
第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書

基本的施策１　　男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し

　　施策の方向性（１）　　男女共同参画の推進に関する調査・研究及び情報の提供

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

広報しまだ・島田市ホー
ムページ・ＦＭ島田・な
どのメディアを使い、男
女共同参画に関する情
報を提供する。

継続
各種メディアを使った男
女共同参画に関する情
報の提供

協働推進課

「男は仕事・女は家庭」
という男女の役割を固
定的に考える意識にと
らわれない市民の割合
を65％とする。
（島田市総合計画）

広報しまだ、FMしまだ、
ホームページのほか、
ツイッターやフェイスブッ
クなどにより男女共同
参画について意識啓発
を図る。

男女共同参画事業につ
いて、広報しまだやＦＭ
島田、ホームページへ
情報提供する。

ホームページの見直し
を行い、閲覧者の増加
を図る。

ホームページの見直し
を行い、ページ訪問者
数3000件以上にする。

毎月、ホームページの
更新や見直しを行い、
講座開催等の周知は
広報しまだやＦＭしま
だなどでも行う。

毎月、ホームページの
更新や見直しを行い、
講座開催等の周知は
広報しまだやＦＭしま
だなどでも行う。

ページ訪問者数
平成28年度　2181件
平成27年度　2691件
510件の減

Ｂ

講座の開催について、
広報しまだやパレットで
は行ったが、ホーム
ページに掲載すること
ができなかった。

男女共同参画啓発情報
紙「パレット」を発行し、
情報提供及び意識啓発
を行う。

継続
男女共同参画啓発情報
紙「パレット」による情報
提供

協働推進課

「男は仕事・女は家庭」
という男女の役割を固
定的に考える意識にと
らわれない市民の割合
を65％とする。
（島田市総合計画）

年２回「パレット」
を発行し、各戸また
は事業所等へ配付す
る。

「パレット」を発行し、各
戸配布する。

地域で行われる男性に
とっての男女共同参画
理解の促進が図れるよ
うな講座等をテーマとし
た情報紙を発行する。

性別役割分担意識を解
消するような家庭をテー
マとした情報紙の発行
を行う。

性別に関わらず一人
ひとりが能力を発揮で
きるような環境づくりに
取り組む企業の取組
をテーマとした情報紙
の発行を行う。

５年前、10年前と比較
し、推進が図れた部
分、解決していかなけ
ればならない部分を明
確にすることをテーマ
とした情報紙の発行を
行う。

啓発情報紙パレット掲
載記事
・女性活躍推進
・シニア世代による地域
活動
・島田樟誠高校調理部
・お父さんだって子育て
講座　等

Ａ

地域での活動や学校に
おける部活動を紹介す
ることで、男女共同参画
社会を身近なものと感
じる情報提供ができた。

2
市民の意識・実
態調査の実施

一般市民及び企業を対
象とした男女共同参画
に関する意識・実態調
査を実施し、状況把握
を行う。

継続
事業所及び一般市民を
対象とした意識・実態調
査の実施

協働推進課

「男は仕事・女は家庭」
という男女の役割を固
定的に考える意識にと
らわれない市民の割合
を65％とする。
（島田市総合計画）

第３次計画策定前
に、市民を対象とし
た意識・実態調査を
実施する。

－
第２次計画調査時の設
問について見直しを行
う。

推進委員等に諮り、設
問内容を確定する。

推進委員等に諮り、設
問内容を確定する。

市民を対象とした意
識・実態調査を実施
し、第３次行動計画へ
反映させる。

設問内容を確定しな
かった。

Ｂ-

当初、29年度に調査の
実施を計画したが、策
定時期での実施に変更
した。

3
市職員の意識・
実態調査の実
施

市職員を対象に男女共
同参画に関する意識・
実態調査を実施し、状
況把握を行う。

継続
市職員を対象とした意
識・実態調査の実施

協働推進課

「男は仕事・女は家庭」
という男女の役割を固
定的に考える意識にと
らわれない市民の割合
を65％とする。
（島田市総合計画）

市職員を対象に男女共
同参画の意識・実態を
把握することを目的とし
たアンケート調査を実
施する。

－
第２次計画調査時の設
問について見直しを行
う。

職員を対象とした意識・
実態調査を実施する。

職員を対象とした意
識・実態調査を実施す
る。

調査結果を第３次行動
計画へ反映させる。

調査を実施しなかった。 Ｂ－

計画では調査を実施す
ることになっていたが、
前回を参考に、策定時
期の前年度での調査に
変更した。

男女共同参画に関する
統計資料や図書等、情
報を収集するとともに、
市民に情報提供を行
う。

継続

国、県、他市、団体、研
究教育機関等が発行す
る統計資料や図書等の
収集と情報提供

協働推進課

「男は仕事・女は家庭」
という男女の役割を固
定的に考える意識にと
らわれない市民の割合
を65％とする。
（島田市総合計画）

図書館等、より開かれ
た場所での情報提供を
行う。

各機関から発行された
資料の収集と公開をす
る。

図書館等に情報提供す
るとともに、他市の情報
収集を行い、比較検討
する。

図書館等に資料を提供
する。国や県等のホー
ムページへのリンク付
けにより情報提供を行
う。

図書館等に資料を提
供する。国や県等の
ホームページへのリン
ク付けにより情報提供
を行う。

図書館等に資料を提
供する。国や県等の
ホームページへのリン
ク付けにより情報提供
を行う。

計画どおり実施した。 Ｂ＋

県等から配布された資
料について、図書館や
保健福祉センター、公
民館等へ配架を依頼し
た。

図書館に男女共同参画
に関する特集コーナー
を設置し、情報提供を
行う。

継続
男女共同参画に係るミ
ニ特集コーナーの設置

図書館課

男女共同参画に関する
資料を幅広く収集し、図
書館利用者に提供して
いく。
男女共同参画の日や内
閣府の男女共同参画週
間等にあわせて、特集
コーナーを設置する。

男女共同参画に関する
新刊資料を選書会議で
選び受け入れていく。
男女共同参画週間等で
は、男女共同参画に関
する本の特集コーナー
を設置し、本の貸出し、
男女共同参画に関する
ポスターの掲示、啓発
パンフレット等を配布す
る。

男女共同参画の日にあ
わせて、７月後半に、島
田図書館内にミニ特集
コーナーを設置する。

男女共同参画に関する
資料を幅広く収集し、図
書館利用者に提供して
いく。
男女共同参画の日や内
閣府の男女共同参画週
間等にあわせて、金谷
図書館内に特集コー
ナー「男女共同参画お
すすめBOOK100」を設
置し、100冊の本のリス
トと本64冊を設置する。

男女共同参画に関する
資料を幅広く収集し、図
書館利用者に提供して
いく。
男女共同参画の日や内
閣府の男女共同参画週
間等にあわせて、島田
図書館内にミニ特集
コーナー（50冊）を設置
する。

男女共同参画に関す
る資料を幅広く収集
し、図書館利用者に提
供していく。
男女共同参画の日や
内閣府の男女共同参
画週間等にあわせ
て、金谷図書館内に
特集コーナー（70冊）
を設置する。

男女共同参画に関す
る資料を幅広く収集
し、図書館利用者に提
供していく。
男女共同参画の日や
内閣府の男女共同参
画週間等にあわせて、
島田図書館内にミニ特
集コーナー（55冊）を設
置する。

6月1日（水）から6月30
日（木）の間、金谷図書
館特集コーナーに、『男
女共同参画おすすめ
BOOK100（あなたにとっ
て男女共同参画っ
て？）』を設置し、男女
共同参画に関する本61
冊を特集するとともに、
ポスターの掲示、啓発
パンフレットを配布し
た。

 Ｂ+

男女共同参画に関する
本の特集やポスターの
掲示、啓発パンフレット
を配布等により、男女
共同参画についてPRす
ることができた。

男女共同参画社
会を身近なものと
思える情報提供

1

男女共同参画行
動計画の実績の
検証・評価

4
男女共同参画社
会を身近なものと
思える情報提供

広報紙等によ
る情報提供と
啓発

男女共同参
画、及びジェン
ダー問題に関
する情報の収
集と提供

●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

1 ページ



第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

　　施策の方向性（2）　　男女共同参画の視点に立った行政施策の展開

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

一般市民を対象とした
講演会や「男女共同参
画の日」の街頭広報を
実施する。

継続
男女共同参画に関する
講演会等の開催

協働推進課

「男は仕事・女は家庭」
という男女の役割を固
定的に考える意識にと
らわれない市民の割合
を65％とする。
（島田市総合計画）

「男は仕事、女は家庭」
といった性別役割分担
意識を改善していくため
に、街頭広報等の啓発
事業を実施していく。

男女共同参画の日（7月
30日）にJR島田駅にて
街頭啓発活動を実施す
る。
併せて、公募した女性
を議員とした女性議会
を開催する。

新市誕生10周年記念事
業「ワーク・ライフ・バラ
ンスセミナー」を開催す
る。

男女共同参画の日（7月
30日）に女性議会と街
頭啓発活動を実施す
る。

男女共同参画の視点を
持った防災講座を開催
する。

男女共同参画の日（７
月30日）に女性議会と
街頭啓発活動を実施す
る。

男女共同参画と経
済、雇用を結びつけた
セミナーを開催する。

男女共同参画の日（７
月30日）に街頭広報を
行う。

女性の参画拡大を
テーマに講座を開催す
る。

男女共同参画の日（７
月30日）に街頭広報を
行う。

女性議会の開催
日時：７月30日
参加者：７人（公募）

男女共同参画の日街頭
広報
日時：７月30日
参加者：46人（推進委員
会委員、啓発推進員、
静岡県立大学学生、市
職員）

NP0法人静岡県男女共
同参画センター交流会
議との共催事業
女性のためのステップ
アップ講座
日時：２月９、23日
参加者：延べ35人

女性活躍推進とワーク・
ライフ・バランス
日時：２月15日
参加者：37人

県共催事業
男女共同参画の視点か
らの防災講座
日時：２月25日
参加者：23人

Ｂ+

講座開催の周知が足り
なかった。周知期間に
余裕をもって準備できな
かった。

啓発推進員による男女
共同参画啓発の出前講
座を実施する。

継続
男女共同参画出前講座
の実施

協働推進課

「男は仕事・女は家庭」
という男女の役割を固
定的に考える意識にと
らわれない市民の割合
を65％とする。
（島田市総合計画）

必要とされる講座を用
意できるよう内容を検討
し、出前講座を実施す
る。

出前講座の内容を検討
する。

啓発情報紙の取材時等
にどのような内容の出
前講座が必要とされて
いるか情報収集を行う。

出前講座の内容の見直
し。
ホームページでの周
知。

情報紙「パレット」や
「ホームページでの周
知。

情報紙「パレット」や
「ホームページでの周
知。

出前講座の実施はな
かった。

Ｂ-

市政出前講座ふれあい
島田塾の講座に掲載し
ているが、依頼はな
かった。

6
条例・行動計画
等についての
普及・啓発

条例及び行動計画、法
制度の普及啓発に努め
るとともに行動計画の
実施計画の進捗の管理
及び公表を行う。

継続
進捗状況のわか
りやすい形での
公表

条例・行動計画の普及・
啓発

協働推進課

「男は仕事・女は家庭」
という男女の役割を固
定的に考える意識にと
らわれない市民の割合
を65％とする。
（島田市総合計画）

第三次計画を策定す
る。

実施計画の進捗状況を
市ホームページで公表
する。（年１回）

実施計画の進捗状況を
より分かりやすくするた
め、計画書の見直しを
行う。

No.3で行われる職員へ
の調査結果を分析し、
課題を抽出する。

実施計画の進捗状況
を市ホームページで
公表する。（年１回）

第３次計画を策定し、
ホームページ等に公開
する。

27年度実績をホーム
ページで公表した。
職員への調査は実施し
なかった。

Ｂ＋
職員への意識調査は次
年度に実施することにし
た。

7
啓発推進員の
活動の拡充

啓発推進員の拡充に努
めるほか、グループの
育成支援を行う。

継続
男性の啓発推進
員への参加の促
進

啓発推進員の拡充 協働推進課
啓発推進員の数を10人
とする。

事務局で人材発掘を
し、多様な活動を展開
できるような環境を整え
る。

広報紙、ホームページ
を利用して、啓発推進
員を広く募集する。

情報紙配布時や記事の
取材時に啓発推進員の
募集を募る。

啓発推進員を６人にす
る。

啓発推進員を８人に
する。

啓発推進員を10人に
する。

28年度末の登録は女性
４人
29・30年度の登録申請
は女性５人　１人の増

B

啓発推進員の活動の中
で積極的に募集をした
ことで、１人の増となっ
た。

8

男女共同参画
推進のための
ネットワークの
拡充

男女共同参画社会づく
り宣言事業所のネット
ワークを形成し、市と協
働して研修会の開催や
啓発活動を行う。

継続

就労の場での男
女共同参画につ
いて雇用者側で
考える場の提供

男女共同参画社会づく
り宣言事業所のネット
ワークの形成

協働推進課

男女共同参画社会づく
り宣言事業所のネット
ワークを形成し、連携を
図る。

近隣市町または県と連
携して、連絡会議を開
催する。

県の男女共同参画社会
づくり宣言事業所による
連絡会議を開催する
（年1回）

新市誕生10周年記念事
業ワーク・ライフ・バラン
スセミナーで市内事業
所の取組事例の発表を
行う。

宣言事業所の主な取組
をまとめ、各事業所へ
配布する。

宣言事業所の主な取
組をまとめ、各事業所
へ配布する。

セミナー等を開催し、
市内事業所の取組事
例の発表を行う。

宣言事業所の取組を調
査することができなかっ
た。

Ｃ
ネットワークを形成する
ような取り組みができな
かった。

9
市刊行物の表
現方法の点検

市刊行物について固定
的な性別役割分担意識
を助長するような表現を
用いることのないよう努
める。

【新規】

男女共同参画の
推進は全庁的に
取り組むべき施
策という意識づけ

市刊行物の表現方法の
点検

協働推進課
男女共同参画の推進に
ふさわしい表現を周知
をする。

男女共同参画の視点に
立った「ふさわしい表現
の手引き」を作成する。

男女共同参画の視点に
ふさわしい表現につい
ての手引きを作成す
る。

表現の手引き（ガイドラ
イン）案を、第1回幹事
会、推進会議、推進委
員会に諮り、完成する。

平成27年度推進委員の
意見を反映させたもの
を完成させ、修正した手
引きを推進委員会で諮
り完成させる。

市職員への「表現ガイ
ド」周知。
ホームページで公開
する。

ホームページで公開す
る。

「表現ガイド」が完成し
た。

Ａ
幹事会、推進会議、推
進委員会において了承
された。

男女共同参画に
ついて考える機
会となる啓発事業
の実施

5
男女共同参画
に関する講演
会等の開催

2 ページ



第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

　　施策の方向性（3）　　男性にとっての男女共同参画の理解の促進

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

継続 男の料理教室等の開催 社会教育課

男の料理教室、おやじ
の井戸端講座など男性
を対象とした講座を開
催する。
開催回数60回、参加者
延べ800人

男性を対象とした料理
教室やおやじの井戸端
講座などを開催する。

男の料理教室、おやじ
の井戸端講座を開催す
る。

男の料理教室、おやじ
の井戸端講座を公民館
等施設（９箇所）で開催
する。開催回数60回、
参加者延べ800人

男の料理教室、おやじ
の井戸端講座を公民館
等施設（９箇所）で開催
する。開催回数60回、
参加者延べ800人

男の料理教室、おやじ
の井戸端講座を公民
館等施設（９箇所）で
開催する。開催回数
60回、参加者延べ800
人

男の料理教室、おやじ
の井戸端講座を公民
館等施設（９箇所）で開
催する。開催回数60
回、参加者延べ800人

男の料理教室の開催
開催施設6施設、開催
回数延48回、
参加者延724人
おやじの井戸端講座の
開催
開催１箇所、開催回数
延12回、参加者延144
人
男のトランポウォークの
開催
開催施設１施設、開催
回数延８回、
参加者延89人

Ｂ+

開催回数、参加者数と
も計画を達成しなかった
が、ともに増加傾向にあ
る。
料理だけではない住民
のニーズに対応した講
座を開催していきたい。

継続
父親も参加しやすい子
育て講座の開催

社会教育課

親子ふれあい講座、乳
児をもつ親の講座、思
春期の子をもつ親の講
座など、男性が参加し
やすい日時に実施して
いく。

父親の参加しやすい土
日及び平日夜間に講座
を開催する。

・親子ふれあい講座（日
曜日実施）
・乳児をもつ親の講座
（土曜日実施）
・思春期の子をもつ親
の講座（平日夜実施）

父親も参加のしやすい
土日に講座の開催をす
るよう計画する。
・父親参加目標・親子ふ
れあい講座（全体の２
５％）
・乳児をもつ親の講座
（全体の４０％）
・思春期の子をもつ親
の講座（全体の１０％）

父親も参加のしやすい
土日に講座の開催をす
るよう計画する。
・父親参加目標・親子ふ
れあい講座（全体の２
５％）
・乳児をもつ親の講座
（全体の４０％）
・思春期の子をもつ親
の講座（全体の１０％）

父親も参加のしやす
い土日に講座の開催
をするよう計画する。
・父親参加目標・親子
ふれあい講座（全体の
２５％）
・乳児をもつ親の講座
（全体の４０％）
・思春期の子をもつ親
の講座（全体の１０％）

父親も参加のしやすい
土日に講座の開催を
するよう計画する。
・父親参加目標・親子
ふれあい講座（全体の
２５％）
・乳児をもつ親の講座
（全体の４０％）
・思春期の子をもつ親
の講座（全体の１０％）

・親子ふれあい講座の
開催
参加人数40世帯、102
人,内、父親20世帯20人
・乳児をもつ親の講座
の開催
開催数２回、参加人数
延25世帯、68人、内、父
親18世帯18人
・思春期の子をもつ親
の講座の開催
開催数３回、参加者延
41人内、父親4人
・幼児・児童をもつ親の
講座（特別講座）参加者
86人内、父親13人

A

【父親参加率】
・親子ふれあい講座の
開催・・・全体の50％
・乳児をもつ親の講座
の開催・・・全体の72％
・思春期の子をもつ親
の講座の開催・・・全体
の10％
・幼児・児童をもつ親の
講座（特別講座）・・・全
体の１５％

【新規】
げんきアップシニアサ
ポーター養成講座の開
催

長寿介護課

引き続き、げんきアップ
シニアサポーター養成
講座を開催する。
参加者年40人。うち男
性参加者20人

男性が興味を持ちやす
いマシントレーニングを
行う講座であることを
PRする。

げんきアップシニアサ
ポーター養成講座を開
催する。

げんきアップシニアサ
ポーターを開催する。
（男性参加者20名）

げんきアップシニアサ
ポーター養成講座を開
催する。（男性参加者20
名）

シニアトレーニング指
導員養成講座を開催
する。（男性参加者20
名）

シニアトレーニング指
導員養成講座を開催
する。（男性参加者20
名）

げんきアップシニアサ
ポーター養成講座を開
催した。
（男性参加者10名）

B

他の介護予防事業に比
べて男性の参加が多い
が、女性に比べて男性
の参加が少ないため。

11
男女の心の健
康支援

心の健康問題に対する
理解を深めるため、啓
発活動を行うとともに男
性・女性それぞれの相
談・支援体制の充実に
努める。

【新規】

男女ともに参加し
やすい講座の開
催と利用しやすい
相談の実施

地域自殺対策緊急強化
事業

健康づくり課

ゲートキーパー養成講
座の実施（目標受講者
数延1,000人）
健康相談の実施
こころの健康を普及啓
発する講演会の開催
（年１回）

ゲートキーパー養成講
座受講者の性別や年代
が偏らないように、講座
の開催を様々な団体に
働きかける。
養成講座、健康相談、
講演会の開催は、参加
しやすい日程を設定す
る。

