
平成２９年度実施状況報告及び平成30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～平成３２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年度の取組実績 平成29年度以降の実施計画 平成29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

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 ●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)
・倉吉パワーアップ講座　参加者59人
・市男女共同参画推進まちづくり表彰　２団体表彰
【講演会等】
●あすをつくる倉吉女性塾主催講座(高齢者関係、災
害時の人権関係)２回　参加者63人
●女性パワーアップ講座　参加者31人
●フォーラムｉｎくらよし（めざせイクメン・イクボス）は、
鳥取県中部地震により中止

●男女共同参画月間（６月）における催し
・パネル展示
・倉吉市男女共同参画推進まちづくり表彰表彰式及
びフォーラムinくらよし(倉吉市男女共同参画推進講
演会)
●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　５件表彰、ワークライフバランス講演会)開催
参加者46人
【講座】
●あすをつくる倉吉女性塾主催講座(介護保険制度
関係)１回　参加者51人
●・男女共同参画パワーアップ講座・プチ起業パ
ワーアップ講座　参加者35人

◎

●市民や市民団体と共同して研
修会等を企画・運営することがで
きた。
●男女共同参画を実現するため
の各種啓発を行った。

●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 ●未実施(出前講座の要請がなく講師の紹介を行っ
たのみ)
●男女共同参画推進スタッフ(各地区推薦、公募)27
名を委嘱し研修活動を行った。(6回、延べ58人参加)

●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８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。

○

年度はじめに各地区館長会や同
和問題町内学習会事前学習会等
を通じてスタッフの出前講座等啓
発活動について周知し、活動でき
好評を得た。スタッフの啓発活動
への参加は日時により都合がつく
人に偏りがあり、多くのスタッフに
平均的に関わってもらうことに困
難はある。

●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、ケーブルテレビ等を利用す
る

●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は
行ったがケーブルテレビの利用は
未実施。

●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 ●センターだよりによるで広報・啓発、イベントの案内
を行った。
●地域行事の取り組みにおいて意識して男女共同の
組織づくりに努力した。

●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
●地域住民、自治公民館活動、ＰＴＡ等と連携した
啓発活動を継続していく。

センターだよりによる情報提供を行った。

◎

男女共同参画週間に合わせてセ
ンターだよりを発行し情報提供し
た

センターだよりによる情報提供を行う。

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パワーアップ講座と
併せて表彰式を実施 　応募件数２件

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。
※関連施策番号　１(啓発)、　２９、３１(まちづくり)

男女共同参画推進月間に男女共同参画フォーラム
in倉吉としてワークライフバランス講演会と併せて表
彰式を実施 　応募件数５件　(施策番号１参照)

◎

自治公民館２件、事業所２件、個
人１件と３分野、計５件を表彰。そ
れぞれの取組を表彰し周知するこ
とにより市民及び事業所への男女
共同参画の取組の参考となった。

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強化す
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 ●未実施 ●倉吉市民意識調査を利用し、調査、分析、情報提
供を行う

●男女共同参画を人権学習町内学習会のテーマと
した自治民館において、市民意識調査の結果につ
いて情報提供し、啓発を行った。 ○

数値の確認をするのみで調査、分
析、情報提供をするに至らなかっ
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 ●フォーラムｉｎくらよし（めざせイクメン・イクボス）によ
り計画をしたが、鳥取県中部地震により中止
●人権のために学ぶ同和教育講座(テーマ：子どもの
人権)において子どもとの関わりの中で子どもの人権
を考える内容であったが男性講師の子育て体験談も
あり男女共同参画に関連するもので反響があった。
参加人数　78名

●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 ○

男女共同参画をテーマにした町内
学習会において、男性の育児参加
やワークライフバランスについて
研修し振り返る機会を提供した。

●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 ●男性を対象の料理居室を行った。（1回11人）（あた
ご）
●男の料理教室を通じて、地域の組織づくりが円滑
になり、高齢者とのつながりを築く取り組みともなって
きた。はばたき

●男性を対象にした料理教室等の開催（あたご）
●（さわやか）男性が参加しやすい事業を検討する。
●料理教室の継続と様々な内容の学習の機会とし
て活用していく。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、他の世代との交流の機会となった。

○

●まちづくりを考えていくうえで、
様々な意見が聞かれ有効な場と
なった。

●男性が参加しやすい事業を検討する。（さわやか）
●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)

7 Ａ

○多様な働き方に関す
る情報提供

人権政策課 ●フォーラムｉｎくらよし（めざせイクメン・イクボス）によ
り計画をしたが、鳥取県中部地震により中止

●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

プチ起業パワーアップ講座を開催し、自分のやりた
いことを仕事にする働き方について情報提供を行っ
た。17名参加。 ○

参加人数が伸びなかったが、起業
したい方への情報提供につながっ
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 ●児童生徒の発達段階に応じて、身の回りにある多
種多様な情報の中から、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。

●善悪の判断力や主体的な態度育成のために情報
モラル教育を推進していく。

●児童生徒の発達段階に応じて、身の回りにある多
種多様な情報の中から、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。

○

各校の実情に合わせてメディア教
育に詳しい専門家による講演会等
を実施した。メディア使用に関わる
児童生徒間のトラブルは報告され
ていない。

●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

【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

○市の広報紙、ホーム
ページを利用した広報・
啓発活動

Ａ３

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

Ａ６
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生涯学習課 ●地区青少年育成協議会の活動において情報モラ
ル等に関する啓発(チラシ配布)を実施した。

●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

●地区青少年育成協議会の活動や打吹まつり、公
民館まつりにおいてメディア・リテラシーの啓発を実
施した。 ○

●各地区における行事等の機会
やイベント等の人が多く集まる機
会を通じ広く啓発を行うことができ
た。

●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

学校教育課 ●情報モラルに関する内容を保護者講演会や教育を
考える会等で行ったり、学校便り等で保護者、地域の
方と連携を図った。

●各地区公民館・自治公協議会と連携した啓発活
動を行う。
●町内学習会、PTA研修会等での啓発活動を行う。

●外部講師を招聘し、保護者対象の「メディア教育
講演会」を実施した。
●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。
●学校だより、保健だより等を活用した保護者への
情報提供や啓発ができた。

