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第３次丹波市男女共同参画計画 平成 30 年度年次報告書について
１

作成の趣旨
丹波市男女共同参画推進条例第 24 条に基づき、第３次丹波市男女共同参画計画に
基づく施策の実施状況を把握し、その進捗状況を年次ごとに評価し、その内容を公
表するものである。あわせて、丹波市男女共同参画審議会に報告し、その意見を踏
まえながら、取組を進める。

２

本報告書の構成
【第１部】主な施策の推進状況と数値目標の推進状況
第３次丹波市男女共同参画計画（丹（まごころ）の里 ハーモニープラン）に
おいては、基本理念「認めあう心 支えあう力 共に育む 丹（まごころ）の里」
のもと、
「１ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり」、
「２ あらゆる分野
において男女がともに活躍できる社会づくり」、「３ 仕事と生活の調和が図れる
環境づくり」、「４ 健やかに安心して暮らせる社会づくり」の４つの基本目標を
掲げ、それぞれの基本目標に沿った基本方針、推進項目のもと様々な施策に取り
組んでいる。本報告書では、平成 30 年度の男女共同参画に関わる事業の主な実施
状況を、次のとおり４つの基本目標に沿ってまとめた。
【数値目標】欄：本計画の着実な推進を図り、成果を評価することを目的とし
て、それぞれの基本目標に即した数値目標を設定しており、その目標について平
成 30 年度における数値をまとめた。なお、目標によっては、最新のデータがなく、
数値の把握がないものある。
【自己評価】欄：基本方針ごとにＡ～Ｄで評価した施策数を記載している。
【自己評価の基準】
Ａ：実施済みで十分に成果を上げている。
Ｂ：実施済みである程度成果を上げている。
Ｃ：実施済みであるが、あまり成果が上がっていない。
Ｄ：未着手又は実施が困難な状況であった。
【第２部】施策の実施状況
個別施策の詳細について、平成 30 年度実績と成果、評価、課題と今後の方向性
を明らかにした。なお、評価については、各担当課の自己評価によるものである。
【第３部】審議会からの意見
丹波市男女共同参画審議会にその内容を報告し、述べられた意見について、取
りまとめたものである。
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第１部 主な施策の推進状況と数値目標の推進状況
１

施策の体系

2

２

基本目標ごとの評価まとめ

基本目標１

男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり

家庭、地域、職場における、あらゆる機会を通じた啓発や、男女共同参画の視点
に立った学校教育の充実に取り組み、市民、事業者、団体との連携や協働により市
が一体となり、男女共同参画社会の実現に取り組む基盤づくりを進めます。
【数値目標】
設定する数値目標
社会全体の中で「男女平等」
になっていると考える人の
割合

計画策定
時の値

実績値

(H28 年度) (H30 年度)

13.4%

数値目標
(R4 年度)

出所(担当課）

－

丹波市男女共同参
30.0% 画市民意識調査（人
権啓発センター）
丹波市男女共同参
60.0% 画市民意識調査（人
権啓発センター）

固定的性別役割分担に「反
対」、「どちらかといえば
反対」と考える人の割合

54.1%

－

男女共同参画推進員が活動
を行った自治会の割合

14.1%

21.7%

学校管理職に占める女性管
理職の割合

10.3%

13.8%

60.0% 人権啓発センター
(R 元年度) 調べ
16.0%
(R2 年度)

兵庫県教育委員会

※市の他の計画に基づくものは、それぞれの計画の目標年次における数値を記載している。

【自己評価】
評価
施策数

基本方針
（１）男女共同参画に対する
意識の定着
（２）男女共同参画の視点に
立った学校教育の推進
（３）推進体制の整備

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

実施済みで
十分に成果
を上げてい
る。

実施済みで
ある程度成
果を上げて
いる。

実施済みで
あるが、あ
まり成果が
上がってい
ない。

未着手又は
実施が困難
な状況であ
った。

(実施担当課数)

１

７

５

１

14

１

３

０

０

４

２

１

０

０

３

計

基本方針（１）男女共同参画に対する意識の定着
主な取組状況
６月の男女共同参画週間にあわせ男女共同参画講演会を開催するとともに、
3

自治会男女共同参画推進員を対象とした研修会を開催するなど、推進員の活動
を支援し、自治会内での男女共同参画意識の定着を図った。
市広報紙や FM805 たんばの人権啓発番組など、あらゆる広報、啓発手段によ
り意識改革に努めた。
○男女共同参画講演会参加者
H30 250 人
○男女共同参画推進員設置自治会
H30 285 自治会(設置率 95.3％)391 人
○男女共同参画推進員研修会参加者 H30 114 人(出席率 29.2％)
基本方針（２）男女共同参画の視点に立った学校教育の推進
主な取組状況
小中学校においては、道徳の授業の中でジェンダーにとらわれず、多様な生
き方を認めあう教材を用いて学習を行うとともに、トライやる・ウィークや進
路指導の中で、性別や固定観念にとらわれず自分らしい生き方を考えるキャリ
ア教育を推進した。
また、管理職登用促進のスクールリーダー研修会の参加対象を、管理職試験
希望者に加えミドルリーダー世代まで広げ、女性教職員の参加者増を図った。
教頭・主幹教諭を対象に、働き方改革、学校の業務改善についての管理職研
修を実施した。
○管理職選考試験における女性の割合
H30 21.2％
基本方針（３）推進体制の整備
主な取組状況
男女共同参画社会の実現に向けて、市、市民及び事業者など全ての者の行動
指針となる「丹波市男女共同参画推進条例」を制定し、平成 31 年４月１日より
施行した。
また、男女共同参画の実現に向けた活動の拠点となる「丹波市男女共同参画
センター」の開設に向け、その機能や組織について協議した。

基本目標２

あらゆる分野において男女がともに活躍できる社会づくり

すべての市民がその意思に基づき、生き方、働き方を選択し、ライフステージの
それぞれの段階において個性と能力が発揮できるように支援するとともに、政策・
方針決定過程への女性の参画や地域において女性の視点が生かされる取組などを
推進し、あらゆる分野で男女がともに活躍できる社会づくりを目指します。
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【数値目標】
設定する数値目標

計画策定
時の値

実績値

(H28 年度) (H30 年度)

数値目標
(R4 年度)

出所(担当課）

男女共同参画センター（仮
人権啓発センター
－
－
30.0%
称）の名称も機能も知って
調べ
いる人の割合
女性の活躍推進に関する協 17 事業所
35 事業所 60 事業所 新産業創造課調べ
(H29 年度)
定締結事業所数
審議会等委員の女性割合

25.1%
(H29 年度)

１人

女性農業委員数

(H29 年度)

市役所職員の女性管理職割
9.4%
(H29 年度)
合
男女共同参画センター（仮
称）登録団体数
自治会などの地域活動の場
で「男女平等」になってい
ると考える人の割合

24.9%

35.0%

１人

３人 農業委員会調べ

10.6%

－

－

16.7%

－

人権啓発センター
調べ

15.3% 職員課調べ
人権啓発センター
調べ
丹波市男女共同参
30.0% 画市民意識調査（人
権啓発センター）

30 団体

※市の他の計画に基づくものは、それぞれの計画の目標年次における数値を記載している。
※「女性の活躍推進に関する協定締結事業所数」の計画策定時の値（H29 年度）について、計画書では
「10 事業所」と記載していたが、今回の調査で「17 事業所」であったことが判明し、訂正する。

【自己評価】
評価
施策数

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

実施済みで
十分に成果
を上げてい
る。

実施済みで
ある程度成
果を上げて
いる。

実施済みで
あるが、あ
まり成果が
上がってい
ない。

未着手又は
実施が困難
な状況であ
った。

（１）働く場における男女共
同参画の推進

１

４

１

２

８

（２）政策・方針決定過程へ
の女性の参画促進

０

３

１

３

７

（３）女性の能力発揮に対す
る支援

４

３

２

２

11

（４）地域活動等における男
女共同参画の推進

３

４

０

０

７

基本方針

計
(実施担当課数)

基本方針（１）働く場における男女共同参画の推進
主な取組状況
女性の職業生活における活躍推進に積極的に取り組む事業者と「女性の活躍
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の推進に関する協定」を締結するともに、女性が仕事を通じて活躍できる職場
づくりに必要な経費の一部を補助するなど、職場における女性活躍の推進を支
援した。
丹波市建設工事入札参加資格者審査の主観数値に係る項目に、
「男女共同参画
社会づくり制度」を追加し、男女共同参画を推進する事業所を評価する取組を
開始した。
また、女性農業者の交流会や先進農家視察研修を行い、女性農業者の組織化
に向けた取組を進めた。
○「女性の職業生活における活躍の推進に関する協定」締結事業所数
H30 18 事業所
○女性活躍推進助成金
H30 補助件数４事業所
基本方針（２）政策・方針決定過程への女性の参画促進
主な取組状況
「丹波市審議会等の委員への女性登用推進要領」に基づき、審議会等を設置
又委員の改選を行う際に、女性の登用割合を 35％を下回らないように事前協議
による確認を行い、審議会等委員への女性の登用を推進した。
女性活躍等の推進に向けた職員意識アンケートを行い現状と課題をまとめ、
行動計画の見直しを行うとともに、女性職員の意識啓発と実践の機会となる「た
んば職員チャレンジ・プログラム」やキャリアアップ研修を実施した。
○審議会等委員女性登用率
H30 24.9％
○女性委員のいない審議会等
H30 17 機関（全体 74 機関）
○女性管理職登用率
H30 10.6％
○「たんば職員チャレンジ・プログラム」の実施

H30 ８回

基本方針（３）女性の能力発揮に対する支援
主な取組状況
福祉人材就職フェア等に参加し、福祉人材バンクへの登録推進や福祉人材支
援補助金制度について周知を行い、女性有資格者の活躍を支援した。
丹（まごころ）ワークサポートたんばにおいて、相談やセミナー、情報提供
などワンストップで支援するとともに、女性をはじめ多様な人材の活躍に向け、
平成 30 年９月に兵庫労働局と雇用対策協定を締結した。
起業をめざす市民を支援するたんばチャレンジカフェにおいて、専門家によ
る相談やアドバイスの実施、起業後のフォローアップを実施した。
また、TAMBA 地域づくり大学において、
「女性の活躍応援講座」として、女性
からみた防災を考える講座を実施した。
○女性有資格者福祉人材バンク登録者
H30 11 人
○たんばチャレンジカフェへの相談件数
H30 737 件
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基本方針（４）地域活動等における男女共同参画の推進
主な取組状況
男女共同参画推進員研修会や自治協議会のあり方懇話会、地域づくり研修会
において、好事例として女性の活躍について紹介し、地域で男女共同参画を進
めるうえでの課題について情報交換を行った。
市民活動の拠点となる「市民活動支援センター」の整備について、設置場所
や運営委託業者を決定するなど、令和元年 10 月開設に向け、準備を進めた。
言語の障壁等で生活に支障をきたしている在住外国人に対し、通訳派遣や翻
訳などの生活支援を実施した。
いきいき百歳体操や有償ボランティア（くらし応援隊）の活動を担う人材の
育成に取り組んだ。
○女性自治会長
H30 １名／299 人
○いきいき百歳体操登録サポーター数
○くらし応援隊登録者

基本目標３

H30
H30

全体 56 人
全体 60 人

仕事と生活の調和が図れる環境づくり

男女がともに「働くこと」の価値観を見直し、仕事、家事、育児、介護、地域活
動など、職場や家庭、地域でそれぞれの力を発揮できるよう、意識改革と制度整備
の両面から取組を進め、仕事と生活の調和が図れる環境づくりを目指します。
【数値目標】
設定する数値目標

計画策定
時の値

実績値

(H28 年度) (H30 年度)

数値目標
(R4 年度)

出所(担当課）

ワーク・ライフ・バランスを言
葉も内容も知っているとす
る人の割合

14.8%

－

丹波市男女共同参
40.0% 画市民意識調査（人
権啓発センター）

ワーク・ライフ・バランスが進
んでいると考える人の割合

50.9%

43.7%

60.0% 市民意識アンケー
(R 元年度) ト(人権啓発センター）
丹波市男女共同参
5.0％ 画市民意識調査（人
権啓発センター）

週労働時間 60 時間以上の労
働者の割合

11.1%

－

市役所における男性育児休
業取得率

0%

0%

33.5%

48.5%

10.0％
(R2 年度)

職員課調べ

市の子育て支援施策や子育
て環境に満足している人の
割合

40.0% 子育て支援課調べ

※市の他の計画に基づくものは、それぞれの計画の目標年次における数値を記載している。
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【自己評価】
評価
施策数
基本方針
（１）ワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と生活の調和）の
推進に向けた意識改革
（２）ワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と生活の調和）の
推進に向けた環境整備の促

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

実施済みで
十分に成果
を上げてい
る。

実施済みで
ある程度成
果を上げて
いる。

実施済みで
あるが、あ
まり成果が
上がってい
ない。

未着手又は
実施が困難
な状況であ
った。

１

４

１

３

９

９

２

１

２

14

計
(実施担当課数)

進
基本方針（１）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進に向けた意識
改革
主な取組状況
「女性の職業生活における活躍の推進に関する協定」の制度内容や締結事業
所について広報やホームページで周知し、ワーク・ライフ・バランスの重要性
を啓発した。
男女共同参画講演会や子育て講演会、家庭教育講座を実施し、家庭や育児へ
の男女共同参画促進の意識醸成を図った。
市役所においては、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、
「働き方改革研
修」の実施やパソコンの「画面ロックシステム」を導入し、深夜残業の抑制と
サービス残業の減少に向けて取り組んだ。
基本方針（２）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進に向けた環境
整備の促進
主な取組状況
国の示す保育料基準額から全体で５割軽減を実施した。また、ひとり親世帯、
多子世帯等を対象に軽減を実施した。
多様な保育ニーズに対応するため、延長保育、一時預かり保育、病児保育、
特別支援保育等を実施したり、アフタースクール事業やファミリー・サポート
センター事業を実施し、子育てと仕事の両立を支援した。
市内６箇所の子育て学習センターでは、子育てグループ育成・支援や家庭教
育講座、子育て相談を実施し、地域の子育て家庭に対する育児支援を行った。
○アフタースクール登録児童数
H30 1,007 人
○ファミリー・サポートセンター登録 H30 依頼会員 161 人/協力会員 103 人
○子育て学習センター来館者数
H30 延べ 55,715 人
8

基本目標４

健やかに安心して暮らせる社会づくり

ＤＶや各種ハラスメントなどあらゆる暴力の根絶のほか、生涯にわたる心身両面
での健康づくりへの支援を行い、男女がともに互いの人権を尊重し、健やかに安心
して暮らせる社会づくりを目指します。
【数値目標】
設定する数値目標

計画策定
時の値

実績値

(H28 年度) (H30 年度)

ＤＶ被害を受けた人のうち
相談した人の割合

47.0%

ＤＶを「言葉も内容も知っ
ている」とする人の割合

数値目標
(R4 年度)

