
基本課題 具体的課題

１ 男女共同参画についての意識啓発
と学習の推進

２ 男性にとっての男女共同参画の推
進 【重点】

３ 国際理解と多文化共生の推進

４ 政策・方向決定の場への女性の参
画拡大

５ 働く場での男女共同参画の推進

６ ワーク・ライフ・バランスの推進【重点】

７ 仕事と子育て・介護の両立できる
環境整備

８ 地域・防災分野における男女共同
参画の推進

９ 男女間のあらゆる暴力の根絶

１０ 困難を抱えた女性が安心して暮
らせる環境の整備

１１ 生涯を通じた男女の健康づくり

Ⅳ. 男女共同参
画推進体制の
充実

１2 男女共同参画推進体制の充実

「第６次飯田市男女共同参画計画」～ ともに生きる いいだプラン ～　令和２年度実施状況報告　

Ⅰ.男女がと
もに参画す
るための意
識づくり

Ⅱ. 男女が
ともに参画
できる社会
環境づくり

Ⅲ. 安全・安
心な社会づ

くり

◆ 【第６次飯田市男女共同参画計画の重点的課題】

【課題】男性にとっての
男女共同参画の推進

【課題】ワーク･ライフ･
バランスの推進

仕事と子育て・介護の両立できる環境整備下支え 下支え

◆ 【新型コロナへの対応】

意識啓発のための大勢が参加する講座等の開催不可

【開催方法の変更】ネット配信によるオンライン開催

【啓発方法の変更】情報誌や冊子等の広報媒体の活用

【主な取組】
●「素敵なパートナー女と男」標語を募集し、高校生(７作品)、一般(53作品)からも多くの
応募がありました（総数330作品）。入賞作品を広報いいだで紹介しました。（№6）
● 人権啓発の一環として「シトラスリボンプロジェクト」に取り組みました。(№8)
● 地元情報誌へ父親の育児の様子を紹介する記事を掲載しました。(№12)
【今後の課題】
● 社会全体の意識づくりと共に男女が家庭で育児・家事を分担する意識づくりを継続して
行っていくことが必要です。

令和２年度は「第６次飯⽥市男女共同参画計画〜ともに生きる いいだプラン〜」（計画期間2018〜2022年度）の３年目として、新型コロナウイルス

感染症（以下、新型コロナという。）へ対応しながら、計画に基づき取り組みました。［（№  ）の数字は一覧表の具体行動の項目番号に対応］

【主な取組】
● 審議会等委員の女性委員の比率が目標値を超えました。前年度29.1％⇒30.4％（№20）
● 女性団体連絡協議会が市⻑、女性市議と懇談会を開催し意⾒交換を行いました。（№22）
● 事業所向けのセミナーをオンラインに方法を変えて開催しました。（№27.29.31）
● ワーク・ライフ・バランスを意識した子育てを啓発する冊子を作成しました。（№31）
【今後の課題】
● 事業所への働きかけを引き続き行うため、新型コロナの状況により、従来のセミナー開催
や訪問などの方法をオンラインへの切り替えなども検討しながら進めていきます。

【主な取組】
● DV被害者相談、女性のための法律相談など各種窓口で女性からの相談に対応したほか、
女性団体連絡協議会と連携して暴力根絶の啓発活動を行いました。（№42.43.44.45）
● 新型コロナ関連の臨時特別給付金（国事業、市単独事業）の支給を行いました。（№46）
【今後の課題】
● 避難所運営など地域の防災について、女性の視点や意⾒を反映させることが必要です。
● 暴力根絶に向けて、各所と連携して啓発活動、相談への対応などを進めていきます。

【主な取組】市職員向けの男性の育児に関する情報交換会を開催しました。（№61）
【今後の課題】各種研修の機会を提供し、男女共同参画社会の実現を目指します。



基本課題 具体的課題 課題解決の方向 具体行動 取組内容 令和２年度取組状況 主な担当課

Ⅰ
男女がと
もに参画
するため
の意識づ
くり

1家庭や地域に
おける学習機
会の提供

地域の状況に応じて、男女共
同参画に関する学習会、研修
会、講演会等を実施します。

・飯田市連合婦人会の活動を支援。長野県連合婦人会主催の学習会「くらしのフォーラム2020」が新型コロナウイル
ス感染症（以下、新型コロナという。）のため中止となったため、「くらしのフォーラム地域版」として環境学習会
を開催。コロナ禍における学習として、男女共同参画課職員を講師にシトラスリボン作りを行い、各地区の会員へ広
めた。伊勢市との婦人会交流は新型コロナのため中止となった。
[生涯学習・スポーツ課]
・「子育て講座」や「妊婦講座」「親子料理教室」「男性の料理教室」等の開催を通じて、自立やそれぞれの役割に
ついて改めて考える機会を持った。
[公民館]
・各地域で公民館事業と併せて自立やそれぞれの役割の大切さを学習する機会を設けたが、新型コロナのため中止ま
たは延期とした地域もあった。
[ムトスまちづくり推進課]
・令和３年３月７日に第25回市民のつどい「いま輝いて人とひと｣を計画していたが、新型コロナのため中止となっ
た。
[男女共同参画課]

生涯学習・スポー
ツ課
公民館
ムトスまちづくり
推進課
男女共同参画課

2職場における
学習機会の提
供

各企業における職場学習や研
修の取組を促進します。

・各事業所の経営者、人事・総務担当者、一般を対象としたワーク・ライフ・バランスセミナーをオンラインにより
開催し、35名の参加を得た。
　令和３年１月21日（木）13:30～15:00
　「優秀な人材を手放さないために　～コロナ禍後の人材確保に必要な視点～」講師：増田 綾子さん
[男女共同参画課、子育て支援課、産業振興課]

産業振興課
子育て支援課
男女共同参画課

3児童生徒に対
する男女共同
参画教育

小学校での「総合的な学習の
時間」や各教科での教育を推
進します。

・市内全小中学校で、総合的な学習の時間や各教科において、人権に関する教育や人権啓発の取組みを行った。
[学校教育課]

学校教育課

4保護者に対す
る学習機会の
提供

ＰＴＡ役員会等の活動を通じ
て啓発を行います。

・市内各学校のＰＴＡ役員会等の活動を通じて、適時人権啓発の取組みを行った。
[学校教育課]

学校教育課

5職員に対する
学習機会の提
供

各保育所及び認定こども園の
職員を対象とした研修を行い
ます。

・各園において、人権尊重に関する職員学習の取組みを行った。
［子育て支援課］

子育て支援課

6広報等の情報
媒体の活用に
よる啓発

広報等の情報媒体を活用し
て、性別による差別をなくす
ための情報や男女共同参画に
ついての情報等を適時的確に
発信します。

・テレビ広報番組「一人ひとりが輝く～男女共同参画社会～」を制作し、飯田ケーブルテレビで放送した。男女共同
参画推進事業者等表彰を受賞した事業者・団体の取組を紹介した。
・広報いいだ、リーフレットなどのほか、いいだＦＭや市ウェブサイトを用いて広報啓発を行った。
・男女共同参画週間には啓発のためのぼり旗を市役所玄関に設置した。また、新型コロナにより啓発用ティッシュの
大型店舗での配布を中止し、市役所窓口などにティッシュを設置し啓発を行った。
・「素敵なパートナー女と男」標語を募集し330作品の応募があった。各部門入賞者の表彰式を行う予定であったが、
新型コロナのため中止となった。入賞の27作品は令和3年度の広報いいだで毎月数作品ずつ紹介する。
[男女共同参画課]

