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第２章 １ プランの体系 

 

基本目標Ⅰ 男女の人権を尊重し，男女共同参画について理解を深めましょう。    

  施策１ 男女共同参画についての広報，啓発の推進 

 重点目標１  施策２ メディアにおける男女の人権尊重 

 男女共同参画についての理解の  施策３ 家庭，地域における男女共同参画の視点に立っ 

 促進      た研修等の推進 

  施策４ 学校等における男女平等に関する教育の推進 

重点目標２                   

 男女共同参画社会の実現を阻害  施策５ 男女間における暴力の防止と被害者への支援 

 する暴力の防止と被害者支援 

  

 重点目標３  施策６ 生涯を通じた男女の健康支援 

 生涯にわたる健康づくりへの支援 

                   施策７ 互いの性の理解と尊重 

 

基本目標Ⅱ 男女がともに積極的に社会活動や意思決定過程に参画し，多様な意見をいかしましょう。 

重点目標４ 

 政策・方針の立案，決定過程の場  施策８ 政策等立案，決定過程の場等各分野への女性の 

 等への男女共同参画の推進      参画の推進        

                 

重点目標５ 

 地域社会への男女共同参画の推進  施策９ 地域活動における男女共同参画の推進 

 

 

重点目標６ 

 雇用の場における男女共同参画の  施策 10 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の 

 推進      確保の推進      

 

基本目標Ⅲ 多様な生き方を認め合い，男女がともに支え合い暮らせる環境をつくりましょう。 

  施策 11 「仕事と生活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

  施策 12 多様な働き方を可能にする環境づくりへの支援 

 重点目標７  施策 13 子育てに対する支援 

 仕事と家庭生活，地域活動等の  施策 14 介護に対する支援 

 両立支援  施策 15 高齢者や障がいのある人が安心して暮らすための支援  

  施策 16 ひとり親家庭に対する支援 

  施策 17 国際理解を深め，外国人が暮らしやすい環境の整備 
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第２章 ２ プランの内容 

 

基本目標Ⅰ  

男女の人権を尊重し，男女共同参画について理解を深めましょう。  

 

● 現状と課題 

男女がそれぞれ個人として尊重され，性別にとらわれず，あらゆる分野でその個性と能力を十

分発揮できる男女共同参画社会（＊１）を実現するためには，一人一人が人権について学び，男女

平等意識を持つことが必要です。 

平成 24 年度に笠岡市が実施した市民意識調査では，「男は仕事，女は家庭」という性別によっ

て役割を固定する考え方に同感する人の割合は 12.0％で，４年前と比較すると 1.7 ポイント低く

なっています。平成 10 年度実施の調査で「同感する」と答えた人の割合の 29.6％からも大きく

減少しており，性別による固定的な役割分担意識は徐々に解消されつつあります。しかし，地域，

職場，家庭の分野といった日常生活の中では「男性が優位」と約３割の人が答えており，まだ慣

習やしきたり等にとらわれ，役割を固定している傾向があると考えられます。    

これらの結果から，性別によって役割を固定する考え方は，時代とともに変わりつつあるもの

の，長い期間の中で形成されたものであり，即座に払しょくすることは難しいことから，男女共

同参画に関する認識が深まるような広報，啓発を継続的に行うことが必要です。 

一方，配偶者等からの暴力（ＤＶ）や職場等でのセクシュアル・ハラスメントなど，性別によ

って人権を侵害する行為は後を絶たず，その被害者の多くが女性です。  

男女間における暴力は，犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり，男女共同参画社会の実

現を阻害する重大な社会問題となっています。 

こういった暴力を根絶するためには，これらが基本的人権にかかわる問題として，互いの人権

を尊重するという意識を深める教育や啓発を行うとともに，相談体制の充実や被害者が地域で自

立した生活を送ることができるよう，関係機関と連携するなどの支援が必要となります。 

また，男女が生涯を通じて健康で過ごすためには，互いの性を十分に理解し合い，相手への思

いやりをもって生きていくことが重要です。 

特に，女性には，妊娠や出産の可能性があるため，生涯を通じて，男性とは異なる健康上の問

題に直面します。発達段階に応じて性に関する正しい知識を身に付け，互いの性を理解して尊重

するとともに，対等な関係の中で，妊娠・出産について決定できるよう，教育や啓発を行う必要

があります。 

また，男女がそれぞれの年代に応じて，家庭，職場，地域で十分に能力が発揮できるよう，健

康教育や保健指導など健康づくりの支援をすることも大切です。     
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男女共同参画についての理解の促進 

 

重点目標       

男女共同参画社会の実現を阻害する暴力の防止と被害者支援    

           

     

生涯にわたる健康づくりへの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊１）男女共同参画社会 

「男だから」「女だから」といった性別にこだわることなく，男女がお互いの人権を尊重し，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が確保され，喜びや責任を分かち合い個性や能力を十分に 

発揮できる社会のことです。社会や生活等の様々な分野にともに参画し，老若男女全ての人がいきいきと住みやすい社会にす 

ることを目的としています。 
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重点目標１ 男女共同参画についての理解の促進 

性別による固定的な役割分担意識を見直し，男女が対等な社会の構成員として様々な分野で

その個性や能力を十分発揮できるよう，男女共同参画社会実現のための広報・講座等を行いま

す。また，男女平等やジェンダー（＊２）意識は，幼児期からの家庭，学校，地域などにおける

生活の中で形成されることが多いことから，男女平等教育の推進に努めます。 

 

 施策 1 男女共同参画についての広報，啓発の推進               

 

 

（＊２）ジェンダー（gender） 

人間には生まれついての生物学的性別（セックス）があります。一方，社会通念や慣習の中には，社会によって作りあげら

れた「男性像」，「女性像」があり，このような男性，女性の別を「社会的性別」（ジェンダー）といいます。「社会的性別」は

それ自体に良い悪いの価値を含むものではなく，国際的にも使用されています。「社会的性別」が性差別や性別による固定的

役割分担，偏見につながっている場合もあり，これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとするものです。

これが「社会的性別の視点」であり，この「社会的性別の視点」でとらえられる対象には，性差別，性別による固定的役割分

担及び偏見等，男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがあります。その一方で，対象の中には，男女共同参画

