
 

市民部市民活動課男女共同参画推進室 



担当 登載事業数 担当 登載事業数

人事課 ９ 農業政策課 ６

総務課 １ 商工観光課 １２

社会福祉課 １０ 環境政策課 １

高齢福祉課 ６ 都市計画課 ２

こども家庭課 ９ 議会事務局 ２

保育課 ４ 指導課 １２

健康づくり推進課 ２０ 放課後対策課 １

医療年金課 １ 文化芸術課 ７

市民活動課 １３ スポーツ推進課 １

男女共同参画推進室 ４３ 中央図書館 １

情報政策課 １ 社会福祉協議会 ８

交通防災課（危機管理室） ４ 事業総数 １７４

■「牛久市男女共同参画推進基本計画・実施計画（第２次）」担当別登載事業数一覧（主担当）
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基本目標 主要課題 № Ｈ２７現状値

1 実施なし

2 １回

3 ８６％

4 ９２％

5 １６．６７％

6 １９．５５％

7 １９．５％

参考 ４０．９％

参考 ２５．０％

参考
校長１５．４％

教頭２０％

8 ７．０％

9 ８人

参考 ０％

10 ３人

11 ６２件

総務課

農業委員会

人事課

教育総務課

市民活動課

交通防災課

文化芸術課

担当

市民活動課男女共同
参画推進室

市民活動課男女共同
参画推進室

市民活動課男女共同
参画推進室

健康づくり推進課

市民活動課男女共同
参画推進室
各課

議会事務局

２３．５％⇒３０％

１８．９％⇒２３％

３１．８％

２３．１％

５１．８％⇒７０％

６３．６％⇒８０％

６．３％⇒１５％

４人⇒１５人

０％

２８％（Ｈ１８値）⇒３５％

校長１５．３％
教頭２１．４％

■ 男女共同参画に関連する数値目標

Ⅰ
男女が互いの人
権を尊重するた
めの意識の改革

１　男女共同参画
の意識づくり

２　男女共同参画
を推進するため
の教育の充実

生き方・暮らし方講座受講者数

審議会等における女性委員の割合

管理職研修の出席率

妊婦夫教室への家族の参加率
（参加した夫実人数／参加した妊婦実人数）

選挙時期日投票管理者及び立会人の女性の割合

目標値
（Ｈ２３現状値→Ｈ２９

目標値）

小中学校の女性校長・教頭の割合

１　政策・方針決
定過程への女性

参画の促進

４３人⇒１００人

年１回開催⇒年５回開催

Ⅱ
男女があらゆる
分野に参画でき
る環境の整備

男女共同参画講座出前講座実施数（関連講座含む）

数値目標

市の女性管理職の割合（課長補佐以上）

女性議員の割合

女性農業委員の割合

３　地域社会にお
ける男女共同参

画の推進

小中学校の女性ＰＴＡ会長の割合

女性消防団員数

行政区の女性区長・副区長の割合

１　あらゆる就労
の場における男
女共同参画の推

進

目標値に達した項目　（９項目）

Ⅲ
男女が多様なライ
フスタイルを可能
にする環境の整

備

女性農業士数 ２人⇒３人 農業政策課

家族経営協定「我が家のきずな」を締結した農家数 ６０件⇒６５件 農業政策課
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基本目標 主要課題 № Ｈ２７現状値

12 ０人

13 ２，０１４人

14 １４箇所

15 ９箇所

16 最大１，０３３人

17 ７園／１９園

18 ８８人

19 １箇所

20 ９９．２％

21 ５箇所

22 ４１．３％

23 （非勧奨）

24 ３７．９％

25 ３０３人

26 ４０９人

27 １１，２８５人

放課後対策課

保育課

社会福祉協議会

健康づくり推進課

こども家庭課

高齢福祉課

社会福祉協議会

高齢福祉課

社会福祉協議会

２４１人⇒３８５人

地域包括支援センター設置数

認可保育園の定員数

０歳児保育実施保育園数（認可保育園を含む）

２８．４９％⇒３５％

保育課

保育課

保育課

１箇所⇒２箇所

休日保育実施保育園数（認可保育園を含む）

児童クラブ受け入れ児童数

６箇所⇒１１箇所

数値目標

３３３人⇒４５０人

肺炎球菌ワクチン接種率（高齢者）

目標値
（Ｈ２３現状値→Ｈ２９

目標値）

人事課

ふれあいサービス協力会員登録者数

７１２人⇒９００人

０人⇒各園１人

０人⇒１人市男性職員の育児休業取得者数

７，３６６人⇒１０，０００人

生後４ヶ月までの全戸訪問の実施率

つどいの広場（子育て広場・子育て出張広場を含む）施設数

かっぱつ体操普及員数

一家にひとり地域ヘルパー養成講座受講者数

認知症サポーター養成講座受講者数

７９人⇒１００人

１，３８０人⇒１，９３０人

８箇所⇒１１箇所

Ⅳ
男女が健やかに
安心して暮らせる
生活環境の整備

２　誰もが安心し
て暮らせる環境

の整備

保育園における男性保育士数(認可保育園を含む）

Ⅲ
男女が多様なライ
フスタイルを可能
にする環境の整

備

２　男女の仕事と
生活の調和（ワー
ク・ライフ・バラン

ス）の推進

集団検診受診率 ４０％⇒４５％ 健康づくり推進課

子宮頸がん予防ワクチン接種率（中学１年生） ８６．９％⇒９０％ 健康づくり推進課

２箇所⇒３箇所

８７．１％⇒１００％

担当

健康づくり推進課

１　生涯を通じた
男女の健康支援
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◆　基本目標Ⅰ　男女が互いの人権を尊重するための意識の改革

　主要課題１　男女共同参画の意識づくり

　　施策の方向１）男女平等に関する意識啓発　

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

1

広報紙・情報紙等による
情報提供
・男女共同参画週間・月
間の活用

広報「うしく」や情報紙「リ・ボーン」、イン
ターネットを活用し、男女共同参画に関す
る知識と情報を提供する。

＊広報「うしく」にハーモニーフライト２０１６」参加者募集
記事、うしく男・女フォーラム２０１６開催記事を掲載
＊市民活動課ホームページ・牛久市男女共同参画推進
条例／牛久市男女共同参画推進基本計画（第２次）ダイ
ジェスト版／牛久市男女共同参画推進基本計画・実施
計画（第２次）／牛久市男女共同参画推進基本計画実
施状況報告書（２５・２６年度）／牛久市男女共同参画審
議会（開催告知・議事概要）／市民意識調査報告書／
市内事業所アンケート報告書

引き続き、広報紙掲載の記事の内容の
充実、ホームページの充実やメールマ
ガジンなどを利用した情報提供を行って
いく。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

2
男女共同参画啓発図書・
ビデオコーナーの設置

男女共同参画啓発図書・ビデオの充実に
努め、専門のコーナーを設ける。

男女共同参画図書コーナーの図書の入れ替えを実施。
所蔵資料数は平成28年3月末現在159点（図書150冊、
ビデオ6点・DVD3点）。
また、図書入れ替えに伴い関連図書リストを更新し、併
せて、市ホームページにて新たな関連図書リストを公開
した。

コーナーに設置している資料について、
情報の新鮮度を保つために適宜入れ
替えを行いながら、引き続き関連図書
および映像資料の充実に努めていきた
い。

継続 Ｈ２０ 中央図書館

3
男女共同参画について
の出前講座の実施

市民活動課が窓口となっている「知って学
んで！おしえ隊」牛久市行政情報出前講
座と連携し、男女共同参画に関する出前
講座を実施する。

5月　うしく明日をひらく女性の会総会・意見交換会にお
いて、「広報紙ができるまで」の出前講座を実施

誰でも講師ができるよう、パワーポイン
ト等の資料の充実を図る。また、広報紙
を活用したＰＲを実施していく。関連する
講座も生き方・暮らし方講座に取り入れ
て実施していく。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

4
男女共同参画に関する
市職員研修の実施

市職員の男女共同参画に関する正しい理
解と意識の高揚を図るため、庁内の階層
別研修において研修を実施する。

新採職員（前期・後期）研修、非常勤職員（初任者・レベ
ルアップ）研修において、男女共同参画に関する研修を
実施し、計44名（非常勤職員27人、新採職員17人）が受
講した。

新規採用職員については、様〄な研修
の中においてもとりわけ男女共同参画
に関する意識の高揚を図る必要がある
ため、初任者研修の前期において早め
に研修を行っておくこと。また、年に複
数回実施し定着を図る場合、講義でき
る講師を育成し、複数人で対応できるよ
う準備しておく必要がある。

継続 Ｈ１５ 人事課

5
男女共同参画に関する
市管理職研修の実施

男女共同参画に対する正しい理解と意識
の高揚を図るため、市管理職を対象に研
修会を実施する。（現在は男女フォーラム
への出席）

１月２３日実施のうしく男・女フォーラム２０１６に参加
　講師：白井文氏
参加者：１０７名

出席者が増えるよう内容の充実や工夫
をしていく。また、研修内容を管理職に
ふさわしいものにできないか検討してい
く。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

6
男女共同参画ネットワー
ク組織の充実

市と市民とのパートナーシップによる地域
に根ざした男女共同参画の推進を図るた
めに市民の組織を設置し、情報交換や学
習会等を通して地域リーダーを育成する。

牛久市男女共同参画ネットワーク再結成に向けての活
動内容
５月２２日　代表者打ち合わせ会議開催
７月３１日　「女性団体リーダー等研修・交流会」参加
１０月２４日　土浦市講演会参加
１１月１日　「いばらき教育の日推進大会」参加
１月２３日　うしく男・女フォーラム２０１６に実行委員とし
て協力（６団体）
２月１３日　県女性団体連盟｢連盟のつどい｣参加

２７年度加入団体・事業所数　１１

ネットワーク組織の規約を確立し、主体
的な取り組みを促進するとともに、さま
ざまな分野の団体が加入するよう働き
かけていく。

拡充 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

7
講演会・フォーラムの開
催

男女共同参画についての市民の理解を
深めるため、講演会・フォーラム・講座など
の機会を提供する。

＊うしく男・女フォーラム２０１６実施
　実施日：平成２８年１月２３日（土）
オープニングアトラクション：牛久三中吹奏楽部の演奏
市内３高校の高校生による都市宣言文の唱和
はらんきょうの会による井戸端会議「茨城弁で語る女性
差別撤廃条約」
講師：白井文氏（前兵庫県尼崎市長、グンゼ㈱社外取締
役）
演題「～意思決定の場に女性を～男女共同参画と私た
ちの未来」

今後も市民が参加しやすく、かつ興味
の持てる講座を企画していく。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

8 地域リーダーの育成
行政区などと連携し、男女共同参画を推
進するリーダーを選出して地域に意識を
拡げる。

１２月２２日に区長を対象とした講演会を実施
・ テーマ「地球温暖化と異常気象について」
　　　　　　「防災気象情報とその利用について」

・ 講師　水戸地方気象台　　森井　正宏　調査官
　　　　　　　　　〃　　　　　　　　西井　久人　予報官

８２名（うち女性１名）が参加、地震や津波などの知識を
深め防災意識を高めることができた。

牛久地区、岡田地区、奥野地区から３つの行政区の代
表の方が男女共同参画審議会委員に委嘱されている。

まずは区長に男女共同参画の推進役
になっていただき、地域に男女共同参
画の視点を取り入れていくよう働きかけ
る。

継続 Ｈ２０
市民活動課
男女共同参
画推進室
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　　施策の方向２）男女共同参画の視点に立った社会制度及び慣習の見直し

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

9
市民企画講座・いきいき
ライフ講座の開催
・男の料理教室の開催

生涯学習を通して、男女ともに多様な生き
方を選択できる力を習得し、固定的な性
別役割分担を是正できるよう、女性のエン
パワーメントと自立を促進する講座、男性
向け生活的自立を促進する講座などの学
習機会を提供する。

中央・三日月橋・奥野で講座を実施
○いきいきライフ講座
　・43講座開催：総定員1,068名　応募者数1,437名　申込
率134.6%
○市民企画講座
　・12講座開催：総定員176名　応募者数174名　申込率
98.9%
○託児付講座（いきいきライフ講座内で開催）
　・1講座開催：定員15名　応募者数55名　申込率366%
○男性限定講座（いきいきライフ講座内で開催）
　・2講座開催：定員56名　応募者数55名　申込率98.2%

生涯学習講座は対象が老若男女と年
齢層が幅広く、開催場所も市内で散っ
ているため、各センターごとに地域性や
ニーズに基づき企画している。今後もア
ンケートやを継続し託児付講座は母親
がリフレッシュできる機会でもあるので、
子育て中の母親が参加できる環境を今
後も提供していきたい。

継続 Ｈ１５ 文化芸術課

10

男女共同参画社会実現
を阻害する社会制度・慣
習の是正のための意識
啓発

男女共同参画社会実現を阻害する社会
制度や慣習を変えていくよう意識啓発を
行う。

職員研修などにおいて、意識調査の結果などから、まだ
まだ解消されない固定的性別役割分担や、古くからの慣
習が残っていることなどを話し、意識を変えて男女共同
参画の実現を目指すよう意識啓発を行った。

今後も男女共同参画自社会実現に向
けた意識啓発を行っていく。

継続 Ｈ１７
市民活動課
男女共同参
画推進室

11
男女共同参画施策に関
する意見の処理

男女共同参画に関する施策についての意
見処理体制を整備する。

２７年度は男女共同参画に関する意見は出ていないた
め、組織の設置は行っていない。

総合相談室が市民活動課内にあるた
め、男女共同参画に関する意見は、す
ぐに対応できるように努めていく。

継続 Ｈ１７
市民活動課
男女共同参
画推進室

再掲7
講演会・フォーラムの開
催

事業番号７参照 継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

　　施策の方向３）固定的な性別役割分担意識の解消

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度上半期実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

再掲1

広報紙・情報紙等による
情報提供
・男女共同参画週間・月
間の活用

事業番号1参照 継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

再掲3
男女共同参画について
の出前講座の実施

事業番号3参照 継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

再掲7
講演会・フォーラムの開
催

事業番号7参照 継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

再掲9
市民企画講座・いきいき
ライフ講座の開催
・男の料理教室の開催

事業番号9参照 拡充 Ｈ１５ 文化芸術課
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　主要課題２　男女共同参画を推進するための教育の充実

　　施策の方向１）学校等における男女共同参画の推進　　

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

12
道徳教育を通した男女平
等教育の実施

道徳授業で「男女仲良く協力し合い助け
合う。男女は互いに異性についての正し
い理解を深め、相手の人格を尊重する」を
実施する。

公正・公平や男女の助け合いに関する道徳の学習が全
小中学校で行われた。

学習指導要領で行われることが定めら
れている内容であり、事業ではない。
よって、終了したい。

継続 Ｈ１５ 指導課

13
総合的な学習の時間を
通した人権教育の実施

様〄な体験を通した福祉学習を実施す
る。

職場体験学習においては男女が互いに尊重しながら協
働する姿を学ぶことができた。総合的な学習の時間で
は，福祉施設，幼稚園・保育園などへの訪問を通して人
権への理解が深まる有効な体験ができた。

協力いただける職場の開発，体験から
気づき・学び，探究へと広がる指導方法
の改善に努める。

継続 Ｈ１５ 指導課

14
学校行事、学級活動にお
ける男女平等教育の実
施

児童会活動や生徒会活動を通して男女の
協力、構成的グループエンカウンターによ
る互いの良さを発見する。

委員会活動，児童会・生徒会活動において，不必要な性
の区別がなく，男女相互の理解と男女平等の視点に
立った活動が全小中学校で行われた。

各教科の授業と学校行事との関連を明
確にして，相互に質的向上を実現する
教育活動の展開に努める。

継続 Ｈ１５ 指導課

15 教職員研修の実施
男女共同参画の学習指導のための手引
書の配布。

校内研修や職員会議において，男女共同参画の資料を
もとに，その趣旨や学校教育における意義について学
校訪問の際に伝達・研修した。

教職員の意識をさらに高めるための校
内研修の企画・運営を学校へ促す。

継続 Ｈ１５ 指導課

16
家庭科教育を通した家族
や子育ての学習の実施

家庭の生活の見直し。
家族の大切さや，男女が協力して家族の一員としての
役割を果たし，家庭を築くことの重要性を学ぶことのでき
る授業づくりを呼びかけた。

家庭科の授業のみではなく，学校の教
育活動全体を通して男女が協力し合う
大切さを知り，実際の家庭生活で活か
すことができるようにする。

継続 Ｈ１５ 指導課

17
技術・家庭科の男女共修
による生活能力の充実

男女が性別に捉われた役割意識を持たな
いよう、男子の家事参加意識の育成や女
子の木工作業を実施することにより、生活
能力を高める。

男女の別なく，木工作品の製作や調理実習，裁縫による
作品製作等を共に実施し，生活能力を高める授業展開
を行った。

学んだことを実際の場面で活かそうとす
る態度を養うことも今後も大切に扱って
いく。男女分かれての授業は現在の学
習指導要領においては存在しないの
で、事業としては16と統合し、終了して
よいと考える。

