
第２次宗像市男女共同参画プラン 
平成２５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１０２項目から構成されており、達成状況は下表のとおりです。１０２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	 ７６	 ７４．５％	 

Ｂ	 ２４	 ２３．５％	 

Ｃ	 １	 １％	 

Ｄ	 １	 １％	 

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

高齢者の生活支援につながる講座を2回実施します。

暮らし応援講座を3回、セカンドライフを安心して過ごすために役立つ講座を1回実
施しました。
「断捨離講座」（3回、女性99人、男性4人）
「遺言・相続・成年後見制度のイロハ」（女性20人、男性7人参加）

高齢者の地域参画を促す講座を実施します。 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

社会の高齢化に伴い引き続き30人のシルバー人材センター新規女性会員の加入を目指します。このた
め、市広報紙でもシルバー人材センター活動報告に協力していきます。

広報紙に活動紹介記事掲載しました。入会説明会の開催案内を広報に記載しまし
た。シルバー人材センターへの新規加入者は34人でした。（前年度比6人減）
参考数値（H25年度末）会員数：男性464人(76.8％）女性140人（23.2％）合計
604人
新規加入会員：男性78人(69.6％）女性34人（30.4％）合計112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。
広報紙に活動紹介記事掲載します。入会説明会の開催
案内を広報に記載します。

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。

高齢者支援課
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。
市民後見人育成事業を実施します。

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50人）実施しました。
介護者相談事業（相談者数延べ138人（内、男性20人））を実施しました。
市民後見人育成事業（参加者数：講演会1回 50人、研修会10回 延べ285人、相
談会3回 15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

①総合相談（窓口、電話、面談など）は100%受付ける。②保育所・幼稚園の巡回相談は20園を最低2回
は巡回する。③相談後の支援構築のための連携調整は必要に応じて漏れなく行う。④市民啓発は子ども
部で検討し、講演会を開催予定。⑤保育所・幼稚園対象の研修は2回開催。コーディネーター研修は2回
開催。⑥小学校就学の連携は必要なケース全て実施。⑦「年中健診」は、フォロー者の抽出と早期支援を
目指す。

①総合相談（窓口、電話、面談など）は2459件あり、100%受付けました。
②保育所・幼稚園の巡回相談は40回実施、644件の相談を受けました。
③相談後の支援構築のための連携調整は1853件で必要の応じて実施しました。
④市民啓発は、講演会を1回実施し118名参加しました。
⑤保育所・幼稚園対象の研修は2回開催、268名参加、コーディネーター研修は2
回開催し30名参加しました。
⑥小学校就学の連携は必要なケース全て実施し、64回、128件実施しました。
⑦「年中健診」は、829名受診（受診率92%）うち、フォロー者数238名（28%）と
なりました。センターへの相談は母親が来所することが多いですが、支援について
は両親および親族も含めて協議する努力をしています。また、子どもが関わる機関
との連携で育児の支えの体制をつくっています。

引き続き、市民が気軽に相談できる専門機関として運
営します。また、家庭を中心として子どもと関わる機関
が役割分担をして子どもの成長発達の支援ができるよ
う連携調整します。広く市民に障害の理解を啓発できる
よう努めます。

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において障がい者の支援体制等について関係機関と協議します。
広報紙（偶数月）に障害者自立支援協議会だよりを掲載し、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。
障害者自立支援協議会を2回開催し、障害者の地域生活における支援体制につい
て協議しました。
また、市広報紙（偶数月）に障害者自立支援協議会だよりを掲載し、協議会の活動
内容等についての情報提供を行いました。

障害福祉サービスのさらなる周知を図るとともに、平成
26年度は、第4期障害福祉計画を作成します。 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
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います。
障害者虐待防止事業の周知、啓発として、市民向けの講演会を開催します。

計画相談支援の拡大（平成26年3月末現在で約40％作成）を図りました。
9月に障害者虐待防止セミナー市民講演会を開催（参加者102人）するとともに、
地区コミュニティに虐待防止事業の周知を行いました。

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

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 講座やイベント等でチラシやカードを配布し、相談事業の周知を図ります。

講座やイベント（男女共同参画週間講演会・ゆいフェスタ等）でチラシや啓発グッズ
（カード添付）を配布して、事業の周知を図りました。
相談件数（面接181件、電話193件、メール93件、協議130件、計597件）昨年
比18.9％増（昨年度計502件）

あらゆる機会を通じて事業を周知していきます。 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法律相談、就業支援講習会の周知を広報紙、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。

ひとり親家庭のため、県が実施する年間12回の就労相談、電話による養育費法
律相談、年4回の弁護士による無料法律相談について広報紙、HPで情報提供した
結果、就労相談3人、電話による養育費相談が16人、弁護士相談が8人でした。
また、宗像市において「パソコン初級講座」を実施し,参加者は4人でした。さらに、
自立支援教育訓練給付金を1人、高等職業訓練給付金を11人に支給し、就職に
役立つ資格取得支援を実施し、卒業者3人すべてが就職しました。

引き続き、ひとり親家庭への就労支援として広報紙、H
Pを通して就労相談、養育費法律相談について情報提
供するとともに、自立支援教育訓練給付金や高等職業
訓練給付金事業について周知、実施します。特に制度
改正による父子家庭への周知を実施します。

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
      施策の取り組み     (1)高齢者・障害者への支援

実施状況報告男女共同参画の視点 事業（数値）目標担当課

事業
番号

事業
番号

1

事  業  概  要

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。

事業名 事  業  概  要

      施策の取り組み     (2)ひとり親家庭等への支援

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

男女共同参画の視点 事業（数値）目標担当課

高齢者の社会参画
の支援

担当部署評価

担当部署評価
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

事業名 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 男性の家庭参画につながるよう、講座等を通して意識啓発を図ります。

男性の家庭参画を促すために、父子クッキング講座を2回実施しました。
「夏休み親子クッキング」（男性19人、子ども25人）「冬の親子クッキング」（男性
18人、子ども24人）
母の日にちなみ、お母さんへのご褒美講座を実施しました。「お母さんはアロマヨガ
でリフレッシュ」「子どもはプリザーブドフラワーでプレゼント作り」（女性11人、子ども
16人）
子ども育成課との共催によるのびのび子育て応援セミナーを1回実施しました（女
性25人、男性5人、子ども26人）。

