
事業番号 事業名 具体的な取組 事業担当課 自己評価

10
男女共同参画づくりの情報
提供

男女共同参画づくりに向け、広報や市ホームページに男女共
同参画意識の醸成を図るための様々な情報を掲載し、情報提
供の充実に努めます。

企画課 B

20 各種相談に関する情報提供
市ホームページから、各種相談、通報窓口にリンクできるよ
うにします。

企画課 A

30 講演会等の開催 市民参加の男女共同参画に関する講演会等を開催します。
企画課

生涯学習課
A

40
男女共同参画づくりの意識
啓発

男女共同参画に関するパンフレット等を作成し、男女共同参
画に関する意識の啓発に努めます。

企画課 B

50 市民意識調査の実施
計画を見直す際には、男女共同参画の現状を把握するため、
市民アンケートなどの意識調査を実施します。

企画課 ―

60 各種団体への協力要請
男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直しなど、行政
の施策・事業ができるように各種団体への協力を要請しま
す。

関係各課
（消防防災課）

B

70 統計情報の整備・公表
勝浦市の統計情報「数字で見る勝浦市の姿」について、男女
別データの整備・公表します。

企画課 A

80
固定的性別役割分担意識解
消のための意識啓発

固定的な性別役割分担意識の解消に向けたパンフレット等を
配布して、男女の性別にとらわれずお互いを認め合えるよう
な意識啓発を推進します。

企画課 A

90 男女共同参画教育の推進
男女共同参画の視点に立った健康教育・家庭科教育等の学習
を推進します。また、個々が職業観を養えるように職場体験
学習を実施します。

学校教育課 B

100 教職員の研修への参加促進
教職員に男女共同参画の視点を取り入れた研修への参加を促
進します。

学校教育課 B

110 保育士の研修への参加推進
保育士に男女共同参画の視点を取り入れた研修への参加を推
進します。

福祉課 B

120
生涯学習における学習会の
開催

生涯学習として男女共同参画に関する学習会を開催します。 生涯学習課 C

130
子育て中の男女などに配慮
した生涯学習の推進

働く男女や子育て中の男女の参加に配慮した生涯学習を推進
します。

生涯学習課 D

140
DVに対する支援体制の充
実

女性サポートセンター等関係機関との連携を図り、その支援
体制の充実を図ります。

福祉課 B

150
DVの未然防止・早期発見
などの支援体制の整備

警察等との連携を強化し、ドメスティック・バイオレンスの
未然防止、早期発見、被害者支援の体制を整備します。

福祉課 B

160 DV防止法の普及啓発 関係機関と連携し、法の普及啓発に努めます。 福祉課 B

170
セクシュアル・ハラスメン
ト防止対策のための情報提
供

雇用の場はもとより市民生活の場でのセクシュアル・ハラス
メント防止対策のための情報提供に努めます。

企画課 B

180
性犯罪防止のための環境づ
くりの推進

通学路等に風俗看板や有害図書等がないよう調査をする。ま
た、防犯灯等の整備を計画的に推進し、夜間、安心して歩く
ことができる環境づくりに努めます。

消防防災課
学校教育課

B

190 自主防犯活動の支援
自治会や小・中学校PTA等の自主的な防犯パトロールを支援
し、地域や関係機関・団体間の連携強化を図るとともに、法
の普及促進に努めます。

学校教育課
生涯学習課
消防防災課

A

200
虐待に対する未然防止体制
の整備

児童虐待、要介護者虐待、障がい者虐待防止について、啓発
を図るとともに、虐待の早期発見、早期対応を図るために体
制を強化します。

福祉課
高齢者支援課

B

令和３年度第２次勝浦市男女共同参画計画事業の実施状況

　男女共同参画づくりに向けた男女平等意識の醸成を図るため、令和３年度は８８の計画事業
を実施しました。
　男女共同参画計画の実効性を確保するためには、本計画の取組状況を把握し、点検する必要
があります。そこで、これらの事業を事業担当課による評価（４段階評価）を行いました。

A（達成できた）　　　　　　　　・・・２１事業
B（概ね達成できた）　　　　　　・・・５３事業
C（ほとんど達成できなかった）　・・・　８事業
D（未実施）　　　　　　　　　　・・・　５事業
―（評価不可）　　　　　　　　   ・・・　１事業



