
Ⅰ

1 男女共同参画の実現に向けた意識づくり

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 12 12 12 12

12 12 12

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
A 2

3
・市民からの反響等、効果を把握することも必要。
・市ホームページの男女共同参画のページについて、広報なよろの内容を含めた更新や広報のペー
ジへのリンクも必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・活動指標の目標値達成につきＡ
・男女共同参画社会の実現に向け、広報で普及啓発を行うことで、一人ひとりが考え意識する事を期
待し、現状維持。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無 広報1/2ページ×3.3円×14,300部×12月＝283,140円

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値 14,300

費用は広報広聴事業費より支出

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

14,300 14,300
市内全戸他各施設に配布

14,300 14,300

目標値の考え方等

活
動
指
標

広報の周知回数
目標値 広報なよろの1/2ページ掲載を毎

月実施実績値

周知戸数
目標値 14,300

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

すべての市民を対象に情報誌等の発行を通じて、男女共同参画社会の形成に向けた普及
啓発を図る。

事業実績
毎月の広報、市のホームページへの掲載で周知を図った。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

広報なよろの発行・ホームページの公開

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 1 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

啓発活動の充実

広報なよろ・ホームページ・各種発行物等による啓発



Ⅰ

1 男女共同参画の実現に向けた意識づくり

施策 ①

実施計画事務事業 広報なよろ・ホームページ・各種発行物等による啓発

実施事業 農業委員会だよりの発行

対象者 農業者

事業の概要

区
分 1 1 1

1 1 1

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

事業実績
家族経営協定により、夫婦間や子供達とお互いの仕事のあり方や役割分担などを話し合い家族
の相互扶助の促進を図る。

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 1 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 農業委員会　（内）３０２

方針

啓発活動の充実

対象範囲は限定されるが、各戸配布により周知の徹底を図る

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

実施回数
目標値 農業委員会だよりの1/３ページ掲

載を毎年実施実績値

対象戸数
目標値 842 842 700

農家全戸に配布
実績値 842 842 700

事業費積算について

費用は農業委員会費より支出

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25予算

事業費 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無 46,700円（1000部）÷6P×1/3P＝2,594円

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・男女共同参画社会の実現に向け、普及啓発により意識の変革を促すことを期待し現状維持とする。

評価 意見等

3

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

 1次評価のとおり
Ａ 2



Ⅰ

1 男女共同参画の実現に向けた意識づくり

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 1 1 1 1

1 2 1

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり 
Ａ 2

3 ・人が集まるイベントで啓発を図ることは良いが、○×クイズ以外も実施するなど、内容の工夫が必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

・活動指標の目標値達成につきＡ
・男女共同参画社会の実現に向け、身近なところから普及啓発を行うことで、一人ひとりが考え意識す
る事を期待し、現状維持。Ｈ２５年度は「よろーな」にて男女共同参画パネル展を開催し、男女共同参
画意識の普及啓発を行った。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値 128

景品は平成21年度購入のポケットティッシュとマグ
ネットクリップを使用

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

120 140 150 イベントに来ている市民の多くに参
加してもらう167 171

目標値の考え方等

活
動
指
標

実施回数
目標値 ○×クイズ

年1回イベントに参加して実施実績値

実施人数
目標値 100

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

啓発活動の充実

各イベントでの啓発

①男女共同参画に関する○×クイズの実施　②男女共同参画パネル展

①イベントに参加している市民を対象に簡単なクイズを通じて、男女共同参画社会の形成に
向けた普及啓発を図る。②男女共同参画週間に伴うパネル展を開催。

事業実績
①なよろ健康まつり（171人）において○×クイズを実施
②駅前交流プラザよろーなにて6月24日～2８日男女共同参画パネル展を開催

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 2 重点目標



Ⅰ

1 男女共同参画の実現に向けた意識づくり

施策 ① 啓発活動の充実

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

一般市民を対象に豊かな人生を導くためのヒントをわかりやすく説明し、学問を共有する。

事業実績 公開講座及びサイエンスカフェを3回実施し、１４５名の受講者があった。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

3 3 3

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

毎年度、３回程度の開講を目指し
ている。実績値 3 3 3

公開講座の開催

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 3 重点目標
評価担当課・係　内線 市立大学事務局　教務課教務係　2-4194（1124）

方針

講演会・研修会の開催

講座受講者
目標値 150 150 150 １講座当たり50名程度以上の受講

者を目指している。実績値 346 122 145

150

公開講座回数
目標値 3

第1次評価　達成度 第１次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 298 230 0 400 6月以降に公開講座の回数や講師などが決まるた
め、概算で旅費と報酬を計上している。補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

 1次評価のとおり
Ｂ 2

・大学だけではなく、全庁的に、より男女共同参画の視点に立った講座の実施について検討が必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ｂ 2
・活動指標については、回数・受講者共に概ね達成している。市民の生涯学習の場として今後も継
続。

評価 意見等

達成度 事業の方向 理　　由

2



Ⅰ

1 男女共同参画の実現に向けた意識づくり

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

 1次評価のとおり
Ａ 2

3 ・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・活動指標の目標値達成につきＡ
・男女共同参画社会の実現に向け、各施設利用の市民に対し男女共同参画意識の普及啓発を行う
ことで現状維持。Ｈ２５は企業向けアンケート調査と同時配布し、啓発を行った。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0 営業戦略室の用紙・インクを使用

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

実績値 15 15 15

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

ポスター・パンフ
レットの配布箇所

目標値 15 15 15 15 各庁舎、公民館、図書館等人が多
く集まる所に掲示依頼をする

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

6月の強調月間に内閣府発行のポスター及び男女共同参画パネル展案内ポスター作成し
を掲示する。

事業実績
内閣府男女共同参画週間のポスターと男女共同参画パネル展案内ポスターを各施設に配
布。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

内閣府・道等発行のポスター、パンフレット等の掲示各施設への設置

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 4 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

啓発活動の充実

ポスター・パンフレットによる啓発



Ⅰ

1 男女共同参画の実現に向けた意識づくり

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり 
Ａ 2

3 ・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・活動指標の目標値達成につきＡ
・すべての市民を対象に、委員会議・各種イベントの開催を通じて、男女共同参画社会の実現に向け
た普及啓発の周知を報道機関に依頼。現状維持。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

実績値 2 4 2

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

記事掲載 目標値 2 4 2 2
男女共同参画事業の掲載依頼

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

推進委員会の会議内容、各種イベント等について報道することにより、男女共同参画の理解
を深め、女性の社会参画を促進させる。

事業実績
①男女共同参画推進委員会議、パネル展、勉強会について記事掲載依頼
②男女共同参画週間において、北海道提供による新聞広告掲載

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

①記者クラブへの情報提供　②男女共同参画週間新聞広告掲載

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 5 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

啓発活動の充実

報道機関への記事掲載依頼



Ⅰ

1 男女共同参画の実現に向けた意識づくり

施策 ① 啓発活動の充実

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり 
Ｂ 2

Ｂ 2
・名寄本館は専用図書が充実し男女共同参画の常設コーナーがある。現在は風連分館にコーナー設
置に向けて男女共同参画関連の本を予算の中で選定中。

評価 意見等

2 ・常設コーナーの設置について、一層の市民周知が必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 40 21 30 30 新刊購入経費　10冊×3,000円（男女共同参画
のみでの積算は行っていない）補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

図書館本館会館日数＝図書コー
ナーの設置日数実績値 287日 288日 292日

図書コーナーの継
続

目標値 287日 288日 292日 288日

新刊の発刊に合わせ選択して購入
する冊数実績値 11冊 13冊 9冊

目標値の考え方等

活
動
指
標

専用図書の購入
目標値 11冊 13冊 10冊 10冊

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

図書館で専用図書を購入して、図書本館内に男女共同参画コーナーを設置する

事業実績 新刊９冊を購入し、男女共同参画に関する図書コーナーを継続した

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 図書館　企画管理係

方針

男女共同参画に関する図書資料の充実

男女共同参画コーナーの設置

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 6 重点目標



Ⅰ

1 男女共同参画の実現に向けた意識づくり

施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 委員会・審議会・女性団体等

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向 ・女性委員の登用率は、全道市町村平均（20.1%）を上回っているが、目標値の50%を達成していない
ことから、各課への登用依頼だけではなく、女性委員の登用比率を向上するための積極的改善措置
について検討することが必要。Ｃ 1

1

・女性委員の登用率が依然として目標を達成していないことから、市職員自らが意識を向上し、女性
委員の登用に力を入れることが必要。
・各課への積極的な登用依頼だけではなく、各課での受け止め方や取り組み状況、担い手の不足があ
るかどうかなど、具体的な課題を明らかにすることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

C 2
・前年比として、人数は増加したが率的には減少又は同率となった。役員改正時には各課へ積極的に
女性の登用をお願いしている。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

平成28年度までに女性委員50%
％ 40.0 37.3 37.8

28.9 27.3 27.1

市に登録している
全委員数

女性数 374 361 384

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

内閣府調査審議
会等委員数

女性数 123 118 120
平成28年度までに女性委員50%

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

％

行政委員会の男女比率や女性団体の構成等について調査

事業実績
毎年、内閣府調査で実態を把握。
部次長・課長会議において、委員の男女比率周知

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 7 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

調査の充実

各種団体の把握（男女比率・活動内容など）



Ⅰ

1

施策 ②

実施計画事務事業 実態調査による把握

実施事業 労働相談所における実態把握

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

2

市民

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 8 重点目標

評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針 男女共同参画の実現に向けた意識づくり

調査の充実

労働相談員を配置し、労働者や使用者の状況を把握

事業実績 広報の掲載で周知を図った。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値
全市民

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

事業費積算について

事業費 120 120 120 120
労働相談員報酬

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

・継続的な周知と、状況を把握することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

B 1
・広報でも周知したためより多くの人に周知することができたため。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり 
Ｂ 1



2 男女の人権尊重

施策 ① 性教育の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 児童生徒

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

性教育

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 9 重点目標
評価担当課・係　内線 学校教育課　総務係　３３７３

方針

エイズ・性感染症などに関する正しい知識の普及

授業や講演形式で実施

事業実績 各学校の教育課程（保健体育・総合・学活）において発達段階に応じた授業を実施している。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算 事業費積算について

実績値

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 － ー ー ー

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・各学校において教育課程に則りながら進められている内容であるため、達成度A、事業の方向は現
状維持とする。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり 
Ａ 2



2

施策 ①

実施計画事務事業 10

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり 
Ａ 2

2 ・性犯罪の抑止力になっていると思われることから、引き続き、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・警察からの不審者情報により庁用車青色回転灯装着車配置部署にパトロール実施依頼をして犯罪
防止及び抑止に努めています。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 環境生活課環境・生活安全係　3126

方針 男女の人権尊重

性教育の推進

性犯罪防止の啓発

性犯罪防止の啓発

市民

　　　犯罪全般に及ぶ予防対策として、青色回転灯装着車、庁用車での街頭パトロールの実施

事業実績 　　　警察からの不審者情報により庁用車青色回転灯装着車の街頭パトロールの実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 １　男女共同参画の実現に向けた意識の改革

事業№ 10 重点目標



基本目標Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

2 男女の人権尊重

施策 ①　 性教育の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 47 灯 25 灯 23 灯 20 灯

58 灯 32 灯 23 灯

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

街路灯の増設

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標

事業№ 10 重点目標
評価担当課・係　内線 都市整備課管理係(213)

方針

性犯罪防止の啓発

毎年の街路灯増設によって防犯に努めていく

事業実績 街路灯の増設を行った

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

街路灯新設
目標値

歳出予算見積書より
実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算 事業費積算について

実績値

23灯:実績
ｈ

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 689 1,469 779 735

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

2 ・大学の周辺などまだ少ない場所があることから、引き続き、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 1
・街路灯については、市街地全体を調整しながら新設・増設を行っている。同時にLED化も進めてお
り、長寿命・電気料の削減にもつながっている。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり 
Ａ 1



2 男女の人権尊重

施策 ① 性教育の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 児童生徒

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

性教育

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 11 重点目標
評価担当課・係　内線 学校教育課　総務係　３３７３

方針

学校における児童生徒の発達段階に応じた性教育、生命尊重の教育の充実

児童生徒への発達段階に応じた性教育、生命尊重の教育に関する授業を行い、意識啓発を図
る。

事業実績
教育課程（保健体育・総合・道徳）において発達段階に応じた授業を実施している。学校独自で
講師を呼び、生命尊重に関する講演を実施した。（「いのちの授業」等）

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算 事業費積算について

実績値

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 － ー ー ー

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・各学校において教育課程に則りながら進められている内容であること、また、生命尊重等の講演を実
施することで、より児童生徒の意識を高められていると判断したため。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり 
Ａ 2
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2 男女の人権尊重

施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
A 2

2 ・より一層の周知を図ることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・ホームページの男女共同参画「働く女性の母性健康管理」に掲載し周知している。Ｈ２５は企業向け
アンケート調査依頼時に男女雇用機会均等月間ポスター・要綱及びリーフレットを配布し周知をした。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

随時 随時 随時

目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

ホームページ 目標値 随時 随時 随時
通年情報公開

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

ホームページへの掲載を継続し、周知する。

事業実績
ホームページ男女共同参画に掲載し周知している。
関連リンクとして内閣府男女共同参画府・厚生労働省・北海道立女性プラザを掲載

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

ホームページによる周知

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 13 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

母性の尊重

母性保護に関する法令・情報の周知
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2 男女の人権尊重

施策 ②　 母性の尊重

実施計画事務事業 　　　性の尊厳・母性保護に関する情報提供

実施事業 　　　相談・訪問業務

対象者 市民

事業の概要 　

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

事業実績 健康相談・各種保健事業などで必要に応じて情報を提供した

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 14 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

健康相談・各種保健事業などで必要に応じて情報を提供

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

妊婦相談
目標値

実績値 284 251 267

実績値

目標値

事業費積算について

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

B 2
・必要に応じて実施できている。
・各種事業において、必要に応じた情報提供を継続して行う。

意見等

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 2
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2 男女の人権尊重

施策 ③ 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

8

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向
・市においては「福祉総合相談窓口」を設置し、関係課が連携をとり各種相談に対応するとともに、要
保護児童対策地域協議会を通じて、警察や児童相談所、人権擁護委員等の外部の支援団体などと
も連携を図っており、引き続き、取組を進めることが必要。Ａ 2

1
・ＤＶの広がりが懸念されることから、人権擁護委員や民間の団体との連携など、より積極的な取組を
進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

・ＤＶ相談は、子供・成人・高齢者・障害者など広範囲である。相談内容は各課にまたがるため、「福祉
総合相談窓口」を設置し、各種の相談に応じている。Ａ 2

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0 各相談員として事業別に計上されており、ＤＶ相談
としての経費は計上していない。補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25予算 H26予算

実績値

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

ＤＶ相談件数
目標値

実績値 4 6

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

H21から窓口を1本化し、DV相談窓口に家庭児童相談員・母子相談員・生活保護相談員を配置
して配偶者等への暴力等の相談に応じている。　　　　　　　　　　母子自立支援員

事業実績
「福祉総合相談窓口」を設置し、家庭児童相談員・母子自立支援員・生活保護相談員・障害相
談員を配置し、各種相談に対応している。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 15 重点目標 ◎

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

配偶者等からの暴力による被害者相談窓口の充実

相談員の配置
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男女の人権尊重

施策 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区分

4 6 8

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向
・市においては「福祉総合相談窓口」を設置し、関係課が連携をとり各種相談に対応するとともに、要
保護児童対策地域協議会を通じて、警察や児童相談所、人権擁護委員等の外部の支援団体などと
も連携を図っており、引き続き、取組を進めることが必要。

評価 意見等

1
・ＤＶの広がりが懸念されることから、人権擁護委員や民間の団体との連携など、より積極的な取組を
進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・警察、旭川児童相談所などの関係機関と連携し、一時保護等の対応ができている。

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H２６予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

相談受付件数
目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

H21から窓口を1本化し、DV相談窓口に家庭児童相談員・母子相談員・生活保護相談員を配置
して配偶者等への暴力等の相談に応じている。　　　　　　　　　　母子自立支援員

事業実績 8件の相談件数のうち、旭川市へ緊急一時保護１件、警察や旭川児童相談所の介入３件

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

相談員の設置

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 15 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

配偶者等からの暴力による被害者相談窓口の充実
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2 男女の人権尊重

施策 ③

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

・広報掲載・ホームページにて周知啓発し、パンフレット相談窓口カードの公共施設への設置、配布を
継続する。

評価 意見等

評価結果 意見等

Ａ 2

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値 2 2 2

パンフレット・カードの設置
実績値 2 2 2

2
広報による周知啓発

実績値 2 2 2

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

パンフレット・カード
配布回数

目標値 2 2 2 2

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

ＤＶ関連広報掲載
回数

パンフレット・広報なよろによる啓発活動

事業実績
①内閣府・北海道等で発行するパンフレット・相談窓口カードを公共施設に設置し、啓発を
行う。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

①パンフレット②広報なよろによる啓発活動

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 16 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

暴力対策の推進

配偶者からの暴力防止に向けた啓発の促進



2

施策 ③

実施計画事務事業 16

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

2 ・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・国及び北海道や民間団体と連携を図りパンフレット、ポスター等の公共施設への設置、配布等の啓
発活動を実施した。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 環境生活課環境・生活安全係　3126

方針 男女の人権尊重

暴力対策の推進

配偶者からの暴力防止に向けた啓発の促進

暴力防止に向けた啓発の促進

市民

　　　パンフレット、ポスター等の公共施設への設置、配布等の啓発活動

事業実績 　　　公共施設へのパンフレット、ポスターの設置、配布を行った

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 １　男女共同参画の実現に向けた意識の改革

事業№ 16 重点目標 ◎
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2 男女の人権尊重

施策 ③ 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 0

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

2 ・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

・北海道や民間団体と連携を図りながら、啓発活動を継続する。また、平成２５年度は「福祉相談ガイ
ド（各種相談に対する窓口を掲載したパンフレット）：平成２３年度発行の修正版」を発行し、全戸配布
を行った。

Ａ 2

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 100 0 福祉相談ガイド（Ａ３判・両面印刷）の全戸配布を1
年おきに予定補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

実績値

13,500 0 13,500

目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

福祉相談ガイドの
発行（全戸配布）

目標値 0 0 13,500
相談窓口の周知方法

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

内閣府等、北海道、名寄市で発行するパンフレット・相談窓口カードを公共施設等に設置し、啓発
を行なっている。

事業実績 暴力防止に向けたパンフレット等を庁舎の掲示板、各種窓口に設置している。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 16 重点目標 ◎

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

配偶者等からの暴力防止に向けた啓発促進

パンフレットによる啓発活動
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男女の人権尊重

施策 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

意見等

2 ・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・パンフレット、相談窓口カードの公共施設への設置・配布を継続する。

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

内閣府等、北海道、名寄市で発行するパンフレット・相談カードを公共施設等に設置し、啓発を
行っている。

事業実績 内閣府等、北海道で発行されたパンフレット及び相談カードを窓口等に設置し啓発を行った。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

パンフレットによる啓発活動

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 16 重点目標 ◎

評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

配偶者等からの暴力防止に向けた啓発の促進



2

施策 ③

実施計画事務事業 17

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・各種の相談を（市民相談等）を消費生活センターで行っています。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 環境生活課環境・生活安全係　3126

