
政策Ⅰ　誰もがわかりあうまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）

・第2次男女共同参画プラン策定に伴う市民ワークショップ、高校生ワークショップを開催した。
・県の事業を活用した男女共同参画推進リーダー研修を2回開催した。
・じんけんふれあいセミナーの1講座として、男女共同参画に関する講座を開催した。
　（人権・同和対策室との共催　　参加者：133人）

企画政策課

・高齢者を対象とした晩成大学で講座を開催した。（三日月公民館） 生涯学習課

・同推協総会時の研修に取り入れた。（参加者：65人）
・市内企業に対して、パネル掲示を行った。（15社：630人）

人権・同和対策室

2 啓発情報誌の発行 × 未実施 企画政策課

・階層別研修（新規採用、監督者、管理職等）、人権・同和研修を開催した。 総務課

・「ワーク・ライフ・バランスの本質と男女共同参画社会」をテーマに職員研修を開催した。
　（対象:係長級以上職員　　参加者:52人）

企画政策課

4
男女共同参画に関する意識調査
の実施

×
未実施
（※平成27年度に第2次男女共同参画プランの策定に伴い、男女共同参画に関する意識調査を実施。対象:市民
2,000人・中学2年生461人）

企画政策課

5 図書購入 ○
・男女共同参画に関する図書の購入した。（購入冊数：46 冊）
・男女共同参画週間に合わせて、関係図書コーナーを設置した。

文化課

6
外国人の人権尊重に関する意識啓
発・情報提供

○ ・市内企業に対してパネル掲示を行った。（15社：630人） 人権・同和対策室

担当課

○

3 市職員研修の実施 ○

平成28年度小城市男女共同参画プラン実績報告

施策 基本事業 № 事業名

平成２８年度

１．男女平等の
意識啓発

①男女平等意識に関す
る積極的な情報発信・
啓発

1
男女共同参画に関する研修会等
の開催



政策Ⅰ　誰もがわかりあうまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
担当課施策 基本事業 № 事業名

平成２８年度

7 家庭教育学級の開催 ○ ・家庭教育支援講座を開催した。（1回　参加者：9人）　（社会教育係） 生涯学習課

8 パパ・ママ教室の実施 ○ ・パパ・ママ教室を年間3回開催した。（参加：53組104人） 健康増進課

9
家庭生活の役割分担に関する啓発
の推進

× 未実施 企画政策課

10 子育てに関する講座の開催 ○ ・子どもへの暴力防止プログラムを実施した。 社会福祉課

・「おぎしこそだてガイドブック」を作成した。（平成29年3月発行） 社会福祉課

・パパママ教室で父子手帳の配布をし、意識の高揚に努めている。（配布人数：50人） 健康増進課

・6年生にバイキング給食・マナー給食を実施し、食のマナーについて学習を実施した。 教育総務課

・給食を通して、年齢に応じた食に関する関心やマナーを育むことができた。 保育幼稚園課

13
多様なライフスタイルを尊重する意
識を育む啓発の推進

× 未実施
企画政策課
生涯学習課

２．家庭におけ
る男女共同参
画の促進

①家族が共に感謝と思
いやりで支え合う家庭
生活の実践

②家事・育児を男女がと
もに担う意識の高揚

11 子育てハンドブックの配布

12 食育講座 ○

○



政策Ⅰ　誰もがわかりあうまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
担当課施策 基本事業 № 事業名

平成２８年度

14 幼児教育の充実 ○ ・園の中で園児向けは行っているが、園外に向けては行っていない。 保育幼稚園課

・子どもへの暴力防止プログラムを実施した。 社会福祉課

・発達にアンバランスさを持つ幼児の保護者（かんがるー教室参加者)や、佐賀大学学生等への子育て講話を実施し
た。（参加者：628人）

健康増進課

・子ども料理教室を実施した。（おにぎりづくり体験　年13回　622人）
・食育体験教室を実施した。（年3回　87人）

健康増進課

・児童センターで、子どもの各種体験活動、食育活動を実施した。 社会福祉課

17 個性を生かす教育推進事業 ○
・小学校：1～2年生が少人数学級・ＴＴ選択の対象となっている。
・中学校：1年生のみ、少人数学級・ＴＴの対象となっている。

学校教育課

18 技術・家庭科教育の充実 ○ ・性的なもので役割にとらわれることがなく、男女一緒の授業の中で家事等を協力し合うことについて学習している。 学校教育課

19 健康教育の充実 ○ ・学校においては、保健・体育や食育等の活動において学習している。 学校教育課

20 情報教育の推進 ○
・小学校、中学校とも全教科等で学習の習得に生かしながら、メディア・リテラシーや情報モラルについても学んでい
る。

学校教育課

21 体験学習の実施 ○ ・中学2年生を対象に職場体験学習（2～3日）を実施した。 学校教育課

22
児童・生徒等の名簿の男女混合化
の促進

○ ・実施している。 学校教育課

23
教育関係者・保育関係者への研修
等の推進

○ ・小・中学校において、セクハラ研修等は全校実施している。 学校教育課

24 人権教育・男女平等教育の推進 ○ ・小・中学校において、人権学習を全校実施している。 学校教育課

25 個性重視の進路指導の充実 ○ ・キャリア教育に主眼をおいた教育を実施している。 学校教育課

・保健体育や保健学習において取り組んでいる。 学校教育課

・健康増進課主催で実施していないが、実施に向けての内容検討等教育部局と協議を行っている。 健康増進課

親子料理教室等の開催 ○

26 性教育の充実

①男女共同参画の視点
に立った幼児期からの
教育・学習の推進

15 子育てに関する講座の充実

○

○

16

３．教育の場に
おける男女共
同参画の推進



政策Ⅰ　誰もがわかりあうまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
担当課施策 基本事業 № 事業名

平成２８年度

27 公民館主催事業の充実 ○

・一般成人はじめ、高齢者や女性を対象とした各種講座を開催する中で、女性の社会参画の一助となる講義を入れ
たり、男性の生活支援の一助となるような内容に取り組んでいる。
　・小城市公民館体験講座（各公民館）
　・小城町大人塾（小城公民館）
　・晩成大学（三日月公民館）
　・高齢者学級（牛津公民館）

生涯学習課

・人権・同和対策室の協力のもと、社会教育指導員の人権教育指導者育成に努めている。
（県主催人権・同和教育担当者研修会や講座、県主催地区別研修や全国・九州研究大会に参加している。）

生涯学習課

・県主催の社会人権・同和教育指導者養成講座、他全国・九州研修大会に参加している。 人権・同和対策室

29 世代間交流事業 ○

・ニュースポーツ教室で、年齢制限せず募集したところ、小学生から高齢者まで幅広い参加により、楽しく交流ができ
た。(小城公民館）
・津の里ミュージアムで、指導者として中学生、高校生及び幅広い年齢の大人が参加することにより、小学生との交
流を深めることができた。(牛津公民館)
・早起きラジオ体操会や長縄とび大会で、子どもから大人までの幅広い参加により、異年齢間の交流ができた。（芦
刈公民館）

生涯学習課

30 映画上映事業 ○ ・8月、1月に映画会を実施した。（参加者：571人） 人権・同和対策室

31 講座教室等開催事業 ○ ・人権・同和対策室の人権講座で実施した。 生涯学習課

32 学習資源を生かす環境づくり ○
・地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業への牛津高校、牛津中学生の指導者ボラン
ティアへ参画した。（牛津公民館）