受講者の希望に沿う日
程で、相談事業及び
ゲートキーパー養成講
座を開催する。医師に
よる講演会は、土曜日
に開催する。

ゲートキーパー養成講
座の実施（目標受講者
数150人/年度）
健康相談の実施
こころの健康講演会の
開催（年１回）

ゲートキーパー養成講
座の実施（目標受講者
数150人/年度）
健康相談の実施
こころの健康講演会の
開催（年１回）

ゲートキーパー養成
講座の実施（目標受
講者数150人/年度）
健康相談の実施
こころの健康講演会
の開催（年１回）

ゲートキーパー養成講
座の実施（目標受講者
数150人/年度）
健康相談の実施
こころの健康講演会の
開催（年１回）

ゲートキーパー養成講
座としての開催はなし
（平成28年度までの延
受講者数890人）
こころの健康に関する
健康講座の実施 3回実
施　計85名
こころの健康講演会
2/18実施　講師　田口
博之医師　参加人数25
名

C

ゲートキーパー養成講
座の紹介を行っていた
が、実施に結びつかな
かった。今後、さらなる
PR、セミナーへ組み込
むなどして講座を行って
いく。

12
家庭や地域等
で活躍する男
性の情報発信

イクメン・カジダンなどの
ロールモデル（具体例）
を広報紙等で情報発信
し啓発を行う。

【新規】

男女共同参画に
ついて考える機
会となる啓発の実
施

男性の男女共同参画事
例の紹介

協働推進課

「男は仕事・女は家庭」
という男女の役割を固
定的に考える意識にと
らわれない市民の割合
を65％とする。
（島田市総合計画）

島田市男女共同参画啓
発情報紙「パレット」に
ロールモデルとなる男
性の記事を掲載する。

ロールモデルとなる男
性の人材発掘をする。

男性が今まで興味のな
かった料理等の講座情
報を掲載し、性別役割
分担意識の解消に努め
る。

育休取得を希望する男
性の記事を情報紙に掲
載する。

男性の育休取得経験
者の記事を情報紙に
掲載する。

育休取得以外でもイク
メン、カジダンと呼ばれ
る例を情報紙の記事に
掲載する。

計画した内容では「パ
レット」に掲載できな
かった。
料理する男性や男子高
の調理部、お父さん
だって子育て講座の記
事を掲載した。

Ｂ+

地域活動を行うシニア
世代をテーマに、中心と
なって活動している男
性へのインタビュー記
事を掲載した。

男女共同参画に
資するテーマと参
加しやすい日時
の設定

男性を対象とし
た講座等の開
催

10

男性を対象とした講座
等を開催し、男性に対
する男女共同参画意識
の啓発を行う。

3 ページ



第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

基本的施策２　　男女の人権を尊重する教育や学習の充実

　　施策の方向性（１）　　教育現場における男女の人権を尊重する教育や学習の充実

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28度
評価

平成28年度
評価理由

小中学校、高校におけ
る人権教育出前講座を
開催する。

継続
小中学校、幼稚園、保
育園における人権教育
講座の開催

生活安心課

人権教育出前講座を市
内の小中学校で開催す
る。
開催校7校

引き続き、人権教育出
前講座を市内の多くの
小中学生が受講できる
よう、各小中学校で順
番に実施していく。

小学校４校、中学校２校
で人権教育出前講座を
開催する。

小学校４校、中学校２校
で人権教育出前講座を
開催する。さらに、幼稚
園・保育園でも新たに実
施していく

小学校４校、中学校１
校、幼稚園・保育園２園
で人権教育出前講座を
開催する。

小学校４校、中学校１
校、幼稚園・保育園２
園で人権教育出前講
座を開催する。

小学校４校、中学校１
校、幼稚園・保育園２
園で人権教育出前講
座を開催する。

小学校４校、中学校１
校、保育園２園で合わ
せて７回、出前講座を
開催した。
受講者　461人

A
小学校・中学校及び保
育園で、出前講座を７
回開講した。

男女共同参画意識につ
ながる児童生徒向け講
座等を開催する。

継続
市内中学校男女による
料理バトルの開催

学校給食課
中学校男女生徒の料理
バトルを開催する。
開催数年1回

毎年開催することで、生
徒に周知していく。

中学校男女生徒の料理
バトルを開催する。

中学校男女生徒の料理
バトルを開催する。（年1
回）

中学校男女生徒の料理
バトルを開催する。（年1
回）

中学校男女生徒の料
理バトルを開催する。
（年1回）

中学校男女生徒の料
理バトルを開催する。
（年1回）

市内２中学校の男女
チームが９チーム参加
した。参加者数男子９人
女子２５人計３４人

Ｂ＋

チームで活躍すること
により男女区別無く作
業に取り組むことができ
た。

14

男女共同参画
に関する図書
資料等教材の
充実

小中学校図書室に男女
共同参画に関する副読
本、わかりやすい解説
書等を整備し、教材とし
て活用を図る。

継続
男女共同参画に関する
教材の活用

学校教育課

男女平等等の関連教材
を整え、授業等で活用
する。

副読本や関連図書資料
等を活用していく。

男女平等等の題材を実
践する。

副読本や関連図書教材
等を活用し、人権尊重・
男女平等等について授
業実践する。開催数各
学年１回

副読本や関連図書教材
等を活用し、人権尊重・
男女平等等について授
業実践する。開催数各
学年１回

副読本や関連図書教
材等を活用し、人権尊
重・男女平等等につい
て授業実践する。開催
数各学年１回

副読本や関連図書教
材等を活用し、人権尊
重・男女平等等につい
て授業実践する。開催
数各学年１回

道徳の時間を中心に、
人権尊重や男女平等等
についてほとんどの学
年で考えることができ
た。

B+

道徳については、年間
計画に位置づけられて
いるため、実施した学
校が多かった。

15
教育相談室の
充実

教育相談室を設置し、
面談・電話による教育
相談を実施する。

継続
人権尊重・男女平
等の立場に立っ
た相談の実施

教育相談の実施 学校教育課 教育相談を実施する。

教育相談室の電話番号
周知の取り組みをした
り、教育相談内容への
速やかな対応行動をと
る。

教育相談を実施すると
ともに、いじめ防止対策
看板を設置し、市内小
中学校児童生徒及び、
保護者、地域住民への
教育相談室の電話番号
を周知する。

教育相談室を設置し、
面談・電話による教育
相談を実施する。

教育相談を実施すると
ともに、いじめ防止対策
看板を設置し、市内小
中学校児童生徒及び、
保護者、地域住民への
教育相談室の電話番号
を周知する。

教育相談を実施する
とともに、いじめ防止
対策看板を設置し、市
内小中学校児童生徒
及び、保護者、地域住
民への教育相談室の
電話番号を周知する。

教育相談を実施すると
ともに、いじめ防止対
策看板を設置し、市内
小中学校児童生徒及
び、保護者、地域住民
への教育相談室の電
話番号を周知する。

小中学校児童生徒及
び、保護者からの電話
相談や来所相談が増加
した。
教育センターへのいじ
め相談から問題解決に
至った事案も何件か
あった。
また、いじめ防止対策
看板の内容をリニュー
アルしている。

B+

相談件数が増加したこ
とと、実際にいじめ問題
の解決への道筋をつけ
ることができた。

各校の人権教育担当者
に研修会等を開催す
る。

継続 人権担当者研修会 学校教育課

研修会を実施するが、
各学校に人権研修会を
経験したことのある教員
を３人以上にする。

県の冊子の利用や人権
教育推進室との連携を
図る。

人権教育研修会を実施
する。

研修会を実施するが、
今までに人権関係の研
修会に参加したことの
ない教員を対象とする。

人権を踏まえた道徳教
育に係る研修会を実施
し、研修会の内容を担
当者が各校に伝達す
る。

人権を踏まえた道徳
教育に係る研修会を
実施し、研修会の内
容を担当者が各校に
伝達する。

人権を踏まえた道徳教
育に係る研修会を実施
し、研修会の内容を担
当者が各校に伝達す
る。

年１回県主催人権教育
研修会に担当者が参加
し、得た内容を各校に
伝達した。

B＋

各校において、教職員
の人権感覚を高めるこ
とができるような内容を
伝達することができた。

保育士等の研修会に男
女平等や人権尊重に関
するテーマを取り入れ
る。

【新規】 保育士研修会 保育支援課

人権尊重や男女平等に
関連のある研修会を開
催する。

人権尊重や男女平等に
関連のある研修会を開
催する。
（年１回以上)

人権尊重や男女平等に
関連のある研修会を開
催する。

26年度より、もう少し踏
み込んだ研修会が開催
されるか検討していく。

当該年度において問題
となっている内容を検討
し、踏み込んだ研修会
が開催されるか検討し
ていく。

当該年度において問
題となっている内容を
検討し、踏み込んだ研
修会が開催されるか
検討していく。

当該年度において問
題となっている内容を
検討し、踏み込んだ研
修会が開催されるか検
討していく。

今年度の研修の中に
は、人権尊重・男女平
等の立場に立った研修
を盛り込むことができな
かった。

Ｃ
平成28年度は実施でき
なかったため。

進路指導について、性
別にとらわれることな
く、児童生徒の特性を
活かした指導に努め
る。

継続 人権担当者研修会 学校教育課

固定的な性別役割分担
にとらわれることなく、
児童生徒一人ひとりの
能力・適正を活かす進
路指導をする。

「進路の手引き」等を活
用して進路指導を実践
する。

「進路の手引き」等を活
用して進路指導を実践
する。

「進路の手引き」等を活
用し、計画的、継続的な
進路指導を実践する。

「進路の手引き」等を活
用し、計画的、継続的な
進路指導を実践する。

「進路の手引き」等を
活用し、計画的、継続
的な進路指導を実践
する。

「進路の手引き」等を
活用し、計画的、継続
的な進路指導を実践
する。

特別活動等の時間にお
いて、中学校１年から段
階的に「進路の手引き」
等を活用しキャリア教育
の充実を図った。

B＋

「進路の手引き」等を活
用した進路指導を、より
個別的に実践すること
ができた。

進路指導の参考として
利用してもらうよう、市
内高等学校へ情報紙
「パレット」の配布などの
情報提供を行う。

継続
市内高等学校へ男女共
同参画の情報提供

協働推進課

「男は仕事・女は家庭」
という男女の役割を固
定的に考える意識にと
らわれない市民の割合
を65％とする。
（島田市総合計画）

性別にとらわれず人権
を尊重した情報紙を作
成し、提供していく。

情報紙パレットを市内
高等学校に配布する。
（7月・１月）

地域で活躍する男性の
記事を情報紙に掲載す
る。

男性の働き方をテーマ
とした記事を掲載する。

今まで女性が多くの割
合を占めていた職業
に就いた男性をテーマ
に記事を掲載する。

今まで男性が多くの割
合を占めていた職業に
就いた女性をテーマに
記事を掲載する。

パレット掲載記事
・料理する男性
・島田樟製高校調理部
・お父さんだって子育て
講座
島田樟誠高校調理部の
部員へパレットを配布し
た。

Ｂ＋

地域活動を行うシニア
世代をテーマに、中心と
なって活動している男
性へのインタビュー記
事を掲載した。

18
学校教育現場
における性教
育の推進・充実

「自他の尊重を基本とし
た性教育」を各学年に
おいて実施する。

継続

リプロダクティブ・
ヘルス／ライツの
立場に立った性
教育の推進

性に関する授業の実施 学校教育課
「性に関する授業」を実
施する。

養護教諭と連携して発
達段階に応じた授業内
容を考える。

「性に関する授業」を実
施する。

「性に関する授業」を実
施していく。

子どもの実態に合った
年間指導計画を作成
し、青少年を取り巻く社
会の情勢や話題を積極
的に取り入れた授業を
行う。

子どもの実態に合った
年間指導計画を作成
し、青少年を取り巻く
社会の情勢や話題を
積極的に取り入れた
授業を行う。

子どもの実態に合った
年間指導計画を作成
し、青少年を取り巻く社
会の情勢や話題を積
極的に取り入れた授業
を行う。

各校、年間指導計画に
沿って、性に関する教
育を実施した。

B＋
発達段階に応じた身体
的性差についての理解
が深まった。

人権尊重・男女平
等の立場に立っ
た研修の実施

教職員等の研
修の充実

性別にとらわれ
ない進路指導
の充実

13

人権尊重・男女平
等について考える
機会の提供

16

17

男女平等・人権
教育の実施

男女平等の立場
に立った進路指
導及び適切な情
報の提供
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

　　施策の方向性（2）　　家庭・地域における男女平等の啓発・学習機会の提供

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

社会教育施設等で開催
される講座等と連携し、
男女共同参画社会に関
する講座を開催する。

【新規】
男女共同参画講座の開
催

社会教育課

社会教育施設を利用し
た講座等の中に男女共
同参画をテーマとしたも
のを開催する。
開催数１回

社会教育施設等と連携
し、男女共同参画に関
する社会教育講座を開
催する。

社会教育施設を利用し
た講座等の中に男女共
同参画をテーマとしたも
のを企画する。

社会教育施設の職員連
絡会で男女共同参画に
ついて、地域づくり課の
出前講座を１回開催す
る。

社会教育施設の職員連
絡会で男女共同参画に
ついて、協働推進課の
出前講座を１回開催す
る。

社会教育施設の職員
連絡会で男女共同参
画について、協働推進
課の出前講座を１回
開催する。

社会教育施設の職員
連絡会で男女共同参
画について、協働推進
課の出前講座を１回開
催する。

協働推進課の出前講座
の開催はなかった。

C
計画していた協働推進
課の出前講座を実施で
きなかったため。

子を持つ親が講座・講
演会等に参加しやすい
よう託児を行う。

継続 託児付き講座の開催 社会教育課
託児付き講座を開催す
る。
開催数120回

乳幼児を持つ保護者が
講座へ参加し、自己啓
発を実現しやすい環境
づくりとして、講座の開
催時には託児保育を実
施していく。

託児付き講座を開催す
る。
開催数80回

託児付き講座を開催す
る。
開催数90回

託児付き講座を開催す
る。
開催数120回

託児付き講座での実
際の託児利用率を調
査し、課題を抽出す
る。

託児付き講座での実
際の託児利用率を調
査結果を基に、利用率
を上げる周知方法を検
討する。

社会教育課ほか
託児付き講座等実施回
数　　　　　　　８４回

Ｂ+

達成率７０％であった。
子どもと一緒に受講す
る講座を増やしたため、
昨年度より減少してし
まった。　　　来年度は
各社会教育課施設でも
託児を利用予定である
ことより、増加すると推
測する。