社会の形成を阻害しないと考えられるものもあり，このようなものまで見直しをするものではありません。社会制度・慣行の

見直しを行う際には，社会的合意を得ながら進める必要があります。 

具体的施策の内容 担当課 

① 男女共同参画に関す

る広報等情報提供 

広報紙等への掲載など，男女共同参画推進に向けた情報提供を行いま

す。 

●男女共同参画情報紙「始めの一歩」の発行 

●男女共同参画関係のパネル展示，資料の配布 

人権推進課 

② 男女共同参画に関す

る各種講演会，研修

会，講座の実施 

男女共同参画推進センター等で講座及び研修会等を実施し，男女共同

参画について理解が深まるよう取り組みます。 

●男女共同参画啓発講座「すてき・さんかく塾」

の実施 など 

 

人権推進課 

③ 市職員を対象とした

男女共同参画に関す

る研修会の実施 

市の職員が率先して男女共同参画社会の実現を担えるよう，職員研修

を行います。 

●人権啓発指導者講座の実施 

●新規採用職員研修の実施 

 

職員課 

④ 市民意識調査の実施 地域の課題に対する重要度や満足度について市民意識を把握するため

に定期的に市民意識調査を実施します。 

 企画政策課 
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 施策２ メディアにおける男女の人権尊重                   

具体的施策の内容 担当課 

① 広報紙等市が発信

する情報における

男女共同参画の視

点に配慮した表現

の促進 

市が発信する情報について，男女共同参画の視点に立った表現が促

進されるよう市職員に周知するとともに，事前のチェックを行いま

す。 

●広報紙等の表現方法のチェック 

●笠岡市ホームページの運用 

●男女共同参画の視点に立った表現に関す

るガイドブックの作成 

企画政策課 

各課 

人権推進課 

 

② 情報を主体的に読

み解き発信できる

力（メディア・リ

テラシー）の向上

への取組の実施 

メディアからの様々な情報を，男女の人権尊重の視点に立って主体

的に読み解く力の向上に向け，講座の開催等を行います。また，小

中学校においては，各教科，総合的な学習の時間，特別活動におい

て情報モラル教育を実施します。 

●メディア・リテラシー（＊３）に関する講

座，学習の実施 など 

人権推進課 

学校教育課 

③ 有害図書等から青

少年を守る取組の

実施 

“悪書から子どもを守る”運動として市内の主要箇所に白ポストを

設置し，有害情報から青少年を守るよう努めます。 

●白ポスト設置事業の実施 生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊３）メディア・リテラシー（media  literacy） 

メディアが発信する情報を主体的に読み解いて，必要な情報を引き出し，その真偽を見抜き活用する能力のことです。 
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 施策３ 家庭，地域における男女共同参画の視点に立った研修等の推進             

 

 

 

 

 

 

一人一人の取組    

○ 「男」や「女」ではなく，「人」として認め合いましょう。 

○ 「男（女）のくせに」ではなく，多様な生き方を認め合いましょう。 

○ 身近な生活の中で，性別を理由とする不合理な慣行やしきたりがな

いか話し合い，見直していきましょう。 

 

事業者の取組 

 

○ 職場の中で，家庭，地域，職場における男女共同参画推進の重要性

について研修等を行い，理解を深めましょう。 

具体的施策の内容 担当課 

① 男女共同参画の視

点に立った家庭教

育への支援 

男女が相互の人権を尊重し，相手の立場を理解し，助け合うような

人間形成を図るため，子育て中の保護者を対象に家庭教育に関する

学習機会を提供します。 

●「子育てゼミナール」における研修の実施

●幼児学級育成支援  

生涯学習課 

② 地域における研修

会等の実施 

出前講座に「男女共同参画社会の実現をめざして」をテーマとする

講座を組み入れ，情報を提供します。その他，地区公民館を拠点に

した研修会等，男女共同参画の意識を高めるための学習機会の提供

に努めます。 

●笠岡市まちづくり出前講座 

●「地域公民館人権啓発事業」の研修会，婦

人協議会，女性学級における研修会の実施 

●公民館協議会における人権研修会の実施 

●笠岡市民大学教養講座の実施 など 

生涯学習課 

人権推進課 

 

③ 男女共同参画を推

進するリーダー養

成のための研修会

等の実施 

女性団体，社会教育団体等の各種団体の指導者を対象とした研修会

を協働で実施し，男女共同参画に関する学習機会の提供に努めます。 

●婦人協議会，女性学級等諸団体の人権研修

会の実施 

生涯学習課 

人権推進課 
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 施策４ 学校等における男女平等に関する教育の推進             

具体的施策の内容 担当課 

① 男女平等に関する

教育の推進 

人権の尊重，男女平等，男女の相互理解と協力，家庭生活の大切さ，

社会的性別の視点（＊２ ジェンダーの項）等について，児童生徒の発達

段階に応じ，各教科，道徳，特別活動等において学習を実施し，ま

た，指導方法の工夫，改善を図っていきます。 

幼児教育の場では，保育士，教職員が園児に対して年令に応じた教

育を進めていきます。 

●人権教育指導資料の活用  

 

学校教育課 

子育て支援課 

② 勤労観，職業観を

育むための学習の

充実 

職業意識の醸成，意識啓発などを図り，幅広い進路選択や一人一人

が主体的に進路を選択することを目的とし，望ましい勤労観，職業

観を育むための学習の充実に努めます。 

●中学生の職場体験の実施（「いきいきチャ

レンジたいけん」） 

学校教育課 

③ 教職員及び保育士

を対象とした研修

等の実施 

教職員及び保育士を対象とする男女共同参画をテーマとする研修会

等を実施します。 

●人権教育指導者講座の実施 

●保育協議会での取組 

学校教育課 

子育て支援課 

④ 保護者を対象とし

た研修会等の実施 

ＰＴＡ研修において，男女共同参画をテーマとする研修会を実施し

ます。 

●ＰＴＡ人権教育研修会の実施 

 

学校教育課 

生涯学習課 

子育て支援課 
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一人一人の取組   

○ 男女共同参画について学んだことは，家庭で話し合いましょう。 

○ 小さいときから，家庭生活において協力し合う習慣を身につけまし

ょう。 

○ 「男（女）だから」と性別だけで能力や役割を決めたりすることな

く，その子の持つ個性や能力を伸ばすように育てましょう。 

 

