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主要課題 １ あらゆる暴力の根絶と人権の尊重と侵害の解消に努めま

す。 

 男女の人権の尊重は、一人ひとりが個性と能力を発揮することができる男女共

同参画社会づくりの基盤となるものです。 

しかしながら、異性や子ども、高齢者への身体的、精神的、性的、経済的などの

暴力が様々な形で社会に存在し、また、各種メディアによる性の差別につながる表

現など、必ずしも個々の人権が尊重されているとはいえない状況が見られます。  

このようなことから、あらゆる場を通じて人権尊重の意識を育成するとともに、

ＤＶについては、時には命にもかかわる重大な人権侵害であるため、根絶に向けて

様々な機会を通じて意識啓発に力を入れるとともに、被害者への支援体制を推進し

ます。 

 

施策の方向 (１)人権を尊重する環境づくりの推進 

誰もがお互いを尊重する社会づくりのための環境整備や広報・啓発活動を進めま

す。また、市広報・出版物などにおける性差別につながらない表現の促進に努める

一方、近年普及が著しいＳＮＳ等のメディアから様々な、市民が情報を正しく理解

していくための啓発を進めます。 

具体的施策 ① 人権の尊重に関する意識の高揚 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

人権尊重についての広

報・啓発 

木更津人権擁護委員主催により、主に 12

月の人権週間中に各種啓発活動を行い、

地元地方紙を通じ広報を行います。 

啓発物資配布

数 500 部／年 

市民活動支援

課 

人権問題に対する市民の理解を深め、人

権意識の高揚を高めるため、チラシの配

布等の各種啓発活動を行います。 

 生涯学習課 

人権尊重をテーマとし

た講座・研修会等の開

催 

木更津人権擁護委員協議会主催により、4

市人権擁護委員を対象に、講演会・研修

会を開催します。 

 市民活動支援

課 

基本目標Ⅰ 人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 
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事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

 人権週間期間中に求めに応じて幼稚園・

保育園・小学校等へ訪問し、人権に関す

る講話等を行います。 

 市民活動支援

課 

学校教育･社会教育関係者等を対象に、講

演会・研修会を開催します。（年１回） 

参加者数 

50 名／年 

生涯学習課 

各種相談窓口の情報の

提供 

年間を通じ、窓口及び電話等による各種

相談窓口等の問い合わせに対し、情報の

提供を行います。 

 市民活動支援

課 

県・自治体等との情報

交換 

県内任意の市町村で構成される「千葉県

市町村人権施策連絡会」へ参加し情報交

換を行います。 

 市民活動支援

課 

木更津市人権擁護委員協議会主催によ

る、4 市の人権擁護委員(常任委員)及び市

職の会議に参加し情報交換を行います。 

 市民活動支援

課 

具体的施策 ② 人権としての性の尊厳に関する啓発と促進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

性の商品化を防ぐため

の啓発 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」に啓発記事を掲載

します。 

 企画課 

研修会・講習会等で情報提供します。  企画課 

職員及び青少年補導員により、青少年の

健全育成と環境浄化活動の一環として、

電柱等に張られた性風俗のビラ・看板等

を定期的に撤去します。 

 まなび支援セ

ンター 

母性に対する正しい認

識の啓発 

パパママ学級を実施します。 初妊婦の参加

率 40％／年 

健康推進課 

妊産婦訪問指導を実施します。 

産婦訪問指導・新生児訪問指導を実施し

ます。 

全出生者数の

うち実施率 

70％100％／

年 

健康推進課 

乳幼児健康診査及び健康相談を実施しま

す。 

乳幼児健診受

診率 

乳幼児健康診

査の未受診率

の減少 

90％／年乳幼

健康推進課 
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児健診受診率 

90％／年 

 

 

具体的施策 ③ メディアにおける男女共同参画の推進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

男女共同参画の視点か

らのメディア・看板・

印刷物における表現の

見直しの促進 

市が作成する看板や市民向けの印刷物な

どの表現について、情報収集に努めま

す。 

 企画課 

男女共同参画の視点からみて、ふさわし

くない表現については、是正を申し入れ

ます。 

 企画課 

 

 

施策の方向 (２) ＤＶ等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

 あらゆる暴力や虐待、差別は、重大な人権侵害であり、決して許されないもの

であるとの認識に立って、暴力を予防するための啓発活動を推進するとともに、相

談しやすい体制を整備し、被害者の安全確保と自立を促すための支援体制の充実に

努めます。 

また、被害者支援に関わる関係機関が相互に協力し、連携できる体制づくりを進

めます。 

 

具体的施策 ① あらゆる暴力を根絶するための広報・啓発 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

セクシュアル・ハラス

メントやドメスティッ

ク・バイオレンスの防

止に関する啓発 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」に啓発記事を掲載

します。 

 企画課 

研修会・講習会等で情報提供します。  企画課 

11 月の「女性に対する暴力をなくす運動

期間」を中心に啓発活動を行います。 

 子育て支援課 

セクシュアル・ハラス

メントやドメスティッ

ク・バイオレンスを理

解するための学習機会

の充実 

男女共同参画フォーラムで女性に対する

暴力に関する講座を設けます。 

 企画課 
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こどもへの虐待・性的

被害を防止するための

啓発 

子こどもへの虐待・性的被害を防止する

ため、学校教諭、地区民生・児童委員、

家庭相談員等との連携を強め、情報を共

有します。 

 子育て支援課 

 

 

具体的施策 ② 被害者に対する相談・支援体制の整備 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

ドメスティック・バイ

オレンスと児童虐待被

害者に対する相談・支

援 

配偶者やパートナーからの暴力や子ども

に対する暴力等に対応するため、相談に

対して適切な助言をして、問題の解決を

図ります。 

 子育て支援課 

ドメスティック・バイ

オレンス、ストーカー

行為や高齢者虐待の被

害者保護のための住民

票の写し等の交付制限 

被害者等からの申出により、被害者と被

害者の同一の世帯員を加害者の暴力から

保護するため、住民票の写し等の交付を

制限します。 

 市民課 

 

 

具体的施策 ③ 関係機関との連携の強化 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

関係機関との連携の強

化 

関係機関との連携を強化します。  子育て支援課 

 

 

主要課題 ２ 生涯を通じた男女共同参画に関する教育・学習を促進し

ます。 

 