○

メディア使用に関して、保護者が
児童・生徒と振り返り機会を提供
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
●学校便り等を活用した保護者への情報提供や啓
発

子ども家庭課 未実施 ●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

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 未実施 ●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。

県等の啓発事業のチラシを配布し情報提供した。

○

情報提供に留まった。 ●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年度の取組実績 平成29年度以降の実施計画 平成29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

人権政策課 ●女性登用に向け事前協議等しっかり行うよう、選任
時に市長決裁とするとともに、選考方法等について検
討するよう担当課に通知できなかった。
●市の審議会等における女性登用率
　Ｈ22年22.8％→ H23年25.3％→ Ｈ24年26.5％→ Ｈ
25年26.7％→ Ｈ26年29.9％→ Ｈ27年31.6％→H28年
30.6％
（※４次プラン中５年間で8.8％）

●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

●「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えた。

○

審議会・委員会における委員の選
出方法についてH25年度に作成し
た「倉吉市における男女共同参画
推進について」が定着しており市
長決裁や人権局への事前協議を
する課はあった。委員候補として
男性しか人材のない分野には選
出方法の見直しの課題が残る。

●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

人権文化センター ●センター運営委員は充て職でお願いしている方が
ほとんどであるため、特に女性登用ということにこだ
わらずに選出している状況。（あたご、さわやか）
●人権文化センターの運営委員会としては、充て職
からの選出となっていて、20人中4人が女性となって
いる。(はばたき)

●運営協議会委員の女性登用に向け、各団体選出
委員を充て職以外となるよう依頼する等事前協議等
を行う。

運営委員の任期途中につき見直し未実施

-

●運営委員会の地区代表に女性を登用するよう働
きかけをする。
（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。）

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人を女性に委嘱している。そのうち1名は倉吉男
女共同参画推進会議からの推薦をお願いしている。

現在の委員の任期が平成30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。１名の女性委員につ
いては任期満了後交代となったが、新規委員につい
ても女性に委嘱したしており、引き続き女性が3割以
上となるよう取組んでいる。

○

新規の委員については倉吉市人
権教育研究会から推薦されてお
り、女性の視点のみならず、あら
ゆる人権に係る視点から会議の
中で御意見を頂ける環境となって
いる。

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。

保険年金課 改選後、女性登用率が4割を超えた。（16名中7名、
43.8％)

●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28年７月25日～平成30年７月24日】女性
登用率が4割を超えている。（16名中7名、43.8％)

◎ 国保運営協議会委員の推薦に当
たり、推薦団体に対し女性の積極
的な登用を依頼した結果、女性登
用率で設定された40％を達成でき
ている。

●引き続き、審議会等への女性の積極的登用に努
める。

長寿社会課 ●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。

●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

●いきいき長寿社会推進協議会の役員改選があ
り、女性委員の積極的登用を行った。

◎
改選時に女性委員の積極的登用
を行った。

●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 ●委員の改選なし ●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 ●改選期に伴い新たに委員を委嘱。委員14人のうち
女性６人
●平成２８年８月に倉吉市農林振興協議会を開催

●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

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 未実施(改選なし) ●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。

地域産業振興戦略会議を２回開催し、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った。 ◎

地域産業振興戦略会議委員改選
にあたり、女性の登用を積極的に
おこなった。登用率33.3％。

委員改選予定なし

学校教育課 ●審議会の構成を考慮しながら、女性委員の登用を
行った。

●諸会議委員への女性の積極的登用。 ●平成２９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。 ○

各会議の構成を考慮しながら、女
性委員の登用を行った。

●諸会議委員への女性の積極的登用。

給食センター ９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。

引き続き、審議会等への女性の積極的登用に努める８割を超える女性登用率で、学校給食委員会を開催
することができた。 ◎

８割を超える女性登用率となって
おり、審議会等への女性の積極的
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 ●未実施(委員の改選なし) 改選期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。

博物館協議会委員の改選があり、女性登用率は増
加した。（8名中2名、25％） ○

博物館の運営・活動について、意
見を反映することができた。

・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。

９ Ａ

１０ Ａ

○地域住民、保護者等
を対象にした学習活動

【施策②】
メディアにおける
人権尊重の推
進

【施策①】
審議会等への
女性の積極的
登用

○審議会・委員会にお
ける委員の選出方法の
見直しと工夫
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【施策①】
審議会等への
女性の積極的
登用

１１ Ａ

○女性人材登録制度へ
の登録の推進

人権政策課 3年に1度登録者に対し登録内容の再確認を行い訂
正・削除を行うが、再確認の年に当たり確認したとこ
ろ登録者37のうち３名が削除。新規登録者１名で28
年度末登録者は36名。

●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

28年度末に３年に一度の登録確認を行ったところ登
録を希望しない人が３名あり４月１日現在で33名。年
度中に３名の登録者が追加され、29年度末時点で
登録者数、36名。

◎

追加登録された登録者が委員に
選定された。

●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

人権政策課 ●あすをつくる倉吉女性塾主催講座(高齢者関係、災
害時の人権関係)２回開催。　参加者延べ人数63人
●フォーラムinくらよしは地震のため中止。

●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(介
護保険制度関係)1回　参加者51人
あすをつくる倉吉女性塾が市長とのふれあいトーク
開催により講座開催は1回となったが好評であった。

◎

多くの市民の興味のある講座開催
となった。

●あすをつくる倉吉女性塾との共催講座の開催　２
回

人権文化センター （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。
●一昨年度から、女性話そう会の参加者を女性に限
定せず、男性の参加も求めてきた。継続して啓発して
きた。はばたき

●男女共同参画の地域づくりを意識した学習内容を
考えて開催していく。はばたき

（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。
(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。

△

(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。

(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。

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 ●7月6日にスタッフ会研修をよりん彩講師のもと実施
したが、時期的に地区の行事と重なる日となったため
５人の参加に留まった。
●4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。

