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第３章 計画の内容 

基本目標１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

 

（1） 男女共同参画に関する意識啓発の推進 

 男女の人権の尊重は、男女共同参画社会を形成する上で、その根底をなす基

本理念です。誰もがその理念を理解し、人権意識の高揚を図るために啓発活動

を充実させていきます。 

 また、性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が自立した一人

の人間として相互に尊重され、共に社会のあらゆる分野に参画していけるよう、

男女共同参画意識の普及と高揚を図ります。 

 

≪施策の方向性≫ 

① 男女共同参画社会の実現に向けた広報・啓発活動の推進 

事業名 事業内容 担当課 

広報紙及びホームページ

の活用 

男女平等や男女共同参画を推進する記事を掲載

し啓発に努め、意識改革を進めます。 

総務課 

講演会・講座等の開催 男女平等や男女共同参画に関する講演会等を開

催し、意識改革を進めます。 

総務課 

生涯学習課 

パネル展の開催 男女共同参画をテーマにしたパネル展を開催し

ます。 

総務課 

出前講座の開催 団体・グループ等の要請により男女共同参画に

ついての出前講座を実施します。 

総務課 

生涯学習課 

男女共同参画の視点に立

った文書等の表現の見直

し 

行政文書、広報等の表現に男女平等が生かされ

ているか留意します。 

総務課 

関係各課 

性的少数者への理解 性的少数者（ＬＧＢＴＱ）※11 の性的マイノリ

ティに対する人権の配慮に向け、チラシや広報

等を使い、人権意識の高揚を行います。 

総務課 

 

 

 

 

 

                                                 

※11 性的少数者（ＬＧＢＴＱ）、性的マイノリティ：性自認が生まれた時の身体的な性別と異なってい

たり、性的指向が異性愛ではない人々のこと、Ｌ：レズビアン（女性同性愛者）、Ｇ：ゲイ（男性同

性愛者）、Ｂ：バイセクシュアル（両性愛者）、Ｔ：トランスジェンダー（生まれた時の性別にとら

われずに生きたい人）、Ｑ：クエスチョニング（性的指向を探している状態の人） 
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② 性別による固定的役割分担意識の解消 

事業名 事業内容 担当課 

性別による固定的役割分

担意識の解消を目指す啓

発活動 

「男は仕事、女は家庭」といった性別による固

定的な役割分担意識にとらわれず、男女が自由

に活動できるよう啓発活動を充実します。 

総務課 

男女共同参画に関する意

識調査の実施 

町民の男女共同参画に関する意識の現状を把握

するため、意識調査を実施します。 

総務課 

 

 

③ 各種相談事業の実施 

事業名 事業内容 担当課 

人権相談の実施 様々な人権問題に対応する人権相談を実施しま

す。 

総務課 

行政相談・法律相談の実

施 

行政・法律相談を実施し、法律的な解決に向け

た助言を行います。 

総務課 

相談窓口の周知 相談しやすい環境を整えるとともに、相談窓口

の周知に努めます。 

総務課 

関係各課 

 

④ 人権を尊重するための意識啓発と情報提供 

事業名 事業内容 担当課 

職員研修の実施 職員を対象に人権に関する研修を実施します。 総務課 

生涯学習課 

人権問題講演会の開催 町民を対象とした人権問題に関する講演会を開

催します。 

総務課 

生涯学習課 

公共施設等における情報

提供 

公共施設等に人権意識の啓発、男女平等や男女

共同参画に関する冊子等を備え置き、情報の提

供に努めます。 

総務課 

生涯学習課 

 

 

（2）男女共同参画を育む男女平等の教育、学習の推進 

 一人ひとりが男女共同参画の考え方を理解し、個性と能力を発揮して自らの

意思で行動できるよう、男女共同参画の視点に立った学校教育を推進します。 

 また、あらゆる世代の男女が、互いの人格や個性を尊重し合い、社会の様々

な分野に参画していけるよう、家庭や地域において学習機会の充実を図り、生

涯にわたる男女共同参画の学習を推進します。 
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≪施策の方向性≫ 