 男女の性別によって役割を固定化する役割分担意識やそれに基づく慣行などは、

女性のみならず男性にとっても、多様な生き方を選択する際の障害になっています。 

こうした意識の解消のためには、教育の果たす役割が極めて重要になっており、

学校、地域、家庭などのさまざまな場において、男女共同参画に関する教育・学習

の充実に努めます。 

 

施策の方向 (１) 学校等における男女共同参画に関する教育・学習の促進 

本市では、学校教育全体を通じて、児童生徒の発達段階に応じ、人権の尊重、男
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女の平等、男女の相互理解と協力の重要性、家庭生活の大切さなどについて、指導

の充実を図っています。また、学校教育関係者に対する研修の充実や、男女共同参

画の視点に立った学校運営など、学校教育や就学前の教育など教育全体を通じての

男女共同参画に関する理解の促進に努めます。 

 

 

具体的施策 ① 学校等における男女共同参画に関する教育・学習の促進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

技術・家庭科の男女共

修の徹底 

技術家庭科担当教員に対し､各学校での実

践的・体験的な学習について共修するこ

とを働きかけます。 

 学校教育課 

各学校での技術家庭科の共修を徹底しま

す。 

 学校教育課 

保健体育の男女共修の

促進 

保健体育科担当教員に対し､各学校におい

て可能な領域や種目で共修を実践するこ

とを働きかけます。 

 学校教育課 

ＰＴＡや保護者に対す

る男女共同参画教育理

解への働きかけ 

全教育活動を通した男女共同参画に関す

る教育の実施について、ＰＴＡ・保護者

に理解を得ると共に、男女共同参画を図

ります。 

 学校教育課 

教職員に対する研修の

実施 

教職員が人権に関する正しい理解と認識

を深め、指導力と資質の向上を図るた

め、計画的な研修を推進します。 

 学校教育課 

教職員への男女共同参

画学習の促進 

求めに応じて教職員の研修会へ講師を派

遣します。 

千葉県男女共同参画地域推進員事業とし

て、中学校全校生徒を対象として、教職

員と共同して寸劇を実施します。 

 企画課 

教職員へ男女共同参画に関する資料を提

供します。 

 企画課 

 

具体的施策 ②就学前における男女共同参画に関する教育・学習の促進  

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

保育園における男女共

同参画教育の推進 

保育園の日常生活の中で、並び順・当番

活動など、男女を区別することなく保育

します。 

 子育て支援課 
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保育士への男女共同参

画学習の促進 

求めに応じて保育士の研修会へ講師を派

遣します。 

 企画課 

保育士へ男女共同参画に関する資料を提

供します。 

 企画課 

 

施策の方向 (２) 家庭・職場・地域における男女共同参画に関する教育・学習の促進 

 社会のあらゆる場で、男女共同参画に関する社会教育・生涯学習が進められる

よう機会の充実と環境の整備に努めます。また、幼少期から男女共同参画の視点に

たった家庭教育が行われるよう保護者に対する学習の機会と情報の提供に努めます。 

 

具体的施策 ① 社会教育の場における男女共同参画に関する教育・学習の促進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

生涯学習情報紙「きさ

らづの生涯学習」の発

行 

本市の生涯学習に関する情報を 1 回発行

し市民に周知し、もって市民の生涯学習

への参加基盤を形成します。 

 生涯学習課 

生涯学習関連施設で実施される、男女共

同参画に関する教育の情報について積極

的に市民に周知します。 

 生涯学習課 

社会教育事業担当者及

び社会教育関係委員に

対する男女共同参画に

関する研修会の実施 

社会教育事業担当者及び社会教育関係委

員に男女平等や共同参画に関する研修会

を実施し、女性問題等に関する情報の取

得を進め、担当者の資質の向上を図りま

す。 

 生涯学習課 

情報・資料等の収集と

提供 

国・県及び他市町村の発行する刊行物等

や、インターネット等を通じ各種のデー

タの収集を図り、広く市民への情報提供

を進めます。 

 生涯学習課 

男女共同参画の視点に

たった多様な学習メニ

ューの設定 

公民館と連携し、公民館で開催されてい

る学習プログラムを開発するとともに、

既存の学級講座を見直し、男女共同参画

に関するテーマを積極的に取り入れま

す。 

 生涯学習課 

男女共同参画の視点に

たった家庭教育学級・

講座の開催 

各公民館で男女共同参画の視点にたった

家庭教育学級・講座等を開催します。 

 公民館 

保育つき学級・講座の

充実 

社会教育施設等で開催する各種学級・講

座の保育活動を実施し、子育て中の保護

者が安心して学ぶことができる環境を整

備します。 

 生涯学習課 
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各公民館で開催する各種学級・講座の保

育活動を実施し、学習環境に幅を持たせ

ます。 

 公民館 

保育グループ活動の充実について援助を

支援し、保育ボランティア要請養成講座

の開催により保育ボランティアの増員担

い手づくりを図ります。 

 生涯学習課 

 

具体的施策 ② 家庭や地域における男女共同参画に関する教育・学習の促進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

家庭教育学級のリーダ

ー養成及び事業の充実 

市内各家庭教育学級において、運営組織

の充実化をめざし、学級のリーダー養成

に努めるとともに、運営スタッフの研修

活動を充実させます。 

 生涯学習課 

家庭教育推進協議会の

充実 

子育て支援の充実を目指し、子育ての悩

みや疑問の解決を図るため、家庭教育の

あり方について啓発活動を推進します。

特にノーゲーム、ノーテレビ運動を推進

し、家族の団欒の時間の確保やコミュニ

ケーション能力の育成を図ります。 

 生涯学習課 

男女共同参画教育の家

庭への働きかけ 

園児の保護者に対して、「園だより」や

行事「運動会・保育参観等」の機会に、

協働した子育てを理解してもらえるよう

啓発します。 

 子育て支援課 

 

家庭における男性の共

同参画の促進 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」に掲載します。 

 企画課 

家庭・地域・職場にお

ける意識の喚起 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」に掲載します。 

 企画課 

各種研修会で相談窓口を周知します。  企画課 

 

主要課題 ３ 男女共同参画の視点に立った意識の変革と制度・慣行の

見直しを進めます。 

 

