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は じ め に 

 

田辺市では、男女が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向け、その指針となる計画である「田辺市男

女共同参画プラン」をより一層効果的に実施することを目指し、平成２６年度を初年度とする「第２次田

辺市男女共同参画プラン」を策定し、全庁的に取組を進めているところです。 

この報告書は、「第２次田辺市男女共同参画プラン」を実効性のあるものとするため、具体的施策とし

て掲げた個々の施策の平成２７年度における進捗状況について担当部署からの回答を基にまとめたもの

です。 

ここに、各課の取組の推進状況をご報告いたします。 

 

 平成２８年９月 

                               田辺市男女共同参画推進室 
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１．「第２次田辺市男女共同参画プラン」の体系 

 

 【基本目標】            【施 策】                   【取 組】 

 

                 １  男女共同参画の意識啓発      （ 1）男女共同参画を進める広報・啓発活動の推進 

                                     （ 2）行政における男女共同参画の推進 

                            

                  

 

                                    （ 3）学校等における男女平等を推進する教育の充実  

                             ２ 男女共同参画に関する       （ 4）生涯にわたる男女共同参画学習の推進 

１男女共同参画社会の実現          学習の推進            （ 5）メディアにおける人権の尊重 

   に向けた意識づくり 

 

                               （ 6）生涯を通じた健康づくり支援 

           ３ 生涯を通じた健康づくり支援    （ 7）妊娠・出産に関する健康づくり支援 

                              （ 8）健康をおびやかす問題についての対策の推進 

                              

                              

  

                              （ 9）男女間のあらゆる暴力を許さない社会意識の醸成 

           ４ 男女間の暴力の根絶を目指す    （10）ＤＶ被害者に対する相談業務等の充実 

             仕組みづくり           （11）ＤＶ被害者の自立に向けた支援の拡充 

                                     （12）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 
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   【基本目標】            【施 策】                   【取 組】 

  

 

                  １ 政策・方針決定過程への      （13）行政における政策・方針決定過程への男女共同参画推進 

２ 誰もが参画できる男女       男女共同参画の推進        （14）企業・地域団体における方針決定過程への男女共同参画 

   共同参画による                              促進                         

   社会づくり 

 

                  ２ 地域活動への男女共同参画     （15）地域社会への男女共同参画の推進 

                    の推進              （16）防災・災害復興への男女共同参画の推進 

                                     （17）多様な分野における男女共同参画の推進 

  

 

                                   

                                

                 １ 多様な生き方のための支援     （18）家庭生活への男女共同参画の促進                                  

                                    （19）女性のチャレンジ支援の推進 

                           

 

 

３ 仕事と生活の調和の                         （20）子育て支援策等の充実 

   ための環境づくり       ２ 支援を必要とする男女への     （21）ひとり親家庭への支援 

                    支援               （22）高齢者・障害者の社会参画に対する支援 

                                     （23）高齢者・障害福祉サービスの充実 

 

 

                  ３ 農林水産業・商工業等自営業    （24）就業条件と環境の整備 

におけるパートナーシップの    （25）自営業における方針決定過程への女性の参画促進 

             確立               
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２．平成２７年度「第２次田辺市男女共同参画プラン」の主な取組みについて 

 

基本目標１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

   

１ 男女共同参画の意識啓発 

  （１）男女共同参画を進める広報・啓発活動の推進 

     性別による固定的な役割分担意識を見直し、男女がそれぞれの個性と能力を十分生かすことができる男女共同参画社会の実現に向

け広報・啓発活動を推進した。市民が男女共同参画について理解を深め、さらに実践に移すことができるよう各種講座・講演会を開

催し意識啓発を行った。また、｢広報田辺」、市ホームページ、広報紙「ゆう」において、男女共同参画に関する情報の提供を行うと

ともに、女性電話相談事業について掲載し啓発に努めた。そのほか、男女共同参画センターでは、男女共同参画に関する図書やビデ

オ等の貸出しなどにより、情報提供を行った。 

      

（２）行政における男女共同参画の推進 

     男女共同参画の視点を持って職務に励むことができるよう、また市の施策に反映させることができるよう田辺市新採用職員と係長

級職員を対象として男女共同参画研修を実施した。 

     

 ２ 男女共同参画に関する学習の推進 

  （３）学校等における男女平等を推進する教育の充実 

     道徳の時間においては、家庭や学校、社会での固定的な性別役割分担の発生要因などの学習を通して男女平等でお互いに尊敬しあ

う社会の実現を目指す必要があることに気づかせる指導を行った。また、学校教育活動全体を通じて男女平等教育、男女の相互理解

と協力の重要性に視点を置いた教育活動を実施し、性別にかかわらず個々の生徒の能力や適性を重視した進路指導を行ったり、職場
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体験学習を行ったりした。 

  （４）生涯にわたる男女共同参画学習の推進 

男女共同参画センターにおいて男女共同参画に関する講座・講演会を開催するとともに、健康増進課をはじめ各課が開催する講

座・教室においても男女共同参画の視点に立った学習を推進した。講座等の開催時には、子育て世代の受講環境の充実に努めるため

に一時保育を実施し、開催時間や開催日時等に配慮した。 

 

（５）メディアにおける人権の尊重 

     「広報田辺」、ポスター、チラシ等において性差別につながる表現がないか、また、性別によってイメージを固定化していないか

など、挿絵も含めて男女共同参画の視点に立ち、点検を行った。 

 

 ３ 生涯を通じた健康づくり支援 

 （６）生涯を通じた健康づくり支援 

    思春期から高齢期まで年代に応じた健康づくりに関する啓発活動を行うとともに、健康診査や各種がん検診の実施、高齢者の運動

教室や健康講座の開催など、生涯にわたる健康づくりを支援した。また、各年代における心身の健康相談を実施した。 

    

（７）妊娠・出産に関する健康づくり支援 

    マタニティスクール等の実施や妊婦健診に係る費用の助成、助産師・保健師による妊婦訪問、新生児訪問等妊産婦に対する支援を

行った。また、不妊で悩む方への情報提供や相談の紹介、経済的な負担軽減のための不妊治療費助成事業を実施した。（一般不妊治

療費の申請は昨年度と同等程度の推移であるが、特定不妊治療費の申請は、昨年度の助成件数を 24 件上回っており、助成事業につ

いて周知されてきたと評価する。） 

    

（８）健康をおびやかす問題についての対策の推進 
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    喫煙による健康被害についての正しい情報提供や禁煙教室を開催し、学校においては喫煙防止教育を推進した。また、エイズや性

感染症等に関する正しい知識の普及啓発や、薬物乱用防止の啓発を実施した。 

 

  ４ 男女間の暴力の根絶を目指す仕組みづくり 

  （９）男女間のあらゆる暴力を許さない社会意識の醸成      

     DV 防止啓発講演会を開催するとともに、「広報田辺」において、身体的な暴力だけがＤＶでないことや、ＤＶのサイクル、相談

先の情報提供などＤＶ防止に向けた啓発を実施した。また、女性電話相談を案内した啓発物品を配布し、相談窓口の周知に努めた。 

     

  （10）ＤＶ被害者に対する相談業務等の充実 

     チラシやカードを通し、「ＤＶ被害者支援センター（紀南ＤＶセンター）」や「男性のための電話相談（県）」等の相談窓口を周知

した。また、相談員の知識・技術の向上のための研修を実施しながら、ＤＶ被害者からの相談に応じて心のケア等被害者支援に努め

た。 

 

  （11）ＤＶ被害者の自立に向けた支援の拡充 

     日常生活・就業・住居等についての各種制度の情報提供と活用援助。また、関係市町村との連絡調整機能の強化を図っている。西

牟婁振興局等に相談があった場合、もしくは当事者から相談があった場合、一時保護所から連絡があった場合など、母子が安全・安

心な生活を送れるように施設への措置を速やかに実施するように努めた。 

     

（12）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

     個人を尊重し、セクシュアル・ハラスメントのない快適な職場づくりを推進するよう企業等に呼びかけた。また、セクシュアル・

ハラスメントに関するパンフレットを案内カウンターに配置し、情報の提供に努めた。 

 



6 

 

基本目標２ 誰もが参画できる男女共同参画による社会づくり 

   

１ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

  （13）行政における政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

     市政に女性の意見を反映させるために市の審議会等委員会委員の女性比率３０%を目標としていることから、その数値目標の達成

に向け全庁を挙げて取り組んだ。（２７年度２９．０％  ２６年度２９．９％） 

     

（14）企業・地域団体における方針決定過程への男女共同参画の促進 

     企業人権推進協議会総会において、（公財）人権教育啓発推進センターの協力を得る中、関係する冊子やパンフレットを配付する 

    と共に、田辺市のホームページに「女性の就業支援に関する情報」を掲載し、広報を行った。 

     

  ２ 地域活動への男女共同参画の推進 

（15）地域社会への男女共同参画の推進 

     地域のつながりの中で心豊かな生活を送るには男女双方の力が必要であるため、ボランティア活動等市民の自主的な活動に男女共

同参画が促進されるよう情報の提供や、交流の場の提供等支援を行った。また、固定的な性別による役割分担意識にとらわれない内

容の講座やワークショップも実施した。 

 

（16）防災・災害復興への男女共同参画の推進 

     近い将来発生するといわれている東南海・南海地震に備え、避難所運営訓練や自主防災組織の結成など防災分野では、「男の役割」

「女の役割」といった性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、男女共同参画の視点を持って取り組んでいる。（自主防災組

織の結成率は９４．９％で男女が共に参画する積極的な活動を推進している。）また、田辺市消防団女性消防団も、予防広報活動、

高齢者在宅防火診断、防災指導等、活動を進めている。 



7 

 

  （17）多様な分野における男女共同参画の推進 

     まちづくり、観光、環境問題等の活動において男女共同参画の視点を踏まえた新たな提案や課題提起等につながる情報や研修機会

の提供を行い、女性の参画を促進し、地域の活性化に向けた取組を進めた。今年度は、広域連携のもと女性の目線での旅行プラン達

成のためのモニターツアーを催行した取り組みに対しての支援を行った。 

     また、国際交流員や英語指導助手の協力の下、異文化理解と国際感覚を養うための学習機会を提供した。また、外国人が暮らしや 

    すいまちづくりとして市内在住の外国人に対して相談業務を行い、生活情報の提供を行った。 

     

基本目標３ 仕事と生活の調和のための環境づくり 

  

  １ 多様な生き方のための支援 

  （18）家庭生活への男女共同参画の促進 

   パパママ教室の開催や、母子健康手帳交付時に「父子健康手帳」の配布を行ったり、男女がともに家族の一員としての責任を持ち、

家事・育児等を担うことができるよう啓発活動を行った。また、田辺市のホームページで、ワークライフ・バランスや育児・介護休

暇等の情報を掲載し、パンフレットも配架した。 

    

（19）女性のチャレンジ支援の推進 

   ホームページに「女性の就業支援に関する情報」を掲載し、職業訓練や起業支援策等に関する広報を行っている。また、再就職を

希望する女性を対象に、パソコンの基礎を学ぶ講座「再就職準備セミナー ～ＰＣ（ワード初級編）」を開催した。 

   

２ 支援を必要とする男女への支援 

（20）子育て支援策等の充実 

   仕事と子育ての両立や安心して子育てができる環境づくりのため、乳児保育や延長保育等多様な保育サービスを実施した。また、
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子供たちの安全・安心な居場所づくりとして学童保育所や放課後子ども教室の開設や、子育てについての講座・教室の開催による学

習機会の提供、保護者の相互交流の場づくりに努めた。 

 

（21）ひとり親家庭への支援 

    ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け児童の福祉の増進を図ることを目的とした児童扶養手当の支給やひとり親家庭等医療費

給付のほか、ひとり親家庭等の子育てを支援するため、ひとり親家庭等育児支援助成金母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業等、

各種の支援事業を実施し,経済的・社会的自立を支援している。 

 

 （22）高齢者・障害者の社会参画に対する支援 

    高齢者や障害者が生きがいを持って充実した生活ができるよう健康づくりや交流等各種活動に対する支援を行った。また、働く意

欲のある高齢者や障害者の就業機会の確保等支援を行った。 

    

（23）高齢者・障害福祉サービスの充実 

   個別のニーズに応じたサービスができるよう在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、家庭での介護が困難となった高齢者や障

害者に対しては施設福祉サービスの充実に努めた。また、運動教室や認知症予防教室を開催し、教室終了後も自主会として継続して

活動している。そのほか、介護に関する高齢者の相談や障害者の相談、支援体制の周知・充実に努めた。 

    

  ３ 農林水産業・商工業等自営業におけるパートナーシップの確立 

（24）就業条件と環境の整備 

    労働時間や休日等の就業条件について、家族全員が自由な意思に基づき取り決めを行う家族経営協定等について、会議等の中で  

   その都度説明した。 
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（25）自営業における方針決定過程への女性の参画促進 

   企業人権推進協議会総会において、（財）２１世紀職業財団の協力を得る中、関係する冊子やパンフレットを配付し啓発すると共

に、商工振興課ホームページに情報を掲載し、広報をおこなっている。 
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３．平成２７年度「第２次田辺市男女共同参画プラン」事業実績 

 

※ 凡 例 

「男女共同参画の視点を持った取組」について 

 ① 「男性の役割」、「女性の役割」といった固定的な性別役割分担意識にとらわれない内容の事業を実施した。 

 ② 事業を実施する際には、男女双方が利用・参加・参画しやすいように配慮した。 

 ③ 男女どちらかの参画が少ない分野において、共同参画を図ることができるよう男女いずれか一方に対し活動に参画する機会を積極的に

提供した。 

④ 事業参加者（対象者）に対し、性別の違いで対応に差が生じないように配慮した。 

 ⑤ 男女双方に事業の効果があった。 

⑥ ポスターやチラシ・ホームページ等作成の際には、性差別や人権侵害につながらない表現等に配慮した。 

⑦ 審議会等委員会の委員登用に当たり、女性の登用を積極的に図った。 

 ⑧ その他（「評価等の理由・課題等」欄参照） 

 