継続 Ｈ２０ 指導課
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

　　施策の方向２）家庭における男女共同参画の推進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

19 妊婦夫教室の開催

初めての経験である「妊娠」を夫婦そろっ
て、自分らしいお産を迎えられるよう支援
していく。（夫婦が安心して妊娠後期を過
ごすことができ、出産・育児に協力して前
向きに臨むことができるように）年６回、１
回３日間コースで実施。知識の習得、仲間
づくり、家族の協力、制度の有効活用に主
力をおき展開する。

6クール開催
妊婦参加延べ人数：250人
夫参加延べ人数：133人

多くの妊婦とその家族がより参加しや
すい体制を考慮していく。

継続 Ｈ１５
健康づくり推
進課

継続 Ｈ２０

保育課
健康づくり推
進課
教育総務課
指導課

18
健全な食生活を実現する

ための食育の推進

・男女を問わず、健全な食生活を実現す
るための能力を養成する。
・日常の給食で年齢に応じたマナー指導、
調理体験を通し食の関心を高める。
・保護者へ、食育の大切さを伝える。

・日常の給食での年齢に応じたマナーの指導
・野菜の栽培と観察及び調理体験
・栄養士部会で野菜を食べる啓蒙活動の手段として、
「USHIKU野菜オーケストラ」を作成し食育指導で活用。
・栄養士部会での朝ごはんの大切さの啓蒙活動（給食だ
よりに朝食レシピと標語掲載）
・栄養士部会で食育アンケートの実施（年長児及び年長
児保護者）と給食残菜調査を基にした食育指導
・地産地消の推進の為、農政課と協力し、牛久小麦を
使ったおやつ作りと生産者交流を給食おやつ時間に実
施
・保育参観で給食試食会を実施（下根、向原保育園の年
長児）
・みんなのしあわせ見本市で牛久産野菜を使ったピザの
試食および「USHIKU野菜オーケストラ」と地産地消PR活
動。（保育課）

朝食の大切さを伝える紙芝居を食生活改善推進員が市
内幼稚園保育園で年長児に対して実施した。　22園実
施。663名受講。（健康づくり推進課）

・学校給食うしくの日給食の実施（６月・１０月・１月：全１
３校：河童西瓜、地場産鶏肉などを提供）
・和食の日給食の実施（11月）
・市内産食材を使用した給食の提供により、食事の大切
さを確認指導する。（教育総務課）

家族で食卓を囲んで食事を共にする団欒の時間の大切
さや，栄養バランスのとれた食事をとる重要性を，児童
生徒及び家庭にも呼びかけた。「つくろう料理コンテスト」
など各種事業への参加を通して健全な食生活への意識
を高めた。（指導課）

保護者に向けた食育の普及活動（保育
課）

関係機関との連携を強化する必要あ
り。（健康づくり推進課）

牛久産食材の安定供給（教育総務課）

学校･家庭･地域が連携を図り，健全な
食生活が実現できるような広報活動や
研修会を学校を基盤に更に充実させ
る。（指導課）
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

20 家庭教育講演会の開催

子どもを育てる環境が大きく変化している
今、教育の原点ともいえる家庭教育の重
要性を幼稚園、小学校、中学校の保護者
や地域の方に理解してもらい、健やかな
子育て環境につなげるための学習機会と
して家庭教育講演会を開催する。

学級生の対象が幼稚園の保護者から
中学生の保護者までと幅があるため、
内容をどの年代に合わせるか考える必
要がある。

継続 Ｈ１５ 文化芸術課

21
男性の家庭教育への参
画促進

男性の家庭における参画について理解を
促し、固定的な性別役割分担意識の解消
を図る。

男性（父親）に家庭教育の重要性を理
解してもらうために、26年度から合同閉
級式・講演会を土日開催にしている。男
性の参加は多いとは言えないが、尐し
ずつ増えているので、声かけを継続して
行うとともに、参加したくなるような内容
を考えていく。

継続 Ｈ１５ 文化芸術課

再掲1

広報紙・情報紙等による
情報提供
・男女共同参画週間・月
間の活用

事業番号1参照 継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

22 家庭の日の普及啓発
家庭の役割を見つめなおすため、毎月第
３日曜日が家庭の日と定められていること
を広く啓発していく。

○親子ふれあい教室　12/23（水）実施
【開催内容】
・ソーセージ作り（AM/PM）…51名（24組）
・そば作り（AM/ＰＭ）………54名（20組）
・リース作り…………………9名（4組）
・しめ縄作り…………………19名（10組）
・やきもの作り………………41名（15組）
○親子ふれあい映画鑑賞会　3/20（日）実施
「ミニオンズ」を2回上映
　1回目：640人　2回目：460人

「家族や家庭の役割、大切さを見つめ
直す」ことを目的に家庭の日が定めら
れているが、残念ながら周知されてい
ない状況にある。ふれあい教室や映画
鑑賞会などを第3日曜日に行うようにす
るなどし、啓発に努める必要がある。

継続 Ｈ１５ 文化芸術課

○合同閉級式及び講演会：1/31（日）実施
　　参加者数：130名
　　第一部　合同閉級式　代表学級活動報告
　　第二部　講演会　講師　奥山和弘
　　　　　　　「コブつきオジさんの独り言
　　　　　　　　　　～子どもの育ち、親の成長～」
　
　　託児者数：8名　託児ｽﾀｯﾌ：5名
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　　施策の方向３）　生涯学習における男女共同参画の推進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

再掲9
市民企画講座・いきいき
ライフ講座の開催
・男の料理教室の開催

事業番号9参照 拡充 Ｈ１５ 文化芸術課

再掲4
男女共同参画に関する
市職員研修の実施

事業番号４参照 継続 Ｈ１５ 人事課

　主要課題３　男女間におけるあらゆる暴力の根絶

　　施策の方向１）ドメスティック・バイオレンス（配偶者等に対する暴力）の防止対策の推進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

23
ＤＶ防止に関する啓発活
動の実施

配偶者等に対する暴力が犯罪であること
の社会的認識を徹底するため、広報紙や
インターネットによる情報の提供を行う。

男女共同参画コーナーにて、県で設置した「ＤＶ相談ナ
ビ」や「全国共通ＤＶホットライン」の案内を設置

男女共同参画コーナーやホームページ
等を活用した情報提供を行っていくとと
もに、事業所にも情報提供できるよう努
めていく。

拡充 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

24
ＤＶの未然防止のための
講座・セミナーの開催

「男女共同参画講座」の中で、ＤＶについ
ての理解を深めるための学習の機会を提
供する。

県や外部団体で実施する講座について、男女共同参画
コーナーにて案内を行った。

今後の講座の中に、ＤＶ防止について
の講座を取り入れていく。

拡充 Ｈ１６
市民活動課
男女共同参
画推進室

　　施策の方向２）セクシュアル・ハラスメント等防止対策の推進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

再掲1

広報紙・情報紙等による
情報提供
・男女共同参画週間・月
間の活用

事業番号1参照 継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

25
企業等に対するセクハラ
防止の普及啓発

市内事業所に対して、セクシュアル・ハラ
スメント防止に関する情報提供を行うとと
もに、周知徹底の方策を検討する。

男女共同参画コーナーにセクハラ防止に関する資料を
設置（市民活動課）

企業を対象にセクハラ防止に関するパンフレットを送付
（商工観光課）

ＤＶの情報と同様、男女共同参画コー
ナーやホームページ等を活用した情報
提供を行っていくとともに、事業所にも
情報提供できるよう努めていく。
（市民活動課）

関係機関からセクハラ防止に関するパ
ンフレット、チラシ等を取り寄せ、効果的
な啓発を行えるようにする。
（商工観光課）

継続 Ｈ１５

市民活動課
男女共同参
画推進室
商工観光課
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

26
市職員のセクハラ実態調
査の実施

市職員によるセクハラの実態調査をする。

職場ヒアリングを随時行い管理職側から職場の実態調
査をする。全職員実施する自己申告書やアンケートにお
いてフリーワード欄を設け、心配事やその他意見として
記入を求め実態を把握する。

平成27年度におけるセクハラに関する
相談件数は0件であった。相談がきた際
には、個人情報やプライバシーに配慮
した対応ができるよう努めていく。また、
積極的に声掛け等を行い、相談しやす
い環境づくりにも努める。

継続 Ｈ１６ 人事課

27
市職員・教職員のセクハ
ラ・パワハラ防止研修の
実施

庁内におけるセクシュアル・ハラスメントを
防止するため、市職員に対してセクシュア
ル・ハラスメントに関する研修を実施する。

前期新規採用職員研修のカリキュラムとして盛り込み、
理解を深めた。平成27年度において全職員を対象とした
ハラスメント講習会を全3回開催した。（人事課）

課内の打合せ及び会議において，セクシュアル・ハラス
メントの防止について伝達し，職員の意識向上を図っ
た。また，学校訪問全体会の際，セクシュアル・ハラスメ
ント，パワー・ハラスメントの防止について注意を促した。
（指導課）

ハラスメントに対する理解を定着させる
ため、専門のカウンセラーによる実話を
交えての講習会を定期的に開催し続け
ることが重要。また、新規採用職員には
入庁してすぐにハラスメントに対する牛
久市の取り組みを理解させていく。（人
事課）

職員の理解をさらに深めるため，引き
続き打合せや会議での啓発，意識向上
を図っていく。（指導課）

継続 Ｈ１５
人事課
指導課

28
市職員・教職員向け意識
啓発用冊子等の配布

職員に向けた意識啓発用冊子を配布す
る。

「牛久市職員のハラスメント防止に関する要綱」が平成２
５年４月１日から施行となり、「ハラスメント防止パンフ
レット」を庁内回覧している。また、新採職員研修時にお
いても資料として使用し、意識啓発を行っている。（人事
課）

意識啓発用冊子は配布していない。（指導課）

今後は適宜見直しを行い、掲載内容の
さらなる充実を図る。
（人事課）

冊子の配布，意識啓発の実施について
今後も検討していく。（指導課）

継続 Ｈ１５
人事課
指導課

　　施策の方向３）相談体制の充実

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

29
女性保護に関する相談
の充実

家庭相談員及びこども家庭課ケースワー
カーが、児童福祉法に基づく母子生活支
援施設入所相談及び助産施設入所相談
を行う。子ども（１８歳未満）の安全の確保
のため、ＤＶ被害者に対しては、母親と子
の一時保護の相談に応じ、母子生活支援
施設入所等自立支援を行う。

子どもを伴ったＤＶ相談件数：のべ13件（実人数3人）

子どもの面前でＤＶを行うことは、平成２
５年度から心理的虐待に分類されるこ
とになっている。子どもを伴うＤＶ相談を
受ける際には、虐待対応の視点とアセ
スメントが必要。担当職員（ケースワー
カー）や相談員の専門性と経験値の向
上が必要である。

継続 Ｈ１５ こども家庭課

30 フェミニスト相談の実施
性別による差別的取扱いや人権の侵害、
その他の女性の悩みについて、フェミニス
ト相談員が相談や支援を行う。

毎週月曜日に「女性のための悩みごと相談」実施
相談件数　１５件（延べ）

毎週月曜日の相談実施が定着してきた
ため、今後は女性だけでなく男性の相
談体制も検討していく。

継続 Ｈ１６
市民活動課
男女共同参
画推進室
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

31
相談業務に携わる市職
員研修の実施

相談者のニーズに即した相談を行えるよ
う相談員としての資質を高めるため、相談
業務に携わる職員に対し、研修の機会を
提供する。また、相談員の抱える問題に
対応するために継続的な研修を展開す
る。

人事担当相談スタッフの接遇講師養成研修（1名）を実
施した。
また、稲敷地方広域市町村圏事務組合共同研修「窓口
サービス向上研修」（4名）、自治研修所「クレーム対応
能力向上講座基礎編・応用編」（4名）を派遣させ、知識
技能の習得に結びつけた。

職員からの派遣希望者が多く、また、市
民から行政への高度で多様な要求に備
え、その対応方法を習得するためにも
今後も継続的に相談業務やクレーム対
応に関する研修に職員を派遣していく
方針である。特に、意見や苦情等の多
い課、窓口業務の対応が必要な課等を
重点的に検討していく。

継続 Ｈ１５
人事課
各課

32 被害者支援施設の検討

ドメスティック・バイオレンスの被害者が保
護を求めてきた場合に対応するため、県
内の支援施設と連携し、入所の拡大を図
る。

1世帯入所継続中。（こども家庭課）

担当職員や相談員の専門性や経験値
の向上。（こども家庭課）

引き続き。こども家庭課や関係機関と
連携し、保護を求めてきた方の対応に
協力していくとともに、支援施設の設置
の必要性について協議していく。
（推進室）

継続 Ｈ１５

市民活動課
男女共同参
画推進室
こども家庭課

33
関係機関と連携したDV・
ストーカー被害者支援の
充実

警察署、県配偶者暴力相談支援セン
ター、近隣市町村、関係課との連携を密
にし、被害者支援を強化する。

警察との連携１件。（こども家庭課）

県主催のＤＶ対策ネットワーク会議欠席のため資料を確
認（推進室）

担当職員や相談員の専門性や経験値
の向上。（こども家庭課）

引き続き。こども家庭課や関係機関と
連携し、保護を求めてきた方の対応に
協力していくとともに、ＤＶ被害者に二次
被害を与えないよう、配慮する。ＤＶ研
修会や相談員研修への参加により相談
技術のレベルアップに努める。（推進
室）

継続 Ｈ１５

こども家庭課
市民活動課
男女共同参
画推進室

　主要課題４　メディア社会における男女共同参画の推進

　　施策の方向１）男女の人権を尊重した情報発信の推進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

34
広報紙作成における男
女共同参画の視点の導
入

広報紙を作成する際、性差別や固定的な
性別役割分担意識を助長した表現になら
ないよう配慮する。

広報記事の編集の際に男女共同参画の視点を取り入
れるよう配慮した。

継続して、性差別や固定的な性別役割
分担意識を助長した表現にならないよ
う配慮するとともに、積極手的に男女共
同参画の記事を掲載していく。

継続 Ｈ１５ 市民活動課

35
ホームページ作成におけ
る男女共同参画の視点
の導入

ホームページを作成する際、人権に配慮
した表現、固定的な性別役割分担を思わ
せるような表現などに注意し、男女共同参
画の視点を取り入れながら作成する。

ホームページを作成する際、人権に配慮した表現、固定
的な性別役割分担を思わせるような表現などに注意し、
男女共同参画の視点を取り入れながら作成した。
（推進室）

11月27日にホームページをリニューアルした。主にトップ
ページにおいては、女性職員の意見を多く取り入れ、市
の業務情報を5つのカテゴリに分け、大きな写真などを
配置し、よりシンプルな構成にした。　（情報政策課）

今後も表現に十分注意し、ホームペー
ジを作成していく。（推進室）

今後においても、女性職員の視点で、
写真やイラストを使用した、より見やす
いデザインにしたり、女性や子供、高齢
者の方に、より分かりやすい表現にす
るなど、誰もが使いやすいホームペー
ジを作成する必要がある。（情報政策
課）

新規 Ｈ２５

市民活動課
男女共同参
画推進室
情報政策課
各課
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　　施策の方向２）情報に対する判断力・活用能力の向上の促進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

36

情報を主体的に読み解
き、自ら発信する能力（メ
ディア・リテラシー）教育
の実施

メディアとの関わりが不可欠な現代社会
において、メディアを通じてコミュニケー
ションする能力を身に付けることの重要性
が高まってきているので、教材を利用した
学校教育を実施していく。