●スタッフ会研修会の開催
●よりん彩主催講座のＰＲ

●５月23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１７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。

◎

スタッフ研修会研修については、
年度初めに開催し、内容も身近な
もので好評だったため、町内学習
会にも活用できる内容であり、学
習会においても好評だった。

●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年度の取組実績 平成29年度以降の実施計画 平成29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

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
●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。
●協力して物事を成し遂げる場の設定
●「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。

◎

各校に於いて、計画に基づき、実
施した。

●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 ●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の実施し、
幼児期からの男女共同参画の意識付けを行った。

●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

※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　　　　12校　　370人

●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　　247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 ●呼びかけは行っているが、父親の参加率はなかな
か上がらない。

●保護者活動への男性の参画と役職への女性参画
の促進についてPTA代表と話し合いを行っていく。

●ＰＴＡ活動における父親への活動参加の呼びかけ
●文化祭に「おやじの会」が参加の学校あり
●学校周辺整備活動への父親の参加多数

△

呼びかけは行っているが、父親の
参加率はなかなか上がらない。行
事への父親の参加は増えている。

●ＰＴＡ活動における父親への活動参加の呼びか
け。

子ども家庭課 ●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。

●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の要請がなかった。
●町内学習会開催時の講師紹介　2件

●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
てもらうよう館長会等で情報提供を行い、啓発活動
を２回行った。施策番号２
●町内学習会開催時の講師紹介依頼がなかった。

◎

●スタッフ会において地域活動に
おける男女共同参画の必要性に
ついて意見交換できた。
●スタッフ会による啓発活動の活
用について情報提供ができた。

●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 ●倉吉市自治公民館連合会と調整のうえ各自治公
民館へ班回覧等、随時情報提供を行った。

●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。

●倉吉市自治公民館連合会と調整のうえ各自治公
民館へ班回覧等、随時情報提供を行った。

○

●自治公民館への学習機会の提
供で行うのは各所管課であるが、
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。おおむね事
業計画通りであった。

●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男女を問わず誰でも参加で
きる事業を実施した。
●人材銀行制度の啓発、講座開催の支援を行った。

●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、講座の支援を行う。

●地区公民館事業として男女を問わず誰でも参加
できる事業を実施した。
●人材銀行制度の啓発、講座開催の支援を行っ
た。

○

●人材銀行制度について、団体等
に周知し、人材銀行を活用した学
習機会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、講座の支援を行う。

学校教育課 ●人権教育・性教育参観日の懇談会で研修等を行っ
た。

●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。

●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。

△

参観日等で、男女平等意識を啓
発する学習を実施した学校は多く
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。

１２ Ａ

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

【施策②】
能力開発と人材
育成

○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

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

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
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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年度の取組実績 平成29年度以降の実施計画 平成29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

人権政策課 ●市報、ホームページを利用して啓発及び相談先等
の情報提供を行った。
●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。

○

情報提供を行った ●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 ●センターだより等で広報啓発、イベントの案内等を
した。
●児童センターとの連携して、関係機関と連携し見守
り活動に取り組んだ。思春期児童への啓発に努め
た。

●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。
●各自が、意識して予防、防止するための知識と認
識が持てるための啓発になるよう努力する。地域社
会あげての抑止、防止体制となるよう啓発を継続す
る。

●未実施（さわやか）
●センターだよりを利用した情報発信啓発活動にと
どまった。(はばたき）

○

●広報・啓発活動として十分とは
言えない。周知に努力を要する。
(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）

子ども家庭課 ●婦人相談　77件　延98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　11/11,14街頭キャンペーン　11/17～
11/25パネル展示（倉吉交流プラザ）
●各種研修会へ参加

●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　83件　延111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　11/10,14街頭キャンペーン　11/10～
11/24パネル展示（倉吉交流プラザ）
●各種研修会へ参加

○

●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、ＤＶ
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 ●ホワイトボードミーティングを活用するなど各学校で
工夫をし、自分の気持ちを言葉で伝えられる児童生
徒の育成を行った。

●男女が共に支え合って生きていくことの大切さを
発達段階を考慮し、性意識の変化が始まるとされる
小学校中学年を主な対象として実施する。
●ホワイトボードミーティングを活用するなど各学校
で工夫をし、自分の気持ちを言葉で伝えられる児童
生徒の育成を行う。

●中学校でデートＤＶに関する学習を実施した。
●自分の言葉で意思表示をする児童生徒の育成に
努めた。

△

学習の実施校が限られている。 ●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 ●市報、ホームページを利用して情報提供を行った ●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。

●市報、ホームページを利用して情報提供を行っ
た。
●倉吉市人権教育研究会起業活動委員会等三者
合同研修会で様々なハラスメントに関する研修会を
実施した。

○

情報提供を行った ●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、チラシによる情報提供を行った。
（さわやか）
●センターだよりによる啓発活動にとどまってしまっ
た。(はばたき)

●センターだよりによる情報提供
●地域の意識、認識を向上させるために、学習会等
の開催、情報提供、啓発活動を継続する。

●未実施（さわやか）
●センターだよりによる発信・啓発にとどまった。(は
ばたき）

○

●広報・啓発活動として十分とは
言えない。周知に努力を要する。
(はばたき）

●センターだよりによる情報提供
●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(はばたき）

商工観光課 ４回実施 ●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

４回実施

○

講師を推薦するが、必ずしも施策
内容と希望講師は一致していない

●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

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 ●情報提供については未実施 ●市報、ホームページ等で情報提供を行う。 ●情報提供については未実施　施策番号18
●企業研修においてマタニティハラスメントについて
啓発を行った。１社 ○

特定の研修会で啓発を行うにとど
まった。

●市報、ホームページ等で情報提供を行う。

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

●「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 ●子どもの様子を日々注意深く観察することで、DV
被害の疑いのある児童生徒・保護者を早期発見し、
児童相談所・子ども家庭課等の関係機関と連携して
支援を実施した。

