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【目標】 【基本目標】 【施策の方向】 【基本的な施策】

（１）さまざまな機会における
　　　男女平等意識の普及と啓発

①行政・事業者・市民・ＮＰＯなどと相互の連携のもと、広報・啓発活動
②学校教育や生涯学習、家庭生活における男女平等の教育

（２）家庭・地域での男女共同参画の実践
①男女共同参画に関する調査
②家庭・地域における慣行の見直しと男女共同参画の実践

（３）多文化共生を目指す活動の推進
①女性の地位向上のための国際的情報収集と提供
②多文化交流の推進

（１）政策・方針決定過程への女性の
　　　参画拡大と女性の意見の反映

①市の付属機関などにおける女性の参画拡大
②行政の女性職員の採用と登用、人材育成と活用
③市政への女性の意見や提言の反映と促進

（２）地域・職場・団体などにおける
　　　男女共同参画の推進

①企業・団体などとの連携・協力要請
②地域活動における女性参画の促進と啓発

（４）女性の社会参加の推進
①女性のエンパワーメントのための広報・学習
②働く女性の職業意識と能力向上の支援
③市政への関心を高める学習の促進

（１）安心して働き続けることのできる
　　　環境整備

①働く場での男女平等
②仕事と家庭のバランスの良い働き方の重要性の啓発
③育児・介護休業法制度など利用の促進

（２）仕事と家庭生活を両立するための支援
①育児・介護など家庭生活への男性の参画の啓発・支援
②子育て支援の充実
③介護サービスと相談体制の充実

（１）男女間のあらゆる暴力の根絶
①女性に対する暴力根絶についての広報・啓発
②相談体制の充実

（２）生涯にわたる健康の支援
①生涯を通じた健康管理、保持増進のための広報・教育・支援・相談
②妊娠・出産に関する支援

１. 人権尊重及び
　　男女共同参画社会に
　　向けての意識改革

２．意思決定過程への
　　男女共同参画の拡大

３．男女がともに仕事と
　　生活の調和をはかれる
　　環境づくり

４．健康で安心して
　　生活できる環境づくり

男
　
女
　
共
　
同
　
参
　
画
　
社
　
会
　
の
　
形
　
成

すべての市民が性別による差別を受けることなく個人として

尊重され、自らの意思によって、社会のあらゆる分野に参画し、

男女がともに支えあう社会を目指します。

基 本 理 念

プランの体系
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平成 29年度 伊達市男女共同参画プラン実施状況報告 

  

 基本目標１ 人権の尊重及び男女共同参画社会に向けての意識改革 

     施策の方向（１） さまざまな機会における男女平等意識の普及と啓発 

           基本的な施策 ①行政・事業者・市民・NPOなどと相互の連携のもと、広報・啓発活動 

②学校教育や生涯学習、家庭生活における男女平等の教育 

具体的な事業 実施課 実施内容 

講演会・講座の開催 － 未実施 

職員研修の実施 

市民協働課 

【事業の概要】 

市役所内に男女共同参画の意識を浸透させるため、男女共同参画推進庁内委員を対象に研修会を実施。 

【結果】 

庁内委員が男女共同参画について学び、その必要性について理解しました。 

【今後の課題】 

庁内委員のみでなく全職員を対象とした研修会の実施。 

刊行物等の情報発信 － 未実施 

幼稚園、小中学校における社会

的性別（ジェンダー）にとらわ

れない男女平等教育の推進 

学校教育課 

【事業の概要】 

教職員が、社会科、道徳科、学級活動等の教育活動の中で、男女平等の理念を踏まえて指導しました。 

【結果】 

男女平等の理念について周知、理解を深めました。 

全校（小学校 21校、中学校６校）で、男女混合名簿を作成、使用しています。 

小学校において、児童に対して男女に限らず、すべて「○○さん」という呼び方をしている学校が増えてい

ます。中学校の生徒会長 伊達市内６校中１校が女子生徒です。（28年度は２校）。 

【今後の課題】 

男女平等教育とともに、相互理解や他者理解、さらに多面的・多角的な価値観についても指導していきます。 

こども育成課 

【事業の概要】 

 日々の保育や各種行事を通して、自分以外の人を理解し、友達と一緒に協力し合って活動することの大切さ

等指導してきました。 

【結果】 

 園生活の様々な場面で話し合う機会を設けたことで友達を認められる姿が見られるようになりました。 

 園児がクラスの一員として、自分以外の人を理解し、各種行事に取り組もうとする気持ちが育ってきました。 

【今後の課題】 

 自分の思いを伝え合い、相手のよさに気づき、一緒に活動する楽しさを味わえるよう指導していきます。 
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具体的な事業 実施課 実施内容 