男女共同参画課

7男女平等の視
点に立った広
報等の表現の
ガイドライン
の周知、情報
の表示に関す
る配慮

人権侵害及び固定的性別役割
分担意識に関わる公的広報の
手引きを周知します。

・男女共同参画の視点からの公的広報の手引(内閣府男女共同参画局作成)に基づき、引き続き、人権やジェンダーに
配慮した表現による情報発信に努めた。
[秘書広報課、男女共同参画課]

秘書広報課
男女共同参画課

(3)意識改革の
ための啓発

第６次飯田市男女共同参画計画　取組状況一覧表

(2)保育所、認
定こども園、
学校での人権
教育の推進

(1)家庭や地
域、職場での
学習機会の提
供

1男女共同参
画について
の意識啓発
と学習の推
進

1



基本課題 具体的課題 課題解決の方向 具体行動 取組内容 令和２年度取組状況 主な担当課

第６次飯田市男女共同参画計画　取組状況一覧表

公民館等による人権学習講座
や講演会を実施します。

・各公民館で地域住民を対象とした高齢者学級、女性学級、日本語教育事業ほか、ＰＴＡと合同でインターネットや
SNSを通じた人権侵害に関する講演会を開催した。
・成人式実行委員会や女性学級などでシトラスリボン作りを通してコロナ禍における人権について考える機会とし
た。
[公民館]
・市内の小中学校が行う満蒙開拓平和記念館を活用した学習（語り部や職員による講話、記念館の施設見学）の支援
及び教職員、公民館関係者を対象とした記念館の視察研修会を実施し、満蒙開拓の歴史を通した人権学習を推進し
た。
・学校・ＰＴＡ・公民館等が連携し、ネットトラブルに関する講演会を実施した。また、情報誌haguにネットモラ
ル・リテラシーに関わる記事を掲載し、子どもを取り巻く人権について学習・啓発を行った。
[生涯学習・スポーツ課]
・新型コロナ感染者や医療従事者への誹謗中傷を防ぐ全国的な運動「シトラスリボンプロジェクト」の活動を飯田下
伊那で普及させる取組みを行った。材料には飯田水引を用い、飯田人権擁護委員協議会中部部会などと協働して約
3,000個のシトラスリボンを作成したほか、保育園、学校、公民館、企業、各団体などでリボン作り講習会を行い、材
料となる水引ベルト約20,000本を配布した。
・市の広報誌やウェブサイトを通じ、新型コロナによる誹謗中傷に対する人権侵害への注意喚起に努めた。
[男女共同参画課]

公民館
生涯学習・スポー
ツ課
男女共同参画課

各保育所、認定こども園にお
いて、お手伝いの楽しさ、友
だちを大切にする心、命を尊
ぶ心を育みます。

・各園において、友達と一緒にいろいろな遊びを楽しむ中で、喜びや悲しみを共感する人間関係を養い、友達を思う
心などを主眼とした人権尊重の取組みを行った。（保育所等では発達段階からの男女の区別は特にしていないため、
友達を思う心など人権尊重を主眼にしている。）
［子育て支援課］

子育て支援課

9効果的な啓発
活動

FMラジオやケーブルテレビ等
を利用して男女共同参画に関
する広報・啓発を行います。

・広報紙での記事をはじめ、関連する事業のプレスリリースや記者会見資料において、事業の意図がわかりやすく伝
わるよう、文言や文字の大きさや配置などの工夫に努めた。
[秘書広報課]
・男女共同参画週間、人権週間等に合わせた周知・啓発など的確な広報を行った。
[男女共同参画課]

秘書広報課
男女共同参画課

10家庭、地
域、職場への
社会慣行見直
しの働きかけ

社会慣行見直しに関して家
庭、地域、職場への働きかけ
を行い、研修会及び学習会を
推進します。

・「男性の料理教室」や「妊婦講座」の開催を通じて、家庭における男女の役割や自立について改めて考える機会を
持った。
[公民館]

公民館

11自立を高め
る家事技術等
の習得支援

男性の料理教室等を開催し、
家事技術の取得を支援しま
す。

・「男性の料理教室」や「妊婦講座」の開催を通じて、家庭における男女の役割や自立について改めて考える機会を
持った。
[公民館]
・介護予防を目的にした男性対象の料理教室を開催する予定で計画はしたが、新型コロナ拡大防止のため、調理と飲
食をする教室は中止とした。
[長寿支援課]

公民館
長寿支援課

12育児におけ
る男女共同参
画の推進

パパママ教室・講座等を開催
します。
男性向け子育てガイドブック
「いいだパパナビ」を作成配
布します。

・２回コース、年間16回開催。夫の妊婦体験や赤ちゃんのお世話等の体験を内容に組み入れ、育児を父母の役割とし
て行えるよう啓発を行った。教室参加後、二人で子育てについて考える機会となったと多くの方が答えている。
・妊娠期から父親が母親を支え、育児参加する内容を掲載したチラシ、子育て支援課が作成した「育児応援ハンド
ブック『パパナビ』」を母子手帳交付時に配布し啓発に努めた。妊娠届時の母子保健コーディネーターによる面接で
は、育児環境を確認するなど、夫婦で育児について考える機会を作った。
[保健課]
・地元情報誌へ父親の育児の様子を紹介する記事を掲載し、男性の育児参加を啓発した。
[男女共同参画課]

保健課
男女共同参画課

(7)国際社会の
動向の把握

13国際社会の
動向の把握

国際社会の情報を収集しま
す。
日本女性会議等への参加を通
じた情報を女性団体等の活動
に還元する等、情報の共有を
図ります。

・日本女性会議に女性団体連絡協議会の理事がオンライン参加し、得た情報を各女性団体と共有した。
・関連する報道資料を女性団体連絡協議会理事会で示し、情報を各女性団体と共有した。
[男女共同参画課］

男女共同参画課

(5)家庭、地
域、職場にお
ける慣習やし
きたりの見直
し

（6)男性の家
事・育児・介
護への参画の
促進

(4)人権の尊重
についての啓
発

8人権について
の意識啓発

2男性にとっ
ての男女共
同参画の推
進

3国際理解と
多文化共生
の推進

2



基本課題 具体的課題 課題解決の方向 具体行動 取組内容 令和２年度取組状況 主な担当課

第６次飯田市男女共同参画計画　取組状況一覧表

14外国人の定
住生活の支援

外国人相談窓口を設置し、各
種相談に対応します。
通知文書の翻訳などにより適
時適切な情報提供に努めま
す。
外国人児童が安心して小中学
校で学ぶことができるよう支
援します。
市内で日本語教室を実施する
など外国人住民の学習支援を
行います。また、日本語支援
者の育成等に努めます。
外国人集住都市会議に参加
し、地域の課題を国や関係機
関へ提言します。
地域行事を通じて相互理解を
図ります。

