
平成３０年度実施状況報告及び令和元年度以降事業計画

◇評価

◎ 事業計画どおり実施し、効果が現れた。

○ 事業計画どおり実施したが、効果を把握することが困難。

または、効果が現れなかった。

△ おおむね事業計画どおり実施したが、効果を把握することが困難。

または、効果が現れなかった。

－ 事業未実施（事業廃止も含む）など。

◇施策の分類

Ａ… 施策そのものが男女共同参画の推進を目的とした施策。
Ｂ… 施策の目的は男女共同参画ではないが制度そのもの、

または一部が男女共同参画の推進に資する施策。

倉吉市男女共同参画基本計画（平成２８年度～令和２年度）

第５次くらよし男女共同参画プラン

資料1



基本目標１　　男女の人権尊重の推進

重点目標（１） 男女共同参画を実現する啓発活動

施　策 番号 分類 主な施策の内容
担当課

（データ抽出用）
平成28年度～平成32年度の実施計画 平成30年度以降の実施計画 平成30年度の取組実績 効果及び評価またその理由 令和元年度以降の実施計画

１ Ａ

○「倉吉市男女共同参
画推進月間」における
啓発活動、男女共同参
画推進講演会の開催

人権政策課 ●男女共同参画月間（６月）における催し
・パネル展示
・スタッフ会公開講座
●フォーラムinくらよし（倉吉市男女共同参画推進講
演会）の開催
●あすをつくる倉吉女性塾の開催
●倉吉パワーアップ講座の開催

●男女共同参画月間（６月）における催し
・パネル展示
・フォーラムinくらよし(倉吉市男女共同参画推進ま
ちづくり表彰表彰式及び倉吉市男女共同参画推進
講演会)の開催
●あすをつくる倉吉女性塾の開催２回
●倉吉パワーアップ講座の開催２回

※関連施策番号 ７，１２，２９，５２

●６月を倉吉市男女共同参画月間として啓発等の
取り組みを行った
・パネル展(倉吉駅自由通路、倉吉交流プラザ)
・フォーラムｉｎくらよし（男女共同参画推進まちづくり
表彰　３件表彰、男女共同参画推進講演会)開催
参加者40人
【講座】
●あすをつくる倉吉女性塾主催講座(介護サービス
を知る)１回　参加者51人
●・ワークライフバランス講座(人生を欲張るための
時間と仕事の効率術)　参加者42人

○

・男女共同参画フォーラムでは男
女共同参画の基礎知識と、時代
の変化とメディアの関係を理解す
る講演会を開催しメディア・リテラ
シーの重要性を発信。好評であっ
たが参加者が伸びない点に課題
が残る。
・時間の効率術や介護サービス
事例を知ることの出来る講座等実
用的な内容の講座には多くの参
加者があり好評だった。

●男女共同参画月間（６月）における催し
・パネル展示
・フォーラムinくらよし(倉吉市男女共同参画推進ま
ちづくり表彰表彰式及び倉吉市男女共同参画推進
講演会)の開催
●あすをつくる倉吉女性塾の開催２回
●倉吉パワーアップ講座の開催２回

２ Ａ

○「くらよし男女共同参
画推進スタッフ」による
啓発

人権政策課 ●各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活動
●町内学習会、PTA、企業内研修会等での啓発活
動

●各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活
動
●町内学習会、PTA、企業内研修会等での啓発活
動

※関連施策番号　１６、４２，４６，５１

●各地区公民館・自治公協議会と連携しスタッフの
活用について周知・お願いをし、人権政策課に講師
依頼のあった町内学習会９回のうち２回にスタッフ
によ朗読劇を通して啓発を行った。 ○

各地区公民館・自治公協議会と
連携した地域での啓発活動はで
きたが、PTA、企業内研修会等で
の啓発活動にはスタッフ啓発資料
の研究が至っていないこと、都合
がつきにくいため実施には困難が
ある。

●各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活
動
●町内学習会、PTA、企業内研修会等での啓発活
動

人権政策課 ●市報、ホームページ、ケーブルテレビ等を利用す
る

●市報、ホームページ、ケーブルテレビ等を利用す
る。
利用するにあたっては、効果的な表現ができていた
か、関係課及びスタッフ会等市民の意見を聴く。

●市報、ホームページを利用し広報を行った。(９月
号他)
●その他、ポスター、チラシ等による普及啓発を
行った。
●女性の登用状況について調査内容をホームペー
ジで公表した。

○

市報、ホームページによる広報を
行った。

●市報、ホームページ、ケーブルテレビ等を利用す
る。
利用するにあたっては、効果的な表現ができていた
か、関係課及びスタッフ会等市民の意見を聴く。

人権文化センター ●センターだより、ホームページやチラシ等を利用し
た広報・啓発活動
●地域行事の中で男女共同のまちづくりを推進す
る。

センターだよりによる情報提供を行う。 (さわやか、あたご)センターだよりによる情報提供を
行った。
(やまびこ)町内学習会担当者の相談に応じ講師等
の照会を行った

○

情報提供することができた。 センターだよりによる情報提供を行う。
(やまびこ)センターだよりによる情報提供や啓発活
動を行うとともに学習の相談を受け付けていく。

４ Ａ

倉吉市男女共同参画推
進まちづくり表彰

人権政策課 男女共同参画推進月間において表彰式を実施 男女共同参画推進に関わる啓発を進めるとともに
応募件数の増加をめざし表彰制度の周知を強化す
る。

男女共同参画推進月間に男女共同参画フォーラム
in倉吉において男女共同参画推進講演会・表彰式
を実施 　応募件数３件　(施策番号１参照) ◎

自治公民館１件、事業所１件、個
人１件と３分野、計３件を表彰。そ
れぞれの取組を表彰・周知するこ
とにより市民及び事業所への参
考とできた。

男女共同参画推進に関わる啓発を進めるとともに
応募件数の増加をめざし表彰制度の周知を推進す
る。

５ Ａ

○市民意識や実態を調
査し分析・研究、情報提
供の充実

人権政策課 ●倉吉市民意識調査を利用し、調査、分析、情報提
供を行う

●倉吉市民意識調査を利用し、調査、分析、情報
提供を行う

倉吉市市民意識調査３カ年の結果について倉吉市
男女共同参画推進市民会議で報告。会議資料を
ホームページに掲示し情報提供を行った。

○

過去２年間未実施であったが、市
民会議においてH28～30年度３カ
年の市民意識調査の集計につい
て報告し分析。現状及び課題の
把握に留まった。

●倉吉市民意識調査を利用し、調査、分析、情報
提供を行う

人権政策課 ●男性にとっての男女共同参画に関する各種講演
会等を開催する。
●各地区自治公民館連絡協議会と地区公民館、地
区人権教育研究会（推進協議会）等が連携し、人権
に関する研修等を実施

●男性にとっての男女共同参画に関する各種講演
会等を開催する。
●各地区自治公民館連絡協議会と地区公民館、地
区人権教育研究会（推進協議会）等と連携し、人権
に関する研修等を実施

●男性にとっての男女共同参画に関する講演会は
未実施。
●各地区自治公民館連絡協議会と地区公民館、地
区人権教育研究会（推進協議会）等と連携し、男女
共同参画等の人権に関する町内学習会を実施

△

広く男性にとっての男女共同参画
に関する啓発ができなかった。男
女共同参画をテーマにした町内
学習会において、男性の介護へ
の関わりについて研修し振り返り
の機会は提供できた。

●男性にとっての男女共同参画に関する各種講演
会等を開催する。
●各地区自治公民館連絡協議会と地区公民館、地
区人権教育研究会（推進協議会）等と連携し、人権
に関する研修等を実施

人権文化センター ●男性を対象にした料理教室等の開催 （さわやか）男性が参加しやすい事業を検討する。
（はばたき)●今後、町の人口の高齢化を見据え
て、にこにこサロンの中で男性が調理作業の役割を
担う機会をつくり、「男の料理」としてプログラム化し
ていく。

(はばたき)男の料理教室を他の事業と組み合わせ
て実施して、他の世代との交流の機会となった. ３
回21人△
（さわやか）未実施　－
(あたご)男の料理教室を実施し、交流の機会と意見
交換と連携を強化する場となった。　○

(はばたき)開催できたが、参加者
の広がりが不十分。(はばたき
(あたご)開催できた。

(はばたき)男性を対象とした料理教室等の開催。
(男性の参加を促す工夫が必要。)
（さわやか）他の事業への参加も促しながら、引き
続き男性が参加しやすい事業を検討する。
(あたご)男性が参加しやすい事業や、世代間交流
につながる事業を検討する。

7 Ａ

○多様な働き方に関す
る情報提供

人権政策課 ●スタッフ会・女性塾等研修会、市主催講座等の実
施により情報提供を行う。

●スタッフ会・女性塾等研修会、市主催講座等の実
施により情報提供を行う。
※関連施策番号　１

ワークライフバランス講座「人生を３倍欲張るため
の時間と仕事の効率術」を開催し、自分時間と仕事
の時間の効率的な使い方について情報提供を行っ
た。

◎

具体的なタイムマネジメントと生き
方についての内容で大好評で
あった。

●スタッフ会・女性塾等研修会、市主催講座等の実
施により情報提供を行う。

【施策②】
メディアにおけ
る人権尊重の推
進 ８ Ａ

○学校での学習活動 学校教育課 ●外部講師による「メディア教育講演会」や教職員に
よる授業で指導を実施
●学校へのメディア教育に係るＤＶＤ等の配布
●教職員研修の実施
●最新情報の提供

●外部講師による「メディア教育講演会」の実施
●教職員による授業で指導を実施
●教職員研修の実施

●児童生徒の発達段階に応じて、身の回りにある
情報の中から、必要とする価値ある情報を収集し、
情報の働きや意味を考えて適切に行動できるよう
学習を積み上げた。
●外部講師を招聘し、児童・生徒対象の「メディア
教育講演会」を実施した。

○

・授業及び講演会等により、情報
の働きや意味を考えて適切に行
動できるよう学習を積み上げた。
・一方で知識としては理解してい
ても、生活面で行動に生かすとい
う面では十分とはいえない。

・道徳科の情報モラルに関する学習において、「考
え議論する」学習への転換
・児童生徒の実態をアンケート等で正しく把握し、実
態の即した指導の徹底
・外部講師による「メディア教育講演会」の実施

【施策①】
固定的役割分
担意識の解消と
男女共同参画
に向けた啓発活
動の推進

３ Ａ

○市の広報紙、ホーム
ページを利用した広報・
啓発活動

６ Ａ

〇男性を中心とした男
女共同参画に関する学
習の取り組み

－1－



生涯学習課 ●各地区青少年育成協議会の活動を通して啓発 ●各地区青少年育成協議会の活動において、必要
に応じて啓発・学習活動を実施

●打吹まつりにおいて、メディアリテラシー・情報モ
ラルに関する啓発を実施した。

○

●人が多く集まる機会を通じて広
く啓発を行うことができた。

●打吹まつりにおいて情報モラルの街頭啓発を実
施。
●各地区青少年育成協議会の活動において必要
に応じて・学習活動を実施。

学校教育課 ●外部講師による「メディア教育講演会」や学校保健
委員会・学級懇談会等の開催
●学校便り等を活用した保護者への情報提供や啓
発

●外部講師による「メディア教育講演会」や学校保
健委員会・学級懇談会等の開催
●学校便り等を活用した保護者への情報提供や啓
発

●情報モラルに関する内容を保護者講演会等で
行ったり、学校便り等で保護者、地域の方へ啓発を
行った。また、学校保健委員会、学年・学級懇談会
でメディア使用に係る話し合いの場を設けた。

○

・地域や保護者へも情報モラル教
育の必要性について発信すること
ができた。

・外部講師による「メディア教育講演会」や学校保健
委員会・学級懇談会等の開催
・保護者への情報提供やより一層の啓発

子ども家庭課 ●保育所等保護者研修会を通した啓発
●子育て総合支援センターで父母・祖父母・地域住
民対象のセミナーを開催

●地域、各種団体が実施する研修会等の周知 未実施

-

●地域、各種団体が実施する研修会等の周知

保健センター ●乳幼児健診等でアンケート及び指導の実施  　 ●乳幼児健診等でアンケート及び保健指導の実施  ●乳幼児健診等でアンケート及び保健指導の実施  
○

乳幼児健診で保護者にアンケート
及び保健指導を実施した。

●乳幼児健診等でアンケート及び保健指導の実施

人権政策課 ●各種学習機会を計画・実施する中で、インターネッ
トによる弊害や性差別に繋がる描写の課題など、メ
ディアリテラシーについての情報も提供していく。

●各種学習機会を計画・実施する中で、インター
ネットによる弊害や性差別に繋がる描写の課題な
ど、メディアリテラシーについての情報も提供してい
く。
※関連施策番号　１

男女共同参画フォーラムinくらよしにおける講演会
「男女共同参画時代のテレビとの付き合い方」とし
てでテレビ番組により視聴者に植え付けられる男女
のイメージについてメディアリテラシー(インターネッ
トや新聞、テレビなどが発信する情報を見きわめ、
理解・活用する能力)を持って視聴することの大切さ
を啓発した。参加者40人

○

理解しやすい講演会を開催できた
が、広報の期間等の不足により参
加者数に課題が残る。

●各種学習機会を計画・実施する中で、インター
ネットによる弊害や性差別に繋がる描写の課題な
ど、メディアリテラシーについての情報も提供してい
く。

重点目標（２） 政策・方針決定における男女共同参画の実現

施　策 番号 分類 主な施策の内容
担当課

（データ抽出用）
平成28年度～平成32年度の実施計画 平成30年度以降の実施計画 平成30年度の取組実績 効果及び評価またその理由 令和元年度以降の実施計画

人権政策課 ●女性登用に向け事前協議等をしっかり行う。また、
女性塾等での人材育成と市民への啓発と協力依頼
を行う
●「倉吉市における男女共同参画推進について」を
着実に実行する

●審議会・委員会の改選の時期及び条例等の整
理・確認をし、女性または男性委員の少ない審議会
において条例改正等で公募委員枠の設置の検討を
関係課と協議する。また、女性または男性登用に向
け事前協議等を行う。また、女性塾等での人材育
成と市民への啓発と協力依頼を行う
●「女性人材登録制度」、「倉吉市における男女共
同参画推進について」を周知し着実に実行する

●「倉吉市における男女共同参画推進について」を
もとに女性登用に向け事前協議を行った。
●「女性人材登録制度」登録者の登用(更新者含
む)　３名

○

審議会委員の推薦依頼の際の被
推薦者は組織・団体のトップまた
はそれに準ずる人が多く、トップ
が女性でない組織等からは男性
を推薦されるためこれを断ること
はできない。組織・団体内の人材
育成の推進も併せて行う必要が
ある。

●審議会・委員会の改選の時期及び条例等の整
理・確認をし、女性または男性委員の少ない審議会
において条例改正等で公募委員枠の設置の検討を
関係課と協議する。女性または男性登用に向け事
前協議等を行う。また、講座、女性塾等での人材育
成と市民への啓発と協力依頼を行う
●「女性人材登録制度」、「倉吉市における男女共
同参画推進について」を周知し着実に実行する

人権文化センター ●運営協議会委員の女性登用に向け、各団体選出
委員を当て職以外となるよう依頼する等事前協議等
を行う。

（さわやか）運営委員会の地区代表に女性を登用す
る
(はばたき)●センター事業の見直しをして、今後、ど
のような視点が必要なのかを検討して、委員の選
出にあたらなければならない。

（さわやか）センターの運営委員としては当て職で推
薦される方がほとんどであった。
(やまびこ、はばたき、あたご)運営委員会委員の女
性登用に向け、各団体選出委員を充て職以外にな
るよう、推薦依頼の際、事前協議を行った。

(さわやか)○女性登用率は増加し
た
(やまびこ)○各団体とも当て職推
薦で登用率の増にはならなかった
が４割を超えている。
(はばたき、あたご)△各団体とも
当て職推薦で登用率の増にはな
らなかった。(はばたき)事業への
参画に関わっていただく視点での
選出を考えていく必要がある

（さわやか）運営委員会の地区代表に女性を登用す
る
(やまびこ、はばたき、あたご)運営委員会委員の女
性登用に向け、各団体選出委員を当て職以外とな
るよう依頼する等事前協議を行う。

