
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



①①①①

1-

18p

所管部 所管課 ページ

Ⅰ　男女共同参画社会の実現をめざす意識づくりⅠ　男女共同参画社会の実現をめざす意識づくりⅠ　男女共同参画社会の実現をめざす意識づくりⅠ　男女共同参画社会の実現をめざす意識づくり

施策１　男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動の推進施策１　男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動の推進施策１　男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動の推進施策１　男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動の推進

①

多様な媒体を通じた広報・啓発活動の

推進

継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

② 男女共同参画計画の周知 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

成果指標

「男女共同参画社会」という用語の周

知度

継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

① 意識調査の実施 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

市役所における意識づくり

① 市職員の意識づくり 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

② 男女共同参画を進める職場環境の整備 継続 総務部 総務課

成果指標

市役所における男性の育児休業取得者

の人数

継続 総務部 総務課

施策２　多様な選択を可能にする教育・学習の充実施策２　多様な選択を可能にする教育・学習の充実施策２　多様な選択を可能にする教育・学習の充実施策２　多様な選択を可能にする教育・学習の充実

① 人権を尊重する意識づくり 継続 生涯学習部 学校教育課

② 男女共同参画意識を高める学習の実施 継続 生涯学習部 学校教育課

③ キャリア教育の推進 継続 生涯学習部 学校教育課

④ 男女平等を促進する環境づくり 継続 生涯学習部 学校教育課

⑤ 教職関係者の意識啓発 継続 生涯学習部 学校教育課

企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

保健福祉部 子育て支援課

生涯学習部 学校教育課

② 参加しやすい学習環境の整備 継続 生涯学習部 社会教育課

企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

保健福祉部 子育て支援課

② 地域で活動する女性団体への支援 継続 厚田支所 生涯学習課

施策１　政策・方針決定過程への女性の参画拡大施策１　政策・方針決定過程への女性の参画拡大施策１　政策・方針決定過程への女性の参画拡大施策１　政策・方針決定過程への女性の参画拡大

施策の方向(１) 市政における政策・方針決定過程への女性の参画促進

継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

継続

② 市民参加制度の活用 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

③ 女性職員の参画拡大 継続 総務部 総務課

成果指標 市の審議会等委員に占める女性の割合 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

成果指標

市役所の管理・監督職に占める女性の

割合

継続 総務部 総務課

事業進捗状況事業進捗状況事業進捗状況事業進捗状況

計画の体系及び事業内容計画の体系及び事業内容計画の体系及び事業内容計画の体系及び事業内容

施策の方向(１) 男女共同参画の意識を高める広報・啓発活動の推進

1-2p

施策の方向(２) 男女共同参画の現状についての実態把握

施策の方向(３)

① 学習機会の充実 継続

Ⅱ　あらゆる分野への男女共同参画の促進Ⅱ　あらゆる分野への男女共同参画の促進Ⅱ　あらゆる分野への男女共同参画の促進Ⅱ　あらゆる分野への男女共同参画の促進

施策の方向(１)

3-4p

施策の方向(２)

① 学習機会の充実 継続

施策の方向(３)

男女共同参画の意識を高める教育・学習の推進

女性のエンパワーメントを実現する学習の推進

学校における男女平等の意識づくり

5p

① 各種審議会等委員への女性の登用促進

審議会等を所管する全課
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施策の方向(２) 企業・地域社会における政策・方針決定過程への女性の参画促進

①

女性の登用についての団体等への働き

かけ

継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

② 女性の参画状況の実態把握 継続 企画経済部 商工労働観光課

施策２　家庭・地域社会での男女共同参画の促進施策２　家庭・地域社会での男女共同参画の促進施策２　家庭・地域社会での男女共同参画の促進施策２　家庭・地域社会での男女共同参画の促進

施策の方向(１) 家庭生活での男女共同参画の促進

企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

保健福祉部 保健推進課

保健福祉部 子育て支援課

生涯学習部 市民図書館

② 広報・啓発活動の推進 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

施策の方向(２) 地域社会での男女共同参画の促進

企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

生涯学習部 公民館

生涯学習部 市民図書館

②

男女共同参画の視点を取り入れた地域

づくりの推進

継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

③ 広報・啓発活動の推進 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

施策１　就業における男女共同参画の環境づくり施策１　就業における男女共同参画の環境づくり施策１　就業における男女共同参画の環境づくり施策１　就業における男女共同参画の環境づくり