・外国人住民が日本語や生活習慣等を学ぶ場として、外国人集住地区等で日本語教室を実施した。地域参画を促す機
会として交流会を計画したが、コロナ禍により未実施となった。
・日本語教室を担うサポーターの育成を実施した。
[公民館]
・日常生活全般に関わる相談等に、ポルトガル語、中国語、タガログ語･英語による相談窓口を設置して多言語で対応
した。また、多言語音声翻訳機を導入し、多言語で対応できる体制を整えた。
・多文化共生推進コーディネーターを新設し、日常生活全般に関わる出張的な相談に対応した。
・毎週土・日の夕方いいだＦＭ「広報いいだの風」において中国語、ポルトガル語及び英語の３言語による情報提供
を行っている。
・外国人住民の多国籍化に対応するため、やさしい日本語による窓口対応を全庁的に進めるために、やさしい日本語
ハンドブックを作成した。
・「外国人集住都市会議」の構成団体として、地域の課題解決のための制度構築や国の政策立案につなげるための意
見書を提出した。
[男女共同参画課]

公民館
男女共同参画課

15安心・安全
で豊かな交流
のまちづくり

訪れた人々が安全・安心に過
ごし交流できる環境づくりに
努めます。
関係機関等と連携して、外国
人住民との交流事業や意識啓
発のための事業を企画運営し
ます。市民に対して外国の文
化や言語を学ぶ機会を提供し
ます。

・中国語、英語等の図書を収集して貸出し、日本語を母語としない市民への読書支援を行った。また、英語多読学習
資料等を収集し、一般市民が多文化への理解と関心を高める支援を行った。
[中央図書館]
・新型コロナ感染拡大のため、飯田国際交流推進協会が主催する飯田国際交流の夕べ等の事業は開催中止を余儀なく
された。一方で、多文化共生社会を推進するための国際交流、国際理解の事業に取り組むための拠点づくりの検討に
着手した。
[男女共同参画課]

中央図書館
男女共同参画課

16地域活動へ
の女性参画促
進

各地区における文化・スポー
ツサークル等の支援を通じ
て、地域活動における女性参
画を促進します。

・地域における女性委員会や女性学級等の事業、地区内の女性を中心とした団体の支援を通じて、地区内における女
性の活躍の場の創出やリーダー育成に努めた。
[公民館]

公民館

17地域自治組
織への女性参
画促進

まちづくり委員会等の活動な
ど、自治振興センターを通じ
て地域自治組織に働きかけを
行います。

・地域協議会別に女性登用率を示し、女性の登用率を高めるように促している。
[ムトスまちづくり推進課]
・各自治振興センター所長へ、各地区の地域自治組織で女性参画がなされるよう働きかけを行った。また、男女共同
参画を推進している地域団体等の情報提供を呼びかけた。
[男女共同参画課]

ムトスまちづくり
推進課
男女共同参画課

18女性役員就
任の促進

役員改選時に啓発活動をおこ
ない、女性の役員就任を促進
します。

・改選期となるまちづくり委員会・地域協議会に対して、女性役員・委員の必要性を説明し登用を促進した。
[ムトスまちづくり推進課]
・自治振興センター所長会の場で、各地区の地域自治組織で女性の登用率を高めるよう働きかけを行った。
[男女共同参画課]

ムトスまちづくり
推進課
男女共同参画課

19市民団体表
彰

男女共同参画に積極的に取り
組んでいる市民団体を表彰し
ます。

・飯田市男女共同参画推進事業者等表彰において１事業者を表彰した。（株式会社キラヤ）
[男女共同参画課]

男女共同参画課

(9)地域活動へ
の女性参画の
促進

(8)多文化共生
社会の理解促
進

Ⅱ
男女がと
もに参画
できる社
会環境づ
くり

4政策・方向
決定の場へ
の女性の参
画の拡大
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第６次飯田市男女共同参画計画　取組状況一覧表

20審議会・委
員会等への女
性委員の登用

委員登用の際、各部署で男女
共同参画に取り組みます。

女性登用調査で前年比で増となった審議会委員等
・人権擁護委員　総数13名中７名　[男女共同参画課]
・飯田市防災会議　総数40名中6名　[危機管理室]
・飯田市公共交通改善市民会議　総勢33名中５名　[リニア推進課]
・飯田市保健推進委員等地区代表者連絡会　総数20名中11名　[保健課]
・人権尊重推進審議会　総数９名中４名　[男女共同参画課]
・飯田市社会福祉審議会高齢者福祉分科会　総数22名中11名　[長寿支援課]
・飯田市地域密着型サービス運営委員会　総数10名中７名　[長寿支援課]
・飯田市環境審議会　総数22名中６名　[環境モデル都市推進課]
・上下水道事業運営審議会　総数13名中６名　[経営管理課]
・松尾浄化管理センター連絡協議会　総数26名中６名　[経営管理課]
・飯田市社会教育委員　総数12名中７名　[生涯学習・スポーツ課]
・飯田市青少年育成推進委員　総数９名中４名　[生涯学習・スポーツ課]
・飯田市文化財審議委員　総数８名中１名　[生涯学習・スポーツ課]
・飯田市スポーツ推進審議会　総数11名中３名　[生涯学習・スポーツ課]
・飯田市スポーツ推進委員協議会　総数33名中７名　[生涯学習・スポーツ課]
・飯田市わが家の結タイム推進協議会　総数９名中５名　[生涯学習・スポーツ課]
・公民館長　総数20名中３名　[公民館]
・飯田市立図書館協議会　総数10名中7名　[図書館]
・飯田市立図書館分館長　総数16名中15名　[図書館]
・飯田市明るい選挙推進協議会　総数28名中８名　[選挙管理委員会]
・農業委員会　総数38名中４名　[農業委員会]
・飯田市空家等審議会　総数９名中２名　[ムトスまちづくり推進課]
・南信州広域連合特別養護老人ホーム入所調整検討委員会　総数９名中５名　[南信州広域連合事務局]
・女性の委員登用に向けて所管部署に働きかけを行った。　[男女共同参画課]

全庁
男女共同参画課

21同一人に役
職が偏らない
配慮、公募方
式による登用

「同一人による３審議会以上
の就任をしない。」「できる
だけ公募方式により委員選出
する。」ことを、庁内と関係
機関に周知徹底します。

・「付属機関等における女性登用状況調査」の結果を庁議で報告し課題意識の共有化を図った。
[男女共同参画課]

男女共同参画課

(11)女性リー
ダー等の育成

22女性団体活
動支援を通し
たリーダー等
育成

男女共同参画社会に関する講
座や学習会の開催や、国や県
が主催する養成講座への参加
を促進します。
女性団体の研修会や交流会
等、支援活動を通して、女性
リーダー等の育成を図りま
す。

・市内及び地区内の女性を中心とした団体や子育てサークルの支援を通じて、女性活躍の場の創出やリーダー育成に
努めた。
[公民館]
・新型コロナにより交流会、各種学習会等が中止となり、支援活動を通じた女性活躍の場の創出やリーダー育成を行
う機会がなかった。
[生涯学習・スポーツ課]
・飯田市女性団体連絡協議会事務局として女性議員との懇談会の支援を行い、女性団体が女性議員と市政に関する意
見交換を行う機会を創出した。
・飯田市女性団体連絡協議会事務局として市長との懇談会の支援を行い、女性団体が市長と市政に関する意見交換を
行う機会を創出した。
・「エシカルシンポジウム」開催に向けて、実行委員会を立ち上げ、企画運営を通じてリーダーが養成されるよう、
事務局として実行委員会の活動を支援した。
・地元で活躍する女性事業者などを講師として、エシカル消費を学ぶエコカフェ講座を４回実施した。
・新型コロナにより当初予定していた以下の講座や学習会などが中止となり、参加できなかった。
　くらしの交流学習会
　市民のつどい
　長野県男女共同参画推進県民大会（女性リーダー育成研修）
　長野県男女共同参画課による地域づくりミーティング
　三遠南信地域女性交流会
　長野県19市男女共同参画行政事務研究会
[男女共同参画課]