出所(担当課）

－

70.0% 丹波市男女共同参

69.2%

－

画市民意識調査（人
80.0% 権啓発センター）

住んでいる地域は生活課題
について、気軽に相談でき
る環境が整っていると感じ
ている人の割合

28.9%

30.3%

子宮頸がん検診受診率（20
～69 才までを対象）

20.0%

18.8%

乳がん検診受診率（40～69
才までを対象）

14.4%

20.0%

10 人

女性消防団員数

(H29 年度)

55.0％ 市民意識アンケー
(R 元年度) ト（社会福祉課）
50.0%
(R7 年度)

60.0%
(R7 年度)

10 人

15 人

健康課調べ
健康課調べ
くらしの安全課調
べ

※市の他の計画に基づくものは、それぞれの計画の目標年次における数値を記載している。

【自己評価】
評価
施策数

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

実施済みで
十分に成果
を上げてい
る。

実施済みで
ある程度成
果を上げて
いる。

実施済みで
あるが、あ
まり成果が
上がってい
ない。

未着手又は
実施が困難
な状況であ
った。

（１）あらゆる暴力の防止と
根絶

４

７

０

０

11

（２）誰もが安心して暮らせ
る環境の整備

８

16

２

０

26

（３）生涯にわたる健康づく
り支援

０

２

０

０

２

（４）防災・防犯分野におけ
る男女共同参画の推進

１

２

３

１

７

基本方針
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計
(実施担当課数)

基本方針（１）あらゆる暴力の防止と根絶
主な取組状況
ＤＶ対策のための庁内連携会議を年２回（７月・２月）に開催し、ＤＶに対
する庁内連携のための情報共有及びＤＶの認識を深めるため、兵庫県女性家庭
センター職員による研修会を開催した。
丹波市ＤＶ対策基本計画に基づき、警察や関係機関と連携を図り、適切に被
害者相談及び保護を行った。また、配偶者暴力相談支援センターの設置に向け
て、近隣自治体の情報を収集し、設置に向けて検討を行った。
また、ＤＶ防止の取組として、パープルリボン運動を実施し、ＦＭ放送での
啓発番組放送や公共施設にパープルリボンのオブジェ（ツリー）を設置する企
画を行った。
学校においては、中学生を対象にデートＤＶについての理解を深める授業を
行った。
障がい者虐待について、被害者に対し電話や面談による相談業務を行い、適
切な情報提供や必要に応じた支援を行った。
高齢者虐待について、虐待対策地域連絡会を開催し、意見交換や連携を図り
ながら取組を推進するとともに、相談窓口の周知啓発を行った。
児童虐待について、家庭児童相談員を配置し、川西こども家庭センター等の
関係機関と連携を図り、適切な援助を行った。また、要保護児童対策地域協議
会において、関係機関で情報共有と包括的な支援に取り組むとともに、相談機
関リーフレットや啓発ミニカードを作成・配布したり、心を育む講演会を開催
した。
○ＤＶ被害者相談件数
○児童虐待相談及び関係機関連携件数

H30
H30

延べ 30 件
延べ 2,091 件

基本方針（２）誰もが安心して暮らせる環境の整備
主な取組状況
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域包括支援セ
ンターにおいて、総合相談、支援を実施した。また、早期発見ＳＯＳシステム
への登録を推進し、認知症高齢者等の早期発見を図った。
第７期介護保険事業計画に基づき、サービス基盤の整備を行い、介護保険事
業の円滑かつ着実な推進を図った。
障がい者が住み慣れた地域で生活できるよう、障がい者基本計画・障がい福
祉計画・障がい児福祉計画に基づき、障害福祉サービス、地域生活支援事業を
実施した。
児童扶養手当の支給やひとり親家庭の医療費給付、就学援助や奨学金給付に
より、ひとり親家庭等の経済的支援を行った。また、母子父子自立支援員を配
置し、自立に必要な情報提供や相談指導を行った。
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高齢者や障がい者とその家族や支援者等が安心して暮らせるよう、高齢者こ
ころの医療相談、認知症介護者相談など介護に関する相談や、認知症介護者の
つどい「ほっと」の開催、高齢者権利擁護相談、障がい者相談を実施した。
市内中学校において、性教育授業の中で性的マイノリティについて説明、啓
発を行った。また、小・中学校養護教諭を中心に、学校での配慮や支援につい
ての研修を行い、正しい理解と思いや意思を尊重しあうことの重要性を学び、
授業に活かした。
○地域包括支援センター相談件数
H30 157 件
○ひとり親家庭相談件数
H30 述べ 182 件
○認知症介護者のつどい「ほっと」参加者
H30 延べ 58 人
○障がい者相談件数
H30
449 件
基本方針（３）生涯にわたる健康づくり支援
主な取組状況
健康たんば 21 に基づき、各種健康検診・保健指導を実施するとともに、地域
の健康づくりに対する意識を高めるために出前健康教室を行い、健康づくりを
支援した。
また、子育て世代包括支援センターを中心に、妊娠期から子育て期までの継
続した支援を実施した。新規事業として、産後ケア事業（宿泊型サービス、デ
イサービス、乳房ケア）を実施した。
○こころのケア相談者数
H30 23 人 電話相談 120 件
○産後ケア事業利用者数
H30 125 人（宿泊型２人、デイサービス型２人、
乳房ケア型 121 人）
基本方針（４）防災・防犯分野における男女共同参画の推進
主な取組状況
地域防犯の分野においては、女性交通指導員を中心に、子どもや高齢者にき
め細かい交通事故防止に取り組んだ。
女性消防団が広報パトロールや各種防災活動へ参加し、女性の防災意識の向
上を図った。
○女性交通指導員
H30
20 人／48 人
○女性消防団員
H30
10 人
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３

数値目標の実績値一覧
基本目標

No

計画策定
時の値

設定する数値目標

（H28年度）

男女共同参画
社会の実現に
1 向けた基盤づ
くり

あらゆる分野
において男女
がともに活躍
2
できる社会づ
くり

仕事と生活の
調和が図れる
3
環境づくり

数値目標
(R４年度）

出所(担当課）

1

社会全体の中で「男女平等」になっ
ていると考える人の割合

13.4%

－

30.0%

丹波市男女共同参画市民
意識調査（人権啓発センター）

2

固定的性別役割分担に「反対」、
「どちらかといえば反対」と考える
人の割合

54.1%

－

60.0%

丹波市男女共同参画市民
意識調査（人権啓発センター）

3

男女共同参画推進員が活動を行った
自治会の割合

14.1%

60.0% 人権啓発センター調べ
21.7% （R元年度）

4

学校管理職に占める女性管理職の割
合

10.3%

16.0% 兵庫県教育委員会（学校
13.8% （R２年度）
教育課）

5

男女共同参画センター（仮称）の名
称も機能も知っている人の割合

－

－

6

女性の活躍推進に関する協定締結事 17事業所
（H29年度）
業所数

35事業所

7

審議会等委員の女性割合

25.1%

24.9%

8

女性農業委員数

9

市役所職員の女性管理職割合

10

男女共同参画センター（仮称）登録
団体数

－

－

自治会などの地域活動の場で「男女
11 平等」になっていると考える人の割
合

16.7%

－

30.0%

丹波市男女共同参画市民
意識調査（人権啓発センター）

12

ワーク・ライフ・バランスを言葉も
内容も知っているとする人の割合

14.8%

－

40.0%

丹波市男女共同参画市民
意識調査（人権啓発センター）

13

ワーク・ライフ・バランスが進んで
いると考える人の割合

50.9%

14

週労働時間60時間以上の労働者の割
合

11.1%

15 市役所における男性育児休業取得率

0%

16

市の子育て支援施策や子育て環境に
満足している人の割合

33.5%

48.5%

17

ＤＶ被害を受けた人のうち相談した
人の割合

47.0%

－

ＤＶを「言葉も内容も知っている」
とする人の割合

69.2%

住んでいる地域は生活課題につい
19 て、気軽に相談できる環境が整って
いると感じている市民の割合

28.9%

55.0％ 市民意識アンケート（社
30.3% （R元年度）
会福祉課）

子宮頸がん検診受診率（20～69才ま
でを対象）

20.0%

50.0%
18.8% （R７年度）

14.4%

60.0%

18

健やかに安心
して暮らせる
4
社会づくり

実績値
（H30年度）

20

（H29年度）

１人
（H29年度）

9.4%
（H29年度）

１人

10.6%

30.0% 人権啓発センター調べ

60事業所 新産業創造課調べ

35.0% 人権啓発センター調べ

３人 農業委員会調べ

15.3% 職員課調べ

30団体 人権啓発センター調べ

60.0% 市民意識アンケート(人権
43.7% （R元年度）
啓発センター）
－

5.0％

丹波市男女共同参画市民
意識調査（人権啓発センター）

10.0％ 職員課調べ
0% （R元年度）
40.0% 子育て支援課調べ

70.0%
丹波市男女共同参画市民
意識調査（人権啓発センター）

－

80.0%

健康課調べ
乳がん検診受診率（40～69才までを
21
対象）
22 女性消防団員数

10人
（H29年度）

20.0% （R７年度）
10人

15人 くらしの安全課調べ

※市の他の計画に基づくものは、それぞれの計画の目標年次における数値を記載している。それぞれの計画の見直しに併せて、目標数値を改定する。
※「女性の活躍推進に関する協定締結事業所数」の計画策定時の値（H29年度）について、計画書では「10事業所」と記載していたが、今回の調査で
「17事業所」であったことが判明し、訂正する。
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４

自己評価一覧（体系別による施策数）
基本目標

基本方針

施策数 担当課数

推進項目

Ｈ30
A

評価別実施数
B

C

D

① 意識改革のための広報・啓発の推進

2

2

2

男女共同参画に関する情報提供の充
実

1

2

2

2

2

2

8

2

2

1

1

1

1

1

1

男女共同参画の実現に向けた条例の
制定
男女共同参画を推進する拠点施設の
②
整備
男女の均等な雇用機会と待遇確保の
①
促進
働く場における男女共同
(1)
参画の推進
農林・商工業等自営業に従事する女
②
性の経営への参画促進

2

2

1

1

1

1

5

6

1

2

2

1

1

① 審議会等委員への女性の積極的登用

2

3

1

2

2

2

1

1

2

1

6

7

3

2

3

1

③ 女性のネットワークづくりへの支援

1

1

1

自治会・各種団体役員への女性登用
の働きかけと環境づくり
男女が共に活躍する元気な地域づく
りの支援
意識改革のための市民・事業所への
広報・啓発の推進
男性の家事・育児・介護への参画促
進
育児・介護休業制度の整備と活用の
促進

1

2

2

5

5

2

4

3

5

2

3

2

2

1

9

9

8

1

6

6

2

4

1

1

4

4

2

2

7

7

2

5

② ひとり親家庭等への支援の充実

9

9

5

4

③ 各種相談体制の充実

1

3

(1)

男女共同参画に対する意
識の定着

②

③ 固定的性別役割分担意識の解消
④

男女共同参画社会の実現
1
に向けた基盤づくり

自治会男女共同参画推進員の活動支
援

① 男女共同参画に関する教育の充実
(2)

男女共同参画の視点に
立った学校教育の推進

②

多様な選択を可能にする教育・学習
の充実

③ 教職員に対する研修の充実
①

1

1
3

1

4

1

1

1

1

1

(3) 推進体制の整備

政策・方針決定過程への
市役所管理職への女性職員の登用促
(2)
②
女性の参画促進
進
事業所における方針決定過程への女
③
あらゆる分野において男
性の参画促進
2 女がともに活躍できる社
継続就業・再就業・起業に対する支
会づくり
①
援
女性の能力発揮に対する
(3)
② 女性リーダーの育成
支援

(4)

地域活動等における男女
共同参画の推進

①
②

ワーク・ライフ・バラン ①
(1) ス（仕事と生活の調和）
の推進に向けた意識改革 ②
3

仕事と生活の調和が図れ
る環境づくり

①
ワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と生活の調和）
(2)
の推進に向けた環境整備 ② 多様な働き方に対する支援
の促進
③ 子育て・介護支援の充実
① ＤＶ対策の推進
(1)

4

あらゆる暴力の防止と根
各種ハラスメント防止に向けた啓発
②
絶
の推進
児童・高齢者・障がい者虐待等の防
③
止対策の推進
高齢者や障がい者が安心して暮らせ
①
る環境づくり

健やかに安心して暮らせ
誰もが安心して暮らせる
(2)
る社会づくり
環境の整備

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1
1

1

6

4

4

4

1

1

1

1

1

1

防災・防犯分野における
男女共同参画の視点を取り入れた防
①
男女共同参画の推進
災・防犯対策の推進

7

7

13

1

2

6

Ａ：実施済みで十分に成果を上げている。
Ｃ：実施済みであるが、あまり成果が上がっていない。

1

2

性的マイノリティに関する理解の促
④
進
男女の心身の健康保持・増進への支
①
援
生涯にわたる健康づくり
(3)
支援
② 妊娠・出産等に関する支援の充実
(4)

評価

3

3

2

1

2

3

1

123 35

58

16

14

Ｂ：実施済みである程度成果を上げている。
Ｄ：未着手又は実施が困難な状況であった。

第２部 施策の実施状況
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施策の実施状況
基本目標１

男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり

■基本方針（１）
■推進項目①
施策
NO

男女共同参画に対する意識の定着

意識改革のための広報・啓発の推進
施策・取組

平成30年度実績
成果
取組状況・実績数値
男女共同参画週間や人権週間などのあら
男女共同参画週間（6/23-29）に合わせ「男 様々な機会を通じ、広く
ゆる機会を通じ、男女共同参画に関する
女共同参画講演会」を開催、女性に対する 啓発を行うことができ
広報・啓発を行います。
暴力をなくす運動推進期間（11/12-25）に た。
人権啓発セン 合わせ「パープルリボン運動」を実施、人
権週間（12/4-10）に合わせ「イラストパネ
ター
ルなるほどジェンダー展」を開催した。
内

容

担当課

1

あらゆる機会を通じた意識啓発

2

広報紙やホームページなどに男女共同参
広報紙やホームページ・SNS、防災行政無
様々な機会を通じ、広く
画に関する情報を掲載し、市民の理解促
線、FMラジオ等を活用し、随時情報を発信 啓発を行うことができ
進を図るとともに、情報紙を作成しま
した。
た。
男女共同参画に関する情報紙や広報紙等 す。
人権啓発セン ・広報たんば掲載回数３回
・FM805たんば ５回 他
による啓発
ター
また、H31年３月に制定した丹波市男女共同
参画推進条例」の啓発冊子を作成した。
（3000部）

■推進項目②
施策
NO

1

評価

課題と今後の方向性
理解促進のため、あらゆる機会を通じて、引
き続き啓発します。

Ｂ

Ｂ

R元年10月の男女共同参画センターの開設に
当たり、その機能や役割などについて広く広
報し、施設利用を促すともに、男女共同参画
に関する積極的な広報・啓発を行う。（男女
共同参画に関するウェブサイトの開設、情報
紙の発行）

男女共同参画に関する情報提供の充実
施策・取組

平成30年度実績
取組状況・実績数値
男女共同参画に関する図書・資料の収
コモーレ丹波の森ショッピングセンター内
集、貸出を行うとともに、情報提供を行
に、丹波市男女共同参画情報コーナーを設
います。
人権啓発セン 置し、国・県の情報紙や各種イベント・講
座案内チラシ等を配架し、市民に情報提供
ター
を行った。
内