学活・総合的な学習の時間にインターネットの活用等を
通して、メディアが社会や生活に及ぼす影響を理解した
り、情報化の進展に主体的に対応できる能力を育成した
りする授業を展開した。

情報そのものを主体的に収集・判断で
きる能力の育成を図るための情報教育
担当者会議の充実を図る。

継続 Ｈ２０ 指導課

37

あらゆる市民が情報を共
有できる情報発信の充実
・広報紙全戸配布
・ラジオ放送・メールマガ
ジンの充実

様〄なツールを使った情報発信を行い、
あらゆる市民が情報を共有できるよう努
める。
広報紙は全世帯にいきわたるようにする
為、ポスティングを実施する。

市とＮＰＯ法人牛久コミュニティ放送との間で業務委託契
約を締結し、ＦＭ放送を活用しイベント情報や市政情報
など市民が共有できる情報を多岐に渡り放送している。
また、災害発生時に災害情報を迅速に放送することが
できた。
（情報政策課）

広報うしく１日号・・・区長さんを通して区民に配布
　　　〃　１５日号・・・全戸配布（ポスティング）
ラジオ放送（茨城放送）うしくシティーチャンネル（市の情
報）・・・毎週水曜日午前８：２５～５分間放送
メールマガジン・・・毎週２回（水・金）市の情報を発信
ちゃんみよＴＶ・・・毎日市の情報を発信、月２回動画配
信
（市民活動課）

市が業務委託している市政情報番組に
ついて、より多くの市民に聞いてもらえ
るような番組作りが必要。また、市民レ
ポーターなどのボランティアを養成し、
いろいろな角度から情報提供できるよう
な体制を整える必要がある。（情報政策
課）

今後も様〄なツールを使った情報発信
を行い、あらゆる市民が情報を共有で
きるよう努める。
広報紙は全世帯にいきわたるようにす
る為、１日号もポスティングを検討する。
（市民活動課）

新規 Ｈ２５
情報政策課
市民活動課
各課

38

市からの情報について、
市民が容易に問い合わ
せや相談ができる体制の
充実

市が発信する情報について、市民が問い
合わせや相談がしやすいよう、体制の充
実、体制の周知を図る。

総合相談室への相談件数・・・４０２件
市ホームページ上に「教えて　市役所さん」コーナーを設
け、気軽に質問できるようにしているが、問い合わせは
無い。
（市民活動課）

牛久市公式ウェブサイトのコンテンツに対する、ユー
ザーからの意見と評価を各課へ連絡し、その後の対応
に役立てている。（情報政策課）

今後も市が発信する情報について、市
民が問い合わせや相談がしやすいよ
う、体制の充実、体制の周知を図ってい
く。（市民活動課）

窓口・電話・ホームページ等様〄な媒体
をより使いやすくしていける工夫が必
要。ホームページ、コミュニティＦＭを通
したＰＲも継続的に行う必要がある。
（情報政策課）

新規 Ｈ25
市民活動課
情報政策課
各課

再掲150

消費生活センターと連携
した振り込め詐欺等の未
然防止に関する情報提
供

事業番号150参照 新規 Ｈ２５ 商工観光課
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◆　基本目標Ⅱ　男女があらゆる分野に参画できる環境の整備
　主要課題１　政策・方針決定過程への女性参画の促進

　　施策の方向１）女性の政治参画意識の促進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

39 議会だよりの作成
議会活動の内容や状況等を周知すること
により議会や市政への関心度を高めるた
め、議会だよりを作成する。

表紙に多種多様なイベントの写真を様〄なアングルから
撮影し、それらの写真を複合的に組み合わせて掲載す
ることにより、読者である市民の関心を引き、2ページ以
降の議会記事へと誘導し、尐しでも多くの方に読んでい
ただけるような取り組みをしています。

今後も積極的に女性の視点を随所に取
り入れ、紙面の刷新（規格の変更等を
含む全面変更）を視野に入れ、簡潔か
つ明瞭な記事によって、市民の関心度
の高い紙面の充実を目指す。

継続 Ｈ１５ 議会事務局

40 議会傍聴の促進
市議会の傍聴について広報紙等により市
民に周知し、傍聴者数を増やすことによ
り、議会や市政への関心度を高める。

議会傍聴について、従来どおりホームページや議会だよ
り等により周知を図っていることに加え、昨年度に引き
続き今年度も議会報告会を開催し、議会に対する市民
の関心を高めることができた。その結果、傍聴者数は増
加傾向にあります。

傍聴者数を伸ばすために、ホームペー
ジや議会だより等の従来の周知媒体を
補完し、リアルタイムに情報発信できる
ような仕組みをつくり、女性傍聴者も含
め、より多くの傍聴者を取り込めるよう
な周知媒体についての検討が必要であ
る。

拡充 Ｈ１５ 議会事務局

41 模擬議会の実施

市民の貴重な意見や提言を積極的に求
めるとともに、市政運営や議会制度の仕
組みなど、市政に対する理解や関心を一
層深めてもらうため実施する。

小学生模擬議会の開催（8／5）
・小学生模擬議員全16人の内、女性7人（44％）

模擬議員の選定に関して男女比を考慮
するとともに、模擬議会で話し合われる
議題についても、男女共同参画への意
見や提言を積極的に求める。

継続 Ｈ１５ 市民活動課

42 選挙啓発の実施

通常時、イベント時及び選挙時に街頭啓
発を行うことにより、選挙に対する意識を
高める。また、投票所の選挙管理者及び
選挙立会人に女性を積極的に登用する。

・選挙啓発の実績：２回（牛久市議会議員一般選挙４月
２３日／牛久市長選挙９月１０日　どちらとも牛久駅改札
前で実施）
・投票所管理者及び立会人の女性登用の割合：牛久市
議会議員一般選挙16.67%／牛久市長選挙15.28%

・選挙啓発については、これまで通り実
施していく。
・投票所管理者等への女性の登用につ
いては、区長の推薦により選出していた
だいているが、女性の割合は昨年度の
選挙と比べて減尐しており、今後も区長
に対し推薦を上げていただく際は、女性
の積極的な登用をお願いしていく。

拡充 Ｈ１５ 総務課
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　　施策の方向２）審議会、委員会への女性の積極的登用

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

43
女性の人材発掘と情報
提供

女性人材の積極的な活用を図るため、
様〄な分野で活躍する、知識、経験、能
力等を有する市内女性の人材の発掘を行
うとともに、情報の提供を行う。

大好きいばらきネットワーカーバンクを活用し、県内の女
性の人材紹介を行っている。市独自のものは現在のとこ
ろ実施していない。

個人情報保護の観点も踏まえたうえ
で、社会福祉協議会のボランティアセン
ター登録制度との連携ができるよう進
めていく。

継続 Ｈ１８

市民活動課
男女共同参
画推進室
各課

44 公募制の導入

市民から広く人材の登用を図るため、審
議会等の委員の公募制の導入を推進す
る。また、導入や委員の委嘱について各
課に指導する。

男女共同参画審議会委員において、広報紙で公募委員
を募集し、２名応募。面接の結果１名を委嘱した。

公募制の意義を再度確認し、随時協議
しながら進めていく。

継続 Ｈ１５
人事課
各課

45
審議会等への女性委員
の積極的登用

市政運営にかかる審議会等における女性
委員の割合を平成２９年度までに３０％に
するとともに、女性委員がいない審議会を
解消する。

行政委員会及び付属機関の女性委員の割合
平成２５年度（H２５．４．１現在）　２１．４９％
平成２６年度（Ｈ２６．４．１現在）　２２．５５％
平成２７年度（Ｈ２７．４．１現在）　１９．５６％

[内訳]
行政委員会数６　  委員数　２９人中　　　 ７人　２４．１
３％
付属機関数 ４３　  委員数４２１人中　　８１人　１９．２
４％

女性委員の割合は過去最高の２４年度
に近づく値となった。女性委員が一人も
いない委員会は８つ（行政委員会が２、
付属機関が６）あり前年度から２つ増え
ているため、女性委員が一人もいない
委員会をなくすよう改善していく。また、
女性委員の割合が低い委員会に対して
積極的に働きかけていく。

継続 Ｈ１５

市民活動課
男女共同参
画推進室
各課

　　施策の方向３）市・企業・団体における女性の参画促進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

46
企業等への情報提供・意
識啓発活動の実施

市内事業所や各種団体に対して、方針決
定の場へ女性が多く参画できるよう、情報
提供や啓発を行う。

企業等への働きかけに対する今後の展開の足がかりと
するため、企業等から女性の審議会委員を選出してい
る。
１５名中６名（第７期）（推進室）

実態把握のためのアンケートを実施（商工観光課）

商工観光課と連携を図りながら、企業
に対して意識啓発できるような情報提
供を検討していく。（推進室）

商工会等と連携を図り、意識改善のた
めの啓発や情報提供を行う。
（商工観光課）

継続 Ｈ１７

市民活動課
男女共同参
画推進室
商工観光課

47
入札参加資格申請者に
対する男女共同参画推
進状況調査の実施

入札参加資格申請時に各企業に対し、男
女共同参画に関する報告書の提出を促
し、企業の実態を把握する。

市内･準市内の入札参加資格申請事業者を対象に、育
児休業制度の有無等の男女共同参画報告書を提出し
てもらうこととし、２１年度受付分から実施した。２７年度
受付分については、９４事業者から回収し、２５年度の調
査と比較した報告書を作成。２８年度受付分も引き続き
実施していく。（推進室）

平成２８年１月４日～１月２９日の期間、入札参加資格申
請書類の提出と共に男女共同参画推進室が作成したア
ンケートを提出してもらった。（契約検査課）

事業者の実態を把握して、今後の男女
共同参画推進に向けた取り組みに反映
させていく。また、取り組みの有無によ
る加点制度の導入についても、他市町
村の状況を踏まえながら、検討してい
く。（推進室）

事業者に対して男女共同参画に関する
啓発をする機会として、引き続き男女共
同参画推進室と協力して実施していき
たい。
（契約検査課）

継続 Ｈ２０

市民活動課
男女共同参
画推進室
契約検査課
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

48
女性管理職の積極的登
用

男女の区別なく、意欲と能力を平等に評
価し、活躍の機会を提供するための環境
をつくり、管理職に男女の差なく登用す
る。

平成27年度、女性職員を対象とした、女性リーダー養成
研修を実施した（4名）。

平成28年4月1日時女性管理職人数は4級（17名）、5級
（8名）の計25名。全管理職員中の女性割合は25名/131
名＝19.08%

管理職への登用は、従来から勤務評定
による査定を基本としているが、男女の
区別なくリーダー素養意識の向上に向
けた研修の実施など、その環境作りに
引き続き努めていく。
平成28年度に女性活躍推進法が成立
し、計画の策定が義務付けされこれま
で以上に女性職員が能力と意欲を発揮
できるような働きかけと工夫が必要。

拡充 Ｈ１５ 人事課

49
人材育成基本方針に基
づいた職員育成の実施

人材育成基本方針に基づき、性別にかか
わらず一人ひとりを活かす人材育成を行
うとともに、男女が同様に業務経験を積め
るような職場環境を整える。また、性別が
偏らない人事配置に考慮する。

各課におけるヒアリングを実施しており、職場の実態を
目で見て確認する方法で職場環境の改善ための工夫を
図っている。

職員のモチベーション維持向上のた
め、各職場におけるヒアリングの実施
と、職場環境を向上させるような人事配
置を工夫しながら整備していく。

継続 Ｈ１５ 人事課

　主要課題２　男性、子どもにとっての男女共同参画の推進

　　施策の方向１）男性にとっての男女共同参画の推進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

再掲9
市民企画講座・いきいき
ライフ講座の開催
・男の料理教室の開催

事業番号9参照 拡充 Ｈ１５ 文化芸術課

再掲19 妊婦夫教室の開催 事業番号19参照 継続 Ｈ１５
健康づくり推
進課

再掲21
男性の家庭教育への参
画促進

事業番号21参照 継続 Ｈ１５ 文化芸術課

50
男性に対する相談体制
の設置

男性のさまざまな悩みに対し、関係機関と
の連携を図りながら、その解決に向けた
相談体制を確立する。

・毎週月曜日に「女性のための悩みごと相談」実施
・２５年度から相談員が１名で相談を受けている。今後は
男性の相談、希望に応じて曜日変更を可能にするなど
を検討していく。

相談員の勤務状況を勘案しつつ。今後
は男性の相談の導入などを検討してい
く。

新規 Ｈ２５
市民活動課
男女共同参
画推進室
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

51
ボランティア活動の参加
促進

地域において、男女ともにさまざまなボラ
ンティア活動に積極的に参加できるよう、
働きかけていく。

行政区のたまり場（集会所）を起点に地域のボランティア
活動を推進する。たまり場補助金を支給（24行政区）ま
た、様〄なボランティア活動を推進するべく、全市民を対
象に市民総合賠償保険に加入し、ボランティア活動中の
事故や怪我に対応できるようにしている。（市民活動課）

○ボランティア団体等登録状況
登録団体数233団体（6,594名）、個人401名、計6,995名
○ボランティア相談・あっせん活動
相談件数348件、紹介件数199件(社会福祉協議会)

・たまり場活動を推進するため行政区
集会所の改善等の助成をしていく。
・引き続きボランティアセンターと連携し
ながらボランティア活動を支援していく。
（市民活動課）

・ボラセンへの登録団体、人数は26年
度末実績に比べ、9団体361人（新規11
団体、廃止2団体）の増、個人ボランティ
アは36人の増となっており、ボランティ
ア人数は毎年確実に増えている状況で
あるが、社協広報紙等を通じて、市民に
対するボランティア活動への参加をさら
に促す。(社会福祉協議会)

継続 Ｈ２０
市民活動課
社会福祉協
議会

　　施策の方向１）子どもにとっての男女共同参画の推進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

再掲12
道徳教育を通した男女平
等教育の実施

事業番号12参照 継続 Ｈ１５ 指導課

再掲17
技術・家庭科の男女共修
による生活能力の充実

事業番号17参照 継続 Ｈ２０ 指導課

52
小中学校における健康
教育及び性教育の推進

エイズ教育や性教育を全ての学校で実施
する。

児童生徒の発達段階に応じた健康教育および性教育の
授業が小中学校において行われた。中学校では講演会
を実施した。

生命の尊重に関する性教育の授業の
開発に努める。

継続 Ｈ１５ 指導課

53
進路指導・キャリア教育
の推進

性別による固定的役割分担意識にとらわ
れることなく、児童生徒が自ら生き方を考
え、主体的に進路を選択する能力・態度を
身に付けるための進路指導を推進するほ
か、自らの個性を生かし、自らの希望に
あった進路を選択できる能力や勤労観を
身に付けることができるよう、ライフコース
を見通した総合的なキャリア教育を展開
する。

児童生徒が自らの生き方を考え、希望にあった進路を
選択できる能力や勤労観を身に付けることができるよう
進路指導を行った。
中学校に置いては，中学生社会体験事業「トライアルハ
ンドブック」を活用するとともに，市内外の各事業所で職
場体験学習を実施した。

今後も，個性を生かし、自らの希望に
あった進路を選択できる能力や勤労観
を身に付けた児童・生徒の育成を目指
す。

新規 Ｈ２５ 指導課

54

学校における相談体制
の充実
・スクールカウンセラーの
設置の促進

不安や悩みを抱える児童生徒を支援する
ため、スクールカウンセラーの設置の促進
など、学校における相談体制の整備・充
実を図る。

全小中学校にスクールカウンセラーを配置し，教育相談
や教員に対する研修を行った。

今後も校内における教育相談の体制づ
くりを進める。

新規 Ｈ２５ 指導課

17



　主要課題３　地域社会における男女共同参画の推進

　　施策の方向１）男女がともに参画する地域活動の促進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

55
地域活動への支援及び
情報提供

市と市民との緊密なる連絡及び市政の円
滑な運営を図る。また、区長・副区長への
女性の登用について働きかける。

・行政区のたまり場（集会所）を起点にさまざまな地域活
動を推進する。たまり場補助金を支給（24行政区）
・区長さんを通じ、行政区民への情報伝達を行ってい
る。

・たまり場活動を推進するため行政区
集会所の改善等の助成をしていく。

継続 Ｈ１５ 市民活動課

56 女性消防団員の登用

消防団の活動において、火災の予防活動
や市民への防火啓発を強化することを目
的に、積極的に女性消防団員を登用す
る。

市内の保育園、幼稚園を訪問し、幼年期からの防災意
識の育成を目的として、約105名の幼児を対象に紙芝居
やクイズによる防災啓発活動を実施した。人数が増えた
ことにより、これまでの活動を見直して保育園の訪問数
を2件増やし、かっぱ祭に参加するなど新しい内容に
チャレンジすることができた。

