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施策の体系 

  《基本理念》 

すべての男
ひ

女
と

が、自分らしく生きることができるまちをめざして 
 

基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくり 

１ 男女共同参画に関する啓発 

２ 男女平等教育の推進 

３ 男女の人権の尊重 

４ 国際的な視野に立った男女共同参画の推進 

基本目標Ⅱ 男女共同参画の環境づくり 

１ 政策・方針決定への参画推進 

２ ともに支えあう地域社会づくり 

３ 健康で自立した生活の支援 

基本目標Ⅲ 男女共同参画推進の体制づくり 

１ 市民と行政の協働体制の強化 

２ 庁内推進体制の充実・強化 

基本目標Ⅳ 男女がともに働きやすい環境づくり 

     《吉川市女性活躍推進計画》 

１ 多様な働き方への支援 

２ 市が先頭に立って発信する男女共同参画・女性活躍推進 

基本目標Ⅴ 配偶者等に対するあらゆる暴力のない社会づくり 

     《吉川市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画》 

１ 暴力を許さない社会づくりの推進 

２ 安心して相談できる体制づくり 

３ ＤＶ対策の充実・強化 
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第１章 基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくり 

 

 

１ 男女共同参画に関する啓発 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 

男女平等に

関する情報

の収集・提供 

 男女共同参画に関する情報や資料等を収集し、市民への

提供に努めます。 
  

 ☑ 多様な情報提供の場の充実 

  ・男女共同参画に関するポスターやチラシを公共機

関等へ掲示・配置するほか、「おあしす便り」に男

女共同参画情報を掲載するなど、多様な情報提供

を行います。 

市民参加推進課 

おあしす 

生涯学習課 

実施 

☑ おあしす男女共同参画コーナーなどの充実 

  ・おあしす共生プラザの男女共同参画コーナーにお

ける啓発パンフレット配布やポスター掲示、図書

館での啓発図書の紹介など、情報提供の充実に努

めます。 

おあしす 

生涯学習課 

市民参加推進課 

実施 

☑ 広報紙と市ホームページの活用 

  ・「広報よしかわ」及び「市ホームページ」を活用し、

男女共同参画についての情報を掲載します。 

政策室 

市民参加推進課 
実施 

☑ 関連図書・資料の収集及び提供 

  ・男女共同参画に関する図書や資料の収集及び提供

を図ります。また、男女共同参画週間を利用し関

連図書を紹介するなど、情報提供に努めます。 

市立図書館 

生涯学習課 

市民参加推進課 

実施 

☑ 啓発紙の発行と充実 

  ・市民等と協働により男女共同参画啓発紙を発行す

るとともに、とその充実に努めます。 

市民参加推進課 実施 

２ 

男女共同参

画に関する

学習機会の

提供 

 男女平等・男女共同参画に関する意識啓発を図るため、

各種講座・学習会等を開催します。 
  

 ☑ 市民との協働による啓発事業の実施 

  ・市民と協働により、フォーラムやイベントなどさ

まざまな形態・対象の啓発事業を実施し、多くの

市民へ効果的な啓発を図ります。 

市民参加推進課 実施 

☑ 男女共同参画に関する講座の開催・充実 

  ・市単独または市民と協働で、男女共同参画に関す

る講座を開催するとともに、テーマを増やすなど

充実を図ります。 

市民参加推進課 

おあしす 

生涯学習課 

関係各課 

 

実施 
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２ 男女平等教育の推進 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 

学校等にお

ける男女平

等教育の推

進 

 「男女の別なく、ともに助けあい、協力すること」を基

本とした教育を推進するとともに、男女共同参画について

正しい理解をもった指導者の養成に努めます。 

  

 ☑ 男女平等の意識を促す教育の充実 

  ・男女平等の意識を高める教育を推進し、人権の尊

重、男女の平等、男女相互の理解と協力について

指導します。 

学校教育課 実施 

☑ 教職員等に対する男女平等に関する教育指導法の研

究と研修 

  ・学校教職員については、「男女平等教育推進委員会」

における、男女平等教育指導方法の研究の充実を

図るとともに、その研究成果を活用し、学校ごと

に教職員の育成を図ります。 

  ・保育所保育士や学童保育室指導員については、男

女共同参画の意識をもって保育活動が行えるよ

う、研修を実施します。 

学校教育課 

保育幼稚園課 
実施 

☑ 体験学習の充実 

  ・性別にとらわれず、個性や能力を活かすことがで

きるよう、学校において職場体験や福祉活動など

さまざまな体験活動を推進します。 

学校教育課 実施 

☑ 生徒指導・キャリア教育の充実 

  ・性別にとらわれず、個性や能力を活かした進路選

択ができるよう、指導の充実を図ります。 

学校教育課 実施 

 ☑ 教育の場への保護者や地域の参画促進 

  ・性別に関わらず、また、仕事をもつ保護者の参画

を促すため、学校行事等の開催日時に配慮します。 

また、学校における男女平等教育と地域における

教育が連携して行われるよう、地域住民が学校教

育を見守る体制を推進します。 

学校教育課 

保育幼稚園課 
実施 
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№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

２ 

家庭におけ

る男女平等

教育の推進 

 家庭における男女共同参画を推進するため、家庭教育に

関する学習機会を提供します。 
  

 ☑ 子育て情報・家庭教育情報の提供 

  ・男女ともに育児参加できるよう、「子育て応援ガイ

ドブック」や広報、ホームページ等を通じ、子育

てや家庭教育に関する情報を積極的に提供しま

す。 

子育て支援課 

生涯学習課 
実施 

☑ 家庭教育講座・子育て講座の充実 

  ・男女の性差にとらわれない家庭教育や子育てが行

えるよう、充実した家庭教育講座や子育て講座を

実施します。 

生涯学習課 

子育て支援課 
実施 

☑ 男性の育児・家事参加の推進 

  ・男性の育児・家事参加に関する講座や、活動団体

の取り組みの紹介など、広く啓発を実施するほか、

活動団体の支援を行います。 

子育て支援課 

健康増進課 

生涯学習課 

市民参加推進課 

実施 

☑ ブックスタートの推進 

  ・男女がともに参加する子育てのはじめの一歩を支

援するため、ブックスタートを推進します。 

生涯学習課 

市立図書館 
実施 

３ 

地域におけ

る男女平等

教育の推進 

 市民が生涯にわたり男女共同参画について理解を深めら

れるよう、多様な学習機会の提供に努めます。 
  

 ☑ 男女共同参画地域リーダー制度の活用 

  ・男女共同参画地域リーダーの登録制度を活用し、

市からリーダー、リーダーから地域へ男女共同参

画について広く啓発します。 

市民参加推進課 実施 

☑ 男女共同参画に関する講座の開催・充実【再掲】 

  ・市単独または市民と協働で、男女共同参画に関す

る講座を開催するとともに、テーマを増やすなど

充実を図ります。 

市民参加推進課 

おあしす 

生涯学習課 

関係各課 

 

実施 

☑ 学習情報の提供 

  ・男女共同参画に関する市の講座や団体等の情報提

供の充実を図ります。 

市民参加推進課 

 
実施 

☑ 各種事業の参加促進に向けた配慮 

  ・性別に関わらず、市が開催する講座や行事、事業

などに参加しやすいよう、開催日時に配慮します。 

関係各課 実施 

☑ 青少年相談員活動の支援 

  ・男女の性差にとらわれない家庭教育が行える意識

を育てるため、青少年と子どもたちが触れ合う体

験活動の支援を行います。 

子育て支援課 実施 
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３ 男女の人権の尊重 

 

  

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 
人権意識の

醸成 

 人権意識の向上に向け、さまざまな機会を通した啓発や

情報提供に努めます。 
  

 ☑ あらゆる場における人権学習の充実 

  ・「女性の人権」などの人権問題について、学ぶこと

ができる人権セミナー等を開催し、男女平等意識

の啓発を図ります。 

生涯学習課 

庶務課 
実施 

☑ 人権啓発パンフレット等の作成・配布 

  ・「女性の人権」などの人権問題の啓発を図るため、

パンフレット等を作成・配布します。 

庶務課 実施 

☑ 人権相談の実施 

  ・地域や職場などにおけるさまざまな差別問題に対

応するため、人権擁護委員による人権相談を実施

します。 

庶務課 実施 

☑ 虐待等の人権侵害の防止 

  ・性差はもちろん、年齢や障がいの有無等による虐

待等の人権侵害を防止するため、周知や啓発、相

談支援に努めます。 

障がい福祉課 

長寿支援課 

子育て支援課 

市民参加推進課 

実施 

☑ セクシュアル･ハラスメント防止の啓発促進 

  ・セクシュアル･ハラスメントは人権侵害であるとい

う意識が浸透するよう、情報提供や啓発を進めま

す。 

市民参加推進課 

商工課 
実施 

☑ ＬＧＢＴなど性の多様性に関する啓発の推進 

  ・ＬＧＢＴなどの性的少数者に対する偏見や人権侵

害をなくすため、性の多様性への理解が広まるよ

う、啓発に努めます。 

市民参加推進課 

庶務課 
実施 
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４ 国際的な視野に立った男女共同参画の推進 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 

