
　

白山市男女共同参画行動計画

男女共同参画行動計画　白山２１

平成２５年度事業実施状況



基本目標　Ⅰ　家庭・職場・地域において男女が共に個性と能力を発揮できる社会の実現 ★新規事業

基本課題　１　仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)

男女共同参画室 ★①おやこで楽しむ男女共同参画セミナー
の開催6回
②男女共同参画展・川柳展の開催（6/24～
28）

生涯学習課 ①家庭教育講座の開催2回
②非行被害防止講座の開催21回

男女対象の料理教室の開催 健康増進課 男性のための料理教室を開催５回
(白山市食改協へ委託）

生涯学習課 団塊の世代の料理教室・男の料理教室を７
公民館計８回開催

地産地消課 団体(保育所等)を対象に１３回
一般公募者を対象に２回
計１５回のキッズ☆キッチンを実施

パパも一緒に子育て講座の開催 子育て支援課 育児参加の父親支援と母親に対する産後
のケアなども含めた子育て講座開催(９月、１
２月開催）７人

パパネットあさがおの支援 子育て支援課 育児に参加する父親への支援。
父親と行事計画し参加。

2 家庭における男女共同
参画意識の普及

講演会、ワークショップ、セミナーの
開催

男女共同参画室 ★①おやこで楽しむ男女共同参画セミナー
の開催6回(再掲）
②石川中央広域圏男女共同参画推進協議
会事業の開催（金沢市）11/30　28人

1 学習講座の開催家庭生活における
男女の役割分担意
識の見直し

施策の方向
具体的施策

男性の家事・育児・介護
への参加促進

平成25年度実施状況等該当事業

1

担当課
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施策の方向
具体的施策 平成25年度実施状況等該当事業 担当課

2 子育てを支える環
境の充実

乳児保育・延長保育・休日保育・一
時保育・病後児一時保育の推進

子育て支援課 乳児保育・延長保育・休日保育・一時保育・
病児、病後児一時保育の実施。障害児・要
支援児の保育所受入体制の充実
体調不良児対応型保育所の増（9→11箇
所）

年度途中入園受入の実施 子育て支援課 年度途中入所受入を実施

育児サポートの活用 子育て支援課 ファミサポ会員が受ける研修時間の増（16時
間→24時間）

育児不安の軽減を図るために、マイ
保育園への登録の推進

子育て支援課 マイ保育園事業の実施

2 児童センターの児童養育活動の充
実

子育て支援課 子どもの居場所づくりに向けた既存の児童
館・児童センターの利活用の促進を図る。

放課後児童健全育成事業（放課後
児童クラブ）の充実

子育て支援課 放課後児童健全育成事業（学童クラブ）の
実施。（委託事業）　27箇所

赤ちゃんの駅の実施 子育て支援課 乳児を連れ外出する際に、オムツ交換や授
乳のための場所の提供。44箇所

子育て便利帳等の発行 子育て支援課
こども福祉室

H25年度版　はくさん子育て便利帳の作成。
（2,200部）

健康診査のお知らせ 健康増進課 40,000部作成し世帯に配布した。（５／９）

広報等による児童館、児童センター
の行事の周知

子育て支援課
こども福祉室

毎月市ホームページ・広報お知らせ版に掲
載し周知。★Ｆａｃｅｂｏｏｋの活用

4 子育てに関する相談支
援体制の充実

子育て支援センター事業の充実 子育て支援課 子育てに関する相談・一時保育・ファミリー
サポートセンター事業等の実施。

子育て支援課 保育所・ひろば・児童館で実施。

健康増進課 母子相談(松任2回/月、鶴来1回/月)・幼児
相談（松任1回/月、鶴来1回/3月）

電話相談・面接相談の充実 子育て支援課
こども福祉室

子育て支援課の自立支援員、栄養士、保健
師による相談（３８回）
高等技術訓練促進費6件
自立支援員による相談の実施　１３件

母子、幼児相談の充実

情報提供の充実3

地域における子育て支
援

1 保育サービスの充実
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施策の方向
具体的施策 平成25年度実施状況等該当事業 担当課