新入団員確保のため継続して募集し、
募集方法についても、現在行っている
広報紙とHPへの掲載以外の手段を検
討する。また、団員の活動意欲を満た
す充実した活動をしていくとともに、団
員がより活動しやすい環境にする必要
がある。

拡充 Ｈ１５ 交通防災課

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

57
ハーモニーフライト事業
への参加促進

茨城県が主催する女性海外派遣事業に
市内の女性が多く参加するよう、積極的
に働きかける。

資料を設置し、広報うしく５月１日号に募集記事を掲載し
たが、申込者はいなかった。

２３年度から女性団体連盟による委託
事業となった。今後も引き続き市民を派
遣できるよう、募集については広報紙
掲載にとどまらず、ネットワーク会員等
を通して、積極的に働きかけていく。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

再掲6
男女共同参画ネットワー
ク組織の充実

事業番号6参照 拡充 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

58
男女共同参画功績者の
各制度への推薦

男女共同参画の推進に功績のあった市
民・団体・企業を、国や県が実施する表彰
制度に推薦する。

推薦の対象となる個人・団体の該当がなかった。
男女共同参画のＰＲの一貫として、該当
者がいた場合には、国や県に推薦して
いく。

継続 Ｈ１７
市民活動課
男女共同参
画推進室

59
男女共同参画活動の功
績者に対する表彰

男女共同参画の推進に功績のあった市
民・団体・企業を表彰する制度を作る。

男女共同参画に限定した表彰制度は作っていない。

市の表彰制度があるので、男女共同参
画の推進に功績のあった者・団体等は
善行表彰してもらうよう、働きかけてい
く。

継続 Ｈ２０
市民活動課
男女共同参
画推進室

60
学校行事（PTA活動）に
参加しやすい環境の整
備

学校開放日を定期的に設定し、参観者の
ニーズにあわせる。

休日の授業公開や，自由参観日を設定し参観者の都合
に応じた学校開放日の設定を行うよう学校に促した。

地域の実態を的確に把握し，参観者が
参観しやすい学校開放日の設定を引き
続き行うとともに，地域に開かれた学校
づくりを進めていく。

拡充 Ｈ１５ 指導課

18



事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

Ｈ１５

市民活動課
男女共同参
画推進室
各課

61
市実施事業における託

児制度の導入

市が主催する事業や地域活動などに子育
て中の男女ともに積極的に参加できるよ

う、託児制度を導入する。

【こども家庭課】
実績なし。

【文化芸術課】
○講座
「骨盤底から腰痛・肩こり解消!!」講座で託児を実施。7名
の幼児が利用
講座申込者数55名うち託児希望者10名（幼児10名）から
7名（幼児7名）が受講した。

○家庭教育学級
1月31日の合同閉級式及び講演会で託児を実施。
申込者5名（幼児8名）の申込であったが、当日、小学生
を含む9名の追加があり、15名の子どもを預かった。

○託児スタッフ
Ｈ21年度よりスタッフの登録を募り、事業実施にあわせ
協力を依頼。現在、14名のスタッフが登録。

【市民活動課】
　実績なし

【交通防災課】
27年度は託児制度を必要とする事業の実施はなかっ
た。

託児ができる環境や仕組みづくりが課
題。
（こども家庭課）

事業や講座へ参加する際に、子どもを
気にせず参加できたので、リフレッシュ
の時間となったとの意見をいただいてい
る。今後も託児付講座や事業は継続し
ていきたい。
(文化芸術課）

現在、託児の実施は各課の担当者の
意識に頼っている状況であるため、市
全体の制度として導入できないかを検
討していく。(市民活動課)

託児サービスについて周知していく。
(交通防災課）

継続
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

62
男女共同参画の活動拠
点の整備・充実

あらゆる世代の市民が集う男女共同参画
社会実現のための活動の拠点づくりを進
める。

現在は男女共同参画コーナーを設置し、男女共同参画
に関する資料やパンフレットを設置している。

男女共同参画ネットワーク加入団体については、ひたち
野リフレ会議室を有効に活用できるよう、案内している。

現在の男女共同参画コーナーを市民の
たまり場として活用でき、男性も女性も
気軽に情報収集ができるように随時改
良していくとともに、拠点づくりの必要性
について市民意識調査を実施したの
で、その結果を踏まえながら、拠点の必
要性について、調査、協議していく。

継続 Ｈ２０
市民活動課
男女共同参
画推進室

再掲51
ボランティア活動の参加
促進

事業番号51参照 継続 Ｈ２０
市民活動課
社会福祉協
議会

63 元気農園事業の充実
市内９ヶ所の空き農園を市民に貸し出し、
野菜を育てるなど有効に活用していただ
く。

3管理団体が契約更新を迎えたが、引き続き契約を希望
され、各元気農園において多くの方が家庭菜園を楽し
み、住民同士の交流を深めている。

市内９か所、343区画、21000㎡、183人参加

各農園とも空き区画がほとんどない状
態であるため、新規参加希望者の受入
が課題となる。
また、行政区を主体として管理運営をお
願いしているが、開設していない地域の
市民からの要望に応えるため、管理団
体の検討をする必要がある。

継続 Ｈ１８ 農業政策課

64
地域における生涯学習
活動の支援及び情報提
供

地域ふれあい講座（地域住民が身近に活
動できる各地域の施設（自治会館等）を有
効利用し，行政区等内で活動する団体が
主体となり企画実施する事業）に講師を派
遣し講師謝礼を一部負担することで，地域
住民の学びの機会と生涯学習活動を支
援する。

講師派遣依頼…12件
（内訳）ふれあいサロン「ゆうゆう」　8件
　　　　下根ヶ丘自治会たまり場運営委員会　2件
　　　　青尐年育成牛久市民会議女化西支部　2件

職員派遣依頼…1件

平成25年度は講師派遣依頼が0件で
あったが、26年度には5件、27年度は12
件と徐〄に利用が増えている。今後も
行政区や子ども会などに広報周知をし
てい行きたい。

継続 Ｈ２５ 文化芸術課

65
各小学校地区社会福祉
協議会への支援

一人の不幸も見逃さない地域づくりを目指
して、生活の中から出された様〄な福祉
課題を解決するため、地域の特徴に合っ
た地域福祉活動を進める新たな支え合い
の活動基盤として、小学校区単位での社
会福祉協議会を設立するための支援、設
立後の支援を行う。

○地区社協設立及び活動への支援
牛久小学区地区社協、二小学区地区社協、奥野小地区
社協、神谷小学校区地区社協、向台小学校区地区社
協、岡田小学校区地区社協、中根小学校区地区社協、
ひたち野うしく小学校区地区社協
○地区社協活動支援助成金の交付
8地区社協×70万円（内訳として市助成：20万、共同募
金配分金：50万円）

・各地区社協とも住民同士の交流や、
見守り体制づくり、高齢者支援活動な
ど、その地域課題に応じた活動が進め
られ、それらが円滑且つ効果的に展開
されるよう支援することができた。さらに
住民相互の地域福祉活動が進められ
るよう連携を強化する。

新規 Ｈ２５
社会福祉協
議会

66
地域における方針決定
過程への女性の参画拡
大

行政区、自治会などの代表はまだまだ男
性が多いことから、地域における活動に
関する方針決定過程に女性を積極的に登
用するよう、地域に働きかける。

・区長６３名のうち女性区長は１名（１．６％）
・副区長１３７名のうち１２名（８．８％）
・男・女フォーラム２０１６への参加を依頼予定

男女共同参画行事・地域社会活動へ女
性も男性も積極的に参加できるよう促し
ていく。

新規 Ｈ１５ 市民活動課
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　　施策の方向２）まちづくりの分野での男女共同参画の推進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

67
地域における安心・安全
のまちづくりの推進・啓
発・情報の提供

自主防犯組織の結成促進や防犯灯の設
置等、犯罪の起きにくい環境の整備を図
り、防犯意識の向上を図る。

引き続き地域安全のために、行政区が組織する自警団
による防犯パトロールや防犯サポーターによる児童の下
校時の青色防犯パトロールを実施した。
警察や各種団体と連携をとりながら、のぼり旗の掲出に
よる防犯対策を行い、防犯意識の向上を図っている。警
察からの依頼により、市内のニセ電話詐欺発生時に注
意喚起の防災無線放送及びかっぱメール配信及びコ
ミュニティＦＭ放送を実施した。

自警団の結成を促進するとともにその
活動を支援し、防犯灯の設置や防犯パ
トロール活動の充実を図り、犯罪のおき
にくい環境を整備するため、引き続き、
警察や各種団体と連携をとりながら防
犯対策を実施していく。

継続 Ｈ２０ 交通防災課

68
環境保護活動への参画
の支援

良好な環境の保全と創造を目指し、環境
フェスタ等市民が参加できる事業を展開
する。

10/18うしくみらいエコフェスタ（5,117人）9/27牛久沼うな
ぎ放流体験（101人）、7/26小野川探検隊（24人）を実
施。

性別や年齢を問わず多くの方〄に参加
していただき、目的は達成されている。
ただし、リピーターも多いことから、幅広
い層の参加を促す取組みを進めていき
たい。

継続 Ｈ２０ 環境政策課

69
地域おこし、観光、まちづ
くりに関する人材育成

市の文化や産業を見直し、男女がともに
参画した地域おこし、まちづくりを進め、地
域の活性化を促す。

かっぱ祭り踊りパレード参加者数
事業所　　5,217人
行政区　　6,568人（商工観光課）

元気農園を地域住民の交流の場と位置づけ、市内9ヶ所
に開設している元気農園を活用して地域活性化を図っ
た。（農業政策課）

男女が共に参画し、地域おこしやまちづ
くりを推進するため、より多くの市民に
参加してもらえるような魅力あるイベン
トを開催する。（商工観光課）

更なる地域活性化を図るため、農地貸
付を希望する農家、開設を希望する行
政区等と協議を行い、元気農園を新規
開設していきたい。（農業政策課）

継続 Ｈ２０
商工観光課
農業政策課

70
防災の現場における男
女共同参画の促進

被災時には、増大した家庭的責任が女性
に集中することなどの問題が明らかに
なっており、防災（復興）の取組を進める
に当たっては、男女のニーズの違いを把
握して進める必要がある。これら被災時
や復興段階における女性を巡る諸問題を
解決するため、男女共同参画の視点を取
り入れた防災（復興）体制を確立する。

11月23日(月）に開催した牛久市総合防災訓練において
女性職員を登用、また、参加した市民も女性や子供が多
く参加した。

引き続き女性職員の協力を仰ぎ、また、
市民にもより多くの女性に訓練に参加
してもらえるよう協力を仰いでゆく必要
がある。

新規 Ｈ２５ 交通防災課

71
男女共同参画の視点を
取り入れたまちづくりの
推進

まちづくり協議会などの委員について、女
性の視点、男性の視点からまちづくりを行
うため、女性委員の割合を増やす。

牛久二小地区まちづくり協議会交流空間検討部会
委員構成　男性8名：女性3名（女性の割合27.27％）

新規の協議会設置及び委員の改選が
ある場合には、女性委員の割合が増加
するよう広く人材を発掘し、登用してい
く。

新規 Ｈ25 都市計画課
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　　主要課題３　国際交流における男女共同参画の推進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

72
国際的な男女共同参画
活動に関する情報収集と
提供

男女共同参画に関する諸外国の現状や
国連などを中心とした国際的な活動につ
いて、インターネット等を活用して情報を
収集し、市民に提供する。

国から発信される「男女共同参画メール」や県女性青尐
年課からの情報を定期的に確認しているが、国際的な
情報は得られなかった。

市民への情報提供については、広報う
しくでは紙面に限りがあるので、国や国
際的な情報を常にチェックし、男女共同
参画コーナーに情報を設置できるよう
心がける。

継続 Ｈ１７
市民活動課
男女共同参
画推進室

73
世界家庭料理教室の開
催

身近な国際交流の一歩として、外国人講
師による自国の料理とともに、その風土や
生活習慣などもあわせて紹介してもらうな
ど、未知の外国を知る機会として料理教
室を開催する。

6月6日（土）のペルー料理　参加者25名
9月13日(日）の中国料理　参加者25名
1月23日(土)インドネシア料理　参加者22名

どの会も、安定した申込みのある人気
の企画。ただアンケートの結果を読む
と、まだまだ改善の余地があるように見
受けられる。メニューなど、異文化に触
れるという本来の趣旨に沿っていなが
ら、挑戦してみたい料理。その辺りのバ
ランスを考慮していきたい。

継続 Ｈ１５ 市民活動課

74
サロンによる外国人との
交流の場及び情報の提
供

いつでも誰でも利用でき、外国人同士また
は日本人と外国人が交流できる場を提供
する。また、外国人向けのさまざまな情報
を提供をする。

外国語対応生活ガイドブック（茨城県国際交流協会作
成）提供（英語、中国語、タイ語、ポルトガル語、タガログ
語、スペイン語、インドネシア語、韓国語）
姉妹都市紹介写真等の展示

場所はあるものの、「サロン」とは名ば
かりで交流の場になっていない。スペー
スを上手く利用できるような、斬新なア
イデアや改善が必須。

継続 Ｈ１６ 市民活動課

75
姉妹都市との交流活動
の支援

国際姉妹都市（ホワイトホース市・オレン
ジ市）との交流事業については、中・高校
生を対象に派遣・受入を行い、交流を通し
た国際感覚豊かな青尐年の育成を支援
する。

ホワイトホース市青尐年団派遣事業7/23(木）～
8/6(木)15日間、団員12名（中高生）団長2名（成人）計14
名、ＷＨ市内9家庭にホームステイ
オレンジ市高校生派遣事業(市内3高校の支援）
グレーヴェ・イン・キアンティ市交流検討委員会
２回開催（4/23、9/17）
グレーヴェ・イン・キアンティ市市民団派遣事業6/25（木）
～7/2（木）8日間、団員24名参加、5/19説明会、6/16結
団式開催

・双方の市役所同士の交流にとどまら
せず、市民同士の自由な交流に発展す
ることを期待している。
・一時的な事業に終わらせず、本事業
参加者のその後の動向がどのように国
際理解教育に繋がっているかの検証が
必要。

継続 Ｈ１５ 市民活動課

再掲57
ハーモニーフライト事業
への参加促進

事業番号57参照 継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室
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◆　基本目標Ⅲ　男女が多様なライフスタイルを可能にする環境の整備

　主要課題１　あらゆる就労の場における男女共同参画の推進

　　施策の方向１）雇用の場における男女の機会均等の徹底

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

76
男女雇用機会均等法の
周知と情報提供

男女雇用機会均等法の趣旨が労使双方
に十分周知されるよう、広報うしくや国・県
等の機関で発行しているチラシなどを活
用した情報提供を行う。

商工会にて市内事業所等に情報提供を行った

労働者が性別に関係なく、互いに尊重
されつつその能力を十分に発揮するこ
とができる雇用環境をつくるため、継続
して情報提供を行う。

継続 Ｈ１７ 商工観光課

77

積極的改善措置（ポジ
ティブアクション：男女間
の格差改善）の促進に関
する意識啓発

方針の立案及び決定の場において、男女
が共に考え、共に決定する機会が与えら
れるよう、あらゆる雇用の場に啓発を行
う。

・新任職員研修、非常勤職員研修において、一人ひとり
が性別に関わりなく、責任を持って業務を遂行し、キャリ
アアップを目指すとともに、意識の向上に努めていただく
ようお願いした。

引き続き男女が共に活躍し、政策方針
決定の場に関われるよう、意識啓発、
働きかけを行っていく。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