210 育児相談の充実
育児不安のある家庭に対し、保健師等による相談体制を強化
します。

福祉課 B

220 介護相談の充実 介護不安のある家庭に対し、相談体制を強化します。 高齢者支援課 A

230
障がい者に係る養護相談の
充実

障がい者への虐待に関する相談体制を強化します。 福祉課 B

240
男女共同参画の視点に立っ
た被災者支援対策の推進

災害で被災した人のうち、特に支援が必要な妊産婦等を対象
とした避難施設を整備するともに、女性等に配慮した備蓄品
等の整備を進め、安全・安心の確保に努めます。

消防防災課
福祉課

B

250
家事・子育て・介護等に関
するセミナーの開催

家事・子育て・介護等に関する講座、教室、セミナー等を企
画し、男女共同参画の実現を図ります。

生涯学習課
高齢者支援課

C

260
家庭生活における男女共同
参画教育の推進

「家庭科」の授業等で家庭生活に必要な技術の習得と実践
的・積極的に行う意識を育てます。

学校教育課 B

270
子育て等の環境づくりの支
援

保護者が妊娠・出産・子育てについて理解を深め、協力して
子育てが行える環境づくりを支援します。

福祉課 B

280
市民団体・グループへの活
動支援

男女共同参画の視点に立った市民団体や地域のリーダーの育
成に努め、市民による自立的・主体的な市民活動を支援しま
す。

企画課 B

290
防災における男女共同参画
の推進

男女双方の視点に立った地域の防災対策を促進するととも
に、女性消防団員の入団を促進し、活動を支援します。

消防防災課 A

300
防災訓練・講習会の開催支
援

自主防災組織などが実施する防災訓練・講習会における男女
共同参画の取組を支援します。

消防防災課 B

310
企業・事業所等に対する情
報提供

男女共同参画社会の実現と女性の雇用拡大を目指し、企業・
事業所等における男女共同参画の推進を図るための情報提供
を行い、男女共同参画意識の浸透を図ります。

企画課
観光商工課

B

320
雇用の場における男女共同
参画の促進

男女雇用機会均等法・労働基準法などの法制度の周知、育
児・介護休暇制度の周知及び利用促進、職場におけるセク
シュアル・ハラスメント防止の周知、ポジティブ・アクショ
ンを推進します。

総務課
企画課

観光商工課
B

330 育児・介護休業法の周知
市民や事業所に対して育児・介護休業に関する法制度の周知
を図ります。

企画課 B

340
勝浦市子ども・子育て支援
事業計画の周知

勝浦市の子ども・子育て支援などの基本的方向及び目標を示
した『勝浦市子ども・子育て支援事業計画』の周知を図りま
す。

福祉課 B

350 市職員の女性登用の推進
市職員の女性の採用や女性管理職の登用、政策・方針決定過
程への女性の参画を推進します。

総務課 A

360 就労を希望する女性の支援
広報誌・ホームページを利用し、女性の就職・再就職等のた
めの情報提供を充実させます。

企画課
観光商工課

B

370
農林水産分野における女性
の経営参画の促進

魅力ある農林業及び水産業を構築するための一環として男女
を問わず持てる能力を十分に発揮し、評価され、意思決定に
参画できるようなパートナーシップの確立を図ります。

