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第４章 施策の展開 
 

 

 

 

基本的施策１ 男女共同参画に関する意識改革と啓発活動 

 

【現状と課題】 

 碧南市ではこれまで、市広報紙やホームページによる情報提供、男女共同参画に関する

フォーラム等の意識啓発事業の開催を通して、男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動

を行ってきました。平成２５年８月に実施した男女共同参画に関するアンケート調査では、

平成１３年に実施した前回調査と比較し、多くの分野において男女の平等感が増加してお

り、市における男女共同参画の機運が徐々に高まってきていることがうかがえます。しか

し、男女平等の意識については、依然として男性優遇感が根強く残っているのが現状です。 

 また、「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担に『同感する』割合は『同

感しない』割合を上回っており、家庭、地域、職場などあらゆる場における慣習や慣行の

中には、このような意識を前提としたものがいまだに多く見受けられます。 

 男女共同参画社会を実現するために、一人ひとりが、固定的性別役割分担意識やそれに

基づく慣習・慣行を見直し、男女共同参画に関する認識を深めていけるよう、より広く、

より多くの人への意識改革と啓発活動を進める必要があります。そのためには、国や県と

の連携を密にし、市民が手軽に情報を入手し活用できるよう情報発信をしていくことが大

切です。そして、今後望まれる社会像について市民みんなで考え、作り上げていく風潮を

醸成することが必要です。 

重点目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくりとその啓発 

重点的取組事項 
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 ① 男女共同参画についての情報の収集・提供及び啓発の推進 

施策の内容 担当課 

男女共同参画社会づくりを進めていくために、国や県との連携

を密にし、市民が手軽に情報を入手し活用できるよう、インタ

ーネットや印刷物によって情報発信を行います。 

地域協働課 

男女共同参画に関する知識の普及や意識の変革を図るために、

フォーラムや各種講座の開催など積極的に事業を展開していき

ます。 

地域協働課 

市職員の男女共同参画の意識を向上させるために、男女共同参

画の視点に立った職員研修の実施や男女共同参画に関する研修

への職員派遣をします。 

地域協働課 

経営企画課 

男女共同参画に対する意識の実態を把握するため、市民の意識

調査等を定期的に実施し、調査結果をいかした事業の展開に努

めます。 

地域協働課 

 

 ② 男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し 

施策の内容 担当課 

現行の社会制度について、男女共同参画社会形成の視点から考

え、見直していく議論を喚起するため、幅広い情報提供に努め

ます。 

地域協働課 

家庭や地域、職場におけるさまざまな慣習・慣行について、性

別による固定的な役割分担意識に基づいていないかを考えてい

く気運を醸成するため、フォーラムやパンフレットによる意識

啓発を行っていきます。 

地域協働課 

次代を担う若い世代に対して固定的な役割分担意識を再生産し

ないよう、性別による偏りにつながるおそれのある慣行の見直

しについて広く呼びかけを行っていきます。 

地域協働課 

 

【施策の成果目標】 

指標 
現況値 

H25年度 

目標値 

H35年度 
担当課 

固定的性別役割分担意識に『同感しない』

市民の割合 
35.8％ 50％ 地域協働課 

しきたり、慣習において、男女平等である

と感じる市民の割合 
16.7％ 30％ 地域協働課 

施策の方向 
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基本的施策２ 家庭･学校における男女平等教育の推進 

 

【現状と課題】 

 男女共同参画社会をつくっていくためには、大人だけではなく次代を担う子どもたちに、

男女の差別意識や固定的性別役割分担意識を抱かせない教育が必要です。 

 男女共同参画に関するアンケート調査によれば、学校教育の場では、従来から平等教育

がなされており、約５割の人が公平であると感じています。それに対して、家庭では約４

割の人が男性優遇と感じています。 

 子どもの人格形成の基本となる家庭において、男女が協力し合い、家族としての責任と

社会参画することの意義が理解されるような取組が必要です。その手立てとして、親への

学習機会の提供や大人全体への啓発が求められます。 

 学校では、子どもの発達段階に応じて、個人の尊厳や男女の平等、男女の相互理解と協

力についての意識を育て、実践的態度を育成できるよう教育の充実を図ることが必要です。

そして、子どもたちを指導する教職員に対して、男女共同参画の必要性や人権尊重につい

ての研修を定期的に実施することが必要です。 
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 ① 家庭における男女共同参画と平等教育の推進 

