
第２次宗像市男女共同参画プラン 
平成２４年度事業実施状況における評価の公表について 

 
第２次宗像市男女共同参画プランは、一人ひとりの人権を尊重し、性別にとらわれることなく個性と能力を発揮し、男女がともに参

画できる男女共同参画社会の実現に向け、「宗像市男女共同参画推進条例」に規定する８つの基本理念に基づき、男女共同参画に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進しています。 
本プランは市政のあらゆる分野に及び、その推進には全庁的な取り組みが必要です。本市では、担当部署におけるプランの事業実施

状況を把握し、その評価を行うことによって、プランの取り組み状況や効果を確認し、男女共同参画社会の実現に向け施策を推進して

いきます。 
	 

１	 事業の評価基準	 

下記の判定区分に基づき、担当部署は【達成度】、【今後の方向性】の２つの観点から、男女共同参画推進課（事務局）と男女共同

参画推進懇話会は【達成度】の観点から評価を実施しています。	 

	 

【達成度】	 

判定区分	 数値目標設定なし	 数値目標設定あり	 

Ａ	 十分達成している	 ９０％以上	 

Ｂ	 ある程度達成しているが一部課題が残る	 ７０％以上	 

Ｃ	 達成が不十分であり改善を要する	 ５０％以上	 

Ｄ	 達成が程遠く見直しを要する	 ５０％未満	 

Ｅ	 非該当（年度内事業なし）	 非該当（年度内事業なし）	 

 

【今後の方向性】	 

判定区分	 	 

Ａ	 さらに充実強化していく	 

Ｂ	 計画どおり取り組む	 

Ｃ	 一部見直しが必要	 

	 



２	 総合評価の結果	 	 

	 	 プランは６３事業１０３項目から構成されており、達成状況は下表のとおりです。１０３項目のうち、Ｂ評価以上が９８％という

結果となっており、担当部署においては、概ね目標を達成しているといえます。	 

	 	 	 	 	 

総合評価	 項目数	 達成状況（＊）	 

Ａ	 ７１	 ６８．９％	 

Ｂ	 ３０	 ２９．１％	 

Ｃ	 ‐	 ‐	 

Ｄ	 ２	 １．９％	 

Ｅ	 ‐	 ‐	 

	 	 	 	 （＊）達成状況は、小数点第２位を四捨五入。	 

	 

	 	 	 宗像市公式ホームページにて公表	 
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

男女共同参画
推進課

高齢者の男女共同参画を
通じた自立生活支援

高齢者がともに自立し、安心・安全な生活の実現に役立つ講座を2
回実施します。

シルバー世代を対象とした講座を3回実施。
これからの人生を安心して過ごすための終活セミ
ナー「もしもの時に困らないために～最新の葬儀
事情～」（女性38人、男性13人参加）
椅子を使って自宅で簡単にできる介護予防講座
「足腰シャキーンエクササイズ」（女性27人、男性
2人参加）
「大切な人が「うつ」になったら．．．～共にささえ
あうために～」（女性32人、男性3人）

高齢社会が進行する中、高齢者の生活自立支援
が必要と思われます。今後も引き続きシルバー
世代を対象とした講座を実施していきます。

A B A A

高齢者支援課
高齢者の社会参加
在宅の女性の社会参加促
進

年間30人のシルバー人材センター新規女性会員加入を目指しま
す。このため、市広報紙でもシルバー人材センター活動啓発に協力
していきます。

市広報紙への紹介記事掲載。シルバー人材セン
ターへの新規加入者数は40人でした。（前年度比
16人増　167％）
参考数値（H24年度末）会員数　男性462人
（75.6％）女性148人（24.4％）合計611人
新規加入会員　男性83人（67.5％）女性40人
（32.5％）合計123人

引き続きシルバー人材センターでの女性会員の
新規加入者増を図ります。 A A A A

2
高齢者福祉
サービスの充
実

要介護状態になっても、高齢者が住み
なれた地域で、その人らしい生活が継
続できるよう、サービスの提供や支援
を行うとともに、高齢者を介護する家
族等の負担軽減を図ります。

地域包括支援
センター

介護者の負担軽減
高齢者の個性や能力の発
揮

各種介護予防及び介護サービスを実施します。
家庭介護講座を年4回実施します。
介護者相談事業を年100人に実施します。
新たに、市民後見人育成事業に取り組みます。

各種介護予防及び介護サービスを実施しました。
家庭介護講座を年4回（参加者数延べ65人）実施
しました。
介護者相談事業（相談者数延べ83人（内、男性
23人））を実施しました。
市民後見人育成事業（参加者数：講演会52人、
研修会延べ132人、研究会延べ90人、相談会6
人）を実施しました。

高齢化が進行する中、多様化する高齢者のニー
ズに対応できるサービスを提供できるように努め
ていきます。

A A A A

3
発達障害支援
事業の推進

発達支援に関わる庁内関係部署、庁
外関係機関と連携し、保護者が安心し
て子育てができるよう適切な支援構築
を推進します。

発達支援
センター

保護者及び子育て、子ども
の支援に携わる人への支
援

市内20の保育所・幼稚園への巡回相談を年2回実施します。
市内の満4歳の子どもを対象に、「年中健診（満4歳）」を実施しま
す。
市内の保育所・幼稚園で出前相談を実施します。
発達支援センターで発達診査を開設します。
市民への啓発として、市民講演会を1回実施します。

【総合相談】窓口相談：22件、電話相談：1392件、
個別面談：945件。（総合相談件数対前年比30%
増）【相談後の支援構築のための連携調整】1208
件、【保育所・幼稚園への巡回相談】580件、【小
学校就学への連携】167件、【市民啓発】講演会：
1回開催。148名参加。【保育所・幼稚園の研修】2
回開催。277名参加。【保育所・幼稚園コーディ
ネーター研修】2回開催。38名参加。【保育所・幼
稚園出前子育て相談】20園実施。12件相談受
付。【年中健診】受診者数：829名（受診率92%）
フォロー者数：294名（35%）

引き続き、発達支援体制の充実を図るため、発
達支援体制の点検・評価を行い、ニーズに応じた
より良い支援体制づくりを行っていきます。

A B A A

4
障害者福祉
サービスの充
実

障がいのある人が住みなれた地域で
安心して生活ができるよう、利用者の
ニーズにあった様々な障害福祉サー
ビス等の支援を行うとともに、障がい
のある人を介護する家族等の負担軽
減を図ります。

福祉課 介護者の負担軽減

法改正等にあわせ障害者福祉サービス等を掲載するガイドブックを
改訂します。
障害者自立支援協議会等について広報紙に連載し、市民への情
報提供を行います。

障害福祉サービス等を掲載するガイドブックを改
訂しました。
6月15日号の広報から障害者自立支援協議会だ
よりを掲載し、協議会の活動内容等について情
報提供を行いました。

障害福祉サービスの周知を図るとともに、計画相
談支援の拡大を図り個人のニーズに沿った支援
を行っていきます。

A A A A

5
相談支援事業
の充実

障がいのある人や、家族等の悩み、
直面している課題に関する相談への
対応や、適切な支援を受けるための
サービス内容の理解促進のため、障
がいの特性に応じた相談支援事業を
地域生活支援センター等に委託し、支
援体制の充実を図ります。

福祉課
障がい者自身や家族等へ
の支援

平成24年10月に障害者虐待防止センターを開設します。
相談支援事業についてガイドブックに掲載します。

障害者虐待防止事業の通報や相談の窓口とし
て、10月1日に障害者虐待防止センターを開設し
ました。平成24年度相談件数1件。障害者自立支
援協議会で虐待防止事業に関する研修会を開催
しました。
相談支援事業の周知を図るため、ガイドブックに
掲載しました。

引き続き相談支援事業を実施するとともに、計画
相談支援の拡大を図り個人のニーズに沿った支
援を行っていきます。

A A A A

基本目標               Ⅰ．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の確立に向けた社会づくり

   基本施策               １．家庭生活における男女共同参画の推進

高齢者の雇用・就業機会の確保の推
進や社会参加の促進を図るため地域
で活躍できる場・機会の提供を図り、
高齢者が地域社会の中で充実した生
活が送れるように支援します。

      施策の取り組み     (1)高齢者・障害者への支援

男女共同参画の視点
担当部署評価

実施状況報告

高齢者の社会
参画の支援

事業
番号

1

担当課事業名 課題・今後の取り組み事業（数値）目標事  業  概  要
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

6
相談事業の充
実

家事・育児の孤立化や不安等を抱え
込まないよう、相談事業の充実や周知
を図ります。

男女共同参画
推進課

ひとり親家庭の親への支援
相談事業のリニューアルに伴い、広報紙やHPおよびチラシやカード
の設置により事業の周知を図ります。

面接と電話相談の一本化、予約制の撤廃など相
談者が利用しやすい環境を整備しました。また、
庁内や各コミセンの窓口やトイレにカードを設置
するなど相談事業の周知を図った結果、昨年に
比べて相談件数が大幅に増加しました。（面接
162件、電話195件、メール19件、協議126件）

講座やイベント等でチラシやカードを配布し、事
業の周知を図ります。 A A A A

7
就業・自立支援
事業の推進

ひとり親家庭等の自立に必要な情報
の提供を行います。

子ども家庭課 ひとり親家庭の親への支援

県が実施する就業及び養育費相談の周知を広報紙、ホームペー
ジ、子育て支援ハンドブック、窓口チラシで行います。
就業支援講習会の周知を広報紙、ホームページ、窓口パンフレット
で行います。
就業支援講習会は、例年水巻町で開催されており地理的に参加し
にくいため、隔年で宗像地区でも開催されるよう県に要望します。

県主催の就業及び養育費法律電話相談の周知
を毎月広報紙、HPで周知しました。電話での相
談件数は、16件でした。市で県が年間4回開催す
る養育費無料法律相談について、広報紙・HPで
周知し、利用人数は18人でした。(就業相談12
人、養育費法律相談6人）。また、県主催の就業
支援講習会（年4回）の周知を、広報紙、HP、窓
口パンフレットで実施しました。また、県へ要望し
たことにより、平成25年6月には、宗像市で就業
支援パソコン講習会を開催することとなりました。

県が実施する就業、養育費相談の周知を毎月広
報紙・ホームページ、子育て支援ハンドブック、窓
口チラシなどにより実施します。就業支援講習会
について広報紙、ホームページ、窓口バンフレッ
トで周知します。

A A A A

実施状況報告

基本目標               Ⅰ．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の確立に向けた社会づくり

   基本施策               １．家庭生活における男女共同参画の推進

      施策の取り組み     (2)ひとり親家庭等への支援

担当部署評価

課題・今後の取り組み事  業  概  要 事業（数値）目標担当課事業名
事業
番号

男女共同参画の視点
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

男女が協力して家事や育児に取り組
むよう意識啓発を行います。

男女共同参画
推進課

役割分担の公正化
家族で参加しやすい講座を2回以上実施し、男性の家庭参画を促し
ます。

男性の家庭参画を促し、家族で参加できるよう、
土日に講座を開催しました。母の日講座「パパと
作ろう！ママの顔パン」（男性13人、子ども20人
参加）「ママはリンパ体験でリフレッシュ」（女性10
人参加）
親子遊び講座「パパとママと子どもの輪」（女性25
人、男性8人、子ども24人参加）