生涯学習課

・学校施設開放事業は、各学校長に運用を委任して実施している。 教育総務課

・小城中学校、岩松小学校・晴田小学校、観桜大会・ソフトボール大会・ミニバレーボール大会の会場として活用し
た。（小城公民館）
・芦刈観瀾校中学部グランドを芦刈町民運動会・芦刈町ソフトボール大会の会場として活用した。（芦刈公民館）
・三日月中学校、三日月町民運動会の会場として活用した。（三日月公民館）
・地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業のため、牛津小学校・砥川小学校施設を活
用した。（牛津公民館）

生涯学習課

・小学校、中学校とも全教科等で学習の習得に生かしながら、メディア・リテラシーや情報モラルについて学んでい
る。

学校教育課

・スマートフォン利用ルールを決めるためのマグネットを作成した。（牛津公民館）
・スマートフォン（ＳＮＳ）の適正な利用につなげるため、有識者講演会を実施した。（牛津公民館）

生涯学習課

・市広報誌、ホームページにイベントや相談窓口を掲載した。 総務課

・アバンセのイベントや「女性・男性のための総合相談窓口（DVセンター）」などの広報を実施した。 企画政策課

○

35
男女共同参画の視点に立った市
報・ホームページ等の作成

○

34 メディア・リテラシーの向上

28 人権教育指導者の養成 ○

学校施設開放事業33 ○

３．教育の場に
おける男女共
同参画の推進

②生涯学習での男女共
同参画の啓発



政策Ⅰ　誰もがわかりあうまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
担当課施策 基本事業 № 事業名

平成２８年度

36 出前講座の実施 × 未実施 企画政策課

・各種イベントは、土・日曜日などの休日に開催するなど配慮している。 企画政策課

・研修等周知用チラシの窓口に設置している。 総務課

・｢地域活性化とまちの駅｣見附市長講演会｣　8/6(土)14:00～
・｢西九州大学地域看護学部(仮称)誘致による地方創生｣　2/1(土･祝)10:00～

まちづくり推進課

・パパママ教室を日曜日に開催し、育児参加を呼びかける機会としている。（年3回　104人参加） 健康増進課

・各公民館で実施している各種事業の開催を、昼間・夜間・週末など様々な時間帯に設定し、展開している。 生涯学習課

・イベント関係は、多くの方に来て頂くために土日開催や複数日開催を行っている。 商工観光課

・イベント・会議等の開催については、時期、時間等には配慮して開催をしている。 環境課

・イベントは土日優先で計画している。 文化課

・休日に行ったり、公民館事業や他イベント等と重ならないよう配慮している。 人権・同和対策室

・学校行事等については、それぞれの学校において常に保護者等が参加しやすくするための配慮を行っている。 学校教育課

38 生涯学習人材バンクの充実 ○ ・小城市文化連盟が各小・中学校へ文化人財バンク利用案内の広報活動を行っている。（社会教育係） 生涯学習課

39 人権講座の開催 ○ ・じんけんふれあいセミナーや出前講座を開催している。 人権・同和対策室

関
係
各
課

37 各種事業の開催日時の配慮 ○

３．教育の場に
おける男女共
同参画の推進

②生涯学習での男女共
同参画の啓発



政策Ⅰ　誰もがわかりあうまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
担当課施策 基本事業 № 事業名

平成２８年度

40
地域活動や各種ボランティア活動
等における男女共同参画促進の
ための啓発

× 未実施
総務課
社会福祉課
生涯学習課

・各種計画等検討会議に母子保健推進員が参加し、子育て視線の意見の反映に努めている。 健康増進課

・PTAや保護者会については、８割ほどが女性となっている。 保育幼稚園課

・小城市観光ボランティアガイドの会への女性参画は半数を超えている。パンフレット等の資料提供を行っている。 商工観光課

42

社会の変化と伝統的慣習との関連
についての講座等の開催

○

・第2次男女共同参画プラン策定に伴う市民ワークショップ・高校生ワークショップをそれぞれ1回、「ひとりひとりが大
切にされる社会とは」をテーマに開催した。（参加者:計51人）
・じんけんふれあいセミナーの1講座を「テレビから考える男女共同参画」をテーマに開催した。（人権・同和対策室と
共催　参加者:53人）

企画政策課

43 社会制度や慣行に関する調査 × 未実施 企画政策課

44
男女が共に参画する地域活動の
促進

○
・じんけんふれあいセミナーの1講座を「テレビから考える男女共同参画」をテーマに開催した。（人権・同和対策室と
共催　参加者:53人）

企画政策課

45
佐賀県男女共同参画推進員との
連携

○
・佐賀県の男女共同参画推進員制度は平成21年度に終了した。平成20年度より小城市男女共同参画推進員制度を
設置している。

企画政策課

46
職場内慣行見直しのための啓発
の推進

○ ・パンフレットやチラシの収集、提供をした。 商工観光課

47
雇用の分野の法律や制度に関す
る情報提供

○ ・パンフレットやチラシの収集、提供をした。 商工観光課

48 再就職等に関する情報提供 ○ ・パンフレットやチラシの収集、提供をした。 商工観光課

49
若年者の健全な職業観を育成す
る教育の充実 ○ ・中学2年生を対象に職場体験学習（2～3日）を実施した。 学校教育課

50
事業所への女性管理職登用につ
いての啓発の推進

× 未実施
企画政策課
商工観光課

51
男女共同参画に関する事業所アン
ケート

× 未実施 企画政策課

52
民間企業におけるセクシャル・ハラ
スメント防止に関する意識啓発

× 未実施
商工観光課
企画政策課

53
市職員向けセクシャル・ハラスメン
ト相談員の設置 ○ ・相談員を19名設置している。 総務課

４．地域におけ
る男女共同参
画の促進

①地域における男女共
同参画の啓発

41
地域活動などの方針決定の場へ
の女性の参画促進

○
全
課

②地域の誤った慣行の
是正

５．職場におけ
る男女共同参
画の促進

①働く人々が、認め合
い支え合う職場環境

②雇用の場における男
女の均等な機会と接遇
の確保

③セクシャル・ハラスメ
ントの根絶



政策Ⅱ　互いに支え合うまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）

54 乳児訪問等による相談事業 ○
・保健師及び母子保健推進員による乳児家庭の全戸訪問を１００％実施した。
 （実397人、要指導者等訪問　延べ997人）

健康増進課

55 乳幼児健康診査 ○
・乳児：（集団）12回/年　受診数406人　受診率98％、（医療機関委託）受診数延べ637人　受診率70％
・１歳6か月児健診：12回/年　受診数397人　受診率98.5％
・3歳児健診：12回/年　受診数415人　受診率93.5％

健康増進課

・社会福祉課主催のサークルに、母子保健推進員等がボランティアとして参加している。 健康増進課

・地域子育て支援拠点事業を実施している。 社会福祉課

57 児童センターの利用促進 × 未実施 社会福祉課

58 外国語版母子健康手帳の交付 ○ ・配布準備はあるが、交付実績はない。 健康増進課

・男女市民ワークショップ（一時保育利用者　1人）　　　・男女リーダー研修（一時保育利用者2回　2人)
・男女共同参画審議会（一時保育利用者2回　2人)　　 ・おぎの未来デザイン（利用申出なし）

企画政策課

・乳児訪問及び健康相談時等に事業の紹介をしている。 健康増進課

・園では行事によって託児を行っている。 保育幼稚園課

・小城市市民体験講座、家庭教育支援講座を託児つき開催した。 生涯学習課

・放課後児童クラブ説明会時に子どもの預かりを行った。 教育総務課

60
事業所内託児施設の設置促進のため
の広報・周知

× 未実施
商工観光課
保育幼稚園課

61 放課後児童対策の充実 ○ ・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）を実施した。 教育総務課

