
 

 

  

平成 28 年３月 

福井県 小浜市 

小浜市男女共同参画基本計画 



 

第 2次おばま男女共同参画プラン改訂にあたって 
 

 

人口減少社会の到来、少子高齢化の進展、家族や地域社会の多様化など社会情勢が急激に変化する今

日、男女が互いにその人権を尊重し、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

現が強く求められています。 

小浜市は、平成 23年 3月に『男女が共に尊重し合い、市民だれもが輝き、活躍できるまち おばま』

をめざし、小浜市の男女共同参画の基本計画である「第 2次おばま男女共同参画プラン」を策定し、男

女共同参画社会実現に向けた施策を推進してまいりました。 

第 2次プランについては、平成 23年度から平成 32年度末までを見通した長期的な基本方針を定めて

いるとともに 5年間単位で実施する具体的施策を定めています。 

今回、第 2次プラン策定から 5年間が経過したことから、具体的施策について見直しを行いました。 

今回の見直しでは、平成 23年に定めた「基本施策」、「具体的施策」、「具体的方向性」、「取組内容」に加え、具体的に実施する事業内容、

数値目標を記載した「今後の具体的な取組み内容」の項目をプランに追加しました。 

平成 28 年度からは、この具体的取組み内容に記載された具体的事業の実施、設定した数値目標を達成するため、より一層の男女共同参

画行政を推進してまいります。 

また、近年、社会環境の大きな変化により、マタハラ・パタハラ問題、ＬＧＢＴ（多様な性）問題などの新たな課題も出てきており、こ

うした問題についても今後、行政が取り組むべき大きな課題として新たに改訂プランに盛り込みました。 

今後、本市では、男女共同参画社会の実現に向け、改訂プランに沿って積極的に男女共同参画事業を推進してまいりますので、皆様方の

今後とものご理解、ご協力をお願いします。 

この計画の策定にあたり、ご協力を賜りました「小浜市男女共同参画プラン策定委員会」の皆様をはじめ、市民の皆様に心よりお礼申し

上げます。 

 

平成 28年 3月 

小浜市長 松崎 晃治     
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第１章 改訂プランの基本的な考え方 
 

１ 改訂プランの位置付け  
 

第 2次おばま男女共同参画プランは、「男女共同参画社会基本法第 14条第 3項」に規定する市町村男女共同参画計画および「小浜市男女共同参画

推進条例第 9条」に規定する基本計画として位置づけられるもので、小浜市男女共同参画推進条例、国、県の「男女共同参画基本計画」に基づき平

成 23年 3月に策定しました。 

第 5次小浜市総合計画は施策の大綱「夢と誇りあふれる人を育むまちをめざして」の中に、男女共同参画社会の実現を位置付けています。 

また、本計画の基本方針Ⅴ『共に守る』は「配偶者等からの暴力の防止および被害者の保護に関する取り組み」として、配偶者暴力防止法第 2条

の 3第 3項に基づく小浜市における「配偶者等の暴力防止および被害者保護のための基本計画」（市町村基本計画）として位置づけます。 

第 2次プランについては、平成 23年度から平成 32年度末までの長期的な施策の方向を定めた「施策の基本方針」と平成 23年度から平成 27年度

末までに実施する具体的な施策を定めた「具体的施策」で構成され、今回、平成 28年度から平成 32年度までに実施する具体的施策を見直し、改訂

プランとするものです。 

 

 

２ 改訂の内容  
 

 今回、平成 23 年度に定めた第 2 次おばま男女共同参画プランの「基本施策」、「具体的施策」「具体的方向性」「取組内容」に加え、改訂プランに

おいては、「今後の具体的な取組み内容」の項目を設け、今後、実施する具体的事業内容、実施回数等検証可能な数値目標を記載するなどの見直し

を行うとともに近年、問題化している新たな課題についても改訂プランに盛り込みました。 

 

 

３ 改訂プランの対象期間  
 

施策の基本方針 ： 平成 32年(西暦 2020年)度末までを見通した長期的な施策の方向 
 

具体的施策   ： 平成 32年(西暦 2020年)度末まで実施する具体的な施策 
 

 なお、社会情勢の変化やプランの進捗状況に応じて見直しを行います。 
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第２章 改訂プランの内容 
 

基本方針Ⅰ 共に尊重しあう 
 

 男女共同参画社会の実現のためには、まず、市民一人ひとりが、社会制度、考え方、慣習など、男女の固定的な性別役割分担意識による家庭・地域における個人の考え方を

見直し、意識の改革を進めることにより、多様な生き方を選択できる社会を実現することが大切です。性別における役割分担に捉われず、個人として一人ひとりを尊重しあう意識

を持つことができるよう、家庭や地域など身近なところから意識啓発活動を行っていきます。 

 また、多くの人が情報を受け取るメディアにおける男女の人権の尊重にも配慮が必要です。 
 

 基本施策  

１. 家庭・地域での慣習の見直し・意識の改革 
 家庭や地域の身近にある習慣やしきたりの現状を把握し、固定的な男女の性別役割分担意識にとらわれない男女共同参画の視点に立った意識啓発を行っていくことが必要

です。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し 

 
○職場・家庭・地域などにおける男女の固定的な役割分担につい

て、引き続き慣行の見直しを進めます。 

研修会・講演会などによる意

識啓発 

 今後も「おばま男女共同参画のつどい」を共催で実

施します。 

 地域を対象にした研修会を年１回以上開催します。 

 事業の実施にあたっては、男性の参加者を増やしま

す。 

総務課 

街頭啓発 
 毎年、推進月間（６月）に街頭でチラシ配布し、パネ

ル展を行います。 
総務課 

講座、地域住民の集まりの場

での啓発  
 全公民館で年１回以上の啓発活動を行います。 

生涯学習 

スポーツ課 

（公民館） 

(２) 意識改革のための広報・啓発活動の展開  

 

 
○広報おばまやＣＡＴＶなどを通じて、意識改革のための広報・啓

発活動の推進に努めます。  
広報おばまなどによる啓発 

 数年に 1度、広報おばまにより特集ページを掲載しま

す。 

 ホームページは、毎年 3回以上、更新します。 

総務課 

 
総務課からの依頼を受けて、市民協働課で広報などの

原稿を作成、発信へとつなげていきます。 
市民協働課 
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(３) 人権に関する相談窓口の充実  

 
○広報おばまやＣＡＴＶなどを通じて、意識改革のための広報・啓

発活動の推進に努めます。  

人権相談窓口の充実  
 月 1 回の特設人権相談窓口の開設のため、法務局

から派遣される相談員に会場を提供します。 
生涯学習 

スポーツ課 家庭教育相談の充実  
 月 1 回の人権相談窓口に一本化し、合理化を図りま

す。 

救済体制の整備   法務局の相談窓口をＰＲします。 

(４) 男女共同参画にかかわる情報の収集・整備・提供 

 
○あらゆる政策に男女共同参画の視点を盛り込む際の基礎資料と

するため統計情報などの収集・整備・提供に引き続き努めます。 

資料の収集・整備・提供  

 毎年、審議会等における団体別の女性参画率およ

び市役所管理職における女性の割合を調査し、ホーム

ページで公表します。 

 5年に 1度、市民の意識調査を実施し、公表します。 

総務課 

統計情報の整備・提供  
 男女共同参画の視点を盛り込むような統計調査が他

には行われていないか、情報を収集します。 
市民協働課 

 

 

 

 基本施策  

２. 多様な生き方を選択できる教育・学習の充実 
 一人ひとりが男女共同参画について、お互いを尊重しあえる意識をもてるよう、学校教育・生涯学習の充実を図ることが必要です。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 平等と自立の意識を育てる教育・学習 

 

①学校教育の充実 

 

○学校教育全体を通じて、人権の尊 重、男女の平等および相互

理解・協力についての指導の充実を図ります。 
 

○男女が相互に協力し、家族の一員としての役割を果たし、家庭を

築くことの重要性について認識させる意識啓発に努めます。 

道徳教育の充実  

 毎年、見直しながら全学校で、道徳教育全体計画、

道徳年間計画および人権教育推進計画を策定して実

施します。 教育総務課 

男女の協力の必要性や自分

の役割についての指導  

 学級活動や学校行事の中で、男女の平等、相互理

解を深めるための指導を継続します。 

子ども会・青少年健全育成事

業での意識啓発 
 全公民館で年 1回以上の啓発活動を行います。 

生涯学習スポー

ツ課（公民館） 
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②生涯学習の推進 

 