容

担当課

男女共同参画に関する図書・資料の収集
と情報提供
中央図書館

中央図書館に「男女共同参画を考える」と
題した展示コーナーを通年設置し、市民に
図書の貸出を行っている。
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成果
男女共同参画に関する最
新の情報やイベントを周
知することができた。

コーナーの設置により、
多くの利用者に男女共同
参画について、関心を
持ってもらうことができ
た。

評価

課題と今後の方向性

Ｂ

Ｒ元年10月に開設する男女共同参画センター
において、男女共同参画に関する図書や国や
県、他市町が発行する冊子等を閲覧、貸出で
きるようにする。

Ｂ

多彩な内容の図書を収集し、展示コーナーが
魅力あるものとして、来館した利用者が立ち
止まって図書を手にすることができるコー
ナーに充実させ、さらに男女共同参画に対す
る意識の定着を図る必要がある。

基本目標１

■推進項目③
施策
NO

1

固定的性別役割分担意識の解消
施策・取組

男女共同参画講演会や講座等の開催

平成30年度実績
取組状況・実績数値
固定的性別役割分担意識の解消や、しき
６月の男女共同参画週間に合わせ、男女共
たり、慣行に対する意識改革を進めるた
同参画講演会を開催した。
め、男女共同参画講演会や講座等を開催 人権啓発セン 日時：６月26日（火）春日文化ホール
します。
講師：石蔵文信氏（医学博士）
ター
演題：男女が共に生きやすい社会を！
参加者数：250人
内

容

地域や職場における男女共同参画研修会
の開催を支援し、固定的性別役割分担意
識の解消を図ります。
2

地域や職場における男女共同参画につい
ての学習機会の提供

■推進項目④
施策
NO

1

担当課

自治協議会や自治会等が実施する学習活動
や啓発活動に対して補助金を交付し、研修
会等の開催に支援を行った。
・補助金交付団体数：13団体
人権啓発セン
（H29年度は14団体）
ター
また、職場における人権学習の取組に対
し、研修講師を派遣する制度（費用は市負
担）について、広報周知を行った。

成果
当日アンケートの結果、
回答者（218人）のうち、
66.9％の参加者が「理解
が深まった」と回答。
(H29年度は63.0％）
補助金を活用し新たに取
組を行った自治会があっ
た。企業への講師派遣に
ついては、利用がなかっ
た。

評価

課題と今後の方向性

Ａ

一層参加者が増加するように、アンケート等
の結果も参考に、講師選定やテーマなどを工
夫し、内容が充実した講演会を実施する。ま
た、R元年10月に開設する男女共同参画セン
ター事業として、意識啓発と実践の機会とな
るセミナーや講座を開催する。
引き続き補助金制度や講師派遣制度の周知を
図る。

Ｃ

自治会男女共同参画推進員の活動支援

平成30年度実績
取組状況・実績数値
自治会における男女共同参画の取組支援 自治会男女共同参画推進員研修会の内容
男女共同参画推進員研修会において、推進
の充実を図るとともに、活動事例の紹介
員の役割や地域での推進方法についてワー
や情報提供を行います。
クショップ形式で説明を行った。また、推
進員や自治会長に男女共同参画活動報告書
を配布した。
・男女共同参画推進員設置自治会
285自治会(設置率95.3％) 391人
人権啓発セン
・男女共同参画推進員研修会参加者
ター
114人(出席率 29.2％)
・男女共同参画に関する取組を行った自治
会数
65自治会、実施率21.7％
（H29 48自治会、実施率16.1％）
施策・取組

内

容

担当課

自治会が取り組む男女共同参画の啓発、
自治協議会や自治会等が実施する学習活動
学習、活動に対して、補助金を交付する
や啓発活動に対して補助金を交付した。[再
とともに、講師の紹介や学習資料を提供
掲]
人権啓発セン
します。
・上限30,000円
ター
・交付団体数 13団体
（H29 14団体）

柏原支所

・現代的な課題に関する学習会のテーマに
おいて、「男女共同参画」をテーマに学習
した自治会数：6自治会
・住民人権学習において、「女性の人権」
をテーマに学習した自治会数：25自治会
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成果

評価

男女共同参画推進員を中
心に新たに取組を行った
自治会もあり、実施率は
前年比増となった。

Ｃ

利用団体が13団体と少な
く、その原因の一つとし
て、制度や活用事例など
の周知不足が考えられ
る。
・柏原自治協議会
三役のうち、一人は女
性とする申合せ事項で選
出している。
・新井自治協議会
役員選出方法の申合せ
で、役員には三人以上は
女性を選出することとし
ている。

Ｃ

課題と今後の方向性
実施率は増加したが、数値目標（毎年６％増
でR元年度に60％）の達成に向けては厳しい
状況である。推進員が毎年交代となる自治会
もあり、その役割説明や取組事例を紹介する
など、さらに研修会等の内容充実を図り、男
女共同参画の必要性や地域での推進方法につ
いて理解を深めていただく機会を提供する。

補助制度を活用し新たに学習会や啓発活動に
取り組む団体があるが、地域等における活動
が十分進んでいるとはいえない。そこで、補
助金要綱を改正し、終期をR３年度までと
し、引き続き男女共同参画を推進する自主的
な活動を支援する。
引続き「男女共同参画」についての相談が
あった場合は、丹波市男女共同参画推進事業
補助金の説明をし、啓発・学習・活動につい
ての推進を図る。

Ｂ

基本目標１

自治会における男女共同参画の取組支援 自治会が取り組む男女共同参画の啓発、
学習、活動に対して、補助金を交付する
とともに、講師の紹介や学習資料を提供
します

住民学習の企画や進め方についての相談等
があった場合に指導・助言を行った。
女性をテーマにした視聴覚教材を活用した
人権学習会の実施により、女性の人権につ
いての理解が深まった。
氷上支所

男女が互いの立場を理解
し、日々の暮らしの中
で、これまでの風習を見
直し、自治会役員への女
性の登用をはじめとした
女性が活躍できる地域を
・住民人権学習会において「女性の人権」 めざす意識の啓発ができ
をテーマに学習した自治会数:55自治会
た。また、社会問題化し
・女性をテーマにした学習会の参加者数
ている子供、高齢者への
1,274人
虐待について学ぶ自治会
・自治会等からの相談件数 4件（講師派遣 もあり、専門家による研
件数4件）
修も行うなど一定の成果
があった。
自治公民館から相談や要請があれば対応で
きる体制とした。
講師紹介及び学習資料に係る依頼：０件

青垣支所

1

春日支所

山南支所

・住民人権学習会において「女性の人権」
をテーマに学習した自治会数:23自治会
・現代的な課題に関する学習活動におい
て、「男女共同参画」をテーマに学習した
自治会数:10自治会
・現代的な課題に関する学習活動におい
て、「男女共同参画」をテーマに学習した
自治会数：41自治会
・住民人権学習会において「女性の人権」
をテーマに学習した自治会数：39自治会

人権学習推進ＤＶＤが男
女共同参画や女性の人権
を中心に構成されていた
ため、男性中心の役員問
題等多くの自治会で女性
の問題や課題に触れる機
会が増え、一定の成果が
見られた。

H30年度人権学習テーマ「女性の人権」を大
きなきっかけとし、講師を活用していただ
くように声かけをした結果、７件の住民学
習会に関する相談を受け、２自治会の学習
会には講師として参加した。

学習会に講師として参加
した自治会からは、学習
会終了後大変活発な意見
交換が参加者間でなされ
たという報告があった
り、資料提供や講師派遣
手配をした自治会から
は、好評価が得られた。

・現代的な課題に関する学習活動におい
て、「男女共同参画」をテーマに学習した
自治会数:５自治会
・住民人権学習会において「女性の人権」
をテーマに学習した自治会数:42自治会
自治協議会で役員の女性登用を規約に規定
する等、先進的に取組んでいる事例をコ
ミュニティ活動推進員に紹介し活動の促進
を図った。

市島支所

人権学習会や公民館活動
において、男女共同参画
を含む地域の現状・課題
を取り上げる自治会もあ
るが、支援依頼の増加は
見られなかった。

・現代的な課題に関する学習活動におい
て、「男女共同参画」をテーマに学習した
自治会数:11自治会
・住民人権学習会において「女性の人権」
をテーマに学習した自治会数:33自治会
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Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ｃ

役員に女性が加わること
が必要と意識する自治協
議会、自治会が増えた。

本格的な人口減少社会を迎え、少子化・高齢
化が加速する中で、活力ある地域社会を持続
させるために、あらゆる分野で女性が自らの
意思により、男性と共に活躍できるよう一人
ひとりの意識改革につながる住民学習等につ
いて引き続き支援を行う。
一部自治協では、女性の役員の登用がされて
いる。さらに、女性役員の登用を促してい
く。

自治会の男女共同参画推進員が少数であるた
め、思うような活動ができておらず、さらな
る意識向上につながる啓発が必要である。
今年度も、支所の相談体制を維持し、各自治
会の男女共同参画を促進するため、地域づく
り事業と連携した学習及び活動支援を行う。

女性の登用がいかにまちづくり活動に効果が
あるかについてさらに伝えることが大切であ
る。補助金に頼らないまちづくりの実践のた
めには地域の中にリーダーが必要であること
と、女性目線から見たまちづくりの必要性を
更に伝えることが重要であり、リーダーへの
行政アドバイスが必要である。
住民の皆さんにおいては男女共に昨今の社会
の流れをよく認識していただいている中で、
役員や協力員としての地域への参加に関して
は地域性や個々の性質なども鑑みながら、い
かに”その気”になっていただけるか工夫
し、支援する。また、広く情報を収集し、個
人グループを問わず、活動の有無に関わらず
広く公平に情報提供し、活躍のきっかけづく
りや、活動の更なるステップアップを支援す
る。
男女協働参画委員会を立上げ、積極的に取組
みを進める自治振興会があり、男女共同参画
を課題として意識している自治振興会が増え
ているものの具体的な行動につながって行か
ない。

Ｃ

基本目標１

■基本方針（2)
■推進項目①

男女共同参画の視点に立った学校教育の推進

施策
NO

男女共同参画に関する教育の充実

1

施策・取組

道徳教育・人権教育の充実

内

容

担当課

小中学校の道徳の時間に読み物教材等を
活用し、お互いを認め合い、個性や能力
を発揮できる生き方についての教育を推 学校教育課
進します。
性別にかかわりなく、幅広い意見を学校
運営に取り入れるため、女性の積極的な
管理職試験の受験促進に努めます。

2

男女共同参画の視点に立った学校運営

■推進項目②

施策・取組

施策・取組

教職員研修等の充実

■基本方針（3)
■推進項目①

1

2

教材を通して、個性の尊重
や、それぞれの立場、役割
について考える機会となっ
た。

評価

Ｂ

参加対象を広げたことで女
性教職員の参加者も増加し
た。

課題と今後の方向性
小学校ではH30年度、中学校ではH31年度から道
徳が教科化される。それにともない個性の多様
化を考慮し、男女共同参画の視点に立った授業
づくりを推進していく。

Ａ

学校管理職に占める女性管理職の割合について
は、近年、増加傾向にあるが、教職員の男女比
を考えると、13.8％と低い水準にあり、一層推
進していく必要がある。

容

担当課

平成30年度実績
成果
取組状況・実績数値
トライやる・ウィーク事前指導実施校（７中 各自の興味・関心に応じて
学校100％）。
体験活動場所の選択や進路
自分らしい生き方を考えるキャリア教育の実 決定に向けて推進できた。
施（７中学校100％）。

評価

課題と今後の方向性

Ｂ

進路や職業選択において、自分らしい生き方を
実現していくために、性別や固定観念にとらわ
れない選択ができることを大切にしたキャリア
教育を、小学校から系統立てて推進していく必
要がある。

評価

課題と今後の方向性

教職員に対する研修の充実

施策
NO

施策
NO

内

道徳、トライやる・ウィーク、進路指導
の中で、性別にとらわれず自らの個性と
自らの役割を果たしながら自分らしい生
能力を発揮することを大切にしたキャリ 学校教育課
き方を実現するキャリア教育の推進
ア教育を推進します。

■推進項目③

1

成果

多様な選択を可能にする教育・学習の充実

施策
NO

1

学校教育課

平成30年度実績
取組状況・実績数値
道徳の授業の中でジェンダーにとらわれず、
多様な生き方を認め合う教材を用いて学習し
た。
兵庫版道徳副読本活用（年間６資料以上）校
100％
管理職登用促進のスクールリーダー研修会を
管理職試験希望者だけでなく、校内の中核を
なすミドルリーダー世代も参加対象とし、年
間３回実施した。
H31年度登用管理職選考試験受験者に占める女
性の割合：21.2％
（H30年度登用試験：11.1％）

内

容

担当課

共生社会の実現に向けて、人権課題を
テーマにした研修を行い、指導に役立つ
知見を得る機会とします。また、教職員
学校教育課
の働き方の見直しを進める中で、男女共
同参画意識の高揚に努めます。

平成30年度実績
取組状況・実績数値
人権課題をテーマにした研修を全教職員が受
講し、人権意識の向上が図れた。また、校長
会や管理職研修等で、女性管理職の必要性を
周知し、管理職への女性登用を進め、男女共
同参画意識を高めた。

成果
全教職員が人権課題につい
て考える機会を持つことに
より、人権意識の向上が図
れた。男女共同参画への意
識も徐々に高まっている。

Ｂ

丹波市立学校業務改善計画の検証と見直しを図
ることで、働き方改革をいっそう推進し、女性
が働きやすい職場づくりをすすめるとともに、
男女共同参画意識の向上を図る研修等の取組を
充実させていく。

推進体制の整備
男女共同参画の実現に向けた条例の制定

平成30年度実績
成果
取組状況・実績数値
男女共同参画社会づくりの推進に向けた
丹波市男女共同参画推進条例を制定し、H31 審議会での審議やパブ
市の姿勢を示し、市民、事業者、団体、
年4月１日より施行した。
リックコメント等を踏ま
男女共同参画を推進するための条例の制
人権啓発セン
行政の協働による男女共同参画を推進す
え、制定した。
定
ター
るための条例を制定します。
施策・取組

男女共同参画を推進する庁内推進体制の
整備

内

容

丹波市男女共同参画推進本部会議を開催
し、本計画の着実な実行と目標達成に取
り組みます。また、男女共同参画に関す
る施策の実施状況を公表します。

担当課

丹波市男女共同参画推進本部会議を開催
条例制定について、庁内
し、男女共同参画推進条例の内容について の連携及び情報共有が図
協議した。
れた。
・推進本部会議 ２回
人権啓発セン
第２次計画に基づくH29年度各施策の進捗状
ター
況及び自己評価について、丹波市男女共同
参画審議会へ報告し、意見聴取した。
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評価

課題と今後の方向性

Ａ

条例の制定は完了。
今後は、本条例について広く周知を図ってい
く。

Ｂ

条例により丹波市男女共同参画推進本部会議
の位置づけが明確になり、引き続き、施策の
推進や進捗管理、情報交換などを行うととも
に、条例に基づき施策の実施状況を毎年度公
表する。

