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担当課別事業一覧 

全課共通 

(審議会等所管
する課) 

基本目標2 基本方向5 施策内容1 35審議会への女性登用の促進事業 

行政推進課 基本目標１ 基本方向１ 施策内容1 1男女共同参画事業 

施策内容2 2,4男女共同参画事業 

基本方向２ 施策内容1 9男女共同参画事業 

 29男女共同参画事業 

基本目標2 基本方向5 施策内容1 36審議会への女性登用事業 

施策内容3 38審議会への女性登用事業 

基本方向6 施策内容2 42市民協働推進事業 
 公益活動促進事業 

基本目標3 基本方向8 施策内容1 58ワークライフバランスの意識 
啓発事業 

基本目標4 基本方向11 施策内容1 76,77配偶者等暴力防止啓発事業 

 施策内容2 79配偶者等暴力防止啓発事業 

施策内容3 81配偶者等暴力防止啓発事業 

基本方向12 施策内容1 84男女共同参画推進事業 

推進体制1   90，91男女共同参画推進事業 

推進体制2   92，93男女共同参画推進事業 

推進体制3   94男女共同参画推進事業 

職員課 基本目標2 基本方向5 施策内容2 37（職員管理業務） 

推進体制1   88職員研修事業 

89（職員管理業務） 

情報推進課 基本目標１ 基本方向1 施策内容3 5広報紙発行事業 

6情報化施策推進事業 

基本方向4 施策内容1 32情報化施策推進事業 

危機管理課 基本目標2 基本方向6 施策内容2 43自主防災組織育成事業 

市民課 基本目標1 基本方向2 施策内容1 12公聴活動事業 

基本方向4 施策内容2 33平和推進事業 

基本目標2 基本方向6 施策内容2 44地域コミュニティ推進事業 

基本目標4 基本方向10 施策内容1 72人権意識の普及啓発事業 

施策内容2 

74犯罪のない安全で安心なまちづ 
くり推進事業 

75防犯活動支援事業 

福祉課 基本目標2 基本方向6 施策内容2 41社会福祉等団体活動支援事業 

基本目標3 基本方向9 施策内容1 71障がい者福祉計画・障がい福祉計
画策定事業 

高齢者支援課 基本目標2 基本方向6 施策内容1 40介護予防推進事業 

基本目標3 基本方向9 施策内容1 63高齢者支援サービス事業 

64地域包括支援センター運営事業 

65認知症支え合い事業 
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66高齢者サービスガイド作成事業 

67ミニディサービス事業 

68高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画策定 

69成年後見制度利用支援事業 

70老人倶楽部活動支援事業 

基本目標4 基本方向13 施策内容2 87高齢者虐待防止ネットワーク事業 

健康推進課 基本目標1 基本方向3 施策内容1 17妊産婦保健推進事業 

施策内容2 19妊産婦保健推進事業 

 乳幼児保健推進事業 

20女性特有のがん検診推進事業 

（H24～がん検診推進事業） 

21 子宮頚がんワクチン予防接費用
助成事業 
（H24～予防接種推進事業） 

施策内容3 23健康づくり啓発事業 

 生活習慣病予防事業 

24精神保健推進事業 

25食育推進計画策定事業 
  食育推進事業 

基本目標2 基本方向6 施策内容1 39妊産婦保健推進事業 

基本目標4 基本方向13 施策内容1 86乳幼児保健推進事業 

国保医療課 基本目標1 基本方向3 施策内容2 22乳幼児等医療費助成事業 

施策内容3 26特定健康診査・特定保健指導事業 

基本目標3 基本方向8 施策内容2 59ひとり親家庭等医療費助成事業 

児童家庭課 基本目標3 基本方向8 施策内容1 52保育園一時預かり事業 

53病児緊急預かり事業 

54子供手当支給事業 

施策内容2 60ひとり親家庭支援事業 

61児童扶養手当支給事業 

62母子自立支援相談事業 

基本目標4 基本方向11 施策内容2 78母子自立支援相談事業 

  家庭児童相談室運営事業 

79配偶者等暴力防止啓発事業 

80家庭児童相談室運営事業 

施策内容4 82子育て支援短期利用事業 

83母子自立支援相談事業 

基本目標4 基本方向13 施策内容1 85家庭児童相談室運営事業 

子育て支援センター 基本目標3 基本方向8 施策内容1 55ファミリーサポートセンター事業 

56地域子育て支援センター運営事業 
  シルバー子育てサポート事業 

57子育て支援ネットワーク事業 



平成 23 年度第 1 回男女共同参画推進会議、男女共同参画懇話会資料 

 

- 3 - 

 

商業労働課 基本目標１ 基本方向１ 施策内容2 3（北広島市労働事情調査） 

基本目標3 基本方向7 施策内容1 45小規模事業指導推進事業 

46季節労働者通年雇用促進支援事業 

47雇用対策事業 

施策内容2 49地域職業相談室運営事業 

50シルバー人材センター活動支援事業 

51コミュニティビジネス創業支援事業 

工業振興課 基本目標3 基本方向7 施策内容1 48企業人材づくり支援事業 

教育総務課 基本目標１ 基本方向2 施策内容2 13学校教育団体活動支援事業 

基本方向4 施策内容2 34姉妹都市子ども大使交流事業 

学校教育課 基本目標１ 基本方向2 施策内容2 14心の教育推進事業 

基本方向3 施策内容1 18（学校教育の推進） 

基本方向4 施策内容1 31外国語指導助手活用事業 

青少年課 基本目標１ 基本方向1 施策内容3 7，8青少年健全育成啓発事業 

基本目標１ 基本方向2 施策内容2 15不登校対策・教育相談事業 

16心の教室相談事業 

基本目標１ 基本方向3 施策内容3 28青少年健全育成啓発事業 

基本目標4 基本方向10 施策内容1 73青少年健全育成啓発事業 
  青少年安全対策事業 

社会教育課 基本目標1 基本方向2 施策内容1 10生涯学習市民活動団体支援事業 
  生涯学習振興会支援事業 
  フレンドリーセンター運営事業 
  中央公民館活動推進事業 

基本方向3 施策内容3 27市民スポーツ活動推進事業 

基本方向4 施策内容1 30国際交流事業 

文化課 基本目標1 基本方向2 施策内容1 11生涯学習支援情報システム整備事業 

 