事業者の取組 

○ 性別にかかわらず，学校行事や PTA 活動等のための休暇をとりやす

くしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

指        標 指標設定時（H25） 目標値（H29） 

「男は仕事，女は家庭」という

性別で役割を固定する考え方に

同感しない人の割合 

男性   61.8％ 

女性   64.6％  

（H24） 

男性   70.0％ 

女性    70.0％ 

地域や職場で男女が対等に活躍

できていると感じる市民の割合 

39.6％ 

（H24） 
50.0％ 

笠岡市男女共同参画推進センタ 

ーが実施する啓発講座等への参 

加者数（１年間延べ人数） 

    162 人 240 人 

笠岡市男女共同参画推進センタ 

ーが実施する啓発講座等への男 

性参加者数の割合 

19.8％ 20.0％ 
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  重点目標２ 男女共同参画社会の実現を阻害する暴力の防止と被害者支援 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）（＊４）やセクシュアル・ハラスメント（セクハラ）（＊５）は，身

体的，経済的，社会的に優位な立場の者から弱い立場の者に行われることが多く，また，スト

ーカー行為（＊６）も社会問題化しています。そして，その被害者の多くが女性です。これらは

犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり，男女共同参画社会の実現を阻害するものでもあ

ります。   

このことについて，防止や支援に向けた情報の提供等周知に努めます。また，関係機関と連

携を図りながら，相談体制の充実等被害者への支援の取組を進めます。 

 施策５ 男女間における暴力の防止と被害者への支援           

（＊４）ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）（Domestic  Violence） 

  直訳すると「家庭内暴力」ですが，一般的には「配偶者や恋人など親しい関係にある男女間における暴力」で，身体的，精

神的，経済的，性的暴力をいいます。これまでは家庭内のこととして見過ごされていましたが，最近では重大な人権侵害と

して社会的問題となり認識が高まっています。 

具体的施策の内容 担当課 

① ＤＶやセクハラ等

の暴力防止に向け

た取組の推進 

ＤＶやセクハラ等は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であると

いう認識を深め，その発生の防止や，男女がお互いの人権を尊重す

る意識を高めるよう取組を進めていきます。 

●ＤＶやセクハラ等防止の研修等の実施 

●ＤＶやセクハラ等防止啓発ビデオ等の貸出 

●ＤＶやセクハラ等防止の啓発資料の配布 

●セクハラ等防止についての事業所への働き

かけ 

人権推進課 

経済観光活性課 

職員課 

 

② 被害者への支援 関係機関と連携を図りながら，相談業務や被害者支援の取組を進め

ます。また，被害者支援に関する積極的な情報収集など，相談業務

担当職員の資質の向上に努めます。 

●女性相談員による相談業務 

●ＤＶ防止基本計画の施策の推進 

●相談窓口の所在についての周知 

●相談員の研修会等への参加 

●いじめ・虐待・ＤＶ等相談実務者庁内ネッ

トワークの活用  

●関係機関との連携 

●ＤＶに関する市民意識調査の実施  

人権推進課 

関係各課 

③ 女性や子どもが安

心して暮らせる環

境の整備 

女性や子どもが安心して暮らすことができるよう，地域の環境整備

に努めます。 

●安全安心まちづくりへの取組 

●学校安全・危機管理体制の充実 

協働のまちづくり課 

学校教育課 
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（＊５）セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）（sexual  harassment） 

  セクハラと略して使用されることもあります。相手の意に反した性的な言動で，身体への不必要な接触，性的うわさの流布，

公衆の場へのわいせつな写真の掲示など，様々な様態のものが含まれます。特に雇用の場においては，相手の意に反した性

的な性質の言動を行い，それに対する対応によって，仕事をする上で一定の不利益を与えたり，また，それを繰り返すこと

によって就業環境を著しく悪化させることをいいます。 

 

（＊６）ストーカー（stalker）行為 

特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で，その 

特定の者又はその家族等に対して，悪質なつきまといや無言電話等の嫌がらせを執拗に繰り返す行為をいいます。 

 

 

一人一人の取組 

○ 何気ない言動が相手を傷つけていないか，自分自身でチェックしま

しょう。 

○ DV は重大な人権侵害であることを認識し，隠れた被害を防ぐため，

声掛けや相談窓口等の情報提供などの支援をしましょう。 

○ メディアからの情報を読み解き，判断できる力を身に付けましょう。 

 

事業者の取組 

○ セクシュアル・ハラスメント防止に向けて，研修等に積極的に取り

組むとともに，従業員が気軽に相談できる体制を整えましょう。 

○ メディアを活用して広報，宣伝を行うときは，女性の人権等に配慮

した表現を用いるよう心がけましょう。 

 

 

 

 

【数値目標】 

指        標 指標設定時（H25） 目標値（H29） 

配偶者等から一度でも暴力を

受けたことがある人の割合 

男性    9.7％ 

女性    18.9％ 

（H24） 

根絶をめざす 

DV 等に関する公的相談機関の

認知度（笠岡市男女共同参画推

進センターを知っている人の

割合） 

 13.9％ 

（H24） 
     40.0％ 
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  重点目標３ 生涯にわたる健康づくりへの支援 

男女が互いの性の違いを理解し合い，尊重し，思いやりをもって生きていくことは男女共同

参画の基本となります。特に女性は妊娠，出産等男性とは異なる健康上の問題に直面すること

があります。このことについて，リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（＊７）の視点に立ち，適

切な情報や学習機会の提供に努めるとともに，生涯を通じた健康支援の推進を図り，男女がと

もに自立した生活ができるよう支援します。 

 施策６ 生涯を通じた男女の健康支援                   

具体的施策の内容 担当課 

① 「いきいき笠岡 21

健康づくり計画」の

推進等市民の健康づ

くりへの支援 

市民一人一人が健康で生きがいのある生活ができるためには，健康

寿命の延命が目標です。このために地域と協働して，食習慣や運動

習慣に視点をあてた健康づくりの輪を広げながら，市民が気軽にス

ポーツを楽しめる機会の充実を図ります。 

●健康まつりや健康づくり講演会の実施 

●ウォーキング大会やぐるりんウォークの実

施，ウォーキングマップ作成によるウォーキ

ングの普及啓発 

●各種食生活改善事業（親子料理教室，男性料

理教室，高齢者料理教室など）の実施 

●各種保健団体の育成（愛育委員の研修，栄養

委員の育成，ヘルスアップリーダーの育成

等）など 

健康医療課 

スポーツ推進課 

② 各種健康診査，保健

指導などを受けやす

い環境づくりの推進 

市民が健康診査や保健指導，健康相談等を受けやすい体制づくりに

努めます。 

●各種がん検診（特に，乳がん，子宮頸がん検

診の受診率向上に向けた重点的取組）の実施 

●肝炎検査，後期高齢者健康診査，介護予防の

ための生活機能評価，歯科保健事業等の実施 

●国保保健指導事業の実施 

●健康相談，健康教育の実施 

●訪問指導の実施 

●健康手帳の配布  

健康医療課 

③ 母子保健事業の推進 

 