① 学校教育における男女平等教育の推進 

事業名 事業内容 担当課 

教職員研修の充実 男女平等、男女共同参画に関する研修会を実施

し、男女平等教育の一層の推進を図ります。 

学務課 

指導の充実 教育活動全体を男女平等、男女共同参画の視点

に立ち、児童・生徒の発達段階に応じた指導内

容・指導方法の工夫・改善に努め、一人ひとり

を大切にした教育の充実を図ります。 

学務課 

生活指導や進路指導の充

実と体験学習による職業

観の育成 

個性尊重・男女平等の観点からの生活指導や進

路指導を行うとともに、職業観の育成のため中

学校において職業体験（スリーデイ・チャレン

ジ事業）を実施します。 

学務課 

児童・生徒の発達段階に

応じた性教育の充実 

児童・生徒の成長過程に即し、人権尊重の観点

からの性教育を充実します。 

学務課 

国際化へ対応した教育 外国語指導助手制度等の活用を図り、国際社会

に対応できる児童・生徒の育成に努めます。 

学務課 

 

② 生涯学習における男女共同参画の推進 

事業名 事業内容 担当課 

各種学級・講座の充実 男女共同参画の視点から学習内容の充実に努め

るとともに、町民が参加しやすい環境の確保に

努めます。 

生涯学習課 

女性のチャレンジ支援事

業の情報提供 

男女共同参画推進センター（With You さいた

ま）を拠点とした、起業を目指す女性の支援講

座をはじめ、就職支援セミナーなど各種講座の

情報提供に努めます。 

総務課 

生涯学習課 

託児サービスの実施 子どもをもつ女性が学習活動等に参加しやすい

環境をつくるため、託児サービスの実施に努め

ます。 

生涯学習課 

まなび亭出前講座の活用 まなび亭出前講座の活用により、行政に関する

学習活動を支援します。 

生涯学習課 

生涯学習人材登録制度の

活用 

生涯学習人材登録制度の活用により、自主的な

学習活動を支援します。 

生涯学習課 

男女共同参画に関する図

書や資料の充実 

男女共同参画に関する図書や資料の充実を図り

ます。 

図書館 
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③ 家庭教育における男女共同参画の推進 

事業名 事業内容 担当課 

家庭教育学級の充実 家庭において、男女平等、男女共同参画の視点

が反映されるよう、家庭教育学級の充実に努め

ます。 

生涯学習課 

教育相談の充実 家庭における子どもの養育上の問題に応じるよ

う、教育相談事業を充実します。 

学務課 

 

（3）配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護（ＤＶ防止基本計画） 

 配偶者等からの暴力（ＤＶ）は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害で

す。 

ＤＶは、外部からその発見が困難な家庭内において主に行われるため、潜在

化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向にあります。このため、

周囲も気付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという

特性もあります。 

また、ＤＶの被害者が、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女

性に対して配偶者等が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実

現の妨げとなっています。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等を図るためには、ＤＶを防

止し、被害者を保護するための不断の取組が必要となります。 

行政にあっては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（ＤＶ防止法）の趣旨を踏まえ、ＤＶを防止するとともに、被害者の自立を支

援することを含め、その適切な保護を図ることが必要となります。中でも特に、

最も身近な行政主体である市町村には、地域に根ざしたきめ細やかな支援を行

うことが求められます。 

ＤＶ防止法では、市町村に対して、基本計画の策定に努めることを求めてい

ます。本町においては、上記の基本計画を本計画と一体的に策定し、ＤＶの根

絶に向けて、関係機関と連携し、ＤＶを許さない社会意識の醸成に向けた取組

を進めていきます。同時に、被害者の立場に立った切れ目のない支援を行うた

め、相談から保護、自立支援に至るまで総合的な対策を図り、被害者が相談し

やすい環境を整備し、関係機関との連携体制を整備します。 

 

 

≪施策の方向性≫ 

① 暴力の防止に向けた意識啓発 

事業名 事業内容 担当課 

暴力の防止に向けた啓発

活動 

人権尊重の観点から、様々な機会を通じて、DV

に対する認識を深め、防止のための意識啓発を

推進します。 

総務課 

健康福祉課 

子育て支援課
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啓発紙の発行等による啓

発 

女性に対する暴力を防止するため、情報紙、広

報紙などの配布、関連図書及び啓発ビデオの貸

し出しなどにより啓発活動の充実をします。 

総務課 

健康福祉課 

子育て支援課

 

