
第3次宇部市男⼥共同参画基本計画･施策事業

実 施 状 況 報 告 書
（ 平成29年度 ）



重点項目 事業名 事業内容 実施状況 H30担当課

【1】 政策・方針決定へ

の女性参画の拡大

【1】 女性のスキルアップを

目的とした講座等の開催

女性の社会参画を促進するため、さまざまな分野

におけるスキルアップを図るためのセミナーなど、

各種講座等の開催に努めます。

◆女性の活躍推進を目的とした各種啓発講座等を開催した。

　【女性活躍推進セミナー】

　　《期日》 平成29年10月24日～11月7日（全5回）

　　《内容》 パソコン講座（3回）、ファイナンシャルプランナー講座、健康講座

　　《参加》 延べ78人

　【日本政策金融公庫共催イベント「女性活躍セミナー」】

　　《期日》 平成29年11月6日

　　《内容》 市長取組紹介、基調講演、グループディスカッション　《参加》 延べ51人

　【女性リーダーと語る会】

　　《期日》 平成30年2月19日

　　《内容》 認定証授与（7人）、ネットワーク設立、基調講演、懇談会　《参加》 115人

人権・男女共同

参画推進課

【1】 政策・方針決定へ

の女性参画の拡大

【2】 地域や職場等における

女性リーダーの育成支援

国や県、民間企業等と連携・協力し、地域や職場

等における女性の参画機会拡大に向けて、リー

ダーの育成支援のための専門講座を開催します。

◆次世代を担う女性リーダーを育成するため、各種支援事業を行った。

　【助成金交付】 県内研修5人、県外研修2人

　【プレミアム研修】

　　（日本政策金融公庫共催イベント「女性活躍セミナー」と兼ねて実施。）

　【女性リーダーと語る会】

　　《期日》 平成30年2月19日

　　《内容》 認定証授与（7人）、ネットワーク設立、基調講演、懇談会　《参加》 115人

人権・男女共同

参画推進課

【1】 政策・方針決定へ

の女性参画の拡大

【3】 人材の把握や宇部市

女性人材バンクの充実と活

用促進

女性の審議会委員等への登用や社会参画のため

の講師や助言者を紹介するため、女性の幅広い

人材の把握と登録促進に努め、宇部市女性人材

バンクの充実と活用を図ります。

◆市ホームページで、各専門分野において見識や経験を有する女性を紹介するため、「宇部

市女性人材バンク」の情報提供に努めた。

◆新たな人材把握のため、「宇部市女性人材バンク」への登録を要請した。

　　《登録》 24人（平成30年3月末時点）

人権・男女共同

参画推進課

【1】 政策・方針決定へ

の女性参画の拡大

【4】 審議会等への女性委

員の登用促進

審議会等の委員の選任に関する基準に基づき、

審議会等の改選時期には委員として女性を積極

的に選任するよう努めます。

また、委員の選任にあたっては、男女の構成比率

が50％になるよう努めます。

◆｢審議会等の設置・運営マニュアル｣に基づき、審議会等の改選時期に、委員として女性を

積極的に登用するよう努めた。

　【市の審議会委員等への女性の登用率】

　　《女性委員の割合》 49.1％（平成30年3月末時点）

人権・男女共同

参画推進課

【1】 政策・方針決定へ

の女性参画の拡大

【4】 審議会等への女性委

員の登用促進

審議会等の委員の選任に関する基準に基づき、

審議会等の改選時期には委員として女性を積極

的に選任するよう努めます。

また、委員の選任にあたっては、男女の構成比率

が50％になるよう努めます。

◆｢審議会等の設置・運営マニュアル｣に基づき、審議会等の改選時期に、委員として女性を

積極的に登用するよう努めた。

　【市の審議会委員等への女性の登用率】

　　《女性委員の割合》 49.1％（平成30年3月末時点）

〈総務管理課〉
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重点項目 事業名 事業内容 実施状況 H30担当課
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【1】 政策・方針決定へ

の女性参画の拡大

【5】 女性の登用や職域拡

大のための啓発活動の推

進

女性の登用や職域拡大を図るため、国・県等の関

係機関と連携しながら、民間企業への啓発活動を

行います。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆情報誌の発行や各種行事の開催等により、男女共同参画に関する啓発及び情報提供を

行った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行　《45号》 平成30年3月発行

◆事業者向け支援制度（女性活躍推進企業認証制度・女性職場環境改善助成金・女性応援

イクメン奨励助成金）の活用を呼びかけた。

　　《認証企業》 累計79社　《助成金交付》 改善9件、イクメン2件

人権・男女共同

参画推進課

【1】 政策・方針決定へ

の女性参画の拡大

【5】 女性の登用や職域拡

大のための啓発活動の推

進

女性の登用や職域拡大を図るため、国・県等の関

係機関と連携しながら、民間企業への啓発活動を

行います。

◆民間企業への啓発として、5月の求人確保促進月間にあわせ、企業271社に対し、訪問や

文書により就業確保も含め依頼した。

雇用創造課

【1】 政策・方針決定へ

の女性参画の拡大

【6】 市女性職員の長期的・

計画的な人材育成

「市女性職員活躍推進プラン（特定事業主行動計

画）」に基づき、市女性職員の管理職への登用と

職域の拡大を図るため、女性職員の能力開発研

修へ積極的な派遣や自己啓発への支援を行いま

す。

また、併せて、男性職員に対する意識改革（育児

休業の取得促進など）にも取り組みます。

◆キャリア意識の醸成

　講義「女性職員活躍推進プラン・働き方改革について」

　新規採用職員　《期日》 平成29年4月4日　《受講者数》　32人

　新任係長職　《期日》 平成29年7月6日　《受講者数》　23人

◆キャリア支援研修会の実施

　「女性職員キャリアデザイン研修」の開催

　　《期日》 平成29年10月27日　《受講者数》 23人

　「女性職員キャリアアップ研修」の開催

　　《期日》 平成29年10月26日　《受講者数》 34人

◆女性職員を対象とした派遣研修

　「女性リーダーのためのマネジメント研修」への職員派遣

　　《期日》 平成29年7月10日～14日　《場所》 全国市町村国際文化研究所

　　《受講者数》 1人

　「地方自治体女性職員交流研究会」への職員派遣

　　《期日》 平成29年7月20日～21日　《場所》 ＮＯＭＡホール

　　《受講者数》 1人

　自治大学校「第1部・第2部特別課程」への職員派遣

　　《期日》 ｅラーニング履修　平成29年9月～平成30年1月

　　　　　　　宿泊研修　　　　　平成30年1月16日～2月9日  《場所》 自治大学校

　　《受講者数》 1人

◆育児休業中職員のキャリア形成

　　《内容》 通信研修の実施　《受講者数》 19人

人事課

【1】 政策・方針決定へ

の女性参画の拡大

【7】 市民活動への女性参

画の促進

各ふれあいセンターや宇部市民活動センターで実

施される各種事業において、男女が共に活動しや

すい環境づくりに努めます。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットをふれあいセンターに設

置するなど、啓発に努めた。

市民活動課
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【1】 政策・方針決定へ

の女性参画の拡大

【8】 地域の仕組みづくりの

支援

女性が家庭と地域活動を両立できる地域の仕組

みづくりを支援します。

◆地域の課題解決や活性化など地域主体の地域づくりに向けて地域住民全体の意識の醸成

や、より多くの住民参加を図るため、地域運営体制の構築を支援する中で、地域や個人の実

情を考慮した各種団体の活動形態の見直しを検討

市民活動課

【2】 就業環境の整備 【1】 働く女性のための能力

開発及び処遇・労働条件

等の情報提供

国・県等が実施する働く女性のための能力開発講

座や適正な処遇や労働条件が確保できる情報の

提供に努めます。また、情報活用能力開発を促進

するための講座を開催します。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆事業者向け支援制度（女性活躍推進企業認証制度・女性職場環境改善助成金・女性応援

イクメン奨励助成金）の活用を呼びかけた。

　　《認証企業》 累計79社　《助成金交付》 改善9件、イクメン2件

人権・男女共同

参画推進課

【2】 就業環境の整備 【2】 女性起業家に対する

情報提供

女性の社会進出を進めるため、起業に関する情報

提供に努めます。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆フォーユー定期文化講座等において、さまざまなノウハウの習得やスキルアップ、情報提供

等に努めた。

　【フォーユー定期文化講座】

　　《宇部なでしこ経営塾》 月1回　《参加》 延べ90人

人権・男女共同

参画推進課

【2】 就業環境の整備 【3】 女性の経営参画の促

進

女性が経営に参画していくための講習会など、学

習機会等に関する情報提供に努めます。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆フォーユー定期文化講座等において、さまざまなノウハウの習得やスキルアップ、情報提供