男性の参加増につながる工夫が必要です。（参
加したくなるような講座やイベントの企画など） B B B B

子育て支援センター、サロン、各コミュ
ニティセンター等子育て中の親同士の
交流・体験・学習の場として子育て支
援の充実を図り、男女共同参画意識
向上を目指した子育て支援事業を推
進します。

子ども育成課 男性の育児参加
子育て支援センター「ふらこっこ」交流室を月1回、土曜日に開館し
ます。子育て支援センター事業を土曜日に実施し、さらなる男性の
育児参加を促します。

子育て支援センター「ふらこっこ」交流室を月1
回、第2土曜日に開館しました（男性52人参加）。
また、子育て支援センター事業であるトゥインクル
☆クラブを2回（5/19、2/16）（男性6人参加）、の
びのび子育て応援セミナーを1回（6/9）(男性参加
8人)を土曜日に実施しました。どちらも、、昨年度
と比べ、男性の参加が増加しました。

今後も継続して土曜日にも事業を行うとともに、
年2回、日曜日に事業の実施を行い、さらなる男
性の育児参加を促します。

A A A A

9
子育て支援と
相談事業の充
実

相談窓口の充実を図り、ひとり親家庭
等の自立や子育て家庭への経済的支
援を行います。

子ども家庭課
相談を通した子育て家庭へ
の支援

平成24年度に、全庁的な子ども家庭相談支援体制の見直しを検討
し、平成25年度に、より総合的かつ専門的な相談支援機関を開設
します。また、業務を実施するために必要な職員の質的、量的確保
を行います。

子ども相談支援体制の見直しを行った結果、平
成25年度から家庭児童相談室を子ども相談セン
ターに名称変更し、子どもの権利救済機関を併
設するとともに、専任係長と係員1名、相談員５名
を配置して体制強化を図ることに決定しました。

児童家庭相談担当職員と児童家庭相談員（母子
自立支援員）、子どもの権利相談員の専門研修
を充実し、相談員の専門性の向上を図ります。

A A A A

10
保育サービス
の充実

仕事と子育ての両立を支援し、市民が
安心して働くことができるように、より
充実した多様な保育サービスを提供し
ます。

子ども育成課
ワーク・ライフ・バランスを
考慮した保育サービスの実
施

平成24年度も継続して待機児童0人を目指します。急増する保育
ニーズに対応するため施設整備（2園）を行います。また、多様化す
る保育サービスのあり方を検証し、充実を図ります。

施設整備を行うことで定員を100人増加（1,200人
→1,300人）し、急増する保育ニーズへの対応を
行いましたが待機児童が発生しました。

待機児童0人を目指します。引き続き施設整備を
行い50人の定員増（1,300人→1,350人）を図りま
す。また、一時預かり等の多様な保育サービスの
充実を図ります。

B A B B

11
学童保育事業
の充実

より安全で安心な学童保育事業が実
施されるよう、保護者会や指定管理者
と協議をしながら仕事と子育ての両立
支援の充実を図ります。

子ども育成課
ワーク・ライフ・バランスを
考慮した子育て支援体制
の整備･拡充

待機児童数0人を維持します。
延長保育や土曜日開所時間延長を本格実施します。玄海小学校
学童保育所と東郷小学校第2学童保育所を整備します。

入所者全員の受け入れを実施しました。また、延
長保育（月極利用者数延べ112人、日別利用者
数延べ1,504人）や土曜日開所時間延長を実施
し、働きやすい環境を整えました。また、長期休
暇のみの利用を導入していることにより、働き方
に応じた利用が出来ています。玄海小学校学童
保育所と東郷小学校第2学童保育所を整備しまし
た。

河東小学校第2学童保育所を整備します。 A A A A

12
就学援助の周
知

広報紙や学校を通じた周知、現受給
者への通知などにより就学援助制度
の周知を図ります。

教育政策課
経済的困難な子育て家庭
への支援

男女を問わず経済的理由で就学が困難な世帯の児童・生徒の保
護者に対して就学援助を実施します。
市内全小中学校22校の児童・生徒を通じて、全保護者に制度案内
の文書を配布します。また、申請状況を学校と共有したり、広報に
よる案内を1回以上行うなど申請案内に努めます。

経済的理由で就学が困難な世帯の児童・生徒の
保護者に対して就学援助を実施しました。対象児
童生徒は小学校636人、中学校339人でした。
市内全小中学校22校の児童・生徒を通じて、全
保護者に制度案内の文書を配布しました。広報
による案内を2回行いました。

引き続き、経済的理由で就学が困難な世帯の児
童・生徒の保護者に対して就学援助を実施しま
す。

A B B B

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

13
介護保険制度
の周知・情報提
供

市広報紙、ホームページ等を活用し、
介護を社会全体で支えるという制度の
周知、情報提供を行います。
介護保険べんり帳を作成し、介護保険
サービス等の説明を行います。

介護保険課
みんなで支えあう社会的支
援

平成24年度からの制度改正に伴い、介護保険べんり帳に変わるパ
ンフレットを五千部作成する際に男女の視点も考慮します。

パンフレットの表題を「男女がともにはぐくむ介護
保険」とし、挿絵にも男性を多く登場させる工夫を
施しました。出前講座等を8回開催（282人参加）
し、介護を社会全体で支えるという制度の周知や
情報提供を行うとともに、表題の由来についても
毎回強調して説明しました。
（内訳）ルックルック講座5回95人・民生委員研修
会1回148人・新任委員研修1回8人・TNC文化
サークル1回31人

同様の取り組みを継続し、出前講座や説明会な
どの機会を捉えて啓発を行っていきます。また、
平成25年度版のパンフレット作成に際しては、地
域密着型サービスの利用促進を図るよう改訂し
ていきます。

A B A A

14
介護保険サー
ビスの充実

住み慣れた地域で介護サービスを受
けることができるよう、日常生活圏域
に地域密着型サービスの基盤整備を
行います。

介護保険課
男女が安心して介護と仕事
等ができる環境の整備

新たに広域型施設50床の整備を県に要望していきます。
県や社会福祉法人との協議に基づき、広域型施
設50床の整備が平成24年度事業として採択され
ました。平成25年5月には開設の予定です。

平成25年度においても、広域型施設の整備を県
に要望していきます。さらに、地域密着型サービ
スの施設についても、未整備となっている圏域の
整備に取り組みます。

A A A A

8

事業
番号

事業名
担当部署評価

男女共同参画の視点 実施状況報告

基本目標               Ⅰ．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の確立に向けた社会づくり

課題・今後の取り組み

   基本施策               １．家庭生活における男女共同参画の推進

      施策の取り組み     (3)子育て中の親への支援

基本目標               Ⅰ．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の確立に向けた社会づくり

子育て支援事
業の充実

担当課事  業  概  要 事業（数値）目標

   基本施策               １．家庭生活における男女共同参画の推進

事業名 事  業  概  要 実施状況報告

      施策の取り組み     (4)介護に対する支援

事業（数値）目標担当課 男女共同参画の視点
事業
番号

担当部署評価

課題・今後の取り組み
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

男性の日常生活における自立を促し、
家庭参画促進に役立つ事業を実施し
ます。

男女共同参画
推進課

男性の家庭参画促進 男性の参加を促すため、土日に講座を2回開催します。

家庭で料理を作るきっかけとなるよう、男性料理
教室「プロに学ぶギョーザ作り」(男性25人参加）
を実施しました。男性の育児参画を目指し、夏休
みに親子木工教室（女性19人、男性4人、子ども
29人参加）を実施しました。

男性の参加増につながる工夫が必要です。（参
加したくなるような講座やイベントの企画など） B B B B

家庭教育学級、子育て支援センター、
サロン等において男女共同参画意識
向上を目指し、男性の事業参加を促し
ます。

子ども育成課 男性の育児参加
新米ママ･パパ子育て支援推進事業を月1回、土曜日に開催すると
ともに子育て支援センター事業を土曜日に実施し、男性の育児参
加を促します。

新米ママ・パパ子育て支援推進事業を月1回、土
曜日に実施するとともに、父親の参加を促しまし
た（男性参加のべ36人）。また、トゥインクル☆クラ
ブを2回（5/19、2/16）（男性6人参加）、のびのび
子育て応援セミナーを1回（6/9）(男性参加8人)を
土曜日に開催しました。

今後も土曜日に事業を実施するとともに、年2回
日曜日に事業を実施し、さらなる男性の育児参画
を促します。

A A A A

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

市民に対して、男女がともに家庭責任
を担い、仕事と家庭の両立を図ること
ができるよう啓発や情報提供を行いま
す。

男女共同参画
推進課

市民に対する仕事と家庭の
両立支援

講演会や講座を2回以上実施し、意識啓発を図ります。

男女共同参画週間に、ワーク・ライフ・バランス
（WLB)の推進を目的とした講演会「笑って考えよ
う。家族のこと、仕事のこと、未来のこと」を実施し
ました。（女性110人、男性30人参加）
むなかた男女共同参画協議会との共催による
WLBセミナー「理想の私になるための時間術」を
実施しました。（女性26人、男性1人）また、広報
紙で2回、WLBに関する記事を掲載し、意識啓発
を図りました。

プランの重点目標であるため、引き続き、講座や
広報紙を通して意識啓発を図ります。 A A A A

「宗像市職員人材育成ビジョン」や「宗
像市特定事業主行動計画」の推進を
図り、職員に対して仕事と家庭の両立
の意識づくりを行います。

人事課
職員に対する仕事と家庭の
両立支援

仕事と家庭を両立させるための各種制度について、電子掲示板等
を活用し、年3回以上の周知・啓発を図ります。また、研修等におい
て必ずワーク・ライフ・バランスについて周知し、啓発を行います。

電子掲示板に人材育成ビジョン等について掲示
し、周知・啓発を行うとともに、各種研修(管理職
研修、係長級研修、初任層研修）において仕事と
家庭の両立の意識付けを行いました。平成24年9
月から毎週金曜日を定時退庁推奨デーと位置付
け、館内放送で職員に呼びかけを行っています。
また、平成24年度は、ＷＬＢのｅ-ランニング研修
を全職員対象に実施し、461人（対象者470人受
講率98％）が受講しました。

まだ全職員が理解できている状況ではないた
め、今後も各種研修において、仕事と家庭の両
立の意識付けを行います。該当者へは個別にラ
イフプランセミナーへの参加を促します。

A B A A

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

17
企業への啓発
促進

事業所に対して、仕事と家庭の両立を
図ることができるよう、啓発や両立支
援の取り組みを促します。

男女共同参画
推進課

事業所に対する仕事と家庭
の両立支援

企業研修を1回実施する予定であるが、できるだけ多くの人に参加
してもらえるよう研修内容や時期について検討します。

20人以上の従業員のいる市内事業所85社に対
し、事業所の取り組み等に関するアンケート調査
を実施しました。また、アンケートの中で、今後希
望する研修内容や時期について設問しました。
回答率47％（40社）

調査結果をもとに、研修内容等を検討します。ま
た、事業者の取り組みが重要であるため、パンフ
レット等で啓発を図っていきます。

B B B B

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

男性が休暇を取得しやすい環境の整
備や意識啓発を図るため、市民や事
業所に対して制度の周知や情報提供
を行います。

男女共同参画
推進課

啓発用パンフレットを作成します。
育児・介護休業制度だけでなく、男女共同参画の
意識啓発を図るためにガイドブックを作成しまし
た。

講座や講演会等での配布などガイドブックを有効
活用し、意識啓発を図ります。 A B A A

国が進める男性の育児・看護休暇の
取得について「宗像市特定事業主行
動計画」や「宗像市職員人材育成ビ
ジョン」に基づき、職員へ情報提供を
行います。

人事課

仕事と家庭を両立させるための各種制度について、電子掲示板や
管理職研修を活用し、適時、周知・啓発を図ります。
また、該当者には、個別に制度の周知を行います。強化月間を設
け周知、情報提供に努めます。