指導者の研修実施 － 未実施 

社会教育などにおける講座開

催の支援 
－ 未実施 

 

 

基本目標１ 人権の尊重及び男女共同参画社会に向けての意識改革 

    施策の方向（２） 家庭・地域での男女共同参画の実践 

          基本的な施策 ①男女共同参画に関する調査 

②家庭・地域における慣行の見直しと男女共同参画の実践 

具体的な事業 実施課 実施内容 

情報の収集 － 未実施 

広報、啓発の推進 － 未実施 

 

 

基本目標１ 人権の尊重及び男女共同参画社会に向けての意識改革 

    施策の方向（３） 多文化共生を目指す活動の推進 

          基本的な施策 ①女性の地位向上のための国際的情報収集と提供 

②多文化交流の推進 

具体的な事業 実施課 実施内容 

国際的な情報収集と広報 

市民協働課 

【事業概要】 

伊達市国際交流協会会員、市職員、一般市民を対象に、ふくしま多文化共生サポーターのダイアナレイン 

ハヴァ氏を講師に迎え、「フィリピンの今」について講演会を行いました。 

【結果】 

34名が参加し、異文化への理解を深めることが出来ました。 

【今後の課題】 

参加者数の拡大を図りたいです。 
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具体的な事業 実施課 実施内容 

外国人との交流支援 

 

総合政策課 

【事業の概要】 

国際交流員を採用し、国際化の推進を実施しました。 

【結果】 

・幼稚園や認定こども園で体験授業を実施しました。 

・市ホームページやフェイスブックで情報発信を行いました。 

・外国人向け霊山登山ツアーを開催しました。 

・初心者向けおもてなし英語講座を開催しました。 

【今後の課題】 

・海外他自治体との新たな関係づくりを進めていきます。 

・外国人向けの新たな視点での観光情報発信を行っていきます。 

市民協働課 

【事業概要】 

アメリカ合衆国リヴィア市との相互交流事業により、現地訪問団のホームステイを受け入れました。 

【結果】 

・平成 28年派遣団を中心に、10名の訪問団のホームステイを受入れ。 

・期  間：平成 29年８月９日～８月 17日 

・活動内容：月舘中学校での交流、会津方面研修、ほばらサマーフェスティバル・伊達のふる里夏まつり 

（梁川踊り流し）への参加、霊山登山、キャンプ、桃狩り体験等 

【今後の課題】 

事業を継続し、市民の国際感覚向上に貢献していきます。 

学校教育課 

【事業の概要】 

希望する学校に対してヤングアメリカンズ事業を実施しました。 

【結果】 

伊達スペシャルとして、保原小学校を会場に、伊達市内４年生以上の希望する児童生徒と保護者が約 130名 

参加しました。１ＤＡＹ企画として、上保原小学校４、５、６年児童 94名と教員 23名が参加、柱沢小学校全

校児童 73名と教員 12名が参加しました。 

【今後の課題】 

今後も伊達市内で広く参加を募集し、異文化と交流し、豊かに自己表現する機会を設けていきます。 
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基本目標２ 意思決定過程への男女共同参画の拡大 

    施策の方向（１） 政策・方針決定過程への女性の参画拡大と女性の意見の反映 

          基本的な施策 ①市の付属機関などにおける女性の参画拡大 

②行政の女性職員の採用と登用、人材育成と活用 

③市政への女性の意見や提言の反映と促進 

具体的な事業 実施課 実施内容 

女性委員の登用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合政策課 

【事業の概要①】 

伊達市地域創生戦略有識者会議における女性委員の登用を維持し女性の意見拡大を目指しました。 

【結果①】 

伊達市地域創生戦略有識者会議 11名中女性委員３名 

 