公民館
生涯学習・スポー
ツ課
男女共同参画課

家族経営協定を推進します。 ・「家族経営協定学習会」を開催し、農業経営者とその配偶者及び子に対し、協定の意義を説明した。
・「家族経営協定調印式」は新型コロナにより挙行できなかったが、４家族（８人）が調印を行った。
[農業委員会事務局]

農業委員会事務局

(10)各種審議
会委員への女
性の参画促進

5働く場での
男女共同参
画の推進

(12)経済的基
盤の確立

23男女がとも
に生産や経営
に参画するた
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研修会、公開講座等を実施し
ます。

・（コロナ感染症により講座開催縮小したため前年比較なし）次年度は食品系講座を充実させて計画しており、女性
参加者の増加が見込まれる。
[工業課(南信州・飯田産業センター)]

工業課

(13)女性の起
業への支援

24女性の起業
支援のための
情報提供や学
習機会の提供

女性のビジネスにおける活躍
を図るため、関係機関や団体
等と連携した企業セミナーな
ど学習機会を提供するととも
に、情報提供を図ります。
ビジネスや起業に関する図書
の充実を図ります。

・創業支援施設である「飯田市環境技術開発センター」について、市ウェブサイトなどで情報発信を行った。
[工業課]
・起業家ビジネスプランコンペ（審査委員６人のうち１名女性）を開催。
・チャレンジ起業相談室において16名の女性起業家に対する相談を行った。
[金融政策課]
・女性や若者等の起業、創業の際に商店街の空き店舗に誘導する補助制度を平成28年度に創設。引き続き女性等が起
業、創業できるよう継続している。（まちなか創業空き店舗活用事業補助金）
[商業･市街地活性課]

工業課
金融政策課
商業・市街地活性
課

25男女がとも
に農業経営や
地域活動に参
画するための
情報や学習・
交流機会の提
供

農村生活マイスター飯田支部
や農村女性ネットワークいい
だの活動等を支援します。

・農村女性ネットワークいいだ、長野県農村生活マイスター飯田支部等の女性農業者団体に対して、視察研修（２
回）等を開催した。
・南信州農業農村支援センターと協力し、農村女性ネットワークいいだ会員と若手農業者、信州伊那谷ガレット協議
会が、下伊那農業高校生徒が地元農産物を使って行う料理コンテストを支援した。
[農業課]

農業課

26男女がとも
に生産や経営
に参画できる
ための学習機
会の提供

技術や経営管理能力の向上の
ための研修会や講座等を開催
します。

・（コロナ感染症により講座開催縮小したため前年比較なし）次年度は食品系講座を充実させて計画しており、女性
参加者の増加が見込まれる。
[工業課(南信州・飯田産業センター)]

工業課

27雇用におけ
る均等な機会
の確保と女性
登用の促進に
ついて事業者
への働きかけ

雇用における均等な機会の確
保と女性登用の促進に関する
研修会及び学習会を開催しま
す。

・各事業所の経営者、人事・総務担当者、一般を対象としたワーク・ライフ・バランスセミナーをオンラインにより
開催し、35名の参加を得た。女性活躍推進法に見るありたい会社像など女性の働きやすい環境づくりの重要性等を学
ぶ機会となった。
　令和３年１月21日（木）13:30～15:00
　「優秀な人材を手放さないために　～コロナ禍後の人材確保に必要な視点～」講師：増田 綾子さん
[男女共同参画課、子育て支援課、産業振興課]

産業振興課
子育て支援課
男女共同参画課

女性職員の職域拡大や管理職
登用を促進します。

・令和２年４月１日付　女性職員の管理監督職への昇格者数
　部長１名、課長２名、課長補佐４名、係長19名
・令和２年４月１日現在　女性職員の登用数
　部長級２名、課長級11名、課長補佐級12名、係長級88名
・係長、課長補佐、課長　昇任における公募制を行った。
[人事課]

人事課

男女共同参画計画庁内推進委
員会を設置して、飯田市男女
共同参画計画を推進し、市職
員の意識啓発を進めます。

・男女共同参画計画庁内推進委員会を設置運営し、第６次飯田市男女共同参画計画の推進のため委員会を１回開催し
た（新型コロナにより例年の開催回数より少なかった）。
[男女共同参画課]

男女共同参画課

ワーク・ライフ・バランス推
進に関する事業情報を提供す
るとともに、取組の先進事業
所を取材・紹介します。
実践モデル事業所の取組を推
進します。

・各事業所の経営者、人事・総務担当者、一般を対象としたワーク・ライフ・バランスセミナーをオンラインで開催
し、35名の参加を得た。
　令和３年１月21日（木）13:30～15:00
　「優秀な人材を手放さないために　～コロナ禍後の人材確保に必要な視点～」講師：増田 綾子さん
[男女共同参画課、子育て支援課、産業振興課]
・ワーク・ライフ・バランス推進を実践している事業所の事例発信のために「働く人も会社も地域も　三方良しの会
社づくりセミナー」をオンラインで開催し、46名の参加を得た。
　令和３年２月22日（月）13:30～15:15
[産業振興課、男女共同参画課]
・セミナーのアンケートにより希望があった事業所を中心に５事業所を訪問し、ワーク・ライフ・バランスの取組に
対する聞き取りや相談を行った。
・事業所合同での女性対象研修会について、昨年度参加４事業所の担当者が４回の会議を開催し実施に向けて検討し
たが、その後新型コロナの影響を受け研修実施には至らなかった。人事担当者が、それぞれの事業所の、ワーク・ラ
イフ・バランス推進のための制度や実情について共有する機会になった。
[男女共同参画課]

産業振興課
子育て支援課
男女共同参画課

29労働環境の
整備に関する
事業者への働
きかけ

(14)自営業や
農業などにお
ける女性参画
の促進

(16)男女がと
もに働きやす
い職場環境の
整備

(15)雇用にお
ける均等な機
会の確保と職
場における女
性の登用の促
進

めの情報や学
習機会の提供

28市職員の意
識改革、能力
開発

6ワーク・ラ
イフ・バラ
ンス（仕事
と生活の調
和）の推進
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事業者表彰を行います。 ・飯田市男女共同参画推進事業者等表彰要綱に基づき募集し、１事業者を表彰した。（株式会社キラヤ）
[男女共同参画課]

男女共同参画課

30就業におけ
る情報提供や
就業支援

就業に関する情報を提供しま
す。

・県と共催で女性の就業個別相談を月１回開催した。（相談者44名）
[産業振興課]
・事業所から収集した求人情報を提供し、就業支援を行った。
[結いターン移住定住推進室]
・県内企業ガイド等、就業・働き方に関する図書を収集し、就業者への情報提供に努めた。
・外国人労働者とのコミュニケーションに関わる図書を収集し、外国人を雇用する企業への情報提供に努めた。
[中央図書館]
・外国人労働者の適正な雇用方針についてのチラシを設置し情報を提供した。
・ひとり親の雇用促進に関するチラシを相談窓口に配置し情報を提供した。
[男女共同参画課]