○男女が相手の立場を理解し思いやり、助け合うような人間形成を

図るため、家庭教育について、学習機会の一層の充実に努めま

す。 
 

○男女共同参画意識を高めるため、学級・講座などの充実を図りま

す。 
 

○ＰＴＡ活動などの地域活動が、性別に基づく固定的な役割分担

をすることのないよう指導します。 

保護者に対する学習会、家

庭教育相談の実施  

 保護者会等においても男女の平等、相互理解を深め

るための意識啓発を図ります。 

生涯学習 

スポーツ課 

（公民館） 

情報誌の発行  
 年 1 回、全公民館だよりに男女共同参画に関する内

容を掲載します。 

学級、講座などにおける意識

啓発  

 学級、講座実施時に性別に基づく固定的な役割分

担をすることのないようにします。 

 また、全公民館において、このような意識を啓発する

講座を実施します。 

各種事業において男女の役

割分担意識に捉われない役

割分担の実施  

 全公民館での各種事業において男女の役割分担意

識に捉われない役割分担を実施します。 

③教育関係者の意識啓発 

 

○教職員の男女共同参画に関する理解の促進を図るため、研修を

行うとともに情報の提供に努めます。 
 

○青少年教育活動の指導者など生涯学習に携わる関係者に、さま

ざまな機会を活用して男女共同参画についての意識啓発に努

めます。 

教職員対象の講演会・研修

会の開催  

 人権教育研修の中で、男女共同参画を進めていくた

めの研修を行います。 
教育総務課 

子ども会・青少年健全育成事

業を通した、指導者に対する

意識啓発  

 子ども会・青少年健全育成事業、各種会議において

積極的に男女共同参画ＤＶＤなどを視聴してもらい、

指導者に対する意識啓発を実施します。 

生涯学習 

スポーツ課 

（公民館） 

(２) 多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実  

 

①生涯学習の推進 

 
○学校施設などを学校休業日や放課 後に地域住民や子どもたち

に解放し、地域コミュニティの拠点としての活用を促進します。 
小学校体育館施設の開放  

 土日、夜間における全小学校の体育館施設を開放し

ます。 

教育総務

課 

②いきいきと働くための女性教育・学習活動の充実 

 

○女性が自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に

参画する力をつけるため、生涯にわたる学習機会の充実に努め

ます。 
 

○女性の能力開発が促進されるよう、情報提供に努めます。 
 

○女性団体・グループなどの支援、リーダー養成に努め、社会参

画の促進を図ります。 

女性の積極的社会参画のた

めの支援 

 現在学習活動に対するニーズを把握し、よりよい学

習環境の充実を図ります。また、働く女性のためのワー

クライフバランスに関する講座を実施します。 

商工観光課 

（働く婦人の

家） 

公民館における学級、講座の

実施  

 年３地区以上、研修会を実施します。 総務課 

 公民館主事により、地域課題や、女性の課題の収集

を行い、全公民館で年１回の講座を企画します。 

生涯学習 

スポーツ課 
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女性団体・グループの支援   男女共同参画ネットワークと連携をとり、男女共同参

画を推進します。 

 毎年、「男女共同参画のつどい」の共同で開催しま

す。 

 また、事業の実施にあたっては、男性の参加者を増

やすようＰＲします。 

総務課 

③進路・就職指導の充実 

 

○性別による固定的な考え方にとらわれず、生徒一人ひとりが主体

的に進路を選択する能力を身に付け、高い職業意識の育成を

図るため、職場体験を推進するなど進路指導の充実に協力しま

す。 
 

○地元の各事業所などへの就職機会の確保などについて、協力

要請を行います。 

中学校での職場体験の実施  
 両中学校で約 30 の職場において３日～５日の職場

体験学習を毎年実施します。 

教育総務課 講演会の実施  
 卒業生などの先輩を招き、年１回程度の講演会を開

催します。 

進路学習、キャリア教育の指

導  

 教育計画に基づき、通年、必要に応じた指導を行っ

ていきます。 

企業への協力要請  
 小浜商工会議所と連携し、ふるさと仕事塾や企業見

学ツアー、商店街を活用した職場体験を実施します。 
商工観光課 

 

 

 

 基本施策  

３. メディアにおける男女の人権の尊重 
 情報通信技術の高度化により瞬時に多くの情報を得られる今日、メディアによってもたらされる情報が人々の意識や社会通念の形成に大きな影響を与えています。 

 メディアからもたらされる膨大な情報を各人が主体的に捉え、メディアを上手に使いこなし役立てる能力（メディア・リテラシー）の向上を図ることが必要です。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 人権を尊重した表現推進のためのメディアへの取組の支援 

 

①メディアにおける人権尊重、環境浄化などに関する方策の推進 

 
○メディアにおいて女性の人権を尊重した情報発信が行われるよ

う、資料の提供などに努めます。 

人権を尊重した情報発信を

行うための資料提供 

 定期的に、不適切用語一覧を確認し、変更等を庁内

に配布します。 
総務課 
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○青少年の健全育成のために、性や暴力を扱った有害図書類に

対して書店等に成人向きコーナーの設置を要請するとともに青

少年に販売しないように依頼します。 

書店への調査実施・協力依

頼  

 年 1 回以上青少年愛護センターによる巡回、社会環

境調査を実施します。 

 また、青少年健全育成協議会の組織による活動が出

来ないか検討します。 

生涯学習ス

ポーツ課 

(青少年愛護

センター) 

○インターネット上の有害情報については、フィルタリングソフトによ

って有害なホームページの閲覧を拒否できることを保護者に知ら

せます。 

保護者に対して有害情報拒

否のための情報提供 

 年 1 回の健全育成協議会の総会で情報提供を行い

ます。 

○児童ポルノの現状を把握し、児童がその被害を受けないような環

境づくり（被害の有無や今取られている対応を調査し、可能なこ

とから取り組む）に努めます。 

子ども会や青少年健全育成

事業での啓発 

 年 1回の子ども会総会、健全育成協議会総会での資

料に掲載します。 

②メディア・リテラシー（情報メディアを主体的に読み解く力）の向上 

 

○学校教育において、インターネットをはじめさまざまなメディアが

社会や生活におよぼす影響を理解し、情報化の進展に主体的

に対応できる能力を育成するよう働きかけます。  

授業内でのメディア・リテラシ

ーの学習機会提供  

 家庭への啓発活動を行うとともに、新しいツールへの

対応、実効性のあるルールの策定など必要に応じた学

習機会を設けます。 

教育総務課 

(２) 市が発行する広報・出版物などにおける性にとらわれない表現の促進 

 
○市が発行する広報や各種の出版物などにおいて、性別に基づく

固定観念にとらわれない表現を行うよう努めます。  
編集時の確認徹底 

 広報おばま編集の際には、担当はもちろん、課として

二重三重の確認を徹底していきます。 
市民協働課 
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基本方針Ⅱ 共に活躍する 
 

 喜びも責任も分かち合う男女共同参画社会を進めていくためには、施策・意思決定の場や地域自治組織における男女の主体的な参画が必要です。あらゆる分野において、

施策・意思決定の場に男女が共に参画するよう働きかけ、一人ひとりがそれぞれの力を発揮し、社会で活躍できる体制や組織づくりを行っていくことが重要となります。 

また、女性自らも能力向上に努め、あらゆる分野における活動に積極的に参画することも必要です。男女のそれぞれの視点が生かされた社会を形成できるよう、機会の提供を

進めていくことが大切です。 

 

 基本施策  

１.政策・方針決定過程への女性の参画推進 
行政施策に対して男女の意見が平等に反映されるよう、政策・方針決定過程への女性の参画率が 40％未満とならないように積極的な取り組みを行っていくことが必要です。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 市の政策・方針決定過程への女性の参画推進  

 