【事業の概要②】 

伊達市版生涯活躍のまち運営推進協議会に女性委員を登用し女性の意見拡大を目指しました。 

【結果②】 

伊達市版生涯活躍のまち運営推進協議会 14名中女性委員５名 

 

【事業の概要③】 

伊達市の行財政改革についての意見を頂く伊達市行財政改革推進委員会における女性委員の登用を維持し 

女性意見拡大を目指しました。 

【結果③】 

伊達市行財政改革推進委員会 ６名中女性委員１名 

 

【今後の課題】 

まだまだ、女性の割合が少ないので、今後も女性の積極的参加を促していきます。 

 

秘書広報課 

ＣＡＴＶ室 

【事業の概要】 

 伊達市ケーブルテレビ運営審議会委員 平成 29年度委嘱８名中女性委員なし 

 伊達市ケーブルテレビ放送番組審議会 10名中女性委員４名(29年度まで) 

 女性の意見拡大を目指しました。 

【今後の課題】 

 今後も女性の意見を市政へと反映できるよう、女性委員の比率を下げないように努めます。 
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具体的な事業 実施課 実施内容 

女性委員の登用促進 

地域振興対策室 

【事業の概要】 

伊達市学校施設利活用審議会について、女性委員の積極的な登用を図ります。 

【結果】 

伊達市学校施設利活用審議会 ９名中女性委員２名 

【今後の課題】 

女性委員３割の登用を目指し委員構成を検討したが、専門有識者会議の位置づけであるため３割に至りません 

でした。次期改選期には、各種機関の女性代表が増えることに期待します。 

健康都市 

づくり課 

【事業の概要】 

健幸都市基本条例に基づき設置。健幸都市の推進に向け、健幸なまちづくりの在り方、施策、健幸なまちづく

りに関する協議をするための協議会。年 1回開催 

【結果】 

伊達市健幸なまちづくり協議会 11名中女性委員３名 

【今後の課題】 

今後も女性委員の登用を促進します。 

健康推進課 

【事業の概要】 

伊達市健康づくり推進協議会設置要綱に基づき設置。 

市民の健康づくりを積極的に推進し、健康の保持増進を図ることを目的とする協議会。 

【結果】 

伊達市健幸づくり推進協議会 10名中女性委員３名 

【今後の課題】 

今後も女性委員の登用を促進します。 

高齢福祉課 

【事業の概要】 

伊達市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会により、高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定に関

し必要な事項について調査及び審議等を実施しました。 

【結果】 

高齢福祉部会委員 10名中女性委員５名 

【今後の課題】 

今後も女性委員の登用を促進します。 
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具体的な事業 実施課 実施内容 

女性委員の登用促進 

高齢福祉課 

【事業の概要】 

伊達市介護保険事業運営委員会により、高齢者福祉計画・介護保険事業計画の進歩管理等を実施しました。 

【結果】 

高齢福祉部会委員 10名中女性委員５名 

【今後の課題】 

今後も女性委員の登用を促進します。 

国保年金課 

【事業の概要】 

 伊達市国民健康保険運営協議会の委員選定において、女性の積極的登用を図りました。 

 任期 平成 28年２月１日～平成 30年１月 31日 

【結果】 

 伊達市国民健康保険運営協議会 14名中女性委員５名 

【今後の課題】 

 今後も女性委員の登用を促進します。 

水道総務課 

【事業概要】 

伊達市水道運営審議会を実施しました。 

【結果】 

伊達市審議会委員 13名中女性委員３名 

【今後の課題】 

今後も女性委員の登用を促進します。 
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具体的な事業 実施課 実施内容 