安全な妊娠や出産，乳幼児の健やかな成長に向け，妊婦面接や妊産

婦，乳幼児のいる家庭への訪問，健康診査などを実施し，情報提供

や相談，保健指導の体制を充実させます。 
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●こんにちは赤ちゃん家庭訪問事業の実施 

●育児支援家庭訪問事業の実施 

●乳児健診の実施 など 

子育て支援課 

④ 食育（＊８）に関する

取組の推進 

市と家庭，地域等が協働して総合的かつ体系的に食育を推進します。

また，教育の場においては，男女を問わず，一人一人が健全な食生

活を実現するための能力を養成する観点から食育を推進します。 

●２期食育推進計画の策定 

●栄養教諭による授業 など 

子育て支援課 

健康医療課 

学校教育課 

⑤ 健康をおびやかす問

題の予防に関する取

組の推進 

 

新型インフルエンザ等新たな感染症への健康危機管理体制づくりや

市民への情報提供に努めます。 

●インフルエンザ予防接種 

●肺炎球菌等予防接種 

●新たな感染症の情報提供 

健康医療課 

 

 

 施策７ 互いの性の理解と尊重                       

具体的施策の内容 担当課 

① リプロダクティブ・

ヘルス／ライツにつ

いての教育の推進及

び情報提供 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する理解を深め，男女が対

等な関係の中で，生涯の健康を保持していくこと及びその根底にあ

る人権意識についての教育や研修会等を行い，情報提供や周知を図

ります。 

●学校保健委員会における研修やＰＴＡ研修

会の実施  

●リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する

講座の実施 

学校教育課 

子育て支援課 

人権推進課 

② 性に関する教育の推

進 

自分自身を大切にするとともに，相手の心身の健康についても大切

にすることができるよう，年齢に応じた性に関する教育を実施しま

す。 

●指導計画に基づいた性に関する教育の実施 学校教育課 

③ 性感染症等予防教育

の推進及び情報提供 

性感染症等の予防について必要な知識や情報の提供を行います。 

●予防に関する資料の配布 

●小中学校の保健活動等における予防に関す

る教育の実施 

市民課 

学校教育課 
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（＊７）リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（reproductive  health/rights） 

リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）とリプロダクティブ・ライツ（性と生殖の権利）の概念があり，これ 

を合わせてリプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）と呼びます。1994 年にカイロで開催された 

国際人口・開発会議で提唱された概念です。リプロダクティブ・ヘルスとは具体的には，単に病気または疾患にかかってい 

ないことではなく，人々が安全で満ち足りた生活を営むことができ，子どもを産むか産まないか，いつ産むか，何人産むかを 

自己決定できる自由をもつことを意味し，生涯の性と生殖に関する全ての人に保障されるべき健康概念。リプロダクティブ・ 

ライツとは，このリプロダクティブ・ヘルスを享受する権利のことで，すべてのカップルと個人（特に女性）が子どもの数と 

出産の間隔や時期を自由に責任をもって決定することができ，そしてそれを可能にする情報と手段を有することが基本的人権 

として承認されていることです。 

 

（＊８）食育 

  国民一人一人が生涯を通じた健全な食生活の実現，食文化の継承，健康の確保が図られるよう，自らの食について考える習

慣や食に関する様々な知識と食を選択する判断力を楽しく身に付けるための学習等の取組をいいます。 

 

一人一人の取組 

○ 男女がともに，性に関する正しい知識を持ち，互いに尊重し合える

関係を築きましょう。 

○ 日頃から，自分自身の健康に関心を持ち，１年に１回は健康診断を

受けましょう。 

 

事業者の取組 

○ 従業員の健康づくりに努めましょう。 

○ 妊娠中や出産後の女性従業員の健康保持には十分な配慮をしましょ

う。 

 

 

【数値目標】 

指        標 指標設定時（H25） 目標値（H29） 

女性のがんの標準化死亡

比（＊９） 
86.2％ 

 

減少 

 

（＊９）標準化死亡比 

国勢調査のデータを基にした全国の標準的な年齢構成と比較して，各地域の５年間の死亡率（死亡数を人口で割った数字） 

 の合計を計算した数値。 

死亡率を地域別にみると，年齢構成の差があるため，高齢者の多い地域では高く，若年者の多い地域では低くなる傾向が

あります。標準化死亡比は，全国平均を 100 とし，100 以上の場合には死亡率が高いと，100 以下の場合には死亡率が低い

と判断されます。 
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第２章 ２ プランの内容 

 

基本目標Ⅱ 

男女がともに積極的に社会活動や意思決定過程に参画し，多様な意見をいかしましょう。  

 

● 現状と課題 

  

男女共同参画社会の実現のためには，男女がともに行政や職場，地域などのあらゆる分野の活

動に参加することはもちろん，企画や方針決定など，意思決定過程の段階から参画し，ともに利

益を享受し，責任を担っていくことが重要です。  

しかし，女性の政策・方針決定過程への参画状況は，笠岡市の審議会等委員の女性の登用率を

見ても平成 25 年４月１日現在 35.4％で４年前と比較して 3.4 ポイント，前プラン策定時の 24.7％

と比較して 10.7 ポイントと上昇しているものの，平成 29 年度までの数値目標である 40％に達し

ていないなど，まだ十分ではありません。  

また，ＰＴＡ活動や身近な地域活動等においては，実際の活動の多くを女性が担っている一方，

組織の長には男性が就くという事例が今なお多く見られます。市民の生活基盤である地域社会を

より豊かなものにするためには，日常的な活動の担い手として男性の参加を促進するとともに，

地域の意思決定過程への女性の参画を拡大することが必要です。 

 さらに，国の男女共同参画基本計画（第２次）では，「新たな取組を必要とする分野」として防

災（災害復興を含む）や地域おこし，まちづくり等の分野における男女共同参画の推進が掲げら

れています。その中で，特に女性の参画が少ない防災の分野では，近年の災害発生時の経験から，

男女のニーズの違いに応じた防災（復興を含む）対策が求められており，防災計画の策定や災害

復興分野への男女共同参画の推進を図るとともに，地域防災の取組への女性の参画が重要となっ

ています。 

 あらゆる分野で，多様な発想や価値観をいかしていくことは，豊かな社会を形成していくため

の基盤をなすものであり，今後，従来女性が少なかった分野への新たな活躍の場の拡大を図ると

ともに，従来男性が少なかった分野への男性の参画を促進する取組が必要です。    

            

