
【基本目標１】男女が互いを尊重し認め合うまち
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１．市民フォーラム
の開催と参加促進

男女共同参画推進ワークショップ開
催

男女共同参画社会の実現に向けた一層の取り組みについて考えるための講演会を実施
テーマ：「男女共同参画の視点から防災・地域づくりを考える」
内容：男女共同参画の視点を取り入れた自主防災のあり方や地域づくりの事例をもとに、地域住民と
行政とが男女共同参画社会の実現に向けた一層の取り組みについて考える。
講師：公益財団法人せんだい男女共同参画財団　理事長　木須　八重子 さん
実施日：平成27年2月6日
参加人数：150人
その他：参加者にアンケートを実施、無料保育を設置（利用者なし）

地域づくり課

男女共同参画啓発講座開催

男女共同参画の理解を深めるきっかけ作りや男女共同参画の視点を活動に活かすための課題解決
力を養うため、市民講座において男女共同参画啓発講座を実施（計3回）
①「山仕事の新時代」＜四季に学ぼう・自然学教室＞
　内容：男女共同参画についての講話と山仕事の体験
　講師：ＮＰＯ法人遠野エコネット　代表理事　千葉　和　さん
　実施日：平成26年7月2日
　参加人数：18人
②「岩手の食文化～奥羽山系～伝承の会と食の匠から」＜花巻食育教室②＞
　内容：郷土食・食文化伝承活動についての講話等
　講師：「味工房かたくり」　中村　キミイ　さん
　    　  「母ちゃんの店わがや」　佐々木　美代子　さん（食の匠）
　実施日：平成26年8月19日
　参加人数：17人
③「今年の記事から」＜新たな視点でよろず学教室＞
　内容：今年の記事についての講話
　講師：岩手日報社花巻支局　支局長　村上　弘明　さん
　実施日：平成26年12月4日
　参加人数：19 人

地域づくり課

男女共同参画推進研修

職員として、男女共同参画に対する意識の向上を図る契機として実施
「ＤＶの現状と被害者保護のための職員対応について」
実施日：平成26年度12月17日
参加者：38人
講師：①ＤＶの現状と職員の心得について
　　　　　岩手県花巻警察署生活安全課　赤坂　研治　主任
　　　　②花巻市のＤＶ等の相談状況と庁内体制について
　　　　　健康福祉部地域福祉課　中村　和子　婦人相談員
　　　　② 職員の住民基本台帳検索時の警告表示と窓口対応について
　　　　　市民生活部市民登録課　髙橋　静子　主任主査兼係長

地域づくり課

出前講座の開催

「男女共同参画」について理解を深めるための出前講座を実施
①男女共同参画ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座　(講話、寸劇、事例発表)　     参加者：32人
②いしどりや学園第２回学習会　　　(講話、寸劇、ワークショップ)　参加者：27人
③青葉婦人学級　　　　　　　　　　　　(寸劇)　　　　　　　　　　　　　　 参加者：80人

地域づくり課

　　　　平成２６年度花巻市男女共同参画基本計画に基づく事業概要一覧（実績）

小　項　目 事　業　名 事業の内容及び実績値等 H26担当課名中　項　目

1.男女共同参画
に関する啓発事
業の推進

２．男女共同参画
に関する学習プロ
グラムの開発と講
座等の開催

【資料２】 



３．広報や情報誌
による意識啓発

広報はなまきへの男女共同参画情
報掲載

6月15日号と11月1日号に男女共同参画に関する記事を掲載。その他、随時男女共同参画関連情報
を掲載
①6月15 日号（第１７号）
　【内容】花巻市男女共同参画推進員出前講座の紹介
②11月1 日号（第１８号）
　【内容】「それってＤＶでは？」～一人で悩まないで相談しましょう～

地域づくり課

１．男女共同参画
情報誌の発行

広報はなまきへの男女共同参画情
報掲載

6月15日号と11月1日号に男女共同参画に関する記事を掲載。その他、随時男女共同参画関連情報
を掲載
①6月15 日号（第１７号）
　【内容】花巻市男女共同参画推進員出前講座の紹介
②11月1 日号（第１８号）
　【内容】「それってＤＶでは？」～一人で悩まないで相談しましょう～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【再掲】

地域づくり課

２．市ホームページ
への男女共同参画
に関する情報の掲
載

ホームページへの情報掲載

男女共同参画推進条例、男女共同参画基本計画、男女共同参画推進員、市内女性団体紹介、男女
共同参画啓発事業、各種講座のお知らせなどを掲載

地域づくり課

３．図書館・生涯学
習施設等における
資料の充実

男女共同参画に関する閲覧資料の
備付

花巻市男女共同参画基本計画、男女共同参画各種パンフレット等を備付

地域づくり課

１．用語の適正化
マニュアルの作成

職員向けガイドラインの作成
男女共同参画の視点を意識して事業を実施するため、花巻市男女共同参画推進8か条を庁内掲示
板にて周知（年3回） 地域づくり課

２．市民モニター制
度・男女共同参画
推進員の活用

男女共同参画推進員の活動

地域における男女共同参画を円滑に推進するため、花巻市男女共同参画推進員19名を委嘱
推進員会議4回、推進員研修会1回、推進員出前講座3回、出前講座練習会随時、ＦＭはなまきでの
ラジオ劇1回実施
その他、市主催事業への協力や市民への周知を随時実施

地域づくり課

1.男女共同参画
に関する啓発事
業の推進

２．男女共同参
画に関する情報
の提供

３．市の情報メ
ディアにおける
男女平等理念へ
の配慮



   大項目２．子どもの男女平等・自立意識の育成 4

市内保育園・幼稚園合同研修会

「平成26年度花巻市保幼小連携全体研修会」
平成26年7月31日花巻市文化会館にて開催
市内小学校長、幼稚園教諭、保育士　70名参加
①全体会「保幼小の連続性を考慮した保育・教育の充実について」
②ブロック会議「接続期における幼児・児童の実態と各施設での保育・教育内容についての意見交
換」
③講演「乳幼児の育ちといじめ」　講師：育て直し、育て直り実践アドバイザー、元愛知学泉短期大学
教授　角田　春高　氏

こども課

就学前教育推進事業

１　保育・学習参観（４～７月：保育・学習・生活参観　９月～：給食指導参観）
２　保幼小連携研修会全体会
３　各小学校区単位での連絡会等　随時
　その他：参加者にアンケート実施

こども課

２．男女共同参画
の視点に立った保
育・教育の推進

家庭科教育

小学５・６年次における家庭科の授業を通じて、男女平等の意識醸成を図った

小中学校課

２．
家庭教育におけ
る男女平等・自
立意識の育成

１．保護者に対す
る意識啓発

家庭教育講座

市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校を単位に家庭教育講座を開催
  30講座、受講者のべ 2,503人

生涯学習交流課

H26担当課名事業の内容及び実績値等事　業　名

１．保育士・教員等
に対する意識啓発１．

学校教育におけ
る男女平等・自
立意識の育成

小　項　目中　項　目



   大項目３．男女の人権の尊重と暴力根絶に向けた意識づくり 9

１．講演会・セミ
ナーの開催による
意識啓発

ＤＶ防止について考えるセミナー開
催

ＤＶについての理解を深め、被害の未然防止と被害者支援の充実を図るためのセミナーを実施
テーマ：「デートＤＶ予防プログラム」
内容：デートＤＶの予防教育について理解を深め、被害者支援の充実を図る。
講師：岩手県男女共同参画センター　三上　立子 さん
実施日：平成26年10月20日
参加者：19人
その他：参加者にアンケートを実施、無料保育を設置（利用者なし）

地域づくり課

２．性犯罪防止環
境の整備

花巻市防犯協会事業との連携

年４回の地域安全運動に合わせ、市内一斉に啓発活動を行ったほか、多数の人出が見込まれるま
つりなどの際に街頭パトロール活動を行った。
まつり等　のべ８日、のべ343名活動

市民生活総合相談セン
ター

３．有害環境浄化
の推進

花巻市防犯協会事業との連携

年４回の地域安全運動に合わせ、市内一斉に啓発活動を行ったほか、多数の人出が見込まれるま
つりなどの際に街頭パトロール活動を行った。
まつり等　のべ８日、のべ343名活動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【再掲】

市民生活総合相談セン
ター

男女共同参画相談窓口の設置
地域づくり課に相談窓口を設置　（相談件数０件）

地域づくり課

婦人、家庭、子育て相談窓口の設
置

婦人相談員及び家庭相談員を配置し、女性の様々な相談に対応
   婦人相談員による婦人相談        109件　（平成27年3月末現在）
   家庭相談員による家庭児童相談  211件　（平成27年3月末現在） 地域福祉課