電子掲示板で適宜、情報提供を行うとともに、該
当者には、個別に制度の周知を行いました。その
結果、子の看護休暇取得者(H23 32人→H24　35
人）や育児休業取得者（H23　10人→H24　16人う
ち1人男性）、部分休業の取得に向けた相談者
（H23　1人→H24　3人)が増加しています。

該当者の情報収集に努め、管理職及び該当者に
制度の周知を行います。 A A A A

      施策の取り組み     (5)男性の家事・育児・介護参加促進の啓発

男女共同参画の視点 事業（数値）目標

基本目標               Ⅰ．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の確立に向けた社会づくり

事業名 事  業  概  要 実施状況報告担当課

男性の事業参
加の促進

啓発の促進

   基本施策                ２．両立しやすい職場環境づくり

事  業  概  要

事業（数値）目標

18

事業
番号

事業
番号

16

15

事業
番号

事  業  概  要 男女共同参画の視点 実施状況報告担当課

事業
番号

   基本施策               １．家庭生活における男女共同参画の推進

   基本施策               ２．両立しやすい職場環境づくり

      施策の取り組み     (1)仕事と家庭の両立の意識づくり

事業名

   基本施策               ２．両立しやすい職場環境づくり

      施策の取り組み     (2)仕事と家庭の両立支援の促進

事業（数値）目標

仕事と家庭の両立支援

基本目標               Ⅰ．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の確立に向けた社会づくり

男女共同参画の視点

男女共同参画の視点 実施状況報告

制度等の周知
及び情報提供

事業（数値）目標事業名 担当課

担当部署評価

課題・今後の取り組み担当課

基本目標               Ⅰ．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の確立に向けた社会づくり

基本目標               Ⅰ．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の確立に向けた社会づくり

課題・今後の取り組み

担当部署評価

課題・今後の取り組み

担当部署評価

担当部署評価

課題・今後の取り組み

      施策の取り組み     (3)男性の育児・介護休業等の取得啓発

実施状況報告事  業  概  要事業名
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

男女共同参画
推進課

講演会を1回実施します。
関係機関にカードを設置し啓発を行います。

関係課との共催による児童虐待・DV防止講演会
を2回実施しました。「DV問題と子どもに与える影
響」（女性51人、男性24人参加）。「弁護士からみ
た子どもを取り巻く環境」（女性45人、男性1人参
加）。
警察署や保健福祉環境事務所、各地区コミセン
などにＤＶカードやチラシを設置し、啓発を行いま
した。

カードの配置先を拡充するなどの取り組みが必
要です。 A B A A

人権対策課
人権啓発として、年に1度法務総合相談（6月1日）を開設するため、
チラシを全戸回覧及びコミセンに掲示し市民に周知します。また、7
月から2カ月に1度人権相談を開設し、広報紙等で周知を図ります。

法務総合相談のチラシを全戸回覧･コミセン等に
掲示し市民に周知しました。（相談者数40名）・特
設人権相談を開設しＨＰと広報紙で周知しまし
た。（開設1回につき1～2名の相談者）DVに関す
るＤＶＤを購入し（1本）、市民に無料で貸出できる
ようにしました。

全戸回覧及び広報紙、ＨＰに掲載及びコミセンに
掲示します。 A B A A

コミュニティ課
啓発カードの効果的な設置場所を検討します。
ＤＶ・セクハラ防止講座等における協議会事務局員の受講を促進し
ます。

全地区コミュニティ･センターの女子トイレ、受付カ
ウンターに設置しました。

女子トイレ個室、講座開催時の会議室など、有効
な設置場所を検討します。 A B A A

校長会・教頭会・教職員研修を利用し
て、ＤＶ・セクハラ防止に向けた啓発を
行います。

教育政策課
市内小中学校の教職員を対象にセクハラ及びパワーハラスメントア
ンケートを年1回実施します。

平成25年3月にセクハラアンケート調査に加えて
パワーハラスメント調査を実施しました。

調査結果によっては、校長会、教頭会で公表し、
指導します。 A B A A

幼稚園、保育所、家庭教育学級、子育
て支援センター、サロン等において職
員及び保護者・利用者にＤＶ・セクハラ
防止に向けた啓発を行います。

子ども育成課
男女共同参画推進課と連携し、チラシやカードを設置し啓発を進め
ます。

第2回家庭教育学級実践交流会（2/1）にて、男女
共同参画推進課と共催でDV防止に関する講演
会を開催しました。（46人参加）
保育所や幼稚園、子育て支援センター等にチラ
シを設置し、啓発を行いました。

今後も継続して保育所・幼稚園、家庭教育学級、
子育て支援団体等への啓発を進めます。また、
男女共同参画推進課主催研修会及び講座への
参加を働きかけます。

A B A A

「宗像市職場におけるセクシュアル・ハ
ラスメントの防止に関する規程」や「宗
像市職員人材育成ビジョン」に基づい
て職員への啓発を行います。

人事課 セクハラ等の防止

宗像市職員を対象に、宗像市職場におけるセクシュアル・ハラスメ
ントの防止等に関する職員アンケートやその通知文を活用して啓発
を行います。
また、新任管理職研修及び新規採用職員研修を各1回実施します。

職員アンケートや通知文を活用して啓発を行いま
した。さらに、新任課長・係長研修及び新規採用
職員研修において、人材育成ビジョンの周知・啓
発、ハラスメント研修を実施しました。

アンケート結果を公表し、安全衛生委員会と連携
して課題の抽出と周知を行います。 A A A A

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

20
ＤＶ対策事業の
進行管理

DV対策及び被害者保護のためのDV
対策基本計画に基づいた事業の実
施・検証をしつつ進行管理を行いま
す。

男女共同参画
推進課

DV・セクハラ等の防止
人事課との共催によるハラスメント対策についての研修会を1回開
催します。

新任課長及び係長を対象にハラスメント対策に
ついての研修を1回実施しました。（女性3人、男
性17人）

管理職だけでなく、職員一人ひとりがDVやセクハ
ラ、パワハラについての知識と理解を深めること
が必要です。

A B A A

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

21
被害者支援に
関する体制づく
り

DV・セクハラ被害者に対して庁内で連
携を図りながら支援体制を確立しま
す。

男女共同参画
推進課

DV・セクハラ等の防止
庁内連絡会議を1回以上開催し、庁内で情報共有や連携を図りま
す。

庁内連絡会議を1回開催しました。窓口業務の担
当部署の職員を対象に研修を実施し、ロールプ
レイからより良い面接方法を導き出し、DV相談者
に対する対応について学びました。

庁内及び関係機関において情報共有や連携を図
ることが必要です。 A A A A

事業
番号

事業
番号

事業
番号

19

事業名 事  業  概  要

DV・セクハラ等の防止

市民、事業所、コミュニティ運営協議会
に対してあらゆる暴力の根絶に向けた
取り組みや啓発を行います。

実施状況報告

担当部署評価

担当部署評価

   基本施策               １．あらゆる暴力根絶のための対策と推進

男女共同参画の視点

担当部署評価

実施状況報告

担当課

事  業  概  要

   基本施策               １．あらゆる暴力根絶のための対策と推進

事業（数値）目標

基本目標               Ⅱ．一人ひとりの人権が尊重される社会づくり

事業（数値）目標

基本目標               Ⅱ．一人ひとりの人権が尊重される社会づくり

担当課

      施策の取り組み     (3)ＤＶ・セクハラ被害者支援

事業名 事  業  概  要

実施状況報告

      施策の取り組み     (2)ＤＶ・セクハラ対策の推進

事業（数値）目標 課題・今後の取り組み

   基本施策               １．あらゆる暴力根絶のための対策と推進

担当課

      施策の取り組み     (1)ＤＶ・セクハラ等の防止の啓発

課題・今後の取り組み

基本目標               Ⅱ．一人ひとりの人権が尊重される社会づくり

ＤＶ・セクハラ等
の防止に向け
た啓発活動の
実施

事業名 男女共同参画の視点

男女共同参画の視点 課題・今後の取り組み
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

関係各課と連携を図り、DV・セクハラ
の相談窓口や相談事業の周知を図り
ます。

男女共同参画
推進課

相談事業のリニューアルに伴い、相談チラシやカードの配布及び広
報紙やHPに掲載し、事業の周知を図ります。

主催事業だけでなく、人権講演会や他課のイベン
トなどでチラシやカードを配布し、相談事業の周
知を図りました。昨年度の「こころと生き方の相談
（電話相談含む）」件数は80件でしたが、今年度
は357件と大幅に相談件数が増加しました。

引き続き、相談事業の周知を図ります。 A B A A

母子健診、予防接種及び育児･発達相
談等の場で、随時、保護する体制を整
備するとともに、適切な関係機関につ
なげます。

子ども家庭課

乳幼児健診の場で母親の相談しやすい環境づくりを行います(72回
/年)。
いつでも相談できる場（子ども家庭課窓口・TEL相談・妊婦と子ども
なんでも相談（年12回）等があることを情報誌「いきいき」（年1回保
存版）や広報（毎月1回）を通じて周知します。

窓口での母子健康手帳交付や乳幼児健診及び
相談事業等を通じて、関係相談窓口の紹介を行
いました。
健康情報誌「いきいき」配布と毎月の広報、健診
会場での男女共同参画に関する資料の配布によ
り事業の周知を行いました。

今後も母子健康手帳交付時や母子事業で母子
に関わる機会に、相談窓口の紹介と支援体制に
ついて周知します。

A B A A

「宗像市職場におけるセクシュアル・ハ
ラスメントの防止に関する規程」に基
づく相談員の配置や、外部相談機関
のEAPにおける相談事業について周
知します。

人事課 セクハラ等の防止
セクシュアルハラスメント相談員やＥＡＰにおける相談事業につい
て、電子掲示板等を活用し職員への周知を年1回以上行います。
また、相談事業等の内容を記載したカードを職員に配布します。

相談事業等の内容を記載したカードの配布にあ
わせ、電子掲示板等を活用し職員への周知を行
いました。
ＥＡＰ相談延べ件数　74件（男30、女44）　うちハラ
スメント関連は0件

今後も相談カードの配布及び相談員の配置、ＥＡ
Ｐの活用について周知を行います。 A A A A

DV・セクハラの相談者への支援体制
を充実するため、関係機関と情報交換
を行いながら連携強化を図ります。

男女共同参画
推進課

相談室の設置及び相談員の配置により、関係機関との連携を強化
し適切な支援を行います。

市役所内に相談室を開設したことにより、庁内だ
けでなく関係機関との連携が深まり、DVや児童
虐待など緊急対応が必要なケースに対して迅速
に対応できるようになりました。

庁内及び関係機関との連携強化が必要です。 A A A A

関係機関と連携を図り、相談者への支
援措置を適切に行います。

市民課
係会議でDVに関する情報を共有し、関係機関と連携を図りながら、
相談者に対して適切な支援を行います。

係会議等で、随時DVの情報を共有、また関係す
る他市町村と連携して、さまざまなケースに対し
て適切な支援を行いました。H24年度の新規支援
件数は29件、継続支援件数は24件、合計支援者
数は133人となりました。
支援対象者の住民票などの交付に対して、必ず
支援措置担当者が対応することとし、交付後の
抑止を忘れることがないように最善の注意を払い
ました。