等に努めた。

　【フォーユー定期文化講座】

　　《宇部なでしこ経営塾》 月1回　《参加》 延べ90人

人権・男女共同

参画推進課

【2】 就業環境の整備 【4】 地域や職場等における

女性リーダーの育成支援

＜再掲＞

国や県、民間企業等と連携・協力し、地域や職場

等における女性の参画機会拡大に向けたリー

ダーの育成支援に努めます。

◆次世代を担う女性リーダーを育成するため、各種支援事業を行った。

　【助成金交付】 県内研修5人、県外研修2人

　【プレミアム研修】

　　（日本政策金融公庫共催イベント「女性活躍セミナー」と兼ねて実施。）

　【女性リーダーと語る会】

　　《期日》 平成30年2月19日

　　《内容》 認定証授与（7人）、ネットワーク設立、基調講演、懇談会　《参加》 115人

人権・男女共同

参画推進課

【2】 就業環境の整備 【5】 女性活躍推進企業の

認証

男女共同参画の推進に向け､女性が意欲をもって

活躍することのできる環境づくりに積極的に取り組

む事業者を認証し､その活動を支援します。

◆女性が働きやすい職場環境づくりに取組む事業者を「宇部市女性活躍推進企業」に認証

し、その活動を支援した。

　　《認証企業》 累計79社 （H27年度（37）、H28年度（25）、H29年度（17））

人権・男女共同

参画推進課

【2】 就業環境の整備 【6】 女性職場環境改善助

成金の交付

女性の活躍推進を図ることを目的として､女性のた

めの職場環境の改善に向けて積極的に取り組む

事業者に助成金を交付します。

◆「宇部市女性活躍推進企業」の認証を受けた事業者（従業員数300人以下）に対し、職場環

境改善に要した経費の一部を助成した。

　　《交付》 9件（トイレ等の整備（3）、従業員への研修（2）、就業規則等の見直し（4））

人権・男女共同

参画推進課

【2】 就業環境の整備 【7】 女性応援イクメン奨励

助成金の交付

女性の活躍推進を図ることを目的として、家庭内

における男性の育児参加を促進するため、男性従

業員に育児休業を取得させた事業者に助成金を

交付します。

◆「宇部市女性活躍推進企業」の認証を受けた事業者（従業員数300人以下）に対し、男性従

業員に育児休業を取得させた場合に、その期間に応じた奨励助成金を交付した。

　　《交付》 2件（1日以上～1か月未満）

人権・男女共同

参画推進課
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【2】 就業環境の整備 【8】 就業環境整備のため

の啓発

「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」等、

各種法制度の周知と実行を促すため、国・県等の

関係機関と連携しながら啓発を行います。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆事業者向け支援制度（女性活躍推進企業認証制度・女性職場環境改善助成金・女性応援

イクメン奨励助成金）の活用を呼びかけた。

　　《認証企業》 累計79社　《助成金交付》 改善9件、イクメン2件

人権・男女共同

参画推進課

【2】 就業環境の整備 【8】 就業環境整備のため

の啓発

「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」等、

各種法制度の周知と実行を促すため、国・県等の

関係機関と連携しながら啓発を行います。

◆国や県等の関係機関が作成した各種ポスター、パンフレット等の設置により周知に努めた。 雇用創造課

【2】 就業環境の整備 【9】 職場環境整備のため

の啓発

国・県等の関係機関が作成した職場環境の整備

に関する各種ポスター、パンフレット等による周知

啓発に努めます。また、国・県等の関係機関と連

携し、男女共同参画に関する研修等の情報提供

に努めます。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆情報誌の発行や各種行事の開催等により、男女共同参画に関する啓発及び情報提供を

行った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行　《45号》 平成30年3月発行

◆事業者向け支援制度（女性活躍推進企業認証制度・女性職場環境改善助成金・女性応援

イクメン奨励助成金）の活用を呼びかけた。

　　《認証企業》 累計79社　《助成金交付》 改善9件、イクメン2件

人権・男女共同

参画推進課

【2】 就業環境の整備 【9】 職場環境整備のため

の啓発

国・県等の関係機関が作成した職場環境の整備

に関する各種ポスター、パンフレット等による周知

啓発に努めます。また、国・県等の関係機関と連

携し、男女共同参画に関する研修等の情報提供

に努めます。

◆国や県等の関係機関が作成した各種ポスター、パンフレット等の設置により周知に努めた。 雇用創造課

【2】 就業環境の整備 【10】 育児休業制度等の啓

発

国・県等の関係機関が作成した育児・介護休業制

度に関する各種ポスター、パンフレット等による周

知啓発に努めます。また、事業所等に対して、育

児・介護などの各種法制度や支援制度等の情報

提供に努めます。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

人権・男女共同

参画推進課

【2】 就業環境の整備 【10】 育児休業制度等の啓

発

国・県等の関係機関が作成した育児・介護休業制

度に関する各種ポスター、パンフレット等による周

知啓発に努めます。また、事業所等に対して、育

児・介護などの各種法制度や支援制度等の情報

提供に努めます。

◆国や県等の関係機関が作成した各種ポスター、パンフレット等の設置により周知に努めた。 雇用創造課

【2】 就業環境の整備 【11】 職業能力開発の促進

のための啓発

国・県等の関係機関と連携しながら、啓発を図ると

ともに、国・県等の関係機関が作成した職業能力

開発に関する各種ポスター、パンフレット等の設置

により情報提供に努めます。

◆国や県等の関係機関が作成した各種ポスター、パンフレット等の設置により周知に努めた。

◆女性就労相談窓口「ウィメンズワークナビ」を設置し、仕事と家庭の両立を目指す女性等へ

の周知に努めた。

雇用創造課
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【2】 就業環境の整備 【12】 山口県農家生活改善

士の認定

山口県農家生活改善士の認定にあたり、山口県

美祢農林事務所と連携し、優れた農村生活を実

践し、活力ある農村づくり活動の中心的推進役と

なる農村女性を推薦し、快適な農村生活の実現と

活力ある農村づくりの総合的な推進を支援しま

す。

◆《農家生活改善士数》 14人（平成30年3月末現在） 農林振興課

【2】 就業環境の整備 【13】 山口県漁村生活改善

士の認定

山口県漁村生活改善士の認定にあたり、山口県

防府水産事務所と連携し、優れた漁村生活を実

践し、活力ある漁村づくり活動の中心的推進役と

なる漁村女性を推薦し、快適な漁村生活の実現と

活力ある漁村づくりの総合的な推進を支援しま

す。

◆《漁村生活改善士数》 1人（平成30年3月末現在） 水産振興課

【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【1】 仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）の

意識啓発と家庭における男

性の参画支援

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の意

識醸成を図るため、家庭における男女の役割につ

いて啓発するとともに、男性が家事・育児・介護等

に対する能力や技術を習得できるよう支援を行い

ます。

◆情報誌の発行や各種行事の開催等により、男女共同参画に関する啓発及び情報提供を

行った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行　《45号》 平成30年3月発行

　【男性料理教室「エプロン男子のパンづくり」】

　　《期日》 平成29年6月25日　《内容》 エコクッキング講座（資料説明）、調理実習、試食

　　《参加》 19人（大人15、子ども4）

　【宇部イクメンの会】

　　《登録》 51人（平成30年3月末現在）

　【こどもジャンボリー2017「イクメン親子体操」】

　　《期日》 平成29年10月15日　《内容》父親と子どものペアによる親子体操

　　《参加》 17人（大人6、子ども11）

◆フォーユー定期文化講座等において、さまざまなノウハウの習得やスキルアップ、情報提供

等に努めた。

　【フォーユー定期文化講座】

　　《男性料理教室》 月1回　《参加》 延べ440人

人権・男女共同

参画推進課

【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【2】 両立支援に向けた企

業等への普及促進

国・県等の関係機関と連携しながら、仕事と家庭が

両立できる職場づくりのための各種法制度や支援

制度等の情報提供に努めます。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆情報誌の発行や各種行事の開催等により、男女共同参画に関する啓発及び情報提供を

行った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行　《45号》 平成30年3月発行

◆事業者向け支援制度（女性活躍推進企業認証制度・女性職場環境改善助成金・女性応援

イクメン奨励助成金）の活用を呼びかけた。

　　《認証企業》 累計79社　《助成金交付》 改善9件、イクメン2件

人権・男女共同

参画推進課

【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【2】 両立支援に向けた企

業等への普及促進

国・県等の関係機関と連携しながら、仕事と家庭が

両立できる職場づくりのための各種法制度や支援

制度等の情報提供に努めます。

◆国や県等の関係機関が作成した各種ポスター、パンフレット等の設置により周知に努めた。 雇用創造課
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【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【3】 事業主及び勤労者に

対する意識啓発

国・県等の関係機関と連携しながら、仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）推進施策、相談機

関等の情報提供に努めます。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆情報誌の発行や各種行事の開催等により、男女共同参画に関する啓発及び情報提供を

行った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行　《45号》 平成30年3月発行

◆事業者向け支援制度（女性活躍推進企業認証制度・女性職場環境改善助成金・女性応援

イクメン奨励助成金）の活用を呼びかけた。

　　《認証企業》 累計79社　《助成金交付》 改善9件、イクメン2件

人権・男女共同

参画推進課

【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【3】 事業主及び勤労者に

対する意識啓発

国・県等の関係機関と連携しながら、仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）推進施策、相談機

関等の情報提供に努めます。

◆国や県等の関係機関が作成した各種ポスター、パンフレット等の設置により周知に努めた。

◆女性就労相談窓口「ウィメンズワークナビ」を設置し、仕事と家庭の両立を目指す女性等へ

の周知に努めた。

◆民間企業への啓発として、5月の求人確保促進月間にあわせ、企業271社に対し、訪問や

文書により就業確保も含め依頼した。

雇用創造課

【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【4】 子育て研修会等の開

催

子育て家庭や子育て支援関係者等に対して、子

育て研修会等を開催し、知識や技術の習得を促

進します。

◆子育て家庭に対し、子育てサークルにおいて講習会を実施した。

　　《子育て講習会》 14回

◆子育て支援関係者に対し、研修会を実施した。

　　《サポータースキルアップ研修会》 3回

こども・若者応援

課

【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【5】 特別保育の推進 障害児保育や延長保育など、多様な保育需要に