多文化共生

社会におけ

る男女共同

参画の推進 

 国際的な男女共同参画に関する情報の収集・提供を図る

とともに、すべての人が安心して暮らせる多文化共生を推

進します。 

  

 ☑ 国際的動向についての情報の収集・提供 

  ・男女共同参画に関する国際的な動向についての情

報を収集するとともに、提供に努めます。 

市民参加推進課 実施 

☑ 行政の国際化の推進 

  ・外国人市民が行政情報を正しく習得できるよう、

市行政情報の翻訳・通訳や市ガイドブックの活用

など、行政の国際化に努めます。 

市民参加推進課 

関係各課 
実施 

☑ 地域の多文化共生の推進 

  ・外国の男女共同参画の状況やライフスタイル等に

ついて、理解が深まる交流の機会を提供し、地域

の多文化共生を推進します。 

市民参加推進課 実施 

 

  

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

２ 

メディア等

における人

権の尊重 

 メディア等において人権尊重・男女共同参画を阻害する

表現がないよう啓発を進めるとともに、メディア・リテラ

シー能力の育成を図ります。 

 

 

 ☑ 刊行物作成ガイドブックの庁内周知徹底 

  ・市が発行する印刷物等が男女共同参画の視点に配

慮した表現となるよう、「刊行物作成ガイドブッ

ク」の周知徹底を図ります。 

市民参加推進課 

政策室 

関係各課 

実施 

☑ 市の定める申請書等における人権の配慮 

  ・性同一性障害者へ配慮のため一定の理由がある場

合を除き申請書等への男女の性別欄の記載を削除

するなど、申請書等における人権の配慮に努める。 

庶務課 

関係各課 
実施 

☑ 有害環境対策の推進 

  ・「埼玉県青少年健全育成条例」に基づき、性に対す

る誤った認識をもたらす有害な環境や情報から青

少年等を保護します。 

学校教育課 実施 

☑ メディア・リテラシーに関する情報提供 

  ・あふれる情報に対し主体的な判断ができるよう、

メディア・リテラシーに関する情報提供を行いま

す。 

市民参加推進課 

学校教育課 
実施 
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第２章 基本目標Ⅱ 男女共同参画の環境づくり 

 

 

１ 政策・方針決定への参画推進 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 
男女の市政

参画の促進 

 性別に偏らない多様な意見を市政に反映するための環境

づくりに努めます。 
  

 ☑ 審議会・委員会等への女性の登用 

  ・政策・方針決定への女性の参画を進めるため、「女

性委員の登用率40％」を目標に、審議会・委員会

等への女性の登用を促進します。 

市民参加推進課 

政策室 

関係各課 

実施 

☑ 女性委員登用率向上の推進 

  ・審議会等への女性の登用のための女性人材リスト

を新たに作成し、登録者への情報提供を行うとと

もに、関係部署等への周知とチェックを徹底し、

目標達成に努めます。 

市民参加推進課 

関係各課 
実施 

☑ 多様な提案機会の充実 

  ・市の重要施策の立案や実施に際し、意見提案がで

きるよう、パブリックコメントや地域ヒアリング

など、さまざまな市民参画の機会を提供します。 

市民参加推進課 

関係各課 
実施 

☑ まちづくりに関する学習機会の提供 

  ・まちづくりについて多様な提案ができるよう、市

民説明会等、まちづくりに関する学習機会を提供

します。 

政策室 

関係各課 
実施 

☑ 情報の公開 

  ・男女を問わず、多くの市民が市政に参加できるよ

う、市の情報を公開します。 

庶務課 

関係各課 
実施 

２ 

女性のエン

パワーメン

トの拡大 

 地域等で活躍できる女性の育成を図るとともに、女性の

人材に関する情報を幅広く収集します。 
  

 ☑ 女性リーダーの育成 

  ・女性リーダーのロールモデルを紹介したり、男女

共同参画地域リーダーを通じた啓発を行ったりす

るほか、国や県などが主催する女性リーダー育成

講座やシンポジウムについて情報提供を行い、地

域における女性リーダーの育成に努めます。 

市民参加推進課 実施 

☑ 地域における女性の参画促進 

  ・女性の参画が遅れている自治会等について、先進

事例やロールモデルを紹介するなどの啓発を行

い、女性の参画促進を図ります。 

市民参加推進課 

 
実施 

☑ 女性のライフプランニング支援の研究 

  ・女性のエンパワーメントの拡大を図るため、子育

て中の母親などのライフプランニングの支援・相

談について研究します。 

子育て支援課 

健康増進課 

市民参加推進課 

実施 
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２ ともに支えあう地域社会づくり 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 

地域で取り

組む子育て

への支援 

 さまざまなニーズに応じた保育サービスや地域における

子育て支援を充実するとともに、ひとり親家庭の自立に向

けた支援を行います。 

  

 ☑ 子ども・子育て支援事業計画の推進 

  ・安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進

めるための施策を、男女共同参画の視点に配慮し

ながら総合的かつ計画的に推進します。 

子育て支援課 実施 

☑ 子育て支援サービスの充実 

  ・子育てに関する積極的な情報提供や、子育て家

庭・ひとり親家庭への経済的支援、ファミリーサ

ポートセンターの運営など、妊娠期から子育て期

にわたるまでの切れ目ない子育て支援サービス

の充実を図ります。 

子育て支援課 

健康増進課 

関係各課 

実施 

☑ 多様な保育の充実 

  ・保護者の就労等に応じた多様な保育ニーズに対応

できるよう、０歳児保育や延長保育、病児・病後

児保育など、乳幼児の保育事業や学童保育事業な

どの充実を進めます。 

保育幼稚園課 実施 

☑ 地域の子育てネットワークや世代間交流の支援 

  ・子育てグループの育成や地域の子育てネットワー

クの支援により、地域の子育て家庭の交流を深め

るとともに、中高生や高齢者と乳幼児とのふれあ

い講座の実施等により、地域の世代間交流を図り

ます。 

子育て支援課 

生涯学習課 
実施 

☑ 地域の子育て支援拠点の充実 

  ・児童館や子育て支援センターなど、子どもたちや

子育て家庭の身近な地域の子育て支援拠点の充

実を図ります。また、地域で子どもたちを見守る

事業の支援をします。 

子育て支援課 

生涯学習課 
実施 

 ☑ 子育てに関する相談事業の充実 

  ・子育てに関するさまざまな相談に対応できるよ

う、子どもと家庭の相談や母子・父子自立支援相

談、教育相談、乳幼児健診・乳幼児相談のほか、

保育所や子育て支援センターにおける相談等、相

談事業の充実を図ります。 

子育て支援課 

保育幼稚園課 

健康増進課 

実施 

☑ 配慮を要する子どもや家庭への支援 

  ・ひとり親家庭や、障がいのある子どもを養育して

いる家庭、経済的な問題を抱える家庭などに対し

て、福祉サービスの提供や支援を行います。 

子育て支援課 

地域福祉課 

障がい福祉課 

実施 
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№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

２ 

男女がとも

に支える介

護・介助への

支援 

 高齢者・障がい者等の介護・介助を必要とする人やその

家族が、仕事や家庭生活、地域活動などを両立することが

できるよう、関連計画に基づき支援を行います。 

  

 ☑ 介護・高齢者福祉サービスの周知と介護負担の軽減 

  ・介護が必要な高齢者とその家族に対し、「高齢者

福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、関係機

関と連携し、サービスの提供を行います。 

長寿支援課 実施 

☑ 障がい福祉サービスの周知と介護・介助負担の軽減 

  ・介助・介護が必要な障がい者（児）とその家族に

対し、「障がい福祉計画」に基づき、関係機関と

連携し、サービスの提供を行います。 

障がい福祉課 実施 

☑ 地域で支える介護者支援 

  ・誰もが地域の中で、気軽に介護の悩みについて相

談ができるよう、介護者にとって身近な相談支援

機会の確保に努め、介護者の負担軽減を図りま

す。 

長寿支援課 実施 

３ 

市民・地域活

動における

男女共同参

画 

 男女がともに地域活動やボランティア等に積極的・主体

的に参画できる環境づくりを支援するとともに、防犯・防

災などの新たな分野における男女共同参画を推進します。 

  