社会制度や慣行は、それぞれの目的や経緯を持って生まれてきたものですが、男

女共同参画社会の形成という視点から見た場合、男女の自由な活動の選択をしにく

くしたり、男女不平等な取扱いになっていたりする場合があります。  

そのため、一人ひとりの個性と能力を認め合い、自立する精神を育むため、固定
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的な男女の役割分担意識を解消し、そうした意識に基づく制度・慣行を男女共同参

画の視点から見直しを進めます。また、本市の男女共同参画推進の状況を的確に把

握するための調査・研究及び情報の提供に努めます。  

 

施策の方向 (1) 固定的な男女の役割分担意識の是正と慣行の見直し 

職場や家庭、地域などにおける制度や慣行について、男女共同参画の視点に立っ

て見直し、その解消に向けて継続的な広報・啓発に努めます。 

 

具体的施策 ① 男女共同参画に関する広報・啓発 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

「男女共同参画フォー

ラム」の開催 

「男女共同参画フォーラム」を開催しま

す。 

参加者数 

200180 人／

年 

企画課 

男女共同参画週間にあ

わせた広報・啓発 

男女共同参画フォーラムのうち 1 回を男

女共同参画週間期間中に開催します。 

 企画課 

男女共同参画週間の属する 6 月に男女共

同参画情報紙（広報きさらづ折り込み）

「デュエット」を発行します。 

配布数 

43,000 部／

年１回 

企画課 

男女共同参画に関する

出前講座の実施 

求めに応じて、研修会・講習会等へ職員

を講師として派遣します。 

 企画課 

市職員の男女共同参画

施策に関する意識高揚

を図る働きかけ 

庁内へ啓発資料を提供します。  企画課 

職員研修の 1 コマに、男女共同参画に関

する研修を入れるよう依頼します。 

 企画課 

国・県・他自治体の啓

発事業等への参加促進 

男女共同参画社会づくりに向けての全国

会議(内閣府主催)等の国・県・他自治体

主催事業開催を周知し、参加を促進しま

す。 

 企画課 

具体的施策 ② 法律・制度の理解促進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

人権保障に関する条例

・法令等の広報 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」へ掲載します。 

 企画課 

女性に関わる法制度に

ついての研修会の開催 

男女共同参画フォーラムの内容に盛りこ

みます。 

 企画課 

 

施策の方向 (2)  男女共同参画に関する調査研究の推進と情報の収集及び提供 

意識づくりを推進するためには、多くの人たちが男女共同参画に関する様々な情

報を共有することが必要です。そのため、男女共同参画に関する調査研究を進め、
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多様な媒体を有効に活用して情報を収集し、誰もが理解を深めることができるよう

な配慮のもと、その提供に努めます。  

具体的施策 ① 男女共同参画に関する調査研究の推進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

「きさらづ男女共同参

画白書」の刊行 

統計情報等を収集・分析し、「きさらづ

男女共同参画白書」として発行します。

(国勢調査が終了した翌々年度に作成) 

 企画課 

各種統計資料の収集 国・県・市の統計資料の収集を随時行い

ます。 

 企画課 

あらゆる機会を使って

の情報収集 

ちば男女共同参画行政担当者連絡会議に

出席（2 回／年）します 

 企画課 

国・県主催事業等に出席し、情報収集し

ます。 

 企画課 

あらゆる機会を使って他自治体と情報交

換をします。 

 企画課 

具体的施策 ② 各種の情報提供機能の充実 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

男女共同参画情報紙

（広報きさらづ折り込

み）「デュエット」の

発行 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」を発行します。 

配布数 

43,000 部／

年１回 

企画課 

「広報きさらづ」及び

市ホームページ等の積

極的な活用 

ホームページへ男女共同参画施策を掲載

します。 

 企画課 
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主要課題 １ 政策・方針決定過程への男女共同参画を促進します。 
 

女性の参画は、様々な分野で進んできていますが、行政の施策や社会における運

営方針決定の場は、男性が多数を占めている状況である一方、女性は責任を持って、

運営方針決定の場に参画する意識が消極的である場合が多いため、それを高める必

要があります。行政の施策や社会のあらゆる分野（家庭、学校、職場、地域など）

における運営方針などは、社会の半分を構成する女性にも大きな影響を与えます。

男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、活躍する機会が確保

され、男女が社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野

における活動に参画し、共に責任を担う男女共同参画社会の形成のため、政策・方

針決定過程への女性の参画を促進します。 

また、多様な人材の能力の活用、多様な視点の導入、新たな発想の取り入れ等の

観点から、女性の政策・方針決定過程への実質的な機会均等を確保し、男女共同参

画を進めるために、積極的改善措置(ポジティブ・アクション)への理解を求めていく

とともに、女性自身の能力開発(エンパワーメント)を促す教育・学習機会の充実に努

めます。 

 

施策の方向 (１) 政策・方針決定過程への男女共同参画の促進 

政策・方針決定の場への参画を促進するための登用方法や制度の見直しに努め、

本市における審議会などへの女性委員の参画を促進します。また、意欲と能力を持

った女性が積極的に活躍できるよう、社会のあらゆる分野における方針決定の場へ

の女性の参画促進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ あらゆる分野で男女が共に参画できる 

制度・条件作り 
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具体的施策 ① 審議会等委員への女性の参画促進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

審議会等における女性

委員の構成比率の拡大 

女性の意見を政策や方針に反映させる必

要があることから、「附属機関等の委員

の選任等指針」に基づく委員選出の促進

を図り、審議会等における女性委員の構

成比を高めます。 

平成 33 年度

女性委員の割

合 平均１／

３以上 

職員課 

（各課） 

女性委員あるいは男性

委員のいない審議会等

の解消 

それぞれの審議会等で、女性委員あるい

は男性委員のいない審議会等の解消を図

ります。 

 各課 

審議会等委員の公募の

実施 

審議会等委員の公募を実施します。  各課 

具体的施策 ② 女性の積極的登用の促進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指数 担当課名 

民間企業・団体等にお

ける管理職・役員への

女性の登用促進の働き

かけ 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」へ登用促進に関す

る記事を掲載します。 

 企画課 

男女共同参画に関する研修会・講習会等

で、求めに応じて女性の登用についての

働きかけをします。 

 企画課 

女性の方針決定の場へ

の参画の促進 

商工業における関係団体の女性の活動の

強化及び各種行事イベントへの積極的な

女性参加のための指導・協力を図りま

す。 

 産業振興課 

家族経営協定締結セミナーへの参加を促

進し、調印を推進します。 

平成 2833 年

度経営協定締

結数 2225 戸 

農林水産課 

市女性職員の管理・監

督者への人材育成・積

極的登用 

市女性職員の管理・監督者への人材育成

・積極的登用を図ります。昇格基準(平均

的在級年数)を満たす職員については、自

己申告や勤務評定による上司の評価、仕

事に対する知識・技術、部下の把握・育

成能力、対外的折衝能力、問題解決能力

等の優れたものは積極的に登用していき

ます。 

 職員課 

女性教職員の管理職へ

の積極的登用の働きか

け 

女性教職員のための研修会を開催支援し

ます。 

 学校教育課 

管理職研修会を開催し、女性の参加を積

極的に促します。 

 学校教育課 
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施策の方向 (２) 女性の人材育成の推進と情報収集・整備 