応じて、利用しやすい保育サービスの充実を図り

ます。

◆多様化する保育ニーズに対応するため障害児保育、延長保育、一時預かり事業等の保育

サービスを提供し、子育て支援を推進した。

保育幼稚園学童

課

【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【6】 地域学童保育の推進 保護者が就労などにより、昼間家庭にいない小学

校及び特別支援学校の小学部に就学している児

童に対し、小学校の余裕教室等を活用して適切な

遊びと生活の場を提供し、児童の健全育成を図り

ます。

◆24校区53か所で事業実施

　　《受入児童数》 2,152人（平均登録児童数）

保育幼稚園学童

課

【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【7】 子育てサークルの育成

支援

情報交換や仲間づくりの場となる子育てサークル

の活動を支援します。

◆自主子育てサークルの活動を支援した。

　　《自主子育てサークル数》 5団体

こども・若者応援

課
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【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【8】 乳幼児・子ども医療費

助成や児童手当の支給

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、中

学校3年までの児童の医療費の自己負担額の全

部または一部を助成し、児童手当を支給します。

◆中学校3年までの児童の医療費の自己負担額の全部または一部を助成し、子どもを持つ親

の経済的負担の軽減を図った。

◆中学校3年までの児童を養育している親等に児童手当を支給し、家庭における生活の安定

に寄与した。

　《乳幼児医療費助成制度》

　　小学校就学前までの乳幼児の医療費の自己負担額の全部を助成。

　　所得制限あり。（平成30年8月から所得制限撤廃）

　《子ども医療費助成制度》

　　小学校1年から中学校3年までの児童の医療費の自己負担額を3割から2割へ軽減。

　　所得制限あり。

　《児童手当支給月額》

　　・3歳未満 … 一律15,000円

　　・3歳以上小学校修了前 … 10,000円（第3子以降は15,000円）

　　・中学生 … 一律10,000円

　　　※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として

　　　　 月額一律5,000円支給

子育て支援課

【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【9】 ファミリー・サポート・セ

ンターの運営

育児の援助を受けたい者と、育児の援助を行いた

い者からなる会員相互援助を実施し、仕事と育児

の両立を支援します。また、山口県が実施するＰＲ

強化月間（7月）に合わせて広報へＰＲ記事を掲載

するなど周知活動に取り組みます。

◆《登録者》1,274人（平成30年3月末現在）

　　うち、依頼会員 896人

　　うち、提供会員 225人

　　うち、両方会員 153人

こども・若者応援

課

【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【10】 女性起業家の支援 うべ起業サポートネットワークを中心に相談窓口や

起業塾、創業セミナー、また、各種支援制度により

女性起業家の創業を支援します。

◆認定連携創業支援事業者及び創業総合相談窓口において、女性の創業に関する相談を

受け付け、ふるさと起業家支援金による創業支援を行った。また、認定連携創業支援事業者

による起業塾、創業セミナー等を開催し、支援を行った。

　【女性創業実現者数】

　　平成29年度　12人

ＩＣＴ・地域イノ

ベーション推進

グループ

【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【11】 女性就労相談窓口の

設置・運営

就労を希望する女性に対し、仕事と家庭の両立を

応援するため、就労相談窓口を設置し、職業紹介

や各種支援制度等の情報提供を行い、女性の

チャレンジを応援します。

◆女性就労相談窓口「ウィメンズワークナビ」において、無料職業紹介による就労支援を行っ

た。また、職業訓練や子育て・保育に関する情報提供など、各種支援制度について情報提供

を行った。

　【来庁による相談件数】

　　平成29年度　138件

　【就職決定件数】

　　平成29年度　18件

ＩＣＴ・地域イノ

ベーション推進

グループ

【3】 ワーク・ライフ・バ

ランスの推進

【12】 「家族の絆の日」の広

報

児童の健全育成のための重要な基盤である家庭

で、家族の結びつきを強めるため、「家族の絆の

日」・「家庭の日」の普及・啓発に努めます。

◆市ホームページにより、「家族の絆の日」「家庭の日」の啓発を行った。 教育支援課

－ 7 －



重点項目 事業名 事業内容 実施状況 H30担当課

第 3 次宇部市男女共同参画基本計画･施策事業　　実施状況報告書　 ＜平成 29 年度＞

【4】 男性側の意識改

革

【1】 男性に対する男女共

同参画の取組

男性の固定的役割分担意識が解消できるよう意識

啓発を行うとともに、男性に対する相談体制を整備

します。

◆情報誌の発行や各種行事の開催等により、男女共同参画に関する啓発及び情報提供を

行った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行　《45号》 平成30年3月発行

　【男性料理教室「エプロン男子のパンづくり」】

　　《期日》 平成29年6月25日　《内容》 エコクッキング講座（資料説明）、調理実習、試食

　　《参加》 19人（大人15、子ども4）

　【宇部イクメンの会】

　　《登録》 51人（平成30年3月末現在）

　【こどもジャンボリー2017「イクメン親子体操」】

　　《期日》 平成29年10月15日　《内容》父親と子どものペアによる親子体操

　　《参加》 17人（大人6、子ども11）

◆フォーユー定期文化講座等において、さまざまなノウハウの習得やスキルアップ、情報提供

等に努めた。

　【フォーユー定期文化講座】

　　《男性料理教室》 月1回　《参加》 延べ440人

◆配偶者暴力相談支援センターにおいて、男性被害者に対する相談体制を整備するため、

男性相談員を配置した。

　　《受付》 月1回（H29年度は実施なし。）

人権・男女共同

参画推進課

【4】 男性側の意識改

革

【2】 宇部イクメンの会の運

営

男性の育児や家事参加を促進するため、育児中

または育児に関心のある男性を対象に、情報提供

やイベントの実施など、各種啓発事業を実施しま

す。

◆子育て情報メール「イクメン通信」の配信をはじめ、各種啓発行事等を通じて、新メンバーの

加入を呼びかけた。

　　《登録》 51人（平成30年3月末現在）　《配信》 第62～74号（月1回程度）

人権・男女共同

参画推進課

【4】 男性側の意識改

革

【3】 女性応援イクメン奨励

助成金の交付

＜再掲＞

女性の活躍推進を図ることを目的として、家庭内

における男性の育児参加を促進するため、男性従

業員に育児休業を取得させた事業者に助成金を

交付します。

◆「宇部市女性活躍推進企業」の認証を受けた事業者（従業員数300人以下）に対し、男性従

業員に育児休業を取得させた場合に、その期間に応じた奨励助成金を交付した。

　　《交付》 2件（1日以上～1か月未満）

人権・男女共同

参画推進課

－ 8 －



重点項目 事業名 事業内容 実施状況 H30担当課

第 3 次宇部市男女共同参画基本計画･施策事業　　実施状況報告書　 ＜平成 29 年度＞

【4】 男性側の意識改

革

【4】 女性活躍推進サポート

事業の実施

女性のスキルアップや男性の家事参加促進などを

目的としたサポート事業を実施します。

◆女性の活躍推進を目的とした各種啓発講座等を開催した。

　【男性料理教室「エプロン男子のパンづくり」】

　　《期日》 平成29年6月25日　《内容》 エコクッキング講座（資料説明）、調理実習、試食

　　《参加》 19人（大人15、子ども4）

　【女性活躍推進セミナー】

　　《期日》 平成29年10月24日～11月7日（全5回）

　　《内容》 パソコン講座（3回）、ファイナンシャルプランナー講座、健康講座

　　《参加》 延べ78人

　【日本政策金融公庫共催イベント「女性活躍セミナー」】

　　《期日》 平成29年11月6日

　　《内容》 市長取組紹介、基調講演、グループディスカッション　《参加》 延べ51人

　【女性リーダーと語る会】

　　《期日》 平成30年2月19日

　　《内容》 認定証授与（7人）、ネットワーク設立、基調講演、懇談会　《参加》 115人

　【提案公募事業（主催： 山口ヒメ倶楽部）】

　　《期日》 平成30年1月27日

　　《内容》 女性起業家応援イベント「女性にエールを！ ｉｎ 山ヒメ」　《参加》 延べ133人

人権・男女共同

参画推進課

【4】 男性側の意識改

革

【5】 職場環境の整備に向

けた事業者への啓発

国・県等の関係機関と連携しながら、仕事と育児・

介護とが両立できるような制度や多様でかつ柔軟

な働き方を労働者が選択できるような制度等の周

知を図ります。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆情報誌の発行や各種行事の開催等により、男女共同参画に関する啓発及び情報提供を

行った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行　《45号》 平成30年3月発行

◆事業者向け支援制度（女性活躍推進企業認証制度・女性職場環境改善助成金・女性応援

イクメン奨励助成金）の活用を呼びかけた。

　　《認証企業》 累計79社　《助成金交付》 改善9件、イクメン2件

人権・男女共同

参画推進課

【4】 男性側の意識改

革

【5】 職場環境の整備に向

けた事業者への啓発

国・県等の関係機関と連携しながら、仕事と育児・

介護とが両立できるような制度や多様でかつ柔軟

な働き方を労働者が選択できるような制度等の周

知を図ります。

◆国や県等の関係機関が作成した各種ポスター、パンフレット等の設置により周知に努めた。 雇用創造課

【4】 男性側の意識改

革

【6】 地域情報の発信 男性が地域活動に対する関心を高めることができ

るよう、情報発信に努めます。

◆実績なし。 市民活動課

【4】 男性側の意識改

革

【6】 地域情報の発信 男性が地域活動に対する関心を高めることができ

るよう、情報発信に努めます。

◆実施なし。 〈人権・男女共同

参画推進課〉
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【4】 男性側の意識改

革

【7】 市女性職員の長期的・

計画的な人材育成

＜再掲＞

「市女性職員活躍推進プラン（特定事業主行動計

画）」に基づき、市女性職員の管理職への登用と

職域の拡大を図るため、女性職員の能力開発研

修へ積極的な派遣や自己啓発への支援を行いま

す。

また、併せて、男性職員に対する意識改革（育児

休業の取得促進など）にも取り組みます。

◆イクメン応援プランニングシートの作成、周知

◆イクメン・カジダンロールモデルからの情報発信

人事課

【4】 男性側の意識改

革

【8】 健康問題についての

相談体制の整備

健康問題について随時相談に応じるとともに、必

要に応じて専門的相談機関を紹介します。

◆健康相談の実施、各種相談窓口の紹介 健康増進課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【1】 あらゆる暴力を根絶す