 

政策・方針の立案，決定過程の場等への男女共同参画の推進                      

 

重点目標      地域社会への男女共同参画の推進 

           

雇用の場における男女共同参画の推進 
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重点目標４ 政策・方針の立案，決定過程の場等への男女共同参画の推進 

政策・方針の立案，決定過程の場等への男女共同参画は，男女が様々な分野で，ともに利益

を享受し，責任も分かち合う男女共同参画社会づくりの基盤をなすものです。特に，女性が自

らの意識と能力を高め行動していくことが求められており，女性の様々なチャレンジを支援し，

社会参加を推進していく必要があります。今後も，市が率先して政策等立案，決定過程の場へ

の男女共同参画を進め，市民の意見を幅広く反映させた社会づくりを図るとともに，人材育成

に努めます。 

 

 施策８ 政策等立案，決定過程の場等各分野への女性の参画の推進     

具体的施策の内容 担当課 

① 審議会等への女性

の参画の推進 

市民の意見を広く把握し，社会づくりに反映させるため，審議会等

委員への女性の登用を推進します。 

●審議会等への女性の参画促進の取組 

●公募委員の活用  

●未来づくり懇談会の開催 など 

人権推進課 

関係各課 

企画政策課 

秘書課 

② 新たな取組を必要

とする分野への男

女共同参画 

男女のニーズや性差を施策に反映させるため，新たな取組の分野と

して，消防防災，災害復興分野における男女共同参画を推進します。 

●「女性と防災」等をテーマに講演会を実施 

●防災等に女性の視点を取り入れるため，

「笠岡市防災会議」「笠岡市国民保護協議

会」「笠岡市防災チーム」への女性の登用

の推進 

●「消防団」への女性の登用 

●消防部門への女性職員の採用 

危機管理課 

消防本部総務課 

③ 再就職等に対する

支援 

国，県等関係機関と連携し，子育て，介護等でいったん仕事を中断

した女性の再就職等に関する研修機会の情報提供を行います。 

●（財）21 世紀職業財団等関係機関からの情

報提供 

●再就職準備セミナー等研修会の情報提供  

人権推進課  

④ 人材育成 

 

 

 

方針決定の場や地域活動等における女性の参画を推進するための研

修や学習機会を提供します。 

●男女共同参画推進団体等との連携及び活

動支援  

●各種研修会，講座等の実施 

人権推進課 

生涯学習課 
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 一人一人の取組 

○ 女性は，政策・方針決定過程の場に積極的に参画し，日頃感じて 

いる考えなど意見を述べましょう。 

○ 「リーダー」は男性と決めつけないで，ふさわしい人を選び，協力

しましょう。 

○ 男女共同参画を進める活動をしている団体に積極的に参加しましょ

う。 

○ 男女共同参画に関する行事や，講座等には積極的に参加し，学んだ

ことをみんなに広めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

指        標 指標設定時（H25） 目標値（H29） 

審議会等委員に占める女性の割

合（４月１日現在） 
35.4％ 40.0％ 
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  重点目標５ 地域社会への男女共同参画の推進 

男女がともに知識や経験をいかし，ボランティア活動や地域活動を男女がバランスよく行う

ことで地域の活性化を図り，やりがい，生きがいを見いだしてもらえるよう支援します。 

 

 施策９ 地域活動における男女共同参画の推進              

具体的施策の内容 担当課 

① まちづくりや地域

活動への男女共同

参画の推進 

男女がともに地域社会に参画することのできる機会を促すととも

に，男女がバランスよく活動できるよう支援します。 

●市民活動支援センターの運営 

●まちづくりフォーラム，この指とまれ講座

の実施 

●公民館活動助成事業の実施 

協働のまちづくり課 

生涯学習課 

② ＮＰＯ（＊11）活動

やボランティア活

動の支援 

男女がともに参加でき，学習の成果や知識等がいかせるよう活動の

促進を図ります。 

●ボランティア活動団体の連携推進 

●県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター

との連携強化 

●志縁型団体（＊10）協働のまちづくり事業

の実施 

●各種健康づくりを目的とするボランティ

ア団体の活動支援 

●地域保健，福祉の分野における“ささえあ

い”の仕組づくりやネットワークの推進 

●託児ボランティア「たんぽぽ」の活動支援 

  

協働のまちづくり課 

健康医療課 

地域福祉課 

長寿支援課 

生涯学習課 

 

（＊10）志縁型団体（志縁組織） 

 ＮＰＯ法人やボランティア団体など特定の目標（環境問題や少子化問題，高齢者福祉など）に向けて活動している団体。 

（地縁組織：自治会や町内会のようにその地域に住む住民で組織された団体。） 

 

（＊11）ＮＰＯ（NonProfit Organization） 

  国内において「ＮＰＯ法人」とは，特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき，法人格（個人以外で権利や義務の主体と

なり得るもの）を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。 

様々な分野（福祉，教育，文化，まちづくり，環境など）で社会の多様なニーズに応える重要な役割を果たすことが期待さ

れています。 
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一人一人の取組 

○ 行政の仕組やまちづくり等に関心を持ち，積極的に地域活動に参加

しましょう。 

○ 暮らしやすい地域づくりのため，様々な地域の活動における男女の

活動内容について見直していきましょう。 

 

事業者の取組 

○ 従業員が，仕事だけでなく，地域活動などに参加しやすいような職

場環境づくりに取り組みましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

指        標 指標設定時（H25） 目標値（H29） 

１年間に市民活動支援センター

がアドバイス・コーディネートを

行った市民活動団体数 

    35 団体 

（H24） 
60 団体 
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  重点目標６ 雇用の場における男女共同参画の推進 

男女が，そのもっている能力や意欲を十分発揮していきいきと働くことができるとともに，

男女が平等に働き続けられるような取組を支援します。 

 