方針 男女の人権尊重

暴力対策の推進

被害者の早期発見

各種の相談業務

市民

　　　各種の相談業務の実施

事業実績 　　　各種の相談業務の実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 １　男女共同参画の実現に向けた意識の改革

事業№ 17 重点目標 ◎



Ⅰ

2 男女の人権尊重

施策 ③ 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

・ご近所・民生委員等からの情報収集、警察などの関係機関との連携により早期発見の取組みを継続
する。Ｂ 2

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算Ｈ25見込みH26予算

実績値 2 3 2

4 6 7

児相・警察への連
絡件数

目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

ＤＶ相談件数
目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

各種相談・連絡体制の確立、関係機関との連携を図るため、対策チャート等の作成活用

事業実績 町内会・民生委員等からの情報収集

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 17 重点目標 ◎

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

被害者の早期発見

連携体制の確立



Ⅰ

男女の人権尊重

施策 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者

事業の概要

区分

2 3 5

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

意見等

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

B 2

達成度 事業の方向 理　　由

B 2
・関係機関との連携、近隣者や民生委員等からの情報により早期発見の取組継続
・市内医療機関との連携も図っていく

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

相談受付数
目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

各種相談・連絡体制の確立、関係機関との連携を図るため、対策チャート等の作成活用

事業実績
市民相談窓口、旭川児童相談所、警察署、道立女性相談援助センターなどの外部機関と市役
所地域包括支援センター、障がい福祉係とも連携を図り対応した

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

連携体制の確立

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 17 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

被害者の早期発見



2

施策 ③

実施計画事務事業 18

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・各種の相談を（市民相談等）を消費生活センターで行っています。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 環境生活課環境・生活安全係　3126

方針 男女の人権尊重

暴力対策の推進

相談・保護体制の確立

各種の相談業務及び関係期間との連携

市民

　　　各種の相談業務及び関係期間との連携

事業実績 　　　各種の相談業務

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 １　男女共同参画の実現に向けた意識の改革

事業№ 18 重点目標 ◎



Ⅰ

2 男女の人権尊重

施策 ③ 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者・子ども等

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

・関係機関との連携を継続していく。

Ａ 2

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

実績値

目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

各種相談・連絡体制の確立、関係機関との連携を図るため、対策チャート等の作成活用

事業実績 「福祉総合相談窓口」で関係機関と連携している。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 18 重点目標 ◎

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

相談・保護体制の確立

マニュアル等の作成



Ⅰ

男女の人権尊重

施策 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者・子ども等

事業の概要

区分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

意見等

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・児童虐待防止法対応マニュアル整備済み
・要保護児童対策地域協議会等を開催し、関係機関と保護・援助の連絡体制を図る

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

警察への通報・被害者や子どもの保護・援助体制のマニュアル化を図る

事業実績 相談件数のうち３件は警察、旭川児童相談所介入となった

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

マニュアル等の作成

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 18 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

相談・保護体制の確立



Ⅰ

2 男女の人権尊重

施策 ③ 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者・子供等

事業の概要

区
分

11 13 8

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・関係機関との連携を継続していく。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値の考え方等

活
動
指
標

高齢者虐待相談
件数

目標値
実績値は実人数で、疑いを含む。

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

　　　警察への通報・被害者や子どもの保護・援助体制のマニュアル化を図る

事業実績
高齢者虐待防止マニュアルは平成２０年に作成済。関係機関と連携し、高齢者虐待の対応を実
施。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

マニュアル等の作成

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 18 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 地域包括支援センター　地域包括支援係　3261

方針

相談・保護体制の確立



2

施策 ③

実施計画事務事業 19

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・各種関係機関と情報共有を行い、引き続き相談体制の維持、充実を図らなければならない。

評価 意見等

3

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 環境生活課環境・市民課・税務課　　3126

方針 男女の人権尊重

暴力対策の推進

被害者の自立支援

自立のために関係機関と情報共有を行い相談体制の維持、充実

市民

　　　自立に向けた相談体制の維持、充実

事業実績 　　　自立に向けた相談体制の維持、充実

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 １　男女共同参画の実現に向けた意識の改革

事業№ 19 重点目標 ◎



Ⅰ

2 男女の人権尊重

施策 ③ 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者・子ども等

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 2

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

・関係部署と連携を取り情報を共有し、相談体制等の充実を図る。また、各種イベント等を通じての啓
発活動を継続する。Ｂ 2

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

実績値

4 6 7

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

ＤＶ相談件数
目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

加害者が住民基本台帳の閲覧を出来ない連絡体制の取組み、生活保護の申請に配慮していく体制、公共職業安定所
等との連携による就業相談体制、空き公営住宅への入居、学校・保育所等との連携した支援

事業実績 生活保護申請に至るケース無し。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 19 重点目標 ◎

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

被害者の自立支援

被害者に係る情報の保護、生活の支援、就業の支援、住宅の確保、子どもの就学・保育等



Ⅰ

男女の人権尊重

施策 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者・子ども等

事業の概要

区分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

意見等

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・関係部署と連携し連絡体制を継続して行う

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

加害者が住民基本台帳の閲覧をできない連絡体制の取組の実施

事業実績 関係する部署で連携し対応に努めた

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

被害者等に係る情報の保護

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 19 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

被害者の自立支援



Ⅰ

男女の人権尊重

施策 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者・子ども等

事業の概要

区分

1

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

意見等

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・相談できる体制を維持し、適切な支援につなげるよう配慮していく

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

生活保護の申請に配慮していく体制をめざす

事業実績 相談1件あったが、最終的には本人の離婚する意思が固まらず申請には至らなかった

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

生活の支援

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 19 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

被害者の自立支援



Ⅰ

男女の人権尊重

施策 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者

事業の概要

区分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

意見等

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・ハローワーク発行の求人情報誌を設置し、相談体制の維持・充実を図る

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

公共職業安定所等と連携を図りながら就業相談体制を図っていく

事業実績 相談体制は出来ているが就業についての相談はなかった

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

就業の支援

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 19 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

被害者の自立支援



Ⅰ

男女の人権尊重

施策 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者・子ども等

事業の概要

区分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

意見等

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・関係部署と連携し、相談時に提供できる体制を維持する

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

国の通達により一時的保護のために市が指定する空き公営住宅への入居を可能としている。

事業実績 市内での一時的保護対象者なし

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

住宅の確保

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 19 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

被害者の自立支援
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男女の人権尊重

施策 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者・子ども等

事業の概要

区分

0 1 0

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

意見等

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・関係部署と情報共有し、相談時に提供できる体制の維持を図る

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

相談件数
目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

教育委員会、学校、保育所と連携を図りながら支援体制を図っていく
（他に：子ども１１０番・安心安全会議）

事業実績 当課には相談なかったが小学生以上の児童がいる家庭で問題なく転校手続きを終えている

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

子どもの就学・保育等

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 19 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

被害者の自立支援
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2 男女の人権尊重

施策 ③ 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者・子ども等

事業の概要

区
分 1 1 1 1

1 1 1

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・活動指標の目標達成につき達成度をＡとします。
・事業の方向は現状維持とし、今後も相談があった場合には、市営住宅を提供できる体制づくりを継続
します。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値 0

住宅確保及び窓口対応に費用はかかりません

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25予算 Ｈ26予算

1 1 1
過去の相談件数から積算

0 2

目標値の考え方等

活
動
指
標

空き住宅の確保数
目標値 過去の相談件数から積算

※件数が多ければその都度確保
可能実績値

相談件数
目標値 1

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

国の通達により一時的保護のために市が指定する空き公営住宅への入居を可能としている。
平成24年度においても同様に入所を可能にしている。

事業実績
「名寄市営住宅へのDV被害者の入居に関する要綱」に基づき市営住宅を提供できる体制を整備
済み。平成25年度は相談件数２件あったものの要綱適用による入居実績はありませんでした。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

住宅の確保

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 19 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 建築課　住宅係　3353

方針

被害者の自立支援



2 男女の人権尊重

施策 ③ 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業 ①

対象者 被害者・子ども等

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

被害者等に係る情報の保護　　　　②子どもの就学・保育等

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 19 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 学校教育課　総務係　３３７３

方針

被害者の自立支援

①加害者が住民基本台帳の閲覧をできない連絡体制の取組を実施
②関係機関と連携を図りながら被害者・子ども等の支援を行う

事業実績
各関係部署と情報共有をし、学校や保育所とも連携をしながら支援を行っている。今後も引き続
き各関係部署と情報共有等を行っていく。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算 事業費積算について

実績値

ー事業費 － ー ー

順調に取り組まれている

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

3 ・引き続き、関係機関が連携した取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・関係部署との情報共有および連携した支援を行っているので達成度Aとする。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2



Ⅰ

2 男女の人権尊重

施策 ③

実施計画事務事業

実施事業

対象者 被害者・子ども等

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・広報掲載・ホームページにて継続して周知啓発を継続する。

評価 意見等

評価結果 意見等

Ａ 2

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

3 ・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値 随時 随時 随時

広報による周知啓発
実績値 4 2 2

随時
通年情報公開

実績値 随時 随時 随時

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

広報なよろ掲載回
数

目標値 4 2 2 2

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

ホームページ掲載

広報なよろ・ホームページ・パンフレットによる啓発活動

事業実績
広報なよろ・ホームページにより啓発活動

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

①広報なよろによる啓発活動　②ホームページによる啓発活動　③パンフレットによる啓発活動

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 20 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

暴力対策の推進

子どもへの虐待・パートナーの暴力・セクハラは犯罪であることを広報等で啓発



2

施策 ③

実施計画事務事業 20

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

3 ・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・各種関係機関、団体のパンフレット、ポスター等の公共機関等に設置・配布

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 環境生活課環境　3126

方針 男女の人権尊重

暴力対策の推進

子どもへの虐待・パートナーの暴力・セクハラは犯罪であることを広報等で啓発

パンフレット、ポスター等の公共施設等に設置・配布

市民

　　　パンフレット、ポスター等の公共施設等に設置・配布

事業実績 　　　パンフレット、ポスター等の公共施設等に設置・配布

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 １　男女共同参画の実現に向けた意識の改革

事業№ 20 重点目標 ◎



Ⅰ

2 男女の人権尊重

施策 ③ 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 2

3 ・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

・国からのポスター・パンフレット等の掲示は行なっている。今後、各種イベントや広報を通じた啓発活
動についても取り組みを進める。Ｂ 2

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算Ｈ25見込みH26予算

実績値

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

内閣府等で発行するパンフレットを公共施設に設置し、啓発を行なう。

事業実績 国から送られてくるポスターやパンフレットを公共施設に掲示している。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 20 重点目標 ◎

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

子どもへの虐待・パートナーの暴力・セクハラは犯罪であることを広報等で啓発

パンフレットによる啓発活動



Ⅰ

男女の人権尊重

施策 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

意見等

3 ・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・児童虐待予防啓発ポスター掲示や、オレンジリボンキャンペーンの継続、また会議などには虐待防
止のクリアファイルの活用をし、啓発活動を継続する

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費 67 555 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

虐待防止啓発用品購入

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

内閣府等で発行するパンフレットを公共施設等に設置し、啓発を行う

事業実績 児童虐待予防の取組としてオレンジリボンキャンペーンの実施（うちわ・クリアファイル配布）

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

パンフレットによる啓発活動

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 20 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

子どもへの虐待・パートナーの暴力・セクハラは犯罪であることを広報等で啓発



Ⅰ

2 男女の人権尊重

施策 ③ 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 1 1 1

1 1 1

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

パンフレットによる啓発活動

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 20 重点目標
評価担当課・係　内線 児童センター　（内）３６１２

方針

子どもへの虐待・パートナーの暴力・セクハラは犯罪であることを広報等で啓発

内閣府等で発行するパンフレットを作成し、公共施設等に設置し啓発を行う

事業実績
・関係省庁・北海道で発行するパンフレット等を公共施設等に設置。　　・ハートダイヤル（教育・学校で
の悩み等電話相談）のパンフレット、携帯用カードを作成し学校を通じて全児童（保護者）へ配布

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

パンフレット設置
（更新）

目標値 年間を通じて公共施設に設置。年
1回更新。実績値

ハートダイヤルのパ
ンフレット・携帯用
カード

目標値 1

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

1 1
年1回配布。（学校訪問により学校
との連携を取り、情報交換も行う）1 1

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 事業費積算について

実績値 1

ハートダイヤルのパンフレット・カード作成費用。
・パンフレット（色上質紙代）12,096円
・カード印刷代（外注）37,800円補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 50 50 50

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

3 ・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・虐待や暴力の廃絶に向け、身近なところから普及啓発を行うことで、一人ひとりが考え意識することを
期待し、現状維持

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2



Ⅰ

2 男女の人権尊重

施策 ③ 暴力対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 大学生

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

人権擁護とハラスメント防止に関する体制を図っている。リーフレットの作成配布、ポスター掲
示にて周知している。

事業実績
リーフレットの配布やポスターの掲示によって、周知している。また、大学ＨＰにおいてもハラス
メントに関する相談の方法などを掲載している。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

パンフレットによる啓発活動

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 20 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 市立大学事務局　教務課教務係　2-4194（1124）

方針

子どもへの虐待・パートナーの暴力・セクハラは犯罪であることを広報等で啓発

目標値の考え方等

活
動
指
標

リーフレット（Ｈ25は
カード）の作成配付

目標値 700 700 700 700

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 ２６年度

ポスター掲示
目標値 1 1 1

学生数。
実績値 700 700 700

年１回程度。
実績値 1 1 1

1

事業費積算について

事業費 70 70 17 20
学生相談カードの印刷代

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

Ａ 2
・人権尊重・ハラスメントの基礎知識が学生生活ガイドブックへ記載が移され、普段から携行できるカー
ドタイプに変更したことにより、相談したいときにすぐに連絡先が調べられる手法となった。

評価 意見等

達成度 事業の方向 理　　由

第1次評価　達成度 第１次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

3

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

Ａ 2



2 男女の人権尊重

施策 ④ 啓発活動の充実

実施計画事務事業

実施事業

対象者 小学生・中学生

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

生徒用リーフレットの配布

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 22 重点目標
評価担当課・係　内線 学校教育課　総務係　３３７３

方針

有害サイトの危険性の周知

携帯電話・インターネットに関するパンフレット等を配布し、意識啓発を図る。

事業実績

文部科学省、北海道教育委員会等から送付されるパンフレットにより啓発している。
携帯電話を取り巻く事故の状況と利用のルールとマナーについての講演会等を行い保護者とともに学んだ。
（入学説明会での警察署による説明会、参観日での電気通信会社（KDDI）による「携帯安全教室」等）
また、道、道教委、道警の三者が各電気通信事業者に対し、携帯電話等におけるフィルタリング利用の普及
促進等について要請をしている。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算 事業費積算について

実績値

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 ー ー ー ー

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

3 ・引き続き、周知・啓発の取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

・パンフレットや講演等の実施により、児童生徒の有害サイト等の危険性に対する意識啓発が行われて
いるため。
また、北海道等が行った各電気通信事業者に対するフィルタリング利用の促進等の要請により、児童
生徒、保護者だけでなく各電気通信事業者への働きかけも行われているため。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2



1

3 男女平等の視点に立った教育の推進
施策 ① 家庭教育セミナーの開催
実施計画事務事業
実施事業
対象者 市民

事業の概要

区
分 5 5 5

5 5 3

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 23 重点目標
評価担当課・係　内線 生涯学習課　生涯学習係　内線３６１３

方針

家庭教育セミナーの開催
公民館事業

家庭教育のあり方についてセミナー開催

事業実績
家庭教育支援講座「親子ふれあい体操」と「ヨガ教室」と「子どもがかかりやすい病気」の３回開催し、家庭教
育に関する学習や体験を行った。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

「親子ふれあい体操」は、定
員を定めていない。

目標値の考え方等

活
動
指
標

講座の回数
目標値

実績値

講座の人数 目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

170 20 150

実績値 230 69 121

事業費積算について

事業費 85 9 15
報償費・旅費

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・より男女共同参画の視点に立った講座内容についても、検討が必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

　Ｂ 1
・家庭教育支援講座の中で、親と子が共に楽しみながら絆を深め、又、他者とコミュニケーシヨンを図り
充実できた。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 1



1

3 男女平等の視点に立った教育の推進

施策 ① 家庭における男女平等の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 3 3 3

3 3 3

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 24 重点目標
評価担当課・係　内線 生涯学習課生涯学習係　内線　３６１３

方針

家庭で協力し合う教室・講座等の開催

公民館事業

「料理教室」、「夏休み子ども写生会」、「新春こども書き初め広場」の開催

事業実績
家庭、学校関係機関と連携、協力して思いやりの心や社会性・自主性・創造性をもち生きる力を
育成の実現

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

各行事の開催要項で設定

目標値の考え方等

活
動
指
標

行事の回数
目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値 93 91 80

事業費積算について

事業費 113 98 119
報償費・需用費・借上げ料

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 1
・男女問わず親子で参加しやすい講座を企画実施することで、男女共同で子育てに関わる意識づくり
に努めた。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 1



Ⅰ

3 男女平等の視点に立った教育の推進

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・約90名の参加者があった。

評価 意見等

評価結果 意見等

Ａ 2

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2

Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 0 0 50 30 公益財団法人北海道市町村振興協会の地域づく
り研修会開催支援金交付を受けての事業

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値

市民講座等の実施
実績値 0 1 1

実績値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

実施回数 目標値 1 1 1 1

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

男女共同参画社会の実現に向け、講演会等の開催を通して市民に男女共同参画意識の
普及啓発を行う

事業実績
名寄市男女共同参画セミナー　くらたま流すっきり生きる方法　開催

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

市民講座

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 25 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

家庭における男女平等教育の推進

教養講演会の実施



Ⅰ

3 男女平等の視点に立った教育の推進

施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 小学４～６年生・中学１～３年生

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・男女共同参画についてのリーフレットを作成。今後も男女共同参画週間に合わせて配布を継続して
いく。

評価 意見等

評価結果 意見等

Ａ 2

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 23 15 17 20 カラー上質紙使用

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値

男女共同参画週間に合わせての
配布実績値 1 1 1

実績値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

実施回数 目標値 1 1 1 1

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

男女共同参画についてリーフレットを作成し配布をする

事業実績
リーフレットを作成し、校長会を通して小学４～６年生約９２０枚、中学生約７５０枚を男女共
同参画週間に合わせて配布した。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

小・中学生用リーフレットの作成・配布

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 26 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

学校における男女平等教育の推進

児童生徒用リーフレットの作成



3 男女平等の視点に立った教育の推進

施策 ② 学校における男女平等教育の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 教職員

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 27 重点目標
評価担当課・係　内線 学校教育課　総務係　３３７３

方針

教職員研修の実施

北海道教育委員会主催の研修会

道徳教育等による生命尊重、望ましい人間関係の育成など男女平等意識を育てる教育にかかわ
る研修への参加

事業実績
北海道教育委員会が主催の道徳教育にかかわる研修「道徳教育推進教師研修」等への参加。
（参加者数：H25年度4名）

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

事業費積算について

事業費 ー ー ー ー

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｂ 2
・数名ではあるが道徳教育にかかわる研修へ参加できている。教職員研修は市独自で行えるものでは
ないため、北海道教育委員会等により研修が開催されるときには、より多くの教職員へ参加するよう呼
びかけていく。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 2