・今後も関係機関と連携を密にして、支援措置対
象者への適切な支援を行います。
・戸籍届出等による内容の変更があった場合の
変更届様式を作成し、申出の受付を確実にしま
す。
・支援対象者の現状等の申し送りを的確にするた
めに、顛末書を作成します。また、他市町村で継
続の申出がされず、仮継続抑止のまま保留と
なっているものについての取扱いをどのようにす
るか検討することが必要です。

A A A A

妊娠期から乳幼児期の健診等を通し
て、関係機関と連携し支援を行いま
す。

乳幼児健診等において発達、育児環境ともに気になるケースを早
期に把握し、関係機関と個別ケース検討連絡会議を随時行ない、
適切な支援を行います。

DVに関する相談3件の個別ケース検討会議を開
き、関係機関と支援体制を共有する等の連携及
び支援を行いました。継続支援が必要なケース
に対して、訪問や来所での面談を実施していま
す。

今後も母子健康手帳交付時や、母子事業を通し
て把握したケースについて関係機関と連携及び
支援を行います。

A B A A

関係機関との連携を図り、適切な対応
を行います。

「DV対策庁内連絡会議」に参加し関係機関と連携を図ります。
「DV対策庁内連絡会議」に参加し関係機関と連
携を図りました。

児童のいるDV家庭への支援にあたり、心と生き
かたの相談員や保健福祉環境事務所、警察との
連携を図ります。

A A A A

各関係機関等と連携しながら支援を
行います。

子ども家庭課 DV・セクハラ等の防止

乳幼児健診（年間72回）や新生児訪問（対象の90％以上）、妊婦と
子どもなんでも相談（年間12回）、たまご学級（年間24回）等におい
て、発達、育児環境ともに気になるケースを早期に把握し、関係機
関と随時連携を図り適切な支援を行います。

DVに関する相談3件の個別ケース検討会議を開
き、関係機関と支援体制を共有する等の連携及
び支援を行いました。継続支援が必要なケース
に対して、訪問や来所での面談を継続していま
す。

今後も母子健康手帳交付時や、母子事業を通し
て把握したケースについて関係機関と連携及び
支援を行います。

A B A A

「宗像市職場におけるセクシュアル・ハ
ラスメントの防止に関する規程」に基
づく相談員や外部相談窓口であるEAP
を活用します。

人事課 セクハラ等の防止
セクシュアルハラスメント相談員やＥＡＰ(職員援助プログラム)にお
ける相談事業を活用し、職員の対応を行います。

セクシュアルハラスメント相談員、ＥＡＰ(職員援助
プログラム)、産業医における相談事業を活用し、
職員の対応の体制を整えていましたが、相談件
数は0件でした。

相談員、ＥＡＰ、産業医における相談事業を活用
し、職員の対応を行います。 A A B B

事業
番号

事業名

基本目標               Ⅱ．一人ひとりの人権が尊重される社会づくり

   基本施策               １．あらゆる暴力根絶のための対策と推進

24
被害者のこころ
のケア

22

      施策の取り組み     (4)ＤＶ・セクハラ相談・支援体制の充実

関係機関との
連携強化

担当課

相談窓口・相談
事業の周知

DV・セクハラ等の防止

DV・セクハラ等の防止

事  業  概  要 実施状況報告事業（数値）目標男女共同参画の視点

子ども家庭課

23

担当部署評価

課題・今後の取り組み
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

25
リプロダクティ
ブヘルス／ライ
ツの意識啓発

女性特有の健康上の問題や生殖に関
わる権利について認識を深めるため
の意識啓発を行います。

男女共同参画
推進課

女性の健康支援 女性の健康週間にちなみ講座を2回実施し、意識啓発を図ります。

女性の健康支援を目的とした講座を2回実施しま
した。女性特有の病気や予防法について学ぶ
「健康セミナー　パート1」（女性21人参加）。「健康
セミナー　パート2」（女性29人参加）では、ルーム
スプレー作りとハンドマッサージを体験。ホルモン
バランスを整える効果やリフレッシュ効果が期待
されるアロマの効能とマッサージによるリラックス
法を学びました。

リプロダクティブライツ（権利）の啓発方法につい
て検討する必要があります。 A C A A

26
健康づくり推進
体制の強化

保健、福祉、医療が一体となって生涯
を通じた女性の健康に対する問題に
対応するための健康づくり推進体制を
整備します。

健康づくり課 女性の健康支援
女性特有の疾病予防については関係団体等と協力してＰＲ活動を
行い、受診環境の充実に努め、受診者数の増加を図ります。

女性特有のがん検診（子宮頸がん・乳がん）の無
料クーポンを一定の対象者に対して送付しまし
た。(子宮頸がんクーポン送付数2980人、うち子
宮頸がん検診受診者数955人、子宮がんクーポ
ン利用率32.0％：乳がんクーポン送付数3407人、
うち乳がん検診受診者数1037人、乳がんクーポ
ン利用率30.4％）
疾病予防とがん検診受診促進のため、「宗像市
住民健診のご案内」パンフレットや市ホームぺー
ジにより周知を行いました。

平成24年度の受診率は平成23年度に比べ子宮
がん検診は約1％、乳がんは1.88％上昇したが、
女性特有のがん検診は受診率が高くないため受
診勧奨を含めた周知・啓発を行います。（受診率
目標値50％に対し、平成24年度受診状況：子宮
頸がん受診率26.45％、乳がん受診率26.18％平
成23年度受診状況：子宮頸がん受診率25.6％、
乳がん受診率24.3％。）

A B A A

男女共同参画
推進課

女性の健康支援 関係機関と連携し、チラシ等の配布により啓発を行います。 今年度は実施していません。 事業そのものを見直す必要があります。 D C D D

健康づくり課 男女問わず正しい知識の
普及

宗像・遠賀保健福祉環境事務所と連携し、相談窓口の情報提供、
ポスターやチラシ等による正しい知識の普及・啓発を行います。

ポスターやチラシ等を利用し、正しい知識の普
及・啓発を宗像・遠賀保健福祉環境事務所と連
携しながら行います。

市役所、宗像ユリックス、メイトム宗像、地区コ
ミュニティセンター等の人が集まる場所を活用し、
ポスターやチラシ等による正しい知識の普及・啓
発を行いました。保健所の「特定感染症相談・検
査」の相談窓口を市民に周知しました（健康づくり
情報誌に掲載）。

A A A A

28

ライフステージ
に応じた健康
支援と健康教
育の推進

「自分の健康は自分でつくる」という意
識の向上や生活習慣病などを予防す
るようライフステージに応じた内容の
健康教育や相談等を行います。

健康づくり課
男女問わず健康づくり活動
への支援

地区コミュニティで行われる健康づくり活動がより活発になるよう
に、ルックルック講座や地区コミュニティでの健康教室等の既存事
業を利用した健康学習や健康相談を行います。
住民健診時にあわせて、新たに「こころの健康づくり事業（うつ病予
防スクリ‐ニング）」に取り組みます。

保健師及び管理栄養士の専門職を各地区コミュ
ニティの担当として配置し、担当地区の健康福祉
部会への参加、ヘルス推進員等の健康教室支
援、健康相談などの健康づくり事業の企画・運営
に対する支援を実施しました。
健康づくり活動に関する地区情報交換会を年4回
開催しました。
ルックルック講座の開催：29回
生活習慣病予防教室の開催（4種類のコースで
18回）：延べ374人が参加。参加者の実人数は
102人(男性：36人、女性：66人)
心の健康づくり事業(健診)実績：地域健診会場
(31回）での面接者数2,315人(うち、二次面接実施
者数128人)、センター健診受診者回答数967人(う
ち、二次面接者数7人)

コミュニティ運営協議会で行われる健康づくり活
動への継続的な支援を行います。（保健師の各
地区コミュニティ担当制。健康づくり活動に関する
地区情報交換会の開催。ルックルック講座の開
催。）
また、生活習慣病予防の取り組みとして、生活習
慣病予防教室を開催します。

A B A A

      施策の取り組み     (1)生涯を通じた女性の心と体の健康づくり

   基本施策               ２．生涯を通じた女性の健康支援

実施状況報告事  業  概  要 事業（数値）目標担当課 男女共同参画の視点事業名
事業
番号

基本目標               Ⅱ．一人ひとりの人権が尊重される社会づくり

ＨＩＶ/エイズな
どの性感染症
に関する啓発

27

担当部署評価

課題・今後の取り組み

性感染症等の健康をおびやかす問題
について、正しい知識の普及・啓発を
行います。
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

コミュニティ運営協議会や自治会によ
る自主防災組織を立ち上げるとともに
既存の防災組織については活動の充
実を図り、男女共同参画の視点に立っ
て活動を推進します。

生活安全課

防災計画を策定する防災会議を3回実施し、水防計画を策定する
水防協議会を1回実施するが、それぞれ女性委員を3人以上確保し
ます。
また、防災マップ検討委員会を年に4回程度実施するが、女性委員
については、同様に3人以上確保します。

防災会議については、条例改正を行い女性委員
を10名に増加しました。
水防会議については、女性委員を2人しか確保で
きませんでした。
また、防災マップ検討委員会については、3人の
女性委員を確保しました。

防災会議及び防災マップ検討委員会について
は、現在の女性委員の人数を確保します。
水防会議については、委員を2人追加することが
可能であるため、女性委員を2人追加して、4人を
確保します。

B A A A

コミュニティ運営協議会や自治会によ
る自主防災組織を立ち上げ、男女共
同参画の視点に立って活動を推進し
ます。

コミュニティ課
自主防災組織が組織されていない地区に、自主防災組織を組織し
ます。女性の視点で提言ができるよう、役員には複数の女性を登用
します。

河東地区において、女性役員1名を含む自主防
災組織が組織されました。また、組織化が遅れて
いた日の里地区が組織化されました(女性役員数
は1名)。

生活安全課と連携し、女性の意見が反映される
自主防災組織を整備します。現在143自治会中
128自治会で組織化されており、残り15地区への
働きかけを行います。

A B A A

30
地域の防犯の
意識啓発

防犯意識を高めるための啓発活動を
行います。

生活安全課 防犯の意識啓発

宗像警察署や防犯協会と連携し、年12回チラシを全戸回覧します。
また防犯カメラ設置に関する周知を行います。
防犯セミナーや防犯診断についても、引き続きNPO法人と委託契
約し、要望があれば実施します。

宗像警察署や防犯協会と連携し、市広報紙配布
時期に年12回チラシを全戸回覧しました。
防犯診断を56回実施、防犯教室はNPO法人に委
託して56回開催しました。
また、11月にＪＲ東郷駅周辺に7台防犯カメラを設
置しました。（合計74台、うち小中学校51箇所）
ＪＲ教育大前で、宗像警察署、教育大女子学生と
合同で、防犯街頭啓発（チラシ・啓発物資の配
布）を実施しました。

今後も今まで同様、宗像警察署や防犯協会と連
携し、年12回チラシを全戸回覧します。
防犯診断や防犯教室についても同様に開催しま
す。

A B A A

コミュニティ運営協議会による下校時
の地区内パトロールや青色パトロール
を行い啓発、広報、防犯活動を実施し
ます。

コミュニティ課 女性と子どもの安全確保

登下校時の交通安全指導及び青色パトロールについて、コミュニ
ティ単位もしくは自治会単位で実施することにより、すべての地区
(12地区)でパトロール等が行われる状態を作ります。
パトロール実施者証所持者を増やすため、新規・継続の講習会を
地区でまとめて開催します。