　　施策の方向２）多様な就業形態における労働条件の向上

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

78
労働条件向上に向けて
の関係機関との連携強
化

労働条件向上に関する企業への働きかけ
については、市単独では困難が予想され
ることから、国・県等の機関との連携を強
化する。

中小企業退職金共済制度加入促進件数　　28社　70名

中小企業の従業員の福利厚生と雇用
の安定を図るため、中小企業退職金共
済制度の普及と加入促進に努めるとと
もに、広報紙掲載等で制度を周知す
る。

拡充 Ｈ１５ 商工観光課

79
企業への労働条件向上
に関する情報提供と啓発
活動の実施

雇用の安定・労働時間短縮等の労働条件
向上を目指し、国・県等の機関と連携し企
業に働きかけるとともに、情報の提供を行
う。

実態把握のためのアンケートを実施
労働環境が目まぐるしく変化する中で、
労働問題の改善、労働条件の向上を
図っていく必要がある。

継続 Ｈ１５ 商工観光課

80
労働関連法の広報・啓発
活動の実施

労働に関する法令（労働基準法、労働者
派遣法、パートタイム労働法など）の趣旨
が労使双方に十分周知されるよう、広報う
しくや国・県等の機関で発行しているチラ
シなどを活用した情報提供を行うととも
に、商工会等関係機関と連携した啓発活
動を実施する。

商工会にて市内事業所等に情報提供を行った
国・県等の関係機関と連携し、広報紙
やホームページ、商工会だより等で積
極的に情報提供を行う必要がある。

継続 Ｈ１７ 商工観光課
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

81
事業者への実態調査の
実施

事業者に対して、男女共同参画に関する
調査を行い、企業の実態をつかむ。

市内･準市内の入札参加資格申請事業者を対象に、育
児休業制度の有無等の男女共同参画報告書を提出し
てもらうこととし、２１年度受付分から実施した。２７年度
受付分については、９４事業者から回収し、２５年度の調
査と比較した報告書を作成。２８年度受付分も引き続き
実施していく。（推進室）

実態把握のためのアンケートを実施（商工観光課）

事業者の実態を把握して、今後の男女
共同参画推進に向けた取り組みに反映
させていく。また、取り組みの有無によ
る加点制度の導入についても、他市町
村の状況を踏まえながら、検討してい
く。（推進室）

企業に対し、雇用に関するアンケートを
実施し、男女共同参画に対し、どんな取
り組みを行っているかを調査し、実態を
把握する。（商工観光課）

継続 Ｈ２０

市民活動課
男女共同参
画推進室
商工観光課

　　施策の方向３）商工業・農業など自営業労働者の労働条件の向上

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

82
女性の経営参画のため
の講習会の案内

女性自身が経営能力や事業のノウハウを
身につけられるよう、国・県等が開催する
セミナー等の周知を図る。

働く女性向けキャリアアップ講座の情報提供を行った
セミナー・研修等の実施の際には、積
極的に参加してもらえるよう、広報紙や
窓口配布等で広く啓発する。

継続 Ｈ１５ 商工観光課

83
農業農村男女共同参画
推進事業地域検討委員
会の運営

女性農業者が自らの意思によって農業経
営及びこれに関連する活動に参画するこ
とができるよう、農業農村における男女共
同参画を推進し、農業生産活動および農
村における地域社会活動の促進を図る。

県の方針で27年度からは家族経営協定推進事業が終
了するとのことで、委員会で検討した結果、市としても25
年度から事業休止とすることとした。

今後は、協定締結及び更新の必要に応
じて活動する方針。

継続 Ｈ１５ 農業政策課

84
女性農業士・農業経営
士・青年農業士の活動支
援

江戸崎地域農業改良普及センターに協力
し、活動を支援する。

目標だった女性農業士3名は達成したが、今年度定年に
よる退任が1名あり、2名となってしまった。

次世代を担う人材の発掘・育成が必要 継続 Ｈ１５ 農業政策課

85
家族経営協定「我が家の
きずな」の周知・締結促
進

江戸崎地域農業改良普及センターに協力
し、活動を支援する。

県の方針で27年度からは家族経営協定推進事業が終
了するとのことで、委員会で検討した結果、市としても25
年度から事業休止とすることとした。

今後は、協定締結及び更新の必要に応
じて活動する方針。

継続 Ｈ１５ 農業政策課

再掲81
事業者への実態調査の
実施

事業番号81参照 継続 Ｈ２０

市民活動課
男女共同参
画推進室
商工観光課
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

86
畜産ヘルパー制度の充
実

周年労働を強いられている酪農家の過重
労働を軽減し、心身の静養と後継者の確
保及び福利増進を図り、今後の酪農経営
の安定に寄与する。

補助対象者は3人、補助金額は250千円で昨年度に比
べ1名減、10千円減となった。（昨年度は補助対象者４
人、補助金額350千円）

畜産経営においては、飼料高騰や販売
価格の低迷等厳しい環境が慢性化して
いる。長期的には国のTPP対策等総合
的な支援策の活用を検討する。

継続 Ｈ１５ 農業政策課

87
農業ヘルパー制度の利
用促進

農業者の労働力不足を補い、作業の効率
化やゆとりの時間の確保に寄与するとと
もに、市民には農業ヘルパーとしての労
働機会を提供し、両者の交流によって互
いに理解を深めてもらい、農業振興を図
る。

労働力不足を補おうと農業ヘルパーを雇用する農家が
尐しずつ増加している。平成27年度は、のべ5,333人の
ヘルパーが活動した。

今後ますます進むと思われる農業者の
高齢化に伴う労働力の需要に応えられ
るような制度運用を周知とともに目指し
ていきたい。

継続 Ｈ１９ 農業政策課

　主要課題２　男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

　　施策の方向１）職場における両立支援の推進

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

88
育児・介護休業制度の周
知と啓発活動の実施

育児・介護休業制度について労使双方に
十分周知されるよう、広報うしくや国・県等
の機関で発行しているチラシなどを活用し
た情報提供を行うとともに、関係機関と連
携した啓発活動を実施する。

現在は男女共同参画コーナーにおいて、育児･介護休
業制度が掲載されている資料やパンフレットを設置して
いる。（推進室）

企業にパンフレットを送付（商工観光課）

育児休業取得後の0歳児入園については、予約入園の
手続きを行っている。6月以降の予約入園内定者25名
（保育課）

子育てや介護をしながら安心して仕事
を続けることができるよう、情報提供や
啓発活動を充実していく。（推進室）

育児・介護休業を取得した労働者の円
滑な職業復帰を図るため、安心して仕
事に集中できる職場環境の整備に取り
組む。
男性の育児休暇制度を利用しやすい職
場の環境づくりや、利用者の意識改革
が必要。（商工観光課）

育児休業取得後、スムーズに職場復帰
できるよう保育園の受入れ拡充をめざ
す。（保育課）

拡充 Ｈ１７

市民活動課
男女共同参
画推進室
商工観光課
保育課

再掲81
事業者への実態調査の
実施

事業番号81参照 継続 Ｈ２０

市民活動課
男女共同参
画推進室
商工観光課

89
行政における育児・介護
休暇の取得の促進

男性も女性も容易に育児・介護休暇が取
得できるよう推進すると共に、職場復帰時
に必要な研修を行うことにより、スムーズ
に職場に復帰できるように努める。

育児・介護休暇の制度を新任職員研修や非常勤職員初
任者・レベルアップ研修において周知した。（計44名）
平成27年度中の新たな育児休業取得者は常勤職員（3
名）、非常勤職員（4名）であった。介護休業は(１名）

容易に育児休暇や介護休暇を取得す
るためには、周囲の理解と復帰後にス
ムーズに戻れる環境作りが大切であ
る。取得する側と、周囲との間に職務に
対する誤解が生じないよう、相談体制
は取って置く。

継続 Ｈ１５ 人事課
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　　施策の方向２）出産・保育・介護支援体制の充実

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

90
母性健康管理に関する
パンフレットの配布

妊産婦が安心して働ける職場環境づくり
を促進するため、母性健康管理に関する
情報を提供する。

商工会にて市内事業所等に情報提供を行った。
（商工観光課）

母子健康手帳の発行数：715件
全員にパンフレット配布（健康づくり推進課）

労働関係機関及び健康管理課と連携し
て、商工会をはじめ、市内事業所に積
極的に啓発していく。（商工観光課）

実際の職場での環境について、詳細を
把握していく。（健康づくり推進課）

継続 Ｈ１７
商工観光課
健康づくり推
進課

91 保育園の受け入れ拡大
児童数の受入増及び保育施設の改修、
統廃合による定数増を図る。

公立上町保育園（定員90名）が、平成２７年３月閉園。平
成２７年４月牛久小学校内に１３０名定員の上町ふれあ
い保育園が、社会福祉協議会運営による保育園として
開園。

公立保育園は順次、社会福祉法人牛
久市社会福祉協議会運営の保育園に
移行する予定。

拡充 Ｈ１５ 保育課

92 保育サービスの充実
通常保育以外の特別保育実施箇所を確
保し、多様な事業を行い保育ニーズに対
応する。

一時預かり・・・１年間 6,274名(15園で実施）
子育て支援・・・・１年間 6,594名(１5園で実施）
園庭開放・・・・１年間 838組
電話相談等実施

今後も保育サービスの充実を図ると共
に、子育て支援・園庭開放等を実施し、
保育園入園者以外の保育環境を向上
させる。

拡充 Ｈ１５ 保育課

93 放課後児童クラブの充実
保護者が仕事などで放課後不在の小学
校１年生から６年生までの児童を預かる。

●児童クラブ年間開設日数：２８９日
【内訳】通　常：２００日、土曜日：５０日、
　　　　　長期休業日：４０日
●年間雇用指導員数
　　　　　通常：１１５名、夏休み：５５名
●実施クラブ数（全体）：２５クラス

●年〄増加する児童数に対応できる施
設及び支援員の確保
●放課後子ども教室の充実による子育
て支援
　（うしく放課後カッパ塾・うしく土曜カッ
パ塾）

拡充 Ｈ１５
放課後対策
課
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

94
病児・病後児保育につい
ての調査研究

病中・病後の児童で保護者が仕事を休め
ない場合のための保育の導入に向けた実
態の調査研究

牛久みらい保育園で病後児保育を平成26年7月より実
施。(平成27年度利用者44名）

制度の普及に努めるとともに、既存の
私立保育園にも病児・病後児保育の実
現への実施を勧める。

継続 Ｈ１５ 保育課

95
保育士・児童クラブ指導
員等の研修の実施

保育の水準を各所一定に保つため、定期
的な会議をもち、運営方針の確認や連絡
事項の伝達を行い共通理解を図るととも
に、保育士・児童クラブ指導員の資質の
向上を図るため研修を実施する。

園長会議12回・保育園連絡協議会12回
主任研修4回・年齢別保育士研究会等16回
給食会議12回
その他・・・稲北ブロック保育協議会
　　　　　　　県保育協議会研修会（保育課）

●主任指導員会議：１１回
●放課後子どもプラン研修会参加(４回）：５１名
●新任支援員研修会（1回）：１８人
●支援員全体研修会(年３回開催）
　　参加延人数：２９２名
●交流研修会：年５回開催：１7名
●特別支援研修会（１回）：１１人
●普通救命講習（２回）：６名（放課後対策課）

保幼小の連携した研修会や障害児研
修会の内容の充実。（保育園課）

●指導員相互のレベルアップを図るた
めの、交流研修の充実。
●県主催の研修会等への積極的な参
加。
●資格要件に関する国・県主催の研修
の受講（全支援員）（放課後対策課）

拡充 Ｈ１５
保育課
放課後対策
課

96
在宅福祉サービスの充
実

社会福祉協議会の自主事業として、会員
制による家事援助（掃除・洗濯・買物）・話
し相手等の在宅サービスを協力会員によ
り提供すると共に、人材育成及び協力会
員の質の向上を目指し、研修等を実施す
る。

○協力会員登録者88名(実働31名)
○利用会員登録者123名(実利用41名）
○延べ利用回数　1,101件
○延べ利用時間　1,273.5時間

・全体的に、介護保険サービスとの併
用や非該当者の方が多く、定期利用会
員が増えている。今後も利用者の増加
が見込まれることから、協力会員の増
員は継続して行う。

継続 Ｈ１５
社会福祉協
議会

97
地域包括支援センターの
運営

地域包括支援センターの運営を社会福祉
協議会に委託し、高齢者総合相談、あん
しん電話の実施、成年後見制度の普及、
一人暮らし高齢者の安心ネットワークの
構築を行う。また、日常生活支援総合事
業における介護予防ケアマネジメントの実
施、地域包括支援センター運営協議会の
開催などを行う。

高齢者総合相談、あんしん電話の実施。成年後見制度
の普及。一人暮らし高齢者の安心ネットワークの構築。
地区社協(全8か所）の相談体制の構築。日常生活支援
総合事業開始に伴う介護予防ケアマネジメント委託事業
の実施。認知症サポータ養成講座の実施。地域包括支
援センター運営協議会２回開催。（高齢福祉課）

○総合相談業務
・相談件数　　　479件（述べ1,699件）
○権利擁護業務
・対応件数　14件（述べ52件）
○包括的・継続的マネジメント
・ケアマネ連絡協議会開催　　4回
○介護予防マネジメント
・介護予防ケアマネジメント件数 1,233件
・指定介護予防支援業務件数 　3,941件
○運営協議会開催　2回（社会福祉協議会）

地域包括ケア会議の実施。
日常生活支援総合事業のケアマネジメ
ント業務の円滑化。（高齢福祉課）

・独居や高齢者世帯が増加。それに伴
い相談や介護予防のためのケアマネジ
メントの件数も増えている。職員体制を
整え、対象者のニーズに合わせた支援
を強化する必要がある。
・高齢者が住み慣れた地域で自分らしく
生活していくための地域包括ケアシス
テムを推進するため、地域課題の早期
発見・解決につなげる地域ケア会議の
実施が必要となる。（社会福祉協議会）

拡充 Ｈ１８
高齢福祉課
社会福祉協
議会
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

99

ファミリーサポート事業の
充実
（病児・病後児預かりを含
む）

０歳児から１０歳までの家庭が利用会員
の登録により、保育・送迎・家事援助サー
ビスを受けられる。

○協力会員登録者169名(実働32名)
○利用会員登録者775名(実利用51世帯）
○延べ利用回数762件
○延べ利用時間1,050.5時間

・ひたち野うしく駅周辺地域を中心に、
産前や仕事復帰の際に、利用登録され
る方が増加していおり、協力会員の増
強も継続的に行う。今後も活動の周知
を強化し、新興住宅地の地域づくりとし
てもつなげたい。

継続 Ｈ１９
社会福祉協
議会

100 結婚支援事業の推進

独身者で結婚を望んでいる男女に、出会
いの場（ふれあいパーティー）を提供する
ことにより、結婚を支援し、出産、子育て
の支援につなげていく。

・10/24ふれあいバスツアー開催
会場：牛久大仏、ヤマイチ味噌、牛久自然観察の森、ラ・
テラス・ドゥ・オエノン
・参加者：男性３５名、女性３２名 カップル数14組

・H28.1 10月参加のカップルが1組めでたく結婚

・3/5ふれあいバスツアー開催
会場：牛久大仏、ヤマイチ味噌、牛久自然観察の森、ラ・
テラス・ドゥ・オエノン
・参加者：男性３４名、女性３４名 カップル数15組（市民
活動課）

出会いサポートセンターの情報提供を行った（商工観光
課）

引き続き、独身者の出会いの場を提供
していく。（市民活動課）

関係機関と連携を図り、積極的に啓発
活動を行う必要がある。（商工観光課）

新規 Ｈ２５
市民活動課
商工観光課

継続 Ｈ１５

こども家庭課
保育課
健康づくり推
進課
指導課

98

子育て相談の実施
・家庭児童相談の実施
・子育て電話相談の実施
・乳幼児育児相談の実施
・巡回相談の実施

０歳から１８歳の児童をもつ親に対し、子
育てに関する様〄な相談（育児・発達相
談、栄養・歯磨き相談、学校の問題・非
行・児童虐待等）に応じる。児童虐待の通
報を受ける窓口にもなっている。

相談実績：のべ3,456件（実人数694人）
うちＤＶ相談34件（実人数12人）（こども家庭課）

市内保育園では、育児相談、電話相談等保育スタッフが
随時受付を行っている。また、毎月テーマを決めて親子
で参加できる活動を行っている。（保育課）

各幼稚園や保育園を巡回相談員が訪問し，園生活や子
育てに関する悩みを聞き取り，相談にのる巡回相談を実
施（各園５回，のべ120回）。また,幼児教育研修会で，発
達障害に関する研修を２回実施した。（指導課）