「担当課評価」について 

 Ａ：順調である。（目標数値を設定している場合、達成できる状況である。） 

 Ｂ：おおむね順調である。（目標数値を設定している場合、ほぼ達成できる状況である。） 

 Ｃ：さらに工夫が必要である。 

 Ｄ：実施できなかった。 

 



施策の方向 事業№ 取組 取組内容 担当課 事業実施状況 評価・問題点等 担当課評価 評価等の理由・課題等 今後の予定

男女共同参画
を進める広報・
啓発活動の推
進

・性別による固定的な役割
分担意識を見直すための
学習機会の提供

（男女共同参画推進室）
性別による固定的な役割分担意識に基づく慣習やしきたりを見直す
ための啓発を行った。

5/30、12/6「パパッとメニュー」シリーズの料理教室等各種講座を開
催した。

（男女共同参画推進室）
様々な分野の活動に男女
が共に参画するよう講座
のテーマ等を検討し開催
することができたので、男
女共同参画に関する意識
の向上が図られた。

（男女共同参画推進室）
引き続き、講座等を開催
することにより、男女共同
参画に関する意識啓発を
行う。

・男女共同参画週間等で
の啓発物品の配布

6/23、6/24　男女共同参画週間街頭啓発（スーパーマーケット、紀
伊田辺駅において男女共同参画社会について説明が記載されてい
るウエットティッシュ等啓発物品の配布）を行った。

・意識啓発のため、多様な
分野と関連させた講座・講
演会の開催

各講演会、講座等の開催を通じ、男女共同参画に関する意識啓発
を図った。
・10/23　ビデオを観ておしゃべりしませんか！「安心できる避難所づ
くり～男女共同参画の視点を避難所運営に～」（参加者20人、男性
5人・女性　15人）
・12/12　講座「女性と子どもが安心して生きられる社会をつくるため
に」（参加者34人、男性2人・女性32人）
・1/14、21、28　女性の再就職支援講座「再就職準備セミナー　～
ＰＣ（ワード初級編）」（参加者のべ24人）
1/17　講座「今を生きるみなさんへ、働く女性のあゆみ～富岡製糸
場から女性活躍推進まで～」（参加者26人、男性4人・女性22人）
・1/23　講座「クスッと笑える川柳で男女共同参画を考えてみません
か？」（参加者24人、男性3人・女性21人）
・1/30　講演会「夫婦ってなあに？～ツレが主夫になりまして～」（参
加者75人、男性10人・女性65人）
・2/21　講座「もしかして、モラル・ハラスメント？」～精神的暴力は見
えにくく、気づきにくい～（参加者21人、男性4人・女性17人）
・2/25　防災講座「防災・災害復興を考える～男女共同参画の視点
から～」（参加者91人、男性52人・女性39人）
・2/27　講座「未来のために今、私たちができること～ストレス社会を
乗り越えるヒントを話し合おう～（参加者15人、男性３人・女性12人）
・・3/24講座　「シニアのための後悔しないかたづけ術」（参加者５０
人、男性３人・女性４７人）

・「広報田辺」等への記事
掲載と男女共同参画セン
ター広報紙「ゆう」の配布

・広報紙「ゆう」を発行し男女共同参画に関する意識啓発を図った。
○第64号（11/16発行）　女性に対する暴力をなくす運動、男女共
同参画連絡会企画講座のご案内について他
○第65号（1/13発行）男女共同参画推進員募集のお知らせ・推進
員活動について他
○第66号（3/18発行）男女共同参画連絡会企画講座報告、女性
電話相談室から～おススメの本の紹介他
○第67号（3/31発行）　平成27年度実施の講座・講演会等の紹介
他

(企画広報課）
ラジオや声による広報事業により、各種催し等の開催を周知した。広
報誌の作成をはじめとする広報事業全般にわたり、男女共同参画の
視点で文章表現や写真・イラストの使い方に留意しながら、企画・編
集するように努めた。

①②③④⑤ Ａ

市民の意識高揚を図るた
め、男女共同参画推進室
と連携を図りながら関連記
事を積極的に掲載した。ま
た、広報業務全般におい
て、文章表現やイラスト等
の使い方に留意しながら
取り組むことにより、担当
職員自身の意識向上にも
繋がった。

引き続き、男女共同参画
推進室と連携を図りながら
積極的に広報活動を行
い、市民の意識啓発を図
る。また、市民が性別に基
づく固定観念にとらわれる
ことのないよう、紙面作成
に携わる担当職員の意識
向上に取り組む。

・男女共同参画に関する
図書・資料等の収集、閲
覧・貸出による情報提供

男女共同参画に関する図書・資料等を収集し、閲覧・貸出しを行っ
た。
　平成27年度3月末現在蔵書数
　　　図書　　　　　　　343冊
　　　遂次刊行物　　 54種類
　　　行政資料　　　　約200冊
　　　ビデオ・ＤＶＤ 　 59本
　貸出し数（図書　20冊、ビデオ・DVD　23本）

2
行政における
男女共同参画
の推進

・男女共同参画の視点を
含めた職員研修の実施

男女共同参画
推進室

総務課

各課

(男女共同参画推進室）
各施策の推進に当たって男女共同参画の視点が持てるよう職員研
修を行った。
・4/1　田辺市新採用職員研修（男女共同参画社会づくりについて）
　　　　　　　　　　参加者25名　男性13名　女性12名
・2/5　田辺市係長級職員研修（第２次田辺市男女共同参画プラン
に
　　　　ついて）　参加者81名　男性74名　女性7名

①④⑤ Ａ

(男女共同参画推進室）
男女共同参画に関する意
識の向上が図られた。

(男女共同参画推進室）
引き続き実施する。

(総務課）
4/1　新規採用職員研修（前期）のカリキュラム内において、「人権啓
発の推進について」「男女共同参画社会づくりの推進について」と題し
た研修を実施。参加者27名
11/20　人権研修実施。76名参加。
1/26　第16回和歌山・人権啓発研究集会（和歌山県勤労福祉会
館プラザホープホール）の2名参加。
1/30、31　第38回全国人権保育研究集会（高知県高知市）に保育
士２名参加
2／5　男女共同参画に係る職員研修に81名参加
新規採用職員にこうした研修を実施することにより、これからの市職
員としての業務習得の初期段階で男女共同参画の視点を身に付け
ることの意義は大きいと考える。
また、全国大会等の研究集会に参加することでそれぞれの地域で取
り組まれている実践内容を参考に情報交換することができ、職員の
理解を深めることができる。

①④⑤ Ａ

(総務課）
独自の人権研修は実施
し、併せて他団体主催の
人権研修（派遣研修）に参
加している。

(総務課）
引き続き、男女共同参画
の視点を含めた職員研修
を実施していく。

・部門別計画への男女共
同参画の視点の盛り込み、
見直し

(人権推進課）
○職員研修
　4/1　「田辺市職員人県研修（新規採用職員）」参加者27名
　11/20「田辺市職員人権研修（係長級職員）」参加者82名
　市職員として、人権意識の向上を図るための研修を実施した。
○人権講演会
　2/6「人権を考える集い」　　　　　参加者451名。
　3/6「たなべ人権フェスティバル」参加者1151名。
　男女双方が共に参加しやすく、また、親子で楽しめる無いように配
慮すると共に、一時保育の設置も実施した。 ⑤ Ａ

(人権推進課）
人権講演会において、一
時保育を実施した。「人権
を考える集い」では3人が
利用。「たなべ人権フェス
ティバル」では5人が利用
した

(人権推進課）
人権意識の向上を図るた
め職員研修及び人権講演
会についてはテーマや内
容を検討し、今後も引き続
き実施する。

Ａ

基本目標１　男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり

（１）男女共同参
画の意識啓発

1
男女共同参画

推進室
広聴広報課

①②③④⑤
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施策の方向 事業№ 取組 取組内容 担当課 事業実施状況 評価・問題点等 担当課評価 評価等の理由・課題等 今後の予定

2 行政における
男女共同参画
の推進

(西部センター）
・天神児童館とともに西部子どもエンパワーメント支援事業を実施。
11／25人権教育講演会「にゃーごのやさしさ・ティラノのおもいやり」
講師　宮西達也等　計3回　参加者数　328名
・誰もが参加できる教室（生花、編み物、パソコン教室、グラウンドゴル
フ教室）
・生花教室　　　毎月第２・４金曜日　計23回　参加者数　131名
・編物教室　　　毎月第２・４金曜日　計24回　参加者数　112名
・パソコン教室　　年1回　　　２月頃　　計8回　参加者数　148名
・グラウンドゴルフ教室　　　　　　　　　計43回　参加者数　623名

・やすらぎ対策課高齢福祉係とやすらぎ荘との介護予防教室　　年9
回　参加者数　115名
・老人会活動　　　西部老人クラブ連合会視察研修・歩行訓練等
2回   参加者数　150名
・地域リーダー養成活動　　西部地区防災実行委員会、天神自主防
災会等　参加者数　223名
・地域交流事業　　人権講演会、作品づくり教室、救急救命訓練、防
犯講演会、健康講座、マイナンバー学習会等　参加者数　385名
・地域福祉事業 　　西部地区ふれあい祭り実施　参加者数　1500
人

①⑤ Ａ

(西部センター）
様々な分野の活動に男女
が共に参画するよう講座
のテーマ等を検討し開催
することができた。また、男
女共同参画に関する意識
の向上が図られている。
女性に比べて男性の参加
者が比較的少ない講座も
あった。

(西部センター）
特に男性の参加者が増え
るよう講座内容等を工夫し
ながら、引き続き意識啓
発を行う。また、若い男女
が参加できるよう内容も検
討していく。

(防災まちづくり課）
平成26年度において、田辺市地域防災計画の改訂を行った。

⑤ Ｂ

(防災まちづくり課）
地域防災計画において、
男女共同参画の観点から
の必要な記述は一定でき
ているものと考えている。

(防災まちづくり課）
当面、大きな改訂の予定
はないが、社会情勢の変
化等を見極めながら、必
要な改訂は行っていく。

（福祉課）
第２次田辺市地域福祉計画第５章第４節「福祉を支えるひとづくり」
の中に「男女共同参画の推進」の項目を設け、「田辺市男女共同参
画プランに基づき、男女が対等な構成員として家庭や地域社会の課
題に目を向け、その解決のための諸活動に共同参画し、性別にかか
わらず安心していきいきと活躍できる社会づくりに努めます」と位置付
けている。 ②⑤⑥ Ａ

（福祉課）
「田辺市地域福祉計画」
（計画期間平成19年度か
ら23年度）に引き続き、平
成24年3月策定の第2次
田辺市地域福祉計画（計
画期間平成24年度から
28年度）においても男女
共同参画の視点を継続し
た。

（福祉課）
計画にしたがい男女共同
参画の視点に沿った施策
を進める。

（健康増進課課）
　健康づくり計画による各施策の推進にあたって、男女にかかわらず
施策の推進にあたっている。

②⑤⑥ Ａ

（健康増進課）
男女が共に色々な分野に
参画できるよう、各施策の
推進を行った。

（健康増進課）
今後も男女共同参画の視
点から推進していく

（学校教育課）
・道徳の時間を中心にして、様々な機会を通して人権の尊重、男女
の平等、男女の相互理解と協力の重要性、家庭生活の大切さにつ
いて指導した。
・市内全小中学校で、年間指導計画に基づき指導を行った。
・｢田辺市立小中学校性教育指導指針」に基づき、各学校の取り組
み状況に大きな差が生じないよう指導するとともに、教材教具や指導
内容が子どもの発達段階に応じた適切なものになるよう注意した。特
に、性教育の授業においては、家庭や学校、社会での固定的な性別
役割分担の発生要因などの学習を通して男女平等でお互いに尊敬
しあう社会の実現を目指す必要があることに気づかせる指導を徹底
した。
・定例の学校訪問を通して人を大切にする教育の推進と全体計画の
再検討を指導した。
・人を大切にする教育主任者会において、各校における実践を交流
し、人を大切にする教育の充実に向け研修を行った。
・管理職研修にて「人を大切にする教育充実」に関する研修を実施し
た。
・全中学校において職場体験学習を実施し、個々の能力や適性に応
じた進路選択ができるように取り組んだ。

①⑤ Ｂ

（学校教育課）
道徳の時間だけの活動に
とらわれず、教育活動全
体を通して、人権の尊重、
男女の平等、男女の相互
理解と協力の重要性、家
庭生活の大切さを意識し
た指導が必要である。
・各学校において、年間指
導計画に基づき指導を行
うことができた。
・研修を通して教職員の人
権意識の向上が図られ
た。
・各中学校が、学校と地域
が連携して行っている本取
組は各学校で定着しつつ
ある。

（学校教育課）
・今後も人権の尊重、男女
の平等、男女の相互理解
と協力の重要性、家庭生
活の大切さを重視した指
導を継続していく。
・子供たちを取り巻く社会
状況を考えたとき、人間尊
重・男女平等の精神に基
づく豊かな人間関係を築く
ことや、自己の性に対する
確かな認識を深めると同
時に、家庭や様々な社会
集団の一員として直面す
る性の諸問題を適切に判
断し対処する能力や資質
を育成する。
・今後も様々な機会を通し
て教職員の人権意識の向
上を図る。
・体験活動先を拡大する。

