の社会を担う子どもの健
やかな育ちを支援した。
支給総額800,475千円
一律月額13,000円

平成23年度支給実績
延べ48,377人に支給し、次代の社会を担う子どもの健やかな
育ちを支援した。支給総額628,715,000円
4～9月まで　13,000円/月
10～3月まで　3歳未満　15,000円/月
　　　　　　 3歳以上小学校修了前（1・2子）　10,000円/月
　　　　　　 　　　　　　〃　　 （3子）　15,000円/月
　　　　　　 小学校修了後中学校修了前　10,000円/月

c
多子世帯保育料軽減
事業（県事業・Ｈ２１
に見直し）

子育てにかかる保護者の経済的な負担を軽減する
ため18歳未満の子どもを3人以上養育している方
で第3子以降が保育所に入所している場合、保育
料を助成し負担軽減を図る。

多子世帯の経済的支援策として第3子以降の児童が保育所に
通所している場合、第3子目の児童の保育料を所得に応じて
軽減。
・平成20年度実績50名。

多子世帯の経済的支援策として第3子以降の児童が保育
所等に通所している場合、第3子目の児童の保育料を所
得に応じて軽減。
・平成21年度　実績52名

多子世帯の経済的支援策として第3子以降の児童が保育
所等に通所している場合、第3子目の児童の保育料を所
得に応じて軽減。
・平成2122年度　実績5246名

多子世帯の経済的支援策として第3子以降の児童が保育
所等に通所している場合、第3子目の児童の保育料を所
得に応じて軽減。
・平成23年度　実績40名

d
特別保育事業
(障がい児保育)

保育に欠ける軽度・中度の心身障がいを持つ乳幼
児に、健常児とともに集団保育をすることにより
健全な情緒・社会性の成長発達を促し障がい児の
福祉の増進を図る。

公立保育所3ヶ所、私立保育所2ヶ所において障害児保育を
実施し健常児とともに集団保育することによって健全な成
長発達に寄与。
・私立保育所2ヶ所への補助金@864千円×4名=3,456千円

公立保育所3ヶ所、私立保育所2ヶ所において障害児保育
を実施し健常児とともに集団保育することによって健全
な成長発達に寄与。
・私立保育所2ヶ所への補助金　1,728千円+824千円
=2,592千円

公立保育所35ヶ所、私立保育所2ヶ所において障害児保
育を実施し健常児とともに集団保育することによって
健全な成長発達に寄与。
・私立保育所2ヶ所への補助金　1,728千円+864千円
=2,592千円

公立保育所5ヶ所、私立保育所1ヶ所において障害児保
育を実施し健常児とともに集団保育することによって
健全な成長発達に寄与。
・私立保育所1ヶ所への補助金　2,592千円

e
特別保育事業
(地域子育て支援セン
ター)

交流の場の提供、子育て相談・援助、子育て関連
情報の提供、子育て支援に関する講習会等の開
催、地域支援活動の実施

0歳～就学前までの乳幼児と保護者の方々に遊びの場、子育
て情報交換の場を提供。
・H20年度利用者数延べ1,300組。
・補助金7,485千円
　地域子育て支援センター(東町のびやか保育園)

0歳～就学前までの乳幼児と保護者の方々に遊びの場、
子育て情報交換の場を提供。
・平成21年度　利用者数延べ1,116人
・補助金7,491千円
　地域子育て支援センター(東町のびやか保育園)

0歳～就学前までの乳幼児と保護者の方々に遊びの場、
子育て情報交換の場を提供。
・平成2122年度　利用者数延べ1,062人
・補助金7,400千円
　地域子育て支援センター(東町のびやか保育園)

0歳～就学前までの乳幼児と保護者の方々に遊びの場、
子育て情報交換の場を提供。
・平成23年度　利用者数延べ1,032人
・補助金7,400千円
　地域子育て支援センター(東町のびやか保育園)

②子育てを支
援するサービ
スの充実

施　策 事　業　名

21年度実施内容

21年度実施内容

育児期にある労働者の就業を促進するため、企業内保育
サービスの普及啓発を図った。

商工課
社会福祉課

各総合支所
産業課・住民課

担当課

（２）子育て支援の促進

育児期にある労働者の就業を促進するため、事業所に訪問
し、企業内保育サービスの普及啓発を図った。
ワークライフバランス推進に関する講演会のチラシの配布
や、アンケート調査協力依頼を通しての啓発。

社会福祉課

各総合支所住民課

①育児を支援
する制度の普
及活動

育児期にある労働者の就業を促進するため、企業内保
育サービスの普及啓発を図った。

育児期にある労働者の就業を促進するため、事業
所に対し企業内保育サービスの普及啓発を図る。

b
企業内保育サービス
普及事業

22年度実施内容

育児期にある労働者の就業を促進するため、企業内保
育サービスの普及啓発を図った。

23年度実施内容

23年度実施内容

20年度実施内容

20年度実施内容 担当課

施　策 事　業　名

事　業　内　容

事　業　内　容 22年度実施内容
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目標Ⅱ　男女は、ともに築きます　～いきいきとした家庭・職場・地域～
１　男女がともに仕事と家庭を担うことのできる環境整備

f
特別保育事業
(一時預かり事業)

保護者がパートで仕事をする場合などの都合で週
1日から3日程度の保育が一定継続して必要な場合
や入院、通院や介護、育児に伴う心理的・肉体的
負担などの事情で家庭保育が一時的に困難になっ
た場合などに保育を行う。

保護者の急な用件で保育が困難な場合の一時保育を実施。
・平成20年度実績1日利用780人、半日利用161人
・補助金1,350千円(東町のびやか保育園)

保護者の急な用件で保育が困難な場合の一時保育を実
施。
・平成21年度実績 　1日利用344人、半日利用130人
・補助金1,350千円　東町のびやか保育園)

保護者の急な用件で保育が困難な場合の一時保育を実
施。
・平成22年度実績 　1日利用 343人、半日利用 106人
・補助金 1,580千円　東町のびやか保育園)

保護者の急な用件で保育が困難な場合の一時保育を実
施。
・平成23年度実績 　1日利用 758人、半日利用 157人
・補助金 1,580千円　東町のびやか保育園)

h
特別保育事業
(乳幼児健康支援一時
預かり事業)

病後児保育(乳幼児健康支援一時預かり事業)病気
回復期の満3ヶ月から小学校低学年までの子ども
を持つ保護者が仕事、病気、事故、出産、冠婚葬
祭等で保育ができないとき一時的に預かり保育す
る。

病気の回復期で通所できない児童に対し保護者の就労支援
の対策として保育を実施。
・平成20年度実績50人
・補助金6,207千円(東町のびやか保育園)

病気の回復期で通所できない児童に対し保護者の就労支
援の対策として保育を実施。
・平成21年度　実績49人
・補助金　6,207千円　(東町のびやか保育園)

病気の回復期で通所できない児童に対し保護者の就労
支援の対策として保育を実施。
・平成22年度　実績36人
・補助金　6,200千円　(東町のびやか保育園)

病気の回復期で通所できない児童に対し保護者の就労
支援の対策として保育を実施。
・平成23年度　実績21人
・補助金　6,200千円　(東町のびやか保育園)

i
特別保育事業
(延長保育促進事業)

通常の保育時間を延長して保育をすることにより
保護者の就労等の便宜を供与する。

保護者の通勤環境や就労状況に配慮し、長時間保育を実施
することにより子育てとの両立支援。
・補助金認可私立保育所4ヶ所×(@4,248千円(基本)+282千
円
(延長）)=18,120千円

保護者の通勤環境や就労状況に配慮し、長時間保育を実
施することにより子育てとの両立支援。
・補助金認可私立保育所4ヶ所×@4,248千円(基本)+282
千円
(延長）=18,120千円

保護者の通勤環境や就労状況に配慮し、長時間保育を
実施することにより子育てとの両立支援。
・補助金認可私立保育所4ヶ所×（@4,600千円(基
本)+300千円）
(延長）=19,600千円

保護者の通勤環境や就労状況に配慮し、長時間保育を
実施することにより子育てとの両立支援。
・補助金認可私立保育所4ヶ所×（@4,553千円(基
本)+600千円(3か所）＋300千円（１カ所）(延長）
=20,312千円

j-1
乳幼児医療費助成事
業

乳幼児の医療費の一部をその保護者に助成するこ
とにより、その疾病又は負傷の治療を促進し、乳
幼児の保健の向上を図る。

平成20年度実績
・助成件数　　　44,754件
・助成金額 　 84,087千円

平成21年度実績
・助成件数　　42,840件
・助成金額 　 76,036千円

平成22年度実績
・助成件数　　45,230件
・助成金額 　 81,720千円

平成23年度実績（Ｈ24年1月支給分まで）
・助成件数　　29,994件
・助成金額 　 52,490,334円

j-2
子ども（小学生）医
療費助成事業

子育て世代の経済的負担を軽減し、より良い子育
て環境の整備を図るため、子どもの医療費の一部
をその保護者に助成することにより、その疾病又
は負傷の治療を促進し、もって子どもの健やかな
成長に寄与する。

平成23年度実績（Ｈ24年1月支給分まで）
・助成件数　　20,636件
・助成金額 　 40,430,324円

j-3
子ども（中学生）医
療費助成事業

安心して子どもを生み育てることができる環境づ
くりの一環として、子どもの保護者の経済的負担
の軽減を図るため、子どもの医療費の一部を助成
する。

平成23年度実績（Ｈ24年1月支給分まで）
・助成件数　　13件
・助成金額 　 196,900円

i国民健康保険出産育
児一時金受領委任払

出産時に窓口で支払う費用負担の軽減を図るた
め、国民健康保険から支給される出産育児一時金
の受領を医療機関へ委任することを世帯主が希望
する場合、出産育児一時金を市が直接医療機関へ
支払う。

平成20年度実績
・35件承認　＠35万円×26＝9,100千円
            ＠38万円× 9＝3,420千円

平成21年度実績 15件　5,640千円
（内訳）＠35万円×2＝700千円　＠38万円×13＝4,940
千円
　　＊委任払制度はH21.9.30で廃止

母子手帳交付の際、国による「出産育児一時金等の医
療機関等への直接支払制度委任払制度」について周知
をはかった。

平成22年度に国民健康保険出産育児一時金直接支払制
度に移行

i国民健康保険出産育
児一時金直接支払制
度

被保険者の申請手続きにおける負担の軽減や、妊
産婦が退院時に多額の出産費用を準備しなくても
すむよう、医療機関等と被保険者との合意に基づ
き、医療機関等が被保険者に代わって、支払機関
を経由して、出産育児一時金の支給申請と受け取
りを行う。

再掲　Ⅱ-1-（2）-②-e 再掲　Ⅱ-1-（2）-②-e 再掲　Ⅱ-1-（2）-②-e
母子手帳交付の際、国の「出産育児一時金直接支払制
度」について周知を図るとともに、市広報等で被保険
者へ周知を図った。

m保護者同士の交流機
会の提供

子育て期間中の保護者（主に母親）を対象に、情
報交換や子育て、友達づくりの機会を提供する。

ハッピーママ
たんぽぽマザーサークル
フレッシュママ教室

ハッピーママ
たんぽぽマザーサークル
フレッシュママ教室

ハッピーママ
たんぽぽマザーサークル
フレッシュママ教室

中央公民館：ハッピーママ　実施回数13回　延べ参加
者数140名
姥堂地区公民館：たんぽぽマザーサークル
　　　　　　　　実施回数8回　延べ参加者数54名
駒形地区公民館：フレッシュママ教室
　　　　　　　　実施回数12回　延べ参加者数70名

社会福祉課
生涯学習課（公民
館）
保健課
各総合支所住民課

③育児に関す
る相談体制の
充実

a
特別保育事業
(地域子育て支援セン
ター)

交流の場の提供、子育て相談・援助、子育て関連
情報の提供、子育て支援に関する講習会等の開
催、地域支援活動の実施
《再掲》　Ⅱ-1-（2）-②-e

再掲　Ⅱ-1-（1）-②-e 再掲　Ⅱ-1-（2）-②-e 再掲　Ⅱ-1-（1）-②-e 再掲　Ⅱ-1-（2）-②-e

 
社会福祉課

各総合支所住民課

公立保育所10ヶ所、私立保育所4ヶ所において世代間交
流事業を実施
・私立保育所への補助金@150千円×3ヶ所=450千円
　例：昔の遊びをお年寄りと一緒に楽しんだ。

23年度実施内容

社会福祉課

各総合支所住民課

事　業　名 事　業　内　容

公立保育所10ヶ所、私立保育所4ヶ所において世代間交
流事業を実施
・私立保育所への補助金@150千円×3ヶ所=450千円
　例：昔の遊びをお年寄りと一緒に楽しんだ。

保健課

社会福祉課
・幼児クラブ参加者　延2,255名（児童館のみ）
保健課
・育児ｻｰｸﾙ参加者 　2799名　(男性57名）
・ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ　  　　延96名

公立保育所10ヶ所、私立保育所4ヶ所において世代間交流事
業を実施
・私立保育所3ヶ所への補助金@150千円×3ヶ所=450千円
　例：昔の遊びをお年寄りと一緒に楽しんだ。

社会福祉課
・育児サークル参加者　延50名（児童館のみ）
保健課
・育児ｻｰｸﾙ参加者 　延2,662名　(男性30名）
・ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ　  　　延141名（H20 126名）

担当課

社会福祉課
保健課
各総合支所住民課

社会福祉課
・幼児クラブ参加者　延2,388名（児童館のみ）
保健課
・育児ｻｰｸﾙ参加者 　2,684名　(男性28名）
・ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ　  　　延28名

世代間交流事業
・老人施設を訪問して一緒に手遊びをしたり歌や
お遊戯を発表してお年寄りと交流する。
・お年寄りを保育所に招待し昔の遊び、行事を一
緒に楽しむ。
・夏祭り、芋煮会など地域の人たちと一緒に楽し
む。

21年度実施内容

保健課
 
各総合支所住民課

公立保育所10ヶ所、私立保育所4ヶ所において世代間交
流事業を実施
・私立保育所への補助金@150千円×3ヶ所=450千円
　例：昔の遊びをお年寄りと一緒に楽しんだ。

g
特別保育事業
(保育所地域活動事
業)

20年度実施内容 22年度実施内容施　策

②子育てを支
援するサービ

スの充実

k
育児サークル、メー
リングリスト

平成20年度実績
・育児ｻｰｸﾙ参加者 　延べ　2,653名
・ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ　 　　延べ　 　126名

子育て環境が著しく変化する中で、子育てに悩み
を持つ親同士が情報交換し、問題解決にとりくみ
ながら安心して子育てができるよう支援する。
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　　　　　わたしたち