専門家相談会開設事業

弁護士等専門家による相談窓口の開設　①法律相談会等開催（弁護士相談：24回　司法書士相談：
15回　行政書士相談：8回　お金とくらしの相談（多重債務相談）：5回）　②市民生活相談会開催（人権
相談：本庁12回　行政相談：本庁12回　人権及び行政相談：各支所12回）

市民生活総合
相談センター

消費生活相談体制整備事業
市民生活総合相談センター職員（相談員）による相談窓口の設置
　 年間相談受付件数　１，４０６件

市民生活総合
相談センター

２．各種相談員に
対する研修会の実
施

婦人相談員・家庭相談員の研修

岩手県福祉総合相談センター、岩手県環境生活部若者女性協働推進室、岩手県家庭相談員連絡協
議会、東北地区家庭相談員連絡協議会及び岩手弁護士会主催の研修会に参加

地域福祉課

３．関係機関との
連携強化

関係機関との連携

必要に応じて、市役所以外の関係機関との連携を図る

関係各課

H26担当課名事業の内容及び実績値等

１．
女性に対するあ
らゆる暴力を防
止する意識の確
立

２．
女性に対するあ
らゆる暴力に関
する相談体制の
整備

中　項　目 小　項　目 事　業　名

１．相談窓口の充
実と周知



【基本目標２】男女ともに自立し支え合うまち

　　　大項目１．仕事と家庭・地域生活を両立できる環境づくり 25

男女共同参画啓発講座開催

男女共同参画の理解を深めるきっかけ作りや男女共同参画の視点を活動に活かすための課題解決
力を養うため、市民講座において男女共同参画啓発講座を実施（計3回）
①「山仕事の新時代」＜四季に学ぼう・自然学教室＞
　内容：男女共同参画についての講話と山仕事の体験
　講師：ＮＰＯ法人遠野エコネット　代表理事　千葉　和　さん
　実施日：平成26年7月2日
　参加人数：18人
②「岩手の食文化～奥羽山系～伝承の会と食の匠から」＜花巻食育教室②＞
　内容：郷土食・食文化伝承活動についての講話等
　講師：「味工房かたくり」　中村　キミイ　さん
　    　  「母ちゃんの店わがや」　佐々木　美代子　さん（食の匠）
　実施日：平成26年8月19日
　参加人数：17人
③「今年の記事から」＜新たな視点でよろず学教室＞
　内容：今年の記事についての講話
　講師：岩手日報社花巻支局　支局長　村上　弘明　さん
　実施日：平成26年12月4日
　参加人数：19 人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【再掲】

地域づくり課

男の楽しい料理教室

男性の食事づくりを通じての健康管理と仲間づくりを目的として実施
内容：調理の基本、バランスのよい食事、生活習慣病の予防、前立腺がん・心のかぜ・高血圧予防に
ついて　等
回数：8回　　受講者のべ117人

健康づくり課

育児学級開催

多様化した社会環境で子どもを持つ両親に対して栄養・歯科・遊びに重点をおいた相談・指導を行
い、子育ての楽しさと、子ども達の健やかな発育・発達を支援するため実施
内容：身体測定・講話（幼児食、歯磨き指導、親子遊び）・育児相談
回数：４８回　　　参加者数：６１４人

健康づくり課

男の料理教室

男性対象、年齢制限無し、年３回（７月-23名・１２月-24名･２月-１９名）実施。生きがいのある福祉社
会形成のための男性の交流の場。 八幡振興センター

土日開庁業務

窓口業務の土日における利用状況や防犯上の対応が十分でないことなどから、平成27年1月から土
日開庁業務を休止した。
　申請・届出関係、証明関係利用者数　４，１６３人（前年度　６，３４７人）
　２６年度　土日開庁日数７８日

総務課

ファミリー・サポート･センター事業

子育て中の家庭を支援するため、児童（生後3か月～小学6年生）の預かりや送迎を有償ボランティア
により実施
　利用件数　2,411件　　（平成27年3月末現在） こども課

地域子育て支援事業

就学前の児童を有する家庭への支援を実施（市内6か所）
　親子交流、子育て相談、子育て講習会、子育て関連情報の提供　等
　　参加者数　　子：18,186人　親等：14,620人　組数：14,141組　　（Ｈ27年3月末現在）

こども課

事業の内容及び実績値等 H26担当課名中　項　目

２．
安心して子育て
ができる環境の
整備

事　業　名

１．地域における
子育て支援機能の
充実

１．男性の意識啓
発セミナー等の開
催

２．男女がともに担
う家事・育児・介護
等についての講座
等の開催

小　項　目

１．
仕事と家庭･地
域生活の両立に
向けた意識の醸
成



園庭・園舎開放事業（法人立保育
園）

保育園に入園していない親子に園庭等を開放し、遊びの場の提供や親子同士の交流の機会を提供
　 実施した園：7園

こども課

園庭・園舎開放事業（公立保育園）
10園（花巻地区8園、成島、大迫）（平均月１～２回）

こども課

特別保育事業（法人立保育園）

保護者の多様なニーズに対応するため、通常保育のほか、延長保育、一時保育、障がい児保育、病
後児保育等の保育サービスを提供
　 実施した園：延長保育19園、一時保育16園、障がい児保育7園、病後児保育5園 こども課

特別保育事業（公立保育園）

通常保育のほか、延長保育、一時保育を実施
　実施した園：延長保育15園、一時保育4園 こども課

放課後児童健全育成事業

保護者が日中不在の家庭における小学校児童の健全育成を図るため、市内21か所に学童クラブを
設置し、遊び、生活の場を提供した
　 利用者：857人　　　（平成27年3月末現在） こども課

放課後子ども教室

学校の空き教室に放課後子ども教室を設置し、地域のボランティアによる遊びや学習の指導など、安
全な生活の場を提供
　 2か所設置　参加のべ人数1,135人　　　（平成27年3月末現在） こども課

乳幼児医療費助成事業

出生から就学前までの乳幼児を対象に医療費の一部を助成
（乳幼児3,957人） 国保医療課

妊産婦医療費助成事業

妊娠５カ月に達する月の初日から出産の翌月末日までの妊産婦を対象に医療費の一部を助成
（妊産婦316人） 国保医療課

小学生医療費助成事業

１年生から６年生までの小学生を対象に医療費の一部を助成
（小学生2,892人） 国保医療課

ひとり親家庭医療費助成事業

ひとり親家庭の親と児童、父母のいない児童を対象に医療費の一部を助成
（ひとり親家庭の父母900人、児童1,365人。父母のいない児童2人） 国保医療課

寡婦等医療費助成事業

配偶者がなく、かつてひとり親家庭として児童を扶養していたことのある70歳未満の者を対象に医療
費の一部を助成
（対象者502人） 国保医療課

各種制度の周知
子育て支援制度について、市のホームページや各種相談業務を通じながら情報提供した

こども課

要保護・準要保護家庭への支援事
業

経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、就学援助費を支給（支給人数
304人、支給金額38,172千円） 小中学校課

４．各種助成制度
の周知と活用の促
進

２．
安心して子育て
ができる環境の
整備

３．学童クラブの充
実

１．地域における
子育て支援機能の
充実

２．保育サービス
の充実



子育てに関する相談窓口の充実

子育てに関するあらゆる相談に対応するため、こどもセンター及び保育所に地域子育て支援センター
を開設
　 相談件数：4,850件（市内6か所分）　　　（平成27年3月末現在）

こども課

小児相談の実施

育児不安に対応して、健康・育児・栄養等相談を行い、また保護者同士の交流を図るために実施
回数： ２４回　　　のべ人数：６６５人 健康づくり課

花巻市尐年センター事業

尐年補導委員により、青尐年の出入りする大型店舗、カラオケ店などの街頭パトロールを行い、非行
防止に努めた。
　パトロール回数308回、のべ705名 生涯学習交流課