引き続き、親子講座を実施する中で、固定的な役割分
担意識の解消に努めていきます。 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。また子育て支援センター事業の実
施を土曜日や日曜日に行うことにより、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
参加69人／男性参加計240人）。
子育て支援センター事業であるトゥインクル☆クラブを3回（男性参加7人）、のび
のび子育て応援セミナーを1回(男性参加5人)を土曜日に実施しました。どちらも、
昨年度と比べ、男性の参加数に変化はありませんでした。
新規に日曜版「ふらこっこ」を8・2月の年2回(男性参加6人)実施し、平日以上の
男性の参加があった。なお、中学校で実施の子育てサロンでは男子中学生に男性
の育児参加の啓発を進めました。

引き続き、事業の実施日を調整し、男性の育児参加増
を目指します。 A B 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

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ります。
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が全員1年間で1回以
上の専門研修を受講し、専門性の向上を図ります。

子ども相談センターに、従来の家庭児童相談室に加えて、子どもの権利相談室を
新設しました。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りました。
児童家庭相談担当職員と家庭児童相談員（母子自立支援員）、子どもの権利相談
員が全員1年間で1回以上の、児童福祉司養成研修などの専門研修を受講し、専
門性の向上を図りました。

近年の相談件数の急激な増加、相談内容の複雑困難
化に対して職員のさらなる量的・質的充実が求められて
います。家庭児童相談員の常勤化、資格要件の高度化
などの検討を行います。

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

待機児童0人を目指します。平成25年度も引き続き既存保育所の増改築及び新設による保育所施設整備
を行い、平成26年度から140人の定員増加（1,350人→1,490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。

140人の定員増（1,350人→1,490人：既存保育所40人＋新設100人）を行い、
H26.4は待機児童0人を維持ましした。
一時預かり等の多様な保育サービス（6園→8園）の充実を図りました。

引き続き、待機児童0人を目指します。
一時預かり等の多様な保育サービスの充実を図りま
す。

A A A A

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。
河東小学校第2学童保育所を整備します。

待機児童数0人を維持しました。
河東小学校第2学童保育所を整備しました。

今後も待機児童数0人を維持を目指します。 A B 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634人、中学校357人でした。学校を通じ全保
護者に制度案内の文書を配布しました。また、ホームページによる案内、広報によ
る案内を2回行い周知しました。

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 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

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
出前講座等において、「男女がともにはぐくむ介護保険」パンフレットをもとに説明を行い、介護を社会全体
で性差なく支えるという制度の趣旨啓発を行っていきます。

「男女がともにはぐくむ介護保険」パンフレットを使用し、出前講座等を5回実施し
ました（延べ148人参加）。講義の冒頭において、家事や育児と同様に、介護にお
いても男女が性の区別なく関わっていただくよう、啓発を行いました。

今後も同様の取組を継続し、出前講座や説明会等の機
会をとらえて、介護を社会全体で支えあうという制度の
趣旨を周知する中で、性別に関わらず取組むべきという
理念を伝えていきます。

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

広域型施設30床の整備と、未整備圏域での地域密着型サービス施設1ヶ所の整備に取り組みます。
広域型施設30床の整備が県に採択され、26年度に開設の予定です。地域密着
型サービス施設については、未整備となっていた圏域での公募及び地元住民との
協議を実施、整備事業者を決定しました。

平成26年度においても、広域型施設の整備について県
との協議を行っていきます。地域密着型サービス施設に
ついては、事業所の新規指定を行います。

A A A A

担当課

      施策の取り組み     (4)介護に対する支援

男女共同参画の視点

      施策の取り組み     (3)子育て中の親への支援
   基本施策               1．家庭生活における男女共同参画の推進

事業
番号

事業名

8
子育て支援事業の
充実

事  業  概  要
事業
番号

事業名

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  概  要

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

実施状況報告事業（数値）目標

課題・今後の取り組み
担当部署評価

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（数値）目標担当課 実施状況報告

担当部署評価
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

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 日常生活の自立につながるよう、男性向けセミナーを2回実施します。
男性の家事力アップ講座を2回実施しました。
「プロに学ぶ整理・収納の基本」（女性4人、男性14人）、「プロに学ぶ簡単中華」
（男性19人）

引き続き、男性料理教室を実施していきます。 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
子育て支援センター事業や子育て支援事業の土曜日実施に加え、日曜日に子育て支援事業を実施するこ
とにより、さらなる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（男性参加延26人）、トゥインクル☆
クラブを年3回（男性参加7人）、のびのび子育て応援セミナーを年1回（男性参加
5人)それぞれ土曜日に実施しました。
日曜版「ふらこっこ」を8・2月の年2回(男性参加延6人)実施し、父親の参加があり
ました。
中学校で実施の子育てサロンでは男子中学生に育児参加を啓発しました。

今後も引き続き、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
図ります。

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

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 講座や広報紙を通して意識啓発を図ります。

ワーク・ライフ・バランス（WLB)の推進を目的とした講演会や講座を実施しました。
男女共同参画週間講演会（女性57人、男性13人）。
「男の生き方セミナー〜わたしが介護者になったとき〜」（女性10人、男性17人）
ワークライフバランスセミナー「仕事と介護どっちも大切！」（女性17人、男性3人）
広報紙10月15日号で「仕事と介護の両立」について啓発記事を掲載しました。

男性の参加を促すため、土曜日に講座を開催し、意識
啓発を図ります。 B A B B

「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。

GW、夏期、年末年始に全庁OA等で休暇取得を促進する内容を掲示し、ワークラ
イフ・バランスの啓発を行っています。各種制度については、特に該当者を中心に
周知を行っています。
【休暇等取得実績（人数）】◆看護休暇（H24・35人、H25・36人）�◆育児休業
（H24・16人、H25・15人）�◆部分休業（H24・0人、H25・1人）