目標Ⅱ　男女は、ともに築きます　～いきいきとした家庭・職場・地域～
１　男女がともに仕事と家庭を担うことのできる環境整備

①介護を支援
する制度の充
実

a
介護保険事業

介護者の負担を軽減するため、様々な介護保険の
サービスを利用することで、要介護者・要支援者
ができるだけ自立した生活を過ごすことができる
よう介護を社会全体で支える制度

要支援・要介護者が介護サービスを利用できるよう介護保険事業
を運営した
・居宅介護サービス受給者数　14,806件
・地域密着型サービス受給者数　1,553件

要支援・要介護者が介護サービスを利用できるよう介護
保険事業を運営した。
・居宅介護サービス受給者数　15,028件
・地域密着型サービス受給者数　1,745件

要支援・要介護者が介護サービスを利用できるよう介
護保険事業を運営した。
・居宅介護サービス受給者数　15,372件
・地域密着型サービス受給者数　2,038件

要支援・要介護者が介護サービスを利用できるよう介
護保険事業を運営した。
・居宅介護サービス受給者数　14,563件
・地域密着型サービス受給者数　2,217件

高齢福祉課

各総合支所住民課

②介護に関す
る相談体制の
充実

a
包括的支援事業

高齢者に関する様々な相談や介護、保健、医療と
の連携により、地域でできるだけ自立した生活が
できるよう支援する。

高齢者に関する相談に対応した。
・地域包括支援センターによる相談件数　9,946件

高齢者に関する相談に対応した。
・地域包括支援センターによる相談件数　8,880件

高齢者に関する相談に対応した。
・地域包括支援センターによる相談件数　11,076件

高齢者に関する相談に対応した。
・地域包括支援センターによる相談件数　8,084件

高齢福祉課

各総合支所住民課

担当課施　策 事　業　名 事　業　内　容 23年度実施内容21年度実施内容20年度実施内容 22年度実施内容

（３）介護支援の促進

目標Ⅱ-1 p12



施策の指針　２　多様な働き方を実現するためのしくみづくり

基本施策 施策

①労働に関する法の遵守（主
体：雇用者）

②労働に関する制度の活用
（主体：被雇用者）

③労働条件の改善の促進

①労働環境の改善の促進

②企業内保育サービスの普及･
啓発

③多様な就労形態への理解の
促進

①職場における男女平等の実
現

②能力開発への支援

③男女の均等な機会と待遇の
確保など、多様な働き方を可
能とする労働・就業環境の整
備
①「農林、自営業に従事する
女性の労働」に対する理解促
進

③健康管理体制の充実

(5)パートタイム労働者の
労働条件の改善

a
パートタイム労働者雇用環境
改善事業

a
「おもてなし向上セミナー」
及び「おもてなし出前講座」
の実施

a
観光関連事業所や観光関連ボ
ランティア活動における女性
の登用の促進

　

目標Ⅱ　男女は
わたしたち

、ともに築きます　～いきいきとした家庭･職場･地域

事業名 事業内容 指標等からみる進捗状況

a
法令遵守促進事業

・雇用主の関係法令遵守の促進 ・定期的に広報に掲載し、関係法令の遵守を促進した。
(1)雇用における募集・採
用、配置・昇進の機会均等
の推進

・定期的に広報に掲載し、関係法令の遵守を促進した。

a
労働環境整備促進事業

・性別を理由とする差別の禁止や妊娠出
産後にも復職できる環境づくり

・定期的に広報に掲載し、関係法令の遵守を促進した。

a
無料労働相談事業

・相談窓口の設置 ・緊急経済・雇用相談窓口等を設置した。

a
法令遵守促進事業

・労働者の、育児や介護のため各種制度
を利用できる環境と利用の促進

a
企業内保育サービス普及事業

再掲 再掲

指標１
a
在宅ワーク・再就職セミナーの開催

・在宅ワークセミナー ・育児期や介護期を終え、再就職に意欲を持つ女性を支援した。

a
労働環境改善事業

・女性の基本的な権利や制度の周知 ・育児、介護休業制度についてパンフレット等を配置し周知を図った。

指標２
a
新事業・起業支援事業

・女性のチャレンジに対する支援
・信用保証料の補助制度を設けたが利用はない。
　※男性の利用もない。

a
労働・就業環境の整備促進事業

・喜多方市勤労者互助会への加入促進 ・勤労者互助会への女性新規加入が進んでいる。

a
自営業従事者就業環境改善事業

・良好な就労環境への啓発 ・パンフレットや広報誌を活用した啓発。

・野菜ソムリエの育成 ・講習会・勉強会等を実施し、女性の野菜ソムリエ育成が進んだ。

指標３
a
女性団体等組織強化推進事業

・商工業に関係する女性団体の組織強化 ・会津喜多方商工会議所女性会、各商工会女性会の活動支援を行った。

b
農業経営改善事業指導事業

・家族経営協定の周知 ・家族経営協定に係る研修・講演会等を実施した。

・パートタイム労働法の趣旨に関して、広報誌を活用し周知を図った。

指標６
a
「おもてなし向上セミナー」及び
「おもてなし出前講座」の実施

・おもてなし向上セミナー
・おもてなし出前講座

・22年度までは両事業とも目標値を達成できなかったものの多くの市民の参加を
得られていたが、23年度は「おもてなし向上セミナー」が実施されなかったため
参加人数が減少した。

指標７
a
観光関連事業所や観光関連ボラン
ティア活動における女性の登用の促
進

・観光ボランティアへの女性参画の促進
・各種観光事業における女性の登用を促すとともに、伝統芸能の継承に携わる女
性の紹介にも努めた。

(2)労働における環境条件
の整備促進

(3)働くための意識づくり
能力開発への支援

(4)農林、自営業等に従事
する女性の就業環境の改善
への支援

②農林、自営業に従事する女
性のための能力開発の支援と
学習機会の提供

・会津喜多方商工会議所女性会、各商工
会女性会の活動支援

・パンフレット等を活用し、女性の健康管理の重要性について周知を図った。

指標４
ｃ
グリーン・ツーリズムの推進

・グリーン･ツーリズムの推進 ・事業自体は進捗しているが、震災の影響のため参加人数が減少した。

指標５
ｄ
野菜ソムリエ育成

(6)観光分野における男女
共同参画の促進

a
健康増進事業

a
パートタイム労働者雇用環境改善事
業

・広報誌を活用した事業所への周知
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20 21 22 23 24

2 2
3

(再4)
3

(再4)
3

(再4)

4 4 3 8

新規
2

3 4 5 6

0 0 0 0

205 210 215 220 225

181 177 162 162

12 14 16 17 18

12 14 14 4

新規
1

1 2 2 3

1 1 3 3

200 200 200 200 200

150 150 100 14

新規
1

1
2

(再8）
2

(再8)
3

(再8)

2 5 8 7

目標値（再：再設
定値） 20～23年度

平均達成率下段：実施値（男性：女性）

観光分野における広報きた
かた等への女性記事掲載回
数

広報きたかたや 観光ネッ
トワークに観光分野で活躍
する女性記事を掲載した回
数（回）

【指標の進捗状況】

グリーン・ツーリズム交流
人口

グリーン・ツーリズムで本
市を訪れた年間の人数（千
名）

商工会議所女性会及び商工
会女性会の会員数

会津喜多方商工会議所女性
会、塩川町商工会、熱塩加
納商工会、山都町商工会、
高郷商工会の各女性会会員
数（名）

　指標名 指標の説明

上段：目標値（再：再設定値）

在宅ワーク・再就職セミ
ナー開催回数

在宅ワーク・再就職セミ
ナー等、再就職に向けた講
座の開催回数（回）

新規創業のための融資制度
を受ける女性起業家の利用
件数

市、県、国民生活金融公庫
における新規創業のための
融資制度を利用した女性起
業数（件）

おもてなし向上セミナー及
びおもてなし出前講座の年
間新規受講者数（名）

野菜ソムリエ資格取得者数
野菜ソムリエの資格を取得
した女性の数（名）

78%

・23年度は大幅に減少し
た。

125%

・目標値を順調に達成。

おもてなし向上セミナー等
の新規受講者数

52%

・達成率は減少傾向にあ
る。

169%

・目標値を再設定した22
年度以降もほぼ達成。

0%

・目標値を達成していな
い。

80%

達成率は減少傾向にあ
る。

222%

・22年度に目標値を再設
定した後もほぼ達成。

指標

指標４ 

指標５ 

指標６ 

指標１ 

指標２ 

指標３ 

指標７ 

目標Ⅱ-2まとめ p14



　　　　　わたしたち

目標Ⅱ　男女は、ともに築きます　～いきいきとした家庭・職場・地域～
２　多様な働き方を実現するためのしくみづくり

（１）雇用における募集・採用、配置・昇進の機会均等の促進

①労働に関す
る法の遵守
（主体：雇用
者）

a
法令遵守促進事業

雇用主が就業規則等に盛り込まなければならない男女雇
用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法などの基
本的な事項を、定期的に広報に掲載し、関係法令の遵守
を促進します。

パート労働法の案内記事を広報きたかたに掲載
・４月号　労働契約法
・８月号　高齢者雇用安定法

・労働相談等の記事を広報きたかたに掲載。
（９月号　福島労働局、福島県労働委員会が実施する
総合労働相談）

・労働相談等の記事を広報きたかたに掲載。
（９月号　福島労働局、福島県労働委員会が実施する
総合労働相談）

・労働相談、最低賃金等の記事を広報きたかたに掲載。
（９月号　福島労働局、福島県労働委員会が実施する総合
労働相談）
（１０月号　喜多方労働基準監督署内、総合労働相談コー
ナーのご案内）
（１１月号、３月号　福島県最低賃金のお知らせ）

商工課

各総合支所産業課

②労働に関す
る制度の活用
（主体：被雇
用者）

a
法令遵守促進事業

雇用主が就業規則等に盛り込まなければならない男女雇
用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法などの基
本的な事項を定期的に広報に掲載し、従業員が育児や介
護のため各種制度を利用できる環境を作り、利用促進を
図る。

パート労働法の案内記事を広報きたかたに掲載
・４月号　労働契約法
・８月号　高齢者雇用安定法

・労働相談等の記事を広報きたかたに掲載。
（９月号　福島労働局、福島県労働委員会が実施する
総合労働相談）

・労働相談等の記事を広報きたかたに掲載。
（９月号　福島労働局、福島県労働委員会が実施する
総合労働相談）

・労働相談、最低賃金等の記事を広報きたかたに掲載。
（９月号　福島労働局、福島県労働委員会が実施する総合
労働相談）
（１０月号　喜多方労働基準監督署内、総合労働相談コー
ナーのご案内）
（１１月号、３月号　福島県最低賃金のお知らせ）

商工課

各総合支所産業課

③労働条件の
改善の促進

a
労働環境整備促進事
業

男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法な
どの基本的な事項を定期的に広報に掲載し、喜多方労働
基準監督署等と連携しながら、性別を理由とする差別の
禁止や妊娠出産後にも復職できる環境を作る。

パート労働法の案内記事を広報きたかたに掲載
・４月号　労働契約法
・８月号　高齢者雇用安定法

・労働相談等の記事を広報きたかたに掲載。
（９月号　福島労働局、福島県労働委員会が実施する
総合労働相談）

・労働相談等の記事を広報きたかたに掲載。
（９月号　福島労働局、福島県労働委員会が実施する
総合労働相談）

・労働相談、最低賃金等の記事を広報きたかたに掲載。
（９月号　福島労働局、福島県労働委員会が実施する総合
労働相談）
（１０月号　喜多方労働基準監督署内、総合労働相談コー
ナーのご案内）
（１１月号、３月号　福島県最低賃金のお知らせ）

商工課

各総合支所産業課

①労働環境の
改善の促進

a
無料労働相談事業

労働環境の改善を図るため、相談体制の充実を図る。
１２月以降、緊急経済・雇用相談窓口を設置した。
・福島労働局総合労働相談コーナー

・緊急経済・雇用相談窓口を設置
・ワンストップサービスディの実施（12．21　ハロー
ワーク喜多方）市、ハローワーク喜多方、社会福祉協
議会等関係機関が連携し、雇用・労働に関する各種窓
口を設け実施。労働問題相談（喜多方労働基準監督
署）、心の相談（会津保健福祉事務所「会津保健
所」）なども実施
・福島労働局総合労働相談コーナー

・緊急経済・雇用相談窓口を設置
・ワンストップサービスディの実施（12．21　ハロー
ワーク喜多方）市、ハローワーク喜多方、社会福祉協
議会等関係機関が連携し、雇用・労働に関する各種窓
口を設け実施。労働問題相談（喜多方労働基準監督
署）、心の相談（会津保健福祉事務所「会津保健
所」）なども実施
・福島労働局総合労働相談コーナー

・緊急経済・雇用相談窓口を設置
・市、ハローワーク喜多方、社会福祉協議会等関係機関が
連携し、雇用・労働に関する各種窓口を設け実施。労働問
題相談（喜多方労働基準監督署）、心の相談（会津保健福
祉事務所「会津保健所」）なども実施
・福島労働局総合労働相談コーナー

商工課

各総合支所産業課

②企業内保育
サービスの普
及･啓発

a
企業内保育サービス
普及事業

育児期にある労働者の就業を促進するため、事業所に対
し企業内保育サービスの普及啓発を図る。
《再掲》Ⅱ-1-（2）-①-b

再掲　Ⅱ-1-（2）-①-b 再掲　Ⅱ-1-（2）-①-b 再掲　Ⅱ-1-（2）-①-b 再掲　Ⅱ-1-（2）-①-b

商工課
社会福祉課

各総合支所
産業課・住民課

①職場におけ
る男女平等の
実現

a
労働環境改善事業

喜多方労働基準監督署、ハローワークと共催し、制度に
関する講習会等を開催する。
男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法な
どの基本的な事項を定期的に広報に掲載する。
女性の基本的な権利や制度の周知を図り、男女平等の意
識づくりを図る。

チラシの配布による啓発を行った。

チラシの配布による啓発を行った。
本庁舎入口に、雇用・就職情報提供コーナーを設置
し、育児・介護休業制度についてパンフレット等を配
置した。

チラシの配布による啓発を行った。
本庁舎入口に、雇用・就職情報提供コーナーを設置
し、育児・介護休業制度についてパンフレット等を配
置した。

チラシの配布による啓発を行った。
本庁舎入口に、雇用・就職情報提供コーナーを設置し、育
児・介護休業制度についてパンフレット等を配置した。

商工課

各総合支所産業課

③男女の均等
な機会と待遇
の確保など、
多様な働き方
を可能とする
労働・就業環
境の整備

a
労働・就業環境の整
備促進事業

女性が持つ能力を発揮できる職場環境の整備促進を図
る。
多様な就労形態が取れるよう、労働・就業環境の整備を
図るため情報提供をすすめる。
喜多方市勤労者互助会への加入促進を図り、未組織労働
者の福利厚生事業を支援する。

