
 

【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 27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 

市民協働課 

【事業の概要】 

市役所内に男女共同参画の意識を浸透させるため、男女共同参画推進庁内委員を対象に研修会を実施。 

【結果】 

庁内委員が男女共同参画について学び、その必要性について理解しました。 

【今後の課題】 

庁内委員のみでなく全職員を対象とした研修会の実施。 

刊行物等の情報発信  未実施 

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、道徳、学級活動等の教育活動の中で、男女平等の理念を踏まえて指導しました。 

【結果】 

男女平等の理念について周知、理解を深めました。 

全校（小学校 21校、中学校 6校）で、男女混合名簿を作成、使用しています。 

【今後の課題】 

男女平等教育とともに、相互理解、他者理解についてもさらに指導していきます。 

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】 

 園児がクラスの一員として、自分以外の人を理解し、各種行事に取り組もうとする気持ちが育ってきました。 

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 

市民協働課 

【事業の概要】 

男女共同参画市民アンケートの実施。 

【結果】 

伊達市においては、男女共同参画の理念が徐々に浸透してきているが、性別による固定的な役割分担意識やそ

れに基づく社会慣行は依然として根強く、家事、子育て、介護等の多くが女性の負担となっているということわ

かりました。結果は、ホームページの「伊達市男女共同参画推進条例検討委員会の検討経過」において公表しま

した。 

【今後の課題】 

 アンケート結果の全庁共有と活用。 

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  未実施 

外国人との交流支援 

学校教育課 

【事業の概要】 

希望する学校に対してヤングアメリカンズ事業を実施しました。 

【結果】 

伊達スペシャルとして、保原小学校を会場に、伊達市内 5年生以上の希望する児童生徒と保護者が 200 名参加し

ました。 

２ＤＡＹ企画として、伊達東小学校 4.5､6年児童 73名が参加、１ＤＡＹ企画として、柱沢小学校 5､6年 34名、

粟野小学校全校児童 73名、石田小学校全校児童 19名、小手小学校全校児童と希望する保護者 34名が参加しま

した。 

【今後の課題】 

今後も伊達市内広く参加を募集し、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】 

 伊達市行財政改革推進委員会の女性委員参画状況→10人中３人 

 伊達市地域創生有識者会議の女性委員参画状況→11人中３人 

【今後の課題】 

 今後も女性委員の登用を促進します。 

高齢福祉課 

【事業の概要】 

伊達市介護保険事業運営委員会により、高齢者福祉計画・介護保険事業計画の進歩管理等を実施しました。 

【結果】 

高齢福祉部会委員１０人中女性委員５人 

【今後の課題】 

今後も女性委員の登用を促進します。 

市民協働課 

【事業の概要】 

 伊達市男女共同参画推進条例検討委員会の委員選定において、女性の積極的登用を図りました。 

【結果】 

 伊達市男女共同参画推進条例検討委員会の女性割合 10名中 7名 

【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 

人事課 

【事業の概要】 

市女性職員の能力開発のための研修参加、登用推進に努めました。 

【結果】 

平成 27年度係長昇任職員の状況 

男性 8人 女性 3人 合計 11人 女性の割合 27.3％ 

市女性職員の採用と能力活用 

人事課 

【事業の概要】 

市職員の採用において、性別に関わらない公平な採用に努めました。 

【結果】 

平成 27年度新規採用職員の状況 



 男性 13人 女性 17人 合計 30人 女性の割合 56.7％ 

市政への女性の意見の反映 

市民協働課 

【事業の概要】 

 伊達市男女共同参画推進条例検討委員会の実施。 

【結果】 

 伊達市男女共同参画推進条例の検討を市民協働の下で進めることができました。また、パブリックコメントを

実施することで、広く意見を求めました。 

【今後の課題】 

 パブリックコメント制度の周知 

 

 