るための啓発

市民が、配偶者等からの暴力の防止に関する正し

い理解と認識を得られるよう、啓発講座等を開催し

ます。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆情報誌の発行や各種行事の開催等により、男女共同参画に関する啓発及び情報提供を

行った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行　《45号》 平成30年3月発行

◆市政情報出前講座（各種団体が実施する学習会等へ職員を講師として派遣）にメニューを

登録し、市民意識の啓発に努めた。

人権・男女共同

参画推進課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【2】 各種ハラスメントの防止

のための啓発

さまざまなハラスメントに関する情報を提供するとと

もに、事業者や関係機関と連携しながら、防止の

ための意識啓発と相談体制の充実に努めます。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

人権・男女共同

参画推進課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【3】 若い世代での男女間

に起きる暴力防止の啓発

人権尊重と暴力を許さないという意識の高揚と若

い世代での男女間で起きる暴力の防止を図るた

め、中学生以上の学校関係者を対象とした啓発講

座等を開催します。

◆民間支援団体と協働し、中学生以上の学校関係者（生徒・学生・教職員・保護者等）を対象

としたデートＤＶ予防講座等を開催した。

　【デートＤＶ予防講座】

　　《開催状況》 3校（中学2、高校1）　《参加》 延べ375人

◆市政情報出前講座（各種団体が実施する学習会等へ職員を講師として派遣）にメニューを

登録し、市民意識の啓発に努めた。

人権・男女共同

参画推進課

－ 10 －
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【5】 男女間における

暴力の根絶

【4】 相談窓口の周知 ＤＶやセクシュアル・ハラスメント等の女性の人権に

関する相談業務を行う配偶者暴力相談支援セン

ター等の相談窓口の周知を図ります。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆情報誌の発行や各種行事の開催等により、男女共同参画に関する啓発及び情報提供を

行った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行　《45号》 平成30年3月発行

◆市政情報出前講座（各種団体が実施する学習会等へ職員を講師として派遣）にメニューを

登録し、市民意識の啓発に努めた。

◆「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月12日～25日）に合わせ、市ホームページでの

啓発やパネル展示等を実施した。

　【パネル展示】

　　《期間》 平成29年11月10日～24日　《場所》 市役所 1階ロビー

　【市民課広告モニター放映】

　　《期間》 平成29年11月16日～25日　《場所》 市役所 1階ロビー

　【パープルライトアップ】

　　《期間》 平成29年11月1日～26日（時間帯…17：30～21：00）　《場所》 石炭記念館

◆毎月、市広報により、「男女間の暴力（ＤＶなど）に関する相談」（定例無料相談）の窓口につ

いてＰＲした。

◆「ＤＶ防止啓発カード」を作成し、市内公共施設へ設置を依頼した。

　　《場所》 主に女性が利用する部屋（トイレ・更衣室・授乳室など）

人権・男女共同

参画推進課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【5】 相談窓口の充実 市の関係部署及び関係機関等と連携しながら、組

織的対応によるきめ細かな相談を行うとともに、被

害者の精神的な負担を軽減するためのワンストッ

プサービスに努めます。また、弁護士による法律

相談や臨床心理士による心理相談を実施するとと

もに、二次被害の防止を図るため、各種研修・講

座を活用しながら、相談員や関係職員の資質向上

に努めます。

◆被害者の置かれている状況により、関係機関が配偶者暴力相談支援センターに出向き相

談に応じるなど、ワンストップサービスに努めた。また、配偶者暴力相談支援センターにおい

て、ＤＶ等の相談業務を実施した。

　【ＤＶ相談件数】

　　《来所》 延べ101件（計158件中）　《電話》 延べ267件（計609件中）

◆宇部市ＤＶ防止支援ネットワーク会議を開催し、ＤＶに係る業務の取組状況について情報を

共有し、今後の連携強化に努めた。

　【宇部市ＤＶ防止支援ネットワーク会議】

　　《期日》 平成29年5月23日　《参加》 24人

◆複雑多様化する相談内容に対応するため、弁護士及び臨床心理士による専門相談を実施

した。

　　《受付》 月1回　《相談件数》 法律相談16件、心理相談11件

人権・男女共同

参画推進課
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【5】 男女間における

暴力の根絶

【6】 緊急時における被害者

の安全確保

被害者の安全を確保するため、山口県男女共同

参画相談センター等で一時保護が行われるまで

の間の避難場所の提供やセンターまでの同行支

援を行います。また、被害者の状況によっては、受

診や入院に関する支援や社会福祉施設等への入

所も視野に入れた対応を行います。

◆被害者の安全確保のため、被害状況に応じて同行支援等を実施した。

　【関係機関等への同行支援】

　　《同行先》 宇部警察署、市関係課等

　【シェルター入所における県との連携】

　　《シェルター入所》 3件（県相談センターまで移送）

　【緊急一時避難】

　　《ホテル泊等》 4件

人権・男女共同

参画推進課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【7】 被害者への適切な情

報提供

配偶者暴力相談支援センターにおいて、保護命

令等の司法手続きや住民基本台帳事務における

支援措置、市営住宅、健康保険、就業機会などの

情報提供等に努めます。

◆被害者の状況に応じて支援可能な制度の情報を提供するとともに、被害者本人からの要請

に基づき支援を行った。

　【支援状況】

　　《保護命令書面提出》 7件　《住基秘匿支援》 9件

　　《各種相談証明発行（市営住宅・年金・国保・児童手当等）》 13件

人権・男女共同

参画推進課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【8】 宇部市ＤＶ防止支援

ネットワークの充実

被害者からの相談の対応並びに保護及び支援を

適切かつ効果的に行うため､山口県男女共同参画

相談センターや宇部警察署等の関係機関､民間

支援団体及び市の関係部署とによる「宇部市ＤＶ

防止支援ネットワーク」の機能充実に努めます。

◆宇部市ＤＶ防止支援ネットワーク会議を開催し、ＤＶに係る業務の取組状況について情報を

共有し、今後の連携強化に努めた。

　【宇部市ＤＶ防止支援ネットワーク会議】

　　《期日》 平成29年5月23日　《参加》 24人

人権・男女共同

参画推進課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【9】 民間支援団体との連携 被害者の多様な状況への対応及びＤＶやデートＤ

Ｖ防止の早期啓発を推進するため、被害者の支援

活動を行っている民間支援団体と連携･協働して

施策の推進に取り組みます。

◆民間支援団体と協働し、中学生以上の学校関係者（生徒・学生・教職員・保護者等）を対象

としたデートＤＶ予防講座等を開催した。

　【デートＤＶ予防講座】

　　《開催状況》 3校（中学2、高校1）　《参加》 延べ375人

人権・男女共同

参画推進課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【10】 被害者等に係る情報

管理の徹底

市が保有する被害者情報に関しては、個人情報

の保護を徹底します。また、住民基本台帳の閲覧

等に関しては、被害者を保護する観点から、住民

基本台帳法及び関係法令、国の基本方針等に基

づき取り扱います。

・被害者の安全確保のため、住民基本台帳の秘匿申請を支援した。

　【支援状況】

　　《住基秘匿支援》 9件

人権・男女共同

参画推進課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【10】 被害者等に係る情報

管理の徹底

市が保有する被害者情報に関しては、個人情報

の保護を徹底します。また、住民基本台帳の閲覧

等に関しては、被害者を保護する観点から、住民

基本台帳法及び関係法令、国の基本方針等に基

づき取り扱います。

◆住民基本台帳の支援措置期間中は住民票等の取扱いに十分注意し、支援範囲である他

市や関係各課への通知を行った。住民基本台帳支援の相談があった際には、相談窓口への

案内を行っている。

　《平成29年度 支援者数》 261人（支援者135人，併支援者126人）

　《平成29年度 解除者数》 93人（支援者45人，併支援者48人）

◆平成24年度から、支援期間中のＤＶ被害者の住所等の記載がある届書等の記載事項証明

書については申入書の申出により、住所の記載が見えないよう対応している。

　《平成29年度 申入書の申出者数》 10人

市民課
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【5】 男女間における

暴力の根絶

【11】 関係機関等との連携 被害者が高齢者や障害者の場合には、複雑・多

様化する被害者の相談に適切に対応できるよう、

関係機関等と連携して、相談窓口の充実を図りま

す。

◆障害者相談支援事業者をはじめ、障害者相談員や民生委員・児童委員、障害者関係団体

などと連携して、相談窓口の充実を図った。

　【相談件数】

　　《市障害福祉課》 4,124件

　　《障害者生活支援センターぴあ南風》 622件

　　《神原苑障害者相談支援センター》 659件

　　《生活支援センターふなき》 910件

障害福祉課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【11】 関係機関等との連携 被害者が高齢者や障害者の場合には、複雑・多