●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

●日々の学校生活の諸活動を通し、児童・生徒と教
職員が話しやすい関係を構築するように努めた。
●日々の日記、定期的に行う生活アンケート等で、
児童・生徒の悩みを教員が掴むよう努めた。
●スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー、心の教室相談員等悩みを打ち明けられる第三
者がいることを伝え、相談活動を充実させた。

○

全教職員による児童・生徒の見守
りと、必要な情報共有ができた。

●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

人権政策課 ●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、人権局に直接の相談はなかった。

●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

●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、人権局に直接の相談はなかっ
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

【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

Ａ１７

○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

○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

【施策②】
相談・支援体制
の充実

２０ Ａ
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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。

●「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 ●ホームページに掲載。
●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

●関係機関の連絡先等の把握と周知 ●ホームページに掲載。
●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

○
情報提供をしているが、問合せは
なかった。

●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

●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年度の取組実績 平成29年度以降の実施計画 平成29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4,475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　　135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
　　　　4回　妊婦42人・妊婦の夫35人
●マタニティサロン（月1回）の実施　11回　延17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：38人
　　　　人工授精助成：12人
●不育治療に係る費用の一部助成：0件

●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5,010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　　135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
　　　　12回　妊婦77人・妊婦の夫52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：39人
　　　　人工授精助成：14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 ●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

●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 第５次くらよし男女共同参画プラン概要版を作成し、
その中に掲載し、各関係機関、自治公民館等に配布
し情報提供した。

●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。

未実施
-

●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指導を実施。
●4中学校での性教育講座を実施した。
●全１3小学校で「命の教育」を実施した。

●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
●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指導を実施。
●4中学校での性教育講座を実施した。

○

性教育を通して、性＝生と実感で
きた児童・生徒が多かった。

●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。
●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

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 ●がん検診の実施（Ｈ28.5月～Ｈ29.2月）
　　集団：27回（うち休日健診4回）
　　医療機関：健診期間中随時実施
●健康教育（115回）延2,125人
●訪問指導　実人数433人　延人数451人
●健康相談（70回）延834人
●食生活改善推進員の活動
　　研修会（22回）延755人
　　ヘルシークッキング（22回）延273人

●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（Ｈ29.5月～Ｈ30.2月）
　　集団：29回（うち休日健診6回）
　　医療機関：健診期間中随時実施
●健康教育（81回）延2,435人
●訪問指導　実人数201人　延人数202人
●健康相談（60回）延1,189人
●食生活改善推進員の活動
　　研修会（20回）延669人
　　地域での各種教室実施（69回）延1760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、啓発活動をしたが、地震、
大雪の影響で、 健診受診者や健
康教育等への参加者は減少した。

●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

【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

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年度の取組実績 平成29年度以降の実施計画 平成29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

人権政策課 企業に対するＰＲ及び情報提供ができなかった。 ●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。

●商工会議所を通しての情報提供を行った。
●まちづくり表彰については、同和問題企業連絡会
へのＰＲを行った。

○

多くの企業へのＰＲをするには至
らなかった。

●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 研修会で情報提供した。 ●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
しており、必ずしも男女共同参画
に限ったものではない。

●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、市同企連加入企業を対
象に公正採用に関わる研修を行った。
●フォーラムinくらよしのＰRに企業訪問を行ったが、
ワークライフバランスに関してのみのＰＲで、男女の
均等な雇用機会・待遇の働きかけまでには至らな
かった

●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、市同企連加入企業を対
象にハラスメントに関わる研修を行い、改正男女雇
用機会均等法の情報を提供した。。

○

幅広い範囲への働きかけを行う必
要がある。

●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。

商工観光課 未実施 ●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

未実施

-

企業訪問時男女の均等な雇用機
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・県の新しい制度について、企業
訪問時に働きかけを行う

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 ●第5次プランをホームページに掲載し情報提供し
た。
●イクメン・イクボス・ワークライフバランスをテーマと
したフォーラムinくらよしを開催予定だったが、鳥取県
中部地震により未実施。
●男女共同参画推進まちづくり表彰おいて、事業所
の候補者がなかった。

●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

※関連施策番号　１(啓発)、４・３１(まちづくり)、５２
（ＷＬＢ）

●６月を倉吉市男女共同参画月間において・フォー
ラムｉｎくらよしを開催し、男女共同参画推進まちづく
り表彰表彰式及びワークライフバランス講演会を開
催し、企業等のワークライフバランスに関わる取組
について啓発を行った。

○

好評であった。
多くの企業関係者が参加できるよ
う開催日時を要検討。

●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 ●第5次プランをホームページに掲載し情報提供し
た。
●イクメン・イクボス・ワークライフバランスをテーマと
したフォーラムinくらよしを開催予定だったが、鳥取県
中部地震により未実施。

●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。

●市報３月号でイクメン・イクボスについて市内事業
所の取組について紹介しながら情報提供した。

○

多くの市民の目に触れる市報で情
報提供できた。

●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。

【施策②】
仕事と生活の調
和（ワーク･ライ
フ･バランス）の

推進 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 施策29と同じ ●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・２９(まちづくり)、５２
（ＷＬＢ）

施策29と同じ

○

施策29と同じ ●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は未実施
●ホームページで女性登用率について情報提供を
行った。
●男女共同参画推進まちづくり表彰制度のＰＲができ
ていなかった。

●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。

●企業訪問は１社のみ実施
●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

○

企業訪問による啓発活動の推進
が必要

●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
機関から発信されるチラシ等の配布ホームページ掲
載により情報提供を行った。
●関係課へ新しい支援事業について情報共有した。

●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

●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ームページ掲
載により情報提供を行った。

○

情報提供をした。 ●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
●ハローワーク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

●「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

【施策③】
女性の職業生

活における活躍
の推進

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①】
職場における男
女の均等な雇用
機会・待遇の確
保

２７

２８

Ａ

Ａ

○企業訪問による働き
かけ

○企業への情報提供と
積極的な事業所へのPR
活動

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
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人権政策課 ●県・県男女共同参画センター・市関係施設と連携し
て講座の情報提供を行った。
●県男女共同参画センター及び女性塾と連携した講
座を2回実施した。参加人数延べ63名