総務課 　倉吉市情報公開・個人情報保護審査会の委員5人
中2人が女性であり、引き続き女性が3割以上となる
よう取組む。また、行政改革懇談会委員選任時に
は、同様に女性の登用率がl向上となるよう取組む。

現在の委員の任期が平成32年１月18日までであ
り、引き続き女性が3割以上となるよう取組む。

倉吉市情報公開・個人情報保護審査会の委員5人
中、2人を女性に委嘱している。

○

女性の視点から意見を戴ける環
境となっている。

現在の委員の任期が令和2年１月18日までであり、
引き続き女性が3割以上となるよう取組む。

保険年金課 ●引き続き、審議会等への女性の積極的登用に努
める。

●引き続き、審議会等への女性の積極的登用に努
める。

【任期:平成30年７月25日～令和3年７月24日】改選
後の女性登用率が4割に到達しなかった。（16名中6
名、37.5％)

△

国保運営協議会委員の推薦にあ
たり、推薦団体に対し女性の積極
的な登用を依頼したが、女性登用
率で設定された40%を達成するこ
とができなかった。

次回の改選は令和3年度であるが、引き続き女性
の積極的登用に努める。

長寿社会課 ●審議会等の開催及び役員改選時において、女性
委員の積極的登用を行う

●審議会等の開催及び役員改選時において、女性
委員の積極的登用を行う

●介護保険高齢者福祉施策に係る審議会等の役
員改選時ではなかったため、選出していない。 -

実績がないため評価ができない。 ●審議会等の開催及び役員改選時において、女性
委員の積極的登用を行う

保健センター ●女性の積極的登用を行う ●女性の積極的登用を行う ●委員の改選なし
-

●委員の改選なし ●女性の積極的登用を行う

農林課 ●倉吉市農林振興協議会委員の選任（平成28、30、
32年度）にあたっては、男女のいずれか一方の委員
の数を委員の総数の10分の４未満とならないように
する
●倉吉市農林振興協議会を２回開催

●倉吉市農林振興協議会委員の選任にあたって
は、男女のいずれか一方の委員の数を委員の総数
の10分の４未満とならないようにする
●倉吉市農林振興協議会を１回開催

未実施

-

早急に必要な協議事項がなかっ
たため開催までに至らなかった。

●倉吉市農林振興協議会委員の選任にあたって
は、男女のいずれか一方の委員の数を委員の総数
の10分の４未満とならないようにする
●倉吉市農林振興協議会を１回開催

商工観光課 ●平成29年度改選し、地域産業振興戦略会議を開
催し、女性の意見を反映した地域産業ビジョンの進
捗管理を行う。

委員改選予定なし 未実施(改選なし)

-

●委員改選予定、女性の意見を反映した地域産業
ビジョンの見直しを行なう。

学校教育課 ●平成２８年度中に改選を迎える諸会議委員への女
性の積極的登用。

●諸会議委員への女性の積極的登用。 平成30年度中に改選を迎える諸会議委員への女
性の積極的登用。 ○

審議会の構成を考慮しながら、女
性委員の登用を行った。

令和元年度中に改選を迎える諸会議委員への積
極的登用。

給食センター 審議会等への女性の積極的登用を図る。 引き続き、審議会等への女性の積極的登用に努める７割近くの女性登用率で、学校給食委員会を開催
することができた。 ◎

７割近くの女性登用率となってお
り、審議会等への女性の積極的
な登用を図ることができた。

引き続き、審議会等への女性の積極的登用に努め
る。

博物館 ●改選を迎える年度において審議会等への女性の
積極的登用を行う

・委員は学識経験者、学校教育、社会教育関係者
から選考。現在、女性２名。今後、さらなる女性選考
についての取り組みが課題。

委員の改選なし

-

女性登用率は２５％だが、女性登
用率向上をめざし、市外の女性の
方に委員に就任いただいている。

次年度は委員の改選期に当たり、委員の女性登用
率向上に向け、関係機関等に対し、推薦をいただく
際に働きかけを行う。

１１ Ａ

○女性人材登録制度へ
の登録の推進

人権政策課 ●登録者50人を目標に取り組む

※H23.4創設した制度：学習会の講師や、審議会等
の女性委員の選任等に活用

●登録者50人を目標に取り組む

※H23.4創設した制度：学習会の講師や、審議会等
の女性委員の選任等に活用

1名の登録者が追加され、30年度登録者数は、３９
名。

○

新規登録者が審議会委員に選定
された。さらなる人材情報の収集
に努める必要がある。

●登録者50人を目標に取り組む

※H23.4創設した制度：学習会の講師や、審議会等
の女性委員の選任等に活用

１０

【施策①】
審議会等への
女性の積極的
登用

Ａ

○審議会・委員会にお
ける委員の選出方法の
見直しと工夫

【施策②】
メディアにおけ
る人権尊重の推
進

９ Ａ

○地域住民、保護者等
を対象にした学習活動

－2－



人権政策課 ●フォーラムinくらよし、あすをつくる倉吉女性塾との
共催講座の開催

●あすをつくる倉吉女性塾との共催講座の開催　２
回

※関連施策番号　１

●あすをつくる倉吉女性塾との共催講座の開催　１
回
参加者50人 ○

前年度に引き続き介護関係の講
座で市民の関心が高い内容であ
り好評であった。日程調整ができ
ず１回の開催となった。

●フォーラムinくらよし、あすをつくる倉吉女性塾と
の共催講座の開催

人権文化センター 部落解放同盟倉吉市協議会各支部女性部と共催
で、市内5地区で女性話そう会を開催し、啓発を推進
する。

(はばたき)●女性話そう会の内容として、地域の女
性だけの学習会にならないようなテーマにして開催
してきた。男性の参加を同時に求めて開催した。

部落解放同盟倉吉市協議会各支部女性部と共催
で、市内5地区で女性話そう会を開催(各地区 1回)
（さわやか）地域での課題や思っていることなどにつ
いて意見交換できた。男性にも参加していただき、
介護保険制度と今後の暮らしについて学習した。 ○

女性話そう会を開催し、地域での
課題を話し合い、地域活動のあり
方等について主体的に取り組む
意識啓発につなげることができ
た。

（さわやか）男性の参加も促しながら、地域の身近
な課題や日頃思っていることなどをテーマに開催す
る。
(やまびこ、はばたき、あたご)部落解放同盟倉吉市
協議会各支部女性部と共催で、女性話そう会を開
催し、啓発を推進する
(はばたき)子育て世代の地域参加を求める機会とし
ていくこと、女性話そう会の名称を検討していく必要
がある。

１３ Ａ

○鳥取県男女共同参画
センター「よりん彩」との
連携、研修会の開催

人権政策課 ●スタッフ会研修会の開催
●よりん彩主催講座のＰＲ

●スタッフ会研修会の開催
●よりん彩主催講座のＰＲ

●５月25日にスタッフ会研修をよりん彩講師のもと
実施した。14人参加。
●６月23日開催の「よりん彩記念日フォーラム」の
企画・運営に参画した。
●よりん彩主催講座チラシを市の各施設に設置及
び庁内掲示板で周知した。

◎

引き続きよりん彩との連携をして
啓発を進めていく。

●スタッフ会研修会の開催
●よりん彩主催講座のＰＲ

重点目標（３） 男女共同参画を実現する教育・保育・学習活動

施　策 番号 分類 主な施策の内容
担当課

（データ抽出用）
平成28年度～平成32年度の実施計画 平成30年度以降の実施計画 平成30年度の取組実績 効果及び評価またその理由 令和元年度以降の実施計画

学校教育課 ●人権教育全体計画・年間指導計画に基づき実践。
●全教科全領域で、性別にとらわれない、個性・能
力・進路希望等に応じた指導を実施
●「赤ちゃんふれあい会」等の実施
●中学生の保育実習の実施
●スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー、心の教室相談員、学校教育相談員による相談
活動の実施

●人権教育全体計画・年間指導計画に基づき実
践。
●全教科全領域で、性別にとらわれない、個性・能
力・進路希望等に応じた指導を実施
●「赤ちゃんふれあい会」等の実施
●中学生の保育実習の実施
●中学校における性教育講演会の実施
●スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー、心の教室相談員、学校教育相談員による相
談活動の実施

●人権教育全体計画・年間指導計画に基づき実
践。
●全教科全領域で、性別にとらわれない、個性・能
力・進路希望等に応じた指導を実施
●「赤ちゃんふれあい会」等の実施
●中学生の保育実習の実施
●中学校における性教育講演会の実施
●スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー、心の教室相談員、学校教育相談員による相
談活動の実施

○

・男女児童生徒が協力して学習や
生活を行うことが日常になってい
る。
・保育実習や赤ちゃんふれ合い会
での体験や性教育講演会を通し
て、男女とも自他の命を大切にし
ようとする気持ちを強めた。

●人権教育全体計画・年間指導計画に基づき実
践。
●全教科全領域で、性別にとらわれない、個性・能
力・進路希望等に応じた指導を実施
●「赤ちゃんふれあい会」等の実施
●中学生の保育実習の実施
●中学校における性教育講演会の実施
●スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー、心の教室相談員、学校教育相談員による相
談活動の実施

子ども家庭課 ●日常の保育を通した児童への指導
●保育所、子育て支援センターでの児童・生徒の保
育体験、ボランティアの受け入れ
●赤ちゃんと小・中学生とのふれあい事業の実施

●日常の保育を通した児童への指導
●保育所、子育て支援センターでの児童・生徒の保
育体験、ボランティアの受け入れ
●赤ちゃんと小・中学生とのふれあい事業の実施
※施策番号４７と同じ

●保育指針等に基づき、日常において食育におけ
るクッキング事業等の男女共同参画を意識した保
育を行った。
●保育所、子育て支援センターでの児童・生徒の保
育体験、ボランティアの受け入れを行った。
●赤ちゃんと小・中学生とのふれあい事業を実施
し、人権意識や男女共同参画の意識を高めた。

○

●乳幼児の発育、成長過程やクッ
キング事業等を通じて男・女児と
もに家事育児に関心を持つ姿が
見られた。

●日常の保育を通した児童への指導
●保育所、子育て支援センターでの児童・生徒の保
育体験、ボランティアの受け入れ
●赤ちゃんと小・中学生とのふれあい事業の実施

保健センター ●小学校の児童を対象に、助産師及び保健師がい
のちの教育を実施
●思春期保健対策講演会の開催

●小学校の児童を対象に、助産師及び保健師がい
のちの教育を実施（可能な限り高学年で実施）
●思春期保健対策講演会の開催

●小学校の児童を対象に、助産師及び保健師がい
のちの教育を実施　　　　9校　　289人

○

小学校と連携して自分や他者を
大切にする気持ちを育て、生きる
ための力を養っていくために、自
分たちに何ができるのかを考える
場とした。また、視覚教材をパ
ワーポイントを用いたものにする
ことでわかりやすく伝えることがで
きた。

●小学校の児童を対象に、助産師及び保健師がい
のちの教育を実施（可能な限り高学年で実施）
●思春期保健対策講演会の開催

学校教育課 ●ＰＴＡ活動における父親への活動参加の呼びか
け。

●ＰＴＡ活動における父親への活動参加の呼びか
け。

●ＰＴＡ活動において父親の出番を意識した取組を
行い、積極的な参加を呼びかけた。 △

・PTA活動の中で、学校周辺整備
活動へは、男性の参加率が高
い。

●ＰＴＡ活動における父親への活動参加の呼びか
けと活動の工夫

子ども家庭課 ●保護者会との連携による実施 ●保護者会との連携による実施 ●保護者会活動への父親の参加の呼びかけを行う
とともに、参観日・奉仕作業等での父親の自主的な
参加がみられた。また、母親が会長職へ就任するこ
とや役員会への参画がなされていた。

○

●仕事と子育ての両立させる中
で、各家庭での仕事、家事、育児
等の役割分担がされている。

●保護者会との連携による実施

人権政策課 ●スタッフ会研修会の開催
●スタッフ会による啓発活動(出前講座)を地区公民
館、同和教育町内学習会で活用できるよう情報提供
をする。
●町内学習会開催時の講師紹介

●スタッフ会研修会の開催
●スタッフ会による啓発活動(出前講座)を地区公民
館、同和教育町内学習会で活用できるよう情報提
供をする。
※関連施策番号　２、４２，４６，５１
●町内学習会開催時の講師紹介
※関連施策番号　４１

●スタッフ会を対象とした研修会　2回開催。施策番
号13
●スタッフ会による啓発活動を町内学習会で活用し
てもらうよう同和教育推進員に情報提供を行い、啓
発活動を２回行った。施策番号２
●町内学習会等開催時の講師紹介依頼　１件

○

・スタッフ会研修会が開催できた。
・町内学習会で地域における男女
共同参画について啓発できた。

●スタッフ会研修会の開催
●スタッフ会による啓発活動(出前講座)を地区公民
館、同和教育町内学習会で活用できるよう情報提
供をする。
●町内学習会開催時の講師紹介

地域づくり支援課 ●学習機会の開催にあたり自治公民館に情報提供
等で班回覧が必要な場合、倉吉市自治公民館連合
会と必要な調整を行う。

●学習機会の開催にあたり自治公民館に情報提供
等で班回覧が必要な場合、倉吉市自治公民館連合
会と必要な調整を行う。

●倉吉市自治公民館連合会と調整を行い、学習機
会等の情報提供を随時行った。

○

●自治公民館へ学習機会の提供
を行うのは各所管課であり、当課
では、自治公民館連合会に対す
る説明の機会を設け、情報を提供
する事ができた。

●学習機会の開催にあたり自治公民館に情報提供
等で班回覧が必要な場合、倉吉市自治公民館連合
会と必要な調整を行う。

生涯学習課 ●地区公民館事業として誰もが参加でき男女問わず
活動できる事業の推進
●人材銀行制度の啓発、指導者の確保、講座の支
援

●地区公民館事業として男女を問わず誰でも参加
できる事業を推進する。
●人材銀行制度の啓発、講座の支援を行う。

●地区公民館において男女を問わず誰でも参加で
きる学級講座等の事業を実施した。
●人材銀行制度の周知及び啓発、講座開催の支
援を行った。 ○

●地区公民館を中心に男女を問
わず参加できる学習の機会を提
供できた。
●人材銀行制度について周知を
図ることで、男女共同参画に関す
る内容を含む講師等の学習情報
の提供を行うことができた。

●地区公民館事業として男女を問わず誰でも参加
できる事業を推進する。
●人材銀行制度の啓発、学習活動の支援を行う。

学校教育課 ●学習参観等を通して、男女平等意識を啓発。
●保護者研修の実施や研修情報の提供。

●人権教育・性教育参観日の懇談会を活用し、男
女平等意識を啓発。
●保護者研修の実施や研修情報の提供。

●人権教育・性教育参観日の懇談会を活用し、男
女平等意識を啓発。
●保護者研修の実施や研修情報の提供。

△

・男女平等に関する保護者対象
研修会はあまり開かれていない。

●人権教育・性教育参観日の懇談会を活用し、男
女平等意識を啓発。
●保護者研修の実施や研修情報の提供。

【施策②】
能力開発と人材
育成

１２ Ａ

○市内の女性団体や男
女共同参画推進団体と
の連携・協働による講
座の開催

【施策①】
認定こども園・
保育所・学校・
家庭・地域にお
ける男女共同参
画に向けた教
育・保育・学習
活動の推進

１４ Ａ

○就学前教育･保育・学
校教育における人権の
尊重、男女平等、相互
理解･協力について指
導の充実

１５ Ａ

○保護者活動への男性
の参画とリーダー職へ
の女性参画の促進

【施策①】
認定こども園・
保育所・学校・
家庭・地域にお
ける男女共同参
画に向けた教
育・保育・学習
活動の推進

１６ Ａ

○各地区公民館・自治
公民館・保護者会活動
等における学習機会の
提供、住民への情報提
供

－3－



重点目標（４） 男女共同参画を実現する配偶者等に対する暴力の根絶（倉吉市ＤＶ防止計画）

施　策 番号 分類 主な施策の内容
担当課

（データ抽出用）
平成28年度～平成32年度の実施計画 平成30年度以降の実施計画 平成30年度の取組実績 効果及び評価またその理由 令和元年度以降の実施計画

人権政策課 ●女性塾・スタッフ会等で研修会の情報提供を行う。
また、市報、ホームページを利用しても情報提供す
る。

●女性塾・スタッフ会等で研修会の情報提供を行
う。また、市報、ホームページを利用しても情報提
供する。

●毎年11/12～25に行われる、「女性に対する暴力
をなくす運動」のポスター、チラシによる周知を行っ
た。
●女性の人権ホットライン強化週間についてホーム
ページ掲載、行政無線による広報実施