地域体験型学習事業（中学校分）

市内全ての中学校で、自ら学び、自ら考える力を育成するため、地域社会や生徒の実態に応じた体
験学習を実施（参加生徒数のべ8,373人）

小中学校課

地域体験型学習事業（小学校分）

市内全ての小学校で、自ら学び、自ら考える力を育成するため、地域社会や生徒の実態に応じた体
験学習を実施（参加生徒数のべ2,890人）

小中学校課

５．子育て相談事
業の推進

６．青尐年健全育
成事業の推進

２．
安心して子育て
ができる環境の
整備



　　　大項目２．労働の場における男女共同参画に向けた環境づくり 15

１．男女雇用機会
均等法の周知、啓
発

男女雇用機会均等法の周知啓発活
動

法令・制度等の周知・啓発のため、パンフレット等を備え付け

商工労政課

２．各種講座等へ
の参加の働きかけ

各種講座、フォーラム等企業への参
加案内送付

各種講座・イベント等についてホームページ等に掲載

地域づくり課

３．各種制度、助成
金等に関する情報
提供

各種制度、助成金等に関する広報
等による情報提供

市広報、HP、産業情報BOXにより、「両立支援助成金」制度説明会開催の情報提供

商工労政課

４．男女共同参画
社会の形成に関す
る実態調査の実施

男女共同参画社会の形成に関する
実態調査の実施

花巻市男女共同参画基本計画見直しにかかるアンケート調査を実施

地域づくり課

１．就業に向けた
研修機会の充実

技術講習・セミナーの共催

求職者を対象として、ジョブカフェはなまきで毎月セミナーを開催
○セミナー参加者 44名（H27.3月末現在）

商工労政課

２．岩手県職業能
力開発促進セン
ター等との連携の
推進

関係機関との連携

必要に応じて、岩手県職業能力開発促進センター等との連携を図る

商工労政課

３．求人情報提供
の促進

ジョブ・カフェ運営事業

求職者（原則、35歳以下の若年者）に対するキャリアカウンセリング、面接対策、履歴書添削指導、セ
ミナー等の実施
○相談来場者 1,004名（男性464名、女性540名　H27.3月末現在） 商工労政課

４．就職相談体制
の整備

花北・胆江地域合同就職ガイダンス
開催

花巻市、北上市、奥州市、金ヶ崎町と合同で地元就職を希望する求職者を対象に、企業との面談会
開催（年４回）
○参加企業 174社、参加者356人 （H26.1～12月） 商工労政課

１．パートタイム労
働等に関する関係
法令の周知

関係法令の周知

法令・制度等の周知・啓発のため、パンフレット等を備え付け

商工労政課

３．
多様な就業条件
の整備の促進

中　項　目

２．
就業機会の拡大
と就業支援の充
実

１．男女平等な
職場環境づくり
の推進

小　項　目 事業の内容及び実績値等 H26担当課名事　業　名



花巻市起業化支援センターによる
企業支援

花巻市起業化支援センターの入居企業や地域企業に対し、新規創業や経営課題の解決、経営戦略
活動、産学官連携によるトータルコーディネート等、総合的な支援を実施

商工労政課

中心市街地新規出店者経営支援事
業

中心市街地の未利用店舗を活用し出店する中小企業者（個人含む）に対し、改装工事費および家賃
を最大1/2まで補助。
○H26補助実績　新規7件（うち女性3名） 商工労政課

１．家族経営協定
締結の促進

家族経営協定推進事業

家族間のルール作りを行い、家族経営に携わる各世帯員が意欲とやりがいをもって経営に参画し、
魅力的な農業経営を実現することで、担い手づくりや農業の持続的な発展、さらには農村における男
女共同参画社会の形成に寄与する。
家族経営協定アドバイザー（農業委員　女性３名、男性５名）が中心となり、当委員会及び関係機関と
連携しながら家族経営協定締結に向けた推進活動を実施している。
・アドバイザー会議：２回（平成２６年５月、１０月）
・合同調印式：１回（平成２７年１月）
・新規締結：４家族
・協定の愛称の制定：「我が家の結っこ協定」（平成２６年１１月）

農業委員会

２．女性リーダーの
育成と支援

花巻地方生活研究グループ連絡協
議会活動支援

①青空市の開催（対面販売により、接客や消費者ニーズを学ぶ）
・10月25日、26日のまなび学園祭において開催。

②研修会等への参加
・「農山漁村女性の日」記念の集い　・花巻市女性ネットワークの会
・農業研究センター参観デー　・むら・もり・うみ　輝く女性フォーラム
・花巻市女性のつどい　・花巻市農業振興大会　・花巻地方農村女性組織連携会議

③味噌づくり講習会（消費者への食育推進と食の技の伝承）
・1月29日、東和ふるさと村「おためし工房」で開催。H25年度までの「食の技公開講座」とあわせると
今年度で27回目。

④しめ飾り講習会（消費者との交流と地域の伝統文化の伝承）
・12月3日、石鳥谷生涯学習会館で開催。H26年度からの新規事業。

⑤県内の他地方連との交流及び視察研修
・7月17日、釜石の旅館「宝来館」で開催。釜石・大槌地方連との交流及び震災学習を実施。

⑥各グループの活動（各グループで地区連絡協議会が組織されている。）

農政課

６次産業化推進事業

市内の事業者（個人も可）が新たに花巻産農畜産物を活用した加工品を開発し、又は加工施設、販
売施設等を整備する場合に要する経費の一部を支援
○平成26年度補助金交付実績 3件 商工労政課

地産地消推進事業

①講習会並びに情報交換会（12月10日　28名参加）
　・イベントについての考え方
　・産直におけるコンプライアンスについて
②視察研修（11月13～14日　19名参加）
　・産直施設等の運営組織の概要や運営方法、事業主としての心構え等について研修

農政課

３．女性担い手農
業者への支援

３．
多様な就業条件
の整備の促進

４．
農業経営等にお
ける女性の参画
の促進

２．起業のための
情報提供と支援



【基本目標３】男女が生涯にわたって健康で安心して暮らせるまち

　　　大項目１．生涯にわたる心と身体の健康づくりの推進 11

１．保健推進委員
活動の充実

保健推進委員の活動支援

地域の健康づくりリーダーとして委嘱している保健推進委員による健診の受診勧奨や、健康づくりの
普及啓発活動を支援する。
市の事業への協力及び研修会等の参加　362回　2,378人 健康づくり課

２．健康相談事業
の実施

健康アップ講座の開催

地域の振興センター等で医師会、歯科医師会等関係団体のご協力のもと、生活習慣病予防や食生
活の改善、健康運動教室、こころの健康等をテーマに一般市民向けに健康アップ講座を開催した。
　57回　参加者数　1,493人 健康づくり課

１．食生活改善推
進員活動への支援

食生活改善推進員の活動支援

食生活改善推進員の養成、育成を市で行い、市民のための健康づくり事業を協働で行っている。
推進員の養成：食生活改善推進員養成事業「栄養教室」　　10回　205人
推進員の育成：ヘルスメイトのためのスキルアップ研修会　　30回　957人
推進員による伝達講習会　　208回　受講者4,275人　推進員896人

健康づくり課

食育の推進

健康づくり事業としての食育を親子料理教室と食育講座で実施。
親子料理教室　　16回　469人
食育講座　13回　260人
市全体の食育推進として食育推進計画の事務局となり、連絡会議を開催して連絡調整を行ってい
る。　食育推進計画連絡会議　　1回　平成26年10月6日開催

健康づくり課

保育所における食育の推進

各公立保育園の調理士、保育士、園務員が協力し、園児とともに食材となる野菜を育て、園児が調
理をする機会を設けている。 こども課

早起きマラソン開催事業

地域スポーツ（生涯スポーツ）の普及、健康増進、体力向上を図るため、早起きマラソンを開催。
・５月１１日（日）から１０月１３日（月・体育の日）までの１５６日間、市内６８会場にて開催
・のべ総参加者２０２,５２３人（１日当たり、１，３００名程度） スポーツ振興課

各種スポーツ教室開催事業

市民の運動不足の解消と健康増進を図るため、各種スポーツ教室等を開催。
・全１５回　体力測定、パークゴルフ、ニュースポーツ、健康つくり教室を開催。
・全参加者数　４６７人
以下に抜粋して掲載。

○体力測定　期日：５月１３日　対象：シニア大学芸術・保体学部　人数：５５人　場所　学び学園体育
館
○パークゴルフ　期日：６月１１日　対象：シニア大学　人数：２６人　場所　石鳥谷道の駅パークゴルフ
場
○ニュースポーツ　期日：６月２６日　対象：かでての会　人数：１４人　場所　まなび学園中ホール
○健康つくり運動　期日：９月２６日　対象：花北ふれあい学級　人数：３１人　場所　花北振興セン

スポーツ振興課

自治公民館対抗ニュースポーツ大
会

ニュースポーツを普及することにより、運動不足になりがちな成人の体力づくりと健康増進に資するこ
とを目的に実施
内容：スティックボール、輪投げ、ユニカール、シャッフルボード
実施日：平成26年12月6日
参加人数：99名

八重畑振興センター

１．生涯スポーツ・
レクリエーションの
普及

２．食育の推進

小　項　目

３．
生涯にわたりス
ポーツ活動がで
きる環境の整備

２．
健康で安全・安
心な食生活を営
むための啓発活
動の充実

中　項　目

１．
地域における健
康づくりの推進

H26担当課名事　業　名 事業の内容及び実績値等



２．体育施設の充
実

石鳥谷ふれあい運動公園屋外便所
新設工事

国体開催に合わせ、駐車場内にトイレを新設。
事業費　屋外便所新設工事　22,356千円

スポーツ振興課

１．心の健康に関
する情報の提供

健康アップ講座、各種講演会の開催
等

心の健康講演会「こころも体もリラックス　タッピングタッチ」　12回　435人
出前講座　5回　184人
庁内相談窓口へのパンフンフレット配置　21か所
メンタルチェックシステム「こころの体温計」チラシ印刷部数　7,500部　運営　45,515アクセス