基本目標１

■推進項目②
施策
NO

1

男女共同参画を推進する拠点施設の整備
施策・取組

内

容

男女共同参画社会の実現に向けた活動の
拠点となる男女共同参画センター（仮
称）を整備し、相談や情報提供、交流な
どにより、男女共同参画の具体的な取組
男女共同参画を推進する拠点施設の整備 を進めます。
と利用促進

平成30年度実績
取組状況・実績数値
H30年3月に策定した「男女共同参画セン
ター（仮称）基本計画」やH30年4月に策定
した「市民プラザ基本計画」に基づき、セ
ンター機能や組織について協議した。
人権啓発セン ・丹波市男女共同参画審議会での意見
ター
聴取
・たんばの女性Waku×Dokiフォーラム
等の機会を通じた機運醸成
担当課
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成果

評価

R元年10月開設のため、成
果なし。

課題と今後の方向性
市民ニーズや他市状況を勘案しながら、セン
ターに備える機能や実施する事業内容を決定
し、開設となるR元年10月から事業展開を図
る。

Ａ

基本目標１

施策の実施状況
基本目標２

あらゆる分野において男女がともに活躍できる社会づくり

■基本方針（１）
■推進項目①
施策
NO

1

働く場における男女共同参画の推進

男女の均等な雇用機会と待遇確保の促進
施策・取組

雇用の場における男女平等の推進

平成30年度実績
取組状況・実績数値
商工会やハローワークなど関係機関と連
コモーレ丹波の森ショッピングセンター内
携し、雇用･労働に関する法制度の周
に、丹波市男女共同参画情報コーナーを設
知・啓発を行います。
置し、国・県からの情報紙やチラシ等を配
人権啓発セン 架し、市民に情報提供を行った。（関係機
ター
関との連携や事業所への啓発は、所管課に
おいて実施された。）
内

容

担当課

商工会、ハローワークと連携し、労働雇用
に関する説明会などの機会にチラシを配布
新産業創造課 するなど事業者への啓発活動に取り組ん
だ。

2

建設工事入札参加資格者審査の主観数値
に係る項目に「男女共同参画の推進」を
入札参加資格者審査における「男女共同
設け、男女共同参画を進める事業所を支 入札検査室
参画」加点制度の導入検討
援します。

丹波市建設工事入札参加資格者に係る資格
格付け要領を改正。（H31.2.1施行）
資格者審査の主観数値に係る項目に「男女
共同参画社会づくり制度」を追加。

成果

女性の職業生活における活躍支援

Ｄ

R元年10月から開設する男女共同参画セン
ターにおいて、図書・情報コーナーやウェブ
サイトを活用し、情報を発信し、周知・啓発
を行う。

Ｂ

啓発活動は、継続していくことが大切であ
り、今後も効果的な機会をみつけて取り組ん
でいく。

参加事業者に対しての意
識啓発につながった。

男女共同参画を推進しよ
うとする事業所の支援と
なる。

女性の職業生活における活躍の推進に取
H30年度は、4事業所の制度活用があった。
り組む市内中小企業者等が行う社内の制
（H29年度は活用実績なし。）
度改善業務、意識改革研修等に要する経 新産業創造課
費の一部を補助します。

少しずつではあるが周知
が進んでいると考えてい
る。

女性従業員を対象とした職業訓練や技能
市内事業所における従業員の雇用安定に向
講習をはじめ、従業員の技術、能力の向
けた支援において以下のとおり活用があっ
上を図ります。また、メンタルヘルス研
た。
修会やモチベーション向上等の社内研修 新産業創造課 ・女性従業員対象教育訓練受講者数：94人
における講師招へいに要する経費を補助
・従業員対象教育訓練受講者数：462人
します。
・社内研修：22事業所

人材確保が困難になって
きている現在、現従業員
のスキルアップやモチ
ベーションの維持は重要
であり、有効に活用され
ていると考えている。
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課題と今後の方向性

特記事項なし

女性の職業生活における活躍の推進に関
H30年度において「職場における女性活躍の H29年度は17事業所と協定
する協定締結事業所が行う販売促進、事
推進に関する協定」を市と締結した事業所 を締結しており、H30年度
業規模拡大、従業員の福利厚生に寄与す
は、18事業所であった。
とあわせ計35事業所と
る設備投資に係る経費の一部を補助しま 新産業創造課
なった。
す。

3

評価

入札参加資格申請者等へ、本項目についての
広報・周知を図っていく。
Ｂ

Ｂ

職場における女性活躍の推進の視点は重要で
あり、今後も引き続き制度の周知に努め、活
用の促進を図る。

今後更なる制度周知に努め、活用の促進を図
る。
Ｃ

引き続き市内事業所の人材確保、育成の一環
として同制度の活用の促進を図る。
Ａ

基本目標２

■推進項目②
施策
NO

1

2

農林・商工業等自営業に従事する女性の経営への参画促進

女性が働きやすい環境づくりの推進

女性農業者等の活動支援

■基本方針（2）
■推進項目①
施策
NO

1

内

施策・取組

容

担当課

農林業や商工業等の自営業に携わる女性
がその能力を発揮することができるよ
人権啓発セン
う、働きやすい環境づくりを支援しま
ター
す。
丹波市農村女性組織連絡会等と連携し、
若手女性農業者や新規就農者に対する情
報交換会等を行い、経営への参画促進や
女性農業者の育成など女性農業者の活躍 農業振興課
を支援します。

女性農業者の組織化に向けた取組
・ 9/25 女性農業者の意見交換会
・11/26 先進農家視察研修
・ 3/22 女性農業者交流
延べ38人参加

成果

評価

課題と今後の方向性

Ｄ

R元年10月から開設する男女共同参画セン
ターにおいて実施する相談業務での課題解決
を通じて支援をしていく。

特記事項なし

農業経営の多角化、高付
加価値化の担い手として
期待される女性農業者が
交流したことにより、自
己の活動が抱える課題を
考える契機となった。

それぞれの課題を整理し、課題解決に向けた
取組や組織化を実施する。
Ｂ

政策・方針決定過程への女性の参画促進

審議会等委員への女性の積極的登用
施策・取組

審議会等委員への女性登用の促進

平成30年度実績
取組状況・実績数値
審議会等の委員への女性登用を積極的に
「丹波市審議会等の委員への女性登用推進
推進するとともに、女性委員のいない審
要領」に基づき、女性の登用を推進した。
議会等を解消し、2022年度までに女性委
登用率 H24 20.2%
員の登用率を35％にします。
H25 21.8%
H26 25.0%
H27 23.4%
人権啓発セン
H28 24.1%
ター
H29 25.1%
H30 24.9%
女性委員のいない審議会等
H30
17機関（全体74機関）
内

容

担当課

地域農業の活性化のために女性が活躍で
きる環境づくりを進め、農業委員会への
女性参画を促進します。
農業振興課
2

平成30年度実績
取組状況・実績数値
具体的な取組はできなかった。

成果
委員を「会長あて職」か
ら「団体の推薦する者」
にするなどし、登用を進
めた結果、女性登用率は
微増傾向であったが、H30
年度は減少となった。

現在、H29年７月１日～H32年（R２年）６月 特記事項なし
30日の３年任期の半分経過となるため主
だった取組は無いが、選考した女性委員の
活動を注視し、次期選考に向けた方策を検
討する。

評価

課題と今後の方向性
全庁的に目標値および女性委員の登用を周知
するとともに、委員選任の際の事前協議を徹
底し、目標値に近づけるための努力を各所管
課に促し、女性委員のいない審議会の解消と
登用率の向上に取り組む。

Ｂ

Ｄ

次期農業委員選考時（任期：R２年７月１日～R
５年６月30日）において「女性候補者への加点
制度」の検証を行う。
女性委員の活動について、「農業委員会だよ
り」などへの掲載による活動の周知を農業委員
会事務局と協議する。

農業委員会委員への女性登用の促進
農業委員会委員の任期がH29年７月からの３ 特記事項なし
カ年であるので、H30年度は主だった取組は
農業委員会事
実施していない。
務局
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Ｄ

女性委員の活動状況について、「農業委員会
だより」で紹介するなどしながら、次回（R
２年７月～）の農業委員会委員の募集時に
も、女性からの応募について積極的にＰＲす
る。

基本目標２

■推進項目②
施策
NO

1

2

施策・取組

1

内

容

担当課

女性職員の職域の拡大と幅広い職務を経
験できるよう配慮し、管理職昇任試験へ
の積極的なチャレンジを促し、2022年度
「女性活躍推進法」に基づく特定事業主 までに女性管理職の登用率15.3％を目指
職員課
行動計画による取組の推進
します。また、昇任への不安を払拭する
ため、昇任した管理職への指導、助言体
制を確立します。
女性リーダー研修等への派遣や「たんば
職員チャレンジ・プログラム」等の実施
により、女性の能力発揮と意識向上を促
女性職員の能力発揮と意識向上への支援 進します。
職員課

■推進項目③
施策
NO

市役所管理職への女性職員の登用促進
平成30年度実績
取組状況・実績数値
女性活躍等の推進に向けた職員意識アン
ケートを行い、女性職員の活躍に関する状
況と分析から浮かび上がった課題をまと
め、行動計画の見直しを行った。
H30年度 女性管理職登用率10.6％
（H29年度 9.4％）
兵庫県主催 女性リーダー研修への職員派
遣（１人受講）
丹波市主催 たんば職員チャレンジ・プロ
グラムによる研修を年８回開催した。
（合計149人受講）
キャリアアップ研修（31人受講）

成果
継続して様々な取組を
行っているが、管理監督
職昇任試験への受験率向
上には繫がっておらず、
目標とする女性管理職の
登用率には到達していな
い。

評価

Ｃ

受講者個々の知識の習
得、スキルアップに繫
がっている。

課題と今後の方向性
管理監督職昇任試験の受験者が増加するよう
に、アンケート等の結果も参考に昇任試験の
あり方を検討する。引き続き女性活躍の推進
に向けて制度の周知や意識啓発を図ってい
く。

引き続き女性活躍推進に向けて意識啓発と実
践の機会となる講座の開催や研修への派遣を
行う。
Ｂ

事業所における方針決定過程への女性の参画促進
施策・取組

関係団体と連携した啓発の充実

平成30年度実績
取組状況・実績数値
商工会やハローワークなど関係機関と連
コモーレ丹波の森ショッピングセンター内
携し、事業所に対して男女共同参画に関
に、丹波市男女共同参画情報コーナーを設
する情報提供や女性登用の先進事例の紹 人権啓発セン 置し、国・県からの情報紙やチラシ等を配
介を行います。
架し、市民に情報提供を行った。（関係機
ター
関との連携や事業所への啓発は、所管課に
おいて実施された。）
商工会、ハローワークと連携し、労働雇用
に関する説明会などの機会にチラシを配布
新産業創造課 するなど事業者への啓発活動に取り組ん
だ。
内

容

担当課
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成果

評価

課題と今後の方向性

Ｄ

R元年10月から開設する男女共同参画セン
ターにおいて、図書・情報コーナーやウェブ
サイトを活用し、情報を発信し、周知・啓発
を行う。

Ｂ

啓発活動は、継続していくことが大切であ
り、今後も効果的な機会をみつけて取り組ん
でいく。

特記事項なし

参加事業者に対しての意
識啓発につながった。

基本目標２

■基本方針（3）
■推進項目①
施策
NO

1

2

3

4

5

女性の能力発揮に対する支援

継続就業・再就業・起業に対する支援
施策・取組

継続就業を可能とする支援の充実

女性の就業に関する学習機会の提供

平成30年度実績
取組状況・実績数値
商工会やハローワークなど関係機関と連
コモーレ丹波の森ショッピングセンター内
携し、育児・介護休業法に基づく制度の
に、丹波市男女共同参画情報コーナーを設
整備等について周知・啓発を行います。 人権啓発セン 置し、国・県からの情報紙やチラシ等を配
架し、市民に情報提供を行った。（関係機
ター
関との連携は、事業所への啓発は、所管課
において実施された。）
内

容

担当課

参加事業者に対しての意
識啓発につながった。

女性の職業生活における活躍の推進に取
H30年度は、4事業所の制度活用があった。
り組む市内中小企業者等が行う社内の制
（H29年度は活用実績なし。）
度改善業務、意識改革研修等に要する経 新産業創造課
費の一部を補助します。【再掲】

少しずつではあるが周知
が進んでいると考えてい
る。

女性の就業支援のノウハウや人脈等を有
再就職や起業、地域活動など新たに何かに
する民間団体との連携などにより、継続
チャレンジしようとする女性の悩み相談会
就業、再就業、起業等に必要な知識や技
「出前チャレンジ相談会」を実施した。
人権啓発セン
能を修得するためのセミナーを開催しま
（兵庫県男女共同参画センターと連携）
ター
す。
・相談者数３人（募集枠３人）

相談者アンケートから、
高い満足度が得られ、再
就職等を目指す女性の不
安解消につなげることが
できた。

福祉人材就職フェアにおいて制度周知を行
うとともに、人材バンクへの登録を推進し
た。
就職フェア等参加回数
5回
人材バンク登録者数11人(うち就職者数２
人）
就労準備金支給 １名（保育教諭）

丹(まごころ)ワークサポートたんばにお
女性、高齢者、障がい者、若者など多様な
いて、あらゆる就職希望者に対し相談や
人材の活躍に向け、H30年９月に兵庫労働局
就職を希望する女性への情報提供と就業
セミナー、情報提供など、ワンストップ 新産業創造課 と雇用対策協定を締結し、推進に取り組ん
支援
サービスで支援します。
だ。
起業を希望する女性に対して、店舗改装
新規起業者支援事業を活用した創業者数
や設備等の初期投資費用の一部を補助し
3件
ます。また、起業家支援窓口「たんば
たんばチャレンジカフェへの相談件数
チャレンジカフェ」において、起業や第
延べ737件
新産業創造課
二創業に向けたセミナーの開催、専門家
による相談、アドバイスの実施や起業後
のフォローアップを行います。
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評価

課題と今後の方向性

Ｄ

R元年10月から開設する男女共同参画セン
ターにおいて、図書・情報コーナーやウェブ
サイトを活用し、情報を発信し、周知・啓発
を行う。

Ｂ

啓発活動は、継続していくことが大切であ
り、今後も効果的な機会をみつけて取り組ん
でいく。

特記事項なし

商工会、ハローワークと連携し、労働雇用
に関する説明会などの機会にチラシを配布
新産業創造課 するなど事業者への啓発活動に取り組ん
だ。

出産、子育て、介護等家庭の事情により
離職中の女性有資格者を応援するため、
女性有資格者福祉人材バンクが就職支援
福祉分野における女性有資格者の活躍支 を行います。また、女性有資格者福祉人
社会福祉課
援
材バンクを通じて就職が決定した時に、
就労準備のため費用を補助します。

起業希望者に対する支援の充実

成果

今後更なる制度周知に努め、活用の促進を図
る。
Ｃ
再就職や起業等に対し、一定のニーズがある
ことから、兵庫県男女共同参画センターと連
携し、セミナーや講座を実施する。
Ａ