 ☑ 男女共同参画の視点に立った市民・地域活動の実施

と配慮 

  ・性別に関わらず参加できるボランティアやスポー

ツレクリエーションなど、さまざまな市民・地域

活動を実施または支援します。実施に際しては、

性別に関わらず参加できるよう、開催日時や情報

提供、一時託児などの配慮を行います。 

関係各課 実施 

☑ 男女共同参画の視点に立った地域防災・防犯の促進 

  ・防災や防犯の分野に女性の視点やニーズを取り入

れ、「避難所における女性への配慮」や「消防団

員等防災組織への女性登用」等を実施し、地域の

安全の基盤づくりに努めます。 

危機管理課 実施 

☑ 男女共同参画の視点に立ったまちづくりの促進 

  ・男女共同参画の視点に立ち、「埼玉県福祉のまち

づくり条例」などに基づき、高齢者や障がい者（児）

をはじめ、誰もが活動しやすいまちづくりを進めま

す。 

都市計画課 

関係各課 
実施 

☑ 女性リーダーの育成【再掲】 

  ・女性リーダーのロールモデルを紹介したり、男女

共同参画地域リーダーを通じた啓発を行ったりす

るほか、国や県などが主催する女性リーダー育成講

座やシンポジウムについて情報提供を行い、地域に

おける女性リーダーの育成に努めます。 

市民参加推進課 実施 
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３ 健康で自立した生活の支援 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 

いのちと性

を尊重する

教育の推進 

 男女がともに性と生殖に関して正しい知識をもち、互い

の性への認識を深めるための教育・啓発を図ります。 
  

 ☑ 学校における性教育の推進 

  ・児童や生徒の状況や発達段階に応じた性教育の指

導を行います。 

学校教育課 実施 

☑ 性教育指導の研究と充実 

  ・複雑・多様化する児童・生徒の心身の状況に対応

できるよう、学校や関係機関の連携のもと、研究

を行い、充実した性教育指導を実施します。 

学校教育課 

健康増進課 
実施 

☑ 性と生殖に関する健康と権利についての啓発 

  ・「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖

に関する健康と権利）」についての情報を収集し、

提供を行います。 

健康増進課 

市民参加推進課 
実施 

☑ いのちと性に関する学習機会の提供 

  ・いのちと性を尊重した人権に関する問題について

学習を行えるよう、学習機会の提供に努めます。 

生涯学習課 実施 

 ☑ 母子保健事業の充実 

  ・母子手帳の交付や母親（両親）学級、新生児訪問

など、妊婦・出産における母子の健康に関する事

業の充実を図ります。また、妊娠・出産時におけ

る父親の理解・協力についての啓発を行います。 

健康増進課 実施 

  



10 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

２ 

性差や年代

に応じた心

と身体の健

康支援 

ライフステージに応じた健康増進事業を実施し、生涯を

通じた心身の健康づくりを支援します。 
  

 ☑ 男性の生活技術力向上に関する支援 

  ・食事づくりや食育について学べる出前講座の実施

や特定個別保健指導でのアドバイスなど、性別役

割分担の影響により、家事等が苦手な男性のため

の生活技術力向上に関する支援を行います。 

健康増進課 

生涯学習課 
実施 

☑ 働く女性の性と生殖の健康維持 

  ・母子手帳発行時に、働く女性の母性保護に関する

リーフレットを配布し、健康維持のための情報を

提供します。 

健康増進課 実施 

☑ 介護予防事業の実施 

  ・地域の中で、いきいきと健康で自立した生活が送

れるよう、介護予防事業を実施します。 

長寿支援課 実施 

☑ 健康診査・がん検診・健康相談・健康教育の推進 

  ・各種健康診査・がん検診・健康相談の実施や、健

康づくりに関する学習機会・情報の提供などによ

り、生活習慣病の予防や疾患の早期発見に努めま

す。 

健康増進課 

関係各課 
実施 

☑ 高齢者や障がい者への支援 

  ・高齢者や障がい者が、自らの意思により、地域で

自立した生活が送れるよう「高齢者福祉計画・介

護保険事業計画」及び「障がい福祉計画」に基づ

き、サービスの提供を行います。 

長寿支援課 

障がい福祉課 
実施 

☑ 食育の推進 

  ・健康の基本である「食べること＝食育」について、

「食育推進計画」に基づき、性別に関わりなく、

すべての市民の食育の推進を図ります。 

健康増進課 

 

関係各課 

実施 

☑ スポーツを通じた健康づくり 

  ・性別や年齢に関わらず、気軽にスポーツを通じた

健康づくりができるよう、スポーツ事業の実施や

体育施設の開放など地域におけるスポーツ活動

の普及・促進に努めます。 

スポーツ推進課 実施 

３ 
各種相談の

実施 

 男女がともに地域で自立した生活が送れるよう、各種相

談支援の充実に努めます。 
  

 ☑ 各種相談事業の充実 

  ・専門相談員による女性総合相談や弁護士による法

律相談のほか、年金相談、消費生活相談、行政相

談、税務相談、困りごと相談など、各種相談事業

の実施や啓発、相談員の資質の向上を図ります。 

市民参加推進課 

庶務課 

国保年金課 

商工課 

関係各課 

実施 

☑ 民生委員・児童委員活動の充実 

  ・地域の身近な相談先である民生委員・児童委員の

資質の向上のための研修や勉強会を開催し、活動

の充実を図ります。 

地域福祉課 実施 
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第３章 基本目標Ⅲ 男女共同参画推進の体制づくり 

 

 

１ 市民と行政の協働体制の強化 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 

市民との協

働による男

女共同参画

の推進 

 市民の積極的な参画により、本計画の着実な推進を図る

とともに、強力なパートナーシップを築き、市全体の男女

共同参画の実現をめざします。 

  

 ☑ 市民との協働による計画の進行管理 

  ・男女共同参画審議会等に計画の推進状況を報告

し、市民の意見や情報を反映し、計画の推進と見

直しを進めます。 

市民参加推進課 実施 

☑ 男女共同参画地域リーダー制度の創設・実施【再掲】 

  ・男女共同参画地域リーダーの登録制度を設け、市

からリーダー、リーダーから地域へ男女共同参画

について広く啓発します。 

市民参加推進課 実施 

☑ 市民企画事業の実施 

  ・男女共同参画の推進を図るため、市民と行政の協

働により、フォーラムやイベント、講座など、さ

まざまな市民を対象とした男女共同参画事業を

実施します。 

市民参加推進課 実施 

☑ 市民活動団体への支援 

  ・男女共同参画に関係する事業等を実施している市

民団体を支援し、男女共同参画の推進を図りま

す。 

市民参加推進課 

関係各課 
実施 

 ☑ 関係機関との連携 

  ・国・県や他市町村、女性センター等と連携し、男

女共同参画の推進を図ります。 

市民参加推進課 実施 
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№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

２ 

「おあしす」

の男女共同

参画推進セ

ンターとし

ての機能強

化 

 市民や関係団体等との連携のもと、 

おあしすの設置目的のひとつである「男女共同参画社会の

実現」のため、男女共同参画推進センターとしての機能を

強化します。 

  

 ☑ おあしす職員の研修等受講 

  ・おあしす職員が、男女共同参画に関する研修等を

受講することにより、情報発信能力を高めます。 

おあしす 

生涯学習課 

市民参加推進課 

実施 

☑ 市や市民団体との連携 

  ・男女共同参画推進のため、おあしすと市、市民団

体等と定期的な連絡会議等を実施し、連携を図り

ます。 

おあしす 

生涯学習課 

市民参加推進課 

実施 

☑ 男女共同参画啓発事業の実施 

  ・「おあしす便り」への男女共同参画記事の掲載や、

男女共同参画コーナーの管理、男女共同参画に関

する講座の開催など、男女共同参画の啓発を積極

的に行います。 

おあしす 

生涯学習課 

市民参加推進課 

実施 

☑ 男女共同参画事業への協力 

  ・男女共同参画推進のため、市や市民団体等が実施

する男女共同参画事業に協力します。 

おあしす 

生涯学習課 

市民参加推進課 

実施 

☑ 子育て中の方の活動への支援 

  ・子どもをもつ方が、男女共同参画事業をはじめ、

おあしすで実施されるさまざまな活動に参加で

きるよう、保育ボランティアや子ども室などを活

用し、環境づくりに努めます。 

おあしす 

生涯学習課 

子育て支援課 

実施 
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２ 庁内推進体制の充実・強化 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 

庁内におけ

る計画推進

体制の強化 

 本計画を総合的かつ計画的に推進し、実効性のあるもの

とするため、庁内の推進体制を整備します。また、各施策

の適正な進行管理を行える仕組みづくりに努めます。 

  