2 4 家庭児童相談員による電話相談・面
接相談の充実

子ども相談室 電話、メール、来室面接、訪問による相談
相談件数：電話157件、メール7件、来室面
接33件、訪問25件、計222件で、273人の子
どもを対象した相談

保健師による相談・面接相談の充実 健康増進課 育児及び健康相談の実施  1440人

子育て短期支援事業（ショートステイ
事業・トワイライト事業）の充実

こども福祉室 児童養護施設への委託により実施。
利用延べ人数　３０人

保育所（園）等おける地域交流・世代
間交流の推進

子育て支援課 地域交流・世代間交流の推進の実施。
32保育所で実施

支援センターを中心とした子育て
サークルへの支援の充実

子育て支援課 市内13クラブに活動の支援。
（補助金、保育士による出前保育）

保育所（園）の施設開放の促進 子育て支援課 各保育所、月1～2回の保育所開放日の実
施。

6 仕事と生活の調和 一般事業主行動計画の推進 商工課 工業団地事務局長連絡会議での周知

監理課 白山市主観的事項審査基準で策定事業主
に対して加点を実施

白山市特定事業主行動計画の推進 職員課 白山市特定事業主行動計画の推進（第２期
行動計画Ｈ22.3月～）
「～みんなでサポート子育てしやすい職場
環境を目指して～」　Ｈ25　育児休暇　30人
取得

3 介護を支える環
境の充実

介護を支える環境
の充実

相談窓口の整備充実 長寿介護課
高齢者支援セン

ター

・ワンストップサ－ビスの撤底
★検討会（約15回）を重ね、総合相談専属
の相談員が配置されることとなる。

情報の提供 長寿介護課
高齢者支援セン

ター

①市ホームページでの情報提供
②「利用できます。こんなサービス」冊子作
成　5月発行　6,000部
③まちかど市民講座　　70回・1,417人
★④白山市在宅医療連携協議会の設立

1

子育てに関する地域交
流の活性化

5
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基本課題　２　雇用等の場における男女の均等な機会と待遇の確保 ★新規事業

1 男女雇用機会均等法
等の周知啓発

広報、国等のパンフレットを通じての
周知啓発

商工課 窓口のパンフレット等で啓発

2 積極的改善措置(ポジ
ティブ･アクション)につ
いての啓発

国・県等が主催研修会の参加情報
提供

商工課 窓口のパンフレット等で啓発

3 男女共同参画の推進に
積極的な事業者の顕彰

広報に掲載 商工課 窓口のパンフレット等で啓発

1 職業能力開発への支援 国・県主催研修会の参加促進の活
用

商工課 ＨＰによる情報提供及び奨励金の交付

育児・介護休業法等各種制度の周
知・利用促進

商工課 窓口のパンフレット等で啓発
母子手帳配付時にチラシを配付

広報誌等による情報提供 商工課 HPでの生活資金融資案内及び窓口のパン
フレット等で啓発
Ｈ25　勤労者貸付金　62件　勤労者小口資
金貸付　11件

起業家セミナー等の開催 商工課 窓口のパンフレット等で啓発

起業等への家賃補助 商工課 HPによる周知及び支援補助金の交付

平成２５年度事業実施状況

1 家族経営協定の締結促
進

家族経営協定の締結促進 農業振興課 県等の関係機関と個別に誘導を図る。
①農業経営改善計画申請（再認定）相談時
に推進した。
②1家族において経営協定を締結

2 商店街「おかみさん会」
育成研修

研修会等への参加促進 商工課 にぎわい創出事業の中で助成

5

育児・介護休業制度の
周知・啓発

4 雇用の場における
男女の均等な機会
と待遇の確保

平成25年度実施状況等

自営業等における
労働条件の向上と
支援

2

3 女性起業家等への支援

施策の方向
具体的施策 該当事業 担当課

継続就労・再就労
及び起業への支援
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基本課題　3 　人々が安心して暮らせる環境の整備 ★新規事業