3 男女平等の視点に立った教育の推進

施策 ② 学校における男女平等教育の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 小中学生の親

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 28 重点目標
評価担当課・係　内線 学校教育課　総務係　３３７３

方針

小中学校PTA連合会における啓発活動

「子育て」についての講演会

児童生徒の保護者に対し「子育て」についての講演を行う。

事業実績
年1回、名寄市PTA連合会主催で研究大会を開催。平成25年度は北海道教育委員会教育委
員を講師として招き、「子どものコミュニケーション能力を伸ばすために～親としてできること～」を
演題として講演会を実施した。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

目標値

実績値

事業費積算について

事業費 ー ー ー ー

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・名寄市PTA連合会主催の研究大会において「子育て」をテーマとした講演会が実施されているため。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2
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3 男女平等の視点に立った教育の推進

施策 ③

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・出前トークについては、市のホームページで情報公開中。平成25年度は実績なし

評価 意見等

評価結果 意見等

Ａ 2

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・男女共同参画に関する「出前トーク」の活用を促進することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値 1 1 1

通年情報公開
実績値 随時 随時 随時

1
市民講座実施

実績値 0 1 1

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

出前トーク 目標値 随時 随時 随時 随時

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

講演会

出前トーク・講演会の実施

事業実績
出前トークについては、市のホームページで情報公開中。名寄市男女共同参画セミナー（講
演会）「くらたま流すっきり生きる方法」開催

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

出前トーク・講演会の実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 29 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

地域・職場における男女平等教育の推進

出前トーク・講演会等の充実
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3 男女平等の視点に立った教育の推進

施策 ③

実施計画事務事業

実施事業

対象者 町内会長・行政区長

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

・町内会活動の活性化の検討と併せて、女性役員登用に係る課題についても検討することが必要。

・各町内会総会に向けて女性役員の参画促進するよう依頼する。

評価 意見等

評価結果 意見等

Ｃ 1

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・行政懇談会での呼びかけだけではなく、女性が役員に就くための具体的な課題を考えることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｃ 2

Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値

行政懇談会時に周知
実績値 1 1 1

実績値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

依頼回数 目標値 1 1 1 1

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

町内会長・行政区長との行政懇談会にて周知

事業実績
各町内会総会に向けて女性役員の参画促進するよう依頼

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

町内会長・行政区長との行政懇談会にて女性役員の参画促進依頼

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 30 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

地域・職場における男女平等教育の推進

町内会における啓発活動
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3 男女平等の視点に立った教育の推進

施策 ③

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 6 6 6

6 6 6

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

ピヤシリ.瑞生.友朋大学で男女共同参画に関する教育の実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 31 重点目標
評価担当課・係　内線 生涯学習課生涯学習係　内線　３６１３

方針

地域・職場における男女平等教育の推進

高齢者大学における男女平等教育の充実

各大学において、各学年ごとにテーマを設けて講義を実施

事業実績
高齢者が自己の能力を開発し、現状社会に対応した生活をするために多様な学習内容のカリ
キュラムを組み実施

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

学年テーマ
目標値 各学年ごとに各テーマを設け

て実施実績値

学生人数
目標値 180

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

180 180

67 60

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 事業費積算について

実績値 83

報酬・報償費・旅費・需用費
補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 552 544 452

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

3 ・より男女共同参画の視点に立った講座内容についても、検討が必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 1
・公開講座や通常講座のなかで、高齢者に対しての現状社会に対応する講義を取り上げ学生へ周知
を図った。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 1
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3 男女平等の視点に立った教育の推進

施策 ③

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

3 ・引き続き、周知・啓発・状況把握を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・ホームページにて公開している。また、Ｈ２５は企業向けアンケート調査依頼時に男女共同参画週間
ポスター・チラシ、男女雇用機会均等月間ポスター・要綱及びリーフレットを配布し周知をした。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

随時 随時 随時

目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

ホームページ 目標値 随時 随時 随時
通年情報公開

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

商工団体を対象に男女共同参画の形成に向けた普及啓発を図る

事業実績 ホームページにて掲載

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

ホームページによる啓発活動

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 32 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

地域・職場における男女平等教育の推進

商工団体への啓発依頼
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3

施策 ③

実施計画事務事業 商工団体への啓発依頼

実施事業 アンケート調査による啓発活動

対象者

事業の概要

隔年実施のためH25は調査実施せず

区
分 0 0

0 0

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

－

市民

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革

事業№ 32 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針 男女平等の視点に立った教育の推進

地域・職場における男女平等教育の推進

名寄市労働状況実態調査により事業所アンケート調査を実施

事業実績

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値 190
隔年実施

実績値 106

実績値

目標値

事業費積算について

事業費 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

－ －

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

－

－ －
・隔年実施のためＨ２５は調査しなかった。

評価 意見等

－

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする



Ⅱ　家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

1

施策 ①

実施計画事務事業 33

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
A 2

2
・安全安心地域づくり委員会の女性委員が２名と少ないことから、女性委員の任命に努めることが必
要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・女性枠の設定はしていなくても、女性委員は配置されています。名寄市公害対策審議員は９名の内
３名が女性。なるべく女性の配置を意識して委嘱の方向としている。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 環境生活課環境　3126

方針 企画や政策・方針決定の場への共同参画の促進

委員会・審議会などにおける女性委員の参画促進

行政委員会への女性枠設定の確立

行政委員会への女性委員の任命

市民

　　　行政委員会への女性委員の任命

事業実績 　　　行政委員会への女性委員の任命

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標

事業№ 33 重点目標 ◎
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1 企画や政策・方針決定の場への男女共同参画の促進

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 女性

事業の概要

区
分 3 3 3 3

3 3 3

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

農業振興対策協議会への女性枠設定

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 33 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 農務課農政係　３１１

方針

委員会・審議会などにおける女性委員の参画促進

行政委員会等への女性枠設定の確立

　　　名寄市農業振興対策協議会設置要綱にて設置済み

事業実績 　　　平成２５年度女性委員３名委嘱。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

女性委員の委嘱
目標値 女性委員の拡充（委員27名中女

性3名）実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算 事業費積算について

実績値

協議会運営補助
補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 1,250 1,250 1,150 1,150

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

2 ・農業振興対策協議会の女性委員枠が適正か検証することが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・農業振興対策協議会設置要綱において女性委員枠を規定しているほか、農業・農村振興審議会委
員１２名のうち女性２名を委嘱している。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2



Ⅱ

1 企画や政策・方針決定の場への男女共同参画の促進
施策 ① 委員会・審議会などのおける女性委員の参画促進
実施計画事務事業
実施事業
対象者 女性

事業の概要

区
分 3 3 3

3 3 3

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 33 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 生涯学習課文化振興係　内線　３６１３

方針

行政委員会等への女性枠設定の確立
多目的研修センター運営委員会への女性枠設定

名寄市多目的研修センター条例で規定済み

事業実績
名寄市公民館運営審議会・名寄市民文化センター運営委員会・名寄市多目的研修センター運
営委員会に女性枠設定

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

各会議（年２回）
目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

事業費積算について

事業費 44 48 44
出席報酬は、各委員分が含まれている。

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・引き続き、女性委員の任命に努めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・平成２３年度末で任期満了を迎えたが、平成２５年度の委員にあたっても同数の女性に就任いただ
いた。　（任期２年間）

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2



施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

50 ％ 50 ％ 50 ％

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向 ・女性委員の登用率は、全道市町村平均（20.1%）を上回っているが、目標値の50%を達成していな
いことから、各課への登用依頼だけではなく、女性委員の登用比率を向上するための積極的改善措
置について検討することが必要。C 1

1

・女性委員の登用率が依然として目標を達成しておらず、特に、女性委員長は目標を大きく下回って
いることから、市職員自らが意識を向上し、女性委員・委員長の登用に力を入れることが必要。
・各課への積極的な登用依頼だけではなく、各課での受け止め方や取り組み状況、担い手の不足が
あるかどうかなど、具体的な課題を明らかにすることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｃ 2
・女性委員長の登用率はH23年度と比較すると下がっているので各種委員会改選期には強く各課へ
周知していく必要はある。女性委員の登用率は上昇しているため今後も現状のまま各課に周知してい
く。

評価 意見等

第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0
なし

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25予算

国が定めている基準が30％のためそれ
に基づいて定めている実績値 8.80% 2.78% 5.56%

女性委員長の登
用比率

目標値 30% 30% 30%

目標値の考え方等

活
動
指
標

女性委員の登用率
目標値 国が定めている基準が40％以上60％

以下のためそれに基づいて男女均等を
図るため50％と定めている実績値 28.90% 27.30% 27.10%

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標
値

評価担当課・係　内線 総務課　総務係

方針 企画や政策・方針決定の場への男女共同参画の促進

委員会・審議会などにおける女性委員参画促進

女性委員は50％、委員長は当面30％の目標設置

名寄市各種委員の任免に関する要綱に基づく女性委員の選出について周知

各課

女性委員の目標数値達成及び委員会等の運営改善を目指して、その都度指導及び周知を図っ
ている。

事業実績 参画促進について周知を続けた結果、女性委員の登用率が2年間で1.32％上がった。

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 34 重点目標 ◎



Ⅱ

1 企業や施策・方針決定の場への男女共同参画の促進

施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・広報ホームページ等に掲載し啓発を図った。Ｈ２５は企業向けアンケート調査依頼時に男女共同参
画週間ポスター・チラシ、男女雇用機会均等月間ポスター・要綱及びリーフレットを配布し周知をした。

評価 意見等

評価結果 意見等

Ａ 2

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・チラシやリーフレットについて、企業への送付や、団体への配布など工夫することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値 2 2 2

通年情報公開
実績値 随時 随時 随時

2
広報にて普及啓発

実績値 2 2 2

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

ホームページ 目標値 随時 随時 随時 随時

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

広報掲載回数

一般への周知で個々への呼びかけに繋がる事を期待する

事業実績 広報・ホームページ等の掲載による啓発

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

広報・ホームページ等の掲載による啓発

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画社会の促進

事業№ 35 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

役職などへの女性女性の登用拡大

企業における女性職域差別撤廃の指導及び女性管理職の登用促進



Ⅱ

1

施策 ②

実施計画事務事業 企業における女性職域差別撤廃の指導及び女性管理職の登用推進

実施事業 ホームページによる啓発活動

対象者 市民

事業の概要

厚労省からの案内を周知

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

一般への周知で個々への呼掛け繋がることを期待する

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 35 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針 企画や政策・方針・決定の場への男女共同参画の促進

役職などへの女性の登用拡大

事業実績

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値 男女共同参画専用HP及び広
報等によりその都度周知実績値

目標値

実績値

事業費積算について

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

事業費 0 0 0 0

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ｂ 3
・厚労省から案内が来た場合のみ周知しているため、見直しの必要あり。

評価 意見等

2

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・チラシやリーフレットについて、企業への送付や、団体への配布など工夫することが必要。

Ｂ 3



Ⅱ

1 企画や政策・方針・決定の場への男女共同参画の促進

施策 ②

実施計画事務事業 女性を対象とした研修機会の提供

実施事業 人材開発センター利用促進補助による研修機会の提供

対象者 希望する企業

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

事業実績

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 37 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針

役職などへの女性の登用拡大

女性だけを対象としていないが、人材開発センターを利用し、研修会を開催した場合に補助
金を交付し、研修機会の提供に努めている

女性だけを対象としていないが、人材開発センターを利用し、研修会を開催した場合に補助
金を交付し、研修機会の提供に努めている

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値
広報等によりその都度周知

実績値

目標値

実績値

事業費積算について

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

事業費 0 0 0 0

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ｂ 2
・H25年度は企業の利用実績なし。研修は男性、女性関係なく参加することができ、内容についてはセ
ンターのホームページ、新聞広告、ポスター掲示等で周知している。

評価 意見等

2

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・引き続き、人材開発センターの研修会補助について、広告、ホームページ等により広く周知すること
が必要。

Ｂ 2



 

施策  

実施計画事務事業  

実施事業  

対象者  

事業の概要  

 

 
区
分

50 ％ 50 ％ 50 ％

 

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）   

 

 

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

 

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）  

 

Ｂ

Ｃ
 

　推進委員会評価  

 

 

 

 
　第２次評価　（推進会議評価）   

 

 

 

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｃ 1

1 ・平成２５年度の女性職員採用率が低下しており改善が必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｃ 1
・職員採用は男女の区別なく実施するものだが、結果として平成25年度のように女性職員の採
用率が著しく低いと、今後の職員構成にも影響してくるため、次年度以降は検討が必要である。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0 研修について、研修旅費はあるが男女共同
参画に関する研修はないため決算・予算0
円とする補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

新規採用者男女比率

目標値
男女平等の比率を設定
H23年度採用(女性6人/13人中)
H24年度採用(女性6人/13人中)
H25年度採用(女性3人/12人中)
※消防は除く

実績値 46.15% 46.15% 25%

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 総務課職員係(内線3323)

方針 企画や政策・方針決定の場への男女共同参画の促進

市政策・方針決定の場への男女共同参画の促進

市役所における女性職員の職域拡大

①新規採用者の男女比率の考慮②女性職員の職域拡大③各種職員研修④人事希望調書

①職員試験合格者②③職員④係長職以下の職員

①採用にあたっては、男女の区別をすることなく実施する
②人事異動において考慮・反映
③全職員に各種研修機会を提供し、人材育成を図っている
④希望する職員から異動の希望を調査し、人事異動の参考とする予定

事業実績

①採用にあたっては、男女の区別をすることなく実施した結果H23.24年度は目標値に近づ
いていたが、H25年度は女性職員の人数が少なく比率は下がった。②④人事異動ついては
係長職以下の希望する職員から異動の希望を調査し、さらに希望があれば面接し人事異
動の参考とした。③各種研修について周知を行い、人材育成を図った。

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 38 重点目標



消防除いた人数(事務職・保健師・技師・保育士・看護師含む)※男女比率より抽出



施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

30 ％ 30 ％ 30 ％

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向
・女性職員の管理職への登用率は増加傾向にあり、今後も、男女の区別をすることなく、管理職への
登用を実施することが必要。Ｃ 2

1
・女性の管理職登用率は、上昇傾向にあるが、目標値には達していないことから、意識的に登用率を
上げることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｃ 8
・管理職への登用は男女の区別なく実施するものではあるが、年々女性の管理職への登用率は増加
傾向にある。

意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0
なし

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

女性の管理職登用率

目標値 職員の比率から目標値を設定
H23(67人中5人)
H24(68人中6人)
H25(69人中8人)実績値 7.46% 8.82% 11.50%

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 総務課職員係(内線3323)

方針 企画や政策・方針決定の場への男女共同参画の促進

市政策・方針決定の場への男女共同参画の促進

市役所における女性管理職職員の登用促進

管理職への女性登用

係長職以下の職員

登用にあたっては、男女の区別をすることなく実施

事業実績 管理職の職員数の増加にともない女性の管理職の登用率も上昇

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 39 重点目標



Ⅱ

２　　家庭・地域社会における男女共同参画の促進

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者

事業の概要

区
分 1 1 1

1 1 1

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

高齢者食生活改善事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 40 重点目標
評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

家庭生活における男女共同参画の促進

男性向けの料理・育児・介護教室の実施

独居老人（特に男性）

高齢者の食生活の改善を支援するための講演会の開催（介護予防事業）

事業実績 社会福祉協議会に委託して講演会を年１回開催

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

講演会の開催回数
目標値

講演会を年１回開催
実績値

講演会の参加者数
目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

172 128

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 事業費積算について

実績値 189

社会福祉協議会への委託金
補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 158 158 158

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

2
・本事業は、介護予防を目的とした事業であり、より男女共同参画の視点に立った事業の実施について
も、検討が必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・社会福祉協議会へ事業を委託し、講演会等の開催を継続していく。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2



Ⅱ

2 家庭・地域社会における男女共同参画の促進

施策 ① 家庭生活における男女共同参画の促進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 5 5 5

5 5 3

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 41 重点目標
評価担当課・係　内線 生涯学習課生涯学習係　内線３６１３

方針

家庭教育に関する研修会の開催

家庭教育支援講座

 家庭教育支援講座「親子ふれあい体操」他実施

事業実績
「親子ふれあい体操」と「ヨガ教室」と「子どもがかかりやすい病気」の全３回開催し、家庭教育に関
する学習や遊びの体験を実施

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

「親子ふれあい体操」は、定
員を定めていない。

目標値の考え方等

活
動
指
標

講座回数
目標値

実績値

講座人数 目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

170 20 150

実績値 230 69 121

事業費積算について

事業費 85 9 15
報償費・旅費

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

3 ・引き続き、親子で参加できる講座を開催するなど、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｂ 1
・家庭教育に関する学習や体験の講座を開催するにあたって、親と子が共に楽しみながら絆を深め、
また、他者とコミュニケーションを図り充実できた。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 1



Ⅱ

2 家庭・地域社会における男女共同参画の促進

施策 ② 地域・社会活動における男女共同参画の促進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 4

4

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 2

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

・ボランティアセンター事業については、一定の成果をあげている。

Ｂ 2

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 760 760 760 760 人件費（ボランティアコーディネーター）、講師謝
金、消耗品他補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

実績値

4 4 4

目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

ボランティア講座
目標値 4 4 4

四半期毎に講座開設

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

社会福祉協議会で年４回のボランティア講座を開催。活動にボランティア保険の導入。

事業実績 社会福祉協議会が行なう「ボランティアセンター事業」へ経費を補助。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 42 重点目標

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

男女がボランティア活動・町内会活動・ＰＴＡ活動に参加しやすい環境の促進

ボランティア活動



Ⅱ

1 企業や施策・方針決定の場への男女共同参画の促進

施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・広報ホームページ等に掲載し啓発を図った。Ｈ２５は企業向けアンケート調査依頼時に男女雇用機
会均等月間ポスター・要綱及びリーフレットを配布し周知をした。

評価 意見等

評価結果 意見等

Ａ 2

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2
・広報による啓発を継続するとともに、ポスター等の活用や市民参加のシンポジウムの開催など、取組
を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値 2 3 3

通年情報公開
実績値 随時 随時 随時

2
広報にて普及啓発

実績値 2 3 3

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

ホームページ 目標値 随時 随時 随時 随時

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

広報掲載回数

一般への周知で個々への呼びかけに繋がる事を期待する

事業実績 広報・ホームページ等の掲載による啓発

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

広報なよろによる啓発活動

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 43 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

役職などへの女性女性の登用拡大

家事・育児に専念する女性の社会進出の促進



Ⅱ 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

2 家庭・地域社会における男女共同参画の促進

施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 女性

事業の概要

区
分 10 10 10 10

10 10 9

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

地産地消フェアの食品加工展示会へ女性団体枠設定

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標

事業№ 44 重点目標
評価担当課・係　内線 農務課農政係　３１１

方針

地域・社会活動における男女共同参画の促進

農村地域活動への女性参画の促進

　女性団体連絡協議会・いきいきかあさんの会・カントリーママクラブなどの女性団体が実行委員
会に入り協賛実施。

事業実績
　平成25年度女性グループは9団体が参画、他団体も多くが女性であり、実行委員会会議出席
者も女性が過半数を超えている。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