就職フェアにおいて直接
制度説明を行うことによ
り登録者数が増えた。

様々な機会を利用して潜在的な有資格者への
制度周知を行う。
Ｂ

丹（まごころ）ワークサ
ポートたんばをはじめ兵
庫労働局との連携事業が
円滑に取り組める体制が
整った。
丹波市内で起業をめざす
者にとって、有効な機能
である。

Ａ

雇用対策協定に基づく事業計画の推進に関係
部署との連携を強化しながら取り組んでい
く。
引き続き丹波市内への起業をこころざす者へ
のフォローアップ体制を強化し取り組みを進
める。

Ａ

基本目標２

■推進項目②
施策
NO

1

2

女性リーダーの育成

平成30年度実績
取組状況・実績数値
女性リーダー育成のノウハウや人脈等を
さまざまな分野で活躍する兵庫県内の女性
有する民間団体との連携などにより、セ
たちが一堂に会する「ひょうご女性未来会
人権啓発セン
ミナーの開催やロールモデルの紹介など
議」が市内で開催され、交流の機会を提供
ター
学習機会を提供し、女性リーダーの育成
した。
に取り組みます。
女性リーダー育成のための学習機会の充
TAMBA地域づくり大学において、「女性の活
実
躍応援講座」として、女性からみた防災を
考える講座を実施した。
市民活動課 受講者22名のうち20名が女性であった。
施策・取組

女性の人材情報の収集と提供

■推進項目③

施策・取組

女性のネットワークづくりの推進

■基本方針（4）
■推進項目①
施策
NO

1

容

担当課

様々な分野で活躍している女性の情報を
具体的な取組はできなかった。
収集し、女性人材バンクの整備を進めま
人権啓発セン
す。
ター

成果
県内のさまざまな分野で
活躍されている女性が集
まり、異業種交流の機会
が提供できた。
女性が積極的に地域防災
に関わるきっかけとな
り、女性防災グループの
結成につながる講座と
なった。

評価

課題と今後の方向性

Ｃ

国や県が実施している事業を広報・紹介する
ともに、市での実施は、市民ニーズを把握し
ながら検討する。

Ａ

特記事項なし

女性の学習ニーズを把握したうえで講座を開
講し、女性リーダーとして地域の担い手とな
る人材を育成する。

他自治体の制度内容について、情報収集し、
調査、研究する。
Ｄ

女性のネットワークづくりへの支援

施策
NO

1

内

平成30年度実績
取組状況・実績数値
様々な分野で活躍している女性や女性団
女性の活躍をより一層進めるため、年齢、
体、グループのネットワークづくりの機
職場、地域等を問わず様々な分野で活躍す
会となるフォーラム等を開催します。
る女性同士が集い、ネットワークを広げる
人権啓発セン 機会となる「たんばWaku×Dokiフォーラ
ム」を開催した。
ター
日時：11月23日（金・祝）
内容：テーブルトーク、交流タイム他
参加者数：70人
内

容

担当課

成果

評価

課題と今後の方向性

Ｂ

企業、団体、地域など様々な分野で女性の活
躍が進んでいるが、それぞれの分野の活躍に
とどまり、横のつながりが少ないことから、
引き続き、ネットワークづくりの機会となる
交流会を実施する。

評価

課題と今後の方向性

活動分野を超えたネット
ワークづくりのきっかけ
となった。

地域活動等における男女共同参画の推進

自治会・各種団体役員への女性登用の働きかけと環境づくり
施策・取組

平成30年度実績
取組状況・実績数値
自治会長会等に対して、女性登用に向け
男女共同参画推進員研修会において、活動
た働きかけと情報提供を行います。
事例を紹介するとともに、自治会長会作成
人権啓発セン
パンフレット「自治会運営に女性の視点
ター
を」を配布し、情報提供を行った。
内

容

担当課

自治会・自治協議会等における女性役員
の登用推進
市民活動課

成果

自治会の役員や組長に女
性が就任された事例報告
があった。（H30年度「男
女共同参画推進員報告
書」より）
自治協議会のあり方懇話会や、地域づくり 女性の活躍が地域の活性
研修会において、好事例として女性の活躍 化に繋がっている。自治
を紹介した。
協議会のあり方懇話会の
・自治会（299中） 会長１人、副会長15人 意見交換や、自治協議会
・自治協議会は、組織体系が異なる（理事 へのアンケート調査によ
制、部会制等）ことから数値化せず
り、丹波市でもあること
がわかり、好事例として
紹介できた。
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Ｂ

「女性が役員になりにくい雰囲気がある」と
いった意見も多くあり（同左報告書より）、
引き続き、学習会等の機会を提供し、女性役
員登用に向け働きかける。
今後、更に好事例から学ぶ研修会を行い、地
域と行政が共に学び、女性が参画しやすい仕
組みづくりや、活動の支援を行う。

Ｂ

基本目標２

■推進項目②
施策
NO

1

2

3

4

5

男女が共に活躍する元気な地域づくりの支援
施策・取組

多文化共生社会の実現促進

市民活動への参画促進

平成30年度実績
取組状況・実績数値
丹波市国際交流協会と連携し、在住外国
言語の障壁等で生活等に支障をきたしてい
人が日常生活で抱えている課題の解決に
る市内在住外国人に対し、通訳派遣や翻訳
人権啓発セン
取り組み、在住外国人が地域社会へ参画
を行い、生活支援を行った。
ター
しやすい環境づくりを進めます。
・利用者数 ５件
（H29年度 19件）
地域の課題解決に向けた取組や地域の活
相談会は実施できていない。
性化につながる取組に対する相談会を開
しかしながら、各講座、市民提案型補助金
催します。
審査等において、受講者、申請者の事業実
市民活動課
施に向けた後方支援を行った。
内

容

担当課

成果
H29年度より利用数減であ
るが、外国人にとって安
心して暮らせる制度の提
供となっている。
補助金等を活用し、自ら
地域課題解決に向けた取
組を実施する活躍市民が
少しずつ増えてきてい
る。

生涯学習、市民活動、地域づくり活動の
拠点となる市民活動支援センター（仮
市民活動の拠点となる施設の設置と利用 称）を開設し、市民の参画によるまちづ
市民活動課
くりを進めます。
促進

・設置場所をゆめタウンに決定
R元年10月開設に向けた準
・㈱タンバンベルグと基本協定締結
備を計画通り進めてい
・賃貸借契約締結（H31.10.1～H38.10.31） る。
・中間支援人材育成研修を実施し5名修了
・H31.10～H33.3までの運営委託業者決定

自治公民館活動や地域づくり活動の推進
を図るため、活動拠点施設の整備を支援
誰もが集う身近な活動拠点施設の整備促 します。
市民活動課
進

・自治会公民館等整備事業補助実績 ８件
（公民館の新築１件、公民館の大規模な修
繕６件、運動場の大規模な修繕１件）
・地域づくり活動拠点施設整備事業補助実
績 １件

新築整備、大規模な修繕
にかかる補助を行い、自
治会・自治協議会の活動
の活性化・生涯学習の振
興に寄与している。

いきいき百歳体操の推進、いきいき百歳
いき百サポーター養成講座（５回コー
体操サポーターポイント制度の実施、ま
ス）：受講者29人。うち、専門職スタッフ
た、高齢者が住みなれた地域で暮らし続
や登録サポーターとして活動している人は
けられるよう、掃除、調理、買物などの
15人で約半数。
生活援助を行う有償ボランティア（くら
・全体の登録サポーター56人。サポーター
し応援隊）を養成します。生活支援の担
ポイント申請者45人。
い手を増やすとともに、高齢者自身の介
・会場運営のサポート、参加者への声かけ
護予防を図ります。また、地域社会への 地域包括支援 等雰囲気作り等の役割が大きい。
貢献を通じて、高齢者自身の役割、生き 課
・いき百はH31.3末現在、123団体が立ち上
がいづくりを推進します。
がっている。
・くらし応援隊養成講座６回：受講者25
人。うち、登録者14人。
・有償ボランティアとして、家事、生活援
助を担っている。
・全体の登録者60人。延580件利用。

高齢者が社会参加し、人
から頼られたり喜ばれた
りすることで、支える側
も支えられる側も、とも
に自分自身の役割や価値
を認識し、いきがいを感
じ、地域をつくる中心者
になっている。

高齢者の自立、生きがいづくりの推進
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評価

課題と今後の方向性

Ａ

引き続き丹波市国際交流協会との協働によ
り、在住外国人支援や国際理解、多文化共生
を進めていく。
10月開設の市民活動支援センターにおいて、
市民活動における相談業務を実施する。

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

R元10月開設に向け、ハード整備を行う。
センター活用の周知とともに、地域や団体の
課題等を整理する。
課題に対応する各種セミナーを開催する。

計画的に新築、大規模改修補助を行うため、
各自治会へ５ヶ年計画の周知、整備調査を行
う。
補助率や補助の上限額などが適正であるかの
検討を行い、必要なら要綱改正を行う。
いき百はどんどん地域の広がりをみせ、自治
会数の約40％、高齢者人口の10％強を占めて
いる。体力の維持向上以上に地域の結びつき
の強さがみられ、今後も継続。それをサポー
トしていくサポーター養成も継続。しかし、
以前から立ち上がっている団体の継続支援は
課題となっている。
くらし応援隊は、今後２年間で200人が必要
と見込んでおり、養成講座へ参加してもらえ
るよう周知する（方法の見直しも必要）。
人のためとされている活動が実は自分自身の
喜びにつながっており、いきがいづくりとし
ても継続。

基本目標２

施策の実施状況
基本目標３

仕事と生活の調和が図れる環境づくり

■基本方針（1）
■推進項目①
施策
NO

1

2

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進に向けた意識改革

意識改革のための市民・事業所への広報・啓発の推進

平成30年度実績
取組状況・実績数値
広報紙やホームページを活用し、働き方
コモーレ丹波の森ショッピングセンター内
の見直しやライフスタイルの充実に向け
に、丹波市男女共同参画情報コーナーを設
た広報・啓発活動を行い、ワーク・ライ 人権啓発セン 置し、国・県からの情報紙やチラシ等を配
フ・バランスの重要性について周知しま ター
架し、市民に情報提供を行った。（事業所
す。
への啓発は、所管課において実施され
ワーク・ライフ・バランス推進に向けた
た。）
広報・啓発
女性の職業生活における活躍の推進に関す
る協定の締結をホームページや広報、セミ
新産業創造課 ナーで周知することでワークライフバラン
スの重要性をPRした。
施策・取組

事業主及び労働者への普及啓発

内

容

担当課

商工会やハローワークなど関係機関と連
コモーレ丹波の森ショッピングセンター内
携し、事業主や労働者に対して、ワー
に、丹波市男女共同参画情報コーナーを設
ク・ライフ・バランスの推進による効果 人権啓発セン 置し、国・県からの情報紙やチラシ等を配
について理解を促し、取り組む事業所の ター
架し、市民に情報提供を行った。（関連機
拡大に努めます。
関との連携や事業所への啓発は、所管課に
おいて実施された。）
商工会、ハローワークと連携し、労働雇用
に関する説明会などの機会にチラシを配布
新産業創造課 するなど事業者への啓発活動に取り組ん
だ。
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成果

評価

課題と今後の方向性

Ｄ

R元年10月から開設する男女共同参画セン
ターにおいて、図書・情報コーナーやウェブ
サイトを活用し、情報を発信し、周知・啓発
を行う。

特記事項なし

協定を締結することで事
業所の意識啓発につな
がっている。

Ｂ

特記事項なし

働き方改革関連法が施行され、今後ますます
ワークライフバランスが重要となっている。
引き続き市内事業所への啓発活動に取り組
む。

Ｄ

R元年10月から開設する男女共同参画セン
ターにおいて、図書・情報コーナーやウェブ
サイトを活用し、情報を発信し、周知・啓発
を行う。

Ｂ

啓発活動は、継続していくことが大切であ
り、今後も効果的な機会をみつけて取り組ん
でいく。

参加事業者に対しての意
識啓発につながった。

基本目標３

■推進項目②

男性の家事・育児・介護への参画促進

施策
NO

1

施策・取組

平成30年度実績
取組状況・実績数値
あらゆる世代の男性を対象に、家庭生活
家庭での男女のパートナーシップについて
に参画することにやりがいや喜びを見出
テーマとした「男女共同参画講演会」を開
すことができるよう、家事や育児、介護
催した。[再掲]
に関する学習の機会や情報を提供しま 人権啓発セン 日時：6月26日（火）春日文化ホール
ター
す。
講師：石蔵文信氏（医学博士）
演題：男女が共に生きやすい社会を！
参加者数：250人
内

容

担当課

男性向けの講座や、男性に向けた啓発等は
実施していないが、くらし応援隊（生活支
地域包括支援 援を行う住民主体の有償ボランティア）養
成講座受講者や登録者に男性の参加があ
課
る。

男性の家事、育児、介護への参画促進の
ための学習機会の提供

男性だけを対象にした事業は実施していな
いが、家庭教育講座や子育てに関する講演
会などの受講者募集時は、広く市民に参加
子育て支援課 を呼びかけており、男性（父親）の参加も
わずかではありますが見受けられる。

2

3

2

講座受講後、担い手とし
て活躍され、自身の介護
予防につながる等の効果
がみられているが、目標
人数の約２割にとどまっ
ている。
講座等の開催により、参
加者には意識を高めても
らえているが、参加者数
が少なく、成果は限定的
である。

特記事項なし

仕事と子育ての両立を支援するため、育
児休業等が取得しやすい職場環境づくり
に努めます。また、「ノー残業デー」の
改正次世代育成支援対策推進法に基づく
実施徹底と管理職のマネジメント力の向 職員課
特定事業主行動計画による取組の推進
上を図り、ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた取組を進めます。

業務や時間に対する意識
変化につながった。

■推進項目①

1

家庭における男女共同参
画について学習する機会
提供となった。（当日参
加者の66.9％が「理解が
深まった」と回答。）

広報紙やホームページなどを活用して、
コモーレ丹波の森ショッピングセンター内
男性の家事や育児、介護への参画促進を
に、丹波市男女共同参画情報コーナーを設
男性の家事、育児、介護への参画促進に 図ります。
人権啓発セン 置し、国・県からの情報紙やチラシ等を配
向けた広報・啓発
ター
架し、市民に情報提供を行った。

■基本方針（2）
施策
NO

成果

職員手引きを作成し、休暇制度、手続きの
周知を行ったほか、ワーク・ライフ・バラ
ンスの実現に向けて「働き方改革研修」の
実施や「画面ロックシステム」を導入し、
深夜残業の抑制とサービス残業の減少に向
けて取り組んだ。

評価

課題と今後の方向性
国や県で実施している事業を広報・紹介する
とともに、市での実施について、市民ニーズ
を把握しながら検討する。

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｄ

男性の得意分野を活動内容に入れることを検
討する。また、周知をより幅広く行うととも
に、講座内容・時間を見直し受講しやすい講
座にする。

男性（父親）のみ対象の講座の実施は難しい
が、子育ては母親のみではなく家族全体、ひ
いては地域全体で行うべきものであり、それ
を伝えていく取組が必要である。子育てに関
する講座等を土曜日に開催するなど、男性
（父親）が参加しやすい環境を作り、参加を
促進する。
R元年10月から開設する男女共同参画セン
ターにおいて、図書・情報コーナーやウェブ
サイトを活用し、情報を発信し、周知・啓発
を行う。