 施策 1０ 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保の推進    

具体的施策の内容 担当課 

① 労働に関する国，

県等からの法制度

等の情報提供 

男女共同参画に基づく働き方について，男女雇用機会均等法等の法

制度について，国，県等からの情報を事業所等へ広く提供し周知に

努めます。 

●国，県，（財）21 世紀職業財団等からの資

料の配布 

●企業等人権問題研究協議会等市内の事業

所への情報の提供 

●研修会等の実施  

経済観光活性課 

人権推進課 

② 職場での積極的改

善措置（ポジティ

ブ・アクション） 

（＊12）を講じるた

めの情報提供 

男女共同参画に基づく働き方について，積極的改善措置の取組を促

進するため，国，県等からの情報を事業所等へ広く提供し周知を図

ります。 

●国，県，（財）21 世紀職業財団等からの資

料の配布 

●研修会等の実施  

経済観光活性課 

人権推進課 

③ 市職員について採

用及び管理職への

登用における男女

の均等な機会と待

遇の確保及び研修

等の実施 

 

職員募集及び採用並びに管理職への登用に当たっては，男女の均等

な機会と待遇の確保に努めます。また，職員の能力開発に当たって

は，様々な研修の機会を設けるとともに，公平公正な勤務評価を実

施することで人材育成を図ります。 

●勤務評価の実施 

●職員研修の充実 

●女性職員の登用の推進 

職員課 

 

 

① 企業における女性

の活躍状況の「見

える化」の促進 

（女性活躍推進法関係） 

女性の職業生活における活躍の推進に向けて優れた取組を行う事業

所に対する顕彰や好事例の発信により，当該事業所のみならず，他

の事業所の女性活躍推進に向けた取組を促進します。 

●アンケート調査の実施 

●子育て応援企業の登録・表彰 

●優良な取組事例の発信 

経済観光活性課 

子育て支援課 
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（＊12）ポジティブ・アクション（positive action） 

 積極的改善措置と訳されます。様々な分野において，活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため，必要な範囲内に 

おいて，男女のいずれか一方に対し，活動に参加する機会を積極的に提供するものであり，個々の状況に応じて実施していく

ものです。 

一人一人の取組 

○ 女性も男性も対等に働くという意識をもちましょう。 

○ 充実した働き方をめざして，仕事等に関する知識や技術の向上など

に努めましょう。 

○ 性別にかかわらず，自らの能力を高め，チャレンジする気持ちをも

ちましょう。 

 

 

事業者の取組 

○ 職場での昇進や配置，会議への出席など，性別によらず，一人一人

の能力や意欲に基づいて判断し，男女がともに活躍できるようにし

ましょう。 

○ 職場における性別による固定した役割分担意識を見直し，男女のそ

れぞれの能力がいかされ，いきいきと働ける職場環境づくりに努め

ましょう。 

○ 男女雇用機会均等法等の法律を遵守しましょう。 

○ 女性労働者の母性健康管理に配慮しましょう。 
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【数値目標】 

指        標 指標設定時（H25） 目標値（H29） 

市職員の女性管理職（＊）の割合        6.7％      20.0％ 

＊一般行政職の課長相当職以上 

 

【女性活躍推進法に基づく笠岡市特定事業主行動計画の数値目標】 

指        標 指標設定時(H28) 目標値（H32） 

市職員の係長相当職以上に占める

女性管理職の割合 
 21.0％ 30.0％ 

 

 

【女性活躍推進法に基づく数値目標】 

指        標 指標設定時(H28) 目標値（H29） 

女性活躍推進法で努力義務とされ

ている 300人以下の市内事業主の

行動計画策定事業所数 

0 事業所 5 事業所 

子育て応援企業登録数 0 事業所 5 事業所 
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第２章 ２ プランの内容 

 

基本目標Ⅲ 

多様な生き方を認め合い，男女がともに支え合い暮らせる環境をつくりましょう。 

 

● 現状と課題 

 少子高齢化，グローバル化の急速な進展とともに，人口減少時代を迎えて，活力ある社会を実

現するためには，個人が様々な可能性を自ら選択でき，能力を最大限に発揮できる環境づくりが

求められています。 

 個人が充実した人生を送るためには，生涯のそれぞれの段階でその状況に応じた選択により，

「仕事」と「仕事以外の生活」をうまく調和させることが必要です。しかし，現状では，長時間

労働等により地域活動や自己啓発の場に参加できないばかりか，心身が疲労する状況も見られ，

家庭や地域社会に対してもその影響が及んでいます。 

 また，共働き世帯数が男性片働き世帯数を上回るなど，男女の働き方が大きく変化しているに

もかかわらず，女性が家事などの責任を担う場合が依然として多く，結婚，出産後も継続して働

いたり，再就職したりすることが難しいのが現状です。 

 そこで，男女がともに自分らしい生き方を選択でき，あらゆる年代において，仕事と子育てや

介護などが両立できる社会にするためには，働き方の見直しを含む「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）（＊13）」を推進する必要があります。 

 「仕事と生活の調和」を実現するためには，市，市民，事業者がともに連携し，「性別による固

定的な役割分担の解消」や「働き方の見直し」など，社会全体の意識改革に取り組むことが必要

です。 

 また，ひとり親家庭で，経済的に厳しい状況にある保護者（特に女性）が，安定した生活が送

れるような支援や，高齢者，障害のある人及び外国人が，社会を構成する一員として，意欲や能

力をいかしてまちづくりに取り組むなど，社会参画の機会を拡大していく必要があります。    

  

            

 

 

重点目標      仕事と家庭生活，地域活動等の両立支援 
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重点目標７ 仕事と家庭生活，地域活動等の両立支援 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の理解に向けて情報提供を行うとともに，

仕事と家庭生活，地域活動等を両立させ，希望する生き方が選択できるよう多様なライフスタ

イルに応じた支援に努めます。また，女性の負担が大きかった分野への男性の参加を促してい

きます。 

 

 施策１１ 「仕事と生活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の推進    

具体的施策の内容 担当課 

① 仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・

バランス）」に関す

る情報提供 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の普及のため情

報提供を行います。 

●男女共同参画情報紙の発行 

●事業所等への国，県等からの情報提供 

●両立支援セミナーや両立支援に関する企

業表彰の情報提供 など  

人権推進課 

経済観光活性課 

 

 

 

 

 

 