健康づくり課

２．心の健康相談
の充実

こころの健康相談・精神相談（所内
相談）の実施

妊産婦の家庭訪問時のうつｽｸﾘ-ﾆﾝｸﾞ実施　641人　健康づくりフロンティア事業時のうつｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ実
施（大迫地域）　48人　電話相談　471人　来所相談　299人

健康づくり課
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１．
「性と生」の重要
性についての認
識の浸透

１．発達段階に応
じた「性と生」に関
する教育の充実

赤ちゃんとのふれあい体験教室の
開催

中高生が乳幼児と触れ合うことにより、生命の大切さや親になる責任について考える機会とし、次代
の健やかな父性・母性の育成を図るため実施
内容：①事前学習(学校で事前に赤ちゃん人形を使って乳児について学ぶ
　　　　②乳幼児健診等で乳幼児とふれあい、育児体験を行う。
　　　　③「命の大切さ」について講話を聴く。
回数：　　７　回
のべ参加数：　　２２０人

健康づくり課

妊産婦訪問指導及び妊婦健康診査

疾病の早期発見と出産・育児への不安軽減のため、妊産婦に対する健康診査や家庭訪問による保
健指導を実施
妊産婦訪問実績：　　６７４　人　（赤ちゃん訪問＋養育訪問件数）
妊婦健康診査実績：　７，４５８　回

健康づくり課

乳幼児訪問指導及び乳幼児健康診
査

疾病の早期発見と育児への不安軽減のため、乳幼児健診や家庭訪問による保健指導を実施
乳幼児訪問実績：  　７４１　人　　（赤ちゃん訪問＋養育訪問件数）
乳幼児健康診査実績：　１,９４８回 健康づくり課

２．母親学級・両親
学級の開催

パパママ教室

これから出産、育児を迎える妊婦及びその家族が、妊娠・出産・育児・食生活等に関する具体的な知
識を学び、また他の妊婦との交流により悩み不安を軽減し、安心して出産、育児を迎えられるよう支
援するため実施
対象：妊婦とその家族　　　　回数：６回　　　参加人数：１４５名

健康づくり課

３．婦人科検診事
業の推進

子宮がん検診ほか検診の実施

市民の健康を守るため、定期の健康診査と各種がん検診を行い、疾病の早期発見・早期治療につな
げた。また、国の補助事業である「がん検診推進事業（無料クーポン事業）」を実施し、検診の普及啓
発や受診勧奨を行った。
子宮頚がん検診(20歳以上、隔年の検診)　　　受診者　4,665人（うち無料クーポン受診者　877人）
乳房・甲状腺検診(40歳以上、隔年の検診)　　受診者　4,166人（うち無料クーポン受診者　830人）
骨粗鬆症予防検診(40～70歳、5歳きざみの検診)　　受診者　867人

健康づくり課

２．
妊娠・出産等に
関する健康支援

４．
心の健康づくり
の推進

３．
生涯にわたりス
ポーツ活動がで
きる環境の整備

中　項　目 小　項　目

１．妊産婦・新生
児・乳幼児等に対
する健診事業の
　　推進

事　業　名 事業の内容及び実績値等 H26担当課名



４．医療体制の充
実

医療体制の整備

休日における一次救急患者の医療を確保するため在宅当番医制事業を実施するとともに、休日及び
夜間の二次救急患者の医療を確保するため病院群輪番制運営事業を補助支援

健康づくり課
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生きがい活動支援通所事業

市内のデイサービス施設で日常生活訓練、趣味活動、給食、健康チェック、入浴サービスを提供
対象：おおむね６５歳以上の介護認定をうけていない要支援高齢者
平成２６年度実績：のべ利用者数　５，１４２人 長寿福祉課

湯のまちホット交流サービス事業

市内温泉施設等において、健康増進、交流促進を図る高齢者に対し、無料で入浴及び休憩（部屋利
用）を提供
対象：６０歳以上の市民で構成する４人以上の団体
平成２６年度実績：のべ利用者数　３４，１０４人

長寿福祉課

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

在宅の寝たきり高齢者等が衛生的で清潔な生活送るため、寝具の洗濯乾燥消毒クリーニングにかか
る費用を補助
対象：おおむね６５歳以上の要介護４または５の在宅寝たきり高齢者
平成２６年度実績：のべ利用者数　４人

長寿福祉課

日常生活用具給付･貸与事業

要支援高齢者に対し、できる限り在宅での暮らしを継続するため、日常生活用具等を貸与または給
付
貸与品目：緊急通報装置、電話
給付品目：自動消火器、電磁調理器
対象：おおむね６５歳以上のひとり暮らし要支援高齢者
平成２６年度実績：緊急通報装置設置者１３７件　電話貸与１８件、給付件数０件

長寿福祉課

３．地域ネットワー
クの整備

ふれあい・あんしん交流事業

高齢者が健康で生きがいを持った暮らしができるようにするため、交流や活動の場として社会福祉協
議会が実施するサロン事業に対する補助
補助対象：花巻市社会福祉協議会
平成２６年度実績：サロン設置数１７４箇所

長寿福祉課

１．高齢者への就
業機会提供の促進

花巻市シルバー人材センター事業
の支援

高齢者の雇用拡大を支援するため、公益社団法人花巻市シルバー人材センターに補助金を交付
○平成26年度補助金 10,280千円。

商工労政課

高齢者学級の開催(まなび学園)

市民の多様な学習ニーズに対応し、豊かで生き生きとした社会生活を送るために必要な知識、技術
を習得する機会を提供する。
　講座数　4　のべ数97回 生涯学習交流課

高齢者学級の開催(湯本)

高齢者が生活の各般にわたり学習をし、若さと健康を保ち、明るく、心豊かに、調和のとれた生活を
送り、地域社会活動に参加する。8回　217人

湯本振興センター

２．高齢者への学
習機会の提供

２．
妊娠・出産等に
関する健康支援

１．健康づくりと介
護予防の推進

２．
高齢者の社会参
加と生きがいづく
りの推進

２．介護サービス
の充実

中　項　目 小　項　目

１．
介護を社会的に
支える体制の整
備

事　業　名 事業の内容及び実績値等 H26担当課名



高齢者学級の開催(八日市)

高齢者が生きがいをもって生活することができるよう学習機会を提供（計３回）
①旭ヶ丘短期大学世代間交流事業　灯ろう作り会
　内容：八日市盆踊り大会で使用する灯ろうを製作。参加児童の製作の手伝い。
　実施日：平成26年8月2日
　参加人数：旭ヶ丘短期大学受講生 7名
②移動研修
　内容：三陸復興の現状を現地見学することにより復興に向かって進みつつある状況を把握する。
　実施日：平成26年10月30日
　参加人数：旭ヶ丘短期大学受講生 15名
③世代間交流事業　ミズキ団子作り会
　内容：みずきの木の準備及び団子作り。３世代により交流を深める。
　実施日：平成27年1月10日
　参加人数：旭ヶ丘短期大学受講生 9名

八日市振興センター

高齢者学級の開催(大瀬川)

講座への参加を契機に、日々の暮らしを充実させるとともに、更なる学習意欲の喚起を図り、生涯現
役であるという自覚と生きがいを自ら見出すことを目的とする。（年4回実施）
①開校式およびシャッフルボード講習会　参加者：18名
②移動研修　参加者：17名
③世代間交流「昔遊び」　参加者：8名
④交通安全教室および閉校式　参加者34名

大瀬川振興センター

高齢者学級の開催(新堀)

地域の高齢者等が生涯学習の機会を得ることにより、生きがいをもって生活をするための講座や学
習会等を実施（全6回実施）
①ゲートボール・軽スポーツ大会　参加者：20名
②世代間交流・学習会　内容：保育園児との交流会及び学習会　参加者：31名
③移動学習　内容　奥州市方面　参加：14名
④和紙ちぎり絵講座　参加者：5名
⑤映画鑑賞会　参加者：11名
⑥軽スポーツ教室　内容：ラダーゲッター・ディスゲッター等　参加者：18名

新堀振興センター

高齢者学級の開催(花北)