①市の審議会などの委員への女性の参画推進 

 
○市の審議会・委員会などへの参画は女性の参画率が 40％未満

とならないよう促進を図ります。 

女性の積極的登用  
 市の審議会等の女性参画率 40％を目指して取り組

みます。 
全課 

 
毎年、女性の参画率調査の

実施・検証  

 毎年、女性の参画率を調査し、男女共同参画推進本

部において検証を実施します。 
総務課 

 ②市における女性職員の登用などの促進 

  ○市における女性職員の職域や登用などの拡大に努めます。 
女性職員の役職への積極的

な登用 

 女性職員の役職への積極的な登用を図ります。 

 女性管理職育成のため、課長補佐級に対し、自治研

修所の研修会に参加させます。 

総務課 

(２) 地域、企業、団体などにおける女性参画の促進 

 

 
○女性の登用などについて、地域、企業、団体などに協力要請を

行い、社会的気運の醸成を図ります。 

男女共同参画地区推進員、

事業所推進員の設置  

 今後も、男女共同参画地区推進員および事業所推

進員を選出し、研修会等の情報提供を行います。 

 地区における講習会の企画・立案等に関与するよう

に依頼します。 総務課 

 
男女共同参画推進協議会に

おける、団体間の情報交換  

 年 1回以上、男女共同参画推進協議会を開催し、団

体間の情報交換を行います。  
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地域、企業、団体などへの協

力要請  

 毎年、区長および公民館長に対して、役員への女性

の積極的な登用を依頼します。 

 また、市民に対しても更なる意識啓発を図ります。 

総務課 

(３) 調査の実施および情報の提供 

 
①政策・方針決定過程への参画に関する調査の実施および情報の提供 

 
○さまざまな分野における、女性の政策・方針決定過程への参画

状況につき定期的な調査を実施し、情報を提供します。 

女性の参画状況の調査・公

表 

 毎年、審議会等における女性の参画率を調査し、ホ

ームページに掲載します。 
総務課 

 

 ②人材育成に関する情報の提供 

  

○リーダー育成のための講座開設や、福井県が実施する講座など

の情報を提供します。 

パンフレット・チラシの配布  県実施の講座情報を公民館だよりに掲載します。 
生涯学習スポー

ツ課（公民館） 

  
リーダー育成講座についての

情報提供  

 福井県などが実施する男女共同参画推進講座の情

報を男女共同参画ネットワークや地区推進員・事業所

推進員に提供します。 

総務課 

 

 

 

 基本施策  

２．男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援 
 仕事や家庭生活、地域生活、趣味など、社会のあらゆる分野の活動に男女が共に参画していくためには、仕事と家庭のバランスをとることができる環境づくりが必要です。 

 男女が安心して子どもを生み育て、充実した家庭生活を送るとともに、社会において活躍していくためには、職業生活と家庭生活、地域生活の両立を実現できることが重要で

す。尐子・高齢化が進展する中で、仕事と育児、家族の介護を両立できるよう支援し、地域活動にも積極的に参画できる環境の整備に努めていくことが必要です。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 家事・育児・介護に対する男女の共同責任 

 

 

○家事・子育て・介護等は家庭での男女の共通責任であり、お互

いに協力することが必要であるという意識啓発に努めます。  

家庭教育講座などでの意識

啓発  

 全公民館において年１回以上、男性も参加できる料

理教室を実施します。 

生涯学習スポー

ツ課（公民館） 

 研修会の実施  

 数年に 1度、このテーマで研修会を開催します。 

 子育て世代の男性にも来てもらえるよう保護者会に

呼びかけます。 

総務課 

関係課 
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啓発パネル展・街頭啓発  

 毎年、推進月間（6 月）にチラシ配布による街頭啓発

および市役所市民ホールにおける啓発パネル展を実

施します。 

総務課 

関係課 

(２) 家庭生活への男女共同参画の促進 

 

 
○子どもが親の職業を理解し、家族のきずなを強めるよう、企業な

どへの協力を依頼し、学校教育を通して職場体験を行います。 

放課後活動なしの日（第３月

曜日）の広報と実施  

 毎月 1 回第 3 月曜日を「放課後活動なしの日」と定

め、実施します。  
教育総務課 

 中学校の職場体験活動実施  
 中学２年生を対象に、３０か所程度の職場体験学習

を毎年実施します。 

(３) 男女が共に参画する地域づくりの促進 

 

 

○暮らしやすい活力ある地域社会をつくっていくためには、地域社

会への住民参加が重要であり、男性の職場中心の意識・ライフ

サイクルを見直し、男女の地域活動への参画を促進するため、

あらゆる機会を通じて広報・啓発を行います。 
 

○ＮＰＯなどの活動に男女が共に参加でき、また、その中で日頃の

学習活動の成果や知識・技能を生かせるよう呼びかけます。 

研修会の実施   年３地区以上、研修会を実施します。 

総務課 
 

「家事と仕事の両立の日」の

啓発  
 駅前の電光掲示板により広報します。 

 地域活動における意識啓発 
 男女とも地域づくりへの参加について意識を持っても

らえるよう意識啓発を図ります。 

生涯学習 

スポーツ課 

 ＮＰＯ団体への意識啓発  

 小浜市ボランティア・市民活動交流センターの登録

団体が集まる連絡会開催時（年 1 回）に啓発チラシを

配布します。 

市民協働課 

(ボランティア

市民活動交

流センター) 

(４) 地域社会で支える子育ての環境整備 

 

 

○これから子育てをする人や子育て中の人を対象にした家庭教育

に関する学習機会を提供します。 
 

○子育て中であっても、文化・芸術などにより心のリフレッシュが図

れるような環境の整備・気運の醸成に努めます。 
 

○多様な保育サービス需要に適切に対応し、社会参加などの活動

と子育ての両立の負担感を軽減する環境整備に努めます。 
 

○子育ての孤立感や不安の解消を図るため、相談支援体制の整

備、学習機会の提供、情報提供など、子育てに関する支援体制

の整備を図ります。 

（続く） 

保護者に対する学習会の実

施  

 各公民館において年 1 回以上、公民館で家庭教育

講座を実施します。 
生涯学習 

スポーツ課 
 家庭教育相談の実施   毎月１回、家庭教育相談を実施します。 

 情報誌の発行  
 年 2 回以上愛護センターで子育て情報誌を発行しま

す。 

 
全ての年代を対象にした文

化・芸術事業の案内・広報  

 男女共同参画等の団体が主催する講演会、映画会

等での貸館等で協力します 
文化課 

 
保育園における長時間・延長

保育の実施  

 浜っ子こども園・チューリップ保育園・今富そらのとり

保育園・やまなみ保育園で延長保育を実施します。 
社会福祉課 

 一時預かり保育の委託  
 わくわくくらぶ・三びきのこぶた保育園に委託して実

施します。 
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（続き） 

○近年増加している児童虐待に関し、防止につながる環境整備に

努めます。 
 

○乳幼児を連れても利用しやすい公設トイレの設置や公的施設に

おける託児室・授乳室の設置に配慮します。 
 

○子育て中の親によるネットワークをつくり、お互いが助け合う環境

の整備に努めます。 

子育て相談、子育て教室の

開催 

 子育て支援センター（月～金）、浜っ子こども園子育

て支援室（月･水･金）、わくわくくらぶ（月～金）で育児

相談を実施します。 

社会福祉課 

 

 離乳食の試食・相談、身体測定も含めた子育て相談

を実施します。また、面接や訪問、電話での個別相談

も実施します。 

 各地区保健推進員の協力を得て、地区ごとに年 1 回

の子育て教室を実施します。 

健康長寿課 

（健康管理セ

ンター） 

 子育て情報チラシの配布  

 社会福祉課の窓口で子育て支援センターなどのチラ

シを設置・配布します。 

 子育て支援センターから毎月チラシを配布します。 

社会福祉課 

 

 
要保護児童対策協議会の開

催  

 要保護児童対策協議会を定期的に開催し、関係機

関との連携や要保護児童に関する情報交換を行いま

す。 

 家庭相談員の研修  
 要保護児童対策協議会や県などが開催する研修に

年 4回以上参加します。 

 児童虐待の通告窓口の周知  
 広報などにおいて、児童虐待防止や 189(通告共通

ダイヤル)を周知します。 

 
子育て支援センターでのさま

ざまな施策の実施  

 現在行っている諸事業を継続し、さらに充実させてい

きます。 

 
託児室・授乳室などの設置の

配慮 
 託児室・授乳室などの設置に配慮します。 関係課 

(５) 家庭と仕事の両立のための雇用環境の整備 

 