施策の内容 担当課 

乳幼児期の教育を担う家庭において、男女が相互の人格を尊重

し、相手の立場を理解し助け合える人間形成が図られるよう、

家庭教育について学習する機会や情報の提供、相談体制の充実

など、家庭教育を支援していきます。 

こども課 

健康課 

男性の家事等への参加を促進するために、各種情報の提供や広

報による啓発を推進し、各種講座を開催していきます。 
生涯学習課 

社会全体で子育てに取り組む機運を高めるためのフォーラムな

ど、啓発活動の充実を図ります。 
地域協働課 

 

 ② 学校における男女共同参画教育の推進 

施策の内容 担当課 

基本的人権を尊重する精神の涵養と実践力の育成を目標に、男

女の平等、相互の理解・尊重・協力についての指導をさまざま

な教育活動を通して推進していきます。 

学校教育課 

教職員の各種研修会において、男女共同参画の視点を取り入

れ、男女共同参画社会の推進を図ります。 
学校教育課 

学校教育全般を通して、家庭のあり方や家族の人間関係などに

関する指導の充実を図っていきます。 
学校教育課 

一人ひとりの個性や能力を伸ばすとともに、自らの生き方など

を考え、固定的な役割分担にとらわれず、主体的に進路を選択

する能力や態度を身につけるよう、進路指導の充実に努めま

す。また、職場体験を通じ、職業意識、自立した生き方等につ

いて学ぶキャリア教育※1を推進します。 

学校教育課 

開かれた学校づくりを推進するとともに、さまざまな機会を通

して、男女平等教育及び男女共同参画の浸透に向けて、家庭・

地域に働きかけをします。 

学校教育課 

子育てや介護に抵抗なく参画できる次世代を育成するために、

保育実習やボランティア活動を通じて相互扶助意識を醸成して

いきます。 

学校教育課 

 

                         
※1 キャリア教育 

 児童生徒一人ひとりのキャリア発達を支援し、それぞれにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能力を育

てる教育。端的には、児童生徒一人ひとりの勤労観・職業観を育てる教育のこと。 

施策の方向 
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基本的施策１ 政策・方針決定過程への女性の参画の推進 

 

【現状と課題】 

 本市における審議会等委員への女性登用率は、平成２５年４月１日現在２０．１％で、

平成２０年以降、２０％前後でとどまっており、男女が対等に参画しているとは言えない

状況です。本市では、第５次総合計画において、平成３２年度までに市協議会、委員会な

どの女性登用率を３５％とする目標を定めていることから、女性委員の登用推進に向け取

組の強化が必要です。 

 また、男女共同参画に関するアンケート調査では、「職場では男性が優遇されている」

と感じている女性が４８.０％います。男性でも４２.３％と多く、男女ともに男性優遇と

感じています。女性がその個性、能力を十分発揮して生き生きと働くためには、男女が良

きパートナーとして等しく意志決定の場や経営に参加できる体制が必要です。そして、男

女の区別なく個人として労働に対する適切な評価を受けることが求められます。だれもが

個々の能力の向上を図る機会をもつことができ、いろいろな人が幅広い分野に進出できる

社会づくりが必要です。 

 

 

重点目標Ⅱ あらゆる分野への社会参画の推進 

重点的取組事項 
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 ① 審議会等委員への女性の登用推進 

施策の内容 担当課 

市の審議会や委員会に占める女性委員の割合を高め、女性のい

ない審議会等の解消に努めます。 
関係各課 

審議会等の委員の構成について、繰り返し就任、職指定制など

の任命のあり方を再検討し、委員の公募についてもできるもの

から導入していきます。 

関係各課 

地域での政策・方針決定に参画できる女性の人材の養成を図る

ため、各種研修の機会に努めます。 
関係各課 

 

 ② 管理職などへの女性の登用推進 

施策の内容 担当課 

男女雇用機会均等法の普及を図り、女性がその能力を発揮でき

る職場環境をつくるため、ポジティブ・アクション※1 の重要性

について、事業主等の理解を深めていきます。 

商工課 

市の管理職への登用については、性別にとらわれることなく、

個々の職員の能力や適性を十分見極め、管理職にふさわしい人

材の積極的な登用に努めます。 

経営企画課 

 