高齢者が学びを通して生きがいを持ち、学んだ成果を地域で生かすことを目指す。
  8回　243人 花北振興センター

高齢者学級の開催(花南)
健康で心豊かな生活と社会参加の促進。
　8回　185人 花南振興センター

高齢者学級の開催(宮野目)
生涯学習の一環として、健康で生きがいのある生活を送るため、楽しみながら学習する。7回　36人

宮野目振興センター

高齢者学級の開催(八重畑)

高齢者が生涯学習の機会を得ることにより、学習意欲や生きがいをもって生活をするための講座や
学習会等を実施（全7回）
①開校式・学習会　内容：健康体操について　参加者：19名 H26.5.27実施
②移動学習　内容：奥州方面　参加者：16名　H26.7.10実施
③交通安全講習　参加者：20名　H26.7.22実施
④ゲートボール大会　参加者：59名　H26.7.29実施
⑤世代間交流「しめ縄飾りづくり」　参加者：13名　H26.12.2実施
⑥室内ゲートボール大会　参加者：100名（4日間開催の延べ人数）H26.2.3・4・23・24実施
⑦ニュースポーツ大会　参加者：40名　H27.3.5実施

八重畑振興センター

２．高齢者への学
習機会の提供２．

高齢者の社会参
加と生きがいづく
りの推進



高齢者学級の開催(松園)
生涯学習に興味を持ち、生きがいを持って生活する。
　9回　219人 松園振興センター

高齢者学級の開催(矢沢)
生涯学習の一環として、健康で明るく楽しい高齢者生活の充実を図る。
 10回　519人 矢沢振興センター

高齢者福祉タクシー券給付事業

社会参加促進を目的に、タクシー券を交付
対象：自動車等所有していない、ひとり暮らしまたは高齢者世帯の８０歳以上の高齢者
平成２６年度実績：交付者数　１，２６７人 長寿福祉課

老人クラブ活動支援事業
花巻市老人クラブ連合会及び単位老人クラブの活動に対する補助
平成２６年度実績：１３８クラブ 長寿福祉課

高齢者住宅改造事業
自宅で日常生活を送るため、必要な住宅改造に対し補助
平成２６年度実績：２３件（高齢分、障がい分含む） 長寿福祉課

高齢者優良賃貸住宅家賃対策事業

高齢者の居住の安定確保を図るため、法令に基づき供給計画の認定を受けた事業者の高齢者向け
優良賃貸住宅入居者の家賃補助。
≪補助額≫
月額4万円上限で12か月間
≪対象住宅≫
①花城さくらマンション　18戸
②こっぽら土澤　　　　　　8戸

都市政策課

石鳥谷ふれあい運動公園屋外便所
新設工事

国体開催に合わせ、駐車場内にトイレを新設。
事業費　屋外便所新設工事　22,356千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【再掲】

スポーツ振興課

市道交通安全施設整備事業

○上町成田線交通安全施設整備事業（融雪）
事業実施期間　：　平成17年度～平成26年度
平成26年度実施内容　：　融雪施設整備（熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ1基、融雪ﾊﾟｲﾌﾟ布設44.9m2）
※事業費：111,254千円
事業概要　：　中心市街地の主要道路であることから、歩道のバリアフリー化とあわせ、電
線の地中化と融雪施設の整備を行い、商業地域の活性化と観光地としての街づくりを行う。
○上町成田線交通安全施設整備事業（歩道整備）
事業実施期間　：　平成24年度～平成26年度
平成26年度実施内容　：　施行延長290.5m（幅員　W=車道5.5m　歩道2.5m片側）
※事業費：16,309千円
事業概要　：　歩道が無く歩行者の通行に支障をきたしていることから、快適な交通環境を
整備する。
○吹張町城内線交通安全施設整備事業（歩道整備）
事業実施期間　：　平成25年度～平成26年度
平成26年度実施内容　：　施行延長105.9m（幅員　W=歩道2.5m片側）
※事業費：7,140千円
事業概要　：　歩道が無く歩行者の通行に支障をきたしていることから、快適な交通環境を
整備する。

道路課

２．高齢者への学
習機会の提供

３．高齢者の各種
活動への支援

１．介護がしやす
い住宅整備の促進

３．
人にやさしいま
ちづくりの推進

２．
高齢者の社会参
加と生きがいづく
りの推進

２．公共施設・道路
等のバリアフリー
化の推進



【基本目標４】男女ともにいきいきと参画できるまち

　　　大項目１．政策・方針決定等への参画の促進 3

１．市民の行政各
分野への参画の促
進

まちづくり基本条例の推進

花巻市まちづくり基本条例に基づく市民参画を推進するため、基本的なしくみを定めた市政への市民
参画ガイドラインにより適切な市民参画の実施に努めた。
　　　　市民参画・協働推進委員会の開催　８回 地域づくり課

２．審議会等への
女性の登用の促進

各種審議会、委員会等への女性の
登用促進

「審議会等の設置及び運営に関するガイドライン」に基づき女性の委員登用（目標３５％）にかかる啓
発を行った。
実績（H26.10.1現在）
　　　　登用率　　　　２９．２％　　昨年度２８．５％
　　　　女性委員数　１８３人　　　　　　　　１７６人

総務課

２．
地域や各種団体
等における女性
の参画促進

１．地域や各種団
体等の役員・委員
への女性の登用の
促進

地域・各種団体等の役員・委員への
女性登用の働きかけ

地域のコミュニティ会議における女性登用に繋げるため、コミュニティ会議や振興センターに対し、
ワークショップや啓発講座の案内や周知を依頼

地域づくり課
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花巻市ふれあい出前講座事業

市民の生涯学習への取り組みを支援するため、学習機会と発表の場を提供する。
　①　市役所・公共機関編　 62回　2,018人
　②　生涯学習講師編　　　385回　7,149人 生涯学習交流課

女性学級開催事業(まなび学園)
市民の生涯学習への取り組みを支援するため、学習機会と発表の場を提供する。
　講座数　4　のべ数19回 生涯学習交流課

女性学級開催事業(八日市)

女性の社会参画のための学習機会を提供（計３回）
①フラワーアレンジメント教室
　内容：作品（花束、テーブル花）は、八日市敬老祭に展示。
　実施日：平成26年9月14日
　参加人数：10名
②機織体験講座
　内容：文化祭において、見学者とともに機織体験をする。
　実施日：平成26年11月8日～9日
　参加人数：15名
③工芸講座
　内容：粘土細工で干支を作成。
　実施日：平成26年11月30日
　参加人数：17名

八日市振興センター

女性学級開催事業(花南)
心豊かで潤いのある生活を送るために必要な知識や技術の習得。
　8回　196人 花南振興センター

１．生涯学習の推
進

１．
行政への市民参
画の促進

１．
学習機会の提供
と人材育成

中　項　目 事　業　名 事業の内容及び実績値等 H26担当課名

事　業　名 事業の内容及び実績値等 H26担当課名

小　項　目

中　項　目 小　項　目



市民講座開催事業

市民の多様な学習ニーズに対応し、豊かで生き生きとした社会生活を送るために必要な知識、技術
を習得する機会を提供する。
　講座数　15　のべ数 67回 生涯学習交流課

生涯学習講座開催事業(中央)

地域を愛する心の涵養を目指す。
　32回　333人

花巻中央振興センター

生涯学習講座開催事業(外川目)

地域住民が新しいことにチャレンジし、新たな生きがいを創出できるよう様々な学習に取り組んだ。
まなびの場を通じ、地域の活性化、受講者が元気になる生涯学習を提供した。
（実績）H26年度　22回　参加者176人 外川目振興センター

生涯学習講座開催事業(宮野目)

自己を高める学習が、地域で生かされ、その力が地域づくりに生かされるような生涯学習を目指す。
　35回　423人 宮野目振興センター

生涯学習講座開催事業(好地)

地域住民が新しいことにチャレンジし、新たな生きがいを創出できるよう様々な学習に取り組む。　高
齢者のまなびの場となり、地域の活性化につながるような生涯学習を提供する。
Ｈ26年度実績　　開催　２回　　　参加者　34名 好地振興センター

生涯学習講座開催事業(松園)
生涯学習に興味を持ち、生きがいを持って生活する。
　31回　459人 松園振興センター

生涯学習講座開催事業(矢沢）
広い視野を持ち、地域で活動することができるような生涯学習を目指す。
　18回　359人 矢沢振興センター

富士大学花巻市民セミナー

市民の多様な学習ニーズに対応し、豊かで生き生きとした社会生活を送るために必要な知識、技術
を習得する機会を提供する。
　　6回　のべ100人 生涯学習交流課

女性のつどい

女性団体ネットワークの会（市内女性団体8団体で構成）との共催で、団体や地域で活動する女性の
意識向上と相互連携を目的に女性のつどいを開催
テーマ：「花巻の女性活動に期待すること」
講師：花巻市長　上田　東一
実施日：平成26年11月16日
参加者：130人

