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１．計画の基本的な考え方 
 

 

１ 計画の概要 

本計画は、「男女共同参画社会基本法」に基づく「市町村男女共同参画計画」として定め

るとともに、「伊仙町男女共同参画推進条例」に基づく「男女共同参画の推進に関する基本

的な計画」として策定するものです。 

 また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（通称：ＤＶ防止法）」

に定める「市町村基本計画」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（通

称：女性活躍推進法）」に定める「市町村推進計画」を包含する計画として策定するもので

す。 

 伊仙町では、平成 25年３月に「伊仙町男女共同参画基本計画」を策定し、平成 29年３

月には計画の見直し（「伊仙町男女共同参画基本計画（後期計画）」の策定）を行いました。 

 令和３年度をもって、「伊仙町男女共同参画基本計画（後期計画）」の計画期間が終了を

迎えることから、近年の国・県の動向や社会情勢の変化等を踏まえた「第２次伊仙町男女

共同参画基本計画」を策定します。 

 

２ 計画の期間 

令和４年度から令和 13年度までの 10年間とします。 

 また、計画における具体的施策については、前期を令和４年度から令和８年度までの５

年間、後期を令和９年度から令和 13 年度までの５年間として推進し、社会情勢の変化等

により変更が必要とされる場合は見直しを行います。 

 

 
 

２．目指すべき姿・基本理念等 
 

 

１ 目指すべき姿 

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個

性と能力を十分に発揮することにより、誰もが安心していきいきと暮らせる心豊かな社会

の実現を目指すことを目的に、本計画の目指すべき姿を次のように定め、男女共同参画社

会を推進していきます。 

心豊かな「健康・長寿・癒しの伊仙
ま ち

」を 

「男女共同参画社会の実現で」 
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２ 基本理念 

平成 21 年に制定した伊仙町男女共同参画推進条例の第３条には、男女共同参画社会基

本法を踏まえ、男女共同参画社会の形成について、４つの基本理念が規定されています。 

 この基本理念に基づいた取組を推進することにより、すべての人々が、その人権を尊重

され、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが出来る男女共同参画

社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 基本目標 

基本理念実現のため、以下の５つの基本目標を掲げ、町民・事業者・行政がそれぞれの

課題を共有し、共に男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊仙町男女共同参画推進条例（第３条） 
 

第３条 男女共同参画の推進は、男女個人の尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別

的取扱を受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、妊娠、

出産等互いの性に関する事項についての理解が深められ、男女の生涯にわたる健康が確

保されること、その他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければなら

ない。 

（１） 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映した制度、

又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対してできる限り影響を及ぼすこ

とのないように配慮されなければならない。 

（２） 男女共同参画の推進は、男女が、町における政策又は民間の団体における方針の立案

及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければなら

ない。 

（３） 男女共同参画の推進は、男女が社会の基盤である家庭の重要性を認識し、相互の協力

と社会の支援の下に、この養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家

族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、地域等における活動を行うことが

できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（４） 男女共同参画の推進は、国際社会における取組を考慮して行われなければならない。 

基本目標１ 男女共同参画の実現に向けた基盤整備 

基本目標２ 政策・方針の決定や地域における女性 

参画の促進 

基本目標３ 男女がともに働きやすい環境の整備 

基本目標４ 健やかで安心して暮らせる社会づくり 

基本目標５ 男女間のあらゆる暴力の根絶 
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４ 施策の体系 

  

  

【 目指すべき姿 】

心豊かな「健康・長寿・癒しの伊仙」を
「男女共同参画社会の実現で」

基本目標１ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備

（１）意識改革のための啓発及び男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の見直し

（２）教育・学習の場における男女共同参画の推進

基本目標３ 男女がともに働きやすい環境の整備

（１）働く場における女性活躍の推進

（２）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

（３）子育て・介護等に対する支援の充実

基本目標２ 政策・方針の決定や地域における女性参画の促進

（１）政策・方針決定過程への女性参画の促進

（２）地域における男女共同参画の推進

基本目標４ 健やかで安心して暮らせる社会づくり

（１）生涯にわたる心と身体の健康支援

（２）安心して暮らせる環境の整備

基本目標５ 男女間のあらゆる暴力の根絶

（１）男女間の暴力を根絶するための基盤づくり

（２）早期発見・早期支援及び相談支援体制の充実

伊仙町女性活躍推進計画

伊仙町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画

ま ち
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３．施策の方向性 
 

 

基本目標１ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備 

（１）意識改革のための啓発及び男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の見直し 

① 町民意識の醸成に向けた取組の推進 

・町ホームページや広報「いせん」等を活用し、固定的な意識の是正に必要な情報を提

供します。 

・男女共同参画地域推進員による学校・事業者等へのチラシ配布やほーらい館での資料

展示等による啓発活動を推進します。 

・女性団体や各種団体、公的な機関と連携し、セミナーや講演会等による啓発活動の実

施に努めます。 

② 男女共同参画に関する資料の収集と情報発信 

・男女共同参画に関連する制度や取組等の情報を収集し、様々な機会や媒体を活用した

情報提供に努めます。 

・伊仙町男女共同参画基本計画策定時の機会を活用し、アンケート調査等を活用した町

民意識の動向把握に努めます。 

・町から発信する情報について、男女共同参画に配慮した適切な表現に努めます。 

 