登下校時の見守り･･･コミュニティ単位、自治会単
位で実施。（11地区）
青色パトロール･･･コミュニティ単位、部会単位で
実施。（11地区）
青色パトロール市内合計：台数19台
実施者証講習会は、6回開催（150人受講）。

同様の取り組みの継続実施のため、青色パト
ロール「実施者証」の所持者の増加を目指しま
す。「新規・継続」の講習会を地区でまとめて開催
します。

A B A A

コミュニティ運営協議会と連携し、「こ
ども110番の家」について啓発を行い
ます。

子ども育成課 子どもの安全確保
110番の家の更新情報など各地区の取組状況の整理に努めるとと
もに、情報提供により啓発を図ります。

コミュニティの部会に参加し、110番の家の更新
情報の把握と、他地区の情報提供を行いました。

地区により活動に差があるため、より活発な活動
を支援します。 B B B B

学校施設建替・大規模改造などの機
会にユニバーサルデザインを取り入れ
た設計や施工を行います。

学校管理課
機能向上に配慮した施設
整備

吉武小学校と東郷小学校の大規模改修工事は図面どおり行いま
す。
また、南郷小及び赤間西小の大規模改造工事の設計を実施する
際、段差解消等を行う設計を実施します。また、新玄海小学校に防
犯カメラを設置します。

吉武小学校と東郷小学校は図面どおりに施行
し、建物の延命及び教育環境の向上を図りまし
た。
内部工事では段差解消やユニバーサルデザイン
を取り入れた設計を行いました。また、新玄海小
学校には危険箇所を検討し、４台の防犯カメラを
設置しました。

大規模改造等主要な計画には出来るだけ女性
の意見を反映します。 A A A A

建築課
浄楽苑、コミュニティ･センター（南郷地区、自由ヶ丘地区）等の施設
整備、並びに、釣川河口・さつき松原・大島診療所の各トイレ整備に
おいて、ユニバーサルデザインに配慮した整備を実施します。

左記施設において、ユニバーサルデザインに配
慮した設備等を整備しました。（一部工事中）
また、神湊港ターミナル及び河東地区コミセン整
備において、新たに授乳室・トイレ内ベビーチェア
を整備しました。

コミュニティ・センター（吉武地区、日の里地区、自
由ヶ丘地区）整備事業におけるユニバーサルデ
ザインを採用します。

B B A A

コミュニティ課

自由ヶ丘地区コミュニティ･センター整備(Ｈ24設計、Ｈ25工事)にお
いて、ユニバーサルデザインと男女の意見要望を取り入れていきま
す。Ｈ24設計のワークショップでは4割(16人)以上の女性委員の登
用を目指します。

自由ヶ丘地区コミュニティ・センター建設ワーク
ショップにおいて、女性委員の登用率40％以上を
目指していましたが、女性は40人中13人で登用
率33％でした。

コミュニティ・センター整備事業が完了しました。
整備事業完了につき、今後の方向性は記入不
要。

B B B

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

33

男女共同参画
の視点に立っ
た社会制度・慣
習・慣行の調査

男女共同参画の視点に立って、職場・
家庭・地域等における社会制度・慣
習・慣行について調査します。

男女共同参画
推進課

固定的役割分担意識の解
消

市民意識調査のアンケート項目を検討していきます。

次年度の実施に向けて、アンケート項目の検討
を開始しました。
メイトム春まつりにおいて、アンケート調査（ジェン
ダーチェック）を実施しました。（大人180人、子ど
も50人参加）

25年度は5年ごとに行う市民意識調査の実施年
です。実施に向けてアンケート項目を調整中で
す。

A B A A

男女共同参画の視点担当課

      施策の取り組み     (1)社会制度・慣行の見直し

事  業  概  要

課題・今後の取り組み担当課
事業
番号

   基本施策               ３．みんなが安全に暮らせる社会環境づくり

事業（数値）目標

実施状況報告事業（数値）目標

担当部署評価

実施状況報告

事業名

29

32

男女のニーズへの配慮

   基本施策               １．男女共同参画意識の浸透

ユニバーサルデザインによる公共施
設等の整備について、関係機関との
調整をはじめ、男女の意見・要望を踏
まえながら推進します。

事業
番号

31

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

公共施設のユ
ニバーサルデ
ザインの推進

男女のニーズへの配慮

      施策の取り組み     (1)安全に暮らせる環境づくりへの支援

事業名 事  業  概  要 男女共同参画の視点

地域の防犯機
能強化

市民との協働
による防火・防
災活動の推進

基本目標               Ⅱ．一人ひとりの人権が尊重される社会づくり

担当部署評価

課題・今後の取り組み
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

34
学習機会の提
供・地域に応じ
た意識啓発

各地区コミュニティ運営協議会との協
働により、地域の特性を生かしながら
啓発事業を推進します。

男女共同参画
推進課

男女共同参画意識の醸成
市民活動団体の活動を支援し、協働で地域への啓発を進めていき
ます。

赤間地区コミュニティ運営協議会との共催講座
「コミュニケーション術を学ぶ」、池野コミュニティ
運営協議会との共催講座「落語で語る女と男」を
実施しました。

他地区のコミュニティ運営協議会への働きかけが
必要です。 B B B B

担当課事業名 課題・今後の取り組み男女共同参画の視点
事業
番号

   基本施策               １．男女共同参画意識の浸透

      施策の取り組み     (2)固定的な役割分担意識の解消に向けた啓発の推進

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

事  業  概  要 事業（数値）目標 実施状況報告
担当部署評価
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

広報紙・インターネット・ルックルック講
座等を通して、男女共同参画の意識
啓発や情報提供を行います。

男女共同参画
推進課

男女共同参画意識の醸成
チラシやポスターの掲示及び広報紙・HPを通じて、男女共同参画
の情報提供や意識啓発を行います。

市民課ロビー表示板や公用車のマグネットプレー
ト貼付にて、男女共同参画週間（6/23～6/29）の
周知を図りました。また、ユリックス図書館掲示板
に特設コーナー（6月）を設け、男女共同参画に関
するポスターやチラシの展示、関係書籍を紹介し
啓発を行いました。広報紙15日号「メッセージ」
コーナーにて、男女共同参画の記事を掲載し情
報提供を行いました。

あらゆる手段で情報提供や意識啓発を行いま
す。 A B A A

市民活動交流館（メイトム宗像）を拠点
に、ホームページや情報誌などで多様
な学習機会や市民活動の情報を提供
し、啓発します。

市民活動
交流室

男女共同参画に関する情
報提供

メイトム宗像のホームページ（常設）などにより、男女共同参画に関
する情報を市民に提供していきます。

メイトム宗像HPで男女共同参画や資格取得に関
する講座の募集案内など、計21件の情報を掲
載、また、交流館ニュースで毎月、むなかた男女
共同参画協議会の構成団体の活動を掲載する
など、情報を提供しました。

引き続き、様々な広報媒体を利用して男女共同
参画に関する情報を市民に提供していきます。 A B B B

市民、企業等に対して男女平等意識
や人権意識を高めるため研修・訪問
等を実施し啓発を行います。

人権対策課 男女平等意識の啓発
公共機関、民間等の人権・男女共同参画意識を高めるために企業
啓発、研修会等を各1回行います。また、７月の市人権講演会への
参加を促すため広報紙などで周知します。

市内の30名以上の企業を対象に人権問題や男
女共同参画意識を高める啓発パンフレットを送付
しました。人権講演会への参加案内を広報紙等
で行いました。

今後も同様の啓発を行って行きます。 A B B B

市民活動団体との連携やコミュニティ
センターでの講座及びコミュニティだよ
り、ホームページで情報を発信して市
民への啓発を行います。

コミュニティ課 男女共同参画意識の醸成
自由ヶ丘地区において、独自のホームページ（ＨＰ）を開設します。
関係課と共催で各種講座を開催し、各地区のコミュニティ広報紙や
ＨＰを活用して情報を発信します。

自由ヶ丘地区において独自ホームページを開設
しました。岬地区ではフェイスブックにおいて男女
共同参画などの情報発信を行いました。
関係課と共催で各種講座を開催しました。

全12地区において、ホームページやフェイスブッ
クなどの情報発信媒体の整備を促進します。 B B B B

市の広報紙「むなかたタウンプレス」や
双方向性を活用したホームページによ
る情報提供と意識啓発を実施します。
また、広報活動における現在の男女
共同参画ガイドラインである「公的広
報の手引き」は今後の動向に応じて見
直します。

秘書課
(広報・報道係）

男女共同参画に関する情
報提供

全戸配布で毎月2回発行の広報紙やホームページを通して男女共
同参画意識の啓発と情報提供を実施します。広報紙については、
15日号で男女共同参画に関する紙面を確保して意識啓発を実施し
ます。広報紙作成マニュアルに基づいて広報紙で使用するイラスト
などで、男女共同参画の視点に注意します。

広報紙やホームページで男女共同参画意識の啓
発と情報提供を実施しました。広報・ＨＰ委員に対
し、男女共同参画の視点で記事を作成するよう
啓発しました。広報紙15日号で男女共同参画に
関する紙面を確保して意識啓発を実施しました。
広報紙作成マニュアルに基づいて広報紙で使用
するイラストなどで、男女共同参画の視点に留意
しました。

引き続き、広報紙やホームページで男女共同参
画意識の啓発と情報提供を実施します。 A B A A

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

36
幼稚園・保育所
教職員の意識
啓発

幼稚園・保育所の教職員の男女共同
参画意識の向上を目指した研修を実
施し、幼児教育に反映させます。

子ども育成課
教職員に対する男女共同
参画意識の醸成

保育所・幼稚園の教職員の研修費補助を補助します。
また、保幼連絡会等で男女共同参画推進課と連携し、啓発チラシ
等配布し男女共同参画意識の向上を目指した啓発に取り組みま
す。

保育所・幼稚園の教職員の研修費補助を行うこ
とで研修への参加を促進しました。

保育所・幼稚園への教職員の研修費補助を行
い、男女共同参画推進課主催研修会及び講座へ
の参加を働きかけ、研修への参加促進をします。
また、啓発チラシ等配布し、周知を行います。

A B B B

事業名
事業
番号

35

   基本施策               ２．教育・学習の場における男女共同参画の推進

      施策の取り組み     (3)男女共同参画の推進に関する情報提供

   基本施策               １．男女共同参画意識の浸透

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

担当課 実施状況報告

あらゆる媒体を
通した情報提
供と啓発活動

      施策の取り組み     (1)就学前教育における男女共同参画の推進

実施状況報告担当課 男女共同参画の視点事  業  概  要

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

事業
番号

事業名

男女共同参画の視点事  業  概  要 課題・今後の取り組み

課題・今後の取り組み
担当部署評価

事業（数値）目標
担当部署評価

事業（数値）目標
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

37
教職員の意識
啓発

宗像市立小中学校の教職員の資質向
上を目的とした各種研修会を実施しま
す。

教育政策課
教職員に対する男女共同
参画意識の醸成

中学校ブロックごとに人権同和の取り組みを協議し、ブロック別に
活動の進捗状況や成果と課題を発表する。発表後は、講師を招聘
し指導助言を行う。また、全教職員を対象にユリックスで講演会を
実施します。