産業振興課
結いターン移住定
住推進室
中央図書館
男女共同参画課

事業者や市民に対し、育児・
介護休業法について広報・啓
発を行います。
次世代育成支援対策推進法に
ついて広報・啓発を行いま
す。

・会社づくりセミナー、ワークライフバランスセミナーについて、各企業団体会員企業へ情報周知を行った。
［工業課(南信州・飯田産業センター)］
・ワーク・ライフ・バランス推進を実践している事業所の事例発信のために「働く人も会社も地域も　三方良しの会
社づくりセミナー」をオンラインで開催し、46名の参加を得た。「えるぼし」、「くるみん」認定でＩＵターン者な
どの人材確保に繋がることなど、コロナ禍で加速した働き方の変化に対応することの重要性を学ぶ機会となった。
　令和３年２月22日（月）13:30～15:15
[産業振興課、男女共同参画課]
・セミナーのアンケートにより希望があった事業所を中心に５事業所を訪問し、ワーク・ライフ・バランスの取組に
対する聞き取りや相談を行った。
[男女共同参画課]

工業課
産業振興課
男女共同参画課

ワーク・ライフ・バランスに
ついて、事業者・市民等に広
報・啓発を行います。

・各事業所の経営者、人事・総務担当者、一般を対象としたワーク・ライフ・バランスセミナーをオンラインで開催
し、35名の参加を得た。
　令和３年１月21日（木）13:30～15:00
　「優秀な人材を手放さないために　～コロナ禍後の人材確保に必要な視点～」講師：増田 綾子さん
[男女共同参画課、子育て支援課、産業振興課]
・ワーク・ライフ・バランスを意識した育児を啓発する冊子を作成した。
[男女共同参画課]

子育て支援課
産業振興課
男女共同参画課

32保育事業の
推進

通常保育のほか、乳児保育、
未満児保育、延長保育、障が
い児保育、一時預かり保育、
休日保育、病児保育などの各
種の特別保育事業を推進しま
す。

・市内の公立・民間保育所、認定こども園、事業所内保育施設にて、保育のニーズにあわせた特別保育事業（乳児保
育、３歳未満児保育、延長保育、障がい児保育、一時預かり保育、休日保育）を行った。
・市内医療機関（社会医療法人健和会）に委託し、病児保育室（おひさまはるる）を行った。
・事業所内保育所事業（社会福祉法人ゆいの里）の認可を行った。（１～２歳児：定員10人）
[子育て支援課]

子育て支援課

33児童育成の
充実

子育て応援プランに基づき放
課後児童クラブの定員を増員
します。

・子育て応援プランに基づき、平成31年度に放課後児童クラブの飯田市全体の定員を970名とする目標であったが、年
度末までに975名となった。
[学校教育課]

学校教育課

34途切れない
子育て相談支
援の提供

途切れない子育て相談支援体
制を推進します。育ちにく
さ・育てにくさに悩む親子の
発達相談支援を行います。

・飯田市こども家庭応援センターでは、子育てに関する総合的な相談機関として、子育て・発達・教育に関する心配
ごとなど乳幼児期から18歳までの幅広い相談ニーズに応じ、社会資源との連携により対応した。
・保育所・認定こども園において、特別な配慮が必要な子どもや各クラスに対して「個別の指導計画」の作成推進を
実施するための実務研修会を実施し指導計画の実践を行った。また巡回訪問においては個別の配慮についての助言を
実施した。
・幼保小連携推進委員会が中心となって、支援を必要とする園児が小学校でも引き続き適切な支援を受けられるため
の情報伝達の統一様式として引継ぎシート(仮称)を作成した。
・「飯田市における幼保小接続カリキュラム（改訂版）」に基づいた市内の保育・教育施設における具体的な取組を
広報するための年中(年長)保護者向け啓発リーフレットを市内全ての年長園児家庭及び小学1年担任に配布した。
[子育て支援課]

子育て支援課

31法や制度の
周知

7仕事と子育
て・介護の
両立できる
環境整備

(17)仕事と生
活の両立支援

(18)仕事と子
育ての両立支
援

(19)子育て相
談・子育て支
援の推進
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35親子交流に
よる子育てを
学ぶ場の提供

子育て応援センター(ゆいキッ
ズ)や、地域子育て支援拠点事
業（つどいの広場）での親子
交流により、子育てを学ぶ場
を提供します。

・常設型つどいの広場を10か所、出張型つどいの広場を２か所において運営した。りんご庁舎内に親子が集える場と
して「ゆいきっず広場」を継続運営し必要に応じて専門相談につなげた。
[子育て支援課]

子育て支援課

(20)子どもの
発達と親子の
健康確保及び
増進

36食育活動の
推進

親子料理教室、ぱくぱくキッ
チン等を開催し、食育活動を
推進します。
学校、保健所などにおける農
業体験を通した食育活動を推
進します。

・各地区における乳幼児学級や親子料理教室、食農体験等を通じて、子どもの成長と食との関係等、親子で食につい
て考える機会を提供した。
[公民館]
・児童生徒の健康増進のため、安全安心かつおいしい給食の提供に取り組むとともに、地元農産物の積極的な利用等
の状況を給食だより等を通じて情報発信し食育学習に取り組んだ。
[学校教育課]
・全園、毎月19日の「食育の日」前後に、テーマを決め食育に取り組んだ。
・地元の食材を使用した「地元食材の日」を設定した。
・全園で野菜栽培を行い、野菜の成長を通じて育てる喜び、食べることの喜びなど意識を高める取組みを行った。
・各園、地域の特徴を生かし、農産物の栽培や調理体験などに取り組み、地域の食文化を学んだ。
[子育て支援課]
・学校、保育所における食農教育の支援を行った。
[農業課]
・調理実習をともなう取組みである親子の料理教室「ファミリークッキング」はコロナ禍で開催できなかった。
・保育園児対象に取り組む料理教室（ぱくぱくキッチン）についても開催ができなかった。
[保健課]

公民館
学校教育課
子育て支援課
農業課
保健課

(21)子どもが
健やかに成長
するための環
境整備

37子どもたち
が自ら取り組
む活動の推進

子どもたちが自ら取り組み、
活動できるように環境の整備
を支援します。

・飯田コミュニティスクールのコーディネーターとして地域と学校をつなぐ役割を果たした。
・子どもたちの積極的な参加につながる地域活動の機会を設けた。
・飯田OIDE長姫高校の地域人教育の取組みを通じて、高校生の地域での主体的な活動を支援した。
[公民館]
・学校、家庭、地域、企業、行政等が連携し、ＬＧ（地域・地球）飯田教育、キャリア教育の取組みを行った。
・市内中学校２年生の代表による結いジュニアリーダー育成講座を開催し、地域で活躍する方を講師にしながら他校
の生徒とのグループ探求活動を行った。例年結いジュニアリーダーが運営を行い開催している飯田市キャリア教育推
進フォーラムは新型コロナの影響で開催できなかった。
［学校教育課］

公民館
学校教育課

38介護支援制
度の情報提供

介護保険制度の利用により、
仕事と生活が両立できるよう
に情報提供を行います。

・介護保険事業者一覧表を市ホームページに掲載し、事業者の情報提供を実施した。［長寿支援課] 長寿支援課

39介護におけ
る男女共同参
画の推進

制度普及と相談体制の確保に
より、男性の介護への参画を
推進します。

・在宅福祉サービスを推進し、要介護者及び介護者の在宅生活における支援を行った。[長寿支援課] 長寿支援課

(23)介護を支
援するための
環境整備

40介護保険制
度の安定的な
運営

在宅介護サービスを安定的に
提供できる制度運営により、
介護を行う男女とともに仕事
と生活の両立が図られる環境
を整えます。

・地域密着型通所介護１施設、認知症対応型共同生活介護２施設、短期入所生活介護（基準該当）１か所が新規に開
設した。［長寿支援課]

