
 
 

第２次白山市男女共同参画行動計画の令和元年度事業実施状況及び 

令和２年度事業実施予定について 
 

 

１ 令和元年度の主な事業実施状況について 

（１）基本目標 １ あらゆる分野で男女がともに輝く社会づくり 

► 課題１－１ 方針決定・政策立案の場への女性参画推進 

► 課題１－２ 女性の社会進出支援 

► 課題１－３ ワーク・ライフ・バランスの推進 

► 課題１－４ 多様な分野における男女共同参画の推進 

 

①審議会等の女性委員登用率と市役所における女性管理職の割合（H31.4.1現在） 

〇審議会等の女性委員登用率 ３１．２％（対前年比＋０．８％） 

〇女性職員の管理職の割合 ２４．５％（対前年比＋３．０％） 

 

②ワーク・ライフ・バランスの啓発と男性の家事・育児への参加促進 

〇男女共同参画啓発展 

 ワーク・ライフ・バランス展 令和元年 6月：美川、鶴来商工会 

〇職員研修 

管理職研修会「働きやすい環境づくり研修」平成 31年 4月 

〇男性の家事・育児への参加促進啓発事業 

 父子手帳の交付、男性のための料理教室（公民館事業） 

〇地域における子育て支援 

 ファミリーサポート事業、マイ保育園事業、子育てアプリによる情報提供 

〇仕事と生活が調和する優良事業所の表彰制度の実施 

 令和元年度 1事業者を表彰（累計 15事業者） 

〇男女活躍推進セミナー 

 「時短家事セミナー」（令和元年 10月：ふれあい福祉センター） 

 

③職場・地域における女性進出の推進 

〇女性のための起業セミナー（1回実施）、自己啓発講座（市内各公民館） 

〇防災に関する女性のリーダー育成 

令和元年度防災士育成講座受講数 11名（女性防災士数 100名） 

〇白山市特定事業主行動計画「白山市職員活躍プラン」の策定（令和２年３月策定） 

〇職業訓練奨励金の交付 ３３件（うち女性１８件） 

 



 
 

（２）基本目標 ２ 男女が健康で安全・安心な社会づくり 

► 課題２－１ 生涯を通じた男女の健康支援と生活支援 

► 課題２－２ 人権尊重意識の醸成と配偶者からの暴力の根絶 

 

①健康と生活を支える取組 

〇市民の健康意識の向上と推進事業 

 健康大学、心と体の講座（はくさんタニタ倶楽部、ウォーキングマップ等） 

〇介護を支える環境の充実 

 地域包括支援センターとの連携強化、高齢者・介護関係相談の充実 

〇妊婦の健康支援 

 母子保健健康手帳時の個別保健指導の実施 

〇生活困窮者への支援 

 就労準備支援事業 

 

 

②DV（ドメスティックバイオレンス）対策 

〇夫・パートナーからの暴力への対策推進 

 女性なんでも相談 相談件数  134件（平成 30年 168件） 

 うち DVホットライン     16件（平成 30年   7件） 

〇潜在化する DV被害者に対する啓発 

 DVホットライン白山の紹介カードを市内商業施設等に配布   

 

 

（３）基本目標 ３ 男女共同参画が進む環境づくり 

► 課題３－１ 男女共同参画社会の理解促進 

► 課題３－２ 性の尊重と理解促進 

► 課題３－３ 男女共同参画の視点による社会制度と慣行の見直し 

 

①学校における男女共同参画意識の啓発 

〇中学校職場体験 

 自身の個性や能力を理解し、主体的に進路を選択する力を育む 

〇男女共同参画意識の啓発 

 アンケートの実施と若者向けリーフレットの配布 

対象：松任中（2年生）、北辰中（3年生）、鳥越中（1～2年生） 

 

 



 
 

②性と性の多様性への理解促進 

〇性の多様性を考える映画会＆トーク会（令和元年 7月） 

映画「カランコエの花」上映 

トーク会 司会：三部倫子先生（石川県立看護大学講師） 

〇職員研修会 

第 1回（令和元年 8月） 

「なぜ『自分のまわりにＬＧＢＴはいない』と言えるのか 

～いないとされる／忘れ去られることを考える～」 

講師 三部倫子先生（石川県立看護大学講師） 

第 2回（令和 2年 1月） 

 性の多様性に関する研修会 （担当職員による基礎講座ほか） 

〇市の公的書類等における性別欄の削除 

性別を確認する必要のない書類について性別欄の削除を行った。 

（H29年～ 性別表記削除可能な書類 44件中 40件対応済） 

〇市ホームページでの啓発（平成 31年 3月～） 

 

③その他の啓発やサポーター研修活動 

〇市のホームページで男女共同参画に関する情報を発信 

〇男女共同参画サポーターの知識涵養 

 県・市主催のセミナー・研修会の参加 

  