農林水産課 B

380 家族経営協定の普及促進
役割と責任を明確化し、性別を問わず意欲をもって取り組め
るように、家族経営協定の締結促進に向けて周知を図りま
す。

農林水産課 C

390 労働環境改善の啓発
農協、漁協並びに商工会との連携により、農林業、水産業並
びに自営業における労働環境改善に向けた啓発を推進しま
す。

農林水産課
観光商工課

C

400
女性の経営参画の促進によ
る多様な魅力ある経営の実
践

経営者としての自覚や経営に対する意識の向上と、経営活動
への参画促進を図り勝浦市の特徴を生かした、地域の多様な
魅力ある経営の実践・拡大を促進します。

農林水産課 C

410
農山漁村に関係する審議会
等の女性参画の促進

農山漁村に関係する審議会、農協、漁協、農業委員会におけ
る女性の参画や農村環境資源の向上活動等への積極的参加を
促進します。

農林水産課
農業委員会

A

420
女性農林漁業者の作業環境
の整備の推進

女性の農林漁業者が働きやすい作業環境の整備を推進しま
す。

農林水産課 B

430
職場におけるメンタルヘル
ス等健康管理の推進

市の職員を対象にしたメンタルヘルスに関するセミナーを開
催するなど、心の健康づくりを推進します。

総務課 B

440 審議会等の女性参画の推進 審議会等の委員について、女性委員の参加を推進します。
関係各課

（市民課）
A

450 職員研修の実施
職員の研修会において、男女共同参画の視点を盛り込んだ研
修の実施に努めます。

総務課
企画課

C



460 女性の参画状況調査の実施 審議会等の女性参画状況について、調査を行います。 企画課 A

470 各種団体への啓発
各種団体等へ女性の方針決定過程への参画促進を要請してい
きます。

関係各課
（農林水産課）

C

480
ポジティブ・アクションの
周知啓発

各種団体等における役員等への女性への参画を促進するた
め、いわゆる「ポジティブ・アクション」について周知する
ことにより、市民の意識の醸成を図ります。

企画課 B

490 先進事例等の情報提供
女性が活躍している団体等の先進事例を紹介し、団体での活
動に女性の能力が生かせるように支援します。

企画課
生涯学習課

B

500
市民へのワーク・ライフ・
バランスの普及啓発

広報やホームページを活用し、市民へワーク・ライフ・バラ
ンスの普及・啓発を行います。

企画課 B

510
市内事業所へのワーク・ラ
イフ・バランスの普及啓発

ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、市内事業所に対し
て関係機関と連携し、啓発に努めます。

企画課 B

520 市役所の職場環境の整備
職員が、仕事と家庭生活を両立しやすい職場の雰囲気や環境
の整備を各職場に働きかけます。

総務課 B

530
勝浦市子ども・子育て支援
事業の実施

女性の就労率の向上により、保育ニーズはますます高まるこ
とが予想されることから、「勝浦市子ども・子育て支援事業
計画」に即した保育サービスの充実を図り、子育てを支援し
ます。

福祉課 B

540 育児講座の開催
保育所児童、乳幼児を持つ保護者等に対し、育児講座などを
開催します。

福祉課 B

550 子育て支援相談窓口事業
各保育所の保育を充実させるとともに、保護者等が相談でき
る体制の充実を図ります。

福祉課 B

560 児童館事業
児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かに
するため、各種事業を実施します。

福祉課 A

570 放課後児童健全育成事業
昼間保護者のいない家庭の児童の安全確保と遊びを通しての
健全育成を図ります。

福祉課 B

580 つどいの広場事業
育児中の親子がつどい、お互いの悩みを話し合うなど交流す
ることにより、子育ての負担の軽減を図ります。

福祉課 A

590
子どもと親の相談員活用事
業

小学校に子供と親の相談員を配置し、児童指導及び保護者の
相談に対応するとともに、家庭教育学級を開催し、地域・学
校・家庭が一体となって、子供たちの健全な育成を支援しま
す。

学校教育課
生涯学習課

A

600 子ども会育成交流事業
単位子ども会の交流会を開催し、子ども会の育成を図りま
す。

生涯学習課 D

610 青少年のつどい大会の開催
ソフトボール大会、ミニバスケットボール大会など各種青少
年の大会を開催します。

生涯学習課 D

620 中学生海外派遣事業 国際化に対応し、中学生の海外派遣を推進します。 学校教育課 C

630
子どもが安心して下校でき
る環境づくりの実施

広域無線を使用して子どもが下校することをお知らせし、
「子ども見守り隊」とともに子どもが安心して下校できる環
境をつくります。また、子どもがいつでも助けを求められる
「子ども110番」の協力者を継続的に募集するとともに、子
どもへの周知を図ります。

学校教育課 B

640
ひとり親家庭医療費等助成
事業

ひとり親家庭の自立と生活の安定のために、医療費等の助成
や児童扶養手当の支給等により、経済的負担の軽減を図りま
す。

福祉課 A

650 子ども医療費助成事業
中学校修了前までの子どもの医療費を助成し、子育て支援を
図ります。

福祉課 A

660 保育環境の充実
保護者の理解を得ながら、保育施設の再編・整備を促進し、
保育環境の充実を図ります。

福祉課 A

670 公園・広場の整備
子どもから高齢者まで多様な年代の市民などが憩いの場所と
して利用できる公園や広場の整備を推進します。

都市建設課 A

680 青少年の心の育成啓発事業
青少年相談員、学校及び保護者が協力し、心の育成啓発を図
るとともに、関係機関との連携の下、社会環境の浄化を促進
し、青少年の健全育成を図ります。