② 相談体制の充実 

事業名 事業内容 担当課 

相談事業の実施 DV 等の相談に対応できるよう庁内の体制を整

えるとともに、関係機関との連携を図ります。 

総務課 

健康福祉課 

子育て支援課

相談窓口の周知 DV 等の相談に応じるため、広報紙や町ホーム

ページの他、様々な機会を通じて相談窓口の周

知を図り、相談者が相談しやすい環境を整えま

す。 

総務課 

健康福祉課 

子育て支援課

 

③ 暴力被害者の保護と支援 

事業名 事業内容 担当課 

保護支援体制の整備 被害者の救済を迅速に対応するため、関係課

の連携を強化するとともに、ケースに応じた

対応が図られるよう体制を整備します。 

総務課 

健康福祉課 

子育て支援課 

関係機関との連携 被害者の保護と支援のため、警察、婦人相談

センター、女性のための緊急一時避難所等の

関係機関との連携を推進します。 

総務課 

健康福祉課 

子育て支援課 

安全の確保への配慮 被害者の生命身体の安全を確保するため、情

報管理の徹底等、被害者及びその親族、支援

者等の関係者の安全の確保を常に考慮しま

す。 

全課 

(主管課：総務課)

 

④ 多様な自立に関する支援の提供 

事業名 事業内容 担当課 

自立に関する支援の充実 DV 被害者が避難先で落ち着いた生活を取り戻

すために、心身の健康回復のための支援や自立

に向けた必要な支援を行います。 

・面接相談、電話相談、専門相談の充実を図り

ます。 

・被害者に関する個人情報の保護に努めます。 

・子どもに対する支援の充実を図ります。 

総務課 

健康福祉課 

子育て支援課

学務課 

※上記の施策については、デートＤＶ等交際相手からふるわれる暴力の場合に

ついても、準じて取り扱うこととします。 



第 3 章 計画の内容 
 

 - 39 - 

 

≪指 標≫ 

項 目 現状値 目標値 目標値の設定根拠 

意識調査による「家庭」「地域

活動」の項目の平等感 

「家庭」 

46.9% 

「地域活動」 

29% 

（令和２年度）

「家庭」 

50%以上 

「地域活動」 

40%以上 

（令和７年度）

令和２年度に実施した「男女

平等意識調査」の平等感（全

体値）で「家庭」が 46.9%、

「地域活動」が 29%の結果と

なっていることから、本目標

値とした。 

意識調査による「男は仕事、女

は家庭」の考え方 

「同感する」 

8.3％ 

「同感しない」

53.6％ 

(令和２年度) 

「同感する」 

5％以下 

「同感しない」

70％以上 

（令和７年度）

同じく意識調査の性別役割分

担意識（全体値）で「同感す

る」が 8.3％、「同感しない」

が 53.6％の結果 

意識調査による「家事」「子育

て」の項目の家庭生活での役割

分担状況 

主に男性 

「家事」 

4.7％ 

「子育て」 

0.8％ 

（令和２年度）

主に男性 

「家事」 

20％以上 

「子育て」 

10％以上 

（令和７年度）

同じく意識調査の家庭生活で

の役割分担（全体値）で主に

男性の「家事」が 4.7％、「子

育て」0.8％の結果となってい

ることから、本目標値とした。
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基本目標 2 あらゆる分野での男女共同参画を進める環境づくり 

 

（1）政策や方針の立案及び決定過程への男女共同参画 

 女性の意見が町政に反映されるよう、委員会・審議会等への女性委員の割合

を高めるよう努めます。 

 また、町の政策決定にかかわる女性管理職は、少ない状況であり、管理職へ

の登用が進むよう人材の育成を図ります。 

 

≪施策の方向性≫ 

① 審議会等における女性の割合の向上 

事業名 事業内容 担当課 

審議会等への女性の参画

の推進 

審議会等において、女性の積極的な登用を進め

ます。 

令和７年度末の目標値 

・審議会等における女性委員 35%以上 

・女性を含む審議会等の割合 90% 

総務課 

関係各課 

公募による委員の拡大 町民の町政への参加意識を高めるとともに、女

性も委員として参加しやすくするため、公募に

よる委員の数を拡大します。 

総務課 

関係各課 

女性職員の積極的な登用 女性職員の管理職への登用を積極的に進めま

す。 

総務課 

職員研修の実施 職員を対象とした研修をさらに充実させます。 総務課 

 

