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第３章 施策の展開 
 

基本目標Ⅰ 男女平等の意識づくり 

●基本課題１ 男女平等・男女共同参画の意識づくり 

 男女共同参画社会について、市民一人ひとりが自らの問題として捉え、正しい理解を深

めるために、市民や事業所に対して、広報紙やホームページなどによる情報発信や学習機

会の提供などに努め、男女共同参画の理念の普及と固定的な性別意識や慣習などの解消を

図ります。 

 また、性別にとらわれず個人として尊重される社会を目指し、性の多様性について理解

を深めるための啓発を行います。 

 

基本的施策（１）男女平等・男女共同参画の意識づくりのための啓発の推進 

 

基本的施策（２）男女平等・男女共同参画に関する学習機会の提供 

 

基本的施策（３）事業所における男女平等・男女共同参画の取り組みの促進 

事業名 内  容 担当課 

広報紙などによる情報

の提供 

広報紙やホームページ等の活用により、意

識啓発のための情報提供を行います。 

市民課 

生涯学習課 

事業名 内  容 担当課 

地域における学習機会

の提供 

地域・家庭などさまざまな分野で、男女が

多様な生き方を選択し、個性と能力を発

揮して活躍ができるよう、生涯学習の充

実を図り、男女共同参画への理解を促す

学習の機会を提供します。 

生涯学習課 

事業名 内  容 担当課 

事業所における取り組

み促進 

男女平等・男女共同参画の取り組み促進

を図るため、意識啓発を行うとともに、男

女共同参画研修会等の情報提供を行いま

す。 

市民課 
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基本的施策（４）性の多様性に関する理解のための啓発の促進 

 

●基本課題２ 男女平等教育の推進 

 性別にかかわりなく個性や能力が十分に発揮できる男女共同参画の学習を推進し、子ど

もたちが自主的に考え行動できる姿勢を育むための教育に取り組みます。次世代を担う子

どもの発達状況に応じた学校の果たす役割は大きく、重要なかかわりのある教職員が、男

女平等意識を持つことや指導力の向上に努めます。 

 

基本的施策（５）学校教育における男女平等教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

市職員に対する男女共

同参画研修の実施 

市職員の意識啓発のため、男女共同参画

に関する研修を実施します。 
秘書課 

事業名 内  容 担当課 

性の多様性に関する理

解の促進 

性的指向・性自認を理由とした偏見や差

別をなくすため、多様な性のあり方につ

いての理解を深めるため意識啓発に努め

ます。 

市民課 

事業名 内  容 担当課 

学習指導要領に基づく

男女平等教育の推進 

学習指導要領に基づき、発達段階に応じ

た男女平等教育の推進に努めます。 
学校教育課 

児童に対する啓発 

次代を担う子どもたちの男女平等意識を

深め、互いに尊重しあえる心を育てるた

め、意識啓発のための情報提供を行いま

す。 

市民課 
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基本目標Ⅱ 男女共同参画による社会づくり 

●基本課題３ 政策・方針決定過程への男女共同参画 

 女性の市の政策・方針決定過程への参画は、男女それぞれの意見を反映させる上で重要

ですので、引き続き社会の責任ある立場への女性参画を推進します。また、性差による役

割が固定化されることのないように、社会や地域の活動において男女共同参画の環境づく

りに努めます。 

 

基本的施策（６）市の審議会等への女性参画の推進 

 

基本的施策（７）市政における女性参画の推進 

 

●基本課題４ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 家族形態の多様化から男性と女性がともに協力し、子育てや介護などに取り組む必要が

あるため、家庭の相互扶助や働き方について普及・啓発に努めます。また、働く場におい

て、男性が積極的に家庭生活等に参加できる支援体制づくりに努めるとともに、育児や介

護のために必要な休業制度などを取得しやすい環境づくりを推進します。 

 

基本的施策（８）ワーク・ライフ・バランス推進のための啓発の促進 

 

事業名 内  容 担当課 

審議会等における女性

登用の推進 

政策・方針決定課程に参画する女性を増

やすよう、市の審議会等における女性の

登用を引き続き推進します。 

市民課 

関係各課 

事業名 内  容 担当課 

管理職等への女性登用

の推進 

多様な視点や能力を市政に活かすため、

管理職への女性の積極的な登用を推進し

ます。 

秘書課 

事業名 内  容 担当課 

ワーク・ライフ・バラン

スの啓発 

男女がライフステージにあわせた多様な

働き方を選択できる社会づくりのため、

意識啓発に努めます。 

市民課 
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基本的施策（９）事業所におけるワーク・ライフ・バランスの取り組みの促進 

 

●基本課題５ 雇用の平等と女性の就労支援 

 働く場における男女の均等な機会と待遇の確保など、女性がその能力を十分に発揮し、

継続して働くことができる環境づくりのため、男女雇用機会均等法等、法令の周知を図り

ます。また、就労継続を希望する女性が働きつづけるための支援等に取り組みます。 

 

基本的施策（10）雇用機会均等の促進 

 