（子育て推進課）
保育所保育指針に基づき、「人権尊重、道徳性を養う」保育に取り組
んでいる。

①⑤ Ａ

（子育て推進課）
保育指針に基づき、保育
に取り組んでいる。

（子育て推進課）
引き続き、指針に基づき
取り組む。

（生涯学習課）
田辺市ＰＴＡ連合会及び和歌山県ＰＴＡ連合会主催の研修会への
参加
　5/10　「学ぶことをやめたら、教えることをやめなければならない」
　　　　　　　講師　植田辰哉氏　（参加者86人）
　1/16　「子どもたちの生きる力を育むためのPTA活動と家庭教育」
　　　　　　　講師　コウケンテツ氏（参加者166人）

② Ａ

（生涯学習課）
会員が各講演会に積極的
に参加するなど、各研修
会のテーマに沿い、男女
共同参画の視点に立った
学習の機会を提供でき
た。

（生涯学習課）
各地域の実情に応じた取
組を推進する。

4
生涯にわたる
男女共同参画
学習の推進

・開催日時の工夫、一時
保育の充実等による幅広
い年齢層の参加を促進す
るための受講環境の整備

・男女共同参画推進員の
活動支援

・男女共同参画の視点を
踏まえた情報提供やネット
ワークづくり等による団体活
動支援

男女共同参画
推進室
生涯学習課

（福祉課）
　男女共同参画の意識啓発のため、民生委員・児童委員を対象に
田辺市男女共同参画センター広報紙「ゆう」（年４回発行）を配布し
ている。また、田辺市民生児童委員協議会では、事業計画の一つで
ある「民生委員・児童委員の研修の推進」に中に人権学習の推進を
位置づけており、県民児協主催の研修会に参加し、啓発用ＤＶＤなど
により人権学習に取組んだ。
　H27.7.2　県民協単位民児協会長副会長研修会（田辺市参加委
員36名）ＤＶＤ研修「コスモスの咲く日」
　H27.9.18　県民協児童委員研修会（田辺市参加委員38名）ＤＶＤ
研修「こころに咲く花」
　H27.11.12　 県民協主任児童委員研修会（田辺市参加委員15
名）DVD研修「imagination想う　つながる　一歩みに出す」
　H28.1.28　 県民協ブロック別研修会（田辺市参加委員138名）
DVD研修「小さな叫び」
　H28.3.3　 県民協新任民生委員児童委員研修会（田辺市参加委
員4名）人権研修「差別語、不愉用語」について学習

①②⑤ Ａ

（福祉課）
県外研修について、休日
を一日含めたことにより、
女性の参加者が増えた。

（福祉課）
引き続き、男女共同参画
の視点に沿った民児協の
研修を計画するとともに、
県民児協の研修にも参加
する。

（２）
男女共同参画
に関する学習の
推進

3

学校等におけ
る男女平等を
推進する教育

の充実

・学校、幼稚園、保育所に
おいての男女の相互理解
と協力の重要性に関する

教育・指導の推進

・教職員等の人権意識の
向上のための研修の実施

・性別にとらわれないキャリ
ア形成のための職場体験

学習の実施

・PTA等の研修機会を活用
した保護者に対する男女

平等の意識づくり

学校教育課
子育て推進課
生涯学習課
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施策の方向 事業№ 取組 取組内容 担当課 事業実施状況 評価・問題点等 担当課評価 評価等の理由・課題等 今後の予定

4
生涯にわたる
男女共同参画
学習の推進

・開催日時の工夫、一時
保育の充実等による幅広
い年齢層の参加を促進す
るための受講環境の整備

・男女共同参画推進員の
活動支援

・男女共同参画の視点を
踏まえた情報提供やネット
ワークづくり等による団体活
動支援

男女共同参画
推進室
生涯学習課

（西部センター）
・人権啓発事業として人権教育講演会を実施し（参加者328人）幅
広い年齢層の参加を促進するため受講環境の改善を実施した。
　6/13（土）「子育て教室：親子コンサート」　講師　浦中こういち
11/25（水）「にゃーごのやさしさ・ティラノのおもいやり」　講師　宮西
達也
　2/28（日）「笑ってタメになる科学実験講座」　講師　漫才師ﾎﾞﾙﾄ
ﾎﾞﾙｽﾞ ①②⑤ Ｂ

（西部センター）
男女双方が利用・参加し
やすいように、開催日を土
曜日・日曜日に設定した
り、一時保育を実施した。

（西部センター）
今年度も、開催日時につ
いては、日曜日等の休日
に設定したり、一時保育を
実施し、幅広い年齢層が
参加しやすいよう引き続き
き取り組んでいきたい。

（中辺路教育事務所）
○人権にかかる学習機会を提供するため年１回の講演会を開催して
いるが、今年度も人権映画の上映をおこなった。
・8/23人権映画鑑賞会開催　「ドキュメンタリー映画轟音」（参加者
58人）
○幼児期の保護者を対象に育児学級を開催
・9/5　育児学級　「浦中こうちゃんコンサート」　     （参加者102人） ①②④⑤ Ｂ

（中辺路教育事務所）
誰でもが参加出来るよう、
今回も映画会にした。
参加者が固定化してきて
いる。

（中辺路教育事務所）
参加者が固定化しないよ
う広く町民全体に行きわた
る工夫を引き続き取り組ん
でいきたい。

（生涯学習課）
・7/11（土）「田辺市青少年健全育成市民大会」開催時における一
時保育所開設。（利用者1名）

①②④⑤ Ｂ

（生涯学習課）
一時保育のニーズの把握
がしずらい。一時保育がで
きる場が限られている。外
部委託のため保育者の確
保、委託費の確保ができ
ない等の理由により、全て
の取組に対して、１日保育
をセットすることは、現時点
では困難である。

（生涯学習課）
できる限りの実施に向け、
今後も努力する。

（文化振興課）
　田辺市文化事業（未就学児入場不可の場合）を実施する際、託児
所を開設している。
 （実績）12/12「田辺第九演奏会」託児人数：0人

（託児人数実績）H26：3人、Ｈ25：18人、Ｈ24：5人、Ｈ23：11人、
H22:10人

①②④⑤ Ｂ

（文化振興課）
託児所開設をポスター、
チラシ及び新聞広告等で
ＰＲしている。

（文化振興課）
今後も未就学児が入場で
きないコンサート及び講演
については、託児所を開
設する。

・男女共同参画推進員が企画・運営し、講座を開催した。
・5/30　料理教室＆防災講座「おいしく活かそう備蓄品～今話題の
おにぎらずで～」とミニミニ防災講座（参加者32人、男性4人・女性
28人）
・12/6　料理教室＆防災講座「おいしく活かそう備蓄品～今話題の
おにぎらずで～」とマイトイレを作る防災講座（参加者31人、男性3
人・女性28人）
　
・講座参加者に推進員の加入を呼びかけた。

①②④⑤ Ａ

様々な分野の活動に男女
が共に参画するよう講座
のテーマ等を検討し開催
することができたので、男
女共同参画に関する意識
の向上が図られた。

推進員の活動範囲が広が
るよう支援する。

(男女共同参画推進室）
団体へ情報提供を行うとともに、ネットワークづくりを推進した。
・男女共同参画連絡会が企画・運営し、講座を開催した。
・12/12　講座「女性と子どもが安心して生きられる社会をつくるため
に」
・1/23　講座「クスッと笑える川柳で男女共同参画を考えてみません
か？」
・2/27　講座「未来のために今、私たちができること～ストレス社会を
乗り越えるヒントを話し合おう～」
・男女共同参画連絡会に各種講座等の情報提供を行った。

①②④⑤ Ａ

(男女共同参画推進室）
引き続き、男女共同参画
連絡会へ情報提供し、ご
協力をいただく。

5 メディアにおけ
る人権の尊重

・男女共同参画の視点を
踏まえた市の発行物の検
証

男女共同参画
推進室
企画広報課
学校教育課

(男女共同参画推進室）
・「広報田辺」をはじめ、ポスター・パンフレット・チラシ・啓発グッズ等
作成時等において、性差別につながる表現がないか、人権尊重・男
女共同参画の視点に立った表現となっているかなど、不適切な表現
を用いた部分がないかを点検した。 ⑥ Ａ

(男女共同参画推進室）
内容を十分点検・精査し
た。

(男女共同参画推進室）
引き続き、点検・精査す
る。

（人権推進課）
当課で作成するチラシや配布するパンフレット及びポスターについて、
性差別につながる表現がないか点検している。また、啓発グッズの作
成時も性別の違いで対応に差が生じないように注意している。

⑥ Ａ

（人権推進課）
不適切な表現の発行物は
確認できなかった。

（人権推進課）
今後も引き続き実施する。

（末広児童館）
児童館だよりを毎月発刊しており、挿絵等に性差別につながる表現
がないかを点検しており、男女の挿絵のバランスにも注意をはらって
いる。

⑥ Ａ

（末広児童館）
男女共同参画の意識を持
ちながら定期的な発行誌
の内容がマンネリ化になら
ないようにしている。

（末広児童館）
引き続き検討していく。

（芳養児童センター）
「芳養児童センターだより」（月１回発行）、ホームページ及び各種案
内の作成にあたっては、最新の注意をもって行い、複数の職員による
チェック体制をとっている。 ⑥ Ａ

（芳養児童センター） （芳養児童センター）
今後とも、人権を尊重した
表現を徹底する。

（企画広報課）
市の発行物の検証は実施していない。

⑥ Ｄ

（２）
男女共同参画
に関する学習の
推進
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施策の方向 事業№ 取組 取組内容 担当課 事業実施状況 評価・問題点等 担当課評価 評価等の理由・課題等 今後の予定

5 メディアにおけ
る人権の尊重

・男女共同参画の視点を
踏まえた市の発行物の検
証

男女共同参画
推進室
企画広報課
学校教育課

（保険課）
　保険制度及び保健事業に関する啓発パンフレットの採用に当たって
点検を行っている。

⑥ Ａ

（保険課）
　ポスターやチラシ、ホー
ムページ等の作成には、
人権侵害につながらない
よに、また、男女いずれか
に偏った表現にならないよ
うに心がけた。

（保険課）
　今後も、十分検討する。

（福祉課）
パンフレット、チラシ等の作成やポスター等の掲示をする際は性差別
につながる表現がないかの点検を行い、不適当なものには是正を求
めている。 ⑥ Ａ

（福祉課）
対応できていると考える。

（福祉課）
今後も継続する。

・メディアからの情報に対し
て、男女の人権を尊重し、
主体的に読み解く力を育
成する情報モラル教育の
推進

（学校教育課）
・情報モラル教育の重要性について定例学校訪問及び各種研修会
等を通じて各学校に指導した。

⑤ Ｂ

（学校教育課）
携帯電話の普及により小
中学校生の所有率や、イ
ンターネット利用が急増す
る中、様々なトラブルが生
じてきている。

（学校教育課）
情報モラル教育を教育計
画に位置づけ、継続的に
指導するとともに、保護者
に対しても継続的に啓発
を推進する。

生 涯 を 通 じ た
健康づくり支援

・生涯を通じた健康の保持
増進に向けた、思春期から
高齢期にわたる各年代に
応じた健康づくりに関する
啓発活動

学校教育課
健康増進課

（学校教育課)
・小学校の保健・中学校の保健体育の授業では、病気の予防や健康
の保持増進のため、望ましい生活習慣等について学習した。
・校長会・教頭会では、体力づくりや食教育等健康の保持増進に関
する研修会を実施した。
・園児・児童・生徒の健康状態を的確に把握し疾病等の早期発見や
学校医による各種健康診断を実施した。
・小中学校では、新体力テストを全学年全種目実施した。
・小学校では、西牟婁地方の水泳大会・陸上競技大会に向け、放課
後や夏休みに練習を行い、競技に対して興味・関心を高めるとともに
技能の向上を図った。
・児童の問題行動に対して、学校におけるカウンセリング等の機能の
充実を図るため、小学校6校・中学校１０校にスクールカウンセラーを
配置した。

⑤ Ｂ

（学校教育課)
・食教育の充実と併せて
健康教育プログラム等総
合的な学習の時間や特別
活動と連携した活動を実
施する学校が多くなってき
た。
・各学校では、体育授業の
充実を中心とし、体力向
上のための取り組みを進
めることができた。
・子どもクラブのソフトボー
ル大会やキックボール大
会等様々な機会を通し
て、PTA等と連携しながら
スポーツ活動を奨励した。
・児童・生徒のみならず、
保護者・教員の相談にも
応じ、スクールカウンセ
ラー配置校における相談
体制が充実した。

（学校教育課)
・学社融合という観点か
ら、健康に対する問題に
取り組むことで、学校・家
庭・地域における健康づく
りに関する啓発に生かして
いく。
・新体力テストの全学年全
種目実施を継続し、各学
校における体力づくりの全
体計画に沿った活動をさら
に充実させる。
・学校をスクールカウンセ
ラーで連絡をはかり、より
充実した相談体制に努め
る。

（健康増進課）
（Ｈ28.3.３１現在）
・まちづくり学びあい講座：10回
「メタボリックシンドロームってなあに？」　　　　　　　　2回　　40名
「よい眠りとは？～生活習慣を見直してみませんか？～」　5回
110名
「生活習慣を見直して健康寿命をのばしましょう」　　2回　　49名
「健診はヘルシーライフの羅針盤」　　　　　　　　　　1回　　21名

・血管いきいき健康教室：２７回
～高血圧改善編～　　　　　　　　　　　　　　9回　　89名
～脂質異常改善編～　　　　　　　　　　　　 6回　　51名
～高血糖改善編～　　　　　　　　　　　　　　９回　  84名
～腎臓病予防編～　　　　　　　　　　　　　　6回　　49名