生涯学習課 D

690
高齢者の自立支援サービス
の充実

高齢者の身体機能の維持や日常生活の自立を支援するため、
各種福祉サービスの充実を図ります。

高齢者支援課 A

700
高齢者の生きがいづくり事
業

高齢者が生きがいをもって暮らし、積極的に地域活動にも参
加できることを目的に各種事業を行います。

高齢者支援課
観光商工課

B

710
高齢者の健康保持増進の支
援

高齢者が要支援・要介護状態となることを予防し、可能な限
り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支
援します。

高齢者支援課 B



720
サービス事業者研修会等の
開催

利用者ニーズの変化に対応したサービスの質の確保・向上の
ため、サービス事業者研修会等を開催します。

高齢者支援課 B

730 障がい福祉サービスの充実
障がい者本人の自己選択や自己決定を尊重した障がい福祉
サービスの提供や、障がい者の日常生活を支援するため、各
種事業の充実を計ります。

福祉課 B

740
ボランティア団体活動の支
援事業

社会福祉協議会が行う相談活動やボランティア活動等を促進
し、市民の福祉増進を図ります。

福祉課 B

750
予約制乗合タクシー運行事
業

路線バスの状況を勘案しつつ、公共交通空白地区等を中心と
した予約制乗合タクシーを運行します。

企画課 A

760
地域支え合い体制づくり事
業

自治体、住民組織、ＮＰＯ、社会福祉法人、福祉サービス事
業者などとの協働により、人材育成、地域資源を活用した
ネットワークの整備、先進的・パイロット的事業の立ち上げ
などを支援し、日常的な支え合い活動の体制づくりの推進を
図ります。

福祉課 D

770
リプロダクティブ・ヘルス
／ライツの知識の普及

性と生殖に関する正しい知識と意識の浸透を図るため、情報
の提供と知識の普及・啓発を図ります。

学校教育課 B

780
性感染症等の防止と知識の
普及

エイズに対する偏見をなくし、性感染症等の防止を図るた
め、正しい知識の普及を図ります。

学校教育課 B

790 心と身体の健康教育の推進
１０代の若年出産や人工中絶、性感染症が増加していること
から、関係機関と連携を図り思春期からの心と身体の健康教
育を推進します。

学校教育課 B

800 薬物乱用防止の普及啓発
薬物乱用を許さない社会づくりのため、薬物乱用の影響に関
する正しい知識の普及・啓発を図ります。

学校教育課 B

810
LGBT（性的少数者）に関
する理解の促進

誰もが個人として尊重され、それぞれの能力と個性を十分に
発揮し、安心して充実した生活を送ることができるよう、
LGBTに関する正しい情報の提供を行います。

企画課 B

820 各種検診の実施
妊婦健康診査や乳幼児健康診査、がん検診、特定健康診査等
を実施し、疾病等の早期発見、予防を促進し、健康の保持増
進及び介護予防等を図ります。

市民課 B

830
疾病予防及び介護予防の推
進

疾病や健康づくりについての情報提供を充実させ、知識の普
及・啓発を図るとともに、予防接種の実施等により疾病予防
および介護予防を推進します。

市民課 B

840 健康相談の推進
関係機関との連携により健康に関する個別の相談に応じ、必
要な助言・指導を行います。

市民課 B

850 自殺対策の推進 関係機関との連携により自殺対策を推進します。 市民課 B

860
妊産婦・乳幼児訪問指導の
推進

妊産婦・乳幼児がいる家庭を保健師が訪問し、相談や支援を
行います。

福祉課 A

870
母子保健指導と個別支援の
実施

母子手帳交付時に母子保健事業に関する説明を行うととも
に、指導・相談による個別支援を行います。

福祉課 B

880 母子交流機会の提供
妊娠・出産・子育てに関して正しい知識の普及や保護者同士
の交流を図り、孤立化を防ぐなど子育ての不安の解消に努め
ます。

福祉課 B