長寿支援課

(22)仕事と介
護の両立支援

7
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第６次飯田市男女共同参画計画　取組状況一覧表

Ⅲ
安全・安
心な社会
づくり

災害時の男女のニーズの違い
等に配慮した上で、男女共同
の視点から、防災減災活動を
推進します。

・飯田市地域防災計画に「防災の基本理念」として「地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施に
より地域の防災力向上を図るため、(中略)防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、
障がい者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立」すると定め、防災･減
災のための活動への女性の参画を促すよう位置付けている。
・自主防災組織の活動である避難所設置・運営に関してのマニュアルには、女性への配慮や意志決定への男女共同参
画の視点を含めている。
・小中学校(市内28箇所)に設置した防災備蓄倉庫内に、女性・高齢者・乳幼児等にも配慮した資器材を整備し、必要
に応じて更新を行い、維持管理を徹底している。
・わが家の避難計画づくり、命を守るための避難のあり方検討会、各地で実施している防災学習会等で、災害時にお
ける女性への配慮や男女共同参画について啓発活動等を実施している。
・飯田市赤十字奉仕団の活動支援等を通じて、災害時等における地域内での女性のエンパワーメントの向上に寄与し
ている。
・飯田市第11次消防力（消防団）整備計画から、団本部へ女性部を組織に位置付けるとともに、女性団員が活動しや
すい環境を整備するための詰所建替や資器材の購入の際に女性に配慮したデザイン等にするなどの支援を実施してい
る。更に、飯田女子短期大学での女性消防団員の勧誘を行うなど、その活動の幅を広げるための支援を実施してい
る。
[危機管理室]

危機管理室

災害助け合いマップの更新を
推進します。

・見守りや支援者が必要な人を把握して見守り活動を行うための住民支え合いマップは、各地区まちづくり委員会等
へ働きかけて更新作業を推進した。
[福祉課]

福祉課

女性相談を実施します。 ・ＤＶ被害者の電話相談、来庁相談を実施した。
・ＤＶ被害者の支援を実施し、県、警察、他市町村女性相談員などの関係機関との連携を行った。
・広報いいだで相談窓口の開設時間等を周知した。
[子育て支援課]

子育て支援課

女性のための法律相談を実施
します。

・「女性のための法律相談」を毎月１回第３火曜日に実施し、年度計で47人の相談に対応した。
[男女共同参画課]

男女共同参画課

人権擁護委員による人権相談
所の案内と広報を行います。

・人権擁護委員による特設人権相談所や、「女性のための法律相談」等の開設について、会場確保に協力し、広報い
いだ、ウェブサイト等で広報を行った。
[男女共同参画課]

男女共同参画課

43暴力防止根
絶に向けての
意識啓発

暴力防止根絶に向けての意識
啓発を行います。

・女性に対する暴力をなくす運動期間中（パープルリボン運動）に女性団体連絡協議会と連携して、大型店で啓発用
ティッシュを500個配布した。
・情報チラシ・啓発ティッシュを本庁窓口に配置し、暴力根絶に向けた取組みを行った。
[子育て支援課・男女共同参画課]

子育て支援課
男女共同参画課

(26)配偶者等
からの暴力防
止及び被害者
保護と自立支
援

44暴力防止及
び被害者保護
と自立支援

ＤＶ相談を実施します。
ＤＶ被害者の支援と関係機関
との連携を行います。

・ＤＶ被害者と面接し相談者の意思を尊重した支援を実施。県、警察、他市町村女性相談員などの関係機関との連携
を行った。
・窓口にチラシやカードを設置し、暴力根絶に向けた取組みと、相談機関の情報提供を行った。
・広報いいだで相談窓口の開設時間等を周知した。
[子育て支援課]
・ＤＶ被害者の支援を関係機関と連携して行った。
・子育て支援課と連携して相談に対応した。
[男女共同参画課]

子育て支援課
男女共同参画課

セクシャル・ハラスメント及
びパワー・ハラスメントを防
止するため、広報・啓発に努
めて、関係機関と連携を図り
ます。

・女性に対する暴力をなくす運動期間中（パープルリボン運動）に女性団体連絡協議会と連携して、大型店で啓発用
ティッシュを500個配布した。
・電話相談、面接相談を実施した。
・情報チラシ・カードを窓口に設置し、暴力根絶に向けた取組みを行った。
・相手からの暴力を訴えている女性に対し、関係機関と連携して自立に向けた支援を行った。
・ＤＶ防止講演会、女性相談研修会にリモートで参加した。
・ＤＶ被害者の支援を関係機関と連携して行った。
[子育て支援課、男女共同参画課]
・セクシャル・ハラスメントを防止するための啓発チラシを窓口に配置した。
[男女共同参画課］

子育て支援課
男女共同参画課

42相談体制の
充実

41防災等での
男女共同参画
の推進

(25)相談体制
の充実

45セクシャ
ル・ハラスメ
ント及びパ
ワー・ハラス
メント防止に
関する意識啓
発を行い、そ
の対策を推進

(24)防災等で
の男女共同参
画の推進

8地域・防災
分野におけ
る男女共同
参画の推進

(27）セクシャ
ル・ハラスメ
ント及びパ
ワー・ハラス
メントの防止
と対策の推進

9男女間のあ
らゆる暴力
の根絶

8
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市職員のセクシャル・ハラス
メント及びパワー・ハラスメ
ントについての理解とその防
止のための研修を行います。

・職員が、ハラスメントに対する正しい知識を身につけ、職場内におけるハラスメントを未然に防止できるよう、所
属長、課長補佐・係長、一般職員に分けて研修を開催。
　参加状況　所属長22人、課長補佐・係長25人、一般職　39人。新型コロナ感染防止対策のため人数規模を縮小、相
談員研修及び所属長研修は、感染警戒レベルが上がり中止した。
[人事課]
・セクシャル・ハラスメントを防止するための啓発チラシを窓口に配置した。
[男女共同参画課］

人事課
男女共同参画課

46ひとり親家
庭の自立支援

母子・父子家庭相談を実施し
ます。
ひとり親家庭の自立や就労を
支援します。

・新型コロナ関連の臨時特別給付金（国事業、市単独事業）の支給を行った。
・児童扶養手当申請時や現況届受付時に、困りごとの相談を受け、自立や就労に関しての支援を行った。
・ひとり親家庭の子どもの学習意欲を高め、自立を支援するため、学習支援事業を実施した。
[子育て支援課]