・暮らしに役立つ講座（図書館）
「歯周病と認知症」　　　　　　　　　　　　　　 1回　　38名
「骨の健康と女性ホルモン」　　　　　　　　　1回　　87名

・食生活改善推進員イベント時の講演会
「骨の健康と女性ホルモン」　　　　　　　　　1回　　24名

・こころいきいき体験講座：３回
「ヨーガ体験」　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回　　13名
「アロマテラピー体験」　　　　　　　　　　　　　１回　　25名
「笑いの講演会」　　　　　　　　　　　　　　　　1回　　20名

・健診結果説明会「検査結果から自分の体の状態を知ろう」
～今からはじめるメタボリックシンドローム予防～　　  36回　 142名

②③④⑤ Ｂ

（健康増進課）
市民の生活習慣病予防の
きっかけづくりや健康づくり
に役立てていただく為、団
体の集会時等に地域に出
向き講座を続けている。毎
年のリピーターもあり、団体
の要望や関心ごとも取り入
れながら講座をすることも
あるが、新しいメニュー等
も増やし、新規の対象の
方々にも関心を持ってもら
えるよう内容も工夫してい
く必要がある。

（健康増進課）
市民の要望や関心ごとを
取り入れながら講座を実
施することにより、市民へ
の健康づくりの取り組みを
継続していく。

・マタニティスクールやパパ
ママ教室の参加促進

（健康増進課）
・パパママ教室　　10回開催　延べ180名参加（妊婦91名、夫89名）
母子健康手帳交付時に「父子健康手帳」の配布（第１子のみ）２５８
名
　男女が共に家族の一員としての責任を持ち、家事・育児を担うこと
ができるように啓発した。

⑧ Ｂ

（健康増進課）
　第１子を中心に啓発して
いるため、対象が限られて
いる。パパママ教室に参加
された男性は、育児に意
欲的な方が多かった。
　配布物については妊婦
を通じて配布することが殆
どである為、夫への意識啓
発の手段について検討が
必要。

（健康増進課）
　H２８年度もパパママ教室
を１０回実施開催予定。

・保健所と連携した不妊相
談・治療費補助の実施

（健康増進課）
・田辺市一般不妊治療助成事業･･･上限５万円を助成
・助成件数　46件
・田辺市特定不妊治療助成事･･･上限５万円を助成【県の助成額
（上限１５万円又は７万５千円）を控除した残りの治療費を助成】・助
成件数　64件

＊申請時のプライバシー保護のため窓口対応には十分配慮し、希望
時には個別のブースを準備するように務めている。また、不妊に関す
る情報提供や、田辺保健所が実施しているこうのとり相談（不妊相
談）、こうのとりサポートホームページの紹介などをしている。

⑧ Ａ

（健康増進課）
一般不妊治療及び不妊
治療ともに前年度助成件
数を上回っており、助成事
業について周知されてきた
と評価する。

（健康増進課）
一般、特定不妊治療とも
に助成件数は増加してい
る。平成26年度より特定
不妊治療の内容（対象範
囲等）が一部変更された。
H28年度より田辺保健所
を経由して申請ができるよ
うになった。啓発について
は今までどおり、田辺保健
所と連携をとりながら助成
事業の周知に努めていく。

6

（３）生涯を通じ
た健康づくり支

援

7
妊娠・出産に

関する健康づく
り支援

健康増進課

（２）
男女共同参画
に関する学習の
推進
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・妊娠期の喫煙や受動喫
煙による健康被害の正しい
情報提供

・学校教育やパンフレットを
通じたエイズの正しい知識
の普及・啓発

・街頭でのチラシの配布や
学校での教育による薬物
乱用防止の啓発

（学校教育課）
・田辺青少年センターと学校が連携し、禁煙教室を行った。各学校に
おいては、健康教育に位置づけ取組をすすめた。
・小中学生については、保健等の授業を通して、エイズや性感染症に
ついて指導した。
・田辺青少年センターと連携し、薬物乱用防止教室を行った。また、
中学校では保健の授業で喫煙や薬物乱用などを取り上げ、心身に
様々な影響を与え、健康を損なう原因となることなどを指導した。

⑤ Ｂ

（学校教育課）
・どの学校でも、エイズや
感染症について学習する
ことができた。
・学校だけではなく、地域
や保護者と共に考えていく
ことが重要である。
・関係機関と連携し、各学
校の健康安全指導計画に
沿って指導を行った。小中
学生の薬物乱用に関わる
問題行動はなかった。

（学校教育課）
喫煙による健康被害につ
いての正しい情報提供が
できるように、各関係機関
と連携を図る。
・今後も全校において、指
導を継続していく。
・参観授業などを通して、
保護者にも考えていただ
く。
・各関係機関との連携を
図り、薬物乱用防止につい
ての啓発も継続する。

（健康増進課）
・正しい知識の普及・禁煙相談
　歯と歯肉の健康フェスティバル：禁煙相談コーナー　　来場者　17
名
・正しい知識の普及・喫煙防止
　市立幼稚園（上秋津幼稚園・三栖幼稚園）：たばこのエプロンシア
ター
参加者　56名
・妊娠届出時に、妊婦たばこアンケートを実施し、妊婦喫煙の実態と
喫煙の害についての知識の調査及び情報提供を行っている。
平成２７年度　妊婦たばこアンケート　５３４件　妊婦喫煙率3.2%

⑤ Ｂ

（健康増進課）
たばこの害について広く知
られてきており、また、禁煙
外来や禁煙サポート薬局
など社会資源も充実してき
ている中、既に禁煙してい
る方も多いが、そんな中で
も喫煙を続けている人へ
の啓発や支援が難しい。
　妊婦喫煙率は、全国
5.0%（H22年度）に比べる
とやや低いが、喫煙者の
禁煙支援にはつながりにく
い。

（健康増進課）
今後も田辺市健康づくり計
画「元気たなべ」2013 た
ばこ部会で機会をみつけ
て、喫煙防止教育をすす
めていく。

（健康増進課）
母子健康手帳交付時に副読本を配布し、啓発している。
マタニティースクール、パパママ教室で配布しているパンフレット内に、
エイズ・性感染症について掲載されている。
成人式においてエイズ予防パンフレットを配布し、エイズに関する正し
い知識の普及・啓発を行った。

⑤ Ａ

（健康増進課）
啓発媒体の工夫

（健康増進課）
８月と１１月にオークワオーシティー田辺店周辺において、街頭啓発
活動（薬物乱用防止指導員田辺地区協議会：事務局田辺保健所
内）を実施、対象人員各１，５００名。

⑤ Ａ

（健康増進課）
人が集まる場所において
のチラシによる啓発は効果
的と考える。

（健康増進課）
次年度も年２回程度の街
頭啓発活動を予定。

（保険課）
啓発パンフレットの配布
本年度も医療費通知に同封して、エイズ広報パンフレットを配布した。
ポスターやチラシ・ホームページ等の作成の際には、人権侵害につな
がらないように、また、男女いずれかに偏った表現にならないようにこ
ころがけた。

⑤ Ａ

（保険課）
毎年継続して実施してい
る。

（保険課）
引き続き実施していく。

・「女性に対する暴力をなく
す運動期間」を利用した啓
発活動の展開

ＤＶを防止するための啓発活動を行った。
・11/12、11/13　「女性に対する暴力をなくす運動期間」（11月12
日～25日）にあたり、スーパーマーケット・田辺駅において女性電話
相談を案内したウェットティッシュ等啓発物品の配布を行った。

⑧ Ａ

「女性に対する暴力をなく
す運動期間」にあたり「広
報田辺」においても啓発を
行い、人権侵害であるＤＶ
についての認識を広めた。

(男女共同参画推進室）
引き続き、関係機関と連
携協力し、ＤＶを防止する
ための啓発活動を継続す
る。

・広報やホームページによ
る、人権侵害であるDVにつ
いての啓発

・「女性に対する暴力をなくす運動期間」（11月12日～25日）にあた
り、「広報田辺」11月号に記事を掲載した。（ＤＶ（ドメスティック・バイ
オレンス）に悩んでいませんか？）

・ＤＶ・デートDＶに関する講
座・講演会等の開催

・2/21　DV防止啓発講座「もしかして、モラル・ハラスメント？～精神
的暴力は見えにくく、気づきにくい～」を開催した
　　　　　　　　　　　　　　（参加者２１人、男性4人・女性17人）

10
DV被害者に対
する相談業務
等の充実

・チラシやカードを通し、
「DV被害者支援センター
（紀南DVセンター）」や「男
性のための電話相談
（県）」等の相談窓口の周
知

男女共同参画
推進室
子育て推進課
各課

（男女共同参画推進室）
・チラシ等を案内カウンターに配置し提供した。
“ＤＶ被害者支援センター（紀南ＤＶセンター）設置！”(チラシ)、
“ひとりで悩んでいませんか？　ＤＶ相談ナビ”（カード）、
“男性のための電話相談”（チラシ、カード）
“女性に対する暴力をなくす運動期間”（チラシ） ⑧ Ａ

(男女共同参画推進室）
ＤＶ被害者の心の傷を癒
すとともに、いつでも相談で
きる場があることや支援す
る相談員がいることで相談
者の心の支えになってい
る。

(男女共同参画推進室）
引き続き、関係機関と連
携協力し、ＤＶ被害者への
相談支援を実施する。

・研修による相談員の知
識・技術の向上

・ＤＶ被害者支援ネットワーク会議全体会議（12/22　県青少年・男
女共同参画課主催）

・庁内関係部署における被
害者支援にかかる連携強
化と情報管理の徹底

（子育て推進課）
・ドメスティック・バイオレンス被害者の母子の相談に対応するととも
に、関係機関との連携を図る。
・家庭児童相談室で相談を受けた際、児童に対する相談にDVが隠
れていないかを慎重に見極め、男女共同参画推進室と連携してい
る。

⑧ Ａ

（子育て推進課）
相談内容に応じ関係機関
との連携を図っている。

（子育て推進課）
相談内容に応じ関係機関
と連携を図る。

8

学校教育課
健康増進課

保険課

（４）男女間の暴
力の根絶を目指
す仕組みづくり

9

男女間のあら
ゆる暴力を許さ
ない社会意識

の醸成

男女共同参画
推進室

（３）生涯を通じ
た健康づくり支

援

健康をおびや
かす問題につ
いての対策の

推進

15



施策の方向 事業№ 取組 取組内容 担当課 事業実施状況 評価・問題点等 担当課評価 評価等の理由・課題等 今後の予定

10
DV被害者に対
する相談業務
等の充実

・チラシやカードを通し、
「DV被害者支援センター
（紀南DVセンター）」や「男
性のための電話相談
（県）」等の相談窓口の周
知

男女共同参画
推進室
子育て推進課
各課

（健康増進課）
・窓口にチラシを置いて、「DV被害者支援センター（南紀ＤＶセン
ター）」等の相談窓口の周知を図っている。
・健康管理システムに市民課からの住民基本台帳事務における支援
措置連絡表による対象者であることを入力し、住所等の情報を特に
慎重に取り扱っている。

⑧ Ａ

（健康増進課）
今後も男女共同参画の視
点から推進していく。

・研修による相談員の知
識・技術の向上

（福祉課）
・臨時福祉給付金の支給にあたり、通常は基準日における住民票所
在地の市町村で申請を行わなければならないところ、ＤＶ被害等が
原因で住民票を移さず田辺市に住んでいる方については、田辺市で
の申請受付が可能である旨を市ホームページへ掲載するなどの広
報活動を行った。

⑧ Ａ

（福祉課）
対応できていると考える。

（福祉課）
今後も継続する。

・庁内関係部署における被
害者支援にかかる連携強
化と情報管理の徹底

（税務課）
庁内関係部署におけるＤＶ被害者支援にかかる連携強化と情報管
理の徹底について、２６件の事例があった。
　課内会議において、証明書等発行時の情報漏えいが無いよう注意
喚起を図った。

⑧ Ｂ

（税務課）
ＤＶ被害者からの苦情等
が無かった。

（税務課）
継続していく。

・県や警察等、庁外関係
機関と連携した相談支援
の充実

（保険課）
住民基本台帳の登録外の方でＤＶ被害者が国保資格者等である場
合に、窓口及び電話対応の際に注意喚起できるよう国保新システム
において改修を予定している。（Ｈ２９年度稼動予定） ⑧ Ａ

（保険課）
今後においても情報管理
の徹底に努める。

（保険課）
今後においても情報管理
の徹底に努める。

（水道部　業務課）
「住民基本台帳事務における支援措置連絡票」が届いたら、水道料
金システムに登録がある支援対象者については、情報漏洩を防止す
るため、施設情報及び使用者実績情報画面の背景色を変更して表
示し注意喚起（平成２６年度システム改修） ⑧ Ｂ

（水道部　業務課）
被害者の住所等を知られ
ることのないよう徹底して
いる。支援対象者に関して
問い合わせの実績なし。

（水道部　業務課）
取組を継続していく。

（人権推進課）
人権相談に関する実績
　実件数　１１件　　延件数　１３件（ＤＶ被害者からの相談は無し）
＊人権問題は多様化してきており、様々な課題に応じていくため、職
員が積極的に研修会に参加しております。また、女性からの相談につ
いては必要に応じて女性職員が対応するなど、市民の方が利用しや
すい相談窓口として取り組んでおります。 ⑧ Ｂ

（人権推進課）
人権推進課では、市民の
方が安心して利用できる
相談・支援体制に努めて
おり、また、人権相談につ
いては、相談内容に応じた
適切な助言や情報提供を
行うとともに、必要に応じて
国や県等の機関と連携
し、問題解決に努めた。

（人権推進課）
複雑・多様化する社会構
造の中で、人権に関する
相談は様々寄せられてお
り、今後も引き続き市民の
方が利用しやすい窓口とし
て、また、相談者が抱えて
いる問題の解決が図れる
ように取り組んでいく。