◎

ポスター、チラシ、ホームページに
よる情報提供に加え、依頼による
ものであったが、行政無線による
電話相談強化週間についての周
知ができた

●女性塾・スタッフ会等で研修会の情報提供を行
う。また、市報、ホームページを利用しても情報提
供する。

人権文化センター ●センターだより、ホームページやチラシ等を利用し
た広報・啓発活動。チラシによる情報提供をする。
●児童センターとの連携により、子どもの問題の背
景に注意し、相談を受けたり発見に努め、関係機関
と連携しながら、見守り支援に努力する。

(はばたき）●抑止・防止体制を地域につくっていくこ
とも大切だが、現在、DⅤや虐待にあっている当事
者が、相談や救いを求められる施設であることの
PRも必要で重要である。発信していく。

(はばたき)・相談窓口の周知、センターだより等での
周知を十分にはできなかった。
・町内学習会等では、DV・虐待等にも触れて講演を
してきた。○
(あたご)未実施　－

(はぱたき)・虐待等の相談につい
ては、関係機関とも連携し対応し
てきた。・情報提供が十分にはで
きなかった。
(やまびこ)講演会は未実施。セン
ターだよりを活用した情報提供が
できた。

(はばたき)・児童センターとの連携により、子どもの
問題の背景に注意し、相談を受けたり発見に努め、
関係機関と連携しながら、見守り支援に努力する。
(はばたき、あたご)センターだより、ホームページ等
を利用した広報・啓発活動。チラシによる情報提供
を行う。

子ども家庭課 ●婦人相談員等による情報提供
●１１月の「女性に対する暴力をなくする運動」期間
を中心とした啓発活動の推進。県作成のパンフレッ
ト、緊急連絡先カードの配布、街頭広報
●職員研修の実施

●婦人相談員等による情報提供
●11月「女性に対する暴力をなくする運動」期間を
中心とした啓発活動（パンフレット、緊急連絡先カー
ドの配布、街頭広報）
●職員研修の実施

●婦人相談118件　延168件
●「女性に対する暴力をなくする運動」期間を中心
とした啓発活動　11/12街頭キャンペーン　11/9～
11/22パネル展示（倉吉交流プラザ）
●各種研修会へ参加、職員研修の実施

○

●随時、相談対応、情報提供を
行った。
●潜在化、重篤化を防ぐため、Ｄ
Ｖ防止、相談窓口の啓発活動を
充実していく必要がある。

●婦人相談員等による情報提供
●11月「女性に対する暴力をなくする運動」期間を
中心とした啓発活動（パンフレット、緊急連絡先カー
ドの配布、街頭広報）
●職員研修の実施

学校教育課 ●人権教育を中心にしたお互いを尊重しあう態度や
心情の育成
●学校生活全般で、自分の気持ちを言葉で伝えられ
る児童生徒の育成
●中学校の学活で、デートＤＶ等に関する学習の実
施

●人権教育を中心にしたお互いを尊重しあう態度
や心情の育成
●学校生活全般で、自分の気持ちを言葉で伝えら
れる児童生徒の育成
●中学校の学活で、デートＤＶ等に関する学習の実
施

●人権教育を中心にしたお互いを尊重しあう態度
や心情の育成
●学校生活全般で、自分の気持ちを言葉で伝えら
れる児童生徒の育成
●中学校の学活で、デートＤＶ等に関する学習の実
施

○

・発達段階に合わせ、自分の気持
ちをきちんと伝えられることの大
切さを、学校教育全体で伝えた。

●人権教育を中心にしたお互いを尊重しあう態度
や心情の育成
●学校生活全般で、自分の気持ちを言葉で伝えら
れる児童生徒の育成
●中学校の学活で、デートＤＶ等に関する学習の実
施

人権政策課 ●女性塾、スタッフ会等の研修会で情報提供を行
う。また、市報、ホームページ等を利用しても情報提
供を行う。

●女性塾、スタッフ会等の研修会で情報提供を行
う。また、市報、ホームページ等を利用しても情報
提供を行う。

●スタッフ会の研修において様々なハラスメントに
ついて学び、どのように行動していけばよいか学ん
だ。

○

●マスコミで取り上げられる機会
が多く、関心を持っている人が多
い課題でありわかりやすい話で好
評だった。
●関心の高いテーマであるので
多くの人に周知できる機会が必
要。

●女性塾、スタッフ会等の研修会で情報提供を行
う。また、市報、ホームページ等を利用しても情報
提供を行う。

人権文化センター ●センターだよりによる情報提供
●テーマを検討し女性話そう会を継続する。
●相談機関であることの周知に努める。

（さわやか）センターだよりによる情報提供
(はばたき）●配偶者からの暴力、人権侵害につい
て、何がそれにあたるのか発信啓発していくこと、
暴力等を受けている当事者が自覚できるよう発信
し、、また、相談を受け付ける窓口であることも周知
していくことが必要である。

（はばたき)少しずつであるが、地域から、相談に来
館されたり、関係機関から連携を求められたりして
来ている。5件
(やまびこ、あたご)センターだよりを利用し相談窓口
の周知等情報提供を行った

○

センターだよりを利用した効果的
な情報提供、相談窓口のお知ら
せをしてきている。
(やまびこ)講演会等は未実施

●センターだよりによる情報提供(はばたき)
●テーマを検討し女性話そう会を継続する。
●相談機関であることの周知に努める。(はばたき、
あたご)
●情報提供を行う(やまびこ)

商工観光課 ●同和問題企業連絡会企業内研修として、講師の
推薦を行う

●同和問題企業連絡会企業内研修として、企業の
照会に対して講師の推薦を行う

●同和問題企業連絡会企業内研修として、企業の
照会に対して講師の推薦を行った。 ◎

研修を４回実施。広く同和、人権
問題の研修を実施した。

●人権啓発企業連絡会企業内研修として、企業の
照会に対して講師の推薦を行う。

１９ Ａ

○パワー･ハラスメント、
マタニティ・ハラスメント
（マタハラ）等各種ハラ
スメントに関する情報提
供、啓発活動

人権政策課 ●市報、ホームページ等で情報提供を行う。 ●市報、ホームページ等で情報提供を行う。 ホームページ等で情報提供を行った
くらよし男女共同参画推進スタッフの研修会におい
て「ハラスメントをなくするために」と題して研修を
行った。参加者13人
●地区人権同和教育研究会研修会においてハラス
メントをテーマに取り組まれた際の講師紹介を行っ
た　１地区。

○

●ホームページにハラスメントや
ＤＶに対する相談窓口について掲
載。スタッフ研修は実施したが対
市民の市独自の啓発活動は未実
施。

●市報、ホームページ等で情報提供を行う。

Ａ

子ども家庭課 ●「くらよし子育て応援ガイド」、市報、ホームページ
等への掲載による相談窓口の周知
●婦人相談員、母子自立支援員等による相談支援
●庁内関係課、関係機関、施設等との連携
●関係職員の研修の実施
●庁内関係課による連携したDV被害者支援の実施

●「くらよし子育て応援ガイド」、市報、ホームページ
等への掲載による相談窓口の周知
●婦人相談員、母子自立支援員等による相談支援
●庁内関係課、関係機関、施設等との連携
●関係職員の研修の実施
●庁内関係課による連携したDV被害者支援の実
施

●「くらよし子育て応援ガイド」、市報、ホームページ
等へ相談窓口を掲載
●婦人相談員、母子・父子自立支援員配置
●各種研修会へ参加
●学校、保育園・こども園、医療保険、手当関係等
庁内関係課連携し、ＤＶ被害者支援を実施

○

●相談窓口の周知を図った。
●関係機関、庁内関係部署と連
携しながら対応した。

●「くらよし子育て応援ガイド」、市報、ホームページ
等への掲載による相談窓口の周知
●婦人相談員、母子自立支援員等による相談支援
●庁内関係課、関係機関、施設等との連携
●関係職員の研修の実施
●庁内関係課による連携したDV被害者支援の実
施

学校教育課 ●全教職員で、子どもの様子を日々注意深く観察す
ることによりＤＶ等を早期発見
●児童生徒と教職員、保護者と教職員間における、
相談しやすい環境を作り
●スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー、心の教室相談員、学校教育相談員による相談
活動の実施
●関係機関と連携した、ＤＶ被害にあった児童生徒・
保護者に対する支援の実施

●全教職員で、子どもの様子を日々注意深く観察
することによりＤＶ等を早期発見
●児童生徒と教職員、保護者と教職員間におけ
る、相談しやすい環境を作り
●スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー、心の教室相談員、学校教育相談員による相
談活動の実施
●関係機関と連携した、ＤＶ被害にあった児童生
徒・保護者に対する支援の実施

●全教職員で、子どもの様子を日々注意深く観察
することによりＤＶ等を早期発見
●児童生徒と教職員、保護者と教職員間におけ
る、相談しやすい環境作り
●スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー、心の教室相談員、学校教育相談員による相
談活動の実施
●関係機関と連携した、ＤＶ被害にあったまたは疑
いのある児童生徒・保護者に対する支援の実施

○

・DVについての啓発が進み、積極
的に関わり、関係機関と連携しよ
うとする教員が増えた。
・育児放棄の可能性のある家庭
にコンタクトを取ろうと粘り強く関
わり、学校等が児童生徒を現認で
きたが、その後の生活改善につな
がらないケースが散見される。

●全教職員で、子どもの様子を日々注意深く観察
することによりＤＶ等を早期発見
●児童生徒と教職員、保護者と教職員間におけ
る、相談しやすい環境作り
●スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー、心の教室相談員、学校教育相談員による相
談活動の実施
●関係機関と連携した、ＤＶ被害にあったまたは疑
いのある児童生徒・保護者に対する支援の実施

人権政策課 ●人権相談窓口を開設し、性別による差別的取扱い
やDV等の人権侵害等に関する相談に対応する

●人権相談窓口を開設し、性別による差別的取扱
いやDV等の人権侵害等に関する相談に対応する

●市民等からの相談に関係機関と連携して対応す
るとため、ホームページやリーフレット等で、ニーズ
や緊急性に応じて他機関が開設する専門の相談窓
口を紹介しているが、人権政策課に直接の相談は
なかった。

○

情報提供に留まった。 ●人権相談窓口を開設し、性別による差別的取扱
いやDV等の人権侵害等に関する相談に対応する

１７ Ａ

○ドメスティック・バイオ
レンスの防止に関する
講演会等の開催、情報
提供、啓発活動

【施策①】
配偶者等の人
権を侵害するあ
らゆる形態の暴
力の防止と啓発
活動の推進

１８ Ａ

○セクシュアル・ハラス
メント防止のための講
演会等の開催、情報提
供、啓発活動

【施策②】
相談・支援体制
の充実

２０

○ドメスティック・バイオ
レンスに関する相談・支
援体制の充実

－4－



子ども家庭課 ●「くらよし子育て応援ガイド」、市報、ホームページ
等への掲載による相談窓口の周知
●婦人相談員、母子自立支援員等による相談支援
●庁内関係課、関係機関、施設等との連携
●関係職員の研修の実施
●庁内関係課による連携したDV被害者支援の実施

●「くらよし子育て応援ガイド」、市報、ホームページ
等への掲載による相談窓口の周知
●婦人相談員、母子自立支援員等による相談支援
●庁内関係課、関係機関、施設等との連携
●関係職員の研修の実施
●庁内関係課による連携したDV被害者支援の実
施

●「くらよし子育て応援ガイド」、市報、ホームページ
等へ相談窓口を掲載
●婦人相談員、母子・父子自立支援員配置
●各種研修会へ参加
●学校、保育園・こども園、医療保険、手当関係等
庁内関係課連携し、ＤＶ被害者支援を実施
●関係機関、施設等と連携して対応した。

○

●相談窓口の周知を図った。
●関係機関、庁内関係部署と連
携しながら対応した。

●「くらよし子育て応援ガイド」、市報、ホームページ
等への掲載による相談窓口の周知
●婦人相談員、母子自立支援員等による相談支援
●庁内関係課、関係機関、施設等との連携
●関係職員の研修の実施
●庁内関係課による連携したDV被害者支援の実
施

人権政策課 ●関係機関の連絡先等の把握と周知 ●関係機関の連絡先等の把握と周知 ●ホームページに掲載。
●行政無線により「女性の人権ホットライン強化週
間について広報し、相談電話番号を周知。
●関係機関に係る連絡先等を庁舎、各人権文化セ
ンターにリーフレットを設置

◎

前年度までの周知に加え、鳥取
県人権擁護委員連合会からの依
頼で実施したが、「女性の人権
ホットライン強化週間」について行
政無線による周知ができた。

●関係機関の連絡先等の把握と周知

２２ Ａ

○セクシュアル･ハラス
メントに関する相談･支
援体制の充実

人権政策課 ●市民からの相談について関係課、関係機関と連
携し対応する

●市民からの相談について関係課、関係機関と連
携し対応する

●市民からの相談なし

- -

●市民からの相談について関係課、関係機関と連
携し対応する

重点目標（５） 男女共同参画を実現する男女の生涯を通じた健康支援

施　策 番号 分類 主な施策の内容
担当課

（データ抽出用）

平成28年度～平成32年度の実施計画
平成30年度以降の実施計画 平成30年度の取組実績 効果及び評価またその理由 平成30年度以降の実施計画

２３ Ｂ

○妊娠･出産に関する
制度の充実

保健センター ●妊産婦･乳幼児訪問指導
　保健師・助産師又は母子保健推進員による訪問指
導の実施
●妊婦健康診査
　医療機関に委託して実施する。
　妊婦健診14回を公費で助成
●妊婦歯科検診
　歯科医療機関に委託して実施する。
　妊婦の歯科検診1回を公費で助成
●母親学級・両親学級の実施
●マタニティサロン（月1回）の実施
●特定不妊治療・人工授精に係る費用の一部助成
●不育治療に係る費用の一部助成
●妊娠・出産包括支援事業の実施

●妊産婦･乳幼児訪問指導
　保健師・助産師又は母子保健推進員による訪問
指導の実施
●妊婦健康診査
　医療機関に委託して実施する。
　妊婦健診14回を公費で助成
●妊婦歯科検診
　歯科医療機関に委託して実施する。
　妊婦の歯科検診1回を公費で助成
●母親学級・両親学級の実施
●特定不妊治療・人工授精に係る費用の一部助成
●不育治療に係る費用の一部助成
●妊娠・出産包括支援事業の実施

●妊産婦･乳幼児訪問指導
　保健師又は母子保健推進員による訪問指導の実
施
●妊婦健康診査　　延4,240人
　医療機関に委託して実施する。
　妊婦健診14回を公費で助成
●妊婦歯科検診　　149人
　歯科医療機関に委託して実施する。
　妊婦の歯科検診1回を公費で助成
●母親学級・両親学級の実施
　　　　9回　妊婦49人・妊婦の夫40人
●特定不妊治療・人工授精に係る費用の一部助成
　　　　特定不妊治療費助成：30人
　　　　人工授精助成：13人
●不育治療に係る費用の一部助成：0件

○

妊産婦の健康を保持増進するた
めに健診・教育・家庭訪問により
保健指導を実施した。また、不妊・
不育治療費の助成を行った。

●妊産婦･乳幼児訪問指導
　保健師・助産師又は母子保健推進員による訪問
指導の実施
●妊婦健康診査
　医療機関に委託して実施する。
　妊婦健診14回を公費で助成
●妊婦歯科検診
　歯科医療機関に委託して実施する。
　妊婦の歯科検診1回を公費で助成
●母親学級・両親学級の実施
●特定不妊治療・人工授精に係る費用の一部助成
●不育治療に係る費用の一部助成
●妊娠・出産包括支援事業の実施