② 男女の人材発掘・リーダー等の育成 

事業名 事業内容 担当課 

女性団体、女性リーダー

の育成 

町内の各種女性団体の積極的な育成に努めると

ともに、女性リーダーの育成と資質の向上に努

めます。 

総務課 

関係各課 

男性リーダーの育成 各種研修会や男女共同参画を推進する男性リー

ダーを育成するために講座の開催などの情報提

供を行い男性リーダーの育成に努めます。 

総務課 

関係各課 
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（2）男女の家庭生活と地域活動との両立支援 

 育児や介護、家庭等の家庭内労働の負担割合が女性に大きく偏っているとい

うことが、女性の社会参加を阻む要因のひとつとなっています。 

 男女が家庭を大切にしながら、その能力を十分に発揮し、生きがいを持って

働くことができるよう、事業所の理解と家族の協力を促し、子育て支援や介護

支援の拡充などを図り、仕事と育児や家族の介護などの家庭生活を両立できる

ように環境を整えることが重要です。 

 また、女性に偏りがちな子育てや介護の負担を軽減し、男女が仕事や地域活

動を安心して行うために、保育事業の充実や子育て支援、在宅サービスの拡充

など、地域全体で支え合う体制を整えます。 

 

≪施策の方向性≫ 

① 地域における子育て支援の充実 

事業名 事業内容 担当課 

乳幼児健診・家庭訪問の

充実 

母子保健法に基づく健診や相談及び訪問（こん

にちは赤ちゃん事業同時実施）を実施します。 

健康福祉課 

妊婦健康診査の実施 妊娠の経過の観察と妊婦の健康保持・増進を図

るため、妊婦健康診査を実施します。 

健康福祉課 

地域における子育て支援

の充実 

子育て支援センターにおける相談、情報提供の

推進に努めます。 

子育て支援課

家庭における子育て支援

の充実 

こどもの医療費支給制度の充実を図ります。 子育て支援課

子どもの発達への支援 乳幼児健康診査の保健指導の充実を図ります。 健康福祉課 

保育サービスの充実 時間外保育、低年齢児保育、障害児保育、一時

保育を実施し、保育ニーズの多様化に対応した

保育サービスを実施します。 

 令和７年度末の目標値 

 ・待機児童数   0 人 

子育て支援課

学童保育室の充実 保護者の就労などのため、放課後の児童の生活

の場として、学童保育室の充実を図ります。 

子育て支援課

病児・病後児等緊急サポ

ート事業の実施 

病時・病後時などの緊急に子どものお預かりが

必要な方へのサービスとして病児・病後児等緊

急サポート事業を実施します。 

子育て支援課

子育てに関する講座の実

施 

地域の子育てリーダーとなる人材の育成に努め

ます。 

生涯学習課 

子育てに関する相談体制

の推進 

育児相談をはじめとして、子育てに関する相談

や情報提供に努めます。 

健康福祉課 

子育て支援課
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② 男女が共に支える介護支援の充実 

事業名 事業内容 担当課 

介護サービス基盤の充実 介護保険事業計画に基づき、介護サービス基盤

の整備に努めます。 

健康福祉課 

介護相談窓口の充実 地域包括支援センターによる総合相談により、

在宅介護等に関する相談体制の充実を図りま

す。 

健康福祉課 

介護者家族のつどいの開

催 

在宅で介護する家族の悩みなどを解消する場と

して介護者家族のつどいを開催します。 

健康福祉課 

在宅保健福祉サービスの

充実 

高齢者や障がい者などに対する在宅保健福祉サ

ービスの充実を図ります。 

健康福祉課 

介護保険制度の普及 介護保険制度の普及に努め、高齢者の自立支援

を図ります。 

健康福祉課 

 

③ 家庭生活における男女共同参画の推進 

事業名 事業内容 担当課 

家庭教育の充実 家庭における子育て機能の充実が子どもの成長

にとって重要であることから、母子保健事業や

PTA 活動、地域活動などと連携し、家庭の教育

力の向上に努めるとともに、父親を対象とした

家庭教育研修などの推進に努めます。 

健康福祉課 

子育て支援課

生涯学習課 

学務課 

各種教室・講座の充実 男性も女性も関係なく、子育て・介護・家事が

行えるよう各種教室、講座の充実を図ります。 

健康福祉課 

子育て支援課

生涯学習課 

 

