
 

【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

 



平成 25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  未実施 

刊行物等の情報発信 

秘書広報課 

（事業の概要） 

広報紙や、HPによる広報啓発。 

〈結果〉 

男女共同参画のテーマで、特集は組まなかったが、通年的に、市内で活躍する男女を取り上げ掲載した。 

（課題） 

啓発につながる記事を定期的に掲載する。 

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 
こども育成課 

（事業の概要） 

 日々の保育や各種事業を通して、他者を理解し、友達と共に協力しあって活動することの大切さなどの指導

をしてきました。 

（結果） 

 幼児が学級の一員として、他者を理解し、友達とともに協力し合って各種行事に取り組もうとする気持ちが

育ってきました。（特に年長児） 

学校教育課 

（事業の概要） 

教職員が教育活動の中で、男女平等の理念を踏まえて指導しました。 

（結果） 

全校で男女混合名簿の作成して実践しています。 

（今後の課題） 

この理念を今後ももち指導していきます。 

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を対象に、ふくしま多文化共生サポーターのダンバダルジャー・ナランツェツェグ氏を

講師に迎え、「モンゴルの歴史と文化」について講演会を行った。 

（結果） 

約 40名が参加し、異文化への理解を深めた。 

（今後の課題） 

参加対象の拡大。 

外国人との交流支援 

学校教育課 

（事業の概要） 

希望する学校でヤングアメリカンズを開催しました。 

（結果） 

市内の子どもたちとスタッフのアメリカ人とで、男女力を合わせてミュージカルを創りあげました。 

（今後の課題） 

次年度は学校の枠を取り外し、異文化と交流する機会を設けていきます。 

市民協働課 

（事業概要） 

福島県国際交流協会の依頼により、ニューヨークに本部がある日米協会（ジャパン・ソサエティー）が主催す

る教員向けプログラムの一部として、10名のアメリカ人視察団（通訳２名含む）を受入れた。 

 具体的には、市内のあんぽ柿農家から、震災の被災状況、放射能対策や出荷の現状について、現場を見ながら

説明していただいた。 

（結果） 

 福島の復興状況を世界に向けて発信できた。 



（今後の課題） 

継続した実施。 

市民協働課 

（事業概要） 

アメリカ合衆国マサチューセッツ州リヴィア市へ、７泊のホームステイを含む海外派遣。 

 ホストファミリーとの生活を通し異文化を学ぶとともに、リヴィアの子共達と一緒にチャリティ活動や募金活

動等を行った。 

（結果） 

中高生を中心とした 13名の団員（男 4名、女 9名）を派遣。 

（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く。 

 



 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  未実施 

市女性職員の能力開発・登用推

進 
 

未実施 

市女性職員の採用と能力活用  未実施 

市政への女性の意見の反映  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（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 

農政課 

（事業の概要） 

伊達市の農業経営に関する農業後継者育成及び農地の集積・地域農業のあり方等に関する人・農地プランについ

て審査検討をする「伊達市人・農地プラン検討会」が発足し、女性を構成メンバーの３０％以上と規定した 

（結果） 

H25.10.9開催 出席者１２名中、女性出席者４名 

（今後の課題） 

今後も女性の積極的な参加を促進します 

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  未実施 

広報活動推進事業  未実施 

 

 



 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  未実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 

こども育成課 

（事業の概要） 

 デイキャンプ等、父親と子どものためのイベントを実施し、父親同士の交流や情報交換ができる場を提供しま

した。また、料理教室を開催し、母親の負担軽減を図るとともに食を通じて子育てを楽しむことができるよう支

援を行いました。 

（結果） 

 参加者数 料理教室 延べ 203人 イベント 延べ 53人 

（今後の課題） 

 事業内容について、検討していきます。 

市民生活課 

（事業の概要）                                        

男性が家庭生活へもっと関心を持てるような内容の講座や講演会を開催しました。 

（結果） 

■消費生活講座［くらしの見学会］                                   

①自衛隊・医療機器工場見学（48名参加） 

②卸売市場・県警・食品工場見学 （48名参加） 

■暮らしの講演会 

①森永卓郎氏「日本人を幸せにする経済学」（400名参加） 

②草野仁氏「いつもチャレンジ精神で」（452名参加） 

■消費生活講座 7回開催（232名参加） 

（今後の課題） 

今後も男性が家庭生活へ参画するきっかけとなるような講座や講演会を実施していきます。 

子育て支援の充実 

こども育成課 

（事業の概要） 

 保育所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、保護者の子育てと就労を支援するため、傷病、入院等に伴う一時的な保育を実施しました。 

