
 

【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 24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） 

男女共同参画推進委員を対象に、福島県男女共生センター企画調査課長を講師に招き、男女共同参画の必要性

について講演いただいた。平成 24年 9月 4日開催。 

（結果） 

15名の委員が参加。 

（今後の課題） 

全庁的に男女共同の意識を共有し行動するため、全職員を対象とした研修を行う必要がある。 

刊行物等の情報発信 

秘書広報課 

（事業の概要） 

男女共同参画の視野に立った表現やイラストの適正化を図った。 

（結果） 

男女双方を意識した色使いとするよう努めた。 

（今後の課題） 

男女双方から理解される紙面づくりに努める。 

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 
学校教育課 

（事業の概要） 

教育課程の人権教育の中で、社会的性別にとらわれない男女平等教育の授業を実施しました。 

（結果） 

人権教育を通して、男女が差別されることのない平等な社会の重要性について、学習することができました。 

（今後の課題） 

今後も教育課程の中で、社会的性別にとらわれない男女平等教育の推進に努めていきます。 

こども保育課 

（事業の概要）   

日々の保育や各種行事を通して、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みんなで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）                                   



（今後の課題） 

さらに今後は、幼児が互いに話し合い、相手の気持ちを考えて行動できるように指導していきます。  

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 

秘書広報課 

（事業の概要） 

広報紙やＨＰによる広報啓発を行った。 

（結果） 

「男女共同参画」に特化した特集は掲載しなかったが、様々な立場で活躍している男女をとりあげた。 

（今後の課題） 

定期的な広報啓発に努める。 

 

 

 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アハマド・ガラール氏を講師に迎え、「エ

ジプトの歴史」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 
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 22年派遣団を中心に、13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） 

伊達市英語指導助手（ALT）と伊達市国際交流協会会員が料理・食事会などを通じて意見交換し、相互理解の推

進を図った。 

（結果） 

約 40名が参加。日本で暮らしてみての感想、外国人から見た日本の変な習慣などを共有した。 

（今後の課題） 

参加対象の拡大。 

 



 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 人事課 

平成２４年度係長昇任職員の状況 

行政職 男性１０名 女性４名 

資格職 男性 ０名 女性８名 

市女性職員の採用と能力活用 

人事課 

平成２４年度新規採用職員の状況 

採用者２７名        男性７名  女性２０名 

行政職            男性７名 女性１４名   

資格職（教諭・保育士）  男性０名  女性６名      

市政への女性の意見の反映 

総合政策課 

（事業の概要） 

地域審議会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） 

伊達市地域審議会の女性委員参画状況→伊達 20人中６人、梁川 20人中５人、保原 20人中５人、霊山 20人中 7

人、月舘 20人中５人 

（今後の課題） 

女性の積極的参加を促していきます。 

 

 

 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（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 
市民生活課 

（保原町消費生活研究補助金） 

保原町消費生活研究会への助成。 

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 

新採用職員研修時に、休業制度及び利用促進について説明を行った。 

男性職員の育児休業制度取得者を０から１にすることが課題。 

 

 

 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 

市民生活課 

（消費生活講座（暮らしの見学会）） 

暮らしに役立つ消費生活講座 

NHK福島・日本銀行福島支店・ヤクルト工場見学 参加者４８名 

市民生活課 

（暮らしの講演会） 

「人生を楽しむ秘訣！」～心と体と財布の健康～ 

生島ヒロシ氏  参加者 450 名 

（消費生活講座） 

市民生活課 
消費生活講座  

  延べ 649名参加 

市民生活課 
（消費生活講演会・講座） 

一般市民を対象に暮らしに役立つテーマで講演会・講座の開催。 

こども支援課 

（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） 



料理教室 12回 参加者延べ 172人 

イベント開催 5回 参加者数延べ 86人 

（今後の課題） 

参加者が固定しているので、広く周知して新規参加者を増やし取り組みを広げていく必要があります。 

子育て支援の充実 

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４９回  １０ヶ月児健診個別健診   

離乳食教室：１２回 心のケア事業（親子おあそび会・子どもの運動教室 ・リフレッシュママクラス）                                                            

（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。 

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を緩和を図りました。 

（結果） 

利用人数 延べ 8,968人  相談件数 110件 

（今後の課題） 

子育て支援センターの機能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 2,800部 

（今後の課題） 

変更のあった部分のみの情報更新ではなく、掲載する項目についても見直しを行っていきます。 

こども支援課 

（事業の概要） 

ファミリーサポートセンターについて、既存 NPOへの補助も含め、設置の検討をしました。 

（結果） 

国見・桑折町と既存ＮＰＯ法人への補助について打合せを実施しました。 

（今後の課題） 

伊達市内のファミリーサポートセンターの設置および既存ＮＰＯへの補助について検討を進めていきます。 



こども支援課 

（事業の概要） 

認定こども園の設置を進めることで、その機能の一つである子育て支援センターの充実を図りました。 

（結果） 

認定こども園上保原が平成 25年 4月に開園することに伴い、新たに保原南子育て支援センターを開設しました。 

（今後の課題） 

地域の子育て支援の拠点となるよう支援センターの機能強化を図っていきます。 

こども保育課 

◇延長保育・一時預り 

（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。 

 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。 

（結果） 

 保育所 

 ①延長保育：公立２園で延べ 639人利用、私立６園で延べ 10,579人利用 

 ②一時預かり：公立２園で延べ 1,180人利用、私立３園で延べ 3,839人利用 

 幼稚園 

 預かり保育利用者：11園で 225人利用。（預かり保育指導員 26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る。 

介護サービスの充実 

高齢福祉課 

①施設の充実、②在宅介護サービスの充実を図りました。 

（結果）  

①特別養護老人ホームを２箇所新たに開設（梁川と保原に各１箇所、両施設とも定員８０名） 

②６箇所の事業所が開所（上記２施設を含む） 

（今後の課題） 

介護の必要となった高齢者や介護者への対応の充実を図るため、今後も環境整備に努めていきます。 

障がい者福祉、サービスの利用

促進 
 

未実施 

 

 

 

 

 

 

 



 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 
市民生活課 

（災害支援無料法律相談） 

弁護士による災害支援無料法律相談の開催。 

高齢福祉課 

ＤＶ、虐待などの被害や悩みについての相談体制の整備を図りました。 

（結果） 

相談件数：７件 

（今後の課題） 

今後も高齢福祉課と地域包括支援センター等関係機関で体制整備を行い、相談・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） 

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 2名、担当職員 1名の 3名を配置して相談体制の強化を図りました。 

相談件数 100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。 

 

 

 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（48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。 

指導と相談  未実施 

健康づくり 

市民生活課 

（暮らしの講演会） 

「食に安心・安全と放射能対策！」 

農学博士 小泉武夫 氏  

（参加人数  450名） 

健康推進課 

（健康運動教室） 

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

を積極的に広め健康づくりを支援した。 

健康運動教室：７会場 

夜間の部会場：４会場 

２４年度参加実人員：５８３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：８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。 

性に関する教育・情報提供  未実施 

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。 

 