中学校ブロックごとに人権同和の取り組みを協議
しました。その後、ブロック別に活動の進捗状況
や平成24年度の成果と課題を発表し、講師を招
聘し指導助言を行いました。また、全教職員を対
象にユリックスで講演会を実施しました。(参加教
員数444人。講師：大橋 廣テーマ「ＬＤの挑戦！
算数０点から新聞記者に～苦手は得意でカバー
個性を伸ばして生きる」）

今後も今年度同様計画的に取り組みます。 A B B B

38
性別にとらわれ
ない社会体験
等教育の推進

性別にとらわれることのない社会体験
学習等を行い、一人ひとりの能力を尊
重し、主体的に学び、考え、行動する
姿勢を育む教育を推進します。

教育政策課
性差にとらわれない配属、
キャリア教育

市内の7中学校2年生全員を対象に、市内の各種事業所で職業体
験を実施します。その事前事後学習として男女の視点を含めた進
路教育を実施するよう学校に働きかけます。

市内の7中学校2年生全員を対象に、市内の各種
事業所で職業体験を実施し、その事前事後学習
として特別活動で男女の視点を含めた進路教育
も各学校で実施しました。

今後も男女共同参画の視点を含めた進路教育を
行います。 A B B B

39
教育現場にお
ける性教育等
の推進・充実

性のあり方について学習することで、
個人を尊重する意識の浸透を図りま
す。

教育政策課
性についての正しい理解と
個人の尊重

学習指導要領に基づき、正しい性の理解について、体育（小学
校）、道徳、保健体育（中学校）で段階に応じた性教育を実施しま
す。

学習指導要領に基づき小中学校で実施しまし
た。

今後も学習指導要領に基づき小中学校で実施し
ます。 A B B B

40
男女平等教育
の推進

市内小中学校を訪問し、男女平等や
人権尊重の推進を行います。

人権対策課 男女平等意識の啓発

全小中学生を対象に公募した人権作文・標語・ポスターで人権文集
を作成します。また、ポスターの展示・標語の広報紙掲載を行いま
す。また、全小中学校に呼びかけ、依頼のあった学校で人権映画
の上映や人権教室を行います。

人権・同和問題や、男女の地域社会にある矛盾
や誤った考え方などを題材にした人権文集を作
成しました。小中学校で人権映画の上映を行い
（小6校、中2校）、人権教室では、家庭における
男女の役割についてなどを含んだ教室（小7校）
を行いました。

引き続き、人権文集の作成を行い、ポスターの展
示、標語を広報紙に掲載します。人権教室の開
催、前年度未実施の小中学校で人権映画上映会
を行います。

A B A A

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

   基本施策               ２．教育・学習の場における男女共同参画の推進

      施策の取り組み     (2)学校教育における男女共同参画の推進

事業（数値）目標事業名
事業
番号

事  業  概  要 実施状況報告担当課 男女共同参画の視点
担当部署評価

課題・今後の取り組み
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

男女共同参画
推進課

小・中学校の生徒を対象にした講座の実施を目指します。
今年度は講座を実施せず、広報紙15日号にてメ
ディアリテラシーに関する記事を掲載し意識啓発
を図りました。

講座だけでなく、広報紙やチラシを活用しながら
啓発を図ります。 B B B B

子ども育成課

非行防止研修会において、メディアに関する講演を行い、メディア・
リテラシーの向上を図ります。
図書課、子ども家庭課と連携し、メディアスタートに関する啓発を進
めます。

青少年非行防止研修会（6/16）を開催し、「メディ
アとの関わり方」の講演を実施しました（参加者
94人）。
メディアスタートに関する啓発を行いました。

今後もメディアに関する講演を行います。またメ
ディアスタートに関する啓発を進めます。研修会
の名称の変更も含め多くの市民が参画できる研
修会にします。

A B A A

42
男女共同参画
の視点に立っ
た事業の推進

ルックルック講座で男女共同参画に関
する講座を実施し、市民への啓発を行
います。

市民活動
交流室

男女共同参画に関する学
習機会の提供

市関係部署や団体等に働きかけ、ルックルック講座のメニューを見
直します。（講座№2,10,12,50,51,75,76,77,78,83,148,165,166）

男女共同参画に関する講座を延べ11講座開催
し、計215人が受講、意識の向上に努めました。

今後も男女共同参画に関する講座を実施し、市
民への啓発を行います。 A B A A

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

性別で差別することなく個性が重視さ
れるジェンダーの視点をもった家庭教
育を推進します。

男女共同参画
推進課

各学校のＰＴＡやコミュニティ運営協議会との共催講座を2回以上実
施します。

幼稚園、小・中学校PTAとの共催講座を6講座実
施しました。（小学校4講座、中学校1講座、幼稚
園1講座）講座のなかでは、親子・夫婦間のコミュ
ニケーションの重要性や性別にとらわれない子育
てについて学びました。

家庭教育において性別にとらわれない視点で子
どもを育てることが必要です。 A B A A

家庭教育学級の開設説明会において
男女共同参画意識向上を目指した子
育て支援講座を推進するとともに、父
親の家庭教育への参加を推進しま
す。

子ども育成課
家庭教育学級開設説明会等において、講座・講師等の情報提供を
行います。

家庭教育学級開設説明会(5/11)及び実践交流
会を2回(6/15、2/1)開催し、講座・講師等の情報
提供を行うことで家庭教育学級の推進を図りまし
た。(幼稚園、小中PTA、コミュニティ主催の家庭
教育学級では、男性のべ173人参加)

今後も家庭教育学級開設説明会等において講
座・講師等の情報提供を行います。 A B A A

44
出産前教育の
充実

妊婦やその家族等を対象にしたたま
ご学級を実施します。
母子健康手帳及び父子手帳(父親の
ための育児ガイド)の交付を通じ、男女
がともに子育てを担う意識づくりを行
います。

子ども家庭課
育児に対する男女共同参
画意識の醸成

妊婦やその家族等を対象にした「たまご学級」（年間24回）の中で、
妊娠中及び産後の精神不安定な時期のストレスを軽減する方法や
夫婦のコミュニケーション方法を学ぶ講座を4回実施します。
父親・家族向けの講座を4回実施します。
父子健康手帳で、男女が一緒になって子育てを担う父親意識づくり
に努めます。

たまご学級を当初計画に基づいて実施し、育児
に対する男女共同参画意識の醸成を促す内容を
妊婦対象に4回(参加者22人、両親対象に4回（参
加者43人（21組+1人）の教室を開催しました。

たまご学級の継続及び父子健康手帳を交付し父
親の育児参加を促します。 A B A A

45
男女平等教育
の推進

チラシ・啓発冊子等を全戸配布し、男
女平等や人権尊重の推進を行いま
す。

人権対策課 男女平等意識の啓発
7月の人権・同和問題啓発強調月間・12月の人権問題啓発期間に
広報紙に啓発記事を掲載します。また、両月の街頭啓発（市内8事
業所）で啓発チラシ及び啓発物品の配布を行います。

7、12月の広報紙に啓発記事を掲載しました。街
頭啓発（市内8事業所）において啓発チラシ（講演
会・作品展・男女共同参画関係各2,000枚）及び
啓発物品の配布を行いました。

今後も計画的に取り組みます。 A B A A

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

46
審議会等委員
への女性参画
促進

市の各種審議会等委員に女性を積極
的に登用し、女性委員の比率５０％を
目指します。

男女共同参画
推進課
関係各課

女性の参画促進
昨年度36.6％より登用率上昇を目指し、女性委員の少ない審議会
等に対し、女性の登用を働きかけ、女性委員の参画を進めます。

年に2回、庁内掲示板を活用し、女性委員の登用
について働きかけを行っています。その結果、今
年度の女性登用率は37.9％となり、昨年に比べ
て1.3％上昇しました。

役職が定められている審議会については女性委
員の登用が困難な状況です。 A B A A

男女共同参画に関するメ
ディア・リテラシー向上

事業
番号

実施状況報告

41
メディアリテラ
シー教育の充
実

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

男女共同参画の視点

   基本施策               ２．教育・学習の場における男女共同参画の推進

担当課

事業（数値）目標事  業  概  要 担当課

43

      施策の取り組み     (1)審議会等への女性登用促進

基本目標               Ⅳ．個性と能力を発揮し、男女がともに参画できる社会づくり

   基本施策               １．政策・方針決定過程への女性の参画の推進

家庭教育における男女共
同参画意識の醸成

男女共同参画
の視点に立っ
た家庭教育学
級の推進・充実

事業名

事業
番号

事業
番号

事業（数値）目標男女共同参画の視点事業名

      施策の取り組み     (4)家庭教育における男女共同参画の推進

      施策の取り組み     (3)社会教育における男女共同参画の推進

担当課

   基本施策               ２．教育・学習の場における男女共同参画の推進

事  業  概  要

インターネットや携帯電話の普及に伴
いメディアから発信される情報が社会
に与える影響は大きいため、情報を主
体的に収集・判断できる能力の向上を
図れるような事業を実施します。

実施状況報告

事業（数値）目標事業名 男女共同参画の視点 実施状況報告事  業  概  要

課題・今後の取り組み

担当部署評価

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

課題・今後の取り組み

課題・今後の取り組み

担当部署評価

担当部署評価
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

地域における女性の登用を促進する
よう啓発を行います。

男女共同参画
推進課

女性の参画促進
各地区コミュニティ運営協議会に年2回以上訪問し、啓発活動を実
施します。

年2回訪問し、女性の登用について依頼しまし
た。今年度の12地区の女性登用率は13.5％（う
ち、15％を超えるコミュニティが7地区）。

女性委員の登用率が低い地域に対して働きかけ
が必要です。 A A A A

地域づくりに女性が参画・参加しやす
い環境をつくり、コミュニティ運営協議
会役員や自治会役員への女性の参画
を依頼し登用率向上を図ります。

コミュニティ課 女性役員登用の促進
全地区コミュニティ運営協議会の「役員選考委員会」発足時（概ね、
年内）に、女性の参画を促します。

男女共同参画推進課長とコミュニティ課長で、各
コミュニティ運営協議会を年2回訪問し、女性役員
の登用を依頼しました。更に、地区担当者の勤務
時及び係長の会議出席においても、女性役員登
用を依頼しました。

コミュニティ運営協議会に対して、女性役員の登
用を依頼します。 A B A A

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

48
性別役割分担
意識解消の啓
発

職場における性別役割分担意識の解
消に向けた啓発を行います。

男女共同参画
推進課

男女共同参画意識の醸成 広報紙や講座のなかで情報提供し、意識啓発を図ります。
新人職員に対して男女共同参画研修を実施し、
意識啓発を行いました。
男女共同参画ガイドブックを作成しました。

ガイドブックを活用し、意識啓発を図ります。 B B B B

事業所に対して、女性の職域拡大や
方針決定の場への女性の参画につい
て、啓発を行います。

男女共同参画
推進課

女性の参画促進 企業研修を1回実施し、意識啓発を図ります。 今年度は研修を実施していません。
研修という形式にとらわれず、意識啓発の方法を
検討します。 D C D D

「宗像市職員人材育成ビジョン」に基
づき、男女の区別なく、個人の能力に
応じた人員配置を引き続き推進しま
す。

人事課 女性の職域拡大
平成23年度に引き続き、性別にとらわれない人事制度を遂行する
とともに、女性職員のポジティブアクションに関する具体的な取組み
について検討を行います。