・相談員による女性電話相
談の実施

(男女共同参画推進室）
・ＤＶを防止するための啓発活動を行った。
・女性電話相談を実施した。（月～金曜日　午前9時～正午）
(平成28年3月末　相談件数　131件　うちドメスティック・バイオレン
スに関する相談　30件) ⑧ Ａ

(男女共同参画推進室）
ＤＶ被害者の心の傷を癒
すとともに、いつでも相談で
きる場があることや支援す
る相談員がいることで相談
者の心の支えになってい
る。

(男女共同参画推進室）
引き続き、関係機関と連
携協力し、ＤＶ被害者への
相談支援を実施する。

・日常生活、就業、住居等
についての各種制度の情
報提供と活用援助

・関係市町村との連絡調
整機能の強化

・ＤＶがある家庭の子どもの
安全確保、転校支援

・企業に対するセクシュア
ル・ハラスメント防止の取組
の呼びかけ

（商工振興課）
セクシュアル・ハラスメントの防止について、企業人権推進協議会総
会において企業等に呼びかけるとともに、商工振興課ホームページに
掲載し、啓発を行っている。

⑤ Ｂ

（商工振興課）
企業内の防止対策に向け
た取り組みについて、企業
人権推進協議会等を通じ
て啓発をしていく必要があ
る。

（商工振興課）
今後も継続して、セクシャ
ル・ハラスメント防止に向け
た取り組みを企業及び市
民に呼びかける。

・女性電話相談など、セク
シュアル・ハラスメントに関
する相談体制の充実

（男女共同参画推進室）
・パンフレットを案内カウンターに配置し、提供を行った。（”悩んでいま
せんか？職場でのセクシュアル・ハラスメント”）
・女性電話相談を実施した。（月～金曜日　午前9時～正午）
（平成28年度　相談件数131件　うちセクシュアル・ハラスメントに関
する相談はなし） ⑧ Ａ

(男女共同参画推進室）
適切な情報提供ができ
た。

(男女共同参画推進室）12
セクシュアル・
ハラスメント防
止対策の推進

男女共同参画
推進室

商工振興課

男女共同参画
推進室

子育て推進課
学校教育課

（子育て推進課）
西牟婁振興局等に相談があった場合、もしくは当事者から相談が
あった場合、一時保護所から連絡があった場合など、母子が安全・
安心な生活を送れるように施設への措置を速やかに実施する。
　子どもの人権とともに女性の人権に配慮した相談対応をしている。

⑧ Ａ

（子育て推進課）
相談内容に応じて関係機
関と連携を図っている。

（子育て推進課）
相談内容に応じ関係機関
と連携を図る。

（４）男女間の暴
力の根絶を目指
す仕組みづくり

11
DV被害者の自
立に向けた支

援の拡充
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・公募制度等を積極的に
活用した審議会等委員の
女性比率の拡大

・平成28年3月末現在の女性比率は、２９．0％(前年度29.9％)
（各課における審議会等への女性登用率は参考資料①のとおり） ③⑦ Ｂ

目標値に達するよう努め
る。

・行政における女性管理職
の割合の増加

（総務課）
女性職員の管理職への登用について、課長級の職員118人に占め
る女性の割合は19.5％、前年度（18.1％）と比べ、1.4％増加しまし
た。
今後とも､人事配置や役職への登用については､個人の勤務成績や
意欲､能力などを適正に評価して実施していきます｡

③⑦ Ａ

 ２6年度
　市職員総数　862人、うち女性228人（女性割合26.4％）
　　　課長級　116人中、女性21人　（18.1％）
　　　係長級　231人中、女性36人　（15.5％）

 27年度
　市職員総数　873人、うち女性230人（女性割合26.３％）
　　　課長級　118人中、女性23人　（19.5％）
　　　係長級　224人中、女性36人　（16.1％）

（学校教育課）
・女性の管理職への登用状況
小中学校における管理職教員　校長41人中、女性3人（7.3％）、教
頭38人中、女性12人（31.5％）

③⑦ Ｂ

（学校教育課）
女性職員の管理職受験者
は、男性に比べて、低い。

（学校教育課）
今後とも、男女を問わず、
積極的に管理職登用を目
指すよう、啓発したい。

・企業人権推進協議会総
会等を通した方針決定過
程への女性参画に向けた
企業への呼びかけ

⑧ Ｂ

・地域活動で活躍する幅
広い人材育成や発掘の推
進

・男女が共に主体的に参
画できるような地域行事の
プログラムづくり

（生涯学習課）
田辺市生涯学習推進計画の後期基本計画（平成25年～29年度）
の重点アクションプランに位置づけられていた人材育成の取組である
「縁」パワーメント学（各地域における様々な分野の実践者から問題・
課題の解決方法を学ぶ）を実施し、地域の未来づくりに寄与する人づ
くりに努めた。
＊固定的な性別による役割分担意識にとらわれない内容の講座や
ワークショップを実施した。

①②④⑤ Ａ

（生涯学習課）
男女がともに参画するよう
講座を開催することができ
た。

（生涯学習課）
人材育成講座の開催は、
平成27年度が最終年とな
る。しかしながら、今後とも
常に男女共同参画に関す
る意識の向上を図る。

・地域活動に関する補助
金の交付や情報提供等を
通じた、男女共同参画の
視点を踏まえた地域活動
の充実

（自治振興課）
・「みんなでまちづくり補助金」事業を実施し、ハード事業1件・ソフト事
業13件に対し補助金を交付した。
・田辺市市民活動センターにおいて、ホームページや機関紙の発行
により、市民活動のイベント情報や各種助成金・補助金等の情報提
供を行うとともに、交流イベントを開催。また、毎月、ＮＰＯ法人設立や
市民活動に関する各種相談業務を行った。
＊みんなでまちづくり補助金の審査会委員について女性委員を選
任。（審査会2回開催。委員7名中、女性1名選任） ②⑤⑥ Ｂ

（自治振興課）
・みんなでまちづくり補助金
では、１事業あたり３回の
申請を限度としており、そ
の回数制限の撤廃につい
て要望をいただいたことも
あるが、それぞれの活動の
初期段階における活動の
補助と位置づけ、広く市民
活動を支援するという考え
から、回数制限を設け実
施している。更なる市民活
動の広がりを期待してい
る。

（自治振興課）
新たな協働の推進施策と
して、地縁による団体等な
ども含めた多くの市民や市
民活動団体によるまちづく
りを推し進めていくために
も、制度の見直し等を行っ
ていく。

16
防災・災害復
興への男女共
同参画の推進

防災まちづくり
課
消防本部総務
課
消防本部予防
課
男女共同参画
推進室

（防災まちづくり課）
・自主防災組織の結成率：94.9％
　平成28年３月現在、自主防災組織は２１７の自治会等のうち２０６
で結成されており、各自主防災組織で男女が共に参画する積極的な
活動を推進している。（昨年度より５団体増）
・避難所運営マニュアル、備蓄計画の策定：地域防災計画の改訂に
合わせ、各種関連計画、マニュアルについても改訂を行っており、平
成２６年度において実施している。
・避難所運営訓練の実施：田辺地域（平成27年9月6日、秋津谷、
三栖谷地区で実施）、龍神地域（平成27年9月6日、龍神地区で実
施）、大塔地域（平成27年9月6日、富里地区で実施）また、平成27
年11月22日には田辺高校でも実施。
　参加者数：田辺地域（１８０人）、龍神地域（１３人）、大塔地域（１０
１人／男５０人、女５１人）、田辺高校（４５０人）
＊避難所運営訓練では、「男の役割」「女の役割」といった性別によろ
固定的な役割分担意識にとらわれず、訓練参加者全体で避難所運
営訓練に取組んだ。

①②④⑤ Ｂ

（防災まちづくり課）
自主防災組織について
は、結成率100％を目指し
積極的に働きかけを行っ
た結果、新たに５団体が結
成された。
　避難所の運営について
は、性別や特性に配慮し
た運営を確保するため、マ
ニュアルの整備や訓練の
実施に取組んでいるが、実
際に大規模災害が発生し
た場合でも機能するよう、
継続して実施していく必要
がある。

（防災まちづくり課）
引き続き自主防災組織の
結成促進に取組むととも
に、社会情勢の変化等に
応じた避難所運営マニュ
アル等の改訂を実施して
いく。

（消防本部　予防課）
自主防災組織７団体224名に対し、防火指導を通じて地域防災力の
向上に努めた。
＊火災原因の上位を占める、たばこやこんろなどの取扱者における
表現について配慮した。 ①②④⑤ Ａ

（消防本部　予防課）
固定的な性別役割分担
意識にとらわれない内容
の講習会が実施できた。

（消防本部　予防課）

商工振興課
男女共同参画

推進室

(商工振興課）
企業人権推進協議会総会において、（公財）人権教育啓発推進セン
ターの協力を得る中、関係する冊子やパンフレットを配付すると共に、
商工振興課ホームページに「女性の就業支援に関する情報」を掲載
し、広報を行っている。

（商工振興課）
田辺市の場合、個人企業
（個人商店等）が多く女性
の参画促進につなげる取
組を行うことが難しい面も
あるが、引き続き周知を
図っていく必要がある。

（商工振興課）
企業人権推進協議会総
会やホームページ等を通
じて、女性の参画に向けた
取り組みを行うよう呼びか
ける。

基本目標２　誰もが参画できる男女共同参画による社会づくり

（１）政策・方針
決定過程への
男女共同参画

の推進

13

行政における
政策・方針決
定過程への男
女共同参画の

推進

各課
総務課

（総務課）
前年度に比べ、課長級の
職員に占める女性の割合
は増加している。
引き続き、女性職員の係
長級以上の割合を増加す
るように取り組んでいく。

14

企業・地域団
体における方
針決定過程へ
の男女共同参

画の促進

（２）地域活動へ
の男女共同参

画の推進

15
地域社会への
男女共同参画

の推進

自治振興課
生涯学習課

・防災訓練、自主防災活
動への女性の参画促進

・男女共同参画の視点を
取り入れた田辺市避難所
運営マニュアルの策定

・女性の視点を取り入れた
備蓄計画の策定

17



施策の方向 事業№ 取組 取組内容 担当課 事業実施状況 評価・問題点等 担当課評価 評価等の理由・課題等 今後の予定

16
防災・災害復
興への男女共
同参画の推進

・田辺市消防団女性消防
団への活動支援

防災まちづくり
課
消防本部総務
課
消防本部予防
課
男女共同参画
推進室

（消防本部　総務課）
女性消防団員実員：１８名
（目的）：災害に直接対処するだけでなく、高齢者や地域社会に対す
る予防活動を重視し、住民の安全に寄与することを目的とする。
（活動内容）：予防広報活動、高齢者在宅防火診断、救命講習、防
火指導
（平成27年度活動実績）
・予防広報活動等：8回
・防災診断：7回
・救命講習：28回
・防火指導：12階

①②④⑤ Ａ

（消防本部　総務課） （消防本部　総務課）
これまでの取組を継続す
る。

・男女共同参画の視点を
取り入れた防災・避難所運
営体制確立のための啓発
活動

(男女共同参画推進室）
男女共同参画の視点を取り入れた防災講演会を開発し、防災対策
の啓発を行った。
2/25　防災講座「防災・災害復興を考える～男女共同参画の視点
～」
　　　　参加者９１名（男性５２名　女性３９名）
10/23　学習会「ビデオを観て、おしゃべりしませんか！安心できる避
難所づくり～男女共同参画の視点を避難所運営に～」　　参加者20
名（男性5名　女性１５名）

①②④⑤ Ａ

(男女共同参画推進室）
男女共同参画の視点から
の防災の取組、避難所運
営等について理解を深め
ることかできた。

(男女共同参画推進室）
引き続き開催する。

・まちづくり、観光、環境問
題等の活動において男女
共同参画の視点を踏まえ
た新たな提案や課題提起
等につながる情報や研修
機会の提供

（観光振興課）
広域連携のもと女性目線での旅行プラン造成のためのモニターツ
アーを催行した取組に対しての支援を行なった。
＊女性からの意見を聞くなど、女性の視点に立って事業を作りこん
だ。 ②⑤ Ｂ

（観光振興課）
モニターツアー参加者には
高評であったことから、一
定の評価は出きるものと考
える。

（観光振興課）
今後においても、引き続き
実施していく。

（学校教育課)
・小学校社会科副読本「わたしたちの田辺」を小学校３年生に配布。
田辺市のことについて学習を深めた。
・県の国際交流センターと協力をし、半日ではあるが「教育一般に関
する相談」窓口を開き、相談を行った。

⑤⑥ Ｂ

（学校教育課)
・市内全小学校に配付し、
指導に役立てることができ
た。
・内容によっては答えきれ
ないものもあったが、教育
に関する相談については
事例をあげて答えることが
できた。

（学校教育課)
・各学校で社会科や総合
的な学習の時間を中心に
取組を続けていく。
・協力要請があれば、今後
も教育の分野の相談に協
力していきたい。

（環境課）（廃棄物処理課）
環境学習会及び田辺市まちづくり学びあい講座を開催し、ごみの減
量、水質浄化及び地球温暖化防止をテーマとした普及啓発を行って
いる。
　男女共同参画の視点に立った内容ではないものの、小学生中学年
から高齢者まで理解できるよう、わかりやすい内容のコンテンツ（スラ
イド）を作成し開催している。
　平成２７年度開催実績　　０件 ①②④⑤ Ｄ

（環境課・廃棄物処理課）
・更なる開催の啓発が必
要
・環境学習会は平成18年
度から実施しているが、環
境に関心のある各町内
会・各学校をおおむね一
巡した状況であり、環境学
習会の内容が変わってい
ない中、マンネリ化の傾向
が強くなっている。

（環境課・廃棄物処理課）
・小・中学校の対して環境
学習会の開催を働きかけ
たい。
・田辺市まちづくり学びあい
講座自体の今後の動向を
みながら、方法・内容につ
いて検討したい。