勤労者互助会の新規加入は９名中３名が女性会員で
あった。

勤労者互助会の新規加入は９名中７名が女性会員。 勤労者互助会の新規加入は4名中1名が女性会員。 勤労者互助会の新規加入は9名中5名が女性会員。
商工課

各総合支所産業課

起業するにあたっての融資制度、信用保証料の補助制
度を設けたが、利用者はなかった。(女性による起業は
1件）

22年度実施内容

22年度実施内容

在宅ワークセミナーの開催
第1回　基礎講座　11/18（81名参加）
第2回　実践編①　12/7、8（28名参加）
第3回　実践編②　12/14、15（23名参加）

延132名参加（平成21年度　延122名）

22年度実施内容

・起業するにあたっての融資制度、信用保証料の補助
制度のPR

育児期や介護期を終え、再就職に意欲を持つ女性を支援
する。再就職に向けた技能の向上や意欲を持たせるため
の講座等を開催していく。

（３）働くための意識づくり能力開発への支援

施　策 事　業　名 事　業　内　容

②能力開発へ
の支援

a
新事業・起業支援事
業

女性のチャレンジに対する支援を行うため、起業するに
当たっての助成制度や支援策を進める。

③多様な就労
形態への理解
の促進

a
在宅ワーク・再就職
セミナーの開催

・起業するにあたっての融資制度、信用保証料の補助制度
のPR

商工課

各総合支所産業課

・起業するにあたっての融資制度、信用保証料の補助
制度のPR
・資金融資制度について、広報きたかた12月号に掲
載。

担当課23年度実施内容

23年度実施内容

在宅ワークセミナーの開催
第1回　word基礎講座　8/24、25（40名参加、内24名女
性）
第2回　word応用講座　8/29、30（36名参加、内22名女
性）
第3回　excel基礎講座　9/14、15（40名参加、内24名女
性）
第4回　excel応用講座　9/20、21（38名参加、内21名女
性）
第5回　音声入力実践講座　10/5、6（24名参加、内10名女
性）
第6回　Windows講座　10/12（16名参加、内11名女性）
第7回　インストラクター養成講座　10/19、20
（21名参加、内12名女性）
第8回　ホームページ作成講座　11/9、11/10、12/7、12/8
（65名参加、内37名女性）

担当課

商工課

各総合支所産業課

施　策 事　業　名 事　業　内　容

担当課施　策 事　業　名 事　業　内　容 23年度実施内容

（２）労働における環境条件の整備促進

20年度実施内容

20年度実施内容

20年度実施内容

21年度実施内容

21年度実施内容

在宅ワークセミナーの開催
第1回　基礎講座　11/19（36名参加）
第2回　実践編①　12/1、2（18名参加）
第3回　実践編②　12/9、10（23名参加）
第4回 基礎講座　22.2/16(2回）、18（45名参加）
延122名参加（平成20年度　延54名）

21年度実施内容

在宅ワークセミナーを開催
・４回開催
・延べ54名参加 男性参加者6名

目標Ⅱ-2 p15



　　　　　わたしたち

目標Ⅱ　男女は、ともに築きます　～いきいきとした家庭・職場・地域～
２　多様な働き方を実現するためのしくみづくり

①「農林、自
営業に従事す
る女性の労
働」に対する
理解促進

a
自営業従事者就業環
境改善事業

女性が果たしている役割の重要性について適正に評価さ
れ、良好な就労環境となるよう、啓発を推進する。

会津喜多方商工会議所女性会、各商工会女性会の活動
支援を通して、女性の就労環境の改善を図った。

会津喜多方商工会議所女性会、各商工会女性会の活動
支援を通して、女性の就労環境の改善を図った。

会津喜多方商工会議所女性会、各商工会女性会の活動
支援を通して、女性の就労環境の改善を図った。

会津喜多方商工会議所女性会、各商工会女性会の活動支援
を通して、女性の就労環境の改善を図った。

商工課

各総合支所産業課

b
農業経営改善事業指
導事業

農業普及所等の関係機関と連携し会議や研修などの機会
をとらえ家族経営協定の周知を行い、女性の経営参画と
後継者確保のための取り組みを促進する。

福島県会津農林事務所喜多方農業普及所による、家族
経営協定に係る研修・講演会が開催された。

農業普及所等と連携し、農業者へ家族経営協定の周知
を行う。

農業普及所等と連携し、農業者へ家族経営協定の周知
を行う。

農業普及所等と連携し、農業者へ家族経営協定の周知を行
う。

農業委員会

各総合支所産業課

③健康管理体
制の充実

a
健康増進事業

商工業に関係する女性団体の組織を通し、健診等の積極
的な受診を促進する。

会津喜多方商工会議所女性会、各商工会女性会の活動
支援を通して、健康管理の重要性の認識を深く持って
もらった。

会津喜多方商工会議所女性会、各商工会女性会の活動
支援を通して、健康管理の重要性を深く認識しても
らった。

会津喜多方商工会議所女性会、各商工会女性会の活動
支援を通して、健康管理の重要性を深く認識しても
らった。

会津喜多方商工会議所女性会、各商工会女性会の活動支援
を通して、健康管理の重要性を深く認識してもらった。

商工課

各総合支所産業課

①パートタイ
ム労働に対す
る理解の促進

a
パートタイム労働者
雇用環境改善事業

パートタイム労働法の趣旨を各事業所に周知し、パート
労働者の雇用環境の整備と均衡の取れた待遇を推進す
る。

パートタイム労働法※12の趣旨を広報紙等を活用し、
各事業所に周知を図る。

パートタイム労働法の趣旨を広報紙等を活用し、各事
業所に周知を図る。

パートタイム労働法の趣旨を広報紙等を活用し、各事
業所に周知を図る。

パートタイム労働法の趣旨を広報紙等を活用し、各事業所
に周知を図る。

商工課

各総合支所産業課

各種講習会を開催。
農家民宿新規開業者研修（7/30・8/4　11名）
受入れ研修（8/7・8　3軒）
野菜ソムリエを活用した受入れ農家の料理勉強会
（第1回12/7  10名　第2回12/14  15名）
豊かな体験学習を創る講習会（12/15～17）
第一部体験活動プログラムの作成手法　17名
第二部体験活動の安全対策　15名

女性１名が受験し合格した。

21年度実施内容

21年度実施内容

2月28日並びに3月24日に市民を対象としたおもてなし
向上セミナーを実施。
また、各種団体の要請により出前講座を実施。
・平成21年度　7回開催。

観光コンシェルジュ養成講座の受講及び観光コンシェ
ルジュ認定試験の受験にあたり、女性の参画を促し
た。

平成20年9月17日　喜多方プラザにおいて「福島県商工
会議所女性会連合会会員研修会会津喜多方大会」が開
催され、女性経営者の経済的・社会的地位の向上のた
め、講演会等を開催し、県内の女性団体の組織強化・
ネットワーク作りを推進した。

22年度実施内容

女性経営者の経済的・社会的地位の向上のため、女性
団体の組織強化・ネットワーク作りを推進する。

観光コンシェルジュ養成講座の受講及び観光コンシェ
ルジュ認定試験の受験にあたり、女性の参画を促し
た。

②観光の方針
決定過程への
女性参画の拡
大

a
観光関連事業所や観
光関連ボランティア
活動における女性の
登用の促進

観光振興における女性の感性の必要性を啓発することに
より、観光関連事業所における女性の登用や観光関連ボ
ランティア活動への女性の参加を促す。

観光コンシェルジュ養成講座の受講及び観光コンシェ
ルジュ認定試験の受験にあたり、女性の参画を促し
た。

グリーン・ツーリズムに取り組む個人やグループに対し
て、男女共同参画の学習機会の提供とともに各地域に応
じたグリーン・ツーリズムを全市的に推進する。

（５）パートタイム労働者の労働条件の改善

３月２４日に市民を対象としたおもてなし向上セミ
ナーを実施。また、各種団体の要請により出前講座を
実施。
・平成20年度　6回開催。

ベジタブル＆フルーツマイスター（通称：野菜ソムリ
エ）を育成し、喜多方の農産物をＰＲし、販売促進につ
なげる。また、講演会を開催し、制度の普及拡大、情報
発信を意識した生産体制を構築する。

ｄ
野菜ソムリエ育成

ｃ
グリーン・ツーリズ
ムの推進

観光関連事業者、観光ボランティアを含む全ての市民を
対象とした「おもてなし向上セミナー」を開催する。

各種講習会を開催。
農家民宿新規開業者研修
野菜ソムリエを活用した受入れ農家の料理勉強会

受入地域交流会の実施
東北地区ふるさと夢学校のモニター校の受入
各地区インバウンドの受入

各地区公民館や関係各課の要請を受け、料理講習会、
食育研修会等を実施した。また、テクノアカデミーで
数回の講義を実施した。

22年度実施内容

22年度実施内容

施　策

1月17日に市民を対象としたおもてなし向上セミナーを
実施。
また、各種団体の要請により出前講座を実施。
・平成22年度　1回開催。

観光交流課

各総合支所産業課

20年度実施内容

a
女性団体等組織強化
推進事業

商工業に関係する女性団体の組織強化を図り、女性同士
のネットワーク作りを推進する。

観光交流課

各総合支所産業課

担当課

担当課23年度実施内容

女性経営者の経済的・社会的地位の向上のため、女性団体
の組織強化・ネットワーク作りを推進する。

観光交流課

各総合支所産業課

各種講習会を開催。
農家民宿新規開業者研修
野菜ソムリエを活用した受入れ農家の料理勉強会

受入地域交流会の実施
各地区インバウンドの受入

観光案内や、観光情報パンフレット、定住コンシェル
ジュ、喜楽里博オープニングへの女性の登用を図るととも
に、伝統芸能の継承に携わる女性等についても紹介に努め
た。

事　業　内　容施　策 事　業　名 23年度実施内容

出前講座 3月22日にテクノ・アカデミーで実施予定

各種講習会を開催。
・農泊開業説明会（6/24、喜多方プラザ、30人の参
加）
・グリーン・ツーリズム講習会（2/24、駒形公民館、
13人の参加）
・農業体験受入に係る料理教室（3/3～12、４地区で実
施、計67人の参加）

①「喜多方流
おもてなし」
の普及・啓発

a
「おもてなし向上セ
ミナー」及び「おも
てなし出前講座」の
実施

観光交流課

各総合支所産業課

（６）観光分野における男女共同参画の促進

新規で１名資格を取得した。

20年度実施内容

女性経営者の経済的・社会的地位の向上のため、女性
団体の組織強化・ネットワーク作りを推進する。

各地区公民館や関係各課の要請を受け、料理講習会、食育
研修会等を実施した。

商工課

各総合支所産業課

事　業　内　容事　業　名

②農林、自営
業に従事する
女性のための
能力開発の支
援と学習機会
の提供

担当課23年度実施内容施　策 事　業　名 事　業　内　容 20年度実施内容 21年度実施内容

（４）農林、自営業等に従事する女性の就業環境の改善への支援
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施策の指針　３　地域活動における男女共同参画の理解促進

基本施策 施策

①地域活動をとおしての男女
共同参画の推進

②ボランティア活動に関す
る情報の提供

　

20 21 22 23 24

喜多方市ボランティア活動支
援センター運営団体の団体会
員、個人会員数

6

50

8

60

10

70
(再90)

12

80
(再100)

14

90
(再110)

(上段：団体会員数、下段：個
人会員数)

7

74

7

79

8

80

10

81

11 13
14

（再21）
15

(再22）
16

(再23)

13 20 20 21

80 95 110 125 140

58 62 37 43

(1)地域活動における男女
共同参画の理解促進

a
地域活動への参加促進

・補助金の情報提供
・各種講演会

・防犯活動、運動会、廃品回収などに男女ともに参画するなど、地域における男
女共同参画の推進を図った。

a
男女共同参画推進員の養成

再掲 再掲

・ＮＰＯに関する情報提供

事業名 事業内容 指標等からみる進捗状況

b
ふるさと創生事業による支援

・ふるさと創生事業補助金の交付による
支援

・申請件数が年々増加傾向にある。

・ボランティア活動の支援
・ボランティア支援センターの事業費補助や、ボランティア活動の情報提供を行
い、ボランティア活動を支援した。

目標Ⅱ　男女は
わたしたち

、ともに築きます　～いきいきとした家庭･職場･地域

②まちぐるみの男女共同参
画社会づくりへの支援

①ボランティア活動への支
援

(2)ボランティア活動の推
進

指標１
a
喜多方市ボランティア活動支援セン
ター運営団体への支援

・ボランティア活動支援センターの支援 ・ボランティア支援センターの事業費を補助し、ボランティア活動を推進した。

指標２
b
NPO法人等市民活動に対する支援

(3)人と自然に配慮した環
境づくりの推進

①環境美化活動における男
女共同参画の推進

・花いっぱいコンクールへの参加は、22年度に大きく減少。

・ＮＰＯ法人が増加している。

a
情報の提供

・市民団体がおこなう清掃活動への支援（ゴミ袋の提供や回収作業）を実施。

指標３
b
花植え活動

・清掃活動に対する支援

・花いっぱいコンクールや花づくり支援
・フラワーマップ作成

a
清掃活動

【指標の進捗状況】

　指標名 指標の説明

上段：目標値（再：再設定値） 目標値（再：再設
定値）下段：実施値（男性：女性）

花いっぱいコンクール参加件
数

花いっぱいコンクールに応
募された年間の件数（件）

喜多方市ボランティア活動支
援センター運営団体の団体会
員、個人会員数

          　92%
・会員数は増加している
が達成率は減少。

　　　　　 112%
・会員数は増加している
が達成率は減少。

市内ＮＰＯ法人組織数
市内で活動しているＮＰＯ
法人の組織数（法人）

116%

・目標値を再設定した22
年度以降もほぼ達成。

51%

・22年に大きく減少。

20～23年度
平均達成率

指標１ 

指標２ 

指標３ 
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　　　　　わたしたち

目標Ⅱ　男女は、ともに築きます　～いきいきとした家庭・職場・地域～
３　地域における男女共同参画の推進

（１）地域活動における男女共同参画の理解促進

①地域活動を
とおしての男
女共同参画の
推進

a
地域活動への参加促
進

防犯活動、運動会、廃品回収など各種地域活動に男女
が積極的に参画する意識を醸成し、地域における男女
共同参画の推進を図る。

各種地域活動においても男女が積極的な活動を展開
できるよう、補助金情報をホームページに掲載した
り、様々なテーマでの講演会を実施。

各種地域活動においても男女が積極的な活動を展開
できるよう、補助金情報をホームページに掲載した
り、様々なテーマでの講演会を実施。

各種地域活動においても男女が積極的な活動を展開
できるよう、補助金情報をホームページに掲載し
た。

各種地域活動においても男女が積極的な活動を展開
できるよう、補助金情報をホームページに掲載し
た。

a
男女共同参画推進員
の養成

地域や家庭において意識啓発を行い男女共同参画の推
進を図るため推進員を養成する。
《再掲》 Ⅰ-1-（1）-①-b

再掲　Ⅰ-1-（1）-①-b　（1ページ） 再掲　Ⅰ-1-（1）-①-b 再掲　Ⅰ-1-（1）-①-b 再掲　Ⅰ-1-（1）-①-b

b
ふるさと創生事業に
よる支援

住民が自ら考え、自ら実践する地域活動において、男
女共同参画の促進を支援するため、ふるさと創生事業
により補助金を交付する。

・平成20年度実績　14件　　3,556千円 ・平成21年度実績　12件　　2,097千円 ・平成22年度実績　13件　　2,638千円 ・平成23年度実績　15件　　2,035千円