Ｂ

働き方改革関連法が施行されたことにより、
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて今
後も積極的な情報提供を行うほか、研修の実
施や画面ロックシステムを継続して行う。

評価

課題と今後の方向性

Ｄ

R元年10月から開設する男女共同参画セン
ターにおいて、図書・情報コーナーやウェブ
サイトを活用し、情報を発信し、周知・啓発
を行う。

Ｂ

啓発活動は、継続していくことが大切であ
り、今後も効果的な機会をみつけて取り組ん
でいく。

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進に向けた環境整備の促進

育児・介護休業制度の整備と活用の促進
施策・取組

育児・介護休業制度の導入促進

平成30年度実績
取組状況・実績数値
商工会やハローワークなど関係機関と連
コモーレ丹波の森ショッピングセンター内
携し、育児・介護休業制度の導入に向
に、丹波市男女共同参画情報コーナーを設
け、各種支援制度や活用事例の紹介も含 人権啓発セン 置し、国・県からの情報紙やチラシ等を配
めた啓発を行います。
架し、市民に情報提供を行った。（関連機
ター
関との連携や事業所への啓発は、所管課に
おいて実施された。）
内

容

担当課

成果
特記事項なし

商工会、ハローワークと連携し、労働雇用
に関する説明会などの機会にチラシを配布
新産業創造課 するなど事業者への啓発活動に取り組ん
だ。

参加事業者に対しての意
識啓発につながった。

育児・介護休業制度の整備等、ワーク・
新規企業立地に向けた誘致活動において、
ライフ・バランスの推進に取り組む企業
女性活躍推進に対する各支援制度などワー
働きやすい職場づくりに取り組む企業の
の立地の促進に向けた取組を進めます。 新産業創造課 クライフバランスや人材確保への取組みを
誘致
紹介し、立地促進につとめた。

関心を示す企業はあるが
誘致決定までには至って
いない。
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引き続き、丹波市の各支援制度の紹介を意識
し企業誘致活動に努める。
Ｃ

基本目標３

■推進項目②
施策
NO

1

2

施策・取組

多様な働き方に関する学習機会の提供

平成30年度実績
取組状況・実績数値
子育て中の女性等を対象に在宅ワークや
再就職や起業、地域活動など新たに何かに
起業等に必要な知識や情報を提供するセ
チャレンジしようとする女性の悩み相談会
ミナーを開催します。
「出前チャレンジ相談会」を実施した。
人権啓発セン （兵庫県男女共同参画センターと連携）[再
ター
掲]
・相談者数３人（募集枠３人）
内

容

担当課

フレックスタイム制度やテレワーク等の
コモーレ丹波の森ショッピングセンター内
多様で柔軟な働き方を導入している事業
に、丹波市男女共同参画情報コーナーを設
多様で柔軟な働き方が選択できる制度の
人権啓発セン
所の取組を紹介するなど情報提供を行い
置し、国・県からの情報紙やチラシ等を配
普及
ター
ます。
架し、市民に情報提供を行った。

■推進項目③
施策
NO

多様な働き方に対する支援

2

3

相談者アンケートから、
高い満足度が得られ、再
就職等を目指す女性の不
安解消につなげることが
できた。

評価

課題と今後の方向性

Ａ

再就職や起業等に対し、一定のニーズがある
ことから、兵庫県男女共同参画センターと連
携し、セミナーや講座の実施について検討す
る。

特記事項なし
Ｄ

R元年10月から開設する男女共同参画セン
ターにおいて、図書・情報コーナーやウェブ
サイトを活用し、情報を発信し、周知・啓発
を行う。

子育て・介護支援の充実
施策・取組

内

容

担当課

児童を養育している家庭への生活安定の
寄与と次代の社会を担う児童の健全な育
成及び資質の向上に資するために児童手
社会福祉課
当を支給します。

1

成果

子育てに係る経済的負担の軽減

介護保険事業計画の推進

多様な保育サービスの充実

平成30年度実績
取組状況・実績数値
中学校卒業までの児童を養育している方へ
の支援（所得制限あり）
定時払：6月、10月、2月
随時払：転出等
支給対象児童数： 87,768人
支給総額
：989,275千円

成果
支給対象者への経済的支
援を行うことができた。

課題と今後の方向性
法定事務として制度に基づき取り組む

Ａ

国の示す保育料基準額から、低所得者に
軽減を厚くし、全体で５割軽減を実施し
ます。さらに、ひとり親世帯、身体障害
者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉 子育て支援課
手帳の所持世帯、多子世帯等の軽減を実
施します。

国の示す保育料基準額から2,166人を対象に きめ細やかに対応し、経
全体で５割軽減を実施した。また、ひとり 済的負担の軽減が図れ
親世帯等142人、多子世帯等743人を対象に た。
軽減を実施した。

介護保険事業の円滑かつ着実な推進を図
るため、介護保険事業計画に基づき介護
保険事業サービス基盤の整備を行い、居
宅サービスや施設サービス、地域密着型 介護保険課
サービスなど適切な提供体制を図りま
す。

第７期介護事業計画に基づいたサービス提
供状況の把握を行った。
・介護保険事業運営協議会開催回数－３回

介護保険事業運営協議会
の開催により、介護保険
事業の運営状況を報告
し、意見を徴収。

認定こども園等において延長保育・一時
11園の認定こども園の内、延長保育事業８
保育・病児保育・特別支援保育などを実
園、一時預かり事業全園、病児保育事業５
施し、多様なニーズに対応した保育サー 子育て支援課 園、特別支援保育は全園実施しており、実
ビスの充実を図ります。
施した認定こども園に補助金を交付した。

多様な保育ニーズに対応
した。

保護者が就労などにより、放課後等の見
市内23か所において平日は午後１時～午後
守りができない小学生を対象に、遊びや
６時、長期休暇中は午前８時～午後６時ま
集団での活動を通して、児童の健全育成
で、また延長保育として最長午後７時まで
を図るため、アフタースクール事業を実 子育て支援課 開設した。
施します。
登録児童数 1,007人
延利用者数 167,490人

登録児童数は増加傾向に
ある。
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評価

今後も、現状の軽減水準を維持する。
Ａ

Ｂ

介護保険の持続可能性の確保のため、必要な
介護サービスが過不足無く提供できるよう、
介護保険事業所への適正な指導等を行い、介
護保険の適正化を図る。

支援を要する児童が増加傾向にあり、加配保
育士等人材の確保が課題である。
Ａ

Ａ

特別な支援を要する児童の対応やいじめ防止
対応等のため、指導員の専門的な知識を高め
る研修や人材育成が必要となっており、放課
後児童支援員認定資格の資格認定等につい
て、積極的に受講を促し、また研修の機会を
提供するなど、指導員の資質向上を図る。

基本目標３

3

4

多様な保育サービスの充実

子育てを援助してほしい人と援助したい
人が会員となり、互いに子育てを助け合
うためにファミリー･サポートセンター
事業を実施します。

子育て中の就労者や主婦などを会員とし
て、育児の援助を行いたい方と援助を受け
たい方との相互援助活動を支援し、子育て
と仕事の両立を援助した。
子育て支援課
・依頼会員 161人
・協力会員 103人
・両方会員
33人

会員登録状況はほぼ横ば
いである。
Ａ

児童を養育している家庭の保護者が疾病
一定期間、児童福祉施設で養育・保護を
などの事由により、家庭における児童の
行った。
養育が一時的に困難となった場合や、緊
・利用者 ９人
急一時的に保護を必要とする場合に、児 子育て支援課
童養護施設等において一定期間、養育・
保護します。

利用を検討する家庭が増
加している中、養育不安
を抱える家庭の支援が行
えた。

保護者の仕事と子育ての両立に向けた多
様で柔軟な保育サービスの実施に対する
支援について、調査・研究を行います。

市の保育サービス・子育て支援事業につい
てどう確保するか計画した「子ども・子育
て支援事業計画」の進捗管理・評価にあた
り、事業の利用者の感じている満足度を調
査、市子ども・子育て会議で意見を伺うと
ともに、施策に反映させるべく、研究を
行った。
子育て支援課 調査で寄せられた自由意見のうち、回答可
能なものについては、回答内容を市ホーム
ページに掲載した。
・子育て学習センター、アフタースクー
ル、認定こども園等の利用者で、調査に回
答した者の人数 1,004人

市の子育て環境や支援へ
の満足度が「高い」、
「やや高い」と答えた人
の割合は48.5％と、約半
数は満足度が高い状況が
伺える。

地域の子育て支援拠点である子育て学習
市内６センターで子育て相談、グループ育
センター等において、相談業務や情報提
成・支援、家庭教育講座等を実施してい
供を行い、地域の子育て家庭に対する育
る。30年度の来館者数は、延べ55,715人。
児支援を行います。また、教育・保育事
・自由来館者数 49,191人
子育てに係る情報提供と相談機能の充実
子育て支援課
業、地域子育て支援事業に関する情報提
・イベント来館者数 5,631人
供や相談業務などの利用者支援事業を実
・相談件数 893件
施します。

子育て中の保護者が自由
に集え、繋がれる場を提
供、子育てに関する情報
交換やお互いに相談しあ
うことで、孤立せず子育
てを楽しめる環境を作り
出すことができた。
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Ａ

Ａ

Ａ

ＰＲ不足からか、事業の認知度が低いことが
課題となっているため、アフタースクールの
入所承諾通知にパンフレットを同封するな
ど、事業周知に努める。

委託先である児童養護施設等が、入所定員一
杯で、ショートステイ事業の受入れが困難に
なってきている。
セーフティネットとして事業を継続し、定員
の増加等に向けて、施設と協議を行ってい
く。
自由意見に対する市からの回答をホームペー
ジに掲載しているが、認知が進んでいない為
か、一度回答した内容と同じ内容の意見が多
く寄せられている。この調査結果について、
市ホームページで公開していることなどを広
く周知し、市の保育サービス・子育て支援事
業について、理解を深めてもらうとともに、
さらに多くの意見やニーズを把握していく。

子育てを支援していくために、より多くの関
係機関と連携し、子育て学習センターに子育
て支援情報を集約する体制を構築する必要が
高まってきており、地域の身近な子育て支援
拠点として、情報集約を図るとともに、より
多くの子育て支援関係機関との連携を図って
いく。

基本目標３

施策の実施状況
基本目標４

健やかに安心して暮らせる社会づくり

■基本方針（1）
■推進項目①
施策
NO

1

2

3

4

あらゆる暴力の防止と根絶

ＤＶ対策の推進
施策・取組

ＤＶに関する正しい知識の普及啓発

丹波市ＤＶ対策基本計画の推進

ＤＶに関する相談窓口体制の強化

学校におけるＤＶ防止の啓発

平成30年度実績
取組状況・実績数値
男女共同参画週間や女性に対する暴力を
女性に対する暴力をなくす運動推進期間
なくす運動期間等において、ＤＶに関す
（11/12-25）にパープルリボン運動を実施
る正しい理解を進める広報・啓発を行い
した。
ます。
・パープルリボンのオブジェ(ツリー)等の
人権啓発セン 設置
・パープルリボンの配布
ター
・市の公共施設の女性トイレ内に、「DV相
談ナビ」カードの設置
・FM805たんばの人権啓発番組内で同運動に
関する番組を放送
「丹波市ＤＶ対策基本計画」の推進にあ
ＤＶ対策のための庁内連携会議を年２回
たり、庁内の関係課が連携し各種施策に
（７月・２月）に開催し、ＤＶに対する庁
取り組むとともに、県や近隣市町、関係
内連携のための情報共有及びＤＶの認識を
社会福祉課
機関等とも相互に連携・協力して推進し
深めるため、兵庫県女性家庭センター職員
ます。
による研修会を開催した。
内

容

担当課

施策
NO

1

課題と今後の方向性
関係機関等とも相互に連携・協力して、広
報・啓発に取り組む。

Ｂ

庁内連携会議にて、ＤＶ
対策基本計画の推進につ
いて説明を行うととも
に、ＤＶ被害者支援に対
する知識を深めることが
できた。
配偶者暴力相談支援セン
ター設置に向けた課題を
整理することができた。

配偶者暴力相談支援センターを設置してい
る近隣市を訪問し設置に向けた具体的な情
報を収集し検討を行った。

ＤＶ被害者からの相談を含め、警察等と
連携し、被害者の安全確保を第一に一時
保護等適切な支援を行います。また、母
子生活支援施設入所等、自立に向けて必 社会福祉課
要な支援を行います。

相談件数 30件
母子生活支援施設措置

思春期保健事業を通じて、中学生を対象
にデートＤＶについての理解を深める啓
発を行います。
健康課

市内中学校で性教育授業を実施した際、
デートDVについて説明、啓発を行った（６
校513人）

生徒の感想では、デート
DVについて理解が深まっ
た等の意見がみられた。

中学生を対象にデートＤＶについて理解
を深める授業を行います。

授業やホームルーム、講演会や通信等を利
用して指導を行った学校（７中学校
100%）。
性教育、保健体育、家庭科の授業、講演を
通して、教科担当や養護教諭を中心に取組
を進めた。

デートDVについて周知が
でき、互いの理解やより
よい人間関係づくりにつ
ながった。

２世帯２人

評価

女性に対する暴力防止に
ついて周知する等、意識
啓発を図ることができ
た。

ＤＶ被害者の相談窓口として、迅速に対
応するため、配偶者暴力相談支援セン
ターの設置に向けて調整を進めます。 社会福祉課

学校教育課

■推進項目②

成果

警察や関係機関と連携を
図り、被害者の相談及び
保護を行うことができ
た。

計画の推進にあたり、職員のＤＶに関する認
識を深める。
Ａ

Ｂ

潜在化するＤＶ被害者からの相談を受けるた
めには、配偶者暴力相談支援センター設置の
具体化を進める。
多様化する相談に対応できるように職員の実
も能力の向上を図る。

Ａ

Ｂ

事業継続は予定しているが、単発の授業であ
り、意識啓発にとどまる。学校との連携が必
須である。

Ｂ

DVによる人権侵害は社会の中でも大きな課題
となっている。今後も講演会や集会等で周知
を図るとともに、授業の中にも取り入れ、さ
らに理解を深めていく。

評価

課題と今後の方向性

各種ハラスメント防止に向けた啓発の推進
施策・取組

各種ハラスメント防止に向けた啓発

平成30年度実績
取組状況・実績数値
広報紙やホームページ等を活用し、各種
住民人権学習（H30年度学習テーマ「女性と
ハラスメントの防止に向けた広報・啓発
人権」）で推奨した教材（DVD）において、
人権啓発セン
を行います。
ハラスメントにも触れ、理解を進める機会
ター
を提供した。
内

容

担当課
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成果
アンケート集計からハラ
スメントについて考える
きっかけづくりとなった
と伺える。