地域づくり課

女性団体活動交流スペース活用支
援事業

女性団体の交流、連携、情報発信等の活動支援と人材育成を目的に、まなび学園に「女性団体活動
交流スペース」を設置
＜実績＞利用登録団体 13団体、利用件数118件、利用者延べ 1,343人 地域づくり課

岩手県男女共同参画サポーター養
成講座等参加支援

男女共同参画に関する人材育成のため、岩手県で実施している岩手県男女共同参画サポーター養
成講座受講生に対し交通費を助成
＜実績＞サポーター養成講座：受講者5名、認定者4名
　　　　　　サポーター養成「上級」講座：受講者2名、認定者2名

地域づくり課

１．生涯学習の推
進

２．人材育成事業
の実施

１．
学習機会の提供
と人材育成



「はなまきモテモテ塾」の開設

市内の独身男女のコミュニケーション能力の向上や自分の魅力を高める機会を提供す
る。
　7回 のべ119人 生涯学習交流課

育英事業

向学心に燃える優秀な学生で、経済的理由により修学困難な者に対し、学資の貸与を行い、有能な
人材を育成（貸与人数107人、貸与金額35,760千円）

小中学校課

１．市民活動に関
する情報の整備と
提供

市ホームページへの情報掲載

市民団体等活動支援事業や各種助成金情報などの掲載による情報提供

地域づくり課

２．市民団体・グ
ループへの活動支
援

市民団体等活動支援事業

市民団体などが自主的に実施する公益的な活動に要する経費を助成
＜実績＞利用団体8団体、補助金額計 1,326千円 地域づくり課

３．市民活動グ
ループ間の連携の
促進

市民活動グループ間の連携の促進

市民活動グループ間の連携促進に資するため、中間支援を行うＮＰＯ法人へ国・県、各種基金等か
ら、活動助成関係や新規の団体設立情報等を提供 地域づくり課

１．振興センターの
設置

振興センターの整備

地域づくり、生涯学習の拠点施設である振興センターの利便性、安全性の向上を図るため、新築、改
修を計画的に行う。
湯本：耐震診断　谷内：実施設計、解体工事 地域づくり課

２．コミュニティ会
議の設置

コミュニティ会議の活動支援

地域支援室によるコミュニティ会議の支援や、地域づくり交付金の交付による地域課題の解決などコ
ミュニティ地区の地域づくり活動を支援する。
地域づくり交付金の交付　200,000千円

地域づくり課

　　　大項目３．国際化への対応と交流の促進 9

花巻国際交流協会事業への支援

(公財)花巻国際交流協会が実施する各種国際理解推進事業に対し補助金を交付（3,045千円）
　国際理解推進事業 多文化サロン 4回（109名）・市民語学講座　24回（354名）
　定住外国人支援事業（日本語講座・生活支援の実施）　11回（83名）
　国際交流情報提供事業
　（外国に関する図書・新聞の整備、貸出・機関紙の発行・国際姉妹友好都市等の情報提供）
　国際交流関係団体活動支援事業（国際交流活動をする団体への活動助成）
　国際フェアINはなまきの実施（1,230名）

国際交流室

国際交流センター運営業務委託事
業

国際交流センターの運営業務を(公財)花巻国際交流協会へ委託
国際交流室

中学生国際化教育推進事業
市内全ての中学校へ、外国青年を外国語指導助手（ALT）として派遣し、外国語教育の充実と国際理
解の推進を図る 小中学校課

小学生国際理解推進事業
市内全ての小学校へ、外国人講師（ネイティブ・スピーカー）を派遣し、外国語活動の充実と国際理解
の推進を図る 小中学校課

小　項　目

１．国際的な理解と
活動を支援するた
め学習機会と情報
の提供

２．
NPO等市民活動
への支援

３．
市民による地域
づくりの推進

２．人材育成事業
の実施

１．
学習機会の提供
と人材育成

H26担当課名

１．
国際的な理解と
交流の推進

事　業　名 事業の内容及び実績値等中　項　目



２．市民レベルの
国際交流・国際協
力への支援

国際姉妹都市等交流推進事業

○(公財)花巻国際交流協会が実施する海外青尐年等の受入事業に対し補助金を交付
　ラットランド8名・クリントン7名・ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ高校生等17名・ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ教員4名・ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市
民8名・ベルンドルフ5名　計49名を受入 国際交流室

○(公財)花巻国際交流協会が実施する青尐年海外派遣研修事業に対し補助金を交付
　ﾗｯﾄﾗﾝﾄﾞ・ｸﾘﾝﾄﾝ・ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ・ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞ・ﾍﾞﾙﾝﾄﾞﾙﾌへ中学生各6名・引率教員各1名を派遣 国際交流室

大迫高等学校の生徒２名、引率教諭１名をオーストリア共和国ベルンドルフ市に派遣した。 大迫総合支所
地域振興課

１．交流事業の推
進

花巻国際交流協会事業への支援

(公財)花巻国際交流協会が実施する各種国際理解推進事業に対し補助金を交付（3,045千円）
　国際理解推進事業 多文化サロン 4回（109名）・市民語学講座　24回（354名）
　定住外国人支援事業（日本語講座・生活支援の実施）　11回（83名）
　国際交流情報提供事業
　（外国に関する図書・新聞の整備、貸出・機関紙の発行・国際姉妹友好都市等の情報提供）
　国際交流関係団体活動支援事業（国際交流活動をする団体への活動助成）
　国際フェアINはなまきの実施（1,230名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【再掲】

国際交流室

２．日本語講座の
開催

花巻国際交流協会事業への支援

(公財)花巻国際交流協会が実施する各種国際理解推進事業に対し補助金を交付（3,045千円）
　国際理解推進事業 多文化サロン 4回（109名）・市民語学講座　24回（354名）
　定住外国人支援事業（日本語講座・生活支援の実施）　11回（83名）
　国際交流情報提供事業
　（外国に関する図書・新聞の整備、貸出・機関紙の発行・国際姉妹友好都市等の情報提供）
　国際交流関係団体活動支援事業（国際交流活動をする団体への活動助成）
　国際フェアINはなまきの実施（1,230名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【再掲】

国際交流室

３．相談支援体制
の整備

花巻国際交流協会事業への支援

(公財)花巻国際交流協会が実施する各種国際理解推進事業に対し補助金を交付（3,045千円）
　国際理解推進事業 多文化サロン 4回（109名）・市民語学講座　24回（354名）
　定住外国人支援事業（日本語講座・生活支援の実施）　11回（83名）
　国際交流情報提供事業
　（外国に関する図書・新聞の整備、貸出・機関紙の発行・国際姉妹友好都市等の情報提供）
　国際交流関係団体活動支援事業（国際交流活動をする団体への活動助成）
　国際フェアINはなまきの実施（1,230名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【再掲】

国際交流室
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２．
在住外国人への
支援

国際姉妹都市等交流推進事業
３．海外研修事業
への支援

１．
国際的な理解と
交流の推進



№ 成　果　指　標
基本
目標

単位
計画

策定時
(17年度)

18年度
実績値

19年度
実績値

20年度
実績値

2１年度
実績値

22年度
実績値

23年度
実績値

24年度
実績値

25年度
実績値

26年度
実績値

27年度
目標値

1
男女共同参画社会という言葉・意味を知ってい
る市民の割合

1 ％ 42.0 50.4 51.6 50.5 50.6 49.6 49.1 50.3 52.1 66.0

2
職場・学校における男女の平等が図られている
と考える市民の割合

1.2 ％ 43.3 45.1 45.7 47.8 51.2 52.2 50.7 ― ― ― 50.0

3
地域における男女の平等が図られていると考え
る市民の割合

4 ％ 39.9 43.1 43.5 45.1 46.8 47.3 49.0 ― ― ― 50.0

参
考

職場や学校、地域など社会全体における男女
の平等が図られていると考える市民の割合

1.2.4 ％ ― ― ― ― ― ― ― 43.3 45.7 ―

4 放課後に居場所がある子どもの割合 2 ％ 88.0 85.0 83.4 88.2 87.8 87.3 87.0 85.0 86.0 ― 100.0

5 ファミリーサポートセンター会員登録数 2 人 617 689 819 912 878 911 915 898 935 933 1,380

6 子育てしやすいまちだと感じる市民の割合 2 ％ 48.2 52.9 51.8 49.4 54.4 56.9 52.6 56.8 57.3 60.0

7 就業率 2 ％ 62.88 62.24 62.74 59.10 59.10 57.80 56.40 ― ― ― 63.83

8 就職率（就職件数／新規求職申込件数） 2 ％ 48.1 49.8 45.3 35.7 42.1 42.8 46.7 51.5 50.5 51.1 55.0

9 少ないと思われる診療科目の数 3 科目 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

10 三大生活習慣病における死亡率 3 ％ 59.5 61.3 59.8 56.5 52.8 56.6 56.1 53.7 54.5 ― 60.0

11 自分自身が健康であると考える市民の割合 3 ％ 63.7 65.6 65.8 68.5 69.5 72.4 69.5 63.7 58.5 70.0

12
健康増進のために、食事や運動に気をつけて
いる市民の割合

3 ％ 71.0 79.7 79.0 79.9 79.4 75.3 81.4 79.2 82.0 80.0

80.5 82.3 84.5 86.1 86.5 81.7 82.6

14 住み慣れた地域で暮らしている高齢者の割合 3 ％ 97.4 97.5 96.4 95.8 95.7 95.1 96.4 ― ― ― 98.3

15 住み慣れた地域で暮らしている障害者の割合 3 ％ 97.3 97.2 97.0 97.1 97.2 97.3 97.6 97.4 97.3 97.4 98.3