女性グループの参画
目標値

女性団体の拡充
実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 ２６年度

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算 事業費積算について

実績値

事業補助
補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 150 150 250 250

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

2 ・地域の方針決定に女性が参画できるような、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｂ 2
・女性グループが中心となり、農産加工や朝市等の活動を行っている。しかし、地域の方針決定に対
する女性の参画が十分できていないことが課題。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 2



Ⅱ

男女が働きやすい環境づくりの推進

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 保育所入所者

事業の概要

区分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

Ａ 2

216

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

2
・延長保育の時間延長や病後児保育の拡大など、保護者が働きやすい環境づくりのため、市民の意
見を聞きながら支援を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・ニーズに対応したサービス提供を継続実施する

意見等

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

事業費積算について

事業費 10,319 10,063 10,462 11,923
延長保育にかかる人件費・需用費・委託料・負担金

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値 4,186 3,412 3,751
利用延べ回数

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

利用児童数
目標値

実績値 184 204

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

西保育所・南保育所・東保育所・さくら保育所・大谷保育園で実施

事業実績 5か所での利用延べ回数3,751回　（延長時間は18時から19時まで）

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

延長保育サービスの実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 46 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

職業生活と家庭生活の両立支援

多様な保育サービスの充実



Ⅱ

男女が働きやすい環境づくりの推進

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 就学前児童

事業の概要

区分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

2
・延長保育の時間延長や病後児保育の拡大など、保護者が働きやすい環境づくりのため、市民の意
見を聞きながら支援を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・ニーズに対応したサービス提供を継続実施する

意見等

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

事業費積算について

事業費 4,700 5,588 4,920 5,102
人件費・需用費・委託料・負担金

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値 1,565 1,625 994

187

利用延べ回数
目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

利用児童数
目標値

実績値 175 195

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

東保育所・さくら保育所・大谷保育園で実施

事業実績 3保育所で実施

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

一時保育サービスの実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 46 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

職業生活と家庭生活の両立支援

多様な保育サービスの充実



Ⅱ

男女が働きやすい環境づくりの推進

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 保育所入所者

事業の概要

区分

3 3 2

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：
Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：
Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：
Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

意見等

2
・延長保育の時間延長や病後児保育の拡大など、保護者が働きやすい環境づくりのため、市民の意
見を聞きながら支援を進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・健常児とともに統合保育することにより、障がい児の成長発達の促進になるため継続実施する

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする
統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている
現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費 523 523 523 523
補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

大谷認定こども園への運営補助金

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

障害児入所数
目標値
実績値
目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

西保育所・大谷保育園で実施

事業実績 ２名の障がい児を受け入れ

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

障がい児保育サービスの実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 46 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

職業生活と家庭生活の両立支援

多様な保育サービスの充実



Ⅱ

男女が働きやすい環境づくりの推進

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 乳児

事業の概要

区分

##

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

2
・延長保育の時間延長や病後児保育の拡大など、保護者が働きやすい環境づくりのため、市民の意
見を聞きながら支援を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・保育所入所受入を継続実施し、円滑に入所できるよう対応に配慮していく
・待機児童については速やかに入所できるよう調整を図る

意見等

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

事業費積算について

事業費
乳児のみについての事業積算不可

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値 187 205 191

幼児入所数
（年度末）

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

乳児入所数
（年度末）

目標値

実績値 160 164

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

西保育所・南保育所・東保育所・さくら保育所・大谷保育園で実施

事業実績 市内5か所で受入

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

乳児保育サービスの実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 46 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

職業生活と家庭生活の両立支援

多様な保育サービスの充実



Ⅱ

男女が働きやすい環境づくりの推進

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 就学前児童

事業の概要

区分

47 42 39

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

意見等

2
・延長保育の時間延長や病後児保育の拡大など、保護者が働きやすい環境づくりのため、市民の意
見を聞きながら支援を進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・智恵文、砺波保育所において継続して運営していく

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費 22,709 22,243 22,316 22,315

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

人件費、需用費、委託料ほか

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

入所児童数
目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

智恵文保育所・砺波保育所で実施（日進保育所は平成25年３月31日で閉所）

事業実績 智恵文、砺波で入所受入実施　

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

へき地保育サービスの実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 46 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

職業生活と家庭生活の両立支援

多様な保育サービスの充実



Ⅱ

男女が働きやすい環境づくりの推進

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

意見等

2
・延長保育の時間延長や病後児保育の拡大など、保護者が働きやすい環境づくりのため、市民の意
見を聞きながら支援を進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・市のホームページへの掲載継続や来所や電話による情報提供を継続実施する

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

市ホームページで公開中

事業実績 ホームページ掲載ほか窓口、電話による情報提供実施

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

認可外保育所の情報提供

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 46 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

職業生活と家庭生活の両立支援

多様な保育サービスの充実



Ⅱ

男女が働きやすい環境づくりの推進

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 保育所入所者

事業の概要

区分

10 10 10

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

意見等

2
・延長保育の時間延長や病後児保育の拡大など、保護者が働きやすい環境づくりのため、市民の意
見を聞きながら支援を進めることが必要。

評価結果 意見等

Ａ 2

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・献立調理を継続実施し、保育サービスの充実を図り保護者負担を軽減する。
・アレルギー食対応も個別に実施していく

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費 17,288 18,173 19,236 19,644

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

給食材料費

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

栄養士
調理員人員

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

庁舎に栄養士を配置し、へき地を除く各保育所では給食調理員が調理・提供

事業実績
市内３保育所の提供食数　53,814食　（職員分除く）
アレルギー食への対応もし、安心安全な給食提供を実施している

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

保育所給食サービスの実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 46 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

職業生活と家庭生活の両立支援

多様な保育サービスの充実



Ⅱ

男女が働きやすい環境づくりの推進

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 満2歳から小学3年生

事業の概要

区分

0 0 2

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

2
・延長保育の時間延長や病後児保育の拡大など、保護者が働きやすい環境づくりのため、市民の意
見を聞きながら支援を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・ホームページ、窓口での周知継続。学校を経由しパンフレット配布

意見等

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

事業費積算について

事業費 2,400 1,200 1,200 1,200
大谷認定こども園への委託料

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

利用児童数
目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

病気の回復期にあり、入院の必要性はないが安静等の確保が必要なお子さんの保育を大谷保
育園で実施

事業実績 就学前児童2名の利用実績あり

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

病後児保育サービスの実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 46 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

職業生活と家庭生活の両立支援

多様な保育サービスの充実



Ⅱ

男女が働きやすい環境づくりの推進

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・昨年度より子育て支援センター合同事業として実施している。
・毎回多数の親子に参加していただいており、今後も継続実施していく

意見等

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

事業費積算について

事業費 21,250 22,521 22,242 23,255 東、大谷、さくら保育園で実施
人件費、需用費、委託料ほか補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

利用延べ人数
目標値

実績値 15,271 16,670 18,597

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

市ホームページで情報提供を行っている

事業実績 ２４年度より引き続き合同で日進保育所までのおでかけバスツアーを実施

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

ホームページや広報なよろによる啓発活動

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 47 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

職業生活と家庭生活の両立支援

子育て支援センターの利用促進



Ⅱ

3 男女が働きやすい環境づくりの推進
施策 ①
実施計画事務事業
実施事業
対象者 学齢期児童

事業の概要

区
分 5 5 5

5 5 11

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

児童受け入れ体制の充実

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 48 重点目標
評価担当課・係　内線 児童センター　（内）３６１２

方針
職業生活と家庭生活の両立支援
放課後児童対策の充実

各児童クラブにて障がいを持つ児童の受け入れ体制の充実

事業実績
公設児童クラブ2か所および民間学童保育所2か所の計4か所すべての児童クラブにおいて障がい児
受け入れ体制確立。待機児童なし。障害児受け入れに係る費用の一部について市より補助。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

障がい児受け入れ
体制の充実

目標値 4か所すべての児童クラブにおいて受け入
れ体制の充実。
※南児童クラブは2クラス実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 事業費積算について

実績値

南児童クラブ・風連児童クラブ運営費
コロポックル・どろんこはうすに対する補助金補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 32,042 30,100 29,625

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・障がい児を含めた利用希望児童すべての受け入れを行っているため、待機児童は発生していない。
障がい児受け入れのための研修会参加等、体制の充実を図ることができているため、継続して対応す
る。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2



Ⅱ

3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・厚生労働省の育児・介護雇用安定等補助金（中小企業子育て支援助成金）制度を男女共同参画
のホームページで公開していたが、H２５は法改正により厚生労働省、事業主の方のための雇用関係
助成金へリンクするようにした。また、企業向けアンケート調査依頼時に男女雇用機会均等月間ポス
ター・要綱及びリーフレットを配布し周知をした。

評価 意見等

評価結果 意見等

Ａ 2

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値

通年情報公開
実績値 随時 随時 随時

実績値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

ホームページ 目標値 随時 随時 随時 随時

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

広報・ホームページ等の掲載による啓発

事業実績
厚生労働省の育児・介護雇用安定等補助金（中小企業子育て支援助成金）制度を男女共
同参画のホームページで公開

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

広報・ホームページ等の掲載による周知

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画社会の促進

事業№ 49 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

職業生活と家庭生活の両立支援

育児休業制度・介護休業制度等の情報提供・取得しやすい職場環境整備の促進



Ⅱ

3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ①

実施計画事務事業 育児休業制度・介護休業制度等の情報提供・取得しやすい職場環境整備の推進

実施事業 ホームページ・広報による啓発活動　

対象者 市民

事業の概要

厚労省からの案内を周知

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

2

事業実績

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 49 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針

職業生活と家庭生活の両立支援

厚生労働省の育児・介護雇用安定等補助金（中小企業子育て支援助成金）制度を男女共
同参画のホームページで公開中

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値 男女共同参画専用HP及び広
報等によりその都度周知実績値

目標値

実績値

事業費積算について

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

事業費 0 0 0 0

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

B 3
・厚労省から案内が来た場合のみ周知しているため、見直しの必要あり。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 3



Ⅱ

3

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 51 重点目標

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針 男女が働きやすい環境づくりの推進

職業生活と家庭生活の両立支援

介護保険制度の情報提供と利用促進

ホームページによる啓発活動

介護保険で受けられる制度についてホームページで公開

事業実績 介護保険で受けられる制度についてホームページで公開中

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 事業費積算について

実績値

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 0 0 0

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

1 ・町内会の集会などに出向き、直接周知することも必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・広報、ホームページ、ガイドブック、ミニパンフや相談等により制度の周知と理化促進を図っていく。
高齢者のため丁寧な周知を心掛けていく。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向
・ホームページによる啓発活動に加え、町内会の集会、介護予防教室、市民講座等を活用して直接
周知を行っており、引き続き、取組を進めることが必要。Ａ 2
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3

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 ６５歳以上等

事業の概要

区
分

10 11 10

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 52 重点目標

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針 男女が働きやすい環境づくりの推進

職業生活と家庭生活の両立支援

介護しやすい設備・住宅の促進

高齢者等住宅整備資金貸付制度

６５歳以上、または体の不自由な方に専用居室の増改築や障害に適した住宅の改修に必要な資金の
貸付。

事業実績 平成２４年度は新規で２件の貸付を行った。

目標値の考え方等

活
動
指
標

貸付件数
目標値

新規及び償還中の件数
実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 事業費積算について

実績値

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 371 334 311

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

2 ・新規の貸付が少ないことから、高齢者にわかりやすい周知とすることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｂ 3
・介護保険制度や高齢者等住宅整備資金貸付制度について継続して周知していく。
・制度の新規申請が少なく、今後、利用しやすい制度設計、他助成制度のと統合など検討を要する。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 3
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3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ① 職業生活と家庭生活の両立支援

実施計画事務事業

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果

初妊婦および配偶者他

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 53 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

男女がともに参加しやすい家事、育児、介護講座の実施

お父さん・お母さん教室の開催

妊娠中の生活を見直し、栄養・沐浴実習・妊婦擬似体験などを実施

事業実績 妊娠中の生活を見直し、栄養・沐浴実習・妊婦擬似体験などを実施した

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

父の当日同伴率
目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

父受講者数÷ＦＣ・ＭＣの母受講
者数実績値 70.4 77.5 81.8

目標値

実績値

事業費積算について

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

B 2
・初妊婦を対象とした「お父さんお母さん教室」の中で妊婦疑似体験や育児協力の大切さを伝えてい
る。また、未受講者へ受講勧奨を行う。

意見等

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

Ｂ 2



Ⅱ

 

３　男女が働きやすい環境づくりの推進

施策  

実施計画事務事業  

実施事業  

対象者 母子  

事業の概要  

 

 
区
分  

 

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）   

 

 

 

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

 

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）  

 

Ｂ

Ｃ

 

　推進委員会評価  

 

 
 
 
 

　第２次評価　（推進会議評価）   

 

 

 

 

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 2

2 ・父親の参加率を向上するため、仕事が終わる時間帯とするなど工夫することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｂ 2
・今後も父親の参加を周知し、父母で子育てを行える環境作りを推進していく。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 - - - ー

補助金の有無 無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

実績値

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

開催回数
目標値

目標値はなし
実績値 24回 23回 24回

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

母親学級

事業実績 月2回

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

市立総合病院

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家族・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 53 重点目標
評価担当課・係　内線 事務部総務課　２２１３

方針

①職業生活と家庭生活の両立支援

男女が共に参加しやすい家事、育児、介護講座の実施
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3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ②

実施計画事務事業 労働相談窓口の利用促進

実施事業 ホームページ・広報なよろによる周知

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

2

事業実績

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 54 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針

労働の場における男女平等の推進

ホームページで公開しているほか、広報・回覧板で周知を行っている

ホームページで公開しているほか、広報・回覧板で周知を行っている

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値
全市民

実績値

目標値

実績値

事業費積算について

労働相談員報酬
補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

事業費 120 120 120 120

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

・引き続き、広告、ホームページ等により広く周知することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ｂ 2
・ホームページ、広報等により幅広く周知

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 2



Ⅱ

3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・名寄市で制定したハラスメントの防止等に関する要綱　ハラスメント防止に関する指針を参考資料と
して男女共同参画のホームページに掲載。法律に規定する「事業主の講ずべき措置」についてホーム
ページで啓発。

評価 意見等

評価結果 意見等

Ａ 2

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・周知方法について、工夫することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値

通年情報公開
実績値 随時 随時 随時

実績値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

ホームページ 目標値 随時 随時 随時 随時

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

ホームページ掲載による周知

事業実績
名寄市で制定したセクハラ防止要綱（20年4月）を参考資料として男女共同参画のホーム
ページに掲載。法律に規定する「事業主の講ずべき措置」についてホームページで啓発中。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

雇用均等法の周知・名寄市職員セクハラ防止要綱の公開

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画社会の促進

事業№ 55 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

労働の場における男女平等の推進

事業所におけるセクハラ防止の制度化促進



施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 1

2
・市職員のハラスメント相談窓口が、管理職職員となっており、相談しにくいとも考えられることから、第
３者機関による相談体制の導入についても、検討することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 1

・セクハラの相談件数はないが、市ではこれまでの「名寄市職員セクシャル・ハラスメント防止要綱」を
全部改正し、新たにセクシャルハラスメントのほか、パワーハラスメント、モラルハラスメント等全ての「ハ
ラスメント」を防止する規程として「名寄市職員のハラスメントの防止等に関する要綱」及び「ハラスメント
の防止等に関する指針」を制定し、職員がお互いに信頼し、それぞれの個性や能力を生かした男女共
同参画社会の構築を図っている。

意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0
なし

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

実績値

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

セクシャアル・ハラ
スメント相談件数

目標値

実績値 ０件 0件 0件

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 総務課職員係(内線3323)

方針 男女が働きやすい環境づくりの推進

労働の場における男女平等の推進

事業所におけるセクハラ防止の制度化促進

名寄市職員のハラスメントの防止等に関する要綱の公開

市民

名寄市で制定したハラスメント防止要綱(セクハラ防止要綱　20年4月制定、全部改正26年１月)
を参考資料として男女共同参画のホームページに掲載

事業実績 ホームページに掲載して周知しているが、実際の相談件数は0件である。

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 55 重点目標
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3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ②

実施計画事務事業 事業所におけるセクハラ防止の制度化促進

実施事業 雇用機会均等法周知

対象者 市民

事業の概要

厚労省からの案内を周知

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

2

事業実績

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 55 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針

労働の場における男女平等の推進

法律に規定する「事業主の講ずべき措置」についてホームページで啓発中

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値 男女共同参画専用HP及び広
報等によりその都度周知実績値

目標値

実績値

事業費積算について

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

事業費 0 0 0

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ｂ 3
・厚労省から案内が来た場合のみ周知しているため、見直しの必要あり。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 3
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3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

2 ・大学や地域の女性団体、ボランティア団体等と協力するなど、周知の方法を工夫することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

・厚生労働省の育児・介護雇用安定等補助金（中小企業子育て支援助成金）制度を男女共同参画
のホームページで公開していたが、H２５は法改正により厚生労働省、事業主の方のための雇用関係
助成金へリンクするようにし啓発。また、企業向けアンケート調査依頼時に男女雇用機会均等月間ポ
スター・要綱及びリーフレットを配布し周知をした。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

実績値 随時 随時

目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

ホームページ 目標値 随時 随時 随時 随時

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

通年情報公開

男女雇用機会均等法・労働基本法・次世代育成支援対策推進法などの周知

事業実績
法律に規定する「性別を理由とする差別の禁止等」などについて啓発

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

雇用均等法の周知

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画社会の促進

事業№ 56 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

労働の場における男女平等の推進

事業所における差別環境撤廃に向けた啓発
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3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ②

実施計画事務事業 事業所における差別環境撤廃に向けた啓発

実施事業 雇用機会均等法の周知

対象者 市民

事業の概要

厚労省からの案内を周知

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

2

事業実績

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 56 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針

労働の場における男女平等の推進

男女雇用機会均等法・労働基本法・次世代育成支援対策推進法などの周知

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値 男女共同参画専用HP及び広
報等によりその都度周知実績値

目標値

実績値

事業費積算について

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

事業費 0 0 0 0

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

・大学や地域の女性団体、ボランティア団体等と協力するなど、周知の方法を工夫することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ｂ 3
・厚労省から案内が来た場合のみ周知しているため、見直しの必要あり。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 3



Ⅱ

3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・厚生労働省の育児・介護雇用安定等補助金（中小企業子育て支援助成金）制度を男女共同参画
のホームページで公開していたが、H２５は法改正により厚生労働省、事業主の方のための雇用関係
助成金へリンクすると共に、企業向けアンケート調査依頼時に男女共同参画週間ポスター・チラシ、男
女雇用機会均等月間ポスター・要綱及びリーフレットを配布し周知をした。

評価 意見等

評価結果 意見等

Ａ 2

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値

通年情報公開
実績値 随時 随時 随時

実績値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

ホームページ 目標値 随時 随時 随時 随時

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

ホームページ・広報掲載による周知

事業実績 ホームページ掲載による周知

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

啓発活動

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画社会の促進

事業№ 58 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

労働の場における男女平等の推進

雇用者や企業に対する育児休業制度・介護休業制度利用の啓発



Ⅱ

3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ②

実施計画事務事業 雇用者や企業に対する育児休業制度・介護休業制度利用の啓発

実施事業 ホームページ・広報による啓発活動

対象者 市民

事業の概要

厚労省からの案内を周知

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

2

事業実績

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 58 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針