様化する被害者の相談に適切に対応できるよう、

関係機関等と連携して、相談窓口の充実を図りま

す。

◆福祉総合相談センターを設置。相談支援包括化推進員を1名配置し、複雑・多様化した相

談に対応し、関係機関に連携して課題解決に向けて支援を行った。

　・男女間の暴力等の関する相談件数　17件

　　　うち　宇部警察からの通報件数　5件

　　　　　　配偶者暴力支援センターからの通報件数　1件

地域福祉・指導

監査課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【12】 心身の回復に向けた

支援

被害者が心身の安定を取り戻すために、公的機

関、保健医療機関、民間団体との連携を深め、適

切な相談機関や自助グループ等の活動について

の情報提供に努めます。

◆健康増進課に該当事業なし。 健康増進課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【13】 住宅の確保に向けた

支援

原則6か月の期限で市営住宅への一時入居（条件

付き）を認めるとともに、市営住宅の通常の入居に

ついては、優先入居対象者として、入居の抽選に

おいて当選倍率の優遇措置を講じます。

◆【一時入居申込・入居件数】

　・ＤＶ被害者： 0件

◆【定期募集優先世帯申込・入居件数】

　・ＤＶ被害者： 0件

都市計画・住宅

課

【5】 男女間における

暴力の根絶

【14】 若い世代からの教育･

啓発の充実

学校教育における人権教育を通じて、人権尊重や

男女共同参画の意識を高める教育の充実を図りま

す。

◆児童生徒に対する人権学習支援事業やデートＤＶ予防講座を活用することで、人権尊重と

男女共同参画の意識高揚を図った。

人権教育課

【6】 健康づくりの支援 【1】 定期文化講座による健

康づくりの支援

市民一人ひとりが、さまざまな分野における技術の

習得や仲間づくりなどを通して、心身ともに健康で

豊かな生活が送れるよう、軽運動や文化芸術、語

学などの講座を定期的に開催します。

◆男女共同参画センター・フォーユーにおいて定期文化講座を実施し、さまざまな分野（男女

共同参画・文化芸術・語学・運動等）での技術習得などを通じて、参加者の健康づくりを支援し

た。

　【フォーユー定期文化講座】 （63講座…述べ1,600回）

　　《期間》 平成29年5月～平成30年2月　《参加》 延べ39,360人

　【フォーユー定期文化講座学習発表会】

　　《期日》　平成30年3月3日～4日　《参加》 延べ4,400人

人権・男女共同

参画推進課

【6】 健康づくりの支援 【2】 文化の振興 「人と地域がきらめく文化の薫るまち」の実現を目

指し、宇部市文化創造財団と連携しながら、市民

がいつでも、どこでも文化に触れ、親しむことので

きるよう各種の文化事業に取り組みます。

◆宇部市文化創造財団と連携して各種事業を開催した。

　【宇部市芸術祭】  《参加人数》 26,321人

　【全国小・中学生箏曲コンクール ｉｎ 宇部】  《参加人数》 300人

　【第九『歓喜の歌』でＨＡＰＰＹ ＥＮＤ 2017 ｉｎ 渡辺翁記念会館】  《参加人数》 800人

文化・スポーツ振

興課
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【6】 健康づくりの支援 【3】 スポーツの振興 宇部市スポーツコミッションを中心として、子どもか

ら高齢者・男性・女性・障害のある人など、すべて

の市民一人ひとりが、年齢や性別・体力や能力・

技術・興味・目的に応じて、だれもが、いつでも、ど

こでも、いつまでも、身近な地域でスポーツに親し

める豊かな生涯スポーツ社会を実現し、スポーツ

を通して活力ある地域社会の醸成と子どもたちの

健全育成に取り組みます。

◆各種スポーツイベント等を開催した。

　【チャレンジデー2018 ｉｎ ＵＢＥ】　《参加人数》 91,520人

　【スポーツコミッションフェスタ】　《参加人数》 2,000人

　【くすのきカントリーマラソン】　《参加人数》 1,865人

　【市民走ろう大会】　《参加人数》 311人

文化・スポーツ振

興課

【6】 健康づくりの支援 【4】 健康づくり対策の推進 健康長寿のまちづくりを目指し、健康づくり計画に

掲げるアクションプランに基づく健康づくり施策を

推進します。

◆はつらつポイント制度の実施

　・健康づくり・介護予防型（登録者 5,504人）

　・介護支援ボランティア型（登録者 176人）

◆地域の健康づくり活動への助成

　地域団体の主体的な健康づくりに関する活動を支援することにより、校区住民の健康づくり

を推進

　実施校区： 21校区

健康増進課

【6】 健康づくりの支援 【5】 ライフステージに応じた

健康管理

学校、職域、地域団体などとともに健康づくり事業

を実施し、市民の健康づくりを推進します。

◆健康増進のための健康教育、健康相談、訪問指導等を実施

　・健康教育： 延7,535人、健康相談： 延2,086人　訪問指導： 延833人

　・医師会と共催の医療フォーラムの開催： 2回/年

　・ゲートキーパー講座： 延290人

健康増進課

【6】 健康づくりの支援 【6】 健康づくり情報の提供 市広報、市ホームページなどへ健康情報を提供

し、市民への健康に対する意識の啓発を図りま

す。

◆健康づくり事業について、市広報や啓発チラシ、市ホームページ、メールで市民に情報提

供した。

◆予防接種について市広報やチラシ、市ホームページで市民に情報提供した。

健康増進課

【6】 健康づくりの支援 【7】 がん予防・がん検診の

推進

がんの予防と早期発見による健康寿命の延伸のた

め、市民に対するがん予防・がん検診受診の啓発

を推進します。

◆検診種類及び受診者数

  《肺がん》 11,535人　《胃がん》 6,765人　《大腸がん》 9,345人

  《子宮がん》 5,580人　《乳がん》 3,847人　《前立腺がん》 737人

 

◆受診啓発、がん医療に関する情報提供

　・班回覧による集団検診の啓発、受診券の配布

　・未受診者への受診勧奨

　・健康教育、キャンペーン等での啓発

　・医師等による講演会の実施

健康増進課

【6】 健康づくりの支援 【8】 妊娠・出産・育児に関

する支援体制の整備

子育て世代包括支援センターを設置し、母子保健

コーディネーター（保健師等の専門職）が、親子健

康手帳（母子健康手帳）交付時に全ての妊婦を対

象とし、また、随時、妊産婦等からの相談を受け、

必要に応じて医療機関（産科・小児科等）や子育

て支援機関等の関係機関と連携し、切れ目のない

きめ細かい支援を行います。

◆母子健康手帳交付及び指導　《延べ人数》 1,221人 こども・若者応援

課
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【6】 健康づくりの支援 【9】 母子保健事業の充実 保健師等による保健指導や相談の機能を充実す

るとともに、男女ともに、妊娠・出産・育児等に関す

る学習の機会を増やし、安心して子どもを産み育

てるための支援をします。また、妊婦、乳幼児の健

康診査体制の整備を図り、妊娠・出産における母

体の健康管理を行うとともに、乳幼児の発達支援

を推進します。

◆妊婦教室　《延べ回数》 8回　《延べ受講者数》 347人

◆訪問指導等　《延べ人数》 3,552人

◆育児相談　《延べ回数》 41回　《延べ人数》 334人

◆発達相談会　《延べ回数》 11回　《延べ人数》 23人 

◆離乳食教室　《延べ回数》 12回　《延べ受講者数》 345人

◆妊婦一般健康診査　《延べ回数》 14回　《延べ受診者数》 15,174人

◆乳児一般健康診査　《延べ回数》 3回　《延べ受診者数》 3,637人

◆1歳6か月児一般健康診査　《受診者数》 1,200人

◆3歳児健康診査　《受診者数》 1,217人

◆5歳児健康診査　《受診者数》 2,030人

◆ハートつながるブックスタート事業（絵本配付数） 1,220冊 

こども・若者応援

課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【1】 相談窓口の周知

＜再掲＞

ＤＶやセクシュアル・ハラスメント等の女性の人権に

関する相談業務を行う配偶者暴力相談支援セン

ター等の相談窓口の周知を図ります。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆情報誌の発行や各種行事の開催等により、男女共同参画に関する啓発及び情報提供を

行った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行　《45号》 平成30年3月発行

◆市政情報出前講座（各種団体が実施する学習会等へ職員を講師として派遣）にメニューを

登録し、市民意識の啓発に努めた。

◆「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月12日～25日）に合わせ、市ホームページでの

啓発やパネル展示等を実施した。

　【パネル展示】

　　《期間》 平成29年11月10日～24日　《場所》 市役所 1階ロビー

　【市民課広告モニター放映】

　　《期間》 平成29年11月16日～25日　《場所》 市役所 1階ロビー

　【パープルライトアップ】

　　《期間》 平成29年11月1日～26日（時間帯…17：30～21：00）　《場所》 石炭記念館

◆毎月、市広報により、「男女間の暴力（ＤＶなど）に関する相談」（定例無料相談）の窓口につ

いてＰＲした。

◆「ＤＶ防止啓発カード」を作成し、市内公共施設へ設置を依頼した。

　　《場所》 主に女性が利用する部屋（トイレ・更衣室・授乳室など）

人権・男女共同

参画推進課
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【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【2】 相談窓口の充実