7 ひとり親家庭に対す
る支援の充実

1 相談体制の充実 ひとり親家庭自立支援員による相談
体制の充実

こども福祉室 ひとり親家庭自立支援員による相談対応。

母子寡婦福祉資金貸付、医療費助
成、ホームヘルパー派遣事業の実
施

こども福祉室 母子寡婦福祉資金貸付、医療費助成、ホー
ムヘルパー派遣事業及び学習ボランティア
派遣事業の実施。

児童扶養手当の支給 こども福祉室 児童扶養手当を支給。

ひとり親家庭等の自立促進事業の充
実

こども福祉室 児童扶養手当、母子・寡婦福祉資金貸付
金、自立支援教育訓練給付金、高等技能
訓練促進費、ひとり親家庭等医療費助成等
の実施。

8 生活困窮者への支
援

1 生活の支援 生活困窮者への相談体制の充実 生活支援課 生活に困窮する全ての人に対し、その程度
に応じ必要な保護を行えるよう相談体制を
充実させた。

児童・生徒就学援助 学校教育課 経済的理由によって就学困難な児童生徒
の保護者に対し、学校で必要な費用（給食
費・学用品費等）の一部を援助する。

9 外国人への支援 1 相談体制の充実 外国人への市民相談体制の整備 国際交流課 外国人住民を対象とした日本語教室
共生交流を図る事業の推進
国際交流サロンを活用した相談体制の充実

10 高齢者への支援 1 相談体制の充実 相談窓口の整備充実 長寿介護課
高齢者支援セン
ター

・ワンストップサ－ビスの撤底
★検討会（約15回）を重ね、総合相談専属
の相談員が配置されることとなる。

2 生活の支援 認知症支援策の充実 長寿介護課
高齢者支援セン
ター

・グループホームでの認知症相談窓口の開
設（６か所）
・研修会の開催、家族介護者交流会、認知
症サポ－タ－講座7回・241人

平成25年度実施状況等該当事業
施策の方向

生活の支援

具体的施策

2

担当課
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平成25年度実施状況等該当事業
施策の方向

具体的施策 担当課

10 2 在宅サービスの充実 長寿介護課
高齢者支援セン
ター

①介護相談員の派遣（相談員8名→10名）
　　28施設　訪問回数：延293回

②グループホーム及び小規模多機能型居
宅介護事業所運営推進会議への出席
　　11施設　64回
③地域ケア会議の開催　26回
④多職種合同研修会　3回

施設サービスの充実 長寿介護課
高齢者支援セン
ター

①介護相談員の派遣（相談員8名→10名）
　　12施設　訪問回数：延144回
②小規模特別養護老人ホーム運営推進会
議への出席
　　1施設　6回

11 障害のある人への
支援

1 相談体制の充実 相談支援専門員による相談 障害福祉課 相談支援専門員の配置による相談体制の
整備

2 生活の支援 在宅福祉サービスの充実 障害福祉課 ニーズ把握に努め必要なサービスを提供
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基本課題　4　地域における男女共同参画の推進 ★新規事業

1 地域活動への支援 公民館、町内会など地域活動等へ
の支援

生涯学習課 公民館における女性の自己啓発講座を促
進

環境保全活動への支援 環境課 ・エコドライブキャンペーン7/22
・白山路サイクルフェスタでの地球温暖化防
止9/23
・マイバックキャンペーン10/30

1 防災における男女共同
参画

防災に関する女性リーダーの育成 防災安全課 自主防災組織リーダー（防災士）養成講座
に女性が受講（全体３１人、うち女性５人）

2 災害復興の場における
男女共同参画

男女のニーズの違い等男女双方の
視点を取り入れた災害復興体制の
確立

防災安全課 防災会議等で女性の視点での検証を行っ
た。
（防災会議２５人うち３人女性委員）

12 地域における男女
共同参画の推進

平成25年度実施状況等担当課

13 男女共同参画によ
る防災体制の確立

施策の方向
具体的施策 該当事業
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基本目標　Ⅱ　男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革 ★新規事業

基本課題　５　男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識改革

男女共同参画啓発講演会の開催 男女共同参画室 職員研修（7/26）58人
相談員研修会（10/31）106人

人権啓発講演会等の開催 市民相談室 ①絵本の読み聞かせ事業を実施10回
②人権啓発アニメ映画会を実施5か所
③人権啓発映画会を開催
　　12/7「奇跡」　400人