②ボランティ
ア活動に関す
る情報の提供

a
情報の提供

市が設置した喜多方市ボランティア活動支援センター
の機能を充実させ、男女がともにボランティア活動に
参加しやすい環境を整備する。
市主催のイベントにおいても、市民がボランティアと
して参画できるよう促進する。

喜多方市ボランティア活動支援センターへ市主催の
イベント等の情報を提供し、市民がボランテイアと
して参画できるようにした。
・水源の里シンポジウム、太極拳フェステバルなど

喜多方市ボランティア活動支援センターを管理・運
営する喜多方市民活動サポートネットワークに対し
事業費補助金を交付し支援。

喜多方市ボランティア活動支援センターを管理・運
営する喜多方市民活動サポートネットワークに対し
事業費補助金を交付し支援。

喜多方市ボランティア活動支援センターを管理・運
営する喜多方市民活動サポートネットワークに対し
事業費補助金を交付し支援。

全庁

a
清掃活動

市民による清掃活動において、男女がともに参加協力
する取り組みを推進する。

団体等で実施する清掃活動に対して、ゴミ袋の提供
や回収作業の支援。

団体等で実施する清掃活動に対して、ゴミ袋の提供
や回収作業の支援。

団体等で実施する清掃活動に対して、ゴミ袋の提供
や回収作業の支援。
・市内全域の一斉清掃（4月、7月、11月）でのゴミ
袋の提供や回収作業の支援。
・市内の清掃ボランティア9団体にゴミ袋の提供に
よる支援。

団体等で実施する清掃活動に対して、ゴミ袋の提供
や回収作業の支援。
・市内全域の一斉清掃（7月、11月）でのゴミ袋の
提供や回収作業の支援。
・市内の清掃ボランティア6団体にゴミ袋の提供に
よる支援。

生活環境課

各総合支所住民課

20年度実施内容

20年度実施内容

20年度実施内容

市内NPO法人(H21.3月末現在）13団体。
平成20年度相談・支援実績。
・相談 1件

喜多方市ボランティア活動支援センターを管理・運
営する喜多方市民活動サポートネットワークに対し
事業費補助金を交付。

21年度実施内容

21年度実施内容

喜多方市ボランティア活動支援センターを管理・運
営する喜多方市民活動サポートネットワーク
（H21.12よりNPO法人化）に対し事業費補助金を交
付。

事　業　内　容

a
喜多方市ボランティ
ア活動支援センター
運営団体への支援

市が設置した喜多方市ボランティア活動支援センター
の機能を充実させ、男女がともにボランティア活動に
参加しやすい環境を整備する。

22年度実施内容

花とみどりのまちづくり推進会議の事業として、花
いっぱいコンクール、花づくり支援事業、フラワー
マップ作成。

既存NPO法人に対し随時情報提供を行ったほか、NPO
設立に向けた相談を行った。
平成22年度NPO相談実績：相談1件

事　業　内　容

②まちぐるみ
の男女共同参
画社会づくり
への支援

b
NPO法人等市民活動に
対する支援

23年度実施内容

（２）ボランティア活動の推進

施　策 事　業　名

専任職員によるＮＰＯ（特定非営利活動）法人化促
進に向けた相談業務を行ったほか、既存NPO法人に
対し随時情報提供を行った。
平成21年度NPO相談・支援実績：相談 3件

22年度実施内容

22年度実施内容

担当課

担当課

企画政策課

各総合支所住民課

企画政策課

各総合支所住民課

花とみどりのまちづくり推進会議の事業として、花
いっぱいコンクール、花づくり支援事業、フラワー
マップ作成。

観光交流課

各総合支所産業課

施　策 事　業　名 事　業　内　容 担当課23年度実施内容

花とみどりのまちづくり推進会議の事業として、花
いっぱいコンクール、花づくり支援事業、フラワー
マップ作成。また、3月15日には花づくり講演会を
実施。

花とみどりのまちづくり推進会議の事業として、花
いっぱいコンクール、花づくり支援事業、フラワー
マップ作成。

21年度実施内容

b
花植え活動

花いっぱい運動を推進し、男女が共に協力し自分たち
の住む地域を美しくすると共に、花や木を育てる中で
慈しむ心を養い、思いやりの心を育てることを目的と
して実施する。

①ボランティ
ア活動への支
援

23年度実施内容

施　策 事　業　名

①環境美化活
動における男
女共同参画の
推進

（３）人と自然に配慮した環境づくりの推進

喜多方市ボランティア活動支援センターを管理・運
営するNPO法人喜多方市民活動サポートネットワー
クに対し事業費補助金を交付。

ＮＰＯ活動に関する情報提供や相談等の支援に努め、
ＮＰＯ法人の組織化を支援するとともに、ＮＰＯ法人
がまちづくりに積極的に参画できる環境を整備する。

NPOに関する情報提供を行ったほか、市民活動等検
討委員会を設置し、市民活動と行政の関わり方等に
ついて検討を行った

喜多方市ボランティア活動支援センターを管理・運
営する喜多方市民活動サポートネットワーク
（H21.12よりNPO法人化）に対し事業費補助金を交
付。
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施策の指針　４　国際的視野の拡大と交流の推進

基本施策 施策
(1)平和への貢献と国際理
解の推進

①国際的規範の受け入れと広
報周知

　
②平和や命の大切さを尊ぶ心
の醸成

　 ③国際交流、国際理解の推
進

(2)環境保全への積極的な
参加促進

①グローバルな問題に対する
女性の参画の促進

②自然環境と生活環境の確保
のための取り組みの推進

　

20 21 22 23 24

125 150 175 200 225

110 107 163 82

指標等からみる進捗状況事業名 事業内容

a
男女共同参画に関する情報の提供

再掲 再掲

・市民による清掃活動が定期的を実施し、また、女性登用は増加傾向にある。

a
「非核平和のまち」宣言関連事業の
推進

・非核平和のまち宣言記念モニュメント
・「非核平和のまち宣言」記念作文・習
字コンクール

・作文・習字コンクールへの応募は年々増加している。

指標１
a
国際交流推進事業

・女性登用は増加傾向にある。

・ウィルソンビル市への短期研修生派遣
の支援
・各種国際交流事業

・各種国際交流事業を主催する国際交流協会を支援した。

下段：実施値（男性：女性）

国際交流事業参加者数
【総合計画】

各種国際交流事業への参加者
数（名）
ウィルソンビル受入・派遣
中国宝鶏市交流
高郷町－韓国新上中学校交流
山都町国際交流協会－国際理
解講座

a
環境美化の促進

・市民による清掃活動
・不法投棄等防止推進員への女性登用の
促進

目標２　男女は
わたしたち

、ともに築きます　～いきいきとした家庭･職場･地域

【指標の進捗状況】

　指標名 指標の説明
上段：目標値（再：再設定値） 目標値（再：再設

定値） 20～23年度
平均達成率

a
地域循環型社会の形成

・廃棄物減量推進員への女性登用の促進

73%

・22年度に達成率が増加
したものの減少傾向にあ
る。

指標１ 
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　　　　　わたしたち

目標Ⅱ　男女は、ともに築きます　～いきいきとした家庭・職場・地域～
４　国際的視野の拡大と交流の推進

（１）平和への貢献と国際理解の推進

①国際的規範
の受け入れと
広報周知

a
男女共同参画に関す
る情報の提供

男女共同参画は、国際的な動きと綿密な関係にあることか
ら、国際的動向の資料収集を行い、市民に情報を提供する。
広報きたかたによる定期的な情報提供やチラシ・パンフレッ
ト等によるタイムリーな情報提供を行う。
加えて平成20年度からは、市ホームページに男女共同参画の
コーナーを開設し、男女共同参画に関する各課情報やイベン
ト、講演会等の情報を収集し広く市民に情報提供を行う。
また、関係機関が実施する講演会等のチラシを地区公民館等
に配布し、情報提供を行う。
《再掲》　Ⅰ－1－(1)－②－a

再掲　《再掲》　Ⅰ－1－(1)－②－a(1ページ) 再掲　《再掲》　Ⅰ－1－(1)－②－a 再掲　《再掲》　Ⅰ－1－(1)－②－a 再掲　《再掲》　Ⅰ－1－(1)－②－a

②平和や命の
大切さを尊ぶ
心の醸成

a
「非核平和のまち」
宣言関連事業の推進

「非核平和のまち」宣言に基づき、平和や命の大切さを尊ぶ
意識を醸成するため関係機関と連携して事業を展開する。

非核平和のまち宣言記念モニュメントを設置。
・喜多方プラザ文化センターコミニュティー広場内に
設置し。
　11/13にはモニュメントの除幕式を挙行。
市内小中学校に平和図書を配置。

第1回「非核平和のまち宣言」記念作文・習字コンクー
ルを開催。習字216点、作文28点の応募があった。
9月24日表彰式を行った。

第2回「非核平和のまち宣言」記念作文・習字コンクー
ルを開催。習字727点、作文17点の応募があった。
10月13日表彰式を行った。

第3回「非核平和のまち宣言」記念作文・習字コンクー
ルを開催。習字785点、作文76点の応募があった。
10月24日表彰式を行った。

①グローバル
な問題に対す
る女性の参画
の促進

a
地域循環型社会の形
成

環境保全活動等のグローバルな課題は、今後一層重要性が増
すものと考えられ、環境分野における男女共同参画の促進を
図る。
一般家庭から排出される廃棄物及び資源物を適正に分別し、
ゴミの減量化と再資源化を図り、循環型社会の形成を促進す
る。

廃棄物減量推進員を委嘱し適正な分別指導を実施。
・平成20年度　233名（女性は22名）

廃棄物減量推進員を委嘱し適正な分別指導を実施。
・平成21年度　233名（女性は25名）

廃棄物減量推進員を委嘱し適正な分別指導を実施。
・平成22年度　231名（女性は33名）

廃棄物減量推進員を委嘱し適正な分別指導を実施。
・平成23年度　231名（女性は32名）

生活環境課

各総合支所住民課

②自然環境と
生活環境の確
保のための取
り組みの推進

a
環境美化の促進

自然と共生する美しく快適なまちづくりを男女がともに推進
する。
ごみのポイ捨てや犬のふんの放置、電化製品等の不法投棄の
防止に努め、市内一斉清掃を実施することにより、美しいま
ちづくりを推進する。

不法投棄等防止推進員を委嘱し不法投棄のポイ捨て防
止を指導を実施。
・平成20年度　175名（女性は８名）
市民による清掃活動を実施。
・平成20年度　３回

不法投棄等防止推進員を委嘱し不法投棄のポイ捨て防
止の指導を実施。
・平成21年度　274名（女性は21名）
市民による清掃活動を実施。
・平成21年度　3回

不法投棄等防止推進員を委嘱し不法投棄のポイ捨て防
止の指導を実施。
・平成22年度　272名（女性は13名）
市民による清掃活動を実施。
・平成22年度　3回

不法投棄等防止推進員を委嘱し不法投棄のポイ捨て防
止の指導を実施。
・平成23年度　272名（女性は18名）
市民による清掃活動を実施。
・平成23年度　2回

21年度実施内容

会津国際交流協会によるウィルソンビル市への短期研
修生（中高校生）の派遣、日本語教室の開催。
・短期研修生派遣10名（中学生 8名、引率2名） 10/28
～11/7
・日本語教室参加者　30名
21世紀東アジア青少年大交流計画事業
・農業研修
　タイ青年受入 28名（研修生25名、事務局3名）4/23
～28
・国際理解
　ミャンマー、ベトナムの報道関係者20名　10/29～
11/8
山都町国際交流協会事業　国際理解講座　2/7
　講師：小熊則子氏　山都一小6年生：19名

21年度実施内容

22年度実施内容

会津国際交流協会によるウィルソンビル市への短期研
修生（中高校生）の派遣、高校使節団受入、日本語教
室の開催。

第7回喜多方太極拳フェスティバル

21世紀東アジア青少年大交流計画事業

山都町国際交流協会事業
・料理教室
・交流会

高郷町国際交流協会事業
・韓国新上中との中学校交流

22年度実施内容20年度実施内容

20年度実施内容

③国際交流、
国際理解の推
進

a
国際交流推進事業

国際交流を推進し、市民レベルでの国際理解を深める機会の
充実を図る。

（２）環境保全への積極的な参加促進

施　策 事　業　名

事　業　名 担当課

担当課

企画政策課

各総合支所住民課

施　策

事　業　内　容

事　業　内　容

会津国際交流協会によるウィルソンビル市への短期研
修生(中学生)の派遣、日本語教室の開催。
・短期研修生派遣
・日本語教室(春・秋)
・先進地視察

山都町国際交流協会事業
・交流会

23年度実施内容

23年度実施内容

会津国際交流協会によるウィルソンビル市高校生の短
期研修生受入や短期研修生の派遣。
・短期研修生受入20名（高校生17名、引率3名）　7/10
～7/20
・短期研修生派遣11名（中学生 9名、引率2名） 10/28
～11/7
ウィルソンビル市との交流２０周年を記念し市民団を
結成しウィルソンビル市での記念式典に参加。
・市民団派遣18名 10/31～11/5
･高郷中学校と韓国新上中学校に交流 8/4～8/7
　高郷中学生を韓国へ派遣30名(中学生25名、引率5
名）
・日本語教室参加者31名
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施策の指針　１　様々な意思決定過程への男女共同参画の拡大

基本施策 施策

①審議会等への女性の参画の
推進

②方針決定過程への男女共同
参画の拡大

②行政における女性職員の
能力開発・職域拡大

③行政における女性の管理
職への登用の推進

①市政に関する情報の提供

②パブリック・コメントの推
進

③情報公開制度の推進

　