子育て相談：12回実施
参加人数：380人（健康づくり推進課）

複雑な家庭環境の子どもたちや養育能
力不足な保護者も多い。子どもへの虐
待をはじめとするさまざまな状況に対応
するためには、担当職員（ケースワー
カー）と相談員の専門性や経験値の向
上が重要である。また、連携支援のしく
みである牛久市要保護児童対策地域
協議会の充実を図り、保健・福祉・教育
機関、警察等の関係各課及び関係機
関との連携支援のしくみを定着化してい
かなければならない。（こども家庭課）

広報誌掲載・パンフレットなどにより周
知を広く図る。（保育課）

各園との連携を更に深め，気軽に保護
者が相談できる体制を充実させるととも
に，教職員における特別なニーズを持
つ園児の的確な理解等についての研
修を充実させていく。（指導課）

こども家庭課や指導課と連携をはかり、
相談事項に速やかに対処できるように
する。（健康づくり推進課）
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　主要課題３　男女の生涯にわたる雇用・就業の支援

　　施策の方向１）能力開発のための学習機会の充実

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

再掲9
市民企画講座・いきいき
ライフ講座の開催
・男性料理教室の開催

事業番号9参照 拡充 Ｈ１５ 文化芸術課

101
関係機関で開催する研
修等の情報提供

女性の職業能力の向上に向けて、関係機
関で開催する研修会、セミナー等の情報
提供を行う。

働く女性向けキャリアアップ講座の情報提供を行った
セミナー・研修等の実施の際には、積
極的に参加してもらえるよう、広報紙や
窓口配布等で広く啓発する。

拡充 Ｈ１５
商工観光課
（商工会）

　　施策の方向２）起業・再就職に対する支援

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

102
起業・就労に関する情報
提供

ハローワーク・パートバンク等の労働機関
の求人情報など就職に関する情報提供を
行う。

総合案内で情報提供を行った
引き続き厳しい雇用状況なので、長期
にわたり継続的に情報を提供する必要
がある。

拡充 Ｈ１５ 商工観光課

103 女性起業家の情報収集

自ら事業を起こしたり、事業の経営に携
わっている女性の情報を収集し、女性経
営者や起業を目指す女性の交流を促進
するとともに、起業を目指す女性を支援す
る。

県や近隣で実施される起業セミナー等の情報提供を
行った

市単独では情報収集が困難であるた
め、労働関係機関等と連携し、情報収
集の強化を図る。

拡充 Ｈ１５ 商工観光課

104
起業及び就労に関する
相談窓口の設置

起業に関する相談や就職相談、職業紹
介、内職紹介等の各種労働相談に応じる
とともに、県の労働相談窓口を紹介するな
ど、県の機関と連携し、労働相談に対し迅
速に対応する。

商工会にて起業に関する相談に対応した
広報紙で就職面接会等の実施に関する情報提供を行っ
た

商工会に協力を依頼して、相談体制を
強化する。

拡充 Ｈ１７
商工観光課
（商工会）

◆　基本目標Ⅳ　男女が健やかに安心して暮らせる生活環境の整備

　主要課題１　生涯を通じた男女の健康支援

　　施策の方向１）男女の身体的特徴の理解と、性差に応じた健康支援

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

105

リプロダクティブ・ヘルス
／ライツ（性と生殖に関
する健康と権利）の視点
に基づく、女性の生涯を
通じた健康等を支援する
ための情報の提供

リプロダクティブ・ヘルス／ライツの視点に
基づいた女性の健康等を支援するための
情報について、世論の動向に注視しなが
ら広報していく。

現在までの広報うしく掲載記事のテーマの中には取り入
れていない。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツの特に
ライツの概念については、未だ世論が
固まっていないため、世論の動向に注
視しながら広報をしていく必要がある。

継続 Ｈ１７
市民活動課
男女共同参
画推進室
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

再掲52
小中学校における健康
教育及び性教育の推進

事業番号52参照 拡充 Ｈ１５ 指導課

106
健康づくりに関する相談
体制の充実

一般健康相談の実施（隔月１回） 随時対応
保健師が個〄のケースに応じて対応す
る。

継続 Ｈ１５
健康づくり推
進課

107
性差を踏まえた健康支援
等の情報提供

女性・男性特有の様〄な病気に対し、患
者が安心して受診できるよう、専用の外来
導入を行っている医療機関について、市
民に情報提供する。

現在県内には３つ、そのうち市内に１つの女性外来があ
る。

今後は男性に多い病気を扱う男性外来
の導入について働きかけていくととも
に、講演会等にも出席し、情報の収集
に努めていく。

継続 Ｈ２０
市民活動課
男女共同参
画推進室

　　施策の方向２）妊娠出産に関する健康支援

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

108
母性保護に関する広報
活動の実施

母子健康手帳発行時に、全ての妊婦又は
その家族に対して、利用できるサービスの
情報提供を行うと共に、健康状態の確認
を行い保健センターが相談できる場であ
ることの周知を行う。

母子健康手帳の発行数：715件
安心して妊娠生活を過ごすことができ、
かつ不安なく出産が迎えられるよう支
援していく。

継続 Ｈ１５
健康づくり推
進課

109

母子保健サービスの充
実
・乳幼児健診、教室、相
談、予防接種の実施
・妊婦健康診査助成
・不妊治療費助成

妊婦および乳幼児をもつ家族が育児に関
して自ら正しく判断し、実践かつ自立でき
健康的な育児環境を保持できるようにす
るため、健診・予防接種・各種教室・相談
（面談・訪問・電話等）・妊婦健診助成・不
妊治療費助成等を実施する。

３・４か月児健診　実施712人（受診率97.0％）
1歳６か月児健診　実施741人（受診率98.7％）
3歳児健診　実施784人（受診率98.9％）

不妊治療助成　申請者：80人（のべ90人）

関係機関と連携をはかりながら、未受
診者に把握徹底に努める。

継続 Ｈ１５
健康づくり推
進課
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

110

医療サービス体制の充
実
・病院群輪番制病院運営
事業への支援
・休日緊急診療の委託
・小児救急輪番制病院運
営事業への支援

牛久支部医師会と協議し、休日・祝日に
かかわらず市民が健康を害した場合、安
心していつでも受診できる体制を整備す
る。

休日及び祝日の全日程において当番医実施。
小児輪番制も月～日すべてにおいて実施。

医療機関と引き続き調整を図っていく。 継続 Ｈ１５
健康づくり推
進課

111
医療福祉制度による医
療費助成事業の実施

小児・妊産婦・母子家庭の母子・父子家庭
の父子・重度心身障害者等が必要とする
医療を容易に受けられるようにするため､
医療費の一部を県と市で助成する｡
また、市の単独事業として、県制度の所得
制限超過者の小児・妊産婦、県制度では
助成対象外となっている妊産婦の産婦人
科以外の受診分及び中学生の通院分に
ついても助成を行っている。

　
　　※　小児は中学3年生まで
　

【市と県との共同事業】
・妊産婦該当者数         　　317人
　医療費助成額          　14,779,314円
・小児該当者数           　　7,713人
　医療費助成額　　 　　　68,582,157円
・母子・父子該当者数  　1,540人
　医療費助成額 　　　　　18,923,713円
・障害者該当者数   　  　　1,195人
　医療費助成　　　　　　　7,800,393円
　※助成額については、市負担分のみを記載

【市単独事業】
・妊産婦該当者数　　　　　　　77人
・小児該当者数      　　　　4,136人
　医療費助成額       　　94,391,423円

　　　　　（平成28年3月末現在）

関係各課との連携に努め、受給者の状
況把握を行うことにより、適正な制度運
用を継続して行く。

継続 Ｈ１５ 医療年金課

　　施策の方向３）健康保持・増進に向けての支援

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

112
市民健康講座の定期的
な実施

健康まつりや健康講座を積極的に実施す
る。

市民健康講座　　8回開催　参加：504人
みんなのしあわせ見本市開催　　参加：約1,035名

広報紙・HP等で開催についての周知を
徹底していく。

継続 Ｈ１５
健康づくり推
進課

再掲106
健康づくりに関する相談
体制の充実

事業番号106参照 継続 Ｈ１５
健康づくり推
進課
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

113
薬物乱用防止に関する
啓発活動の実施

薬物乱用による健康被害等について正し
い知識を周知するため広報活動と防止対
策を実施する。

実施なし（健康づくり推進課）

薬物相談の案内パンフレット設置（社会福祉課）

薬物乱用による健康被害等についての正しい知識を周
知するための広報活動として、広報紙に掲載、公共の場
所に薬物乱用防止のポスター掲示と県作成のチラシ、
パンフレットを窓口で配布。（こども家庭課）

保健所との連携。（健康づくり推進課）

広報の方法について検討（社会福祉
課）

薬物乱用による薬害などの正しい知識
について全市民に周知を図り、関連課
との連携を図り推進すること。
（こども家庭課）

継続 Ｈ１５

健康づくり推
進課
社会福祉課
こども家庭課

114
エイズ・性感染症防止に
関する啓発活動の実施

保健所の協力を得て、小学校低学年対象
に性教育を実施する。

実施なし 保健所との連携。 継続 Ｈ１５
健康づくり推
進課

116
禁煙に関する相談・教
育・啓発の実施

喫煙は体に与える影響が大きいので、
様〄な情報を広く市民に伝える。

集団健診受診時に禁煙相談のご案内を配布し、声かけ
し、禁煙希望者には個別相談を実施している。

健康講座、広報紙等でPRしていく 継続 Ｈ２０
健康づくり推
進課

継続 Ｈ１５
スポーツ推進
課

115
スポーツ・レクリェーショ

ンへの参加促進

子供から高齢者及び障害者まで市民一人
ひとりが必要に応じて、楽しくスポーツに
親しむことができるスポーツ環境の充実を
図る。また、各種スポーツ団体やレク
リェーション団体等の育成、強化を図ると
共に、各団体等と連携して指導者の育成
など指導体制の強化を図り、市民の様〄
なスポーツニーズに応えるために、各年
齢層に応じたスポーツイベントやニュース
ポーツ等の普及、振興を行い、市民の健
康づくりを図る。

各スポーツ交流会事業
　・牛久地区生涯スポーツ推進委員会
　　ヘルシーボール大会（参加者　７０名)
　　ウォーキング大会（参加者　６７名）
　　バスハイク（参加者　１７０名）
　　市民体育祭（参加者　２０００名）
　　秋のバスハイク（参加者　１２１名）
　　グラウンドゴルフ大会（参加者　５９名）
　・岡田地区スポーツ交流会
　　ウォーキング（参加者　１５０名）
　　スポレク祭(参加者　５０名）
　　健康づくり体操教室（参加者　１７０名）
　　ゴルフ大会(参加者　１８４名)
　　市民体育祭（参加者　７０００名）
　　秋のバスハイク（参加者　９６名）
　　新春歩け大会（参加者　１５０名）
　　グラウンドゴルフ大会（参加者　２４０名）
　　早春ゴルフ大会（参加者　９０名）
　・奥野地区スポーツ交流会
　　ゴルフ大会(参加者　１０２名)
　　グラウンドゴルフ(参加者　４４名）
　　春の歩け歩け大会（参加者　１０８名）
　　ゴルフ体験教室（参加者　１９名）
　　ソフトボール大会（参加者　１０１名）
　　市民体育祭（参加者　１３００名）
　　秋の歩け歩け大会（参加者　１１５名）
　　ボウリング大会（参加者　９１名）
トレーニング室
　・ショートプログラム（参加者　９７７４名）
　・ヨガ（参加者　１６９７名）
　・エアロビクス（参加者　３３７７名）

特定の参加者に偏らない、市民が気軽
に参加できるような事業展開を考えて
いく。また、イベント型からの脱却を進め
ていく。

32



事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

117
健康診査及びがん検診
等の実施

市民ドックについて、県総合健診協会に
委託し、主に保健センターを会場に、対象
行政区毎に４期にわたり実施するほか、
がん検診も定期的に実施する。

肺がん検診：9,347人
胃がん検診：7,529人
大腸がん検診：7,870人

受診体制の充実を図っていく。 継続 Ｈ２０
健康づくり推
進課

118

メンタルヘルス事業の充
実
※男性に対する相談体
制の確立

精神保健の充実をはかるため、こころの
相談の実施や職場におけるメンタルヘル
スの講習会などを実施する。

こころの健康相談32件（社会福祉課）

実施なし（健康づくり推進課）

平成26年度に、人事管理部門に産業カウンセラーの資
格を持つ一般職非常勤職員を任用した。また、産業カウ
ンセラーである外部講師によるハラスメント講習会の終
了後に、個別にカウンセリングの時間を設定した。（人事
課）

毎週月曜日に「女性のための悩みごと相談」実施
相談件数　１５件（推進室）

継続して医師による専門相談を実施す
る。（社会福祉課）

保健所・社会福祉課との連携。（健康づ
くり推進課）

メンタルヘルスに関する悩みは増加傾
向であり、職員が身近なところで安心し
て相談ができる体制を整える。（人事
課）

毎週月曜日の相談実施が定着してきた
ため、今後は女性だけでなく男性の相
談体制も検討していく。（推進室）

継続 Ｈ２０

社会福祉課
健康づくり推
進課
人事課
市民活動課
男女共同参
画推進室

再掲18
健全な食生活を実現する
ための食育の推進

事業番号18参照 継続 Ｈ２０

保育課
健康づくり推
進課
教育総務課
指導課

再掲63 元気農園事業の充実 事業番号63参照 継続 Ｈ１８ 農業政策課

119
食生活改善推進員養成
講座及び研修会の開催

概ね５５歳以下の方に、食生活改善推進
員になるための講座を実施。推進員を対
象とした研修会の開催。

23名養成
21名が会員登録

行政区ごとの活動の充実を図る 継続 Ｈ１５
健康づくり推
進課

120
出前講座による健康教
育の実施

健康に関する出前講座を開催し、市民の
主体的な健康づくりを支援する。

2４回　716名に実施
出前講座のメニュー見直しや充実を図
る。

継続 Ｈ２５
健康づくり推
進課

121
ヘルスロードの整備・充
実

市民が気軽にウォーキングできる道路を
整備し、健康づくりを支援する。

健康ウオーク316名参加 ヘルスロードPRに努めていく 継続 Ｈ２５
健康づくり推
進課

122

市で全額、一部公費負担
を実施している予防接種
（子宮頸がん、小児用ヒ
ブ・肺炎球菌ワクチン等）
の周知

予防接種の案内をする際、市で公費負担
していることを市民に知らせる。

平成２５年４月１日から、予防接種法の改正により、全て
公費負担で実施することになりました。

子宮頸がん予防接種は国の対応により
積極的な勧奨を控えている。動向を注
視しながらすすめていく。

継続 Ｈ２５
健康づくり推
進課

33



　主要課題２　誰もが安心して暮らせる環境の整備

　　施策の方向１）子育て支援体制の充実

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

123
育児サークルの支援及
び赤ちゃん交流会の開催

サークル活動を行う育児グループへの活
動の場や育児資源・情報の提供、赤ちゃ
んの交流を行い、子育て中の親子が楽し
くかつストレスをためずに生活できるよう
支援している。4ヵ月に１回、サークル代表
者を集めてサークル会議を開催し、連絡
調整を図る。赤ちゃん交流は月1回自主的
な参加により運営。保育士が手遊びの紹
介、図書館読み聞かせボランティアによる
絵本の紹介を実施

2つのサークルが活動
のべ729人参加

保育園が充実し、早期に就労する方も
増加しているため、利用者は減尐して
いる。新たな対応を検討する。

継続 Ｈ１５
健康づくり推
進課

124 母親クラブへの支援
広域的な活動をしている母親クラブに対
し、活動支援の協力を行い、活動補助金
を交付している。

2団体（神谷小さくら台児童クラブ・中央生涯学習セン
ター・福祉センター等にて活動）

子育て支援につながるイベント等の充
実。クラブの会員以外の参加促進を図
ること。また活動場所の確保。

拡充 Ｈ１５ こども家庭課

再99

ファミリーサポート事業の
充実
（病児・病後児預かりを含
む）

事業番号99参照 継続 Ｈ１９
社会福祉協
議会

125
牛久市次世代育成支援
行動計画の進行管理の
実施

毎年度、事業の実施状況について報告書
を作成し、進行管理を行い、総合的な子
育て支援が実施できる環境を整える。

子ども・子育て支援法に基づき、牛久市子ども・子育て
支援事業計画と牛久市次世代育成支援行動計画と一
体的に作成した。進捗管理等については、子ども子育て
支援事業計画に引き継ぐこととなった。(こども家庭課)