④ 地域活動における男女共同参画の推進 

事業名 事業内容 担当課 

コミュニティの推進 地域づくり事業やコミュニティ事業などの地域

活動を通して、男女共同参画の推進を図ります。 

企画財政課 

地域活動への参画の促進 男女を問わず地域活動への参加を促がすため、

広報・啓発を行います。 

総務課 
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（3）働く場における男女共同参画の推進 

 男女雇用機会均等法の周知に努めるとともに、職場における男女の格差を是

正するため労働環境の整備を促進します。 

 また、男女が働きやすい環境を整備するため、セクシュアル・ハラスメント、

パワー・ハラスメント※12 の防止に向けた啓発を行い、仕事と生活時間の調和の

推進に努め、育児・介護休暇の取得がしやすく、職場に復帰しやすい環境の整

備を促進します。 

 さらに、農林業、商工自営業に従事する女性が、正当な労働評価がなされ、

その地位が向上するよう働きかけます。 

 

≪施策の方向性≫ 

① 職場における男女平等の促進 

事業名 事業内容 担当課 

男女雇用機会均等法の周

知 

雇用における男女平等を推進するために、男女

雇用機会均等法の趣旨を周知し、雇用側の正し

い理解を深めるよう働きかけます。 

総務課 

産業観光課 

女性がいきいきと能力を

発揮できる就業支援 

女性に対する仕事上の差別や賃金格差、昇進、

昇格や管理職への登用などにかかる労働環境の

改善を事業主に働きかけます。 

総務課 

産業観光課 

多様な就業ニーズを踏ま

えた就業環境の整備 

女性の社会進出に伴う就業場所や職種等の多様

化に対して、女性が安心して働けるよう労働環

境の整備を働きかけます。 

総務課 

産業観光課 

 

② 女性のチャレンジ支援と能力開発 

事業名 事業内容 担当課 

女性の職業能力開発講座

等の情報提供 

県や関係機関との連携を図り職業能力のスキル

アップを目指し労働情報の提供や就労に必要な

知識、技能を習得する各種講座などの情報提供

の充実を図ります。 

総務課 

産業観光課 

再就職支援のための情報

提供 

子育て後の女性の再就職を支援するため、関係

機関、関係団体等と連携を図り、情報提供の充

実を図ります。 

総務課 

産業観光課 

 

 

 

                                                 

※12 パワー・ハラスメント：権力や地位を利用した嫌がらせのことを言います。会社などで職権などの

権力差（パワー）を背景にし、本来の業務の範疇を超えて継続的に、人格と尊厳を傷つける言動を 

行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える行為を指します。 
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③ 農林業、商工業における男女共同参画の推進 

事業名 事業内容 担当課 

家族経営における役割分

担の明確化 

家族経営にあっては、男女、親子を問わず、家

族全員が意欲と生きがいをもって仕事が継続で

きるよう、仕事の役割分担等について、文書で

取り決めするよう推進します。 

産業観光課 

農業従事者への支援 農業従事者の高齢化や後継者不足を解消するた

め、男女問わず農業の担い手として参画できる

よう、県や関係団体と連携を図り、農業技術の

講習会等を開催します。 

産業観光課 

関係団体の育成 農業などに従事する女性の団体の育成を図りま

す。 

産業観光課 

 

④ 事業所に対する啓発 

事業名 事業内容 担当課 

セクシュアル・ハラスメ

ント、パワー・ハラスメ

ント防止に向けた啓発 

職場内でのセクシュアル・ハラスメントやパワ

ー・ハラスメントを防止し、誰もが働きやすい

環境づくりを目指して事業主と就業者に啓発を

行います。 

 