２４ Ａ
○男性の自立支援を図
る講座の開催

保健センター ●健康教育、訪問指導、健康相談等を実施 ●健康教育、訪問指導、健康相談等の中で要望に
応じて実施

●男性の自立支援を図る講座は実施なし
- -

●健康教育、訪問指導、健康相談等の中で要望に
応じて実施

保健センター ●各種事業を通じて情報提供を実施 ●各種事業を通じて情報提供を実施 ●各種事業を通じて情報提供を実施
○

各種事業を通じて情報提供を行っ
た。

●各種事業を通じて情報提供を実施

人権政策課 ●リブロダクティブ・ヘルス/ライツに関する研修会等
の開催について情報提供する。

●リブロダクティブ・ヘルス/ライツに関する研修会
等の開催について市報、ホームページ等で情報提
供する。

リプロダクティブヘルス／ライツについて市報３月号
で情報提供した。

○

広報できた。 ●リブロダクティブ・ヘルス/ライツに関する研修会
等の開催について市報、ホームページ等で情報提
供する。

学校教育課 ●性教育年間指導計画に基づき、保体、学活、道徳
等で指導を実施
●生徒の実態に応じて、外部講師も招聘し中学校で
の性教育講演会を実施する
●児童の実態に応じて、小学校で「命の教育」を実
施する

●性教育年間指導計画に基づき、保体、学活、道
徳等で指導を実施する。
●外部講師も招聘し中学校での性教育講演会を実
施する。
●児童の実態に応じて、小学校で「命の教育」を実
施する

●性教育年間指導計画に基づき、保体、学活、道
徳等で指導を実施する。
●中学校で性教育講演会を実施する。
●児童の実態に応じて、小学校で「命の教育」を実
施する

○

・性教育講演会で専門家から話を
聞くことで、現在だけでなく未来に
つながる自他の命を大切にしよう
とする心情につながった。

●性教育年間指導計画に基づき、保体、学活、道
徳等で指導を実施する。
●中学校で性教育講演会を実施する。
●児童の実態に応じて、小学校で「命の教育」を実
施する

【施策①】
男女の健康支
援と妊娠・出産
など女性の健康
と権利の啓発

２６ B

〇性別、年齢等に関わ
らず、全ての人が生涯
を通じて心身ともに健
康で活力ある生活を送
るための環境整備、健
康支援

保健センター ●がん検診は受診率50％を目標とする。集団及び
個別検診を実施。女性特有の乳・子宮がん検診、及
び働く世代の検診受診率向上については特に重点
的に実施
●健康教育、訪問指導、健康相談、健康手帳交付、
健康づくり推進員研修会、市報掲載等を実施
●食生活改善推進員への研修実施し、ヘルシークッ
キングほか食生活改善推進員の地域での活動を支
援

●がん検診は受診率50％を目標とする。集団及び
個別検診を実施。女性特有の乳・子宮がん検診、
及び働く世代の検診受診率向上について、受診勧
奨をしていく
●健康教育、訪問指導、健康相談、健康手帳交
付、健康づくり推進員研修会、市報掲載等を実施
●食生活改善推進員への研修実施し、地域での活
動を支援

●がん検診の実施（Ｈ30.6月～Ｈ31.2月）
　　集団：23回（うち休日健診5回）
　　医療機関：健診期間中随時実施
●健康教育（112回）延2,919人
●訪問指導　実人数52人　延人数64人
●健康相談（47回）延1,451人
●食生活改善推進員の活動
　　研修会（8回）延651人
　　地域での各種教室実施（42回）延2819人

○

がん検診を実施し、女性特有の
がんについては、特定の年齢の
自己負担金を軽減した。また、健
康教室や相談、研修会等におい
て、市民の健康に対する意識向
上を図るため、啓発活動を行っ
た。 健診受診者や健康教育等へ
の参加者は増加した。

●がん検診は受診率50％を目標とする。集団及び
個別検診を実施。女性特有の乳・子宮がん検診、
及び働く世代の検診受診率向上について、受診勧
奨をしていく
●健康教育、訪問指導、健康相談、健康手帳交
付、健康づくり推進員研修会、市報掲載等を実施
●食生活改善推進員への研修実施し、地域での活
動を支援

【施策②】
相談・支援体制
の充実

２１ A

〇関係機関と連携した
被害者及びその家族に
対する支援の充実

【施策①】
男女の健康支
援と妊娠・出産
など女性の健康
と権利の啓発

２５ Ｂ

○リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツに関する情
報提供
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基本目標２　　職場（労働）・地域・家庭における男女共同参画及び女性活躍の推進

重点目標（１） 職場における男女共同参画の実現

施　策 番号 分類 主な施策の内容
担当課

（データ抽出用）
平成28年度～平成32年度の実施計画 平成30年度以降の実施計画 平成30年度の取組実績 効果及び評価またその理由 令和元年度以降の実施計画

人権政策課 ●男女雇用機会均等法等に関する情報、関係する
研修会等の情報提供
●市男女共同参画推進まちづくり表彰制度のＰＲに
より男女の均等な雇用機会・待遇の確保を推進す
る。

●男女雇用機会均等法等に関する情報、関係する
研修会等の情報提供
●市男女共同参画推進まちづくり表彰制度のＰＲに
より男女の均等な雇用機会・待遇の確保を推進す
る。

●商工会議所を通しての情報提供を行った。

○

チラシによる情報提供に留まっ
た。

●男女雇用機会均等法等に関する情報、関係する
研修会等の情報提供
●市男女共同参画推進まちづくり表彰制度のＰＲに
より男女の均等な雇用機会・待遇の確保を推進す
る。

商工観光課 ●研修会等の際に情報提供を行う ●研修会等の際に情報提供を行う ●研修会で情報提供した。

○

広く同和、人権問題の情報を提供
した。

●研修会等の際に情報提供を行う。

人権政策課 ●市人研企業活動委員会、市同企連加入企業に働
きかけを行う
●企業訪問し各種講座等の案内をする際に、併せて
働きかけを行う。

●市人研企業活動委員会、市同企連加入企業に
働きかけを行う
●企業訪問し各種講座等の案内をする際に、併せ
て働きかけを行う。

未実施

-

リーフレットを配布しながら地道な
啓発をしていく必要がある。

●企業訪問し各種講座等の案内をする際に、併せ
て働きかけを行う。

商工観光課 ●企業訪問時に働きかけを行う ●施策に関する国・県の新しい制度について、企業
訪問時に働きかけを行う

●企業訪問があまり実施出来なかった。

△

企業訪問時に男女の雇用機会均
等・待遇についての働きかけをお
こなうことは難しい。

●施策に関する国・県の新しい制度の周知依頼等
に対応して、働きかけを行う。

２９ Ａ

○ワーク･ライフ･バラン
スに関する情報提供と
講演会の開催

人権政策課 ●研修会等の開催
●市主催以外で開催されるこのテーマでの講演会・
研修会等の開催について、ホームページ・チラシ等
で情報提供を行う。
●市男女共同参画推進まちづくり表彰

●研修会等の開催
●市主催以外で開催されるこのテーマでの講演会・
研修会等の開催について、ホームページ・チラシ等
で情報提供を行う。
●市男女共同参画推進まちづくり表彰
※関連施策番号　１(啓発)、４・３１(まちづくり表
彰)、５２(WLB)

●研修会等の開催(２月) 参加者42人
●市主催以外で開催されるこのテーマでの講演会・
研修会等の開催について、ホームページ・チラシ等
で情報提供を行った。
●市男女共同参画推進まちづくり表彰

◎

●事業所に働きかけるものではな
かったが、労働者自らの意識改革
につながる研修会の開催ができ
た。
●市男女共同参画推進まちづくり
表彰受賞者の取組を公表するこ
とができた。

●研修会等の開催
●市主催以外で開催されるこのテーマでの講演会・
研修会等の開催について、ホームページ・チラシ等
で情報提供を行う。
●市男女共同参画推進まちづくり表彰

３０ A

〇男性の働き方を見直
す取り組みとして、日常
的に家事に積極的関
わっている男性を「家事
メン」、部下の仕事と家
庭の両立を応援し自ら
も実践する上司のこと
を「イクボス」と呼びＰＲ
する。

人権政策課 ●関連啓発講座・講演会の実施
●市報、ホームページ等で情報提供を行う。

●関連啓発講座・講演会の実施
●市報、ホームページ等で情報提供を行う。

県主催講座の情報提供を行った。

△

よりん彩開催講座の情報提供を
行った。

●関連啓発講座・講演会の実施
●市報、ホームページ等で情報提供を行う。

３１ A

〇ワーク・ライフ・バラン
ス推進の好事例となる
倉吉市男女共同参画推
進まちづくり表彰により
団体・個人の紹介等行
い、他の事業主の女性
活躍推進に向けた取り
組みを促進

人権政策課 ●関係機関、全庁横断的に情報収集・啓発をする。
●男女共同参画推進まちづくり表彰式を男女共同参
画推進月間に実施し、表彰事業者・団体等取組をＰ
Ｒする。
●市報、ホームページ等で情報提供を行う。

●関係機関、全庁横断的に情報収集・啓発をする。
●男女共同参画推進まちづくり表彰式を男女共同
参画推進月間に実施し、表彰事業者・団体等取組
をＰＲする。
●市報、ホームページ等で情報提供を行う。
※関連施策番号　１(啓発)、４・３１(まちづくり表
彰)、５２(WLB)

施策29と同じ

◎

男女共同参画推進まちづくり表彰
受賞者の取組が紹介できた。申
請者の増が望まれる。

●関係機関、全庁横断的に情報収集・啓発をする。
●男女共同参画推進まちづくり表彰式を男女共同
参画推進月間に実施し、表彰事業者・団体等取組
をＰＲする。
●市報、ホームページ等で情報提供を行う。

３２ A

〇企業における女性の
管理職登用に向けた啓
発と推進

人権政策課 ●企業訪問による啓発活動の実施
●市報、ホームページ等で情報提供を行う。
●男女共同参画まちづくり表彰により女性管理職登
用に向けた取り組みを顕彰・推進する。

●企業訪問による啓発活動の実施
●市報、ホームページ等で情報提供を行う。
●男女共同参画まちづくり表彰により女性管理職
登用に向けた取り組みを顕彰・推進する。

●企業訪問は未実施
●男女共同参画まちづくり表彰により女性管理職
登用に向けた取り組みを顕彰・推進できた。受賞企
業の取組を市報、ホームページ等で情報提供を
行った

○

まちづくり表彰受賞者の取組のＰ
Ｒを市報で広報するのに留まっ
た。

●企業訪問による啓発活動の実施
●市報、ホームページ等で情報提供を行う。
●男女共同参画まちづくり表彰により女性管理職
登用に向けた取り組みを顕彰・推進する。

人権政策課 ●鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」等、関係
機関との連携による情報提供等

●鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」等、関
係機関との連携による情報提供等

●鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」等、関
係機関から発信されるチラシ等の配布ホにより情報
提供を行った。

○

チラシによる情報提供ができた。 ●鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」等、関
係機関との連携による情報提供等

子ども家庭課 ●「くらよし子育て応援ガイド」、市報、ホームページ
等への掲載による相談窓口の周知
●婦人相談員、母子自立支援員等による相談支援

●「くらよし子育て応援ガイド」、市報、ホームページ
等への掲載による相談窓口の周知
●婦人相談員、母子自立支援員等による相談支援

●「くらよし子育て応援ガイド」、市報、ホームページ
等への掲載による相談窓口の周知
●婦人相談員、母子自立支援員等による相談支援
●ハローワーク等と連携して対応した。

○

●相談窓口の周知を図るととも
に、関係機関等と連携して対応し
た。

●「くらよし子育て応援ガイド」、市報、ホームページ
等への掲載による相談窓口の周知
●婦人相談員、母子自立支援員等による相談支援

○企業訪問による働き
かけ

〇女性の就労相談事業
の実施及び就労・子育
てサービスに関する情
報提供

【施策①】
職場における男
女の均等な雇用
機会・待遇の確
保

２７ Ａ

○企業への情報提供と
積極的な事業所への
PR活動

２８ Ａ

３３ A

【施策②】
仕事と生活の調
和（ワーク･ライ
フ･バランス）の

推進

【施策③】
女性の職業生

活における活躍
の推進
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人権政策課 ●県及び県男女共同参画センター「よりん彩」全庁
横断的な連携による講座実施・情報提供等

●県及び県男女共同参画センター「よりん彩」、全
庁横断的な連携による講座実施・情報提供等

●県・県男女共同参画センター・市関係施設と連携
して講座等の情報提供を行った。

○

関係機関との連携により情報提
供ができた。

●県及び県男女共同参画センター「よりん彩」全庁
横断的な連携による講座実施・情報提供等

図書館 ●「よりん彩」をはじめ各種啓発パンフレット・チラシ
等の配布
●女性活躍推進に関するセミナー・講演会等研修事
業のチラシの配布
●女性活躍推進に関する図書・資料の収集・提供
●図書館のホームページ（鳥取県図書館横断検索）
を利用した「よりん彩」所蔵図書あるいは他館所蔵図
書等の提供

●相談会・セミナーによる女性の起業・就職の支援
●女性活躍推進に関する図書・資料の収集・提供
●女性活躍推進に関するセミナー・講演会等研修
事業のチラシの配布
●図書館のホームページ（鳥取県図書館横断検
索）を利用した「よりん彩」所蔵図書あるいは他館所
蔵図書等の提供
●「よりん彩」をはじめ各種啓発パンフレット・チラシ
等の配布

●相談会の実施による女性の起業・就職の支援
●女性活躍推進に関する図書の収集・提供
●図書館のホームページ（鳥取県図書館横断検
索）を利用した「よりん彩」所蔵図書あるいは他館所
蔵図書等の提供
●「よりん彩」をはじめ各種啓発パンフレット・チラシ
等の配布
●職場の人間関係など仕事上の悩みなどを対象と
した相談会の実施

○

ほぼ計画どおりに実施することが
できた。
定期的に開催しているビジネス関
連の相談会は専門家が対応して
いることもあり、具体的で細かい
事柄にも対応できている。

●相談会・セミナーによる女性の起業・就職の支援
●女性活躍推進に関する図書・資料の収集・提供
●図書館のホームページ（鳥取県図書館横断検
索）を利用した「よりん彩」所蔵図書あるいは他館所
蔵図書等の提供
●「よりん彩」をはじめ各種啓発パンフレット・チラシ
等の配布
●ビジネス上の悩みなどに対応する心の相談会を
定期的に開催する。

３５ A

〇働く女性の学びと交
流を支援するネットワー
クづくりの推進

人権政策課 ●鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」や全庁
横断的な連携による講座実施・情報提供等

●関係機関からの情報収集及び全庁横断的な連
携による講座実施・情報提供等

未実施

-

●関係機関からの情報収集及び全庁横断的な連
携による講座実施・情報提供等

３６ A

〇女性の再就業、資格
取得、キャリアアップを
支援する講座の開催

人権政策課 ●鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」や全庁
横断的な連携による講座実施・情報提供等

●関係機関や全庁横断的な連携による講座実施・
情報提供等

県やよりん彩等からの講座の情報提供を行った。

○

情報提供ができた。 ●関係機関や全庁横断的な連携による講座実施・
情報提供等

37 Ａ

〇女性活躍による地域
活性化と企業の人材育
成を図ることを目的とし
た異業種間交流会の開
催

人権政策課  ●鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」や全庁
横断的な連携をして、市内女性起業家や企業で働く
女性を対象に女性活躍による地域活性化の方法に
ついて学んだり議論する講座等（交流会）を開催す
る。

●関係機関や団体及びや全庁横断的な連携をして
情報収集し、市内女性起業家や企業で働く女性を
対象に女性活躍による地域活性化の方法について
学んだり議論する講座等（交流会）を開催する。

未実施

-

●関係機関や団体及びや全庁横断的な連携をして
情報収集し、市内女性起業家や企業で働く女性を
対象に女性活躍による地域活性化の方法について
学んだり議論する講座等（交流会）を開催する。

３８ Ｂ

○「家族経営協定」の締
結の推進と制度の周知

農林課 ●農業の経営改善に取組む農業者に、農業経営に
おける夫婦等の役割分担を明確にする家族経営協
定の締結を推進する
●農業経営改善計画で家族経営協定を目標として
いる認定農業者に対して働きかけを行うとともに、親
元就農促進支援交付金の活用を含め、制度周知を
図る

●農業の経営改善に取組む農業者に、農業経営に
おける夫婦等の役割分担を明確にする家族経営協
定の締結を推進する
●農業経営改善計画で家族経営協定を目標として
いる認定農業者に対して働きかけを行うとともに、
親元就農促進支援交付金の活用を含め、制度周知
を図る