20 21 22 23 24

25 28 31 35 36

22.6 29.3 32.9 27.5

20 20 20 20 20

14 12 15 16

2 1 2 1 2

1 0 0 1

事業名 事業内容

・毎年度公表し、各種審議会等への女性登用の促進を図った。

a
男女共同参画推進員の養成

a
方針決定過程への女性参画推進

・審議会等における女性委員の割合を公
表

指標１
a
審議会等への女性の参画の推進

・審議会等の女性委員の割合を、平成28
年度までに40％（平成23年度までに
35％）の達成を図る。

・平成22年4月1日現在32.9％→平成23年4月1日現在27.5％に低下している。

再掲

目標Ⅲ　男女は
わたしたち

、ともに参加します　～対等な立場で担う社会～

指標等からみる進捗状況
(1)行政の審議会等におけ
る女性委員の参画推進

(2)事業所・市民団体等に
おける女性の意思決定過程
への男女共同参画の拡大

①事業所等に対する女性の参
画の促進

・事業所等における女性管理職の登用促
進

・広報誌等により周知を図った。

a
人材育成事業

・男女共同参画関連講座 ・男女共同参画関連講座への参加者数が減少している。

再掲

b
男女共同参画に関する情報提供

再掲 再掲

指標２
a
能力開発・職域拡大

・女性職員の自治研修センター等研修会
への参加

・目標値の80％の達成率
・参加者数は横ばいである。

(3)女性の管理職への適正
な登用

①人材育成における男女平等
の推進

b
男女共同参画に関する情報提供

【指標の進捗状況】

　指標名 指標の説明
上段：目標値（再：再設定値）

a
情報公開制度の推進

・情報公開制度の周知と実施状況の公表

指標３
a
女性管理職の育成・登用

・女性職員の東北自治研修所研修会への
参加

・23年度に1名の参加があった。

20～23年度
平均達成率

下段：実施値（男性：女性）

(4)市政への関心を高める
ための広報活動

a
市政に関する情報提供

・広報やＨＰによる情報提供 ・各種情報提供を実施。毎月1日号に加え15日号も配付。

a
パブリック・コメントの推進

・パブリック･コメント（意見募集） ・市が策定する各種計画（案）に対し、パブリックコメントを実施。

東北自治研修所で実施される
研修への女性職員派遣人数

東北自治研修所で中堅職員を
対象とするスキルアップを目
的とした研修会へ派遣した女
性職員数（名）

市の審議会等における女性委
員の割合
【総合計画】

本市が設置する各種審議会等
における女性委員の割合
（％）

ふくしま自治研修センターで
実施される研修への女性職員
派遣人数

ふくしま自治研修センターで
実施される能力開発を目的と
した研修会へ派遣した女性職
員数（名）

目標値（再：再設
定値）

・広報誌を活用し周知を公表を実施。

95%

・23年度は達成率が減少
している。

71%

・達成率は増加傾向にあ
る。

38%

・23年度は目標値を達成
した。

指標１ 

指標１ 

指標２ 

指標３ 
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　　　　　わたしたち

目標Ⅲ　男女は、ともに参加します　～対等な立場で担う社会～
１　様々な意思決定過程への男女共同参画の拡大

（１）行政の審議会等における女性委員の参画推進

②方針決定過
程への男女共
同参画の拡大

a
方針決定過程への女
性参画推進

審議会等における女性委員の割合を公表し、市民生活の方針
決定における男女共同参画の必要性について関係団体や市民
に理解を求める。

各種委員会における女性登用率の目標数値及び実績に
ついてホームページに掲載。
・喜多方市行政改革実施計画 平成19年度取組結果によ
るもの

各種委員会における女性登用率の目標数値及び実績に
ついてホームページに掲載した。

各種委員会における女性登用率の目標数値及び実績に
ついてホームページに掲載した。

各種委員会における女性登用率の目標数値及び実績に
ついてホームページに掲載した。

企画政策課

各総合支所住民課

a
男女共同参画推進員
の養成

地域や家庭において意識啓発を行い男女共同参画の推進を図
るため推進ボランティアを養成する。
《再掲》　Ⅰ-1-（１）-①-b

再掲　Ⅰ-1-（１）-①-b 再掲　Ⅰ-1-（１）-①-b 再掲　Ⅰ-1-（１）-①-b 再掲　Ⅰ-1-（１）-①-b

b
男女共同参画に関す
る情報提供

広報きたかたによる定期的な情報提供やチラシ・パンフレッ
ト等によるタイムリーな情報提供を行う。
加えてH20からは、市ホームページに男女共同参画のコー
ナーを開設し、女性人材育成に関する研修、講演会等の情報
を収集し広く市民に情報提供する。
《再掲》　Ⅰ-1-（１）-②-a

再掲 Ⅰ-1-（１）-②-a 再掲 Ⅰ-1-（１）-②-a 再掲 Ⅰ-1-（１）-②-a 再掲 Ⅰ-1-（１）-②-a

b
男女共同参画に関す
る情報提供

事業所、団体等において、能力に応じた女性管理職の登用を
促進するよう、周知を図る。

事業所、団体等で、能力に応じた女性管理職の登用を
促進するよう、広報紙等で周知を図る。

事業所、団体等で、能力に応じた女性管理職の登用を
促進するよう、広報紙等で周知を図る。

事業所、団体等で、能力に応じた女性管理職の登用を
促進するよう、広報紙等で周知を図る。

事業所、団体等で、能力に応じた女性管理職の登用を
促進するよう、広報紙等で周知を図る。

商工課

各総合支所産業課

（３）女性の管理職への適正な登用

（２）事業所・市民団体等における女性の意思決定過程への男女共同参画の拡大

20年度実施内容

自治研修センターでの研修
・女性職員の参加 延12名

民間企業主催の研修　2名

自治研修センターでの研修
・女性職員の参加　14名

担当課

②行政におけ
る女性職員の
能力開発・職
域拡大

総務課

各総合支所住民課

①人材育成に
おける男女平
等の推進

施　策

a
能力開発・職域拡大

幅広い職務に対応できる能力向上及び職員のスキルアップの
ため各種研修会等へ積極的に参加させる。

自治研修センターでの研修
・女性職員の参加 延16名

民間企業主催の研修 7名

企画政策課主催の男女共同参画関連講座を3回開催。
a
人材育成事業

21年度実施内容

市共催・企画政策課主催の男女共同参画関連講座を６
回開催。

企画政策課主催の男女共同参画講座を３回開催。

22年度実施内容

企画政策課主催の男女共同参画関連講座を３回開催。

喜多方市男女共生のつどい実行委員会主催の「第6回喜
多方市男女共生のつどい」への参加（市：共催）

事　業　名 事　業　内　容 23年度実施内容

喜多方市人材育成基本方針に基づく人材育成の一環として、
男女共同参画に関する職場内研修の実施及び職員を職場別研
修へ派遣することにより、女性の能力が発揮できる環境づく
りを図る。

③行政におけ
る女性の管理
職への登用の
推進

a
女性管理職の育成・
登用

女性のキャリアアップ又は女性管理職を養成するための各種
研修会等へ職員を派遣し、職員の資質向上を図り女性管理職
の登用を推進する。

東北自治研修所「中堅職員研修」への参加
・平成23年度 1名

総務課

各総合支所住民課

自治大学校「新時代・地域経営コース」へ参加
・平成20年度 １名
東北自治研修所「中堅職員研修」へ参加
・平成20年度 １名

自治大学校「新時代・地域経営コース」への参加
・平成21年度 0名 (但し男性職員1名参加）
東北自治研修所「中堅職員研修」への参加
・平成21年度 0名 (但し男性職員1名参加）

東北自治研修所「中堅職員研修」への参加
・平成22年度 0名 (男性職員1名参加）

自治研修センターでの研修
・女性職員の参加 延15名

民間企業主催の研修　 6名

全庁

施　策

①審議会等へ
の女性の参画
の推進

担当課事　業　名

a
審議会等への女性の
参画の推進

各課において、審議会等の委員を選考する時には喜多方市総
合計画の目標値「委員数に占める女性委員の割合を平成28年
度までに40％（平成23年度までに35％）とする」の達成を図
る。

本市における女性登用率の現状と目標値について公表
し、女性参画を促した。

20年度実施内容

各種団体による総会等での市長祝辞等で、本市におけ
る女性登用率の現状と目標値について公表し、女性参
画を促した。
・20年4月1日現在 22.6%

22年度実施内容

本市における女性登用率の現状と目標値について公表
し、女性参画を促した。

21年度実施内容

本市における女性登用率の現状と目標値について公表
し、女性参画を促した。

事　業　内　容 23年度実施内容

担当課

企画政策課

各総合支所住民課

事　業　内　容 23年度実施内容施　策 事　業　名

①事業所等に
対する女性の
参画の促進

20年度実施内容 22年度実施内容21年度実施内容
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　　　　　わたしたち

目標Ⅲ　男女は、ともに参加します　～対等な立場で担う社会～
１　様々な意思決定過程への男女共同参画の拡大

①市政に関す
る情報の提供

a
市政に関する情報提
供

各担当課において審議会等の委員公募や市民生活に関わりを
持つ事業を実施する際には、市政に対する関心を高めるため
に市民に分かりやすく情報を提供する。

休職中の方や企業の皆様に、雇用維持・就職支援対策
として、市の制度や国・県等の制度についてパンフ
レットを作成し、各戸配布を実施。

広報きたかた、ホームページ等の広報媒体により随時
情報提供を行った。

広報きたかた、ホームページ等の広報媒体により随時
情報提供を行った。

広報きたかた、ホームページ等の広報媒体により随時
情報提供を行った。

②パブリッ
ク・コメント
の推進

a
パブリック・コメン
トの推進

各担当課は、市民に影響を及ぼす事業について、市民の意見
を反映できるように努める。

パブリックコメント（意見募集）の件数
・実施件数　6件
・意見件数　3件

パブリックコメント（意見募集）の実施件数2件。それ
ぞれに対する意見は無かった。
・喜多方市景観計画の素案に対するパブリックコメン
ト(7/6-8/5)
・喜多方市次世代育成支援行動計画（案）へのパブ
リックコメント(2/15-3/15)

パブリックコメント（意見募集）の実施件数2件。それ
ぞれに対する意見は無かった。
・「スポーツ交流都市宣言」（案）へのパブリックコ
メント(1/12-2/7)
・行政改革大綱（案）に関するパブリックコメント
(2/18-3/18)

パブリックコメント（意見募集）の実施件数4件。

・喜多方市都市マスタープラン（案）(11/7～12/6)意
見3件
・「新本庁舎建設基本構想（案）及び本庁舎建設基本
計画（案）(3/15～4/18)、意見21件
・第五期喜多方市介護保険事業計画へのパブリックコ
メント(2/6～3/6)意見なし
・第２次障がい者計画及び第３期障がい福祉計画への
パブリックコメント（2/20-3/21)、意見なし

③情報公開制
度の推進

a
情報公開制度の推進

市民から市の保有する公文書公開の請求があった時には、喜
多方市情報公開条例に沿って情報を開示し、市民の市政への
参加のもと、公正で民主的な市政の推進を図る。

情報公開制度の周知について広報きたかたに掲載する
とともに実施状況を公表する。
・平成20年度 33件（平成21年6月広報きたかた掲載）

情報公開制度の周知について広報きたかたに掲載する
とともに前年度の実施状況を公表した。

・平成21年度 45件（平成22年6月広報きたかた掲載）

情報公開制度の周知について広報きたかたに掲載する
とともに前年度の実施状況を公表した。

・平成22年度28件（平成23年6月広報きたかた掲載）

情報公開制度の周知について広報きたかたに掲載する
とともに前年度の実施状況を公表した。

・平成23年度18件（平成24年6月広報きたかた掲載予
定）

事　業　名施　策

（４）市政への関心を高めるための広報活動

全庁

担当課20年度実施内容 21年度実施内容 22年度実施内容 23年度実施内容事　業　内　容
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施策の指針　２　女性のエンパワーメントの推進と自立促進

基本施策 施策

②チャレンジしやすい環境づ
くり

③女性団体への活動支援

①能力開発への支援

②再就職の支援

③在宅ワークの促進

　

20 21 22 23 24

340 360

380

(喜多方プラザ等大
規模施設以外の場合

200)

400

(喜多方プラザ等大
規模施設以外の場合

200)

420

(喜多方プラザ等大規
模施設以外の場合

200)

200
(喜多方プラザ以外)

630
(喜多方プラザ）

(180:450）

300
(喜多方プラザ以外)

(50:250)

200
(喜多方プラザ以外)

(50:150)

新規
2

3 4 5 6

0 0 0 0

2 2
3

(再4)
3

(再4)
3

(再4)

4 4 3 8

在宅ワーク・再就職セミ
ナー開催回数

在宅ワーク・再就職セミ
ナー等、再就職に向けた講
座の開催回数（回）

指標の説明
上段：目標値（再：再設定値） 目標値（再：再設

定値）

喜多方市男女共生のつどい
参加者数

喜多方市男女共生のつどい
に参加した人数（名）

新規創業のための融資制度
を受ける女性起業家の利用
件数

市、県、国民生活金融公庫
における新規創業のための
融資制度を利用した女性起
業数（件）

指標等からみる進捗状況

再掲 再掲

指標１
a
男女共同参画に関する学習機会の提供

再掲 再掲

事業名

【指標の進捗状況）再掲

指標名

指標２
a
女性のチャレンジ支援事業

・相談窓口や講演会等の情報提供

a
学習機会の充実

・講演会等の情報提供
・「男女共生のつどい」の共催

目標Ⅲ　男女は
わたしたち

、ともに参加します　～対等な立場で担う社会～

(1)能力の開発・向上に向
けた取り組みの支援

①エンパワーメントのため
の教育・学習活動

(2)女性の就業支援、人材
育成

再掲 再掲

・女性団体の「福島県男女共生のつどい」への参加や、市男女共生のつどいの共催
による開催を実施。

a
新事業・起業支援事業

再掲

事業内容

a
再就職支援事業

・在宅ワークセミナー
・シルバー人材センターの会員拡大促進

・女性の職域拡大や職業能力の向上等を図った
・シルバー人材センターの業務の紹介や、加入促進記事を掲載したチラシを本庁市
民課窓口に配置し会員拡大促進を図った。

指標３
a
在宅ワーク・再就職セミナーの開催

b
男女共同参画推進関連事業

再掲

20～23年度
平均達成率下段：実施値（男性：女性）

・市ホームページや広報誌掲載、チラシ配布により実施。

121%

・目標値は達成している。

0%

・目標値を達成していな
い。

169%

・目標値を再設定した22
年度以降もほぼ達成。

指標１ 

指標１ 

指標２ 

指標３ 
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　　　　　わたしたち

目標Ⅲ　男女は、ともに参加します　～対等な立場で担う社会～
２　女性のエンパワーメントの推進と自立促進

（１）能力の開発・向上に向けた取り組みの支援

a
男女共同参画に関す
る学習機会の提供

各課で所管する団体が実施する女性人材育成に関する
セミナー等を企画政策課で取りまとめ市民に周知、参
加を促すことで女性のエンパワーメントを図る。

喜多方市、福島県男女共生センター、喜多方市男女共生の
つどい実行委員会共催による男女共同参画基礎講座を３回
開催。単独で１回開催。
① 9/30   新しい「共生」社会とは　　60名参加
②10/10  ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ・護身術　　　60名参加
③10/26  映画「原口鶴子の青春」上映と監督ﾄｰｸ　70名参
加
④ 1/16　ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ講演会　　50名参加
喜多方市男女共生のつどい実行委員会による「喜多方市男
女共生のつどい」を共催。
Ｈ21．3．8に塩川ふるさと会館で開催した。参加者は、200
名であった。