市女性職員の能力開発・ 

登用推進 

人事課 

【事業の概要】 

 市職員の能力開発のための研修への参加、登用推進に努めました。 

【結果】 

 平成 29年４月１日現在の定員管理数値 

 ・課長相当職 

   46人中女性 11人 女性の割合 23.9％ 

 ・課長補佐相当職 

   116人中女性 26人 女性の割合 22.4％ 

 ・係長相当職 

   147人中女性 50人 女性の割合 34.0% 

【今後の課題】 

 現状として課長相当職以上の女性職員の割合は 23.9％となっており、今後は、研修等を通じた人材育成に 

取り組みながら、より一層、女性の登用を進める必要があります。 

人事課 

【事業の概要】 

 職業生活における女性の推進が求められる中、キャリアアップによる自己実現等を図るため福島信用金庫と 

共同で「働く女性のためのキャリアアップセミナー」を開催しました。 

【結果】 

 参加人数 62名（福島信用金庫 26名  伊達市 36名） 

【今後の課題】 

 引き続き職業生活における女性の推進が図られるよう職員研修等の実施を検討します。 

市女性職員の採用と能力活用 

人事課 

【事業の概要】 

 市職員の採用において、性別に関わらない公平な採用に努めました。 

【結果】 

 平成 29年度新規採用状況 

  男性７人 女性 10人 計 17人 女性の割合 58.8％ 

【今後の課題】 

 職員採用は、競争試験による能力及び成績に基づくものであり、採用年月によって女性割合は変わりますが、

引き続き、性別に関わりなく能力や適性を基準に、優秀な人材の確保に向けた取り組みを行います。 

市政への女性の意見の反映 － 未実施 
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基本目標２ 意思決定過程への男女共同参画の拡大 

    施策の方向（２） 地域・職場・団体などにおける男女共同参画の推進 

          基本的な施策 ①企業・団体などとの連携・協力要請 

②地域活動における女性参画の促進と啓発 

具体的な事業 実施課 実施内容 

企業や団体への啓発 － 未実施 

地域における女性参画の推進 

消防防災課 

【事業の概要】 

消防団幹部と女性消防団員の意見交換会を実施し、消防団活動に女性の意見を反映させます。 

【結果】 

当該会議で出された意見「普通救命講習」及び「応急手当普及員」の資格取得機会の拡大については H30年度

の消防団活動に反映され、現在進行中です。年内に各支団で各種講習を実施することが決定しています。 

【今後の課題】 

・女性団員数が少ない（全団員 1,273名中 女性は９名）。 

・意見交換会への参加者数が少ない（９名中３名のみの出席）ため当該会議で出された意見＝女性団員の総意

ではない可能性があります。今年度は幹部との意見交換会の前に女性のみの会議を開き、総意として意見具

申を行いたいです。 

農村女性の地位向上  － 未実施 

 

基本目標２ 意思決定過程への男女共同参画の拡大 

    施策の方向（３） 女性の社会参加の推進 

          基本的な施策 ①女性のエンパワーメントのための広報・学習 

②働く女性の職業意識と能力向上の支援 

③市政への関心を高める学習の促進 

具体的な事業 実施課 実施内容 

女性の人材育成の促進 － 未実施 

女性の研修会参加支援 市民協働課 

【事業概要】 

福島県男女共同のつどい実行委員会及び福島県女性団体連絡協議会の主催による、「第 16回福島県男女共生の

つどい」への参加を支援しました。 

【実施結果】 

開催場所：二本松市の男女共生センター 

参加人数：伊達市内の女性団体関係者 16名 

【今後の課題】 

女性参加者が多かったため、次年度は男性の参加に向けてアプローチを図りたいです。 

広報活動推進事業 － 未実施 
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基本目標３ 男女がともに仕事と生活の調和をはかれる環境づくり 

    施策の方向（１） 安心して働き続けることのできる環境整備 

          基本的な施策 ①働く場での男女平等 

②仕事と家庭のバランスの良い働き方の重要性の啓発 

③育児・介護休業法制度など利用の促進 

具体的な事業 実施課 実施内容 

職場の男女平等の促進 － 未実施 

ワークライフバランスの推進 － 未実施 

育児、介護休業制度の利用促進 

人事課 

【事業の概要】 

 市職員の新採用研修時において、休業制度の内容及び利用促進について説明を行いました。 

また、出産予定職員に対し、「子育て支援ハンドブック」を配付し、制度の周知に努めました。 

【結果】 

 平成 29年度育児休業取得状況 

  男性（配偶者が出産）対象  17人 育休取得 １人  取得率 5.9％ 

  女性        対象  22人 育休取得 22人 取得率 100％ 

【今後の課題】 

 男性職員が育児休業を取得しやすい環境整備を進める必要があります。 

健康推進課 

【事業の概要】 

 妊娠届出の際、就労妊婦に対し、職場の妊娠出産を支援する制度について周知をしています。 

【結果】 

 就労妊婦は妊娠届出数の 75％ですが、制度の周知は就業先や雇用形態により様々でした。 

【今後の課題】 

 妊娠出産や育児の支援制度を紹介するパンフレットを就労妊婦に配布し、制度を周知します。 
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基本目標３ 男女がともに仕事と生活の調和をはかれる環境づくり 