女性の能力開発や人材の育成のための学習機会の充実に努めるとともに、個人情

報の保護に配慮しつつ、女性の人材に関する情報を収集・整備し、必要に応じて提

供できる体制の充実に努めます。 

また、男女共同参画社会の実現に向けて活動する個人や団体への支援を行い、相

互交流を促進し、社会のさまざまな分野で活動している女性団体の相互交流が拡大

されるよう、連携体制の構築などの取組みを支援します。 

 

具体的施策 ① 女性の能力開発と女性指導者の育成 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

消費生活モニター活動

事業の実施 

消費生活モニター活動事業を実施するこ

とにより、様々な学習の場を通して、団

体の中で、自分の意見を発表する、代表

者・司会・グループのリーダーを男女と

もに経験するなど、能力開発を行いま

す。 

 市民活動支援

課 

女性リーダー育成のた

めの講座の開設 

木更津市主催及び共催事業として、木更

津市女性生活セミナーや女性の社会参加

活動促進事業を実施し、女性の社会参加

のあり方についての研修活動を実施しま

す。 

 生涯学習課 

国・県・他自治体の育

成事業への参加促進 

男女共同参画社会づくりに向けての全国

会議(内閣府主催)等の国・県・他自治体

主催事業開催を周知し、参加を促進しま

す。 

 企画課 

国・県及び他市町村が実施する女性エン

パワーメントのための各種事業につい

て、啓発活動を実施するとともに、事業

への市民の参加を促します。 

 生涯学習課 
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具体的施策 ② 女性団体の活動及び連携に対する支援 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

女性団体活動の情報の

収集と提供 

女性団体のプロフィールリストを作成

し、配布します。 

 企画課 

女性団体活動への支援 社会教育活動の一層の充実を図り、各種

事業を円滑に執行するため、女性団体の

求めに応じ支援活動を実施します。【木

更津市婦人会連絡協議会】 

 生涯学習課 

女性団体(グループ)へ男女共同参画に関

する情報を提供します。 

 企画課 

研修会や講習会への講師紹介又は講師派

遣をします。 

 企画課 

 

具体的施策 ③ 女性の人材に関する情報の収集及び提供 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

女性の人材発掘の推進 男女共同参画フォーラムの運営等を通じ

て情報収集し、適切な人材を発掘しま

す。 

 企画課 

女性の人材リストの整

備 

フォーラム委員をはじめとする人材リス

トを整備します。 

 企画課 

 

主要課題 ２ 労働の場における男女共同参画を進めます。 

 女性の職場進出が進む中、男女雇用機会均等法の施行などにより、育児・介護

休業法など法制面での充実が図られてきたことなどにより、女性の働く環境の整備

は進んできましたが、実際の雇用の場における男女の不平等感は、依然として強い

状況にあります。 

また、農業・商業などの自営業においては、女性が重要な役割を担いながらも、

評価されていない状況にあります。 

こうした中、平成 27 年 9 月には、女性が職業生活において、その希望に応じて十

分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍

推進に関する法律」が施行しました。 

労働の場における男女共同参画を実現するために、女性が社会的に十分尊重され、

保護、評価されるとともに、男性も女性も雇用・就業形態の多様化に対応し、その

ライフスタイルに応じて柔軟に働き方を選択でき、能力を発揮できる労働環境づく

りに努めます。 
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施策の方向 (１) 就労の機会均等と労働環境の整備 

 一人ひとりがその能力を十分に発揮し、やりがいを持って働けるよう、労働の場

における男女共同参画を確立するための施策を推進します。また、雇用・就業形態

が多様化する中において、適切な処遇・労働条件が確保されるよう支援に努めます。 

 

具体的施策 ① 男女の均等な雇用機会等の確保に向けた広報・啓発 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

労働基準法、男女雇用

機会均等法、育児・介

護休業法、パートタイ

マー労働法等について

の普及啓発 

市の広報市紙・ホームページの活用及び

関係資料の掲示により、労働基準法・男

女雇用機会均等法・育児介護法・パート

タイマー労働法等についての普及啓発を

行います。 

 産業振興課 

関係機関・団体との連

携による男女の均等な

雇用機会等の確保に向

けた啓発の促進 

市の広報市紙・ホームページの活用及び

関係資料の掲示により、労働基準法・男

女雇用機会均等法・育児介護法・パート

タイマー労働法等についての普及啓発を

行います。 

 産業振興課 

 

具体的施策 ② 女性の能力開発と経営参画の促進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

経営・労働環境の向上

の促進 

家族経営協定締結セミナーへの参加を促

進し、調印を推進します。 

平成 2833 年

度経営協定締

結数 2225 戸 

農林水産課 

市の広報紙・ホームページの活用及び関

係資料の掲示を行います。 

 産業振興課 

女性の技術・経営管理

能力の向上の促進 

君津農林事務所(県)千葉県君津農業事務

所の行う女性向けのセミナー等の活用を

推進します。 

 農林水産課 

国・県及び木更津商工会議所等関係団体

の研修会・講習会等の開催情報を収集

し、市の広報紙・ホームページの活用及

び関係資料の掲示により、関係情報の提

供を行います。 

 産業振興課 

女性の経営参画の促進 農山漁村男女共同参画フォーラムの参加

を推進し、経営参画を促進します。 

 農林水産課 

木更津商工会議所女性部との情報交換を

行うことにより、団体の強化を図り、女

 産業振興課 
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性の経営参画を促進します。 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

