
計画計画計画計画のののの体系体系体系体系

基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１　　　　まなぶまなぶまなぶまなぶ・・・・・・・・・・・・男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会をめざすをめざすをめざすをめざす意識意識意識意識づくりづくりづくりづくり
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第２章　計画の内容－計画の体系

　　　　　　　施策分野

　施策分野５

　「家庭生活」

「

男

女

共

同

参

画

社

会

」

の

実

現

に

向

け

た

一

体

的

な

取

り

組

み

　基本目標３　はたらく

　いきいきと働く環境づくり

　施策分野６

　「就労・雇用」

　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」

　基本目標２　くらす

　安心で心豊かな暮らしづくり
　施策分野３

　「子育て」

　施策分野４

　「介護」

計画計画計画計画のののの体系体系体系体系
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基本目標

　施策分野２

　「健康」

　基本目標１　まなぶ

　男女共同参画社会をめざす意識づくり

　施策分野１

　「教育・学習」



第２章　計画の内容－計画の体系

①男女平等観に立った学校運営・行事の促進

②人権・性教育の充実

③家庭的責任の理解、職業観教育の充実

④国際的な広い視野・豊かな感覚の醸成

⑤進路指導の充実

⑥教職員研修の充実

⑦青少年指導センター活動の推進

①男女共同参画に関する意識啓発・情報の収集と提供

②女性リーダー・人材の育成

①健康教育・相談指導の充実

②食を通じた健康の増進

③介護予防事業の推進

④生きがいを感じる機会の提供

①女性に対する検診の充実

②子宮頸がん予防対策の強化

③医療機関との連携の強化

①仕事と子育ての両立のための基盤整備

②母子保健事業の充実

③妊娠期からの一貫した支援・相談体制の充実

④男性の育児参画に係る意識啓発

⑤ひとり親家庭に対する相談、情報提供の充実

⑥育児クラブの育成・支援の推進

⑦育児負担を軽減するための情報提供

⑧不妊治療のための情報の提供及び支援

①介護の社会化についての意識啓発・学習機会の提供

②総合相談体制の充実

③在宅介護サービスの充実

①DV防止のための意識啓発

②被害者の保護・援助活動の充実

①労働関係法令などの周知・啓発

②調査研究

③経済関係団体との交流促進

④農業における家族経営協定の締結促進

①就業に関する情報の提供

②起業に向けた情報の提供及び支援

①審議会等委員登用における配慮

②女性の「まちづくり人材登録」の推進

③登用状況の発表

①女性団体の活動支援

②市民活動に関する情報提供

施策・取り組みの内容

　２　就業・起業への支援

　１　審議会等への女性の登用促進

　２　団体活動の支援・情報提供

　１　子育て環境の整備

　１　介護環境の整備

　１　女性に対する暴力の根絶

　１　雇用の場における

　　　男女共同の環境づくり

　１　学校等における

　　　男女平等教育の推進

　２　生涯を通じた

　　　意識の啓発・人材の育成

　１　生涯を通じた

　　　健康づくりの推進

　２　女性の保健の充実
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第２章　計画の内容－基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】

　学校は、家庭や地域とともに、子どもの価値観や社会的規範など人格形成に大きな役

割を果たしています。

　現在、伊達市内には市立小学校が10校、市立中学校５校があり、各学校ごとに男女

平等観に立った学校運営・行事の促進に取り組んでいます。

　また、保健体育や道徳の授業などにおいては、発達段階に応じた性教育や人権教育を

実践し、自分の身体、生命を大事にし、男女が互いの人格を尊重しあう意識をはぐくむ

ことに努めています。

　一方、男女共同参画社会の形成のためには、生涯を通じた意識の醸成が必要であり、

さまざまな機会を通じた意識啓発や学習機会の充実に継続して取り組む必要があります。

　一人ひとりが、社会的・文化的につくられた性差である「ジェンダー※」にとらわれ

ない個人の尊重と男女共同意識を身につけるとともに、家庭や職場、地域などあらゆる

分野にその浸透を図ることが重要です。

ジェンダー（gender)