仕事と家庭を両立させるための各種制度について、職
員に分かりやすいよう一覧にまとめるなどし、周知を図り
ます。休暇取得等の促進については、引続き全庁OA等
を通じて周知・徹底を図ります。

B A 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

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

企業訪問実施の際は、パンフレットを活用し意識啓発を図ります。 企業研修案内の送付時に、パンフレットを同封しました。
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 ガイドブックや広報紙等を通して情報提供を行います。
広報紙で「男性にとっての男女共同参画」と題し、固定的役割分担意識について啓
発記事を掲載しました。
ルックルック講座等でガイドブックを活用し、説明を行いました。

今後もガイドブックや広報紙等を通して情報提供を行っ
ていきます。 B B B B

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。

掲示板や研修内での周知、強化月間の設置は行っていないが、該当者に対して、
適時、周知を行いました。

今後、該当者に対して、適時、制度の周知を行います。 B C B B

課題・今後の取り組み

仕事と家庭の両立支援

男女共同参画の視点事業名

実施状況報告

      施策の取り組み     (3)男性の育児・介護休業等の取得啓発

事業（数値）目標

事  業  概  要 実施状況報告

担当部署評価

課題・今後の取り組み事業（数値）目標

担当部署評価

課題・今後の取り組み

      施策の取り組み     (2)仕事と家庭の両立支援の促進

担当課
担当部署評価

事業名

啓発の促進

   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

実施状況報告担当課 事業（数値）目標男女共同参画の視点

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

制度等の周知及び
情報提供

担当課 男女共同参画の視点

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  概  要

   基本施策               2．両立しやすい職場環境づくり

事業
番号

18

事業
番号

16

   基本施策               2．両立しやすい職場環境づくり

事  業  概  要

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  概  要事業名

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

担当課 課題・今後の取り組み事業（数値）目標男女共同参画の視点

15
男性の事業参加の
促進

事業
番号

事業
番号

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

担当部署評価

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

実施状況報告
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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 講演会の開催及び広報紙でDV防止の啓発を図ります。

25年度はセクハラ及びパワハラ防止を中心とした啓発活動を実施。広報紙で啓
発記事を掲載しました。
事業所及びコミュニティ運営協議会に対して「ハラスメント対策研修」を実施しまし
た（女性10人、男性13人参加）。

今後も講演会の開催及び広報紙でDV防止の啓発を
図っていきます。 B B B B

人権対策課
人権啓発として、年に1度法務総合相談（6月4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。

年1回ユリックスで開催の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（年5回）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）。
コミュニティ祭り（2ヶ所）に参加し人権啓発活動を行いました。

全戸回覧及び広報紙、HPに掲載します。コミュニティ祭
り（2ヶ所）に参加し啓発活動に努めます。 A B A A

コミュニティ・
協働推進課

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。

啓発カードを全地区コミュニティ・センターに設置しました。
セクハラ防止講座をコミュニティ運営協議会に受講の案内を行い、協議会から4人
受講しました。

今後もDV/セクハラ防止講座等が開催開催される際に
は、受講の案内や依頼を行い啓発を進めていきます。 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。
アンケートの結果を年度中に反映させるため、実施時期を年内に変更し平成25年
12月にセクハラアンケート・パワーハラスメント調査を実施しました。その後、結果
を校長会、教頭会で公表しました。

調査結果は、校長会、教頭会で公表し、結果によっては
個別指導します。 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。 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した。 引き続き、啓発活動を続けます。 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・啓発を実施しまし
た。新任課長研修でハラスメントアンケートの結果等を説明し、管理職の意識向上
に努め、ハラスメント防止の啓発を行いました。

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

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 関係各課へのヒアリング等を実施し、事業の実施状況の把握に努めます。
DV対策に係る関係各課へのヒアリングを2回実施しました。
新任課長及び係長を対象とした「ハラスメント対策」研修を実施しました（女性4
人、男性21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 宗像地区事務組合と連携を図り、DV被害者支援を強化します。

25年度から支援体制強化の一環として、宗像地区事務組合（水道事業）への情報
提供を開始しました。新規や変更が発生するたびに名簿を配布しています（13
回）。
DV対策庁内連絡会議1回開催しました。事例研究を通して関係各課の支援内容
について確認を行うとともに、今後さらに連携強化の必要性を認識しました。

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 B A A

担当部署評価
課題・今後の取り組み

課題・今後の取り組み
担当部署評価

担当課

事業（数値）目標

      施策の取り組み     (3)DV・セクハラ被害者支援
   基本施策               1．あらゆる暴力根絶のための対策と推進
基本目標               Ⅱ．一人ひとりの人権が尊重される社会づくり

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

DV・セクハラ等の防止

      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
担当部署評価

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

   基本施策               1．あらゆる暴力根絶のための対策と推進
基本目標               Ⅱ．一人ひとりの人権が尊重される社会づくり

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

事業名

DV・セクハラ等の防
止に向けた啓発活動
の実施

事業
番号

19

事業
番号

事業
番号

事業名 担当課 男女共同参画の視点

      施策の取り組み     (2)DV・セクハラ対策の推進

事  業  概  要 実施状況報告

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

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。
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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 各課の事業やイベント等においてチラシやカードを配布し、相談窓口や事業の周知を図ります。
関係各課の窓口に設置、健診会場でチラシやカードを配布しました。
こころと生き方の相談件数（面接・電話）374件と増加しています（24年度357
件）。

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（72回）及び相談事業等（12回）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
資料の配布等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�144件（女性81人、男性63人）

今後も相談カードの配布及び相談員の配置、EAPの活
用について周知を行います。 A B 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 関係機関との連携を図り、相談者の安全確保に努めます。
保健福祉環境事務所との連携強化、ケース検討会議開催しました（保健福祉環境
事務所、警察など）。

引き続き、関係機関との連携を図り、相談者の安全確
保に努めます。 A B 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

係内でDVに関する情報を共有し、関係する機関との連携を図りながら、相談者の支援措置を適切行いま
す。
戸籍届出や住所異動届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状況の把握や申し送りを的確にするために、顛末書を作成します。