県・関係機関・団体と

の連携の推進 

関係機関と連携し、女性の共同参画の場

を設け、推進を図ります。 

 農林水産課 

女性組織(ＪＡ女性部・漁協婦人部・千葉

県君津農業事務所(県)等)と協力し、ネッ

トワークの準備を支援します。 

 農林水産課 

認定農業者制度の周知

と支援推進 

関係機関と連携し認定農業者制度を普及

し、女性認定農業者の認定を推進しま

す。 

平成 2833 年

度女性認定農

業者数 1819

人 

農林水産課 

 

具体的施策 ③ 再就職希望者等の就労情報提供と就業環境改善 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 数値目標 担当課名 

関係機関・団体との連

携による再就職希望者

等の就労に関する情報

の収集・提供 

市の広報紙・ホームページの活用及び関

係資料の掲示を行います。 

 産業振興課 

テレワーク事業の周知

と支援 

さまざまな働き方を希望するものの就労

機会を拡大するため、テレワークの普及

啓発を推進します。 

 

 情報政策課 

中小企業資金融資対策

事業の推進 

男女とも経営において経済的に安定的な

経営が行えるように、中小企業資金融資

対策事業を推進します。 

 産業振興課 

勤労者退職金等共催掛

金補助金交付事業の推

進 

国の退職金制度の加入促進のため、市が

加入者を有する事業者に対し、掛け金の

一部を助成することにより、男女ともに

福利厚生環境の改善を図ります。 

 産業振興課 

 

具体的施策 ④ 関係機関との連携の強化 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

関係機関との連携の強

化 

関係機関との連携を強化します。  産業振興課 
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施策の方向 (２) 働く女性の母性健康管理及び母性保護に関する啓発 

男女雇用機会均等法の母性健康管理措置及び労働基準法の母性保護規定の周知を

図ります。 

また、働く女性の母性が社会的に尊重され保護されるよう意識啓発を進めるとと

もに努め、母性の健康管理を推進します。労働関係法の母性保護規定の周知に努め

ます。 

 

具体的施策 ① 妊娠・出産・育児に関する保護規定や支援制度の啓発 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

労働基準法の母性保護

規定に関する啓発 

研修会・講習会等で情報提供します。  企画課 

働きながら出産・育児

を望む女性への情報の

提供 

母親学級、妊産婦訪問指導等において、

出産育児に関する制度を周知します。 

 健康推進課 

母子健康手帳の活用について周知しま

す。(母性健康管理指導事項連絡カード) 

 健康推進課 
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主要課題 １ 家庭・地域社会における男女共同参画を促進します。  

 少子・高齢化、核家族化、共働きの増加など少子高齢社会、労働人口の減少、家

族形態の多様化など、家庭を取り巻く社会環境が変化する中で、依然として、男性

は仕事中心であり、子育てや介護などの多くを女性が担い、女性にとって大きな負

担となっています。男性も意識の変化が進んでいますが、依然として固定的な性別

役割分担意識への偏りは存在し、男性のさらなる参画が求められる状況です。 

したがって、家庭における家事・育児・介護などが男女の共同責任であることに

ついての認識をより深め、共同参画を促すための啓発や学習機会の充実に努めます。 

ＰＴＡ活動など多様な地域社会活動の多くが女性によって担われており、男性の

参加は十分とはいえない状況にあります。そこで、男女が共に積極的に地域活動へ

の男女共同参画を促進するための啓発に努めます。 

政治や経済、文化などあらゆる分野において、ますます国際化が進む進展する中、

本市で生活する外国人は今後もさらなる増加が見込まれます。も増加するものと予

想されます。そのような地域社会において外国人と相互に理解し合い、安全に生活

し、活躍できる環境づくり暮らしやすい環境づくりに努めます。 

 

施策の方向 (１) 家庭における男女共同参画の促進 

家庭における男女の固定的な役割分担意識の解消を図り、男性の積極的な参画を

進める広報・啓発に努めます。 

 

具体的施策 ① 家事・育児・介護等への男性の参画促進のための啓発 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

家事・育児・介護に関

する男女共同参画の浸

透 

男女共同参画フォーラムの内容に盛りこ

みます。 

 企画課 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」に記事を掲載しま

す。 

 企画課 

基本目標Ⅲ 誰もが仕事と生活の調和の取れる 

社会づくり 
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事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

男女で参加できる家事

・育児や在宅介護・看

護のための講座・講習

等の開催 

家族が抱えてきた介護の不安等を解消す

べく、介護保険制度の周知を促進しま

す。 

 高齢者福祉課 

「子育て支援センター・ゆりかもめ」に

おいて、相談や講習会等を実施します。 

 子育て支援課 

パパママ学級で男女で参加できる育児に

ついて講義を実施します。 

夫婦での参加

率 95％／年 

健康推進課 

地域からの依頼により講座を実施しま

す。 

 健康推進課 

男性のための家事・育

児講習等の開催 

各公民館で男性のための家事・育児講習

等を開催します。 

 公民館 

 

施策の方向 (２) 地域活動における男女共同参画の促進 

地域活動やボランティア活動への男性の参画を促進するとともに、防災や地域の

活性化、環境保全などへの女性の参画を進め、地域活動において男女共同参画の促

進が図られるよう啓発を行っていきます。 

具体的施策 ① 地域活動・ボランティア活動などへの参加促進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

女性の地域における防

災活動等への参画促進 

自主防災組織の防災訓練で女性の積極的

な参加を促します。 

女性の参加割

合 40％／年 

総務課 

消費生活モニター活動

事業の実施 

地域活動として、男女ともに参加できる

消費生活モニター活動を実施し、消費者

問題に関する研修などを行い、更に活動

の成果を発表するため、また市民の消費

者問題啓発のために消費生活展で展示等

を行います。 

 

 

 