引き続き、あらゆる機会を通じて、情報提供
を行う。
Ｂ

基本目標４

■推進項目③
施策
NO

1

2

3

児童・高齢者・障がい者虐待等の防止対策の推進
施策・取組

障がい者虐待防止の推進

高齢者虐待防止の推進

児童虐待の防止の推進

平成30年度実績
取組状況・実績数値
障がい者虐待被害者に対し、電話や面接
障がい者虐待被害者に対し、電話や面接に
による相談業務を行い、適切な情報の提
よる相談業務を行い、適切な情報の提供や
供や必要に応じて保護、支援を行いま 障がい福祉課 必要に応じた支援を行った。
す。
内

容

担当課

成果
障害者虐待対応について
速やかに対応した。

課題と今後の方向性
障がい者虐待対応について、事案の確認と速
やかな対応ができる体制を整える。

Ｂ

高齢者虐待の防止や早期発見、その他権
虐待対策地域連絡会を開催し、関係機関と
利擁護のために相談業務を行い、適切な
虐待対応について意見交換を行った。
地域包括支援
情報の提供や必要に応じて保護、支援を
老人会等で出前講座の開催、FMたんばに出
課
行います。
演し、虐待の相談窓口など周知啓発を行っ
た。
家庭児童相談員を設置し、川西こども家
関係機関と連携を図り、養育不安等のある
庭センターや児童福祉関係者などと連携
子どもや家庭を把握し、適切な援助を行っ
を図り、育児不安などの身近な子育て相
た。
談に対し、個々の子どもや家庭に応じた 子育て支援課 ・新規相談件数58件
適切な援助を行い、児童虐待の防止を図
・相談及び関係機関連携延べ件数2,091件
ります。

27件の相談・通報につな
がった。

要保護児童対策地域協議会において、要
５月に協議会の代表者会議、８月・２月に
保護児童等の早期発見や適切な保護につ
実務者会議、随時、ケース会議等を開催
いて、関係機関との連携、情報の共有と
し、情報共有と支援を行った。
支援を行います。また、虐待の発生予
また、相談機関リーフレット500部、各児
防、早期発見・早期対応を図るため、あ 子育て支援課 童・家庭へのミニカード7,700枚を作成し配
らゆる機会を通じて広報・啓発を行いま
布した。11月には心を育む講演会等を開催
す。
し、200人以上の参加があった。

関係機関との連携強化、
児童虐待に対する認知度
向上、相談機関の周知が
図れた。

31

評価

Ｂ
新規及び継続相談案件に
対応し、現状把握や改善
等が図れた。
Ａ

Ａ

引き続き、相談窓口の周知啓発を行う必要が
ある。夫婦間DVや虐待発生要因が家族の経済
的な問題や家族の障がい特性によるものも増
えており、関係機関との意見交換、個別対応
の連携を密に行う必要がある。
更に専門性の向上が必要となる。
研修に積極的に取り組み、また、専門職員の
配置により、関係機関との連携と家庭等への
援助強化を行う。

関係機関に、連携の必要性について理解を働
きかける。また、引き続き広報・啓発が有効
なものとなるよう検討を行いながら継続す
る。

基本目標４

■基本方針（2）
■推進項目①
施策
NO

1

2

3

4

5

誰もが安心して暮らせる環境の整備

高齢者や障がい者が安心して暮らせる環境づくり
施策・取組

地域で支える介護支援の充実

介護保険事業計画の推進

平成30年度実績
取組状況・実績数値
地域包括支援センターを中心に高齢者が
相談件数157件。各ケースについて、月に2
住み慣れた地域で安心して生活を続けら
回ほどのスクリーニング会議を実施し、内
れるよう、介護だけでなく、高齢者に関
容を検討し適切な関係機関へつないだり、
地域包括支援
する様々な相談を受け、必要なサービス
関係機関と一緒に問題解決にむけて取り組
課
につなぐ等の総合相談・支援を行いま
んだ。
す。
内

容

担当課

成果
105件/157件の問題終結。
残り52件は継続しての支
援中。各圏域包括と連携
を取り問題解決につなげ
ることができた。

認知症高齢者等が所在不明となった場合
丹波市内の全事業所、健康福祉事務所、病
に、早期発見ＳＯＳシステムにより高齢
院等を対象にした地域連絡会で、早期発見
地域包括支援
者等の早期発見を図ります。
ＳＯＳシステムの制度について説明を行
課
い、各地域包括支援センターと協力しなが
ら登録の申請勧奨を行った。
介護保険事業の円滑かつ着実な推進を図
・第７期介護事業計画に基づいたサービス
るため、介護保険事業計画に基づき介護
提供状況の把握を行った。
保険事業サービス基盤の整備を行い、居
・介護保険事業運営協議会開催回数－３回
宅サービスや施設サービス、地域密着型 介護保険課
サービスなど適切な提供体制を図りま
す。【再掲】

周知活動を行い、新規登
録件数が増加した。
新規登録
H29→9件
H30→21件
介護保険事業運営協議会
の開催により、介護保険
事業の運営状況を報告
し、意見を徴収。

高齢者が住みなれた地域で安心して暮ら
し続けられる地域社会の実現に向け、介
護保険事業計画に基づき、介護サービス
の適正な提供体制のために介護保険事業 介護保険課
サービス基盤整備等を行います。

住み慣れた地域の中で、
医療と介護の連携による
サービスを受ける基盤整
備が実施できた。

第７期介護事業計画に基づくサービス基盤
の整備。
・H30年度施設整備…定期巡回・随時対応型
訪問介護看護（１事業所）

障がい者施策の円滑かつ着実な推進を図
障がい者基本計画・障がい福祉計画・障が
るため、障がい者基本計画・障がい福祉
い児福祉計画に基づき、進捗管理を行い、
障害福祉サービス、地域生活支援事業の充
障がい者基本計画・障がい福祉計画・障 計画・障がい児福祉計画に基づき、障害
福祉サービス、地域生活支援事業の充実 障がい福祉課 実を図った。
がい児福祉計画の推進
を図ります。

障がい福祉計画・障がい
児福祉計画の進捗状況を
確認し、障害福祉サービ
ス、地域生活支援事業を
実施した。

障害者差別のない社会を目指して、障害
障害者差別解消法の理解を求める啓発に努
者差別解消法の理解を求める啓発に努め
めた。
ます。
障がい福祉課 ホームページ掲載、パンフレット配布

様々な機会を通じ、広く
啓発を行うことができ
た。

手話は言語であることを理解し、手話が
手話への理解啓発のため、手話啓発チラシ
使いやすい環境を作ることにより、すべ
を作成し全戸に配布(7月､11月)。
ての市民が社会参加できる丹波市を目指 障がい福祉課 自治会などで手話教室を実施し、啓発を
します。
行った。
自治会､民間事業者等手話教室開催12回

手話啓発チラシの配布や
手話教室実施により手話
啓発を積極的に行った。

障害者差別解消法の理解・啓発の推進

手話施策推進方針の推進
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課題と今後の方向性

Ｂ

継続しての支援中のケースについての評価を
しっかりと行なっていく必要があったので、
今後は問題・課題・対応策をしっかりと見据
えて会議の内容をまとめていく。

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

認知症の方が所在不明となるケースについて
介護保険制度に関わる職員等については理解
があるが、一般市民の方にも理解いただける
ように啓発していく必要がある。
介護保険の持続可能性の確保のため、必要な
介護サービスが過不足無く提供できるよう、
介護保険事業所への適正な指導等を行い、介
護保険の適正化を図る。

高齢化に伴う要介護認定者の増加により介護
給付費は増加する見込みである。地域の実態
調査を行うとともに、医療と介護の連携に重
点を置いた第８期介護保険事業計画の策定に
つなげる。
今後も障がい者基本計画・障がい福祉計画・
障がい児福祉計画の進捗状況を確認し、障害
福祉サービス、地域生活支援事業の充実を
図っていく。
今後も障害者差別解消法の積極的な啓発を行
う。

Ｂ
引き続き、手話教室の実施、手話啓発チラシ
などによる手話の啓発を行う。
Ａ

基本目標４

■推進項目②
施策
NO

ひとり親家庭等への支援の充実
施策・取組

内

容

担当課

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促
進、児童福祉の増進を図るため、ひとり
親家庭の父母等、児童を養育している人
への経済的支援として児童扶養手当を支 社会福祉課
給します。

1

2

ひとり親家庭等の経済的負担の軽減

ひとり親家庭の自立・生活支援

平成30年度実績
取組状況・実績数値
児童の父又は母、又は父母に代わってその
児童を養育している方（資格要件あり）
定時払 ：４月、８月、12月
随時払 ：転出等
対象児童数：9,171人
支給総額 ：225,062千円

成果
支給対象者に対し、経済
的支援を行うことができ
た。

ひとり親家庭が必要な時に安心して医療
を受けられるよう、医療費給付を行いま
す。
市民課

県基準超過分も市独自の所得基準により実
施している。H30.12月調査（H30推計実績）
受給対象者：771人
診療件数：6,736件
医療給付費：16,634,014円

市独自の所得基準によ
り、多くのひとり親家庭
の経済的負担の軽減につ
ながっている。

経済的理由によって就学が困難と認めら
れる児童及び保護者に対し、学用品購入
費、修学旅行費、給食費等の援助を行い
ます。また、経済的理由により修学困難 学事課
と認められる高校生又は高等専門学生を
対象に奨学金を給付します。

就学援助（当初認定者数） 計 572人
小学校：準要保護361人
中学校：準要保護208人・要保護3人

母子父子自立支援員による養育費相談、
就労支援、福祉資金貸付、生活、教育な
ど生活全般に関する相談を充実します。 社会福祉課

児童扶養手当支給対象者への周知を行っ
た。 延べ相談回数 182件

中学1年生に支給する『新
入学用品費』について、
必要な援助を適切な時期
に実施できるように『中
学校新入学準備金』とし
て小学6年生の3月に支給
した。
母子父子自立支援員の配
置により、専門的に相談
を受けることができた。

ひとり親家庭の母又は父が、経済的自立
に効果の高い資格を取得するために養成
機関で修業する場合、高等職業訓練促進
給付金（上限３年）を支給し、生活費の 社会福祉課
負担を軽減します。

児童扶養手当支給対象者への制度周知を
行った。
訓練給付費支給対象者 3名（看護師1名、
准看護師1名、社会福祉士1名）
支給総額
2,448,500円

資格取得に向けた経済的
支援を行うことができ
た。

ひとり親家庭の母又は父が就職に必要な
技能を身につけるための講座を受講する
場合に、「自立支援教育訓練給付金」を 社会福祉課
支給します。

児童扶養手当支給対象者への制度周知を
行った。（利用実績なし）

利用実績はないものの、
制度周知を行い制度利用
ができる体制を整えてい
る。

高等学校を卒業していないひとり親家庭
の親及び児童が、高等学校卒業程度認定
試験の合格を目指し、対策講座を受講す
る場合の費用の軽減を図るため、給付金 社会福祉課
を支給します。

児童扶養手当支給対象者への制度周知を
行った。（利用実績なし）

18歳未満の子どもを養育している母子家
庭等において、母子ともに自立した生活
を送ることが困難な場合、母子生活支援
施設への入所により、生活の安定を図る 社会福祉課
ための相談・指導を進め、自立に向けた
支援を行います。

H30年度末入所措置 ３世帯６人
（H30年度措置 ２世帯４人）

経済的理由により、入院助産を受けるこ
とが困難である妊産婦について、助産施
設への入所により、安心・安全な分娩へ 社会福祉課
の支援を行います。

実績なし

奨学金給付

50人

利用実績はないものの、
制度周知を行い制度利用
ができる体制を整えてい
る。

評価

課題と今後の方向性
法定事務として制度に基づき取り組む。

Ａ

制度に基づき引き続き支援を行っていく。
Ａ

小学１年生の『新入学用品費』の入学前支給
実施に向けて検討する。
Ｂ

母子・父子自立支援員を中心に相談業務の安
定と充実を図る。
Ａ

Ａ

Ｂ

より生活の安定に資する資格取得支援である
ため、修学にかかる本人の意思と生計を保ち
ながら継続できる就労環境等が必要であり
ハードルとなっている現状もある。ひとり親
の生活環境向上のため、国の支援策として引
き続き取り組む。
就業のきっかけとして、就労に役立つ資格取
得の支援を行っているが、対象となる教育訓
練講座が、望む職種につながらない場合もあ
る。ひとり親の生活環境向上のため、国の支
援策として引き続き取り組む。
ひとり親及びその児童の生活環境向上のた
め、国の支援策として引き続き取り組む。

Ｂ

母子支援施設への措置を
行い、母子ともに自立に
向けた支援を行った。

母子の安定した生活に向けて、継続的な支援
を行う。
Ａ
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支援が必要になった際に
受け入れができるよう助
産施設の確認を行ってい
る。

Ｂ

医療保険制度により入院助産を受けることが
できている。経済的理由により相談があった
際には、関係機関と連携し適切な支援を行
う。

基本目標４

■推進項目③
施策
NO

1

各種相談体制の充実
施策・取組

介護に関する相談支援体制の充実

平成30年度実績
取組状況・実績数値
もの忘れ等が気になる方や、介護で悩ん
実施４回、５件、合計10人。
でいる家族を対象に、高齢者こころの医
・丹波認知症疾患医療センター専門医と相
療相談を開催します。
談員が同席し、相談を受けている。家族が
地域包括支援 ケアマネと来所されたり、家族が本人の様
課
子を心配され、受診する前に相談したいと
来所されたりした。
内

容

認知症の家族を抱え、介護について悩ん
でいる方を対象に、認知症介護者相談を
開催します。
地域包括支援
課

認知症の高齢者等を介護している家族や
介護経験のある方等を対象に、認知症介
護者のつどい「ほっと」を開催します。

2

3

4

高齢者の権利擁護の推進

障がい者相談支援体制の充実

女性のための総合的な相談窓口の設置

担当課

実施５回、５件、合計10人。
・家族の困りごとや心配ごと等、もの忘れ
医療相談と同じような相談内容であった。
医師の同席はない。

成果
この相談を機に、専門医
を受診し、治療により生
活が落ち着いた方、地域
のいき百に参加し、見守
り体制がとれた方、SOSの
登録ができた方等成果が
見られた。

「高齢者の尊厳の保持」の視点に立ち、
実施10件、19件、合計49人。
高齢者の消費者被害の防止や成年後見な
・市内の社会福祉士と司法書士が参加し、
どの高齢者の権利擁護に向けて、高齢者 地域包括支援 高齢者本人や家族、その支援者からの相談
権利擁護相談を開催します。
に応じ、助言を行った。
課

福祉的・法的視点からの
助言により成年後見制
度、金銭管理、生活困
窮、虐待疑いなど問題解
決へのきっかけができ
た。
障がい者やその家族から
相談を受け、問題解決の
ための助言、指導を行い
支援に努めた。
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Ｂ

件数は少ないが、専門医を受診することに敷
居の高さを感じている方もあり、家族やケア
マネ等が直接専門医の助言を受けられる機会
として成果が見られているため継続する。