（２）教育・学習の場における男女共同参画の推進 

① 男女共同参画に関する教育・学習機会の充実 

・学校における人権教室やいじめ防止教室等を通じて、子どもたちに対する男女共同参

画に対する意識の醸成に努めます。 

・男女共同参画に関する生涯学習の充実に努めます。 

・男性を対象とした男女共同参画意識の醸成につながる研修会や講座の開催に努めます。 

② 女性の社会参画のための学習支援 

・女性が社会のあらゆる分野の活動に参画する力を身につけるための学習機会の提供に

努めます。 

 

 

基本目標２ 政策・方針の決定や地域における女性参画の促進 

（１）政策・方針決定過程への女性参画の促進 

① 行政における女性参画の拡大 

・町の審議会等における女性委員の積極的な登用に努めます。 

・女性活躍推進法に基づく「伊仙町特定事業主行動計画」を踏まえ、女性職員の管理職

への積極的な登用に努めます。 
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（２）地域における男女共同参画の推進 

① 地域活動における男女共同参画の推進 

・地域の課題解決に向けた活動を行う人材や団体の育成に努めます。 

・子育て支援やＤＶ対策、地域防災活動等の地域の課題や男女共同参画社会づくりに取

り組む団体の活動を支援します。 

② 防災分野における男女共同参画の推進 

・防災体制の整備にあたっては、災害から受ける影響やニーズに男女差があることなど

も踏まえ、男女双方の視点に留意して取り組みます。 

・防災に関する政策・方針決定過程や防災活動の現場における女性の参画を促進します。 

 

 

基本目標３ 男女がともに働きやすい環境の整備 

（１）働く場における女性活躍の推進 

① 職業生活における女性の活躍の推進 

・妊娠や出産、育児、介護等を理由とする不利益な取り扱いを防止するため、事業者や

町民に対する啓発に努めます。 

・性別に関わらず、多様な働き方の選択が可能となるよう、男性の育児・介護休業の取

得を促進します。 

② 雇用の場における男女の均等な機会と待遇の確保 

・雇用に関する男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるよう、「女性活躍推進法」や

その他関係法令の周知に努め、事業主等によるポジティブ・アクション（積極的改善措

置）の促進を図ります。 

・女性の管理職への登用促進を図るため、事業者等に対する協力要請や情報提供等を行

います。 

・女性の管理職への登用促進を図るため、県や関係団体等と連携して、女性就業者に対

する意識改革や女性リーダーの育成支援に努めます。 

・事業所等での配置・昇進等における差別やセクシュアル・ハラスメント、マタニティ・

ハラスメント等の各種ハラスメントに対する雇用管理の改善を図るため、関係機関と連

携した取組を推進します。 

③ 多様な働き方を選択できる環境整備と就業機会の創出 

・働きたい女性が、子育てや介護等に関わらず継続して就業できるよう、また、ライフ

スタイルに応じた多様な働き方が選択できるよう、関係機関と連携して職場環境の整

備推進に努めます。 

・就職や再就職を支援するため、関係機関と連携して各種技術・技能習得の機会や職業

能力開発機会の情報収集・提供に努めます。 

・女性の創業支援とともに、再就職やスキルアップを目指す女性を対象に、関係機関と

連携した情報提供等に努めます。 
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④ 労働環境の整備の推進 

・パートタイム労働者や派遣労働者、非正規雇用労働者、家内労働者、また、農林水産

業・商工業・サービス業等の自営業等に従事する女性の労働条件や健康管理等の労働

環境の整備の促進に努めます。 

 

（２）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

① 仕事と生活の調和のとれた生き方の普及 

・講座や講演会の開催等を通じて、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた気運の醸

成を図ります。 

・男性の仕事優先の意識やライフスタイルを見直し、家庭生活・地域活動への参画を促

進するため、男性の固定的性別役割分担意識の改革に向けた啓発活動を推進します。 

② 事業者等への啓発及び就業環境の整備 

・仕事と生活の両立に向けた長時間労働の削減や年次有給休暇の取得、働き方改革の推

進に向けた普及啓発に努めます。 

・育児・介護休業制度等の定着を図るため、関係機関と連携し、事業主への普及啓発を図

ります。 

・男性が子育てにより参画しやすい雇用環境づくりの促進を図るため、育児休業・介護

休業給付制度等の周知に努めます。 

 

（３）子育て・介護等に対する支援の充実 

① 地域における子育て支援の充実 

・登下校の見守り等により、地域全体で子育てを支える仕組みづくりの確立に努めます。 

② 保育環境等の確保 

・就労形態の多様化等による子育て家庭からの多様な保育ニーズに対応するため、適切

な子育て支援サービスを提供することができる体制の確保に努めます。 

③ 母子保健サービスの充実 

・子育て支援や母子の健康保持を推進するため、妊娠から出産・育児の各段階に応じた、

妊婦・乳児健診の受診支援や相談支援体制の確保等による母子保健対策の充実に努めま

す。 

④ 介護支援の充実 

・高齢者及びその家族の生活を支えるため、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一

体的に提供される地域包括ケアシステムの確立を推進します。 
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基本目標４ 健やかで安心して暮らせる社会づくり 