市民活動支援

課 

女性の地域やボランテ

ィア団体代表への就任

促進 

各種団体の代表者として、性別にとらわ

れず、有能な人物を代表者として選出で

きる社会教育施策を推進します。 

 生涯学習課 

男性の地域活動への参

加機会の拡大促進 

地域で活動する男性(特に父親)が社会教

育施設や地域行事に積極的に参加できる

ような体制づくりをします。 

 生涯学習課 

公民館ボランティア活

動の促進 

各公民館で地域課題の解決に向けた事業

に取り組む中で、男女の区別なく地域活

動に積極的に取り組む人材を育成してい

 公民館 
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きます。ボランティア活動を促進しま

す。 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

幅広い年齢層に応じた

各種学級・講座の開催 

各公民館で幅広い年齢層に応じた各種学

級・講座を開催します。 

 公民館 

地域総合型スポーツク

ラブへの支援 

各公民館で地域総合型スポーツクラブを

求めに応じて支援します。 

 公民館 

まちづくりコミュニテ

ィー活動の拠点として

の公民館の活用促進 

各公民館で市民の自己啓発形成と地域コ

ミュニティーの形成まちづくりを支援す

る幅広い公民館活動を促進します。 

 公民館 

市民活動支援事業の推

進 

市民活動支援センターを拠点として、男

女ともに地域における市民活動への参画

を促進します。、地域自治によるまちづ

くりを推進します。男女ともに地域にお

ける市民活動への参画を促進し、地域自

治によるまちづくりを推進します。 

 企画課 

市民活動支援

課 

 

 

施策の方向 (３) 国際的視野に立った男女共同参画の促進 

外国人の増加にともない、地域社会への外国人の参加の必要性が高まっているこ

とから、多言語での情報提供を行うとともに、多文化共生社会づくりに向けた施策

を推進し、だれもが安心して生活し、活躍できる環境づくりを促進します。国際的

な相互理解の必要性の高まりに対応して、姉妹都市交流や国際協力などを通じた国

際理解の促進に努め、外国人が暮らしやすい環境づくりを促進します。  

また、姉妹都市をはじめとする諸外国との交流・連携及び国際協力などを通して

国際理解を促進するとともに、男女共同参画の国際的な動向について情報収集し、

提供に努めます。また、男女共同参画の国際的な動向について情報を収集し、提供

に努めます。 

具体的施策 ① 国際理解と交流の推進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

市民の国際理解の促進

と情報の提供 

木更津市国際交流協会へ情報提供等支援

を行います。 

 企画課 

市ホームページに、国際理解のための記

事を掲載します。 

 企画課 

学校における国際理解

教育の推進 

異文化交流体験等の国際理解教育を支援

します。 

 まなび支援セ

ンター 

市立小中学校に外国語指導助手英語指導 ＡＬＴ配置学 まなび支援セ
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員(ＡＬＴ)を配置し様々な国の文化にふ

れる機会を促進します。 

※ＡＬＴ：平成 24 年 4 月から名称から外

国人指導助手に変更 

校数 3231 校 ンター 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

姉妹都市をはじめとす

る海外都市との相互交

流の推進 

姉妹都市オーシャンサイド市をはじめと

する海外都市と情報交換します。 

 企画課 

木更津市国際交流協会へ姉妹都市訪問事

業の支援をします。 

 企画課 

市ホームページで姉妹都市をはじめとす

る海外都市の情報を公開します。 

 企画課 

外国人観光客のための

外国語表示・標識の設

置の促進 

外国人観光客が、分かりやすく観光でき

るために、観光案内板の改修など外国語

表示の充実を図り、外国人観光客の誘致

促進を図ります。 

 観光振興課 

外国語版観光ガイド等

の作成 

外国語版観光ガイド等を作成し、本市来

訪の外国人観光客に配布することによ

り、利便性の向上及び国際会議観光都市

としての受け入れ体制の整備により、国

際会議等の顧客誘致の推進を図ります。 

 観光振興課 

 

具体的施策 ② 外国人が暮らしやすい環境づくりの推進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

各種案内板等の外国語

表示・標識の設置の促

進 

市設置の各種案内板に、英語表記をする

よう要望します。 

 企画課 

市の施設(庁内掲示を含む)を外国人にも

わかるような表示にするよう要望しま

す。 

 企画課 

外国語版による各種情

報の提供 

ホームページに多言語の生活情報ガイド

を掲載します。 

 企画課 

在宅外国人の育児支援 外国人用の母子健康手帳の配付をしま

す。 

 健康推進課 

乳幼児健康診査及びパパママ学級等実施

します。 

 健康推進課 

 

主要課題 ２ 仕事と家庭の両立支援の充実を進めます。 

男女が共に社会のあらゆる活動に参画していくためには、仕事、家庭生活、地域
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生活等の活動にバランスをとって参画できる環境づくりが重要です。 

家事・育児・介護などの家庭責任を男女双方がともに担うことを共通認識とし、

仕事と家庭生活の調和のとれた働き方へとつながる社会環境づくりに努めます。  

 

施策の方向 (１) 仕事と生活の調和の促進 

多様な働き方・生き方が選択でき豊かな生活を営めるよう、仕事・家庭生活・地

域活動の調和を図るための広報・啓発に努めます。 

具体的施策 ① ワーク・ライフ・バランス促進のための啓発 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

ワーク・ライフ・バラ

ンス促進のための啓発 

研修会・講習会等で情報提供します。  企画課 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」へ掲載します。 

 企画課 

男女共同参画フォーラムの内容に盛りこ

みます。 

 企画課 

 

施策の方向 (２) 仕事と育児・介護の両立の支援 

仕事と育児・介護との調和が図れるよう育児・介護休業法の周知と制度利用の促

進を図る啓発に努めるとともに、支援体制の整備に努めます。 

 

具体的施策 ① 仕事と育児・介護の両立のための啓発 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

育児・介護支援サービ

ス情報の提供 

保育園入園や子育てに関する情報をホー

ムページや情報広報紙により提供しま

す。 

 子育て支援課 

高齢者支援や介護保険制度に関する情報

をホームページや広報により提供しま

す。 

 高齢者福祉課 

 

育児・介護休業制度の

普及・啓発 

研修会・講習会等で情報を提供します。  企画課 

男性の育児介護休業取

得促進のための啓発 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」へ掲載します。 

 企画課 

研修会・講習会等で情報提供します。  企画課 

ＩＣＴを活用した子育

て世代女性支援 

ＩＣＴを活用した子育て支援、キャリア

アップ支援等を行うサイトの運用を通

じ、子育てしながら働きやすい環境づく

りを促進し、女性の社会参加・社会進出

 情報政策課 
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を進めます。 

 