基本的施策（11）女性の就労支援 

 

 

 

 

 

事業名 内  容 担当課 

ワーク・ライフ・バラン

スが実現できる労働環

境の整備促進 

育児休業等の雇用形態の柔軟性につい

て、事業者に対して促していきます。 
産業振興課 

市職員の育児・介護休

業制度を取得しやすい

職場環境の整備 

育児・介護休業等の取得に向け、制度の周

知と休暇等を取りやすい環境づくりを推

進します。 

秘書課 

事業名 内  容 担当課 

男女雇用機会均等法、

労働基準法等の広報啓

発 

男女が就労しやすい環境づくりのため、

雇用機会均等法等の趣旨の普及を図りま

す。 

産業振興課 

事業名 内  容 担当課 

女性の就職支援 
女性の就職および結婚、出産、子育て等に

よる離職から再就職する支援を行います。 
産業振興課 

女性の職業意識、職業

能力向上支援 

働き続けたい人のために、必要な知識の取

得などの支援を実施します。 
産業振興課 
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●基本課題６ 女性の活躍推進と社会参画の支援 

  女性が個性と能力を発揮するとともに、ライフスタイルにあった就労ができるよう、

情報の提供・意識啓発をしていきます。また、女性に積極的に社会参画してもらえるよ

うに、地域における女性団体を支援していきます。 

 

基本的施策（12）女性の能力を生かした参画の促進 

 

基本的施策（13）農業分野における女性活躍の促進 

 

 

基本的施策（14）地域活動等における男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 内  容 担当課 

女性の人材育成と参画

の推進 

各分野への女性の能力を生かした参画が

可能となるよう支援します。 

市民課 

農林課 

事業名 内  容 担当課 

農業経営における家族

経営協定づくりの促進 

家族経営協定を通じて、女性が農業に魅

力を感じ、生き生きとした生活を送るた

めの環境づくりに努めます。 

農林課 

事業名 内  容 担当課 

女性団体への支援 

地域において活動している女性団体を支

援し、女性の積極的な社会参画を促進し

ます。 

市民課 
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基本目標Ⅲ 安心・安全に暮らせる環境づくり 

●基本課題７ 女性に対する暴力の防止 

 暴力は、社会が根絶すべき重大な人権侵害であり、その対象の性別や加害者、被害者の

間柄を問わず、決して許されるものではありません。被害者の心身を激しく傷つけ、人間

としての尊厳を踏みにじる行為です。 

配偶者等からの暴力（いわゆる DV＝ドメスティック・バイオレンス）、性暴力・性犯

罪、ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメント等の被害者の多くは女性であり、「女

性の人権に対する重大な侵害」という認識のもと、その根絶を目指し、被害防止のための

啓発事業に取り組みます。 

また、被害者の立場に立った対応をするために、被害者が相談しやすいよう相談窓口を

周知するとともに、関係機関と連携して、保護・支援等につなげられるよう適切に対応し

ます。 

 

基本的施策（15）暴力防止の啓発、相談窓口の周知及び関係機関との連携 

 

●基本課題８ 自立支援の充実 

 家族形態が多様化する中、離婚率の上昇等により、ひとり親家庭が増加しています。ひ

とり親家庭では、子育ての負担が夫婦で子育てをする家庭よりも大きいので、安心して子

育てができるよう生活の安定と自立を助けるための相談、支援体制の充実を図ります。 

また、男女共同参画の視点に立ち、男女がともに子育てに取り組むことや生涯を通じて

健康に過ごせるための事業推進に努めます。 

事業名 内  容 担当課 

被害者実態の周知と未

然防止のための啓発 

広報紙やリーフレットなどの活用等によ

り、被害者実態などの周知とともに被害

の防止を図ります。 

市民課 

生涯学習課 

相談窓口の周知 

ホームページ等を利用して、相談窓口を

周知し、どこに相談したらいいかわかる

ように情報を提供します。 

市民課 

関連機関との連携 

相談者の状況に応じて、庁内関係各課、配

偶者暴力相談支援センター、警察等との

連携を図ります。 

市民課 

関係各課 
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基本的施策（16）自立のための相談・支援体制の充実 

 

基本的施策（17）子育てにかかわるサービスの提供と支援 

 