総務課 

産業観光課 

ワーク・ライフ・バラン

スの実現に向けた情報提

供 

男女ともに仕事と家庭・地域のバランスのとれ

た生活を実現するため、情報の提供に努めます。 

総務課 

産業観光課 

法制度の周知徹底 男女雇用機会均等法、労働基準法、パートタイ

ム労働法などの法制度についての周知徹底に努

めます。 

総務課 

産業観光課 
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（4）国際理解の推進 

 多様な価値観や文化にふれることにより、国際感覚を養い、国際理解の推進

に努めます。また、外国人が地域社会で安心して暮らせるよう、生活情報など

の情報の提供に努めます。 

 

≪施策の方向性≫ 

① 国際理解の推進 

事業名 事業内容 担当課 

国際理解の推進 国際理解を深めるため、パンフレット等による

広報活動を促進するとともに、国際交流を通じ

て男女平等を推進します。 

総務課 

異文化体験事業の実施 外国人による料理教室や民族衣装の紹介などに

より異文化体験の機会の提供に努めます。 

生涯学習課 

外国語教室の開催 外国語を学習する講座・教室を開催します。 生涯学習課 

外国語学習サークルの育

成 

外国語学習サークルの育成に努めます。 生涯学習課 

 

② 外国人への支援の充実 

事業名 事業内容 担当課 

外国語による生活情報の

提供 

町からの生活関連情報について、可能な限り外

国の方も理解できる表記に努めます。 

関係各課 
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≪指 標≫ 

項 目 現状値 目標値 目標値の設定根拠 

審議会等における女性委員の割合 
23.2%

（令和２年度）

35%

（令和７年度）

国は令和 2 年度までに、埼玉県は

平成 28 年度までに 40%を目標

としている。町の第３次計画の目

標値が 35％であったことから、

施策の推進状況を考慮して 35%

とした。 

女性を含む審議会等の割合 
88.8%

（令和２年度）

90%

（令和７年度）

現状としてある程度の高い割合

で実施できているため、目標値を

90％とした。 

保育園における待機児童数 
0 人

（令和２年度）

0 人

（令和７年度）

現状値として待機児童数 0 人で

あり、この状況を維持する必要が

あるため目標値とした。 
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基本目標 3 誰もが健やかで安心して暮らせる男女共同参画のまちづくり 

 

（1）生涯を通じた健康支援の推進 

 食生活の変化や運動不足などを起因とする生活習慣病を予防し、生涯を通じ

た健康を維持するため、各種健診（検診）や相談などの対策を行い、健康づく

り事業の充実を図ります。 

 また、食と健康について関心が持てるよう、情報の提供と健康教育の推進を

図ります。 

 