 ☑ 全庁的な計画の推進 

  ・男女共同参画推進会議及び男女共同参画庁内連絡

会議を中心とし、全庁にわたり、計画を総合的か

つ効果的に推進します。 

市民参加推進課 実施 

☑ 進捗状況の把握と報告 

  ・計画の進捗状況を把握するため、施策の確認を行

い、市民の皆さんに公開します。 

市民参加推進課 実施 

☑ 意識調査の実施 

  ・市民や職員の男女共同参画に関する意識の動向を

把握するため、定期的に市民意識調査や職員意識

調査を実施します。 

市民参加推進課 実施 

２ 

庁内におけ

る男女共同

参画の推進 

 男女双方の視点から施策を推進できるよう、市職員が市

民の先頭に立ち男女共同参画を実践します。 
  

 ☑ 庁内会議の充実 

  ・庁内の男女共同参画を推進するため、男女共同参

画推進会議及び男女共同参画庁内連絡会議におい

て、施策の推進や調査・研究を行うとともに、庁

内の連携を深めます。 

市民参加推進課 実施 

 ☑ 職員研修の充実 

  ・男女共同参画の視点をもって、各業務を進められ

るよう、管理監督者を含め、職員全体を対象に職

員研修を体系的に実施します。 

政策室 

市民参加推進課 
実施 
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第４章 基本目標Ⅳ 男女がともに働きやすい環境づくり 

《吉川市女性活躍推進計画》 
 

 この章は、平成28年４月１日から施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女

性活躍推進法）」第６条に定める市町村推進計画として位置づけています。 

 従来、各基本目標の中に位置づけていた施策のうち、女性の職業生活における活躍に資する施策に

ついては、この計画の中に位置づけています。 

 

１ 多様な働き方への支援 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 

働く場にお

ける男女共

同参画・女性

活躍の促進 

 男女がともに対等なパートナーとして、均等な雇用機会

や待遇等が確保されるよう、事業所への働きかけに努めま

す。 

  

 ☑ 就労に関する法・制度の周知 

  ・男女の雇用機会の均等に関する法制度等について

情報提供し、普及に努めます。 

商工課 

市民参加推進課 
実施 

☑ 事業主等へのハラスメント対策に関する啓発 

  ・職場における固定的な性別役割分担意識に起因す

るさまざまなハラスメント対策には、まず管理職

を含めた企業トップの意識改革が重要となるた

め、事業主等がこうしたトップ陣の意識改革に積

極的に取り組むよう啓発に努めます。 

商工課 

市民参加推進課 
実施 

☑ 事業所等に対する男女共同参画の啓発 

  ・事業所等を対象に、女性管理職等の積極的な登用

や、職場での固定的な役割分担意識の見直しな

ど、働く場における男女共同参画についての啓発

に努めます。 

商工課 

市民参加推進課 
実施 

☑ 男女共同参画推進事業所への支援 

  ・多様な働き方実践企業（埼玉県事業）認定事業者

をはじめ、男女共同参画を推進している市内事業

所について、その取り組みを紹介するほか、市内

の推進事業所が連携できる機会を設けるなどの

支援を行います。 

商工課 

市民参加推進課 
実施 

☑ 労働相談・経営相談の実施 

  ・労働条件や労使関係、経営・開業などに関する相

談に応じる、労働相談及び経営相談を実施しま

す。 

商工課 実施 

☑ 自営業等で働く女性の就業条件の向上 

  ・農業における「家族経営協定」の啓発・促進を図

るなど、自営業等で働く女性の就業条件の向上に

努めます。 

農政課 実施 

☑ 企業等における方針決定の場への女性の参画促進 

  ・企業等における女性管理職等についての先進事例

やロールモデルを紹介するなどの啓発を行うほ

か、国や県等で実施している女性がステップアッ

プするための講座等の情報提供を行います。 

商工課 

市民参加推進課 
実施 
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№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

２ 

女性が能力

を発揮でき

る就業の支

援 

 いつまでも自らの能力を活かし、活躍をめざす女性への

支援の充実を図ります。 
  

 ☑ 就職・就労に関する情報の提供 

  ・女性が能力を発揮できる就職・再就職等、就業に

関する情報の提供を行います。 

商工課 実施 

☑ 女性の職業能力開発に向けた事業の実施 

  ・市民と協働により、女性の職業能力開発に向けた

事業を実施するとともに、関係団体等の支援をし

ます。 

商工課 

市民参加推進課 
実施 

 ☑ 関係機関との連携 

  ・女性が能力を発揮できる就業を支援するため、ハ

ローワークや商工会、シルバー人材センターなど

と連携を図ります。 

商工課 

長寿支援課 
実施 

 ☑ 経済的な問題を抱える女性などへの就業支援 

  ・ひとり親家庭など経済的な問題を抱える方が、就

労に向けてスキルアップを図れるよう、給付金制

度や専門相談員による就労支援を行います。 

地域福祉課 

子育て支援課 
実施 
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№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

３ 

ワーク･ライ

フ･バランス

の実現に向

けた支援 

 自らの希望するバランスで仕事と生活ができるワーク･

ライフ･バランスの実現について、支援のための施策の充実

を図るとともに、普及啓発を図ります。 

  

 ☑ ワーク･ライフ･バランスの実現に向けた施策の充

実 

  ・男女がともに、出産・育児・介護などと仕事を両

立していけるよう、子育て支援サービスや介護負

担軽減のための施策など、両立支援のための施策

の充実を図ります。 

関係各課 実施 

☑ 事業所を対象としたワーク･ライフ･バランスに関

する情報提供 

  ・市内事業所を対象に、出産・育児・介護など、働

き手の生活の状況に合わせたさまざまな休暇整

備などの両立支援について情報提供を行い、ワー

ク･ライフ･バランスの推進を図ります。 

商工課 実施 

☑ ワーク･ライフ･バランスに関する情報の収集と提

供 

  ・ワーク･ライフ･バランスに関する情報を収集し、

啓発紙や市ホームページ、リーフレット、講座の

開催等を通じて情報提供し、理解と普及を図りま

す。 

市民参加推進課 実施 

☑ ワーク･ライフ･バランスに関する事業の実施と支

援 

  ・市民と協働により、ワーク･ライフ･バランスに関

する事業を実施するとともに、関係団体等の支援

をします。 

市民参加推進課 実施 

☑ 次世代に対するワーク･ライフ･バランスの啓発 

  ・次世代を担う子どもたちを対象に、学校等の男女

平等教育の中で、ワーク･ライフ･バランスの重要

性について伝えます。 

学校教育課 実施 

☑ 市内事業所の求人情報提供 

  ・通勤時間の短縮により、ワーク･ライフ･バランス

の推進が図れるよう、市内事業所の求人情報を提

供します。 

商工課 実施 
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２ 市が先頭に立って発信する男女共同参画・女性活躍推進 

 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

４ 

女性も活躍

し、多様な職

員の視点が

活かされる

市政運営 

 多様で柔軟な発想・意思決定を促し、政策にイノベーシ

ョンをもたらすため、女性の活躍推進に積極的に取り組み

ます。 

  

 ☑ 「女性の活躍を推進するまち吉川」の情報発信 

  ・女性活躍推進法の趣旨を踏まえ、市が先頭に立っ

て積極的に取り組み、「女性の活躍を推進するま

ち吉川」を発信していきます。 

市民参加推進課 実施 

☑ 女性管理職登用の推進 

  ・市職員の管理職への女性登用率向上を目指し、庁

内連絡会議等を活用した研究や、女性職員のキャ

リア支援に資する外部研修を行い、性別に捉われ

ない登用を推進します。 

政策室 

市民参加推進課 
実施 

☑ 女性活躍推進リーダーによる推進 

  ・女性活躍推進リーダー制度（埼玉県事業）のリー

ダー認定職員を中心に、女性活躍に向けた取り組

みの推進を図ります。 

市民参加推進課 実施 

☑ 女性活躍推進法に基づく特定事業主計画の進行管

理 

  ・特定事業主行動計画に掲げる目標達成のための取

り組みや、取組状況の公表、計画の検証などの進

行管理を行います。 

政策室 実施 

５ 

ワーク･ライ

フ･バランス

の実現に向

けた支援 

 市が先頭に立って男女がともに働きやすい職場づくり

を行い、男女共同参画・女性活躍推進を発信していきます。 
  

 ☑ ワーク･ライフ･バランスの推進 

  ・市が見本となるべく、適正な定員管理やノー残業

デーの実施等による時間外勤務の削減や、育児・

介護休業制度の利用促進など、職員のワーク･ラ

イフ･バランスを配慮した取り組みに努めます。 

政策室 

関係各課 
実施 

☑ 職員自ら学ぶワーク･ライフ･バランス 

  ・職員自らワーク･ライフ･バランスを意識して職務

にあたることができるよう、タイムマネジメント

研修など、ワーク･ライフ･バランス推進に資する

研修を行います。 

政策室 実施 
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 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