 また、幼稚園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 2園で延べ 2,736人利用、私立 7園で延べ 10,585 人利用 

 ②一時預かり：公立 2園で延べ 1,003人利用、私立 4園で延べ 4,067人利用 



 幼稚園 

 預かり保育利用者：10園で 205人利用。（預かり保育指導員 28人） 

（今後の課題） 

 利用者が多いことから、今後も支援体制強化に努めていきます。 

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した。また、子育てに関する講習

会の開催や相談体制の整備により子育て不安の緩和を図りました。 

（結果） 

 利用人数 延べ 10,324人 相談件数 283件 

（今後の課題） 

前年度から、利用人数・相談件数共に増加しているので、子育て支援センターの一層の充実を図っていきます。 

こども支援課 

（事業の概要） 

 未就学児を持つ子育て世帯を対象に、子育てガイドブックを配付し、必要な情報を提供するとともに、子育て

の不安解消を図りました。 

（結果） 

 配布部数 2,800部 

（今後の課題） 

 保護者へのアンケートを参考にしながら、よりニーズに合ったガイドブックの作製を行っていきます。 

健康推進課 

（すくすく相談、乳幼児家庭訪問事業、乳幼児健康診査事業、離乳食教室、心のケア事業） 

 乳幼児・妊産婦健康の保持増進を図るため健康診査・健康相談会・家庭訪問事業等を実施しました。                                                                                                                  

すくすく健康相談会：１２回  乳幼児健康診査事業集団５０回  １０ヶ月児健診個別健診   

離乳食教室：１８回 心のケア事業（親子おあそび会・子どもの運動教室）                    親子サロン

１２回                                                           

（今後の課題）今後も、男女がともに仕事と家庭を両立でき、男女がともに子育てに参画できる環境づくりに努

めます。 

介護サービスの充実 

高齢福祉課 

(事業の概要） 

女性が積極的に就労できるよう、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

４ヶ所を設置し、総合相談支援や権利擁護業務等を実施しました。 

(結果） 

整備数 グループホーム１ヶ所 定員 18人 

相談件数等 4,180件 

今後も介護サービスの充実や相談支援体制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 

（事業の概要） 

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る



「日中一時支援事業」の単価改正を行い、サービス提供事業者の参入・拡大を図った。 

（結果） 

平成 24年度実利用者数：66 人 

平成 25年度実利用者数：67 人 

（今後の課題） 

利用者が横ばいであるため、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 

こども支援課 

（事業の概要） 

 家庭児童相談員を配置し児童虐待や家庭関係等の相談業務を行いました。 

（結果） 

 家庭児童相談員 4名、担当職員 1名の 5名を配置して相談体制の強化を図りました。 

 相談件数 93件 

（今後の課題） 

 前年に引き続き、相談の中でも保護者の精神疾患、生活困窮、家庭不和等による養育困難に関する相談が多い

ことから、地域における関係機関と連携がますます求められます。 

市民生活課 

（事業の概要） 

 弁護士による無料法律相談を開催し、相談体制の充実を図りました。 

（結果） 

 年 10回開催（相談件数＠6 件×10回） 

（今後の課題） 

 年々相談内容も多様化しているので関係機関と調整を図りながら、相談体制の強化に努めていきます。 

 

 

 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（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 

（各種がん検診等の実施、特定健診・特定保健指導事業、健康教室、個別健康相談会、家庭訪問指導事業） 

 男女の生涯を通じた健康支援のため、特定健診・がん検診・女性特有の乳がん検診・子宮頸がん検診・男性特

有の前立腺がん検診等を実施しました。 

集団検診（44日間実施）・施設検診 

生活習慣病予防の知識普及のための健康教室（血管を守る大作戦）・個別相談会・家庭訪問指導事業を実施しま

した。                                                    （今後の

課題）今後も、男女のライフワークにあった生活習慣病予防のための保健指導を教室や家庭訪問等を通し実施し、



健康管理への意識を高めていきます。 

  