20

ＰＴＡ活動等学
校行事におけ
る男女共同参
画の推進

保護者が参加しやすい
時間や土曜・日曜など
を利用したＰＴＡ行事や
学校行事を実施する。

継続
PTA活動等学校行事へ
の参加の推進

学校教育課
参加しやすい日時や内
容でＰＴＡ活動等学校行
事を開催する。

保護者等の方が参加・
参観しやすい内容を工
夫したり、土日に学校行
事を開催したりする。

ＰＴＡ行事等学校行事を
全校2日以上、土日に
開催する。

ＰＴＡ行事等学校行事を
全校2日以上、土日に
開催したり、懇談会の
内容を工夫したりする。

ＰＴＡ行事等学校行事を
全校2日以上、土日に
開催したり、懇談会の
内容を工夫したりする。

ＰＴＡ行事等学校行事
を全校2日以上、土日
に開催したり、懇談会
の内容を工夫したりす
る。

ＰＴＡ行事等学校行事
を全校2日以上、土日
に開催したり、懇談会
の内容を工夫したりす
る。

市内全校が土日に運動
会を開催した。PTA行事
等、できるだけ土日開
催とした。
懇談会では、話しやす
いテーマ設定をした。

Ｂ+
保護者だけでなく、地域
の方など多くの方が参
加できた。

21

学校ボランティ
アにおける男
女共同参画の
推進

学校ボランティアについ
て、男女がともに参画し
やすいように配慮する。

継続 学校ボランティアの推進 学校教育課
全校において学校ボラ
ンティアを募集し、活用
する。

学校教育活動のボラン
ティアの内容をお便り等
で示し、募集について
周知を図る。

男女を問わず、学校教
育活動のボランティアを
募集する。

読み聞かせ、クラブ活
動や総合的な学習等、
学校や地域の実情に合
せた学校ボランティアを
募集し、活用する。

読み聞かせ、クラブ活
動や総合的な学習等、
学校や地域の実情に合
せた学校ボランティアを
募集し、活用する。

読み聞かせ、クラブ活
動や総合的な学習
等、学校や地域の実
情に合せた学校ボラ
ンティアを募集し、活
用する。

読み聞かせ、クラブ活
動や総合的な学習等、
学校や地域の実情に
合せた学校ボランティ
アを募集し、活用す
る。

学校や地域の実情に合
せた学校ボランティアを
募集し、活用した。

B+

ボランティアの協力を得
ることで、地域の活性化
が図られ、地域と学校
の連携が深まった。子
どもたちの活動内容の
幅が広がることにつな
がった。

22

家庭教育学級
を通じた男女
共同参画の啓
発

保護者が参加する家庭
教育学級において、家
庭・地域での男女共同
参画を推進するため、
母親以外の参加の拡大
を図る。

継続
男女ともに参加し
やすいテーマや
日時の設定

家庭教育学級における
参加者層拡大に向けた
事業の実施

社会教育課
学校教育課

親子参加の学習会、三
世代交流事業を実施す
る。

父親の参加しやすい土
日及び平日夜間に開催
する。

親子参加の学習会、三
世代交流事業を実施す
る。

父親も参加のしやすい
土日に講座を計画し、
実施する。

父親も参加のしやすい
土日に講座を計画し、
実施する。

父親も参加のしやす
い土日に講座を計画
し、実施する。

父親も参加のしやすい
土日に講座を計画し、
実施する。

すべての家庭教育学級
（19学級）で実施。
（１００％）

Ｂ+
すべての学級で土日の
学習会開催しているた
め。

19

男女ともに参加し
やすい日時の設
定

男女ともに参加し
やすい日時の設
定と男女共同参
画について考える
機会となる講座の
開催

公民館等の各
種講座と連携
した男女共同
参画の推進
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

　　施策の方向性（3）　　職場における男女平等の啓発・学習機会の提供

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

事業所・団体等におけ
る男女平等意識の啓発
のため、情報紙「パレッ
ト」や関連するパンフ
レット等を配布する。

継続
男女共同参画情報紙
「パレット」など事業所等
への配布

協働推進課

情報紙「パレット」を配
布するとともに、多くの
人が集まる場でパンフ
レット等を配布する。
配布数２回

できるだけ多くの人が男
女共同参画に関する情
報に触れるよう、機会を
とらえて情報紙、パンフ
レット等を配布する。

情報紙パレットを事業
所へ配布するとともに、
講演会などでもパンフ
レット等を配布する。

地域で行われる男性に
とっての男女共同参画
理解の促進が図れるよ
うな講座等をテーマとし
た情報紙を発行する。

性別役割分担意識を解
消するような家庭をテー
マとした情報紙の発行
を行う。

性別に関わらず一人
ひとりが能力を発揮で
きるような環境づくりに
取り組む企業の取組
をテーマとした情報紙
の発行を行う。

５年前、10年前と比較
し、推進が図れた部
分、解決していかなけ
ればならない部分を明
確にすることをテーマ
とした情報紙の発行を
行う。

パレット掲載記事
・女性活躍推進
・シニア世代の地域活
動
・料理をする男性
・島田樟誠高校の調理
部　等

Ｂ+

地域での活動や学校に
おける部活動を紹介す
ることで、男女共同参画
社会を身近なものと感
じる情報提供ができた。

市職員向けの人権・男
女共同参画に係る情報
提供や啓発を行う。

【新規】
人権・男女ニュースの
発行

協働推進課
男女共同参画の推進に
ふさわしい表現を周知
をする。

男女共同参画の視点に
立った「ふさわしい表現
の手引き」を作成する。

人権・男女共同参画
ニュースを発行する。

表現の手引き（ガイドラ
イン）案を、第1回幹事
会、推進会議、推進委
員会に諮り、完成する。

平成27年度推進委員会
の意見を反映させたも
のを完成させる。

修正した手引き第１回
推進委員会で諮る。
修正した手引きを宣言
事業所に公開し、意見
を収集する。

ホームページに公開す
る。

表現ガイドが完成した。 Ａ
幹事会、推進会議、推
進委員会において了承
された。

24
事業所・団体等
を対象とした講
演会等の開催

人権尊重、男女共同参
画に関する講演会や啓
発推進員による出前講
座などを実施する。

継続

男女共同参画に
ついて考える機
会となる啓発の実
施

男女共同参画に関する
講演会等の開催

協働推進課

事業所が男女ともに能
力を発揮できるよう環境
づくりへの意識啓発活
動や講演会を開催す
る。

多くの市民が興味を持
つテーマを選定し、講演
会等を開催する。

啓発活動や講演会を開
催する。

ワーク・ライフ・バランス
セミナーを開催する。

男性の育児（イクメン、
イクボス)等に関するセ
ミナーを開催する。

男女共同参画と経
済、雇用を結びつけた
セミナーを開催する。

男女共同参画の視点
を持った防災セミナー
を開催する。

男女共同参画セミナー
開催
テーマ：女性活躍推進と
ワーク・ライフ・バランス
日時：２月15日
参加者：37人

Ｂ

計画の内容では開催で
きなかったが、女性活
躍推進のテーマの中で
は、男性の働き方改革
やイクボスにも触れた
内容であった。

就労の場におけ
る男女共同参画
について考える機
会の提供と市職
員への意識づけ

事業所・団体等
への広報紙等
による啓発

23
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

基本的施策３　　政策・方針決定過程への女性の参画拡大

　　施策の方向性（１）　　市政、審議会等への女性の参画促進

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

25

市の審議会、
委員会等への
女性委員の登
用促進

市の審議会、委員会等
への女性委員の登用率
の向上を目指す。

継続
政策形成過程で
の女性の参画拡
大

審議会等における女性
委員の登用率の向上

協働推進課
女性委員の登用率を
30%以上とする。

男女のバランスに配慮
した構成になるよう担当
課に働きかけを行う。

女性登用状況調査を実
施し、登用の進まない
理由を分析する。

審議会等における女性
委員の登用率を20％と
する。

審議会等における女性
委員の登用率を27.5％
とする。

審議会等における女
性委員の登用率を
29％とする。

審議会等における女
性委員の登用率を
30％とする。

審議会等における女性
委員の登用率26.7％
（270人/1010人）

Ｂ

計画の登用率を達成で
きなかったが、昨年度
の26.0％よりも上昇し
た。

26

新設する審議
会、委員会等
への女性登用
の促進

新たな審議会、委員会
等を設置する際には、
女性の登用に配慮す
る。

【新規】
女性の登用によ
る多様な視点の
導入

各審議会等における女
性委員の登用率の向上

協働推進課

新たなに設置される全
ての審議会、委員会等
の女性委員の登用率を
45%以上とする。

男女のバランスに配慮
した構成になるよう担当
課に働きかけを行う。

新たな審議会、委員会
等を設置する際には、
女性の登用に配慮する
よう、全庁に依頼する。

新たに設置される全て
の審議会、委員会等の
女性委員の登用率を
35%以上とする。

新たに設置される全て
の審議会、委員会等の
女性委員の登用率を
40%以上とする。

新たに設置される全て
の審議会、委員会等
の女性委員の登用率
を43%以上とする。

新たに設置される全て
の審議会、委員会等の
女性委員の登用率を
45%以上とする。

島田市地区計画建築審
議会　0％
島田市大規模集客施設
制限地区建築審議会
0％
島田市行政不服審査会
60．0％
島田市学校給食セン
ター運営委員会
33.3％
ほか　４委員会等
合計28.8％　（21/73）

Ｂ
２つの委員会等で40％
以上であった。

27

市政・審議会等
への女性の登
用状況調査の
実施

市の審議会・委員会等
への女性の登用状況の
調査を実施し、その結
果を公表する。

継続
女性の登用状況
結果分析による
方針の決定

女性の登用状況調査及
び登用の進まない分野
の聞き取り調査・公表・
分析

協働推進課

新たなに設置される全
ての審議会、委員会等
の女性委員の登用率を
30%以上とする。

男女のバランスに配慮
した構成になるよう担当
課に働きかけを行う。

女性登用状況調査結果
をまとめて、公表する。

審議会等における女性
委員の登用率が20％以
下の所属に対して促進
を依頼する。

審議会等における女性
委員の登用率が25％以
下の所属に対して促進
を依頼する。

審議会等における女
性委員の登用率が上
昇しない所属に対して
聞き取り調査を行い、
課題を明確にする。

審議会等における女
性委員の登用率が
25％以下の所属に対
して聞き取り調査を行
い、課題を明確にす
る。

女性委員の登用率が
25％以下の審議会等
40審議会等

20%以下
27年度　27審議会等
28年度　30審議会等

Ｂ－

年度末に女性委員の登
用率の向上を促す通知
を全所属長へ送付し
た。

　　施策の方向性（2）　　職場における女性の積極的登用

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

28
女性職員の管
理・監督者への
登用促進

管理･監督者への女性
の登用を積極的に行
う。

継続
政策形成過程で
の女性の参画拡
大

管理職（係長職含む。）
への能力、適性に応じ
た登用

人事課

係長職以上の女性登用
率24.6％以上

※平成28年度から特定
事業主行動計画に合わ
せ、目標値を変更した。

男性職員の育児参加を
促進するため休暇制度
の拡充し、家庭におけ
る女性の負担軽減を図
る。
育児休業等から円滑に
職場復帰できるよう支
援プログラム等を整備
する。

一般行政職係長職以上
の女性登用率13.6％以
上

一般行政職（税務職及
び企業職を含む。）の係
長職以上の女性登用率
を15％以上とする。

係長職以上の女性登用
率24.6％以上

※平成28年度から特定
事業主行動計画に合わ
せ、目標値を変更した。

係長職以上の女性登
用率を24.6％以上とす
る。

係長職以上の女性登
用率を24.6％以上とす
る。

係長職以上の女性登用
率を18.8％

B－

①基準年度の状況：
16.1%
②目標：8.5ﾎﾟｲﾝﾄ増
(24.6%-16.1%)
③実績：2.7ﾎﾟｲﾝﾄ増
(18.8%-16.1%)
④達成率：
2.7/8.5=31.7%

29
女性職員の研
修実施

女性職員の職域の拡大
や業務遂行能力の向上
を図るため、女性職員
に対する研修を実施す
る。

継続
女性の登用に向
けた人材育成

女性職員の資質、能力
向上を目的とした研修

人事課
行政法研修、民法研修
等の女性職員受講率を
30％以上とする。

職員の自主性を尊重す
るため、公募により研修
受講者を募集し、応募
が定員に満たない場合
は指名により受講者を
選考するが、男女バラ
ンスよく受講者を選考
し、５年間を通した女性
職員受講率30％以上を
達成する。

行政法研修、民法研修
等の女性職員受講率を
30％以上とする。

行政法研修、民法研修
等の女性職員受講率を
30％以上とする。

行政法研修、民法研修
等の女性職員受講率を
30％以上とする。

行政法研修、民法研
修等の女性職員受講
率を30％以上とする。

行政法研修、民法研修
等の女性職員受講率
を30％以上とする。

目標値　30％以上
実績　　39.6％

A

自治研修所、市町村振
興協会で開講する研修
のうち、公募した研修受
講率について、目標値
を上回った。

30
プロジェクト等
への女性の参
画

職場のプロジェクト等へ
の女性職員の登用・参
画を図る。

継続
女性の登用によ
る多様な視点の
導入

市プロジェクト等への女
性職員の参画

全庁

28年度実績
・経営管理課

・総務課

職場のプロジェクトにお
ける女性委員の登用率
を30%以上とする。

職場のプロジェクトにお
ける女性職員の登用状
況調査を実施し、登用
が進んでいない所属へ
働きかけを行う。

職場のプロジェクトチー
ムの実態を把握する。

職場のプロジェクトにお
ける女性委員の登用率
を２３%以上とする。

職場のプロジェクトにお
ける女性委員の登用率
を２６%以上とする。

職場のプロジェクトに
おける女性委員の登
用率を２８%以上とす
る。

職場のプロジェクトに
おける女性委員の登
用率を30%以上とする。

・例規審議委員会
女性３人/委員10人
（女性登用率30％）

・文書管理委員会
委員21人のうち女性6
人
(女性登用率29％)

A 目標を達成できた。

7 ページ



第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

　　施策の方向性（3）　　地域、各種団体における女性の参画促進

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

31
自治会役員へ
の女性の登用
促進

自治会役員へ女性の登
用を促進するよう啓発
を図る。

継続

これまでの地域
の慣習に対する
男女それぞれの
意識改革

自治推進委員への啓発 協働推進課

自治推進委員会議等の
場や役員改選の時期を
利用した継続的な啓発
を毎年行う。

女性の役員を登用した
自治会数　３自治会（全
自治会の約５％）

自治会連合会内におい
て、役員選出（女性の
登用）について議論・報
告する場を設ける。

自治会連合会全体会の
場で、役員改選の時期
に併せて啓発する。

会議等の場を利用した
継続的な啓発を行う。

会議等の場を利用した
継続的な啓発を行う。

女性の役員を継続登用
する自治会への補助金
制度を創設し、地域に
おける男女共同参画推
進を図る。

会議等の場を利用した
継続的な啓発を行う。

女性の役員を継続登用
する自治会への補助金
制度により、地域におけ
る男女共同参画推進を
図る。

会議等の場を利用し
た継続的な啓発を行
う。

女性の役員を継続登
用する自治会への補
助金制度により、地域
における男女共同参
画推進を図る。

会議等の場を利用した
継続的な啓発を行う。

女性の役員を継続登
用する自治会への補
助金制度により、地域
における男女共同参
画推進を図る。

会議等の場を利用し啓
発を行った。

「島田市自治会役員女
性参画推進奨励補助
金」制度を施行し、地域
における男女共同参画
推進を図った。

C

「島田市自治会役員女
性参画推進奨励補助
金」について、会議等の
場を利用し周知を図っ
たが、申請が無かった。
今後も自治会に対し前
向きに検討していただく
よう呼びかけていく必要
があるため。

32

コミュニティ・ボ
ランティア団体
等の役員への
女性の登用促
進

コミュニティ・ボランティ
ア団体等の役員へ女性
の登用を促進するよう
依頼する。

継続
地域における政
策形成過程での
女性の参画拡大

各団体等へ女性の登用
促進の啓発

協働推進課

コミュニティ・ボランティ
ア団体等の役員へ女性
の登用率を30％にす
る。

コミュニティ・ボランティ
ア団体などを所管する
課と連携して働きかけ
を実施する。

市各課へ登用促進を依
頼するとともに、女性の
人材情報を収集する。

コミュニティ・ボランティ
ア団体等の役員へ女性
の登用率を20％にす
る。

コミュニティ・ボランティ
ア団体等の役員へ女性
の登用率を25％にす
る。

コミュニティ・ボランティ
ア団体等の役員へ女
性の登用率を28％に
する。

コミュニティ・ボランティ
ア団体等の役員へ女
性の登用率を30％に
する。

コミュニティ団体の役員
への女性の登用率
２％～24％
（団体により異なる）

C

コミュニティ委員会に
よってバラつきがあり、
今後も呼びかけていく
必要があるため。

33
男女の均衡の
とれたPTA役
員体制の促進

ＰＴＡ役員へ男女の偏り
がないような選出を図
る。

継続
さまざまな人材に
よる多様な視点
の導入

PTA役員への女性の登
用促進

学校教育課
ＰＴＡ女性(本部)役員を
全体の50％とする。

女性登用促進について
呼びかけをするととも
に、活動しやすい体制
を整えていく。

ＰＴＡ女性(本部)役員登
用促進について校長会
等で呼びかけをする。

引き続きＰＴＡ女性(本
部)役員を全体の50％と
する。

女性も参加しやすいよう
な活動内容を工夫し
て、ＰＴＡ女性(本部)役
員を全体の50％とす
る。

女性も参加しやすいよ
うな活動内容を工夫し
て、ＰＴＡ女性(本部)役
員を全体の50％とす
る。

女性も参加しやすいよ
うな活動内容を工夫し
て、ＰＴＡ女性(本部)役
員を全体の50％とす
る。

全小中学校の本部役員
の内、５０％が女性で
あった。

A
目標の過半数の割合
で、女性が本部役員と
して活躍している。

34
避難所運営会
議等への女性
の登用促進

防災活動に女性の視点
を反映させるため、女性
の参画を促進する。

【新規】
防災活動におけ
る男女共同参画
の視点の反映

市防災会議への女性の
登用促進

危機管理課
女性委員２名以上の登
用を促進する。

女性委員の登用促進を
図るため、引き続き再
任していただけるよう、
お願いをしていく。

H26からの２年間の任
期において、女性２名に
対して再任をお願いす
る。

H26からの任期（２年
目）

H28からの２年間の任
期において、女性２名に
対して再任をお願いす
る。

H28からの任期（２年
目）

H30からの２年間の任
期において、女性２名
に対して再任をお願い
する。

任期継続（２名） A
防災会議委員に、女性
の登用を働きかけるこ
とができた。

　　施策の方向性（4）　　女性の人材育成

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

35
女性の人材育
成と能力の活
用

様々な分野で活躍する
女性の人材情報を活用
する。

継続
多様な人材の能
力の活用

女性の人材情報の活用 協働推進課

「審議会等への女性登
用」に向けた市内女性
の人材リストを提供す
る。

人材育成に関する講座
受講者の中から、適性
があると思われる人に
リストへの登録について
依頼する。

「審議会等への女性登
用」に向けた市内女性
の人材情報をつくる。

他市の取組等の情報収
集を行う。

リスト作成に向けた仕
組み（登録用紙作成、
必要な手続き等の確
認）をつくる。

県の人材育成リストを
参考に、適性があると
思われる人にリストへ
の登録について依頼
する。

作成された人材育成リ
ストを作成し、審議会
等への女性登用を促
進するためリストの周
知を行う。

計画した取り組みはで
きなかった。
静岡県立大学へ女性の
人材育成計画に係る調
査研究の委託をした。

Ｂ-

啓発推進員や女性議会
参加者の中から、適正
と思われる女性を審議
会等へ紹介した。

36
女性団体・グ
ループの活動
への支援

女性団体・グループに
対して、情報を提供する
など活動を支援する。

継続
男女共同参画の
視点を持ったグ
ループの育成

各種女性団体・グルー
プに対する支援

協働推進課
各種女性団体・グルー
プに情報提供をする。

ＮＰＯや市民活動団体
などのリストを活用し、
団体を発掘して、活動
への支援を行う。

各種女性団体・グルー
プの発掘をする。

啓発推進委員等から情
報収集を行い、各種女
性団体・グループの発
掘をする。

啓発推進委員等から情
報収集を行い、各種女
性団体・グループの発
掘をする。

グループとの連携を図
り、支援・育成方法を
検討する。

支援するグループを前
年度より増やす。

各種女性団体やグルー
プの発掘を行わなかっ
た。

Ｂ-

市民活動室を利用する
団体やグループに向け
ての情報提供等をし
た。

37

女性リーダー
育成のための
学習機会の提
供

市政や社会問題などに
ついて学習し、政策・方
針決定の場へ参画でき
る女性リーダーを育成
するため、学習機会を
提供する。

継続

政策形成過程の
場へ参画する女
性リーダーの育
成

女性リーダー養成講座
等への推薦・紹介

協働推進課

引き続き、県事業「女性
政策塾」へ女性リー
ダー候補を推薦・紹介
する。（年1人以上）

多様な人材の受講が望
まれるため、幅広く募集
を広報などでＰＲする。

県事業「女性政策塾」へ
女性リーダー候補の推
薦や紹介をする。

県事業「女性政策塾」を
PRし、参加者を募る。

県事業「女性政策塾」へ
参加した内容啓発情報
紙等に掲載し、参加す
る人材を発掘する。

県事業「女性政策塾」
へ女性リーダー候補
を推薦・紹介する。

県事業「女性政策塾」
へ女性リーダー候補を
推薦・紹介する人材を
増やす。

県事業「女性政策塾」へ
２人推薦した。

A
島田市から３人参加し
た。

38
女性リーダー
育成のための
講座の開催

子育て支援などに関す
る女性リーダーの養成
を目的に講座を開催す
る。

継続

女性自身の意識
や行動を改革し、
能力を高める機
会の提供

ペアレントサポーター定
例会の開催

社会教育課
ﾍﾟｱﾚﾝﾄｻﾎﾟｰﾀｰ定例会
を開催する。

ペアレントサポーターの
資質の向上と相互の情
報交換を図っていく。

ﾍﾟｱﾚﾝﾄｻﾎﾟｰﾀｰ定例会
を開催する。

ペアレントサポーターを
2チームに分け、担当ス
キルを学ぶ定例会を開
催し、資質の向上を図
る。

ペアレントサポーターを
2チームに分け、担当ス
キルを学ぶ定例会を開
催し、資質の向上を図
る。

ペアレントサポーター
を2チームに分け、担
当スキルを学ぶ定例
会を開催し、資質の向
上を図る。

ペアレントサポーター
を2チームに分け、担
当スキルを学ぶ定例
会を開催し、資質の向
上を図る。

定例会は、４月に１回、
チーム毎の研修会をそ
れぞれ２回、その他、全
員参加対象の講演会、
講座を４回実施した。

A
計画どおりの定例会を
開催し、資質の向上を
図れた。

38
-2
地域防災リー
ダーの育成促

進

地域の自主防災組織に
おける女性リーダーを

育成する。
新規

政策形成過程の
場へ参画する女
性リーダーの育
成

地域防災リーダー養成
講座の開催

危機管理課

地域防災リーダー養成
講座を開催する。
（女性受講者数25名を
目指す。）

女性の受講者を増や
し、講座受講者を市で
登録することで、自主防
災会役員の補佐や個別
指導などの活動につな
がるように実施する。

地域防災リーダー養成
講座を開催する。
（女性受講者を年間５名
にする。）

地域防災リーダー養成
講座を開催する。
（女性受講者数を年間５
名にする。）

地域防災リーダー養成
講座を開催する。
（女性受講者数を年間５
名にする。）

地域防災リーダー養
成講座を開催する。
（女性受講者数を年間
５名にする。）

地域防災リーダー養成
講座を開催する。
（女性受講者数を年間
５名にする。）

全受講生31名中女性受
講者数８名

A

目標達成に向けて会議
やＳＮＳ等で積極的に
募集し、女性受講者数
は平成28年度目標の５
名に達した。
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