①家庭と仕事の両立の日の推進 

 

○家庭と仕事の両立を図りつつ、地域社会にも参画することを可能

にするための環境整備として、「家庭と仕事の両立の日」を推進

するよう市民や事業所に働きかけます。 

街頭啓発、研修会でのチラシ

配布  
 推進月間（6月）に街頭啓発でチラシを配布します。 

総務課 

 広報おばまなどでの啓発   推進月間（6月）に広報おばまで啓発します。 
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 ②仕事と子育て・介護の両立のための制度の一層の定着促進・充実 

 
 

○育児休業・介護休業制度の定着を企業へ働きかけ、勤労者など

の相談に応じ福祉増進に努めます。 
 

○勤労者の職業生活と家庭生活との両立を支援する事業展開に

努めます。 

企業への制度定着の働きか

け  

 国等で作成したチラシ等を配布し、また必要に応じて

メールマガジンにより啓発を図ります。 
商工観光課 

「おいでよ！咲楽館」の実施  

 取り組み内容の充実を図り、勤労家庭を支援し、夏

休み期間中に８日以上「おいでよ！咲楽館」を開催し

ます。 

商工観光課 

（働く婦人

の家） 

③育児や家族の介護を行う勤労者が働き続けやすい環境の整備 

 
 

○子育て・介護支援に取り組んでいるファミリー・フレンドリー企業

の普及に努めます。 
 

○育児・介護を行う勤労者に対する相談・情報提供に努めます。 

リーフレット配置  
 市役所の市民ホール、総務課のカウンター、働く婦

人の家に設置します。 
総務課 

事業所推進員研修会の実施 
 事業所推進員の負担の軽減を図りつつ、研修会を開

催します。 

子育て支援センター子育て

相談の実施  

 月～金曜日に面接や電話での子育て相談を実施し

ます。 

 子育てサロンやのびのび広場などの催しを通じての

相談を行います。 

社会福祉課 

「介護保険利用のてびき」配

布  

 3 年に 1 回、制度改正内容を掲載した「介護保険利

用のてびき」を各世帯へ配布します。 
健康長寿課 

地域包括支援センター総合

相談事業  

 地域包括支援センターでの相談を受けます。 

 職員の相談技術の向上のため、年1回以上研修を受

けます。 

健康長寿課 

（地域包括支

援センター） 

④労働時間の短縮など就業条件の整 備 

  
○子育て・介護が行いやすいよう、フレックスタイム制などの啓発に

努めます。 

パンフレット・チラシなどによる

啓発 

 国等で作成したチラシ等を配布し、また必要に応じて

メールマガジンにより啓発を図ります。 
商工観光課 

(６) 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援策の充実 

 

 ○休日や放課後の児童対策の充実に努めます。 

児童クラブの充実   児童クラブの新設について検討します。 社会福祉課 

 子ども教室事業の開催   子供教室を 6地区以上で開催します。 
生涯学習ス

ポーツ課 
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(７) ひとり親家庭の自立促進 

 

 
○ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、子育て支

援の充実に努めます。 

母子自立支援員の設置   自立促進支援センター、家庭相談員、要保護児童検

討委員会など関係機関との連携を強化します。 福井

県ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援

事業を窓口でのチラシ配布、市ホームページで周知し

ます。 
社会福祉課 

 
母子家庭等日常生活支援事

業等の実施  

 利用しやすいよう長期的･継続的な利用を可能にす

るよう事業の実施内容を見直します。 
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基本方針Ⅲ 共に働く 
 

 「働くこと」は、人々の生活の経済的基盤を形成するとともに、個人が能力を発揮し、社会において自己実現を果たすための基盤としても重要な意味を持っています。 

 性別に捉われない個人の能力に基づく雇用管理の実現を図るとともに、男女が共に対等な立場で協力しあい、責任を分かちあえる就業環境を確保することが必要です。 

 

 基本施策  

１．働く場における男女の均等な機会と待遇の確保 
 働く場において、男女が対等に機会を享受し、意欲と能力に応じた待遇を受けることができる環境を整備することで、個人の能力を発揮し、安心して働き、生活できるよう、施

策を展開していく必要があります。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進 

 

 

○性別等による格差改善のため、男女雇用機会均等法、育児・介

護休業法の周知に努めます。 
 

○パワーハラスメントやセクシャルハラスメントの防止のための周

知・啓発に努めます。 
 

○従業員への意識改革に努め、企業における積極的改善措置（ポ

ジティブ・アクション）の気運の醸成を図ります。 

パンフレット・チラシの配布 
 国等で作成したチラシ等を配布し、また必要に応じて

メールマガジンにより啓発を図ります。 
商工観光課 

 

事業所推進員研修会の開催  
 事業所推進員の負担の軽減を図りつつ、研修会を開

催します。 
総務課 

 

○働く女性が妊娠・出産を理由に不利益な扱いを受ける「マタニテ

ィハラスメント（マタハラ）」の防止のための周知・啓発に努めま

す。 

パンフレット・チラシの配布 
 国等で作成したパンフレットやチラシの配布による啓

発を行っていきます。 
商工観光課 

市職員への啓発 

 マタハラ防止の啓発を図り、産前・産後休暇や育児

休暇の取得対象となる職員（非常勤を含む）に十分な

説明を行い、休暇の取得率の向上を図ります。 

総務課 

 

○男性が育児休暇の取得などを、職場の上司や同僚から妨げられ

る「パタ二ティハラスメント（パタハラ）」の防止のための周知・啓発

に努めます。 

パンフレット・チラシの配布 
 国等で作成したパンフレットやチラシの配布による啓

発を行っていきます。 
商工観光課 

市職員への啓発 

 パタハラ防止の啓発を図り、男性職員の配偶者出産

休暇の取得率 90％を目指します。 

 育児休暇の取得率 67％を目指します。 

総務課 

 



- 14 - 

(２) 母性健康管理対策の推進 

 

 

○母性保護および母性健康管理について、情報提供、相談体制

の充実を図ります。 
 

○妊娠・出産を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう周知

啓発に努めます。 

就業妊婦に対する休業制度

利用への啓発  
 母子手帳発行時にパンフレットにより啓発します。 

健康長寿課 

（健康管理セ

ンター） 

 周知啓発  

 健康管理センターにおいて、母性健康管理について

の情報提供や相談を受けることができる体制の充実を

図ります。 

総務課 

(３) 就業への援助などの拡充 

 

 
○女性労働者が職域拡大や能力の向上のために、必要な情報や

手法を得られやすいようにするための情報提供に努めます。 

パンフレット等による情報提供 
 国等で作成したチラシ等を配布し、また必要に応じて

メールマガジンにより啓発を図ります。 
商工観光課 

 
県の講座などの情報提供  

 県などの講座の開催情報を事業所推進員に提供し

ます。 
総務課 

 

(４) 多様な就業ニーズをふまえた就業環境の整備 

 

①パートタイム労働者の労働条件の整備 

 

○多様でかつ柔軟な労働が選択できるよう、その労働に応じた適

正な処遇・労働条件が確保・明示されるよう、事業所に対し協力

を依頼します。 
 

○パートタイム労働者に対し、能力開発の情報を提供できるよう、

情報収集に努めます。 

企業への協力要請  
 国等で作成したチラシ等を配布し、また必要に応じて

メールマガジンにより啓発を図ります。 

商工観光課 

 
情報収集  

 国の施策等の情報について、各種媒体を利用して情

報を収集します。 

②労働者派遣事業に係る対策の推進 

 
 

○派遣労働者の適正な就業が確保さ れる よう事業者に呼びか

けます。 
意識啓発  

 国等で作成したチラシ等を配布し、また必要に応じて

メールマガジンにより啓発を図ります。 
商工観光課 

③女性起業家に対する支援 

 
 ○女性起業家に対して、情報提供や相談体制を整えます。 

パンフレット・チラシの配布  

 