喜多方市主催による男女共同参画推進員養成講座を5回開
催。（市職員実務教養講座5回）
① 9/25   男女共生について、ワークショップ　　25名参
加
②10/15  子育てのごほうび　　　26名参加
③10/29  講話「介護体験事例」、実技「太極拳ゆったり体
操」他　22名参加
④11/20　講話「悩み、なやみ・・・自分さがし」　33名参
加
⑤1/14　  講話「話し方」30名参加　　　合計　延べ136名

喜多方市男女共生のつどい実行委員会による「喜多方市男
女共同共生のつどい」を共催。（市職員実務教養講座）
  11/2開催  630名参加

喜多方市主催による男女共同参画推進員養成講座を3回開
催。延44名の参加があった。
①2/8  男女共同参画の推進に向けて　16名(男性5名、女性
11名）
②2/14 コミュニケーション術１　15名（男性6名、女性9
名）
③2/21 コミュニケーション術２　13名（男性5名、女性8
名）

喜多方市男女共生のつどい実行委員会による「喜多方市男
女共同共生のつどい」を共催。  12/23開催  300名参加

男女共同参画推進員養成講座を3回開催し、延41名の参
加があった。
①2/1  男女共同参画基礎講座　14名(男性1名、女性13
名）
②2/8　ワークショップ形式の学習会（男女共生サポー
ターの活動について）15名（男性5名、女性10名）
③2/15 ワークショップ形式の学習会（男女共生サポー
ターの活動について）12名（男性4名、女性8名）

  男女共同参画推進員「きたかた男女共生サポーター」
を7名（男性2名、女性5名）養成。

企画政策課
(関係各課)

各総合支所住民課
(関係各課)

b
男女共同参画推進関
連事業

男女共同参画の意識啓発のため、男女共同参画推進に
資する事業に対し補助金を交付し市民の学習機会の充
実を図る。
また、活動団体を育成し地域における男女共同参画を
推進する。
《再掲》　Ⅰ-1-（１）-①-a

再掲　Ⅰ-1-（１）-①-a 再掲　Ⅰ-1-（１）-①-a 再掲　Ⅰ-1-（１）-①-a 再掲　Ⅰ-1-（１）-①-a
企画政策課

各総合支所住民課

②チャレンジ
しやすい環境
づくり

a
女性のチャレンジ支
援事業

「チャレンジ相談」窓口を設置している福島県男女共
生センターや関係各課、関係機関と連携し、意欲と能
力を持つ女性が活躍できるよう相談や講習会等の情報
提供を行う。

③女性団体へ
の活動支援

a
学習機会の充実

各課から男女共同参画に関する情報を収集・提供し学
習機会の充実を図る。

①能力開発へ
の支援

a
新事業・起業支援事
業

女性のチャレンジに対する支援を行うため、起業する
に当たっての助成制度や支援策を進める。
女性起業家が増加することにより、地域経済、地域社
会においての女性の地位向上が図られることから、起
業するにあたっての融資制度を設け、新事業・起業へ
の支援を行っていく。
《再掲》　Ⅱ-2-（3）-②-a

女性のチャレンジに対する支援を行うため、起業するに当たっての
助成制度や支援策について、広報紙等で周知を図る。

女性のチャレンジに対する支援を行うため、起業するに当
たっての助成制度や支援策について、広報紙等で周知を
図った。

女性のチャレンジに対する支援を行うため、起業するに当
たっての助成制度や支援策について、広報紙等で周知を
図った。

女性のチャレンジに対する支援を行うため、起業するに
当たっての助成制度や支援策について、広報紙等で周知
を図った。

②再就職の支
援

a
再就職支援事業

ハローワーク等と連携し、女性の職域拡大や職業能力
の向上等のための情報提供を行う。
高齢者が持つ豊な知識と経験を活かし、また生きがい
活動と経済的自立に役立てることができる「シルバー
人材センター」への加入を促進し、併せてシルバー人
材センター活動の充実を図る。

在宅ワークセミナーを４回開催し、女性の就労意欲の向上を図っ
た。また、シルバー人材センターの業務内容を紹介し、会員拡大を
図った。

在宅ワークセミナーを４回開催し、女性の就労意欲の向上
を図った。また、シルバー人材センターの業務内容を紹介
し、会員拡大を図った。

在宅ワークセミナーを３回開催し、女性の就労意欲の向上
を図った。また、シルバー人材センターの業務内容を紹介
し、会員拡大を図った。

在宅ワークセミナーを８回開催し、女性の就労意欲の向
上を図った。また、シルバー人材センターの業務内容を
紹介し、会員拡大を図った。

③在宅ワーク
の促進

a
在宅ワーク・再就職
セミナーの開催

ハローワーク等と連携し、女性の職域拡大や職業能力
の向上等のための情報提供を行う。
《再掲》　Ⅱ-2-（2）-③-a

再掲　Ⅱ-2-（2）-③-a 再掲　Ⅱ-2-（2）-③-a 再掲　Ⅱ-2-（2）-③-a 再掲　Ⅱ-2-（2）-③-a

①エンパワー
メントのため
の教育・学習
活動

施　策

施　策 事　業　名 事　業　内　容 担当課23年度実施内容22年度実施内容

喜多方シティエフエム放送の活用及び市ホームページに男
女共同参画コーナーを開設し、相談窓口や講習会等の情報
提供を図った。

喜多方シティエフエム放送の活用及び市ホームページに男女共同参
画コーナーを開設し、相談窓口や講習会等の情報提供を図る。

事　業　名 事　業　内　容 23年度実施内容20年度実施内容 22年度実施内容 担当課21年度実施内容

喜多方シティエフエム放送の活用及び市ホームページに
男女共同参画コーナーを開設し、相談窓口や講習会等の
情報提供を図った。

20年度実施内容

喜多方シティエフエム放送の活用及び市ホームページに男
女共同参画コーナーを開設し、相談窓口や講習会等の情報
提供を図った。

21年度実施内容

商工課

各総合支所産業課

企画政策課
(関係各課)

各総合支所住民課
(関係各課)

（２）女性の就業支援、人材育成
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施策の指針　１　生涯にわっての健康な心とからだづくり

基本施策 施策
①すべての人にとっての健康
な心とからだづくりの推進

②心とからだの健康を維持す
るための相談･指導体制の充実

②高齢者が安心して暮らせる
生活への支援

【指標の進捗状況）再掲

指標名 指標の説明

20 21 22 23 24

450 600 750 900 1,050

500 600 835 1,008

a
喜多方市保健事業

・健康相談
・健康講演会

事業名 事業内容 指標等からみる進捗状況
a
こころの健康講演会

・こころの健康講演会 ・継続的に行い心の健康について広く市民に周知した。

a
高齢者生産活動センター、老人クラ
ブへの参加

・高齢者生産活動センター
・老人クラブ

・高齢者の引きこもりを防止及び相互の交流を促進した。

ｂ
生きがいづくりの支援

・きたかた中央大学
・公民館での高齢者を対象とした学級

・高齢者の生きがいづくりを支援を行った。

目標Ⅳ　男女は
わたしたち

、ともに支えあいます　～安心なくらし～

(1)健康な心とからだづく
りのための相談・指導体制
の充実

(2)「高齢者の生涯現役」
を支援する体制の充実

①生きがい対策の促進

③高齢者が自立して生活でき
る体制の充実

a
在宅福祉サービス事業

・自立支援訪問介護サービス事業
・自立支援デイサービス事業
・配食サービス事業
・緊急通報システム事業　等

・各種在宅福祉サービス事業を実施。

・太極拳ゆったり体操教室
・太極拳ゆったり体操体験教室
・太極拳ゆったり体操指導員の派遣
・指導員養成講習会の実施　等

・各種保健活動を推進した。

・母子健康手帳交付
・各種健康診査
・離乳食教室
・検診事後教室　等

・各種母子保健事業を実施し、親子がよりよい生活を送ることができるよう支援
した。

a
「ご結婚されたお二人へ」のパンフ
レット配布

・結婚を機会に、女性の身体的な特性へ
の理解や、出産や子育て等を含むライフ
プランを考える（平成21年度をもって配
布終了）

・介護予防に寄与。

b
介護予防事業
（一次予防事業）

・健康教育
・健康相談

・介護予防の普及、実践の支援。

指標１
a
太極拳ゆったり体操の普及

太極拳ゆったり体操愛好者数

太極拳ゆったり体操教室受講
者、太極拳ゆったり体操サ
ポーター講習会等の受講者及
び指導者数（名）

ｂ
妊産婦医療費給付事業

・妊産婦医療費一部負担金の無料化 ・国民健康保険被保険者である妊産婦の医療費一部負担金を無料とする。

ｃ
乳幼児医療費助成事業

再掲 再掲

20～23年度
平均達成率

上段：目標値（再：再設定値）
下段：実施値（男性：女性）

目標値
（再：再設定値）

(3)母性の保護と母子保健
事業の推進

②母子保健事業の推進

①母性への理解と尊重

・配布終了。

b
マタニティーマークの普及

・妊娠･出産に関する安全確保のため、妊
婦にやさしい環境づくりを呼びかける

・妊娠届出時に配布し普及を図った。

a
母子保健事業

109%

・順調に目標値を達成し
ている。

指標１ 
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　　　　　わたしたち

目標Ⅳ　男女は、ともに支え合います　～安心なくらし～
１　生涯にわたっての健康な心とからだづくり

（１）健康な心とからだづくりのための相談・指導体制の充実

a
こころの健康講演会

自殺死亡率が会津保健所管内においても高水準に位置
しているため、自殺防止のための啓発活動を継続的に
行い心の健康について広く市民に周知する。

認定音楽療法士による音楽を通した元気体験を実施
・出席者１５０名

「笑い」をキーワードに「笑いと健康」について講演会
を実施
・出席者　314名（平成20年度 150名）

「こころの健康　命のつながりについて」という演題の
もと命のつながり、命の大切さをみつめる内容の講演会
を実施
・出席者　176名（男性15名　女性161名）

「眠ることとその障害について」という演題のもと心の
健康と睡眠のつながりについて講演会を実施
・出席者　186名（男性34名　女性152名）

②心とからだ
の健康を維持
するための相
談･指導体制の
充実

a
高齢者生産活動セン
ター、老人クラブへ
の参加

高齢者の生きがいを高めるための生産活動や社会参加
を促し引きこもりを防止及び高齢者相互の交流を深め
健康の増進、教育の向上を図る。

高齢者の生きがいを高めるための生産活動や社会参加を
促し、引きこもりを防止及び高齢者相互の交流を深め健
康の増進を図る。

【内容】
○高齢者生産活動センター
　高齢者が今まで培った豊富な経験と技術を生かしなが
ら、手芸、陶芸、押し花絵、わら工芸、園芸薬草織物の7
グループで生産活動を行い、また、市内の小・中学校、
公民館、福祉施設などで陶芸教室、押し花絵教室などの
指導を行い、生きがいづくりを行った。
　陶芸教室等の指導（延べ18回）手芸（週1回）、陶芸
（週2回）、織物（週1回）、押し花絵（週1回）、園芸
（週2回）、
○老人クラブ
　各種スポーツ活動に参加し健康づくりや奉仕活動を行
い引きこもりの防止になり、高齢者相互の交流を深める
ことができた。
　ニュースポーツ促進事業20回（参加者1481人）スポー
ツ交流大会6回（参加者640名）歩け歩けウオーキング事
業2回（参加者170人）高齢者教室13回（参加者541人）

高齢者の生きがいを高めるための生産活動や社会参加を
促し引きこもりを防止及び高齢者相互の交流を深め健康
の増進を図る。
【内容】
○高齢者生産活動センター
　高齢者が今まで培った豊富な経験と技術を生かしなが
ら、手芸、陶芸、押し花絵、わら工芸、園芸薬草、菌
茸、織物の7グループで生産活動を行い、また、市内の小
学校、公民館、福祉施設などで陶芸教室、押し花絵教室
などの指導を行い、生きがいづくりを行った。
　陶芸教室等の指導（延べ24回）手芸（週1回）、陶芸
（週2回）、織物（週1回）、押し花絵（2週に1回）、園
芸（週2回）
○老人クラブ
　各種スポーツ活動に参加し健康づくりや奉仕活動を行
い引きこもりの防止になり、高齢者相互の交流を深める
ことができた。
　ニュースポーツ促進事業109回（参加者1,792人）ス
ポーツ交流大会8回（参加者654名）歩け歩けウォーキン
グ事業2回（参加者170人）高齢者教室16回（参加者397
人）

高齢者の生きがいを高めるための生産活動や社会参加を
促し引きこもりを防止及び高齢者相互の交流を深め健康
の増進を図る。
【内容】
○高齢者生産活動センター
　高齢者が今まで培った豊富な経験と技術を生かしなが
ら、手芸、陶芸、押し花絵、わら工芸、園芸薬草、菌
茸、織物の7グループで生産活動を行い、また、市内の小
学校、公民館、福祉施設などで陶芸教室、押し花絵教室
などの指導を行い、生きがいづくりを行った。
　陶芸教室等の指導（延べ23回）手芸（週1回）、陶芸
（週2回）、織物（週1回）、押し花絵（2週に1回）、園
芸（週2回）
○老人クラブ
　各種スポーツ活動等に参加し健康づくりや奉仕活動を
行い引きこもりの防止になり、高齢者相互の交流を深め
ることができた。
　ニュースポーツ促進事業17回（参加者963人）スポーツ
交流大会11回（参加者828名）歩け歩けウォーキング事業
3回（参加者218人）高齢者教室23回（参加者858人）

高齢者の生きがいを高めるための生産活動や社会参加を
促し引きこもりを防止及び高齢者相互の交流を深め健康
の増進を図る。
【内容】
○高齢者生産活動センター
　高齢者が今まで培った豊富な経験と技術を生かしなが
ら、手芸、陶芸、押し花絵、わら工芸、園芸薬草、菌
茸、織物の7グループで生産活動を行い、また、福祉施設
等で陶芸教室等の指導を行い、生きがいづくりを行っ
た。
　手芸（週1回）、陶芸（週2回）、押し花絵（2週に1
回）、園芸（週2回）、織物（週1回）
○老人クラブ
　各種スポーツ活動、健康づくりや奉仕活動等を行う、
喜多方市老人クラブ連合会へ対し事業費補助金を交付し
支援。