基本的施策４　　ワーク・ライフ・バランス実現に向けた環境整備

　　施策の方向性（１）　　男女がともに働きながら子育てできる体制、支援策の充実

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

保育事業(量と質の確
保)
児童健全育成事業

保育支援課
保育所待機児童数（0
人）

・保育所の定員増
・幼稚園の認定こども園
化の働きかけ
・家庭的保育事業（保育
ママ）の増設

保育所待機児童数（4
人）

市単独で保育所の定員
増を計ることは困難な
ため、幼稚園等に認定
こども園への移行を促
していく。

市単独で保育所の定員
増を計ることは困難な
ため、幼稚園等に認定
こども園への移行を促
していく。

市単独で保育所の定
員増を計ることは困難
なため、幼稚園等に認
定こども園への移行を
促していく。

市単独で保育所の定
員増を計ることは困難
なため、幼稚園等に認
定こども園への移行を
促していく。

保育所等待機児童58人
H29.1.1現在

Ｂ-

H28年度は保育所等の
定員を47人増やした
が、それ以上の保育需
要（申込み）があり待機
児童が増加した。

放課後児童健全育成事
業

子育て応援課
放課後児童クラブ定員
数850人

6年生まで受け入れるた
めの環境整備を行う。

放課後児童クラブ定員
数640人

放課後児童クラブ定員
数690人

放課後児童クラブ定員
数710人

放課後児童クラブ定
員数790人

放課後児童クラブ定員
数830人

放課後児童クラブ定員
数803人

Ａ

急増する利用児童数に
対応し、計画以上の
ベースで新設、拡張を
進めている。女性の就
労に対し、大きな役割を
果たせている。

40
育児休業・介護
休業制度の周
知

広報紙等を活用して、
制度の周知と利用促進
を図る。

継続

ワーク・ライフ・バ
ランスの視点か
ら、制度の定着に
ついて事業主や
労働者へ普及啓
発

育児休業・介護休業制
度の周知

協働推進課

労働関係機関と連携し
て、育児休業や介護休
業を含めた休暇取得促
進の周知をする。

広報の機会をとらえて、
事業主や労働者へ周知
していく。

育児休業・介護休業制
度を実際に利用した人
の記事を情報紙に掲載
し、制度周知を図る。

厚生労働省と連携し
て、事業主や人事労務
担当者を対象とした
ワーク・ライフ・バランス
セミナーを開催する。

育児休暇または介護休
暇の取得を希望する男
性の記事を情報紙に掲
載することで啓発を図
る。

育児休暇または介護
休暇の取得経験者の
記事を情報紙に掲載
することで啓発を図
る。

制度を利用するための
環境等の課題を明確
にし、改善を図る。

男女共同参画セミナー
の開催
テーマ「女性活躍推進と
ワーク・ライフ・バラン
ス」
日時：２月15日
参加者：37人

Ｂ

計画の内容ではなかっ
たが、女性活躍推進を
支える取り組みについ
て講演を行った。

41
市職員におけ
る育児休業制
度の利用促進

市が率先して男女とも
育児休業制度を活用し
やすい環境整備を行
う。

継続
市が率先した男
性の育休取得率
の向上

市役所内への育児休業
制度等の周知・利用促
進

人事課
男性の育児休業取得者
５人（５年間の延べ人
数）

男性職員が育児休暇取
得しやすい職場づくりを
すすめる。

男性の育児休業取得者
１人／年

男性の育児休業取得者
１人／年

男性の育児休業取得者
１人／年

男性の育児休業取得
者１人／年

男性の育児休業取得
者１人／年

男性育休取得者１人 Ａ 取得実績１人

42
子育て支援事

業の充実

子育て支援センター、
育児サポーター派遣事
業など、多様なニーズ
に対応した子育て支援
事業を推進する。

継続

男女が安心して
子どもを産み育て
ることができる事
業の推進

地域子育て支援セン
ター事業
育児サポーター派遣事
業

子育て応援課

妊娠・出産・子育てを
トータルに支援する体
制を強化していく。
地域における子育て支
援拠点事業と産前産後
の訪問事業の利用率を
高める。

【初妊婦の利用が増え
る】妊娠期から子育て
支援センターに行くこと
で、子育てを楽しむこと
ができる。
【訪問体制が安定でき
るように体制を整える】
育児サポータの訪問支
援を利用して産前産後
の育児が安定していく。

・地域子育て支援セン
ター事業の推進。
延べ利用者　60 ,000人
相談件数　　　3,000件
・育児サポーター派遣
事業の推進。
実利用者　140人
相談件数　1,000件

・地域子育て支援セン
ター事業の推進。
延べ利用者　　63,000
人
相談件数　　　　3,500件
・育児サポーター派遣
事業の推進。
実利用者　150人
相談件数　1,100件

・地域子育て支援セン
ター事業の推進。
延べ利用者　　64,000
人
相談件数　　　　3,550件
・育児サポーター派遣
事業の推進。
実利用者　160人
相談件数　1,150件

・地域子育て支援セン
ター事業の推進。
延べ利用者　　65,000
人
相談件数　　　　3,600
件
・育児サポーター派遣
事業の推進。
実利用者　170人
相談件数　1,200件

・地域子育て支援セン
ター事業の推進。
延べ利用者　　66,000
人
相談件数　　　　3,750
件
・育児サポーター派遣
事業の推進。
実利用者　180人
相談件数　1,250件

・地域子育て支援セン
ター事業の推進。
延べ利用者　　52658人
相談件数　　　　2652件
・育児サポーター派遣
事業の推進。
実利用者　160人
相談件数　984件
H29．2．28現在

B+

・地域子育て支援ｾﾝﾀｰ
は妊娠期から「マイ支援
ｾﾝﾀｰ」の登録に取組
み、地域の子育て拠点
としての関わりに努めて
いる。
・育児ｻﾎﾟｰﾀｰは職員が
１名不足している状態
での業務であり、昨年
度との比較が難しい。リ
ピーターの利用者がお
り、安心して産み育てる
支援となっている。

　　施策の方向性（2）　　ひとり親家庭等への支援策の充実

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

43
ひとり親家庭支
援事業の充実

ひとり親家庭に対し、医
療費助成・児童扶養手
当等の援助を行うほ
か、支援員による相談・
情報提供を行う。

継続
ひとり親家庭が安
心して生活できる
環境の整備

医療費助成、児童扶養
手当、父子家庭等支援
金、相談業務の実施

子育て応援課

・医療費助成
・児童扶養手当
・養育者支援金
・相談業務
上記４つを柱とし、継続
して事業を実施してい
く。

制度の周知と適正な運
用を図る。

・医療費助成
・児童扶養手当
・養育者支援金
・相談業務
上記４つを柱とし、継続
して事業を実施してい
く。

相談業務に関しては、
就職・転職を考えるひと
り親に対し、職業訓練
や資格取得を促し雇用
促進を図る。事業の実
施に当たっては、必要
に応じハローワークと連
携することで本人にあっ
た能力開発を促す。
(目標：資格取得者５人)

引き続き、相談業務に
注力し、ひとり親家庭の
雇用が促進されるよう
資格取得助成に対する
広報活動を行う。
(目標：資格取得者５人)

引き続き、相談業務に
注力し、ひとり親家庭
の雇用が促進される
よう資格取得助成に
対する広報活動を行
う。
目標
資格取得者２人
高等職業訓練促進給
付金申請者３人

引き続き、相談業務に
注力し、ひとり親家庭
の雇用が促進されるよ
う資格取得助成に対す
る広報活動を行う。
目標
資格取得者２人
高等職業訓練促進給
付金申請者３人

資格取得者は０人で
あったが、平成29年３月
３日時点で、資格取得
のための受講講座指定
申請書が２件提出さ
れ、看護学校等への入
学に伴う高等職業訓練
促進給付金の申請予定
相談も現時点で２件あ
ることから、来年度は目
標が達成できる見込み
である。

Ｃ

広報活動を行った結
果、窓口での事前相談
は前年度よりも増加し
た。
資格取得した者が１名
もいなかったことから、
今年度の評価はＣとし
た。
来年度は、目標を修正
し、高等職業訓練促進
給付金申請者も含め
て、実績とする。

44
児童生徒への
就学援助

経済的理由により就学
困難な家庭に対し、小
中学生の就学に要する
経費を援助する。

継続

経済的理由によ
り就学困難な家
庭が、安心して生
活できる支援

要保護及び準要保護児
童生徒援助費補助金

教育総務課

要保護及び準要保護児
童生徒就学援助費事務
取扱要領による、要保
護及び準要保護児童生
徒に対する援助費補助
金交付事業を行う。

学校と連携し、保護者
への制度の周知に努め
る。

要保護及び準要保護児
童生徒就学援助費事務
取扱要領による、要保
護及び準要保護児童生
徒に対する援助費補助
金交付事業を行う。

要保護及び準要保護児
童生徒就学援助費事務
取扱要領による、要保
護及び準要保護児童生
徒に対する援助費補助
金交付事業を行う。

要保護及び準要保護児
童生徒就学援助費事務
取扱要領による、要保
護及び準要保護児童生
徒に対する援助費補助
金交付事業を行う。

要保護及び準要保護
児童生徒就学援助費
事務取扱要領による、
要保護及び準要保護
児童生徒に対する援
助費補助金交付事業
を行う。

要保護及び準要保護
児童生徒就学援助費
事務取扱要領による、
要保護及び準要保護
児童生徒に対する援
助費補助金交付事業
を行う。

平成29年３月22日現在
579人に対して必要な就
学援助を行った。

Ｂ+

経済的理由により就学
困難な家庭の児童生徒
が、安心して学校生活
を送ることができるよう
援助した。

女性が継続して
就業できるような
多様な働き方を
柔軟に選択できる
環境の整備

継続

延長保育、一時保育、
病後児保育、放課後児
童クラブ等、働く親を支
援する保育サービスを
推進する。

保育事業の充
実

39

9 ページ



第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

　　施策の方向性（3）　　高齢者・障害のある人が安心して暮らせる環境の整備

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

45
介護相談員派
遣事業の充実

介護相談員を介護保険
施設等へ派遣し、介護
サービスの質の向上を
図る。

継続

男女がともに介護
に関わることがで
きるかかわれる
相談体制の整備

介護相談員派遣事業に
おける相談員の配置

長寿介護課
男性介護相談員数2
人。

介護相談員をより周知
することで、興味を持た
せるようにして、介護相
談員を増員させると同
時に、引き続き、男性介
護相談員を募集してい
き、男女が共に関われ
るように整備していく。

男性介護相談員数1
人。

広報しまだの他、ホー
ムページなどを通して
介護相談員の周知を図
り、男性介護相談員の
募集を呼びかける（男
性介護相談員１名）。

広報しまだの他、ホー
ムページなどを通して
介護相談員の周知を図
り、男性介護相談員の
募集を呼びかける（男
性介護相談員１名）。

広報しまだ、ホーム
ページ、ＦＭ島田など
の通して介護相談員
の周知を図り、男性介
護相談員の募集を呼
びかける（男性介護相
談員１名）。

広報しまだ、ホーム
ページ、ＦＭ島田の他
に、地域の男性が集ま
るイベントに参加し、直
接声をかけ、男性介護
相談員の募集を呼び
かける（男性介護相談
員１名）。

広報しまだなどで公募し
たが、応募がなかった。

Ｃ
介護相談員の役割を啓
発していく必要がある。

46

生きがい対応
型デイサービス
事業の男性の
利用促進

高齢者のデイサービス
事業について、男女が
ともに利用しやすいよう
促進を図る。

継続
男女がともに参加
しやすい事業の
実施

生きがい活動支援通所
事業

長寿介護課

生きがい活動支援通所
事業における男性日を
設定する。
設定施設数２施設、設
置回数４回

・男性日を設定する。
・男性日以外において
も、既に男性が利用し
ている曜日に、新規の
男性に利用してもらう等
の配慮を行い、男性が
参加しやすい環境づくり
を行う。
・各地域包括支援セン
ター、民生委員と連携を
図りながら、男性高齢
者の事業参加の促進と
ＰＲを行う。

生きがい活動支援通所
事業における男性日を
設定する。
設定施設２施設、設定
数４回（週１回）

生きがい活動支援通所
事業における男性日を
設定する。（２施設、週１
回）

生きがい活動支援通所
事業における男性日を
設定する。（２施設、週１
回）

生きがい活動支援通
所事業における男性
日を設定する。（１施
設、週１回）

生きがい活動支援通
所事業における男性
日を設定する。（２施
設、週１回）

１施設で週1回男性の
日を設定した。
ふれあい 月曜日 12人

Ｂ

生きがい活動支援通所
事業は順次廃止の方針
であり、平成27年度に
男性日を設定した1箇所
のサロン（いなり）を廃
止したため。平成28年
度末で2箇所（いた、さく
ら）の廃止を決定。平成
29年度末で2箇所を廃
止の方針。平成30年度
からは1箇所となる予
定。

47
高齢者保健福
祉計画の周知・
推進

高齢者保健福祉計画の
周知を行い、男女共同
参画の視点を含めて推
進する。

【新規】

高齢者保健福祉
計画において、男
女共同参画に係
る事業等を推進

高齢者保健福祉計画の
周知・推進

長寿介護課

高齢者保健福祉計画の
うち、男女共同参画の
事業等の達成率80％を
目標

高齢者施策の推進に向
けて、計画の進捗管理
を行う。

第７次高齢者保健福祉
計画の策定に向けて、
第６次計画の進捗状況
の評価を行った。

平成27年度から平成29
年度の新計画を策定
し、今後の方向性や計
画値を定めた。

新計画に従い、高齢者
が男女ともに安心して
暮せるよう事業を実施し
ていく。

高齢者保健福祉計画に
おいて、男女共同参画
の事業等の達成率60％
を目標

高齢者保健福祉計画の
うち、男女共同参画の
事業等の達成率70％を
目標

高齢者保健福祉計画
のうち、男女共同参画
の事業等の達成率
80％を目標

平成30年度から平成
32年度の第８次高齢
者保健福祉計画を策
定し、今後の方向性
や計画値を定める。

男女共同参画の事業
等の達成率(Ｈ29年度
末80％）を引き継ぎ、
更に、新計画に従い、
高齢者が男女ともに安
心して暮せるよう事業
を実施していく。

本実施計画書の長寿介
護課に係る７項目の総
合評価

Ｂ
B+　1事業
B　　5事業
C　　1事業

48
地域における
高齢者の居場
所づくりの推進

高齢者に公会堂等を開
放し、地域における居
場所づくりを推進する。

【新規】

高齢者が男女と
もに、地域で孤立
せず暮らせるた
めの支援

居場所づくり事業 長寿介護課
市内における高齢者の
居場所を50箇所にす
る。

　地域支援事業として
実施し、居場所の開
設、整備をしようとする
団体に対し、物品購入
等の補助を行うことで、
居場所の設置の促進を
行う。
　島田市社会福祉協議
会と連携し、地区社会
福祉協議会への支援体
制（設置費用、運営軽
費、スタッフの研修会
等）の役割を明確にし、
効率的かつ効果的に実
施していく。

御仮屋公会堂に居場所
を開所する。

市内における居場所を
20箇所にする。

市内における居場所を
30箇所にする。

市内における居場所
を40箇所にする。

市内における居場所を
50箇所にする。

23箇所 B+

新規に設置された居場
所は５箇所であり、目標
の30箇所に達したな
かったため。
達成率77％

49
障害者計画の
周知・推進

障害者計画の周知を行
い、男女共同参画の視
点を含めて推進する。

【新規】

障害のある人が
男女ともに、安心
して暮らせるため
の支援

障害者計画の周知・推
進

福祉課

平成30年度～34年度の
計画書を配布して周知
するとともに、広報に特
集記事を掲載する。

平成25年度～29年度の
計画書等を関係機関や
関係者に配布し、広報
掲載記事などで周知す
る。

自立支援協議会へ前年
度の進捗状況を報告す
る。

自立支援協議会へ前年
度の進捗状況を報告す
る。

自立支援協議会へ前年
度の進捗状況を報告す
る。

男女共同参画の視点
を含めた次期計画を
策定する。

平成３０年度～３４年
度の計画書を配布して
広報掲載記事などで
周知する。

障害者計画アンケート
項目の見直しを行った。

Ｂ

障害者施策の満足度、
優先度についての項目
を追加し、結果を障害
のある人が男女ともに
安心して暮らせるよう、
施策に結びつける。

50
精神保健福祉
講座の実施

精神障害を正しく理解
し、認識してもらうため、
啓発講座を開催する。

継続

障害のある人が
男女ともに、安心
して暮らせるため
の啓発

精神保健福祉ボランテ
ｲア講座

福祉課
精神保健福祉ボラン
ティア講座を開催する。
開催数４回

障害のある人やその家
族が安心して過ごせる
環境づくりを目指し、障
害のある人の正しい知
識や具体的な接し方な
どについての講座を開
催する。

広報、FM、新聞等で広
く参加者を募集する。

精神保健福祉ボラン
ティア講座を開催する。

精神保健福祉ボラン
ティア講座を開催する。
(11～12月実施予定）

精神保健福祉ボラン
ティア講座を開催する。

精神保健福祉ボラン
ティア講座を開催す
る。

精神保健福祉ボラン
ティア講座を開催す
る。

精神保健福祉ボラン
ティア講座を開催した
（１コース４日）。参加者
延べ39人、受講者は女
性10人。活発な意見交
換が行われた。

Ｂ

当事者の体験談、当事
者との交流を通して、精
神障害者への理解が深
まったという声が多かっ
た。男性も出席しやす
い工夫が必要。
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継続
療育相談及び児童発達
支援事業の充実

子育て応援課

発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ養
成講座を開催する。
開催数10回。
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修を開催す
る。
開催数年３回

保護者支援、専門知識
等の理解を図る
発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを
中心に、各園で支援体
制について構築する。
巡回訪問で経過観察し
支援方法等の確認す
る。

・発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ養
成講座の開催

・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修の開催

・保育園、幼稚園等へ
の巡回相談　延べ110
人

・発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
養成講座の開催（年10
回）

・発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
フォローアップ研修の開
催　（年３回）

・巡回相談実施者
延べ　１５０人

・発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
養成講座の開催（年10
回）

・発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
フォローアップ研修の開
催　（年３回）

・巡回相談実施者
延べ　２００人

・発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
養成講座の開催（年
10回）

・発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
フォローアップ研修の
開　催　（年３回）

・巡回相談実施者
延べ　２２５人

・発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
養成講座の開催（年10
回）

・発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
フォローアップ研修の
開　催　（年３回）

・巡回相談実施者
延べ　２５０人

・発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
研修の開催（年７回）

・発達支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
フォローアップ研修
（年３回）

・巡回相談実施者
延べ　２４４人

B

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰへの研修会
を行うことで、支援の仕
組みの再確認ができ、
発達支援への知識をさ
らに深めてもらうことが
できた。

継続 教育支援員の配置 学校教育課

全校に支援が必要な児
童生徒へ教育支援員を
配置し、支援員の質の
向上を図る。

教育支援員配置に向け
て予算の計上と研修会
の開催

全校に教育支援員を配
置する。

全校に教育支援員を配
置し、支援員対象研修
会を行う。

全校に学校教育支援員
を配置し、支援員対象
研修会を行う。

全校に学校教育支援
員を配置し、支援員対
象研修会を行う。

全校に学校教育支援
員を配置し、支援員対
象研修会を行う。

支援が必要な児童生徒
へ教育支援員55人を25
校に配置した。

Ａ

全校に教育支援員を配
置することで、個に応じ
た指導ができるように
なった。支援員対象の
研修会でも様々な視点
をもって子供に係ること
について学ぶ機会を設
けた。