支援措置は世帯数49件、総人数128人�（うち市外世帯27件、人数77人）となっ
ています。                ���������������������  顛末書を作成したことで経緯が把握でき、担
当者不在でも関係機関との連携が効率良く行うことができました。

係内でDVに関する情報を共有し、関係する機関との連
携を図りながら、相談者の支援措置を適切行います。 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に関わる個別のケース（1件）について、関係機関と連携し支援を行いました。
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 A 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。
児童のいるDV家庭への支援にあたり、児童相談所、心と生きかたの相談員、保健福祉環境事務所、警察
などの関係機関との連携を図ります。

児童のいるDV家庭への支援にあたり、児童相談所、心と生きかたの相談員、保健
福祉環境事務所、警察などの関係機関との連携を図りました。

引き続き、児童のいるDV家庭への支援にあたり、関係
機関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に関わる個別のケース（1件）について、関係機関と連携し支援を行いました。
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 A 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)、そして産業医にお
ける相談事業を活用し、いつでも職員の相談を受け対応できる体制を整えていま
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。 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

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
女性の健康支援を目的とした講座を2回実施し、女性特有の健康上の問題等について意識啓発を図りま
す。

女性の健康セミナーを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「知って安心!更年期におこるカラダの変
化」（女性21人参加）、「アロマヨガでセルフケア」（女性29人参加）

今後も女性の健康支援を目的とした講座を実施し、女
性特有の健康上の問題等について意識啓発を図りま
す。

A B 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。｢宗像市住民健診のご案内｣パンフレットや市ホームページによ
る周知の他、各コミュニティのコミセンだよりや掲示物による周知を図りました。（平
成24年度の受診状況・目標値50％に対し、子宮頸がん受診率26.5％、乳がん受
診率26.2％）

子宮頸がん・乳がん検診については、過去の無料クー
ポン未使用者に対する受診勧奨を行い、受診者数の増
加を図ります。

A B A A

男女共同参画推進課 女性の健康支援 事業の見直しを検討します。
男女共同参画推進課での単独啓発は困難であり、プランの見直し時期に事業の
廃止を検討中です。

事業の廃止を検討中です。 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による正しい知識の普及・啓発を行いました。健康づくり情報
誌「いきいき｣に宗像・遠賀保健福祉環境事務所の情報を掲載しました。

ポスターなどによる普及・啓発と宗像・遠賀保健福祉環
境事務所の情報掲載を継続します。 A B 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。
H24から開始した「こころの健康づくり事業（うつ病予防スクリ−ニング）」は、地域健診会場での実施だけで
はなく、H25はセンター健診会場でも実施することで、実施回数の増加による事業の充実を図ります。ま
た、地域健診は、日曜日の実施回数を昨年度より4回増加（年8回）し、また、健診日程の一部（3回）に託
児をつけ、受診しやすい環境づくりに取り組みます。

ルックルック講座（24回）、生活習慣病予防教室（4種類のコース、16回）延べ
278人が参加しました（参加者の実人数は93人：内訳�男性33人、女性60人）。
心の健康づくり事業(うつ病予防スクリーニング）実績：地域健診38回（1,856人、
うちニ次面接者58人）、センター健診105回（1,889人、うち二次面接者33人）、
託児の利用3回（22人）

各コミュニティの健康づくり活動の支援を継続します。
ルックルック講座、心の健康づくり事業を継続実施しま
す。

A B A A

担当課事業名

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。

HIV/エイズなどの性
感染症に関する啓発

相談窓口・相談事業
の周知

担当課

関係機関との連携
強化

DV・セクハラ等の防止

事  業  概  要

事  業  概  要

子ども家庭課

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

被害者のこころのケ
ア

DV・セクハラ等の防止

課題・今後の取り組み

      施策の取り組み     (4)DV・セクハラ相談・支援体制の充実
   基本施策               1．あらゆる暴力根絶のための対策と推進
基本目標               Ⅱ．一人ひとりの人権が尊重される社会づくり

課題・今後の取り組み
担当部署評価

担当部署評価

男女共同参画の視点 実施状況報告

実施状況報告

事業（数値）目標

男女共同参画の視点

      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

事業（数値）目標事業名

24

27

事業
番号

23

事業
番号

22
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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
地域防災計画を策定する防災会議は、女性委員を10名（定数40名）確保して、3回開催します。
水防計画を策定する水防協議会は、女性委員を4名（定数24名）確保して、1回開催します。
また、防災マップ検討委員会は、女性委員を3名（定数17名）確保し、3回開催します。

防災会議については、女性委員を11名を確保し、2回開催しました。各委員の活
発な論議をいただき、修正案の作成を行いました。
水防会議については、女性委員を4人を確保し、1回開催しました。
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4回開催し、各
委員の活発な論議をいただき防災マップを完成させました。

防災会議及び水防会議について、現在の女性委員の人
数を維持します。 A B 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・
協働推進課

自治会の自主防災組織に対し、女性の視点で提言ができるよう、女性役員の登用を促進します。
全143自治中、自主防災組織未組織の15自治会の中で福崎、緑町、光陵台3丁
目の3自治会が組織化されました。

生活安全課と連携し、自主防災組織が組織化されてい
ない残り12自治会の組織化の働きかけを行います。男
女共同参画推進課と連携し、コミュニティ会長会議、事
務局長会議の際に、組織に女性役員の登用を図るよう
に依頼します。

B B B B

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。
防犯教室や防犯診断については、コミュニティ運営協議会を通じて周知を行い実施します。

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NPO法人に委託し実施て6回開催しました。また、コミュニティを通じチ
ラシの配布を行い、防犯教室等の周知も行いました。

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・
協働推進課

女性と子どもの安全確保
パトロール実施者証保持者の講習会(新規・更新)を、各地区まとめて開催するよう、宗像警察署に要請し
ます。

青色パトロール実施者講習会を1回開催しました（新規65人、更新23人、計88人
受講）。

宗像警察署と連携し、今後も青色パトロールの講習会
を開催し「新規・更新」のパトロール「実施者証」所持者
の増員を目指します。

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。

各地区コミュニティ運営協議会の青少年育成部会に参加して子どもの安全確保に
関する情報の収集、提供を行いました。
また青少年指導員会の地区会長会議を3回開催し、110番の家や青色パトロール
など子どもの安全確保に関する情報共有、協議を行いました。