６ 

育児・介護を

しながら働

く職員への

フォローア

ップ 

 育児・介護をしながら当たり前にキャリア形成できる職

場をめざし、両立支援制度を利用する職員へのフォローア

ップの取り組みを推進します。 

  

 ☑ 出産・育児を控える職員への両立支援制度活用促進 

  ・出産・育児を控えている職員に対し、各種両立支

援制度（育児休業・配偶者出産休暇、育児参加の

ための休暇等）の活用促進を行います。 

政策室 

関係各課 
実施 

☑ 育児休業者等の所属職場との連絡体制確保 

  ・育児休業等の取得前後において、所属職場との連

絡体制の確保等の必要な支援を行います。 

政策室 

関係各課 
実施 

☑ 育児や介護に係る休暇の整備 

  ・職業生活と家庭生活との両立を推進するため、育

児や介護に係る休暇の整備について検討します。 

政策室 実施 

☑ トップが進める両立支援 

  ・管理職などの職場のトップは、家庭生活との両立

に配慮する職場であることを示すとともに、介

護・育児をしながらキャリア形成できる環境づく

りに努めます。 

政策室 

関係各課 
実施 

７ 

性別役割分

担意識の解

消 

 性的役割分担意識のない、多様な働き方が実現する職場

をめざし、積極的に取り組みます。 

 
 

 ☑ 男性職員の育児参加の促進 

  ・男性職員にも配偶者出産休暇や育児参加休暇の取

得を積極的に促すなど育児参加を促進し、育児を

する職員を支えあう風土づくりに努めます。 

政策室 

関係各課 
実施 

☑ 庁内でのハラスメント防止の啓発 

  ・固定的な性別役割分担意識に起因するさまざまな

ハラスメントを防止するため啓発に努めるとと

もに、庁内相談窓口について、職員へ周知を図り

ます。 

政策室 

市民参加推進課 
実施 
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第５章 基本目標Ⅴ 配偶者等に対するあらゆる暴力のない社会づくり 

《吉川市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画》 
 

 この章は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第２条の３に定める市町村基

本計画として位置づけています。 

 

１ 暴力を許さない社会づくりの推進 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 

ＤＶ等の防

止に向けた

広報・啓発活

動の充実 

 さまざまな機会、メディア等を活用した広報・啓発活動

を進めるとともに、地域においてＤＶ防止に関する啓発が

できる人材の育成に努めます。 

  

 ☑ 広報紙や市ホームページ、啓発紙等による情報提供 

  ・ＤＶ防止に関する情報を広報紙や市ホームペー

ジ、男女共同参画情報紙、ポスター、リーフレ

ットなど、さまざまな媒体を通じて提供します。 

市民参加推進課 実施 

☑ ＤＶ防止地域サポーター制度の創設・実施 

  ・「ＤＶ防止地域サポーター講座」を実施し、ＤＶ

防止に関する情報を地域に発信するＤＶ防止地

域サポーターを育成します。 

市民参加推進課 実施 

☑ 学習機会の提供 

  ・地域におけるＤＶへの理解を深めるため、ＤＶに

ついての出前講座を実施するなど、学習機会の充

実を図ります。 

市民参加推進課 

生涯学習課 

関係各課 

実施 

☑ 女性に対するあらゆる暴力根絶に向けた啓発 

  ・ＤＶのほか、性犯罪や売買春、人身売買、ストー

カー行為等女性の人権を著しく侵害する暴力を

なくすための啓発や情報提供に努めます。 

市民参加推進課 実施 

２ 

若年者に対

する予防啓

発の推進 

 若年者に対して、人権尊重と暴力を許さない意識の醸成

を図ります。 
  

 ☑ 学校における人権尊重と暴力を許さない教育の実

施 

  ・各学校における「男女平等」や「暴力を許さない」

という人権教育の充実を図ります。 

学校教育課 実施 

☑ デートＤＶ防止に関する啓発 

  ・若い恋人同士間に起こる「デートＤＶ」を防止す

る啓発を実施します。 

市民参加推進課 

学校教育課 

生涯学習課 

実施 
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２ 安心して相談できる体制づくり 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 

ＤＶ被害者

等に対する

相談体制の

充実 

 ＤＶに関して適切な相談支援が図られるよう、センタ

ーの周知や相談体制の充実に努めます。 
  

 ☑ 配偶者暴力相談支援センターの周知・充実 

  ・地域で気軽に相談できる「配偶者暴力相談支援

センター」の周知、及び機能の充実を図ります。 

市民参加推進課 実施 

☑ ＤＶに関する情報の収集と調査・研究 

  ・充実した支援を行うため、ＤＶに関する最新の

情報を収集します。 

また、相談室・シェルターの設置やカウンセリ

ング、加害者・外国人・若者等に対するＤＶ防

止施策などについての調査・研究を行います。 

市民参加推進課 実施 

☑ 相談員の資質の向上 

  ・被害者の状況に応じた適切な相談対応や助言が

できるよう、研修や勉強会等へ参加し、相談員

の資質の向上を図ります。 

市民参加推進課 実施 

 ☑ 二次被害の防止 

  ・被害者が二次被害を受けることのないよう、職

員のＤＶや被害者対応に関する認識を高めま

す。 

市民参加推進課 

全庁 
実施 

☑ 外国人・高齢者・障がい者への配慮 

  ・相談における通訳ボランティアの活用や関係機

関と連携を図るなど、外国人被害者への対策を

実施します。 

また、ＤＶが潜在化しやすい傾向にある高齢者

や障がい者については、相談や関係機関を通じ

た被害者の早期発見や相談活動の充実を図りま

す。 

市民参加推進課 

障がい福祉課 

長寿支援課 

実施 

☑ 加害者対策の実施 

  ・加害者の追及に対し適切な対応ができるよう、

職員に対し、加害者対策の周知を図ります。 

市民参加推進課 実施 

☑ 性暴力被害者への支援体制の充実 

  ・困難である性暴力被害者への支援について、相

談員が専門研修を受講するなどし、支援体制の

充実を図ります。 

市民参加推進課 実施 
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３ ＤＶ対策の充実・強化 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

１ 

被害者の安

全確保と緊

急避難の拡

充 

緊急の場合には、被害者やその同伴家族の身の安全が確

保され、必要な支援を受けることのできる体制の充実に努

めます。 

  

 ☑ 緊急時の安全確保と対応 

  ・緊急避難時においては、緊急一時保護の依頼、ま

たは同行支援、緊急支援助成事業の実施など、被

害者の状況に応じた安全確保や支援を実施しま

す。 

市民参加推進課 

子育て支援課 
実施 

☑ 保護命令制度の利用助言 

  ・裁判所が加害者に対して発する「保護命令制度」

の説明や利用助言をします。 

市民参加推進課 実施 

☑ 被害者等に関する個人情報保護 

  ・被害者の状況に応じ、住民票の写し等の交付制限

などの支援措置を行います。 

市民課 

市民参加推進課 
実施 

☑ 必要に応じた同行支援の実施 

  ・被害者の安全確保や自立支援のため、必要に応じ、

同行支援や助言を行います。 

市民参加推進課 

子育て支援課 

地域福祉課 

実施 

２ 

自立のため

の支援体制

の充実 

被害者の立場に立った自立支援の機能の強化に向け、必

要な情報提供や支援に取り組みます。 
  

 ☑ 被害者に対する適切な情報提供及び支援の実施 

  ・被害者に応じた適切な情報提供や支援ができるよ

う、関係機関と連携するとともに、配偶者暴力相

談支援センターの体制を強化します。 

市民参加推進課 実施 

☑ 住宅確保に関わる支援の実施 

  ・被害者の公営住宅の短期入所制度の助言、民間賃

貸住宅に関する情報提供を行います。 

市民参加推進課 

地域福祉課 

都市計画課 

実施 

☑ 子どもに対する支援の充実 

  ・関係機関と連携し、被害を受けた子どもの様子を

把握し、加害者対策や心のケア、配慮など、適切

な対応と支援を行います。 

市民参加推進課 

子育て支援課 

学校教育課 

実施 

☑ 生活・経済的支援の実施 

  ・被害者の状況に応じ、生活保護制度や生活困窮者

自立支援制度、健康保険やひとり親家庭のための

各種制度などについて、申請援助や助言を行いま

す。また、母子・父子自立支援員による就業等の

相談を実施します。 

地域福祉課 

子育て支援課 

国保年金課 

実施 

☑ 関連する法制度の適切な運用 

  ・住民票の写し等の交付時に本人確認及び交付理由

の厳格な審査を図ります。また、司法手続きに関

する支援や助言をします。 

市民課 

市民参加推進課 
実施 
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№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 R元年度進捗 