●農業の経営改善に取り組む農業者及び農業経
営改善計画で家族経営協定を目標としている認定
農業者対し、農業経営における家族間の役割分担
を明確にする家族経営協定の締結を推進したもの
の、家族経営協定締結には至らなかった。
●親元就農促進支援交付金の活用　３件（うち女性
農業後継者　１件）

○

・家族経営協定の締結には至って
いないものの、農業経営における
家族間の役割分担の意識付けは
図られている。
・親元就農促進支援交付金の女
性農業後継者に将来が期待でき
る。

●農業の経営改善に取組む農業者に、農業経営に
おける夫婦等の役割分担を明確にする家族経営協
定の締結を推進する
●農業経営改善計画で家族経営協定を目標として
いる認定農業者に対して働きかけを行うとともに、
親元就農促進支援交付金の活用を含め、制度周知
を図る

○女性農業者への能力
開発支援

農林課 ●農業経営の経理を主に担当する女性農業者に対
して、パソコンによる簿記指導会を引き続き開催し支
援する
●農業者自らが、加工・製造、流通・販売までの取組
み（６次産業化）の相談と支援の助言を行う

●農業経営の経理を主に担当する女性農業者に
対して、パソコンによる簿記指導会を引き続き開催
し支援する
●農業者自らが、加工・製造、流通・販売までの取
組み（６次産業化）の相談と支援の助言を行う

●農業経営の経理を主に担当する女性農業者を中
心にパソコン簿記指導を行った。（８月～１月）

○

・農業経営を行う上で、経理部門
において女性の果たす役割が大
きくなっている。

●農業経営の経理を主に担当する女性農業者に
対して、パソコンによる簿記指導会を引き続き開催
し支援する
●農業者自らが、加工・製造、流通・販売までの取
組み（６次産業化）の相談と支援の助言を行う

農業委員会 ●各種団体の女性のつどい等について情報提供を
行う

各種団体の女性のつどい等について情報提供を行う各種団体の女性のつどい等について情報提供を実
施 ◎

県女性農業委員の会、女性農業
委員活動推進シンポジウムへ参
加

各種団体の女性のつどい等について情報提供を行
う

○相談･指導及びチャレ
ンジ支援の啓発と情報
提供

商工観光課 ●チャレンジショップについて市報、ホームページ等
で広報をおこなう。

●チャレンジショップについて市報、ホームページ
等で広報をおこなう。

●チャレンジショップについて市報、ホームページ
等で広報をおこなった。

◎

出店者３名すべてが女性であっ
た。そのうち２名がチャレンジ
ショップ卒業後市内で起業した。

●チャレンジショップについて市報、ホームページ
等で広報をおこなう。

農林課 ●農業委員会等との共催の農家相談会で、農家の
多様な相談に対応する
●各種施策・事業・制度説明については、HPその他
を活用し、情報提供を行うとともに、問い合わせや相
談に対して、必要な助言を行う

●農業委員会等との共催の農家相談会で、農家の
多様な相談に対応する
●各種施策・事業・制度説明については、HPその
他を活用し、情報提供を行うとともに、問い合わせ
や相談に対して、必要な助言を行う

●農業委員会等との共催の農家相談会で、農家の
多様な相談に対応した。
　　相談件数　9件（うち女性4件）
●各種施策・事業・制度説明については、計画どお
り実施し、問い合わせや相談に対して必要な助言を
行ったが、HPの活用があまりできなかった。

○

・HPを活用した情報発信の機会を
増やしていく必要がある。

●農業委員会等との共催の農家相談会で、農家の
多様な相談に対応する
●各種施策・事業・制度説明については、HPその
他を活用し、情報提供を行うとともに、問い合わせ
や相談に対して、必要な助言を行う

農業委員会 ●「新農業委員が、年齢、性別等に著しい偏りが生
じることが無いような登用」を図ることを要望

「農業委員が、年齢、性別等に著しい偏りが生じる
ことが無いような登用」をはかることを要望

「女性農業委員及び認定農業者等の登用」をはか
ることを要望 ○

女性農業委員　３名
認定農業者　１０名

「農業委員が、年齢、性別等に著しい偏りが生じる
ことが無いような登用」をはかることを要望

人権政策課 女性の起業に関連した講座の開催及び情報提供を
行う。

女性の起業に関連した講座の開催及び情報提供を
行う。

未実施
-

女性の起業に関連した講座の開催及び情報提供を
行う。

３４ B

〇関係機関や図書館な
どの身近な社会教育施
設との連携による再就
職のための講座の開催
や情報提供

【施策④】
農業、商工業等
における男女共
同参画の推進
及び女性の起
業と経営参画の
推進

３９ Ａ

４０ Ａ

【施策③】
女性の職業生

活における活躍
の推進

－7－



重点目標（２） 地域における男女共同参画の実現

施　策 番号 分類 主な施策の内容
担当課

（データ抽出用）
平成28年度～平成32年度の実施計画 平成30年度以降の実施計画 平成30年度の取組実績 効果及び評価またその理由 令和元年度以降の実施計画

41 A

〇同和教育町内学習会
等地域における男女共
同参画に関する学習の
推進

人権政策課 ●スタッフ会を中心とした町内学習会等での啓発活
動の実施
●町内学習会への講師の紹介
※(目標１－３－１　16と同じ)

●スタッフ会を中心とした町内学習会等での啓発活
動の実施
●町内学習会への講師の紹介
※関連施策番号16

●スタッフ会を中心とした町内学習会等での啓発活
動の実施　職員のみ７回、スタッフによる啓発活動
２回
●地区推進員研修会への講師の紹介　１件
※(目標１－３－１　16と同じ)

◎

同和教育町内学習会の機会をと
らえて男女共同参画の推進がで
きた。

●スタッフ会を中心とした町内学習会等での啓発活
動の実施
●町内学習会への講師の紹介
※(目標１－３－１　16と同じ)

42 A

○「くらよし男女共同参
画スタッフ」等による地
域内での啓発推進

人権政策課 ●スタッフ会を中心として
・各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活動
・町内学習会、PTA研修会等での啓発活動
※(目標１－３－１　16と同じ)

●スタッフ会を中心として
・各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活動
・町内学習会、PTA研修会等での啓発活動
※関連施策番号２，１６、４６，５１

●スタッフ会を対象とした研修会　2回開催。
●スタッフ会による啓発活動を２回実施。

○

スタッフ会を中心として地域にお
ける啓発推進はできた。

●スタッフ会を中心として
・各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活動
・町内学習会、PTA研修会等での啓発活動

●町内学習会、PTA研修会等での啓発活動、市男
女共同参画推進まちづくり表彰、女性登用率調査等
を活用し、地域活動への女性参画を促す。
●自治公民館連合協議会常任委員会及び各地区自
治公民館協議会の会議開催時に市の男女共同参画
推進関連の取組についてＰＲする。

●町内学習会、PTA研修会等での啓発活動、市男
女共同参画推進まちづくり表彰、女性登用率調査
等を活用し、地域活動への女性参画を促す。
●自治公民館連合協議会常任委員会及び各地区
自治公民館協議会の会議開催時に市の男女共同
参画推進関連の取組についてＰＲする。

●町内学習会での啓発活動、市男女共同参画推
進まちづくり表彰、女性登用率調査等を活用し、地
域活動への女性参画を促した。
●自治公民館連合協議会常任委員会及び各地区
自治公民館館長会開催時に市の男女共同参画推
進関連の取組についてＰＲした。

○

町内学習会での身近な男女共同
参画に関する啓発活動にはある
程度理解が感じられるが、実際の
地域活動に活かされているかは、
女性の役員登用率を見ると横ば
い状態である。

●町内学習会、PTA研修会等での啓発活動、市男
女共同参画推進まちづくり表彰、女性登用率調査
等を活用し、地域活動への女性参画を促す。
●自治公民館連合協議会常任委員会及び各地区
自治公民館協議会の会議開催時に市の男女共同
参画推進関連の取組についてＰＲする。

●市男女共同参画推進まちづくり表彰の実施により
地域内の市民及び市民団体の顕彰を行う。

●市男女共同参画推進まちづくり表彰の実施によ
り地域内の市民及び市民団体の顕彰を行う。

●地域内の市民団体表彰(1件)について市民団体
の取組を顕彰し、市報やホームページで周知するこ
とにより啓発できた。 ○

受賞者(申請者)が１件しかなく、
事例の発掘、さらなる呼びかけが
必要と思われる。

●市男女共同参画推進まちづくり表彰の実施によ
り地域内の市民及び市民団体の顕彰を行う。

生涯学習課 ●地区公民館において必要に応じて企画・実施 ●地区公民館において必要に応じて企画・実施
●中学校区及び市全体での研修会の実施

●地区公民館において、地域活動の参画者や指導
者を支援する事業を実施した。
●女性連絡会において、各中学校区ごと及び市全
体で交流を図りながら研修を行った。（代表者会、
運営員会、研修交流会各１回、中学校区活動４回、
参加者181人）

○

●女性連絡会の活動を通じて、そ
れぞれ地域で活動する女性がつ
どい、学ぶことで、互いに情報交
換や課題を共有し、地域での活動
の充実につなげた。

●地区公民館において必要に応じて企画・実施
●女性連絡会における中学校区及び市全体での
研修会の実施

●スタッフ会を開催して、地区におけるリーダーの人
材育成を図る。
●男女共同参画推進まちづくり表彰を受けた個人等
の地域の女性リーダーの協力を受け人材育成講座
を開催する。

●スタッフ会を開催して、地区におけるリーダーの
人材育成を図る。
●男女共同参画推進まちづくり表彰を受けた個人
等の地域の女性リーダーの協力を受け人材育成講
座を開催する。

●地区におけるリーダーの人材育成として位置付
けている推進スタッフの研修・定例会を開催してい
るが、研修参加率が50％以下。
●市自治公民館連合会常任委員会に、各地区にお
ける女性登用について依頼し、自治公民館におけ
る女性役員の就任状況を調査。結果を各地区協議
会へ報告により啓発につなげた。

○

●様々な家庭・仕事をしているス
タッフを対象に同時に研修、定例
会を実施することに困難がある。
(参加者の固定化)
●自治公民館におけ女性役員就
任状況の報告により啓発につな
がっている。

●スタッフ会を開催して、地区におけるリーダーの
人材育成を図る。
●男女共同参画推進まちづくり表彰を受けた個人
等の地域の女性リーダーの協力を受け人材育成講
座を開催する。

●同和教育推進員を委嘱し、男女共同参画を含む
地域における同和教育、人権教育を推進する

●同和教育指導員を委嘱し、男女共同参画を含む
地域における同和教育、人権教育を推進する

同和教育推進員を委嘱し、地域における同和教育・
人権教育を推進した。同和教育推進員等を対象と
した講座で女性の人権に関する講座を開催し男女
共同参画を推進した。

○

主に町内学習会を２回以上開催
する指定町が男女共同参画を
テーマに学習会を開催した。

●同和教育指導員を委嘱し、男女共同参画を含む
地域における同和教育、人権教育を推進する

福祉課 ●倉吉市地域福祉推進計画(第3期計画)に基づき、
倉吉市社会福祉協議会と連携、地域での支え合い
をテーマとする地区福祉懇談会を開催
・懇談会では子どもから高齢者まで互いに見守り、
育児・介護・要援護者の支援など男女で協力し、地
域で支え合う意識啓発に取り組む。

●倉吉市地域福祉計画（H30年度見直し第4期計画
を策定）に基づき､市社会福祉協議会とともに地域
での支え合いの意識啓発や取り組みをすすめる。
地区福祉懇談会を開催、あらゆる年代、男女が協
力し、支え合う地域づくりをすすめる。

●倉吉市社会福祉協議会と協力し、13地区におい
て、福祉懇談会を開催。地域住民が抱える生活課
題や福祉課題等を把握するとともに、支え合いの地
域福祉活動の充実に向けて連携を図ることができ
た。

○

●倉吉市社会福祉協議会と連携
し、福祉懇談会を13地区で開催し
た。地域で支え合う意識啓発に取
り組むことができた。

●倉吉市地域福祉推進計画（第4期計画）に基づ
き､市社会福祉協議会とともに地域での支え合いの
意識啓発や取り組みをすすめる。地区福祉懇談会
を開催、あらゆる年代、男女が協力し、支え合う地
域づくりをすすめる。

４５ Ａ

○自主防災組織、消防
における男女共同参画
の推進

防災安全課 ●女性消防団員の活動機会の増加及び活動状況の
周知を図り、当該団員の活動を通じて地域防災活動
における女性の役割を普及啓発する。

　引き続き、性消防団員の活動機会の増加及び活
動状況の周知を図り、当該団員の活動を通じて地
域防災活動における女性の役割を普及啓発する。

　火災予防運動期間中の広報活動をはじめ、市民
を対象とした防災イベント、地域の防災訓練に参加
し、普及啓発活動を行った。

◎

計画通りに普及啓発活動を行うこ
とができた。

　引き続き、性消防団員の活動機会の増加及び活
動状況の周知を図り、当該団員の活動を通じて地
域防災活動における女性の役割を普及啓発する。

【施策①】
地域活動への
男女の積極的
参画の促進

【施策②】
みんなで支えあ
う地域づくりの
推進

４４ Ａ

43

○地域活動における女
性リーダーの人材育成
講座等の開催

人権政策課

〇自治公民館などの地
域活動への女性参画を
促すための啓発及び促
進

A

人権政策課
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重点目標（３） 家庭における男女共同参画の実現

施　策 番号 分類 主な施策の内容
担当課

（データ抽出用）
平成28年度～平成32年度の実施計画 平成30年度以降の実施計画 平成30年度の取組実績 効果及び評価またその理由 令和元年度以降の実施計画

子ども家庭課 ●保育所園児の保護者を対象として研修会を通じた
意識啓発を行う。

●各種団体が開催する関連事業の周知 未実施

-

●各種団体が開催する関連事業の周知

保健センター ●各種教室、乳幼児健診等において男性・女性が協
力して育児を行うことについて指導

乳児訪問、乳幼児健診、母親・両親学級等におい
て男性・女性が協力して育児を行うことを指導。

●各種教室、乳幼児健診等において男性・女性が
協力して育児を行うことについて指導
　　　乳幼児健診（6か月児・１歳6か月児・3歳児健
診）：
　　　72回　1,056人

○

乳児訪問、乳幼児健診等の場で
両親が協力して育児をしていくこ
との保健指導を実施した。

乳児訪問、乳幼児健診、母親・両親学級等におい
て男性・女性が協力して育児を行うことを指導。

長寿社会課 ●各種介護予防教室等で介護の知識等を伝達し、
家庭内で男性・女性が共に協力して介護を行なうこ
とができるよう推進する

●男性の参加の多いサロン等で教室を開催し、家
庭内で男性・女性が共に協力して介護を行なうこと
ができるよう推進する。

●サロン等で教室を開催した。
●認知症サポーター養成講座を開催した。 ○

男性の参加があり、概ね目標を達
成できた。

●男性の参加の多いサロン等で教室を開催し、家
庭内で男性・女性が共に協力して介護を行なうこと
ができるよう推進する。

人権文化センター ●男性を対象にした料理教室、研修会等の開催 （さわやか）男性が参加しやすい事業を検討する。
(はばたき）●今後は「にこにこサロン」の発展充実
に向けて、男性の力が発揮できる体制づくりをして
いく必要がある。にこにこサロンの一つのプログラ
ムにする。

(はばたき)にこにこサロンを活用し、男女の別なく研
修の機会を提供した。にこにこサロン 年20回
(あたご)男性を対象にした研修会の開催した（１回７
人）
(やまびこ)計画したが参加希望がなく実施できな
かった。－

○

(あたご)開催できた。
(はばたき)開催できたが、参加者
の広がりが不十分。研修の持ち
方については、工夫が必要であ
る。
(やまびこ) -

●両性を対象にした料理教室、研修会等の開催(は
ばたき)
●男性を対象にした研修会を実施する(やまびこ)