 
 

２ 令和２年度の主な取り組みについて 
（１）基本目標 １ あらゆる分野で男女がともに輝く社会づくり 

課題 

№ 
令和２年度に実施する主な事業名 担当課 

1-1 
市審議会等への女性の参加促進 

（★未達成の審議会に対し、理由の調査） 
男女行動参画室 

1-1 市役所における女性職員の管理監督職への積極的登用 職員課 

1-1 白山市特定事業主行動計画の推進 職員課 

1-2 女性の役職への登用及び職域の拡大の啓発 商工課、監理課 

1-2 白山市主観的事項審査基準で行動計画作成業者に加点を実施 監理課 

1-2 自営業等における労働条件の向上と支援 農業振興課、商工課 

1-2 女性の起業、就業、活躍推進のためのセミナーの開催 男女共同参画室、商工課 

1-3 男女共同参画セミナー、男女共同参画展の開催 男女共同参画室 

1-3 
男女を対象とした料理教室等を開催（団塊の世代の料理教室・男

の料理教室の開催、キッズ☆キッチンの開催） 
生涯学習課、地産地消課 

1-3 ＨＰによるワーク・ライフ・バランスの周知啓発 男女共同参画室 

1-3 
企業の経営者、管理職を対象としたワーク・ライフ・バランスの周知啓

発 
男女共同参画室、商工課 

1-3 男女共同参画の推進に積極的な事業者の顕彰 商工課 

1-3 母親産後ケアなどの子育て講座 こども子育て課 

1-3 父親の育児参加への支援 こども子育て課 

1-3 保育サービスの充実 こども子育て課 

1-3 児童センター、学童クラブなど地域における子育て支援 こども子育て課 

1-3 子育て便利帳、児童館・児童センターの行事の周知 こども子育て課 

1-3 母子相談、幼児相談の充実 
こども子育て課、いきいき健康

課 

1-3 子育てに関する地域交流の活性化 こども子育て課 

1-3 防災分野における男女共同参画の推進 危機管理課 

 
 

（２）基本目標 ２ 男女が健康で安全・安心な社会づくり 

課題 

№ 
令和２年度に実施する主な事業名 担当課 

2-1 成人・高齢期における健康支援策の充実 いきいき健康課 

2-1 女性が受診しやすい環境づくりの推進 いきいき健康課 

2-1 妊娠・出産にかかわる保健施策の充実 いきいき健康課 

2-1 ひとり親家庭に対する支援の充実 こども子育て課 

 



 
 

課題 

№ 
令和２年度に実施する主な事業名 担当課 

2-1 生活困窮者への支援、児童・生徒就学援助 生活支援課、学校教育課 

2-1 外国人への支援 国際交流室 

2-1 高齢者への支援 長寿介護課 

2-1 障害のある人への支援 障害福祉課 

2-2 ＤＶ防止のための啓発活動の充実 男女共同参画室 

2-2 ＤＶに関する相談体制の充実 
男女共同参画室、市民相談

室 

2-2 ＤＶ被害者の安全確保と自立支援の充実 男女共同参画室 

2-2 関係機関との連携強化によるＤＶ被害の防止 男女共同参画室 

2-2 人権尊重の意識啓発、人権教育の推進 
男女共同参画室、学校指導

課 

 

（３）基本目標 ３ 男女共同参画が進む環境づくり 

課題 

№ 
令和２年度に実施する主な事業名 担当課 

3-1 個性・能力を尊重した保育を実施 こども子育て課 

3-1 男女共同参画に視点をおいた教育の推進 
学校指導課、市民相談室、

男女共同参画室 

3-1 男女共同参画に関する調査と情報の提示 男女共同参画室、商工課 

3-2 
地域・就業の場でのセクシャル・ハラスメント防止対策の推

進 
商工課、男女共同参画室 

3-2 性と性の多様性に関する情報提供（★まちかど市民講座） 男女共同参画室 

3-3 広報・インターネット等による広報啓発 男女共同参画室 

3-3 男女共同参画行動計画の進行管理、年次報告 男女共同参画室 

3-3 ガイドラインによる市の刊行物の点検、周知 男女共同参画室 

3-3 市広報の点検 広報広聴課 

3-3 公民館など地域活動等への支援 生涯学習課 

3-3 地域の環境保全活動などへの支援 環境課 

3-3 男女共同参画サポーター等の活動に対する支援 男女共同参画室 

3-3 地域における学習機会の提供 
生涯学習課、男女共同参画

室 

3-3 各種女性団体への活動支援 
生涯学習課、観光課、男女

共同参画室 

3-3 
★地域コミュニティ組織の活動に関する支援（講演会等の開

催） 
協働推進課 

 

 ★印は新規事業 