地区により活動に差があるため、地域特性に応じた活
動を尊重しつつ活動の充実に向け支援します。 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
東郷小学校、南郷小学校、赤間西小学校3校の大規模改造工事を実施します。スロープ設置による段差
解消などユニバーサルデザインを取り入れた設計により施工を行います。また、太陽光発電システム設備
を小学校4校に設置し、環境共生技術によりエネルギー軽減を図ります。

東郷小学校、南郷小学校、赤間西小学校3校において大規模改造工事を実施し、
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝを取り入れた施工を行いました。工事中は定例に参加し、協議を行
いました。更に自由ヶ丘中学校にｴﾚﾍﾞｰﾀｰやｽﾛｰﾌﾟ及び多目的ﾄｲﾚを設置しました。
また、東郷小学校ではｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置しました。
太陽光発電ｼｽﾃﾑ設備においては小学校4校に設置しました。

【今後の取組】今後もﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝを取り入れた学校
施設づくりを行います。また、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝに対する
学校及び関係者との意識統一を目指します。

A B A A

建築課
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。
また、海の道むなかた館、道の駅むなかたに新たに授乳室を整備します。

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した。また、海の道むなかた館、道の駅むなかた
に新たに授乳室を整備しました。

今後の整備計画でもユニバーサルデザインを取り入れ
ていきます。 A B A A

コミュニティ・
協働推進課

コミュニティ・センター整備事業が完了したため、削除

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 市民意識調査の中で、アンケート項目として取り上げます。
アンケート項目に取り入れました。
分析結果：県や全国レベルからみると、宗像市は性別役割分担を支持する男性が
多いという傾向がみられます。

アンケート結果は、広報、HPで公表予定です。
男女共同参画の理念や現状について周知・啓発に努め
ていきます。

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

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 各地区コミュニティ運営協議会との共催による講座を実施し、地域への啓発を進めます。
2地区で共催講座を実施しました。
赤間：「断捨離講座〜入門編〜」（女性24人、男性3人参加）
南郷：「断捨離」（女性51人、男性15人参加）

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

実施状況報告

      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

男女共同参画の視点

   基本施策               1．男女共同参画意識の浸透

担当課

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

男女のニーズへの配慮

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（数値）目標

男女共同参画の視点 事業（数値）目標
担当部署評価

課題・今後の取り組み事業名 事  業  概  要 実施状況報告

   基本施策               1．男女共同参画意識の浸透

事業（数値）目標

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

担当課

男女のニーズへの配慮

公共施設のユニ
バーサルデザインの
推進

事業名

      施策の取り組み     (1)社会制度・慣行の見直し
担当部署評価

課題・今後の取り組み

担当部署評価
課題・今後の取り組み実施状況報告

地域の防犯機能強
化

事  業  概  要 担当課

      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

市民との協働による
防火・防災活動の推
進

男女共同参画の視点

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

29

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

事業
番号

32

事業
番号

31
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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、ユリックス図書館掲示板
を活用し、啓発活動を実施しました。広報紙15日号「メッセージ」とHPに掲載しま
した。
ルックルック講座を2回実施しました（赤間コミセン、日の里コミセン）（女性20人、
男性3人参加）。

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。

コミュニティ・
協働推進課

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
に提供しました。
また、より効率的な情報発信のため、ホームページ・情報誌のリニューアルに取り組
みました。

ホームページ等のリニューアルによる利用者の反応を見
ながら、より分かりやすい情報発信に努めます。 B 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
人権啓発として、年に1度法務総合相談（6月4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。

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ため、男
女共同参画推進課と共同で11月に企業研修を行いました。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いきます。 A B A A

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・
協働推進課

男女共同参画意識の醸成 すでに独自HP、FBがある赤間、日の里、南郷、自由ヶ丘、岬以外の地区でSNSの構築を勧めます。

12地区のコミュニティ運営協議会中、独自HP、FBが未整備であった7地区の運営
協議会中、3地区の運営協議会でSNSが構築されました。赤間地区コミュニティで
は、男女共同参画推進センターの講座の（4回）情報発信、市民啓発等を行いまし
た。

引き続き、残り4地区の運営協議会にSNSの構築を勧
めていきます。また、コミュニティだよりの更なる内容の
充実を図りながら情報発信し、市民啓発を進めていきま
す。

A B A A

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。

秘書政策課
男女共同参画に関する情報提供

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15日号では男
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留意します。

広報紙15日号で男女共同参画に関する紙面を確保し、意識啓発を実施しました。
イラストや文章表現については男女共同参画の視点に留意し、編集を行いました。
また、広報・HP委員の研修において男女共同参画の視点からの公的広報の手引
きについて実例を示しながら説明、周知を行いました。

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。男女共同参画の視点
からの公的広報の手引きについて職員に周知を行いま
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

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・幼稚園への教職員の研修費補助を行い、研修への参加促進を行います。また啓発チラシ等配布
し、周知を行います。

保幼説明会での参加呼びかけや啓発チラシ等の配布を行い、研修の周知や参加
促進を促し、保育所・幼稚園の教職員への研修費補助を行いました。

引き続き、研修費補助等を行い、研修への参加促進を
図ります。 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

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います。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25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478人）テーマ「教育改革の動向」

今後も今年度同様計画的に取り組みます。 A B A A

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 A A

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 A A

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。

人権問題啓発強調期間に子どもたちの人権ポスターや標語をユリックスで展示し
ました。また、人権・同和問題や、男女共同参画などを題材にした人権作文と一緒
に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4校、中1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6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。

B B B B

事  業  概  要

事  業  概  要 担当課 男女共同参画の視点

      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

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

   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（数値）目標

      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

事業名

事業名 事  業  概  要 実施状況報告

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

事業（数値）目標男女共同参画の視点

あらゆる媒体を通し
た情報提供と啓発活
動

   基本施策               1．男女共同参画意識の浸透
      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

