
第２次越前市男女共同参画プラン実施事業計画と実施状況（令和元年度）

基本目標 重点課題 施策の方向 施策の概要 令和元年度実施事業（計画） 担当課

１　男女平等意識の確
立と多様な選択を可能
にする教育の推進

1  幼少期からの男女平
等意識教育の推進

学校教育全体を通じた
男女平等教育の推進

管理職員等への人権教育研修（校長会、教頭会） 教育振興課

教員への人権教育研修（県の講習会に各校３名が参加） 教育振興課

児童・生徒への啓発（学校生活の各場面において、男女共同参画の
教育の実施）

教育振興課

２　家庭や地域におけ
る男女平等教育の推進

家庭・地域における男
女平等のための啓発、
促進

男女共同参画センター出前講座（年80回、保、幼、小中学校、児童セ
ンター、公民館等にて）

ダイバーシティ推進室

男女共同参画の講座（年7回）、講演会（年１回） ダイバーシティ推進室

広報、ＨＰ等や、図書やＡＶ（ビデオ、ＤＶＤ、ＣＤ等）資料の貸出による
意識啓発

ダイバーシティ推進室

子ども・保護者対象に児童健全育成研修（認定こども園、保育園に
て）

子ども福祉課

ゆうすくらす講座（20代～40代の青年男女　対象）の開催 生涯学習課

出かける家庭教育サロン（相談、講演会） 生涯学習課

３　職場における男女
平等教育の推進

職場における男女平等
のための啓発、促進

男女平等オンブッドによる事業所訪問による事業主に対する男女平
等意識の啓発（年２０社）

ダイバーシティ推進室

市「特定事業主行動計画」における職員研修の実施 行政管理課

２　パートナーに対する
あらゆる暴力の根絶

１　パートーナーに対す
る暴力の予防と根絶の
ための基盤づくり

暴力や差別の根絶に
向けた啓発、支援

男女共同参画センター出前講座（年80回、保、幼、小中学校、児童セ
ンター、公民館等にて）

ダイバーシティ推進室

HP、リーフレット、ポスター、機関紙「わんさ」等による意識啓発 ダイバーシティ推進室

女性に対する暴力防止啓発（11月女性に対する暴力をなくす運動月
間でのパープルリボンキャンペーン）

ダイバーシティ推進室

DVに対する相談・支援事業 子ども福祉課(子ども子育て
総合相談室）

学校教育全体を通じた
暴力根絶に対する意識
付

学校適応支援事業（スクールカウンセラー、特別支援教育コーディ
ネーター配置等）

教育振興課

２　被害者に対する保
護・支援等の充実

相談、保護、支援体制
の充実

相談窓口の啓発（広報、ＨＰ、男女共同参画センター機関紙「わん
さ」）と実態調査資料の収集

ダイバーシティ推進室

犯罪被害者等支援における関係機関の連携 ダイバーシティ推進室

DV・児童虐待及び被害者支援についての広報啓発 ダイバーシティ推進室
子ども福祉課(子ども子育て
総合相談室）

住民基本台帳制度におけるＤＶ等の被害者保護の措置 市民課

市営住宅への優先入居（DV） 建築住宅課

３　女性特有の健康と
権利の尊重

１　生涯を通じた女性特
有の健康の保持増進
対策の推進

妊娠・出産に関する健
康支援

妊娠期から子育て期にわたる総合的相談に対応する。 健康増進課

疾病予防等健康保持
対策の推進

子宮頸がん等に関する知識の普及 健康増進課

健康診査等の受診機会の拡充
・特定健診、肝炎ウイルス検診、ピロリ菌検査、がん検診（肺・結核、
胃、大腸、子宮、乳、前立腺）、特定保健指導を実施
・広報、HP、ケーブルテレビ等による受診啓発のほか、未受診者に対
し個別通知による受診勧奨を実施

