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(１) 男女共同参画に関する講演会や研修会の開催

(２) 男女共同参画推進月間の設定

(３) 人権週間における啓発の充実

(４) 行政広報等における広報及び啓発の充実

(５) 啓発資料の作成と資料の利用促進

(６) 市民意識調査の実施

(７) 家庭教育支援及び社会教育の推進

(８) ｢平和を｣ の都市宣言の実践化

(27) 審議会等への女性の参画促進

(28) 各種団体における女性の登用促進

(29) 女性の人材育成の推進

(13) 学校における性教育の推進

(14) 性や健康に対する相談・指導体制の充実

(15) 健康診査の推進

(16) 健康づくりの普及啓発

(17) 妊婦・乳幼児健康診査と保健指導の充実

(18) 禁煙対策の推進

(24) 慣行などの見直しの呼びかけ

(25) 市の制度・施策の見直し

(26) ｢10か条・市民宣言｣ を利用した啓発活動

(19) 子ども､女性､高齢者に対する暴力相談体制の充実

(20) ＤＶ等暴力防止にむけた広報・啓発の推進

(21)
セクシュアル・ハラスメント､ パワー・ハラスメ
ントの相談体制と防止対策の推進

(22) ＤＶ被害者等の支援体制の充実

(23) ＤＶ被害者等の一時保護場所の確保

(12) 市等が作成する広報､ ケーブルＴＶなど男女共同参画の視点に立った表現の促進

(９) 男女共同参画拠点施設 (男女共同参画センター)
の周知と整備

(10) 男女共同参画センターの体制と活動の充実

(11) 相談体制の充実

１. 人権尊重の意識づくり

２. 男女共同参画拠点施設と相談体制の整備

３. メディアにおける男女の人権尊重

４.
生涯を通じた男女の
健康支援

５. 女性に対するあらゆる暴力の根絶

Ⅰ
性別に関わりなく一人
ひとりが大切にされる
社会をつくります

Ⅱ

慣習・慣行による性別
役割分担意識を見直し､
男女の格差や不平等の
ない社会を築きます

Ⅲ

女性が参画しやすい体
制をつくり､ ものごと
の企画や決定に男女と
もに関わることができ
るように努めます

基本目標 基本課題 具体的施策

１.
男女共同参画の視点
に立った制度や慣行
の見直し

１.
政策・方針決定過程
への男女共同参画推
進
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(30) 家庭生活における男女共同参画意識の啓発
(31) 男性の家庭生活等自立支援の推進

(32) 家庭における子育てサービス､ 介護サービスの情報提供

(33) 高齢者､ 障がい者､ 外国人等が安心して暮らせる相談体制の整備
(34) 福祉のまちづくりにむけての広報活動

(35) 子育てにおける男女共同参画意識の啓発
(36) 子育て支援の体制整備と人材育成
(37) 公共施設の環境整備
(38) 保育所・幼稚園におけるサービスの充実

(53) 地域・団体での研修会の促進
(54) 市民活動団体の育成支援
(55) 地域団体などへの女性の参画促進
(56) 消防団・自主防災組織等への女性の参画推進

(57) 男女のニーズの違いを把握した防災・災害復興対策の推進
(58) 環境対策における男女共同参画の推進

(59) 消費者被害対策・防犯対策における男女共同参画の推進 (新規)

(42) 仕事と生活の調和 (ワーク・ライフ・バランス)
の推進 (新規)

(43) 雇用における諸制度の周知と啓発
(44) 積極的改善措置 (ポジティブ・アクション)の推進
(45) 女性の能力開発のための機会の充実
(46) 育児・介護休業制度等の啓発
(47) 入札参加資格者等の男女共同参画の推進
(48) 事業所の男女共同参画実態調査の実施 (新規)

(49) 商工農林水産業等に従事する女性の労働環境整備
(50) 各種団体への女性の参画促進
(51) 女性の起業や女性生産活動グループの支援
(52) 家族経営協定締結の推進

(39) 教職員等に対する研修

(40) 幼児・児童・生徒に対する男女共同参画の視点に立った教育

(41) 学校を取り巻く環境における男女共同参画の推進(新規)

１. 家庭生活への男女共同参画の促進

３. 学校における男女共同参画の推進

４.
労働の場 (職場) に
おける男女共同参画
の確立

５.
商工農林水産業等に
おける男女共同参画
の支援

６. 地域における男女共同参画の推進

Ⅳ

男女が互いの個性や能
力を認め合い､ 支え合
う家庭・職場・地域づ
くりを進めます

基本目標 基本課題 具体的施策

２. 子育て支援の充実

Ⅵ

≪総合的な推進体制の
整備≫市民参画による
男女共同参画推進組織
の設置と男女共同参画
推進モデルとしての市
役所における環境整備
を図ります

(60) 国際的視野に立った男女共同参画の啓発
(61) 平和と人権の啓発推進１. 世界的視野に立った男女共同参画の推進Ⅴ

｢平和を｣ の都市宣言
の理念により､ 国際社
会の一員として男女平
等を推進します

１. 庁内推進体制の整備 (62) 市民と協働の推進体制の確立
(63) 庁内推進本部会議の充実
(64) 計画の進捗状況の把握と見直し
(65) 職員研修の充実
(66) 苦情相談窓口の設置

(67) 市役所における女性職員の管理職への積極的登用および育成

(68) 市役所男性職員の育児休暇・休業､ 介護休暇・休業等の取得促進

(69) セクシュアル・ハラスメント､ パワー・ハラスメント防止と相談体制の充実

２.
男女共同参画推進モ
デルとしての市役所
における環境整備
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