発達が気になる子ども
や障害のある子どもの
それぞれの成長段階に
おける相談支援・療育
指導を充実させる。ま
た、小中学生において
は、特別な支援教育が
必要な児童生徒に対
し、教育支援員を配置し
支援する。

障害のある子ども
が、いきいきと安
心して暮らせるた
めの支援

障害児の療
育、相談支援
事業の充実

51
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　　施策の方向性（4）　　　家事、子育て、介護など家庭生活への男女共同参画の推進

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

52

家庭生活、地
域生活におけ
る男女共同参
画に関する啓
発

フォーラム、情報紙、セ
ミナー等で啓発を図る。

継続
さまざまな機会を
とらえての啓発

講演会、情報紙、講座
等で家庭での役割分担
の見直しに関する啓発

協働推進課

「男は仕事・女は家庭」
という男女の役割を固
定的に考える意識にと
らわれない市民の割合
を65％とする。
（島田市総合計画）

ワーク・ライフ・バランス
をテーマとして、ﾌｫｰﾗﾑ
やｾﾐﾅｰを開催するとと
もに、情報紙に記事を
掲載する。

男女共同参画の日（7月
30日）にJR島田駅にて
街頭啓発活動を実施す
る。
・情報紙「パレット」7/15
号に、ワーク・ライフ・バ
ランスに関する取組み
をしている事業所の紹
介や意見交換会などの
記事を掲載する。

厚生労働省と連携し
て、事業主や人事労務
担当者を対象とした
ワーク・ライフ・バランス
セミナーを開催する。

男性の育児（イクメン、
イクボス)等に関するセ
ミナーを開催する。

男女共同参画と経
済、雇用を結びつけた
セミナーを開催する。

男女共同参画の視点
を持った防災セミナー
を開催する。

パレットを年２回発行
し、市内全戸配布した。
男女共同参画セミナー
開催
テーマ「女性活躍推進と
ワーク・ライフ・バラン
ス」
地域防災講座の開催
テーマ「女性視点の防
災」

Ａ
講座、情報紙「パレッ
ト」、街頭広報での啓発
を行った。

53

市職員におけ
るワーク・ライ
フ・バランスの
促進

定時退庁日の徹底や適
正な人事配置による残
業時間の削減により、
職員のワーク・ライフ・
バランスの実現を図る。

継続
市が率先した
ワーク・ライフ・バ
ランスの推進

効率的な業務遂行と毎
週水曜日は定時退庁日
等の徹底

人事課
定時退庁を実施する。
（週２回）

定められた定時退庁日
に時間外勤務を命令す
る場合には人事課長の
確認を得るものとし、時
間外勤務の累積時間が
一定以上になった場合
には、その理由と対策
等について報告を求め
ていく。

定時退庁を実施する。
実施回数週２回）

定時退庁を実施する。
実施回数週２回）

定時退庁を実施する。
実施回数週２回）

定時退庁を実施する。
実施回数週２回）

定時退庁を実施する。
実施回数週２回）

水曜日を全庁共通定時
退庁日とし、庁内アナウ
ンスにより周知を図ると
ともに、もう1日を各所属
で定時退庁日として定
め、定時退庁を推進し
た。

Ｂ

定時退庁の意識付けを
行うことにより、業務が
増えている状況下にお
いて時間外勤務実績を
昨年度比マイナス１％
に抑えることができた。

54
家族介護教室
の開催

家族の介護についての
認識を高める講座を開
催する。

継続

男女、特に男性
が介護に主体的
に関われるような
講座の開催

家族介護者交流事業 長寿介護課
引き続き、家族介護教
室を開催する。（年２回）

事業を周知するため、
介護者に対し、案内を
送付する。介護に対す
る認識が変化すること
で、家事等を含めた家
庭生活に対する意識の
変化が期待される。

家族介護教室を開催す
る。

引き続き、家族介護教
室を開催する。（年２回）
チラシに男性の参加を
促すような文言を追加
する。

引き続き、家族介護教
室を開催する。（年２回）
チラシに男性の参加を
促すような文言を追加
する。

引き続き、家族介護教
室を開催する。（年２
回）
チラシに男性の参加を
促すような文言を追加
する。

引き続き、家族介護教
室を開催する。（年２
回）
チラシに男性の参加を
促すような文言を追加
する。

年2回家族介護教室を
実施した。
1回目　18名中男性1名
2回目　27名中男性2名

Ｂ
目標は達成できたが、
男性参加者が少なかっ
たため。

基本的施策５　　就労の場における男女平等の推進

　　施策の方向性（１）　　　男女の対等な雇用・労働条件確保のための施策の推進

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

55

総合評価競争
入札の評価基
準の加点制度
の実施

男女がともに働きやす
い職場環境づくりに取り
組んでいる事業者に対
し、総合評価競争入札
において加点を行う制
度を実施する。

継続
男女がともに働き
やすい環境づくり
への取組の促進

総合評価競争入札にお
ける加点制度の導入

契約検査課

「静岡県次世代育成支
援企業認証制度による
認定の有無」について
の評価項目を取り込ん
だ総合評価落札方式を
実施する。（年５件）

引き続き総合評価落札
方式にて、「静岡県次世
代育成支援企業認証制
度による認定の有無」
の評価項目を取り込
む。

「育児休業制度の規定
の有無」についての評
価項目を取り込んだ総
合評価落札方式を実施
する。

「育児休業制度の規定
の有無」についての評
価項目を取り込んだ総
合評価落札方式を実施
する。（年５件）

「静岡県次世代育成支
援企業認証制度による
認定の有無」について
の評価項目を取り込ん
だ総合評価落札方式を
実施する。（年５件）

「静岡県次世代育成
支援企業認証制度に
よる認定の有無」につ
いての評価項目を取
り込んだ総合評価落
札方式を実施する。
（年５件）

「静岡県次世代育成支
援企業認証制度による
認定の有無」について
の評価項目を取り込ん
だ総合評価落札方式
を実施する。（年５件）

「静岡県次世代育成支
援企業認証制度による
認定の有無」について
の評価項目を取り込ん
だ総合評価落札方式を
実施した。（年６件）

Ａ

参加業者が静岡県次世
代育成支援企業認証制
度による認定業者とな
り、推進することができ
た。

56
家族経営協定
の締結促進

農業経営において女性
の就業条件を明確にす
るため、家族経営協定
について啓発し、締結
の促進をする。

継続

仕事と生活の調
和を促進し、男女
がともに参画する
農業経営の促進

家族経営協定の啓発・
締結の促進

農林課
農業委員会

家族経営協定締結件数
83件

経営移譲等の相談内容
により家族経営協定の
説明を行い、男女共同
参画の意識を高めてい
く。

家族経営協定締結件数
71件

家族経営協定締結件数
（76件）

家族経営協定締結件数
（80件）

家族経営協定締結件
数（82件）

家族経営協定締結件
数（83件）

家族経営協定締結件数
80件

A
2件増加し、目標達成で
きた。

継続
事業所の「男女共同参
画社会づくり宣言」の促
進

協働推進課

県が行う「男女共同参
画社会づくり宣言事業
所」の数を、130事業所
とする。

ファーラムやセミナーな
どの啓発事業の機会を
とらえて、宣言事業所の
ＰＲをしていく。

県が行う「男女共同参
画社会づくり宣言事業
所」の数を、110事業所
とする。

県が行う「男女共同参
画社会づくり宣言事業
所」の数を、115事業所
とする。

県が行う「男女共同参
画社会づくり宣言事業
所」の数を、120事業所
とする。

県が行う「男女共同参
画社会づくり宣言事業
所」の数を、125事業
所とする。

県が行う「男女共同参
画社会づくり宣言事業
所」の数を、130事業所
とする。

県が行う「男女共同参
画社会づくり宣言事業
所」の数：123事業所

Ａ 目標を達成できた。

継続
企業内子育て環境アッ
プ事業：育メン応援奨励
金の推進

商工課
当該補助金の利用数の
増

チラシやポスターによる
市民への周知（婚姻届
や母子手帳申請時にお
けるターゲットを絞った
ＰＲの実施）

「男女共同参画社会づく
り宣言」について企業懇
話会での情報提供を行
う

当該奨励金の利用件数
17件を目指す。

当該奨励金の利用件数
17件を目指す。

当該奨励金の利用件
数
17件を目指す。

当該奨励金の利用件
数
17件を目指す。

制度の周知活動を実
施。
（母子手帳交付時にチ
ラシを配布する等）
利用件数：３件
（Ｈ29年度申請予定２
件）

Ｂ

平成27年度は０であっ
たので、利用者が出た
ことはよかった。まだ利
用件数は多くないが、
相談や問い合わせも増
えつつあり、ようやく制
度が認知されてきたこと
を感じられた。

男性を中心とした
働き方の見直し
や長時間労働の
抑制など、事業所
の自主的な取組
の促進

「男女共同参画
社会づくり宣
言」事業所の普
及促進

「男女共同参画社会づく
り宣言」（県事業）につ
いての周知を図り、男
女共同参画の推進に積
極的に取り組んでいる
事業所を発掘する。

57
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

　　施策の方向性（2）　　　就労環境の改善のための多様な情報提供

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

58

働きやすい職
場環境づくりに
関する資料・情
報の提供

ハローワークと共同し
て、市内事業所に対し、
女性の就労、再就職に
関する情報を提供す
る。

継続
女性の労働力率
におけるM字カー
ブ問題の解消

ポスター掲示又はチラ
シの配布

商工課

女性の就労、再就職に
関するメルマガの配信
やチラシの配布ととも
に、商工会議所、商工
会の会報への掲載を行
う。

関係団体からセミナー
や相談会の案内があっ
た場合に、企業向けの
メルマガやチラシの配
布、商工会議所、商工
会の会報への掲載を行
い、市民に情報を提供
する.

女性の就労、再就職に
関するメルマガの配信
やチラシの配布を行う。

女性の就労、再就職に
関するメルマガの配信
やチラシの配布、商工
会議所、商工会の会報
への掲載。

女性の就労、再就職に
関するメルマガの配信
やチラシの配布、商工
会議所、商工会の会報
への掲載。

女性の就労、再就職
に関するメルマガの配
信やチラシの配布、商
工会議所、商工会の
会報への掲載。（継
続）
女性向けのセミナーを
開催する。

女性の就労、再就職に
関するメルマガの配信
やチラシの配布、商工
会議所、商工会の会報
への掲載。（継続）
女性向けのセミナーを
開催する。

労働局等より届いたポ
スターやチラシは、庁舎
内や関係各所へ掲示や
配架した。
子育てママ向けの就労
セミナーを実際に開催し
た。

Ｂ＋

チラシの配架やポス
ター掲示も目にはつくか
もしれないが効果は出
にくいと感じている。
実際に女性向けのセミ
ナーを開催し、その参
加者の満足度が高かっ
たため。

59
大学生と事業
所との就職情
報交流

近隣市と合同で大学生
向け就職説明会を開催
し、若者の就労支援を
行う。

継続
男女の雇用機会
均等の促進

島田市・藤枝市・焼津市
合同企業ガイダンスの
開催

商工課
島田市・藤枝市・焼津市
合同企業ガイダンスを
開催する。

藤枝市・焼津市の行政
及び商工会議所、商工
会と連携し、ガイダンス
開催する。
大学を訪問し、チラシや
ポスターの掲示等の協
力を要請する。
ＳＮＳを活用し、学生が
参加しやすい環境を整
える。

島田市・藤枝市・焼津市
合同企業ガイダンスを
開催する。

前年度を上回る企業及
び学生の参加数を目指
す。
＜6/12開催＞
参加企業数：50社
参加学生数：148人

前年度を上回る企業及
び学生の参加数を目指
す。
＜目標値＞
参加企業数：55社
参加学生数：150人

前年度を上回る企業
及び学生の参加数を
目指す。
＜目標値＞
参加企業数：60社
参加学生数：160人

前年度を上回る企業
及び学生の参加数を
目指す。
＜目標値＞
参加企業数：65社
参加学生数：170人

志太３市合同企業ガイ
ダンスの実施。
参加企業数：59社
参加学生数：121人

Ｂ＋

企業の参加希望が多
かったことで、注目度は
高かった。学生の集客
に関しては、開催時期
の関係で例年に比べ伸
びなかった。

60

事業主・人事担
当者に対する
ポジティブ・アク
ションに関する
情報の提供

事業所等における女性
職員の能力発揮を促進
するための取組方法に
関する情報を提供す
る。

継続
企業のポジティ
ブ・アクションの取
組の促進

事業所等における女性
職員の能力発揮の促進
についての取組方法に
関する周知

協働推進課

情報紙にポジティブ・ア
クションに関する記事を
掲載するとともにウェブ
サイトにも最新の情報を
提供する。

「あざれあナビ」が行う
ポジティブアクションに
関する情報提供をウェ
ブサイトにリンクするな
ど、最新情報を更新し
ていく。

情報紙にポジティブ・ア
クションに関する情報を
提供する。

情報紙にポジティブ・ア
クションに関する記事を
提供し、文言の周知に
より意識啓発を図る。

「あざれあナビ」が行う
ポジティブアクションに
関してSNSを活用し広く
情報提供していく。

市内企業のポジティ
ブ・アクション取組事
例をホームページ等
で紹介する。

市内企業のポジティ
ブ・アクション取組事例
をホームページ等で紹
介する。

計画の内容は取り組め
なかった。

C
宣言事業所の取り組み
を調査し、好事例を紹
介していきたい。

　　施策の方向性（3）　　　女性の就業意識向上・能力発揮支援

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

61
女性の起業や
再就職への支
援

商工団体や事業所と連
携して、起業に関するセ
ミナーの開催に協力し、
女性の起業や再就職を
支援する。

【新規】

ライフステージに
応じた多様な働き
方を柔軟に選択
できるような支援

起業セミナーの開催 商工課 起業セミナーを開催する。

起業や創業等をするう
えで必要となる知識（資
金計画の立案、企画書
作成等）の習得のため
のセミナーを開催する。

起業セミナーを開催する。

今回の参加者を対象に
したフォローアップセミ
ナーの開催と、新たな
起業希望者のためのセ
ミナーを開催する。

起業セミナーや交流会
等の企画・開催
セミナー、相談会延開
催件数：5回
延参加者数：130人

起業セミナーや交流
会等の企画・開催
セミナー、相談会延開
催件数：5回
延参加者数：130人

起業セミナーや交流会
等の企画・開催
セミナー、相談会開延
催件数：5回
延参加者数：130人

女性のための異業種交
流会や創業支援セミ
ナー等を企画・開催
セミナー等開催回数：７
回
延参加者数：117人

Ａ

・産業支援センターを開
設し、引き続き起業に関
するセミナーを企画・開
催した。
・計画値であるセミナー
参加者数130人の90％
に当たる117人の参加
があり、ほぼ計画どおり
できたと考える。

(60)

事業主・人事担
当者に対する
ポジティブ・アク
ションに関する
情報の提供

事業所等における女性
職員の能力発揮を促進
するための取組方法に
関する情報を提供す
る。

継続
企業のポジティ
ブ・アクションの取
組の促進

事業所等における女性
職員の能力発揮の促進
についての取組方法に
関する周知

協働推進課

情報紙にポジティブ・ア
クションに関する記事を
掲載するとともにウェブ
サイトにも最新の情報を
提供する。

「あざれあナビ」が行う
ポジティブ・アクションに
関する情報提供をホー
ムページにリンクするな
ど、最新情報を更新し
ていく。

情報紙にポジティブ・ア
クションに関する情報を
提供する。

情報紙にポジティブ・ア
クションに関する記事を
提供し、文言の周知に
より意識啓発を図る。

「あざれあナビ」が行う
ポジティブアクションに
関する情報提供をSNS
を活用し広く情報提供し
ていく。

市内企業のポジティ
ブ・アクション取組事
例をホームページ等
で紹介する。

ポジティブ・アクション
に取組ことのできない
企業の課題を明確に
し、取組方法の改善策
を提案する。

計画の内容は取り組め
なかった。

C
宣言事業所の取り組み
を調査し、好事例を紹
介していきたい。
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

基本的施策６　地域における男女共同参画の推進

　　施策の方向性（１）　　　地域の一員としての地域活動への男女の平等な参画促進

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

継続
各種委員の男女の構成
比の見直し

協働推進課
各種委員の男女の構成
比の偏りを減らす。

委員改選時に男女構成
比の見直しを依頼す
る。

各種委員の男女の構成
比の偏りを減らす。

選出時に各種委員の男
女の構成比の偏りが減
るよう、各種委員の推
薦依頼元の所属あてに
啓発する。

選出時に各種委員の男
女の構成比の偏りが減
るよう、各種委員の推
薦依頼元の所属あてに
啓発する。

各自治会に対し委員
の推薦を依頼する際
に、併せて男女の構
成について配慮いた
だくよう依頼する。

各自治会に対し委員
の推薦を依頼する際
に、併せて男女の構成
について配慮いただく
よう依頼する。

各自治会に対し委員の
推薦を依頼する際に、
併せて男女の構成につ
いて配慮いただくよう依
頼した。

Ｂ-

委員によってはまだま
だ偏りが見受けられ、
今後も継続して依頼し
ていく必要があるため。

継続
各委員会等における女
性の登用についての啓
発

協働推進課
自治推進委員会議等の
場を利用した継続的な
啓発を行う。

自治推進委員連絡会議
の場で、委員選出依頼
の時期に併せて啓発す
る。

会議等の場を利用した
継続的な啓発を行う。

女性の登用について、
会議等の場を利用した
継続的な啓発を行う。

女性の登用について、
会議等の場を利用した
継続的な啓発を行う。

女性の登用について、
会議等の場を利用し
た継続的な啓発を行
う。

女性の登用について、
会議等の場を利用した
継続的な啓発を行う。

会議等の場で女性の登
用について啓発を行っ
た。

Ｂ-

保健委員以外の委員に
ついては男性が占めて
いるので、継続的な啓
発が必要である。

継続
島田市地域防犯まちづ
くり団体の活動への女
性の参加促進

生活安心課
地域で活動する防犯ま
ちづくり団体の女性参
加率を30％とする。

防犯まちづくり団体への
女性の活動推進に対
し、啓発を図っていく。

防犯講座の女性参加率
を50%程度とする。

地域で活動する防犯ま
ちづくり団体の女性参
加率を30％とする。

地域で活動する防犯ま
ちづくり団体の女性参
加率を30％とする。

地域で活動する防犯
まちづくり団体の女性
参加率を30％とする。

地域で活動する防犯ま
ちづくり団体の女性参
加率を30％とする。

地域で活動する防犯ま
ちづくり団体の女性参
加率は17％であった。

Ｂ-
防犯活動への参加率
40％を越える団体（４自
治会）も出てきた。

継続
島田市防災教室への女
性の参加促進

危機管理課
防災教室を開催し、女
性の参加率を50％にす
る。

地域活動に女性の視点
や発想を取り入れてい
ただくよう、説明会等で
周知を図っていく。

防災教室を開催し、女
性の参加率を50％にす
る。

防災教室を開催し、女
性の参加者数を増や
す。

防災教室を開催し、女
性の参加者数を増や
す。

防災教室を開催し、女
性の参加者数を増や
す。

防災教室を開催し、女
性の参加者数を増や
す。

全受講者46名中20名の
女性の参加があった。
受講率43.5%

C

目標達成に向けて会議
やＳＮＳ等で積極的に
募集し、前年度を上回
る女性受講者を輩出し
たが、平成28年度目標
には達しなかった。

64
モデル地区事
業の実施

男女共同参画の推進の
ため、コミュニティ単位
等でモデル地区事業を
年次的に実施する。

新規
男女がともに参画
するモデル地区
事業の実施

モデル地区事業の実施 協働推進課
地域における性別によ
る役割分担意識を払拭
させる。

モデル地区事業を、年
毎テーマを明確にして
実施する。

学識経験者を講師に迎
えて、各自治会の役員
や女性を対象とした防
災講演会を実施する。
（11月）

コミュニティ地区での地
域防災講座を実施し、
より身近なこととして意
識啓発を図る。

女性のみ対象の講座
等、女性が参加しやす
い環境を整えた講座の
開催を行う。

女性の参加に対する
男性の理解を促進す
ることをテーマとした
講座を開催する。

事業や講座等への参
加者の男女比率を
50％とする。

県共催事業｢男女共同
参画の視点を持った防
災講座」
日時：２月25日
場所：市役所会議棟
参加者：24人

Ｂ

自治会や自主防災会を
通じて、女性の参加を
呼びかけた。参加者に
「女性視点の防災」につ
いて、意識付けができ
たと思われるが、継続し
て広く周知することが必
要。