次世代育成対策推進法の改正により法律の有効期限
が延び特定事業主行動計画を見直した。(人事課)

事業廃止(こども家庭課)

関係各課と連携し、計画の見直しにつ
いて検討していく。（人事課)

継続 Ｈ１５
こども家庭課
人事課

126 子育てサロンの運営

神谷小さくら台児童クラブの空き時間を利
用し、家庭相談員が遊びを通して様〄な
子育ての相談に応じる。児童虐待の未然
防止にもつながる。月１回実施。平成24年
度8月からは田宮地区広場でも月１回実
施している。

利用実績：神谷小さくら台児童クラブ55件・田宮地区広
場127件　合計182件

子育て支援につながるイベント等の充
実。クラブの会員以外の参加促進を図
ること。また活動場所の確保。

継続 Ｈ１５ こども家庭課
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

再掲98

子育て相談の実施
・家庭児童相談の実施
・子育て電話相談の実施
・乳幼児育児相談の実施
・巡回相談の実施

事業番号98参照 継続 Ｈ１５

こども家庭課
保育課
健康づくり推
進課
指導課

127
小中学校における教育
相談の充実

養護教諭やカウンセラー、教育相談員を
活用した相談活動を実施する。

教育センターきぼうの広場指導員が全小中学校を定期
的に訪問し、動産活動を実施した。また、指導員、養護
教諭、スクールカウンセラーが随時相互に情報交換を実
施し、相談活動の充実を図った。

生徒相互の相談活動や校内における
教育相談の体制づくりを進める。学校と
各専門機関との連携を強化する。

拡充 Ｈ１５ 指導課

128
のぞみ園での療育指導
の実施

のぞみ園において、障害児を個別又は小
集団で療育指導を行うとともに、家族に対
し療育についての相談を行う。

登録者数：123名　　延利用者数3,902名
小集団指導：3,235名　　個別指導：1,158名（社会福祉
課）

・登録者123名、延べ利用者3,902名、1日平均16.3名
　（個別指導1,158名、小集団指導3,235名）
･新規相談　62件
・保護者向け企画（学習会、おしゃべり会等）　全20回、
延べ241名
・幼･保・小への訪問支援83件
･巡回相談への協力　34回
・保健センター（かるがも教室・心理相談）への協力　37
回
（社会福祉協議会）

多様なニーズに対応できる療育プログ
ラムを検討していく必要がある。
（社会福祉課）

・発達障害の傾向のある児童を中心に
利用者が増え、前年度と比較して、登
録者数が25名増、1日の平均利用者も1
名増であった。
・軽度から重度まで療育ニーズが多様
化しており、次年度は肢体不自由児ク
ラスの開設や、軽度の児童への就学に
向けた支援プラグラムの充実もを図る。
また、障害児童を受け入れている幼稚
園・保育園への訪問支援も強化していく
必要がある。
(社会福祉協議会)

拡充 Ｈ１５
社会福祉課
社会福祉協
議会

129
つどいの広場（子育て広
場を含む）施設整備

子育て広場の整備をするため、先進地の
視察などを行い情報を収集しながら、牛久
市に最適な施設整備を目指す。
子育て広場は、家庭で育児している親と
お子さんに対して、子育ての相談・情報提
供、保護者の交流や学習機会の提供を行
います。
　月曜日～土曜日実施。
　子育て広場では、一時預かりも実施して
います。
　●すくすく広場10:00～17:00
　●のびのび広場10:00～16:30
　●リフレ出張広場10:00～15:00
　●田宮出張広場10:00～15:00
　●牛久運動公園出張広場10:00～15:00
地域における子育ての拠点として、子育
てアドバイザー・保健師・栄養士・家庭相
談員・歯科衛生士による相談機能を充実
を図っています。お誕生会やブログなどさ
まざまなイベントを行っています。（Ｈ２７年
度４月出張広場２箇所新規開設）

利用実績：すくすく広場5,181人　のびのび広場6,713人
リフレ出張広場1,548人　田宮子育て出張広場185人　牛
久運動公園出張広場316人　　合計13,943人

市民ニーズの把握に努め、地域性等を
勘案し、新設広場の設置を検討するこ
と。

継続 Ｈ１５ こども家庭課
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

再掲111
医療福祉制度による医
療費助成事業の実施

事業番号111参照 継続 Ｈ１５ 医療年金課

130 児童手当の給付

児童を養育している方への経済的支援。
0歳から3歳未満は、月額15,000円、3歳以
上は原則月額10,000円となります。また、
新たに所得制限が設けられ、該当者は特
例給付として児童1人当たり月額5,000円
となります。

6,781名（受給者数：2月末現在）

受給対象者の申請漏れをなくすため、
制度の周知や出生、転入の際の事務
手続きを徹底すること。また、申請の際
の書類不備を無くすため、必要書類の
周知を徹底していく。

継続 Ｈ１５ こども家庭課

131
特別児童扶養手当の支
給

手当を支給する事により、児童の福祉の
増進を図る。

H27年度受給権者:118名
手帳交付時や広報等を通して申請漏れ
者がいないようにする。

継続 Ｈ１５ 社会福祉課

132
生後４ヶ月までの全戸訪
問の実施

生後４ヶ月までの赤ちゃんに対し全戸訪
問を行い、育児についての相談・アドバイ
ス等を行う。

訪問件数　728件 今後も全数把握を目指す 継続 Ｈ２０
健康づくり推
進課

133
育児不安を抱える家庭へ
の訪問事業の実施

乳幼児健診未受診・予防接種未接種児童
や健診で異常が見つかった児童がいる世
帯を訪問する。

随時対応
関係機関と連携をはかりながら、未受
診者に把握徹底に努める。

継続 Ｈ２０
健康づくり推
進課

134 離乳食教室の実施

5～6か月児と9～11か月児になったお子
さんを対象に、離乳食に関する理解を深
め、母親の不安を軽減するために、離乳
食の試食をしながら離乳食の進め方やポ
イントを伝える。保健師・栄養士による個
別相談や計測も行って、乳児の成長も確
認している。3・4か月児健診来所者に教
室の案内をしている。

離乳食教室12回実施　334件
離乳食をきっかけに家族の食事も見直
すよう継続して働きかけていく

新規 Ｈ２５
健康づくり推
進課

135
家庭教育学級活動への
支援及び助言

家庭の教育力向上支援の一環として，保
護者同士が家庭教育や家庭の在り方に
ついて，学校と連携しながら学年の枠を越
えて話し合い・交流し・豊かな人間関係作
りを基盤として，自主的・集団的・継続的
に学習する。幼・小・中学校を拠点として，
保護者同士が学習したいことを自ら企画
し，計画的・継続的に活動を行う、その活
動に対しての支援及び助言。

各学級の活動目標に沿って、年間3回の活動を実施。
【幼稚園2園（第一、第二）認定こども園1園（うしく文化）】
10回開催
園長先生の講話、歯みがき教室、講演「メディアについ
て」など
【小学校8校】24回開催
校長先生の講話、給食試食会、救急救命（AED含む）、
理科教室、親子活動など
【中学校5校】15回
校長先生の講話、ケイタイ安全教室、給食試食会など

家庭教育学級活動は、子育てに関して
の不安や悩みを共有、相談できる場と
しての役割を担っている。特に近年は
核家族が多くなり、親の不安や苛立ち
のはけ口が子どもに向けられてしまう
ケースが多くなっている。未然に防ぐた
めにも、学校や保護者、地域と情報を
共有しながら、社会教育指導員の指導
の下、活動を継続させていく必要があ
る。

新規 Ｈ２５ 文化芸術課

36



　　施策の方向２）介護者に対する支援体制の充実

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

136 介護保険制度の充実

介護保険制度の健全運営のため、介護の
度合いを審査する為の調査の実施、要介
護度区分の判定を行う介護認定審査会の
開催及び制度の変更等を市民に周知す
るための普及活動を実施する。

65歳年齢到達者、転入者に対し、納入通知書及び被保
険者証送付時にパンフレットを同封。広報紙・ホーム
ページ・出前講座等による普及活動を実施。6月から要
支援の訪問介護、通所介護の一部を日常生活支援総
合事業に移行。

窓口で介護保険の申請の有無の振り
分け
ケアマネジャーの生活支援サービスへ
の正しい理解と支援計画への反映

継続 Ｈ１５ 高齢福祉課

137 在宅療養者への支援

主に介護保険対象外の疾病を有する障
害者、若年障害者等への保健師、理学療
法士による訪問指導。電話、窓口による
随時相談。精神障害者のデイケア実施
（月１回）、難病見舞金支給。

デイケア参加者述べ人数177名（社会福祉課）

小児のリハビリ実施：延べ20回(健康づくり推進課）

関係機関と連携し、相談支援の体制を
整える。（社会福祉課）

対象となる方の把握。（健康づくり推進
課）

継続 Ｈ１５
社会福祉課
健康づくり推
進課

138
養護老人ホーム運営の
支援

居宅において介護を受けることが困難な
方の入所する養護老人ホームの運営に
対する支援を行う。

稲敷市の松風園に3名入所中。新規措置者、退所者な
し。

施設（松風園）が民間委託となることに
対する課題

継続 Ｈ１５ 高齢福祉課

139 地域ケアシステムの充実

高齢者や障害者が家庭や地域の中で暮
らせるために、個〄のケース毎に処遇方
針を立てケアチームを編成し、各種サービ
スの提供を行う。

○サービス調整会議開催：2回
　①判断能力が不十分な世帯への支援
　②高齢の親と通院加療が必要な子の世帯への支援
○支援担当者会議開催：28回
（障害10　生活困窮4　その他14）
○現在宅ケアチーム数：28
（介護保険4 独居高齢1 身障5 知的1 精神6 その他11）

・関係機関等と一層の連携を図るととも
に、ケアチームを充実させ、迅速な課題
解決を図る。

継続 Ｈ１５
社会福祉協
議会

140
障がい者の居宅生活の
支援

障害者の居宅生活を支援するため、各種
サービスを提供する。

障害者総合支援法に基づくサービス支給決定者：435名
障害者が必要なサービスが受けられる
ように支援を行う

継続 Ｈ１５ 社会福祉課

再掲96
在宅福祉サービスの充
実

事業番号96参照 継続 Ｈ１５
社会福祉協
議会
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

再掲97
地域包括支援センターの
運営

事業番号97参照 継続 Ｈ１８
高齢福祉課
社会福祉協
議会

141
ボランティア体験講座や
男性料理教室の実施

ボランティア体験講座や男性料理教室を
実施する。

27年度講座
　2講座開催　各講座定員28名
　　前期：男の料理　申込者数32名
　　後期：男の料理　申込者数23名
※中央生涯学習センター利用で、メンバーが男性だけの
調理サークルは4団体。（文化芸術課）

○各種講座等の開催
・はじめてボランティア・市民活動講座　延40名
・NPO入門講座　 13名
・小学生ボランティア体験広場　 39名
・傾聴ボランティア講座　  60名
○フォークダンス教室(2・3・4木曜日)
・32回　　84名
○太極拳教室(2・4金曜日)
・21回　　99名
○健康体操①（1・3月曜日）
・17回　　84名
○健康体操②(2・4月曜日）
・17回　　68名
○男性料理教室
・8回　　24名　(社会福祉協議会)

料理講座に限らず、多くの男性が参加
できる機会を提供し、生活的自立や仲
間づくりを促進する。また、地域での活
動や自主サークル活動なども積極的に
行ってもらえるよう奨励する。（文化芸
術課）

・昨年度から始まった傾聴ボランティア
講座は、本年度も団体や個人から多く
の申し込みをいただき盛況に終えること
ができた。今後もこうした機会を設け、
ボランティア活動へとつなげていく。
・各教室とも、毎回多くの方の参加があ
る。また、新規の方も増え、健康づくり、
仲間づくりへとつながっている。今後も
多くの方に参加してもらう得るよう、教
室の充実を図る。(社会福祉協議会)

継続 Ｈ１５
文化芸術課
社会福祉協
議会

142
障がい者及び家族から
の相談体制の充実

障害者及び家族からの相談、及び障害者
手帳等取得時の診断書料の助成を行う。

障害者及び家族からの相談　868件
障害者手帳等取得時の診断書料の助成件数　307 件

障害者及び家族を支援するため、より
専門的な相談に応じられるよう相談体
制を整える。

拡充 Ｈ１５ 社会福祉課

143
一家にひとり地域ヘル
パー養成研修の実施

一家にひとり地域ヘルパー養成研修を実
施する。

○開講期間6/6～8/23（修了者13名）
○修了者情報交換会11/21（7名参加）

・開催日程の検討と併せ効果的な周知
広報を図る。

継続 Ｈ１７
社会福祉協
議会

144

認知症の人を支えるまち
づくり事業の実施
・認知症サポーター養成
講座

地域住民に認知症への正しい理解を広め
るとともに、人材の発掘と育成に努め、住
民の参加と関係機関との協働を促し、地
域の実情に即した、認知症の人を支える
まちづくりを推進する。

○認知症サポーター１万人養成プロジェクト
・15団体　　451名
・8小学校　 753名
・3行政区　 130名

・小学校及び地域の中で認知症につい
ての理解を伝えることができ、地域での
支え合いの必要性も伝えることができ
た。出前講座として、事業所や団体等
からの依頼も増え、さらに理解の輪を広
めたい。

継続 Ｈ１９
社会福祉協
議会
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　　施策の方向３）援助が必要な家庭への支援

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

145 児童扶養手当の支給
ひとり親家庭の生活安定と自立促進を通
じて児童の健全な育成を図る。

586名（受給者数：3月末現在）

受給対象者の申請漏れをなくすため、
制度の周知及び必要書類等事務手続
きの徹底。また、公平な受給状況の確
立。

継続 Ｈ１５ こども家庭課

再掲30 フェミニスト相談の実施 事業番号30参照 継続 Ｈ１６
市民活動課
男女共同参
画推進室

再掲111
医療福祉制度による医
療費助成事業の実施

事業番号111参照 継続 Ｈ１５ 医療年金課

146

県母子家庭自立支援事
業についての情報提供
及びひとり親家庭高等職
業訓練促進給付金等支
給事業

県で行われている支援事業（資金貸付制
度や自立支援プログラム）について市民
に情報提供を行う。　また平成２６年度よ
り母子家庭の母又は父子家庭の父が、就
職に有利で生活の安定に役立つ資格を
取得するために養成機関で１年以上修業
する場合に、給付金（高等職業訓練促進
給付金、入学支援修了一時金）を支給す
る。

6名（受給者数：3月末現在）

制度の周知と就業相談体制の充実。具
体的には申請漏れのないよう、広報紙
やホームページ掲載、パンフレット活用
などで引き続き対象者に周知していく。

新規 Ｈ２５ こども家庭課

　　施策の方向４）高齢者・障がい者に対する支援

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

147 シニアクラブへの助成

高齢者の社会参加活動の機会を確保し
提供することにより、地域における活動を
通して生きがいを見出すことを促すため、
老人クラブ等に対する助成を行う。

平成27年度末会員数1,556人
クラブ数：50クラブ（うち5クラブ休会中）
助成金4,982千円

クラブ会員の高齢化と新規入会者の不
足による休会が増えている。若い新規
入会者をどう集めるかが課題。

継続 Ｈ１５ 高齢福祉課

148
障がい者のコミュニケー
ション支援

障害者が社会参加できるように支援を行
うため、手話通訳者の設置及び派遣を行
う。

手話通訳者設置：週 5 日
手話通訳者派遣：　45回

聴覚障害者等が制度を知り、利用でき
るように広報する。

拡充 Ｈ１５ 社会福祉課
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

149
介護予防のための施策
の推進

６０歳以上に転倒予防体操（うしくかっぱ
つ体操）とシルバーリハビリ体操を普及す
る。また、出前講座による介護予防の啓
発とサロンにおいても体操の普及を行う。
また、体操普及の為、かっぱつ体操普及
員と3級シルバーリハビリ体操指導士を養
成する。65歳以上の高齢者に介護予防教
室（元気教室）を実施し、事業対象者を把
握し、介護予防のために総合事業につな
げる。