●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。

○

情報提供できた。 ●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

●「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

○

情報提供できた。 ●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

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 未実施 ●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

県やよりん彩等からの講座の情報提供を行った。

○

情報提供を行った ●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 未実施 ●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

県やよりん彩等からの講座の情報提供を行った。

○

情報提供を行った ●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 未実施  ●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。

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　５件（うち女性
農業後継者　１件）

●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

農林課 ●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。（７月～１月）

●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実
施

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。

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
で広報をおこなった。

●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。

●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名のうち２名が女性で
あった。そのうち１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
多様な相談に対応した。
　　相談件数　５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。

●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
●H29年度から農家相談会の相談時間を午前９時
～正午に変更（現行：午前９時～午後３時）
●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　14件（うち女性２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 「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

「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 県主催の起業女子フォーラムの情報提供を行った。 女性の起業に関連した講座の開催及び情報提供を
行う。

じぶんのやりたいことを仕事にする「プチ起業パワー
アップ講座」を開催し、ＳＮＳを活用しお金をかけずに
起業する方法について情報を提供できた。 ◎

情報提供をし、好評であった。 女性の起業に関連した講座の開催及び情報提供を
行う。

○相談･指導及びチャレ
ンジ支援の啓発と情報
提供

【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

４０ Ａ

３９

【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

○女性農業者への能力
開発支援

Ａ

【施策③】
女性の職業生

活における活躍
の推進

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
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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年度の取組実績 平成29年度以降の実施計画 平成29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

41

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 ●町内学習会開催時の講師紹介　2件 ●町内学習会への講師の紹介
※関連施策番号　１６

●町内学習会開催時の啓発ＤＶＤ紹介　2件
●職員による啓発　９件

◎

●地域活動における男女共同参
画について話し合うことメリットや
課題・今後の取り組みについて考
える機会となった。

●職員による啓発の実施
●町内学習会への講師の紹介

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 ●スタッフ会を対象とした研修会　2回開催。
●スタッフ会による啓発活動の要請がなかった。
●町内学習会開催時の講師紹介　2件

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

●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。
●町内学習会開催時の啓発ＤＶＤ紹介　2件

◎

●スタッフ会において地域活動に
おける男女共同参画の必要性に
ついて意見交換できた。
●スタッフ会による啓発活動の活
用について情報提供ができた。

●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

43 A

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

人権政策課 ●市男女共同参画推進まちづくり表彰の推薦依頼及
び女性登用率調査依頼を自治公民館連合会常任委
員会でお願いする機会を活用し、役員の女性登用を
お願いするとともに地域活動への女性参画を促した。
●地域内の市民団体表彰(2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。

●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。

●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。
●地域内の市民団体表彰(2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及び町内学
習会等で周知することにより啓発できた。

◎

●まちづくり表彰受賞団体の取組
を市報等紹介することにより他団
体を啓発できた。
●自治公民館役員には男性でも
決まりにくい現状もあるが、まちづ
くり表彰受賞自治公の取組をPRす
ることにより、取組の広がりが期待
できる。(団体の取組について問合
せがあった)

●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。

生涯学習課 ●中学校ごとに女性連絡階研修会を開催(参加者85
名)し、それぞれ活動の情報共有を行った。
●年１回、全体の視察研修(水の大切さ・防災につい
て)を行い、参加者の暮らしに役立てる場を提供した
(参加者28名)。

●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

●地区公民館の一部で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、中学校区ごとに研修会を
開催(参加者約120名)し、また全体で研修交流会等
を実施し（参加者22名）、活動の情報交換と課題の
共有を行った。

○

●地域で活動する女性が、女性連
絡会の活動を通じて、活動の情報
交換と地域にある課題を共有する
ことができた。またそのことによ
り、さらに地域での活動の充実に
つなげることができた。

●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

●スタッフ会開催→６回（参加述べ58人）
●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
へ報告した。
・女性自治公民館長：H23年１人→H24年２人→H25
年３人、H26年４人→H27年４人→H28年３人
・女性役員の割合：：H23年13.0%人→H24年13.2%→
H25年11.8%、H26年12.5%→H27年12.7%→H28年13.6%

●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
材育成を図ったが、研修参加率が多くても50％。

△

●スタッフ研修におてい地域活動
における男女共同参画の必要性
についてよりん彩出前講座で研修
できた。。
●人材育成講座の開催には至ら
なかった。

●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、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
とした講座で父親の子育てに関する講座を開催し男
女共同参画を推進した。

●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

窓口に講師選定の相談があった機会を捉え、また、
地区の町内学習会事前学習会に出向き、男女共同
参画もテーマとして実施してもらうよう検討をお願い
した。結果前年よりも町内学習会のテーマとしてとり
あげる町が増加した。

◎

男女共同参画を含む地域におけ
る同和教育、人権教育を推進でき
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
●倉吉市社会福祉協議会と連携、地区福祉懇談会
を開催(13地区中8地区実施）。地区ごとに「地域の共
助」「地域に住み続けるための生活支援」「こどもの見
守り」「地域防災」など各地区の課題をテーマに実情
や取組みについて話合いがすすめられた。

●倉吉市地域福祉計画（H29年度第３期計画を見直
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。「社会福祉事業への住民参
加」「支え愛のまち」「防災と見守り」等住民が主体的
に地域づくりに参加し、支え合う必要性について話し
合われた。

○

●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。

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 　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。

　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

○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
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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年度の取組実績 平成29年度以降の実施計画 平成29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

子ども家庭課 未実施 ●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。

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
　　　乳幼児健診（6か月児・１歳6か月児・3歳児健
診）：
　　　71回　1,134人

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 ●サロン等で教室を開催。
●認知症サポーター養成講座を開催。

●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 ●男性を対象の料理居室を行った。（1回11人）（あた
ご）
●男の料理教室を、研修や行事と絡ませて開催し
た。はばたき