【施策の成果目標】 

指標 
現況値 

H25年度 

目標値 

H35年度 
担当課 

市の審議会等に占める女性委員の割合 20.1％ 35％ 地域協働課 

市職員(市民病院の医療・看護職を除く)の管

理職(課長補佐級以上)に占める女性の割合 
19.3％ 25％ 経営企画課 

 

 

 

 

                         
※1 ポジティブ・アクション 

 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を

改善するため必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること。 

施策の方向 
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基本的施策２ 地域・市民活動における男女共同参画の推進 

 

【現状と課題】 

 人口減少社会に突入し、少子高齢化がますます進行する中、防犯・防災などをはじめと

する様々な観点から、地域での支え合いやコミュニティづくりの必要性がこれまで以上に

高まってきています。 

 本市では、平成２５年４月に「碧南市協働のまちづくりに関する基本条例」を施行し、

多様化する地域の抱える問題や課題を市民と行政とが連携・協力して解決していこうとす

る取組を全市的に進めています。地域活動や市民活動においても男女共同参画は非常に重

要であり、男女双方の視点を取り入れることで、活動の活性化や地域力の向上、様々な地

域課題の解決につながります。 

 地域・市民活動において、意欲のある男女が性別にかかわらず能力を発揮できる環境づ

くりを促進するとともに、多様なライフスタイルを持つ市民がより多く参加できるような

環境づくりが必要です。 

 また、東日本大震災では、男女共同参画の視点が反映されていないことにより、避難所

や仮設住宅等において様々な問題が顕在化しました。災害時に男女共同参画の視点から対

応するためには、平常時から防災についての周知・啓発を行い、防災計画策定段階や備蓄

品など環境整備の段階から女性の視点を取り入れることが必要となっています。 

 

 



 

― 36 ― 

 

 ① 地域・市民活動への男女共同参画の推進 

施策の内容 担当課 

男性の職場中心の意識やライフサイクルを見直し、男女の地域

活動や市民活動への参加を促進するため、あらゆる機会を通じ

て広報・啓発を行います。 

地域協働課 

地域において、男女共同参画に積極的に取り組む人や団体等の

活動を支援し、相互のネットワークづくりを推進します。 
地域協働課 

地域における男女平等教育を推進するために、男女共同参画に

ついて学習する講座を開催します。 
地域協働課 

地域における意識改革の担い手となる人材を育成するための事

業に取り組んでいきます。 
地域協働課 

 

 ② 防災分野における女性の参画の促進 

施策の内容 担当課 

防災対策に男女共同参画の視点を反映するために、防災計画策

定を行う防災会議などへの女性委員の割合を高めます。 
防災安全課 

自主防災会などの地域における防災の取組における女性の参画

を促進し、女性リーダーの育成を図ります。 
防災安全課 

避難所などの場において女性の安全が確保されるよう配慮した

り、女性の視点から考えられる備蓄品などを整備します。 
防災安全課 

 

【施策の成果目標】 

指標 
現況値 

H25年度 

目標値 

H35年度 
担当課 

防災リーダー養成講座修了者に占める女性

の割合 
38.7％ 50％ 防災安全課 

 

 

 

 

 

施策の方向 
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基本的施策１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

 

【現状と課題】 

 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）とは、一人ひとりがやりがいや充実感

を得ながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育

て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることをい

います。 

 ワーク・ライフ・バランスを実現することは、男性の家庭生活、地域活動への参画を可

能にするとともに、女性の就業継続や政策・方針決定過程への参画の拡大を進める上でも

必要不可欠です。 

 男女共同参画に関するアンケート調査では、「ワーク・ライフ・バランス」という言葉

があまり認知されていないことや、人々の生活の中で、仕事、家庭、個人の趣味・休息の

うち、「現在、実際に重視しているもの」と、「理想として今後、より重視していきたいも

の」との間で差があることがわかりました。 

 まだまだ認知度の低い、「ワーク・ライフ・バランス」の考え方を浸透させるとともに、

誰もが自分の希望するバランスで生活できるよう子育て支援体制の充実や仕事と家庭を両

立できる職場環境づくりの促進が求められます。 

 

 