担当部署評価
担当課 課題・今後の取り組み

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

担当部署評価

実施状況報告事業名
担当部署評価

課題・今後の取り組み担当課

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

課題・今後の取り組み実施状況報告

男女共同参画の視点
事業
番号

事業
番号

35

事業
番号
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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 各学校のPTAや各地区コミュニティ運営協議会に事業の実施を働きかけます。
メディア・リテラシーに関する講座の申し込みはありませんでした。
広報紙で啓発（1月15日号）を行いました。

次年度、講座を開催する予定です。
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
市民向けの研修会を年1回（6/15）実施し、メディア（携帯電話、インターネット等）に関する講座を開催し
ます。

名称を「子どもの安全安心セミナー」に変更し、親しみやすく参加しやすい研修会を
目指しました。研修会を6/15に開催し、「青少年の健全育成・非行防止のために
地域のみなさんができることについて」「メディアの安全な使用方法について」の講
演を実施しました。（参加者90人）

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。引き続き、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。

コミュニティ・
協働推進課

男女共同参画に関する学習機会の
提供

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ながら、次回の講座メニューの見直しに向け、情
報収集を行います。（ルックルック講座№2,7,8,45,65,69,134,152,153）

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ました（3講座のべ19回
実施231人受講）。

講座メニューの見直し、PRを行い、利用者拡大に努め
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。
家庭学級説明会で共催講座の実施を働きかけた結果、PTAとの共催講座を9回
実施しました（小学校6講座、幼稚園3講座）。

家庭教育において性別にとらわれない視点で子供を育
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(5/9)及び実践交流会を2回(6/13、1/31)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307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を実施し、男女がともに子育てを担う意識づくりを行ないます。
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21人、両親対象に8回（参加者71人（33
組+5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 A 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
啓発うちわ（2000個）や啓発チラシ（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 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。 今年度の女性登用率は35.3％で、昨年度（37.9％）に比べて2.6％減少しました。

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る必要があります。
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。

B B B B

男女共同参画の視点

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

事業名

担当課事業名

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

   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 課題・今後の取り組み事業名 男女共同参画の視点事  業  概  要 実施状況報告
担当部署評価

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

メディアリテラシー教
育の充実

事  業  概  要

男女共同参画に関するメディア・リテ
ラシー向上

      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

担当課 実施状況報告

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

事業（数値）目標

      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

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。

事業（数値）目標

基本目標               Ⅲ．性別にとらわれない社会づくり

      施策の取り組み     (1)審議会等への女性登用促進

事  業  概  要 事業（数値）目標 実施状況報告男女共同参画の視点

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
番号

43

事業
番号

事業
番号

41
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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、女性委員が少ないコミュニティに対して女性の登用に
ついて依頼します。

男女共同参画推進課とコミュニティ・協働推進課の課長が各地区コミセンを訪問
し、女性委員の登用を依頼しました。今年度の12地区の女性登用率は12.8％で
昨年度(13.5％）から0.7％減少しました（15％を超えるコミュニティは6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。 B A B B

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・
協働推進課

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。
コミュニテイ運営協議会に対して男女共同参画推進課と連携し、女性役員の参画
を依頼しました。

今後も男女共同参画推進課と連携し、コミュニティ運営
協議会に、女性役員の参画を依頼していきます。 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 ガイドブックを活用し、意識啓発を図ります。
広報紙6月15日号メッセージ「男性にとっての男女共同参画」固定的役割分担意
識について掲載しました。
ルックルック講座でパンフレットを活用し、啓発を実施しました。

今後もガイドブックを活用し、意識啓発を図っていきま
す。 A B A A

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 事業所への啓発方法について検討します。
今年度はハラスメント対策研修の際に、ガイドブックを配布して啓発を実施しまし
た。

今後も研修会を開催するなど、意識啓発を図っていきま
す。 B B B B

「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24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。

人事異動による女性の職域拡大を図るなど、男女の区別なく、個人の能力に応じ
た人員配置を行いました。
女性職員のポジティブ・アクションに関して、女性職員の現状や課題を把握するた
め副市長と女性職員の意見交換会実施しました。また、女性活躍推進セミナー等
に参加するなど、来年度の取組みに向けて調査・研究を行いました。

今後も引続き、性別にとらわれない人事制度を遂行して
いきます。
ポジティブ・アクションに関する取組みを計画し、実施し
ます。

B A 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

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 男女の地域への参画を促すよう、講座や広報紙を通して啓発を図ります。
コミュニティ・協働推進課との共催講座2回実施しました。
「楽しく効率的に仕事をしたい!!」（女性48人、男性18人参加）、「労務管理のあり
方と就業規則の見直しポイント」（女性1人、男性21人参加）

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・
協働推進課

各コミュニティ運営協議会でのスポット役員（仮称；イベントごとの実行委員など）などの公募時に、女性役
員登用を促進します。

コミュニティ運営協議会に対して、イベント等を含む地域活動に、女性が多く参画
していただくよう依頼しました。

今後も引き続き、男女が参加しやすいコミュニティ活動
の推進に向けて、各地区コミュニティ運営協議会を支援
していきます。

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。

コミュニティ・
協働推進課

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。

団体情報等の情報を見やすくするため、情報コーナーのレイアウトを変更しました。
26団体に補助金を交付し、団体活動への財政支援を行いました。

情報発信や補助金交付による財政支援、人材育成講
座などの各支援を総合的にコーディネートする必要があ
ります。

A C A A

事業名

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               1．政策・方針決定過程への女性の参画の推進

事  業  概  要

      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

事業（数値）目標担当課

事業名 事  業  概  要 担当課 事業（数値）目標男女共同参画の視点

担当部署評価
課題・今後の取り組み

事  業  概  要 男女共同参画の視点

市民活動・ボラン
ティア活動の推進及
び支援

実施状況報告

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

      施策の取り組み     (3)職場における男女共同参画の推進

男女共同参画の視点

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

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
番号

女性の職域拡大の
推進

事業
番号

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

担当課

事業
番号

47

      施策の取り組み     (1)男女の社会参画の促進と支援

事業（数値）目標

地域の役職への女
性参画促進

事業名

51

49

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

実施状況報告

男女の地域・社会活動への参画推進
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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