●男性を対象にした料理教室等の開催（あたご）
●男性を中心に、地域の男女共同参画の町づくりの
機会として開催を継続していく。はばたき

●未実施（さわやか）
●人権問題学習や解放文化祭等で、男の料理教室
の発表の機会とした。多世代交流の場となった。(は
ばたき） ○

●男女を問わず参加を得て、今後
の人口減少高齢化のまちづくりを
考えていく場とすることができた。
(はばたき）

●男性が参加しやすい事業を検討する。（さわやか）
●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）

人権政策課 ●人権のために学ぶ同和教育講座(テーマ：子どもの
人権)において子どもとの関わりの中で子どもの人権
を考える内容であったが男性講師の子育て体験談も
あり男女共同参画に関連するもので反響があった。
参加人数　78名

●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・育児・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。
●市報で育児参加をしている男性について周知し
た。

○

対応した町内学習会においては、
様々な考え方がグループ討議で
出たが、いい振り返りの機会と
なったと好評であった。市民全体
への啓発としては市報のみなので
効果が現れたとは言いにくい。

●講演会、講座等の開催

生涯学習課 ●公民館主催で男性を対象にした料理教室や、男性
も対象にした子育て講座を開催した。

●地区公民館において必要に応じて企画・実施 ●地区公民館主催で男性を対象にした料理教室、
男女が参加できる育児教室・介護保険教室を実施。

○

すべての地区公民館ではないが
必要に応じて開催している。料理
教室、育児教室、介護保険教室と
もに男性の参加があった。

●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 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。

施策１４記載のとおり

○

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 未実施 ●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

未実施

-

●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 ●家庭科で家族における役割の学習を行った。
●長期休業中を活用し、家庭での家事分担を実施し
た。
●PTA、学校と連携し教育講演会を実施した。

●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

●家庭科で家族における役割の学習を行った。
●長期休業中を活用し、家庭での家事分担を実施し
た。
●PTA、学校と連携し教育講演会を実施した。

△

宿題として家事を行うことはできた
が、日常的に行う児童・生徒は多く
はなかった。

●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 ●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　1,192件

●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　629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：24回　延288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
　
●育児教室：地震、大雪のため実施なし

●乳幼児健診（6か月児・１歳6か月児・3歳児健診）：
　　71回　1,134人

●育児相談
　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
　　　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　1,056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 ●市内５ヵ所の地域包括支援センターで実施。
　相談件数　18,929件

●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　19,747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

４８ Ｂ

○相談体制の充実と情
報提供

【施策①】
家事・育児・介
護への男性の
参画の促進

【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

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
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子ども家庭課 ●仕事と子育ての両立を支援するため、放課後児童
クラブの対象年齢の拡大に伴い２クラブを増設し、ま
た、1クラブの施設整備を行った。
●子育て支援センター　４か所
●ファミリーサポートセンター活動実績　155件

●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

●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　157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 ●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　226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　182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　 43人
●福祉用具の給付・貸付事業を実施。

●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　207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　272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　 42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

●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

○

ブックスタート事業は好評で、親子
でよい時間を一緒に過ごす読み聞
かせの普及に役立っており、育児
にもよい効果を挙げている。育児
関連の図書などもよく利用されて
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

子ども家庭課 ●生活相談等（母子・父子自立支援員）実人数142人
延311件
●随時、施設、ハローワーク等と連携して対応した。

●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125
人　延362件
●随時、施設、ハローワーク等と連携して対応した。

○

●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、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
　妊産婦　延587人　乳幼児　延558人
●子育て総合支援センター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406人　乳幼児　延412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 ●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  43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　10回

●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  42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 未実施 ●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

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・両親学級の実施
　　　4回　妊婦42人・妊婦の夫35人
●育児教室の実施：地震、大雪のため実施なし

●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
　　　12回　妊婦77人・妊婦の夫52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 ●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。

●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 ●未実施(フォーラムｉｎくらよしで「ワーク・ライフ・バラ
ンス」についての講演、パネルディスカッションを行う
予定であったが鳥取県中部地震により中止）

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

●町内学習会においてワークライフバランスについ
てスタッフ及び職員により啓発を行った。

◎

様々な考え方がグループ討議で
出たが、いい振り返りの機会と
なったと好評であった。

町内学習会、PTA研修会でのスタッフによる啓発活
動。

５２ Ａ

○両立支援に関する企
業への情報提供

人権政策課 ●研修・講座情報以外の情報提供は行えなかった。 ●企業への情報提供を行う。

※関連施策番号　１、２９（ＷＬＢ）

●フォーラムインくらよしにおいてワークライフバラン
ス講演会を行い、両立支援している事業所の取組に
ついて周知した。
●同和問題企業連絡会役員会等において男女共同
参画認定企業の推進を行った。

○

多くの事業者の参加はなかった
が、情報提供できた。

●企業への情報提供を行う。

５０

【施策②】
両立支援に関す
る情報の提供と
学習機会の拡
大

Ｂ

Ｂ５１

○講演会、研修会の開
催

○講演会、研修会の開
催

○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

【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
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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年度の取組実績 平成29年度以降の実施計画 平成29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

長寿社会課 ●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6/17に行い、虐待事例や対応につい
て、周知を図った。

●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、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 ●部落解放研究第44回倉吉市集会第４分科会にお
いて「高齢者を支える地域づくり」をテーマに、発表・
討議を行った
●高齢者の人権に関する同和教育町内学習会へ、
講師を派遣、紹介した。

●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。
※関連施策番号 ５４

●部落解放研究第45回倉吉市集会第３分散会にお
いて「障がい者・高齢者」の災害時における人権に
ついて課題を探り、発表・討議を行った。 ◎

高齢者を地域で支える討議や研
修が開催できた

●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 ●高齢者教室とサロンを行った。また、人権フェスティ
バルにおいて、映画「神様たちの街」上映会を行っ
た。（さわやか）
●高齢者対象の事業開催に合わせて、地域住民や
保育園児、小中学生も一緒に活動する行事を実施し
た。共に活動することで、お互いに理解し合うことを目
指した。(はばたき)