（＊13）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

  一人一人が「やりがいなどをもちながら，仕事上の責任を果たす。」という考え方です。働く人が意欲を持って働きながら， 

豊かさを実感して暮らせるよう，多様な選択ができる社会，「しっかり働き，豊かに暮らせる社会」をめざすもので，これから 

の社会の将来を考えるうえで重要なこととなっています。 
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 施策１２ 多様な働き方を可能にする環境づくりへの支援         

具体的施策の内容 担当課 

① パートタイム等多様な

働き方への支援 

国，県等からの情報提供に努めます。 

 

●国，県，（財）21 世紀職業財団等からの情

報提供  

●研修会等の情報提供 

経済観光活性課 

人権推進課 

 

② 柔軟な働き方が可能な

職場環境づくりの支援 

育児・介護休業法に基づく，時間外労働の制限や勤務時間の短

縮などの両立支援の周知に努めます。 

また，両立支援制度を利用し，育児・介護をしながらも正規職

員として働き続けることのできる職場環境づくりを促進するた

めの情報提供に努めます。 

●両立支援に関する企業表彰制度の情報提供 

●育児，介護休業制度に関する情報の提供 

●両立支援セミナー等研修会の情報提供 

●雇用環境の整備等に関する情報の提供 

経済観光活性課 

人権推進課 

 

 

③ 市における取組の推進 企業等の模範となるよう，育児・介護休業制度の利用を促進す

るための環境づくりに取り組みます。また，職員が家庭で過ご

す時間を増加させるため，時間外勤務の縮減を図ります。 

●育児・介護休業制度利用促進のための取組 

●時間外勤務縮減を可能とする環境づくり 

職員課 

各課 
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 施策１３ 子育てに対する支援                     

具体的施策の内容 担当課 

① 多様な保育サービス

の提供 

保護者の仕事の状況等による保育需要に対する多様な保育サービ

スの提供に努めます。 

●延長保育，特定保育，一時保育，病児・病後

児保育，休日保育の実施  

子育て支援課 

② 放課後児童健全育成

事業等の充実，整備 

地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを進めるた

め，保護者が仕事等で昼間家庭にいない児童などを対象に，安全・

安心な居場所を設けて，学習，生活，文化活動や地域との交流等

を実施します。また，障がいのある子どものための日中の預かり，

見守り等の事業を行います。 

●放課後児童クラブの充実，整備 

●放課後子ども教室の充実，整備 

●日中一時支援事業 

子育て支援課 

生涯学習課 

地域福祉課 

③ 地域子育て支援拠点

事業の充実 

概ね３歳未満の児童とその保護者を対象に相互の交流を行う場所

を開設し，子育てについての相談，情報提供及び助言を行うこと

で，地域の子育て機能の充実を図ります。 

●地域子育て支援拠点事業の実施  

 

子育て支援課 

④ 育児と仕事，地域活

動等の両立を支援す

るファミリーサポー

トセンター（＊14）の

周知と事業の充実 

子育てを地域で相互に支援する活動の周知と充実を図ります。 

●ファミリーサポートセンターの周知と事業

の充実 

 

 

 

子育て支援課 

⑤ 子育てに関する相談

体制の充実 

子育てに対する不安や悩みの解消を図るため，相談体制の充実を

図ります。 

 

●保健師家庭訪問による育児支援 

●各種相談業務の充実 

●要保護児童への対応の充実 

●教育支援センター「ほっとふれんず」による

不登校傾向にある児童生徒の通室支援  

 

子育て支援課 

学校教育課 
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⑥ 子育てに関する情報

提供等の充実 

 

 

 

 

 

 

 

社会全体での子育て支援，家族で関わる子育て等に関する施策の

推進及び講座等の開催を行い情報提供に努めます。特に，今まで

女性に偏りがちだった子育てに男性の参加を促していきます。ま

た，子育て中の保護者が研修，講座等に参加しやすいよう環境整

備に努めます。 

●子育てゼミナールの開催 

●幼児学級の開催 

●マタニティ教室の開催 

●出前講座の実施 

●次世代育成支援行動計画の推進 

●各種講座等の託児制度の利用促進 

子育て支援課 

生涯学習課 

人権推進課 

関係各課 

 

 

 

施策１４ 介護に対する支援                      

具体的施策の内容 担当課 

① 介護保険制度 

（＊15）の普及及び

情報提供 

介護サービスの情報提供と基盤整備を図り，介護の負担が家族，特

に女性に集中しないよう努めます。 

●介護保険制度の周知  長寿支援課 

② 家族等の介護技術

に関する支援 

家族への介護技術に対する支援については，個々の対象者の状況に

あった方法をケアマネージャーを通して行います。認知症に関して

は，家族等を対象に認知症介護研修センターで介護講習会を開催し

ます。また，キャラバン・メイト（＊16）により地域や事業所で認知

症サポーター養成講座を実施していきます。特に，女性に偏りがち

だった介護に関して，男性の参加を促していきます。 

●介護技術研修会の実施 長寿支援課 

（＊14）ファミリーサポートセンター 

  急な仕事や子どもの病気など，家庭や既存の保育施設では応じきれない保育ニーズに対応するため，地域において育児を応 

援したい人と応援して欲しい人によって構成される相談援助活動を行う会員組織。アドバイザーが常駐し，会員同士引き合わ 

せを行っています。 

 

（＊15）介護保険制度 

介護の問題にこたえるため，高齢者が介護を要する状態になっても自立した生活ができるよう高齢者の介護を社会全体で支 

える仕組として介護保険制度が創設され，平成１２年度にスタートしました。被保険者は４０歳以上の人で，要介護状態，又 

はそのおそれがある状態になった場合，在宅，施設の両面にわたって必要な介護サービスが提供されます。 

（４０歳～６４歳の人は老化に起因する疾病が原因の場合） 
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（＊16）キャラバン・メイト 

  認知症の人とその家族への応援者となる認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」の講師役。キャラバン・

メイトになるためには，都道府県，市町村，全国的な職域団体等が実施主体となる「キャラバン・メイト養成研修」を受講し

登録する必要があります。 

 

【数値目標】 

 

 

 

【女性活躍推進法に基づく笠岡市特定事業主行動計画の数値目標】 

 

指        標 指標設定時(H28) 目標値（H32） 

市職員（男性）の育児休業取得率         0％      10.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指        標 指標設定時（H25） 目標値（H29） 