≪施策の方向性≫ 

① 健康増進事業の推進 

事業名 事業内容 担当課 

生活習慣病予防の充実 生活習慣病の早期発見を図るとともに、生活

行動の改善を図るため特定健康診査及び特定

保健指導を実施します。 

 令和７年度末の目標値 

 ・特定健康診査（国保）受診率 60%以上 

 ・特定保健指導（国保）実施率 60%以上 

町民課 

健康福祉課 

がん予防の充実 がんの早期発見・治療を図るため、各種がん

検診を実施します。また、がん予防について

の正しい知識の普及に努めます。 

健康福祉課 

女性特有のがん検診の推

進 

女性特有のがん（乳がん・子宮頸がん）検診

の受診率を向上させます。また、女性のがん

についての正しい知識の普及に努めます。 

令和７年度末の目標値 

 ・乳がん検診    受診率 50%以上 

 ・子宮頸がん検診  受診率 50%以上 

健康福祉課 

介護予防の充実 加齢や疾病による機能低下の早期発見を図る

ため、介護予防事業を充実するとともに、知

識の普及、啓発に努めます。 

健康福祉課 

健康教育の充実 早期のうちから生活習慣病の予防を図るた

め、各種健康教育を実施します。 

健康福祉課 

相談体制の充実 健康相談、生活習慣病健康相談、よろず健康

相談日を設定し、健康管理について相談しや

すい体制を図ります。 

健康福祉課 
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② 母子保健事業の充実 

事業名 事業内容 担当課 

妊婦健康診査の充実 妊婦健康診査の公費負担回数を国で定める標

準健診回数の 14 回を実施します。 

 令和７年度末の目標値 

 ・妊婦健康診査公費負担回数 14 回 

健康福祉課 

ママパパ教室の開催 赤ちゃんを迎えるための準備としてパパママ

教室を開催します。 

 令和 7 年度末の目標値 

 ・妊婦の参加率  50%以上 

 ・夫の参加率   40%以上 

健康福祉課 

新生児訪問指導の充実 新生児家庭の訪問指導（こんにちは赤ちゃん

事業同時実施）を実施します。 

 令和 7 年度末の目標値 

 ・新生児家庭への全数訪問の実施 

健康福祉課 

予防接種事業の充実 定期予防接種の積極的勧奨を図るとともに、

任意予防接種（子宮頸がんワクチン・インフ

ルエンザ菌（Hib）ワクチン・小児用肺炎球菌

ワクチン）の接種補助を実施します。 

健康福祉課 
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③ リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識啓発  

事業名 事業内容 担当課 

リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツの周知 

妊娠や出産について自己決定できるよう広報

紙や啓発パンフレット等より、啓発に努めま

す。女性の健康は妊娠・出産と大きく関係す

るため、女性の健康と権利が守られるよう「リ

プロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖

に関する健康・権利）」の考え方の普及に努め

ます。また、妊娠中及び出産後も女性が継続

して働けるよう母性保護と健康管理について

情報提供を行います。 

健康福祉課 

母性保護に関する情報提

供 

町民に対して母性保護の情報を提供し、母性

に対する理解と協力が得られるよう情報の提

供に努めます。 

健康福祉課 

小・中学校における保健

教育の充実 

児童・生徒の発達段階に応じた性に関する知

識や、生命尊重、人権尊重、男女平等の精神

に基づく正しい異性観を持ち、現在及び将来

の生活における性に関する問題に対して、適

切な意思決定や望ましい行動がとれるよう、

健康教育（性教育）の充実に努めます。 

学務課 
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④ 健康づくりの推進 

事業名 事業内容 担当課 

健康づくり推進事業の充

実 

町民と行政が一体となった健康づくりの推進

を図るため、各種保健事業や健康づくり協力

員活動を充実します。 

健康福祉課 

スポーツ大会・スポーツ

教室の開催 

健康・体力づくりに向けて各種スポーツ大会、

スポーツ教室を開催します。 

生涯学習課 

スポーツ、レクリエーシ

ョン活動の推進 

スポーツ・レクリエーションを通じた健康づ

くりを図るため、指導者の育成確保に努めま

す。 

生涯学習課 

健康づくりとしてのウオ

ーキングの普及 

ヘルスロードや地区のウオーキングマップを

活用し、健康づくりとしてのウオーキングの

普及に努めます。 

健康福祉課 

 

⑤  食育※13 の推進 

事業名 事業内容 担当課 

正しい食の情報提供 食と健康との関係について理解を促がすため

広報紙や啓発資料等により情報の提供に努め

ます。 

健康福祉課 

 

学校給食・保育園給食を

通じた食育の推進 

学校給食・保育園給食等を通じて、食に関す

る教育の推進に努めます。 

子育て支援課 

学務課 

親子体験教室の開催 親子体験教室等の機会を通じて、親子で食生

活に対する関心と正しい理解の普及に努めま

す。 

生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

※13 食育：様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実

践することができる人間を育てることを言います。 
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（2）安心して暮らせる生活への支援 

 高齢者が生きがいをもって生活できるよう高齢者団体の活動や雇用の機会を

確保するための支援を行います。 

 また、障がい者の自立を目指して、相談事業の実施や就労支援をはじめとす

る障がい者への各種支援を行います。 

 誰もが、安心して暮らせるよう災害に備え、犯罪の起きにくいまちづくりを

進めるため防災・防犯体制の整備を進めます。 

 

≪施策の方向性≫ 

① 高齢者支援の充実 

事業名 事業内容 担当課 

たかとりクラブ（老人ク

ラブ）への支援 

高齢者が生きがいをもって生活できるよう、

たかとりクラブの活動を支援します。 

健康福祉課 

高齢者の就労支援、社会

参加の促進 

高齢者の就業機会の拡大や社会参加の促進、

生きがいづくりを促がすため、越生町シルバ

ー人材センターの活動を支援します。 

健康福祉課 

高齢者への各種支援 高齢者が住み慣れた地域でできる限り自立し

て生活できるよう、必要に応じた在宅サービ

ス、自立に向けた支援を行います。 

健康福祉課 

高齢者の学習の場の提供 粋生学級（高齢者学級）を開催するなど、高

齢者向けの各種講座を提供します。 

生涯学習課 

 