人権政策課 ●講演会、講座等の開催 ●講演会、講座等の開催

※関連施策番号２，１６、４２，５１

●町内学習会において家事・介護への男性の参画
についてＤＶＤ及びスタッフ会による朗読劇により啓
発を行った。

△

町内学習会では家事、介護への
参画を中心として啓発した。育児
については未実施

●講演会、講座等の開催

生涯学習課 ●地区公民館において必要に応じて企画・実施 ●地区公民館において必要に応じて企画・実施 ●地区公民館において男性を対象にした料理教
室、男女がともに参加できる子育て講演会やサロン
等を実施。

○

●男性の家庭生活における家事
等の参画を促すきっかけづくりを
提供できた。

●地区公民館において必要に応じて企画・実施

子ども家庭課 ●日常の保育を通した児童への指導
●保育所、子育て支援センターでの児童・生徒の保
育体験、ボランティアの受け入れ
●赤ちゃんと小・中学生とのふれあい事業の実施
※施策番号14と内容同じ。

●日常の保育を通した児童への指導
●保育所、子育て支援センターでの児童・生徒の保
育体験、ボランティアの受け入れ
●赤ちゃんと小・中学生とのふれあい事業の実施
※施策番号14と内容同じ。

施策１４記載のとおり

○

●日常の保育を通した児童への指導
●保育所、子育て支援センターでの児童・生徒の保
育体験、ボランティアの受け入れ
●赤ちゃんと小・中学生とのふれあい事業の実施
※施策番号14と内容同じ。

人権政策課 ●市報、ホームページ、ケーブルテレビ等を利用して
啓発する

●市報、ホームページ、ケーブルテレビ等を利用し
て啓発する

●男女共同参画まちづくり表彰受賞者の取組のＰＲ
を市報で行った。　１件 ○

取組のＰＲは市報のみ。 ●市報、ホームページ、ケーブルテレビ等を利用し
て啓発する

学校教育課 ●児童生徒への働きかけ
●家庭科での、家族における役割の学習
●長期休業中を中心に、家庭での家事分担の実施
報告
●通信や学級懇談等での、保護者への啓発

●児童生徒への働きかけ
●家庭科での、家族における役割の学習
●長期休業中を中心に、家庭での家事分担の実施
報告
●通信や学級懇談等での、保護者への啓発
●PTA、学校と連携し教育講演会で啓発

●児童生徒への働きかけ
●家庭科での、家族における役割の学習
●長期休業中を中心に、家庭での家事分担の実施
報告
●通信や学級懇談等での、保護者への啓発
●PTA、学校と連携し教育講演会で啓発

○

・家庭科の学習を生かして、家庭
で実践することができた。
・長期休業等を通して、家庭での
手伝い等に取り組むことができ
た。
・日常的な取組については、個人
差が見られた。

●児童生徒への働きかけ
●家庭科での、家族における役割の学習
●長期休業中を中心に、家庭での家事分担の実施
報告
●通信や学級懇談等での、保護者への啓発
●PTA、学校と連携し教育講演会で啓発

子ども家庭課 ●児童指導員、保健師、家庭児童相談員、母子自
立支援員等による相談・情報提供
●保育所、子育て支援センター等での相談・情報提
供、セミナー等の開催

●児童指導員、保健師、家庭児童相談員、母子自
立支援員等による相談・情報提供
●保育所、子育て支援センター等での相談・情報提
供、セミナー等の開催

●随時、児童指導員、保健師、家庭児童相談員、
母子自立支援員等による相談・情報提供、同行、訪
問等必要な支援を行った。
●子育て支援センター相談受付　765件

○

●相談内容に応じて、効果的な助
言、関係機関への連携や情報提
供等を行った。

●児童指導員、保健師、家庭児童相談員、母子自
立支援員等による相談・情報提供
●保育所、子育て支援センター等での相談・情報提
供、セミナー等の開催

保健センター ●育児相談
　定期相談（月1回）と随時（相談室等）で個別に育児
支援を行い子育てに関する情報提供と相談を実施
●育児教室
　　年3回開催
●乳幼児健診
　　　3～4月児健診
　　　9～10月児健診
　　　6か月児健診
　　　1歳6か月児健診
　　　3歳児健診

●育児相談
　定期相談（月1回）と随時（相談室等）で個別に育
児支援を行い子育てに関する情報提供と相談を実
施
●乳幼児健診
　　　3～4月児健診
　　　9～10月児健診
　　　6か月児健診
　　　1歳6か月児健診
　　　3歳児健診

●育児相談：24回　延227人
　定期相談（月2回）と随時（相談室等）で個別に育
児支援を行い子育てに関する情報提供と相談を実
施

●乳幼児健診（6か月児・１歳6か月児・3歳児健
診）：
　　72回　1,098人

○

育児に関する不安を軽減し、安心
して育児ができるように健診・個
別相談・訪問等で保健指導を実
施した。

●育児相談
　定期相談（月1回）と随時（相談室等）で個別に育
児支援を行い子育てに関する情報提供と相談を実
施
●乳幼児健診
　　　3～4月児健診
　　　9～10月児健診
　　　6か月児健診
　　　1歳6か月児健診
　　　3歳児健診

長寿社会課 ●長寿社会課に認知症地域支援推進員を２人配置
●介護相談員派遣事業の実施
●市内５か所の地域包括支援センターで、高齢者に
係る総合相談、情報提供を実施
●各種介護予防教室等で介護に関する情報提供

●長寿社会課に認知症地域支援推進員を２人配置
●介護相談員派遣事業の実施
●市内５か所の地域包括支援センターで、高齢者
に係る総合相談、情報提供を実施
●各種介護予防教室等で介護に関する情報提供

●市内５ヵ所の地域包括支援センターで実施。
　相談件数　19,976件

◎

総合相談をはじめ、地域包括ケア
等の推進を図った。

●長寿社会課に認知症地域支援推進員を1人配置
●介護相談員派遣事業の実施
●市内５か所の地域包括支援センターで、高齢者
に係る総合相談、情報提供を実施
●各種介護予防教室等で介護に関する情報提供

【施策①】
家事・育児・介
護への男性の
参画の促進

４６ Ａ

○男性の家庭生活にお
ける参画を視野に入れ
た各種講演会、研修会
の開催

【施策①】
家事・育児・介
護への男性の
参画の促進

４７ Ａ

〇子どもの頃から家事
の分担や手伝いを習慣
づけていくための啓発

４８ Ｂ

○相談体制の充実と情
報提供
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子ども家庭課 ●保育サービスの充実
●子育て支援センター事業の充実
●ファミリーサポートセンター事業の実施
●放課後児童健全育成事業の実施

●保育サービスの充実
●子育て支援センター事業の充実
●ファミリーサポートセンター事業の実施
●放課後児童健全育成事業の体制整備

●仕事と子育ての両立を支援するため、保育サー
ビス、放課後児童クラブの適正な運営を行ない、利
用者の増加等に伴う施設整備を行った。。
●子育て支援センター　２か所
●ファミリーサポートセンター活動実績　110件

◎

●育児支援が必要な世帯に対し
て必要な支援体制を整え、ソフト、
ハード両面の充実を図った。

●保育サービスの充実
●子育て支援センター事業の充実
●ファミリーサポートセンター事業の実施
●放課後児童健全育成事業の体制整備

長寿社会課 ●生活支援、生きがいづくり活動への参加支援
●緊急通報システム事業の推進
●配食サービス、軽度生活援助事業による生活支
援
●家族介護用品購入費助成事業、高齢者はり・きゅ
う・マッサージ施術費助成事業による低所得者世帯
の経済的負担の軽減
●福祉用具の給付・貸付事業

●緊急通報システム事業の推進
●配食サービス、軽度生活援助事業による生活支
援
●家族介護用品購入費助成事業、高齢者はり・
きゅう・マッサージ施術費助成事業による低所得者
世帯の経済的負担の軽減
●福祉用具の給付・貸付事業

●緊急通報システム事業により、独居高齢者の安
否確認や緊急時の対応を迅速に実施。
　　　設置数　178台
●配食サービス、軽度生活援助事業により独居高
齢者の生活支援を実施。
　　　利用者数計　265人
●家族介護用品支給事業により、介護用品助成券
を支給し、低所得者世帯の経済的負担を軽減。
　　　利用者数　 39人
●福祉用具の給付・貸付事業を実施。

◎

介護に関する支援サービスを実
施することで、高齢者の自立した
生活を確保することができた。

●緊急通報システム事業の推進
●配食サービス、軽度生活援助事業による生活支
援
●家族介護用品購入費助成事業、高齢者はり・
きゅう・マッサージ施術費助成事業による低所得者
世帯の経済的負担の軽減
●福祉用具の給付・貸付事業

図書館 ●6か月児健診時に、絵本1冊・アドバイス集・絵本リ
スト・トートバック等をプレゼントするとともに、ボラン
ティアによる読み聞かせ指導を実施
●1歳6か月児健診時に、絵本1冊・アドバイス集・絵
本リスト等をプレゼントし、会場で職員による読み聞
かせ指導を実施
●子育て応援コーナーの図書・雑誌の充実、関連す
る育児・医療・介護に関する図書の購入と提供を実
施

●家庭での読み聞かせ普及を目的に6か月児健診
時に、絵本1冊・アドバイス集・絵本リスト・トートバッ
ク等をプレゼントし、ボランティアによる読み聞かせ
指導を実施
●1歳6か月児健診時に、絵本1冊・アドバイス集・絵
本リスト等をプレゼントし職員による読み聞かせ指
導を実施
●年2回ボランティアを交えた報告会を開き、より効
果的な指導方法を協議
●子育て応援コーナーの図書・雑誌の充実、関連
する育児・医療・介護に関する図書の購入と提供を
実施

●家庭での読み聞かせ普及を目的に6か月児健診
時に絵本1冊・アドバイス集・絵本リスト・トートバック
等をプレゼントし、ボランティアを主とする読み聞か
せ指導の実施
●1歳6か月児健診時に絵本1冊・アドバイス集・絵
本リスト等をプレゼントし職員による読み聞かせ指
導の実施。
●年2回ボランティア・保健センター職員を交えた報
告会を開きより効果的な指導方法を検討
●子育て応援コーナーの図書・雑誌の充実、関連
する育児・医療・介護に関する図書の購入と提供を
実施
●介護に関する図書、資料の収集・提供

○

計画どおりに実施することができ
た。ブックスタート事業は好評で、
これを機会に家庭で読み聞かせ
を始められる方も多く、読み聞か
せ、読書の普及に役立っている。
また、子どもと保護者が触れ合う
時を持つことにより、子育ての楽
しみを実感できる時間となってい
る。

●家庭での読み聞かせ普及を目的に6か月児健診
時に絵本1冊・アドバイス集・絵本リスト・トートバック
等をプレゼントし、ボランティアによる読み聞かせ指
導を実施
●1歳6か月児健診時に、絵本1冊・アドバイス集・絵
本リスト等をプレゼントし,職員による読み聞かせ指
導を実施
●年2回ボランティア・保健センター職員を交えた報
告会を開き、より円滑で効果的な運営方法を協議
●子育て応援コーナーの図書・雑誌の充実、関連
する育児・医療・介護に関する図書の購入と提供を
実施
●介護に関する図書、資料の収集・提供

子ども家庭課 ●母子自立支援員、家庭児童相談員による相談・情
報提供の実施
●保育所、母子生活支援施設等との連携
●公共職業安定所等関係機関との連携

●母子自立支援員、家庭児童相談員による相談・
情報提供の実施
●保育所、母子生活支援施設等との連携
●公共職業安定所等関係機関との連携

●生活相談等（母子・父子自立支援員）実人数135
人　延411件
●随時、施設、ハローワーク等と連携して対応し
た。

○

子育て支援センターを会場にハ
ローワークの出張相談を行う等相
談体制が充実した。
●様々な不安、問題を抱えた家
庭が増加しており、適切な対応に
向けた相談体制、連帯体制の一
層の充実を図っていく必要があ
る。

●母子自立支援員、家庭児童相談員による相談・
情報提供の実施
●保育所、母子生活支援施設等との連携
●公共職業安定所等関係機関との連携

保健センター ●妊産婦･乳幼児訪問指導の実施
●子育て総合支援センター等と連携して事業を実施

●妊産婦･乳幼児訪問指導の実施
●子育て総合支援センター等と連携して事業を実
施

●妊産婦･乳幼児訪問指導の実施
　妊産婦　延354人　乳幼児　延383人
●子育て総合支援センターと連携して事業を実施 ○

関係機関との連携により保健指
導を実施した。

●妊産婦･乳幼児訪問指導の実施
●子育て総合支援センター等と連携して事業を実
施

長寿社会課 ●市内５か所の地域包括支援センターと連携しなが
ら、高齢者に係る総合相談、情報提供を実施
●介護家族支援事業の実施
●認知症の人と家族の会の支援

●市内５か所の地域包括支援センターと連携しな
がら、高齢者に係る総合相談、情報提供を実施
●介護家族支援事業の実施
●認知症の人と家族の会の支援

●家族介護用品支給事業により、介護用品助成券
を支給し、低所得者世帯の経済的負担を軽減。
　　　利用者数  39人
●福祉用具の給付・貸付事業を実施。
●「認知症の人と家族の会」の支援。
　　開催回数　16回

◎

各種機関団体と連携しながら、総
合相談・情報提供を行った。

●市内５か所の地域包括支援センターと連携しな
がら、高齢者に係る総合相談、情報提供を実施
●介護家族支援事業の実施
●認知症の人と家族の会の支援

子ども家庭課 ●子育て支援センター、保育所、児童館・児童セン
ター等での研修会等の実施

各種団体が行う事業の周知 未実施

-

各種団体が行う事業の周知

保健センター ●母親学級・両親学級の開催
●育児教室の開催

●母親学級・両親学級の開催
●乳児訪問

●母親学級・両親学級の実施
　　　9回　妊婦49人・妊婦の夫40人

○

講演会、教室の開催により、夫婦
での育児をするイメージがつき、
出産後の子育ての参考となるな
ど育児不安の軽減につながった。

●母親学級・両親学級の開催
●乳児訪問

長寿社会課 ●自治公民館長、民生児童委員、地域包括支援セ
ンター職員、主任ケアマネジャー等を対象に、各種
研修会等を開催
●市報の毎月号で、「子育て・保健・介護コーナー」
を設け介護情報を掲載
●各種介護予防教室の開催

●自治公民館長、民生児童委員、地域包括支援セ
ンター職員、主任ケアマネジャー等を対象に、各種
研修会等を開催
●各種介護予防教室の開催

●介護サービス事業所、地域包括支援センター職
員等を対象に研修会を実施。
●各種介護予防教室の開催。

◎

関係団体の参加により、各種研修
会等を開催した。

●自治公民館長、民生児童委員、地域包括支援セ
ンター職員、主任ケアマネジャー等を対象に、各種
研修会等を開催
●各種介護予防教室の開催

人権政策課 町内学習会、PTA研修会でのスタッフによる啓発活
動。

町内学習会、PTA研修会でのスタッフによる啓発活
動。

※関連施策番号２，１６、４１，４６

●ワークライフバランス講座の開催(２／１６)　１回
●スタッフによる啓発活動は未実施。

○

具体的な時間の効率術を学ぶこ
とにより仕事と自分時間の両立に
ついてより実績的に学べた。会場
が広くなかったため参加可能者が
限られてしまった。

町内学習会、PTA研修会でのスタッフによる啓発活
動。
講演会による啓発。

５２ Ａ

○両立支援に関する企
業への情報提供

人権政策課 ●企業への情報提供を行う。 ●企業への情報提供を行う。

※関連施策番号１，２９(ＷＬＢ)

●研修・講座情報の情報提供は行った。

○

研修・講座情報以外の情報提供
ができていない。休暇制度等に関
する情報についての周知も必要。

●企業への情報提供を行う。

【施策②】
両立支援に関す
る情報の提供と
学習機会の拡
大

４９ Ｂ

○育児･介護に関する
支援サービスの充実

【施策②】
両立支援に関す
る情報の提供と
学習機会の拡
大

５０ Ｂ

○各種機関団体との連
携による相談体制の充
実と情報提供

５１ Ｂ

○講演会、研修会の開
催

○講演会、研修会の開
催

－10－



基本目標３　　あらゆる分野における男女共同参画の推進

重点目標（１） あらゆる場における男女共同参画の実現

施　策 番号 分類 主な施策の内容
担当課

（データ抽出用）
平成28年度～平成32年度の実施計画 平成30年度以降の実施計画 平成30年度の取組実績 効果及び評価またその理由 令和元年度以降の実施計画

長寿社会課 ●包括支援センター社会福祉士部会主催による研
修・会議等で、虐待事例の検討を行う
●高齢者虐待の相談窓口である地域包括支援セン
ターと連携しながら、各種介護予防教室等の場を活
用し虐待に関する情報を市民に提供する