    施策の方向（２） 仕事と家庭生活を両立するための支援 

          基本的な施策 ①育児・介護など家庭生活への男性の参画の啓発・支援 

②子育て支援の充実 

③介護サービスと相談体制の充実 

 

具体的な事業 実施課 実施内容 

男性の家庭生活への参画促進 

生活環境課 

【事業の概要】 

男性も家事に積極的に参加できるよう、講座や講演会を開催しました。 

【内容】 

①消費生活「暮らしの講座」 

      「洗濯マイスター直伝・お洗濯講座」 

      「資源リサイクル工場・冷凍食品工場見学」 

②消費生活「暮らしの講演会」 

      サッポロビール社長髙島英也「ビールをつくり地域を創る」 

      南極料理人西村淳「南極料理人の使い切りレシピ」 

健康推進課 

【事業の概要】 

 妊娠届出の際、男性の育児支援を促すパンフレットを配布しています。 

【結果】 

 妊娠届出：315件 

【今後の課題】 

 今後も、配布を続け、男性の育児支援を啓発していきます。 

子育て支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

こども支援課 

【事業の概要】 

 子育て支援センターの運営により地域における子育て親子の交流を促進し、また、子育てに関する講習会の 

開催や相談体制の強化により子育て不安の解消を図りました。 

【結果】 

 利用人数：延 19,397人、相談件数 521件 

【今後の課題】 

 さらなる利用促進に向け、センターの活動内容の広報に努めていきます。 
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具体的な事業 実施課 実施内容 

子育て支援の充実 

こども支援課 

【事業の概要】 

 市内 4カ所の屋内遊び場の運営により子どもが心身ともに健やかに成長できる環境を整備するとともに、 

遊び場内でさまざまな子育てイベントを開催して親子交流の機会を提供しました。 

【結果】 

 利用者数（4か所合計）：131,062人 

【今後の課題】 

 より多くの方に遊びに来ていただけるよう、利用しやすい遊び場づくりに努めていきます。 

こども支援課 

【事業の概要】 

 スマートフォンへ子育て情報を発信する「子育てアプリ」の導入及び子育てサブサイト「にこにこ」のリニュ

ーアルにより、イベント情報の掲載や年齢に合わせた子育てコラムの配信など積極的な情報発信を行い、子育

てしやすい環境づくりに努めました。 

【結果】 

 アプリダウンロード数：498件 

【今後の課題】 

 配信内容のさらなる充実や機能面の改修・強化などにより、より多くの方に使ってもらえるアプリを目指して

いきます。 

こども支援課 

【事業の概要】 

 保育園・認定こども園（保育認定）に入所している児童の保護者にやむを得ない事情があった場合、通常の 

保育時間を超えて保育を実施すると共に、保護者の子育て支援等により一時的な保育を実施しました。 

 また、幼稚園・認定こども園（教育認定）に入園している園児の保護者からの申し込みにより、預かり保育を

実施しました。 

【結果】 

 ●保育所 

   ①延長保育：公立１園・私立３園実施 

   ②一時保育：公立１園・私立１園実施 

 ●認定こども園 

   ①延長保育：公立２園・私立５園実施 

   ②一時保育：公立２園・私立５園実施 

   ③預かり保育：公立２園・私立５園実施 

 ●幼稚園 

   預かり保育：公立６園・私立１園実施 
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具体的な事業 実施課 実施内容 

介護サービスの充実 

高齢福祉課 

【事業概要】 

女性が積極的に就労できるように、施設の充実・在宅介護サービスの充実を図りました。 

また、包括支援センターを４か所設置し、総合相談支援や権利擁護業務などを実施しました。 

【結果】 

整備数：定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等２事業所 

包括センター相談件数等:１０，９１１件 

【課題】 

今後も介護サービスの充実や相談支援の強化に努めていきます。 

障がい者福祉、サービスの利用

促進 

社会福祉課 

【事業内容】 

障がい者や障がい児に、日中における活動の場を提供することにより、家族の就労支援及び負担軽減などを 

図りました。（日中一時支援事業） 

【結果】 

平成 29年度実利用者数：67人 

【今後の課題】 

今後も制度の周知や新規参入等に努めていきます。 

 