62 子育て相互支援事業 ○ ・子育て相互支援事業を実施した。 社会福祉課

63 子育てサポーターの養成 ○ ・子育てサポーター養成講座（子育て相互支援事業）を12回実施した。 社会福祉課

64 認定こども園の設置 ○ ・平成29年度から1園増加に向けて準備を進めている。 保育幼稚園課

65 祖父母学級の実施 ○ ・歯科保健に関する健康教育を実施しているが、隔年実施のため28年度は実績なし。 健康増進課

66
ファミリー・フレンドリー企業の普及促
進

× 未実施
商工観光課
企画政策課

67
思春期世代に対する保育体験の機会
の提供

○
・中学校家庭科の授業や総合的な学習の時間（職場体験）の一環として幼稚園・保育園を訪問し、幼児とふれあいながら子
育ての楽しさや、子どもの成長と過程の役割について学習している。

学校教育課

№ 事業名

平成２８年度

担当課

①乳幼児等の健康の確保及
び増進

56 子育て支援（育児サークル）

②仕事と家庭生活両立のため
のサポート体制の充実

１、子育て支援の充
実

○

施策 基本事業

59 託児サービスの拡充 ○

関
係
各
課

③家庭の誰もが無理なく子育
てを行う環境づくり



政策Ⅱ　互いに支え合うまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
№ 事業名

平成２８年度

担当課施策 基本事業

・ホームページは英語・中国語・韓国語バージョンでも閲覧できる。 総務課

・妊娠届出、乳児訪問時に関係各課と連携して情報の提供をしている。 健康増進課

・外国からの一時滞在児を幼稚園体験として受け入れた。 保育幼稚園課

・消費生活相談において外国人も受け入れている。 人権・同和対策室

・該当者に対し、国民健康保険、国民年金に関する相談に対応している。 国保年金課

・外国籍あるいは日本国籍で帰国する子どもの就学等について、言葉の問題をはじめとした様々な相談に応じ、適切な就学
支度・適応相談を行っている。

学校教育課

69 民主・児童委員活動の推進 ○ ・民生委員・児童委員活動費補助金を交付し、活動支援している。 社会福祉課

70 地域子育て支援センター × 未実施 保育幼稚園課

71 地域福祉活動団体の連携強化 × 未実施 社会福祉課

72 母子福祉施策の実施 ○ ・児童扶養手当支給事業、ひとり親家庭等医療費助成事業を実施している。 社会福祉課

73 自立のための相談・支援 ○ ・母子・父子自立支援員による就労支援、自立支援プログラム(県事業）への同行を行っている。 社会福祉課

74 母子家庭等自立支援の促進 ○ ・高等職業訓練促進給付金等事業、児童扶養手当支給事業、ひとり親家庭等医療費助成事業を実施している。 社会福祉課

75 授産場管理事業 ○ ・授産場を運営している。 社会福祉課

76 障害のある子どもへの支援 ○
・特別児童扶養手当や障害児福祉手当などの経済的支援や児童発達支援、放課後等デイサービスを行い、障がい児の自立
支援を実施している。

高齢障がい支援課

・就学相談、子どもサポーター等を配置している。 学校教育課

・自閉症児童などを対象に実施されている療育キャンプ参加への助成を行っている。 高齢障がい支援課

・PTA等へ呼びかけている。 学校教育課

・多様な形態の家庭の子どもたちが安心して暮らせるよう、「地域ぐるみの子育て環境」を提供する活動を支援している（子ど
も110番の家設置事業、青色防犯パトロール事業）。

生涯学習課

79 高齢者のひきこもり対策の推進 ○
・ふれあいサロン （開催：1,312回　参加：8,915人）
・生きがい対応型デイサービス  (124人、延べ3,384人）

高齢障がい支援課

80 愛の一声運動事業 ○ ・愛の一声運動（利用者：251人） 高齢障がい支援課

④どのような家族形態におい
ても区別のない子育ての支援

68 外国人への情報提供の充実 ○

関
係
各
課

１、子育て支援の充
実

２．多様な形態の家
庭への支援

②地域ぐるみで声かけ運動

①ひとり親家庭等や障害のあ
る子どもをもつ家庭への支援
体制の整備

77 障害のある子どもへの教育支援体制 ○

○78 あいさつ、声かけ運動の推進



政策Ⅱ　互いに支え合うまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
№ 事業名

平成２８年度

担当課施策 基本事業

・職場や窓口では、積極的にあいさつをするようにしている。 企画政策課

・職能、能力開発研修（住民とのコミュニケーション研修、ファシリテーション研修、接遇養成研修）を実施している。 総務課

・来庁者（窓口）での挨拶を徹底しており、職員同士でも挨拶するよう心がけている。 会計局

・あいさつはしている。 監査事務局

・来庁者へのあいさつを積極的に行うように全員で取り組んだ。 農業委員会

・輪番による「朝礼」を毎日実施している。
・所管施設（公園等）管理人へ徹底している。

まちづくり推進課

・課内で当番を決めて、毎日朝礼の中で、全員であいさつを実施している。
・お客様に対しても、あいさつを徹底している。

下水道課

・朝礼あり。 建設課

・職場内でのあいさつを実施している。 社会福祉課

・窓口でのあいさつとともに職員間については、毎日の朝礼であいさつを行なっている。 保育幼稚園課

・市役所、公民館来館者には挨拶を行い、親切丁寧な説明や接遇に努める。 生涯学習課

・職場内であいさつに努めている。 水道課

・窓口でのあいさつを徹底している。 税務課

・採用試験時のみでなく、常にあいさつするよう課全体で取り組んでいる。 環境課

・来館者には挨拶を行い、職員同士でも挨拶するよう心がけている。 文化課

・窓口での声掛け、あいさつを徹底している。 市民課

・職場内で朝礼を実施している。 国保年金課

・職場内で朝礼を実施している。患者様に挨拶することを徹底している。 市民病院

・朝礼、訪問者へのあいさつを行っている。 学校教育課

・朝礼の実施、訪問者へのあいさつの啓発を行っている。 教育総務課

82 企業によるあいさつ・声かけ運動 ○ ・課内はもとより、教育委員会においては、輪番による「朝礼」を毎日実施している。 学校教育課

全
課

②地域ぐるみで声かけ運動２．多様な形態の家
庭への支援

81 市役所内のあいさつ運動 ○



政策Ⅱ　互いに支え合うまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
№ 事業名

平成２８年度

担当課施策 基本事業

２．多様な形態の家
庭への支援

③外国人が暮らしやすい環境
づくり

83 国際理解教育の推進 ○

・英語教育支援事業を実施している。
　・中学校・・・1クラスあたり1回/週
　・小学校・・・1クラスあたり10回/年（5・6年生は年14～15回程度）
　・幼稚園・保育園・・・10回/年

学校教育課

84 意識啓発の充実 ○
・佐賀県DV総合対策センターで行われているDV未然防止教育事業の活用を推進している。
　・DV未然防止教育事業（中学生向け）：小城中学校、牛津中学校、芦刈観瀾校で実施 （県内35校で実施）
　・DV未然防止教育事業（小学生向け）：桜岡小学校5・6年生、芦刈観瀾校5年生で実施 （県内10校で実施)