労働の場における男女平等の推進

厚生労働省の育児・介護雇用安定等補助金（中小企業子育て支援助成金）制度を男女共
同参画のホームページで公開中

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値 男女共同参画専用HP及び広
報等によりその都度周知実績値

目標値

実績値

事業費積算について

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

事業費 0 0 0 0

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ｂ 3
・厚労省から案内が来た場合のみ周知しているため、見直しの必要あり。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 3
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3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ③

実施計画事務事業

実施事業

対象者 酪農家

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

酪農ヘルパー制度事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の推進

事業№ 60 重点目標
評価担当課・係　内線 農務課畜産係　３０６

方針

農業や自営業で働く男女平等の推進

酪農ヘルパーの活用促進と農業ヘルパー制度の確立

　　　道北なよろ酪農ヘルパー利用組合への助成（専任ヘルパー４人）

事業実績 　　　酪農家の労働負担の軽減及び休日確保につとめた

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

稼働延回数
目標値 1,000 1,000 1,100 1,150

酪農家の労働負担軽減

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

目標値

実績値 1,051 1,086 1106

実績値

事業費積算について

事業費 21,813 23,554 23,929 19,723 人件費16,869　物件費3,654　予備費等3,406
（Ｈ２５）補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・女性も活躍できる場となるよう、研修を充実し、女性ヘルパーを育成することも必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｂ 2
・酪農ヘルパーについては既に組織化されており、酪農家の休日確保のため有効活用されている。農
業ヘルパーについては各農家において高齢者事業団や作業受委託の活用、機械の高度化に伴う農
作業の省力化を図っていることから制度化に至っていない。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 2



Ⅱ

3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ③

実施計画事務事業 家族経営協定の締結推進

実施事業 家族経営協定書の作成補助等

対象者 農業者

事業の概要

区
分 45 45 45 45

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

事業実績
家族経営協定により、夫婦間や子供達とお互いの仕事のあり方や役割分担などを話し合い家族
の相互扶助の促進を図る。

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 61 重点目標
評価担当課・係　内線 農業委員会　（内）３０２

方針

農業者や自営業で働く男女平等の推進

対象範囲は限定されるが、家族間の話し合いによる役割分担、農休日の設定、経営近代化の方
針などを協定書に盛り込む

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

締結戸数
目標値 目標値は、H19事業開始当初で総

農家戸数の５％実績値 203 205 208

実績値

目標値

事業費積算について

事業費 0 0 0 支出無し

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1次評価　達成度 第1次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

・既締結者へのフォローを続けながら、引き続き、啓発活動を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・新規締結希望はほとんど無く、意識の啓発活動と既締結者のフォローアップを今後も農業改良普及
センターを中心に行う。

評価 意見等

2

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2
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3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ③

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

達成度 事業の方向

1次評価のとおり

・ホームページに掲載。広報なよろでポジティブアクション・ジェンダー・ワークライフバランス等に関して
掲載し、男女平等の推進を啓発している。今後も掲載を継続し、周知をする。Ｈ２５は企業向けアン
ケート調査依頼時に男女共同参画週間ポスター・チラシ、男女雇用機会均等月間ポスター・要綱及
びリーフレットを配布し周知をした。

評価 意見等

評価結果 意見等

Ａ 2

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2

Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値 4 4 4

通年情報公開
実績値 随時 随時 随時

4
広報にて普及啓発

実績値 4 4 4

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

ホームページ 目標値 随時 随時 随時 随時

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

広報掲載回数

広報・ホームページ等の掲載を継続し、周知する

事業実績
ホームページに掲載。広報なよろでポジティブアクション・ジェンダー・ワークライフバランス等
に関して掲載。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

広報なよろ・ホームページで啓発

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画社会の促進

事業№ 62 重点目標
評価担当課・係　内線 企画課　企画調整係　３３０５

方針

農業や自営業で働く男女平等の推進

自営業者への啓発活動
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施策 ④

実施計画事務事業 パートタイム労働法および労働関係法令の周知

実施事業 ホームページによる啓発活動

対象者 市民

事業の概要

ガイドブック、ホームページによる周知

区
分 0 0 5 5

0 0 1

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

1

事業実績

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 63 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針

再就職希望者やパートタイム労働者などへの支援・相談体制の充実

退職金制度復旧事業、雇用奨励補助制度、勤労者福祉事業補助金制度、勤労者福祉資
金融資制度について情報提供を行っている

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

広報掲載回数
目標値

補助金の予算・決算
実績値

目標値

実績値

事業費積算について

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

事業費 0 0 0 0

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

・広報や広告、ポスターなどを活用し、広く周知することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ｂ 2
・ホームページでは周知していたが、広報での周知がなかったため、ネット環境がない人には周知でき
ていないため、広報等により幅広く周知しなければならないので現状維持。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

・ホームページに加え、広報紙等を活用し、幅広く周知することが必要。
Ｂ 1



Ⅱ

3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ④

実施計画事務事業 雇用拡大・労働条件向上のための啓発

実施事業 商工支援ガイドの発行

対象者 市民

事業の概要

ガイド配布、HPによる周知

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

2

事業実績

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 64 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針

再就職希望者やパートタイム労働者などへの支援・相談体制の充実

中小企業向け商工支援制度から、雇用拡大に向けた情報提供を行っている

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

実績値

事業費積算について

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

事業費 0 0 0 0

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

・周知方法について、工夫することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ｂ 2
・ガイドやホームページだけではなく、市内企業に周知する必要がある。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 2



Ⅱ

3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ④

実施計画事務事業 求人情報の提供

実施事業 求人情報誌の設置

対象者 市民

事業の概要

名寄庁舎・風連庁舎に求人情報誌を設置

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

2

事業実績

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 65 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針

再就職希望者やパートタイム労働者などへの支援・相談体制の充実

公共職業安定所発行の求人情報誌を窓口に設置

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

求人誌設置数
目標値 300 300

目標値

300 毎月25部名寄庁舎、風連庁
舎に求人誌を設置実績値 300 300 300

300

実績値

事業費積算について

事業費 0 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 2

Ｂ 2
・ハローワークと連携を取りながら、市のホームページにリンクさせるなどしながら現状維持。

評価 意見等

・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある



Ⅱ

3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ④

実施計画事務事業 職業訓練・技能訓練・資格取得等に関する各種講座の受講推進

実施事業 ① ホームページによる啓発活動

対象者 市民

事業の概要

ガイドブック、ホームページによる周知

区
分 0 2 5 5

0 2 3

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

1

事業実績

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 66 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針

再就職希望者やパートタイム労働者などへの支援・相談体制の充実

職業訓練、相談事業、技能尊重運動などを行っている人材開発センター事業と道北技能
士会事業の周知

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

広報掲載回数
目標値

全市民
実績値

目標値 　

実績値

事業費積算について

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

事業費 0 80 50 50

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

・広報や広告、ポスターなどを活用し、広く周知することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ｂ 2
・ホームページでは周知していたが、広報での周知がなかったため、ネット環境がない人には周知でき
ていないため、広報等により幅広く周知しなければならないので現状維持。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

・ホームページに加え、広報紙等を活用し、幅広く周知することが必要。
Ｂ 1



Ⅱ

3 男女が働きやすい環境づくりの推進

施策 ④

実施計画事務事業 職業訓練・技能訓練・資格取得等に関する各種講座の受講推進

実施事業 ② 人材開発センター利用促進補助

対象者 希望する企業

事業の概要

ガイドブック、ホームページによる周知

区
分 2 2 2

0 0 0

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

1

事業実績

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

事業№ 66 重点目標
評価担当課・係　内線 営業戦略課　3346

方針

再就職希望者やパートタイム労働者などへの支援・相談体制の充実

人材開発センターを利用し、研修会を開催した場合に補助金を交付

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

広報掲載回数
目標値

実績値

目標値

実績値

事業費積算について

補正対応
補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

事業費 0 0 0 0

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

・広報や広告、ポスターなどを活用し、広く周知することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ｂ 2
・ホームページでは周知していたが、広報での周知がなかったため、ネット環境がない人には周知でき
ていないため、広報等により幅広く周知しなければならないので現状維持。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

・ホームページに加え、広報紙等を活用し、幅広く周知することが必要。
Ｂ 1



Ⅲ

1 生涯にわたる健康づくり

施策 ① 健康づくりの意識啓発と健康管理の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

Ａ 2
・未受診者対策として訪問・電話勧奨を行った。さらなる受診率向上を目指していく。また、健診事後
には、健診結果説明会や訪問等で特定保健指導を行い、生活習慣病予防に取組む。

意見等

3 ・周知方法を工夫し、さらなる受診率の向上を目指すことが必要。

A 2

評価結果

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 25 25 18 88 生保分の委託料のみ
その他は国保特別会計で計上補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値 344人 330人 452人
健康診査

目標値

第２期特定健康診査実施計画

実績値 29.2% 30.1% 29.2%

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

特定健診
目標値 （暫定） 37.5%

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

基本的に国に準じて実施。尿酸値・血清クレアチニン値・空腹時血糖を追加で実施。（必要
な方のみ）

事業実績
基本的に国に準じて実施。尿酸値・血清クレアチニン値・空腹時血糖を追加で実施した。
（必要な方のみ）

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

国保加入者・後期高齢医療保険制度加入者・生活保護受給者等

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 67 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

各種健康診査の受診率向上と予防対策の充実

特定健診・健康診断の実施



Ⅲ

1 生涯にわたる健康づくり

施策 ① 健康づくりの意識啓発と健康管理の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

Ａ 2
・未受診者対策として訪問・電話勧奨を行った。さらなる受診率向上を目指していく。また、健診事後
には、健診結果説明会や訪問等で特定保健指導を行い、生活習慣病予防に取組む。

意見等

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

Ａ 2

評価結果

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 26 29 24 35 保健師賃金等は国保特別会計
各種検診のお知らせは保健センター分のみ計上補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

目標値

実績値 33.7% 34.9% 47.3%

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

勧奨による申込割合
目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

広報なよろ4月号とあわせて「平成25年度　各種検診のおしらせ」を全戸配布。市ホーム
ページも公開中

事業実績 広報での周知・訪問・電話勧奨の実施

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 67 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

各種健康診査の受診率向上と予防対策の充実

各種健康診査への受診率向上促進



Ⅲ

1 生涯にわたる健康づくり

施策 ① 健康づくりの意識啓発と健康管理の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

早期に取り組む必要がある

意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

Ｂ 2
・幅広い世代に対し、各コーナーを通して自らの生活習慣を振り返る機会となり、一人ひとりが健康づく
りに関する意識を高めることを期待し、現状維持。

意見等

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

Ｂ 2

評価結果

Ｈ26予算

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他

事業費積算について

事業費 562 572 553 545 広報費　　　　　　60,000円　　　　　　＊26年度予算
事業費(健康コーナーなど)　444,500円
補助費(智恵文健康まつり)　 40,000円補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値 1,200人 1,200人 1,200人

子どもから高齢者までの幅広い参
加を呼び掛けていく。実績値 399人 398人 372人

実績値 1,096人 1,137人 1,276人

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

参加実人数
目標値 450人 450人 450人 450人

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

参加延人数

健康に関するコーナー、子育てに関するコーナー、食生活改善コーナーなどを実施

事業実績
子どもから高齢者を対象に各コーナーを設け、健康管理の大切さや健康づくりに向けての意
識啓発を図った。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 67 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

各種健康診査の受診率向上と予防対策の充実

健康まつりの開催
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1 生涯にわたる健康づくり

施策 ① 健康づくりの意識啓発と健康管理の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

Ｂ 2
・特定保健指導実施率は管内・全道と比較しても高い。事業としては同様に継続して実施。

意見等

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

Ｂ 2

評価結果

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

補助金の有無 有　　　　　　　無 　栄養士賃金　1/2国庫負担金

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費 3,290 3,700 3,652 3,465 　健康相談・健康教室を含む

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

同上
（栄養） 実績値 848 911 777

計 1,810 2,035 1485

区分 23年度 24年度 25年度

活
動
指
標

特定保健指導 目標値 510

（保健） 実績値 962 1,124 708

〃 目標値

前々年度、前年度より実績が低い
のは、未受診者に対する保健指導
に力を入れたため、継続者に対す
る指導が減となった

特定保健指導該当者・支援が必要と思われる方

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 67 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

各種健康診査の受診率向上と予防対策の充実

特定保健指導の実施

結果説明会・確認検診・特定保健指導　運動健康教室を実施

事業実績 結果説明会、特定保健指導（来所相談、訪問、電話）、事後運動教室

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等指標名
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1 生涯にわたる健康づくり

施策 ① 健康づくりの意識啓発と健康管理の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 16.1 18.7 15.6 18.8 15.3 19.2 32.5 37

19.4 386 20.3 383 21.1 393 37 ー

10 155 2 219 5 315 ー

211 355 301 250

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

Ａ 2
・特定健診の勧奨と合わせて受診勧奨を行った。さらなる受診数向上を目指す。
・結核検診は平成26年度から、結核や肺がん等様々な肺の疾病の発見が可能な肺がん検診に移行
し実施。

意見等

3 ・周知方法を工夫し、さらなる受診率の向上を目指すことが必要。

Ａ 2

評価結果

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 18,297 16,318 17,703 29,278 委託料のみ計上（子宮がん、乳がん検診の委託料
を含む）補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

胃（%） 肺（％）

実績値

平成23年度より対象者の出し方を
国の基準に合わせたため受診率が
下がっている。目標は市の総合計
画より抜粋。

大腸（％）

各種検診の実施と市ホームページ・広報等で啓発

事業実績 各種検診の実施と市ホームページ・広報等で啓発

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 67 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

各種健康診査の受診率向上と予防対策の充実

がん検診（胃・肺・大腸・前立腺がん）・結核検診・エキノコックス症検診・肝炎ウイルス検診
の実施と啓発

前立腺(人)

結核(人) エキノ(人)

肝炎（人）



Ⅲ

1 生涯にわたる健康づくり

施策 ① 健康づくりの意識啓発と健康管理の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：
Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

補助金の有無

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・対象者全員に無料クーポン券を交付し、検診周知や受診勧奨している。子宮がん検診では受診数
が増加し、大腸がん・乳がん検診の受診数は横ばい傾向である。乳がん、大腸がん検診においては若
年ほど初回割合が高く、無料クーポン券交付により検診の受診促進につながっているため継続。

有　　　　　　　無 　（※事業計画・実績報告より）

第1次評価　達成度 第１次評価　事業の方向 第2次評価

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

851 1,979

受診者
数

267 273 317

方針

がん検診の受診促進

がん検診推進事業の実施

子宮がん：21・26・31・36・41歳、　乳・大腸がん：41・46・51・56・61歳

平成23年度より子宮・乳がん検診に大腸がん検診が追加となり、対象者へがん検診無料
クーポン券・検診手帳を送付し、検診の受診率をたかめ、疾病の早期発見・治療へつなげる

事業実績
対象年齢に無料クーポン券・検診手帳を配布した。また、検診受診率向上のための周知を
図った。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 67 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

大腸がん検診
対象数 1,885 1,820 1,915

目標値の考え方等

活
動
指
標

乳がん検診
対象数 937 945 962 1,878

受診者
数

348 349 325

子宮がん検診
対象数 840 818

26年度
国のがん検診推進事業実施要綱の改
正に伴い、平成26年度から名寄市働く
世代の女性支援のためのがん検診推
進事業実施要綱に基づき、子宮・乳が
ん検診のクーポン券該当者を変更。

1,794
現行のまま実施

受診者
数

381 443 441

事業費積算について

事業費 5,186 5,354 5,512 5,839 　1/2国庫補助金

Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算区分

意見等

3 ・周知方法を工夫し、さらなる受診率の向上を目指すことが必要。

意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする
統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ａ 2

評価結果
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1 生涯にわたる健康づくり

施策 ① 健康づくりの意識啓発と健康管理の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

Ｂ 2
・今後も個々に合わせた健康相談・栄養相談を実施することを目標とする。

意見等

2 ・民生委員との連携などにより、相談を必要とする人を把握する取組も検討することが必要。

Ｂ 2

評価結果

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 3,290 3,700 3,652 3,465
栄養士賃金2/3道補助あり
※健康教室、栄養教室、事後教室含む

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値 2,376 2,943 3,403
健康相談・家庭訪問数

目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

栄養相談・家庭訪問数
目標値

実績値 1,513 1,569

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

1,475

健康相談・栄養相談・家庭訪問などの情報提供

事業実績 栄養相談・家庭訪問・健康相談

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 68 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

各種健康相談窓口の利用促進

ホームページ・広報なよろ等による啓発活動
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1 生涯にわたる健康づくり

施策 ① 健康づくりの意識啓発と健康管理の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民・脳卒中後遺症者等

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

１次評価のとおり

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ｂ 2

Ｂ 2
・参加人数が増加しているためB。
・今後も住民の健康の保持・増進、疾病予防のための情報提供や適切な食生活の知識の普及を目標とする。

意見等

2 ・名寄市立大学と連携した取組も検討することが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

補助金の有無 有　　　　　　　無 ※健康教室・相談、栄養相談、事後教室含む

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

事業費
3,290

12,211
3,700

11,478
3,652

11,177
3,465

11,491
栄養士賃金1/2国庫補助金有
リハビリ　道支出金

　　補助金

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

3,753 3,278

活
動
指
標

健康教室　参加人数
目標値

実績値 2,450 2,811 2,890

リハビリ教室　通所数

目標値

実績値 4,130

栄養教室・リハビリ教室・健康教室

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

25年度通所者が高齢化して入院
したり介護の対象に移行したりして
通所数が減となった

各地区・団体からの依頼により健康管理に関する内容の講話・実技・調理実習等を実施。リ
ハビリ教室は保健センター・ふうれん健康センターで実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 69 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

各種健康教室の充実

健康教室・リハビリ教室

事業実績
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1

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

2 ・市民が継続して運動を行うことを促進するための取組についても検討することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・財源確保に課題はあるが、市民に定着してきたチャレンジﾃﾞーを継続していく。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 536 607 519

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

実績値

17363 17745 18086

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

参加目標人数と実績
目標値 20000 20000 20000 参加目標人数は参加率６５％を目

標に設定実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針 生涯にわたる健康づくり

健康づくりの意識啓発と健康管理の推進

スポーツ・レクリエーションの場の提供

チャレンジデーの実施

綱引き、ラジオ体操

事業実績 綱引き、ラジオ体操

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 70 重点目標



Ⅲ 

1 生涯にわたる健康づくり
施策 ①
実施計画事務事業
実施事業
対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

2 ・市民が継続して運動を行うことを促進するための取組についても検討することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｂ 2
・目標値には届かなかったが、Ｈ24年度は、有森効果もあり340名の参加者増となったがＨ25年度は、
自衛隊の参加が少なく170名の減となった。市民スキーの日については、早くから取り組み、昨年の倍
の参加があり一定の効果があった。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 1,559 2,606 2,576 「ロードレース」＝負担金＋参加料　「市民スキー
の日」＝負担金補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

前年の参加数等を参考
実績値 100 110 202

276 616 442

市民スキー大会参
加数

目標値 150 150 150

目標値の考え方等

活
動
指
標

ロードレース参加数
目標値 450 1,000 600

前年の参加数等を参考
実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

マラソン・スキーなど

事業実績 ロードレースは、市外からの参加が約半数となり、交流人口の拡大に寄与した。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

