
 

【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 23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 

総務課 

（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） 

2011年２月号市政だよりでは、男女双方を意識したイラストや色を取り入れた。 

（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 

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、協力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 

総務課 

（事業の概要） 

広報紙やＨＰによる広報啓発を行った。 

（結果） 

2011年７月号市政だよりでは、特集「パパごはん」を掲載し、男性の積極的な家事参加の啓発を行った。 

（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、NPO 法人マウイ日本文化協会アロハ・イニシアティブプロジェクト日本事

務局長であり、伊達市と福島市にルーツを持つ日系アメリカ人四世でもあるマリアン・モリグチ氏を講師に迎え、

「伊達のルーツから福島県のために」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  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（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２３年度係長昇任職員の状況 

行政職 男性 ２名 女性０名 

資格職 男性 ０名 女性 ５名 

市女性職員の採用と能力活用 

人事課 

平成２３年度新規採用職員の状況  

採用者２２名     男性８名 女性１４名 

行政職        男性６名 女性５名 

建築         男性１名 女性２名 

資格職（教諭・保育士）男性０名 女性６名 

   （保健士）   男性１名 女性１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５人、梁川 20人中５人、保原 20人中５人、霊山 20人中 6

人、月舘 20人中４人 

（今後の課題） 

女性の積極的参加を促していきます。 

総合政策課 

（事業の概要） 

女性委員参画により、女性視点の公共交通施策を推進していく。 

（結果） 

伊達市地域公共交通活性化協議会委員の女性委員参画状況→33人中 4人 

（今後の課題） 

女性の積極的参加を促し、誰もが利用しやすい公共交通を推進していく。 

 

 

 

 

 



 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（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 

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 

こども支援課 

（事業の概要） 

家事・子育てに関わる男性（育メン）を支援するため、サロンの開設および料理教室を実施しました。 

（結果） 

料理教室 10回 参加者延べ 176人 

子育てサロン 33回 参加者数延べ 240人 

（今後の課題） 

開催数に対してサロン参加のお父さんが尐ないため、今後、お父さんが参加しやすいイベントを企画し子育てに

関心を持っていただく取り組みを実施していくこととします。 

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） 

乳幼児・妊産婦の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。                                                                                                      

すくすく相談会：20回（震災のため 2回減） 

乳幼児健康診査：集団検診 53回 10ヶ月健診：個別健診 

乳幼児家庭訪問事業(全新生児及び経過フォロー児に実施）                                   

（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 6,628人 相談件数 64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 2,900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 584人利用、私立６園で延べ 10,640人利用 

 ②一時預かり：公立２園で延べ 822人利用、私立３園で延べ 3,776人利用 

 幼稚園 

 預かり保育利用者：11園で 198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る。 

介護サービスの充実 

高齢福祉課 

（事業の概要） 

介護保険サービス及び介護保険制度以外の市高齢者福祉事業を周知することで、安心な生活環境づくりを目指し

ました。 

（結果） 

パンフレットの作成、市ホームページや広報誌による広報 

（今後の課題） 

介護保険サービス及び高齢者福祉サービスについて、より広く市民に周知できるよう努めていきます。 



高齢福祉課 

（事業の概要） 

地域包括支援センターの職員を増員することで、介護予防及び相談体制等の充実を図りました。 

（結果） 

４地域包括支援センターに１人ずつ職員を増員 

（今後の課題） 

今後も相談体制の充実を図り、介護と就労の両立を支援していきます。 

高齢福祉課 

（事業の概要） 

高齢者見守りネットワーク事業として、高齢者の日常生活における問題・異変などに気が付いたときの連絡体

制・対応等を強化するため、協力事業所と協定を結びました。 

（結果） 

５件の事業所と協定を締結 

（今後の課題） 

今後もより多くの事業所と協定を結び、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりを目指しま

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 

こども支援課 

（事業の概要） 

各種リーフレットの配布やポスターの掲示等により、児童虐待防止についての啓発を行いました。 

（結果） 

児童虐待防止のチラシやポスターを市内各保育園、幼稚園、小学校、公民館等に配布掲示しました。また、市内

の全家庭に児童虐待防止パンフレットを配布して啓発活動を行いました。 

（今後の課題） 

今後も児童虐待が起きないよう地域の関係機関が連携して取り組み、市民への啓発も引き続き行っていくことが

必要です。 

相談体制の充実 

高齢福祉課 

（事業の概要） 

伊達市高齢者虐待防止対策協議会を開催し、高齢者虐待防止のための協議・検討を行いました。 

（結果） 

７月８日開催、委員１１名参加 

（今後の課題） 

認知症高齢者に対する正しい知識や介護方法について、地域住民に理解されるような取り組みをしていき、虐待

を発生させない地域づくりを目指します。 

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 99件 

（今後の課題） 

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をとりながら適切に対応していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 



 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。 

各種健診：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 

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ました。 

健康運動教室会場：７会場、夜間の部会場：3会場 

23年度参加実人員 583名                                            

（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 

（筋力トレーニング事業、脳トレ事業、高齢者口腔衛生事業） 

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

教室や訪問で支援しました。 

高齢者筋力向上事業：5会場で実施、脳トレ事業：5会場で実施                                                  

（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、妊婦歯科検診事業） 

妊娠期が健康で過ごせるよう妊婦健康診査１５回分・歯科検診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。 

 


