
令和元年度第９回開成町課長会議 

 
日時 令和元年 12 月 12 日（木）午前９時～10 時 15 分 

場所 町民センター中会議室Ｂ 

進行  行政推進部長 

１．町 長 

 

 

２．行事予定について（裏面のとおり） 

 

 

 

 

その他 

 総務課      令和元年度表彰式について【５分】 

自治活動応援課  「第４次かいせい男女共同参画プラン」の策定状況について 

         【10 分】 

税務窓口課    マイナンバーカード交付円滑化計画の策定について【５分】 

環境防災課    防災行政無線デジタル化整備工事について【５分】 

台風１９号警戒に伴う意見・改善提案等について【５分】 

防災訓練振り返り結果報告について【５分】 

保険健康課    介護保険事業計画（第７期）における介護施設整備について 

         【５分】 



 

 

【表彰式及び賀詞交換会の開催について】 

１ 日時  令和２年１月５日（日）午前 10 時 00 分 表彰式 

                 午前 11 時 20 分 表彰祝賀及び賀詞交換会 

２ 場所  開成町福祉会館 多目的ホール 

３ 受章者【裏面参照】 

功労表彰（２件）、一般表彰（17 件）、感謝状（1 件）、芸術・文化・スポーツ奨励賞（16 件） 

４ 招待者 

牧島衆議院議員、杉本県会議員ほか  

町内各種団体の委員等 300 名程度 

５ 当日の流れ 

（ロビー展示 中学生の書の展示） 

 町表彰式   （司会：保険健康課 新美恵美子） 

（1）10：00～ 

 開式のことば 加藤 一男 副町長 

 町長あいさつ 府川 裕一 町長 

議長あいさつ 吉田 敏郎 議長 

賞状授与 功労表彰、一般表彰、感謝状、芸術・文化・スポーツ奨励賞 

 来賓祝辞 牧島衆議院議員、杉本県議会議員 

 閉式のことば 井上 義文 教育長 

 賀詞交換会  

 （2）11：20～ 

開式のあいさつ 前田 せつよ 副議長 

乾  杯 菊川 敬人（功労表彰受賞者） 

（祝  宴） 

万歳三唱 高田 幸男 自治会長連絡協議会会長 

令和元年 12 月 12 日 

課長会議資料：総務課 



【資料】受賞者名簿（敬称略） 

１ 功労表彰（功労章）  

 菊川 敬人 （金井島） 議会議員  辻村 貴子 （下島） 民生委員 

２ 一般表彰（善行章）  

西海 義雄 （金井島） 地域発展  金澤 幸男 （上延沢） 地域発展    

冨田 忠文 （河原町） 地域発展  春田 和子 （河原町） 地域発展 

宮根 清  （榎本）  地域発展  井上 準一郎（榎本） 地域発展 

中家村災害救助支援隊（中家村）地域発展 山田 貴弘 （牛島） 議会議員 

星野 弘幸 （宮台）  スポーツ推進委員 水品 慶一 （宮台） 消防団員 

草柳 康雄 （宮台）  消防団員  石井 サト子（上島） 更生保護女性会 

阿部 玲子 （上島）  保護司  高崎 俊幸 （中家村） 青少年指導員 

開成町立文命中学校おやじの会   辻村 昌美 （下島） 一般寄附 

新倉 啓介 （東京）  一般寄附 

３ 感謝状  

故宮﨑 澄子（パレット） 一般寄附 

４ 芸術・文化・スポーツ奨励賞  

諸星賢太朗（下延沢） 2019Ene-1GP SUZUKA 全国大会 KV-BIKE（電池自動車）大学高専部門 3 位 

杉野森望愛（円中）  第 32 回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）創作コンクール部門入選 

出口 椋子（パレット）第 32 回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）創作コンクール部門入選 

草柳 咲穂（円中）  令和元年度全国高等学校定時制通信制体育大会第 52 回卓球大会出場 

神部 愛乃（上島）  第 87 回日本高等学校選手権水泳競技大会出場 

遠藤 由梨（中家村） USA Nationals2019 全国選手権大会（チアリーディング）出場 

河尻 佳純（下島）  第 63 回関東高等学校弓道大会女子団体準優勝 

森 麻優奈（金井島） JFA 第 22 回全日本 U-18 女子サッカー選手権大会 4 位 

森 一馬 （上島）  第 35 回日本パラ水泳選手権大会 50m平泳ぎ 1 位 

開成ジュニアアンサンブル・スーパーブルーバーズ 

  第 2 回日本スチューデント・ジャズ・コンテスト 2019 優秀賞 

松永 詩織（上島）  第 47 回関東中学校陸上競技大会（女子）低学年走幅跳出場 

小松 凛花（下島）  令和元年度関東高等学校陸上競技大会南関東地区予選会リレー出場 

須谷 星凛（パレット） 関東高等学校選抜ソフトテニス大会団体ベスト８ 

加藤 岳史（下島）  JFA 第７回全日本 0-40 サッカー大会関東予選会優勝 

開成町立文命中学校男子ソフトテニス部 

  第 49 回関東中学校ソフトテニス大会出場 

開成町立文命中学校女子ソフトテニス部 工藤瑠七・橘真名ペア  

  第 49 回関東中学校ソフトテニス大会出場 









1 

 

 

「第４次かいせい男女共同参画プラン」の策定について 

 

１． 今回の策定の主なポイント 

① 「第３次かいせい男女共同参画プラン」の改定であることから、基本理念、目

標及び計画構成は基本的には第３次プランを踏襲している。 

② 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第 6 条第 2 項に定める本

町の推進計画としての位置付けを兼ねるため、女性の職業生活における活躍を

推進、支援する取り組みを追加する。 

③ 「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」第 2 条の 3 第 3

項に基づく本町の基本計画としての位置付けを兼ねるため、ドメスティック・

バイオレンス（ＤＶ）や各種ハラスメント防止のための取り組みを追加する。 

④ 男女共同参画の視点から、ＬＧＢＴを始めとする性的マイノリティの人たちへ

の対応を追加する。 

⑤ 子育てや介護と仕事の両立に向けて、ワーク・ライフ・バランスを推進する。 

   

２．策定（改定）部分の構成比較表 

 ① 別紙のとおり。 

    

３．策定スケジュール 

  Ｒ元. 9. 2 第 1 回「第 4次かいせい男女共同参画プラン」策定委員会（町職員で 

構成）開催 

     10.29  第 2 回  同委員会開催 

     11.15 男女共同参画推進ボランティアに意見を依頼（11月末まで） 

12.12 課長会議で説明 

     12.25  第 3 回「第 4次かいせい男女共同参画プラン」策定委員会開催（予定） 

  Ｒ２. 1.20 町議会全員協議会で説明（予定） 

1.   パブリックコメント実施（30日間） 

2.  最終案の決裁 

 

４．これまでの計画策定経過 

 平成 8年 3月 「かいせい女性プラン」策定 

平成 14年 3月 「かいせい男女共同参画プラン」策定  

平成 20年 3月 「かいせい男女共同参画プラン－改訂版－」策定  

平成 26年 3月 「第３次かいせい男女共同参画プラン」策定  

 

以上 

令和元年 12月 12日開催 

課長会議資料 

町民サービス部自治活動応援課 




