●包括支援センター・社会福祉士部会主催による
研修・会議等で、高齢者の権利擁護に関する知識
の普及・啓発、虐待事例の検討を行う

●地域包括支援センター・社会福祉士部会主催に
よる虐待研修を9/14に行い、虐待事例や対応につ
いて、周知を図った。 ◎

関係団体の参加により、研修会を
開催した。

●包括支援センター・社会福祉士部会主催による
研修・会議等で、高齢者の権利擁護に関する知識
の普及・啓発、虐待事例の検討を行う

人権政策課 ●部落解放研究倉吉市集会等の研修会において
「高齢者の人権」のテーマを設けて、発表や討議及
び研修を行う。

●部落解放研究倉吉市集会等の研修会において
「高齢者の人権」のテーマを設けて、発表や討議及
び研修を行う。
※関連施策番号５４

●部落解放研究倉吉市集会等の研修会において
「高齢者とともに歩む地域づくり」をテーマに高齢者
の人権について、発表や討議を行った。　参加者57
人

◎

高齢者の地域づくりにおける活動
の実践をもとに田世代が支え合え
る地域づくりについて研修、討議
できた。

●部落解放研究倉吉市集会等の研修会において
「高齢者の人権」のテーマを設けて、発表や討議及
び研修を行う。

○高齢者虐待の防止に
ついて、あらゆる機会を
捉えて市民に周知

人権文化センター ●高齢者対象事業（教室）の計画及び実施。
●センターだよりによる広報・啓発活動。
●啓発DVD等を利用した町内学習会等の実施。

（さわやか）高齢者対象事業の実施
(はばたき)●今後も高齢者と他の世代に人たちの
相互交流を深めていくプログラムを実施していく。

(やまびこ)高齢者の集いとなっているサロンの開催
12回  ・町内学習会での高齢者の人権に関する相
談教材提供  ・シニアクラブ人権学習にて研修・セン
ターだより　○
(はばたき)・高齢者介護に関する研修を開催　２
回、参加人数50人 ・センターだよりによる広報・啓
発　１回
・啓発資料を利用した町内学習会の実施　１回　○
（さわやか）高齢者教室とサロンを行った。○
(あたご)未実施  －

(やまびこ)集いの場や研修を開催
することができた
(はばたき)介護に関する研修会を
開催し、高齢者虐待防止に資する
ことができた。子どもたちや、現役
世代とも親睦を深める行事を実施
し、日常的に見守り、気遣いので
きる関係づくりをしてきた。

(やまびこ)サロンやシニアクラブ人権学習の実施。
センターだよりによる啓発。町内学習会の計画して
いる町への相談対応。
(はばたき)介護や高齢者の人権を考える機会(事
業)を提供し、相互に繋がりの持てる関係づくりを目
指す。
（さわやか）高齢者対象事業の実施
(あたご)センターだより等による広報・啓発活動。

福祉課 ●「倉吉市障がい者プラン」に基づき、障害福祉サー
ビス及び地域生活支援事業の提供等各種施策を実
施。
●障がい者相談支援センター、指定特定相談支援
事業所によるサービス利用支援体制の充実を図る。
・障害福祉サービスについての周知を図る。
・サービス利用計画作成を通じて利用支援や調整を
行う。
●倉吉市及び圏域の障がい者地域自立支援協議会
において、サービス利用促進や課題解決を図る取組
を実施。
●市役所として障がい者雇用に取組む
・障がいのある人の勤労意欲を高め、働きやすい環
境を整えるためジョブ支援員を配置。

●「倉吉市障がい者プラン」に基づき、障害福祉
サービス及び地域生活支援事業の提供等各種施
策を実施する。
●障がい者相談支援事業所等と連携し、サービス
利用支援体制の充実を図る。
●倉吉市及び圏域の障がい者地域自立支援協議
会において、引き続きサービス利用促進や課題解
決を図る取組を実施する。
●市として障がい者雇用に取組み、障がいのある
人の勤労意欲を高め、働きやすい環境を整えるた
めジョブ支援員を配置する。

●「倉吉市障がい者プラン」に基づき、障がいのあ
る人のニーズに応じた障害福祉サービス等を提供
し、障がいのある人の自立促進を図った。
●障がいのある人の意思を尊重したサービス利用
計画に基づき、相談支援事業所やサービス提供事
業所等と連携し、支援を実施した。
●倉吉市及び中部圏域の障がい者地域自立支援
協議会において、地域課題やサービス支給に係る
問題等を把握し、課題解決に向けた取組を行った。
●ジョブ支援員を配置し、障がい者雇用に取り組ん
だ。

○

●各種障害福祉サービスを、相
談支援事業所等と連携し、障がい
のある人の状況にあったサービス
を提供する事ができた。
●市及び中部圏域の障がい者自
立支援協議会において、課題解
決に向けた取組を行う事が出来
た。
●障がい者雇用に取り組めた。

●「倉吉市障がい者プラン」に基づき、障害福祉
サービス及び地域生活支援事業の提供等各種施
策を実施する。
●障がい者相談支援事業所等と連携し、サービス
利用支援体制の充実を図る。
●倉吉市及び圏域の障がい者地域自立支援協議
会において、引き続きサービス利用促進や課題解
決を図る取組を実施する。
●市として障がい者雇用に取組み、障がいのある
人の勤労意欲を高め、働きやすい環境を整えるた
めジョブ支援員を配置する。

子ども家庭課 ●相談、情報提供の充実。各種制度利用への支援
●支援サービスの適切な提供
●子どもの発達支援体制整備事業の実施（保育所・
幼稚園等への巡回相談、職員研修等）

●相談、情報提供の充実。各種制度利用への支援
●支援サービスの適切な提供
●子どもの発達支援体制整備事業の実施（保育
所・幼稚園等への巡回相談、職員研修等）

●支援サービスの提供
自立支援給付事業、地域生活支援事業、障害児通
所給付事業等実施
●子どもの発達支援体制整備事業
保育所等への巡回相談、専門官による巡回指導、
健診後フォロー園訪問、リーダー育成研修、移行支
援会議、保育実践実技研修会、子どもの発達研修
会、通所指導教室等実施

○

●支援サービスの適切な提供を
行った。
●子どもの発達支援体制整備の
ため必要な取り組みを行った。さ
らに、相談体制の整備、施策の整
備のため検討を続けていくことが
必要。

●相談、情報提供の充実。各種制度利用への支援
●支援サービスの適切な提供
●子どもの発達支援体制整備事業の実施（保育
所・幼稚園等への巡回相談、職員研修等）

人権政策課 ●障がい者の人権についての啓発
●部落解放研究倉吉市集会等の研修会において
「障がいのある人の人権」のテーマを設けて、発表や
討議及び研修を行う。

●障がい者の人権についての啓発
●部落解放研究倉吉市集会等の研修会において
「障がいのある人の人権」のテーマを設けて、発表
や討議及び研修を行う。
※関連施策番号５３

●部落解放研究第4６回倉吉市集会第３分科会に
おいて「障がいを知り、共に生きる社会をめざして」
をテーマに、障がいのある人の人権について発表・
討議を行った。75人参加 ○

障がいのある人の人権について
啓発できた。

●障がい者の人権についての啓発
●部落解放研究倉吉市集会等の研修会において
「障がいのある人の人権」のテーマを設けて、発表
や討議及び研修を行う。

学校教育課 ●人権教育年間指導計画に基づき高齢者、障がい
のある人等との交流活動、体験活動、調査活動の実
施
●諸行事や土曜授業での、高齢者、障がいのある
人達との交流活動、体験活動

●人権教育年間指導計画に基づき高齢者、障がい
のある人等との交流活動、体験活動、調査活動の
実施
●諸行事や土曜授業での、高齢者、障がいのある
人達との交流活動、体験活動
●長期休業中のボランティア体験等の推進

●人権教育年間指導計画に基づき高齢者、障がい
のある人等との交流活動、体験活動、調査活動の
実施
●諸行事や土曜授業での、高齢者、障がいのある
人達との交流活動、体験活動
●長期休業中のボランティア体験等の推進

○

・多くの学校が、高齢者や障がい
のある人たちとの交流を実施し、
児童生徒が体験を通して理解を
深めた。

●人権教育年間指導計画に基づき高齢者、障がい
のある人等との交流活動、体験活動、調査活動の
実施
●諸行事や土曜授業での、高齢者、障がいのある
人達との交流活動、体験活動
●長期休業中のボランティア体験等の推進

【施策①】
高齢者、障がい
者、ひとり親家
庭への支援と自
立促進

５３ Ｂ

○高齢者虐待の防止に
ついて、あらゆる機会を
捉えて市民に周知

【施策①】
高齢者、障がい
者、ひとり親家
庭への支援と自
立促進

５４ Ｂ

○「倉吉市障がい者プ
ラン」に基づいた支援
サービスの充実

－11－



施　策 番号 分類 主な施策の内容
担当課

（データ抽出用）
平成28年度～平成32年度の実施計画 平成30年度以降の実施計画 平成30年度の取組実績 効果及び評価またその理由 令和元年度以降の実施計画

○「倉吉市ひとり親家庭
等自立支援計画」に基
づいた支援サービスの
充実

子ども家庭課 ●母子自立支援員による相談、情報提供、制度利
用への支援
●関係機関、施設等との連携
●各種手当等の支給、保育料の減免等の実施
●母子会活動への支援
●就労に必要な技術、知識の習得等、ひとり親家庭
に対する就労支援

●母子自立支援員による相談、情報提供、制度利
用への支援
●関係機関、施設等との連携
●各種手当等の支給、保育料の減免等の実施
●母子会活動への支援
●就労に必要な技術、知識の習得等、ひとり親家
庭に対する就労支援

●倉吉市母子寡婦福祉連合会運営費補助金105千
円
●児童扶養手当　延月人数6,778人（全部・一部支
給）
●随時、相談、情報提供、関係機関との連携を行っ
た。

○

●手当の支給をはじめ、支援
サービスの提供を適切に実施し
た。
●様々な不安、問題を抱えた家
庭が増加しており、適切な対応に
向けた相談体制、連帯体制の一
層の充実を図っていく必要があ
る。

●母子自立支援員による相談、情報提供、制度利
用への支援
●関係機関、施設等との連携
●各種手当等の支給、保育料の減免等の実施
●母子会活動への支援
●就労に必要な技術、知識の習得等、ひとり親家
庭に対する就労支援

人権政策課 ●啓発及び関係機関等と連携した相談支援 ●啓発及び関係機関等と連携した相談支援 ●県が作成した「ひとり親家庭のしおり」を庁舎、人
権文化センター等に掲出した。

△

しおりの掲出に留まった。 ●啓発及び関係機関等と連携した相談支援

建築住宅課 ●母子・父子世帯の優先入居の実施 ●母子・父子世帯の優先入居の実施
●民間住宅への入居に関わる相談・あっせん

●母子・父子世帯優先募集：2回（提供戸数：3戸）
●相談件数：0件 ◎

優先募集回数及び提供戸数の増
※提供戸数全戸入居

●母子・父子世帯の優先入居の実施
●民間住宅への入居に関わる相談・あっせん

保険年金課 ●所得税非課税のひとり親家庭が通院により医療
機関を受診した際に支払う自己負担額について同一
月内、同一医療機関につき一診療当たり、通院につ
いては530円を除いた額を助成する。（同一月内、同
一医療機関につき5回以降は全額助成）
入院については、1日1,200円（「標準負担額減額認
定証」等の交付を受けている方は16日目以降は全
額助成）を除いた額を助成する。

●所得税非課税世帯で18歳の年度末までの人の
養育者が、通院により医療機関を受診した際に支
払う自己負担額について同一月内、同一医療機関
につき一診療当たり、通院については530円を除い
た額を助成する。（同一月内、同一医療機関につき
5回以降は全額助成）
入院については、1日1,200円（「標準負担額減額認
定証」等の交付を受けている方は16日目以降は全
額助成）を除いた額を助成する。

資格者：310人
給付件数： 4,939件
助成額： 12,005,566円

◎ ひとり親家庭の医療費に係る経
済的負担軽減を図ることができ
た。

●所得税非課税世帯で18歳の年度末までの人の
養育者が、通院により医療機関を受診した際に支
払う自己負担額について同一月内、同一医療機関
につき一診療当たり、通院については530円を除い
た額を助成する。（同一月内、同一医療機関につき
5回以降は全額助成）
入院については、1日1,200円（「標準負担額減額認
定証」等の交付を受けている方は16日目以降は全
額助成）を除いた額を助成する。

５６ Ａ

○女性の人権に関する
国際的な条約、女性に
関わる法律や制度など
の情報収集及び提供

人権政策課 ●県及びよりん彩と連携して情報収集、提供を行う ●県及びよりん彩と連携して情報収集、提供を行う ●県及びよりん彩と連携して情報収集、提供を行っ
た。

○

５月施行された「政治的分野にお
ける男女共同参画の推進に関す
る法律」について202030問題とと
もに市報で広報を行った。

●県及びよりん彩と連携して情報収集、提供を行う

【施策②】
国際理解と国際
交流、多文化共
生社会の推進

５７ Ｂ

○交流事業の推進 地域づくり支援課 ●韓国語講座の開催
●韓国語講座への国際交流員派遣
●韓国姉妹都市交流事業への実施及び協力
●外国人交流会等への支援

●韓国語講座の開催
●韓国語講座への国際交流員派遣
●韓国姉妹都市交流事業への実施及び協力
●外国人交流会等への支援

●韓国語講座の開催
・４クラス、66名が受講
●国際交流員派遣事業
・８回派遣（市内４回、市外２回、国外２回）
●韓国姉妹都市交流事業の実施及び協力
・青少年日韓交流事業（羅州市へ中学生10名を派
遣）
・市民交流事業（鳥取県中部地区日韓親善協会主
催）
●外国人交流会等への支援
・国際交流団体への支援（鳥取県中部地区日韓親
善協会）

○

関係団体と連携を図りながら事業
を実施出来た

●韓国語講座の開催
●韓国語講座への国際交流員派遣
●韓国姉妹都市交流事業への実施及び協力
●外国人交流会等への支援

５８ Ｂ

〇国際理解講座の開催 地域づくり支援課 ●国際理解講座の開催 ●国際理解講座の開催 ●国際理解講座の開催
・韓国のあそび、衣装試着体験
（第31回じどうかんまつりと同時開催）
・大韓民国文化理解講座

○

普段接することの少ない海外の
文化に触れる事で、参加者の海
外の文化への理解が深まった

●国際理解講座の開催

５５ Ｂ

【施策①】
高齢者、障がい
者、ひとり親家
庭への支援と自
立促進
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人権政策課 ●関係機関と連携して情報提供を行う ●関係機関と連携して情報提供を行う ●関係機関と連携して情報提供を行った

○

人権文化センターと共同で日本語
学習会を実施できた。

●関係機関と連携して情報提供を行う

人権文化センター ●センターだよりによる情報提供。
●生活困窮、子どもの貧困等、福祉課題に対して、
関係機関と連携し、相談支援をしていく。
●センターの相談機能の充実と周知を図る。

（はばたき)●今後も継続して福祉課題の発見と支
援体制の構築に向けて努力していく。センターとし
て果たせる役割を周知していく。

(倉吉市)Toriフレンドネットワークと連携して、防災
(非常持の情報伝達、避難経路等)や就学について
の制度等に関する学習会を開催した。11人参加。
(やまびこ)・子育てについて相談があり対応した・保
育園児が外国について理解できるよう交流会を開
催した。
(はばたき)・センターだよりによる情報提供と相談受
付の窓口として発信を継続。
（さわやか）月１回の保・小・児・文連絡会にて状況
確認と対応をしている。
●センターだよりによる情報提供(あたご)

○

(やまびこ)困りごとを確認し関係
機関と連携した。
(はばたき)情報発信の量としては
まだまだ不十分である。講演等に
出向いた際にもPR・周知をしてい
く必要がある。