2 男女共同参画づくりに
向けた基盤整備

行動計画の進捗状況の進行管理と
年次報告

男女共同参画室 行動計画の進捗状況の進行管理と年次報
告
ホームページでの公表

3 男女共同参画苦情処
理機関の周知と適切な
処理

男女共同参画苦情処理委員会 男女共同参画室 申出なし

4 広報・インターネット等
による広報啓発

広報・インターネット等での広報啓発 男女共同参画室 ①広報に男女共同参画関係記事を掲載。
（6月）
②男女共同参画展・川柳展の開催。（再掲）
★③都市宣言文をロビーに掲示
★④宣言都市懸垂幕の設置（6月、12月）

1 定期的な意識調査の実
施

市民意識調査の実施 男女共同参画室 （平成23年度実施）
★相談員研修会、人権映画会、出前講座
（市内高校）での数値目標アンケート調査の
実施

2 企業・団体等に対する
実態調査の実施

企業・団体等に対する実態調査の実
施

商工課 ―

男女共同参画室 男女共同参画関連図書を充実

松任図書館 男女共同参画関連図書を充実

担当課

男女共同参画の視
点に立った制度・慣
行の見直し、意識改
革

平成25年度実施状況等
施策の方向

男女共同参画に関する資料・情報の
収集と提供

具体的施策 該当事業

意識づくりのための講
演会・講座等の開催

1

15

14

男女共同参画に関
する調査と情報の提
供

3 資料・図書の収集と提
供
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担当課 平成25年度実施状況等
施策の方向

具体的施策 該当事業

16 メディアにおける表
現等への意識強化

1 ガイドラインの作成 ガイドラインの作成と周知 男女共同参画室 ★ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成

2 市の刊行物の点検 市の刊行物の点検 男女共同参画室 ―

広報紙の点検 広報広聴課 広報委員会や課内校正会議において点検
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基本課題　６　男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実

★新規事業

個性･能力を尊重した保育の推進 子育て支援課 個性･能力を尊重した保育を実施

保育士への研修の充実 子育て支援課 ①保育士の質向上に向け、研修を開催
　　　　　　　　　　　　5回(子育て支援課主催)
②各種研修会を開催　46回
　（保育士会等）

学校教育課 人権週間（12月）等を中心に、男女共同参画
に視点をおいた教育・活動を実施

学校教育課 児童・生徒の発達段階ふまえた男女平等教
育を推進した。

市民相談室 人権のお話を通じて男女共同参画に視点を
おいた啓発活動を実施　10回　908人

男女共同参画室 中学校討論会の実施
　松任中３年8クラス

3 教職員研修の充実 教職員への研修の充実 学校教育課 人権教育研修(8/12)開催　教職員55名参加

講座・セミナー等の実施 生涯学習課 生涯学習のつどい（H25.11.17）及び人権講
座４回を開催

出前講座・セミナー等の実施 男女共同参画室 まちかど市民講座の実施　6回

県男女共同参画推進員との連携の
強化

男女共同参画室 ①男女共同参画推進団体合同打合せ会（2
回）
★②成人式会場での川柳展（7か所）の協力

平成25年度実施状況等

学校教育における男女平等教育の
推進

2

担当課

男女共同参画に視点をおいた教育・
学級活動の充実

該当事業

1 保育所（園）での取り組み

18 地域における男女
共同参画の学習機
会の充実

1 地域における学習機会の提供

施策の方向
具体的施策

17 幼少期からの男女
平等教育の推進
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基本目標　Ⅲ　方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大 ★新規事業

基本課題　７　方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大と人材育成

審議会等への女性委員登用の推進 男女共同参画室 ①各部局別の女性委員登用率を提示し、登
用率向上の推進を図った。
②女性人材リスト登録者を庁内に提示し、登
用率向上の推進を図った。（登録者18人）

