
　　　　　平成２６年度花巻市男女共同参画基本計画に基づく事業一覧 資料５

【基本目標１】男女が互いに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

２．市のHP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 表現のガイドラインの周知 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 家庭教育講座 生涯学習交流課

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 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 事　業　名 担　当　課　名

１．
男女共同参画に関する
啓発事業の推進

事　業　名 担　当　課　名
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　　　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

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

【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

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

土日開庁業務 総務課

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

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

２．保育サービスの充実

２．
安心して子育てができ
る環境の整備

１．地域における子育て支援機能の充実

３．学童クラブの充実

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

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

事　業　名 担　当　課　名

中　項　目 小　項　目 事　業　名 担　当　課　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
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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 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 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．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

１．男女平等な職場環
境づくりの推進

中　項　目

２．
安心して子育てができ
る環境の整備 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

６．青尐年健全育成事業の推進

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

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

小　項　目 事　業　名 担　当　課　名
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【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 12

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

自治公民館対抗ニュースポーツ大会 八重畑振興センター

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 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 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

　　　大項目２．生涯を通じた女性の健康支援 6

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

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．医療体制の整備 医療体制の整備 健康づくり課

１．
地域における健康づく
りの推進

中　項　目 小　項　目

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 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

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

２．
妊娠・出産等に関する
健康支援

２．食育の推進

事　業　名 担　当　課　名

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 担　当　課　名
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　　　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
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

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) 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) 花北振興センター

高齢者学級の開催(花南) 花南振興センター

高齢者学級の開催(宮野目) 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) 松園振興センター

高齢者学級の開催(矢沢) 矢沢振興センター

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

石鳥谷ふれあい運動公園屋外便所新設工事 スポーツ振興課

市道交通安全施設整備事業 道路課

２．介護サービスの充実

１．
介護を社会的に支える
体制の整備

２．
高齢者の社会参加と生
きがいづくりの推進

中　項　目

３．高齢者の各種活動への支援

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

２．公共施設・道路等のバリアフリー化の推進

小　項　目

２．高齢者への学習機会の提供

１．健康づくりと介護予防の推進

事　業　名 担　当　課　名
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【基本目標４】男女が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 22

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) 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) 花巻中央振興センター

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(宮野目) 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) 松園振興センター

生涯学習講座開催事業(矢沢) 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

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

「はなまきモテモテ塾」の開設 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

２．人材育成事業の実施

事　業　名

中　項　目 小　項　目

２．
NPO等市民活動への
支援

事　業　名

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

１．生涯学習の推進

中　項　目 小　項　目 担　当　課　名

担　当　課　名
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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 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

３．海外研修事業への支援 国際姉妹都市等交流推進事業 国際交流室

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

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

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

中　項　目

１．
国際的な理解と交流の
推進

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．
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 事　業　名 担　当　課　名
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