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、地域への男女共同参画を進めます。

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（吉武・南郷・河東の3地区）。
「まいまいカフェ」の活動を広報紙で紹介しました。
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
を男女共同参画推進課が行いました。

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・
協働推進課

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。

コミュニティ運営協議会会長会議、事務局長会議、各部会長会議等において、関
係各課と連携して講習会や徐行後の資格認定者等が増員されるように案内や依
頼を行いました。
男女共同参画推進課と共催で、会長・事務局長合同研修を2回開催し、ワークライ
フバランス、労務管理研修等も行いました。

今後も関係各課と連携して、各種講座等の案内や受講
後の資格認定者の増員の依頼を行います。 A B A A

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）、ボランティア体験プログラムを行
い地域において活動するボランティアを育成するとともに、受講者の活躍の場を広げる取組みをします。

子ども支援ボランティア養成講座を4回（9/9、9/13、9/20、9/27）、フォロー
アップ講座を2回（10/4、10/11）、ボランティア体験プログラムを行い地域におい
て活動するボランティアの育成を行いました。また、現場体験等を行い、受講者の
活躍の場を広げる取組みを行いました。（参加者24人）

子ども支援ボランティア養成講座（全6回）を行い、地域
において活動するボランティアを育成するとともに、受講
者の活躍の場を広げる取組みをします。

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8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。食生活改善推進会
の魚さばき隊の活動を支援します。

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。
リーダー養成講座（全7回）： 42人（男性2人、女性40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。
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12回、男性の
延べ参加者数283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26年3月31日現在）：会員総数223人（うち、男性会員14人）
魚さばき隊（食生活改善推進会の活動）の活動実績：54回、参加延べ人数：
1,269人
魚さばき隊勉強会
�第1期生：4回、第2期生：4回
�第1期生は3年間魚さばきの勉強の集大成として修了試験を実施し、12人（男性
6人、女性6人）が修了。

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を開催（全7回、隔年実施）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
（チラシの作成、配布など）。

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。

コミュニティ・
協働推進課

男女の地域・社会活動への参画

平成24年度に引き続き、むなかた協働大学第3期を運営し、環境リーダーとなりうる人材（17人）を育成し
ます。第2期卒業生の市民活動団体の活動を支援します。
また、次世代のリーダーの養成のため、市内中学生を対象とした、むなかた版次世代リーダー養成塾を実
施します。

むなかた協働大学第3期を運営し、環境リーダーとなりうる人材（14人、内女性5
人）を育成しました。
また、次世代のリーダーの養成のため、市内中学生30人（内女子生徒20人）を対
象とした、むなかたの次世代リーダー養成塾を実施しました。

むなかた協働大学の終了により、新たな大学連携の仕
組みが必要です。 A C 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 市民団体との連携事業を2回以上実施し、男女共同参画の意識啓発を図ります。

協議会との共催による講座2回を実施しました。
「暮らしやすい社会ってどんなの?〜一人ひとりの気づき・アクション〜」（女性21
人、男性3人参加）、「身近な国際交流〜外国の文化を知ろう!」(女性1人8,男性4
人参加）

市民協働との観点から、市民団体と連携して活動しま
す。 A B A A

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・
協働推進課

コミュニティ運営協議会と市民活動団体の個別のニーズを把握し、連携事業、講座などの開催を促進しま
す。

市民活動団体によるコミュニティ・センターでの講座については、主にルックルック
講座を活用して実施しました（25件程度）。
3月にコミュニティ運営協議会と市民活動団体との連携会議を開催し、連携事業に
ついて模索しました。会議では、ワークショップの1テーマに男女共同参画・人権を
取り上げ、市民活動団体によるテーマに沿った講演や劇上映の実現に向けた動き
も起こっています。

男女共同参画意識の醸成への寄与には課題が残るも
のの、引き続きルックルック講座等によるコミュニティ・
センターでの講座開設を推進します。
連携事業については、モデル事業の実現を目指しま
す。

A B A A

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
担当部署評価

課題・今後の取り組み事業名

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

事業
番号

担当課 男女共同参画の視点事  業  概  要

男女共同参画意識の醸成
協働による講座の実
施

52

53

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

あらゆる分野におけ
るリーダーの発掘・
養成・活用

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

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2回以上行います。
また、（財）むなかた地域農業活性化機構が本年度より開始する新規就農研修事業や農作業ヘルパーの
募集について、広報紙の掲載や説明会の実施等により広く周知を図ります。

人・農地プランに関する地元集落説明会（16集落）や青年就農給付金説明会にお
いて、家族経営協定の締結に関する説明を行いました。新たな家族経営協定の締
結はありませんでした。
（一財）むなかた地域農業活性化機構による農作業ヘルパー募集について、広報
紙掲載や説明会実施等により広く周知を図り、前年度を大幅に上回る延べ45人の
女性農作業ヘルパーが雇用されました。

今後も引き続き、家族経営協定の締結に関する説明
や、農作業ヘルパーの紹介を行っていきます。 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 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。
実施をする予定であったが大島島民へのアンケートは平成26年度に延期しまし
た。

アンケートを実施し、実態及び渡船に対してのニーズを
把握します。 C C C C

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、男女共同参画推進をテーマにした研修会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研修会等を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が必
要です。 A B A A

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
女性農業者の自主的な取り組みにより、イベントや研修会が開催されるよう、（財）むなかた地域農業活性
化機構や女性農業者グループに支援、協力します。

（一財）むなかた地域農業活性化機構の取り組みとして、女性農業者グループ「菜
の花会」との共催により、同財団代表理事（副市長）との意見交換会（2/4日開催、
参加14人）を実施しました。また、女性農業者の経営参画促進をテーマとしたシン
ポジウム（2/19開催、346人）を開催しました。

今後も引き続き、同財団を通じて女性農業グループの
活動を支援していきます。 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
宗像地区における各漁協女性部の協力関係を構築し、消費拡大イベントへの参加等、活躍の場を広げら
れるよう支援します。

漁協の合併協議のなかで、女性部との意見交換を行い、合併後の女性部の活動
について協議しました。
11月に糸島漁協女性部の取り組みについて視察研修を実施しました（参加者20
人）。