 創業応援パンフレットを作成し、創業に関する情報を

提供します。 
商工観光課 

女性起業家への創業時資金

制度の創設 

 創業時に必要な資金について、女性を優遇した支援

制度を設けます。 
商工観光課 

④在宅勤務など、新しい就業形態などに係る施策の推進 

  ○在宅勤務などの導入について、情報提供に努めます。 情報提供   ハローワークと連携し情報提供します。 商工観光課 
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 基本施策  

２．男女で支える農林漁業・自営業の確立 
 農業に就業している女性の割合は男性より高く、重要な担い手であり、自営業においても、女性が経営に果たしている役割は重要です。 

 しかし一方で、女性の経営面における位置付けが十分でないことや、農業委員や農業協同組合などの各種団体の委員への女性の登用は低いのが現状です。 

 女性の果たしている役割を適正に評価し、対等なパートナーとして男性と共に経営や家庭生活、地域活動に参画することができる社会の形成が求められています。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 政策・方針決定過程への男女の参画 

 

 

○女性の意見を反映させるため、農業委員会をはじめ、農林漁業・

商工業関連団体等の役員など、政策・方針決定過程への女性

の参画を呼びかけます。 

女性の積極的登用の呼びか

け 

農業委員会法改正により、公選制から市長による任

命制に改正されたため、行政委員の選任基準に基づ

き女性農業委員の増員に努めます。 

農林水産課 
 

(２) 住みやすく活動しやすい環境づくり 

 

 

○農山漁村や自営業で生活する一人ひとりが住みやすく活動しや

すい環境づくりのため、固定的な役割分担意識の見直しや改革

を進めます。 
 

○自営業や農業に携わる男女に対し、経営などについて研修機会

の情報を提供し、人材の育成に努めます。 
 

○家族農業経営における男女の役割を明確にし、快適に働くため

の環境を整備するため、家族経営協定の普及に努めます。 
 

○農林水産業に取り組む女性が、地域において自由にさまざまな

組織活動やグループ活動に取り組めるよう、関係団体と連携を

深めながら活動の促進を図ります。 

チラシの配布などによる意識

啓発  

各種農業関係者会議においてチラシ配布などを行

い、意識啓発を図ります。 

農林水産課 

 研修機会の情報提供  
 各種農業関係者会議においてチラシ配布などで情

報提供を行います。 

 
家族経営協定の普及、締結

促進  

 家族経営協定締結により、男女共同参画による経営

の充実などのメリットを周知します。 

 女性グループの活動支援  

 営農座談会等で女性団体の取組み等を紹介し、新

たな女性グループが発足していくよう機運醸成を図りま

す。 
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基本方針Ⅳ 共に心豊かに過ごす 
 

 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実現に向けて基本的な条件であり、食を通じた健康づくりや疾病予防は、老若男女を問わず

だれもが取り組まなければならない生涯の課題と言えます。 

 男性も女性も、各々がそれぞれの身体の特徴を十分に理解し合い、思いやりを持って生きていくことは、市民一人ひとりが共に心豊かに日常生活を送る上で重要となります。

特に女性は、妊娠や出産などにより、ライフスタイルを通じて男性とは異なる健康上の問題に直面します。こうした健康上の問題の重要性について、男女が共に正しい情報を入

手し、理解し、生涯にわたって健康で心豊かに生活できるよう、取り組みを進めていく必要があります。 

 また、高齢者や障がい者が安心して暮らせる環境に配慮することや、暴力のない社会をめざしていくことが必要です。 

 

 基本施策  

１．男女が共に思いやる健康づくり 
 男女が生涯にわたり、心身共に健康な生活を送るためには、自分の健康は自分で守るという意識を持つとともに、家族や地域で個人の健康づくりを支援することが大切です。 

 また、性非行の防止を進めるとともに、年齢に応じた性に関する正しい知識の啓発・教育を行っていくことが必要です。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 食のまちづくり条例に基づく食のまちづくりの推進 

 

 

○食の拠点施設のキッチンスタジオで、男女が楽しく調理体験でき

るイベント等を積極的に企画します。 
 

○自分に必要なバランスのとれた食事を摂取するための、各地区

における「健康に食べよう会」などを積極的に実施します。 
 

○若狭おばまの歴史と食文化の学習、食事マナーや栄養指導、児

童生徒が育てた食材を使ったふるさと料理の研修など、御食国

若狭おばま食の教育を推進します。 

季節の調理体験などのイベン

ト実施  

 平成 28年度は「小浜市元気食育推進計画」の見直し

年度で、この機会に男性も主体的に食を通じた健康づ

くりが出来るよう、方向づけていきます。 

 具体的には、男性料理教室や男性対象の食育講座

を、食文化館において年間 3回実施します。 

食の 

まちづくり課  

(食文化館) 

 
「健康に食べよう会」などの積

極的な開催  
 「健康に食べよう会」を 1年度6地区毎に実施します。 

健康長寿課 

（健康管理セ

ンター） 

 校区内型地場産学校給食 

 ジビエ給食の普及を図るとともに給食における地産

地消を進め、地域で調達できる食材については、

100％地場産物とします。 

教育総務課 
 教職員の食に関する研修  

 市食育担当者による各学校教員に対する研修会を

年１回程度行います。 

 体験学習（料理教室など）  
 すべての児童が在校中に 1 回以上ジュニアキッチン

を体験できるようにします。 
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(２) 男女が互いの性を尊重する意識づくり 

 

 

○学校においては、児童生徒の発達段階に応じた性に関する正し

い知識や、生命尊重・人権尊重・男女平等の精神に基づく異性

観、自ら考え判断する意思決定の能力を身に付け、望ましい行

動を取れるようにするため、学校教育活動全体を通じて性教育

の充実に努めます。 
 

○青少年の性行動が低年齢化・活発化している状況や性情報が

氾濫している状況をふまえ、思春期の男女の性に関する正しい

知識の情報提供に努めます。 

学習指導要領に基づいた指

導 

 学習指導要領に基づき、随時必要に応じた指導を実

施します。 

教育総務課 

 長期休業中での生活指導  
 家庭に対する啓発・生活指導を通じ、随時必要に応

じ実施します。 

 性教育授業の実施 
 学習指導計画に基づき、性に関する情報教育の推

進、スマホルールの適切な運用の指導を行う。 

 
○学校におけるＬＧＢＴ（多様な性）に対する理解、啓発に努めま

す。 

ＬＧＢＴに対する教職員への

啓発 

 ＬＧＢＴ（多様な性）に関する理解を深めるため、教職

員に対する啓発学習会を開催します。 
教育総務課 

(３) 生涯を通じた男女の健康の保持増進対策の推進 

 

 

○思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期など生涯を通じた健康

保持のための事業の充実を図ります。 
 

○生涯を通じ自己の健康を適切に管理・改善するための教育・学

習を推進します。 
 

○妊娠からの一貫した母子保健サービスの充実を図ります。 
 

○男女の生涯にわたる健康づくりを進めるため健康教育、健康相

談、健康診査、介護予防事業などの保健事業の推進を図りま

す。 
 

○いきいきと暮らすため、男女の生涯にわたるスポーツ活動の推進

を図ります。 

思春期体験学習「赤ちゃんと

のふれあい体験」実施  

 各学校の希望による思春期体験学習「赤ちゃんとの

ふれあい体験」を実施します。 

 将来的には、学校が独自開催してもらうことを目標と

します。  

健康長寿課 

（健康管理セ

ンター） 

 

健康相談の実施  

 母子手帳発行から乳幼児健診時および特定健診等

の生活習慣病健診時等に必要に応じて健康相談を実

施します。 

 

啓発活動の実施  

 母子手帳発行から乳幼児健診時および特定健診等

の生活習慣病健診時等保健事業実施時にチラシ配布

を行います。 

 健康管理センター内にポスターを掲示します。 

妊婦・乳幼児健診の実施  

 妊婦健診、1 か月児・4か月児・9～10 か月児健診、6

か月児健診、1 歳 6 か月児健診、3 歳児健診を実施し

ます。 

 今まで受けた健診等の情報を把握した上での保健指

導を継続します。 

各種母子保健サービスの実

施・紹介  

 母子健康手帳の交付、妊娠期～乳幼児期にかけて

それぞれの時期に合った教室を実施します。 

 チラシの配布、ホームページ、広報を通して母子保

健サービスの紹介を行います。また、新生児訪問や乳

幼児健診など必要時、サービスの説明も行います。 
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特定健康診査、がん検診など