女性委員の登用の方針について提
示

男女共同参画室 「白山市審議会等委員選任等に関する取扱
方針（内規）」を準用。

女性委員登用状況調査の実施 男女共同参画室 女性登用率調査を実施
28.5％（前年度28.4％）

1 女性の能力開発 女性への研修の実施また参加の促
進を啓発

男女共同参画室 ①各種研修案内を窓口に掲示
②女性人材リスト登録者へ案内

2 女性の人材に関する情
報の収集及び提供

女性人材リストの整理・周知 男女共同参画室 女性人材リスト登録事業を実施
★女性人材リスト登録者研修会の実施
（5/24）

女性の管理職・役員への積極的登
用の啓発

商工課 窓口のパンフレット等で啓発

女性の職域拡大 監理課 建設工事に係る事業者の等級点数を算定
するにあたり主観的事項審査基準に基づき
加点している。

4 市役所における女性職
員の登用及び職域拡大

女性職員の管理監督職への積極的
登用

職員課 管理職への登用（次長・課長級に4人昇任）
女性職員の監督職への昇任と職域の拡大
を積極的に行った。（課長補佐・主幹・係長
級に昇任40人（対Ｈ25＋12人））
女性専門員の拡充

21 1 女性グループ等の活動
支援

女性団体及び男女共同参画グルー
プ等への活動支援

生涯学習課 各種団体女性連絡協議会開催事業の活動
を支援した

2 まちづくり活動等への支
援

女性団体及び男女共同参画グルー
プ等への活動支援

男女共同参画室 「いしかわ女性のチャレンジ賞」に推薦
ナカレレママーズ、美川商工会女性部受賞

3 地域おこし活動に関す
る支援

女性団体及び男女共同参画グルー
プ等への活動支援

観光課 白山市観光連盟・ボランティアガイド協会に
おける女性割合の向上

平成25年度実施状況等

女性グループ等の
活動支援

市審議会等への女
性の参画促進

担当課

20 女性の人材育成と
情報の提供

具体的施策 該当事業
施策の方向

1

女性の役職への登用及
び職域拡大

3

19 市審議会等への女性の
参画促進
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基本目標 Ⅳ　男女の人権の尊重 ★新規事業

基本課題　８　女性に対するあらゆる暴力の根絶

広報等よる啓発 男女共同参画室 ①広報にDV関連記事を掲載（11月）
②女性に対する暴力をなくす運動展の開催
（11/12～25）
③ふらっとミニセミナーの開催（11/20）
　「それってＤＶかも」

若者層への教育・啓発の推進 男女共同参画室 デートＤＶについてのＤＶＤをあさがおＴＶで
放送（12月）
市内高校長と懇談し啓発パンフレット・カード
を配付

情報誌、資料等の作成・配布 男女共同参画室 ★DV専用電話啓発カードを作成し市内58医
療機関に配布

DV防止基本計画の推進 男女共同参画室 ＤＶ防止基本計画の推進
★相談員研修、まちかど市民講座、職員研修
で周知

23 夫・パートナーから
の暴力への対策の
推進

1 相談体制の充実 配偶者暴力支援センターの設置 男女共同参画室 女性相談員を継続雇用。
女性なんでも相談　133件
ＤＶ相談　118件

DVホットライン白山 男女共同参画室 女性相談員を雇用　118件（ＤＶ相談）

女性のための無料相談 男女共同参画室 女性のための合同相談の開催（3/18）5件

市民相談室 合同相談の開設において、女性の悩みごと相
談を受付（6/19、10/16）

平成25年度実施状況等担当課該当事業
施策の方向

具体的施策

22 1女性に対するあらゆ
る暴力への対策の
推進

DV防止のための啓発
活動の充実

12



平成25年度実施状況等担当課該当事業
施策の方向

具体的施策

23 1 男性からの相談窓口 市民相談室 男性からのＤＶ相談を受付　１件

相談員の研修実施 男女共同参画室 県等主催のＤＶ相談員研修会受講
10/2、10/3、3/6

県や警察等関係機関との連携強化 男女共同参画室 相談者の緊急性を判断し、各機関へ繋ぎ被
害者の安全を確保した。　9件

入所施設の紹介・手続き 男女共同参画室 相談者に対し、女性相談員が、相談窓口、一
時保護及び支援・情報提供を行った。99件

関係機関と連携した被害者の自立支
援

男女共同参画室 県センター等と連携をとり被害者の自立を支
援した。　4件

3 関係機関との連携 男女共同参画室 関係機関との連携によるＤＶ防止のための啓
発や被害者支援等の実施。
★パープルリボンキャンペーンの実施
　ツリーの設置（11/12～25）