・男女共同参画の理解を
深めるため、国際理解教
育・国際交流を推進

（生涯学習課）
・生涯学習課に国際交流員１名と臨時職員１名を配置し国際交流セ
ンターを設置している。活動内容としては、市内在住・来訪外国人に
対する相談業務や生活情報の提供、市民に対する国際交流に関す
る情報の提供、国際交流に関する啓発事業や外国人との交流事
業、市内在住外国人に日本語を教える教室等を開催している。

②④⑤ Ｂ

（生涯学習課）
外国人からの相談の内容
は日常生活に関するもの
から就労問題・人権問題
に関するものまで幅広いこ
とから、関係機関との連携
が必要である。また、市民
に対する国際理解のため
の交流会では、関係機関・
団体との連携は不可欠で
ある。27年度は国際交流
員が中途退職したため、
国際理解のための交流会
は実施回数がすくなくなっ
てしまった。

（生涯学習課）
和歌山県国際交流セン
ターと協力した取組として
「外国人のための専門家
による一日相談会」等も継
続して実施し、幅広い相談
活動の展開に努める。

観光振興課
生涯学習課
学校教育課

環境課
廃棄物処理課

（２）地域活動へ
の男女共同参

画の推進

17
多様な分野に
おける男女共
同参画の推進

18



施策の方向 事業№ 取組 取組内容 担当課 事業実施状況 評価・問題点等 担当課評価 評価等の理由・課題等 今後の予定

・男女共に協力して家事・
育児等を担うための啓発
の促進

(男女共同参画推進室）
男女が共に家族の一員としての責任を持ち、家事・育児等を担うこと
ができるよう啓発活動を行った。
・5/30、12/6　料理教室「おいしく活かそう備蓄品～今話題のおにぎ
らずで～」　　　参加者63名
・1/30　講演会「夫婦ってなあに？～ツレが主夫　になりまして～
　　　　　参加者75名

①②④⑤ Ａ

(男女共同参画推進室）
日常生活の中で男女が協
力し、家事を行うことの大
切さについて学ぶことがで
きた。

(男女共同参画推進室）
引き続き実施する。

・男性の家庭生活への参
画促進のための学習機会
の提供

（健康増進課）
・パパママ教室　　10回開催　延べ180名参加（妊婦91名、夫89名）
母子健康手帳交付時に「父子健康手帳」の配布（第１子のみ）２５８
名
　男女が共に家族の一員としての責任を持ち、家事・育児を担うこと
ができるように啓発した。

⑧ Ｂ

（健康増進課）
　第１子を中心に啓発して
いるため、対象が限られて
いる。パパママ教室に参加
された男性は、育児に意
欲的な方が多かった。
　配布物については妊婦
を通じて配布することが殆
どである為、夫への意識啓
発の手段について検討が
必要。

（健康増進課）
　H28年度もパパママ教室
を10回実施開催予定。

・子育ての社会的役割の
重要性を浸透させるため、
育児休業や介護休業など
の各種制度の男性の利用
について、企業に対して啓
発を推進

（やすらぎ対策課）
「田辺市家族介護教室」の開催
○家族で介護されている方を対象に、基本的な介護技術や関連知
識を身につけていただく。
中辺路地区　講演「高血圧～見直そう塩分管理～」　　参加者２２名
大塔地区　　講演「がん予防と食事」　　　　　　　　　　　 参加者５４名
本宮地区　　講演「嚥下（飲み込み）と口腔ケア」～嚥下機能の維持
を中心に～」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者３
７名
田辺地区　　講演「腰痛・関節痛について」　　　　　　　　参加者４１名
龍神地区　　講演「介助動作について」　　　　　　　　　　参加者２７名

①②⑤ Ａ

（やすらぎ対策課）
　前年度と比較して回数
及び参加者数は増加して
おり、講演内容については
好評をいただいている。
　開催の周知方法につい
てさらに検討したい。

（やすらぎ対策課）
教室終了後に参加者から
提出されたアンケート結果
を、今後のテーマ選定の
参考とし、本事業は今後も
継続していきたいと考えて
いる。

・長時間労働などの働き方
の見直しや、仕事も家庭も
充実できる職場環境づくり
について、関係機関等と連
携しながら事業者への啓
発を推進

【商工新興課）
ホームページで、ワーク・ライフ・バランスや育児・介護休暇等の情報
を掲載するとともに、パンフレット等を配架し啓発を行っている。
　性差別や人権侵害につながらないよう表現等に配慮した。

①⑤⑥ Ｂ

（商工振興課）
企業人権推進協議会総
会やホームページを通して
啓発・広報に努めている
が、全国的にも未だ普及
が進んでいない状況であ
り、更なる研究を要する。

【商工振興課）
今後も関係機関との連携
の下、啓発に努めるととも
に、商工振興課ホーム
ページによる広報内容を、
更に充実させる。

（健康増進課）
妊娠届出時に、働いている妊婦さんを対象として、医師などから母
体、胎児の健康保持について受けた指導を職場に的確に伝達し、健
康で安全に仕事を続け、安心して出産できるよう配慮してもらう為に
活用する「母性健康管理指導事項連絡カード」が添付されている「働
きながらお母さんになるあなたへ」（厚生労働省雇用均等・児童家庭
局）というリーフレットを手渡している。その中には妊娠中・出産後の法
律で定められている制度の紹介をしている。

⑧ Ｂ

（健康増進課）
事業主への直接的な指
導、啓発の機会が無い。

・女性の職業能力の開発
や必要な技能の習得を後
押しする講座の実施や情
報提供

(商工振興課）
　商工振興課ホームページに「女性の就業支援に関する情報」を掲
載し、職業訓練や起業支援策等に関する広報を行っている。
　また、田辺市創業支援事業計画に基づき、ワンストップ相談窓口を
設置するとともに、創業セミナーを開催した。
　ハローワーク田辺・新宮の「求人情報誌」を本庁舎、別館、市民総
合センター、各行政局、各隣保館等に配置している。 ①②④⑤⑥ Ａ

(商工振興課）
（財）２１世紀職業財団、
田辺公共職業安定所など
の関係機関と連携を図り
ながら、情報提供や講座
の開催に取り組んでいく。

(商工振興課）
田辺公共職業安定所等
の関係機関と連携を図り
ながら取り組んでいくととも
に、商工振興課ホームー
ページによる広報内容を、
更に充実させる。

・就業や起業等に関する情
報提供

(男女共同参画推進室）
再就職を希望する女性を対象に、再就職に当たり必要となる基礎知
識等を身につけてもらう講座「再就職準備セミナー　～ＰＣ（ワード初
級編）」を開催した。

①③ Ａ

(男女共同参画推進室）
出産・育児・介護等で退職
した女性を対象に開催して
おり、再就職につながった
という話も届いている。

(男女共同参画推進室）
引き続き開催する。

（２）支援を必要
とする男女への
支援

20 子育て支援策
等の充実

・多様な保育サービスを充
実し、子育て家庭の負担
軽減による仕事と生活の調
和の実現と家族のコミュニ
ケーションの促進

子育て推進課
学校教育課
生涯学習課

（子育て推進課）
保育所においては、一時保育、延長保育、休日保育、乳児保育、障
害児保育を実施、また委託事業により病後児保育を実施している。
ファミリーサポートセンター「きっずぱーく」では、会員同士による育児
の支援活動を支援している。

⑤ Ａ

（子育て推進課）
育児支援ができている。

（子育て推進課）
保護者のニーズに合った
事業をさらに展開していく。

・学童保育の設置や放課
後・週末のスポーツ・文化
活動を提供することによ

る、子どもの安全な居場所
づくりの充実

（学校教育課）
・公立幼稚園４園で預かり保育を週４回実施し、保護者の子育て支
援の充実が図れた。また週１回親子で園庭で遊べる「園庭解放日」
を実施した。
・月に１、２回保護者同伴で保育行事に参加できる日を設けた。七夕
まつり、運動会ごっこ、クリスマス会、餅つき、凧あげ、コマ回しなど。そ
の行事の際に絵本の貸し出しも行った。
・未就園児の保育も機会を捉えて行い、子育てサポートを行った。
・保護者懇談会や教育講演会等において、子どもの学力や生活に関
わる内容を取り上げ、学習する機会を設けた。
・幼稚園では放課後の預かり保育を実施した。
・小学校５校（稲成・芳養・鮎川・上秋津・中山路）では地域や公民館
と連携した放課後ふれあいスクールを実施した。
・明るい笑顔街いっぱい運動、安心・安全メールの配信、子ども安全
パトロールの実施等定期的な活動で子どもたちを見守る。
・防犯ブザーの配付、通学路危険マップの更新、「きしゅう君の家」の
再確認等を行った。
・５歳児発達相談において、就学における保護者相談の対応を行っ
た。発達相談に関わった子どもの状況について就学校へ引き継ぎを
行い、学校での適切な指導に繋げた。

②⑤ Ｂ

（学校教育課）
・預かり保育の実施により
保護者の支援の充実が図
れた。
・講演会・体験教室等の
実施により、保護者の子育
てに対する意識の向上が
図れた。
・放課後ふれあいスクール
の充実を図る。
・５歳児相談が、小学校へ
の就学指導や引き継ぎに
大変役立った。保護者面
談や学校見学が就学への
安心感につながった。

（学校教育課）
・さらに保護者のニーズに
応えた保育サービスを
行っていく。
・様々な講演会を通して、
子育ての意識啓発や家庭
の教育力の向上を図る。
参加者が増えるよう内容
等の工夫をする。
・放課後ふれあいスクール
の内容充実とその重要性
を未実施校へ呼びかけを
継続する。
・関係各課と連携し、５歳
児相談を就学指導や引継
ぎに活かした好事例を増
やす。

19 女性のチャレン
ジ支援の推進

男女共同参画
推進室

商工振興課

基本目標３　仕事と生活の調和のための環境づくり

（１）多様な生き
方のための支援

18
家庭生活への
男女共同参画

の促進

男女共同参画
推進室
健康増進課
やすらぎ対策
課
商工振興課
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施策の方向 事業№ 取組 取組内容 担当課 事業実施状況 評価・問題点等 担当課評価 評価等の理由・課題等 今後の予定

（２）支援を必要
とする男女への
支援

20 子育て支援策
等の充実

・多様な保育サービスを充
実し、子育て家庭の負担
軽減による仕事と生活の調
和の実現と家族のコミュニ
ケーションの促進

子育て推進課
学校教育課
生涯学習課

（子育て推進課）
　就労等により昼間保護者がいない家庭への支援のため、市内に１２
箇所の学童保育所を開設している。（内民間１箇所）
西部、芳養、会津（２）、ひがし、なんぶ、三栖、稲成、上秋津、中部、
鮎川、わんぱく学童（民間）

②⑤ Ｂ

（子育て推進課）
保護者のニーズに対応で
きている。

（子育て推進課）
今後も保護者の要望に応
じて、新たな開設をしてい
く。
　平成29年度に新庄第二
小学校と中芳養小学校に
開設する予定で工事を進
めている。

・学童保育の設置や放課
後・週末のスポーツ・文化
活動を提供することによ
る、子どもの安全な居場所
づくりの充実

（生涯学習課）
放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子供達の安
全・安心な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、子供達と共
に勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の取組を
実施することにより、子供達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育
まれる環境づくりを推進することを目的として、３箇所で実施した。
・稲成地域：年間２１回実施
・龍神地域：年間２８回実施
・鮎川地域：年間２６回実施

①②④⑤ Ｂ

（生涯学習課）
地域住民の協力を得なが
ら実施している事業のた
め、今後も教育活動推進
員、教育活動サポーター
等の人材の確保が必要で
ある。

（生涯学習課）
３教室を継続するととも
に、放課後や休日における
児童の体験活動や学習の
場を更に広げるため、各地
域のニーズなどを調査し、
より効果的な事業展開を
図る必要がある。

（芳養児童センター）
月曜日から金曜日の午前中に芳養児童センターの一室をフリース
ペースちびっことして、子育て中の保護者の交流の場、乳幼児の遊び
場として開放。学校が休みの土曜日と学校の授業時間の短い水曜
日の放課後に各種教室及び事業等を実施し、子どもの居場所づくり
の充実に努める。

②⑤ Ｃ

（芳養児童センター）
フリースペースちびっこに
ついて、児童館だより等に
掲載し、広報に努めている
が、利用者が少ないのが
現状である。子育て中に
母親同士が悩みなどを互
いに相談できる交流の場
は必要であり、健康増進
課及び子育て推進課と連
携し、フリースペースちびっ
この周知方法や利用しや
すい環境づくり等に取り組
む必要がある。少子化及
び余暇活動の多様化等に
より、児童、生徒の利用が
減少傾向にあり、ニーズに
あった事業展開を検討す
る必要がある。

（芳養児童センター）
土曜日の事業の充実を
図っており、今後も子ども
の居場所づくりに取り組
む。また、関連施設等との
連携強化も同時に図る。

（末広児童館）
児童館では子どもを育成する活動、子育て家庭を支援する活動、地
域活動を支援する活動、人権教育総合推進事業の四つを柱に事業
を推進しています。子どもを育成する活動では「遊び」を通して、子ど
もたちを健全に育成する活動を推進するために、放課後や休日に定
例活動や行事活動等を実施しています。子育ての家庭を支援する
活動では月二回の教育相談を開設しており、相談家庭や課題のある
家庭への定期訪問を実施しています。また、火曜日～金曜日の午前
中、就学前の乳幼児と保護者を対象にフリースペースちびっこを開設
しており、乳幼児や保護者の相互交流の場となっています。地域活
動を支援する活動では学校や地域に各団体と連携し、地域で子ども
を守り育てる活動を進めています。人権教育総合推進事業では子ど
もの基礎学力向上、基本的生活習慣の確立、進路保障をする取り
組みや、平成１７年度から子どもサポートネットみらいの組織を立ち上
げ地域で子どもを支援する取り組みをすすめています。