高齢福祉課

各総合支所住民課

ｂ
生きがいづくりの支
援

高齢者相互の話し合いや学習を通し自らが生きがいを
見いだすとともに、長くなる老年期に対処するための
生活設計を立てる。

高齢者の生きがいづくり、仲間づくり等を目的に各種学
級を開設
・きたかた中央大学
　学級生数 105人　実施回数 8回
・各公民館で高齢者対象の学級を開催
　開設教室数　20教室
　延べ参加者数　1,837人

高齢者の生きがいづくり、仲間づくり等を目的に各種学
級を開設
・きたかた中央大学
　学級生数 84人　実施回数 8回
・外各公民館で高齢者対象の学級を開催
　　開設教室数　15教室
　　延べ参加者数　　2,645人

高齢者の生きがいづくり、仲間づくり等を目的に各種学
級を開設
・きたかた中央大学
　学級生数 87人　実施回数 8回
・各公民館で高齢者対象の学級を開催
　開設教室数　14教室
　延べ参加者数　　2,993人

高齢者の生きがいづくり、仲間づくり等を目的に各種学
級を開設
・中央公民館、各地区公民館において高齢者対象の学級
を開催
　実施学級数等　15館、16教室、合計162回
　延べ参加者数　　3,322人

生涯学習課
（公民館）

各総合支所教育課

②高齢者が安
心して暮らせ
る生活への支
援

a
在宅福祉サービス事
業

高齢者が在宅で安心して暮らせるように支援を行う。

高齢者が在宅で安心して暮らせるように支援を行った。
【支援内容】
自立支援訪問介護サービス事業（延べ380-人）、自立支
援デイサービス事業（延べ742人）、給食サービス事業
（延べ9,177食）、緊急通報システム事業（293人）、高
齢者介護用品給付事業（延べ2131人）、高齢者福祉タク
シー利用助成事業（26人）、訪問理美容サービス事業
（15人）、寝具洗濯乾燥サービス事業（48人）、高齢者
にやさしい住まいづくり助成事業（15人）、車いす同乗
軽自動車貸出事業（13人）、ひとり暮らし高齢者安全協
力員事業（644人）などを行った。

高齢者が在宅で安心して暮らせるように支援を行った。
【支援内容】
自立支援訪問介護サービス事業（延べ100人）、自立支援
デイサービス事業（延べ306人）、給食サービス事業（延
べ12,914食）、緊急通報システム事業（305人）、高齢者
介護用品給付事業（延べ2,184人）、高齢者福祉タクシー
利用助成事業（30人）、訪問理美容サービス事業（13
人）、寝具洗濯乾燥サービス事業（30人）、高齢者にや
さしい住まいづくり助成事業（18人）、車いす同乗軽自
動車貸出事業（11人）、ひとり暮らし高齢者安全協力員
事業（666人）など。

高齢者が在宅で安心して暮らせるように支援を行った。
【支援内容】
自立支援訪問介護サービス事業（延べ92人）、自立支援
デイサービス事業（延べ327人）、配食サービス事業（延
べ15,000食）、緊急通報システム事業（332人）、高齢者
介護用品給付事業（延べ296人）、高齢者福祉タクシー利
用助成事業（36人）、訪問理美容サービス事業（19
人）、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業（31人）、高齢者
にやさしい住まいづくり助成事業（13人）、車いす同乗
軽自動車貸出事業（11人）、ひとり暮らし高齢者安全協
力員事業（633人）など。

高齢者が在宅で安心して暮らせるように支援を行った。
【支援内容】
自立支援訪問介護サービス事業（延べ82人）、自立支援
デイサービス事業（延べ282人）、配食サービス事業
（14,003食）、緊急通報システム事業（321人）、高齢者
介護用品給付事業（延べ284人）、高齢者福祉タクシー利
用助成事業（34人）、訪問理美容サービス事業（18
人）、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業（15人）、高齢者
にやさしい住まいづくり助成事業（10人）、車いす同乗
軽自動車貸出事業（11人）、ひとり暮らし高齢者安全協
力員事業（629人）など。

b
介護予防事業
（一次予防事業）

介護予防に対する取り組みを高齢者自らが行い、地域
において自立した生活を営めるよう支援する。

健康相談、健康教育を通し、介護予防の普及、実践がで
きるよう支援。
・健康教育　206回　延べ3006名
・健康相談　198回　延べ1384名

健康相談、健康教育を通し、介護予防の普及、実践がで
きるよう支援。
・健康教育　　205回　延べ　2,698名
・健康相談　　175回　延べ　1,348名

健康相談、健康教育を通し、介護予防の普及、実践がで
きるよう支援。
・健康教育　　160回　延べ　3268名　男性402名　女性
2866名
・健康相談　　226回　延べ　2949名　男性106名　女性
1843名

健康相談、健康教育を通し、介護予防の普及、実践がで
きるよう支援。
・健康教育　 71回　延べ  2334名　男性338名　女性
1996名
・健康相談　128回　延べ　1770名　男性160名　女性
1632名

保健課

各総合支所住民課

施　策 事　業　名

（２）「高齢者の生涯現役」を支援する体制の充実

・生活習慣予防のための所内健康相談：60回
・総合健康相談（来所相談・電話相談）:男性113人、女
性194人
・市民健康福祉祭での健康相談：223件
・食育講演会（喜多方：男13名、女103名　熱塩加納：男
0名、女21名　塩川：男5名、女26名　山都：男0名、女18
名　高郷：男0名、女14名　市外/その他：男4名、女12名
計男22名、女194名、総計216名）

担当課

市民のだれもが、生涯にわたって豊かで健康に過ごせ
るように、「自分の健康は自分でつくる」という健康
意識を確立し、病気の予防や健康づくり、そして障が
いがあっても安心して生活ができる地域保健活動を推
進する。

事　業　内　容 23年度実施内容22年度実施内容

・生活習慣予防のための所内健康相談：60回
・総合健康相談（来所相談・電話相談）:557件
・市民健康福祉祭での健康相談：209件
・食育講演会（喜多方：男19名、女113名　熱塩加納：男
6名、女42名　塩川：男5名、女22名　山都：男3名、女15
名　高郷：男2名、女20名　市外：男1名、女8名　その
他：男16名、女36名　計男52名、女256名、総計308名）

22年度実施内容

20年度実施内容

生活習慣予防のための地区健康相談
・平成20年度　121回　1335名
健康講演会の開催
・食育関係200人
・ガン予防関係144名
・音楽療法43名

太極拳ゆったり体操普及事業を市民の介護予防に寄与す
る目的で実施した。
【内容】
○太極拳ゆったり体操教室の実施（全50回）
○太極拳ゆったり体操体験教室の実施（30回）
○指導員養成講習会の実施（年６回）

20年度実施内容

21年度実施内容

生活習慣予防のための地区健康相談：60回、497名
健康講演会の開催
・食育シンポジウム（喜多方：男26名、女112名　熱塩加
納：男1名、女24名　塩川：男1名、女11名　山都：男5
名、女23名　高郷：男4名、女8名　市外：男2名、女6名
計男39名、女184名、総計223名）
・健康を支える栄養学講演会（喜多方：男12名、女140名
熱塩加納：男2名、女5名　塩川：男10名、女70名　山
都：男1名、女14名　高郷：男0名、女10名　市外：男1
名、女4名　市職員・各団体・男15名、女36名、計男41
名、女279名、総計320名）
・ガン予防関係　169名

21年度実施内容

高齢福祉課

各総合支所住民課

③高齢者が自
立して生活で
きる体制の充
実

a
太極拳ゆったり体操
の普及

本市が福島県立医科大学、会津保健所と協働で2年をか
けて開発した、「太極拳ゆったり体操」を市民に普及
することにより介護状態に陥る方を減らし、高齢者が
地域において自立した生活を営めるようになること
で、家族の介護負担の軽減や介護への不安解消を図
る。

太極拳ゆったり体操の普及を市民の介護予防に寄与する
目的で実施した。太極拳ゆったり体操指導員及びボラン
ティアを育成し、各地区が主体となって取組むゆったり
体操教室などに派遣した。
【内容】
○太極拳ゆったり体操教室の実施（全40回）
○太極拳ゆったり体操指導員の派遣（60回※のべ）
○指導員養成講習会の実施（年14回）
○太極拳ゆったり体操地区支援事業（8地区）
○太極拳ゆったり体操ボランティアの育成（21名）

太極拳ゆったり体操普及事業を市民の介護予防に寄与す
る目的で実施した。新たに太極拳ゆったり体操ボラン
ティアを育成し、各地区に出向き講習を行う地区推進事
業を実施した。
【内容】
○太極拳ゆったり体操教室の実施（全42回）
○太極拳ゆったり体操体験教室の実施（22回）
○指導員養成講習会の実施（年11回）
○太極拳ゆったり体操地区支援（6地区）
○太極拳ゆったり体操ボランティアの育成（26名）

太極拳ゆったり体操の普及を市民の介護予防に寄与する
目的で実施した。太極拳ゆったり体操指導員及びボラン
ティアを育成し、各地区が主体となって取組むゆったり
体操教室などに派遣した。
【内容】
○太極拳ゆったり体操教室の実施（全40回）
○太極拳ゆったり体操体験教室の実施（40回）
○太極拳ゆったり体操指導員の派遣（84回※のべ）
○指導員養成講習会の実施（年18回）
○太極拳ゆったり体操地区支援事業（6地区）
○太極拳ゆったり体操ボランティアの育成（27名）

事　業　内　容施　策 事　業　名

a
喜多方市保健事業

保健課

各総合支所住民課

担当課23年度実施内容

①生きがい対
策の促進

①すべての人
にとっての健
康な心とから
だづくりの推
進

目標Ⅳ-1 p27



　　　　　わたしたち

目標Ⅳ　男女は、ともに支え合います　～安心なくらし～
１　生涯にわたっての健康な心とからだづくり

a
「ご結婚されたお二
人へ」のパンフレッ
ト配布

結婚を機会に、女性の身体的な特性への理解や、出産
や子育て等を含むライフプランを考えるためのパンフ
レットを配布する。

婚姻届出者に配布　228件 婚姻届出者に配布　191件 平成21年度をもって配布終了 平成21年度をもって配布終了

b
マタニティーマーク
の普及

妊娠・出産に関する安全確保のために、地域及び関係
機関に妊産婦に対しての理解を広め、妊娠中であるこ
とを示すマタニティーマークを普及し妊婦にやさしい
環境づくりを呼びかける。

妊娠届出時配布　368名
妊娠届出時配布　358名 妊娠届出時配布　412名 妊娠届出時配布　270名

a
母子保健事業

健やかな妊娠・出産・育児をとおして母性・父性がは
ぐくまれ、親子がよりよい生活を送ることができるよ
う支援する。

母子健康手帳交付368名　各種健康診査84回　離乳食教室
12回　健診事後教室18回　所内相談会12回　虐待予防検
討会12回　思春期教室18回　訪問727名

母子健康手帳交付　358名　各種健康診査84回　離乳食教
室12回　健診事後教室18回　所内相談会　60回　虐待予
防検討会12回　思春期教室　5回　訪問　813名

下記の事業に参加した母・父に対し、母性・父性意識の
向上を促し母子の健康管理や父親の育児参加の重要性に
ついて啓発を行った。
母子健康手帳交付　412名　各種健康診査88回　離乳食教
室12回　健診事後教室17回　所内相談会　59回　虐待予
防検討会12回　思春期教室　5回　訪問　890名

下記の事業に参加した母・父に対し、母性・父性意識の
向上を促し母子の健康管理や父親の育児参加の重要性に
ついて啓発を行った。
母子健康手帳交付　270名　各種健康診査84回　離乳食教
室10回　健診事後教室10回　所内相談会　56回　虐待予
防検討会10回　思春期保健講座７回　訪問　863名

ｂ
妊産婦医療費給付事
業

国民健康保険被保険者である妊産婦の医療費一部負担
金を無料とする。

平成20年度実績
・2,866千円

平成21年度実績
・3,136千円

平成22年度実績
・3,884千円

平成24年1月支給分まで
助成件数318件
助成金額額2,794,704円

ｃ
乳幼児医療費助成事
業

乳幼児の疾病又は負傷の治療を促進し、乳幼児の保健
の向上を図る。
《再掲》　Ⅱ-1-（2）-②-j

再掲　Ⅱ-1-（2）-②-j 再掲　Ⅱ-1-（2）-②-j 再掲　Ⅱ-1-（2）-②-j 再掲　Ⅱ-1-（2）-②-j

②母子保健事
業の推進

（３）母性の保護と母子保健事業の推進

22年度実施内容20年度実施内容 21年度実施内容施　策 事　業　名 事　業　内　容

①母性への理
解と尊重

23年度実施内容

保健課

各総合支所住民課

担当課
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施策の指針　２　すべての人が安心して暮らせる社会の実現

基本施策 施策

②障がいのある人が安心して
暮らせる生活への支援

a
地域生活支援事業

・相談支援事業
・コミュニケーション事業
・日常生活用具給付事業
・移動支援事業　等

・各種地域活動支援事業を実施。

目標Ⅳ　男女は
わたしたち

、ともに支えあいます　～安心なくらし～

事業名 事業内容 指標等からみる進捗状況
(1)障がいのある人の生活
安定と社会参加の支援

①ノーマライゼーションの意
識づくり

a
精神保健事業

b
精神保健事業

・いいとよの会（地域デイケア）
・訪問事業
・電話相談

・各種精神保健事業を実施。

c
障がい者福祉援護事業 ・オストメイト対応トイレ設置 ・市の施設に設置。　

・ひとり親家庭の経済的支援を実施。
c
児童扶養手当支給事業

・ひとり親家庭の児童等の養育者へ手
当を支給

b
ひとり親家庭医療費助成事業

・精神保健に関する各種講演会
・喜多方市精神保健福祉連絡会

・各種講演会を実施し、意識啓発を実施。

・母子家庭または寡婦への各種資金貸
付

・利用件数や金額に差はあるが、毎年利用がある。

②相談体制の充実
a
児童相談員設置事業

a
母子寡婦福祉資金貸付事業

再掲

・ひとり親家庭の経済的支援を実施。

・巡回児童相談会
・要保護児童対策地域協議会ケース検
討会

・保護を要する児童の早期発見、その適切な保護及びその家庭への適切な
支援を図った。

b
女性相談員設置事業 ・母子・寡婦家庭からの相談を受ける ・女性相談員を設置し母子及び寡婦の福祉向上を図った。

再掲

b
ユニバーサルデザインに配慮したま
ちづくり

・公共施設の新設・改修等において、
ユニバーサルデザインに配慮した事業
を実施

・ユニバーサルデザインに配慮した事業を実施した。

・親及び児童、並びに父母のいない児
童の医療費を助成

(2)ひとり親家庭の生活の
充実への支援

①公的支援の充実

(3)障害のある人・高齢者
の視点が生きるまちづくり
の推進

①バリアフリーをめざしたま
ちづくりの推進

a
障がい者福祉援護事業
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　　　　　わたしたち

目標Ⅳ　男女は、ともに支え合います　～安心なくらし～
２　すべての人が安心して暮らせる社会の実現

（１）障がいのある人の生活安定と社会参加の支援

a
地域生活支援事業

障がい者が地域で自立した社会生活が送れるように地域の特
性や障がい者の状況に応じた柔軟な事業を実施する。また障
がいの有無にかかわらず個性を尊重し安心して暮らすことの
できる地域社会の実現を図る。