子育て支援課

47途切れない
支援体制の整
備

次世代育成支援行動計画に基
づく支援を推進します。

・飯田市校長会主導委員会「幼保小連携推進委員会」を中心に、子どもへの途切れのない支援に向けた実践研修等を
実施した。また、幼保小のより円滑で効果的な接続に向け、趣旨や各園、各小学校における具体的な取組みを周知す
るための啓発リーフレットを、保護者会や個別懇談会等で積極的に活用した。
[学校教育課]
・保育所・認定こども園において、特別な配慮を必要とする子どもや各クラスに対して「個別の指導計画」の作成推
進を実施するための実務研修会を実施し指導計画の実践を行った。巡回訪問においては個別の配慮についての助言を
実施した。
[子育て支援課]
・障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが地域社会の一員として「健やかにいきいきと暮らせるま
ち」を目指し、障がい福祉サービス、また児童福祉法によるサービスを提供し、障がい児・者の自立に向けての支援
及び介護者の負担軽減を行う支援を実施した。
・障がいの早期発見、早期治療、早期療育、予防活動を目指し、関係機関との連携によるライフステージに応じた切
れ目のない総合的な支援＝地域リハビリテーションの推進を図った。
[福祉課]
・乳幼児の疾病、発達の遅れ・偏りなどの早期発見と健やかな成長のため、２か月児訪問及び乳幼児健診・相談を
行った。
・あそびの広場を実施し、支援の必要なこどもと親への支援を行った。
[保健課]

学校教育課
子育て支援課
福祉課
保健課

48共生社会の
推進

障がい及び障がい児・者に対
する正しい理解を深めるとと
もに、障害を理由とした差別
や虐待を受けることがないよ
う、障がい児・者の権利擁護
を推進します。
障がい者の重度化、高齢者や
親亡き後を見据え、障がい
児・者が住み慣れた地域で安
心して暮らしていけるよう
に、様々な支援を切れ目なく
提供できる仕組みを構築しま
す。

・更生保護活動（社会を明るくする運動）の推進を行った。
・地区ごとに住民支え合いマップの更新などを通じて、高齢者等の見守りについての理解や活動を、各まちづくり委
員会等へ働きかけた。
・障がい児・者の社会参加の促進と障がいへの理解の推進を図り、第６回目となる「障がい者文化芸術作品展」を開
催した。「長野県障がい者芸術祭優秀作品展」の同時開催とし、多くの方に来場いただくことができた。
・共生社会の実現を目指すイベント「ともにつながる　みんなのつどい」の開催は、新型コロナ感染防止のため中止
となったが、イベントの代わりとして「障がい者施設生産品・パンフレット」の作成・全戸配布を行い、障がいへの
理解の推進を図ることができた。
・共生社会の実現、理解の推進、権利擁護の推進を図り、広報いいだ11月号に地域に支えられ、また自らも地域のた
めに活躍する重度の障がい者を取り上げた特集記事を掲載した。
・障がい者支援における中心的な役割を果たす、飯伊圏域障がい者総合支援センターの運営支援を行った。
[福祉課]

福祉課

49高齢者福祉
の推進

在宅福祉サービスを提供し、
安心して暮らせるよう支援し
ます。

・認知症について正しい理解を深めるための講座を開催した。
・第７期（2018～2020年度）介護保険事業計画において、令和元年度計画していた認知症対応型共同生活介護２施設
18人の定員増が実現した。
[長寿支援課]
・地区ごとに住民支え合いマップの更新を行い、各地区まちづくり委員会などへ高齢者の見守り活動を働きかけ、推
進した。
・各地区で地域福祉課題検討会を開催し、地域で共に生きるための課題把握や地域福祉の取組みを推進した。
[福祉課]

長寿支援課
福祉課

(30)男女の健
康に対する理
解

50健康に対す
る情報提供

ＨＩＶ、薬物乱用防止等の健
康に関する問題について、広
報・啓発を行います。

・薬物乱用防止などについて、ポスターの掲示、チラシを配布し啓発を行った。
[保健課]

保健課

(29)障がい
者・高齢者福
祉の推進

(28)ひとり親
家庭の自立支
援

10困難を抱
えた女性が
安心して暮
らせる環境
の整備

11生涯を通
じた女性の
健康づくり
の促進

9



基本課題 具体的課題 課題解決の方向 具体行動 取組内容 令和２年度取組状況 主な担当課

第６次飯田市男女共同参画計画　取組状況一覧表

(31)女性のラ
イフステージ
に応じた健康
支援

51女性の健
康支援

健診について広報・啓発し、
女性の健康支援を行います。
健康講座を開催します。

・女性特有のがんについて、20歳女性に子宮がん検診、40歳女性に乳がん検診のクーポン券と、女性のためのがん検
診手帳を送付し啓発を行った。
・2か月児訪問、2歳児相談、乳幼児学級等でがん検診について周知、併せて乳がんの自己触診法のチラシを配布し普
及啓発を行った。
[保健課］

保健課

乳幼児学級を実施します。
ふれあい体験学習を行いま
す。
妊娠適齢期に関する資料配
布、不妊や不育症の相談を実
施します。

・全地区で乳幼児学級を実施した。
・市公民館では、トライアングルの協力のもと、出産を控える妊婦さん講座を実施したほか、子育て情報誌「おひさ
ま」を発行した。また、子育てサークルの主体的な活動を支援した。
[公民館]
・各地区で乳幼児学級を開催した。
・男女の不妊、妊娠適齢期に関する正しい知識について普及啓発を行った。
・不妊・不育相談日を設け月２回開催した。
・妊娠適齢期に関する資料を作成し、婚姻届出の際に配布した。
・ウェブサイトでの啓発を行った。
[保健課]

公民館
保健課

小学校高学年を中心とした保
健の授業による学習を推進し
ます。

・小学生高学年を中心に保健の時間等で、性や生殖に関する学習（性教育）を実施した。
[学校教育課]

学校教育課

広報・啓発を行い、研修会等
を実施します。

・「女性の相談窓口」などのリーフレットを配置し、啓発に努めた。
[男女共同参画課]

男女共同参画課

53市民組織と
しての推進体
制

男女共同参画推委員会にて推
進に取り組みます。

・飯田市男女共同参画推進委員会を設置運営し、第６次飯田市男女共同参画計画推進のため委員会を４回開催（うち
１回は書面開催）した。
[男女共同参画課]

男女共同参画課

54市役所内の
推進体制

男女共同参画計画推進庁内委
員会を中心に男女共同参画を
推進します。

・男女共同参画計画庁内推進委員会を設置運営し、第６次飯田市男女共同参画計画の推進のため委員会を１回開催し
た（新型コロナにより例年の開催回数より少なかった）。
[男女共同参画課]

全庁
男女共同参画課

55関係部署と
の連携体制

課題により、関係部署との連
携を図り、推進体制を整えま
す。

・男女共同参画推進委員会や担当課で苦情相談窓口の設置運営を行った。
[男女共同参画課]

男女共同参画課

56男女共同参
画計画の進捗
管理

飯田市男女共同参画推進委員
会及び男女共同参画計画庁内
推進委員会にて、計画の進捗
状況を管理し、年度ごとの課
題に対応します。

・第６次飯田市男女共同参画計画「ともに生きる いいだプラン」の令和元年度実施状況を飯田市男女共同参画推進委
員会で説明し、進捗管理を行った。
[男女共同参画課]

男女共同参画課

57男女共同参
画計画の実施
状況の公表

男女共同参画計画の実施状況
の公表をします。

・市ウェブサイトで前年度の実施状況を公表した。
[男女共同参画課]

男女共同参画課

(35)「市民の
つどい」への
協力

58「市民のつ
どい」への協
力

「市民のつどい」に協力する
ことによって、男女共同参画
を推進します。

・令和３年３月７日に第25回市民のつどい「いま輝いて人とひと｣を計画していたが、新型コロナのため中止となっ
た。
[男女共同参画課]

男女共同参画課

(36)各種調査
と研究の推進

59男女共同参
画に必要な調
査研究の実施
と公表

国、県などの発表資料の調査
を行うとともに、市民意識調
査及び企業実態調査を実施し
ます。

・国、県から送付されたパンフレット等を男女共同参画推進委員等に配布した。
[男女共同参画課]