３ 

関係機関と

のネットワ

ークの構築 

ＤＶ防止と被害者支援の施策を推進していくため、国、

県、近隣市町及び市の関係機関や民間団体との連携を進め

ます。 

  

 ☑ 庁内関係各課との連携 

  ・総合調整機能を有する配偶者暴力相談支援センタ

ーを中心に、庁内の関係各課が連携し、被害者に

適切な支援を行います。また、関係各課の連携を

深めるため、「ＤＶ及び児童虐待防止担当者連絡

会議」や「ケース検討会」を実施します。 

市民参加推進課 

関係各課 
実施 

☑ 関係機関等との連携 

  ・警察や婦人相談センター、医療機関等、ＤＶ支援

に関係する機関と連携を図り、被害者の状況に応

じた適切な支援を行います。また、関係機関との

連携を深めるため、連携会議等を実施または参加

します。 

市民参加推進課 

関係各課 
実施 

☑ ＤＶ防止地域サポーター等との連携 

  ・ＤＶ防止地域サポーターや民生委員・児童委員等

と連携し、被害者への相談先等の情報提供やＤＶ

防止啓発に努めます。 

市民参加推進課 実施 
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重点事業及び数値目標一覧、令和元年度事業実施状況 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくり 

指標名 
平成22年度 
（2010年度） 

► 
令和３年度 
（2021年度） 

■成果指標 

男女の平等意識 36.5％ ► 50.0％ 

指標の考え方）市民を対象とした吉川市男女共同参画計画策定基礎調査における、男女の平等感について、「全体として

平等である」と選択した方の割合を用いるものとします。 

進捗▼ 平成27年度吉川市男女共同参画市民意識調査実施 

    男女の平等感 36.0％ 

■活動指標 

男女共同参画に関する啓発 

１ 

男女平等に関する情報の収集・提供 

男女平等に関する情報提供・媒体数 ８媒体／年 ► 10媒体／年 

市民参加推進課・おあしす・生涯学習課 

令和元年度進捗状況▼ 12媒体実施 

【市民参加推進課】 

①広報よしかわ、②市ホームページ、③啓発紙、④啓発展示、⑤男女共同参画地域リーダーによ

る啓発、⑥市民団体事業等の共催（イベント共催１件）、⑦男女共同参画推進事業「男女活躍・国

際交流ワールドカフェ」を開催 

【おあしす】 

⑧おあしす男女共同参画コーナー（情報発信及び啓発掲示）、⑨「おあしすだより」へ男女共同参

画について掲載、⑩男女共同参画講座の開催（3回）、⑪館内トイレへの男女共同参画に関するカ

ード等の設置・管理 

【生涯学習課】 

⑫人権セミナーを開催 

２ 

男女共同参画に関する学習機会の提供 

男女共同参画市民協働事業の実施 ２事業／年 ► ２事業／年 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ ２事業実施 

①（市共催）女性起業家を支援する団体によるフェスタ開催 

7月5日㈮、約400人来場 

②（市主催、市民団体等と協働）イベント「男女活躍・国際交流ワールドカフェ」開催 

12月22日㈰、104名参加 

男女平等教育の推進 

３ 

学校等における男女平等教育の推進 

すべての教職員が男女平等教育について見

直す機会 
新規 ► 毎年度実施 

学校教育課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

 教職員で組織する男女平等教育推進委員会において、SDGｓを取り入れながらの男女平等教育学

習指導について研究し、授業案をまとめた事例集を作成した。また、各校の授業内容について会

議にて報告するとともに、全校の指導資料を電子化し共有した。   
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男女平等教育の推進（続） 

４ 

家庭における男女平等教育の推進 

男性の育児・家事参加に関する事業の実施 新規 ► 毎年度実施 

子育て支援課・生涯学習課・健康増進課・市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

【子育て支援課】 

・市内子育て支援センターの拠点２か所（美南・中央）を、月１～２回土曜日に開館。 

・男性の育児支援事業「パパサロン」（美南子育て支援センター主催、6月22日(土)、33人参加）、

「めざせイクメン」（美南子育てセンター主催、4月13日(土)、9人参加）、「プレママ・プレパパ

デビューサロン」（美南子育て支援センター主催、4月13日(土)、8月31日(土)、12月7日(土) 計

6人参加） 

【健康増進課】 

・通常のパパママ学級のほか、特に父親の子育て参加への意識醸成を目的とした父親向けの教室

を土曜日と祝日の年２回臨時に開催。（7月6日（土）、2月11日（祝・火））  

  通常開催：延べ 275人参加 うち父親延べ 87人参加 

 臨時開催：延べ  37人参加 うち父親延べ 17人参加 

・乳幼児相談・乳幼児健康診査への父親の参加を呼びかけた。 

【市民参加推進課】 

 市コミュニティ協議会の補助金事業として、吉川市PTA連合会主催で、2月8日（土）に「新しい

子育ての教科書～父親が変われば世界は変わる～」をテーマに講演会を開催、204人が参加。 

【生涯学習課】 

・親子で参加する家庭教育講座４回実施した。11/19（18名）11/16（27名）11/30（18名）12/14

（35名） 

・「男の料理教室」を開催した。 

５ 

地域における男女平等教育の推進 

男女共同参画地域リーダーの登録者数 新規 ► 100人 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 37人 

 様々な機会を捉えリーダーの登録を促し、今年度新規登録者7人。 

男女の人権の尊重 

６ 

人権意識の醸成 

男女の人権に関する学習機会の提供 毎年度実施 ► 毎年度実施 

生涯学習課・庶務課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

 ＰＴＡ家庭教育学級合同人権教育研修会（7月6日開催、190人参加）、埼葛人権を考えるつどい

（10月）、人権セミナー（12月）、人権啓発パネル展（12月）を実施。 

７ 

メディア等における人権の尊重 

刊行物作成ガイドブックの庁内周知徹底 新規 ► 毎年度実施 

政策室・市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

【政策室】 

 男性又は女性に偏った内容となっていないかチェックを行った。 

【市民参加推進課】 

 ガイドブックについて、ＬＧＢＴ等の当事者に不快感を与える表現等に関する注意や、申請書

等の性別欄の廃止や記載方法の検討に関する内容を追加し、令和元年度新規採用職員研修におい

て解説するとともに、ガイドブックについて改めて庁内周知を図った。 
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国際的な視野に立った男女共同参画の推進 

８ 

多文化共生社会における男女共同参画の推進 

国際的な視野に立った男女共同参画の啓発

事業の実施 
１回実施 ► 毎年度実施 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

・外国出身者とともに、パネルディスカッションやグループ討議を通じ、日本での男女共同参画

の現状や課題を改めて国際的な視点で考えるイベント「男女活躍・国際交流ワールドカフェ」

を開催。12月22日㈰、104名参加。 

・吉川市国際友好協会主催事業に市として協力、インターナショナルフレンドシップパーティー

や市民まつりへの国際屋台村出展など、市民と様々な国の外国人との交流を図り、外国の文化

に触れる機会を提供した。 

・地域において、外国文化や風習を学ぶことができるよう外国出身の講師や団体等を派遣する多

文化共生講師派遣事業を実施。６団体で実施し、文化交流した。 
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基本目標Ⅱ 男女共同参画の環境づくり 

指標名 
平成22年度 
（2010年度） 

► 
令和３年度 
（2021年度） 

■成果指標 

①審議会等における女性委員の登用率 24.1％ ► 40.0％ 

②男女の役割分担についての「理想」と「現実」で、最

も多い選択肢の一致 

不一致 

理想「男女ともに仕事

も家事もする」 

現実「男は仕事、女は

家事等に差し支

えない範囲で仕

事をする」 

► 一致 

指標の考え方）①各年４月における、吉川市の審議会・委員会等の女性委員の割合を用いるものとします。 

       ②市民を対象とした吉川市男女共同参画計画策定基礎調査における、男女の役割分担の「理想」と「現

実」について、最も多く選択された選択肢を用いるものとします。 

 進捗▼ ①平成24年4月1日 21.9％  平成25年4月1日 23.1％  平成26年4月1日 25.6％ 

      平成27年4月1日 26.6％  平成28年4月1日 25.9％  平成29年4月1日 27.3％ 

      平成30年4月1日 26.1％  平成31年4月1日 25.4％  令和２年4月1日 23.9％ 

     ②平成27年度吉川市男女共同参画市民意識調査実施 

      男女の役割分担についての「理想」と「現実」で最も多い選択肢 不一致 

      「理想」 男女ともに仕事も家事も分担する 

      「現実」 男性は仕事、女性は家事等を分担している 
 

■活動指標 

政策・方針決定への参画推進 

１ 

男女の市政参画の促進 

審議会等のための女性人材リストの登録者数 新規 ► 50人 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 32人 