各種検診の推進  

 特定健康診査、肺がん、胃がん、大腸がん、子宮頸

がん、乳がん、前立腺がん、肝炎ウイルス検査、骨検

診について、対象の資格や年齢等に合わせて実施し

ます。 健康長寿課 

（健康管理セ

ンター） 

各種保健事業の推進  

 出生前の胎児期から後期高齢期のあらゆるライフス

テージにある市民に対し、生涯の健康づくりや健康管

理についての現状の保健施策を継続、発展させ実施

します。 

各種スポーツ教室の開催  
 継続して、教室を開催します。 

 また、要望があれば、教室の種類を増やします。 

生涯学習ス

ポーツ課 

(４) 男女の健康をおびやかす問題についての対策の推進 

 

①HIV／エイズ、性感染症対策 

 

○ＨＩＶ／エイズや性感染症は健康に甚大な影響をもたらすもので

あり、学校において、児童生徒の発達段階に応じた正しい知識

を身に付けさせるため、予防方法を含めた教育を推進します。 

学習指導要領に基づいた指

導  

 学習指導計画に基づき、性に関する情報教育の推

進、スマホルールの適切な運用の指導を行います。 
教育総務課 

 

性教育年間指導計画に基づ

く指導  
 指導計画に基づき性に関する指導を行います。 

②薬物乱用対策の推進 

  

○青少年による薬物乱用が増加傾向であるため、薬物乱用防止教

育の充実を図ります。 
 

○広報・啓発活動を通じ、正しい知識の普及と、薬物乱用を許さな

い社会環境の形成に努めます。 

学習指導要領に基づいた指

導  

 学習指導要領に基づき、薬物乱用防止の指導を行

います。 
教育総務課 

  薬物乱用防止教室の開催  
 警察のひまわり教室など薬物乱用防止教室を年１回

実施します。 

  

ポスター、チラシなどによる啓

発  

 警察等の関係機関と連携し、ポスター掲示やチラシ

配布（年 1回以上）により啓発活動を実施します。 
生活安全課 

  
 健康管理センターにポスターやチラシを掲示する等

の啓発活動を実施します。 

健康長寿課 

（健康管理セ

ンター） 
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 基本施策  

２．高齢者や障がい者などが安心して暮らせる環境の整備 
 少子高齢化が急速に進む中、高齢者の介護問題は家庭だけでなく、地域、社会でも深刻な問題となっています。介護を担っているのは大半が女性であることから、介護は家

族ぐるみで取り組み、社会全体で支える介護体制の構築を図ることが必要です。また、高齢者が要介護状態になることを防止する予防措置も重要です。 

 高齢社会を豊かで活力ある社会にするためには、年齢や性別に基づく固定的な見方や偏見を除去し、高齢者自身が社会を支える重要な一員であることを自覚し、年齢や障

がいの有無にかかわらず、いきいきと安心して暮らせる社会をつくることが必要です。 

 また、市内に在住している外国人が同じ小浜市民として生活できるよう環境整備に努めるとともに情報提供や交流を促進します。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 高齢者や障がい者などの社会参画の促進 

 

 

○老人クラブ活動の支援などを通じて、世代間交流やボランティア

活動など地域に根ざした生きがいづくり、社会参加の推進に努

めます。 
 

○高齢者が健康で生きがいを持って生活が送れるよう、自ら行う健

康づくりや介護予防事業、スポーツ、レクリエーション活動の支援

を促進します。 
 

○障がいがある人もない人も共に生活し、活動できる社会の構築

に向けた取り組みに努めます。 

老人クラブ活動への支援  

 毎年、地域支え合い事業や介護予防支援事業を支

援します。 

 元気な高齢者が支える立場になってもらえるリーダー

研修を実施します。 健康長寿課 

 
生きがい健康活動づくり事業

の実施  

 毎年、生きがいと健康づくりを中心とした活動等に主

体的に取り組むことを支援します。 

 
世代間交流、ボランティア活

動の実施  

 全公民館において、年 1 回以上、世代間交流事業・

講座を行います。 

生涯学習ス

ポーツ課 

 介護予防教室開催  

 毎年、介護予防教室の開催状況を確認し、より効果

的な予防に繋げられるよう開催計画を策定し実施しま

す。 

健康長寿課 

（地域包括支

援センター） 

 各種スポーツ教室の実施  
 現状のスポーツ大会の開催と生涯スポーツの出前講

座を継続します。 

生涯学習ス

ポーツ課 

 
障害スポーツ大会等の各種

行事の開催  

 障害者スポーツ大会等の行事について、広報おば

ま、ホームページ、チャンネルＯなどで広報し、参加者

の増加を図ります。 市民が参加する生涯学習などの

各種講座・教室に、障がい者が参加できるような配慮

の働きかけを行います。 

社会福祉課 
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 意識啓発   従来定期的に開催している行事について、広報おば

ま、ホームページ等で広報し意識啓発を図ります。 

 市民が参加する生涯学習などの各種講座・教室に、

障がい者が参加できるような配慮の働きかけを行いま

す。 

社会福祉課 

 
○ＬＧＢＴ（多様な性）に対する理解、啓発に努めます。 ＬＧＢＴに対する市職員への

啓発 

 ＬＧＢＴ（多様な性）に関する理解を深めるため、市職

員に対する啓発学習会を開催します。 
総務課 

(２) 高齢者や障がい者などの自立した生活の支援（社会基盤の整備） 

 

 

○高齢者が介護を必要とする状態になっても、できる限り住み慣れ

た家庭や地域で安心して過ごせるよう、在宅サービス、施設サー

ビスおよび地域密着型サービスの資質向上に努めます。 
 

○介護サービスに関する相談窓口、情報提供、苦情処理などの体

制の整備と機能の充実、介護サービス情報の公表など、利用者

が介護サービスを適正に選択し、利用できるような環境づくりを

進めます。 
 

○高齢者が健康でいきいきとした生活が送れるよう、壮年期からの

生活習慣病の予防や健康増進、また要介護状態などになるおそ

れのある高齢者を対象に効果的な介護予防事業に努めます。 
 

○高齢者や障がい者の自立と社会参加を促進するため、心のバリ

アフリーも含め、バリアフリー・ユニバーサルデザインを推進しま

す。 

事業所指導  

 小浜市地域密着型サービス事業所等において 3 年

に 1 回事業所の運営管理体制や適正なプランである

かなど実施指導を行います。 

 その他、ケアプランチェックによる事業所指導、介護

サービス提供時に対する指導を行います。 

健康長寿課  介護給付の適正化  

 認定状況チェック、ケアプランの点検、住宅改修・福

祉用具の点検、医療情報との突合、介護給付費通知

を実施します。 

 
広報おばま、市公式ホームペ

ージでの周知  

 制度改正など介護保険制度について、広報おばま、

市公式ホームページで実施します。 

 
「介護保険利用のてびき」 配

布  

 3 年に 1 回、制度改正内容を掲載した「介護保険利

用のてびき」を各世帯へ配布します。 

 

ふれあいサロンの開催 

 高齢者が高齢者を支える仕組みが構築できるよう、ボ

ランティア育成講座を開催し、ボランティアを育成しま

す。 
健康長寿課 

（地域包括支

援センター） 
認知症予防教室  

 認知症予防教室の実施期間・実施内容・評価方法等

検討を重ね、認知症予防に効果的な教室になるよう取

り組みます。 

 認知症サポーター数を人口の 10％以上になるよう養

成講座を開催します。 

歩道整備事業  
 道路新設や改良時において歩道を整備改良する場

合はバリアフリーを進めます。 

都市整備課 

都市公園整備事業  

 都市公園の整備や改良時にはバリアフリーや障がい

者に配慮した施設整備を進めるとともに、高齢者が利

用しやすい施設の整備を進めます。 
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(３) 国際的交流と協力の推進 

 

 