① 事業所等における労働環境の整備 継続 企画経済部 商工労働観光課

② 男女の雇用状況に関する調査の実施 継続 企画経済部 商工労働観光課

成果指標 職場・職業で男女平等と感じる人の割合 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

仕事と生活の調和の推進

継続 総務部 契約課

継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

継続 企画経済部 商工労働観光課

②

仕事と生活の調和に関する意識啓発の

推進

継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

成果指標

「仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）」という用語の周知度

継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

施策２　多様な働き方における労働環境の整備施策２　多様な働き方における労働環境の整備施策２　多様な働き方における労働環境の整備施策２　多様な働き方における労働環境の整備

① 整備を促進する広報・啓発 継続 企画経済部 商工労働観光課

② 女性の労働状況の実態把握 継続 企画経済部 商工労働観光課

① 女性の参画の促進 拡充 企画経済部 農林水産課

② 女性の地位向上 継続 農業委員会事務局 農業委員会事務局

施策３　就業機会の拡大施策３　就業機会の拡大施策３　就業機会の拡大施策３　就業機会の拡大

企画経済部 商工労働観光課

保健福祉部 こども相談センター

② 女性の起業等、新たな働き方への支援 継続 企画経済部 商工労働観光課

6p

① 意識改革を促す各種講座等の開催 継続

①

事業所等への働きかけ

施策の方向(１)

8p

施策の方向(２)

多様な分野への男女の参画を促す講座

の等の開催

継続

Ⅲ　就業における男女共同参画の促進Ⅲ　就業における男女共同参画の促進Ⅲ　就業における男女共同参画の促進Ⅲ　就業における男女共同参画の促進

施策の方向(１)

7p

施策の方向(２)

①

雇用の場における男女平等の環境づくり

非正規雇用者や家族従事者等の労働環境の整備

農漁業に従事する女性への支援

施策の方向(１)

9p

① 就業に関する情報の提供 継続

女性の就業への支援
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① 性別によらない多様な職業選択の推進 新規 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

施策１　子育てしやすい環境の整備施策１　子育てしやすい環境の整備施策１　子育てしやすい環境の整備施策１　子育てしやすい環境の整備

保健福祉部 こども家庭課

保健福祉部 子育て支援課

保健福祉部 児童館

保健福祉部 こども家庭課

保健福祉部 子育て支援課

保健福祉部 保健推進課

成果指標

保育所の待機児童数（申請待機の年間

平均）

継続 保健福祉部 こども家庭課

企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

保健福祉部 子育て支援課

施策２　男女がともに介護を担う環境の整備施策２　男女がともに介護を担う環境の整備施策２　男女がともに介護を担う環境の整備施策２　男女がともに介護を担う環境の整備

① 介護サービスの充実 継続 保健福祉部 高齢者支援課

② 地域ケア体制の整備 継続 保健福祉部 地域包括支援課

③ 介護者への支援 継続 保健福祉部 地域包括支援課

企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

企画経済部 商工労働観光課

保健福祉部 地域包括支援課

施策３　女性に対するあらゆる暴力の根絶施策３　女性に対するあらゆる暴力の根絶施策３　女性に対するあらゆる暴力の根絶施策３　女性に対するあらゆる暴力の根絶

企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

市民生活部 市民生活課

②

女性の人権の侵害につながる環境の浄

化

継続 生涯学習部 教育支援センター

①

女性に対する暴力を容認しない社会的

気運の醸成

継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

② 若年層に対する取り組み 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

市民生活部 市民生活課

④ 被害者の発見と適切な対応 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

⑤ 被害者の適切な保護 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

市民生活部 市民課

保健福祉部 国民健康保険課

保健福祉部 こども家庭課

生涯学習部 学校教育課

施策の方向(２) 多様な職業選択の推進

継続

施策の方向(２)