＜再掲＞

市の関係部署及び関係機関等と連携しながら、組

織的対応によるきめ細かな相談を行うとともに、被

害者の精神的な負担を軽減するためのワンストッ

プサービスに努めます。また、弁護士による法律

相談や臨床心理士による心理相談を実施するとと

もに、二次被害の防止を図るため、各種研修・講

座を活用しながら、相談員や関係職員の資質向上

に努めます。

◆被害者の置かれている状況により、関係機関が配偶者暴力相談支援センターに出向き相

談に応じるなど、ワンストップサービスに努めた。また、配偶者暴力相談支援センターにおい

て、ＤＶ等の相談業務を実施した。

　【ＤＶ相談件数】

　　《来所》 延べ101件（計158件中）　《電話》 延べ267件（計609件中）

◆宇部市ＤＶ防止支援ネットワーク会議を開催し、ＤＶに係る業務の取組状況について情報を

共有し、今後の連携強化に努めた。

　【宇部市ＤＶ防止支援ネットワーク会議】

　　《期日》 平成29年5月23日　《参加》 24人

◆複雑多様化する相談内容に対応するため、弁護士及び臨床心理士による専門相談を実施

した。

　　《受付》 月1回　《相談件数》 法律相談16件、心理相談11件

人権・男女共同

参画推進課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【3】 生活困窮者のための

自立支援プログラム

生活に困窮した方に対して、生活の安定及び就労

支援等の自立に向けた支援を行います。

◆生活困窮者自立支援制度に基づき、生活保護受給に至る前の生活困窮者からの相談を受

け付け、個々の状況にあった支援プランの作成等を行い、関係機関と連携して自立に向けた

各種支援を施した。その一環として、就労支援員等による就労の支援を行った。

　《就労支援》 45人　《就労準備支援》 12人　《一時生活支援》 17人

　《住居確保給付金支給（延べ人数）》 13人

地域福祉・指導

監査課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【4】 民生委員・児童委員の

活動の補助

民生委員推薦会の運営や民生委員児童委員協

議会の運営に対する支援を行います。

◆民生児童委員事務委託料及び民生児童委員活動費負担金を支出した。

　《会議等の開催》

　　総会1回、定例理事会 毎月1回（計12回）、その他研修等10回

地域福祉・指導

監査課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【5】 宇部市社会福祉協議

会運営費の補助

宇部市社会福祉協議会による、在宅福祉サービス

の推進、地域福祉の推進及びボランティア活動の

取り組みを支援します。

◆地域福祉活動事業委託料を支出した。

　《委託料》 32,763千円

◆宇部市社会福祉協議会助成金を補助した。

　《補助額》 11,479千円

地域福祉・指導

監査課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【6】 就労支援員を活用した

就労支援プログラム

就労支援員（就労相談業務経験者）を2人配置し、

就労相談、求人情報の提供及び就労意欲の喚起

等の支援を行い、宇部公共職業安定所と連携しな

がら雇用機会の拡充に向けた相談体制を整えて

いきます。

◆就労支援開始者数  《延べ人数》 169人

◆就労の開始者数  《延べ人数》 140人

生活支援課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【6】 就労準備支援員を活

用した就労準備支援プログ

ラム

就労準備支援員（外部委託）を1人を配置し、未就

労者等の就労意欲の喚起を図るため、就労体験

やボランティア活動への参加を支援していきます。

また、就労体験等を理解していただける事業所の

開拓も行っています。

◆就労体験及びボランティア活動した者数（延べ人数） 32人

◆協力事業所開拓 26件（ボランティア10件＋就労体験16件）

生活支援課
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【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【7】 障害者居宅生活支援

事業

障害者が安心して暮らすことができるよう、福祉

サービスに関する情報の提供や相談支援、苦情

処理体制の充実を図ります。

◆障害福祉サービス等の円滑な推進

　障害者が住み慣れた家庭や地域で安心して生活できるよう、障害者に訪問系、日中活動

系、居住系サービスを提供した。また、相談支援事業や地域生活支援事業を実施し、障害者

の生活向上を図った。

　《訪問系サービス》 居宅介護、重度訪問介護、同行援護

　《日中活動系サービス》

　　生活介護、自立訓練（機能・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、児童

発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

　《居住系サービス》

　　共同生活援助、施設入所支援、短期入所

障害福祉課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【8】 障害者就労ワークス

テーション設置運営事業

障害者を積極的に雇用し、働く意欲のある障害者

の自立促進と就労を支援するとともに、庁内業務

の効率化を図るため、障害者就労ワークステー

ションを運営します。

◆《障害者雇用者数》 7人　《業務依頼課》 40課 障害福祉課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【9】 在宅介護サービス給付

事業

訪問介護、通所介護、ショートステイなどの介護を

必要とする高齢者とその家族を支援するため、在

宅介護サービスの充実を図ります。

◆各サービス合計　237,412件

　・居宅介護（介護予防）サービス　133,319件

　・居宅介護（介護予防）福祉用具購入・住宅改修サービス　1,445件

　・居宅介護（介護予防）サービス計画　67,228件

　・地域密着型介護（介護予防）サービス　19,833件

　・施設介護サービス　15,587件

高齢者総合支援

課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【10】 介護予防・日常生活

支援総合事業

要支援者や事業対象者などが、訪問型サービス、

通所型サービスなどを利用することにより、住み慣

れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう

支援します。

◆各サービス総利用件数　24,689件

　・訪問型サービス 利用件数　10,781件

　・通所型サービス 利用件数　13,908件

高齢者総合支援

課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【11】 ご近所福祉サロン推

進事業

子どもから高齢者まで障害の有無に関わらず、誰

もが気軽に集え、さまざまな交流や活動を行う地域

福祉の拠点を整備します。

◆地域福祉活動拠点として、ご近所福祉サロンの立ち上げや活動の継続支援を実施した。

　　ご近所福祉サロン（累計）　25か所

地域福祉・指導

監査課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【12】 家族介護支援事業 家族介護者を支援するサービスを充実するととも

に、介護サービス利用者が、ニーズに応じた適切

なサービスの提供が受けられるよう、情報の提供

や、相談及び苦情処理体制の充実を図ります。

◆家族慰労手当の支給

　要介護4・5で、介護サービス未利用の家族（市県民税非課税世帯）に家族慰労手当を支給

した。

　　《支給者数》 1人

高齢者総合支援

課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【12】 家族介護支援事業 家族介護者を支援するサービスを充実するととも

に、介護サービス利用者が、ニーズに応じた適切

なサービスの提供が受けられるよう、情報の提供

や、相談及び苦情処理体制の充実を図ります。

◆宇部市介護家族の会　1回/月開催

◆宇部市介護家族の会による「介護相談ふれんど」の実施　1回/月

高齢者総合支援

課

【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【13】 介護予防事業 運動機能の向上や認知症予防を行い、地域支援

体制の整備を行うことで、要介護状態になることを

予防し、高齢者の健康を保持増進、自立した生活

を支援します。

◆実施なし。 高齢者総合支援

課
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【7】 生活に困難を抱

えた方への支援

【14】 路線バスにおけるノン

ステップバス導入の推進

子育て世代の移動手段として、ベビーカーがその

まま乗れるノンステップバスを年次的に導入し、安

心・安全に路線バスが利用できる環境を整えま

す。

◆ノンステップバスの導入

　平成29年度に、ノンステップバスを2台購入した。

　　《保有バス車両》 63台

　　《ノンステップバス車両数》 33台

　　《ノンステップバス保有率》 52.4％

宇部市交通局

【8】 広報・啓発による

意識の形成

【1】 情報誌「ぱれっと」の発

行

男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌「ぱ

れっと」を発行します。

◆情報誌「ぱれっと」を発行し、自治会での班回覧や各公共施設・関係団体への配付等を通

じて、市民の意識啓発を図った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行（テーマ：“女性リーダー”が未来を創る。）

　　《45号》 平成30年3月発行（テーマ：ダイバーシティの時代を生きる）

　　《部数》 各10,000部

人権・男女共同

参画推進課

【8】 広報・啓発による

意識の形成

【2】 講演会・研修会・講座

等による啓発の充実

市民の意識啓発を図るため、講演会・研修会・講

座等の啓発活動の充実に努めます。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆情報誌の発行や各種行事の開催等により、男女共同参画に関する啓発及び情報提供を

行った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行　《45号》 平成30年3月発行

　【男性料理教室「エプロン男子のパンづくり」】

　　《期日》 平成29年6月25日　《内容》 エコクッキング講座（資料説明）、調理実習、試食

　　《参加》 19人（大人15、子ども4）

　【女性活躍推進セミナー】

　　《期日》 平成29年10月24日～11月7日（全5回）

　　《内容》 パソコン講座（3回）、ファイナンシャルプランナー講座、健康講座

　　《参加》 延べ78人

　【日本政策金融公庫共催イベント「女性活躍セミナー」】

　　《期日》 平成29年11月6日

　　《内容》 市長取組紹介、基調講演、グループディスカッション　《参加》 延べ51人

　【女性リーダーと語る会】

　　《期日》 平成30年2月19日

　　《内容》 認定証授与（7人）、ネットワーク設立、基調講演、懇談会　《参加》 115人

　【提案公募事業（主催： 山口ヒメ倶楽部）】

　　《期日》 平成30年1月27日

　　《内容》 女性起業家応援イベント「女性にエールを！ ｉｎ 山ヒメ」　《参加》 延べ133人

人権・男女共同

参画推進課
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【8】 広報・啓発による

意識の形成

【3】 講師の派遣や助言など

の支援

市民団体などが行う男女共同参画社会の推進に

関する学習会に対し、講師派遣等の支援を行いま

す。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆市ホームページで、各専門分野において見識や経験を有する女性を紹介するため、「宇部