基本的施策（18）生涯を通じた男女の健康の保持増進 

事業名 内  容 担当課 

母子家庭等自立支援 
母子家庭等の自立に向けて、資格取得のた

めの給付金支給等の支援を行います。 
こども課 

母子家庭等医療費の支

給 

母子家庭等の健康的な生活を保持し、健康

管理を促進するため、医療費の負担軽減を

図ります。 

国保年金課 

事業名 内  容 担当課 

次世代育成・子育て支

援の計画的推進 

法に基づき策定した計画により、子育て

支援及び子育てと仕事の両立のための支

援を推進します。 

こども課 

各種保育・子育て支援

サービスの充実 

子育てと仕事の両立等の支援のため、各

種保育・子育て支援サービスの充実を図

ります。 

こども課 

子育て相談の充実と子

育て活動の支援 

家庭や子育てに関する悩みについて相談

に応じ、育児不安や孤立感の解消を図り

ます。また、子育て活動を行う者の育成、

支援を図ります。 

こども課 

子育て情報の提供 

富岡市子育て支援サイト「子育てナビ」の

充実を図るなど情報提供に努め、各種啓

発活動を推進します。 

こども課 

事業名 内  容 担当課 

健康づくりの推進 

健康をめぐるさまざまな問題の予防を図

り、健康増進のための取り組みを推進し

ます。 

健康推進課 
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●基本課題９ 防災分野における取組の推進 

 東日本大震災において、避難所運営等で男女共同参画の視点が課題となり、男女のニー

ズの違いを考慮した防災対策推進の必要があります。そのため、女性の要望が反映される

よう防災対策に取り組みます。 

 

基本的施策（19）防災における男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子保健の充実 

健診等を通じて、健康状態の確認、育児不

安の軽減を図り、安心して出産・子育てが

できるよう支援します。 

健康推進課 

母親学級・はじめての

パパ教室 

妊娠、出産、育児を安心して行えるよう

に、正しい知識の普及を図り、はじめての

パパ教室では、育児のパートナーとなる

準備や心構えができるよう、育児への参

画を推進します。 

健康推進課 

事業名 内  容 担当課 

男女共同参画の視点を

取り入れた防災体制の

確立 

被災時の男女のニーズの違い等、男女双方

の視点に十分配慮した防災を進めるため、

防災の現場及び防災の方針等の検討過程

における女性参画を拡大し、男女共同参画

の視点を取り入れた防災対策の確立を推

進します。 

危機管理課 
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基本目標Ⅳ 推進体制の充実 

●基本課題 1０ 計画の推進・管理 

 第３次基本計画を着実に推進し効果を上げていくため、庁内組織である富岡市男女共同

参画庁内推進委員会、ワーキングループ及び庁外組織である富岡市男女共同参画推進委員

会において、事業の進捗状況を把握するとともに結果を評価し、必要な見直しなどの進行

管理を行います。 

 男女共同参画社会に向けた施策を推進するため、組織体制の充実を図ります。 

 

基本的施策（20）第３次計画の推進と進行の管理 

 

 

 

計画の推進体制図 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 内  容 担当課 

庁内推進体制の整備・

充実 

男女共同参画の視点に立った業務が行わ

れているか、実態を把握し、推進体制の充

実を図ります。 

企画課 

市民課 

進行管理の整備・充実 
進行管理及び評価により、第３次計画登

載事業の確実な推進を図ります。 
市民課 

富 岡 市 
男女共同参画庁内推進委員会 

男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
会 

委員長 ・ 委員 

（市民生活部長）（関係課長） 
市 民 課 

ワーキンググループ  各部 各課 

報告 

提言 

国
・
県
・
他
の
自
治
体 

連携 

協働 

（連携・支援・協力・参画） 

市 民 事業者 各種団体等 
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指標項目と目標値 

 

基本目標Ⅰ 男女平等の意識づくり 

指 標 項 目 
基準値 目標値 主な基本的 

施策 数値 年度 数値 年度 

家庭生活で、男女の地位が平等とな

っていると回答した人の割合 
37.8％ 2017 45.0％ 2022 

Ⅰ-1- (１)

Ⅰ-1- (２) 

職場で、男女の地位が平等となって

いると回答した人の割合 
30.1％ 2017 40.0％ 2022 

Ⅰ-1- (１) 

Ⅰ-1- (３) 

「男は外で働き、女は家庭を守るべ

きである」という考えに反対の人の

割合※どちらかといえば反対含む。 

61.3％ 2017 70.0％ 2022 

Ⅰ-1- (１) 

Ⅰ-1- (２) 

Ⅰ-1- (３) 

 

基本目標Ⅱ 男女共同参画による社会づくり 

指 標 項 目 
基準値 目標値 主な基本的 

施策 数値 年度 数値 年度 

市の審議会等における女性委員の

割合 
27.4％ 2018 37.0％ 2023 Ⅱ-3- (６) 

女性職員のうち、係長以上の管理的

地位にある女性職員の割合 
17.3％ 2018 30.0％ 2023 Ⅱ-3- (７) 

働いている女性で、管理職になりた

いと回答した人の割合 
15.6％ 2017 25.0％ 2022 

Ⅱ-５-(10) 

Ⅱ-５-(11) 

区長や地区の役員は、男女どちらで

もよいと回答した人の割合 
60.5％ 2017 70.0％ 2022 

Ⅱ-６-(12) 

Ⅱ-６-(14) 

 

基本目標Ⅲ 安心・安全に暮らせる環境づくり 

指 標 項 目 
基準値 目標値 主な基本的 

施策 数値 年度 数値 年度 

パートナーから暴力を受けた時に

どこ（誰）かに相談したと回答した

女性の割合 

26.5％ 2017 35.0％ 2022 Ⅲ-７-(15) 

 