 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 

人事課 

【事業の概要】 

市職員の新採用時研修において、休業制度の内容及び利用促進について説明を行いました。また、出産予定職

員に対し、「子育て支援ハンドブック」を配付し、制度の周知に努めました。 

【結果】 

平成 27年度育児休業取得状況 

  男性（配偶者が出産） 対象 12人 育休取得 0人 取得率 0％ 

  女性         対象 10人 育休取得 10人 取得率 100％ 

【今後の課題】 

男性職員が育児休業を取得しやすい環境整備を進める必要があります。 

 

 

 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「暮らしの見学会」 

①福島市公設地方卸売市場・福島県警・王子コンテナー工場見学（54名参加） 

②蔵王資源リサイクル工場・コカコーラ工場・七ヶ宿ダム見学（52名参加） 

■暮らしの講演会 

ダニエルカール氏「日本とアメリカの違いから学ぶ賢い消費者への道」（280名参加） 

■消費生活講座 12回開催（388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】 

 利用人数延 12,206人、相談件数 1,245件 

こども支援課 

【事業の概要】 

 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 

こども支援課 

【事業の概要】 

 保育園・認定こども園（保育認定）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、保護者の子育て支援等により一時的な保育を実施しました。 

 また、幼稚園・認定こども園（教育認定）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・私立５園実施 

   ②一時保育：公立２園・私立２園実施 

 ●認定こども園 

   ①延長保育：公立１園・私立２園実施 

   ②一時保育：公立１園・私立２園実施 

   ③預かり保育：公立１園・私立２園実施 

 ●幼稚園 

   預かり保育：公立７園・私立２園実施 

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・健康教育を実施しまし

た。 

【結果】 

母子手帳発行・指導３３４人 乳幼児健康診査 集団検診６０回 １０か月児健康診査（個別検診）健康相談 

延８３０人電話相談９０７人 離乳食教室１２回延３２９人参加 家庭訪問延８６４人 乳児学級４２回延１

３８１人参加 



【今後の課題】 

今後も男女がともに子供の成長を喜び、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に、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か所設置し、総合相談支援や権利擁護業務などを実施しました。 

【結果】 

整備数： 認知症対応型デイサービスセンター等５事業所 

包括センター相談件数等；４９８４件 

【今後の課題】 

今後も介護サービスの充実や相談支援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 

【事業の内容】 

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は

かりました。 

【結果】 

平成２７年度実利用者数：６０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 計 63件） 

【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 

【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・子宮がん検診・男性特有の前立腺が

ん検診を実施しました。 

【結果】 

胃がん 受診者数 5，684 人 胸部Ｘ線 受診者数 8，923 人 子宮頸がん 受診者数 2，370人 

大腸がん 受診者数 7，852 人 乳がん 受診者数 2，065 人 前立腺がん 受診者数 3，092人 

【今後の課題】 

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

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２６年度特定健診未受診者のうち若年層を優先に受診勧奨ハガキを発

送した。 

【結果】 

発送枚数 3，000通（男性 1718 女性 1，282） 

【今後の課題】 

平成２６年度特定健診受診率は男性３９％ 女性 51％であり女性の受診率は高い状況にあります。健診への



関心が高い女性への受診勧奨をすることで家庭での男性への波及効果を図る窓検討していきたい。 

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戸して平成２７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

数値があまりよ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 ３００件（男性 123件 女性 177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 

指導と相談  未実施 

健康づくり 

国保年金課 

【事業概要】 

各地域の集団検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市特定

健診受診率向上のために地域特別健康集会「伊達市けんこう講座」を開催した。 

【実施結果】 

参加者数は次の通り。参加者数の 83％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：２１名（１７名）梁川：３０名（２８名）保原：３０名：（２２名）霊山：１３名（１１名） 

月舘：１５名（１３名） 合計１０９名（９１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  未実施 

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 ４4件 

支給額 17，198，972円（差額支給含む） 

【今後の課題】 

同様に実施する。 

 