合併のメリットをいかし、支所間の連携を図り、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。

B B B B

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

大島では、前年度から引き続き25年度も大島海洋体験施設の運営スタッフ（常時10人程度）として女性
の雇用創出を図るとともに、雇用等にあたっては可能な限り、男女の枠にとらわれることなく適材適所に雇
用機会均等を推進します。地島では、観光者への漁師食堂事業を引き続き実施し、雇用の創出を図りま
す。

大島海洋体験施設においては、運営スタッフとして女性9人（総勢21人）を雇用し
ました。
大島では、25年度からガイド事業に着手し、全8人のうち6人の女性ガイドを育成
しました。
地島では、25年11月に白浜に食堂がオープンし、3人の女性スタッフが働いてい
ます。
地島では、観光者への漁師食堂事業で短期間ですが（全5回の事業で）延べ15人
を雇用しました。

非常勤で勤務している方が多いことから、今後、常勤と
しての雇用機会創出が必要です。 A B A A

担当部署評価
課題・今後の取り組み

課題・今後の取り組み
担当部署評価

男女共同参画の視点

事  業  概  要

事  業  概  要

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

事業
番号

事業
番号

事業名

56

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

女性グループ等の
人材育成及び支援

事業（数値）目標

男女共同参画の視点 事業（数値）目標

担当課

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

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

実施状況報告担当課

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

      施策の取り組み     (1)就業環境整備の啓発
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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
ハローワークの求人票をセンターに、また、資格取得講座のチラシを地域職業相談室に設置し、それぞれ
の事業の周知を図るとともに、情報提供を行います。

ハローワークの求人票をセンターに、資格取得講座のチラシを地域職業相談室に
設置し、それぞれの事業の周知を図るとともに、情報提供を行った。
就業相談事業は24年度で終了した。

引き続き、ハローワークの求人票をセンターに、また、資
格取得講座のチラシを地域職業相談室に設置し、それ
ぞれの事業の周知を図るとともに、情報提供を行いま
す。

A B 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
女性の就労支援として高等職業訓練給付金に関する周知を、広報紙、ホームページ、子育て支援ハンド
ブック、子ども家庭課窓口チラシで実施します。

母子家庭の母のため、県が実施する年間12回の就労相談、電話による養育費法
律相談、年4回の弁護士による無料法律相談について広報紙、HPで情報提供した
結果、就労相談3人、電話による養育費相談が16人、弁護士相談が8人でした。
また、宗像市において「パソコン初級講座」を実施し、参加者は女性4人でした。さ
らに、自立支援教育訓練給付金を1人、高等職業訓練給付金を11人（全員女性）
に支給し、就職に役立つ資格取得の支援を実施し、卒業者3人すべてが就職しま
した。

引き続き、母子家庭の母への就労支援として広報紙、H
Pを通して就労相談、養育費法律相談について情報提
供するとともに、自立支援教育訓練給付金や高等職業
訓練給付金事業について周知、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。

商工観光課 女性の就労支援
SOHO事業者の情報交換会を年間2回開催。また、事業者の営業スキル向上を目指した公開講座を行
い、SOHO事業者の支援を行います。

市役所からテープ起こしや広報業務など9件が受注されました。
情報交換会や公開講座は、事業者のネットワーク組織と協議の上、見直しを図るこ
とになりました。

今はSOHO＝女性就労につながるものではなく、小規模
事業者の支援となっています。見直し、廃止も検討しま
す。

B C 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することで、中小企業の経営安定化を図り、雇用の確保に努
めます。

平成25年度の補助金件数は145件、19,017千円を支給し、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 就労支援セミナーを1回、就業支援講座を6回実施します。

セミナーを1回実施しました「再就職応援セミナー〜面接に役立つメイク術〜」（女
性17人）。
就業支援講座は5回実施しました（講座不成立につき1回中止）。
「就業支援プチ講座」を実施しました（女性55人、男性2人参加）。

引き続き就労支援が必要です。 B B 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。

資格取得講座5講座を実施しました。
センター初の「色彩検定講座」（女性78人）
「コンピュータサービス技能評価試験講座」3講座（女性228人、男性22人）
「医療事務検定講座」（女性326人）
また、パワーポイント講座2講座も実施しました（土曜日開催、女性62人、男性12
人）。

就業につながる支援が必要です。 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

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 広報紙やHPで、県の「女性研修の翼」事業について情報提供を行います。
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2人参加しました。

引き続き、事業の周知を図るなど協力していきます。 A B A A

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。

コミュニティ・
協働推進課

国際社会の理解と国際感覚の醸成
青少年国際交流事業補助金を設置し、青少年の相互国際交流を支援する。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。

青少年の相互国際交流の支援のため、補助金を交付しました（ホームステイ受入
1件17人、渡航1件26人）。
また、食を通じた国際交流事業（世界の味横丁）を実施しました。

青少年国際交流事業補助金の周知が不足していまし
た。更なる周知を図ります。 B B B B

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。

少年少女海外派遣研修事業には今年度は48人の応募者がありました。平成24年
度から対象者を6年生までに拡大、今年は小学生4人が参加しました（合格者15
名の男女比は男子5人：女子10人）。
事前研修（全5回）で、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。
平成25年度から開始したグローバル人材育成プログラム事業�カナダ研修には宗
像市枠に28人の高校生の応募があり、5人（男子2人、女子3人）が参加しました。

平成26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

担当課 男女共同参画の視点

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

女性の就労支援
就労に関する情報提
供や相談事業の充
実

男女共同参画の視点 実施状況報告担当課

担当部署評価
課題・今後の取り組み

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

   基本施策               4．国際社会との連携

      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
番号

57

事業
番号

国際交流事業の支
援

63

      施策の取り組み     (4)女性のチャレンジ支援

男女共同参画の視点
事業
番号

   基本施策               3．職域における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

事業名 事業（数値）目標担当課

事業名 事  業  概  要

事業名

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（数値）目標

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

実施状況報告

事  業  概  要 事業（数値）目標

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

事  業  概  要 実施状況報告