　男女の生物学的な性差を「セックス」というのに対し、「男らしさ（男性像）」

「女らしさ（女性像）」といった社会的・文化的につくられた性差。
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基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１　　　　まなぶまなぶまなぶまなぶ・・・・・・・・・・・・男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会をめざすをめざすをめざすをめざす意識意識意識意識づくりづくりづくりづくり

用語解説



第２章　計画の内容－基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり

施策分野施策分野施策分野施策分野１１１１　「　「　「　「教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習」」」」

１１１１　　　　学校等学校等学校等学校等におけるにおけるにおけるにおける男女平等教育男女平等教育男女平等教育男女平等教育のののの推進推進推進推進

 ①男女平等観に立った学校運営・行事の促進

　男女平等意識を学校教育において形成するため、男女平等観に立った学校運営や行

事の運営に努めます。

（学校教育課）

◎各小中学校における主な取り組み

　各種行事や活動等における男女混合によるグループ編成

　運動会等における男女混合種目の実施

　その他学校教育運営や教育活動における配慮

②人権・性教育の充実

　自分の身体、生命を大事にし、男女が互いの人格を尊重しあう意識をはぐくむた

め、発達段階に応じた性教育や保健指導、人権教育を促進します。

（学校教育課）

◎各小中学校における主な取り組み

　保健体育や道徳の時間の授業等における性教育や人権教育の指導の実施

　性に関する講話会の実施

　児童生徒へのアンケートや調査などを通じた実態の把握

　エイズ等性感染症に関する予防教育の充実

　その他教科指導や学級指導での日常的な指導の実施

③家庭的責任の理解、職業観教育の充実

　異年齢児との交流、育児における家庭的責任の理解、職業観教育の充実を目的に、

児童生徒の体験学習を促進します。

（学校教育課）

◎各小中学校における主な取り組み

　赤ちゃんふれあい体験の実施

　市内幼稚園や保育所との交流

　全校の縦割り班活動による異学年との交流

　職場訪問や職業体験

④国際的な広い視野・豊かな感覚の醸成

　国際的な広い視野・豊かな感覚の醸成のため、諸外国の文化や習慣についての理解

を深めることができるよう、教育の充実を図ります。

（学校教育課）

◎各小中学校における主な取り組み

　社会科や総合的な学習の時間における指導の実施

　姉妹都市であるレイクカウチン町（カナダ）との交流事業

　「外国語指導助手（ＡＬＴ）」活用事業
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第２章　計画の内容－基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり

⑤進路指導の充実

　児童生徒が性別にとらわれることのない職業観を身につけ、主体的に進路選択がで

きるような教育活動を促進します。

（学校教育課）

◎各小中学校における主な取り組み

　職場訪問や職業体験における児童生徒自身の希望への配慮

⑥教職員研修の充実

　男女平等の視点に立った指導の充実が図られるよう、教職員等の研修機会の充実に

努めます。

（学校教育課）

◎各小中学校における主な取り組み

　男女平等を意識した交流会や研修

　教職員図書の整備

⑦青少年指導センター活動の推進

　書店やコンビニエンスストアなどへの立ち入り調査を行い、有害図書などの排除に

努めます。

　また、関係機関や地域と連携しながら、問題を抱えている青少年の早期発見や指導、

相談を行い、青少年の健全育成に努めます。

◎主な施策・取り組み

　書店などへの立入調査 （青少年指導センター）

　専門指導員による指導や助言 （青少年指導センター）

　子どもテレホン相談の実施 （青少年指導センター）

　関係機関等との連携の強化 （青少年指導センター）

10



第２章　計画の内容－基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり

２２２２　　　　生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた意識意識意識意識のののの啓発啓発啓発啓発・・・・人材人材人材人材のののの育成育成育成育成