　　施策の方向性（2）　　　地域活動団体等の育成支援

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

65

男女共同参画
啓発活動実施
グループの育
成、支援

男女共同参画に関する
啓発活動を実施するグ
ループを育成・支援す
る。

継続

地域団体等が行
う男女共同参画
啓発活動への支
援

男女共同参画啓発活動
実施グループの育成、
支援

協働推進課

地域における男女共同
参画意識の向上につな
がるような支援をしてい
く。

男女共同参画啓発推進
員やその他団体の活動
について、育成、支援を
していく。

男女共同参画啓発推進員
やその他団体の活動につ
いて、支援・育成をする。

啓発推進委員等から情
報収集を行い、各種女
性団体・グループの発
掘をする。

啓発推進委員等から情
報収集を行い、各種女
性団体・グループの発
掘をする。

グループとの連携を図
り、支援・育成方法を
検討する。

支援するグループを前
年度より増やす。

各種女性団体やグルー
プの発掘を行わなかっ
た。

Ｂ-

市民活動室を利用する
団体やグループに向け
ての情報提供等をし
た。

　　施策の方向性（3）　　　男女共同参画の視点を持った防災等の推進

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

66

地域の防災活
動における女
性の登用の促
進

県の防災指導員への女
性の登録や女性消防団
員入団の促進を図る。

継続
防災活動におけ
る男女共同参画
の視点の反映

島田市消防団への女性
消防団員の入団促進 危機管理課

女性消防団員20名を目
指して勧誘活動をする。

女性消防団員入団の促
進を図るため、引き続き
勧誘活動を行っていく。

女性消防団員14名を目
指して勧誘活動をする。

女性消防団員16名を目
指して勧誘活動をする。

女性消防団員18名を目
指して勧誘活動をする。

女性消防団員19名を
目指して勧誘活動を
する。

女性消防団員20名を
目指して勧誘活動をす
る。

女性消防団員数14名 B+
目標達成に向けて積極
的に勧誘活動を行っ
た。

（34）

避難所運営会
議等への女性
の登用促進
（再掲）

防災活動に女性の視点
を反映させるため、女性
の参画を促進する。

【新規】
防災活動におけ
る男女共同参画
の視点の反映

市防災会議への女性の
登用促進

危機管理課
女性委員２名以上の登
用を促進する。

女性委員の登用促進を
図るため、引き続き再
任していただけるよう、
お願いをしていく。

H26からの２年間の任
期において、女性２名に
対して再任をお願いす
る。

H26からの任期（２年
目）

H28からの２年間の任
期において、女性２名に
対して再任をお願いす
る。

H28からの任期（２年
目）

H30からの２年間の任
期において、女性２名
に対して再任をお願い
する。

任期継続（２名） A
防災会議委員に、女性
の登用を働きかけるこ
とができた。

（38
-2）

地域防災リー
ダーの育成促
進
(再掲）

地域の自主防災組織に
おける女性リーダーを
育成する。

【新規】

政策形成過程の
場へ参画する女
性リーダーの育
成

地域防災リーダー養成
講座の開催

危機管理課

地域防災リーダー養成
講座を開催する。
（女性受講者数25名を
目指す。）

女性の受講者を増や
し、講座受講者を市で
登録することで、自主防
災会役員の補佐や個別
指導などの活動につな
がるように実施する。

地域防災リーダー養成
講座を開催する。
（女性受講者を年間５名
にする。）

地域防災リーダー養成
講座を開催する。
（女性受講者数を年間５
名にする。）

地域防災リーダー養成
講座を開催する。
（女性受講者数を年間５
名にする。）

地域防災リーダー養
成講座を開催する。
（女性受講者数を年間
５名にする。）

地域防災リーダー養成
講座を開催する。
（女性受講者数を年間
５名にする。）

全受講生31名中女性受
講者数８名

A

目標達成に向けて会議
やＳＮＳ等で積極的に
募集し、女性受講者数
は平成28年度目標の５
名に達した。

地域の防災、安
全活動などの分
野への女性の視
点、知識、経験の
反映

各自治会が選出する委
員等において、その構
成がどちらかの性に偏
ることのないよう、固定
的な役割分担意識を払
拭するよう啓発する。

地域づくりに男女
がともに関わるこ
との重要性の啓
発

防災、防犯、交通安全
等の地域の安全活動へ
の女性の参加の促進を
図る。

各自治会から
推薦される各
種委員におけ
る男女の構成
比の見直し

地域の活動に
おける男女共
同参画意識の
醸成

62

63
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

基本的施策７　生涯を通じた男女の健康支援

　　施策の方向性（１）　　　ライフステージに応じた健康支援

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

67
性別、年齢に
応じた各種検
診等の推進

性別、年齢に応じた各
種がん検診等を実施
し、健康支援を行う。

継続
性別や年齢に配
慮した健康支援

がん検診事業 健康づくり課

各がん検診受診率
胃がん25％、大腸がん
40％、
肺がん40％、乳がん
45％、
子宮頸がん45％、
前立腺がん30％

国庫補助事業を活用
し、受診勧奨を積極的
に行い、受診者数の向
上に取り組む。

各がん検診受診率(目
標値）
胃がん16.5％、大腸が
ん32.0％、
肺がん34.5％、乳がん
43.2％、
子宮頸がん38.4％、
前立腺がん22.1％

各がん検診受診率(目
標値）
胃がん15.3％、大腸が
ん33.4％、
肺がん33.1％、乳がん
20.8％、
子宮頸がん24.6％、
前立腺がん24.0％

各がん検診受診率(目
標値）
胃がん15.4％、大腸が
ん34.0％、
肺がん33.5％、乳がん
19.6％、
子宮頸がん12.2％、
前立腺がん24.3％

各がん検診受診率(目
標値）
胃がん15.6％、大腸が
ん34.6％、
肺がん33.8％、乳がん
21.0％、
子宮頸がん24.8％、
前立腺がん24.5％

各がん検診受診率(目
標値）
胃がん15.7％、大腸が
ん35.2％、
肺がん34.1％、乳がん
19.8％、
子宮頸がん12.3％、
前立腺がん24.8％

各がん検診受診率
（平成29年３月13日現
在）
胃がん14.5％（男
16.1％、女13.5％）、大
腸がん32.8％（男31％、
女33.9％）、肺がん
32.4％（男30.4％、女
33.7％）、乳がん18.6％
（女のみ）、
子宮頸がん11.7％（女
のみ）、前立腺がん
21.8％（男のみ）

Ｂ-

全ての検診において、
計画の目標をを下回っ
ており、受診率が伸び
悩んでいる。

68
男女の健康相
談体制の充実

栄養、健康、精神等に
関する各種相談を実施
し、健康支援を行う。

継続
性差に配慮した
健康支援

男女の健康相談体制の
充実

健康づくり課

開催時間を検討すると
ともに、広報紙等による
ＰＲを行い受講者を増
加させる。

各年齢層に応じた相談
を実施する。

下記の相談を実施す
る。
・食生活相談
・健康相談随時
・健康教育

下記の相談を実施す
る。
・食生活相談
・健康相談
・健康教育

下記の相談を実施す
る。
・食生活相談
・健康相談
・健康教育

下記の相談を実施す
る。
・食生活相談
・健康相談
・健康教育

下記の相談を実施す
る。
・食生活相談
・健康相談
・健康教育

食生活相談22回66人
（定期）
食生活相談73回140人
（随時）
随時健康相談 2135人
健康相談 12回352人
（定期）14回1090人（単
発）
健康教育　55回1292人

Ｂ

地区組織や企業など幅
広い層に対し、健康教
育、健康相談を実施す
ることができた。今後更
に利用者を拡大するた
め、夜間の健康相談な
どを行っていく。

継続
妊産婦や乳幼児を持つ
親を対象とした講座の
開催

健康づくり課

市民に対して、妊娠・出
産についての正しい知
識を普及啓発する。
妊娠期や育児期の不安
解消及び児の健全な発
達につなげる。

市民を対象とした普及
啓発の講座を年に１回
開催する。
広報やホームページに
より周知し、参加を呼び
かける。

妊産婦や乳幼児をもつ
親に対して、出産や育
児に関する講座を開催
し、情報提供や育児支
援を行う。

・妊産婦に対して情報
提供を行い、保健指導
を行う。
・子育て支援センターへ
の参加を促す。
・乳幼児をもつ親に対し
て、出産や育児に関す
る講座を開催し、情報
提供や育児支援を行
う。
・BPプログラム（社会教
育課事業）への参加を
促す。
・妊娠・出産についての
講座を年1回開催。
・離乳食開始から後期
までの進め方や栄養、
調理の手法を行う。
乳幼児相談　30回
離乳食講習会　12回
その他の離乳食相談48
回

・妊産婦に対して情報
提供を行い、保健指導
を行う。
・子育て支援センターへ
の参加を促す。
・乳幼児をもつ親に対し
て、出産や育児に関す
る講座を開催し、情報
提供や育児支援を行
う。
・BPプログラム（社会教
育課事業）への参加を
促す。
・妊娠・出産についての
講座を年1回開催。
・離乳食開始から後期
までの進め方や栄養、
調理の手法を行う。
乳幼児相談　30回
離乳食講習会　12回
その他の離乳食相談48
回

・妊産婦に対して情報
提供を行い、保健指
導を行う。
・子育て支援センター
への参加を促す。
・乳幼児をもつ親に対
して、出産や育児に関
する講座を開催し、情
報提供や育児支援を
行う。
・BPプログラム（社会
教育課事業）への参
加を促す。
・妊娠・出産について
の講座を年1回開催。
・離乳食開始から後期
までの進め方や栄
養、調理の手法を行
う。
乳幼児相談　30回
離乳食講習会　12回
その他の離乳食相談
48回

・妊産婦に対して情報
提供を行い、保健指導
を行う。
・子育て支援センター
への参加を促す。
・乳幼児をもつ親に対
して、出産や育児に関
する講座を開催し、情
報提供や育児支援を
行う。
・BPプログラム（社会
教育課事業）への参加
を促す。
・妊娠・出産について
の講座を年1回開催。
・離乳食開始から後期
までの進め方や栄養、
調理の手法を行う。
乳幼児相談　30回
離乳食講習会　12回
その他の離乳食相談
48回

・母子健康手帳交付
727件
・子育て支援包括支援
センターでの相談　337
件
・赤ちゃん訪問　704件
・乳幼児相談　30回
・離乳食講習会　12回
・その他の離乳食相談
48回
・赤ちゃんふれあいタイ
ム、BPへの協力

対象者には講座の周知
をし、開催講座では情
報提供や育児支援を
行った。

B

妊娠・出産についての
講座は県主催で金谷高
校で実施し、市の単独
実施はなかったが、今
後も正しい知識の普及
啓発に努めていく。
妊娠期や育児期の不安
解消及び児の健全な発
達に関する講座や育児
相談を実施した。

継続
乳房マッサージ、母乳
栄養、育児相談、育児
支援講座の実施

市民病院
病院総務課

乳房マッサージ・母乳栄
養・育児相談の実施
実施回数週２～３回

案内チラシの掲示や配
布をする。病院ホーム
ページに載せている情
報を随時更新していく。

乳房マッサージ・母乳栄
養・育児相談を実施す
る。

マミーサロンのPRを妊
娠中（外来）から分娩
（入院）時にかけて行
い、母子健診は、分娩
の退院後1週間前後で
予約受診することで、対
象者を増やして実施す
る。

産後のマミーサロンだ
けでなく、集団指導とし
て、妊娠中の母親学級
を前・中・後期の3回毎
月実施する。

母子健診予約をする
ことで対象者が確実に
受診できるようにす
る。2回目以降の相談
も受け入れていく。実
施回数を継続してい
く。

対象者が繰り返し相談
できるよう実施回数を
継続し、早期に対応す
ることで、重症化を防
ぐ。
島田市子育て世代包
括支援センター「てくて
く」との連携をさらに強
化する。

マミーサロンを年4期（6
月、9月、12月、3月）の
計12回実施した。（延べ
75人参加3月9日現在）
産後母子健診には、初
産婦が80名、経産婦が
90名参加した。
母乳外来では、主に乳
腺炎に対するケアにつ
いて指導し、56名が参
加した。
個別保健指導では、初
期に母子手帳交付、中
期に体重増加につい
て、後期に膝胸位・分娩
に関する指導を行った。
（初期101名、中期131
名、後期155名参加）
マザークラスは6月から
開始し、妊婦186名とそ
の夫51名が参加した。

A

個別指導と集団指導を
実施し、妊婦に対する
指導面が強化できた。

産後母子健診の定着率
は、平成27年度が1.22
回/人、平成28年度が
1.07回/人となっており、
産後の母親へ定着して
きた。
マザークラスは、1課の
受講人数が少ないこと
と、8月・12月がは受講
者が0人であったことか
ら、平成29年1月から1・
2課と3課の2回に変更し
た。里帰り分娩が、平成
27年度24.9％から平成
28年度33.8％と増加傾
向であることが、1課の
受講者数が少ない原因
と思われる。

出産にかかわ
る講座や相談
の実施

妊産婦に配慮し
た健康支援

出産や育児に関する講
座や育児相談を実施し
て、健康支援を行う。

69
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

70
不妊治療に関
する支援

不妊治療の相談、助成
事業を実施する。

継続
男女がともに不妊
治療に臨める支
援

不妊治療相談事業
特定不妊治療費助成事
業

健康づくり課

・不妊治療相談
・一般不妊治療（人工授
精）費助成
・特定不妊治療費助成

広報やホームページに
より周知する。

・不妊治療相談
・一般不妊治療（人工授
精）費助成
・特定不妊治療費助成

・不妊治療相談
・一般不妊治療（人工授
精）費助成
・特定不妊治療費助成
(対外受精・顕微授精・
男性不妊)

・不妊治療相談
・一般不妊治療（人工授
精）費助成
・特定不妊治療費助成
(対外受精・顕微授精・
男性不妊)

・不妊治療相談
・一般不妊治療（人工
授精）費助成
・特定不妊治療費助
成(対外受精・顕微授
精・男性不妊)

・不妊治療相談
・一般不妊治療（人工
授精）費助成
・特定不妊治療費助成
(対外受精・顕微授精・
男性不妊)

・不妊治療相談84件
・一般不妊治療（人工授
精）費助成16件
・特定不妊治療費助成
(対外受精・顕微授精・
男性不妊)104件
(3月6日現在)

B

28年度についても不妊
治療の相談や助成を行
い、支援をすることがで
きた。

71
スポーツや
サークル活動
の促進

スポーツ教室・レクリ
エーション教室を開催
し、スポーツを通して健
康支援を行う。また、家
族が参加しやすい講座
を実施する。

継続

生涯を通じて男女
が健康を保持・増
進できるようス
ポーツ活動に取り
組む環境づくりの
推進

スポーツ教室
レクリエーション教室

スポーツ振興課

誰もが参加しやすいス
ポーツ教室・レクリエー
ション教室を実施する。
実施数70回
目標参加人数1,500人

誰もが参加しやすい教
室の開催の為、教室参
加者を分析し、世代や
性別が偏った教室があ
れば、少数層にとって
参加しやすい体制を整
備する。

スポーツ教室・レクリ
エーション教室を開催
する。男性の参加が少
なかったことから実施し
た「男のトランポウォー
ク教室」の開催を増や
す。

スポーツ教室・レクリ
エーション教室を開催
する。教室によっては、
マンネリ化してしまい、
参加者もメンバーが固
定化している種目があ
る為、新種目への移行
を検討する。
（目標参加人数1,200
人）

スポーツ教室・レクリ
エーション教室を開催
する。新種目への移行
を実施する。
（目標参加人数1,300
人）

スポーツ教室・レクリ
エーション教室を開催
する。既存の教室で
は、基本的に成人が
対象者となっており、
家族が参加しやすい
教室とする為、種目を
限定し親子を対象とし
た教室を開催する。開
催日も親子で参加し
やすいよう土曜日の
開催とする。
（目標参加人数1,400
人）

スポーツ教室・レクリ
エーション教室を開催
する。全種目におい
て、親子を対象とした
教室を開催する。
（目標参加人数1,500
人）

スポーツ教室教室参加
者　1,215人　スポーツ
教室に参加しにくい子
育て中のお母さんを対
象に、託児付の「ママさ
ん教室」を開催し、19名
（定員20名）が参加し
た。

A

昨年度よりも、大幅に参
加者が増加した。また、
託児付の「ママさん教
室」で参加者にアンケー
トを行ったところ、「次回
も参加したい」と感じた
参加者が100％であっ
た。

　　施策の方向性（2）　　性と生殖に関する知識の普及及び情報提供

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

72
性感染症対策
の推進

HIV抗体検査・性感染症
検査及び相談事業につ
いて周知する。

継続
健康をおびやか
す問題について
の周知

HIV抗体検査・性感染症
検査及び相談事業の周
知

健康づくり課

中部健康福祉センター
で実施するエイズ相談
日を広報しまだに掲載
し、市民へ普及する。

HIV抗体検査・性感染症
検査及び相談事業の広
報活動の推進

中部健康福祉センター
で実施するエイズ相談
日を広報しまだに掲載
する。

中部健康福祉センター
で実施するエイズ相談
日を広報しまだに掲載
する。

中部健康福祉センター
で実施するエイズ相談
日を広報しまだに掲載
する。

中部健康福祉セン
ターで実施するエイズ
相談日を広報しまだに
掲載する。

中部健康福祉センター
で実施するエイズ相談
日を広報しまだに掲載
する。

中部健康福祉センター
で実施するHIV抗体検
査・性感染症検査及び
相談日を広報しまだに
12回掲載した。

B＋

毎月の広報紙による
HIV抗体検査・性感染症
検査及び相談の周知が
できた。

(18)

学校教育現場
における性教
育の推進・充実
（再掲）

「自他の尊重を基本とし
た性教育」を各学年に
おいて実施する。

継続

リプロダクティブ・
ヘルス／ライツの
立場に立った性
教育の推進

性に関する授業の実施 学校教育課
「性に関する授業」を実
施する。

養護教諭と連携して発
達段階に応じた授業内
容を考える。

「性に関する授業」を実
施する。

「性に関する授業」を実
施していく。

子どもの実態に合った
年間指導計画を作成
し、青少年を取り巻く社
会の情勢や話題を積極
的に取り入れた授業を
行う。

子どもの実態に合った
年間指導計画を作成
し、青少年を取り巻く
社会の情勢や話題を
積極的に取り入れた
授業を行う。

子どもの実態に合った
年間指導計画を作成
し、青少年を取り巻く社
会の情勢や話題を積
極的に取り入れた授業
を行う。

各校、年間指導計画に
沿って、性に関する教
育を実施した。

B＋
発達段階に応じた身体
的性差についての理解
が深まった。
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