国保年金課 

（事業の概要） 

特定健診受診率向上のため未受診者対策として未受診者を対象に受診勧奨通知ハガキを発送した 

（結果） 

8月下旬～9月上旬 6,009部 

（今後の課題） 

通知後の未受診者の健診受診状況の把握が必要 

国保年金課 

事業の概要） 

特定健診受診率の維持向上のため継続受診者を対象に健診結果活用ガイドを配付した 

（結果） 

健診受診者 約 5,700名 

（今後の課題） 

次年度への継続受診に努めていきたい 

指導と相談  未実施 

健康づくり 

健康推進課 

運動習慣化支援事業） 

男女がライフワークにあった心身の健康増進・生活習慣病予防の観点から運動習慣づくりのための健康運動教

室、いきいきウオーキング普及啓発を積極的に行い健康づくりを支援した。 

○健康運動教室：日中７会場 夜間の部会場：４会場  ２５年度参加実人員：５９８人                             

○いきいきウオーキング（各地区での定期的なウオーキングやイベントの実施）                                                                                               

○健康増進室：２５年度の参加実人員：市内３９６人                                                        

（今後の課題）今後も男女のライフワークにあった心身の健康増進・運動習慣づくりための健康づくりを支援と

して努めていきます。 

健康推進課 

（筋力向上トレーニング事業、脳トレ事業、高齢者口腔衛生事業、脳梗塞対策訪問事業、ハイリスク高齢者訪問

事業） 

高齢者男女が、生涯自立した生活がおくられるよう介護予防事業の展開と要支援・要介護予防への取り組みを教

室や訪問で支援した。 

高齢者筋力向上トレーニング事業：５会場 

脳トレ事業：６会場                                                       

（今後の課題）今後も男女が生涯いきいきとした生活を送るため支援していきます。 

国保年金課 

（事業の概要） 

全国健康保険協会福島支部と連携し、ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品促進のためお薬に関する市民講座を実施した 

（結果） 

11月 16日 100人参加 



（今後の課題） 

今後もｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品促進に努めていきたい 

国保年金課 

（事業の概要） 

市内各地域において特定健診対象年代で主に国保被保険者未受診者を集めた健康集会を実施した 

①生活習慣病予防啓発について専門家による講演 

②運動や生活習慣に関する健康測定（ゆがみ測定、血流測定） 

③個別健康相談 

（結果） 

8月 30日午前 月館地域 参加者 35名 

8月 30日午後 霊山地域 参加者 39名 

10月 3日午後 梁川地域 参加者 104名 

10月 4日午前 伊達地域 参加者 74名 

10月 4日午後 保原地域 参加者 110名  計 362名 

（今後の課題） 

講演と健康測定を別日程にして参加促進を図りたい 

国保年金課 

（事業の概要） 

健診受診者の意向や意識についてｱﾝｹｰﾄ調査を実施した 

（結果） 

5月下旬～6月上旬 調査結果を集計分析しレポート及び勧奨パンフを作成配付した 

（今後の課題） 

健診を受診する・しない理由等の傾向を把握し今後も受診促進に努めていきたい 

性に関する教育・情報提供 

健康推進課 

（思春期教育事業）                                           

いのちの大切さ、健康管理について、助産師による講話を実施。                                

（今後の課題）男女がともに健康でいきいきとした生活を築けるよう支援していきます。 

妊娠・出産に関する支援 

健康推進課 

（妊婦健康診査事業、妊婦歯科健診事業） 

妊娠期が健康で過ごせるよう妊婦健康診査１５回分・歯科健診１回分を助成。                                                          

（今後の課題）今後も男女がともに仕事と家庭が両立でき、男女がともに子育てに参画できるよう支援していき

ます。 

国保年金課 

（事業の概要） 

患者負担軽減のため国民健康保険加入者の出産費用に対する助成を行う。 

 ①：産科医療補償制度加入医療機関での出産…1人につき 420,000円 

 ②：①以外での出産…1人につき 390,000円 

（結果） 

H25.4月～H26.3月分実績 … 42件（うち 1件 390,000円） 17,610,000円支給済  



（今後の課題） 

今後も患者負担軽減のため出産育児一時金助成に努めたい。 

 