16 生きがいを持って暮らしている高齢者の割合 3 ％ 73.0 78.8 75.1 78.2 81.0 81.5 82.3 74.9 74.1 81.0

17
住民同士で助け合える風土があると感じる市民
の割合

3 ％ 59.9 61.7 61.0 59.3 62.7 69.6 66.4 57.3 52.6 64.0

18 市審議会委員等に占める女性の割合 4 ％ 24.6 24.6 26.5 26.7 26.2 26.6 28.2 29.9 28.5 29.2 35.0

19 まちづくり活動に参加している市民の割合 4 ％ 64.0 68.8 71.2 72.1 73.6 72.9 81.7 81.2 81.2 72.0

20
学習テーマを持って日頃学習に取り組んでいる
市民の割合

4 ％ 15.6 17.6 18.2 17.1 16.5 19.5 20.0 36.3 34.1 33.0

21
地区の総課題件数のうち、地区で解決した件数
の割合

4 ％ 未把握 未把握 47.5 65.5 67.5 61.8 65.0 72.0 73.0 50.0

― ― ― 19,035 17,245 17,514 14,283

24
この１年間にボランティア活動やＮＰＯ活動に参
加したことのある市民の割合

4 ％ 25.8 29.3 30.9 30.7 31.1 27.3 28.6 22.8 22.9 35.0

※空欄は、平成27年度まちづくり市民アンケートの結果等がまとまってから記載する。

93.0

「花巻市総合計画基本計画」に掲げる施策の成果指標と実績値

22
ＮＰＯ数（社協ボランティアセンター登録団体
数）

団体 141 95

市の健康診査で要指導以上となった市民の割
合

95.0 95.0

23 ＮＰＯ構成員数

％3

4

4

（計画期間：平成19～27年度　男女共同参画施策関連部分抜粋） 

146

人 3,837

122124 124

4,100

13

160

90.0

144

3,883 3,909

― 138

（Ｈ20年度以降は国保加入者分）

（社協ボランティアセンター登録団体の構成員数合計）
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　　　　　平成２７年度花巻市男女共同参画基本計画に基づく事業一覧
【基本目標１】男女が互いを尊重し認め合うまち