①男女共同参画に関する意識啓発・情報の収集と提供

　家事・育児・介護などの家庭責任を男女がともに担い合うという意識の醸成ととも

に、男女がともに社会活動に参加するという意識の浸透を図ります。

◎主な施策・取り組み

　「国際女性デー（３月８日）」などの機会を通じた啓発事業の実施 （生涯学習推進課）

　北海道立女性プラザ主催「女性プラザ祭」への参加 （生涯学習推進課）

　男女共同参画社会づくり推進事業（講座・講演会）の実施 （生涯学習推進課）

　家庭教育推進事業 （生涯学習推進課）

　啓発リーフレットや研修情報などの提供 （生涯学習推進課）

　男性栄養教室 （保健センター）

　男女共同参画に関する図書の充実 （図書館）

②女性リーダー・人材の育成

　広い視野と創造性豊かな人材の育成、社会意識の向上を図ります。

◎主な施策・取り組み

　室蘭・登別・伊達　三市合同女性国内派遣研修 （生涯学習推進課）

　自治会女性役員等視察研修会、活動交流会 （自治防災課）

　民生委員児童委員の各種研修会、研究協議会等への参加の促進 （社会福祉課）
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第２章　計画の内容－基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】

　近年、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）※という

考え方が重要な権利の一つとして認識されるようになってきましたが、女性も男性も健

康で心豊かな生活を営むためには、一人ひとりが日常生活における健康づくりの大切さ

を自覚することが重要であり、同時に「生きがい」を感じることが必要です。

　また、高齢化率の上昇にともない、高齢者が住み慣れた地域や家庭で元気に生きがい

を感じて暮らしていくためには、女性も男性も自らによる健康管理・介護予防に積極的

に取り組むことが重要な課題となっていますが、女性には、その身体に妊娠・出産のた

めの機能が備わっているため、男性とは異なった形での健康づくりへの支援が必要です。

　男女共同参画社会を実現するためには、女性と男性がお互いの心身の特性を十分理解

するとともに、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期など、ライフステージを通じて

必要な知識や情報を提供し、健康維持のための適切な指導や医療サービスが受けられる

環境の充実など、継続した取り組みが必要です。

　また、家事や育児などの家庭生活へのかかわりに対する男性の意識が少しずつ変わっ

てきている昨今、女性と男性がともに家事や育児・子育て、家庭生活にかかわっていく

ことができるように、保育サービスなどの充実がますます重要になっています。

　現在、伊達市内には７か所の認可保育所（市立５、私立２）がありますが、近年では

子育て支援センターの利用者増加にともなう「つどいの広場」の開設（平成21年（20

09年））、老朽化にともなう「旭町児童館」の建て替え（平成23年（2011年））な

ど、環境整備が進められてきました。また、放課後児童クラブの土曜日、長期休暇日に

おける開所時刻の繰り上げ（平成21年（2009年））や、病児対応型保育の実施（平成

21年（2009年））など、さまざまなニーズに対応する事業などを実施してきましたが、

今後も継続した取り組みが求められています。

　一方、伊達市は、「人の誘致」による移住・定住の取り組みなど高齢者にもやさしい

まちづくりを進める一方で、介護が必要となった多くの人が住み慣れた地域や家庭での

在宅生活を望んでいることから、介護保険サービスの充実とともに、女性と男性がとも

に介護にかかわっていくことが求められています。

　同様のことは障がい者にも言え、地域で暮らすことができる体制づくり、自立への支

援が求められている現在、相談支援体制や在宅サービスの充実、関係機関との連携など

により、介護負担の軽減、環境整備など、継続した取り組みが必要です。

　しかしながら、前述のように「健康」「子育て」「介護」などの分野で「安心で心豊

かな暮らしづくり」を目指す一方で、家庭生活などにおける配偶者やパートナーからの

暴力（ＤＶ）が依然として存在している現状も忘れてはならず、被害をなくすための関

係法令の周知や啓発に加え、被害を受けた人が届けやすいような環境の充実にも努めて

いく必要があります。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（re productive health/rights）

「性と生殖に関する健康と権利」。

　妊娠、出産、中絶などに関わる女性の健康を重視し、さらに産む産まないの自己決定権

のほか、生涯にわたって女性が自分の健康を主体的に守って生きることをいいます。

　平成６年（1994年）国連の国際人口開発会議で提唱されました。
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用語解説