基本的施策８　女性に対する暴力の根絶【島田市ＤＶ防止対策基本計画】

　　施策の方向性（１）　　　女性に対する暴力根絶へ向けた啓発、教育の充実

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

男女共同参画週間や人
権週間に合わせて、男
女の人権尊重の啓発活
動を実施する。

継続
人権擁護委員の日及び
人権週間における啓発
活動の実施

生活安心課

「人権擁護委員の日」
「人権週間」等に合わせ
て、市民に広く周知する
活動を実施する。

人権擁護委員の日や人
権週間等に合わせて、
街頭広報の実施や人権
ポスター展の開催、講
演会・講座等を開催す
る。

「人権擁護委員の日」に
合わせた街頭啓発活動
の実施
人権週間に合わせた人
権ポスター展、人権セミ
ナーの開催

人権擁護委員の日や人
権週間等に合わせて、
街頭広報や人権ポス
ターの展示などの啓発
活動を推進していく。

人権擁護委員の日や人
権週間等に合わせて、
街頭広報や人権ポス
ターの展示などの啓発
活動や人権講座を開催
していく。

人権擁護委員の日や
人権週間等に合わせ
て、街頭広報や人権
ポスターの展示などの
啓発活動や人権講座
を開催していく。

人権擁護委員の日や
人権週間等に合わせ
て、街頭広報や人権ポ
スターの展示などの啓
発活動や人権講座を
開催していく。

「人権擁護委員の日」に
合わせた街頭啓発活動
を市内3ヶ所で実施し
た。
実施日6/2

B 講座等の行事も必要

女性に対する暴力をな
くす運動や児童虐待防
止推進月間に合わせて
暴力根絶の啓発事業を
実施する。

継続

女性に対する暴力をな
くす運動や児童虐待防
止推進月間に合わせた
暴力根絶の啓発事業

子育て応援課

引き続き、１１月の推進
月間に合わせて広報し
まだに記事を掲載す
る。

国・県で行う啓発事業と
連携しながら、より効果
的な啓発を行っていく。

１１月の推進月間に合
わせて広報しまだに記
事を掲載する。

１１月の推進月間に合
わせて広報しまだに記
事を掲載する。

１１月の推進月間に合
わせて広報しまだに記
事を掲載する。

１１月の推進月間に合
わせて広報しまだに記
事を掲載する。

１１月の推進月間に合
わせて広報しまだに記
事を掲載する。

広報しまだに児童虐待
とDVの防止推進の記事
として、関係機関の相
談窓口を掲載した。(12
月号）FMしまだでPRを
行なった。

Ｂ
相談窓口の周知ができ
た。

小中高生の人権啓発ポ
スター展や「種をまこう」
を活用した読み聞かせ
などの啓発を行う。

継続
人権啓発ポスター展
人権副読本読み聞かせ
事業

生活安心課
人権啓発ポスター展や
人権副読本読み聞かせ
事業を開催する。

事業が円滑に実施され
るよう、市教委、学校へ
の情報提供等を密にし
ていく。

人権ポスター展を開催
する。
開催数２回（11月金谷
文化産業祭、12月おお
るり展示ホール
読み聞かせ事業を実施
する。
実施数６回（人権出前
講座に合わせて実施）

人権ポスター展、読み
聞かせ事業を継続して
実施し、より一層のポス
ター展の周知を図る。

人権ポスター展、読み
聞かせ事業を継続して
実施し、より一層のポス
ター展の周知を図る。

人権ポスター展、読み
聞かせ事業を継続し
て実施し、より一層の
ポスター展の周知を
図る。

人権ポスター展、読み
聞かせ事業を継続して
実施し、より一層のポ
スター展の周知を図
る。

市内小中高校28校から
人権ポスター645点の
応募があった。
人権ポスター展を11
月、12月にそれぞれ開
催した。
また、読み聞かせ事業
を実施した。
実施数7回
受講者数461人

Ｂ+

人権ポスター展の応募
点数が前年度に比べ、
95 点増えた。
また、人権出前講座に
合わせて読み聞かせ事
業を７回行った。

高校生、教職員等を対
象に「デートDV」防止に
関する啓発、講座を開
催する。

【新規】
高校生、教職員等に対
するデートDV防止に関
する講座の開催

協働推進課
市内全高校がデートDV
防止講座を受講する。
受講高数６校

市内高校へデートDV防
止に関する講座等を情
報提供をする。

高校生、教職員等に対
するデートDV防止に関
する講座の開催を案内
する。

デートDVに関するホー
ムページを作成し、正し
い理解の促進を図る。

デートDVに関して、国
や県のホームページと
リンク付けし、正しい理
解の促進を図る。

デートDVに関して、国
や県のホームページ
とリンク付けし、正しい
理解の促進を図る。

市内高校へデートDV
防止の講座等につい
て情報提供をする。

計画にある取り組みが
できなかった。

Ｃ
県主催のセミナーが島
田看護学校で開催さ
れ、担当が出席した。

75
暴力根絶に対
する環境の整
備

暴力的な表現のある書
籍・DVD等の有害図書
類については、青少年
への販売、貸出しの制
限を業者へ依頼する。

継続
誤った性情報や
暴力的な図書類
への接触の制限

レンタルビデオ店・コン
ビニ等への立入調査の
実施

社会教育課

立入調査を夏季（1回）
実施する。
調査数１回
条例周知は全店舗に行
う。特に新規開店責任
者変更店舗に重点を置
く。

自治会、PTA等と連携し
て、地域で取り組むとい
う機運を醸成する。

立入調査を夏季（1回）、
冬季（１回）実施する。

立入調査を夏季（1回）
実施する。

立入調査を夏季（1回）
実施する。

立入調査を夏季（1回）
実施する。

立入調査を夏季（1回）
実施する。

立入調査を夏季（1回）
実施しした。

B+

年1回の立入調査では
あるが、7中学校区で、
コンビ二等調査箇所も
限定し、警察との連携も
あり、効果的に実施され
ている。補導委員の参
加者数は、155人(全体
の78%)、立入調査店舗
は、16店舗。

人権教育の推
進と若年層へ
のDV防止啓発

人権尊重・男女平
等について考える
機会の提供と女
性に対する暴力
根絶に向けた正
しい理解の促進

女性に対する
暴力根絶へ向
けた啓発の推
進

73

女性に対する暴
力根絶に向けた
正しい理解の推
進

74
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

　　施策の方向性（2）　　相談体制の充実と関係機関との連携

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

継続 女性相談事業 協働推進課

庁内関係課や関係機関
への情報提供を行い、
相談件数の増を図って
いく。

女性相談事業を行い、
関係各課と連携してい
く。

１１月の推進月間に合
わせて広報しまだに記
事を掲載する。

関係各課と連携を図る
ため、検討会議を開催
する。

女性相談のチラシの内
容を見直し、配架場所
を増やす。

DV防止推進月間に、
ホームページを見直
し、SNSを利用した推
進を行う。

関係各課と連携を強化
するための環境を見直
し、改善を図る。

チラシの配架は年度初
めのみだったが、啓発
情報紙「パレット」に案
内を掲載した。

Ｂ+
広報しまだやパレットへ
の掲載により周知を図
ることができた。

継続
常設・定例（人権）市民
相談

生活安心課

庁内関係課や関係機関
への情報提供を行うな
ど、市民に周知を図り、
相談件数の増を図って
いく。

常設一般相談及び定例
人権相談を月３回以上
必ず開設する。

常設一般相談及び定例
人権相談を月3回開設
する。

常設一般相談及び定例
人権相談を月３回必ず
開設し、相談件数の増
を図る。

常設一般相談及び定例
人権相談を月３回必ず
開設し、相談件数の増
を図る。

常設一般相談及び定
例人権相談を月３回
必ず開設し、相談件数
の増を図る。

常設一般相談及び定
例人権相談を月３回必
ず開設し、相談件数の
増を図る。

常設一般相談（平日）及
び定例人権相談（月３
回）を開設した。
離婚・家庭問題の相談
件数　143件
（前年度１月末累計154
件）

Ｂ

広報紙への掲載や他課
との連携により相談窓
口の周知を図っている
ところであるが、離婚・
家庭問題の相談件数は
前年度（１月までの累
計）に比べ減少した。

継続
家庭児童相談室体制の
強化

子育て応援課
家庭児童室相談体制を
強化する。（職員研修等
の参加）

県女性相談ｾﾝﾀｰ主催
研修会、県男女共同参
画課主催研修会に積極
的に参加し、情報交換・
情報共有を図る。

家庭児童室相談体制を
強化する。（職員研修等
の参加）

県女性相談ｾﾝﾀｰ主催
研修会（３回）、県児童
相談所主催のDV関連
研修会（１回）

職員研修等の参加によ
り、家庭児童相談室の
相談体制を強化する。
・県女性相談ｾﾝﾀｰ主催
研修会
・県児童相談所主催の
DV関連研修会

職員研修等の参加によ
り、家庭児童相談室の
相談体制を強化する。
・県女性相談ｾﾝﾀｰ主催
研修会
・県児童相談所主催の
DV関連研修会

職員研修等の参加に
より、家庭児童相談室
の相談体制を強化す
る。
・県女性相談ｾﾝﾀｰ主
催研修会
・県児童相談所主催
のDV関連研修会

職員研修等の参加に
より、家庭児童相談室
の相談体制を強化す
る。
・県女性相談ｾﾝﾀｰ主
催研修会
・県児童相談所主催の
DV関連研修会

児童相談所・女性相談
センターが開催する研
修会へ積極的に参加す
ることができた。
参加数：児相研修５回
女性相談研修３回

B＋
研修会へ積極的に職員
が参加することができ
た。

継続 高齢者相談・支援 長寿介護課

地域包括支援センター
（６ヶ所）で相談を実施
するとともに、周知を図
る。

高齢者の総合相談窓口
をして地域包括支援セ
ンターが設置されてい
ることを、FM島田、広
報、民生委員、町内会、
老人クラブ等に周知し
ていく。

地域包括支援センター
（６ヶ所）で相談を実施
するとともに、周知を図
る。

平成27年度は地域包括
支援センターが完全委
託となるため、高齢者
の相談窓口の周知を図
る。

地域包括支援センター
（６ヶ所）で相談を実施
するとともに、周知を図
る。
＊相談受付数の目標は
設けていない。

地域包括支援セン
ター（６ヶ所）で相談を
実施するとともに、周
知を図る。

地域包括支援センター
（６ヶ所）で相談を実施
するとともに、周知を図
る。

高齢者の相談を市内６
か所の地域包括支援セ
ンターにおいて実施し
た。
相談延べ件数6,480件
（Ｈ29年2月末）
*うち高齢女性への身
体的虐待相談７件（実
人数）