企画政策課

85 思春期教育の充実 ○ ・学校での保健等で指導している。 学校教育課

・ＤＶ被害者支援市町連携会議（全体市町連携会議、各保健所管内での市町連携会議）に出席し、広域連携体制の確認を
行った。

社会福祉課

・8月4日（木）「小城警察署犯罪被害者支援ネットワーク、小城・多久市民相談相互支援ネットワーク合同会議」、8月18日(木)
「ＤＶ被害者支援市町連携会議」に出席し、広域連携体制の確認を行った。

企画政策課

・小城多久障害者虐待防止センターを開設し、対応している。
・高齢者に関しては、地域包括支援センターと役割を分担し対応している。

高齢障がい支援課

・ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置事業を実施
している。(小城市住民6件、小城市住民以外29件)

市民課

・セクハラ・パワハラ職員研修会を実施した。（参加者：207人） 総務課

・5月23日（月）　「配偶者等への暴力（DV）被害者支援　職員研修会」を開催した。
対象:平成28年度採用職員、平成26年度、平成27年度採用職員で昨年度の未受講者及びＤＶ支援関係業務に携わる職員
参加者:37人（うち担当者6人）
※ここ数年の新規採用職員は、受講するよう呼びかけている。【企画政策課、社会福祉課合同開催】

企画政策課
社会福祉課

88
女性に対する暴力をなくす運動期間の
周知

○
・広報11月号に「女性に対する暴力をなくす運動期間」の記事を掲載した。
・11月、市役所ロビーに「女性に対する暴力の防止運動期間（11月12日～25日）」のポスターを掲示した。

企画政策課
社会福祉課

３．あらゆる暴力の
根絶に向けた環境の
整備

①女性に対する暴力の根絶

86 広域的体制の整備 ○

87 市職員への研修の充実 ○



政策Ⅱ　互いに支え合うまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
№ 事業名

平成２８年度

担当課施策 基本事業

89 民主・児童委員への協力依頼 ○
・民生委員・児童委員活動費補助金を交付し、活動支援している。
・民生委員・児童委員会へ出席し、連絡を密に取り合う。

社会福祉課

・子どもへの暴力防止プログラムを実施している。 社会福祉課

・乳児家庭全戸訪問事業を保健師と母子保健推進員で実施している。
・養育支援訪問会議では、社会福祉課と一緒に対策を講じている。（延べ153件）

健康増進課

・関係機関との連携による研修会の実施している。 学校教育課

・要保護児童対策地域協議会を開催している。
・養育支援訪問事業を実施し、健康増進課母子保健係と一緒に対策を講じている。

社会福祉課

・乳児家庭全戸訪問事業を保健師と母子保健推進員で実施している。（実績397世帯） 健康増進課

92
「子ども110番の家」等の防犯ボラン
ティア活動の支援

○ ・学校を核とした子どもに安全な地域づくりを進めるために、「学校・地域子どもセーフティネット会議」を推進している。 学校教育課

・学校はもとより、社会福祉課など関係課あるいはこども支援センターとの連絡・連携を密として対応している。 学校教育課

・子どもへの暴力防止プログラムを実施している。 社会福祉課

94 医療機関等への協力依頼 ○ ・要支援世帯等に関するケースの相談に対応している。（実績2件） 健康増進課

・ＤＶ被害者支援市町連携会議に参加している。 社会福祉課

・各園に県等が行う研修会へ参加依頼を行なっている。 保育幼稚園課

・企画政策課主催の研修会に参加している。 健康増進課

・ＤＶ被害者支援職員研修会へ参加している。 市民課

・随時実施されている庁内の研修に参加するとともに、社会福祉課との対応の連携を図っている。 国保年金課

・佐賀県ＤＶ総合対策センター主催の「ＤＶ被害者支援市町連携会議」へ出席した。
・ＤＶ相談体制の充実のため「配偶者等からの暴力（ＤⅤ）被害者支援　職員研修会」を開催した。

企画政策課

・児童虐待やドスメティック・バイオレンス防止に関する研修の参加はないが、ケースによっては、社会福祉課との連携により
問題を抱える児童・生徒あるいは家庭への対応を行なっている。

学校教育課

・小城多久障害者虐待防止センターを開設している。
・ＤＶ被害者支援研修に参加している。

高齢障がい支援課

・DV被害者支援職員研修会（担当、新採）に参加している。
総務課　　下水道課
建設課　　水道課
環境課　　文化課

96 図書購入事業 ○ ・DVに関する図書を購入した。（購入冊数：9冊） 文化課

関
係
各
課

②家庭内等における虐待防止
対策の推進

３．あらゆる暴力の
根絶に向けた環境の
整備

90 児童虐待防止に向けた対策の推進 ○

91
児童虐待の早期発見と予防体制の整
備

○

○

95
虐待・ドメスティック・バイオレンスに関
する研修への参加

○

93
幼稚園・保育園・学校における虐待防
止対策の推進



政策Ⅱ　互いに支え合うまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
№ 事業名

平成２８年度

担当課施策 基本事業

97 社会保障制度の周知 ○
・国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金制度について、広報、ＨＰ掲載、また、被保険者証更新時に制度概要のパンフ
レットを併せて送付する等、制度周知を実施している。

国保年金課

・老人クラブ活動に対する助成　（32クラブ　1,458人）
・住民通いの場（百歳体操）　11地区　参加：実 197人、延べ 7,712人

高齢障がい支援課

・老人クラブ健康相談　（年15回　266人） 健康増進課

・高齢者を対象とした各種講座・事業を展開した。
　・小城町大人塾（小城公民館）
　・晩成大学（三日月公民館）
　・高齢者学級（牛津公民館）
　・プラスワン（社会人学級）　※対象は20歳以上だが高齢者の参加が多い。(芦刈公民館)

生涯学習課

・生きがいづくり講座　11講座　受講：実人員 220人、延べ1,798人 高齢障がい支援課

・各園独自に季節の行事等で、祖父母や地域の方と触れ合いを行っている。 保育幼稚園課

100
障害者（児）の自立支援と社会参加の促
進

○
・学校から社会、在宅から社会参加（訓練や就労）について、障がい福祉サービスの中で利用者のニーズに対応できるような
施策を実施している。

高齢障がい支援課

・障がい者に対して社会参加の基本となる外出について、移動支援や移送サービスなどの施策を実施している。 高齢障がい支援課

・広域公共交通（巡回バス、循環バス、乗合タクシー等）を運行している。 企画政策課

102 男性向け講座の充実 ○ ・男の料理教室　（年10回　69人） 健康増進課

103 見やすいホームページの作成 ○ ・小城市ウェブアクセシビティ方針によりホームページ作成している。 総務課

104 シルバー人材事業センター事業の促進 ○ ・シルバー人材事業センター補助事業（登録者：160人、就業者：101人） 高齢障がい支援課

105 成年後見制度利用支援事業 ○
・将来的な生活の不安を解消し、権利擁護を図るため、市長申立及び成年後見人等への報酬費助成をを実施した。
（市長申立件数　1件、後見人報償費助成件数　2件）

高齢障がい支援課

106 健康づくりの推進 ○
・ウォーキング教室　（年7回　201人）
・健康づくり体操普及（年5回　1,050人）

健康増進課

107 高齢者の介護予防の促進 ○

・生きがい対応型デイサービス （実124人、延べ3,384人）
・高齢者ふれあいサロン事業 （88か所、実8,915人）
・訪問指導事業 （参加者299人）
・通所型介護予防事業 （実166人、延べ2,916人）
・一般介護予防事業 （百歳体操11か所：実197人、延べ7,712人）
・オレンジ大学 （実67人、延べ997人）