各種スポーツ大会等の開催

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 70 重点目標
評価担当課・係　内線 生涯学習課スポーツ振興係　内線３６１３

方針
健康づくりの意識・啓発と健康管理の推進
スポーツ・レクリエーションの場の提供
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1 生涯にわたる健康づくり

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 高齢者

事業の概要

区
分 1 1 1

1 1 1

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・社会福祉協議会へ事業委託し、講演会等の開催を継続していく。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 158 158 158

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値 189

社会福祉協議会委託金

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

172 128

目標値の考え方等

活
動
指
標

講演会の開催回数
目標値

講演会を年１回開催
実績値

講演会参加者数
目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

高齢者の食生活の改善を支援するための講演会の開催

事業実績 社会福祉協議会に委託して講演会を年１回実施

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

高齢者食生活改善事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 71 重点目標
評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

健康づくりの意識啓発と健康管理の推進

食生活の改善促進
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1 生涯にわたる健康づくり

施策 ① 健康づくりの意識啓発と健康管理の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

Ｂ 2

・関係機関、団体等と協力して実施できたことから、地産地消、旬、料理法、健康面など様々な視点から「食」を
伝えることができている。
・1回目の対象者を初妊婦と経産婦に対象を広げ、多くの対象者に食育に対する関心を持ってもらうためにも継
続して実施。

意見等

2 ・引き続き、食育、地産地消を進めることが必要。

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 33 33 33 33
材料費　10,000円×３回＝30,000円

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

参加人数
目標値

実績値 40 58

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

59

食育推進計画のPR・周知（関係課実施事業との連携）・食育推進事業の実施

事業実績 妊婦、１～２歳児と親を対象に、「食育セミナーと料理教室」を実施した。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 71 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

食生活の改善促進

食育の推進「平成24年度において新規食育推進計画の策定」
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1 生涯にわたる健康づくり

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 6 6 6 6

6 7 6

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｂ 2
・女性が多く参加し、地産地消をテーマとしたイベントの開催（地産地消フェア、農業セミナー等）、レシ
ピ等の募集を通じて地場農産物の消費拡大やバランスのとれた食生活の推進を図っている。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 35 35 40

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

食育推進事業費より支出
（報償費）

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

女性委員の委嘱
目標値 委員11名中女性委員6名（過半

数）実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

　　　食育推進計画のPR・周知（関係課実施事業との連携）・食育推進事業の実施

事業実績 　　　平成24年度名寄市食育推進協議会女性委員7名委嘱

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

食育の推進

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 71 重点目標
評価担当課・係　内線 農務課農政係　３１１

方針

健康づくりの意識啓発と健康管理の推進

食生活の改善促進
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1 生涯にわたる健康づくり

施策 ② 女性の生涯にわたる心身の健康促進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 20歳以上の女性

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

B 2

・これまで骨祖しょう症検診は、検診実施機関(旭川がん検診センター）にて全額自己負担で実施して
いたが市内医療機関での受け入れが可能となったため平成25年度から実施を中止した。今後は、な
よろ健康まつりで骨密度測定を実施し骨粗しょう症への啓蒙を図り、電話等による相談も随時対応して
いく。

意見等

2

・骨粗鬆症検診の受診機会を拡大するため、市内医療機関のほか、以前のようにがん検診と併せて
受診できるようにすることについても検討することが必要。
・健康教室について、各地区・団体からの依頼に対応するとともに、出前の健康教室や団体の事業と
連携した健康教室など、機会の拡大について検討することが必要。

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 ー ー ー ー
検診料金は全額自己負担のため予算計上なし

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値 2回 2回 ２回
健康教育

目標値

実績値 ８０人 ７３人

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

骨祖しょう症検診
目標値 ー ー

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

検診の実施と各地区・団体からの依頼による健康教室の実施

事業実績 検診と健康教育の実施

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 72 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

更年期障害（骨粗しょう症、うつ病など）の予防対策の推進

骨粗しょう症検診の実施と更年期障害へ対応などの啓発
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1 生涯にわたる健康づくり

施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 子宮がん検診は20歳以上の女性、乳がん検診は40歳以上の女性

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

Ａ 2
・国の「がん検診推進事業」を実施し、受診率は横ばい傾向であるものの、毎年受診者の中から乳が
ん・子宮がんが発見されている。そのため、平成26年度から乳がん検診の対象年齢を40歳から30歳
に引き下げ、早期発見に努める。

意見等

2 ・周知方法を工夫し、さらなる受診率の向上を目指すことが必要。

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 21,542 19,341 20,787 28,258 委託料のみ（胃・肺・大腸・前立腺がんの委託料を
含む）補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

受診者数H23（348人）H24
（349人）H25（325人）実績値 29.0% 30.3% 29.2%

54.0%
乳がん検診

目標値 53.0%

受診者数H23（267人）H24
（273人）H25（317人）実績値 25.3% 25.6% 25.8%

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

子宮がん検診
目標値 30.0% 31.0%

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

乳がん・子宮がん検診の実施と周知

事業実績 乳がん・子宮がん検診の実施と周知と実施。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

ホームページ・広報なよろ等による啓発活動

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 73 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

女性の生涯にわたる心身の健康促進

がん検診の受診促進
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1 生涯にわたる健康づくり

施策 ② 女性の生涯にわたる心身の健康促進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　
　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

Ｂ 2
・必要に応じて実施出来ている。
・電話・訪問・来所・インターネット等の相談窓口体制を継続する。

意見等

2 ・活動指標の実施値に数値の記載がなされる方が、より具体的な検証ができると考える。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費

事業費積算について

実績値

活
動
指
標

目標値

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25予算 Ｈ26予算

目標値

事業実績 各種相談・訪問・カンファレンスの実施と医療機関との連携を実施した。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

各種相談・訪問・カンファレンスの実施と医療機関との連携

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 74 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

エイズ・性感染症・妊娠・出産の相談窓口体制の充実

健康相談・栄養相談・家庭訪問などの実施



Ⅲ

1 生涯にわたる健康づくり

施策 ② 女性の生涯にわたる心身の健康促進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 初妊婦及び配偶者他

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

Ｂ 2
・保健センターで実施する「お父さん・お母さん教室」を通じて妊娠中の生活を見直しながら出産・母体
の大切さを啓発する。
・父親になる意識を高める機会となるため、今後も継続していく。

意見等

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

父受講者数（45人）÷ＦＣ・ＭＣの
母受診者数（55人）実績値 70.4 77.5 81.8

母受講者数(55人）÷対象数(102
人）実績値 76.3 54.5 53.9

活
動
指
標

母の受講率
目標値

父の当日同伴率
目標値

事業実績 妊娠中の生活を見直し、栄養・沐浴実習・妊婦擬似体験などを実施した

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

妊娠中の生活を見直し、栄養・沐浴実習・妊婦擬似体験などを実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 75 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

出産と母体の大切さに関する教育の推進

お父さん・お母さん教室の開催



Ⅲ

１　生涯にわたる健康づくり

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 母子

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

市立総合病院

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 75 重点目標
評価担当課・係　内線 事務部総務課　２２１３

方針

②女性の生涯にわたる心身の健康促進

出産と母体の大切さに関する教育の推進

母親学級

事業実績 月2回

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

開催回数
目標値

目標値はなし
実績値 24回 23回 24回

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

目標値

実績値

事業費積算について

事業費 - - - ｰ

補助金の有無 無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・父親の参加率を向上するため、仕事が終わる時間帯とするなど工夫することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｂ 2
・今後も父親の参加を周知し、父母で子育てを行える環境作りを推進していく。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2



Ⅲ

1 生涯にわたる健康づくり

施策 ② 女性の生涯にわたる心身の健康促進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 妊婦　

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

Ａ 2
・安心安全な出産に向け、医療機関と連携しながら、今後も妊婦一般健康診査受診票の14回交付を
継続していく。

意見等

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 23,871 20,813 21,956 24,248
委託料+負担金

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

母子手帳交付時に妊婦一般健康診査受診票（14回分）を交付し、健診費用の助成を実施

事業実績 母子手帳交付時に妊婦一般健康診査受診票（14回分）を交付し、健診費用の助成をした

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 76 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

安心して出産できる環境整備

妊婦一般健康診査の一部助成
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1 生涯にわたる健康づくり

施策 ② 女性の生涯にわたる心身の健康促進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 生後0～4か月までの乳児がいる家庭

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

Ａ 2
・活動指標の目標値達成につきA。
・今後も継続して実施していく。

意見等

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 3,191 2,824 2,336 2,688
臨時保健師　　賃金+共済費

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

100
対象数のうち訪問実施できた数

実績値 100 100 100
活
動
指
標

訪問実施割合
目標値 100 100

目標値

事業実績
生後0～5か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、健診や子育て情報の紹介及び、
育児相談などを実施した

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

生後0～4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、健診や子育て情報の紹介及び、
育児相談などを実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 76 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

安心して出産できる環境整備

こんにちは赤ちゃん訪問



Ⅲ

１　生涯にわたる健康づくり

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 妊産婦

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

市立総合病院

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 76 重点目標
評価担当課・係　内線 事務部総務課　２２１３

方針

②女性の生涯にわたる心身の健康促進

安心して出産できる環境整備

平成２３年度のNICU稼働ならびにLDRの導入

事業実績 上記

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値
目標値はなし

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25予算 事業費積算について

実績値

補助金の有無 無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 - - -

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｂ 2
・より一層の環境整備を進める。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2



Ⅲ

1 生涯にわたる健康づくり

施策 ② 女性の生涯にわたる心身の健康促進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 乳幼児

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

Ｂ 2
・各健診は95％以上の高い受診率を維持している。今年度も受診率100％を目指し未受診児対策に
努める。

意見等

2 ・受診率１００％を目指し、引き続き、取組を進めることが必要。

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 1,101 1,074 1,076 1,184 歯科医師報償費+乳幼児健診車借上料+乳幼児
健診医師派遣負担金補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

100 100
各乳幼児健診受診率の平均

実績値 97.2 98.6 98.3
活
動
指
標

受診率
目標値 100 100

目標値

事業実績
4か月児・7か月児・1歳6か月児・3歳児健診を実施（内科・歯科診察、身長・体重等の計
測、発育・発達及び育児相談、栄養相談、絵本読み聞かせ、グループワークなど）した。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

4か月児・7か月児・1歳6か月児・3歳児健診の実施（内科・歯科診察、身長・体重等の計
測、発育・発達及び育児相談、栄養相談、絵本読み聞かせ、グループワークなど）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 77 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　内線：3615・3617

方針

医療機関との連携強化による各種母子保健事業の充実

乳幼児健康診査
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1 生涯にわたる健康づくり

施策 ② 女性の生涯にわたる心身の健康促進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 乳幼児・小6

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 1

Ａ 1
・目標値に対する実施値の評価は、転入出があり難しいが、対象数に対する接種率は95％を上回り、
目標を達成している。

意見等

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 1,061 1,133 593 941 ・ワクチン代、看護師賃金、負担金
・臨時事務賃金、医薬材料費等補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

506 260 ・年度当初の予定数（予算計上
時）実績値 459 490 146

活
動
指
標

集団予防接種数
目標値 508 502

目標値

事業実績 BCGを実施した　　　　　　　　　　　　　　　　　（※平成25年度から二種混合は個別接種に）

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

BCGの実施

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 77 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

医療機関との連携強化による各種母子保健事業の充実

予防接種（集団接種）



Ⅲ

1 生涯にわたる健康づくり

施策 ② 女性の生涯にわたる心身の健康促進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 3～4か月児

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

Ｂ 2
・90％以上の高い受診率を維持している。今年度も100％を目指し未受診児対策に努める。

意見等

2 ・受診率１００％を目指し、引き続き、取組を進めることが必要。

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 642 731 568 1,586 股関節脱臼検診委託料
＠2,100円→＠6,100円へup補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

実績値

目標値

股関節脱臼検診受診数÷3～4か
月児健診対象数実績値 90.2 94.9 92.7

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

受診率
目標値 100 100 100 100

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

市立総合病院で実施

事業実績 市立総合病院で実施した

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 77 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

医療機関との連携強化による各種母子保健事業の充実

股関節脱臼検診



Ⅲ

1 生涯にわたる健康づくり

施策 ② 女性の生涯にわたる心身の健康促進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 乳幼児

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

早期に取り組む必要がある

Ｂ 2
・生ポリオワクチンから不活化ポリオワクチンへの移行や４種混合の開始もあり、それぞれのワクチンの
接種率は今後も未接種者への勧奨を続けながら、経過を見ていく必要がある。

意見等

Ｈ26予算

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他

事業費積算について

事業費 25,020 34,008 30,469 39,941 ・委託料・負担金
・今年度からヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がんワ
クチンは定期接種に補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値

年度当初の予定数（予算計上時）
実績値 3,865 4,865 4,118

実績値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

個別予防接種数
目標値 5,893 5,949 4,177 4,416

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

四種混合・二種混合・子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌・不活化ポリオ・三種混合・麻しん
風しん混合の実施（市立総合病院ほか）

事業実績
四種混合・二種混合・ヒブ・小児用肺炎球菌・不活化ポリオ・三種混合・麻しん風しん混合を
実施（市立総合病院ほか）した。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 77 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

医療機関との連携強化による各種母子保健事業の充実

予防接種（個別接種）



Ⅲ

1 生涯にわたる健康づくり

施策 ② 女性の生涯にわたる心身の健康促進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

Ｂ 2
・今後も必要時情報の提供を行って行く。

意見等

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

事業費積算について

事業費 836 1,722 ・ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がんは、個別接種に含めた

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

今年度から市独自で成人の風しん
一部助成開始実績値 136

目標値

実績値

活
動
指
標

目標値 450 210

事業実績
水痘・ムンプス（おたふくかぜ）・インフルエンザ・ロタウイルスワクチンなどの情報を提供する。今年度か
ら、成人の風しんワクチンの接種費用を一部助成。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

水痘・ムンプス（おたふくかぜ）・インフルエンザ・ロタウイルスワクチンなどの情報を提供する。今年度か
ら、成人の風しん予防接種対策事業として、成人の風しんワクチンの接種費用を一部助成。

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 77 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

医療機関との連携強化による各種母子保健事業の充実

予防接種（任意接種）



Ⅲ

１　生涯にわたる健康づくり

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 母子

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

市立総合病院

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 77 重点目標
評価担当課・係　内線 事務部総務課　２２１３

方針

②女性の生涯にわたる心身の健康促進

医療機関との連携強化により各種母子保健事業の充実

検診ならびに予防接種

事業実績 検診ならびに予防接種事業への医師派遣

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

医師派遣回数
目標値

目標値はなし
実績値 45回 50回 44回

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

目標値

実績値

事業費積算について

事業費 - - - ｰ

補助金の有無 無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・検診・予防接種に対しての医師派遣は十分に行えているため。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2
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2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ① 高齢者の自立支援の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 職員

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

高齢者福祉サービスの充実

福祉ガイドブック作成事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 79 重点目標

保健・医療・福祉の制度やサービス内容を簡単に説明した冊子の作成

事業実績
平成２３年度に「健康福祉部ガイドブック」(関係施設・職員用）、「福祉相談ガイド」（全戸配布用）、「障がい
福祉便利手帳」（障がい者用）を作成し、随時、修正を加えている。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

福祉相談ガイド
目標値 0 0 13,500 0

全戸配布　一年おきに配布予定
実績値 13,500 0 13,500

目標値 200 0 0
職員・関係機関用

実績値 200 0 0

障がい者用　一年おきに配布予定
実績値 2,300 0 2,000 0

障がい福祉便利手
帳

目標値 2,300 0 2,000 0

用紙代
補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

活
動
指
標

健康福祉部ガイド
ブック

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 第2次評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 250 0 200 0

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

・制度改正・機構改革など、随時、修正を加えながら発行を進めていく。

Ａ 2

評価 意見等

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

Ａ 2
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2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 高齢者等

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：
概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：
Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

・引き続き、取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

1次評価のとおり

評価 理　　由
・高齢者自立支援条例に基づき、サービスの普及促進、自立した生活の確保を継続して行っていく。

意見等

3

達成度 事業の方向

Ａ 2

Ａ 2

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている
内容見直し より積極的な取り組みをお願いする
統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1次評価　達成度 第1次評価　事業の方向 第2次評価
順調に取り組まれている

外出支援サービス事業
補助金の有無 有　　　　　　　無

事業費 978 958 775
配食サービス事業

事業費 2,682 2,790 2,847

事業費積算について

事業費 12,663 11,492 10,112
自立支援デイサービス事業

第1･2次評価　達成度 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

実績値 720 640 678

配食サービス配食
数

目標値

実績値 1,303 1,277 1,033

目標値の考え方等

活
動
指
標

自立支援デイサー
ビスの利用回数

目標値

実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

1836 1670 1532

外出支援サービス
の利用回数

目標値

介護保険制度及び高齢者自立支援事業条例に基づき、介護サービスの普及促進、自立した生活の
確保に努める。

事業実績
デイサービス・デイケアによる日常生活訓練・機能訓練などの提供。移送用車両による居宅とサービ
ス提供施設・医療機関の送迎。調理が困難な場合に週に一度昼食の提供と安否確認。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

高齢者の自立支援の推進

高齢者福祉サービスの充実

自立支援デイサービス事業、外出支援サービス事業、配食サービス事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 79 重点目標
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2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・高齢者向けシルバーハウジング住宅の整備によりすぐ側に生活援助員（LSA)を常駐し、さらに緊急通報シ
ステムの導入により安心して生活できるよう事業を継続していく。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 6,388 6,403 6,410

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

シルバーハウジング住宅部屋数
（実績は年度末入居世帯数）実績値 26 28 29

23 22 23

入居者数（市営）
目標値 29 29 29

目標値の考え方等

活
動
指
標

入居者数（道営）
目標値 23 23 23 シルバーハウジング住宅部屋数

（実績は年度末入居世帯数）実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

６０歳以上

シルバーハウジング住宅に入居する高齢者方への援助員による在宅生活支援。

事業実績 生活援助員（ＬＳＡ）を団地内に配置し、緊急時の対応や日常生活の心配ごとなどに対応している。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

施設サービス

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 79（３） 重点目標
評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

高齢者の自立支援の推進

高齢者福祉サービスの充実
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施策 ① 高齢者の自立支援の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 高齢者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

早期に取り組む必要がある

Ｂ 2
・実績値はインフルエンザの流行状況の影響もあるが、肺炎球菌とともに今後も周知に努めていく。

意見等

Ｈ26予算

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他

事業費積算について

事業費 4,833 4,589 5,104 5,144
・委託料、負担金

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

目標値

年度当初の予定数（予算計上時）
実績値 4,243 4,070 4,220

実績値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

個別予防接種数
（高齢者）

目標値 3,200 4,500 4,500 4,390

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

インフルエンザは65歳以上の希望者、60歳以上で一定の条件の障害を有する希望者に実
施。肺炎球菌については65歳以上

事業実績
インフルエンザは65歳以上の希望者、60歳以上で一定の条件の障害を有する希望者に実
施。肺炎球菌については65歳以上で実施。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 79 重点目標
評価担当課・係　内線 保健センター保健係　　　　内線：3615・3617