基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２　　　　くらすくらすくらすくらす・・・・・・・・・・・・安心安心安心安心でででで心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな暮暮暮暮らしづくりらしづくりらしづくりらしづくり



第２章　計画の内容－基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり

施策分野施策分野施策分野施策分野２２２２　「　「　「　「健康健康健康健康」」」」

１１１１　　　　生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

①健康教育・相談指導の充実

　ライフサイクルを通して、主体的に健康を維持管理・増進していけるように、健康

教育や相談指導の充実に努めます。

（保健センター）

②食を通じた健康の増進

　健康の基本となる栄養・食生活の改善や意識の向上に努めます。

◎主な施策・取り組み

　食生活改善推進員支援事業 （保健センター）

　食生活改善推進員養成（隔年） （保健センター）

　栄養教室 （保健センター）

③介護予防事業の推進

　介護保険の要介護認定において自立と判定された高齢者や特定及び一般高齢者を対

象に、自立した生活を維持できるよう、介護予防推進事業の充実に努めます。

◎主な施策・取り組み

　通所型・訪問型介護予防事業 （高齢福祉課）

　生活管理指導短期宿泊事業 （高齢福祉課）

　介護予防地域住民等支援グループ活動(宅老所)事業 （高齢福祉課）

　食の自立支援事業 （高齢福祉課）

　アクティビティ（音楽活動）事業 （高齢福祉課）

④生きがいを感じる機会の提供

　高齢者などが健康で充実した生活を送るため、生きがい意識の向上や学習機会の提

供に努めます。

◎主な施策・取り組み

　「長生大学」の開設 （生涯学習推進課）

　市民自主企画事業「マイプラン・マイスタディ」の推進 （生涯学習推進課）

２２２２　　　　女性女性女性女性のののの保健保健保健保健のののの充実充実充実充実

①女性に対する検診の充実

　子宮がん、乳がんの早期発見・早期治療のため、検診を実施するとともに、対象者

への個別勧奨により、受診率の向上に努めます。

◎主な施策・取り組み

　子宮がん検診（対象：20歳以上の女性） （保健センター）

　乳がん検診（対象：40歳以上の女性） （保健センター）

②子宮頸がん予防対策の強化

　子宮頸がん予防ワクチンの公費助成事業を効果的に進めるため、対象者への予防ワ

クチン接種の個別勧奨とともに、学校の授業等における啓発を推進し、子宮頸がんゼ

ロを目指します。

（保健センター）

③医療機関との連携の強化

　女性がライフサイクルに応じた医療が受けられるよう、医療機関との連携に努めます。

（保健センター）
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第２章　計画の内容－基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり

施策分野施策分野施策分野施策分野３３３３　「　「　「　「子育子育子育子育てててて」」」」

１１１１　　　　子育子育子育子育てててて環境環境環境環境のののの整備整備整備整備

①仕事と子育ての両立のための基盤整備

　保護者の就業形態の多様化による保育ニーズに対応するため、保育サービスなどの

充実に努めます。

◎主な施策・取り組み

　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の推進 （児童家庭課）

　休日保育事業の拡充 （児童家庭課）

　病児・病後児保育事業の推進 （児童家庭課）

　一時保育事業の実施 （児童家庭課）

　延長保育事業の拡充 （児童家庭課）

　乳児保育事業の推進 （児童家庭課）

　障がい児保育事業の推進 （児童家庭課）

　特定保育事業の実施 （児童家庭課）

　児童館の充実 （児童家庭課）

②母子保健事業の充実

　妊娠中や乳幼児期の健康や発育・発達状態を確認し、子育ての不安や疑問などに対

する助言を行うとともに、よりよい親子関係を築くための学習機会の提供に努めます。

◎主な施策・取り組み

　健診(乳児・１歳６ヶ月・３歳児）事業 （保健センター）

　相談（１歳児・２歳児）事業 （保健センター）

　母と子のふれあい教室 （保健センター）

　新生児訪問 （保健センター）

　乳幼児訪問 （保健センター）

　健康・栄養相談 （保健センター）

　母子手帳交付、保健指導 （保健センター）

③妊娠期からの一貫した支援・相談体制の充実

　妊娠期から育児期まで、一貫したきめ細かな助言・指導が図られるよう、関係機関

との連携により、子育て家庭の支援に努めます。

　また、子育て支援センターを拠点として実施している講座や親同士の交流、指導・

相談の充実を図り、子育て家庭への支援に努めます。

◎主な施策・取り組み

　乳児家庭全戸訪問 （児童家庭課）

　子育てに関する相談体制の充実及び関係機関との連携 （児童家庭課・保健センター）

　子育て支援センター事業の推進 （児童家庭課）

　電話及び面談等による相談 （児童家庭課）

　北海道家庭相談員研修会への参加 （児童家庭課）

④男性の育児参画に係る意識啓発

　育児を男女がともに担い合うという意識の醸成に努めます。

◎主な施策・取り組み

　マタニティ教室 （保健センター）

　「のびのび広場」などの親子交流事業の実施 （児童家庭課）
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第２章　計画の内容－基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり

⑤ひとり親家庭に対する相談、情報提供の充実

　子育てと生計の維持という困難を抱えがちなひとり親家庭に対し、健康管理や養育、

生活全般にわたる情報の提供、相談体制の充実に努めます。

（児童家庭課）

⑥育児クラブの育成・支援の推進

　子育て中の母親の仲間づくりや社会参加を促進するため、育児クラブの育成に努め

るとともに、育児に関する情報やクラブ活動の場所の提供に努めます。

（児童家庭課）

⑦育児負担を軽減するための情報提供

　育児負担を軽減するため、各種サービスや地域に密着した情報などについて、さま

ざまな機会を通じ、きめ細かな情報の提供に努めます。

（児童家庭課・保健センター）

⑧不妊治療のための情報の提供及び支援

　不妊治療の経済的負担を軽減するための情報の提供に努めるとともに、治療費の一

部助成事業を推進します。

（児童家庭課）
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第２章　計画の内容－基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり

施策分野施策分野施策分野施策分野４４４４　「　「　「　「介護介護介護介護」」」」

１１１１　　　　介護環境介護環境介護環境介護環境のののの整備整備整備整備

①介護の社会化についての意識啓発・学習機会の提供

　住み慣れた地域や家庭などで、安心して自立した生活が送れるよう、介護保険制度

や障がい福祉サービスの趣旨、地域の協力・理解についての浸透を図ります。

　また、介護の家庭責任を男女がともに担い合うという意識の醸成や技術の習得に向

けた学習機会の提供に努めます。

◎主な施策・取り組み

　「伊達市地域包括支援センター」を中心とする介護保険制度の普及啓発 （高齢福祉課）

　「伊達市障がい者総合相談支援センター「あい」」を中心とする障がい

　福祉サービスの普及啓発 （社会福祉課）

　出前講座や講習会などによる介護保険制度の周知 （高齢福祉課）

　家族介護教室事業 （高齢福祉課）

　認知症高齢者介護者の集い （高齢福祉課）

②総合相談体制の充実

　高齢者や障がい者の療養や介護、各種サービスなどに関する相談に応じ、情報の

提供の充実を図るとともに、地域や関係機関との連絡調整に努めます。

◎主な施策・取り組み

　「伊達市地域包括支援センター」との連携 （高齢福祉課）

　「伊達市障がい者総合相談支援センター「あい」」との連携 （社会福祉課）

③在宅介護サービスの充実

　高齢者や障がい者が家庭で自立した生活ができるよう、各種在宅サービスの充実を

図ります。

（高齢福祉課・社会福祉課）
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第２章　計画の内容－基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり

施策分野施策分野施策分野施策分野５５５５　「　「　「　「家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活」」」」

１１１１　　　　女性女性女性女性にににに対対対対するするするする暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶

①DV防止のための意識啓発

　ドメスティック・バイオレンスが犯罪行為をも含む重大な人権侵害であることに

ついての認識の浸透を図るため、ＤＶ防止法の周知や啓発の充実に努めます。

（児童家庭課）

②被害者の保護・援助活動の充実

　被害女性からの相談に対し、適切かつ迅速に対応するため、警察や地域との連携を

密にするとともに、相談員の研修の充実に努め、資質の向上を図ります。

　また、被害女性の保護、自立支援活動を行っている民間シェルター※に対する支援

を継続します。

◎主な施策・取り組み

　電話相談、乳児健診などを通じた相談体制や連携体制の強化 （児童家庭課・保健センター）

　民間シェルターの活動支援 （児童家庭課）

　「管内配偶者暴力相談支援連絡調整会議」等関係機関との連携強化 （児童家庭課）

シェルター（shelter）

配偶者や恋人などからの暴力被害から逃れるための緊急避難施設。

民間団体で運営される施設を民間シェルターといいます。

用語解説
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第２章　計画の内容－基本目標３　はたらく・・いきいきと働く環境づくり

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】

　結婚に関する考え方や価値観、ライフスタイルの多様化など、主体的にさまざまな生

き方を選ぶ人が増えている昨今、「男は仕事」「女は家庭」といった固定的な役割意識

や、子どもが生まれても女性が仕事を続けることに対する男性の意識も少しずつ変わっ　

てきており、女性も男性も、ともに仕事と生活の調和（ワークライフバランス※）を重要

視する意識が高まっています。

　伊達市は農業や水産業、林業(大滝区)などの第１次産業を基幹として多彩な産業が展

開されており、女性を中心としたイベントや商品開発・販売企画など、様々な取り組み

がなされています。また、これらの産業に従事する就業者数の比率が比較的多くなって

いるとともに、医療・福祉関連の事業所に従事する女性が多いこともあいまって、「平

成18年事業所・企業統計調査」を見ると、市内事業所に勤める女性と男性の従業者数が

ほぼ同数となっているという地域性がありますが、この数字だけをもって「はたらく」

ことに関して男女共同参画が進んでいるとは言えません。

　子どもが生まれても女性が仕事を続けられるような保育サービスなどの環境整備に加

え、「男女雇用機会均等法※」や「育児・介護休業法※」などの関係法令の周知や啓発、

起業の支援など、継続した取り組みが必要です。

ワークライフバランス

「仕事と生活の調和」。

　一人ひとりが、やりがいや充実感を持ちながら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多様な生き方を選択・実現できること。

男女雇用機会均等法

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）」。

　性別を理由とする差別や妊娠・出産などを理由とした女性への不利益な取扱いの禁止、

職場において行われる性的な言動（セクシュアルハラスメント）対策の措置の義務などが

規定されています。

育児・介護休業法

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３年法律第７６号)」。

　育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう、

育児休業、介護休業、子の看護休暇、不利益取扱いの禁止などについて規定されています。

用語解説

基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３　　　　はたらくはたらくはたらくはたらく・・・・・・・・いきいきといきいきといきいきといきいきと働働働働くくくく環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

用語解説

用語解説
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第２章　計画の内容－基本目標３　はたらく・・いきいきと働く環境づくり

施策分野施策分野施策分野施策分野６６６６　「　「　「　「就労就労就労就労・・・・雇用雇用雇用雇用」」」」

１１１１　　　　雇用雇用雇用雇用のののの場場場場におけるにおけるにおけるにおける男女共同男女共同男女共同男女共同のののの環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