具体的施策 ② 保育・介護のための体制整備  

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

介護支援サービスの推

進 

身近な日常生活圏域に密着した介護サー

ビスの拠点となる施設を整備充実させ、

利用者ニーズにあった介護サービスの充

実に努めていきます。 

 高齢者福祉課 

介護を必要とする障害者に対して、障害

の程度に応じて介護支援サービス等を実

施します。 

 障害福祉課 

多様化する保育ニーズ

への対応 

公立及び私立保育園において、乳児保

育、障害児保育、延長保育、一時保育、

休日保育等を実施するとともに、保育園

入園待機児童の発生防止と保育の質の確

保を図るため、子育て支援センター機能

を併せもつ（仮称）請西保育園を図るた

め民間事業者による保育園を建設し、保

育サービスの向上を図ります。 

待機児童数 

０人 

子育て支援課 

学童保育 (放課後児童

健全育成事業 )への支

援 

市内の小学校等に在籍する児童で、下校

後家庭において監護する者がいない児童

を保育する事業者に対し、補助金を交付

し、児童の健全育成を図ります。 

学童クラブ設

置数 1935 箇

所 

子育て支援課 
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主要課題 １ 生涯を通じた健康支援と福祉の充実を進めます。 

 

女性も男性も互いの違いを認め合い、身体の特徴を十分に理解し、思いやりを持

って生きていくことは、男女共同参画社会の形成にあたっての前提となるものです。

とりわけ、女性は、生涯を通じて男性とは異なる健康上の配慮が求められる問題に

直面することがあります。このため、女性が、自らの身体について正しい情報を入

手し、自分で判断し、健康を享受できるようにするため、生涯を通じた健康支援対

策の推進に努めます。 

また、高齢者や障害者も、その人が持つ可能性を最大限に発揮して、社会活動に

積極的に参加できるような支援体制の整備に努めます。  

 

施策の方向 (１) 女性の生涯を通じた男女の健康保持への支援 

 心身の健康や性に関する教育や相談、情報提供などを充実させ、男女の互いの

性や健康についての理解の促進と日々の健康づくりを支援します。また、女性の健

康保持への支援については、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期などの各段階

に応じて、意識啓発・相談事業等の健康支援施策を推進します。適切な健康の保持

増進が図られるよう努めます。 

具体的施策 ① 性と生殖に関する尊厳性の啓発と健康の推進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

性と生殖に関する尊厳

性と健康についての啓

発 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」へ掲載します。 

 企画課 

研修会・講習会等で情報提供します。  企画課 

 

具体的施策 ② 思春期・妊娠・出産期、更年期、高齢期の健康支援 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

妊娠・出産における健

康の支援 

パパママ学級・妊産婦訪問指導・健康相

談等を実施します。 

母子手帳発行にあわせ、妊娠中の体調の

 健康推進課 

基本目標Ⅳ 誰もが自立し、安心して暮らせる 

生活環境づくり 
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変化や食事についての健康相談を全数実

施します。 

女性特有のがん予防の

推進 

乳がん・子宮頚がん予防のための検診や

子宮頸がん予防ワクチンについて周知し

ます。 

 健康推進課 

施策の方向 (２) 高齢者・障害者の生活支援の充実 

高齢化の進展などにより、増加している高齢者や障害者が健康を維持し、社会活

動に積極的に参加し社会貢献ができる環境づくりに努めるとともに、福祉サービス

の充実と地域基盤の整備を図り、自立支援や生きがいづくり支援などの充実を図り

ます。高齢者の社会参画・社会貢献が促進されるよう支援します。  

具体的施策 ① 高齢者・障害者の自立支援 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

障害者自立総合支援法

に基づく自立を支援す

る各種事業の実施 

平成 1825 年度施行された障害者自立総

合支援法に基づき、各種事業を実施しま

す。 

 障害福祉課 

介護予防教室の開催 高齢者ができる限り介護を受けずに健康

で生き生きした生活を送れるように支援

します。 

400 回／年 高齢者福祉課 

消費者講座の開催 男女ともに消費者トラブルや、悪質業者

の実態を学習し、未然防止策を身につけ

ることで、誰もが安心した暮らしができ

るようにするために、消費者講座を開催

します。 

 市民活動支援

課 

消費生活問題対策の啓

発消費生活問題対策の

啓発 

消費生活に関する啓発用チラシの作成、

広報紙・ホームページへの記事掲載を行

います。。 

 市民活動支援

課 

 

高齢者の自立支援のた

めの学級の開催 

各公民館で、高齢者の生きがいづくりや

健康管理を進めるとともに、自主的な活

動を支援するため、高齢者学級を開催し

ます。 

 公民館 

 

具体的施策 ② 高齢者・障害者の社会参加の促進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

障害者自立総合支援法

に基づく社会参加を支

援する各種事業の実施 

平成 1825 年度施行された障害者自立総

合支援法に基づき、各種事業を実施しま

す。 

 障害福祉課 
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高齢者学級の開催 各公民館で、高齢者が意欲を持って学

び、社会活動参加を促進するため、高齢

者学級を開催します。 

 公民館 

 

 

 

主要課題 ２ 少子化社会に対応した社会全体での子育て支援の充実を

進めます。 

 

核家族化やひとり親家庭の増加などにより、子育てに対する負担感、不安感が、

未婚の増加や少子化につながっているのではないかという見方もされています。  

そのため、子育ての負担感や不安感を緩和し、安心して子育てができるよう、様々

な需要に対応した子育て支援サービスの充実を図ります。を充実させます。地域や

社会全体で子育てを支え合う仕組みづくりを進めるなど子育て支援体制の整備に努

めます。 

 

施策の方向 (１) 安心して子育てができる環境の整備 

就業の有無に関わらず、育児不安や子育ての孤立化に悩む父親や母親、やひとり

親家庭の負担に配慮し、不安や負担を軽減するための支援を充実させ、安心して子

育てができる環境の整備に努めます。 

 

具体的施策 ① 安心して子育てするための支援の充実 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

子育てに関する関係機

関との連携の充実 

子育てに関する各関係機関との情報交換

をします。 

 健康推進課 

安心して子育てができ

る施策の推進 

パパママ学級・妊産婦訪問指導・新生児

訪問指導・乳幼児健康診査・健康相談・

健康教室等を実施します。 

 健康推進課 

保育ボランティアの育

成及び研修機会の充実 

「保育ボランティア養成講座」を開催

し、社会教育施設で実施される各種学級

講座において保育活動を実施します。 

 生涯学習課 

講座においては保育に必要な知識の習得

を図ります。 

 生涯学習課 

保育グループ「こあらの会」と連携を深

め、保育体制の充実をめざします。 

 生涯学習課 
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乳幼児をもつ母親の交

流機会の提供 

各公民館で、乳幼児と親の交流と情報交

換・学習の機会を提供します。 

 公民館 

 