地域活動支援事業等10項目の事業を実施。
・事業費48,899千円

地域活動支援事業等10項目の事業を実施。
・事業費 44,636千円

地域活動支援事業等10項目の事業を実施。
・事業費 39,882千円(H23.3月末現在)

地域活動支援事業等14項目の事業を実施。
・事業費 39,705千円

社会福祉課

各総合支所住民課

b
精神保健事業

精神障がいについての正しい知識を普及し、精神障がい者本
人の社会復帰及びその自立と家族支援、社会活動への参加に
対する市民の関心と理解を深めていく。

いいとよの会（地域デイケア）
・20回開催、延べ207参加。
訪問事業
・49件　延べ114名
電話相談
・33件、延べ166名

いいとよの会（地域デイケア）
・20回開催、延べ。166名参加
訪問事業
・38件　延べ　74名
電話相談
・32件　延べ91名
・精神障害について正しい知識の普及
・自殺予防啓発パンフレット全戸配布　17,909枚

いいとよの会（地域デイケア）
・１９回開催、延べ２１８名参加
訪問事業
・３９件　延べ　８３名
電話相談
・４８件　延べ１１６名
・自殺予防啓発パンフレット全戸配布　17,934枚
・相談窓口のポスター配布　308か所

いいとよの会（地域デイケア）（H24.2月末現在）
・19回開催、延べ211名（男性163名、女性48名）
訪問事業（H24.2月末現在）
・49件　延べ　116名（男性44名、女性72名）
電話相談（H24.2月末現在）
・59件　延べ　138名（男性65名、女性73名）
・自殺予防啓発パンフレット全戸配布　17,934枚

保健課

各総合支所住民課

c
障がい者福祉援護事
業

ユニバーサルデザインの視点に立った生活基盤を整備するた
めオストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)対応トイレを設
置する。

平成21年2月、市役所西庁舎1階身障者用トイレにオス
トメイトを設置。
・事業費672千円

西四ツ谷観光駐車場にオストメイト対応トイレを設置
した。
（4月）

対応トイレに関する情報提供をおこなった。
問い合わせ件数　1件

市役所庁舎にあるオストメイト対応トイレ内外に、操
作方法及び市内設置箇所の周知文書を掲示し情報提供
を行った。

社会福祉課

各総合支所住民課

②障がいのあ
る人が安心し
て暮らせる生
活への支援

a
精神保健事業

精神障がいについての正しい知識を普及し、精神障がい者本
人の社会復帰及びその自立と家族支援、社会活動への参加に
対する市民の関心と理解を深めていく。

心の健康講演会を開催
・150名参加。

心の健康講演会を開催
・314名参加（男性31名、女性283名）（平成20年度
150名）
（喜多方：男性26名、女性194名　熱塩加納：男性0
名、女性11名　　塩川：男性0名、女性41名　山都：
男性4名、女性22名　高郷：男性0名、女性16名　　市
外：男性1名、女性8名）

■精神保健福祉協会喜多方支部と市の共催で下記①②
の事業を行った。
①「喜多方市民精神保健講座」参加　51名
　　講座内容
　　・喜多方市における自殺予防の取り組みについて
　　・ストレス対処法について
　　・障害を理解する～共に生きる～
②「精神保健福祉ボランティア養成講座」参加 27名
　　講座内容
　　・精神障がいを正しく理解しよう
　　・よいコミュニケーションを身につけよう
　　※その他ディスカッションを行った。
■「喜多方市精神保健福祉連絡会」を開催し、機関の
役割の理解と連携強化、個別支援の技術構築、情報交
換や課題検討を行った。参加　17名

■精神保健福祉協会喜多方支部と市の共催で下記①②
の事業を行った。
①「喜多方市民精神保健講座」参加　60名
　　講座内容
　　・現代、心模様について
　　・ストレス対処法について
　　・地域で生きる
②「精神保健福祉ボランティア養成講座」参加 29名
　　講座内容
　　・精神障がいを正しく理解しよう
　　・よいコミュニケーションを身につけよう
　　※その他ディスカッションを行った。
■「喜多方市精神保健福祉連絡会」を開催し、機関の
役割の理解と連携強化、個別支援の技術構築、情報交
換や課題検討を行った。2回開催

保健課

各総合支所住民課

a
母子寡婦福祉資金貸
付事業

母子家庭又は寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の向上のた
め各種資金を貸付ける。

母子寡婦福祉資金貸付事業
・平成20年度実績12件・7,236千円

母子寡婦福祉資金貸付事業
・平成21年度16件　15,145,000円

母子寡婦福祉資金貸付事業
・平成22年度13件　7,484,000円

母子寡婦福祉資金貸付事業
・平成23年度19件　19,336,000円

b
ひとり親家庭医療費
助成事業

ひとり親家庭の生活の安定と健康の保持を図るため、ひとり
親家庭の親及び児童並びに父母のいない児童に対し医療費を
助成する。

ひとり親とその児童(18歳未満)の医療費について月額
1,000円を超えた金額を助成。
・平成20年度受給者数　650人　支給額12,446千円

ひとり親とその児童(18歳未満)の医療費について月額
1,000円を超えた金額を助成。
・平成21年度　受給者　1112人　支給額13,220,271千
円

ひとり親とその児童(18歳未満)の医療費について月額
1,000円を超えた金額を助成。
・平成22年度　受給者1,162人
　支給額11,920,109円

ひとり親とその児童(18歳未満)の医療費について月額
1,000円を超えた金額を助成。
・平成23年度　受給者1,182人
　支給額9,401,316円

c
児童扶養手当支給事
業

　ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するため、父又は
母と生計を同じくしていない児童等を養育している者へ手当
を支給する。

母子家庭等の経済的支援として全部支給の場合月額
41,720円を支給し生活の安定と自立を支援。
・平成20年度受給者数　442人　扶助費額183,447千円

ひとり親家庭の経済的支援として全部支給の場合月額
41,720円を支給し生活の安定と自立を支援。
・平成21年度　受給者数　441人、支給額　183,673千
円

ひとり親家庭の経済的支援として全部支給の場合月額
41,720円を支給し生活の安定と自立を支援。
・平成22年度　受給者数　479人、支給額　 190,929
千円

ひとり親家庭の経済的支援として全部支給の場合月額
41,550円を支給し生活の安定と自立を支援。
・平成23年度　受給者数　517人、支給額
208,118,310円

a
児童相談員設置事業

家庭における児童養育指導、いじめ、不登校などの諸問題の
助言、解決に向け関係機関との連携を図りながら解決してい
くことによって児童福祉の向上を図る。
要保護児童対策地域協議会を設置し、保護を要する児童の早
期発見、その適切な保護及びその家庭への適切な支援を図
る。

児童相談員1名を配置し巡回児童相談会
・平成20年度実績　5回開催。
要保護児童対策地域協議会ケース検討会
・平成20年度　40回開催。

児童相談員1名を配置し巡回児童相談会
・平成21年度　　6回開催。
要保護児童対策地域協議会ケース検討会
・平成21年度　40回開催。

児童相談員1名を配置し巡回児童相談会
・平成22年度　　6回開催。
要保護児童対策地域協議会ケース検討会
・平成22年度　 12回開催。

児童相談員1名を配置し巡回児童相談会
・平成23年度　　6回開催。
要保護児童対策地域協議会ケース検討会
・平成23年度　 24回開催。

b
女性相談員設置事業

配偶者のいない女子で現に児童を扶養している方、寡婦を対
象に相談を受け解決していくことにより母子及び寡婦の福祉
向上を図る。

女性相談員を1名雇用し母子寡婦家庭の支援事業を実
施。
・事業費2,592千円

女性相談員を1名雇用し母子寡婦家庭の支援事業を実
施。
・事業費　2,620千円

女性相談員を1名雇用し母子寡婦家庭の支援事業を実
施。
・事業費　2,620千円

女性相談員を1名雇用し母子寡婦家庭の支援事業を実
施。
・事業費　2,635千円

①ノーマライ
ゼーションの
意識づくり

（２）ひとり親家庭の生活の充実への支援

21年度実施内容

社会福祉課

各総合支所住民課

①公的支援の
充実

23年度実施内容

②相談体制の
充実

事　業　名 事　業　内　容

21年度実施内容事　業　名 事　業　内　容施　策

施　策 22年度実施内容

担当課

担当課20年度実施内容

20年度実施内容 22年度実施内容 23年度実施内容
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　　　　　わたしたち

目標Ⅳ　男女は、ともに支え合います　～安心なくらし～
２　すべての人が安心して暮らせる社会の実現

a
障がい者福祉援護事
業

ユニバーサルデザインの視点に立った生活基盤を整備するた
めオストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)対応トイレを設
置する。
《再掲》　Ⅳ-2-（1）-①-c

平成21年2月、市役所西庁舎1階身障者用トイレにオス
トメイトを設置。
・事業費672千円

再掲　Ⅳ-2-（1）-①-c
再掲　Ⅳ-2-（1）-①-c 再掲　Ⅳ-2-（1）-①-c 社会福祉課

各総合支所住民課

b
ユニバーサルデザイ
ンに配慮したまちづ
くり

誰もが安心して暮らすことが出来る環境を整備するため、ユ
ニバーサルデザインに配慮したまちづくりを推進する。

公共施設の新設・改修等にあたり、ユニバーサルデザ
インに配慮して事業を実施し、環境の整備を推進し
た。

公共施設の新設・改修等にあたり、ユニバーサルデザ
インに配慮して事業を実施し、環境の整備を推進し
た。
・地域・家庭医療センター建設建築主体工事
・幸橋架け替え工事
・喜多方プラザ施設改善・増設工事　ほか

公共施設の新設・改修等にあたり、ユニバーサルデザ
インに配慮して事業を実施し、環境の整備を推進し
た。
・喜多方駅前広場整備工事　ほか

全庁

担当課

①バリアフ
リーをめざし
たまちづくり
の推進

施　策 事　業　名 事　業　内　容 23年度実施内容20年度実施(見込）内容 21年度実施内容

（３）障がいのある人・高齢者の視点が生きるまちづくりの推進

22年度実施内容
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施策の指針　３　男女間の暴力の根絶

基本施策 施策

②配偶者等からの暴力の防止

③セクシュアル・ハラスメン
トの防止

①暴力行為からの安全の確保

②自立支援の促進

再掲

b
人権相談 ・人権相談会

(2)被害者の保護や自立支
援の促進

a
女性相談員設置事業

再掲 再掲

b
女性相談員設置事業 再掲

(1)相談体制の充実 a
女性相談員設置事業

事業名 事業内容

a
啓発事業 ・ＤＶ防止の啓発

・ＤＶ等の相談事業

目標Ⅳ　男女は
わたしたち

、ともに支えあいます　～安心なくらし～

指標等からみる進捗状況

①女性に対する暴力に関する
相談事業の充実

・相談件数が増加傾向にある。

再掲

・市内スーパー等の女性トイレに啓発カード等を配
置。

目標Ⅳ-3まとめ p32



　　　　　わたしたち

目標Ⅳ　男女は、ともに支え合います　～安心なくらし～
３　男女間の暴力の根絶

（１）相談体制の充実

a
女性相談員設置事業

住民のドメスティック・バイオレンスやセクシュア
ル・ハラスメント等の相談を受け、被害者を支援し保
護と自立支援を関係機関と連携を図りながら対処して
いく。

女性相談員を1名雇用しＤＶ の相談事業を実施した。
・事業費　 2,594千円
・Ｈ20相談件数　14件

女性相談員を1名雇用しＤＶ等の相談事業を実施し
た。
・事業費　2,620千円
・平成21年度　18件（平成20年度14件）

女性相談員を1名雇用しＤＶ等の相談事業を実施し
た。
・事業費　2,620千円
・平成22年度　39件

女性相談員を1名雇用しＤＶ等の相談事業を実施し
た。
・事業費　2,635千円
・平成23年度　43件

社会福祉課

各総合支所住民課

b
人権相談

市内人権擁護委員による相談会
毎月広報に相談日を掲載し、定期的に人権相談会を実
施している。

毎月広報に相談日を掲載し、定期的に人権相談会を実
施している。

毎月広報に相談日を掲載し、定期的に人権相談会を実
施している。

毎月広報に相談日を掲載し、定期的に人権相談会を実
施している。

生活環境課

各総合支所住民課

a
啓発事業

関係機関が開催する、ドメスティック・バイオレンス
及びセクシュアル・ハラスメント防止のための啓発事
業に関する広報周知を行う。

平成20年度「女性に対する暴力をなくす運動」
11月12日～11月25日に、ホームページに掲載し啓発。

ポスター・ちらしの配布及び掲示
ポスター・ちらしの配布及び掲示
市内スーパー等の女子トイレ内にＤＶ啓発カードを配
置した。

ポスター・ちらしの配布及び掲示
市内スーパー等の女子トイレ内にＤＶ啓発カードを配
置した。

企画政策課
社会福祉課
各総合支所住民課

③セクシュア
ル・ハラスメ
ントの防止

（２）被害者の保護や自立支援の促進

①暴力行為か
らの安全の確
保

②自立支援の
促進

①女性に対す
る暴力に関す
る相談事業の
充実

②配偶者等か
らの暴力の防
止

b
女性相談員設置事業

再掲　Ⅳ-3-（1）-①-a

23年度実施内容施　策 事　業　名

再掲　Ⅳ-3-（1）-①-a　（同ページ）

20年度実施内容

再掲　Ⅳ-3-（1）-①-a

21年度実施内容

再掲　Ⅳ-3-（1）-①-a

22年度実施内容

住民のドメスティック・バイオレンスやセクシュア
ル・ハラスメント等の相談を受け、被害者を支援し保
護と自立支援を関係機関と連携を図りながら対処して
いく。
《再掲》　Ⅳ-3-（1）-①-a

事　業　内　容

担当課

担当課

社会福祉課

各総合支所住民課

施　策 事　業　名 事　業　内　容 23年度実施内容20年度実施内容 21年度実施内容 22年度実施内容

社会福祉課

各総合支所住民課

a
女性相談員設置事業

住民のドメスティック・バイオレンスやセクシュア
ル・ハラスメント等の相談を受け、被害者を支援し保
護と自立支援を関係機関と連携を図りながら対処して
いく。
《再掲》　Ⅳ-3-（1）-①-a

再掲　Ⅳ-3-（1）-①-a再掲　Ⅳ-3-（1）-①-a　（同ページ） 再掲　Ⅳ-3-（1）-①-a 再掲　Ⅳ-3-（1）-①-a
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