(やまびこ)幼少時から異文化を大切にできるよう研
修を行うとともに外国にルーツをもつ人の交流の場
を開催する。
（さわやか）月１回の保・小・児・文連絡会にて状況
確認と対応をしていく。
(はばたき、あたご)関係機関と連携して情報提供を
行う。センターだよりによる情報提供
(はばたき)町内学習会等出掛けた際にもお知らせ
していく。

学校教育課 ●各校の実態に応じて外国にルーツを持つ児童生
徒の支援を実施
●保護者支援による異文化理解の学習実施

●各校の実態に応じて外国にルーツを持つ児童生
徒の支援を実施
●保護者支援による異文化理解の学習実施

●各校の実態に応じて外国にルーツを持つ児童生
徒の支援を実施
●保護者支援による異文化理解の学習実施 ○

・外国にルーツを持つ児童生徒へ
の支援、周りの児童生徒への働
きかけを実施し、誰もが過ごしや
すく、力を発揮できる集団作りに
努めた。

●各校の実態に応じて外国にルーツを持つ児童生
徒の支援を実施
●保護者支援による異文化理解の学習実施

地域づくり支援課 ●市報・ホームページで市民生活相談窓口を掲載す
る

●市報・ホームページで市民生活相談窓口を掲載
する

●市報・ホームページ等で窓口の周知を行い、市
民生活相談を受け、関係機関への相談の受け渡し
や、関係課との協力のうえ対応を行った。

○

●多くの市民に利用していただい
た。
※平成30年度市民生活相談
　　電話・窓口相談実績　104件
　　電子メール相談　　　　  92件

●市報・ホームページで市民生活相談窓口を掲載
する

６０ Ｂ

○相談機関の充実と情
報提供

保健センター ●母子健康手帳の配布
母子健康手帳の交付時に、必要に応じて外国語版
母子健康手帳を交付

●母子健康手帳の配布
母子健康手帳の交付時に、必要に応じて外国語版
母子健康手帳を交付
●必要に応じて健診等に、通訳者を依頼する。

●母子健康手帳の交付時に、必要に応じて外国語
版母子健康手帳を交付：3件

-

外国語版母子健康手帳交付対象
者はなかった。
必要に応じて、乳幼児健診時等に
通訳者を依頼した。

●母子健康手帳の配布
母子健康手帳の交付時に、必要に応じて外国語版
母子健康手帳を交付
●必要に応じて健診等に、通訳者を依頼する。

子ども家庭課 ●保育所、子育て総合支援センター、児童館・児童
センター等における交流会等の実施

●保育所、児童館・児童センター等における交流会
等の実施

●保育所、児童館・児童センター等における交流会
等の実施

○

異文化交流の実施 ●保育所、児童館・児童センター等における交流会
等の実施

人権文化センター ●絵本・DVD等による啓発活動を行う。
●様々な形態による交流会の開催し、理解を深め
る。
●センターだよりによる広報・啓発活動。

(はばたき)●子どもたちや高齢者事業の中で外国
にルーツを持つ方とのふれあい事業を実施していく
必要がある。

(やまびこ)・保育園との交流会を実施
（はばたき)・にこにこサロン、小学校地区学習会の
２回で絵本の読み聞かせをした。合計６７人
・センターだよりによる広報・啓発活動　２回
（さわやか）保育園交流会の開催。小学校学習会で
読み聞かせを行った。
(あたご)・保育園との交流会の開催・絵本、ＤＶＤに
よる啓発・サロンの高齢者との交流会の開催、他の
園との交流会

○

(やまびこ、さわやか、あたご)開催
できた
(はばたき)資料提供や、絵本・紙
芝居についても活用を促していく
ことが必要。

(やまびこ)仲間づくり、異文化との交流事業の実
施。
(はばたき、さわやか、あたご)保育機関、学校等と
連携しながら事業実施。

学校教育課 ●実態に応じた引き継ぎ
●保護者懇談会等での啓発活動を実施

●実態に応じた引き継ぎ
●保護者懇談会等での啓発活動を実施

●実態に応じた引き継ぎ
●保護者懇談会等での啓発活動を実施

○

・保護者懇談会等での啓発活動
を実施した。

●実態に応じた引き継ぎ
●保護者懇談会等での啓発活動を実施

人権政策課、人権
文化センター

●日本語学習等ニーズに応じた取り組み ●日本語学習等ニーズに応じた取り組み
※関連施策番号６３

日本語学習会を年間16回実施した。

◎

日本語学習及び学習会において
防災(災害時の行動等)について
学んだりとニーズに応じた取組が
できた。

●日本語学習等ニーズに応じた取り組み

人権文化センター ●外国にルーツを持つ人へセンター行事に参加して
もらえるよう誘いかけ、相互交流相互理解を深める
努力をする。●食文化交流会の実施。

（はばたき)子どもたちや高齢者事業の中で外国に
ルーツを持つ方とのふれあい事業を実施していく必
要がある。

(やまびこ、はばたき、さわやか、あたご)未実施

-

地域の団体や鳥フレンドネット
ワークと連携していく必要がある。

(あたご)就学前教育の中で異文化に触れる内容の
実施
(はばたき)他団体と連携した食文化交流会の実施
をめざす。

６３ B

〇外国にルーツを持つ
人のための日本語学習
講座の開催

人権文化センター ●日本語学習会の開催 ●日本語学習会の開催
※関連施策番号６２

(倉吉市人権文化センター)
５月～11月に計16回開催 平均参加人数５～８人 ○

計画どおりに開催することができ
た。参加者の広がりに、工夫が必
要である。

●日本語学習会の開催

【施策③】
外国にルーツを
持つ人が暮らし
やすい環境づく
りの推進

５９ Ｂ

○相談機関の充実と情
報提供

６１ Ｂ

○就学前教育・保育機
関、学校等の交流会等
による啓発

６２ Ｂ

○市民と外国にルーツ
を持つ人が共同で取り
組む交流活動
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男女共同参画を実現するプランの推進

施　策 番号 分類 主な施策の内容
担当課

（データ抽出用）
平成28年度～平成32年度の実施計画 平成30年度以降の実施計画 平成30年度の取組実績 効果及び評価またその理由 令和元年度以降の実施計画

６４ Ａ

○倉吉市男女共同参画
推進市民会議の開催

人権政策課 ●年１回以上の開催 ●年１回以上の開催 ２回開催
第１回　男女共同参画推進まちづくり表彰受賞者審
議
第２回　プランの実施状況報告及び事業計画につ
いて審議

○

前年度より早く第２回市民会議を
開催できたが、事業実施上前期
開催としたい。

●年１回以上の開催

６５ Ａ

○倉吉市男女共同参画
推進本部会議・幹事会
の開催

人権政策課 ●年１回以上の開催 ●年１回以上の開催 未実施

-

日程調整ができなかった ●年１回以上の開催

６６ A

〇市民からの男女共同
参画に関する施策に対
する苦情、性別による
差別的取扱いその他の
相談窓口の充実

人権政策課、人権
文化センター

●人権局及び人権文化センターに相談窓口を設置
し、市民又は事業者からの性別による差別的取扱い
その他の男女共同参画の形成の推進を阻害する要
因による人権侵害及び苦情申し出に対して関係各
課、関係機関と連携して対応する。

●人権局及び人権文化センターに相談窓口を設置
し、市民又は事業者からの性別による差別的取扱
いその他の男女共同参画の形成の推進を阻害す
る要因による人権侵害及び苦情申し出に対して関
係各課、関係機関と連携して対応する。
●センターだよりに留まらず、様々な機会を通じて、
相談窓口として、の機能を有していることを周知し
ていく。

(人権政策課)相談件数0件　相談窓口について周
知した。
(センター)相談窓口として受け付けていることを周
知してきた。

○

様々な媒体を活用して、引き続き
相談窓口について周知していく。
地域に出向く町内学習会等でも
周知を図る必要がある。

●人権政策課及び人権文化センターに相談窓口を
設置し、市民又は事業者からの性別による差別的
取扱いその他の男女共同参画の形成の推進を阻
害する要因による人権侵害及び苦情申し出に対し
て関係各課、関係機関と連携して対応する。
●センターだよりの他、様々な機会を通じて、相談
窓口として受け付けていることを周知していく。

６７ Ａ

○女性職員の昇進・管
理的役職への積極的登
用に向けた計画的育成

職員課 ●係長級以上の女性登用の推進
●キャリアデザイン研修の実施

●係長級以上の女性登用の推進
●キャリアデザイン研修の実施

Ｈ31.4.1現在　係長級以上　42人
キャリアデザイン研修の実施

○

キャリアデザイン研修を28人が受
講し、これまでの自分を振り返り、
３～５年後の将来像を描き、その
実現に向けての課題を考えた。

●係長級以上の女性登用の推進
●ワークライフバランスの推進

６８ Ａ

○ハラスメント防止に関
する職員の相談・苦情
窓口の充実

職員課 ●「職場におけるハラスメントの防止に関する規程」
により職員の相談窓口を設置

●「職場におけるハラスメントの防止に関する規程」
により職員の相談窓口を設置

相談窓口設置済

○

相談件数　１件 ●「職場におけるハラスメントの防止に関する規程」
により職員の相談窓口を設置

〇次世代育成支援対策
推進法及び女性活躍推
進法に基づく「特定事業
主行動計画」の推進

職員課 ●出産・育児に係る制度を利用しやすい職場環境づ
くり
●男性職員の育児に係る特別休暇等の取得促進
●総労働時間の縮減に向けた取組
●年次休暇等の取得促進
●女性職員がこれまで以上に活躍できる職場環境
づくり

●出産・育児に係る制度を利用しやすい職場環境
づくり
●男性職員の育児に係る特別休暇等の取得促進
●総労働時間の縮減に向けた取組
●年次休暇等の取得促進
●女性職員がこれまで以上に活躍できる職場環境
づくり

・配偶者が出産した男性職員に対し、制度説明リー
フレットの配付及び制度説明を行った。14件
・年次休暇等を取得しやすい職場環境づくり（休暇
予定表の作成や掲示、管理職による声掛け等）を
行った。
・新任課長級職員研修を実施し、イクボス宣言を
行った。

○

・配偶者出産休暇取得　13人
・男性の育児参加休暇取得　5人
・年休取得　平均　11.8日
・イクボス宣言率　100％

●出産・育児に係る制度を利用しやすい職場環境
づくり
●男性職員の育児に係る特別休暇等の取得促進
●総労働時間の縮減に向けた取組
●年次休暇等の取得促進
●女性職員がこれまで以上に活躍できる職場環境
づくり

人権政策課 ●倉吉市男女共同参画推進本部会議・幹事会を開
催し、関係課と連携し「特定事業主行動計画」を推進
する。

●倉吉市男女共同参画推進本部会議・幹事会を開
催し、関係課と連携し「特定事業主行動計画」を推
進する。

未実施

-

日程調整ができなかった ●倉吉市男女共同参画推進本部会議・幹事会を開
催し、関係課と連携し「特定事業主行動計画」を推
進する。

７０ Ａ

〇くらよし男女共同参画
推進スタッフ会の設置
による啓発推進

人権政策課 ●各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活動
●町内学習会、PTA、企業内研修会等での啓発活
動
※施策番号２

●各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活
動
●町内学習会、PTA、企業内研修会等での啓発活
動
※施策番号２

施策番号２と同じ

○

施策番号２と同じ ●各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活
動
●町内学習会、PTA、企業内研修会等での啓発活
動
※施策番号２

７１ Ａ

○「くらよし男女共同参
画推進スタッフ」、「あす
をつくる倉吉女性塾」等
の男女共同参画関係機
関等との連携・共同に
よる啓発の推進

人権政策課 ●各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活動
●町内学習会、PTA研修会等での啓発活動
●同和教育推進員を委嘱し、地域における人権・同
和教育を推進する

●各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活
動
●町内学習会、PTA研修会等での啓発活動
●同和教育推進員を委嘱し、地域における人権・同
和教育を推進する

●各地区公民館・自治公協議会と連携しスタッフの
活用について周知・お願いをし、人権政策課に講師
依頼のあった町内学習会(９件)にスタッフによる出
前講座として朗読劇をとおして啓発を行い好評を得
た。２回実施。
●女性塾と連携できた。
●同和教育推進員（250名）を委嘱し、地域における
人権教育(男女共同参画)の推進をした。

◎

スタッフ、女性塾のメンバーの
意見をもとに、より効果的に啓
発事業を実施できた。

●各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活
動
●町内学習会、PTA研修会等での啓発活動
●同和教育推進員を委嘱し、地域における人権・同
和教育を推進する

７２ Ａ

〇国及び他の地方公共
団体と連携した啓発等
の推進

人権政策課 ●国・県との連携し各種講座の情報提供や啓発を行
う。

●国・県との連携し各種講座の情報提供や啓発を
行う。

●県と連携して、啓発等男女共同参画の推進を
行った
（県関係）
・県事業の周知、連携協力
・輝く女性活躍加速化とっとり会議への出席
（よりん彩：県男女共同参画センター関係）
・よりん彩記念日フォーラムへの参画
・よりん彩講座の周知、参加
・相談窓口等との連携
●国が実施する男女共同参画に関係した運動等、
ポスター、チラシ、市報、ホームページを活用して、
啓発を行った。

◎

連携して情報提供、啓発できた。 ●国・県との連携し各種講座の情報提供や啓発を
行う。

【施策①】
推進体制の充
実

６９ Ａ

【施策②】
市民・事業者と
の連携･協働と
啓発の充実

－14－



人権政策課 ●市民団体等と連携して、講演会・研修会等及びあ
すをつくる倉吉女性塾を開催

●市民団体等と連携して、講演会・研修会等及びあ
すをつくる倉吉女性塾を開催

●市民団体等と連携したあすをつくる倉吉女性塾
主催の研修会を開催。1回　参加人数　50人 ○

連携して開催できた。開催時期等
参加者増が見込める工夫が必
要。

市民団体などと連携して講演会・研修会等及びあ
すをつくる倉吉女性塾を開催。

人権政策課 ●事業者との連携 ●事業者との連携 ●講座等の開催にあたり、協力依頼、情報提供等
を行った。 △

情報提供に留まり連携講座は未
実施

●事業者との連携

生涯学習課 ●各地区自治公民館連絡協議会と地区公民館が連
携し、研修等の開催
●市民・事業者・団体及びNPO等との連携・協働に
よる地区公民館事業の実施

●各地区自治公民館連絡協議会と地区公民館が
連携し、研修等の開催
●市民・事業者・団体及びNPO等との連携・協働に
よる地区公民館事業の実施

●男女共同参画に限らず、地区公民館は自治公協
の事務局として町内学習会等開催を支援した。
●地区公民館では、公民館事業の講師を市民・事
業者・団体及びNPO等から招いたり、共催事業を行
うなど、連携あるいは支援という形で事業を実施し
た。

○

●各公民館において、市民や団
体、他の機関と連携・協働するこ
とで、事業の効果的な実施や内
容の充実を図った。

●各地区自治公民館連絡協議会と地区公民館が
連携し、研修等の開催
●市民・事業者・団体及びNPO等との連携・協働に
よる地区公民館事業の実施

人権政策課 ●計画・実績・評価を市民会議に報告し、情報を市
民に公開
●「倉吉市における男女共同参画推進について」を
着実に実行する

●計画・実績・評価を市民会議に報告し、情報を市
民に公開
●「倉吉市における男女共同参画推進について」を
着実に実行する

●計画・実績・評価を平成30年11月市民会議に報
告し、情報を市民に公開した。

○

●会議録を公開できた。
●「倉吉市における男女共同参画
推進について」の成果は横ばい状
態。引き続き関係課との調整を
行っていく。

●計画・実績・評価を市民会議に報告し、情報を市
民に公開
●「倉吉市における男女共同参画推進について」を
着実に実行する

人権政策課 ●情報の収集、調査研究及び公表 ●情報の収集、調査研究及び公表 ●国及び県の行う各種調査を含めて、審議会、委
員会、各種団体等の役員の登用状況について調査
し、このうち女性議員数、審議会及び市役所職員に
おける女性登用状況をホームページで公表した。

◎

公表により市民への意識づけが
できる。

●情報の収集、調査研究及び公表

○プランの推進につい
て各課からの計画・実
績・評価を毎年とりまと
め、倉吉市男女共同参
画推進市民会議に報告
し、情報を市民に公開

７４ Ａ

【施策③】
点検・評価

７３ Ａ

○市民・事業者・団体及
びNPO等との連携・協
働による研修会・講座
等の開催

－15－