市女性人材バンク」の情報提供に努めた。

◆市政情報出前講座（各種団体が実施する学習会等へ職員を講師として派遣）にメニューを

登録し、市民意識の啓発に努めた。

◆各種団体の学習会等へ職員を講師として派遣し、啓発を行った。

　【厚東校区人権教育推進委員研修への派遣】

　　《期日》 平成29年6月23日　《内容》 男女共同参画社会について　《参加》 約20人

人権・男女共同

参画推進課

【8】 広報・啓発による

意識の形成

【4】 うべ男女共同参画推進

本部の充実

宇部市男女共同参画基本計画に係わる施策を総

合的・効果的に推進するため、庁内の横断的組織

である推進本部や推進本部幹事会において、必

要な課題に的確に対応するとともに、推進体制の

充実を図ります。

◆実施なし。 人権・男女共同

参画推進課

【8】 広報・啓発による

意識の形成

【5】 市ホームページ等の各

種メディアを活用した啓発

市ホームページやさまざまなメディアを活用して、

性別役割分担意識の解消や男女共同参画社会

の必要性などについて啓発を行います。

◆市ホームページや市広報等を通じて、男女共同参画に関する情報を提供し、意識啓発を

図った。

◆「男女共同参画週間（6月23日～29日）」に合わせ、男女共同参画センター・フォーユーに看

板を設置するとともに、市ホームページでの啓発や地元新聞への広告掲載、パネル展示等を

実施した。

　【新聞広告】

　　《掲載》 宇部日報 （平成29年6月21日付）

　【市民課広告モニター放映】

　　《期間》 平成29年6月16日～29日　《場所》 市役所 1階ロビー

　【パネル展示】

　　《期間》 平成29年6月23日～29日　《場所》 市役所 1階ロビー

人権・男女共同

参画推進課
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【8】 広報・啓発による

意識の形成

【6】 女性活躍推進サポート

事業の実施

＜再掲＞

女性のスキルアップや男性の家事参加促進などを

目的としたサポート事業を実施します。

◆女性の活躍推進を目的とした各種啓発講座等を開催した。

　【男性料理教室「エプロン男子のパンづくり」】

　　《期日》 平成29年6月25日　《内容》 エコクッキング講座（資料説明）、調理実習、試食

　　《参加》 19人（大人15、子ども4）

　【女性活躍推進セミナー】

　　《期日》 平成29年10月24日～11月7日（全5回）

　　《内容》 パソコン講座（3回）、ファイナンシャルプランナー講座、健康講座

　　《参加》 延べ78人

　【日本政策金融公庫共催イベント「女性活躍セミナー」】

　　《期日》 平成29年11月6日

　　《内容》 市長取組紹介、基調講演、グループディスカッション　《参加》 延べ51人

　【女性リーダーと語る会】

　　《期日》 平成30年2月19日

　　《内容》 認定証授与（7人）、ネットワーク設立、基調講演、懇談会　《参加》 115人

　【提案公募事業（主催： 山口ヒメ倶楽部）】

　　《期日》 平成30年1月27日

　　《内容》 女性起業家応援イベント「女性にエールを！ ｉｎ 山ヒメ」　《参加》 延べ133人

人権・男女共同

参画推進課

【8】 広報・啓発による

意識の形成

【7】 性的少数者に対する

理解の促進

性的少数者（ＬＧＢＴなど）に対する差別や偏見が

解消され、正しい認識と理解が促進されるよう、各

種啓発に努めます。

◆情報誌「ぱれっと」において、男女を取り巻く人権課題として、ＬＧＢＴをテーマに取り上げ、

市民の意識啓発を図った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《45号》 平成30年3月発行

　　《内容》 “ＬＧＢＴ”ってよく耳にするけど…～偏見をなくし、まずは正しく理解することから～

人権・男女共同

参画推進課

【8】 広報・啓発による

意識の形成

【8】 市が作成する申請書

や刊行物等における内容

表現の配慮

市が作成する申請書や刊行物等において、人権

尊重の視点に立った表現を行うよう努めます。

◆広報紙やチラシ・ポスター、パンフレット等の作成にあたり、必要に応じて人権尊重の視点に

立った表現を行うよう確認を行った。

人権・男女共同

参画推進課

〈関係各課〉

【8】 広報・啓発による

意識の形成

【9】 人権意識の高揚のた

めの啓発活動推進事業

人権教育・啓発に関する国・県の動向を踏まえ、

学校、地域、家庭、職場、その他のさまざまな場を

通じて、「一人ひとりの人権が尊重された心豊かな

地域社会」の実現に向け、人権尊重の意識の普

及・高揚を図るための教育・啓発活動を推進しま

す。

◆「宇部市人権教育・啓発推進指針」に基づき、人権尊重の意識の普及・高揚を図るため各

種強調期間に合わせて「人権交流ひろば」などの啓発行事を開催した。

人権・男女共同

参画推進課

【8】 広報・啓発による

意識の形成

【9】 人権意識の高揚のた

めの啓発活動推進事業

人権教育・啓発に関する国・県の動向を踏まえ、

学校、地域、家庭、職場、その他のさまざまな場を

通じて、「一人ひとりの人権が尊重された心豊かな

地域社会」の実現に向け、人権尊重の意識の普

及・高揚を図るための教育・啓発活動を推進しま

す。

◆さまざまな人権問題に対する正しい理解と認識を深めるため、「人権学習セミナー」や「人権

を考えるつどい」等を開催し、人権問題の解決を自らの課題する人権意識の高揚を図った。

人権教育課

【8】 広報・啓発による

意識の形成

【10】 市職員研修の実施 職員の男女共同参画についての理解を深め、そ

の視点を養う研修を実施します。

◆新規採用職員（前期）研修会

　《期日》 平成29年4月11日　《内容》 男女共同参画社会について

　《受講者数》 平成29年度新規採用職員 32人

人事課
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【8】 広報・啓発による

意識の形成

【11】 地域活動の機会を活

用した啓発

校区住民や団体が実施する各種講座や地域主催

事業などのふれあいセンター活動の機会を活用

し、地域住民等を対象とした男女共同参画推進の

ための意識啓発を行います。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットをふれあいセンターに設

置するなど、啓発に努めた。

市民活動課

【8】 広報・啓発による

意識の形成

【12】 地域交流の場の充実 子どもたちの登下校時の見守りや地域をパトロー

ルするボランティア活動等により、地域交流の場の

充実を図ります。

◆実施なし。 地域福祉・指導

監査課

【8】 広報・啓発による

意識の形成

【13】 多様な媒体を通じた

広報・啓発活動の推進

学校教育における「性に関する教育」「人権教育」

を通じて、男女共同参画に関する認識を深め、学

校便りや授業参観等を活用しながら広報・啓発活

動を展開します。

◆「性教育講演会」「家庭教育学級」「学校人権参観日」など、男女共同参画について学ぶこと

ができるよう、多様な学習機会を提供するとともに、学校便りや学級便り等を通じて広報・啓発

活動を実施した。

学校教育課

【8】 広報・啓発による

意識の形成

【14】 社会人権教育推進事

業

人権教育の取組の中で、男女の人権について学

習する場や機会を提供します。

◆・「人権学習セミナー」の学習内容の中で「男女共同参画に関する問題」について取り上げ、

学習するや機会を提供した。

人権教育課

【9】 教育・学習機会の

充実

【1】 男女の社会参画に向

けた啓発及び学習機会の

充実

家庭や社会における男女平等の意識を高める啓

発や学習機会等の提供により、男女が対等な立場

で社会参画できるよう支援を行います。

◆情報誌の発行や各種行事の開催等により、男女共同参画に関する啓発及び情報提供を

行った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行　《45号》 平成30年3月発行

　【男性料理教室「エプロン男子のパンづくり」】

　　《期日》 平成29年6月25日　《内容》 エコクッキング講座（資料説明）、調理実習、試食

　　《参加》 19人（大人15、子ども4）

　【女性活躍推進セミナー】

　　《期日》 平成29年10月24日～11月7日（全5回）

　　《内容》 パソコン講座（3回）、ファイナンシャルプランナー講座、健康講座

　　《参加》 延べ78人

　【日本政策金融公庫共催イベント「女性活躍セミナー」】

　　《期日》 平成29年11月6日

　　《内容》 市長取組紹介、基調講演、グループディスカッション　《参加》 延べ51人

　【女性リーダーと語る会】

　　《期日》 平成30年2月19日

　　《内容》 認定証授与（7人）、ネットワーク設立、基調講演、懇談会　《参加》 115人

　【提案公募事業（主催： 山口ヒメ倶楽部）】

　　《期日》 平成30年1月27日

　　《内容》 女性起業家応援イベント「女性にエールを！ ｉｎ 山ヒメ」　《参加》 延べ133人

人権・男女共同

参画推進課
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【9】 教育・学習機会の

充実

【1】 男女の社会参画に向

けた啓発及び学習機会の

充実

家庭や社会における男女平等の意識を高める啓

発や学習機会等の提供により、男女が対等な立場

で社会参画できるよう支援を行います。

　【宇部イクメンの会】

　　《登録》 51人（平成30年3月末現在）

　【こどもジャンボリー2017「イクメン親子体操」】

　　《期日》 平成29年10月15日　《内容》父親と子どものペアによる親子体操

　　《参加》 17人（大人6、子ども11）

　【フォーユー定期文化講座】 （63講座…述べ1,600回）

　　《期間》 平成29年5月～平成30年2月　《参加》 延べ39,360人

　【フォーユー定期文化講座学習発表会】

　　《期日》　平成30年3月3日～4日　《参加》 延べ4,400人

◆市ホームページで、各専門分野において見識や経験を有する女性を紹介するため、「宇部

市女性人材バンク」の情報提供に努めた。

◆市政情報出前講座（各種団体が実施する学習会等へ職員を講師として派遣）にメニューを