①労働関係法令などの周知・啓発

　男女雇用機会均等法、育児・介護休業法をはじめ、仕事と家庭の両立支援制度など

の趣旨の理解・浸透を図るため、周知、啓発に努めます。

◎主な施策・取り組み

　「男女雇用機会均等月間（６月）」などの機会を通じた

　セクシュアルハラスメント防止などの周知・啓発の実施 （商工観光水産課）

　「労働ガイドブック」などを活用した労働に関する知識の普及 （商工観光水産課）

　事業主に対する「両立支援レベルアップ助成金」などの周知 （商工観光水産課）

②調査研究

　企業における労働実態を把握し、雇用環境の改善に向け活用するとともに、調査を

通じて、男女共同参画に関する意識の啓発に努めます。

◎主な施策・取り組み

　労働実態調査（隔年）の実施 （商工観光水産課）

③経済関係団体との交流促進

　多様な視点から就業や雇用に関するノウハウを習得するとともに、関係団体の活性

化を図るため、さまざまな機会を通じた団体間の交流に努めます。

（商工観光水産課・農務課）

④農業における家族経営協定※の締結促進

　家族が経営全般にわたり話し合い、魅力的な農業経営が図られるよう、家族経営

協定の趣旨の浸透に努め、締結を促進します。

（農業委員会事務局）

２２２２　　　　就業就業就業就業・・・・起業起業起業起業へのへのへのへの支援支援支援支援

①就業に関する情報の提供

　関係機関と連携を図りながら、就業に関する情報の提供に努めます。

（商工観光水産課）

②起業に向けた情報の提供及び支援

　関係機関と連携を図りながら、起業に関する情報や学習機会の提供に努めるととも

に、起業の支援に努めます。

◎主な施策・取り組み

　中心市街地チャレンジ事業補助金 （商工観光水産課）

家族経営協定

　家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる

魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境

などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、取り決めるものです。

用語解説
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第２章　計画の内容－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

【【【【現状現状現状現状とととと課題課題課題課題】】】】

　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。

基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４　　　　つくるつくるつくるつくる・・・・・・・・・・・・男女男女男女男女がともにがともにがともにがともに参画参画参画参画するするするする地域社会地域社会地域社会地域社会づくりづくりづくりづくり
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第２章　計画の内容－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

施策分野施策分野施策分野施策分野７７７７　「　「　「　「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり・・・・社会参加社会参加社会参加社会参加」」」」

１１１１　　　　審議会等審議会等審議会等審議会等へのへのへのへの女性女性女性女性のののの登用促進登用促進登用促進登用促進

①審議会等委員登用における配慮

　審議会等委員への女性参画を拡大するため、委員選考の際には男女の比率等に配慮

し、多様な人材によるまちづくりをめざします。

（関係各課）

②女性の「まちづくり人材登録※」の推進

　女性団体等との交流を通じ、地域で活躍している女性についての情報を収集し、

女性の「まちづくり人材登録」を推進します。

（生涯学習推進課）

③登用状況の発表

　審議会等における女性委員の登用状況を定期的に公表します。

（企画課）

２２２２　　　　団体活動団体活動団体活動団体活動のののの支援支援支援支援・・・・情報提供情報提供情報提供情報提供

①女性団体の活動支援

　市内で活動する女性団体についての情報を収集するとともに、団体間の交流や学習

についての支援を行います。

（生涯学習推進課）

②市民活動に関する情報提供

　女性も男性も嗜好に合った市民活動に参加できるよう、市内で活動する各種サーク

ル、ボランティアなどの情報について広く周知し、市民活動・社会参加を促進します。

（企画課）

まちづくり人材登録

　「伊達市市民参加条例」に定める登録制度。

　まちづくりに意欲と情熱を持つ市民を「人材バンク」に登録し、審議会等の委員の選考の

際には登録者を活用するものとしています。
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第２章　計画の内容－計画の推進

１１１１　　　　庁内庁内庁内庁内におけるにおけるにおけるにおける推進推進推進推進

◎男女共同参画に関する施策を総合的・効果的に推進するため、本計画に掲げた施策

　・取り組みの状況の進行管理を行います。

◎男女共同参画に関する施策を総合的・一体的に推進するため、関係部局により構成

　される「伊達市男女共同参画庁内連絡会議」を中心に、庁内の連携体制機能・職員

　の意識の強化を図ります。

２２２２　　　　市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働によるによるによるによる推進推進推進推進

◎本計画の推進にあたって、広く市民をはじめ、関係機関や団体、企業への理解を求

　めるとともに、計画の進行状況に対する意見の聴取、情報収集を図るため、「伊達

　市男女共同参画推進市民会議」を中心に、市民との協働・連携を図ります。

３３３３　　　　国国国国・・・・北海道北海道北海道北海道とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる推進推進推進推進

◎本計画の推進にあたって、国や北海道と関連する施策については連携・協力に努め

　るとともに、必要に応じ、法令や諸制度に関する情報の収集及び充実について働き

　かけていきます。
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