●高齢者対象事業の実施
●今後も児童センターとの協働で、住民、児童、高
齢者の出会い、ふれあい事業を継続実施していく。
(はばたき)

●高齢者教室とサロンを行った。また、人権フェス
ティバルにおいて、人権問題講演会では『阿波木偶
箱まわし保存会』代表の話や人形実演をとおして、
地域伝統文化の継承・保存並びに地域活性化の取
組みの重要性について学んだ。（さわやか）
●高齢者の「ニコニコサロン」において、児童セン
ターと協働で住民、児童生徒、と高齢者の出会い、
ふれあい交流をすることができた。(はばたき)

○

●サロンの開催によって相談しや
すい関係ができた。出掛けるきっ
かけづくりになるようこころがけ
た。（さわやか）
●直接関わり合うことで、どう言動
や行動で表現したらよいか体験、
経験を積んでいくことができる。(は
ばたき)

●高齢者対象事業の実施（さわやか）
●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。(はばたき)

福祉課 ●計画に基づき居宅介護、生活介護、短期入所、施
設入所支援等の自立支援給付や相談支援、意思疎
通支援、日常生活用具給付等の地域生活支援事業
を実施し、障がいのある人の自立促進を図った。
●市報や部落解放研究倉吉市集会第３分科会の「障
がいのある人の人権」において地域生活支援セン
ターの相談支援体制について周知を図った。
●市自立支援協議会5回開催、部会（防災・障がい理
解啓発）6回開催、中部圏域自立支援協議会2回開催
●障がい者雇用1名、ジョブ支援員の支援により働き
やすい環境整備に努めた。

●「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。
●障がい者相談支援事業を通じて、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 ●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

●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 ●人権に学ぶ同和教育講座において「視覚と聴覚と
の重複障害について」を演題に盲聾者に関する講演
会を実施60名参加
●部落解放研究第44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。

●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45回倉吉市集会第３分散会にお
いて「障がい者・高齢者」の災害時における人権に
ついて課題を探り、発表・討議を行った。

○

研修会等をとおして啓発できた ●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 ●年間計画に基づき、高齢者、障がいのある人等と
の交流を総合的な学習、道徳等の時間を使って行
い、高齢者、障がいのある人たちへの理解を深めた。

●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

●年間計画に基づき、高齢者、障がいのある人等と
の交流を総合的な学習、道徳等の時間を使って行
い、高齢者、障がいのある人たちへの理解を深め
た。 △

実施した学校は多くはなかった。 ●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

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

５４

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
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子ども家庭課 ●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7,435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。

●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7,206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 ●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。

●啓発及び関係機関等と連携した相談支援 ひとり親家庭からの相談が１件あり、関係機関につ
ないだ ○

関係機関につないだ。 ●啓発及び関係機関等と連携した相談支援

建築住宅課 未実施(10月発生の鳥取県中部十進発生以降市営
住宅の入居募集していなかったため、優先入居募集
もできなかった)

●母子・父子世帯の優先入居の実施 ●母子・父子優先募集：１回
○

優先募集の回数、提供戸数の増
加を図る必要がある。

●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 資格者：373人
給付件数： 6,994件
助成額： 19,262,239円

●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：342人
給付件数： 5,093件
助成額： 12,140,514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 ●部落解放研究第44回倉吉市集会第７分科会にお
いて、子どもの貧困LGBTをテーマに、多様なセクシュ
アリティについて正しい理解を広める団体による発表
及び意見交換を行った。

●県及びよりん彩と連携して情報収集、提供を行う ●よりん彩主催のＤＶ及び性暴力被害者支援に関
する研修会に参加し、性暴力被害者支援をワンス
トップで対応できるようになったことについてリーフ
レットを設置した。

○

窓口だけでなく、市報等で多くの住
民に周知することも要検討。

●県及びよりん彩と連携して情報収集、提供を行う

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
・４クラス、延べ75名が受講
●国際交流員派遣事業
・17回派遣（市内14回、市外1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、中部日中友好協会）

●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、49名が受講
●国際交流員派遣事業
・15回派遣（市内9回、市外3回、国外3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（羅州市から中学生10名を受
入）
・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、中部日中友好協会）

○

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
・韓国のあそび、衣装試着体験　439名
（第29回じどうかんまつりと同時開催）
・イタリア文化理解講座　21名
・ハンガリー文化理解講座　38名

●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　　346　名
（第30回じどうかんまつりと同時開催） ○

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

人権政策課 ●関係機関と連携して情報提供を行った
●Toriフレンドネットワークと連携して、災害(熊本地
震)や就学についての制度等に関する学習会を開催
した。12人参加。

●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

○

関係機関と連携して情報提供がで
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 （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。
はばたき●センターだよりで情報提供をしてきた。
●関係機関と連携し、受けた相談に対しては、相談
支援に努力した。
●地震被災後には、復旧に向けて支援内容や手続き
について伴走支援を行うことができた。

●引き続き、センターの相談機能の周知と充実を図
る。生活困窮、子どもの貧困、福祉課題について
は、気づく、発見する活動を強化していく。はばたき

●月１回の保・小・児・文連絡会にて状況確認と対応
をした。（さわやか）
●相談機能の周知と充実を図る努力を継続。児童
センターとの連携、協働して生活困窮、子どもの貧
困等福祉課題の発見に努めてきた。（はばたき)

○

●教育機関や地域で周知をし、対
応している。（さわやか）
●関係機関と連携し情報提供しな
がら、センターとしても支援体制を
整える努力をしてきた。（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。（はばたき)

学校教育課 ●必要に応じて支援（中国語が話せる人の配置）をし
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

●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 ○

必要に応じて、学校ごとに学習を
進めた。

●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。

●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29年度市民生活相談
　　電話・窓口相談実績　106件
　　電子メール相談　　　　 85件

●市報・ホームページで市民生活相談窓口を掲載
する

５５

５９ Ｂ

○相談機関の充実と情
報提供

【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

Ｂ

○「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

【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

【施策②】
国際理解と国際
交流、多文化共
生社会の推進
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６０ Ｂ