 

基本目標４ 健康で安心して生活できる環境づくり 

    施策の方向（１） 男女間のあらゆる暴力の根絶 

          基本的な施策 ①女性に対する暴力根絶についての広報・啓発 

②相談体制の充実 

具体的な事業 実施課 実施内容 

暴力根絶の啓発 － 未実施 

相談体制の充実 

生活環境課 

【事業概要】 

消費生活相談員による相談と、弁護士による無料法律相談を実施し、相談体制の充実を図りました。 

【成果】 

消費生活相談員による相談は通年随時、弁護士相談は年 12回開催しましたが、具体的相談は相談員への１件 

のみ、弁護士への相談はありませんでした。 

【今後の課題】 

多様化する相談内容に対応するよう、他の関係機関と連携の強化に努めます。 
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基本目標４ 健康で安心して生活できる環境づくり 

    施策の方向（２） 生涯にわたる健康の支援 

          基本的な施策 ①生涯を通じた健康管理、保持増進のための広報・教育・支援・相談 

②妊娠･出産に関する支援 

具体的な事業 実施課 実施内容 

健康診断の実施 

健康推進課 

【事業概要】 

 男女の生涯を通じた健康支援のため、がん検診、女性特有の乳がん検診・子宮がん検診、男性特有の前立腺 

がん検診等を実施しました。 

【結果（受診者数）】 

 胃がん検診：6,067人 胸部検診：8,991人 大腸がん検診：7,570人 乳がん検診：1,852人 

子宮頸がん検診：1,980人 前立腺がん検診：3,283人 骨粗鬆症検診：774 人 肝炎検診：48人 

【今後の課題】 

 受診率向上を目指し、広報等での啓発、健康推進員からの受診勧奨を強化していきます。 

国保年金課 

【事業概要】 

特定健診未受診者対策事業として、平成 28年度伊達市国保特定健診未受診者へ平成 29年度特定健診の受診を

促す通知（ハガキ）を発送しました。通知対象者は未受診者のうち健診受診率の低い 40歳～54歳としました。 

【結果】 

発送枚数：965通（男性 552通、女性 413通） 

【今後の課題】 

平成 28年度特定健診受診率は男性 40.9％、女性 52.3％であり女性の受診率は高い状況にあります。 

健診への関心が高い女性から男性への生活習慣の改善や健康意識の向上を促すなど事業展開について検討 

していきたいです。 

国保年金課 

【事業概要】 

伊達市国保特定健診受診者へのフォローアップ事業として平成 28年度特定健診受診者のうち健診結果に異常

値があるものの医療機関への受診がない被保険者に対して医療機関の受診を促す通知を発送しました。 

【実施結果】 

対象者数：801件（男性 359件、女性 439 件） 

【今後の課題】 

健診受診率は女性の方が高いが異常値を放置している割合は同程度です。同世帯での放置なのかなど調査しな

がら、医療機関を受診しない原因への対策を検討していきたいです。 
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具体的な事業 実施課 実施内容 