①

男女で共に子育てを担う意識を高める

広報・啓発活動の推進

継続

Ⅳ　自立を支える社会環境の整備Ⅳ　自立を支える社会環境の整備Ⅳ　自立を支える社会環境の整備Ⅳ　自立を支える社会環境の整備

施策の方向(１)

10-

11p

① 保育サービスの充実 継続

② 緊急時のサポート体制の整備

男女がともに担う子育ての意識づくり

多様な子育てニーズに対応する保育施策の推進

施策の方向(１)

12p

施策の方向(２)

①

男女ともに介護を担う意識を高める広

報・啓発活動の推進

継続

介護における男女共同参画の促進

介護施策の推進

相談体制の充実 継続

⑥ 被害者の自立支援 継続

施策の方向(１) 女性への暴力の根絶と女性の人権尊重に向けた啓発活動の推進

13-

14p

①

女性に対する暴力を容認しない社会的

気運の醸成

継続

施策の方向(２)

③

配偶者からの暴力被害防止等に関する取り組み
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⑦ 関係機関、団体との連携 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

保健福祉部 こども家庭課

成果指標 配偶者暴力防止法の認知度 継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

施策４　施策４　施策４　施策４　社会的援助を必要とする人への支援社会的援助を必要とする人への支援社会的援助を必要とする人への支援社会的援助を必要とする人への支援

① ひとり親相談と生活支援の充実 継続 保健福祉部 こども相談センター

保健福祉部 こども家庭課

保健福祉部 こども相談センター

建設水道部 建設指導課

③ 母子家庭の就労支援 継続 保健福祉部 こども相談センター

保健福祉部 障がい支援課

保健福祉部 地域包括支援課

企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

市民生活部 市民生活課

②

他の相談窓口との連携強化及び窓口の

周知

継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

Ⅴ　生涯にわたる健康支援Ⅴ　生涯にわたる健康支援Ⅴ　生涯にわたる健康支援Ⅴ　生涯にわたる健康支援

施策１　生涯にわたる健康の保持・増進施策１　生涯にわたる健康の保持・増進施策１　生涯にわたる健康の保持・増進施策１　生涯にわたる健康の保持・増進

① 性差に応じた健康支援 継続 保健福祉部 保健推進課

成果指標 乳がん検診受診率(40～59歳) 継続 保健福祉部 保健推進課

① 妊婦に対する相談支援の充実 継続 保健福祉部 保健推進課

② 産後の母親の精神的負担軽減 継続 保健福祉部 保健推進課

③ 妊婦健診の充実 継続 保健福祉部 保健推進課

④ 産後サポート事業 継続 保健福祉部 子育て支援課

施策２　性の尊重についての啓発活動の推進施策２　性の尊重についての啓発活動の推進施策２　性の尊重についての啓発活動の推進施策２　性の尊重についての啓発活動の推進

継続 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課

継続 保健福祉部 保健推進課

継続 生涯学習部 学校教育課

②②②②

19-2019-2019-2019-20

ｐｐｐｐ

③③③③
21ｐ21ｐ21ｐ21ｐ

参考参考参考参考 22ｐ22ｐ22ｐ22ｐ

⑧ 職務関係者の研修 継続

施策の方向(１)

15-

16p

② 母子家庭等の経済的負担の軽減 継続

施策の方向(２)

①

高齢者、障がい者等が安心して暮らせる環境の整備

ひとり親家庭の自立支援

施策の方向(１)

17p

施策の方向(２)

各状況における実態の把握と課題に対

する取り組み

継続

施策の方向(３) 相談体制の充実

① 女性のための相談窓口の設置と周知 継続

妊娠・出産に関する健康支援

性差に応じた健康保持・増進

　審議会等委員の女性登用状況　審議会等委員の女性登用状況　審議会等委員の女性登用状況　審議会等委員の女性登用状況

成果指標成果指標成果指標成果指標

計画の体系計画の体系計画の体系計画の体系

施策の方向(１)

18p

① 思春期保健対策

適切な性教育の推進
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参考参考参考参考 　計画の体系　計画の体系　計画の体系　計画の体系