　　　大項目１．男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 10

１．市民フォーラムの開催と参加促進 男女共同参画推進ワークショップ開催 地域づくり課

男女共同参画啓発講座開催 地域づくり課

男女共同参画推進研修 地域づくり課

出前講座の開催 地域づくり課

３．広報や情報紙による意識啓発 広報はなまきへの男女共同参画情報掲載 地域づくり課

１．男女共同参画情報紙の発行 広報はなまきへの男女共同参画情報掲載 地域づくり課 再掲

２．市ホームページへの男女共同参画に関する情報の掲載 ホームページへの情報掲載 地域づくり課

３．図書館・生涯学習施設等における資料の充実 男女共同参画に関する閲覧資料の備付 地域づくり課

１．用語の適正化マニュアルの作成 職員向けガイドラインの作成 地域づくり課

２．市民モニター制度・男女共同参画推進員の活用 男女共同参画推進員の活動 地域づくり課

　　　大項目２．子どもの男女平等・自立意識の育成 4

市内保育園・幼稚園合同研修会 こども課

就学前教育推進事業 こども課

２．男女共同参画の視点に立った保育・教育の推進 家庭科教育 小中学校課

２．
家庭教育における男女
平等・自立意識の育成

１．保護者に対する意識啓発 男女共同参画に関する情報の提供 地域づくり課

　　　大項目３．男女の人権の尊重と暴力根絶に向けた意識づくり 9

１．講演会・セミナーの開催による意識啓発 ＤＶ防止について考えるセミナー開催 地域づくり課

２．性犯罪防止環境の整備 花巻市防犯協会事業との連携 市民生活総合相談センター

３．有害環境浄化の推進 花巻市防犯協会事業との連携 市民生活総合相談センター 再掲

男女共同参画相談窓口の設置 地域づくり課

婦人、家庭、子育て相談窓口の設置 地域福祉課

専門家相談会開設事業 市民生活総合相談センター

消費生活相談体制整備事業 市民生活総合相談センター

２．各種相談員に対する研修会の実施 婦人相談員・家庭相談員の研修 地域福祉課

３．関係機関との連携強化 関係機関との連携 関係各課

担　当　課　名

１．
男女共同参画に関する
啓発事業の推進

１．
学校教育における男女
平等・自立意識の育成

１．保育士・教員等に対する意識啓発

中　項　目

中　項　目 小　項　目 事　業　名

小　項　目

２．男女共同参画に関する学習プログラムの開発と講座等の
開催

２．
男女共同参画に関する
情報の提供

３．
市の情報メディアにお
ける男女平等理念への
配慮

中　項　目 小　項　目

１．
女性に対するあらゆる
暴力を防止する意識の
確立

担　当　課　名

事　業　名 担　当　課　名

事　業　名

２．
女性に対するあらゆる
暴力に関する相談体制
の整備

１．相談窓口の充実と周知

【参考】 



【基本目標２】男女ともに自立し支え合うまち

　　　大項目１．仕事と家庭・地域生活を両立できる環境づくり 25

男女共同参画啓発講座開催 地域づくり課 再掲

男の楽しい料理教室 健康づくり課

育児学級開催 健康づくり課

男の料理教室 八幡振興センター

イーハトーブ養育センター整備事業 障がい福祉課

ファミリー・サポート･センター事業 こども課

地域子育て支援事業 こども課

園庭・園舎開放事業（法人立保育園） こども課

園庭・園舎開放事業（公立保育園） こども課

特別保育事業（法人立保育園） こども課

特別保育事業（公立保育園） こども課

放課後児童健全育成事業 こども課

放課後子ども教室 こども課

乳幼児医療費助成事業 国保医療課

妊産婦医療費助成事業 国保医療課

小学生医療費助成事業 国保医療課

ひとり親家庭医療費助成事業 国保医療課

寡婦等医療費助成事業 国保医療課

各種制度の周知 こども課

要保護・準要保護家庭への支援事業 小中学校課

子育てに関する相談窓口の充実 こども課

小児相談の実施 健康づくり課

花巻市尐年センター事業 生涯学習交流課

地域体験型学習事業（中学校分） 小中学校課

地域体験型学習事業（小学校分） 小中学校課

　　　大項目２．労働の場における男女共同参画に向けた環境づくり 16

１．男女雇用機会均等法の周知、啓発 男女雇用機会均等法の周知啓発活動 商工労政課

２．各種講座等への参加の働きかけ 各種講座、フォーラム等企業への参加案内送付 地域づくり課

３．各種制度、助成金等に関する情報提供 各種制度、助成金等に関する広報等による情報提供 商工労政課

４．男女共同参画社会の形成に関する実態調査の実施 男女共同参画社会の形成に関する実態調査の実施 地域づくり課

１．地域における子育て支援機能の充実

２．
安心して子育てができ
る環境の整備

１．男女平等な職場環
境づくりの推進

２．保育サービスの充実

中　項　目 小　項　目

３．学童クラブの充実

４．各種助成制度の周知と活用の促進

５．子育て相談事業の推進

事　業　名 担　当　課　名

２．男女がともに担う家事・育児・介護等についての
　　講座等の開催

６．青尐年健全育成事業の推進

１．
仕事と家庭･地域生活
の両立に向けた意識の
醸成

１．男性の意識啓発セミナー等の開催

中　項　目 小　項　目

事　業　名 担　当　課　名



１．就業に向けた研修機会の充実 技術講習・セミナーの共催 商工労政課

２．岩手県職業能力開発促進センター等との連携の
　　推進

関係機関との連携 商工労政課

３．求人情報提供の促進 ジョブ・カフェ運営事業 商工労政課

４．就職相談体制の整備 花北・胆江地域合同就職ガイダンス開催 商工労政課

１．パートタイム労働等に関する関係法令の周知 関係法令の周知 商工労政課

花巻市起業化支援センターによる企業支援 商工労政課

中心市街地新規出店者経営支援事業 商工労政課

１．家族経営協定締結の促進 家族経営協定推進事業 農業委員会

２．女性リーダーの育成と支援 花巻地方生活研究グループ連絡協議会活動支援 農政課

６次産業化推進事業 商工労政課

地産地消推進事業 農政課

農業女子プロジェクト事業 農政課

【基本目標３】男女が生涯にわたって健康で安心して暮らせるまち

　　　大項目１．生涯にわたる心と身体の健康づくりの推進 11

１．保健推進委員活動の充実 保健推進委員の活動支援 健康づくり課

２．健康相談事業の実施 健康アップ講座の開催 健康づくり課

１．食生活改善推進員活動への支援 食生活改善推進員の活動支援 健康づくり課

食育の推進 健康づくり課

保育所における食育の推進 こども課

早起きマラソン開催事業 スポーツ振興課

各種スポーツ教室開催事業 スポーツ振興課

親子ふれあいニュースポーツ大会 花南振興センター

２．体育施設の充実 地区社会体育館の利用促進 地域づくり課

１．心の健康に関する情報の提供 健康アップ講座、各種講演会の開催等 健康づくり課

２．心の健康相談の充実 こころの健康相談・精神相談（所内相談）の実施 健康づくり課

３．
生涯にわたりスポーツ
活動ができる環境の整
備

１．
地域における健康づく
りの推進

中　項　目 小　項　目

３．
多様な就業条件の整備
の促進

２．起業のための情報提供と支援

１．生涯スポーツ・レクリエーションの普及

４．
心の健康づくりの推進

事　業　名

２．食育の推進

２．
健康で安全・安心な食
生活を営むための啓発
活動の充実

４．
農業経営等における女
性の参画の促進 ３．女性担い手農業者への支援

２．
就業機会の拡大と就業
支援の充実

担　当　課　名



　　　大項目２．生涯を通じた女性の健康支援 7

１．
「性と生」の重要性につ
いての認識の浸透

１．発達段階に応じた「性と生」に関する教育の充実 赤ちゃんとのふれあい体験教室の開催 健康づくり課

妊産婦訪問指導及び妊婦健康診査 健康づくり課

特定妊婦支援 健康づくり課

乳幼児訪問指導及び乳幼児健康診査 健康づくり課

２．母親学級・両親学級の開催 パパママ教室 健康づくり課

３．婦人科検診事業の推進 子宮がん検診ほか検診の実施 健康づくり課

４．医療体制の充実 医療体制の整備 健康づくり課

　　　大項目３．高齢者等が安心して暮らせる環境づくり 23

生きがい活動支援通所事業 長寿福祉課

湯のまちホット交流サービス事業 長寿福祉課

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 長寿福祉課

日常生活用具給付･貸与事業 長寿福祉課

３．地域ネットワークの整備 ふれあい・あんしん交流事業 長寿福祉課

１．高齢者への就業機会提供の促進 花巻市シルバー人材センター事業の支援 商工労政課

第20期大迫生き生き学園の開催 大迫総合支所

高齢者学級の開催(まなび学園) 生涯学習課

高齢者学級の開催(湯本)
生涯学習交流課
（湯本振興センター）

高齢者学級の開催(八日市) 八日市振興センター

高齢者学級の開催(大瀬川) 大瀬川振興センター

高齢者学級の開催(新堀) 新堀振興センター

高齢者学級の開催(花北)
生涯学習交流課
（花北振興センター）

高齢者学級の開催(花南)
生涯学習交流課
（花南振興センター）

高齢者学級の開催(宮野目)
生涯学習交流課

（宮野目振興センター）
高齢者学級の開催(八重畑) 八重畑振興センター

高齢者学級の開催(松園)
生涯学習交流課
（松園振興センター）

高齢者学級の開催(矢沢)
生涯学習交流課
（矢沢振興センター）

中　項　目 小　項　目

１．
介護を社会的に支える
体制の整備

２．介護サービスの充実

２．高齢者への学習機会の提供

２．
妊娠・出産等に関する
健康支援

２．
高齢者の社会参加と生
きがいづくりの推進

中　項　目

担　当　課　名

１．健康づくりと介護予防の推進

１．妊産婦・新生児・乳幼児等に対する健診事業の
　　推進

事　業　名

事　業　名 担　当　課　名小　項　目



高齢者福祉タクシー券給付事業 長寿福祉課

老人クラブ活動支援事業 長寿福祉課

高齢者住宅改造事業 長寿福祉課

高齢者優良賃貸住宅家賃対策事業 都市政策課

２．公共施設・道路等のバリアフリー化の推進 市道交通安全施設整備事業 道路課

【基本目標４】男女ともにいきいきと参画できるまち

　　　大項目１．政策・方針決定等への参画の促進 3

１．市民の行政各分野への参画の促進 まちづくり基本条例の推進 地域づくり課

２．審議会等への女性の登用の促進 各種審議会、委員会等への女性の登用促進 総務課

２．
地域や各種団体等にお
ける女性の参画促進

１．地域や各種団体等の役員・委員への女性の
　　登用の促進

地域・各種団体等の役員・委員への女性登用の働きか
け

地域づくり課

　　　大項目２．地域づくり・まちづくりへの参画の推進 26

花巻市ふれあい出前講座事業 生涯学習交流課

女性学級開催事業(まなび学園) 生涯学習交流課

女性学級開催事業(八日市) 八日市振興センター

女性学級開催事業(花南)
生涯学習交流課
（花南振興センター）

市民講座開催事業 生涯学習交流課

生涯学習講座開催事業(中央)
生涯学習交流課

（花巻中央振興センター）

生涯学習講座開催事業（大迫） 大迫振興センター

生涯学習講座開催事業（内川目） 内川目振興センター

生涯学習講座開催事業(外川目) 外川目振興センター

生涯学習講座開催事業（亀ヶ森） 亀ヶ森振興センター

生涯学習講座開催事業(宮野目)
生涯学習交流課

（宮野目振興センター）
生涯学習講座開催事業(好地) 好地振興センター

生涯学習講座開催事業(松園)
生涯学習交流課
(松園振興センター)

生涯学習講座開催事業(矢沢)
生涯学習交流課
（矢沢振興センター）

富士大学花巻市民セミナー 生涯学習交流課

東和女性セミナー
東和総合支所
地域振興課

３．
人にやさしいまちづくり
の推進

１．介護がしやすい住宅整備の促進

中　項　目

事　業　名

１．生涯学習の推進

小　項　目

１．
学習機会の提供と人材
育成

１．
行政への市民参画の促
進

２．
高齢者の社会参加と生
きがいづくりの推進

３．高齢者の各種活動への支援

中　項　目 小　項　目

事　業　名

担　当　課　名

担　当　課　名



女性のつどい 地域づくり課

女性団体活動交流スペース活用支援事業 地域づくり課

岩手県男女共同参画サポーター養成講座等参加支援 地域づくり課

若者魅力アップセミナー 生涯学習交流課

育英事業 小中学校課

１．市民活動に関する情報の整備と提供 市ホームページへの情報掲載 地域づくり課

２．市民団体・グループへの活動支援 市民団体等活動支援事業 地域づくり課

３．市民活動グループ間の連携の促進 市民活動グループ間の連携の促進 地域づくり課

１．振興センターの設置 振興センターの整備 地域づくり課

２．コミュニティ会議の設置 コミュニティ会議の活動支援 地域づくり課

　　　大項目３．国際化への対応と交流の促進 9

花巻国際交流協会事業への支援 国際交流室

国際交流センター運営業務委託事業 国際交流室

中学生国際化教育推進事業 小中学校課

小学生国際理解推進事業 小中学校課

２．市民レベルの国際交流・国際協力への支援 国際姉妹都市等交流推進事業 国際交流室

国際交流室

大迫総合支所
地域振興課

１．交流事業の推進 花巻国際交流協会事業への支援 国際交流室 再掲

２．日本語講座の開催 花巻国際交流協会事業への支援 国際交流室 再掲

３．相談支援体制の整備 花巻国際交流協会事業への支援 国際交流室 再掲

計 143 6
計（再掲載を除く） 137

２．人材育成事業の実施

２．
在住外国人への支援

３．
市民による地域づくりの
推進

小　項　目中　項　目

２．
NPO等市民活動への支
援

１．
国際的な理解と交流の
推進

３．海外研修事業への支援

１．
学習機会の提供と人材
育成

事　業　名

国際姉妹都市等交流推進事業

担　当　課　名

１．国際的な理解と活動を支援するため学習機会と
　　情報の提供