 

具体的施策 ② ひとり親家庭等に対する支援の推進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

ひとり親家庭等への医

療費等の助成 

ひとり親家庭等に医療費等の一部を助成

し、福祉の増進を図ります。 

 子育て支援課 

母子・父子家庭等への

児童扶養手当の支給 

母子家庭等の生活の安定と自立を助け、

児童の福祉増進を図るため、手当を支給

します。 

 子育て支援課 

母子家庭等への各種援

護資金の貸付 

母子家庭等への経済的自立を支援するた

め、県の貸付事業に対し各種援護資金貸

付申請の受付事務を行います。 

 子育て支援課 

母子家庭等への自立支

援給付金の支給 

母子家庭等の母親に教育・技能訓練給付

金を支給し就業を支援することにより、

生活の安定を図ります。 

 子育て支援課 

助産施設及び母子生活

支援施設への入所に関

する支援 

母子家庭等で、経済的事情等により、児

童の監護が十分果たせないと認められる

場合、母子生活支援施設に入所させ、そ

の自立助長を図ります。 

 子育て支援課 

 

主要課題 ３ 防災分野における男女共同参画を推進します。 

東日本大震災では、避難所生活における女性に必要な物資の配布をはじめとし、

様々な場面での女性への配慮の必要性が認識されたところです。男女双方の視点に

配慮した災害対策を進めるため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場

への女性の参画を促進します。 

施策の方向 (１) 男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の推進 

平常時からの男女共同参画の推進が、防災・復興を円滑に進める基盤となるため、

防災の主体的な担い手のひとつとして女性を位置付け、災害予防、被災時、被災後、

復興等のすべての場面において、男女共同参画の視点を取り入れた対策を推進しま

す。 

具体的施策 男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の推進 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

地域課題の解決に向け 各公民館主催事業やまちづくり協議会の  公民館 
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た事業の実施 課題解決に向けた取り組みの中で、男女

双方の視点に配慮した事業の実施をしま

す。 
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主要課題 １ 推進体制の充実に努めます。 

 

本計画の推進に当たっては、広範囲な分野にわたることから、関係各課や機関な

どが課題の共有と相互の連絡調整を図り、総合的に計画を推進していくとともに、

市民・団体・企業などとの連携を図りながら、市民と行政が一体となった協働にも

配意しながら推進します。 

 また、本計画を実効性のあるものとしていくために、各施策の実施状況を把握し

つつ、評価、公表し、計画進行の適正管理に努めます。 

 

施策の方向 (１) 市を挙げての庁内推進体制の充実 

木更津市男女共同参画推進委員会を計画全体の推進に関する審議機関としての機

能の強化に努め、庁内に設けられる木更津市男女共同参画庁内連絡会議や木更津市

男女共同参画庁内研究会を通じて、全庁的な取組みを推進していきます。する一方、

男女共同参画の意識を持って職務にあたることができるよう、研修の実施や情報提

供などにより、市職員への意識啓発を行います。  

また、市民と行政が一体となった協力体制が必要であるため、市民・団体・企業

などとの連携を図りながら推進します。 

(仮称)木更津市男女共同参画条例制定に向けて検討を進めるとともに、男女共同参

画に関わる総合的相談窓口の設置を検討します。を設置します。 

具体的施策 ① 計画の推進体制の充実 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

男女共同参画施策担当

部署との連携 

施策担当部署と連携した事業 (職員研修

等)を推進します。 

 職員課 

木更津市男女共同参画

推進委員会の充実 

男女共同参画の促進に関し、市長の諮問

に応じ、調査、審議するとともに、その

実施について建議します。 

 企画課 

委員へ国・県・他自治体などの情報提供

を行います。 

 企画課 

基本目標Ⅴ 計画を積極的に進める体制づくり 
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事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

木更津市男女共同参画

施策庁内連絡会議の充

実 

各部等の庶務担当課長等で構成し、本市

における男女共同参画に関する施策の総

合的かつ効果的な推進を図ります。 

 企画課 

委員へ国・県・他自治体などの情報提供

を行います。 

 企画課 

市民の男女共同参画に

関する意識調査の実施 

市民意識調査を実施する際、男女共同参

画に関する事項を盛り込みます。 

 企画課 

具体的施策 ② 市民・団体・企業などとの連携 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

市民・団体・企業等と

の情報交換の充実 

男女共同参画推進委員会において、市

民、団体、企業(商工会議所)等の代表と

情報交換を行います。 

 企画課 

具体的施策 ③ (仮称)木更津市男女共同参画条例の検討 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

(仮称)木更津市男女共

同参画条例制定に向け

ての検討 

(仮称)木更津市男女共同参画条例制定に

向けての検討をします。 

 企画課 

具体的施策 ④ 男女共同参画に関わる総合的相談窓口の設置 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

男女共同参画に関わる

総合的相談窓口の設置 

男女共同参画に関わる総合的相談窓口を

設置します。 

 企画課 
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施策の方向 (２) 計画進行の適正管理 

本計画の実効性を確保しつつ推進していくため、進捗状況を的確に把握し、公表

するなど適正管理に努めます。また、市民の視点からの評価･点検ができるよう、目

標の数値化(指標の設定)などの施策の評価方法について検討します。 

具体的施策 ① 計画の推進状況の把握と公表 

事業名等 事業内容及び具体的実施目標 指標 担当課名 

市民への計画の周知と

意識の高揚 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」で計画を周知しま

す。 

 企画課 

各種研修会、講習会で計画を周知しま

す。 

 企画課 

計画の推進について市

民・団体・企業等への 

周知 

行政資料室に配置し、閲覧できるように

します。 

 企画課 

市ホームページに推進状況を公表しま

す。 

 企画課 

男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り

込み）「デュエット」に推進状況(概要)

を公表します。 

 企画課 

計画の推進状況の把握 毎年、推進状況の把握を行い、その結果

を公表します。 

 企画課 

 

 

 

 