健康増進課

健康づくりに関する団体（食生活改善推進員）による生活習慣病改善
として食生活改善活動の推進

健康増進課

運動習慣の普及のため、運動普及推進員等による運動習慣普及活
動の実施

健康増進課

Ⅰ　男女平等と人権
の尊重



基本目標 重点課題 施策の方向 施策の概要 令和元年度実施事業（計画） 担当課

４　あらゆる情報の表
現における人権の尊重

１　広報・出版物等にお
ける性にとらわれない
表現の促進や啓発

氾濫する情報を読み解
く能力の育成

教育情報化推進事業（情報教育の充実） 教育振興課

情報の共有化の推進（アクセシビリティ等に配慮した情報発信） 秘書広報課

メディアにおける人権
尊重の推進

市刊行物等について性差別がないように啓発 全庁

１　地域における制度・
慣行の見直し

１　男女共同参画の視
点に立った意識の推進

女性参画の必要性に
ついての意識啓発

自治振興会や町内会等の地域活動において、性別で役員を固定し
ないように啓発

市民協働課

「地域自治の手引き」に自治振興会や町内会への女性役員の登用
等を記載し、区長研修等にて依頼

市民協働課

男女共同参画推進会議委員が中心となって、各地区自治振興会や
公民館と連携をとり、啓発

ダイバーシティ推進室

女性や家庭問題に関する図書を積極的に購入し、提供する（男女平
等意識に関する関係情報の収集と提供）

図書館

２　雇用等における均
等な機会と待遇の確保

１　男女の均等な雇用
機会と待遇の確保

経営層に対するポジ
ティブアクションの理
解、啓発、促進

男女平等オンブッドの事業所訪問による啓発（年２０社） ダイバーシティ推進室

福井労働局との雇用対策協定に基づき、雇用の分野における男女
の均等取扱いについて、連携周知

産業政策課

女性の働く場、働き方
の創出支援

人口問題・定住化促進対策事業
・大手転職サイト「日経ＷＯＭＡＮキャリア」に市内企業で働く女性の
取材記事を掲載し、「働きやすさ」の情報を発信

政策推進課

企業立地促進補助金（雇用促進補助金）の交付
・雇用促進補助金による女性エンジニア採用の加算制度

産業政策課

女性創業支援事業
・越前市女性等創業支援資金利子補給金
・金融機関等主催のセミナー受講生への支援
・女性創業チャレンジ出展支援
・女性創業者グループ向けの産業人材育成支援