○在住外国人のための情報提供に努めます。 
 

○外国人との交流をとおして、諸外国に対する理解を促し、国際的

な人権意識の向上と異文化に対する理解と協力に努めます。 
 

○姉妹友好都市との交流により、異文化に対する理解と協力に努

めます。 

外国人用パンフレット作成な

ど情報提供  

 在住外国人に対し、必要な情報の収集および提供を

行います。 
商工観光課 

 国際交流のつどいの開催に

よる、異文化理解の促進  

 市内および嶺南地域で開催する国際交流のつどい

に協力します。 

 

学校における外国語指導助

手との交流促進  

 平成 30 年に小学校に英語科導入が予定されている

ことから、ALTの人員増を進めていきます。 
教育総務課 

姉妹友好都市との交流の企

画 

毎年、西安市との短期相互留学による学生交流を支

援します。 
商工観光課 
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基本方針Ⅴ 共に守る 
 

 配偶者等からの暴力や女性などに対するあらゆる暴力は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、被害者に肉体的、心理的な傷害や苦しみを与え、自信を失わせるも

のであり、その根絶に向けて努力を続けていかなければなりません。 

 特に、配偶者等からの暴力は、社会の理解が不十分なため家庭内や個人の問題として見過ごされやすく、被害が潜在化することが多くなっています。したがって、配偶者等の

暴力から被害者を守るためには、被害者に対する個別の支援はもとより、社会全体の問題として取り組むことが重要です。 

 

 基本施策  

１．配偶者等からの暴力根絶に向けた支援体制の充実 
 暴力は男女を問わず、いかなる理由があっても許される行為ではありません。特に女性に対する暴力は男女共同参画社会を実現するにあたり、克服すべき重要な課題であり、

被害者の支援体制を構築するとともに、その根絶に向けた取り組みが必要です。 

 また、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）は重大な人権侵害であるという認識を広く社会に徹底させるとともに、ＤＶ防止に向けた広報、啓発活動の充実が必要です。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 理解促進のための広報・啓発活動の充実 

 

 

○配偶者等からの暴力は犯罪であり、人権を侵害するものであると

いう認識を深めるため、広く市民に対し意識啓発を図ります。 
 

○「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）防止法」など市民にわかりや

すく啓発に努めます。 
 

○学校教育を通じて、どんな理由があっても暴力は許されないこと

を指導します。 

女性に対する暴力の防止街

頭啓発・ポスター掲示  

 毎年 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間

に街頭啓発を実施するとともに、市民ホールにポスタ

ーを掲示します。 
総務課 

 パンフレット・チラシの配布 
 毎年 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間

に街頭啓発を実施し、チラシを配布します。 

 講演などによる意識啓発   数年に 1度、このテーマで講演会を開催します。 

 
道徳教育での指導  

 道徳教育の中で DV教育についても教育指導を行っ

ていきます。 
教育総務課 

 

(２) 関係機関等との連携による早期発見への取組推進 

 

 
○医療、保健、福祉、教育機関との連携により、被害者の早期発見

に努めます。 

医療、保健、福祉、教育機関

への情報提供  

 住民基本台帳事務における支援措置申出があった

場合、医療、保健、福祉、教育機関への措置依頼を早

急に行います。 

 その他、必要に応じ関係部門への情報を提供しま

す。 

全課 
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(３) 暴力を根絶するための基盤づくりおよび対策の推進 

 

 

○ドメスティック・バイオレンス、売買春、セクシャルハラスメント、スト

ーカー行為など、あらゆる暴力の根絶に向けた広報・啓発に努

めます。 
 

○道路、公園などでは、犯罪防止に配慮した設備の充実を図ること

により、安全・安心のまちづくりの推進に努めます。 

女性等に対する暴力の防止

街頭啓発・ポスター掲示  

 毎年 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間

にチラシ配布により街頭啓発を実施します。 

総務課 
 広報おばまなどで啓発  

 毎年 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」にあ

わせ、広報おばまによる啓発を実施します。 

 
 

パンフレット・チラシの配布 

 毎年 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間

にチラシ配布により街頭啓発を実施します。 

 市民ホールにチラシを設置します。  

防犯灯の設置など   防犯灯の新設に対し、補助を行います。 都市整備課 

 

 

 

 基本施策  

２．相談支援体制の整備 
 被害者の自立支援を適切に進めるため、関係機関等の役割分担を行うとともに、自立のための相談支援の体制を構築することが必要です。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 相談や支援に関する情報提供の充実 

 

 

○相談窓口の所在などを市民に周知し、被害者の立場に立ち、関

係機関と連携を図ります。 
 

○相談や支援機関に関する十分な情報を提供し、被害者が的確

に対応できるよう努めます。 
 

○被害者が心身の健康を回復し、安心して自立した生活を送るた

めの情報収集に努めます。 

街頭啓発  

 毎年 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間

にチラシ配布と同時に相談窓口のカードを配布しま

す。 

総務課 

 パンフレット・チラシの配布  

 毎年 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間

にチラシ配布と同時に相談窓口のチラシを配布しま

す。 

 情報収集  
 関係機関との連携を図り、また、インターネット等を活

用して情報を収集します。 

 ＤＶ相談専用電話の周知  

 毎年 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間

にチラシ配布と同時に相談窓口のカードを配布しま

す。 
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(２) 関係機関との連携による相談体制の強化 

 

 

○関係機関との連携により被害者の自立支援方策を講ずるよう努

めます。 
 

○ＤＶ防止並びに被害者の保護及び自立支援のための「ＤＶ対策

庁内連絡会議」を開催し、庁内連携の強化を図ります。 
 

○警察や福井県、他市町などの関係機関との連携を強化します。 
 

○被害者の負担軽減のため、情報の共有化や窓口の一元化につ

いて検討します。 
 

○二次被害の防止対策として、被害者の人権尊重と被害者情報の

秘匿に取り組みます。 
 

○子どもや保護者を対象とする相談事業などの相談体制の充実に

努めます。 

「ＤＶ対策庁内連絡会議」の

開催 

 必要に応じ、「ＤＶ対策庁内連絡会議」を開催しま

す。 

総務課  関係機関との連携  

 ＤＶ相談があった時には、若狭健康福祉センターの

女性相談員や小浜警察署、法テラス等との連携を図り

ます。 

 毎年、「要保護児童対策地域協議会」や福井弁護士

会が開催する「配偶者暴力担当機関連絡協議会」に

相談員等を参加させます。 

 

相談体制の整備  
 女性相談員を引き続き設置し、専用電話による相談

を受け付けます。 

専門的研修の参加  

 毎年、県が開催する「配偶者からの暴力に関する初

任者研修会」に各課の職員を参加させます。 

 また、毎年、「ＤＶに関する地域別事例検討会」や福

井弁護士会が開催する「配偶者暴力担当機関連絡協

議会」に相談員等を参加させます。 

関係課 

専門的研修の参加   研修への参加を推進します。 生活安全課 

母子・父子自立支援員の配

置  

 ＤＶ対策のための研修会へ年 1 回以上職員を参加さ

せます。 

 福井県女性相談員との更なる連携強化を図ります。 

社会福祉課 

家庭教育相談の実施   毎月 1回、家庭教育相談を実施します。 

生涯学習ス

ポーツ課 

 (青少年愛

護 センター) 

家庭相談員の育成  
 県が開催する市町職員研修会、家庭相談員連絡協

議会研修会等に年 10回以上参加します。 

社会福祉課 

児童相談所との連携  

 必要が生じた時に速やかに小浜市要保護児童対策

連絡協議会や事例検討会を開催し、要保護児童に関

して情報を共有し支援を行います。 

 ふれあい保育事業により児童相談所の援助や支援を

受けます。 

 各園の気がかりな子について児童相談所と連携して

早期に把握します。 
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 基本施策  

３．被害者の安全確保と自立支援 
 被害者が安心した生活を取り戻すための、自立に向けたさまざまな支援が必要です。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

（１）自立のための安全と住宅確保の支援 

 

 

