
基本目標４　つくる・・・男女がともに参画する地域社会づくり

　国が平成22年（2010年）12月に策定した「第３次男女共同参画基本計画」におい

ては、「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」が掲げられており、女性も男性も

ともに意志決定過程に参画していくことが我が国において大きな課題となっています。

　伊達市では平成19年（2007年）に「伊達市市民参加条例」を制定し、市政への市民

参加の推進、市民と市との協働によるまちづくりを目指していますが、地方公共団体に

おいても、審議会等の女性委員の数を増やしていくことは、まちづくりの観点に加え、

男女共同の観点からも重要な課題です。

　また、平成21年（2009年）３月に策定された「第六次伊達市総合計画」においては、

市の将来像を「自然を育み　未来に向かって挑戦する　人にやさしいまち」と定めてい

ますが、この「人にやさいしい」まちの実現のため、今後、女性も男性もすべての人が

支えあいながら地域社会などにおける活動を充実させるとともに、社会の一員である意

識を向上させることがますます重要となってきます。

　女性も男性も、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、

その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現のため、まちづ

くりの原点である「互いの支えあい」による社会参加意識の醸成、女性がいっそう市政

への参加ができる環境づくりなど、継続した取り組みが必要です。
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基本目標４　つくる・・・男女がともに参画する地域社会づくり-施策分野７「まちづくり・社会参加」

１　審議会等への女性の登用促進

■「市民参加条例」とは？

　「市民参加」とは、行政が重要な政策・方針を決めてそれを実際に実行するた

めに、計画の組み立てから実施、評価に至るまで、さまざまな形で市民の皆さん

の意見をお聴きし、その結果を政策・方針に反映させることをいいます。

　伊達市では、市民の皆さんとお互いの立場を尊重・信頼・協働することがまち

づくりには不可欠と考え、平成19年（2007年）に「伊達市市民参加条例」を制

定して、市民の皆さんが行政活動に参加しやすい環境づくりを進めています。

■「まちづくり人材バンク」にご登録ください！

　伊達市では、さまざまな分野で活躍し、専門的な知識や技能を持つ市民の皆さ

んに登録していただく「まちづくり人材バンク」制度を設けています。

　この制度は、まちづくり人材バンクに登録した人の中から必要に応じて市が設

置する審議会などの委員になっていただき、その知識・意見をまちづくりに反映

させていくもので、登録していただける方を随時募集しています。

　まちづくりに関心のある皆さん、ぜひご登録ください！

（登録していただける場合は、登録申請書の提出をお願いしています）

◆対　象：次のすべての条件にあてはまる方

◎ 18歳以上で市内在住または市内に勤務先がある方

◎ まちづくりの推進に意欲と情熱を持ち、審議会の委員として

報酬などの有無にかかわらず活動できる方

◎ 伊達市議会議員・伊達市職員でない方

◆希望活動分野：行財政運営、教育、文化・歴史、スポーツ、税務、

保健・医療、福祉、環境・自然、農水産業、商業・観光、

都市整備　　・・・など

◆登録有効期間：登録した日から5年を経過した日の属する年度末まで

（登録者には有効期限が切れる前に、更新等のご案内をします）

■審議会等における委員の登用状況

※「地方自治法に基づく審議会等」・・・各種法律等に基づき設置されている市の付属機関。

◎◎◎◎ ：：：： 伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1

◎◎◎◎ ：：：： 0142-23-3331(内線2120142-23-3331(内線2120142-23-3331(内線2120142-23-3331(内線212・213・214・218)・213・214・218)・213・214・218)・213・214・218)

◎◎◎◎ ：：：： 0142-23-44140142-23-44140142-23-44140142-23-4414

◎◎◎◎ ：：：： kikaku@city.date.hokkaido.jp
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　　　　地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法にににに基基基基づくづくづくづく審議会等審議会等審議会等審議会等におけるにおけるにおけるにおける女性委員女性委員女性委員女性委員のののの登用割合登用割合登用割合登用割合※※※※
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　　　　地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法にににに基基基基づくづくづくづく審議会等委員審議会等委員審議会等委員審議会等委員のののの登用状況登用状況登用状況登用状況※※※※

男性237名 男性230名 男性218名 男性235名
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基本目標４　つくる・・・男女がともに参画する地域社会づくり-施策分野７「まちづくり・社会参加」

２　団体活動の支援・情報提供

■地域で活動する女性団体を応援します！

　市内には、さまざまな分野で活動している各種団体がありますが、女性団体

はまだ少ない状況です。

　市教育委員会では、男女共同参画に関する啓発や社会教育などの活動を行う

女性団体を応援しています。

　男女共同参画をはじめ、社会教育に関するテーマで一般参加可能な講演会な

どの開催希望がありましたら、ぜひご相談ください！

◎◎◎◎ ：：：： 伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1（（（（末永町39-8末永町39-8末永町39-8末永町39-8　　　　伊達市役所第2庁舎伊達市役所第2庁舎伊達市役所第2庁舎伊達市役所第2庁舎））））

◎◎◎◎ ：：：： 0142-23-3331(内線512)0142-23-3331(内線512)0142-23-3331(内線512)0142-23-3331(内線512)

◎◎◎◎ ：：：： 0142-23-10840142-23-10840142-23-10840142-23-1084

◎◎◎◎ ：：：：shogaigakushu@city.date.hokkaido.jp 

■女性も男性も元気に社会参加！「伊達市市民活動ガイド」をご活用ください！

　市内には、文化・スポーツ・ボランティ

アなどの活動に参加している方が大勢いら

っしゃいます。

　市では、市内で活動している団体やサー

クルを「伊達市民活動ガイド」（平成27

年度版）にまとめ、市役所や図書館、大滝

総合支所など市内の公共施設で配布してい

ます。

　ぜひご活用ください！

　また、伊達市民活動ガイドに掲載を希望

する団体・サークルは担当までお気軽にご

連絡ください！

（市ホームページにも掲載しています）

◎◎◎◎ ：：：： 伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1

◎◎◎◎ ：：：： 0142-23-3331(内線2120142-23-3331(内線2120142-23-3331(内線2120142-23-3331(内線212・213・214・218)・213・214・218)・213・214・218)・213・214・218)

◎◎◎◎ ：：：： 0142-23-44140142-23-44140142-23-44140142-23-4414

◎◎◎◎ ：：：： kikaku@city.date.hokkaido.jp

◎◎◎◎

◆◆◆◆伊達市伊達市伊達市伊達市　　　　生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課
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