B

相談件数が年々増加し
ているが、地域包括支
援センターの認知度を
上げる取組みを継続し
て実施していく必要があ
るため。

継続 医療社会相談事業

市民病院
地域医療
連携室

医療社会相談事業を実
施する。

支援に関する最新な情
報の把握と提供。プライ
バシーを保護するような
相談環境の整備。研修
等による対応職員の資
質向上。

医療社会相談事業を実
施する。

医療社会相談事業を実
施する。

医療社会相談事業を実
施する。

医療社会相談事業を
実施する。

医療社会相談事業を
実施する。

相談があったケースに
対し、必要に応じて他の
相談窓口を紹介及び関
係機関と連携し対応し
た。相談数12件

B+
相談者に対しおおむね
適切な対応が出来た。

継続 障害者相談支援事業 福祉課
相談支援事業を実施す
る。

FMでの広報、民生委員
等への周知、事業所へ
の研修会等を通して広
報していく。

相談支援事業を実施す
る。

福祉課など窓口や電話
等による相談支援を充
実させるとともに、家児
相との連携を図る。

福祉課など窓口や電話
等による相談支援を充
実させるとともに、家児
相との連携を図る。

福祉課など窓口や電
話等による相談支援
を充実させるととも
に、家児相との連携を
図る。

福祉課など窓口や電
話等による相談支援を
充実させるとともに、家
児相との連携を図る。

窓口や電話での相談支
援を充実させるとともに
警察や学校、家児相と
の連携を図った。

B

被害者への迅速かつ適
切な対応ができるよう
関係機関と連携を図っ
ている。

女性が利用しや
すい環境の整備

DV等に関する相談窓口
や支援情報の周知を図
るとともに、相談担当者
及び関係職員の資質の
向上に努め、体制の充

実を図る。

相談体制の充
実

76
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

継続
家庭児童相談室及び要
保護児童対策地域協議
会の運営

子育て応援課

引き続き、静岡県DV防
止中部地域ネットワーク
会議へ出席するととも
に、要保護児童対策地
域協議会を開催し、情
報を共有する。

部会を設け、関係機関
と密に連携して、情報交
換や情報共有を図って
いく。

静岡県DV防止中部地
域ネットワーク会議へ出
席するとともに、要保護
児童対策地域協議会を
開催する。

静岡県DV防止中部地
域ネットワーク会議へ出
席するとともに、要保護
児童対策地域協議会を
開催する。

静岡県DV防止中部地
域ネットワーク会議へ出
席するとともに、要保護
児童対策地域協議会を
開催する。

静岡県DV防止中部地
域ネットワーク会議へ
出席するとともに、要
保護児童対策地域協
議会を開催する。

静岡県DV防止中部地
域ネットワーク会議へ
出席するとともに、要
保護児童対策地域協
議会を開催する。

要保護児童対策地域協
議会代表者会議を開催
した。開催数１回
児童生徒指導・虐待・Ｄ
Ｖ部会を開催した。
開催数６回

B＋

会議への出席や部会の
開催により、情報交換
や関係機関との情報共
有ができ、適切な対応
が図れている。

継続

母子検討会、のびの
びっこ教室（虐待予防
教室）、要保護児童対
策地域協議会

健康づくり課

他課との連携により、母
子保健、乳幼児部会、
のびのびっ子教室を開
催する。（年12回）

他課と連携して、虐待
予防のための講座を開
催する。母子保健・乳幼
児部会で支援が必要な
ケースの検討を行う。

母子保健、乳幼児部会
で、支援が必要なケー
スの検討を行う。のび
のびっ子教室の開催に
より虐待予防を推進す
る。

母子保健乳幼児部会を
年12回開催し、支援が
必要なケースの検討を
行う。ノーバディーズ
パーフェクトを1期6回年
3期開催し、虐待予防を
推進する。

母子保健乳幼児部会を
年12回開催し、支援が
必要なケースの検討を
行う。ノーバディーズ
パーフェクトを1期6回年
２期開催し、虐待予防を
推進する。

母子保健乳幼児部会
を年12回開催し、支援
が必要なケースの検
討を行う。ノーバ
ディーズパーフェクトを
1期6回年２期開催し、
虐待予防を推進する。

母子保健乳幼児部会
を年12回開催し、支援
が必要なケースの検
討を行う。ノーバディー
ズパーフェクトを1期6
回年２期開催し、虐待
予防を推進する。

母子保健・乳幼児部会
を年12回開催し、支援
が必要なケースの検討
を行った。ノーバディー
ズパーフェクトを1期6回
年２期開催した。

B＋

母子保健・乳幼児部会
を予定通り開催し、ケー
ス検討を行った。市立
島田市民病院の参加を
得た。ノーバディーズ
パーフェクトを開催し、
支援を行った。

継続
島田市高齢者・障がい
者虐待防止ネットワーク
会議

長寿介護課

島田市高齢者、障がい
者虐待防止ネットワーク
会議の開催（年2回）、
虐待防止のための研修
会を実施（年１回）する。

会議で関係機関と連携
するとともに、研修会に
よる従事者の資質向上
を図っていく。

島田市高齢者、障がい
者虐待防止ネットワーク
会議、虐待防止のため
の研修会を実施する。

島田市高齢者障がい者
虐待防止ネットワーク会
議を開催する。
開催数２回
虐待防止研修会を開催
する。
開催数１回

島田市高齢者障がい者
虐待防止ネットワーク会
議を開催する。
開催数２回
虐待防止研修会を開催
する。
開催数１回

島田市高齢者障がい
者虐待防止ネットワー
ク会議を開催する。
開催数２回
虐待防止研修会を開
催する。
開催数１回

島田市高齢者障がい
者虐待防止ネットワー
ク会議を開催する。
開催数２回
虐待防止研修会を開
催する。
開催数１回

島田市高齢者障がい者
虐待防止ネットワーク会
議を開催した。
開催数２回

介護保険事業者向け虐
待防止研修会を開催し
た。
開催数１回

B

関係機関からの虐待相
談・通報件数は増加し
ており、連携の強化が
図られているため。

継続 障害者相談支援事業 福祉課
相談支援事業を実施す
る。

ケア会議等で関係機関
との連携を図っていく。

相談支援事業を実施す
る。

福祉課など窓口や電話
等による相談支援を充
実させるとともに、家児
相との連携を図る。

福祉課など窓口や電話
等による相談支援を充
実させるとともに、家児
相との連携を図る。

福祉課など窓口や電
話等による相談支援
を充実させるととも
に、家児相との連携を
図る。

福祉課など窓口や電
話等による相談支援を
充実させるとともに、家
児相との連携を図る。

窓口や電話での相談支
援を充実させるとともに
警察や学校、家児相と
の連携を図った。

B

被害者への迅速かつ適
切な対応ができるよう
関係機関と連携を図っ
ている。

　　施策の方向性（3）　　被害者の安全保護と自立支援

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

78
DV防止法制度
や支援制度の
啓発の推進

ＤＶ防止法に基づく通報
についての理解の浸透
を図るとともに支援制度
について情報提供や啓
発を行う。

【新規】
法律の趣旨や制
度の正しい理解
の促進

DV防止法制度や支援
制度の啓発の推進

子育て応援課
DV防止推進月間にあ
わせて、ホームページ
に情報提供をする。

DV防止推進月間等に
合わせ、女性に対する
暴力根絶及びDV防止
法制度や支援制度の啓
発を行う。

DV防止推進月間にあ
わせて、ホームページ
に情報提供をする。

DV防止推進月間にあ
わせて、ホームページ
や広報しまだに情報を
提供する。

DV防止推進月間にあ
わせて、ホームページ
や広報しまだに情報を
提供する。

DV防止推進月間にあ
わせて、ホームページ
や広報しまだに情報を
提供する。

DV防止推進月間にあ
わせて、ホームページ
や広報しまだに情報を
提供する。

DV防止推進月間にあ
わせて、ホームページ
や広報しまだに情報を
提供した。

A
広く市民に周知させるこ
とが出来た。

79
被害者の安全
確保

関係機関等と連携し、
DV等被害者の保護体
制の強化・充実を図る。

【新規】
被害者の立場を
最優先にした対
応

被害者の安全確保 子育て応援課
随時被害者の安全確保
をする。

警察、県女性相談ｾﾝﾀｰ
等の関係機関との連携
により被害者の安全を
確保する。

警察・県女性相談セン
ター等関係機関との連
絡会議を開催する（年６
回）
ケース会議の開催（随
時）

警察・県女性相談セン
ター等関係機関との連
絡会議を開催する（年６
回）
ケース会議の開催（随
時）

警察・県女性相談セン
ター等関係機関との連
絡会議を開催する（年６
回）
ケース会議の開催（随
時）

警察・県女性相談セン
ター等関係機関との
連絡会議を開催する
（年６回）
ケース会議の開催（随
時）

警察・県女性相談セン
ター等関係機関との連
絡会議を開催する（年
６回）
ケース会議の開催（随
時）

警察と女性相談セン
ターとの連携は密に取
れている。

Ｂ+
通告後、警察・女性相
談センターと連携し、保
護することができた。

80
被害者の自立
支援

関係機関等と連携し、
DV等被害者の自立支
援体制の強化・充実を
図る。

【新規】
被害者の立場を
最優先にした対
応

被害者の自立支援 子育て応援課
被害者を支援し、自立さ
せる。

県女性相談ｾﾝﾀｰや福
祉事務所等の関係機関
と連携をとり、被害者の
自立に向けた支援を行
う。

現行制度の理解に努
め、関係機関と連携を
図る。自立に向けた支
援を行う。

現行制度の理解に努
め、関係機関と連携を
図る。自立に向けた支
援を行う。

現行制度の理解に努
め、関係機関と連携を
図る。自立に向けた支
援を行う。

現行制度の理解に努
め、関係機関と連携を
図る。自立に向けた支
援を行う。

現行制度の理解に努
め、関係機関と連携を
図る。自立に向けた支
援を行う。

県女性相談センターや
他市福祉事務所と連携
をとり、自立に向けた支
援を行った。

Ｂ+

市関係機関・女性相談
センター・他市福祉事務
所と連携し、自立に向
けた支援を行うことがで
きた。

DV等に関する相談につ
いて、庁内関係課はも
とより、警察、県女性相
談センターなどの関係
機関のほか、学校や医
療機関などとの連携強

化を図る。

被害者の立場を
最優先にした対
応

関係機関との
連携強化

77
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

　　施策の方向性（4）　　セクシュアル・ハラスメント等の防止対策の推進

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

81
セクシャル・ハ
ラスメント等の
防止の推進

企業、団体等に向け
て、セクシュアル・ハラ
スメント等の防止につい
て、情報提供や啓発を
推進する。

継続

セクシャル・ハラ
スメント等の根絶
に向けた正しい理
解の促進

セクシャル・ハラスメント
等の防止の啓発事業

商工課

企業懇話会など事業所
が集う場で、啓発チラシ
を配布、配架するととも
に、商工会議所、商工
会の会報への掲載を行
う。

企業懇話会においてチ
ラシを配布する。
商工会議所、商工会の
会報への掲載を行う。

企業懇話会で啓発チラ
シを配布、配架する。

企業懇話会で啓発チラ
シを配布、配架する。
商工会議所、商工会の
会報への掲載を行う。

企業懇話会で啓発チラ
シを配布、配架する。
商工会議所、商工会の
会報への掲載を行う。

企業懇話会で啓発チ
ラシを配布、配架す
る。
商工会議所、商工会
の会報への掲載を行
う。（継続）
企業向けのセミナー
等で告知をする。

企業懇話会で啓発チラ
シを配布、配架する。
商工会議所、商工会の
会報への掲載を行う。
（継続）
企業向けのセミナー等
で告知をする。

厚生労働省より届いた
ポスターを庁舎内、公
民館等に掲示した。

Ｂ-

ポスターの掲示をした
が、それが効果としては
ほとんど出ていないと
感じられるため。
今後、企業のセミナー
等で告知する時間を設
け、実際に効果の出や
すい啓発をしていく。

継続
教職員研修会の開催と
相談員の配置

学校教育課

県主催の各種教職員研
修会に参加し、自校職
員に周知する。
各校セクシュアル・ハラ
スメント等についての相
談員を置く。(各校一人
以上)

研修会に参加し、必ず
自校の職員に伝える場
を持つ。

県主催の各種教職員研
修会に参加する。
各校セクシュアル・ハラ
スメント等についての相
談員を置く。

・県主催の各種教職員
研修会に参加する。
・各校一人以上の相談
員を置き、相談しやすい
雰囲気づくりをする。

・県主催の各種教職員
研修会に参加する。
・各校一人以上の相談
員を置き、相談しやすい
雰囲気づくりをする。

・県主催の各種教職
員研修会に参加す
る。
・各校一人以上の相
談員を置き、相談しや
すい雰囲気づくりをす
る。

・県主催の各種教職員
研修会に参加する。
・各校一人以上の相談
員を置き、相談しやす
い雰囲気づくりをする。

県主催の各種教職員研
修会に参加し、職員に
周知した。
各校セクシュアル・ハラ
スメント等についての相
談員を置いた。

Ｂ＋

相談しやすい環境とな
り、セクシュアル・ハラス
メントについて理解が進
んでいる。

継続
セクハラ・パワハラ防止
研修会の開催

市民病院
病院総務課

勤務時間の都合によ
り、全職員参加は不可
能なので、管理職、一
般職の参加人数30～
40％程度を目標とした
い（平成28年度から平
成30年度の３年間合
計）

定期的に病院職員対象
の研修会を実施する。

セクハラ・パワハラ防止
に向けた研修会を実施
する。

管理職を対象としたセク
ハラ・パワハラ防止研修
会を開催する。

職位に応じたセクハラ・
パワハラ防止研修会の
開催を検討する。

職位に応じたセクハ
ラ・パワハラ防止研修
会の開催を検討する。

職位に応じたセクハラ・
パワハラ防止研修会
の開催を検討する。

研修は開催しなかった
が、ハラスメント防止対
策委員会規程を制定
し、委員会を立ち上げ
た。

B

今までなかったハラスメ
ントに関する委員会を、
新たに立ち上げた。
研修、教育、相談、案件
の検討を行っていく。

【新規】
セクハラ・パワハラ防止
研修会の開催と相談員
の配置

人事課

職員相談員を設置する
相談員数庁内20人程度

研修会を実施する
実施数1回

職員相談員の役割や存
在意義、研修会の趣旨
を説明し、充分な理解を
得た上で制度を運用す
る。

職員相談員を設置す
る。

研修会を実施する。

平成27年度について
も、20人程度の職員相
談員を設置する。
また、研修会も１回実施
する。

20人程度の職員相談員
を設置する。
また、研修会も１回実施
する。

20人程度の職員相談
員を設置する。
また、研修会も１回実
施する。

20人程度の職員相談
員を設置する。
また、研修会も１回実
施する。

職員相談員　20人を設
置した。
セクハラ・パワハラ防止
研修会を実施　186人参
加

A

職員相談員は計画人数
を配置し、さらに女性相
談員の割合にも配慮し
た。
研修にも多くの職員が
参加した。

市職員や教職員に対
し、ｾｸｼｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ等
の防止の研修会を実施
する。また、被害者の相
談体制の整備を行う。

セクシュアル・
ハラスメント等
の防止に関す
る庁内体勢の
整備

職員一人ひとりの
セクハラ等の防止
意識の醸成

82
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基本的施策９　国際的視野の下での男女共同参画

　　施策の方向性（１）　　　国際的な動向を踏まえた男女共同参画の推進

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

83
諸外国の情報
提供及び啓発
の推進

男女共同参画に関する
国際的な先進事例等の
情報を収集し、発信す
る。

継続

国際社会の情報
収集と市民にわ
かりやすい情報
の提供

男女共同参画に関する
国際的な情報の提供

地域づくり課

ホームページに男女共
同参画の国際的な取組
状況等がわかるページ
を作成し、掲載する。

男女共同参画に関する
国際的な情報を収集す
るため、国・県等が主催
する講演会等へ参加す
る。

諸外国の情報をホーム
ページに掲載する。

男女共同参画に関する
国際的な情報を収集す
るため、国・県等が主催
する講演会等への参加
を検討する。

男女共同参画に関する
国際的な情報を収集す
るため、国・県等が主催
する講演会等への参加
を検討する。

男女共同参画に関す
る国際的な情報を収
集するため、国・県等
が主催する講演会等
への参加を検討する。

ホームページに男女共
同参画の国際的な取
組状況等の情報を掲
載する。

国・県等が主催する講
演会等への参加なし。

Ｃ 実施なしのため。

継続
外国人向け母子手帳等
の配布

健康づくり課

外国人向けの母子手
帳、乳児健診受診票、
予防接種問診票を配布
する。

市民のニーズを把握
し、外国人向けの母子
手帳、乳幼児健診受診
票、予防接種問診票の
充実を図る。

外国人向けの母子手
帳、乳児健診受診票、
予防接種問診票を配布
する。

外国人のニーズに合わ
せ、母子手帳、乳児健
診受診票、予防接種問
診票を100％配布する。

外国人のニーズに合わ
せ、母子手帳、乳児健
診受診票、予防接種問
診票を100％配布する。

外国人のニーズに合
わせ、母子手帳、乳児
健診受診票、予防接
種問診票を100％配布
する。

外国人のニーズに合
わせ、母子手帳、乳児
健診受診票、予防接種
問診票を100％配布す
る。

外国人向け母子手帳、
乳幼児健診受診票、予
防接種予診票等の配布
を100％実施した。

Ｂ＋

外国人の方に対して、
外国語版の母子手帳、
乳幼児健診受診票、予
防接種予診票等の配布
を100％実施する事が
出来た。

継続

外国人受診者のための
窓口対応マニュアル、
院内表示の見直し、整
備

市民病院
医事課

マニュアル・案内表示を
見直す。（年１回）

外来などの医療現場か
ら問題等を収集し、年1
回、課内対策会議を開
催し、検討する。

マニュアルと外来案内
表示を見直す。（年１
回）

年１回、マニュアルの見
直しを行う。

受付付近に英語の案内
表示を設置する。

年１回、マニュアルの見
直しを行う。

待合付近に英語の案内
表示を設置する。

年１回、マニュアルの
見直しを行う。

院内関係部署と協議
の上、外来等に英語
の案内表示を設置す
る。

年１回、マニュアルの
見直しを行う。

院内関係部署と協議
の上、外来等に英語の
案内表示を設置する。

マニュアルの見直しを
行い、現状維持とした。

総合案内付近に英語表
示の設置を検討中。

3/24課内対策会議を開
催予定。

B+
計画通りに実施してい
る。

継続 外国語による情報提供 市民課

住民基本台帳カード交
付申請書、公的個人認
証発行申請書、支援措
置申出書について、引
き続き外国語表記の申
請書を備えておく。
住民票の写し交付申請
書について、英語以外
の言語の申請書を作成
する。
各種申請書について、
制度改正などによる記
載内容の修正を随時行
う。

新たな言語の申請書の
作成については、他市
での申請書作成状況を
調査し、当該様式を参
考にしたり、外国語の会
話ができる職員に協力
を依頼し、島田市での
申請に適した様式を作
成する。
制度改正などに伴い申
請書様式を変更する際
には、外国語表記の申
請書も併せて変更す
る。

住民基本台帳カード交
付申請書、公的個人認
証発行申請書、支援措
置申出書について、引
き続き外国語表記の申
請書を備えておく。
現在備えていない言語
について、新規作成の
可能性を調査・検討す
る。
外国語表記の申請書に
ついて、制度改正など
が生じた場合、随時記
載内容の修正を行う。

住民基本台帳カード交
付申請書、公的個人認
証発行申請書、支援措
置申出書について、引
き続き外国語表記の申
請書を備えておく。
中国語の様式を作成で
きるよう準備する。
外国語表記の申請書に
ついて、制度改正など
が生じた場合、随時記
載内容の修正を行う。

支援措置申出書につい
て、引き続き外国語表
記の申請書を備えてお
く。
中国語の様式を作成す
る。
外国語表記の申請書に
ついて、制度改正など
が生じた場合、随時記
載内容の修正を行う。

支援措置申出書につ
いて、引き続き外国語
表記の申請書を備え
ておく。
外国語表記の申請書
について、制度改正な
どが生じた場合、随時
記載内容の修正を行
う。

支援措置申出書につ
いて、引き続き外国語
表記の申請書を備えて
おく。
外国語表記の申請書
について、制度改正な
どが生じた場合、随時
記載内容の修正を行
う。

支援措置申出書につい
て、引き続き外国語の
申請書を備えた。
諸証明申請書について
中国語の様式を作成
し、窓口に備えた。
マイナンバー制度等の
案内について外国語版
を作成し、窓口に備え
た。

A

中国語の申請書様式を
今年度中に作成し、窓
口に備えることが出来
た。
大きな制度改正はな
かったが、マイナンバー
について制度の案内や
マイナンバーカードの申
請について、国から外
国語版を作成し、窓口
に備え、外国人が手続
きに来た際利用した。

外国人を対象とした日
本語教室を開催する。

継続
外国人を対象とした日
本語教室の開催

社会教育課

外国人のための日本語
教室（しまだ楽習セン
ター）を開催する。
開催回数42回
参加者延べ650人

近隣市町の企業に案内
を送付する。
広報、ホームページ、ポ
スター、チラシなどで周
知を図る。

外国人のための日本語
教室（しまだ楽習セン
ター）を開催する。

外国人のための日本語
教室（しまだ楽習セン
ター、プラザおおるり）を
開催する。
開催回数　42回（週1
回）
参加者目標650人

外国人のための日本語
教室（しまだ楽習セン
ター、プラザおおるり）を
開催する。
開催回数　42回（週1
回）
参加者目標650人

外国人のための日本
語教室（しまだ楽習セ
ンター、プラザおおる
り）を開催する。
開催回数　42回（週1
回）
参加者目標650人

外国人のための日本
語教室（しまだ楽習セ
ンター、プラザおおる
り）を開催する。
開催回数　42回（週1
回）
参加者目標650人

開催回数　40回（3月9
日現在）
開催時期　4～3月（3
期）
対象者　はじめて日本
語を習う外国人
内容　日常の会話や仕
事で役に立つ日本語を
学ぶとともに、文字の書
き方や会話の仕方の練
習も行う。
参加者数延べ634人（3
月9日現在）

A

・開催見込み回数は達
成率100%
・参加者見込み人数634
人で達成率97.5%
・男女を問わず、言語に
よるハンディを軽減でき
た。

85
外国人の児童
生徒に対する
支援

外国人児童生徒相談員
等が学校を訪問し、児
童生徒への適応指導や
指導教員への助言・援
助を行う。

継続

男女を問わず外
国人の言語のハ
ンディキャップの
軽減

市嘱託員の配置 学校教育課
外国人児童生徒のため
の市嘱託員を配置す
る。

指導や支援を工夫し、
その効果や重要性を明
確にする。

外国人児童生徒のため
の市嘱託員を配置す
る。

外国人児童生徒のため
の市嘱託員を配置す
る。

外国人児童生徒のため
の市嘱託員を配置し、
対象となる児童生徒の
要望や実態に合った指
導を行う。

外国人児童生徒のた
めの市嘱託員を配置
し、対象となる児童生
徒の要望や実態に
合った指導を行う。

外国人児童生徒のた
めの市嘱託員を配置
し、対象となる児童生
徒の要望や実態に
合った指導を行う。

市嘱託委員による初期
支援指導を実施した。
個に応じた困難さに対
応をした。

B＋
支援した外国人児童生
徒が所属学校に慣れ、
通学することができた。

外国人の生活
基盤の整備

在住外国人向けの行政
情報やパンフレット等を
作成・配布し、外国語に
よる情報提供を行う。

84

男女を問わず外
国人の言語のハ
ンディキャップの
軽減
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第２次（平成26～30年度）男女共同参画行動計画　実施計画書 ●評価 Ａ ：成果あり（達成率80％以上）
Ｂ+ ：ある程度は成果あり（達成率60％～80％未満） Ｂ：ある程度は成果があるが不十分（達成率40％～60％未満） Ｂ- ：ある程度は成果があるが一層の取組が必要（達成率20％～40％未満）
Ｃ ：積極的な取組が必要（達成率20％未満）

　　施策の方向性（2）　　　国際交流等を通しての多様な価値観の理解推進

番号 項目 内　　容 分類
男女共同参画の

視点
事業名

平成29年度
担当課

平成30年度
目標値又は目標

目標達成のための
具体的な取組

平成26年度
計画

平成27年度
計画

平成28年度
計画

平成29年度
計画

平成30年度
計画

平成28年度
実績

平成28年度
評価

平成28年度
評価理由

全小中学校において国
際理解教育（ALT）によ
る学校訪問を実施す
る。また、総合的な学習
の時間等を利用して、
国際経験豊富な講師を
招いて講演会等を開催
する。

継続

ALT訪問等による小学
校外国語活動及び中学
校外国語科の授業にお
ける国際理解教育の推
進
総合的な学習の時間等
における国際理解教育
の推進

学校教育課

児童生徒に異なる文化
や価値観を持った人た
ちと接する機会を提供
し､多文化共生の態度
や国際感覚を養うととも
に、人の思いを察し、社
会性を備えた、コミュニ
ケーションへの積極的
な態度を育成する。

ＡＬＴの小中学校への派
遣や総合的な学習の時
間等を利用した国際的
先進事例を学習など、
さまざまな機会を通して
国際理解教育を行う。

下記の事業を実施す
る。
小学校外国語活動に係
る研修会を開催する。
ALTの小中学校への派
遣をする。
総合的な学習や道徳教
材等による国際理解教
育を行う。

下記の事業を実施す
る。
・小学校外国語活動に
係る研修会を開催す
る。
・ALTの小中学校への
派遣をする。
・総合的な学習や道徳
教材等による国際理解
教育を行う。

下記の事業を実施す
る。
・小学校外国語活動に
係る研修会を開催す
る。
・ALTの小中学校への
派遣をする。
・総合的な学習や道徳
教材等による国際理解
教育を行う。

下記の事業を実施す
る。
・小学校外国語活動
に係る研修会を開催
する。
・ALTの小中学校への
派遣をする。
・総合的な学習や道徳
教材等による国際理
解教育を行う。

下記の事業を実施す
る。
・小学校外国語活動に
係る研修会を開催す
る。
・ALTの小中学校への
派遣をする。
・総合的な学習や道徳
教材等による国際理解
教育を行う。

市嘱託委員による初期
支援指導を実施した。
個に応じた困難さに対
応をした。

B＋
支援した外国人児童生
徒が所属学校に慣れ、
通学することができた。

図書館において、幼児
向けの外国語による読
み聞かせ事業を開催す
る。

継続
幼児向けの外国語によ
る読み聞かせ事業

図書館課
英語による子供向けの
おはなし会を実施する。
実施回数12回

広報しまだ、館内掲示、
ホームページなどにより
事業を周知を図る。

英語による子供向けの
おはなし会を実施する。
実施回数10回

英語による子供向けの
おはなし会を実施する。
実施回数12回

英語による子供向けの
おはなし会を実施する。
実施回数12回

英語による子供向け
のおはなし会を実施
する。
実施回数12回

英語による子供向けの
おはなし会を実施す
る。
実施回数12回

英語による子供向けの
おはなし会を実施した。
実施回数11回

 Ｂ+

定期的におはなし会を
開催し、子供が英語に
親しむ機会を提供でき
た。

87
国際交流活動
の推進

国際理解を深めるた
め、国際交流事業への
市民参加を促進する。

継続
幅広い市民参加
の促進

国際交流団体役員への
女性登用

地域づくり課
国際交流団体女性役員
の割合を高める。
登用率20％以上

役員改選時、各友好委
員会に女性会員の役員
就任を１名以上をとする
ように促す。

国際交流団体女性役員
の割合を高める。
登用率18％

国際交流団体役員の割
合を高める。
登用率20％

国際交流団体役員の割
合を高める。
登用率20％

国際交流団体役員の
割合を高める。
登用率20％

国際交流団体役員の
割合を高める。
登用率20％

国際交流団体役員の女
性登用率17％
（平成27年度　17％）

Ｃ
役員の任期が２年のた
め、平成27年度と同様
の数値となっている。

国際的人材の
育成

国際感覚を身に
つける学習機会
の提供

86
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