安心して子どもを産み育てられ

ると感じている市民の割合 

  30.7％ 

   （H24） 
      40.0％ 

ファミリーサポートセンター会

員数 
    910 人 1000 人 

特別保育延べ実施箇所数  

延長保育 

      休日保育 

      病児・病後児保育 

一時保育 

 

      ８箇所     

   １箇所 

       ２箇所 

       １箇所 

 

10 箇所 

２箇所 

３箇所 

３箇所 

放課後児童クラブ設置数 16 箇所 17 箇所 

市職員（男性）の育児休業取得率   ０％   10.0％ 
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施策１５ 高齢者や障がいのある人が安心して暮らすための支援        

具体的施策の内容 担当課 

① 介護予防に関する

情報提供，講座等

の実施 

地域包括支援センター（＊17）と連携しながら，健診結果をもとに，

生活習慣病予防や高齢者の積極的な健康づくりの意識啓発を行い，

男女ともに自立した生活がおくれるよう支援します。 

●特定保健指導（65 歳～74 歳の国保被保険者）

及び健診後保健指導の実施 

●ヘルスアップ推進会と愛育委員協議会との協働

による笠岡 100 人体操の実施 

●栄養改善協議会によるすこやか料理教室の実施 

●いきいきサロン，老人クラブ等への出前講座 

 

 

健康医療課 

 

② 高齢者や障がいの

ある人の社会参加

など生きがい対策

事業の推進 

高齢者が，男女ともに，意欲や能力，多様な経験をいかして社会活

動に参加し，地域社会の担い手として活躍し，生きがい，やりがい

を感じられるような生き方ができるよう支援します。また，障がい

のある人の社会参加促進を図ります。 

●シルバー人材センターへの支援及び利用促進の

ための周知 

●老人クラブへの活動支援 

●社会参加促進事業の実施 

●井笠地域障害者自立支援協議会の推進 

●健康福祉まつりの開催 

 

地域福祉課 

長寿支援課 

③ 相談体制の充実 

 

障がいのある人や，家族等に対し，障害福祉サービス等の利用に向

け，相談支援事業者と連携し相談体制の充実を図ります。また，高

齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターを中心に，高齢者

が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう，介護保険サ

ービスの利用や権利擁護事業等の利用に向け関係機関と連携し相談

体制の充実を図ります。 

●地域包括支援センターの充実 

●障害者相談支援事業の委託 

●いじめ・虐待・ＤＶ等相談実務者庁内ネットワ

ークの活用 

 

地域福祉課 

長寿支援課 

人権推進課  

関係各課 
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   施策１６ ひとり親家庭に対する支援                  

具体的施策の内容 担当課 

① ひとり親家庭に対

する自立等の支援 

ひとり親家庭の生活の安定と自立に向け，専任の相談員を配置し，

就労支援，生活支援，子育て支援，相談業務などを実施します。 

●相談業務の充実 

●ハローワークとの連携 

●母子寡婦福祉資金貸付制度の受付 

子育て支援課 

（＊17）地域包括支援センター 

地域で暮らす高齢者を総合的に支えていくための拠点として，保健・福祉・介護等の様々な面の専門職の知識をいかして， 

住み慣れた地域で自立した生活が継続できるよう支援を行うところ。 

 

（＊18）ユニバーサルデザイン（ＵＤ） 

   「すべての人のためのデザイン」という意味で，1980 年代にアメリカのロナルド・メイス博士等が提唱した考え。特定の人 

達のバリア（障害，障壁，不便等）を取り除く「バリアフリー」の考えをさらに進め，年令，性別，国籍，個人の能力にかか 

わらず，最初から，できるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること。その対象は都市施設や製品などから教育， 

文化，サービスなど多岐にわたっています。 

 

一人一人の取組     ○ 多様な生き方を認め合いましょう。 

○ 家事，育児，介護など家庭のことは，家族みんなが協力し合って

行いましょう。 

○ 職場には，育児や介護のための休業制度があります。男性もこれ

らの制度を活用しましょう。 

○ 託児制度を利用して，積極的に講座等に参加しましょう。 

事業者の取組 

○ 男女がともにゆとりをもって働き，仕事と家庭生活，地域活動等

が両立した生活ができるよう，就業環境の整備を進めましょう。 

○ 育児，介護休業制度等について従業員に周知し，制度を利用しや

すい職場環境づくりに努めましょう。 

○ 多様な就業形態のあり方について考えてみましょう。 

④ 高齢者や障がいの

ある人等みんなが

安心して暮らせる

まちづくりの推進 

公共施設等のユニバーサルデザイン（＊18）化を推進し，安心して生

活できる環境の整備に努めます。 

●公共施設へのスロープ，手すり，多目的トイレ

の設置 など 

都市計画課 

関係各課 
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 施策１７ 国際理解を深め，外国人が暮らしやすい環境の整備       

具体的施策の内容 担当課 

① 在住外国人への

様々な情報の提供 

多文化共生（＊19）のまちづくりをめざし，在住外国人への様々な情

報提供など暮らしやすい環境の整備に努めます。 

●外国人への言語・生活支援事業の実施（日

本語講座） 

協働のまちづくり課 

② 在住外国人への相

談業務の充実 

国際交流協会を中心に外国人が生活しやすい環境づくりに努め，各

種相談に応じます。 

●外国人への言語・生活支援事業の実施 協働のまちづくり課 

③ 国際理解を深める

ための活動の推進 

国際交流協会や市民との協働によって，外国人及び外国人を受け入

れる市民としての国際感覚が養われるよう支援します。また，多文

化共生についての理解及び国際社会における男女共同参画推進の

取組について情報提供等に努めます。 

●地球市民講座，各種語学講座等の実施 

●白石島国際交流ヴィラ運営の支援 

●友好握手都市等との交流の推進 

●男女共同参画に関する国際的情報の収集，

提供  

協働のまちづくり課 

人権推進課 

 

 

（＊19）多文化共生 

国籍や言語，文化など異なる集団に属する人々がお互いの文化的違いを認め，対等な関係を築きながらともに生きていく 

社会のことです。 

 

一人一人の取組  

○ 身近に暮らす外国人の文化を尊重し，地域の一員として，   

協力し合いましょう。 

○ 世界の様々な国等における男女平等に関する状況を知り，国際 

的な男女のあり方について考えてみましょう。 

 

事業者の取組 

  ○ 職場内において，外国人が働きやすいよう，外国語表示を推進 

するなど，職場環境づくりに努めましょう。 
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