（１）生涯にわたる心と身体の健康支援 

① 生涯を通じた心身の健康管理の推進 

・男女一人ひとりが生涯を通じて自らの健康管理ができるよう、関係機関と連携し、各

種保健事業や相談体制の充実を図ります。 

・女性が安心して子どもを産み育てることができるよう、妊娠や出産、育児等に関し、

知識の普及啓発や情報提供に努めるとともに、母子保健対策事業の充実に努めます。 

・女性団体や各種団体、公的な機関と連携し、セミナーや講演会等による啓発活動の実

施に努めます。 

② 性を尊重する意識の浸透と母性の保護 

・女性の生涯にわたる健康支援の推進を図るため、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

（性と生殖に関する健康と権利）に関する知識と、次世代に生命を引き継ぐという社

会的に重要な役割を担う母性の保護の必要性について、正しい知識の普及・啓発に努

めます。 

③ 心身の健康を脅かす問題についての対策の推進 

・思春期の子どもをはじめとして、男女ともに正しい保健や性に関する知識を持てるよ

う、子どもの発達段階に応じて、飲酒や喫煙、性感染症、薬物乱用等に関する正しい

情報を提供するとともに、自らの健康は自ら管理できるよう、学校や地域における健

康教育や性教育の充実に努めます。 

 

（２）安心して暮らせる環境の整備 

① 高齢者が地域で安心して暮らせる体制の整備 

・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、住まい・医療・

介護・予防・生活支援のサービスが切れ目なく一体的に提供される地域包括ケアシス

テムの確立を推進します。 

・高齢者の社会参画を推進するため、高齢者の就労や地域活動への参加等の促進に努め

ます。 

② 障がいの有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現 

・全ての人が相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会（共生社会）の実現を目指

し、障害のある人への理解促進や障害福祉サービスの充実等の取組を推進します。 

③ ひとり親家庭等に対する支援 

・子どもの養育や健康面における不安、経済的な問題を抱えるひとり親家庭等の不安解

消や自立を図るため、相談支援体制の確保に努めます。 
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④ 子どもの虐待等の防止と健全育成 

・「伊仙町要保護児童対策地域協議会」を中心に、地域団体や教育・保育機関、児童相談

所、警察等の関係機関と連携し、児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応に努めま

す。 

⑤ その他困難を抱えた人への対応 

・経済的に困窮者している人への支援について、徳之島地区生活困窮者自立支援事業支

援調整会議や徳之島くらし・しごとサポートセンター等との連携を通じた支援の充実

を図ります。 

・性同一性障害や外国人であること等の様々な要因で、日常生活において困難な状況に

置かれているケースについて、関係機関と連携した対応に努めます。 

 

 

基本目標５ 男女間のあらゆる暴力の根絶 

（１）男女間の暴力を根絶するための基盤づくり 

① 男女間の暴力を根絶するための取組の推進 

・人権を侵害するような暴力行為を許さない意識を醸成するため、講演会の開催や広報

等を通じた啓発活動の推進を図ります。 

・セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等

の防止のため、関係機関等と連携し、事業者等に対する啓発活動の推進を図ります。 

・関係機関等と連携し、性犯罪や売買春、人身取引、ストーカー行為、子どもに対する

性的な暴力等のあらゆる暴力の根絶に向けた取組の推進を図ります。 

 

（２）早期発見・早期支援及び相談支援体制の充実 

① 相談支援体制の充実 

・被害者や近隣住民等を含む関係者からの相談・通報等に対応するため、関係機関等と

の連携による相談支援体制の構築に努めます。 

・様々な支援制度等に関する情報提供や関係機関との連絡調整を行いながら、被害者一

人ひとりの状況に応じた支援に努めます。 

・多様化する相談に適切に対応することができるよう、各種研修や講座等の活用による

関係機関等と連携した関係職員の資質向上に努めます。 

② 相談窓口等に関する周知・啓発 

・町ホームページや広報「いせん」等を通じた相談窓口等に関する周知・啓発に努めま

す。 

・警察や鹿児島県男女共同参画センター等の関係機関と連携し、緊急時や夜間、休日等

を含めた相談窓口の周知に努めます。 
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４．計画の推進 
 

 

１ 計画の推進にあたっての考え方 

男女共同参画社会の形成にあたっては、町民一人ひとりが男女共同参画に対する理解を

深めるとともに、事業者等の自主的な取組が必要であることから、町民や関係団体、ＮＰ

Ｏ、事業者等と行政が、それぞれの役割をしっかり理解したうえで、対等なパートナーと

して連携し、計画を推進する体制の構築を図ります。 

 また、本町が実施するあらゆる事業において、男女共同参画の視点に配慮した実施に努

めるとともに、国・県が実施する男女共同参画に関する事業等も活用しながら、男女共同

参画の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次伊仙町男女共同参画基本計画 

（前期計画） 
配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 

女性活躍推進計画 
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