② 障がい者（児）やひとり親家庭の福祉の充実 

事業名 事業内容 担当課 

障がい者相談事業の実施 身体・知的・精神障がい者（児）の生活全般

にわたる相談や福祉サービスの利用支援など

を実施します。 

発達障害など発達の遅れに関する相談を受け

るとともに、早期対応に努めます。 

健康福祉課 

学務課 

障がい者の就労支援 障害者就労支援センター及びハローワークな

どと連携し、障がい者の就労支援を実施しま

す。 

令和７年度末の目標値 

 ・障がい者の就労支援者数 2 人以上 

健康福祉課 

障がい者に対する各種支

援の実施 

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事

業、重度心身障害者医療費助成事業など様々

な支援を行います。 

健康福祉課 
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ひとり親家庭に対する各

種支援の実施 

児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成事

業などの支援を実施します。 

子育て支援課 

 

③ 防犯体制の整備 

事業名 事業内容 担当課 

防犯対策の意識啓発 広報紙やホームページ等を活用して、家庭に

おける防犯対策の啓発に努めます。 

総務課 

駅前防犯パトロールの推

進 

駅前防犯センターを拠点として、防犯パトロ

ールを実施します。 

総務課 

防犯パトロール・防犯広

報の実施 

毎月防犯パトロール・広報車広報を実施しま

す。また、職員による青パトにより通学路の

パトロール・広報車広報を実施します。 

総務課 

関係各課 

自主防犯組織の組織化 地域における防犯組織として、自主防犯組織

の組織化の支援を行います。 

令和 7 年度末の目標値 

 ・自主防犯組織の組織率  50%以上 

総務課 

 

④ 防災体制の整備 

事業名 事業内容 担当課 

防災訓練の実施 防災意識の高揚を図るため、防災訓練を実施し

ます。 

総務課 

自主防災組織の充実 災害に備え、地域における自主防災組織の充実

を図ります。 

総務課 

災害対策の意識啓発 広報紙やホームページ等を活用して、家庭にお

ける災害対策の啓発に努めます。 

総務課 
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≪指 標≫ 

項 目 現状値 目標値 目標値の設定根拠 

国民健康保険における特定健

康診査の受診率及び特定保健

指導の実施率 

受診率 

40.5% 

実施率 

19.8% 

（令和元年度）

受診率 

60%以上 

実施率 

60%以上 

（令和 7 年度）

越生町特定健康診査等実

施計画において平成 29 年

度 の 目 標 数 値 は 受 診 率

60％、実施率 60％とされ

ており、平成 26 年度の数

値を考慮し、目標値を設定

した。 

女性特有のがん（乳がん・子宮

頸がん）検診受診率 

乳がん検診 

14.7% 

子宮頸がん検診

12.3% 

（令和元年度）

乳がん検診 

50%以上 

子宮頸がん検診

50%以上 

（令和 7 年度）

国における女性特有のがん検

診受診率目標とした。 

妊婦健康診査公費負担回数 
14 回 

（令和元年度）

14 回 

（令和 7 年度）

国における妊婦健康診査の標

準健診回数の14回を平成21

年度から実施しているが、現

状値の維持を目標値とした。

ママパパ教室の参加の割合 

妊婦の参加率 

20.5% 

夫の参加率 

17.9% 

（令和元年度）

妊婦の参加率 

50%以上 

夫の参加率 

40%以上 

（令和 7 年度）

越生町次世代育成支援行動計

画の目標値とした。 

新生児訪問の実施数 
全数訪問 

（令和元年度）

全数訪問 

（令和 7 年度）

越生町次世代育成支援行動計

画の目標値とした。 

障がい者の就労支援者の数 
2 人 

（令和元年度）

３人 

（令和７年度）

越生町障がい者福祉計画の目

標値とした。（一般就学移行者

数） 

自主防犯組織の組織率 
34.4% 

（令和元年度）

50%以上 

（令和７年度）

令和元年 4 月現在の地区にお

ける自主防犯組織数は 10 地

区となっている。地区の半数

が組織することを目標値とし

た。 

 