重点的取組事項 

重点目標Ⅲ 多様な生き方を可能にする環境づくり 
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 ① ワーク・ライフ・バランスの普及 

施策の内容 担当課 

老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発

など、様々な活動について、自ら希望するバランスで充実した

生活を送ることができるよう、ワーク・ライフ・バランスの実

現に向けて市民・事業所に支援や啓発を行います。 

地域協働課 

 

 ② 多様なライフスタイルに対応した子育て支援 

施策の内容 担当課 

乳幼児をもつ親を対象に、子育てに対する相談体制を整備し、

情報提供の充実、子育てサークルの育成・支援を推進します。 

こども課 

健康課 

多様な働き方に応じた保育ニーズに応えるため、保育園におけ

る延長保育、休日保育、一時保育、病後児保育や幼稚園におけ

る預かり保育など保育サービスを充実します。 

こども課 

社会参画する親のために、児童クラブ、子育て支援センターな

ど子育てサポートの制度を充実します。 
こども課 

育児への男性参加促進のため、父親に対する学習研修の場を設

けていきます。 
健康課 

地域社会が子育てを支援できるよう、子育て支援拠点施設等で

児童が安心して遊べる環境や事業の提供に努めます。 
こども課 

安心して仕事と育児を両立しながら働くことができるよう、フ

ァミリーサポートセンターを活用し、育児の相互援助体制を確

立します。 

こども課 

 

施策の方向 
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 ③ 職場における両立支援の促進 

施策の内容 担当課 

育児・介護休業制度を男女が等しく取得できるよう市民に広く

情報を提供するとともに、男性の育児・介護休業取得に対する

意識啓発を進めます。 

商工課 

経営企画課 

仕事と子育ての両立や職員の健康保持・増進等、ゆとりある生

活の実現のために、ノー残業デーを設け、市職員への周知を行

います。 

経営企画課 

仕事と家庭の両立について社会一般の理解を深めるとともに、

職場優先の企業風土を見直し、労働者の家庭的責任に配慮した

取組を行う「ファミリー・フレンドリー企業※1」概念の普及を

図ります。 

商工課 

 

【施策の成果目標】 

指標 
現況値 

H25年度 

目標値 

H35年度 
担当課 

「ワーク・ライフ・バランス」の認知度 46.2％ 70％ 地域協働課 

パパママ教室への参加率 
5.9％ 

(H24 年度) 
10％ 健康課 

市男性職員の出産・育児休暇等の取得率 45％ 75％ 経営企画課 

碧南市における愛知県ファミリー・フレン

ドリー企業登録数 
15 社 25 社 商工課 

 

                         
※1 ファミリー・フレンドリー企業 
 仕事と育児・介護・地域活動など仕事以外の生活を両立することができる制度と職場環境を持ち、ライフステージに応じた多様で

柔軟な働き方を選択できるような取組を行う企業。登録には、次の要件を満たすことが必要。 

 ①次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、地方労働局に届け出ていること。 

 ②育児・介護休業法を遵守した就業規則、規程等が整備されていること。 

 ③一般事業主行動計画に定めた取組目標や規則等で定めた子育て支援制度の公表に同意すること。 
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基本的施策２ 就業支援と就業環境の改善 

 

【現状と課題】 

 女性の社会進出が進み、「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業」などの法制面での

男女平等が進む中、いまだに採用、労働内容、賃金、昇進等さまざまな面で、男女が不平

等に扱われている場合があります。男女を問わず自己の能力を十分に発揮し、充実した職

業生活を営むことができるよう、性に起因する格差の是正が求められます。 

 碧南市の女性の労働力率をみると、結婚や出産を機にいったん仕事を辞め、子育てが落

ち着いた頃に再び就労することが考えられるＭ字型曲線を描いていますが、平成１２年と

平成２２年を比較すると、女性の２０歳代から３０歳代にかけての曲線の谷間が以前より

浅くなっています。男女共同参画に関するアンケート調査においても、女性の働き方とし

て、「子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」という考

え方が最も支持されていますが、近年では、「子どもができても、ずっと職業をもち続け

る方がよい」とする考え方が以前に比べ高まってきています。就労する女性が増加する中、

出産・子育てなどに際して、女性の継続雇用を可能とするとともに、いったん離職しても

再就職を可能とするような就業環境の整備が必要です。 

 また、農業や漁業など自営業の分野では、家庭生活や経営における方針決定過程に男女

がともに参画できるよう促進するとともに、女性自身のエンパワーメント※1 を促進し、

農林・水産業の活性化を支援していく必要があります。 

 