人事異動については、男女の区別なく配置を行っ
ています。
また、職員労働組合と連携しながら、女性職員と
副市長との懇談会を1回、女性職員と女性管理職
の懇談会を1回、育児休業を経験した女性職員を
対象とした自主研修会を2回開催しました。

職員労働組合と連携しながら、男女の区別なく、
個人の能力に応じた人員配置を行い、女性職員
のポジティブアクションに関する検討を進めます。

A A A A

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

50
地域での意識
啓発の推進

男女がともに地域社会を担うために、
地域・社会活動への参加促進のため
の意識啓発を行います。

男女共同参画
推進課

男女の地域社会への参画 エンパワーメント講座を年2回実施します。

赤間コミュニティ運営協議会との共催講座「担い
合う地域づくり」（女性19人、男性9人参加）、コ
ミュニティ課との共催講座地域で「地域で楽しく仕
事をするためのヒント」（女性54人、男性18人参
加）を実施しました。

引き続き、講座等を実施し地域啓発を推進してい
きます。 A B A A

地域づくり活動において男女が共に参
画しやすい環境づくりを支援します。

コミュニティ課
各コミュニティ運営協議会で、スポット役員（仮称；イベントごとの実
行委員、事案ごとの特別委員など）を公募することにより、地域住民
の”地域活動デビュー”を後押しします。

全12地区の会長、事務局長合同研修等で他地区
の取り組みを紹介しました。

男女が参加しやすいコミュニティ活動に向けて、
各地区コミュニティ運営協議会を支援します。 B B B B

男女が共に参画して市民活動やボラ
ンティア活動ができるように、市民活
動団体等に対して情報提供、財政支
援など全体的なコーディネートを行い
ます。

市民活動
交流室

市民活動･ボランティア活動に取り組む団体情報を集約し、広く発信
します。また、メイトム宗像を拠点に、情報の集約と発信を行うととも
に、20以上の市民活動団体への財政的な支援を行います。

市民活動団体等24団体に人づくりでまちづくり事
業補助金を交付し、市民活動やボランティア活動
を支援しました。

今後も男女が参画して活動できるよう、市民活動
団体などへの情報提供と財政支援を行います。 A B B B

基本目標               Ⅳ．個性と能力を発揮し、男女がともに参画できる社会づくり

51

事業
番号

事業
番号

47

事業
番号

49

事業名

地域の役職へ
の女性参画促
進

事業（数値）目標

男女の地域・社会活動への
参画推進

市民活動・ボラ
ンティア活動の
推進及び支援

男女共同参画の視点

担当課 事業（数値）目標

担当課

基本目標               Ⅳ．個性と能力を発揮し、男女がともに参画できる社会づくり

実施状況報告男女共同参画の視点

実施状況報告

      施策の取り組み     (2)コミュニティにおける女性役員登用促進

      施策の取り組み     (1)男女の社会参画の促進と支援

   基本施策               ２．地域・社会活動への男女共同参画の推進

事  業  概  要 事業（数値）目標 実施状況報告担当課

   基本施策               １．政策・方針決定過程への女性の参画の推進

事  業  概  要

課題・今後の取り組み

課題・今後の取り組み

女性の職域拡
大の推進

事業名 事  業  概  要

担当部署評価

課題・今後の取り組み

基本目標               Ⅳ．個性と能力を発揮し、男女がともに参画できる社会づくり

      施策の取り組み     (3)職場における男女共同参画の推進

担当部署評価

担当部署評価

   基本施策               １．政策・方針決定過程への女性の参画の推進

男女共同参画の視点事業名
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

地域活動におけるリーダーの育成を
図り、地域での活躍の場を拡充し地域
活動を促進します。

男女共同参画
推進課

女性の参画促進
地域部会や市民団体の活動を支援し、リーダーとなる人材の発掘
や育成を図ります。

むなかた男女共同参画協議会との共催事業のひ
とつとして、地域での意識啓発を目的とした「まい
まいカフェ」を実施しました。（東郷と大島の2地
区）事業の実施は協議会が行い、会場の減免申
請や講師謝金の支払い等による支援を男女課が
行いました。

今後も引き続き、活動を支援していきます。 B B B B

地域で活動する人材を育成するため、
養成講座などの学習の場を設け、健
康づくりリーダー養成講座受講者など
によるコミュニティでの講座活動を実
施します。

コミュニティ課 地域リーダーの育成
各コミュニティ運営協議会の役員会や4部会（健康福祉、青少年育
成、環境整備、公民館活動）等において研修会を実施し、部会リー
ダーや事業リーダーの育成を図ります。

健康福祉、青少年育成、環境整備、公民館活動
それぞれの部会、及び複数部会合同の研修会に
おいて、男女共同参画の講座を実施しました。

各地区とも、大半の部会長・部会員が単年度で
交代するため、研修の成果を実践する機会が少
ない。そこで、部会研修会の開催時期、内容など
について工夫が必要です。

B B B B

地域における自主的な活動の推進役
を発掘し、リーダーの育成を図り、男
女が共に参加できる地域での活動を
支援します。

子ども育成課
地域における男女の自主
的な活動の参画

子ども支援ボランティア養成講座（全4回）、フォローアップ講座（全2
回）を行い、地域において活動するボランティアを育成します。

子ども支援ボランティア養成講座を4回（9/4、11、
18、25）、フォローアップ講座を2回（10/1、13）、ま
た養成講座受講後に、新たにボランティア体験プ
ログラムを実施し、受講者と活動の場が結びつく
ための取組みを行いました。参加者は女性34
人、男性2人。

子ども支援ボランティア養成講座（全4回）、フォ
ローアップ講座（全2回）、ボランティア体験プログ
ラムを行います。

A A A A

健康づくりを担っていく人材の養成（健
康づくり養成講座、食生活改善推進会
活動支援や推進教室等）を行い、健康
づくりのリーダーとして地域やコミュニ
ティで活躍が定着できるよう、また、男
性の参加を増やしていくよう支援しま
す。

健康づくり課 男女の地域社会への参画

地域での健康づくりを担っていく人材の養成講座（全9回）や宗像市
食生活改善推進会主催の男性料理教室等に男性の参加を促し、
男女ともに参加しやすい健康づくり活動を支援します。
また、地域での人材を養成するため、食生活改善推進教室（2年に1
回）を開催します。

健康づくりリーダー養成講座（地区コミュニティの
健康教室で活躍するリーダー養成）を開催しまし
た。
①リーダー養成講座（全7回）： 23人（男性2人、女
性21人）に修了証を交付し、コミュニティ事務局に
修了者を報告。②歩こう会実践者コース（全2
回）：参加者16人（男性 1人、女性 15人）
○男性料理教室（宗像市食生活改善推進会支部
が主催）を開催（全17回、男性の延べ参加者数
329人）
○宗像市食生活改善推進会の会員数及び男性
会員数
（平成25年3月31日現在）：会員総数226人（うち、
男性会員18人）
（平成24年3月31日現在）：会員総数225人（うち、
男性会員11人）
○魚さばき隊（食生活改善推進会の活動）の活
動実績：40回、参加延べ人数：1,675人
○魚さばき隊勉強会
　第1期生：3回、第2期生：4回

健康づくりリーダー養成講座の開催により、地域
での健康づくりをリードする人材を育成し、コミュ
ニティでの健康づくり活動に対する支援を行いま
す。
食生活改善推進教室の開催（2年に1回）により、
食育を実践する会員を養成し、食を基本とした心
身の健康づくりを推進します。
食生活改善推進会の魚さばき隊の活動を支援し
ます。

A B A A

男女が共に参画して市民活動やボラ
ンティア活動ができるように、市民活
動団体や大学等と連携して地域の
リーダーとなる人材育成の講座を開催
します。

市民活動
交流室

男女の地域・社会活動への
参画

むなかた協働大学第2期卒業生の市民活動団体設立を支援しま
す。また、第3期を運営し、環境リーダーとなりうる人材（20人）を育
成します。

むなかた協働大学で16回の講義と1回のフィール
ドワークを行ったほか、むなかた環境フェスタにも
参加するなど、まちづくりを担う人材17人（内女性
5人）を養成しました。また、卒業生による市民活
動団体の活動を支援しました。

平成24年度に引き続き協働大学第3期を運営し、
まちづくりを担う人材を育成します。 A B A A

各地区コミュニティ運営協議会、市民
団体、３大学との連携や協働による事
業を実施します。

男女共同参画
推進課

市民団体との共催による講座や講演会を2回以上実施します。

6月に実施したゆいフェスタでは、実行委員会のメ
ンバーとともに啓発グッズやチラシ配布による啓
発活動を実施しました。
また、協議会との共催による講演会1回及び講座
2回を実施しました。（再掲）

市民協働の観点から、市民団体と連携して活動
します。 B B B B

関係各課と連携し、市民活動団体や
ボランティア団体によるコミュニティセ
ンターでの講座を実施します。

コミュニティ課 市民活動団体との連携事業、講座を全地区で開催します。

市民活動団体等との協働による講座を実施しま
した。水と緑の会ほたる部会（河東）、ガールスカ
ウト（東郷）、エコライフの会（自由ヶ丘）、ダンボー
ルコンポスト（殆どの地区）、葉山ヘルスケア･省
エネ共和国、赤馬塾（赤間）など

会長・事務局長合同研修などで、コミュニティ間
の情報交換を行うことにより、団体とコミュニティ
の連携事業の拡大を図ります。

B B B B

52

53

事業
番号

協働による講
座の実施

男女共同参画意識の醸成

あらゆる分野に
おけるリーダー
の発掘・養成・
活用

事  業  概  要 男女共同参画の視点

   基本施策               ２．地域・社会活動への男女共同参画の推進

基本目標               Ⅳ．個性と能力を発揮し、男女がともに参画できる社会づくり

実施状況報告

      施策の取り組み     (2)地域活動を促進するためのリーダーの育成

事業（数値）目標事業名 担当課 課題・今後の取り組み
担当部署評価
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

54

農業経営にお
ける就業条件・
就業環境の整
備

女性の農業経営における役割を適正
に評価し、女性農業者の地位向上を
図るため、（財）むなかた地域農業活
性化機構を中心に農業関係機関と連
携を取りながら、経営への参画や労働
条件を明確にする家族経営協定締結
の推進や研修等を実施し、啓発活動
を行います。

農業振興課 女性の就業環境整備
家族経営協定の締結や、人・農地プラン関連施策を進めるための
啓発・研修等を各1回以上行います。

人・農地プラン作成に係る地元説明会において、
青年就農給付金の仕組みを説明し、周知を図り
ました。また、青年就農給付金を受給しようとする
夫婦に対し、家族経営協定の制度について説明
を行いました。その結果、2組の夫婦が青年就農
給付金を受給し、家族経営協定を締結しました。

人・農地プラン未作成の集落を対象に説明会を
開催し、家族経営協定の締結や、人・農地プラン
関連施策の啓発を進めていきます。
また、（財）むなかた地域活性化機構が実施する
新規就農研修事業及び雇用システム実証事業
に支援・協力を行うことで、農業への就業機会の
創出に努めます。

A B A A

55
離島における
就労環境づくり

運航ダイヤの見直しを行うなど島内外
への就労機会の向上を図ります。

渡船課 就労機会の向上 島民の生活に配慮した運行ダイヤの見直しを検討します。
航路再編により大きなダイヤ変更を行った地島
航路の島民および利用者を対象に利用者アン
ケートを調査を実施しました。