指導と相談 

健康推進課 

【事業の概要】 

「血圧適正化５カ年計画（通称：血管を守る大作戦‼）」に基づき、血圧値等有所見者に対して保健師・栄養士

による個別訪問指導を実施しました。 

また、生活習慣病発症・重症化予防対策として、健康に関する知識の普及を目的に各種団体からの要望に応じ

て保健師・栄養士が各地区に出向く健康教育（出前講座）を実施するとともに、健康に関する個別の相談会を

開催し必要な助言等を行いました。 

【結果】 

個別訪問指導 高血圧：502人 糖尿病：202人 慢性腎臓病：149人  

出前講座 実施回数：61回（参加者数：1,159人） 

健診事後個別相談会 実施回数 18回（相談者数：394人） 電話・来所相談：260 回 260人 

【課題】 

市民一人ひとりの健康レベルに応じた効率・効果的な保健事業が実施できるよう、各事業における対象者の 

明確化と、リスク階層に合わせた事業内容の明確化を図ります。 

学校教育課 
小学校の保健、中学校の保健体育の授業で健康づくり、栄養の摂取、肥満予防などについて授業を行っています。

また、スクールカウンセラーによる教育相談を行っています。 

健康づくり 

国保年金課 

【事業概要】 

患者一人当たりの医療費が高額になる糖尿病性腎症の重症化予防策として医療費適正化効果の高い国保被保

険者を抽出しました。 

【実施結果】 

抽出対象者数：200名 

【今後の課題】 

 糖尿病は発症すると完治は難しいため予防することが重要です。男性と女性の発症原因を調査しながら対策を

図り、かかりつけ医と連携しながら重症化予防のため保健指導を実施していきます。 
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具体的な事業 実施課 実施内容 

健康づくり 

健康推進課 

国保年金課 

【事業概要】 

 伊達市と協会けんぽ福島支部が締結した基本協定に基づき、市民の健康寿命延伸・医療費適正化を推進する 

ために生活習慣病の発症・重症化対策の一環として本市の健康課題である高血圧に着目した協働事業を行いま

した。 

【実施結果】 

 事業５年目の節目として、市長と協会けんぽ福島支部保健グループ長から主催者挨拶をいただきました。 

また、「元気の源は血管から！長沢裕のゆうゆうスマートライフ」として、伊達市出身のフリーアナウンサー

長沢裕さんによる講演、保原中央クリニック医師本多由李恵氏とのトークセッションをメインに、各種健康測

定会、JAふくしま未来による健康野菜販売会を行いました。 

参加者数の 75％が女性であり、女性の方が健康意識が高いことが分かりました。 

  アンケート回収数：126名（男性 31名、女性 95名） 

【今後の課題】 

 女性参加者が多いことから、健康意識の高い女性からの家庭や地域への波及効果を期待したいです。 

 次年度は健康問題に関心が低い層（無関心層）である若年層へのアプローチを強化すべきと考えています。 

学校教育課 小学校の保健、中学校の保健体育の授業で健康づくり、栄養の摂取、肥満予防等について授業を行っています。 

性に関する教育・情報提供 学校教育課 学校の保健、保健体育の授業で性教育を行っています。 

妊娠・出産に関する支援 

健康推進課 

【事業の概要】 

 平成 29年度から、ネウボラ(※）推進室を創設、「伊達市子育て世代包括支援センター『にこにこ』」を設置し、

妊娠期から出産、育児と、就学まで切れ目なく支援する体制を整えました。 

 担当保健師（ネウボラ保健師）他スタッフが、母子保健事業と育児支援事業を行いました。 

【結果】 

 母子健康手帳交付：実 315件、妊産婦健診：延 4,070件、妊婦歯科検診：130件、 

乳幼児健診（歯科健診も含む）：集団 72回 延 1,132人 個別(10か月健診）：312 人、 

新生児聴覚検査：延 313件、健康相談・教育：63回 延 2,056人、乳幼児家庭訪問：延 1,785件、 

来所・電話：延 1,785件 

 育児パッケージ贈呈：実 324件、産後ケア訪問（助産師訪問）：延 225件、ままカフェ：18回 延 520人、 

赤ちゃんサロン：11回 延 242組 

【今後の課題】 

 関係機関と連携し、切れ目ない支援の充実を図ります。家族と次世代の健康づくりの観点を持ち、良い生活習

慣の確立を啓発します。 

※「ネウボラ」とは：フィンランド語で「アドバイスの場」の意味です。 

フィンランドのすぐれた出産・子育てサポートの制度の名称でもあります。 
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具体的な事業 実施課 実施内容 

妊娠・出産に関する支援 

国保年金課 

【事業概要】 

 出産に係る費用軽減のため、国保被保険者を対象に出産数１人につき出産育児一時金を支給します。 

  ・産科医療保障制度加入医療機関での出産 420,000円 

  ・上記以外の医療機関での出産      404,000円 

【実施結果】 

 支給件数 35件 

 支給額  14,649,260円（差額支給含む） 

【今後の課題】 

 出産を理由とした退職勧奨をなくすため、市内事業所、市民に対し資格喪失後の給付制度の周知を図りたいで

す。 

学校教育課 中学校の保健体育で、妊娠・出産、技術・家庭科の「家庭生活」の中で、育児について授業を行っています。 

 