産業政策課

福井労働局との雇用対策協定に基づく事業
・市総合戦略に掲げる雇用対策等を総合的・効果的・一体的に実施、
相互支援、情報周知

産業政策課

２　労働環境の整備 雇用環境の整備の促
進

人口問題・定住化促進対策事業
・ウェヴサイト「住もっさ！越前市」管理運営事業（「女性が輝くモノづく
りのまち」　啓発）

政策推進課

企業立地促進補助金（環境・福利施設等整備補助金）の交付
・女性雇用促進環境施設（女性雇用促進環境施設整備費×1/2、1回
限度額500万円）

産業政策課

非正規労働者等の雇
用安定のための啓発、
促進

福井労働局との雇用対策協定に基づく事業
・市総合戦略に掲げる雇用対策等を総合的・効果的・一体的に実施

産業政策課

福井労働局や福井県労働政策課との連携による周知事業 産業政策課

ＩＪＵターンの促進支援 ＵＩＪターン就職奨励金の交付
・10万円/1人（扶養家族加算5万円、最大20万円、創業加算10万円）

産業政策課

メディア活用情報発信等事業
・「越前ＷＯＲＫ魂」（市内企業での働きやすさを紹介）

産業政策課

夢ある子ども育成事業（日本サッカー協会と連携）
・市内全小学5年生・中学2年生対象に「夢の教室」の実施

教育振興課

学校副読本編さん事業（越前市についての社会の副読本） 教育振興課

Ⅰ　男女平等と人権
の尊重

Ⅱ　社会における制
度・慣行についての

配慮



基本目標 重点課題 施策の方向 施策の概要 令和元年度実施事業（計画） 担当課

・Ｈ31.3.21～Ｒ元5.12
　　特別展「加古里子　ただ、子どもたちのために」
 
・Ｒ元.7.5～9.1
　　企画展「極　池上遼一展」

・Ｒ元.9.27～11.4
　　紫式部・源氏物語関連企画展

・Ｒ元.11.29～Ｒ2.1.26
　　企画展「（仮称）石川九楊展」

・Ｒ2.2月i中旬～3月下旬
　　館蔵品展

文化課

情報の共有化の推進（県外に市の事業PR） 秘書広報課

人口問題・定住化促進対策事業
・IJUターン相談窓口の設置
・企業の説明会と連携し、市の情報発信

政策推進課

企業の仕事と家庭生活
の両立啓発、促進

福井労働局や福井県労働政策課との連携による周知事業 産業政策課

住環境の整備支援 住宅支援事業（住宅取得・リフォーム支援等） 建築住宅課

３　多様な就業形態へ
の職業支援体制の充
実

短時間労働等について
の啓発、促進

人口問題・定住化促進対策事業
・「住もっさ！越前市」管理運営事業で子育てしやすさ情報発信

政策推進課

男女平等オンブッドの事業所訪問による啓発（年２０社） ダイバーシティ推進室

福井労働局や福井県労働政策課との連携による周知事業 産業政策課

年次有給休暇、育児・
介護休業等の取得の
促進

男女平等オンブッドの事業所訪問による啓発（年２０社） ダイバーシティ推進室

福井労働局や福井県労働政策課との連携による周知事業 産業政策課

３　農林・商工等自営業
における意識の見直し
と環境の整備

３　農林業における女
性の経営参加

政策・方針決定過程へ
の女性の参画拡大啓
発

農業委員会における女性委員の任命 農政課

女性の主体性を活かす
環境整備の促進

６次化産業支援（里山里海湖ビジネス支援事業補助金　県1/3　645
千円）
事業実施主体：水の里しらやま
事業内容：農家レストランの整備支援

農政課

新規就農者支援（農業次世代人材投資資金1,500千円/年など）
認定農業者支援（園芸振興対策事業補助金など）

農政課

２　商工自営業におけ
る女性の経営能力向上
と経営参画

経営管理知識等の能
力の向上のための支
援

小規模事業者伴走型持続化補助金
・補助金額（補助率）40万円(2/3)

産業政策課

中小企業等伴走型資金融資事業(利子補給優遇）
・女性創業者（予定者を含む）

産業政策課

女性創業支援事業
・越前市女性等創業支援資金利子補給金
・金融機関等主催のセミナー受講生への支援
・女性創業チャレンジ出展支援
・女性創業者グループ向けの産業人材育成支援