高齢障がい支援課

108 生活環境の整備 ○

・公共下水道事業(牛津・小城処理区）
・特定環境保全公共下水道事業(三日月、芦刈処理区）
・市営浄化槽整備事業
・家庭用浄化槽設置整備事業
（下水道整備状況は、市全体事業計画面積1,105.3ha　整備率61.6％）

下水道課

４．高齢者等が安心
して暮らせる条件の
整備

①高齢者・障害者等も地域の
大切な一員として暮らせる生
きがい対策・社会参加の促進

98 高齢期の男女の社会参画の促進 ○

99
世代間・地域間交流による体験学習の
実施

○

101 外出支援の環境づくりの充実 ○

②要介護状態にならないため
の介護予防



政策Ⅱ　互いに支え合うまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
№ 事業名

平成２８年度

担当課施策 基本事業

109 女性専門外来等の環境づくり ○
・女性専用病棟（４Ｆ）を設置している。
・女性健診用更衣室を拡充している。

市民病院

・産後医療機関からのサマリー提供を受け、早期訪問し医療機関への連絡及び連携を行っている。 健康増進課

・周産期医療は休止したままだが、婦人科診療を拡充した。 市民病院

111 職場での母性保護についての啓発 × 未実施 商工観光課

・学校における保健指導を実施している。 学校教育課

・妊娠届出時等パンフレットを配布している。 健康増進課

113 母子保健の推進 ○

・乳児健診　年12回
・乳児健診票の配布　1歳6カ月　年12回、3歳　年12回
・妊婦健診票　14枚配布
・離乳食相談　月6回開催

健康増進課

114 女性の健康管理の推進 ○ ・子宮・乳がん検診　（集団：各46回　個別：年間を通して実施） 健康増進課

・保健学習で実施している。 学校教育課

・幼稚園・保育園・託児所との事業打ち合わせ会議　1回
・小中学校及び高校との事業打ち合わせ会議　1回
・随時ケース打ち合わせ会

健康増進課

116 精神保健相談の実施 ○ ・自殺予防について広報に掲載し、心の健康づくりや相談窓口を紹介している。 健康増進課

117 各種健康診査・検診の実施 ○ ・小城市４保健福祉センターで、集団健診（うち、土日実施あり）及び個別検診を実施した。 健康増進課

118 健康教室及び健康相談の実施 ○
・ウォーキング教室　　年7回　201人
・健康づくり体操普及　年5回　1,050人

健康増進課

119 スポーツを通じての健康増進の推進 ○

・小城市さわやかスポーツレクリエーション祭　　　　・子どもクラブミニバレー・ドッヂビー大会
・ミニバレーボール大会　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ソフトボール大会
・各地区運動会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・綱引き大会
・駅伝大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ムツゴロウロードレース

生涯学習課

120 学校体育施設関連事業 ○ ・学校施設開放事業は、各学校長に運用を委任して実施している。 学校教育課

121
リプロダクティブ・ヘルス/ライツの知識
の普及

× 未実施
健康増進課
企画政策課
市民病院

122 小児救急医療支援事業 ○
・佐賀市休日夜間子ども診療所　小城市民の利用者　1,720人(Ｈ27実績）
・休日歯科診療所運営費負担金による運営支援　88人(Ｈ27実績）　※28年度実績は10月発表予定

健康増進課

・救急医療情報システム運営費負担金、病院群輪番制病院運営費負担金、多久・小城地区医師会への在宅当番運営費負
担金による運営支援を行っている。

健康増進課

・在宅当番医運営及び病院群輪番制病院運営を行っている。 市民病院

５．生涯を通じた健康
づくりの支援

①女性のライフスタイルに合
わせた医療の充実

110 周産期医療体制の連携 ○

112

②生涯を通じた健康づくりの
推進

115 思春期の保健指導の推進 ○

123

エイズ/HIV、性感染症の予防等に関す
る教育の推進

○

救急医療体制の整備 ○



政策Ⅱ　互いに支え合うまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
№ 事業名

平成２８年度

担当課施策 基本事業

124
男女共同参画に関するワーク・ライフ・
バランスの啓発

○
・市が発行する子育てガイドブックにワーク・ライフ・バランスに関する記事を掲載し、配布している。
・県の事業を活用した男女共同参画推進リーダー研修で、「ワーク・ライフ・バランスとは何か?」をテーマに研修会を実施した。
（参加者:9人）

企画政策課

125 労働時間短縮の促進 × 未実施 商工観光課

126 男性の地域活動への参加促進 ○ ・小城市食生活改善推進協議会　男性会員1人 健康増進課

・小城市社会福祉協議会のボランティア運営事業への補助を行っている。 社会福祉課

・学校・地域・夢つなぎ応援事業を実施した。（芦刈公民館）
・砥川地域連携室を開設した。（牛津公民館）

生涯学習課

・平成28年1月に設置した市民活動センターで、市民活動に関する相談を受付、助言を行うなど、様々な活動を始めたい方へ
も支援を行っている。

企画政策課

・小城市水輪会の育成　26人
・がばい元気会（健康づくり推進員）育成　16人

健康増進課

・市民学芸員によるイベント等の補助を行った。 文化課

・全小中学校が日本赤十字社の青少年赤十字に加盟し、連携を図っている。 学校教育課

128
男女共同参画に関する法律や制度理
解のための講座の開設

○
・県の事業を活用した男女共同参画推進リーダー研修で、「法の中の女性と男性～法が定める男女平等について～」をテー
マに研修会を実施。（参加者:20人）

企画政策課

・市民協働推進事業で市民活動ガイドブックを作成し、市民活動団体の情報提供を行った。
・市民活動センターを設置し、市民活動等を支援し、相談を受ける体制を整えた。

企画政策課

・小城市社会福祉協議会のボランティア運営事業への補助を行っている。 社会福祉課

・アダプトプログラム制度を広報に掲載した。
・賑わい拠点活用事業（小柳酒造酒蔵　天山ものづくり塾）への協力を行った。

まちづくり推進課

・募集や活動は、広報に掲載したり、チラシ・ポスターの提示を行い、情報提供に努めている。 生涯学習課

・全小中学校が日本赤十字社の青少年赤十字に加盟し、連携を図っている。 学校教育課

130 協働のまちづくり支援事業 ○
・市民協働推進事業補助金を交付している。
　（地域リーダー等育成事業：活用なし、活動力アップ支援事業：6団体）
・「協働によるまちづくり検討委員会」を立ち上げ、地域における協働のまちづくりの推進について検討している。

企画政策課

131 リーダー養成事業 × 未実施 生涯学習課

132 青少年健全育成事業 ○
・多様な形態の家庭の子どもたちが安心して暮らせるよう、「地域ぐるみの子育て環境」を提供する活動を支援している（子ど
も110番の家設置事業、青色防犯パトロール事業）。