庁内連携の強化 男女共同参画室 庁内連携による被害者支援の実施を行った。
★ＤＶ被害者支援庁内連絡会の設置
★ＤＶ支援対応マニュアルの作成

商工課 啓蒙用パンフレットにより周知

男女共同参画室 広報での周知
男女共同参画展

地域・就業の場における研修会等で
の周知、啓発

男女共同参画室 啓蒙用パンフレットにより周知

生徒への性に対する正しい知識の
教育の実施

学校教育課 発育段階に応じた性教育を実施した。

教職員の研修の実施 学校教育課 各学校が必要に応じて、教職員研修を実施し
た。

広報・啓発用パンフレット等による周
知徹底

被害者安全確保と自立
支援の充実

2

2 学校におけるセクシュア
ル･ハラスメント防止教
育の推進

24 セクシュアル・ハラス
メント防止対策の推
進

1

関係機関等との連携と
協力

地域・就業の場におけ
るセクシュアル･ハラスメ
ント防止対策の推進
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基本課題　９　生涯を通じた女性の健康支援 ★新規事業

健康診査、各種がん検診の受診奨
励

健康増進課 ①特定健診　11,408件
がん　　　　　　53,811件
②特定保健指導　　　　583件
③受診勧奨　　　　　　　534件

健康相談、健康教育の充実 健康増進課 白山路サイクルフェスタ  497人（申込563
人）

健康大学101人
心と体の健康講座等 33人（申し込み53人）

マタニティ教室の開催 健康増進課 妊娠、出産、育児についての学習教室の開
催　１８回実施

妊産婦に対する各種健康診査、相
談の充実

健康増進課 妊婦14回、産婦1回の医療機関委託健診を
実施

不妊治療費助成事業の充実 健康増進課 不妊治療、不育治療費の助成
一般５７組、特定　１３８組　不育　０組

保健師、助産師による訪問指導の充
実

健康増進課 赤ちゃん訪問の実施。実人数７９４人、述べ
人数８４５人

産後安心ヘルパー派遣事業の充実 健康増進課 産後の育児、家事の支援　延べ　36回

乳がん、子宮がん、骨粗しょう症等予
防のための正しい知識の普及・啓発

健康増進課 乳・子宮がん・大腸がん検診無料ｸｰﾎﾟﾝ、検
診手帳を対象者に配布し、正しい知識の普
及啓発を図った。9,886件に配布

生活習慣病・更年期障害等の保健
指導の充実

健康増進課 209回実施　1,000人

4 女性が受診しやすい環
境づくりの推進

女性の身体的特徴や社会的状況に
配慮した女性専門外来や女性の生
涯にわたる総合的医療への支援

健康増進課 ①夜間検診の実施　３回
②保育室設置の実施　５回

該当事業

1

2

生涯を通じた女性
の健康づくりの推進

3 成人・高齢期における
健康支援策の充実

施策の方向

生涯を通じた健康づくり
の支援

平成25年度実施状況等具体的施策

25

妊娠・出産にかかわる
保健施策の充実

担当課
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該当事業
施策の方向

平成25年度実施状況等具体的施策 担当課

広報、情報誌等による啓発 健康増進課 妊婦教室等において資料の提供した

各種講座等の開催 健康増進課 妊婦教室において、周知を図った

学級活動、保健体育の授業におい
て教育を実施

学校教育課 学級活動、保健体育の授業において、学年
に応じた教育を実施した。

薬物乱用防止教室の実施 学校教育課 全小中学校で薬物乱用防止教室を実施し
推進した。

3 エイズ・性感染症等に
ついての正しい知識の
普及

エイズ・性感染症等についての正し
い知識の普及

健康増進課
学校教育課
関係機関

保健体育の授業において、学年に応じた教
育を実施した。

「性と生殖に関する健康
と権利」に対する意識啓
発の浸透

26 「性と生殖に関する
健康と権利」に対す
る意識の浸透

性に関する教育の充実

1

2

15