 

 
 
 
 

                         
※1 エンパワーメント 

 自らが本来持っている力を引き出し、意識と能力を高め、職場・家庭・地域など社会のあらゆる分野で、政治的・社会的・文化的

な意思決定に十分にかかわることができる力をつけること。 
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 ① 男女の雇用機会均等の普及と労働法規の広報･啓発の強化 

施策の内容 担当課 

事業主や労働者及び市民に対し、男女雇用機会均等法やパート

タイム労働法等の労働関係法規の周知を図り、法に沿った雇用

管理の改善を促進します。 

商工課 

 

 ② 就業・再就職へのチャレンジ支援 

施策の内容 担当課 

個々人のライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き

方ができるよう、国、県や関係機関と連携し、就労に関する

様々な情報の提供を行います。 

商工課 

出産、育児、介護などで退職し、再就職を希望する女性に対し

て、情報提供を行うなど支援に努めます。 
商工課 

 

 ③ 農林･水産など自営業における経営への男女共同参画の推進 

施策の内容 担当課 

農業、漁業従事者の女性については、女性グループの育成を図

るとともに、グループ相互の交流活動を支援し、技術･知識のレ

ベルアップに努めます。 

農業水産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 
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基本的施策１ ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)等あらゆる暴力の根絶 

 

【現状と課題】 

 すべての基本的人権は、日本国憲法により性別に関わらず保障されています。しかし、

昨今の状況を見ると、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）、セクシュアル・ハラスメ

ント※1、ストーカー行為など人権を侵害する行為が増えてきています。 

 男女共同参画に関するアンケート調査では、配偶者や恋人からのＤＶの経験がある人は

全体で約１割という結果になり、これは決して少ない数値ではありません。また、ＤＶを

受けた際に誰にも相談しなかった人が約半数に上ることから、表面化している以上に潜在

的な被害者が多くいることが推測されます。 

 暴力は誰に対しても決して許されるべきではなく、人権侵害の問題として早急な対処が

必要です。そのために、ＤＶの実態の把握や問題の早期解決に向けた相談窓口の整備、支

援体制の強化が必要です。そして、問題が起こらないよう人権尊重の啓発が必要です。 

 セクシュアル・ハラスメントは対象となった個人の尊厳を不当に傷つけ、働く男女の職

場環境の悪化や能力発揮を妨げます。さらに、事業主側にとっても円滑な業務の遂行を阻

害し、社会的評価に影響を与える問題です。セクシュアル・ハラスメント根絶に向けて、

男女ともにその能力が十分発揮される環境づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

                         
※1 セクシュアル・ハラスメント 

 継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言動のこと。単に雇用関係にある者の間

のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における構成員間など、さまざまな生活の場で起こり得るものである。 

重点目標Ⅳ 人権を尊重し、安心で健康に暮らせる社会づくり 

重点的取組事項 
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 ① ＤＶ等に関する啓発活動の推進 

施策の内容 担当課 

ＤＶやストーカー行為、性犯罪、売買春、児童虐待など女性や

子どもに対する暴力の根絶に向けての啓発活動など、暴力の発

生を防ぐ環境づくりを推進します。 

地域協働課 

こども課 

 

 ② 相談体制の充実 

施策の内容 担当課 

ＤＶ等に関する相談について、各種市民相談において対応する

とともに、必要に応じて県等の相談窓口の情報提供を行いま

す。 

市民課 

こども課 

福祉課 

高齢介護課 

ＤＶ等の被害者支援に向け、福祉、保健、医療、教育、警察な

ど関連機関との連携を密にし、問題の早期発見・早期解決に向

け、努めます。 

市民課 

こども課 

福祉課 

高齢介護課 

 

 ③ 被害者への自立支援の充実 

施策の内容 担当課 

県や関連機関との連携のもと、ＤＶ等被害者の状況に応じた生

活支援等を行います。 

こども課 

福祉課 

 