産業政策課

１　政策・方針決定過程
への参画

１　国・地方公共団体等
の政策・方針決定の場
への女性の参画拡大

女性の政策参画への
機会の拡大

市「特定事業主行動計画」における女性管理職の登用や性別にとら
われない職員採用の実施

行政管理課

自治振興会への女性役員の登用向上啓発 市民協働課

附属機関等への女性委員登用促進について各部長要請（男女平等
オンブッド）

ダイバーシティ推進室

Ⅱ　社会における制
度・慣行についての

配慮

Ⅲ　政策等の立案
及び決定への共同

参画



基本目標 重点課題 施策の方向 施策の概要 令和元年度実施事業（計画） 担当課

附属機関等委員への
女性の登用促進

附属機関等委員の任期満了に伴う選考時に、一方の性に偏らないよ
うに、女性登用促進

全庁

女性の政策参画への
意識改革の促進

自治振興会役員への女性登用促進の要請 ダイバーシティ推進室

男女平等オンブッドの事業所訪問による啓発（年２０社） ダイバーシティ推進室

輝く女性活躍応援団への賛同呼びかけ ダイバーシティ推進室

３　あらゆる分野におけ
る男女共同参画の推進

一方の性に偏らない男
女平等意識の推進

意見懇談会等の、一方の性に偏らない男女平等意識の推進 全庁

地域における男女共同
参画の推進支援

地域のあらゆる分野における男女共同参画の推進支援 全庁

女性登用率の低い団体等への、一方の性に偏らない男女平等意識
の推進

ダイバーシティ推進室

４　活動拠点の充実 男女共同参画センター
の充実

センター事務局会議の開催（毎月）により情報共有とセンター運営推
進

ダイバーシティ推進室

２　男女共同参画の視
点からの防災

1　防災活動における男
女共同参画の推進

男女共同参画の視点を
取り入れた防災の確立

女性防災士の育成（資格取得の助成） 防災安全課

2　地区防災組織等へ
の女性の参画促進

地区防災組織等意思
決定への女性の参画
増加

自治振興会と連携し地区防災組織への女性参画の促進 防災安全課

３　人材育成 １　女性のエンパワーメ
ントの促進

女性の社会参画を可能
にする学習の充実

一方の性に偏らない男女平等意識に基づく学習会や出前講座、講演
会等の開催

全庁

女性リーダーの育成 男女共同参画推進会議委員が中心となって、各地区自治振興会や
公民館と連携をとり、啓発・育成

ダイバーシティ推進室

女性創業支援事業
・越前市女性等創業支援資金利子補給金
・金融機関等主催のセミナー受講生への支援
・女性創業チャレンジ出展支援
・女性創業者グループ向けの産業人材育成支援

産業政策課

2　女性の創業への支援女性の起業への活動
への支援

女性創業支援事業
・越前市女性等創業支援資金利子補給金
・金融機関等主催のセミナー受講生への支援
・女性創業チャレンジ出展支援
・女性創業者グループ向けの産業人材育成支援

産業政策課

１　仕事と家庭の両立
支援と働き方の見直し

１　ワークライフバラン
スの推進

男女が共に継続就業
ができるための支援

放課後児童クラブ事業(学童保育）
実施クラブ数28クラブ

子ども福祉課

保育園機能の充実
 公立保育園・認定こども園　8園
 私立保育園・認定こども園　16園で実施。

子ども福祉課

2　家事、育児、介護支
援の充実

家事・育児・介護等の
分担について教育、啓
発

男女共同参画センター出前講座（年80回）、講座（7回）、講演会（１
回）による啓発

ダイバーシティ推進室

介護支援の充実 地域密着型施設の拡充による在宅介護の支援

・小規模多機能型居宅介護事業所 10か所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 1か所（H32年度１か所増設
予定）
・地域密着型通所介護事業所 9か所
・認知対応型通所介護事業所 6か所
・認知対応型共同生活介護事業所 7か所
・地域密着型介護老人福祉施設1か所
（平成31年4月現在）

長寿福祉課

男性の家事・育児・介
護等への参加のため
の教育、啓発

男女共同参画センター出前講座（年80回）、講座（7回）、講演会（１
回）による啓発

ダイバーシティ推進室

２　各種団体・企業等の
方針決定の場への女
性の参画支援

各種団体・企業等の管
理・指導的立場への女
性の参画の啓発、促進

Ⅲ　政策等の立案
及び決定への共同

参画

Ⅳ 家庭と仕事の両
立と地域活動等へ
の積極的な参加



基本目標 重点課題 施策の方向 施策の概要 令和元年度実施事業（計画） 担当課

すくすくすまいる事業（子育てを支援する事業所の拡充）
目標登録数　160件
すくすくすまいる事業所表彰式（5/24）表彰事業所3件

子ども福祉課

両親学級（年４回） 健康増進課

公民館講座の開催
（男性のための家事・育児教室等開催による学習の場の提供）

生涯学習課

２　子育て支援の充実 １　子ども条例による子
ども・子育て支援

家庭の実情に合った子
育て支援の充実

児童手当支給事業（0歳から中学校修了まで）
　支給予定児童数（延人数）　約126,000人

子ども福祉課

子ども医療費助成事業（0歳から中学校修了まで）
助成見込延べ件数　約136,000件

子ども福祉課

多様な保育事業の充実（延長保育、休日保育等）
延長保育：公立保育園・認定こども園　８園
　　　　　　　私立保育園・認定こども園　１６園で実施。
休日保育：私立認定こども園　１園で実施

子ども福祉課

地域子育て支援センター事業
市内4か所で実施
(NPO法人ピノキオ・フォルマシオーン・いまだて・一陽)
利用者見込数　約40,000人

子ども福祉課

子ども・子育て総合相談窓口の充実 子ども福祉課(子ども子育て
総合相談室）

子育て一時支援事業(すみずみ子育てサポート・一時預かり・病児保
育などの充実）
利用見込み数　すみずみ子育てサポート2,000人
　　　　　　　　　　病児デイケア　延760人