②⑤ Ｂ

（末広児童館）
毎月の児童館だよりや田
辺市のホームページ掲載
など校区全体へ情報を発
信しており、多くの子どもが
児童館を利用しており、安
心して遊べる場「居場所」
としての機能を果たしてい
る。保護者の意識の中にも
児童館は子どもが安心し
て遊べる場という認識が浸
透している。

（末広児童館）

21 ひとり親家庭へ
の支援

・ひとり親家庭の子育て等
における不安や負担を軽
減するための相談機能の
強化や経済的・社会的自
立の支援

保険課
子育て推進課
市民課
管理課

（保険課）
ひとり親家庭等医療費助成事業
（平成26年度実績）
　○Ｈ27．3月末の受給世帯数及び受給者数（父子家庭再掲）
　　　　　　　１，０６８（８５）世帯　　２，５９４（２０３）人
　○支給件数（父子家庭再掲）　３１，５４３（１，７８１）件
　○支給金額（父子家庭再掲）　８４，１６６，７８１（５，４６７，７９１）円
※返還金等控除後の額

（平成27年度実績見込み）
　○Ｈ28．3月末の受給世帯数及び受給者数（父子家庭再掲）
　　　　　　　１，０７３（８２）世帯　２，６３８（１９３）人
　○支給件数（父子家庭再掲）　３１，３６５（１，４３４）件
　○支給金額（父子家庭再掲）　８３，１０９，６８５（４，１９４，２７７）円
　※返還金等控除後の額

②④⑤ Ａ

（保険課）
　市民課への離婚や死別
の届出の際、市民課と連
携しながらひとり親家庭等
医療費助成申請の手続き
を併せて実施することで、
ひとり親家庭等の経済的・
社会的に支援している。
　引続き広報紙及びホー
ムページにより制度につい
て周知する。

（保険課）
　広報紙やホームページ
による広報を継続するとと
もに、離別や死別等の届
出があった際の保険課窓
口への案内について、今
後も市民課と連携してい
く。
　また、平成27年度から
は、新たに配偶者がDV法
による保護命令を受けた
者で当該命令の申立てを
行ったものや訪問看護療
養費を支給対象に加える
など制度の拡充を図って
いる。

（市民課）
国の施策として、ひとり親家庭の負担軽減を図るため、児童扶養手
当が支給されている。Ｈ２２からは、父子家庭も対象になっている。

　児童扶養手当　平成27年度支給金額　　501,297,250円
　
　　　　　　　平成28年3月末時点
　　　　　　　受給者　（1,005）人　＋　停止者　（ 83 ）人
　　　　　　　金額（所得に応じて）月額　9,910　～　42,000 円
　　　　　　　第２子　＋5,000円　　第３子以降（一人につき）　＋
3,000円

（子育て推進課）
　家庭や児童の支援に関する問題に対し、家庭相談員による助言や
必要に応じて児童相談所をはじめ関係機関との連携を図り、支援に
取組んでいる。
　また、各種の支援事業を実施し、自立支援を行っている。
ひとり親家庭等育児支援助成金　　　　　　　　　　８件
母子家庭等自立支援プログラム策定事業　　　　０件
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業　　　０件
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業　 ３件

＊ひとり親家庭の親及び児童の就業につながる事業を実施すること
で、経済的・社会的自立を支援している。

⑧ Ａ

（子育て推進課）
ひとり親家庭への支援に
なっている。

（子育て推進課）
今後も広報等で制度の周
知を図りたい。

（管理課）
いちご団地につきましては、２０歳未満の児童を扶養し、同居している
母子世帯を対象に募集する市営住宅であり、入居後、その児童が20
歳を越した時点で退去していただくことが条件となっています。平成
27年度は年３回（7月募集、11月募集、3月募集）の募集期において
１回（３月）募集を行い、計１室が入居に至りました。

⑧ Ａ

（管理課）
母子世帯を対象とした住
宅である
　但し、募集については空
き住宅が発生した場合に
限られる。

（管理課）
いちご団地に空きが発生し
た場合に募集する。
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施策の方向 事業№ 取組 取組内容 担当課 事業実施状況 評価・問題点等 担当課評価 評価等の理由・課題等 今後の予定

（２）支援を必要
とする男女への
支援

・高齢化社会において高齢
期の男女の自立した生活
や社会参画を進めるため
の学習機会や健康教室等
の充実

やすらぎ対策
障害福祉室
生涯学習課
スポーツ振興
課
商工振興課

（やすらぎ対策課）
高齢になってもできる運動教室を田辺市民総合センター、大塔とみさ
と交流館で開催。
　開催回数：32回（3教室）　　　参加人数：延べ491人

＊教室参加者の多くは女性で、男性の参加者が少ない。男性･女性
の性別に関係なく、高齢期に関する運動の取り組みの大切さを理解
してもらうようにしている。

②⑤ Ａ

（やすらぎ対策課）
　参加者の多くは女性であ
る。転倒したことで大腿骨
頸部骨折を起こすのは女
性が多く、転倒を防ぐため
に必要な筋肉を鍛える体
操を、各公民館などで開
催をしている。健康意識を
持って参加される方が多
く、教室終了後も継続して
運動することの大切さを伝
えているが、多くの方が理
解して継続してもらえてい
る。教室終了生が自主的
な活動で運動しているのを
見て、新たに教室参加希
望の方が増えているが、教
室の会場として活用できる
施設が限られている。

（やすらぎ対策課）
　運動教室後にも自主活
動としてサークルができ、
卒業生が友人等に声をか
けて教室への参加者が増
えてきているので、今後も
教室を定期的に開催し
て、介護予防として健康づ
くりを進めていく。

シルバー人材センターと連
携した、働く意欲のある高
齢者への就労支援

（スポーツ振興課）
田辺市立体育施設における草刈業務や清掃業務等について、シル
バー人材センターや障害者団体等に委託し、高齢者や障害者への
就労支援を行った。

②⑤ Ｂ

（スポーツ振興課）
外部委託すべき業務につ
いては、可能な限りシル
バー人材センターや障害
者団体に委託した。
　男女共同参画という点に
ついては、委託先に一任し
ている状況。

（スポーツ振興課）
基本的に平成２７年度と同
様の取組内容になる見込
み。

障害者が地域で生活し、あ
らゆる分野で社会参画でき
るような体制の充実

（障害福祉室）
○地域生活支援事業として、レクリエーション教室の開催や当事者の
活動を支援するため、次の事業を社会福祉法人に委託して実施し
た。
　①レクリエーション教室開催事業　②本人活動支援事業　③ボラン
ティア活動支援事業
○障害者の交流事業として社会参加促進事業を次の障害者団体に
委託して実施した。
　①田辺市身体障害者連盟　②田辺視覚障害者福祉協会　③田辺
市聴覚障害者協会　④田辺市肢体障害者部会　⑤田辺市障害児
者父母の会
○自立支援協議会として、わかやま国体・わかやま大会にバザーを
出店し、障害者団体の売り上げに貢献し、団体間のつながり強化に役
立った。

②⑤ Ｂ

（障害福祉室）
いずれも委託事業である
が、それぞれの団体で工
夫し事業実施している。

（障害福祉室）
引き続き、事業実施してい
く。

（生涯学習課）
・各公民館で、グラウンドゴルフ大会、ゲートボール大会、健康体操教
室、ゆる体操教室、介護予防教室、囲碁大会、高齢者対象のパソコ
ン教室等開催。

②⑤ Ａ

（生涯学習課）
高齢者は健康に対する関
心が高く、グラウンドゴルフ
や健康体操などの行事へ
の参加が多くなっている。

（生涯学習課）
引き続き、高齢者の健康
維持や交流の促進に資す
る取組を続ける。

（保険課）
保険者に義務付けされている特定健康診査、特定保健指導の推進
を通じ、生活の質を見直す意識付けに努めた。
　人間ドック、脳検査、骨祖しょう症検診の補助を実施、疾病の早期
発見、予防に関する意識向上に努めた。
　特定検診の受診率については、検査項目の拡大、未受診者への
勧奨通知対象の拡大及び電話勧奨の実施、広報活動の強化、健診
実施医療機関数の拡大等の取組を実施した結果、前年度よりやや
上回って推移している状況である。
事業を実施する際には、男女双方が利用・参加・参画しやすいように
配慮した。

②⑤ Ｃ

（保険課）
特定健診等の受診率につ
いて、目標を達成できてい
ない。

（保険課）
引き続き広報の充実強
化、未受診者に対する受
診勧奨及び医療機関との
連携強化等に努めるととも
に、新たに未受診者対す
るアンケートを実施すること
により、効果的な事業の実
施を図る。

ハローワーク、紀南障害者
就業・生活支援センター等
と連携した障害者の就労
支援

（商工振興課）
田辺市雇用促進奨励金交付要綱に基づき、高齢者や障害者等を雇
い入れた事業者に対して奨励金を交付することにより、高齢者、障害
者の雇用の促進に努めている。

②⑤ Ｂ

（商工振興課）
高齢者や障害者に加え、
地域若者サポートステー
ションを利用して就職した
者など、就職困難といわれ
る方の雇用促進に努め
た。

（商工振興課）
雇用情勢が厳しい中、ハ
ローワークや地域若者サ
ポートステーションとの連
携を強化するとともに、制
度周知を図る。

23
高齢者・障害
福祉サービス
の充実

やすらぎ対策
課
障害福祉室
福祉課

（やすらぎ対策課）
窓口及び電話での相談などケースに応じて在宅介護支援センター他
地域の民生委員や介護支援専門員、介護サービス事業所との連携
を行っている。行政局管内での相談窓口としては、中辺路サブセン
ターで対応をおこなっている。　在宅介護支援センターとは、５回の会
議を開催し、センター相互の情報交換や行政からの情報提供を行
い、地域ケア会議を９回開催している。また、サブセンターでもケース
検討や事業所との情報交換の場として、中辺路で6回、本宮で6回、
大塔で6回、龍神で6回の小地域ケア会議を開催している。その他、
毎月第３火曜日には、「田辺圏域保健医療介護の連携体制の構築
を進める会」で、介護支援専門員、介護事業所、医師、など他職種と
の情報交換や研修を行い関係機関との連携を進めている。

②⑤ Ａ

（やすらぎ対策課）
各種会議の開催により、各
関係機関との連携が広
がっている。

（やすらぎ対策課）
平成28年度も引き続き実
施していく。

（障害福祉室）
①障害者自立支援法の施行後、利用者負担の市独自の軽減策(就
労支援施設利用者負担金助成事業)を作り、サービス利用の便宜を
図った。
②障害福祉計画に記載しているサービス見込み量を確保するため、
社会福祉法人等と連携を図った。
③地域の障害者福祉の中核的な役割を果たす協議の場として設置
された西牟婁圏域自立支援協議会において、圏域内事業所職員を
対象として各種研修を開催し、職員の資質向上に取り組んだ。

②⑤ Ｂ

（障害福祉室）
圏域5市町で25年度から
自立支援協議会として予
算を確保することができた
ことから、、圏域の事業所
の職員を対象とした研修
会も開催できている。圏域
全体の事業所の質の向上
にも役立つものと考えてい
る。

（障害福祉室）
今後も、円滑な事業実施
ができるよう、自立支援協
議会の取り組み等、事業
所と連携を図る。

22
高齢者・障害
者の社会参画
に対する支援

・介護保険サービスや障害
福祉サービス等の提供に

よる地域での自立した生活
の支援

・各種サービスや事業の情
報提供、利用促進、相談
体制の充実による介護家

族の負担軽減

・家族で介護・介助に携わ
る人を支援するための学習
機会の提供や人材育成の

促進

21



施策の方向 事業№ 取組 取組内容 担当課 事業実施状況 評価・問題点等 担当課評価 評価等の理由・課題等 今後の予定

（２）支援を必要
とする男女への
支援

23
高齢者・障害
福祉サービス
の充実

・介護保険サービスや障害
福祉サービス等の提供に
よる地域での自立した生活
の支援

・各種サービスや事業の情
報提供、利用促進、相談
体制の充実による介護家
族の負担軽減

やすらぎ対策
課
障害福祉室
福祉課

（やすらぎ対策課）
①運動教室：田辺市民総合センター、大塔とみさと交流館にて開
催。
　開催回数：32回（3教室）参加人数：延べ342人
②認知症予防教室：田辺市民総合センター、中辺路公民館にて開
催。
　開催回数：22回（2教室）参加人数：延べ328人
③低栄養予防のための「男がつくるおいしいごはん」：田辺市民総合
センターにて開催。開催回数：3回　参加人数：延べ34人
④口腔と低栄養予防のための「かみ食べ元気講座」：田辺市民総合
センターにて開催。　　開催回数：３回　参加人数：延べ５４人
⑤要介護の状態になる恐れのある高齢者に対して、二次予防事業
の通所型介護予防事業を社会福祉法人等に委託して実施。
　開催事業者数：11事業所　参加人数：延べ5,234人

②⑤ Ａ

（やすらぎ対策課）
活動をしてもらうことを目的
に、運動や認知症予防な
どの教室を開催している。
教室終了後には活動を継
続してもらうために自主会
を立ち上げるなどして活動
を継続してもらうようにして
いるが、多くの方が終了後
も活動を続けている。

（やすらぎ対策課）
各教室ともに、教室終了
生が頑張って活動を継続
しているので、それぞれの
教室の参加希望者が増え
てきている。多くの方が活
動をしてもらえるように教
室の開催を考えていく。

