
計画の体系及び事業内容 対象事業等 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
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 多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進 継続 パネル展など 広聴・市民生活課 17

施策の方向(２) 男女共同参画の現状についての実態把握

① 意識調査の実施 継続 市民意識調査 広聴・市民生活課 17

施策の方向(３) 市役所における意識づくり

継続 特定事業主行動計画 行政管理課 18

継続 意識啓発 広聴・市民生活課 18

施策２　子どもの男女共同参画の理解促進

施策の方向(１) 学校における男女平等の意識づくり

継続 人権教室 広聴・市民生活課 19

継続 CAPプログラム 子ども政策課 19

継続 CAPプログラム 学校教育課 19

拡充 デートDV講座 広聴・市民生活課 19

継続 学校での授業 学校教育課 19

③ キャリア教育の推進 継続 職場見学・職業体験 学校教育課 19

④ 男女共同参画情報の提供 新規 男女共同参画啓発パンフレット 広聴・市民生活課 19

施策の方向(２) 男女共同参画の意識を高める教育・学習の推進

拡充 地域における研修 広聴・市民生活課 20

継続 教職関係者の意識啓発 学校教育課 20

② 男女共同参画情報の提供 新規 男女共同参画啓発パンフレット 広聴・市民生活課 20

Ⅱ　あらゆる分野における男女共同参画の推進
施策１　政策・方針決定過程への女性の参画促進

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 目標値設定 広聴・市民生活課 22

継続 公募委員の女性選考及び推薦 広聴・市民生活課 22

継続 人材リスト 広聴・市民生活課 22

② 市民参加制度の活用 継続 市民参加制度 企画課 22

③ 女性職員の参画拡大 継続 管理・監督職への女性登用 行政管理課 22

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 団体への働きかけ 広聴・市民生活課 22

② 女性の参画状況の実態把握 継続 雇用・労働基本調査 商工労働観光課 22

施策２　雇用等における男女共同参画を推進するための環境づくり

施策の方向(１) 雇用の場における男女平等の環境づくり

① 事業所等における労働環境の整備 継続 雇用・労働基本調査 商工労働観光課 23

継続 組織強化、研修支援 農政課 23

継続 組織強化 林業水産課 23

継続 家族経営協定 農業委員会 23

③ 性別によらない多様な職業選択の推進 継続 ロールモデル 広聴・市民生活課 23

④ 就業に関する情報の提供 継続 ポスター・チラシ周知 商工労働観光課 23

① 市職員の意識づくり

① 人権を尊重する意識づくり

② 男女共同参画意識を高める学習の実施

① 学習機会の充実

① 各種審議会等委員への女性の登用促進

② 女性の参画促進
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施策３　ワーク・ライフ・バランスの推進

施策の方向(１) 家庭生活でのワーク・ライフ・バランスの推進

継続 認知症サポーター養成講座 高齢者支援課 24

継続 イクメン事業 子ども政策課 24

継続 両親教室 保健推進課 24

② 広報・啓発活動の推進 継続 各種啓発 広聴・市民生活課 24

施策の方向(２) 地域社会でのワーク・ライフ・バランスの推進

① 多様な分野への男女の参画を促す講座の等の開催 継続 シニアプラザ 公民館 25

② 広報・啓発活動の推進 継続 各種啓発 広聴・市民生活課 25

施策の方向(３) 企業でのワーク・ライフ・バランスの推進

継続 入札制度優遇措置 契約課 25

継続 各種制度情報 商工労働観光課 25

継続 両立支援制度 広聴・市民生活課 25

継続 子育て情報 子ども政策課 25

② 広報・啓発活動の推進 新規 ロールモデル 広聴・市民生活課 25

Ⅲ　男女がともに安心して暮らせる環境づくり
施策１　男女がともに子育てや介護ができる環境づくり

施策の方向(１) 男女がともに担う子育ての意識づくり

① 男女がともに子育てを担う意識を高める広報・啓発活動の推進 継続 各種啓発 広聴・市民生活課 26

② 子育てに関する情報の提供 継続 子育て情報 子ども政策課 26

施策の方向(２) 男女がともに担う介護の意識づくり

① 男女が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 認知症サポーター養成講座 広聴・市民生活課 27

② 介護に関する情報の提供 継続 介護制度 高齢者支援課 27

施策２　切れ目のないDV対策の推進

施策の方向(１) DVの未然防止対策の推進

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 パネル展など 広聴・市民生活課 29

拡充 デートDV講座 広聴・市民生活課 29

拡充 デートDV防止パンフレット 広聴・市民生活課 29

施策の方向(２) 被害者に対する支援体制の充実

新規 窓口周知 広聴・市民生活課 30

継続 窓口開設 広聴・市民生活課 30

② 被害者の適切な保護 継続 避難支援 広聴・市民生活課 30

継続 連絡調整 広聴・市民生活課 30

継続 住民基本台帳閲覧制限 市民課 30

継続 保育園優先入園 こども家庭課 30

継続 国保脱退手続き 国民健康保健課 30

継続 転校手続き 学校教育課 30

施策の方向(３) 連携・協働による推進体制の充実

継続 情報共有 広聴・市民生活課、こども相談センター 30

継続 ネットワーク構築 広聴・市民生活課、こども相談センター 30

継続 研修参加 広聴・市民生活課、こども相談センター 30

③ 被害者の自立支援

① 関係機関等との連携

② 若年層に対する取り組み

① 相談体制の充実

① 事業所等への働きかけ

意識改革を促す各種講座等の開催①
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