Ｃ

この会で出会えることが
励みにされたり、この会
で得た情報や知識を地域
へ還元されている。

女性のための様々な悩みに対応する相談
県等の専門支援機関口について広報・周知
窓口を設置し、相談員による助言を行い
した。
ます。また、性犯罪・性暴力被害者の心 人権啓発セン
身の負担軽減のため支援機関の周知に努 ター
めます。

課題と今後の方向性

上記と同様。

実施12回、合計58人。
・介護を終えた方、家族が施設に入所され
ておりその合間に地域の方のサポートをさ
地域包括支援 れている方、家族がデイサービスを利用中
課
に愚痴を話される方等の参加があった。

障がい者やその家族の地域における生活
相談支援事業所を２か所（委託）設置し、
を支援するため、各種福祉サービスの利
一般相談を受けた。
用相談や介護相談、情報提供などの総合
（相談支援事業所）
的な相談窓口を開設するとともに障がい 障がい福祉課 社会福祉法 丹波市社会福祉協議会
者やその家族から相談を受け、問題解決
医療法人 清風会
のための助言、指導を行います。
相談件数
449 件

評価

Ｂ

Ｂ

市内で３ヶ所の地域包括支援センターが立ち
上がり、身近な相談の場になってきている。
また、もの忘れ医療相談とほぼ同じ相談内容
でもあり、H27年度以降相談件数が減ってい
ることから、R２年度以降は廃止で検討す
る。
参加者がほぼ固定されていること、今年度ま
で３地域の住民センターで実施しているが、
多くの職員が出る割に参加者が少なく、非効
率であること等から、R２年度以降は各地域
包括支援センターの一室で、参加者の自主的
なつどいの場へと変更することを検討する。
市内３ヶ所の地域包括支援センターでも権利
擁護に関する相談は随時受け付けている。こ
の相談日は月１回の定期開催だが、今後は随
時相談ができる専門機関の設置についても検
討していく。
相談支援事業所の周知をし相談しやすい環境
をつくる。

Ａ

専門機関へつなぐような
相談はなかった。
Ｃ

R元年10月の男女共同参画センター開設時
に、女性相談員による女性のための悩み相談
窓口を設置し、相談体制を整える。

基本目標４

■推進項目④
施策
NO

1

2

3

性的マイノリティに関する理解の促進

平成30年度実績
取組状況・実績数値
性的マイノリティについて理解を深める
住民人権学習（H30年度学習テーマ「女性と
ための講演会やセミナーを開催します。
人権」）で推奨した教材（DVD）において、
性的マイノリティについて理解を深める
人権啓発セン
性的マイノリティにも触れ、理解を進める
ための学習機会の提供
ター
機会を提供した。
施策・取組

性の多様性の尊重

■推進項目①
施策
NO

担当課

アンケート集計からLGBT
について考えるきっかけ
づくりとなったことがう
かがえた。
性の多様性について、市
民に周知する等、意識啓
発を図ることができた。

市内中学校で性教育授業を実施した際、性
的マイノリティについても説明、啓発を
行った（６校513人）

生徒の感想では、性的マ
イノリティについて理解
が深まった等の意見がみ
られた。

中学校では、性的マイノリティについて
理解を深める授業を行います。また、小
学校では、一人ひとりの生き方や在り方 学校教育課
を尊重し、認め合う心を醸成します。

小・中学校養護教諭を中心に、学校での配
慮や支援についての研修会を行い、市内
小・中35名の教員が参加した。正しく理解
し、思いや意思を尊重し合うことの重要性
を学び、授業に活かすことができた。

性に関する情報や知識を
早い時期に正しく認識さ
せることの重要性を学
び、児童生徒につなげる
ことができた。

評価

課題と今後の方向性

Ｂ

国や県で実施している事業を広報・紹介する
とともに、市民ニーズを把握しながら学習機
会を検討する。
引き続き、あらゆる機会を通じて、情報提供
を行う。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

事業継続は予定しているが、単発の授業であ
り、意識啓発にとどまる。学校との連携が必
須である。
LGBTの児童生徒を含め、全ての児童生徒が安
心して過せ、互いに尊重し合える学校となる
よう、さらに認知を広げたり充実させたりす
る。

生涯にわたる健康づくり支援

男女の心身の健康保持・増進への支援

健康増進事業の実施

内

容

担当課

健康たんば21に基づき、こころの健康相
談や各種健康診査・保健指導等を実施す
ることにより、男女が心身ともに健康で
暮らせるよう支援し、健康意識の向上を 健康課
図ります。

平成30年度実績
取組状況・実績数値
出前健康相談
こころのケア相談 23人/年、電話相談120件
/年
特定健診受診率40.3％
特定保健指導実施率32.8％

成果
自分の健康を守るために
市の窓口を把握し、電話
をしたり相談に来るなど
利用件数が増えている。

評価

Ｂ

課題と今後の方向性
健康診断の受診や保健指導を受けられる方に
は健康意識の高い人が多いが受診率は横ばい
である。地域全体で健康意識があがるような
取組を行うとともに、相談窓口などの啓発を
行い、利用者の増を図る。

妊娠・出産等に関する支援の充実
施策・取組

内

容

担当課

子育て世代包括支援センターを核にし
て、妊娠期から子育て期までの一貫した
健康づくりを支援します。

1

成果

思春期保健事業を通じて、中学生を対象
に性的マイノリティについての理解を深
める啓発を行います。
健康課

施策・取組

■推進項目②
施策
NO

容

広報紙やホームページ、パンフレットを
FM805たんばの人権啓発番組内で、LGBTを
活用し、多様な性について正しい理解を
テーマとした番組を放送した。
性的マイノリティについて理解を深める
人権啓発セン
深めるための広報・啓発を行います。
ための啓発
ター

■基本方針（3）

1

内

安心して出産・育児ができる環境の整備

健康課

平成30年度実績
取組状況・実績数値
妊娠届け出時には全数保健師または助産師
が面接するとともに、妊娠期から継続した
支援を行えるよう担当保健師名を記載した
名刺を手渡した。
・子育て世代包括支援センター認知度（10
か月児相談時アンケート）：50.6％
・必要時には利用したいと思うか（同アン
ケート）：60.8％
＊新規事業：産後ケア事業 宿泊型２人、
デイサービス型２人、乳房ケア型121人
心理士・助産師相談12人（H30/8～）
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成果
医療機関等と連携し支援
を必要とする家庭に、早
期に関わることが出来て
いる。
子育てや授乳に悩む母親
がタイムリーに相談出来
るようになった。

評価

課題と今後の方向性
支援を必要とする方に支援が届くよう、相談
窓口としての啓発を積極的に行うとともに、
職員の資質向上及び事業を提供できる医療機
関等の増加を進める。

Ｂ

基本目標４

■基本方針（4）
■推進項目①
施策
NO

防災・防犯分野における男女共同参画の推進

男女共同参画の視点を取り入れた防災・防犯対策の推進
施策・取組

内

容

担当課

防犯協会、少年補導員及び地域防犯グ
ループにおいて、男女共同参画を進め効
果的な活動に向けた支援を行います。 くらしの安全
課
1

地域防犯活動における男女共同参画の推
進

平成30年度実績
成果
取組状況・実績数値
防犯協会員276人のうち女性会員13人。他の 特記事項なし
団体の構成が把握できていない。

交通指導員の内、女性指導員の占める割
女性指導員は、48人中20人と40％を占めて
合を増加させ、幼児や高齢者などへ女性
いる。小学校を中心とした交通安全教室を
くらしの安全
目線のきめ細かい交通安全指導を行いま
実施するほか、定期的な街頭立番を実施し
課
す。
た。
女性消防団員の確保に努めるとともに、
女性消防団員は現在10人。
火災予防啓発活動や初期消火訓練を女性
火災予防活動として、毎月広報パトロール
くらしの安全
の視点に立ち行います。
を実施しているほか、各種イベントでの防
課
災活動にも参加し、ＰＲを図った。

2

3

4

街頭啓発では、女性指導
員を中心に、子どもや高
齢者にきめ細かい交通事
故防止運動に取り組むこ
とができた。
女性消防分団が積極的な
広報活動を継続すること
で、特に女性の防災意識
の向上が図れた。

防災会議や地域組織への女性委員の登用
を促進し、防災に関する施策に多様な意
見が反映されるよう努めます。
くらしの安全
地域防災活動における男女共同参画の推
課
進

県、警察署、自衛隊、消防団のほか民間団
体、自治会組織等から委員の推薦をいただ
いているが、防災会議委員26人中、女性委
員は３人。

特記事項なし

自主防災組織において、男女共同参画の
視点を取り入れた防災活動に積極的に取
り組みます。
くらしの安全
課

自主防災組織等では女性委員の登用もあ
り、積極的な活動に参加されているケース
もあるが、幅広い市民を対象とした取組が
多く、女性に特化した訓練等は実施してい
ない。

自治会等を中心とした防
災訓練等は、年々積極的
に実施されている。

防災・減災に向けたリーダーの育成
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課題と今後の方向性

Ｃ

防犯活動には危険が伴うという固定概念があ
るが、女性の視点を生かした防犯活動の必要
性についての理解を求め、女性委員の推薦に
ついて自治会等に協議を願う。

Ａ

関係団体等と協力、連携を深め、事故防止に
向けて女性目線での意見を積極的に取り入れ
る。
女性消防団員の活動内容等を広報すること
で、新規女性団員の確保に努める。

Ｂ
自主防災組織等において女性役員等の登用促
進を働きかけ、防災研修、訓練等への積極的
な参加を呼びかける。
Ｄ

県が実施する「ひょうご防災リーダー養
H30年度「ひょうご防災リーダー養成講座」 特記事項なし
成講座」に多くの市民の参画を促し、男
修了者は５人。うち女性は２人。
性、女性それぞれの視点を活かし、地域 くらしの安全
の防災力の強化を図ります。
課

地域の生活者の多様なニーズに配慮した
H30年７月豪雨以降の災害警戒時において、
避難所運営に向けて、平常時から男女共
地域と協力を図りながら避難所運営に従事
同参画の視点を取り入れた避難所運営の
男女共同参画の視点を取り入れた避難所
くらしの安全 した。なお、自治会等で開設した自主避難
啓発に取り組みます。
所における女性従事者の有無は把握できて
運営の啓発
課
いない。

評価

自主防災組織では女性役
員等の役割に基づいて、
避難所運営にかかわって
いる。

Ｃ

Ｃ

Ｂ

災害発生時における自助、共助体制の重要性
を理解し、すべての住民が協力しあうこと
で、命の尊さを学ぶことになる。その中で、
それぞれの役割等を見出し、女性の参画を促
していく
自主防災組織等のリーダーの育成を目的とし
た「ひょうご防災リーダー養成講座」に多く
の市民参加が図れるよう、講座の周知に努
め、男性、女性それぞれの視点を活かし、地
域防災力の向上を図る。
「自分の命は自分で守る」という自助、「自
分たちの地域は自分たちで守る」という共助
の意識を高め、地域等で助け合う取組が重
要。

基本目標４

第３部 審議会からの意見

箇所
基本目標１

意見（要旨）
男女共同参画推進員研修会について
→

自治会における取組を推進するならば、推進員の役割が大切であり、研

修会への参加が必要である。講演会は一方的なものであるので、研修会の
内容は、グループワークや各地域の体験やアイデアの意見交換など、工夫
する必要がある。
→

参加率が低い。自治会長へ依頼し、推進員の出席を促すなど、出席依頼

の方法を見直し、参加者を増やしていくことが必要である。
男女共同参画推進事業補助金について
→

要綱改正し、終期を令和３年度まで延長したとあるが、補助金上限額を

引き上げたり、終期をなくしたりするなど、自主的な取り組みをさらに推
進すべきである。
数値目標「学校管理職に占める女性管理職の割合」について
→

学校管理職に占める女性管理職の割合は、10.3％から 13.8％に増加して

おり、登用管理職選考試験受験者に占める女性の割合も、11.1％から 21.2％
と増加している。受験者数の内、実際に合格した合格者数の情報もあると
より実態が把握しやすい。
地域における男女共同参画の取組について
→

市域全体を対象とした講演会の開催は、多額の予算がかかる。その予算

を地域団体が活用できる補助金に回し、地域から取組を盛り上げていくよ
うにしないと、男女共同参画の推進は図れない。
→

平成 30 年度の男女共同参画講演会の講師であった石蔵先生は、地元で開

催している健康講演会の講師として継続してお世話になっている。地域で
行っている既存事業を男女共同参画の視点で捉え直し、展開させていくこ
とも、地域での取組手法としてよいことだと感じた。また、役員の男女共
同参画に対する意識も変わってきているように感じる。地域で取り組んで
いこうとする動きがあることに注目してほしい。
→

継続している取組について、その結果や変化を追跡し、成果を明らかに

していくとよい。男女共同参画センターが開設されるとウェブサイトも充
実されるであろう。このような市民活動の取組事例を情報発信し、周知す
るとよい。
→

市島地域の女性の自治会役員経験者の対談記事があった。地域性もあり、

第２弾、第３弾と続いて選出されるようなことはなかなか難しいであろう。
しかし、自治会の運営への女性登用については課題であり、ゆっくりにな
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るかもしれないが、具体的に進めていく必要がある。
固定的性別役割分担意識の解消について
→

地域に学習活動に行った際、
「自分の家庭は進んでいるので、これ以上の

男女共同参画の話は必要ない」と対応されることがあり、人の気持ちを動
かすことは難しいと感じる。
→

年代によって意識に差があるように感じる。年配の方の性別による固定

的な意識を解消していくための取組が必要であると感じる。
基本目標３

数値目標「子育て支援施策や子育て環境に満足している人の割合」について
→

目標値が 40.0％であるが、実績値は 48.5％と H30 年度で達成している。

達成済みの場合の対応として、目標から省く、あるいは目標値を見直すな
ど対応する必要があると考える。
数値目標「市役所における男性の育児休業取得率」について
→

育児休業取得率が０％という点について、職員に聞き取り等を行ってい

るのか。
→

この数値目標に対する担当課による自己評価がない。注目されている項

目であるので、数値目標に対する結果の分析、コメントなど記載があるほ
うがよい。
男性の家事、育児、介護への参画促進について
→

子育てに関する講演会について、
「男性だけを対象とした事業は実施して

いないが、男性の参加もわずかだが見受けられる」とある。さらに参加を
促すため、父親に必要な情報を伝えるという点では、市の担当課や事業所
と連携し、参加を促すようなことを検討するとよい。
基本目標４

数値目標「子宮がん検診受診率」
、
「乳がん検診受診率」について
→

丹波市では婦人科検診に対して無料クーポン券の配布があるが伸び悩ん

でいる。健康推進の担当課だけでなく、事業所への支援を担当する部署と
も連携し、例えば、事業所がどのように受診を促進しているのか、女性が
検診に行きづらい状況になっていないかなどを調査したほうがよい。受診
率の高い企業を優良企業として表彰するなどの工夫も必要である。
全体

自己評価について
→

自己評価ということであるが、人権啓発センターが第三者的に評価する

ことは難しいと考えるが、担当課が自分のことを評価するというのは評価
が甘くなりがちである。
→

自己評価は、他自治体や大学等においても実施されている。現状を正確

に把握することなどに通じることになるが、課題でもある。
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