子ども福祉課

・乳児健診の医療機関実施
・全出生児の訪問指導の充実
・各種子育て相談窓口の啓発
・5か月児セミナーの実施
・地域に出向き乳幼児相談の実施
・母子保健推進会議を産婦人科医及び助産師も含めて開催

健康増進課

ひとり親家庭等の自立
支援の推進

子ども医療費・ひとり親家庭等医療費・未熟児養育医療費助成事業
助成見込件数　　子ども医療費136,000件
　　　　　　　　　　　ひとり親家庭等医療費　15,000件
　　　　　　　　　　　未熟児養育医療費　　54件

子ども福祉課

ひとり親家庭等給付事業（児童扶養手当・資金の貸付等）
　支給見込延べ受給者数　6,850人

子ども福祉課

３　家庭生活における
積極的な社会活動へ
の参画の促進

１　地域社会活動への
男女の共同参画

地域社会活動への男
女共同参画推進のた
めの啓発

男女共同参画推進会議委員が中心となって、各地区自治振興会や
公民館と連携をとり、啓発

ダイバーシティ推進室

社会教育団体育成事業(女性会、壮年会） 生涯学習課

２　ボランティア活動等
への参加促進

ボランティア活動や市
民団体等への自主的
な社会参加、地域活動
の促進

ＮＰＯ活動、災害ボランティア活動の参加促進
・NPO講座への女性の参画を促進

市民協働課

４　安心して暮らせる環
境整備

1　健康づくりの推進 必要な保健情報提供
や健康づくりに関す
る意識の啓発

市民の健康増進を推進していくため、健康教育・健康相談・出前講
座・健康づくりに関する団体による活動等を実施していく。

健康増進課

2　高齢者に関する施策
の推進

高齢者の健康づくりや
介護予防の充実

住民主体による介護予防・日常生活支援総合事業の推進
　
・いきいきふれあいのつどいの開催
・高齢者の生活支援の実施
・認知症関連事業の実施
・いきいきシニアクラブの活動拡大

長寿福祉課

３　障がいを持つ人に
関する施策の推進

障がい者の自立支援 障がい児保育事業
公立保育園・認定こども園　８園
私立保育園・認定こども園　１６園で実施。

子ども福祉課

障害福祉サービス事業
重度身体障害者住宅改造助成事業
日常生活用具給付等事業（住宅改修費）
障害者差別解消法の推進

社会福祉課

１　国際交流の促進 1　国際理解のための
学習の推進

多文化の学習 英語教育推進事業（ALTの派遣等）
国際理解教育研究校を指定（２校）

教育振興課

公民館講座の開催
(多文化学習・国際理解講座の実施)

生涯学習課

Ⅴ　 国際的協調

Ⅳ 家庭と仕事の両
立と地域活動等へ
の積極的な参加



基本目標 重点課題 施策の方向 施策の概要 令和元年度実施事業（計画） 担当課

外国語による絵本読み聞かせの実施と、外国語絵本の充実 図書館

２　国際交流活動の推進 地域社会における共生
支援

地域住民が外国人市民と円滑に社会生活を営むための支援
・外国人市民が地域行事に参加しやすいように、町内会からの通知
文を母国語で翻訳
・広報の外国語版を３か国語で発行（ポルトガル語、中国語、ベトナ
ム語）

市民協働課

２　国際的協力と貢献 1　在住外国人への支
援

在住外国人への生活
サポートの充実

外国人児童生徒支援事業（外国人児童生徒数に応じたアクセスワー
カーや日本語指導員等の配置）
多言語翻訳機の配備

教育振興課

多様な保育事業の充実
・外国籍児童の保育
公立保育園・認定こども園　6園
私立保育園・認定こども園　14園で実施。

子ども福祉課

多文化共生推進プランの進捗管理・課題研究 ダイバーシティ推進室

2　人材育成 交流活動等リーダーの
育成

多文化共生推進プランの進捗管理・課題研究 ダイバーシティ推進室

英語教育推進事業（ALTの派遣等） 教育振興課

Ⅴ　 国際的協調