方針

高齢者福祉サービスの充実

予防接種（インフルエンザ・肺炎球菌）
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施策 ① 高齢者の自立支援の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 65歳以上等

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 79 重点目標
評価担当課・係　内線 建築課　住宅係　3353

方針

高齢者福祉サービスの充実

高齢者等住宅整備資金貸付制度

シルバーハウジング住宅に入居する高齢者方への援助員による在宅生活支援。

事業実績
高齢者向けシルバーハウジング住宅の整備により、生活援助員(LSA)を常駐しています。
さらに緊急通報システムの導入により、緊急時の対応を含め安心した日常生活を送ることができ
ます。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

LSA駐在日数
目標値 緊急時いつでも対応できるようにし

ています実績値

緊急通報システム
の整備・点検回数

目標値 1

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

1 1 1 業者との委託契約に基づいていま
す1 1

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25予算 Ｈ26予算 事業費積算について

実績値 1

緊急通報システム保守点検委託料
補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 361 361 389 497

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・活動指標の目標達成につき達成度をＡとします。
・事業の方向は現状維持とし、今後も高齢者が安心した日常生活を送れるよう継続します。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

365 365 365 365

365 365 365
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施策 ① 高齢者の自立支援の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 4

4

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 80 重点目標

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

地域住民やボランティアによる支援体制の推進

ボランティアセンター事業

社会福祉協議会で行なうボランティアセンターとの連携

事業実績 社会福祉協議会が行なう「ボランティアセンター事業」へ経費を補助。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

ボランティア講座
目標値 4 4 4

四半期毎に講座開設

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値 4 4 4

目標値

実績値

事業費積算について

事業費 760 760 760 760 人件費（ボランティアコーディネーター）、講師謝
金、消耗品他補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算Ｈ25見込みH26予算

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

・ボランティア講座の開設は一定の成果がある。　しかし、要援護高齢者に対する支援は民生委員か
らの情報が重要な要素のひとつであり、行政・事業所・民生委員・ボランティアセンターなどが情報を共
有出来る仕組みづくりが課題である。

Ｂ 2

評価 事業の方向 意見等

・引き続き、取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

2

Ｂ 2
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施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 高齢者・障がい者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

2
・緊急通報システムや救急医療情報キットについて、高齢者や障がい者以外の市民にも周知することが必
要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・救急医療情報キット交付事業の普及促進及び緊急通報システムの設置について継続した取り組みを進
めていく。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 213 30 30

事業費積算について

実績値 959 1,012 1,141

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

194 188 累計数

救急医療情報キッ
ト登録者数

目標値

累計数

目標値の考え方等

活
動
指
標

緊急通報システム
設置件数

目標値

実績値 204

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

火災や急病など緊急事態における通報機器の貸与。機器の維持管理。救急医療情報キットの交付。

事業実績 火災や急病など緊急事態における通報機器の貸与。機器の維持管理。救急医療情報キットの交付。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

緊急通報システム設置事業、救急医療情報キット交付事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 80（１） 重点目標
評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

高齢者の自立支援の推進

地域住民やボランティアによる支援体制の推進
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施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 高齢者・障がい者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・名寄地区、風連地区を同条件として継続していく。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 6,450 7,042 6,955

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

実績値

317 305 304

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

利用者数
目標値

実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

体の弱いお年寄り・障がいのある方の世帯で家族や地域の援助が受けられず、経済的にも除雪が困
難な人を対象に除雪サービスを提供。

事業実績 除雪費の一部を助成券方式で４ヶ月分（6,000円×４ヶ月）を交付している。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

除雪サービス事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 80（２） 重点目標
評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

高齢者の自立支援の推進

地域住民やボランティアによる支援体制の推進
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施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 高齢者・障がい者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：
概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：
Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

・引き続き、利用者のニーズの把握に努めながら、各種サービスの充実を図ることが必要。

評価結果 意見等

1次評価のとおり

理　　由

・各種サービスの継続と充実を図る。また、「介護福祉ガイドブック」を作成し制度の周知や情報提供を行
う。

意見等

達成度 事業の方向

Ａ 2

評価

3

達成度 事業の方向

Ａ 2

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている
内容見直し より積極的な取り組みをお願いする
統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1次評価　達成度 第1次評価　事業の方向 第2次評価
順調に取り組まれている

自立支援ヘルパー派遣事業
補助金の有無 有　　　　　　　無

事業費 29 0 123
自立支援ショートステイ事業

事業費 651 777 711

事業費積算について

事業費 3 20 23
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

第1･2次評価　達成度

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

有　　　　　　　無

利用回数

自立支援ショートス
テイ事業

目標値

実績値 4

実績値 217 259 237

0 17 利用回数

目標値の考え方等

活
動
指
標

寝具洗濯乾燥消
毒サービス事業

目標値

実績値 2

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

5 8 利用回数

自立支援ヘルパー
派遣事業

目標値

年２回ふとんの洗濯乾燥消毒のサービス提供。虚弱なお年寄りに対し、基本的な生活習慣が身につく
よう家事や介護等、日常生活をお手伝いするホームヘルパーの派遣。短期入所生活介護・療養介護
による日常生活の介護・機能訓練。

事業実績 高齢者自立支援事業条例に基づき在宅での自立した生活の確保に努めている。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

高齢者の自立支援の推進

介護予防事業の推進

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業、自立支援ヘルパー派遣事業、自立支援ショートステイ事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 81 重点目標 ◎
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施策 ① 高齢者の自立支援の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 ６５歳以上の高齢者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

１次評価のとおり

包括的支援事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 81 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 地域包括支援センター　地域包括支援係　3261

方針

介護予防事業の推進

総合相談支援、介護予防プラン作成、高齢者権利擁護の虐待対応支援等、地域の連携・協働
のネットワークの構築、ケアマネの支援等

事業実績
高齢者の総合相談支援、高齢者の権利擁護に関する支援、地域との連携やネットワークの構
築、市内ケアマネへの支援等を実施した。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

総合相談支援件数
目標値 900 1,000 1,000 ・目標値は第４期並びに第５期介

護保険事業計画による計画値。実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

1,164 1,282 1,285

目標値

実績値

事業費積算について

事業費 11,314 12,285 15,592 介護保険特別会計（保険事業勘定）地域支援事
業費の包括的支援事業費・任意事業費のうちの
包括的支援事業費である。補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業の方向 理　　由

Ａ 2
・活動指標の実績値が目標値を上回っているため、制度はAとした。
・総合相談支援教務を始めとする包括的支援事業を、今後も継続して実施する必要性があるため、
事業の方向は２：現状維持とした。

1,000

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

3 ・引き続き、利用者のニーズの把握に努めながら、各種サービスの充実を図ることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度
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施策 ①

実施計画事務事業

実施事業

対象者 ６５歳以上の高齢者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

１次評価のとおり

介護予防事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 81 重点目標 ◎
評価担当課・係　内線 地域包括支援センター　地域包括支援係　3261

方針

高齢者の自立支援の推進

介護予防事業の推進

通所型・訪問型の介護予防教室等の介護予防普及啓発（一般高齢者）。介護予防に関する
ボランティア等の人材育成及び支援等。

事業実績
介護予防事業の一次予防事業（一般高齢者施策から事業名変更）による介護予防普及啓発事
業やボランティア等の人材育成として地域介護予防活動支援事業（介護予防サポーター養成講
座等）を開催した。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

介護予防普及啓
発事業利用人数

目標値 1,000 1,000 1,000 ・目標値は第４期並びに第５期介
護保険事業計画による計画値。実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

986 1,029 994

地域介護予防活
動支援事業開催
回数

目標値 4 4 4 ・目標値は第４期並びに第５期介
護保険事業計画による計画値。実績値 6 4 1

事業費積算について

事業費 30 24 50 介護保険特別会計（保険事業勘定）地域支援事
業費の介護予防事業費一次予防事業費である。補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業の方向 理　　由

Ａ 2
・活動指標の実績値が目標値を上回っているため、達成度はAとした。
・介護予防事業を、今後も継続して実施する必要性があるため、事業の方向は２：現状維持とした。

1,000

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

1次評価のとおり
Ａ 2

3 ・引き続き、利用者のニーズの把握に努めながら、各種サービスの充実を図ることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ① 高齢者の自立支援の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

公営住宅及び公共施設建設

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 82 重点目標
評価担当課・係　内線 建築課　住宅係　3353

方針

道路・住宅・公共施設などのバリアフリー環境の推進

全ての建設工事においてユニバーサルデザインを可能な限り採用することを基本としている。
平成24年度においても同様に採用することを基本としている。

事業実績
市営住宅の中にバリアフリー環境が充実したシルバーハウジング住宅を建設し、常駐している相
談員が見守る中、高齢者の自立を支援する体制を整備しています。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

バリアフリー公住の
建設工事件数

目標値 20 18 18 20 住宅マスタープラン
公営住宅等長寿命化計画に基づく

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

目標値

実績値 20 18 18

実績値

事業費積算について

事業費 ###### 308,842 311,852 371,870 (旅費)109+(手数料)142+(工事実施設計委託
料)15,000
+(使用料及び賃借料)119+(建設解体工事)367,500
=371,870(千円)

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算Ｈ24決算 Ｈ25予算 H26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・活動指標の目標達成につき達成度をＡとします。
・事業の方向は現状維持とし、今後も高齢者の自立を支援する体制づくりを継続します。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2
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2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ①　 高齢者の自立支援の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 1

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 1
・毎年度、凍上や老朽化などにより対応し、実施している。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 33,821 12,652 19,420
予算書より

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

実績値

7,303 3,155 4,078

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

歩車道補修（ｍ２）
目標値 7,000 3,000 3,000

予算書より

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

道路の凍上による歩車道の部分的改修、或いは道路排水不良の改修、縁石などの段差解消を
図っている（総合計画実施計画事業）。

事業実績 道路の凍上による歩車道の部分的改修、或いは道路排水不良の改修、縁石などの段差解消を図った。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標

事業№ 82 重点目標
評価担当課・係　内線 都市整備課管理係(213)

方針

道路・住宅・公共施設などのバリアフリー環境の推進

市内市道車歩道改修（バリアフリー対応）
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施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

2 ・周知方法について、工夫することが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

Ａ 2
・制度変更などに対応して情報を更新していく。

評価 意見等

達成度 事業の方向 理　　由

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 0 0 0

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25予算

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

介護保険で受けられる制度についてホームページで公開

事業実績 介護保険で受けられる制度についてホームページで公開中

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

ホームページによる情報提供

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 83 重点目標
評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

介護サービスなどの充実

介護保険制度の情報提供
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施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 介護者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・H24年度から支給額を月額6,250円から月額9,000円へ増額している。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 787 1,347 1,160

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

実績値 1,347,000 1,160,000

25 29 32

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値
利用人数

実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

要介護４、５の市民税非課税世帯に属する在宅高齢者の介護に必要な介護用品の支給

事業実績 平成２４年度から年額108,000円（月額9,000円×12ヶ月）を限度に補助を行っている。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

家族介護用品支給事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 84 重点目標
評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

介護サービスなどの充実

在宅介護家族への支援
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施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

包括的支援事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 85 重点目標
評価担当課・係　内線 地域包括支援センター　地域包括支援係　3261

方針

介護サービスなどの充実

介護相談窓口の充実

高齢者の介護・医療・健康や権利擁護など、あらゆる暮らしに関わる相談に対応し、関係機関と
連携しながらサポート

事業実績
高齢者の総合相談支援、高齢者の権利擁護に関する支援、地域や関係機関との連携等を実施
した。
（以下、№81と同様）

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

総合相談支援件数
目標値 900 1,000 1,000 ・目標値は第４期並びに第５期介

護保険事業計画による計画値。実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

1,164 1,282 1,285

目標値

実績値

事業費積算について

事業費 11,314 12,285 15,592 介護保険特別会計（保険事業勘定）地域支援事
業費の包括的支援事業費・任意事業費のうちの
包括的支援事業費である。補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・活動指標の実績値が目標値を上回っているため、達成度はAとした。
・総合相談支援教務を始めとする包括的支援事業を、今後も継続して実施する必要性があるため、
事業の方向は２：現状維持とした。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ②

実施計画事務事業

実施事業

対象者 介護者・市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・今後も介護者相互の交流と心身のリフレッシュを図ることを目的に事業を継続していく。

評価 意見等

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 137 137 137
社会福祉協議会への委託金

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

実績値

4 4 4

目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

実施回数
目標値 4

実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

介護に関する講話や軽スポーツ等で介護者相互の交流を図り心身のリフレッシュを図る（社会福祉協
議会へ委託）

事業実績 介護に関する講話や軽スポーツ等を年４回実施（社会福祉協議会へ委託）

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

家族介護者交流事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 86 重点目標
評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

介護サービスなどの充実

在宅介護のための講座の開催



Ⅲ

安心して暮らせる環境づくり

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 ひとり親家庭

事業の概要

区分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

273

児童扶養手当給付

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 87 重点目標
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

ひとり親家族の生活支援

経済的・社会的支援の充実

ひとり親家庭への生活安定と自立支援

事業実績 4・8・12月に支給　

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

受給者数
目標値

実績値 267 262

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

実績値

目標値

事業費積算について

事業費 129,762 128,616 122,343 134,320
扶助費（手当額）

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

2 ・制度の周知徹底を図るとともに、市が地域ニーズを迅速に把握することも必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・ひとり親家庭への生活安定のため継続する

意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2



Ⅲ

安心して暮らせる環境づくり

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 母子家庭（平成25年度からは父子家庭も）

事業の概要

区分

1 1 0

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

母子家庭自立支援教育訓練給付金事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 87 重点目標
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

ひとり親家族の生活支援

経済的・社会的支援の充実

ひとり親家庭への生活安定と自立支援

事業実績 今年度は実績なし

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

給付金支給者数
目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

事業費積算について

事業費 17 17 0 200
補助金（受講料に対する）

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

2 ・制度の周知徹底を図るとともに、市が地域ニーズを迅速に把握することも必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

B 2
・制度の周知パンフレットを作成し配布するようにしていき継続実施していく

意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2



Ⅲ

安心して暮らせる環境づくり

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 母子家庭

事業の概要

区分

0 0 0

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

母子家庭等日常生活支援事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 87 重点目標
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

ひとり親家族の生活支援

経済的・社会的支援の充実

母子家庭、およびその児童が修学、疾病等により、一時的に日常生活支援が必要な場合に家庭
生活支援員を派遣

事業実績 利用実績なし

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

利用件数
目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

事業費積算について

事業費 0 0 0 46
生活援助のための支援員派遣委託料

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

2 ・制度の周知徹底を図るとともに、市が地域ニーズを迅速に把握することも必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

B 2
・制度の周知パンフレットを作成し配布するようにしていき継続実施していく

意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2



Ⅲ

安心して暮らせる環境づくり

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 母子家庭

事業の概要

区分

3 3 2

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

母子家庭高等技能訓練促進事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 87 重点目標
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

ひとり親家族の生活支援

経済的・社会的支援の充実

母子家庭の母の就業際に有利であり、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資
格に係る要請関連の受講期間のうち一定期間について高等技能促進費を支給するとともに、要
請機関への入学時における負担を考慮し入学支援終了一時金を終了時に支給する

事業実績 準看護学院１名、看護科通信制１名に対し給付金支給

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

受講者数
目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

事業費積算について

事業費 3,716 3,413 1,046 2,917 養成訓練の受講者に対し補助金を支給
（12か月分）補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

2 ・制度の周知徹底を図るとともに、市が地域ニーズを迅速に把握することも必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・制度の周知パンフレットを作成し配布するようにしていき、支援しやすい環境づくりを継続実施していく

意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2



Ⅲ

安心して暮らせる環境づくり

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 母子家庭

事業の概要

区分

17 18 14

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

母子福祉資金貸付制度

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 87 重点目標
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

ひとり親家族の生活支援

経済的・社会的支援の充実

20歳未満の児童を養育している母子家庭や寡婦の方に低利子又は無利子で目的に応じて各種
資金の貸付

事業実績 子供の修学資金の他、修業資金、就学支度資金貸付が２件

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

貸付件数
目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

事業費積算について

事業費
道の事業費

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

2 ・制度の周知徹底を図るとともに、市が地域ニーズを迅速に把握することも必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・貸付制度の周知パンフレットを配布し、支援しやすい環境づくりに努め継続実施する

意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2
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安心して暮らせる環境づくり

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

279

家庭児童相談員の設置

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 88 重点目標
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

ひとり親家族の生活支援

相談体制の充実

こども未来課に専属の相談員を設置し、各相談員が連携を図りながら相談体制の充実を図って
いる

事業実績 窓口、電話、訪問による対応をしています。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等指標名 区分 23年度 24年度 25年度

活
動
指
標

相談受付件数
目標値

実績値 122 144

実績値

目標値

事業費積算について

事業費 2,836 2,608 2,128 2,190
相談員（１名）人件費、需用費ほか

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

2 ・地域、学校、医療機関など関係機関との連携を強化し、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・母子自立支援員と共にこども未来課に配置し、情報共有しながら相談時の体制充実を図っている

意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ④ 障害者の生活支援

実施計画事務事業

実施事業

対象者 身障者手帳保持者、精神疾患で通院している方

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

障がい者福祉サービスの充実

自立支援医療の給付、補装具費の給付

日常生活能力または職業能力を回復することを目的とした総合的なリハビリ医療。　精神科通院医療費の９
割を公費負担（国・道）。　身体機能を補う補装具費の支給または修理。

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 90-1 重点目標

事業実績

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 目標値の考え方等

自立支援医療（精
神科通院医療）

目標値
自立支援医療受給者証所持者

実績値

目標値
該当者数（延べ）

実績値 122 134 188

交付件数（延べ）
実績値 84 95 78

補装具
目標値

26,256,000＋8,831,000＝32,087,000
更生　　　　　　　補装具補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算Ｈ25見込みH26予算

活
動
指
標

自立支援医療（更
生医療）

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 第2次評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 23,458 30,386 26,524 32,087

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

・各種サービスの継続と充実を図る。　また、「障がい福祉便利手帳」を障がい者へ配布することで、制
度の周知や情報提供を行なう。Ａ 2

評価 意見等

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ④ 障害者の生活支援

実施計画事務事業

実施事業

対象者 身体障がい者１級～４級、肢体不自由者で障害程度１～２級に該当する方

事業の概要

区
分 2

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

障がい者福祉サービスの充実

自動車運転免許取得費助成制度、自動車改造費助成制度

社会参加促進のための免許取得、身体障がい者用に車輌を改造する場合（改造済自動車の購入は対象
外）、費用に要する経費の一部を助成

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 90-2 重点目標

事業実績 免許取得は平成16年度から申請なし。車輛改造は平成25年度で1件の該当。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 目標値の考え方等

車輌改造申請
目標値 2 2 2 2

2名分当初予算計上
実績値 0 0 1

目標値 2 2 2
2名分当初予算計上

実績値 0 0 0

実績値
目標値

各事業、200,000円（2名分×100,000円）
補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算Ｈ25見込みH26予算

活
動
指
標

免許取得申請

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 第2次評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 0 0 100 400