 登録者数を増やすため、市民交流センターおあしすやその他公共施設、市ホームページにおいて

女性人材リスト登録者募集を働きかけるとともに、各課で関わりのある女性市民等の情報収集を行

った。今年度新規登録者4人。 

 

２ 

男女の市政参画の促進 

審議会等における女性委員の登用について関係部署

への周知とチェック 
２回／年 ► ４回／年 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 12回 

・市民参画審議会資料を参考に、４月時点での審議等委員の女性割合チェック（１回） 

・年度内に委員改選のある審議会等について、担当課に委員の選出母体等に関するヒアリングを行

い（計11部署、11回）、女性人材リストの活用を依頼した。 

３ 

女性のエンパワーメントの拡大 

地域の女性リーダー紹介による啓発の実施 新規 ► 毎年度実施 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

 広報よしかわ２月号に「自治会に女性の力を」を記事掲載し、自主防災会で活躍する女性の様子

について記事掲載した。 
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ともに支えあう地域社会づくり 

４ 

地域で取り組む子育てへの支援 

子育て支援センターの利用人数 
平成27年度 

26,696人 
► 30,000人 

子育て支援課 

令和元年度進捗状況▼ 25,183人 

地域子育ての拠点として、市民団体と協働で事業展開した。 

・子育て支援センター（直営）：9,474人 

・美南子育て支援センター（市民団体に委託）：10,300人 

・中央子育て支援センター（市民団体に委託）：5,409人 

５ 

地域で取り組む子育てへの支援 

保育施設の待機児童数 
（平成28年度） 

30人 
► 0人 

保育幼稚園課 

令和元年度進捗状況▼ R2.4.1現在 3人 

 待機児童の解消を図るため、各年齢の受け入れ人数について保育施設と調整した。 

６ 

男女がともに支える介護・介助への支援 

健康づくり介護予防リーダーの男性の割合 
平成28年度 

25.2％ 
► 40.0% 

長寿支援課 

令和元年度進捗状況▼ 25.2％ 

 健康づくり・介護予防リーダー育成講習会を２回開催し、21人（うち男性4人）が受講した。 

これまでの受講者：226人（うち男性57人、25.2％） 

７ 

市民・地域活動における男女共同参画 

男女共同参画の視点に立った地域防災・防犯 － ► 毎年度実施 

危機管理課・市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

【危機管理課】 

・減災教育…①市内小学校５年生に、男女の差異にとらわれずグループで意見を出し合いながら、

災害時における行動ができるよう意識啓発を実施した。②市内中学校２年生を対象とした減災教

育では、避難所で期待される役割など理解するとともに必要な技術の習得を目的として訓練を実

施した。 

・減災リーダー認定講習会…男女の参加者を減災リーダーとして認定、年２回開催した。①令和元

年９月２８日（土）４０名（男性１８名：女性２２名）、②令和２年２月８日（土）３３名（男

性１２名：女性２１名）見学者２名（男女各１名） 

・【新規】女性減災リーダー育成セミナー３回連続講座開催、対象：市内在住・在勤の女性、①８

月２９日（木）座学、女性４７人受講、②１２月１日（日）実習、女性４２人受講、③２月１日

（土）座学・ワークショップ、参加人数９１人受講（男性１７人、女性７４人） 

 

【おあしす】 

 男女共同参画の視点に立った地域防災・防犯について資料を作成し、展示コーナーに掲示。また、

パンフレットについて配架した。 
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健康で自立した生活の支援 

８ 

いのちと性を尊重する教育の推進 

【新規】乳児家庭全戸訪問の実施 平成27年度新規 ► 毎年度100.0％ 

健康増進課 

令和元年度進捗状況▼ 乳児への安否確認実施率100％ 

 乳児への安否確認実施率100％達成のため、乳児家庭全戸訪問、４か月児健診、家庭訪問により

目視確認を実施した。 

９ 

性差や年代に応じた心と身体の健康支援 

男性の生活技術力向上に関する支援 新規 ► 毎年度実施 

健康増進課・生涯学習課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

【健康増進課】 

 健診結果説明会を開催し、健診の意義、代謝のメカニズムを話し、栄養指導、特に適塩について

の普及。 

【中央公民館・おあしす】 

「男の料理教室」を開催、おあしす1月18日(土)10人参加、中央公民館1月14日(火)16人参加。 

10 

各種相談の実施 

各種相談事業の啓発の実施 毎年度実施 ► 毎年度実施 

庶務課・関係各課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

 各種相談を通年実施。広報やホームページ、人権啓発パンフレット、ポスター、チラシ、カード

等を通じ、啓発を実施した。 
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基本目標Ⅲ 男女共同参画推進の体制づくり 

指標名 
平成22年度 
（2010年度） 

► 
令和３年度 
（2021年度） 

■成果指標 

計画実行率 － ► 100.0％ 

指標の考え方）本計画におけるすべての活動指標についての実行割合を用いるものとします。 

進捗▼ 平成24年度 96.0％（24/25事業）  平成25年度 82.7％（24/29事業） 

    平成26年度 96.4％（27/28事業）  平成27年度 100.0％（32/32事業） 

   平成28年度 100.0％（32/32事業）  平成29年度 100.0％（39/39事業） 

   平成30年度 100.0％（39/39事業）  令和元年度 100.0％（39/39事業） 

■活動指標 

市民と行政の協働体制の強化 

１ 

市民との協働による男女共同参画の推進 

計画の進捗状況の把握と報告 毎年度実施 ► 毎年度実施 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

 計画の進捗状況についてホームページにて公表するとともに、男女共同参画審議会へ報告した。 

２ 

市民との協働による男女共同参画の推進 

男女共同参画審議会の開催 毎年度実施 ► 毎年度実施 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

 10月2日㈬開催。男女共同参画基本計画の進捗状況等を報告するとともに、当年度の男女共同参

画事業に関する意見などについて、有識者や事業者の代表、公募市民の委員から、様々な意見を聴

いた。 

３ 

「おあしす」の男女共同参画推進センターとしての機能強化 

おあしすとの連携会議の開催 新規 ► 毎年度実施 

生涯学習課・おあしす・市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

【おあしす・市民参加推進課】 

 おあしす担当職員と、随時打合せを行うなど情報共有しながら、男女共同参画に係る市主催事

業・おあしす主催事業を連携して行った。 

４ 

「おあしす」の男女共同参画推進センターとしての機能強化 

【新規】おあしす職員の男女共同参画研修受講 － ► 毎年度実施 

生涯学習課・おあしす・市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

【おあしす】 

 男女共同参画を担当する職員（1人）は、男女共同参画に関する講座を２回受講することとして

おり、国際交流ワールドカフェ・子どもの貧困問題・児童虐待とDV等に関する講座等を受講。 
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庁内推進体制の充実・強化 

５ 

庁内における計画推進体制の強化 

意識調査の実施 ５年ごとに実施 ► 
５年ごとに実施 

(H27・R2年度) 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ （5年ごとに実施している。次回は令和２年度に実施予定） 

６ 

庁内における計画推進体制の強化 

推進会議及び庁内連絡会議の開催 未実施年あり ► 毎年度実施 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

 庁内連絡会議（3月13日）及び推進会議（3月25日）を開催。庁内連絡会議では、LGBT等の性の多

様性に関する配慮について意見を聴取。推進会議では男女共同参画基本計画の進捗状況について、

今年度実施した事業や今後の取組を中心に報告し、各部署への情報の還元につなげた。 

７ 

庁内における男女共同参画の推進 

職員研修の実施 
未実施 

（平成22年度以前） 
► 

毎年度実施 

全職員受講 

政策室・市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

 新規採用職員研修の一環として、8月2日に男女共同参画研修を実施、14人が受講。 
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基本目標Ⅳ 男女がともに働きやすい環境づくり 