登録し、市民意識の啓発に努めた。

◆各種団体の学習会等へ職員を講師として派遣し、啓発を行った。

　【厚東校区人権教育推進委員研修への派遣】

　　《期日》 平成29年6月23日　《内容》 男女共同参画社会について　《参加》 約20人

人権・男女共同

参画推進課

【9】 教育・学習機会の

充実

【2】 女性活躍推進サポート

事業の実施

＜再掲＞

女性のスキルアップや男性の家事参加促進などを

目的としたサポート事業を実施します。

◆女性の活躍推進を目的とした各種啓発講座等を開催した。

　【男性料理教室「エプロン男子のパンづくり」】

　　《期日》 平成29年6月25日　《内容》 エコクッキング講座（資料説明）、調理実習、試食

　　《参加》 19人（大人15、子ども4）

　【女性活躍推進セミナー】

　　《期日》 平成29年10月24日～11月7日（全5回）

　　《内容》 パソコン講座（3回）、ファイナンシャルプランナー講座、健康講座

　　《参加》 延べ78人

　【日本政策金融公庫共催イベント「女性活躍セミナー」】

　　《期日》 平成29年11月6日

　　《内容》 市長取組紹介、基調講演、グループディスカッション　《参加》 延べ51人

　【女性リーダーと語る会】

　　《期日》 平成30年2月19日

　　《内容》 認定証授与（7人）、ネットワーク設立、基調講演、懇談会　《参加》 115人

　【提案公募事業（主催： 山口ヒメ倶楽部）】

　　《期日》 平成30年1月27日

　　《内容》 女性起業家応援イベント「女性にエールを！ ｉｎ 山ヒメ」　《参加》 延べ133人

人権・男女共同

参画推進課

【9】 教育・学習機会の

充実

【3】 国際的な人権意識の

高揚

豊かな人権感覚を育むための学習機会の充実に

努めます。

◆「宇部市人権教育・啓発推進指針」に基づき、人権尊重の意識の普及・高揚を図るため各

種強調期間に合わせて「人権交流ひろば」などの啓発行事を開催した。

人権・男女共同

参画推進課

【9】 教育・学習機会の

充実

【3】 国際的な人権意識の

高揚

豊かな人権感覚を育むための学習機会の充実に

努めます。

◆「人権学習セミナー」の学習内容の中で「外国人の人権」について取り上げ、様々な国や民

族に根ざす文化が共存することを認め、文化的背景が違うこと、異なる特徴を持つことなどで、

人を差別することがないよう、豊かな人権感覚を育むための学習の充実に努めた。

人権教育課
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【9】 教育・学習機会の

充実

【4】 国際交流による多文化

共生の推進

海外都市、外国人と、各分野にわたる市民レベル

の交流を進めることによって、国籍や民族などの異

なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対

等な関係を築き地域社会の構成員として共に生き

ていけるよう推進します。

◆外国人との市民レベルの交流イベントを実施したほか、民間団体の交流イベントにおいて、

企画段階から参加し、外国人をおもてなしをする際の注意点など情報提供を行った。

　【中国威海市訪問団との市民交流イベント】

　　《期日》 平成29年11月5日

　　《内容》 威海市訪問団との食・アートの交流

　　《参加》 約160人

　【スペインカステジョン市訪問団との市民交流イベント】

　　《期日》 平成29年11月4日

　　《内容》 カステジョン市訪問団との交流イベント「スペインセミナー」

　　《参加》 約80人

　【世界サマースクール ｉｎ 厚東2017】

　　《期日》 平成29年7月15日

　　《内容》 市内在住外国人との文化交流

　　　　　　　厚東川中夢太鼓披露、民族舞踊、世界の遊び、かかし作り

　　《参加》 約300人

観光・グローバル

推進課

【9】 教育・学習機会の

充実

【5】 地域子育て支援の推

進

育児不安等についての相談指導、子育て支援団

体の支援などを行い、地域での子育てを支援しま

す。

◆子育て支援拠点事業実施団体の活動を支援した。

　《子育て支援センター》 2か所

　《市子育てサークル》 運営委託2か所（5日型）

　　　　　　　　　　　　　　 運営委託1か所（6日型）

　《民間つどいの広場》 運営補助1か所（4日型）

　　　　　　　　　　　　　　 運営補助1か所（3日型）

　《元気子育て支援センター》 4か所

こども・若者応援

課

【9】 教育・学習機会の

充実

【6】 男女平等教育実践研

究の推進

男女平等の視点から、各教科、道徳、総合的な学

習の時間及び特別活動における学習内容の取り

扱い方や指導方法等に関する研究を実施します。

また、子どもの発達段階や学校の実態に応じて、

男女平等教育の実践を推進します。

◆小・中学校において、男女平等の視点から、各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別

活動において、学習内容の取り扱い方や指導方法等に関する研究を進めた。

学校教育課

【9】 教育・学習機会の

充実

【7】 家庭教育推進事業 家庭教育の機能や役割についての認識を深める

ため、乳幼児期から思春期まで子どもの発達段階

に応じた学習機会を提供します。

◆家庭教育の機能や役割についての認識を深めるため、乳幼児期から思春期まで子どもの

発達段階に応じた学習機会として家庭教育学級を開催した。

◆幼稚園　3園　　小学校　16校

コミュニティス

クール推進課

【9】 教育・学習機会の

充実

【8】 個人の尊重や男女平

等教育に関する教育の実

践

男女共同参画社会の推進を目指して、家庭のあり

方や家族の人間関係、子育ての意義などについ

て学習の充実を図ります。

◆「人権学習セミナー」の学習内容の中で「男女共同参画に関する問題」について取り上げ、

学習する場や機会を提供した。（再掲）

人権教育課

【9】 教育・学習機会の

充実

【9】 教職員等の研修 男女平等教育についての正しい理解と認識を深

めるために、教職員等に対する研修を実施しま

す。

◆教職員人権教育研修の充実を図るとともに、各学校の取組への指導助言に努めた。 人権教育課

【9】 教育・学習機会の

充実

【10】 男女共同参画の視点

に立った学校教育・人権教

育の推進

児童生徒の心身の成長の過程に即し、性別による

固定的な役割分担意識の解消、男女平等や人権

尊重、家庭生活の大切さなどの視点に立った教育

を推進します。

◆人権教育年間指導計画での「男女共同参画」に係る事項の扱いや教材・指導法に対する

指導助言に努めた。

人権教育課
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【10】 社会制度や慣行

の見直し

【1】 情報誌「ぱれっと」の発

行

＜再掲＞

男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌「ぱ

れっと」を発行します。

◆情報誌「ぱれっと」を発行し、自治会での班回覧や各公共施設・関係団体への配付等を通

じて、市民の意識啓発を図った。

　【情報誌「ぱれっと」】

　　《44号》 平成29年4月発行（テーマ：“女性リーダー”が未来を創る。）

　　《45号》 平成30年3月発行（テーマ：ダイバーシティの時代を生きる）

　　《部数》 各10,000部

人権・男女共同

参画推進課

【10】 社会制度や慣行

の見直し

【2】 市ホームページ等の各

種メディアを活用した啓発

＜再掲＞

市ホームページやさまざまなメディアを活用して、

性別役割分担意識の解消や男女共同参画社会

の必要性などについて啓発を行います。

◆市ホームページや市広報等を通じて、男女共同参画に関する情報を提供し、意識啓発を

図った。

◆「男女共同参画週間（6月23日～29日）」に合わせ、男女共同参画センター・フォーユーに看

板を設置するとともに、市ホームページでの啓発や地元新聞への広告掲載、パネル展示等を

実施した。

　【新聞広告】

　　《掲載》 宇部日報 （平成29年6月21日付）

　【市民課広告モニター放映】

　　《期間》 平成29年6月16日～29日　《場所》 市役所 1階ロビー

　【パネル展示】

　　《期間》 平成29年6月23日～29日　《場所》 市役所 1階ロビー

人権・男女共同

参画推進課

【10】 社会制度や慣行

の見直し

【3】 学習グループや講座

等への講師派遣

地域、企業などが行う男女共同参画社会の推進に

関する学習会に対し、講師派遣等の支援を行いま

す。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆市ホームページで、各専門分野において見識や経験を有する女性を紹介するため、「宇部

市女性人材バンク」の情報提供に努めた。

◆市政情報出前講座（各種団体が実施する学習会等へ職員を講師として派遣）にメニューを

登録し、市民意識の啓発に努めた。

◆各種団体の学習会等へ職員を講師として派遣し、啓発を行った。

　【厚東校区人権教育推進委員研修への派遣】

　　《期日》 平成29年6月23日　《内容》 男女共同参画社会について　《参加》 約20人

人権・男女共同

参画推進課

【10】 社会制度や慣行

の見直し

【4】 男女共同参画に関す

る法律・条例等の周知

男女共同参画に関する法律や条例等について、

広く周知を図ります。

◆国、県等が実施する各種事業等のポスターやチラシ、パンフレットを、男女共同参画セン

ター・フォーユー等に設置するなど、啓発に努めた。

◆市ホームページや市広報等を通じて、男女共同参画に関する情報を提供し、意識啓発を

図った。

人権・男女共同

参画推進課

【10】 社会制度や慣行

の見直し

【5】 市の刊行物等における

内容表現の配慮

＜再掲＞

市が刊行する広報紙やチラシ・ポスター、パンフ

レット等で男女共同参画の視点に立った表現を行

うよう努めます。

◆広報紙やチラシ・ポスター、パンフレット等の作成にあたり、必要に応じて男女共同参画の視

点に立った表現を行うよう確認を行った。

人権・男女共同

参画推進課

〈関係各課〉
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