・家庭で介護・介助に携わ
る人を支援するための学習
機会の提供や人材育成の
推進

（福祉課）
ボランティアセンター運営事業を行っている社会福祉協議会への補
助を通じてボランティアの育成支援に努めている。
また、平成２２年１月から県が設けた「地域見守り協力員制度」によ
り、民生委員・児童委員と連携・協力しながら孤立しがちな高齢者等
を地域で見守っている。
協力員数は、平成22年度末で48名　平成23年度末は65名、平成
24年度末は68名となっている。平成25年度末は67名、平成26年度
末は66名、平成27年度末は64名である。 ②⑤ Ａ

（福祉課）
協力員から民生委員を通
じ報告される活動事例を
みると、協力員の存在によ
り高齢者の孤立化防止に
役立っている様子が伺わ
れる。また、孤立死や火災
などの重篤な事態を未然
に防いだケースもある。

（福祉課）
協力員対象の研修会開
催や、田辺市民生児童委
員協議会の研修会への参
加呼びかけなどを行ってい
く。

・家族経営協定の周知、啓発

・家族経営協定の締結の
促進による女性の認定農
業者の増加

・農業等における労働条件
改善のための啓発を行う

（商工振興課）
商工振興課のホームページに（公財）21世紀職業財団へのリンクを
掲載し、広報を行っている。

①② Ｂ

（商工振興課）
自営業者における労働条
件改善の必要性につい
て、周知を図る必要があ
る。

（商工振興課）
今後も関係機関との連携
の下、啓発に努めるととも
に、商工振興課ホーム
ページによる広報内容を、
充実させる。

・女性の経営参画について
男女双方への働きかけと
女性の職業意識の高揚、
経営能力の向上を図るた
めの講座等の情報提供

（商工振興課）
企業人権推進協議会総会において、（財）２１世紀職業財団の協力
を得る中、関係する冊子やパンフレットを配付し啓発するとともに、商
工振興課ホームページに情報を掲載し、広報を行っている。

① Ａ

（商工振興課）
関係機関と連携した取組
が必要。

（商工振興課）
今後も関係機関との連携
の下、啓発に努めるととも
に、商工振興課ホームー
ページによる広報内容を、
更に充実させる。

・農林水産業や商工業関
係団体における意思決定
の場への女性の参画促進

（農業振興課）
例年のように、特に説明会は開催していない。他の会議等の中でそ
の都度説明している。
　農業経営に関しては、女性が個人で、もしくは、女性が中心となり全
面に出るといったことは全体か見ても少ないことから、性別の違いで
対応に差別が生じないように配慮した。 ① Ｃ

（農業振興課）
認定農業者は農業経営
者が対象となるが、現在の
農家事情では、女性の農
業経営主となる考え方は
全国的にも難しいと思われ
る。

（農業振興課）
青年就農給付金、人・農
地プラン等の国の様々な
施策等の説明会等の中
で、家族経営協定の締結
を促し、また、認定農業者
については、女性だけでな
く、認定農業者全体を確
保していくよう取り組む。

（農業振興課）
例年のように、特に説明会等は開催していない。他の会議等の中で
その都度説明。

平成20年12月31日現在家族経営協定総数は100戸。
女性認定農業者数 710人。
平成21年12月31日現在家族経営協定総数は100戸。
女性認定農業者数 13人。
平成22年12月31日現在家族経営協定総数は101戸。
女性認定農業者数 13人。
平成23年12月31日現在家族経営協定総数は104戸。
女性認定農業者数 10人。
平成24年12月31日現在家族経営協定総数は106戸。
女性認定農業者数 7人。
平成25年12月31日現在家族経営協定総数は115戸。
女性認定農業者数 8人。
平成26年12月31日現在家族経営協定総数は117戸。
女性認定農業者数 8人。
平成27年12月31日現在家族経営協定総数は118戸。
女性認定農業者数 7人。

① Ｃ

（農業振興課）
認定農業者は、農業経営
者が対象となるため、同説
明会参加者は経営主であ
る男性が主となり、女性の
説明会参加者が少ない
が、今後においては家族
経営協定の説明・推進に
じゅうてんを置き、説明会
の定期的な開催に努め、
女性の説明会への参加を
促していく。

（農業振興課）
青年就農給付金、人・農
地プラン等の国の様々な
施策等の説明会等の中
で、家族経営協定の締結
を促し、また、認定農業者
については、女性だけでな
く、認定農業者全体を確
保していくよう取り組む。
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自営業におけ
る方針決定過
程への女性の

参画促進

農政課
山村林業課
水産課
商工振興課

（３）農林水産
業・商工業等自
営業における

パートナーシップ
の確立

24 就業条件と環
境の整備

農政課
山村林業課
水産課
商工振興課
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27年度
26年度との
比較増減

企画広報課 指定管理者選定委員会 7 0 0 0.0

人権推進課 住宅新築資金等貸付金償還促進委員会 13 1 0 7.7

人権推進課 人権教育啓発推進懇話会 29 6 0 20.7 　〇（1）

男女共同参画推進室 男女共同参画懇話会 17 9 ▲ 2 52.9 　〇（0）

南部センター 南部センター運営協力委員会 24 7 ▲ 1 29.2

南部センター 南部センター・デイ・サービス事業運営協力委員会 24 7 ▲ 1 29.2

西部センター 西部センター運営協力委員会 25 6 1 24.0

西部センター 西部センター・デイ・サービス事業運営協力委員会 25 6 1 24.0

芳養センター 芳養センター運営協力委員会 15 5 1 33.3

芳養センター 芳養センター・デイ・サービス事業運営協力委員会 15 5 1 33.3

土地対策課 住居表示審議会 19 2 1 10.5

秘書課 表彰審査会 7 2 0 28.6

総務課 情報公開・個人情報保護審査会 3 1 0 33.3

防災対策室 防災会議 40 7 0 17.5

防災対策室 国民保護協議会 38 6 0 15.8

保険課 国民健康保険運営協議会 18 3 ▲ 2 16.7

環境課 龍神村水道水源保護審議会 9 1 0 11.1

環境課 中辺路町水道水源保護審議会 7 0 0 0.0

環境課 大塔村水道水源保護審議会 6 1 0 16.7

環境課 本宮町水道水源保護審議会 5 0 0 0.0

環境課 ひき岩群国民休養地運営委員会 12 1 0 8.3

福祉課 民生委員推薦会 14 3 0 21.4

福祉課 田辺市地域福祉計画策定委員会委員名簿（地域福祉推進委員会Ｈ27331休） 21 6 2 28.6

子育て推進課 子ども・子育て会議（旧　次世代育成支援対策推進協議会） 20 9 4 45.0

田辺市児童問題対策地域協議会 30 6 20.0 新規

やすらぎ対策課 介護認定審査会 36 10 0 27.8

やすらぎ対策課 老人ホーム入所判定委員会 4 0 0 0.0

やすらぎ対策課 地域ケア会議 8 5 0 62.5

やすらぎ対策課 高齢者保健福祉計画策定委員会 23 8 1 34.8 　〇（2）

やすらぎ対策課 地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会 8 0 0 0.0

障害福祉室 障害者施策推進協議会 25 6 0 24.0 　〇（2）

健康増進課 ひきこもり検討委員会 33 14 0 42.4

健康増進課 母子保健推進員会 82 82 ▲ 1 100.0

健康増進課 健康づくり推進協議会 27 11 1 40.7 　〇（2）

健康増進課 保健衛生事故調査会 8 0 0 0.0

農業振興課 中山間地域等直接支払制度基準検討会 18 0 0 0.0

農業振興課 農業教育振興委員会 12 2 0 16.7

農業振興課 農業振興地域整備促進協議会 39 3 0 7.7

山村林業課 市有林経営委員会 7 0 0 0.0

山村林業課 木材加工場経営委員会 6 1 0 16.7

計画課 都市計画審議会 17 2 0 11.8 　〇（2）

水道部 水道事業経営審議会 13 2 ▲ 1 15.4 　〇（1）

教育総務課 修学奨学生選考委員会 10 2 ▲ 1 20.0

学校教育課 田辺市教育支援委員会（旧　就学指導委員会） 12 2 ▲ 1 16.7

学校教育課 いじめ問題専門委員会 5 2 0 40.0

学校教育課 いじめ問題対策連絡協議会 10 2 0 20.0

学校教育課 不登校問題対策委員会 9 2 0 22.2

給食管理室 城山台学校給食センター運営委員会 28 13 ▲ 2 46.4

生涯学習課 社会教育委員会議 13 6 0 46.2

末広児童館 末広児童館・末広教育集会所運営協力委員会 24 7 ▲ 1 29.2

天神児童館 天神児童館・南松原教育集会所運営協力委員会 25 7 2 28.0

芳養児童センター 芳養児童センター運営協力委員会 15 6 2 40.0

スポーツ振興課 スポーツ賞選考委員会 13 1 0 7.7

スポーツ振興課 スポーツ推進委員協議会 57 18 0 31.6

文化振興課 文化財審議会 24 2 0 8.3

文化振興課 景観保全審議会 9 0 0 0.0

文化振興課 ふるさと文化振興補助金交付審査委員会 7 1 0 14.3

文化振興課 美術展覧会運営委員会 38 15 ▲ 1 39.5

文化振興課 南方熊楠顕彰館運営協議会 8 1 0 12.5

図書館 図書館協議会 10 5 0 50.0

美術館 美術館協議会 10 3 0 30.0

美術館 美術館作品選定委員会 4 0 0 0.0

1,140 341 9 29.9

参考資料①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審議会等への女性登用率（所属課室別）
平成28年3月末現在

うち女性委員数（人）

審議会等名所属課室 委員総数
　 （人）

女性の割合
（％）

公募制度有は〇
（　）内は実人数

合　　　　　計

うち30%以上の審議会等の数

62

52うち女性のいる審議会等の数

審議会等の数

18

 



プラン
ページ

施策
番号

具体的施策 数値目標の内容 目標時期 目標値

平成２5年度末
　現況値

平成２６年度末
　現況値

平成２７年度末
　現況値

担当課名

43 1
男女共同参画に関する講演会・講座等の
開催

講演会・講座等の開催 平成２７年度 　　１０回 １１回 1２回 1３回
　男女共同参画推進
室

43 1 メディアを活用した広報・啓発活動の推進 啓発誌「ゆう」の発行 平成２７年度 　　４回 ４回 ３回 ４回
　男女共同参画推進
室

43 2 男女共同参画に関する職員研修の実施 職員研修の実施 平成２７年度 　　１回 １回 １回 １回
　男女共同参画推進
室

特定健康診査の受診率 平成２７年度 40% 15.8% 18.7% 19.8%

特定保健指導の受診率
(初回受診者)

平成２７年度 47% 21.1% 34.8% 38.6%

胃がん検診の受診率 平成２７年度 30% 11.0% 11.6% 17.7%

肺がん検診の受診率 平成２７年度 30% 10.5% 13.7% 22.0%

大腸がん検診の受診率 平成２７年度 30% 15.0% 16.2% 26.3%

子宮がん検診の受診率 平成２７年度 50% 27.7% 27.5% 51.9%

乳がん検診の受診率 平成２７年度 40% 20.0% 19.3% 45.8%

歯周疾患検診の受診率 平成２７年度 15% 11.5% 4.8% 5.4%

44 9
男女間のあらゆる暴力を防止するための
啓発

「広報田辺」への記事掲載、ＤＶに関
する講座・講演会等の開催

平成２７年度 　　４回 ４回 ３回 ３回
　男女共同参画推進
室

45 13 審議会等委員への女性の参画促進 審議会等委員の女性比率 平成２７年度
 

30% 29.5% 29.9% 29.9% 　各課

46 16
男女共同参画の視点を取り入れた防災・
災害復興対策の推進

避難所体験訓練 平成２７年度 　　３回 ２回 ４回 ４回 　防災まちづくり課

46 16 地域防災力の向上 自主防災組織結成率 平成２７年度 100% 93.1% 93.1% 94.9% 　防災まちづくり課

46 17 国際理解の推進 子供の国際理解推進事業の実施 平成２７年度 　　６回 6回 6回 3回 　生涯学習課

46 17 環境問題に関する啓発活動の推進 環境学習会の開催 平成２７年度 　　２０回 4回 １回 0回
　環境課
　廃棄物処理課

47 18
男性の家事・育児・介護等に関する学習
機会の提供

家事・育児等に関する学習機会の提
供

平成２７年度 　　２回 ２回 ３回 2回
　男女共同参画推進
室

47 18 男女雇用機会均等法の周知徹底 啓発活動や研修会の実施 平成２７年度 　　１回 １回 １回 １回 　商工振興課

47 18
労働相談・就労相談など各種相談事業の
充実

ジョブカフェわかやまや、ハローワー
クとの連携により実施

平成２７年度 　　週１回 月2回 月2回 月2回 　商工振興課

48 20 多様な保育サービスの充実 預かり保育の実施 平成２７年度 　　４園 ４園 ４園 ４園 　学校教育課

48 20 放課後子どもプランの推進 学童保育所の開設数 平成２７年度 　　１１箇所 １１箇所 １１箇所 １2箇所 　子育て推進課

48 22 高齢者・障害者の就労支援
福祉施設を退所し、一般就労する人
の数

平成２９年度 　２２人 8人 １２人 １4人 　障害福祉室

48 24 家族経営協定の普及 家族経営協定締結農家の数 平成２７年度 １２０戸 １15戸 １1７戸 １18戸 　農業振興課

48 25
経営能力や技術向上のための情報や学
習機会の提供

女性認定農業者の数 平成２７年度 　　２０人
 8人 8人 7人 　農業振興課

44 6 生涯にわたる健康づくりの支援 　健康増進課

参考資料②　　　　　　　　　　　　　　　　　　田辺市男女共同参画プラン数値目標一覧（平成２７年度）

44 6 生涯にわたる健康づくりの支援 　保険課
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