アンケート結果を基に地島・大島航路のダイヤ編
成を検討します。 B C B B

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

商工会等に属する女性グループ等の
人材育成につながるような研修会や
事業の実施を支援します。

商工観光課
女性労働環境等について
の意識の向上

商工会女性部の研修会や健康診断、広報誌の発行がそれぞれ年
１回以上実施されるように支援、助言します。
また、福岡県商工会女性部連合会等が実施する研修等への積極
的な参加を働きかけます。

女性部員を対象に健康診断を1回、広報紙を2回
発行、Web研修会など2回行いました。このほか
地域清掃活動など社会貢献活動を行いました。

各種活動の参加人数を増やして効果を高めるこ
とを必要です。 A B B B

女性農業者グループ等の活動支援と
して、イベントや研修会等の開催情報
を提供します。また、新たな女性グ
ループの育成に向けて情報等の提供
を行います。

農業振興課 女性グループの育成
女性農業者参加型のイベントや交流会が１回以上開催されるよう
に（財）むなかた地域農業活性化機構やＪＡむなかた、北筑前普及
指導センターなどを支援、協力します。

H25.2.25に岡垣町のぶどうの樹において（財）む
なかた地域農業活性化機構が開催した若手女性
農業者研修交流会の支援を行いました。研修会
には、古賀市の「まんま・実～や」代表の船越美
治代氏を講師として招き、直売所立ち上げの経
緯や苦労について講演いただきました。若手女
性農業者のグループ「菜の花会」を立ち上げ、同
機構と共催となりました。参加者は18名でした。

若手女性農業者の自主性を生かした取り組みと
するため、次回研修会は「菜の花会」を中心とし
て開催する予定です。

A B A A

特産品の開発や地域活性化に向けた
取り組みなどで女性を中心としたグ
ループの活動支援を行います。

水産振興課 女性グループの活動支援
漁協等関係機関との意見交換を行い、今後の支援の形について再
検討します。

漁協女性部の現状の聞き取りを行い、課題を整
理しました。
また鐘崎ふくフェア品評会に鐘崎漁協女性部とし
てふぐの新メニューを出品し、水産物の消費拡大
に貢献しました。

宗像地区における漁協女性部は各支所ごとの活
動しかなく、活躍の場が限られているため、女性
部同士の協力関係が築けるように支援します。
特にイベントへの女性部の参加等、水産物の消
費拡大における役割を担える仕組みづくりを行い
ます。

A A A A

大島では、観光ガイドの育成や大島海
洋体験施設の事業などを通じて、雇用
の場を創出し人材育成を図ります。
地島では、観光者への食の提供の環
境整備や、地島の素材を活かした観
光プログラム開発による活性化事業を
促進することによって雇用の機会をつ
くり人材育成を図ります。

元気な島づくり
課

女性の雇用の場の創出

大島海洋体験施設の運営スタッフとして、24年度も女性の雇用創
出を図るとともに可能な限り雇用等にあたっては男女の枠にとらわ
れることなく適材適所雇用機会均等を前提に推進します。地島で
は、観光者への漁師食堂事業を引き続き実施します。

大島海洋体験施設においては、運営スタッフとし
て8人（総勢21人）の女性を雇用しました。
地島では、観光者への漁師食堂事業で短期間で
はあるが（6回の事業で）延べ18人（実数16人）を
雇用しました。

女性スタッフがすべて非常勤スタッフなので、常
勤スタッフとしての雇用機会創出が必要です。 A B A A

56

事業
番号

女性グループ
等の人材育成
及び支援

事業
番号

事  業  概  要

事  業  概  要 事業（数値）目標

      施策の取り組み     (1)就業環境整備の啓発

担当課

基本目標               Ⅳ．個性と能力を発揮し、男女がともに参画できる社会づくり

   基本施策               ３．職域における男女共同参画の推進

男女共同参画の視点

事業名

事業名

      施策の取り組み     (2)商工業・農林水産業における男女共同参画の推進

男女共同参画の視点 実施状況報告

担当課 事業（数値）目標 実施状況報告

基本目標               Ⅳ．個性と能力を発揮し、男女がともに参画できる社会づくり

担当部署評価

担当部署評価

課題・今後の取り組み

課題・今後の取り組み

   基本施策               ３．職域における男女共同参画の推進
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

就業を希望する女性に対して、就労情
報の提供及び資格取得講座や相談事
業の充実を図り、就労を支援します。

男女共同参画
推進課

就業相談事業の内容や就業支援のあり方について検討します。

ハローワークの求人票をセンターに設置し情報
提供を行いました。就学前検診会場にて、資格取
得講座や相談事業のチラシを配布し、事業のPR
を実施しましたが、就業相談事業については、近
年、利用者が少なかったため、今年度で終了とな
りました。

引き続き、資格取得講座は実施しますが、就業
相談にかわる事業について検討します。 A C A A

関係機関等と連携し、就業に向けた情
報提供と支援を行います。

子ども家庭課
高等職業訓練給付金の周知を広報紙、ホームページ、子育て支援
ハンドブック、窓口チラシで行います。

高等職業訓練給付金の周知を広報紙、ホーム
ページ、子育てハンドブック、窓口チラシで実施し
ました。高等職業訓練給付金の受給者は10人
で、うち1人が就職しました。

高等職業訓練給付金の周知を広報紙、ホーム
ページ、子育てハンドブック、窓口チラシで実施し
ます。

A A A A

58
ＳＯＨＯ支援事
業の充実

SOHO事業者のネットワーク強化やス
キルアップ、仕事受注の拡大等に向け
た各種支援を行い、女性の就業機会
の拡大を目指します。

定住化推進室 女性の就労支援
ＳＯＨＯ事業者の情報交換会を必要に応じて開催。また、事業者の
スキルアップを目指した公開講座を実施し、ＳＯＨＯ事業者の支援
を行います。

平成24年度は情報交換会を2回開催しました。11
月には公開講座として、好評のため前年度と同じ
テーマを設定して「フェイスブック講座」を開催しま
した。
また、むなかたタウンプレスで、市内で活躍して
いるＳＯＨＯ事業者を紹介しました。

ＳＯＨＯ事業者の主体的な取り組みを支援しなが
ら情報交換会や公開講座を継続して実施しま
す。

B B B B

59
雇用の場の確
保

中小企業融資助成事業を実施し、中
小企業の資金繰りを側面から支援す
ることで経営の安定を支え、女性の雇
用の場を確保します。

商工観光課 女性の雇用の場の確保
中小企業小口事業資金保証料補助金を支給し、雇用の確保に努
めます。

平成24年度の補助金件数は、135件、17,189千円
を支給し、中小企業の経営安定化を図り、雇用の
確保に努めました。

経済状況が不安定であるため、状況に応じた補
助金の予算措置を行います。 A B A A

男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

60
女性の再チャレ
ンジ支援

子育てや介護等でいったん仕事を中
断した女性の再チャレンジを支援しま
す。

男女共同参画
推進課

女性の就労支援 就業支援セミナーを2回、就業支援講座を4回実施します。

就職サポートセミナーを2回「最初の一歩の踏み
出し方」（女性31人参加）、「イキイキとした人生を
歩もう！」（女性36人、男性1人参加）実施しまし
た。
就業支援講座はパソコン講座初日に実施してい
るものだが、1講座が定員に満たず不成立となっ
たため、3回（女性30人参加）の実施となりまし
た。採用担当者から面接時のアピール法などに
ついて説明があり、受講者のモチベーションを高
め講座を開始しました。

就労支援のあり方について検討が必要です。 B C B B

61
就労支援講座
の充実

女性の就労を支援するための講座等
の充実を図ります。

男女共同参画
推進課

女性の就労支援 就労支援のための資格取得講座を6講座実施します。
パソコン講座が1講座不成立となったため、年間
で5講座を実施しました。（パソコン3講座、医療事
務1講座、簿記1講座）

就業につながる支援が必要です。 B C B B

事業
番号

事業
番号

事業名

      施策の取り組み     (4)女性のチャレンジ支援

基本目標               Ⅳ．個性と能力を発揮し、男女がともに参画できる社会づくり

実施状況報告事業名

57

基本目標               Ⅳ．個性と能力を発揮し、男女がともに参画できる社会づくり

実施状況報告

   基本施策               ３．職域における男女共同参画の推進

      施策の取り組み     (3)女性の就労支援や就業機会の拡大

事業（数値）目標事  業  概  要 男女共同参画の視点

事  業  概  要

担当課

女性の就労支援

事業（数値）目標担当課 男女共同参画の視点

   基本施策               ３．職域における男女共同参画の推進

課題・今後の取り組み

担当部署評価

担当部署評価

課題・今後の取り組み

就労に関する
情報提供や相
談事業の充実
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男女課評価 懇話会評価

達成度
今後の
方向性

達成度 達成度

62
国際的視野に
立った事業の
支援

国際的な視野に立って、男女共同参
画に関する事業推進のための情報提
供を行います。

男女共同参画
推進課

国際的視野の育成
国際的な視野に立って男女共同参画を考えられるよう、国際交流
事業の支援を行います。

広報紙やHPで福岡県「女性研修の翼」事業につ
いて掲載し、事業の周知を図りました。宗像市か
ら1人研修の翼に参加しました。

引き続き、事業の周知を図るなど協力していきま
す。 B B B B

国際交流活動についての情報提供や
市民と外国人との交流事業を行うな
ど、男女が共に参画できる国際交流
事業を支援します。

市民活動
交流室

国際社会の理解と国際感
覚の醸成

国際交流活動に取り組む団体を支援します。また、市民の国際交
流の理解促進と国際感覚の醸成のためのイベントを実施します。

国際交流活動団体への協働委託により、「ワー
ルドフェスティバル・世界の味横丁」で10ヶ国の料
理の屋台を設置し、市民と外国人との交流を促
進しました。

引き続き、国際社会の理解と国際感覚の醸成の
ための活動を支援します。 A B A A

国際交流事業を推進することにより、
諸外国の男女共同参画の現状を学
び、国際理解を深めます。

子ども育成課
国際的視野を持った人材
の育成

少年少女海外派遣研修事業の中で、国際的視野を持った次世代
層の育成に努めます。
事前研修等において、男女共同参画の視点を取り入れます。

平成23年度は申込者少数により事業中止となっ
たため、検証の結果、対象者を小学6年生までに
拡大する改善策を講じて実施しました。結果とし
て59人の応募者があり、その内12人が小学6年
生でした。合格者13人の内、2人は小学6年生で
あり事業見直しの成果は得られました。なお、合
格者13人の男女比は男子4：女子9でした。
事前研修（全5回）では、男女共同参画社会の学
習時間を1コマ取り、実施しました。

小学6年生でも全日程に参加し無事に国際交流
事業を修了できたことから、平成25年度も引き続
き小学6年生から中学生3年生までを対象に事業
を実施します。募集人員は15人とします。
本研修において男女共同参画の進んでいる
ニュージーランドの社会を感じ取ることができるよ
うに、事前研修で取り組みます。

A A A A

63

事業
番号

国際交流事業
の支援

担当課事  業  概  要

基本目標               Ⅳ．個性と能力を発揮し、男女がともに参画できる社会づくり

事業名

      施策の取り組み     (1)国際的視野に立った事業・教育の推進

事業（数値）目標

   基本施策               ４．国際社会との連携

実施状況報告男女共同参画の視点
担当部署評価

課題・今後の取り組み
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