○相談機関の充実と情
報提供

保健センター ●母子健康手帳の交付時に、必要に応じて外国語版
母子健康手帳を交付：0件

●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、児童館・児童センター等における交流会
等の実施

●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 ○

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 ●保育園交流会の開催。小学校学習会の時に読み
聞かせを行った。（さわやか）
●児童センターと協働して、啓発活動や交流事業を
実施した。(はばたき)

●児童センターが実施する乳幼児クラブ等も活用
し、人権絵本等の読み聞かせを実施していく。合わ
せて保護者へも機会をとらえ啓発していく。(はばた
き)

●保育園交流会の開催。小学校学習会の時に読み
聞かせを行った。（さわやか）
●児童センターの利用について情報発信・紹介する
だけにとどまった。(はばたき) △

●交流会でのつながり活動、絵本
での啓発活動を行えた。（さわや
か）
●園や学校を通して、施設紹介す
ることで利用を促進したり、相談で
きる施設であるということを周知で
きた。(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（はばたき)

学校教育課 ●実態に応じた引き継ぎを行った。 ●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

●実態に応じた引き継ぎを行った。
○

実施できた。 ●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 ●日本語学習会を年間12回実施した ●日本語学習等ニーズに応じた取り組み

※関連施策番号 ６３

●日本語学習会の実施

◎

日本語学習やニーズに応じた取
組ができた。

●ニーズに応じた取り組みの実施

人権文化センター ●児童センター事業へ個人的なお付き合いのレベル
で参加をしていただくことができた。(はばたき)

●日本語学習会や地域からの情報、紹介を得て、セ
ンター事業等への参加を促していく。
※関連施策番号 ６３

取り組みなし

-

●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（はばたき)

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

人権政策課・人権
文化センター

５月～11月に計12回開催 平均参加人数５～８人 ●日本語学習会の開催

※関連施策番号 ６２

年間16回実施

◎

日本語学習を通して、外国にルー
ツの持つ人の困りごとを出し合う
場などももうけることができた。

 ●日本語学習会の開催

６１ Ｂ

○就学前教育・保育機
関、学校等の交流会等
による啓発

【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

６２

○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

Ｂ
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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年度の取組実績 平成29年度以降の実施計画 平成29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

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 １回開催。 ●年１回以上の開催 ２回実施したが、プランの実施状況報告及び事業計
画についての意見を聴く会の開催が年度末となって
しまった。

○

効果のある時期の開催とする必要
がある。

●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 未実施。(鳥取県中部地震の発生により、プランの実
施計画等についてまとめることが遅くなり報告するこ
とができなかった。)

●年１回以上の開催 未実施。(鳥取県中部地震に関する他事業に時間を
要し開催できなかった。)

-

●年１回以上の開催

６６

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

●相談件数１件(人権局)　対応不可能な相談内容に
ついては関係課及び関係機関を紹介した。
●相談窓口として受け付けていることを周知してき
た。(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。
●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。

●男女共同参画推進月間中の啓発パネル展示を見
た市民から「男女共同参画」なんて意味がないとの
苦情電話であったが、対応を要す内容ではなく施策
に対する不満を聴いた。件数１件。
性別による人権侵害及び苦情申し立てはなかった。 ○

相談窓口の周知はできた。 ●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。

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 Ｈ29.4.1現在　係長級以上　47人
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

Ｈ30.4.1現在　係長級以上　49人
キャリアデザイン研修の実施

○

係長級以上の女性登用は、微増
キャリアデザイン研修を32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
●キャリアデザイン研修の実施

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 相談窓口設置済 ●「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

職員課 ・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。●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。

●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。９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。
・管理職研修を実施し、イクボス宣言を行った。

○

・配偶者出産休暇取得　６人
・男性の育児参加休暇取得　４人
・年休取得　平均　11日1.74時間
・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 未実施。(鳥取県中部地震の発生により、プランの実
施計画等についてまとめることが遅くなり報告するこ
とができなかった。)

●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。

未実施

-

他事業の実施により開催時期を
逃してしまった。

●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 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

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 ●スタッフによる出前講座は要請がなく未実施となっ
た。
●女性塾とは連携できた。
●同和教育推進員（250名）を委嘱し、地域における
人権・同和教育を推進した

●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

●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、●件の町内学習会
の依頼あり。人権政策課に講師依頼のあった町内
学習会(●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。実施回数２回。
●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・同和教育を推進した

◎

スタッフ、女性塾のメンバーの
意見をにより、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 ●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参加
（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。

●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参加
（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②】
市民・事業者と
の連携･協働と
啓発の充実

【施策①】
推進体制の充
実

６９ Ａ

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
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○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

人権政策課 ●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。２回　参加人数　延63人

●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　51人

○

連携して実施できた。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

人権政策課 ●講座等の開催にあたり、協力依頼、情報提供等を
行った。
●フォーラムの開催に当たり、事業所の協力を得て
実施予定であったが鳥取県中部地震により中止と
なった。

●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。

○

協力依頼、情報提供を行ったとこ
ろ、ワークライフバランス講演会へ
の事業所関係者の参加が見られ
たが、さらに事業所関係者の参加
しやすい平日開催について検討を
要する。

●事業者との連携

生涯学習課 ●男女共同参画に限らず、広く「人権尊重する社会
の構築」をテーマに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。地区によっては
地区公事業として人権教育講座を開催した。
●地区公民館でし、市民・事業者・団体及びNPO等か
ら講師を招く、視察に行く、共催事業を行う等連携・共
同・支援を行った。

●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

●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。

○

すべての地区公民館ではないが
必要に応じて開催している。

●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・評価についてはとりまとめたが、平成
28年度の地震の影響により市民会議を開催できず、
情報についても公開未実施

●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２月市民会議に報告
し、情報を市民に公開した。

△

●平成28年度の地震による事業
の未実施が多く、十分な内容分析
ができなかった。
●「倉吉市における男女共同参画
推進について」を推進本部及び幹
事会で再確認するに至らなかっ
た。

●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 ●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。

●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。

◎

公表することにより、市民に意識
付けができる。

●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
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