指標名 
平成22年度 
（2010年度） 

► 
令和３年度 
（2021年度） 

■成果指標 

計画実行率 平成29年度新規 ► 100.0％ 

指標の考え方）本計画におけるすべての活動指標についての実行割合を用いるものとします。 

進捗▼ 平成29年度 100.0％（9/9事業）  平成30年度 100.0％（9/9事業） 

    令和元年度 100.0％（9/9事業） 

■活動指標 

多様な働き方の実現に向けた支援 

１ 

働く場における男女共同参画・女性活躍の促進 

【新規】多様な働き方実践企業の認定（埼玉県）件

数 
平成27年度 16社 ► 34社 

商工課・市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 24社 

【商工課】 

・県労働セミナーを活用し、事業主や勤労者等を対象とした講座「多様な働き方とワーク・ライフ・

バランス」を10月30日(水曜日)開催、参加者12人。仕事も生活も充実できる働き方、仕事と子育て・

介護を両立するための基礎知識、多様な働き方や支援制度の実例等について情報提供した。 

・市ホームページにおいて、多様な働き方実践企業の認定について企業向けに情報提供した。 

【市民参加推進課】 

・市内認定企業について、市ホームページに掲載した。 

２ 

働く場における男女共同参画・女性活躍の促進 

家族経営協定（農業）の件数 26件 ► 36件 

農政課 

令和元年度進捗状況▼ 41件 

 対象となる農業者に家族経営協定のリーフレットの配布と説明を行い、今年度新たに6件の家族

経営協定が結ばれた。 

３ 

女性が能力を発揮できる就業・女性活躍の支援 

女性の就職・就労に関する支援の実施 毎年度実施 ► 毎年度実施 

商工課・地域福祉課・子育て支援課・市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

【商工課】 

市主催事業を実施するとともに、近隣市町や県等主催の同様の事業について情報提供を行った。 

・キャリアコンサルタント有資格者による就職活動相談を実施。面談相談およびメール相談を行っ

た。（面談16件、メール1件） 

・内職に関する相談や事業所紹介を実施、相談16件(9月末までの件数） 10月以降は市内求人情報

に掲載(相談は実施していない）。 

・就活セミナー 8月23日(金曜日)開催、参加者10人 

・合同就職面接会 8月23日(金曜日)開催、参加者68人（面接146件）【地域福祉課】 

生活保護受給者及び生活困窮者のうち稼働可能な方を対象に就労支援を行った。 

【子育て支援課】 

・高等職業訓練促進給付金、自立支援教育訓練給付金の支給、母子・父子自立支援員を通じ、就職

や就労に役立つ情報提供を行う。 

・就職相談会（8月21日実施）  
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・就職支援セミナー等（8月5日、8月29日、11月7日、11月11日実施） 

・茶話会(5月13日) 

・メイクde交流会(2月18日) 

【市民参加推進課】 

・（市共催）女性起業家を支援するNPO団体によるフェスタ開催を共催、7月5日㈮、約400人来場 

・（市主催、市民団体等と協働）令和元年度男女共同参画テーマ事業として、イベント「男女活躍・

国際交流ワールドカフェ」を開催  ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｽｶｯｼｮﾝテーマ：仕事・ワークライフバランス、家

事・子育て  開催日：12月22日㈰、104名参加 

４ 

ワーク･ライフ･バランスの実現に向けた支援 

ワーク･ライフ･バランスについての啓発の実施 新規 ► 毎年度実施 

市民参加推進課・商工課・生涯学習課・学校教育課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

【市民参加推進課】 

商工会を通じ、ワーク・ライフ・バランス啓発チラシを商工会会員に配布した。 

【商工課】 

県労働セミナーを活用し、事業主や勤労者等を対象とした「多様な働き方とワーク・ライフ・バラ

ンス」講座を10月30日(水曜日)に開催。参加者12人。 

【学校教育課】 

教職員用パソコンなど「校務支援システム」におけるリモート機能を積極的に教職員に紹介し、子

育てや介護と仕事の両立など柔軟な働き方等について情報提供を行っている。 

市が先頭に立って発信する男女共同参画・女性活躍推進 

５ 

【新規】女性も活躍し、多様な職員の視点が活かされる市政運営 

女性管理職登用等の研究と取り組みの実施 新規 ► 毎年度実施 

政策室・市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

【政策室】 

女性管理職によるキャリアデザイン研修「輝く自分発見セミナー」を10月31日(木)に開催、49人が

受講した。 

６ 

【新規】女性も活躍し、多様な職員の視点が活かされる市政運営 

【新規】特定事業主行動計画の取組状況公表、計画

の検証 
平成28年度 ► 毎年度実施 

政策室・市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

 ７月に、女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報及び特定事業主行動計画に

基づく取組状況を市ホームページで公表した。 

７ 

【新規】ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援 

【新規】ワーク・ライフ・バランス推進に資する研

修実施 
－ ► 毎年度実施 

政策室 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

 毎年実施する女性活躍セミナーにて、ワーク・ライフ・バランスの重要性について触れ、職場内

の相互支援の重要性を周知した。 
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８ 

【新規】育児・介護をしながら働く職員へのフォローアップ 

【新規】制度が利用可能な男性職員の配偶者出産休

暇、育児参加のための休暇の取得割合 
－ ► 100％ 

政策室 

令和元年度進捗状況▼ 配偶者出産休暇100％、育児参加のための休暇100％ 

 対象となる男性職員について、所属長及び本人に対し、休暇取得勧奨や制度説明を行った。 

９ 

【新規】性別役割分担意識の解消 

【新規】男性職員の配偶者出産に係る休暇制度の活

用 
－ ► 毎年度実施 

政策室 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

 対象となる男性職員について、所属長及び本人に対し、休暇取得勧奨や制度説明を行った。 
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基本目標Ⅴ 配偶者等に対するあらゆる暴力のない社会づくり 

指標名 
平成22年度 
（2010年度） 

► 
令和３年度 
（2021年度） 

■成果指標 

①「ＤＶ」の内容まで知っている割合 71.3％ ► 80.0％ 

②「吉川市配偶者暴力相談支援センター」を知らない割

合 
59.9％ ► 40.0％ 

指標の考え方）①市民を対象とした吉川市男女共同参画計画策定基礎調査における、「ＤＶ」について「内容まで知って

いる」と選択した方の割合を用いるものとします。 

       ②市民を対象とした吉川市男女共同参画計画策定基礎調査における、「吉川市配偶者暴力相談支援センタ

ー」について「知らない」と選択した方の割合を用いるものとします。 

進捗▼ 平成２７年度吉川市男女共同参画市民意識調査を実施 

 「ＤＶ」の内容まで知っている割合 71.6％ 

 「吉川市配偶者暴力相談支援センター」を知らない割合 61.4％ 

■活動指標 

暴力を許さない社会づくりの推進 

１ 

ＤＶ等の防止に向けた広報・啓発活動の充実 

ＤＶ防止に関する情報提供・媒体数 ８媒体／年 ► 10媒体／年 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 10媒体実施 

①市ホームページ、②おあしす男女共同参画コーナー、③市民交流センターおあしす内での展示（男

女共同参画週間展、パープルリボンキャンペーン）、④ポスターの掲示、⑤チラシの配布、⑥おあ

しすトイレ内へのＤＶ相談案内カードの設置、⑦ＤＶ防止地域サポーターによる啓発、⑧講座開催

（ＤＶ防止地域サポーター養成講座）、⑨成人式啓発（デートＤＶ予防リーフレット配布）、⑩広報

よしかわ（ＤＶ相談窓口案内） 

２ 

ＤＶ等の防止に向けた広報・啓発活動の充実 

ＤＶ防止地域サポーターの登録者数 新規 ► 100人 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 89人 

 面前ＤＶや児童虐待体験者である講師を招き、ＤＶ防止地域サポーター養成講座を1月23日㈭に

開催。57人が受講。今年度、計26人がサポーターに登録した。 

３ 

ＤＶ等の防止に向けた広報・啓発活動の充実 

多言語による「ＤＶ支援情報ハンドブック」の発行 新規 ► 令和３年度までに発行 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ ２言語発行中 

 英語及び韓国語について発行中。 

ベトナム語、中国語の発行検討中。 
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暴力を許さない社会づくりの推進（続） 

４ 

若年者に対する予防啓発の推進 

【新規】デートＤＶ防止に関する啓発の実施 － ► 平成30年度までに実施 

市民参加推進課・学校教育課・生涯学習課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

【市民参加推進課】 

 デートＤＶ防止啓発パネル展示実施（６月）、女性に対する暴力をなくす運動週間（11月）にデ

ートＤＶ防止啓発リーフレットを配布。 

【市民参加推進課・生涯学習課】 

 成人式においてデートＤＶ防止啓発カードを配布（１月）。 

【学校教育課】 

 県作成のデートＤＶ啓発パンフレットを中学3年生に配布。また、朝会、道徳、特活の時間等を

活用して各学校で男女平等や「暴力を許さない」という人権教育を行った。 

安心して相談できる体制づくり 

５ 

ＤＶ被害者等に対する相談体制の充実 

専門相談員の拡充と専門相談室の設置 
週１日(専門相談員) 

相談室なし 
► 

週３日（専門相談員） 

相談室設置 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 平成27年度～専門相談員週３日、平成30年度～相談スペース確保 

 専門相談員が週３日（月･水･金曜日）体制で対応、庁内打合室の利用により相談スペースを確保。 

６ 

ＤＶ被害者等に対する相談体制の充実 

【新規】性暴力被害者への支援体制の充実 － ► 平成30年度までに実施 

市民参加推進課 

令和元年度進捗状況▼ 実施 

 職員及び相談員の研修受講により専門性を向上させるとともに、県の専門機関について情報収集

した。 

 