生涯学習課

133 スポーツボランティア登録派遣事業 × 未実施 生涯学習課

134 サークルの育成・活用事業 ○ ・高齢者を対象とした各種講座・事業を展開し、問い合わせに対し、積極的に情報提供に努めた。 生涯学習課

関
係
各
課

７．団塊世代の地域
活動等への支援

①団塊世代のセカンドライフ支
援

129
ボランティア活動やNPO活動に関する
情報提供

○

関
係
各
課

６．男性にとっての男
女共同参画

①男性の理解の促進

②家庭、地域における男性の
居場所づくり

127

ボランティア活動に参加しやすい環境
の整備

○



政策Ⅱ　互いに支え合うまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
№ 事業名

平成２８年度

担当課施策 基本事業

135 消防団の充実 ○ ・女性消防団による防火啓発活動を実施した。（保育園や幼稚園での防火をテーマとした紙芝居による啓発活動等） 防災対策課

136 避難所の整備 ○ ・災害用備蓄品（保存水）を整備した。 防災対策課

137 地域における防災活動の充実 ○ ・自主防災組織活動の支援・活性化のため、出前講座等を実施した。 防災対策課

・小城駅観光案内版を外国語で標記している。
・まちなか市民交流プラザ（ゆめぷらっと小城）は未実施である。

まちづくり推進課

・小城公園のパンフレットを多言語化し、看板の表示についても英語表記を加えた。 商工観光課

・文化財説明板等に、一部英文又はローマ字で表示している。 文化課

・交付金事業並びに道路改良事業において、歩道の段差解消、補修等を行い、ひとに優しい道路整備を行っている。 建設課

・芦刈地域交流センター（あしぱる）は整備済み。
・小城公園高質化事業：スロープを設置し、駐輪場を整備した。

まちづくり推進課

・三日月浄化センター公園は、ＵＤ化している。 下水道課

・保健福祉センター４施設とも整備済み。 健康増進課

・牛津総合公園、牛津グリーンパーク、陽だまりの丘公園 まちづくり推進課

・小城公園維持管理、海遊ふれあいパーク維持管理を行っている。 商工観光課

・交付金事業で、歩行者の安全確保を行うため、歩道の新設改良を実施した。
・小城市通学路安全推進会議を実施し、関係機関等の意見を反映し整備が必要な個所について、整備を行っている。

建設課

・市道小城公園～本告線 まちづくり推進課

142 市営住宅火災報知機設置 ○ ・市内住宅管理戸数：157戸　※Ｈ21年度で全戸設置済。 建設課

143 施工能力等級評定の充実 ○ ・準用している県の技術評価点の中で、男女共同参画（育児・介護休業制度）が加味されている。 財政課

144 IT講習事業 × 未実施 生涯学習課

145 女性の職域拡大についての啓発 × 未実施 商工観光課

146 事業主への啓発 ○ ・パンフレット等の資料、情報提供を行っている。 商工観光課

147 地域情報通信基盤整備事業 ○ ・平成20年度までに市内全域でケーブルテレビ等の整備を行い、ブロードバンド環境の整備を完了した。 企画政策課

148
家庭生活、地域生活、ボランティア活
動等と仕事を両立するための労働環
境整備の啓発

× 未実施
企画政策課
商工観光課

149 労働時間短縮の促進 × 未実施 商工観光課

９・男女が共に働く環
境整備の促進

①働く人々が、認めあい支え
あう職場生活の実践

②ワーク・ライフ・バランスのと
れた職場環境の促進

140 安心して遊べる公園の確保 ○

８．男女共同参画の
視点での安全・安心
のまちづくりの推進

①男女のニーズの違いを考慮
した防災体制の整備

②すべての人が住みやすいユ
ニバーサルデザインによるま
ちづくりの推進

138 公共施設の表示板（外国語等）の充実 ○

141 通学路の整備促進 ○

関
係
各
課

139 公共施設のユニバーサルデザイン化 ○ 関
係
各
課



政策Ⅱ　互いに支え合うまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
№ 事業名

平成２８年度

担当課施策 基本事業

150 農家生活指導士による活動 × 未実施 農業委員会

151 家族経営協定の普及促進 ○ ・農業者年金加入時に家族経営協定を推進している。 農業委員会

152 商工会等活動の推進 × 未実施 商工観光課

153 農業・漁業女性リーダー育成事業 × 未実施 農林水産課

154 女性農業者・自営業者への支援 ○ ・小城市農業複式簿記研究会（農業経営に関する研修・学習により安定した農業経営を目指す。） 農業委員会

155
農地直送販売所などで働く女性グルー
プへの支援

× 未実施 農林水産課

156
女性のエンパワーメントを目的とした学
習の充実

× 未実施
企画政策課
商工観光課
生涯学習課

・学校によっては総合学習等の時間を活用しながら、地域との協働により野菜づくりや花づくりを体験し、郷土の産業を知るた
めの体験学習を推進している。これまで行なわれていた農業・農村体験（田植え、米の収穫、ワラを利用した小物づくりなど）
は学校で取り組みの工夫をしている。

学校教育課

・さが農業農村ふれあい運動実践活動促進事業を実施している。 農林水産課

158 起業家支援事業の実施 × 未実施 商工観光課

159 技術支援事業 ○ ・チラシやパンフレットを窓口等に設置している。 商工観光課

160 女性活動支援事業 ○ ・漁協芦刈支所女性部に活動補助を行った。 農林水産課

161 地域リーダー研修 ○ ・市公民分館長会や各公民館でも公民分館長協議会研修会を開催した。 生涯学習課

・児童・生徒の学習・交友関係・進路等に関する悩みについては、各学校での対応（担任やスクールカウンセラー）はもとより、
指導係、子ども支援センターの職員が対応している。

学校教育課

・家庭相談員を2名配置している。 社会福祉課

163 人権擁護委員との連携 ○
・毎月第1～4 火曜日に人権相談を実施した。
・広報に相談日や女性の人権ホットラインなど強化月間相談を掲載し、周知した。

人権・同和対策室

157 農業・農村体験学習の推進 ○

162 児童相談等の充実 ○

１０．家族経営的な
職業における男女共
同参画の確立

①経営を担う家族みんなで話
し合って決めるルールづくりの
啓発と推進

②女性が経営に関与し、積極
的に発言できる場の創出

１１．相談体制の充
実と支援

①相談体制の充実、周知



政策Ⅱ　互いに支え合うまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
№ 事業名

平成２８年度

担当課施策 基本事業

・ＤＶ相談(母子・父子自立支援員1名配置）や庁内連携ケース会議を行った。 社会福祉課

・平成25年度にDV防止被害者支援計画を策定し、その中で相談体制を整備・充実を挙げている。「配偶者等からの暴力（Ｄ
Ｖ）被害者支援　職員研修会」を開催し、連絡体制の周知に努めた。

企画政策課

・社会福祉課と連携して実施している。 市民課

・市ホームページにDV相談窓口の記事を掲載した。(通年)
・公共施設トイレにDV相談窓口記載のリーフレットを設置した。(通年)
・広報9月号に「女性・男性のための総合相談窓口」の記事を掲載した。

企画政策課

・小城市民一日合同行政相談を開設している。 総務課

・関係機関のパンフレットや案内図を備え付け、問合せ時に活用し、周知に努めた。 農業委員会

・供用開始のお知らせ、下水道・浄化槽についての注意事項等や各種補助金等に関する情報を広報に掲載する際、問い合
わせ先を毎回記載して周知するようにしている。また、ホームページ上でも、下水道事業・浄化槽事業等に関する問い合わせ
先を案内している。

下水道課

・広報及びホームページによる周知、小城多久地区障害者相談支援センターパンフレット作成、小城多久障害者虐待防止セ
ンターを開設し、随時相談を受けている。
・高齢者相談に関しては、毎月広報に「包括だより」を掲載し、周知している。