○福井県など関係機関と連携し、被害者の安全確保を図ります。 
 

○各種制度を活用し、関係機関と連携しながら被害者の自立を支

援します。 
 

○公営住宅や民間賃貸住宅等に関する制度や物件について必要

な時に情報収集に努めます。 

関係機関との連携  
 若狭健康福祉センターの女性相談員等との連携を

図り、自立支援を行います。 

総務課  被害者の自立支援  
 若狭健康福祉センターの女性相談員等との連携を

図り、自立支援を行います。 

 
住宅に関する情報収集  

 公営住宅や民間賃貸住宅等に関する制度や物件に

ついて必要な時に情報を収集します。   

（２）生活支援、経済的自立の支援 

 
①制度利用に関する情報提供 

 ○生活保護や児童扶養手当などの支援制度の啓発を図ります。 各種窓口での情報提供  

 支援が必要な人に支援が届くよう担当職員による情

報提供を行います。 

 また、生活保護になる前に自立できるよう生活支援や

自立相談を行います。 

社会福祉課 
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基本方針Ⅵ 共に進める 
 

 男女共同参画を進める上で、取り組み内容は幅広い分野にまたがっているため、行政だけではなく、地域、各種団体、事業所、更にはすべての市民が、必要に応じて有機的

な連携を保ちつつ、それぞれの立場での自主的な取り組みを行っていくことが必要です。 

 小浜市においては、計画の推進を基本方針に組み込むことにより、このプランがより実効あるものになることをめざします。 

 

 基本施策  

１．推進体制の整備・充実 
 本計画を総合的かつ効果的に推進するため、地域や事業所、また市民が自主的に取り組むために必要な推進体制の整備・強化を行っていくことが必要です。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 地域および事業所における組織・機能強化 

 

 

○男女共同参画地区推進員の設置を促し、地域における推進体

制の整備を図ります。 
 

○男女共同参画事業所推進員の設置を促し、事業所における推

進体制の整備を図ります。 
 

○男女共同参画社会の実現に向けた気運の醸成や啓発を図りま

す。 

推進員研修会の実施   県等が開催する研修会への積極的参加を促します。 総務課  

 

 

気運の醸成、啓発  
 気運を高めるために、本プランに基づき取り組みま

す。 
全課 

 

(２) 本部の機構の組織・機能強化 

 
①男女共同参画推進協議会の機能発揮 

 ○男女共同参画推進協議会を開催し、推進に向け取り組みます。 
男女共同参画推進協議会の

開催  

 毎年、男女共同参画推進協議会を開催し、進捗状況

の確認や団体間の情報交換を行います。  
総務課 

 
②男女共同参画推進条例に基づく施策の推進 

  
○小浜市男女共同参画推進条例に基づき、実効性のある施策の

推進に努めます。 

具体的施策の検証、実効性

のある施策の推進  

 毎年、具体的施策を検証し、第 2 次おばま男女共同

参画プランに基づき施策を推進します。  
総務課 
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 ③総合的な推進体制の整備・強化など 

  

○本施策の達成に向けて男女共同参画推進本部体制を強化し、

庁内関係各課の連携強化を図ります。 
 

○あらゆる行政施策が男女共同参画の視点で推進されるよう、職

員の研修機会などの充実を図ります。 
 

○苦情の処理などのため、行政相談委員、人権擁護委員などの積

極的な協力を求めます。 
 

○男女共同参画の推進状況などの年次報告を作成し、公表しま

す。 
 

○施策の総合的推進、フォローアップなどを図るため、必要に応じ

て実施計画の見直しを行います。 

推進本部会議の開催  
 毎年、男女共同参画推進本部会議を開催し、具体的

施策の進捗状況を検証します。 総務課 

女性職員のリーダー育成   女性職員にリーダー研修を受講させます。 

人権相談の実施  
 月１回の特設人権相談窓口の開設のため、法務局か

ら派遣される相談員に会場を提供します。 

生涯学習ス

ポーツ課 

苦情処理体制の充実  

 毎月 1 回の市役所での行政相談の実施に協力しま

す。 

 市に対する苦情についても適切に対処します。 

市民協働課 

年次報告の作成・公表  

 毎年、第 2次おばま男女共同参画プランの実施状況

をとりまとめ、男女共同参画推進本部および男女共同

参画推進協議会において報告し、ホームページに掲

載します。 
総務課 

具体的施策の見直し   必要に応じて、具体的施策の見直しを実施します。 

(３) 広報などによる男女共同参画社会の実現に向けた気運の醸成 

 

 
○男女共同参画に関する情報を広報し、男女共同参画社会の実

現に向けた気運の醸成を図ります。 

広報おばま、市公式ホームペ

ージなどによる情報発信  

 男女共同参画に関する情報を広報おばま（年 1 回以

上）や市公式ホームページ（年 2回以上）を利用して情

報発信します。 

総務課  
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 基本施策  

２．推進状況の検証 
 小浜市における、本計画に基づく男女共同参画社会形成の促進に関する施策の進捗状況を検証し、男女共同参画の促進を図ることが必要です。 

 

 施策の方向性と取組内容  

具体的方向性 取組み内容 今後の具体的な取組み内容 担当課 

(１) 情報の提供、調査研究 

 
 

○男女共同参画社会の形成に関する情報の提供、調査研究に取

り組みます。 

広報おばま、市公式ホーム 

ページなどでの情報提供 

 毎年、第 2次おばま男女共同参画プランの進捗状況

をホームページで公表します。 総務課 

 アンケート実施   平成 32年度に市民意識アンケートを実施します。 

(２) 小浜市の各種団体、市民の理解を深めるための取組の強化 

 
○男女共同参画に関する理解を深めるため、「家庭と仕事の両立

の日」の意識啓発に努めます。 
街頭啓発、チラシ配布  推進月間（6月）に街頭啓発でチラシを配布します。 総務課 

(３) 男女共同参画社会形成の促進に関する施策の実施状況の検証 

 
○男女共同参画社会形成の促進に関する施策の実施状況の検証

を行います。 
プラン検証・結果報告 

 毎年、プラン検証を行い、男女共同参画推進本部に

報告します。 
全課 
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                     第３章 改訂プランにおける数値目標 
基本方針 項  目 H21 目標値（H27） 結果（H27） 目標値（H32） 

Ⅰ 

1 「男は仕事、女は家庭」という性別による固定的役割分担意識に否定的な人の割合 51％ 60％ 52.9％ 60％ 

2 地域社会で男女平等になっていると思う人の割合 25.7％ 50％ 25.1％ 50％ 

3 家庭生活で男女平等になっていると思う人の割合 22.6％ 50％ 23.6％ 50％ 

Ⅱ 

4 市の審議会・委員会などでの女性の参画率 26.3％ 40％ 28.3％ 40％ 

5 市役所の管理職における女性の割合 
７％ 

（H22.4.1） 
20％ 15.7％ 20％ 

6 

「家庭内の仕事への参加の

程度」において、全ての項

目で男性の「いつもする」

という回答率 

食事のしたく 7.8％ 

30％ 

9.0％ 

30％ 

食事の後片付け 13.3％ 16.3％ 

洗濯 9.5％ 13.6％ 

掃除 8.8％ 13.1％ 

育児・しつけ 13.8％ 9.8％ 

看護・介護 6.3％ 5.2％ 

ゴミだし 27.1％ 29.4％ 

7 「家庭と仕事の両立の日」という用語を知っている事業所の割合 27.6％ 50％ 21.0％ 50％ 

Ⅲ 
8 セクハラ防止対策をしている事業所の割合 35％ 50％ 46.0％ 60％ 

9 職場で男女平等になっていると思う人の割合 17.8％ 50％ 18.4％ 50％ 

Ⅳ 

10 がん検診（胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん）受診率 18.1％ 25％ 38%(H26) 50％ 

11 特定健康診査受診率（４０歳以上の国保被保険者のうち、特定健康診査を受診した人の割合） 25.0％ 65.0％ 34.7%(H26) 60％ 

12 食育に関心を持ち重要性を認識している市民の割合 
90.4％ 

（H19） 
100％ 76.1％ 100％ 

Ⅴ 

13 

夫婦間における「平手で打つ」「な

ぐるふりをして、おどす」を暴力

として認識する人の割合 

平手で打つ 60.3％ 100％ 67.6％ 100％ 

なぐるふりをしておどす 47.7％ 100％ 56.6％ 100％ 

14 配偶者からの暴力の相談窓口の周知度 ― 50％ 29.8％ 50％ 

 

 