かっぱつ体操のべ参加人数：約25000人
口腔教室：64人
体力アップ教室：115人（健康づくり推進課）

かっぱつ普及員養成講座実施
27年度末現在　かっぱつ体操普及員数：303名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施地区：45地区
　　　　　　　　　　シルバーリハビリ体操指導士数：62名
元気教室実施：12地区（高齢福祉課）

うしくかっぱつ体操普及のための会場提供（1回）
(スポーツ推進課）

65歳以上の全数把握を目指し、個〄の
健康状態に合わせた教室を提案してい
く。（健康づくり推進課）

日常生活支援総合事業の実施に伴う、
ボランティア団体を活用した生活支援
サービスの充実。
認知症サポーター、地域ヘルパー養成
講座修了者の地域での活用。(高齢福
祉課)

拡充 Ｈ１５

健康づくり推
進課
スポーツ推進
課

150

消費生活センターと連携
した振り込め詐欺等の未
然防止に関する情報提
供

高齢者に多い振り込め詐欺などの被害を
未然に防ぐため、消費生活センターと連
携して、詐欺の手口の情報提供などを行
う。

出前講座を実施した（8件）

広報紙で悪質商法の手口などに関する注意喚起を行っ
た

引き続き出前講座などで積極的に情報
提供を行っていく。

新規 Ｈ２５ 商工観光課

再掲115
スポーツ・レクリェーショ
ンへの参加促進

事業番号115参照 継続 Ｈ１５
スポーツ推進
課

151
障がい者スポーツ大会・
文化事業への参加

障がい者の地域参加機会の提供として県
主催等の障がい者スポーツ大会へ参加
する。

茨城県ゆうあいスポーツ大会：　29名
地域身体障害者スポーツ大会：　29名
茨城県身体障害者スポーツ大会：　24名

参加者の増加を目指す 継続 Ｈ１５ 社会福祉課

152 障がい者の就労支援
障がい者の雇用を促進するため障害者の
就労を支援する。

関係機関との連絡会議・連携
関係機関との連携をとりながら支援の
充実を目指す

拡充 Ｈ１５ 社会福祉課

再140
障がい者の居宅生活の
支援

事業番号140参照 継続 Ｈ１５ 社会福祉課
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

153
高齢者及び障がい者等
の社会参画の促進に関
する情報の提供、啓発

高齢者の就労支援や高齢者・障がい者等
の社会参画の促進に関する他機関から
の情報を提供する。

高齢者の｢就労の場｣としてシルバー人材センターの広
報周知の実施。また運営支援を実施。精神障がい者施
設に封入作業を委託。（高齢福祉課）

障がい者相談員による「障害者何でも相談」の実施（月
１回）。
障害者連合会運営支援。（地区社協、児童クラブ等での
啓発活動を実施）
（社会福祉課）

就労を希望する高齢者に対する情報提
供として、シルバー人材センターの紹
介、斡旋を促進していく。精神障がい者
施設には継続的に作業委託を検討。
（高齢福祉課）

障がい者があってもなくても住みよい街
づくりをめざし、相談支援・情報提供、関
係機関との連絡調整を図る。また、障
がい当事者が地域でスムーズに活動で
きるよう支援する。（社会福祉課）

継続 Ｈ20
高齢福祉課
社会福祉課

154
バリアフリー化の施策推
進

まちづくりを行う際、ユニバーサルデザイ
ンの導入や段差の解消などバリアフリー
化の推進を図り、高齢者宅のバリアフリー
住宅への改築の補助の継続、買い物支
援（移動車の確保）などを推進していく。

重度身体障害者（児）住宅リフォーム助成　1件
（社会福祉課）

所管する牛久駅東口駅前広場工事、田宮西近隣公園工
事、牛久運動公園野球場改修工事、公園再整備におい
て、バリアフリーやユニバーサルデザインについて取り
入れている。（都市計画課）

まちづくりを行う際、ユニバーサルデザインの導入や段
差の解消などバリアフリー化の推進を図り、高齢者宅の
バリアフリー住宅への改築の補助の継続、買い物支援
（移動車の確保）などを推進していく。（高齢福祉課）

障がいのある方の生活環境の向上支
援の充実を目指す。（社会福祉課）

公園など既存施設のバリアフリー化（段
差解消のためのスロープの設置等）に
ついて、必要性を検証し地域住民と協
議しながら実施していく必要がある。
（都市計画課）

高齢者の移動支援、住まいの確保をど
うしていくかが課題。（高齢福祉課）

継続 Ｈ20

社会福祉課
高齢福祉課
都市計画課
（まちづくり推
進室）

155
牛久市地域福祉計画の
進行管理の実施

地域福祉の力を高めるための計画につい
て進行管理を実施する。

地域福祉計画・地域福祉活動計画を改定
地域福祉の考え方について住民へ普
及啓発していく。

継続 Ｈ２０ 社会福祉課

156
牛久市難病患者福祉見
舞金の支給

小児慢性特定疾患医療券をお持ちの方を
対象に、難病患者の闘病や保護者の労
苦に報いることを目的として、見舞金を患
者一人につき年1回20,000円を支給してい
る。

申請数　491件 保健所との連携。 新規 Ｈ２５
健康づくり推
進課

157
成年後見サポートセン
ターの運営

高齢化や障害の重度化に伴い、判断能力
の低下に不安を感じている認知症高齢者
や障害者、そのご家族に対して、成年後
見制度や日常生活自立支援事業などを
活用し、財産管理や身上監護を中心に権
利擁護サービス等を提供し、その人らしい
安心した生活が送れるよう支援する。

○相談支援
    相談件数　242件(高147件、知38件、精57件)
○法人後見
  　受任件数　3件
○日常生活自立支援
  　契約者数　22件(高18件、知1件、精神3件)
○広報啓発活動
　　親族・一般向け講演会相談会　9/27
　　金融機関・福祉関係者向け講演会　3/5
○市民後見人養成研修フォローアップ研修
　　11/11、11/17、11/19、11/24

・親族や福祉関係者からの相談に対応
するとともに、必要に応じて制度の申立
支援を行った。また今後、法人後見の
受任増加を想定し、職員や後見活動支
援員の体制を強化する。
・成年後見制度や日常生活自立支援事
業の利用者拡大のため、積極的に広報
活動を行っていく。

新規 Ｈ２５
社会福祉協
議会
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

158
生きがいサポート協働事
業の実施

地区社会福祉協議会との協働により、高
齢者の足の確保のための「買い物サポー
ト事業」を実施し、買い物時の車での送迎
を行っている。そのほかさまざまな高齢者
をサポートする事業を実施していく。

○外出サポート　利用会員34名、協力会員11名
・火,金曜日の午前,午後に外出サポート
・延べ利用者数390名

・地域の外出サポートとして、高齢者の
買物支援を進めることができた。運転を
担う協力会員が尐ないため、さらに地
域への声掛けを行う。

新規 Ｈ２５
社会福祉協
議会

　　施策の方向５）外国人が暮らしやすい環境づくり

事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

159
外国人を対象とした日本
語教室の開催

市内在住外国人を対象にボランティアが
マンツーマンで日本語を教える。

・第１学期5/7～7/9（毎週木曜日・10回）
　学習者31名、ボランティア36名
・第２学期　9／10～11/12（毎週木曜日・１０回）
　学習者32名、ボランティア35名
・第３学期　1/7～3/17(毎週木曜日・１０回）
　学習者36名　ボランティア29名

・多様化している学習者のニーズへの
対応。
・在牛久外国人にどのように周知をして
いくか。学習者が増えた場合の対応。

継続 Ｈ１５ 市民活動課

160

外国人の生活を手助け
するためのホームページ
やパンフレット等での外
国語による情報の提供

市ホームページに英語版広報うしくを掲載
するとともに、県で作成した外国人のため
の生活ガイドを配布する。

英語版ホームページは随時更新、生活ガイドは総合窓
口にて継続配布

・多言語による行政情報の提供
・やさしい日本語の導入

継続 Ｈ１５
市民活動課
各課

161
災害時や緊急時におけ
る外国人への状況提供
体制の確立

災害時や緊急時において、外国人にも情
報がいきわたるようなしくみづくりを進め
る。

地震・風水害等発生時における対応やその後の生活に
不安を持つ外国人への不安を解消するため、行政区が
行う防災訓練や市が主催する防災訓練への参加につい
て検討した。

外国人が被災した場合の確認及び連
絡手段について、国際交流協会やボラ
ンティアとどのように連携していくのかを
検討。

新規 Ｈ２５ 危機管理室

162
外国人を対象とした相談
体制の整備

市内在住の外国人が抱える、言葉や文
化、習慣の違いから生じる問題や人権に
関わる問題などの解消を図るため、通訳
をつけた相談事業について、サロン等の
活用も含め、検討する。

医療費に関する相談あり。担当課と協議し、通訳するな
どの支援を行った。

・多言語による行政情報の提供
・やさしい日本語の導入

継続 Ｈ１７ 市民活動課
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■　推進体制の整備・充実

　１　市役所内における組織の充実
事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

163
男女共同参画推進会議
の運営

「牛久市男女共同参画推進会議」の構成
員を関係課長から全課長に拡大すること
により、全庁の横断的な調整機能を充実
させる。

第１回（８／２５）第２次基本・実施計画 平成２６年度実
施状況報告、市役所内の男女共同参画について

２６年度から全ての課長を委員とし、男女共同参画を市
役所全体で進めていく体制としている。

今後は「牛久市男女共同参画推進会
議」の構成員を関係課長から全課長に
拡大することを検討し、全庁の横断的な
調整機能を充実させ、第２次計画の進
行管理を行っていく。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

164
男女共同参画推進会議
ワーキングチームの運営

基本計画策定作業のみならず、庁内の男
女共同参画の推進役としての役割を担う
組織として充実させる。

第２次基本・実施計画 平成２６年度実施状況報告、市
役所内の男女共同参画について、平成２７年度上半期
実施状況報告についてお願いするため、会議を開催（１
回）（８／２７）

今後も職員を対象とした職員研修等、
知識を習得する機会を設け、誰もが
ワーキングチームに加われるような体
制にしていく。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

再掲4
男女共同参画に関する
市職員研修の実施

事業番号４参照 継続 Ｈ１５ 人事課

165
市職員への情報提供の
充実

職員の男女共同参画に対する理解と意識
の高揚を図るため、男女共同参画に関す
る情報を職員に対して発信する。

・県情報誌「ハーモニー広場」を全課に配布
今後も引き続き、国・県・他市町村、牛
久市の情報を随時、職員に発信してい
く。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

　２　推進体制の整備
事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

166
各部門計画への男女共
同参画の視点の反映

毎年度、事業の実施状況について報告書
を作成し、「牛久市男女共同参画審議会」
に意見を求める。さらに、「牛久市男女共
同参画推進会議」に報告し、進行管理を
行う。

牛久市が策定する各部門計画との整合性を図るため、
計画の見直しの際に、計画の中に「男女共同参画」の視
点を取り入れるよう働きかけている。

引き続き各計画の見直しの際には、計
画の中に「男女共同参画」の視点を取り
入れるよう働きかけていく。

新規 Ｈ２５
市民活動課
男女共同参
画推進室

167
基本計画の進行管理の
実施

毎年度、事業の実施状況について報告書
を作成し、「牛久市男女共同参画審議会」
に意見を求める。さらに、「牛久市男女共
同参画推進会議」に報告し、進行管理を
行う。

平成２６年度実施状況報告書を作成し、男女共同参画
審議会に諮り、意見を求めた。

市民活動課内の推進室のホームページに２６年度実施
状況報告書全文掲載。

今後も実施状況報告書を取りまとめて
いく。職員の男女共同参画の意識が向
上するに従い、より充実した内容の報
告書を作成していく。

継続 Ｈ１６
市民活動課
男女共同参
画推進室
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

168
男女共同参画の指標管
理による評価の実施

実施計画に登載されている１６０事業の中
から、特に重点的に取り組む事業につい
て、活動指標または成果指標を設定し、
評価を行う。

指標については、第２次実施計画で２７の数値目標と９
の成果指標を設定している。各課に数値の報告をお願
いし、今回の報告書に掲載。

数値目標と成果指標の目標の達成に
向けて、積極的に事業に取り組むこと
により、市民・企業・行政の意識向上を
目指す。

継続 Ｈ１６
市民活動課
男女共同参
画推進室

再掲11
男女共同参画施策に関
する意見の処理

事業番号11参照 継続 Ｈ１７
市民活動課
男女共同参
画推進室

再掲30 フェミニスト相談の実施 事業番号30参照 継続 Ｈ１６
市民活動課
男女共同参
画推進室

169 市民意識調査の実施

５年ごとに男女共同参画に関する市民意
識調査を実施する。また、政策秘書課が
実施する市民満足度調査を活用し、男女
共同参画に関する特定の項目に関して、
毎年、市民の意識を把握する。

市民満足度調査に２項目の設問を設定した。
２７年２月に市民満足度調査を実施、「男は仕事・女は
家庭」という考え方に同感するかしないかの問いに対
し、「同感する」と答えた方が２５％、「同感しない」と答え
た方が６７％となり、前年調査より「同感しない」割合が
増えた。

調査した結果を把握し、今後の男女共
同参画に関する施策に反映させていく。

継続 Ｈ１７
市民活動課
男女共同参
画推進室

　３　連携の強化
事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

170
牛久市男女共同参画審
議会の運営

男女共同参画審議会を運営することによ
り、市民の意見を男女共同参画の各施策
の推進に反映させる。

９月１０日　第１回会議開催（＜報告＞第２次実施計画
平成２６年度実施状況報告／事業所アンケートの集計
報告）

１１月１２日　第２回会議開催（新委員最初の審議会）
（男女共同参画審議会の役割について／審議会の現在
までの取り組みについて）

２月２日　第３回会議開催（＜諮問＞第２次実施計画
平成２７年度上半期実施状況報告）

引き続き審議会の意見を推進会議に諮
り、ワーキングチームメンバーに報告
し、計画に意見を反映させていく。

今後も審議委員の意見を取り入れなが
らよりよい事業の推進方法を考えてい
く。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

171
牛久市男女共同参画推
進基本計画の周知

市の男女共同参画の取り組みを市民に周
知するため、基本計画のＰＲを行う。

市民活動課内の推進室のホームページに計画書のダイ
ジェスト版、基本計画・実施計画（第２次）を掲載。
男女共同参画コーナーに基本計画・実施計画（第２次）
を設置。

さまざまな機会を通じて、基本計画・実
施計画のＰＲを行っていく。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

172
牛久市男女共同参画推
進条例の周知

市・市民・事業者の責務を広く浸透させる
ため、条例のＰＲを行う。

市民活動課内の推進室のホームページに条例全文掲
載。

さまざまな機会を通じて、条例のＰＲを
行っていく。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室
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事業
番号

具体的事業 事業概要 平成２７年度実施状況 今後の課題 区分
事業開
始年度

担当課

173
県主催事業への参加協
力

県が主催する男女共同参画に関する各
種事業への参加を広く呼びかける。

７月３１日　「女性団体リーダー等研修・交流会」参加
１１月１日　第１４回「いばらき教育の日」推進大会参加
２月１３日　県女性団体団体連盟主催「女性団体連盟の
つどい」参加

今後も、県女性プラザ（レイクエコー）が
主催する事業等も含め、幅広く参加して
いく。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室

174
行政区･団体等との連携
強化

行政区などと連携し、男女共同参画を推
進するリーダーを選出して地域に意識を
拡げる。

１２月２２日に区長を対象とした講演会を実施予定
・ テーマ「地球温暖化と異常気象について」
　　　　　　「防災気象情報とその利用について」

・ 講師　水戸地方気象台　　森井　正宏　調査官
　　　　　　　　　〃　　　　　　　　西井　久人　予報官

８２名（うち女性１名）が参加、地震や津波などの知識を
深め防災意識を高めることができた。

１月２３日「うしく男・女フォーラム２０１６」に参加（３７名）

牛久地区、岡田地区、奥野地区から３つの行政区の代
表の方が男女共同参画審議会委員に委嘱されている。

男女共同参画審議会委員になっていた
だいたのを足がかりにして、地域に男女
共同参画の視点を取り入れていくよう
働きかけていく。

継続 Ｈ１５
市民活動課
男女共同参
画推進室
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