高齢障がい支援課

・広報に健康カレンダー等を折り込み周知を行っている。各世帯へ年度当初に年間カレンダーを配布し、周知を行っている。 健康増進課

・広報やホームページにより紹介している。 社会福祉課

・広報やホームページにより紹介している。 保育幼稚園課

・巡回労働相談周知用チラシを窓口に設置している。 商工観光課

・夜間相談窓口を開設し、毎月第2・第４木曜日20時まで納税相談・収納を行う。 税務課

・国民健康保険、国民年金の手続きを行う場合等について、広報、ＨＰへ掲載し担当課等を周知している。 国保年金課

・在宅医療電話相談窓口、総合健康相談窓口を設置している。 市民病院

・就学、進学やいじめ、不登校など、児童生徒に限らず、保護者等の相談窓口については、市ホームページで紹介するほか、
課のみならず子ども支援センターや各学校においても対応している。日常も行っているが、就学前や中学校進学説明会にお
いても保護者に対して行っている。

学校教育課

166
高齢者総合相談事業、障害者相談支援
事業、障害者相談員活動事業

○
・小城多久障害者相談支援センター支援事業、障害者相談員活動事業、障害者巡回相談開設、包括支援センターの総合相
談含む相談事業を実施している。

高齢障がい支援課

167 労働相談の広報 ○ ・情報提供を行った。 商工観光課

168 パート・高齢者相談の充実 × 未実施 商工観光課

169 相談業務に携わる市職員研修の実施 ○ ・能力開発研修（接遇、ｸﾚｰﾑ対応等）を実施している。 総務課

関
係
各
課

164
男女間における暴力に関する相談体
制の整備

○

165 相談窓口等の周知 ○

１１．相談体制の充
実と支援

①相談体制の充実、周知



政策Ⅲ　共に創りあうまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）

170
親子体験農業教室（佐賀県農業農
村ふれあい運動）

○ ・さが農業農村ふれあい運動実践活動促進事業を実施している。 農林水産課

171
地域活動における男女共同参画
の推進

○
・各種体育事業の開催により、男女ともに自治会活動への参加を促した。
　（各地区運動会、ミニバレーボール大会・ソフトボール大会・綱引き大会の開催）

生涯学習課

172 農業団体育成事業 ○ ・農業振興組織　9団体に助成を行った。（農業振興組織育成事業） 農林水産課

173 食育講座等事業 × 未実施 農林水産課

174 地域に伝わる祭り等の参加促進 ○ ・伝統芸能活動団体に補助金を支出し、活動支援を行っている。 文化課

・小城商工会議所をはじめ、各交付団体へ随時協力要請をしている。 まちづくり推進課

・小城市食生活改善推進協議会　男性会員1人 健康増進課

・青少年健全育成・体育協会・文化連盟・婦人会などの団体と連携して事業を行い、事業推進に協力している。 生涯学習課

・小城市社会人権・同和教育推進協議会と連携して事業を実施し、啓発活動を行っている。 人権・同和対策室

176 観光ボランティアの育成 ○ ・小城市観光ボランティアの会に参加している。 商工観光課

177 男女共同参画推進支援事業 ○
・男女共同参画推進事業補助金制度を活用し、男女共同参画ネットワークがスキルアップのためのセミナーや学習講演
会を実施している。

企画政策課

178 一斉清掃への参加促進 ○ ・区長会、環境衛生推進員会議、広報等で広く周知している。（春　8,394人、秋　7,623人） 環境課

179
環境保全活動に関する情報や学習
機会の提供

○ ・出前講座を開催している。　小城市職員（29回　1,409人） 環境課

１．地域活動に
おける男女共
同参画の促進

①伝統を生かした地域
づくり

175
市の補助金交付団体等への協力

要請
○

関
係
各
課

②まちづくりにおける男
女共同参画の推進

担当課施策 基本事業 № 事業名

平成２８年度



政策Ⅲ　共に創りあうまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
担当課施策 基本事業 № 事業名

平成２８年度

180
男女共同参画の視点に立った自主
的な活動の支援

○
・男女共同参画推進事業補助金制度を活用し、男女共同参画ネットワークがスキルアップのためのセミナーや学習講演
会を実施している。

企画政策課

181
行政職員の地域活動への参加促
進

○ ・地区担当職員制度を実施している。 総務課

・小城市6次産業化支援事業を実施している。 農林水産課

・まちの駅ネットワーク協議会（16人中、女性11人） まちづくり推進課

・母子保健推進員研修会で講話を受け、意識の向上に努めた。（1回） 健康増進課

・CSO等の事業の紹介に努めた。 生涯学習課

・小城市環境を考える会とのごみ減量活動推進に努めた。 環境課

・放課後児童クラブ運営のコーディネートと指導員業務を委託している。 教育総務課

183 市民活動拠点施設の運営・設備 ○ ・平成28年1月に設置した市民活動センターで、市民活動に関する相談を受付、助言を行うなど支援を行っている。 企画政策課

184 地域活動団体への支援 ○ ・社会教育施設の貸し出し支援を行っている。 生涯学習課

・市広報、ＣＡＴＶ、インターネット番組を活用した情報提供を実施した。 総務課

・男女共同参画推進団体が行う学習講演会などの周知を広報を活用して行った。 企画政策課

・ＨＰで投票立会人を募集した。 選挙管理委員会

・まちの駅（定住促進パンフレット掲載） まちづくり推進課

・広報に健康カレンダー等を折り込み周知を行っている。各世帯へ年度当初に年間カレンダーを配布し、周知を行ってい
る。

健康増進課

・小城市広報誌等へ掲載した。 生涯学習課

・毎月広報に夜間窓口の開設日（第2.第4木曜日）を掲載した。 税務課

・広報及びHPにて展示情報、講座等の紹介を行った。 文化課

・広報に人権のまど（コラム）（2ヶ月に1回）、女性の人権ホットラインなど強化月間を掲載した。 人権・同和対策室

186 地域活動施設の整備 ○ ・自治公民館建設事業補助金を交付した。（改造3件、改築1件） 生涯学習課

１．地域活動に
おける男女共
同参画の促進

③CSOによる男女共同
参画推進のための取り
組みの支援

182 CSOなどとの連携強化 ○

関
係
各
課

185
市の広報媒体を利用した情報提
供

○ 関
係
各
課



政策Ⅲ　共に創りあうまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
担当課施策 基本事業 № 事業名

平成２８年度

187 功労者表彰制度の制定 × 未実施
企画政策課
総務課

・研修会等の参加に対し、旅費等の一部に対して男女共同参画推進事業補助金を交付している。
・市民活動センターの事業として、市民活動団体相互の交流事業を行っている。

企画政策課

・小城市モデル子どもクラブ発表会（小城7団体、三日月2団体、牛津2団体、芦刈2団体） 生涯学習課

・（財）自治総合センターのコミュニティ助成事業の活用支援を行った。 企画政策課

・小城市中心市街地まちづくり活動支援事業（H28年度～）
・小城市景観形成ガイドライン作成事業（H24年度～）

関
係
各
課

まちづくり推進課

190 モデル地区選定 × 未実施 企画政策課

191 男女共同参画事業公募 × 未実施 企画政策課

・佐賀労働局雇用環境・均等室よりワーク・ライフ・バランスに関する資料を収集し、子育てガイドブックに掲載した。 企画政策課

・パンフレットやチラシの収集、提供を行っている。 商工観光課

193 各事業所へ情報提供 × 未実施 商工観光課

194 民間企業等への啓発の推進 × 未実施
企画政策課
商工観光課

195
市職員の育児休業・介護休業制度
の利用促進

○
・育児休業等を取得しやすい環境整備（育児休業取得者の円滑な職場復帰の支援、代替要員の確保等）
・超過勤務の縮減（深夜勤務及超過勤務の制限、定時退庁日（ノー残業デー）を設定等）

