
 

【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 26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などの広報媒体を利用して、市民に男女共同参画についての啓発に努める。 

【結果】 

市政だより（広報紙）において、妊娠、出産、子育てにかかる特集を掲載し、社会として子育てを支援するた

めの啓発を行った。 

【今後の課題】 

各部署における、啓発事項について広報戦略を練り、定期的に広報、啓発をしていく。 

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（小学校２１校・中学校６校）で男女混合名簿を作成して実践しています。 

【今後の課題】 

この理念を今後も指導していきます。 

こども育成課 

【事業の概要】 

 日々の保育や各種事業を通して、自分以外の人を理解し、友達と一緒に協力しあって活動することの大切さ

等指導してきました。 

【結果】 

 幼児がクラスの一員として、自分以外の人を理解し、友達と一緒に協力しあ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） 

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菅野エリV.V.氏を講師

に迎え、「アルゼンチンの食文化と習慣」について講演会を行った。 

【結果】 

34名が参加し、異文化への理解を深めた。 

【今後の課題】 

参加者数の拡大。 

外国人との交流支援 

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た。 

【結果】 

平成 25年度派遣団員を中心に、12名の訪問団のホームステイを受入れた。 

【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。 

市民協働課 

【事業概要】 

タイ国出身の金子マラシーさんと一緒にタイ料理を作り、調理後は食事しながら楽しく歓談した。作った料理

はグリーンカレー、かぼちゃのデザート。 

【結果】 

伊達市国際交流協会会員、一般市民、ＡＬＴ（英語指導助手）等総勢 30名 

【今後の課題】 



開催回数の拡大。 

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上げました。 

【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。 

 



 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】 

審議会等の女性委員参画拡大に努め、女性の意見拡大を目指しました。 

【結果】 

伊達市総合計画審議会の女性委員参画状況→21人中 4人 

伊達市行財政改革推進委員会の女性委員参画状況→10人中 3人 

【今後の課題】 

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

高齢福祉課 

【事業の概要】 

伊達市総合福祉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を実施しました。 

【結果】 

高齢福祉部会委員 10人中女性委員 4人 

【今後の課題】 

今後も女性委員の登用を促進します。 

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  未実施 

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 

生活環境課 

【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県警交通管制センター・福島地方裁判所・食品工場見学（61 名参加） 

 ②富士通アイソテック・食品工場・日本銀行見学（48名参加） 

■暮らしの講演会 

 林家たい平師匠「いい人だからさすけねー！えっ、おらあ騙さっちだのがい？」（約 400名参加） 

■消費生活講座 12回開催（631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

る共に、保護者の子育てと就労するため、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園延２，９８９人利用、私立７園延べ９，８５１人利用 

  ②一時預かり：公立２園延１，０２９人利用 私立４園延４，４５９人利用 

 ●幼稚園 

  預かり保育利用者：９園１８９人利用（預かり保育指導員２６人） 

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 述べ 10,473人 相談件数 466件 

こども支援課 

【事業の概】 

 未就学児のいる子育て世帯を対象に、子育てガイドブックを配布し、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 2,600部 

健康推進課 

【事業の概要】 

妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進を図るため健康診査・健康相談・家庭訪問事業・健康教育等を実施しました。 

【結果】 

乳幼児健康診査（集団健診）60回 １０ヶ月児健康診査（個別健診） 健康相談会 11回延 236人参加 

離乳食教室 12回延 382人参加 家庭訪問延 950人 育児学級 38回延 650人参加 

【今後の課題】 

今後も男女がともに子どもの成長を喜び、ともに子育てが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 4,844 件 

【今後の課題】 

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、日中の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。 

【結果】 

平成 26年度実利用者数：64 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 12回開催（相談件数＠6件×12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。 

こども支援課 

【事業の概要】 

 こども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】 

 こども相談員４名、担当職員１名の５名を配置し、相談体制の強化を図りました。 

 相談件数 107件 

 

 

 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 

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 25年度特定健診未受診者へ受診勧奨ハガキを発送した。 

【実施結果】 

 発送枚数 5,740通（男性 2,554 女性 3,186） 

【今後の課題】 

 未受診者に占める女性の割合が高いことから対象者の追跡調査（勧奨後に受診したか、医療機関の受診状況等）

が必要である。 

国保年金課 

【事業概要】 

 特定健診受診者フォローアップ事業として平成 26年度特定健診受診者のうち特定保健指導対象ではないが数

値があまり良くなかった方を対象とし電話による生活習慣改善のアドバイスを行った。 



【実施結果】 

 対象者数 436件（男性 159件 女性 277件） 

【今後の課題】 

 対象者に占める女性の割合が高いことから対象者の追跡調査（次年度の健診結果等）が必要である。 

健康推進課 

【事業の概要】 

 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。 

【結果】 

胃がん 受診者数 5,558人  胸部 X線 受診者数 8,828人 子宮頸がん 受診者数 2,332人 

大腸がん 受診者数 7,368 人 乳がん 受診者数 2,048人 前立腺がん 受診者数 3,120人 

【今後の課題】 

受診率の向上を目指し、広報等による啓発及び健康推進員からの受診勧奨を実施していく。 

指導と相談  未実施 

健康づくり 

国保年金課 

【事業概要】 

 生活習慣病予防のための特定健診受診勧奨を目的とした講演会「からだの調子がよくなる講演会」を２回実施

した。 

【実施結果】 

 伊達地域と保原地域で実施した。参加者の 78％が女性であったことから健康に関心を持っている女性が多い

ことが分かった。 

 保原会場：207名（160名） 伊達会場：147名（116名） 合計：354名（276名） 

 ※カッコ内は女性の参加者数 

【今後の課題】 

 27年度は大規模な講演会も良いが、より地域に入って行き対象者を絞った事業を実施する。 

国保年金課 

【事業概要】 

 各地域の集団健診が始まる前に国保被保険者を対象に生活習慣病予防と特定健診の重要性を周知啓発し特定

健診受診率向上のために地域別健康集会「伊達市けんこう講座」を昼と夜に分けて開催した。 

【実施結果】 

 参加者数は次のとおり。全参加者数の 77％が女性であり、男性に比べ女性のほうが健康意識が高いことが分

かった。 

 伊達：38名（26名）梁川：58名（44名）保原：66名（53名）霊山：30名（25名） 

 月舘：21名（16名）合計：213名（164名） 

 ※カッコ内は女性参加者数 

【今後の課題】  

 家庭の食生活をコントロールしているのは主に女性であることから、今後も女性に対して生活習慣病予防のた



めに食生活の重要性をアピールしていく。 

性に関する教育・情報提供 

健康推進課 

【事業の概要】 

思春期教育事業。命の大切さ、健康管理について、助産師による講話を実施。 

中学生対象に２回開催。 

【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な学習を支援していく。 

妊娠・出産に関する支援 

国保年金課 

【事業概要】 

 出産に係る費用の軽減のため、国保被保険者を対象に出産育児一時金を支給する。 

 出産数１人につき次の金額を支給する。 

 ・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         390,000円 

【実施結果】 

 支給件数 53件 

 支給額  20,555,028円（差額支給含む） 

【今後の課題】 

 同様に実施する。 

 