目　的

１１１１ 政策･方針決定過程への女性の参画拡大政策･方針決定過程への女性の参画拡大政策･方針決定過程への女性の参画拡大政策･方針決定過程への女性の参画拡大

市役所における意識づくり

(1) 学校における男女平等の意識づくり

(3) 女性のエンパワーメントを実現する学習の推進

２２２２ 多様な選択を可能にする教育・学習の充実多様な選択を可能にする教育・学習の充実多様な選択を可能にする教育・学習の充実多様な選択を可能にする教育・学習の充実

(2) 男女共同参画の意識を高める教育・学習の推進

基本目標 施　策 施策の方向

(1) 男女共同参画の意識を高める広報・啓発活動の推進

１１１１
男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動の推進男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動の推進男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動の推進男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動の推進

ⅠⅠⅠⅠ

　男女共同参画社会の

　　実現をめざす意識づくり

(2) 男女共同参画の現状についての実態把握

(3)
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１１１１ 子育てしやすい環境の整備子育てしやすい環境の整備子育てしやすい環境の整備子育てしやすい環境の整備 (1) 多様な子育てニーズに対応する保育施策の推進

(2) 男女がともに担う子育ての意識づくり

３３３３ 就業機会の拡大就業機会の拡大就業機会の拡大就業機会の拡大 (1) 女性の就業への支援

(2) 多様な職業選択の推進

ⅢⅢⅢⅢ

　就業における

　　男女共同参画の促進

２２２２ 多様な働き方における労働環境の整備多様な働き方における労働環境の整備多様な働き方における労働環境の整備多様な働き方における労働環境の整備 (1)

１１１１ 就業における男女共同参画の環境づくり就業における男女共同参画の環境づくり就業における男女共同参画の環境づくり就業における男女共同参画の環境づくり (1) 雇用の場における男女平等の環境づくり

(2) 仕事と生活の調和の推進

(2) 地域社会での男女共同参画の促進

非正規雇用者や家族従事者等の労働環境の整備

(2) 農漁業に従事する女性への支援

市政における政策・方針決定過程への女性の参画促進

(2) 企業･地域社会における政策・方針決定過程への女性の参画促進

２２２２ 家庭･地域社会での男女共同参画の促進家庭･地域社会での男女共同参画の促進家庭･地域社会での男女共同参画の促進家庭･地域社会での男女共同参画の促進 (1) 家庭生活での男女共同参画の促進

ⅡⅡⅡⅡ

　あらゆる分野への

　　男女共同参画の促進

１１１１ 政策･方針決定過程への女性の参画拡大政策･方針決定過程への女性の参画拡大政策･方針決定過程への女性の参画拡大政策･方針決定過程への女性の参画拡大 (1)

男女共同参画社会

の実現

(3) 相談体制の充実

基本理念
(2) 妊娠・出産に関する健康支援

２２２２ 性の尊重についての啓発活動の推進性の尊重についての啓発活動の推進性の尊重についての啓発活動の推進性の尊重についての啓発活動の推進

(1) 適切な性教育の推進

ⅤⅤⅤⅤ
　生涯にわたる健康支援

１１１１ 生涯にわたる健康の保持・増進生涯にわたる健康の保持・増進生涯にわたる健康の保持・増進生涯にわたる健康の保持・増進 (1) 性差に応じた健康保持・増進

(2) 配偶者からの暴力被害防止等に関する取り組み

(1) ひとり親家庭の自立支援

４４４４ 社会的援助を必要とする人への支援社会的援助を必要とする人への支援社会的援助を必要とする人への支援社会的援助を必要とする人への支援

(2) 高齢者、障がい者等が安心して暮らせる環境の整備

ⅣⅣⅣⅣ

　自立を支える

　　社会環境の整備

２２２２ 男女がともに介護を担う環境の整備男女がともに介護を担う環境の整備男女がともに介護を担う環境の整備男女がともに介護を担う環境の整備 (1)

(1)

介護施策の推進

(2) 介護における男女共同参画の促進

３３３３ 女性に対するあらゆる暴力の根絶女性に対するあらゆる暴力の根絶女性に対するあらゆる暴力の根絶女性に対するあらゆる暴力の根絶 女性への暴力の根絶と女性の人権尊重に向けた啓発活動の推進

(2) 男女がともに担う子育ての意識づくり

男女平等の確立男女平等の確立

自立社会の形成
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