 ④ セクシュアル・ハラスメントへの対策の推進 

施策の内容 担当課 

セクシュアル・ハラスメントの概念の普及啓発に努め、防止対

策が講じられるよう事業主などに働きかけ、セクシュアル・ハ

ラスメントが起きない職場環境づくりを働きかけます。 

商工課 

経営企画課 

 

【施策の成果目標】 

指標 
現況値 

H25年度 

目標値 

H35年度 
担当課 

ＤＶに関する相談窓口の認知度 
52.7％ 

（H20 愛知県

調査結果値） 

70％ 地域協働課 

施策の方向 
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基本的施策２ 男女共同参画推進のための社会的支援 

 

【現状と課題】 

 平成２２年時点で、本市の老齢人口割合は２０.１％であり、平成３２年には２４．

５％になると推計されており、本市における高齢化はますます進んでいます。このような

状況のもと、寝たきりや認知症高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護に対するニー

ズが増大することが予想されます。介護サービスの充実や家族介護者への支援が必要とな

っています。そして、これからの高齢社会を豊かで活力あるものにしていくために、高齢

期の男女が社会参画の機会をもち、自立し、かつ、生きがいをもって安心して暮らせる環

境の整備が必要です。 

 また、障害のある人や、ひとり親家庭、外国人等においては、生活のさまざまな場面で、

複合的な困難を抱えていることが予想されます。生活困難を抱える人々が、自立し、安心

して暮らしていけるよう、男女の違い、個人の置かれた状況に配慮したきめ細やかな社会

的支援と環境整備を進める必要があります。 

 

 

 ① 高齢者福祉の充実 

施策の内容 担当課 

生きがいをもって高齢期を豊かに過ごすよう意識啓発に努めま

す。そして、高齢者が異世代や地域と交流する活動を支援しま

す。 

高齢介護課 

高齢者に対し、社会奉仕、スポーツや学習活動への参画機会の

提供や、能力活用の環境整備などの支援を進めます。 
高齢介護課 

高齢者の経済的自立や働きたいという意志を尊重し、再雇用制

度や就業紹介を推進します。 
高齢介護課 

社会全体で介護を支えるという共同連帯の理念に基づいた介護

保険制度の安定的運営に努め、家族の社会参画も可能となるよ

う介護サービスの充実を図ります。 

高齢介護課 

在宅ケアセンター 

家族介護者への身体的、精神的及び経済的な負担を軽減するた

め、家族介護者教室の開催やケアサービスを充実します。 
在宅ケアセンター 

 

施策の方向 
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 ② 障害者福祉の充実 

施策の内容 担当課 

障害者が障害の種類や程度に関わらず、必要なサービスを自ら

が主体的に選択し、利用しながら安心して生活を送ることがで

きるよう、福祉サービスや社会活動の場の充実を図ります。 

福祉課 

働く意欲のある障害者が、就労の場において等しく働く権利が

保証される環境づくりを推進します。 
福祉課 

 

 ③ ひとり親家庭等の自立支援 

施策の内容 担当課 

次代を担う子どもたちの健全なる環境のもとでの育成を図るた

め、ひとり親家庭の個々の態様に応じた生活の安定と自立を支

援していきます。 

こども課 

ひとり親家庭の支援員の資質の向上と活用の促進を図るととも

に、民生委員、児童委員などと連携し、適切な助言と援助がで

きるよう相談体制の充実を図ります。 

こども課 

 

 ④ 外国人の自立支援 

施策の内容 担当課 

外国人市民に対する生活支援のため、多言語による情報提供や

相談業務を実施します。 
市民課 

外国人市民が円滑に生活を送ることができるよう、外国人のた

めの日本語教室を開催します。 
地域協働課 
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基本的施策３ 生涯を通じた男女の健康づくりへの支援 

 

【現状と課題】 

 男女が生涯にわたって健康で充実した生活を送ることは、男女共同参画社会の基本的な

条件です。そのためには、男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつ

つ、相手に対する思いやりをもって生きていくことが重要です。 

 特に女性は、妊娠や出産の可能性があることから、妊娠・出産期の母性保護はもちろん、

ライフサイクルの各段階に応じた健康教育・相談・検診等、男性とは異なる健康上の配慮

が求められます。 

 国際的に重要視されている「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健

康・権利）※1」の視点に配慮しつつ、男女が生涯を通じて、自らの健康を守り、また互い

の健康をいたわりあうことができるよう、健康づくりを支援していきます。 

 