総務課

196
行政サービス窓口におけるベビー
シート等の設置の推進

× 未実施 財政課

・県教育委員会が実施する研修会へ教職員を参加させている。 学校教育課

・私立保育園4園及び私立認定こども園3園で実施している。
・公立保育園4園で実施している。

保育幼稚園課

198 一時保育の充実 × 未実施 保育幼稚園課

２．労働・雇用
における法律
制度の周知

延長保育の充実197

192 労働関係資料の収集と提供 ○

①事業所などへの啓発
活動

○

②次世代育成支援対策
に係る制度の周知と活
用できる環境整備の徹
底

市民・団体などの交流機能の充実 ○

189 コミュニティ補助事業 ○

１．地域活動に
おける男女共
同参画の促進

188

④モデル地区選定によ
る男女共同参画の実践



政策Ⅲ　共に創りあうまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
担当課施策 基本事業 № 事業名

平成２８年度

・研修会等の参加に対し、旅費等の一部に対して男女共同参画推進事業補助金を交付している。
・県の事業を活用して、男女共同参画推進リーダー研修を2回開催した。

企画政策課

・女性を対象とした教室・講座（女性学級）を開催した。（小城公民館） 生涯学習課

・支援員の資質向上のため、放課後児童健全育成事業を実施している。 教育総務課

200 人材バンクの拡充 ○ ・女性人材バンク事業（H28年度末、登録者2人） 企画政策課

・男女共同参画ネットワークに、アバンセ主催事業などの情報提供及び支援を行った。 企画政策課

・小城市婦人会事業への支援を行った。 生涯学習課

202
市女性職員の人材育成・職場研修
の充実

○ ・階層別研修（新規採用、監督者、管理職等）、能力開発研修、男女共同参画研修、人権・同和研修を実施した。 総務課

203
地域活動などの方針決定の場への
女性の参画促進

× 未実施 企画政策課

204
審議会等における女性の登用促
進

○
・男女共同参画推進本部や審議会等への女性登用率調査を通じて関係各課へ女性登用の依頼した。
平成28年度末現在で、審議会等委員への女性の登用率は30.7%となった。（平成27年度末31.1％、0.4％減）

企画政策課

205 男女共同参画進捗状況調査 ○
・審議会等委員の女性登用率進捗状況調査を実施した。
・事業所、地域での男女共同参画に関する進捗状況調査は実施していない。

企画政策課

・総合計画審議会（公募委員4人うち女性2人）
・まちづくり市民会議（公募委員5人うち女性1人）
・協働によるまちづくり検討委員会（公募委員6人うち女性2人）
・男女共同参画審議会（公募委員1人うち女性1人）

企画政策課

・小城市子ども・子育て会議委員　公募2人
・小城市地域福祉計画有識者懇話会委員　公募2人

社会福祉課

・第2次健康プラン策定委員会委員を募集した。 健康増進課

・環境審議会委員へ市民公募を行った。 環境課

207 民間企業への啓発の充実 × 未実施
商工観光課
企画政策課

208 海外派遣事業補助 ○ ・男女共同参画推進補助金（研修会等の参加に対し、旅費等の一部に補助金を交付）の活用なし。 企画政策課

209
女性起業家に対する講座等の情報
収集・提供

× 未実施 商工観光課

210 再就職に関する情報の提供 ○ ・パンフレットやチラシの収集、提供を行っている。 商工観光課

211 再就職講座の開設 × 未実施 商工観光課

212 明るい選挙推進協議会活動 ○
・Ｈ28年7月、参院選における街頭啓発を行った。
・Ｈ29年3月、市長選における高校生への啓発グッズ封入作業を行った。

選挙管理委員会

199 女性リーダーの育成 ○

３．政策・方針
決定過程への
男女共同参画
の推進

○

関
係
各
課

②女性の能力開発（エ
ンパワーメント）のため
の取り組みの充実

関
係
各
課

201 女性団体の育成 ○

①女性人材の育成と活
用

206 審議会等委員の公募制の導入



政策Ⅲ　共に創りあうまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
担当課施策 基本事業 № 事業名

平成２８年度

213 小城市男女共同参画推進本部 ○ ・男女共同参画推進本部を2回開催した。 企画政策課

214
男女共同参画推進の拠点機能の整
備

× 未実施 企画政策課

215 市女性職員の登用の推進 ○ ・実施済である。 総務課

216
新任研修への男女共同参画に関す
る研修導入

○ ・階層別研修（新規採用）、男女共同参画研修を開催した。 総務課

217 次世代育成事業の推進 ○
・育児休業等を取得しやすい環境整備（育児休業取得者の円滑な職場復帰の支援、代替要員の確保等）。
・超過勤務の縮減（深夜勤務及び超過勤務の制限、定時退庁日（ノー残業デー）を設定等）。
・休暇の取得の促進。

総務課

218 セクハラ研修の充実 ○ ・セクハラ・パワハラ職員研修会を実施した。（参加者：207人） 総務課

219 業務における職員研修の充実 ○
・階層別研修（新規採用、監督者、管理職等）、能力開発研修、研修所研修（自治大学、ｱｶﾃﾞﾐｰ、ＪＩＡＭ等）、市独自研
修を開催した。

総務課

220 職員の情報発信能力の向上 ○ ・市のHPは、担当課で作成し情報発信している。 企画政策課

221
市の刊行物等の表現に対する手引
きの作成

× 未実施 企画政策課

・まちづくり団体、地域との市長と語る会を開催した。 総務課

・計画策定の際には、パブリックコメントを行い、市民等からの意見を聴取している。
（第2次総合計画、第2次男女共同参画プラン）

企画政策課

・議会報告会を開催した。（参加者：63人） 議会事務局

・まちなか市民交流プラザ建設についての地域説明会を実施した。 まちづくり推進課

・下水道の供用開始及び宅内排水設備工事並びに使用料については、地区公民館等へ出向いて説明会を開催し、その中で
出た意見を真摯に受け止めて、市政に反映するよう努めている。
・下水道供用開始のお知らせ、下水道・浄化槽の使用上の注意及び各種補助金などの情報を広報誌へ掲載する際に問い合
わせ先を記載している。また、ホームページ上でも、問い合わせ先を掲載し、市民の声を収集できるように努めている。

下水道課

・地区からの区長要望書提出により課内及び部内において検討し実施可能の場合、予算範囲内での着手を行っている。予算
の関係上、すべてに対応することは困難となっている。
・広報、ホームページを活用して情報提供を行っている。事業実施の場合は、地元説明において、計画等の説明を行ってい
る。

建設課

・FMサガに委託し、ラジオの情報番組を制作、放送している。 商工観光課

・積極的な意見交換の場として出前講座を開催している。 環境課

・市内各行政区で健康づくり座談会を開催した。（開催：3回、参加：42人） 市民病院

223 男女共同参画フォーラムの開催 × 未実施 企画政策課

４．市役所内推
進体制の整備

○ 関
係
各
課

②積極的な広報活動の
推進

①市役所内推進体制の
整備

222 広聴活動の充実



政策Ⅲ　共に創りあうまちづくり

実績 該当する事業の取り組み状況（具体的な事業内容）
担当課施策 基本事業 № 事業名

平成２８年度

224
法識学（リーガル・リテラシー）の普
及のための学習機会の提供

× 未実施 企画政策課

225 男女共同参画推進条例の研究 × 未実施 企画政策課

226
男女共同参画都市宣言実施に向け
ての検討

× 未実施 企画政策課

４．市役所内推
進体制の整備

③条例の整備など制度
の拡充