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

・各種サービスの継続と充実を図る。　また、「障がい福祉便利手帳」を障がい者へ配布することで、制
度の周知や情報提供を行なう。Ａ 2

評価 意見等

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ④ 障害者の生活支援

実施計画事務事業

実施事業

対象者 身障者手帳保持者、療育手帳保持者、精神者保健福祉手帳保持者

事業の概要

区

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

障がい者福祉サービスの充実

交通費等割引制度

ハイヤー料金の助成、有料道路通行料金割引、腎臓機能障害者通院交通費の助成、ＮＨＫ受診料の減
免、携帯電話基本使用料の割引、東西線バス料金の割引、重度視力障害者電話料金助成

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 90-3 重点目標

事業実績
ハイヤー料金助成事業・重度視力障害者電話料金助成事業（市単独事業）以外は、北海道や民間会社等
の助成事業であり、申請書の受付業務のみおこなっている。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 目標値の考え方等

重度視力障害者
電話料金助成

目標値 該当者数
実績値 12 12 12

目標値 交付者数
実績値 410 412 450

実績値
目標値

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算Ｈ25見込みH26予算

活
動
指
標

ハイヤー料金助成

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 第2次評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 5,260 5,222 5,390 6,177

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

・各種サービスの継続と充実を図る。　また、「障がい福祉便利手帳」を障がい者へ配布することで、制
度の周知や情報提供を行なう。Ａ 2

評価 意見等

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ④ 障害者の生活支援

実施計画事務事業

実施事業

対象者 身障者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障がい者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

障がい者福祉サービスの充実

療養介護、施設入所者支援、生活介護、居宅介護、重度訪問介護、短期入所、共同生活介護

医療機関での看護介護、施設入所者の介護や生活相談、常時介護を必要とする方への介護、ホームヘル
パー派遣、外出時の移動支援、短期間の施設入所介護、共同生活による相談や援助。

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 90-4 重点目標

事業実績
身体・知的・精神の障がい種別に関わらず、在宅への訪問や通所による施設利用、施設への入所などの介
護給付事業（介護の支援を受ける）を実施。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 目標値の考え方等

日中活動系サービ
ス（療養介護他）

目標値
利用者数（延べ）

実績値 102 128 128

目標値
利用者数（延べ）

実績値 40 58 23

利用者数（延べ）
実績値 73 109 79

居住系サービス
（施設入所支援）

目標値

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算Ｈ25見込みH26予算

活
動
指
標

訪問系サービス
（居宅介護他）

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 第2次評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 598,450 718,718 758,675 786,376

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

・各種サービスの継続と充実を図る。　また、「障がい福祉便利手帳」を障がい者へ配布することで、制
度の周知や情報提供を行なう。Ａ 2

評価 意見等

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ④ 障害者の生活支援

実施計画事務事業

実施事業

対象者 身障者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障がい者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

障がい者福祉サービスの充実

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、知的障害者通勤寮・宿泊型自立訓練施設

身体機能や生活能力向上のための訓練、就労に必要な知識や能力向上のための訓練、働く事が困難な方への働く場の
提供、居住その他設備の利用提供・独立と自活に必要な助言と指導などを行なう。

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 90-5 重点目標

事業実績
身体・知的・精神の障がい種別に関わらず、通所による施設利用、施設への入所などにより訓練等給付事
業（就労に向けた訓練などを受ける）を実施。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 目標値の考え方等

就労移行支援
目標値

利用者数（延べ）
実績値 9 5 3

目標値
利用者数（延べ）

実績値 18 9 19

利用者数（延べ）
実績値 64 95 90

就労継続支援
目標値

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算Ｈ25見込みH26予算

活
動
指
標

自立訓練

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 第2次評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 598,450 718,718 758,675 786,376

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

・各種サービスの継続と充実を図る。　また、「障がい福祉便利手帳」を障がい者へ配布することで、制
度の周知や情報提供を行なう。Ａ 2

評価 意見等

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ④ 障害者の生活支援

実施計画事務事業

実施事業

対象者 身障者手帳所持者、療育手帳所持者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

障がい者福祉サービスの充実

身体障害者更生施設・療護施設・授産施設、知的障害者更生施設・授産施設

日常生活を営むのに必要な訓練、身体機能を維持するための治療や訓練、職業的自立を目指
す訓練などを行なう。

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 90-6 重点目標

事業実績
通所による施設利用や施設入所により、日常生活の保持や社会的自立を目指した訓練などを行
なっている。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 目標値の考え方等

目標値
実績値

目標値
実績値

実績値
目標値

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算Ｈ25見込みH26予算

活
動
指
標

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 第2次評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 598,450 718,718 758,675 786,376

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

・各種サービスの継続と充実を図る。　また、「障がい福祉便利手帳」を障がい者へ配布することで、制
度の周知や情報提供を行なう。Ａ 2

評価 意見等

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

Ａ 2



Ⅲ

安心して暮らせる環境づくり

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 障がい児養育家庭

事業の概要

区分

74 73 74

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

特別児童扶養手当給付

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 90 重点目標
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

障害者の生活支援

障がい者福祉サービスの充実

身体、知的、精神に障害のある児童の福祉増進

事業実績 4・8・11月に北海道より支給　　該当者に係る事務処理実施

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

受給者数
目標値

実績値

目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値

事業費積算について

事業費 道の事業費
事務取扱交付金のみ受けている補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・継続して支援をし、障がい児福祉の増進を図る

意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2



Ⅲ

安心して暮らせる環境づくり

施策

実施計画事務事業

実施事業

対象者 障がい児等

事業の概要

区分

64

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： ５： ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

児童発達支援事業/総合療育センター事業

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 90 重点目標
評価担当課・係　内線 こども未来課こども未来係　３２４２

方針

障害者の生活支援

障がい者福祉サービスの充実

日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行う
発達に係る支援

事業実績
身体及び精神の状況と環境に応じて保護者との話し合いのもと適切な指導訓練を実施
通所児童に関わらず発達・発育が気になるなどの相談受付や専門職員による支援を実施

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

通所人員
目標値

実績値 68

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

62

未通所児への
支援回数

目標値

実績値 295 253 215

事業費積算について

事業費 27,546 24,901 25,481 25,953
人件費、需用費、負担金等

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26予算

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

充実 縮小 順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

A 2
・専門職員による療育指導を継続し、障がい児の発達支援の充実を図る

意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ④ 障害者の生活支援

実施計画事務事業

実施事業

対象者 身障者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障がい者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

障害のある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ必要な情報提供や援助を行なう。

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 91 重点目標

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

障害者の生活相談の充実

相談支援事業

事業実績
指定相談事業所（名寄みどりの郷、道北地域生活支援センター）により、24時間体制で相談支援
を行なっている。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

相談件数
目標値

目標値

延べ相談件数
実績値 － 48 3,976

実績値

事業費積算について

事業費 9,731 9,468 9,628 9,474

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 第2次評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

・指定相談支援事業所として２事業所、障がい者相談員として４名（身体２名、知的１名、精神１名）を
委託するなど、継続的に実施している。Ａ 2

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ④ 障害者の生活支援

実施計画事務事業

実施事業

対象者 重度の身体障害、聴覚障害、言語障害、身障手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳所持者等

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

社会参加の促進と自立支援
地域活動支援センター事業、日常生活用具の給付、聴覚障害者協力員派遣事業、移動支援、日中一時支援

施設通所による社会交流の場の提供、日常生活に必要な用具の給付、手話通訳・要約筆記通訳を行なう協力員を派
遣、屋外への移動が困難な方への移動支援、介護者の休息のために施設で見守りを行なう。

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 92 重点目標

事業実績
通所による施設利用や施設入所により、日常生活の保持や社会的自立を目指した訓練などを行なっている。　また、日
常生活用具の給付や手話通訳の派遣など障がい者の生活支援をおこなっている。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 目標値の考え方等

聴覚障害者協力
員派遣回数

目標値
延べ回数

実績値 65 58 262

目標値
延べ人数

実績値 5,714 5316 6,647

延べ回数
実績値 544 576

移動支援事業利
用回数

目標値

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

活
動
指
標

地域活動支援セン
ター利用者数

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 第2次評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

事業費積算について

事業費 24,535 24,912 25,599 28,418

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり

・各種サービスの継続と充実を図る。　また、「障がい福祉便利手帳」を障がい者へ配布することで、制
度の周知や情報提供を行なう。Ａ 2

評価 意見等

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ④ 障害者の生活支援

実施計画事務事業

実施事業

対象者 精神障害者及びその家族

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

社会復帰に関する活動に対して助成

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 93 重点目標

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

地域住民やボランティア組織の連携による生活支援の推進

ボランティア活動支援事業

事業実績 精神障害回復クラブ「グリーンサークル」への運営費補助。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

目標値

実績値

実績値

事業費積算について

事業費 250 250 125 100

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算Ｈ25見込みH26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 第2次評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

・精神障がい者が社会参加をしていくために、ボランティア活動を実施している団体に対して継続した
支援を行なっていく。Ａ 2

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり
施策 ⑤
実施計画事務事業
実施事業
対象者 市民

事業の概要

区
分 6 6 6

6 6 6

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）
評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2

2 ・高齢者が増加していく中、高齢者大学の充実を図るため、さらなる取組を進めることが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｂ 2
・高齢者大学（ピヤシリ大学）の入学に対し、市民に広く周知するために広報誌や町内会に回覧し、現
状維持を図る。

評価 意見等

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

事業費 552 544 452

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費積算について

実績値 10

ピヤシリ大学運営事業費として

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

30 30

13 11

目標値の考え方等

活
動
指
標

学年
目標値 大学１年生から４年生・大学

院１年から２年生の６学級実績値

入学数 目標値 30

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

広報等を通じて入学者の募集を図っていく

事業実績 広報掲載の他に３月に町内会回覧で募集の啓発を図る

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

広報等による啓発活動

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 94 重点目標
評価担当課・係　内線 生涯学習課生涯学習係　内線３６１３

方針
生きがい対策の推進
高齢者大学の入学促進



Ⅲ

2

施策 ⑤

実施計画事務事業

実施事業

対象者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： １： ５： ３：

Ｂ： ２： ６： ２：

Ｃ： ３： ７： １：

Ｄ： ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 94 重点目標

広報等による啓発活動

市民

広報等を通じて入学者の募集を図っていく

事業実績 広報掲載のほかに３月に町内会回覧で募集の啓発を図る

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

評価担当課・係　内線 風連生涯学習担当　　　内線３５０

方針 安心して暮らせる環境づくり

生きがい対策の推進

高齢者大学への入学促進

目標値の考え方等

活
動
指
標

学年
目標値 大学1年・2年、大学院1年・2年

　　　　　　　　　　　　研究生過程実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

入学数
目標値 10 10 10 10

生涯学び続ける
実績値 5 5 17 12

第1次評価　達成度 第１次評価　事業の方向 第2次評価

達成した 充実 縮小 順調に取り組まれている

事業費積算について

事業費 270 270 270 270
瑞生大学自治会補助金として

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

実施できなかった 統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

概ね達成した 現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

達成できなかった 内容見直し 完了 より積極的な取り組みをお願いする

・高齢者が増加していく中、高齢者大学の充実を図るため、さらなる取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

１次評価のとおり

Ａ 2
・高齢者学級への入学について、市民に広く周知するために広報誌や町内会回覧紙をを配布、各施
設にポスターを掲示し現状維持を図る。

意見等評価

2

Ａ 2



基本目標 Ⅲ　健康づくりと福祉の充実健康づくりと福祉の充実

２　　安心して暮らせる環境づくり

施策 ⑤ 生きがい対策の推進

実施計画事務事業 　　　高齢者大学の入学促進

実施事業

対象者 智恵文地区住民

事業の概要

区
分 1 1 1 1

1 1 1 1

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

事業№ 94 重点目標

評価担当課・係　内線 智恵文公民館　庶務業務係　8-2101

方針

高齢者学級の入学促進

智恵文広報紙による啓発活動

智恵文広報紙を通じて入学者の募集を図っていく　（友朋学級）

事業実績 単年度毎の学習となるが毎年数名の新入生がいる

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

１学年制で単年度完結

26年度 目標値の考え方等

活
動
指
標

学年
目標値

１学年制で単年度完結
実績値

入学数 目標値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

20 20 20 20

実績値 22 21 21 21

事業費積算について

事業費 76 70 52 130
智恵文社会教育一般行政経費

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算

達成度 事業の方向 理　　由

第1次評価　達成度 第１次評価　事業の方向 第2次評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

１次評価のとおり

A 2
・高齢者入学に対し、地域住民に広報紙で周知しており入学数を確保していることから現状維持を図
る。

意見等

・高齢者が増加していく中、高齢者大学の充実を図るため、さらなる取組を進めることが必要。

評価結果 意見等

評価

2

Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ⑤ 生きがい対策の推進

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 4

4

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 95 重点目標

評価担当課・係　内線 社会福祉課保護係（3224）

方針

ボランティア活動の推進

ボランティアセンター事業

ボランティアセンターを設置している社会福祉協議会への支援

事業実績 社会福祉協議会が行なう「ボランティアセンター事業」へ経費を補助。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

26予算 目標値の考え方等

活
動
指
標

ボランティア講座
目標値 4 4 4

四半期毎に講座開設

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

実績値 4 4 4

目標値

実績値

事業費積算について

事業費 760 760 760 760 人件費（ボランティアコーディネーター）、講師謝
金、消耗品他補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算Ｈ25見込みH26予算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 第2次評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

・ボランティア講座の開設は一定の成果がある。　名寄市の「地域福祉計画」、名寄市社会福祉協議
会の「地域福祉実践計画」と連携し、ボランティアセンターの機能が充実されるよう継続して支援を行
なっていく。

Ａ 2

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ⑤

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

高齢者運動指導ボランティア育成講座の開催（介護予防サポーター養成講座）

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 95 重点目標
評価担当課・係　内線 地域包括支援センター　地域包括支援係　3261

方針

生きがい対策の推進

ボランティア活動の推進

地域で介護予防の実施ができる人を育成するため開催
定員１５人、４回開催

事業実績
介護予防事業の一次予防事業（一般高齢者施策から事業名変更）によるボランティア等の人材
育成として地域介護予防活動支援事業（介護予防サポーター養成講座等）を開催した。
（№81の一部と同様）

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

地域介護予防活
動支援事業開催
回数

目標値 4 4 4 ・目標値は第４期並びに第５期介
護保険事業計画による計画値。実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

6 4 1

目標値

実績値

事業費積算について

事業費 9 4 0 介護保険特別会計（保険事業勘定）地域支援事
業費の介護予防事業費一次予防事業費地域介
護予防活動支援事業費である。補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・活動指標の実績値が目標値に達していない要因を検証し、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ｂ 2
・活動指標の実績値が目標値に達していないが、今後も実施内容を検討しながら継続していく必要が
ある。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ｂ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ⑤

実施計画事務事業

実施事業

対象者 高齢者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

高齢者事業センター・高齢者事業団への支援

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 96 重点目標
評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

生きがい対策の推進

就業機会の確保

高齢者の就業機会の確保と増大のため補助金を交付。

事業実績 補助金交付事務

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

目標値

実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

目標値

実績値

事業費積算について

事業費 2,576 2,200 2,200 補助金風連、名寄各1,100,000円
会員（作業員）数　名寄　男性43名女性14
名計57名　風連　男性33名女性14名計47
名

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

3 ・引き続き、取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・今後も継続して補助金を支出することで、安定した事業展開をしていく。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ⑤

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民、高齢者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

チャレンジデーへの参加促進、各種講座の継続

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 97 重点目標
評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

生きがい対策の推進

スポーツ・レクリエーション活動の推進

市ホームページ・広報・ポスター等による参加促進。
高齢者の創作やサークル活動の交流の場の提供。

事業実績
ＦＭなよろやきたすばるどっとこむ等メディアを使った広報活動を行っている。
福祉センター等で合唱等各種講座を行っている。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

参加目標人数と実績
目標値 20000 20000 20000 参加目標人数は参加率６５％を目

標に設定実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

17363 17745 18086

目標値

実績値

事業費積算について

事業費 536 607 519

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・市民が継続して運動を行うことを促進するための取組についても検討することが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・チャレンジデーは市民に定着してきているので、今後も継続した事業を行っていく。　生きがいホビーセン
ターは老朽化に伴い平成26年7月1日で廃止となったが、そこで行われていた各種講座は、福祉セン
ター、文化センターなど場所を変更して継続している。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ⑤

実施計画事務事業

実施事業

対象者 市民

事業の概要

区
分 5 5 4

5 5 4

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

各種スポーツ大会等の周知

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 97 重点目標
評価担当課・係　内線 生涯学習課スポーツ振興係　内線３６１３

方針

生きがい対策の推進

スポーツ・レクリエーション活動の推進

市ホームページ・広報・ポスター等による参加促進

事業実績
スポーツ振興主催４事業について周知を行った。（憲法ロードレース・市民綱引き大会・・スポーツ
フェステバル・市民スキーの日）

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

市ホームページ
目標値

行事開催情報の掲載
実績値

広報・ポスター 目標値 5

指標名 区分 23年度 24年度 25年度 26年度

5 4 広報・ポスターによる行事周
知5 4

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 H26予算 事業費積算について

実績値 5

補助金の有無 有　　　　　　　無

第1･2次評価　達成度 第１･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

事業費 0 0 0 0

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

2 ・市民が継続して運動を行うことを促進するための取組についても検討することが必要。

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・活動指標の目標達成につきＡ。市民への周知拡大のための現状維持。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2



Ⅲ

2 安心して暮らせる環境づくり

施策 ⑤

実施計画事務事業

実施事業

対象者 高齢者

事業の概要

区
分

事業費 ※事業に係る財源内訳 　　（千円）

Ａ： 達成した １： 充実 ５： 縮小 ３：

Ｂ： 概ね達成した ２： ６： ２：

Ｃ： 達成できなかった ３： ７： 完了 １：

Ｄ： 実施できなかった ４： ８： ０：

　1次評価 （ワーキンググループによる評価）

　推進委員会評価

　第２次評価　（推進会議評価）

老人クラブ連合会への運営補助、福祉団体活動推進補助

平成25年度男女共同参画実施計画事務事業評価調書

基本目標 健康づくりと福祉の充実

事業№ 98 重点目標
評価担当課・係　内線 高齢介護課高齢福祉係　　３２３１

方針

生きがい対策の推進

老人クラブ活動の推進

老人クラブ連合会等への補助金交付、研修等を目的に借り上げしたバスの料金の一部を補助

事業実績 補助金交付、申請事務。借上バス関連事務。

事務事業の実施状況 ※目標達成、課題解決を図るための具体的目標値

目標値の考え方等

活
動
指
標

老人クラブ連合会会員数
目標値

実績値

指標名 区分 23年度 24年度 25年度

2409 2346 2284

借上バス利用件数
目標値

実績値 11 11 11

事業費積算について

事業費 3,151 3,167 3,030

補助金の有無 有　　　　　　　無

区分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25予算

第1･2次評価　達成度 第1･2次評価　事業の方向 推進委員会評価

順調に取り組まれている

現状維持 廃止・休止 概ね取り組まれている

2 ・高齢者が増加していく中、さらなる取組を進めることが必要。

内容見直し より積極的な取り組みをお願いする

統廃合 その他 早期に取り組む必要がある

達成度 事業の方向 理　　由

Ａ 2
・老人クラブの活動維持のため、今後も継続した取組を行っていく。

評価 意見等

評価結果 意見等

達成度 事業の方向

１次評価のとおり
Ａ 2