 

 ① 生涯にわたる健康づくりへの支援 

施策の内容 担当課 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツの概念について、広く社会

全体の気運が高まるよう、男女共同参画社会づくりの様々な機

会を通じて普及啓発を図ります。 

地域協働課 

健康課 

生涯にわたる健康維持のために定期健康診断受診を勧奨すると

ともに、日常的な健康管理のための知識を享受する健康教室及

び体力づくりの指導を行います。 

健康課 

女性に特有のがんである子宮がんや乳がんの早期発見・早期治

療につなげるため、子宮がん・乳がんに関する適切な知識や、

がん検診の受診の必要性について、情報提供や普及啓発を図

り、検診受診率の向上に取り組んでいきます。 

健康課 

 

                         
※1 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康・権利） 

 リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）とは人間の生殖システムおよびその機能と活動過程のすべての側面において、

単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあること。つまり、リプロダクティブ・

ヘルスは、人々が安全で満ち足りた性生活を営むことができ、生殖能力を持ち、子どもを持つか持たないか、いつ持つか、何人持つ

かを決める自由をもつことを意味する。 

 また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）とは、国内法・国際法および国連での合意に基づいた人権の一つで、

すべてのカップルと個人が、自分たちの子どもの数、出産間隔、出産する時期を自由にかつ責任をもって決定でき、そのための情報

と手段を得ることができるという基本的権利、ならびに最高水準の性に関する健康およびリプロダクティブ・ヘルスを享受する権利

のこと。 

施策の方向 
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 ② 学童期・思春期における健康づくりへの支援 

施策の内容 担当課 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツの視点の概念を重視しつ

つ、安全な妊娠や避妊、思春期の身体や性、命の尊さを前提と

した中絶など性と生命に関わる学習機会を提供していきます。 

学校教育課 

学校における「保健体育」の中で、心の健康、生活習慣の乱

れ、性に関する問題などの現代的課題について学習指導内容の

充実を図るため、各種研修会を通し意義や重要性の啓発を図り

ます。 

学校教育課 

 

 ③ 妊娠期・出産期における健康づくりへの支援 

施策の内容 担当課 

母子にとって出産が安全で安心したものとなるよう、各種の講

座や指導、支援を通じて妊娠・出産・育児をめぐる環境整備を

進めます。 

健康課 

出産が母親一人の負担とならないよう、父親も出産や育児、乳

幼児への知識をもつよう研修等の機会を設けます。 
健康課 

女性の生き方の多様化にあわせ、あらゆる妊娠・出産に対し、

精神的ケアと健康相談に対応できるよう支援体制の充実を推進

します。 

健康課 

 

【施策の成果目標】 

指標 
現況値 

H25年度 

目標値 

H35年度 
担当課 

子宮頸がん検診受診率 
24.9％ 

(H24 年度) 
30％以上 健康課 

乳がん検診受診率 
19.5％ 

(H24 年度) 
30％以上 健康課 
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基本的施策１ 推進体制の整備･充実 

 

【現状と課題】 

 男女共同参画社会の形成に関する施策は、市政全般にわたる広範多岐なものであり、市

行政の全分野における推進や取組を必要とします。そのために、全庁にわたる具体的な施

策について、男女共同参画の視点から今一度見直すことが必要です。そして、各種の施策

を効果的に進めるために、市民をはじめ国や県及び関連機関、市民活動団体や事業所等と

の連携を図り、男女共同参画社会の実現に向けて全庁体制で取り組む必要があります。 

 

 

 ① 推進体制の整備･充実 

施策の内容 担当課 

本プランに基づき、総合的・体系的な施策の展開を図るととも

に、男女共同参画の視点から見直しを図っていきます。 
地域協働課 

男女共同参画担当課（地域協働課）を中心に、男女共同参画社

会の形成に向け、組織・体制の整備を進めます。 
地域協働課 

 

 ② 進捗状況のチェックと評価 

施策の内容 担当課 

プランの進捗管理は、重点目標ごとに成果目標の設定を行い、

定期的に施策の進捗状況を把握・評価し、プランの推進に努め

ます。 

地域協働課 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 

重点目標Ⅴ 計画の推進 