男女共同参画課

60市民団体向
けの研修機会
の提供

男女共同参画に関する各種の
研修機会を提供します。

・日本女性会議に女性団体連絡協議会の理事をはじめ18名がオンライン参加した。
・第63回長野県母親大会への参加者を女性団体連絡協議会及び一般へ募ったが、新型コロナにより市でとりまとめて
の集団参加は中止とした。
[男女共同参画課］

男女共同参画課

61市職員の研
修

市職員の男女共同参画に関す
る研修を推進します。

・新規採用職員研修において育児休暇取得等の子育て支援の諸制度を説明した。
・正式任用前研修において、多文化共生について研修を実施した。
[人事課]
・市職員向けの男性の育児に関する情報交換会を１回開催した。
[男女共同参画課］

人事課
男女共同参画課

52性と生殖に
関する正しい
知識の普及

Ⅳ
男女共同
参画推進
体制の充
実

12男女共同
参画推進体
制の充実

(37)研修等の
推進

(34)男女共同
参画計画の進
捗管理と公表

(33)推進体制
の充実

(32)性と生殖
に関する正し
い理解
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令和２年度審議会委員等女性登用調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元年度（R2.3.1現在）

委員数 女性 率 委員数 女性 率

1 ● 市議会議員 23 2 8.7% 23 2 8.7% 議会事務局

2 ◎ 飯田市公平委員会 3 1 33.3% 3 1 33.3% 総務文書課

3 ○ 情報公開審査会 5 2 40.0% 5 2 40.0% 総務文書課

4 ◇ 人権擁護委員 13 6 46.2% 13 7 53.8%  ↑ 男女共同参画課

5 ◎ 固定資産評価審査委員会 3 0 0.0% 3 0 0.0% 総務文書課

6 △ 公務災害補償等認定委員会 5 1 20.0% 人事課

7 ○ 特別職報酬等審議会 人事課

8 労働安全衛生委員会 21 6 28.6% 21 6 28.6% 人事課

9 △ 固定資産評価員 1 0 0.0% 1 0 0.0% 税務課

10 租税教育推進協議会 15 0 0.0% 15 0 0.0% 税務課

11 ○ 飯田市国民保護協議会 危機管理室

12 ○ 飯田市防災会議 40 2 5.0% 40 6 15.0%  ↑ 危機管理室

13 飯田市暴力追放推進協議会幹事会 9 1 11.1% 9 1 11.1% 危機管理室

14 △ 飯田市住居表示審議会  市民課

15 ○ 男女共同参画推進委員会 14 8 57.1% 14 8 57.1% 男女共同参画課

16 男女共同参画庁内推進委員会 18 9 50.0% 18 9 50.0% 男女共同参画課

17 飯田市消費者問題協議会 10 4 40.0% 10 4 40.0% 男女共同参画課

18 △ 飯田市消防委員会 14 4 28.6% 14 4 28.6% 危機管理室

19 飯田市地域情報化研究会 IIDAブランド推進課

20 △ 飯田市有線ＴＶ放送番組審議会 7 0 0.0% 7 0 0.0% IIDAブランド推進課

21 △ 飯田市行政改革推進委員会 13 4 30.8% 13 4 30.8% 財政課

22 △ いいだ未来デザイン会議 25 7 28.0% 25 7 28.0% 企画課

23 飯田市基本構想基本計画策定市民検討会議 企画課

24 ○ 飯田市土地利用計画審議会 13 2 15.4% 13 2 15.4% 地域計画課

25 飯田市公共交通改善市民会議 33 4 12.1% 33 5 15.2%  ↑ リニア推進課

26 飯田市保健推進委員等地区代表者連絡会 20 10 50.0% 20 11 55.0%  ↑ 保健課

27 ○ 国民健康保険運営協議会 17 4 23.5% 17 4 23.5% 保健課

28 飯田市食生活改善推進協議会 26 26 100.0% 24 24 100.0% 保健課

29 △ 飯田市社会福祉審議会健康づくり分科会 21 11 52.4% 21 10 47.6%  　↓ 保健課

30 △ 人権尊重推進審議会 9 3 33.3% 9 4 44.4%  ↑ 男女共同参画課

31 ○ 飯田市社会福祉審議会本部会 13 4 30.8% 13 3 23.1%  　↓ 福祉課

32 ○ 飯田市社会福祉審議会障害者福祉分科会 18 9 50.0% 18 9 50.0% 福祉課

33 飯田地区保護司会 44 10 22.7% 46 10 21.7%  　↓ 福祉課

34 ○ 民生委員推薦会 15 4 26.7% 15 4 26.7% 福祉課

35 ◇ 民生・児童委員 235 147 62.6% 235 147 62.6% 福祉課

36 飯田市福祉有償運送運営協議会 12 2 16.7% 12 2 16.7% 福祉課

37 ○ 飯田市社会福祉審議会児童福祉分科会 20 11 55.0% 20 10 50.0%  　↓ 子育て支援

38 △ 飯田市社会福祉審議会高齢者福祉分科会 22 9 40.9% 22 11 50.0%  ↑ 長寿支援課

39 飯田市地域密着型サービス運営委員会 10 5 50.0% 10 7 70.0%  ↑ 長寿支援課

40 飯田市地域包括支援センター運営協議会 12 4 33.3% 12 4 33.3% 長寿支援課

41 ○ 飯田市環境審議会 23 6 26.1% 22 6 27.3%  ↑ 環境モデル都市推進課

42 △ 飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会 9 0 0.0% 9 0 0.0% 環境モデル都市推進課

43 △ 飯田市放置自動車廃物審査会 環境課

44 松川水利運営委員会 12 0 0.0% 12 0 0.0% 経営管理課

45 △ 上下水道事業運営審議会 15 5 33.3% 13 6 46.2%  ↑ 経営管理課

46 松尾浄化管理センター連絡協議会 26 5 19.2% 26 6 23.1%  ↑ 経営管理課

47 飯田市畜産振興協議会 農業課　

48 飯田市農業・農村男女共同参画推進協議会 農業課

49 飯田市農業振興センター本部会議 27 0 0.0% 27 0 0.0% 農業課

50 △ 飯田市農業振興地域整備推進審議会 19 4 21.1% 19 4 21.1% 農業課

51 △ 飯田市人・農地プラン検討会 22 5 22.7% 22 5 22.7% 農業課　

52 ムトス飯田推進委員会 11 4 36.4% 11 4 36.4% ムトスまちづくり推進課

53 △ 飯田市産業振興審議会 24 2 8.3% 26 2 7.7%  　↓ 産業振興課　

54 飯田市技能勤労者褒賞実行委員会 16 2 12.5% 16 2 12.5% 産業振興課　

55 ○ 地方卸売市場運営審議会 商業・市街地活性課

56 △ 飯田市中小企業振興資金あっせん審議会 金融政策課

57 △ 飯田市中心市街地活性化協会 18 1 5.6% 18 1 5.6% 商業・市街地活性課

58 りんご並木まちづくりネットワーク 商業・市街地活性課

59 △ 名勝天龍峡整備検討委員会 6 1 16.7% 6 1 16.7% 観光課

60 ○ 飯田市都市計画審議会 22 3 13.6% 22 3 13.6% 地域計画課

61 飯田市公共事業評価監視委員会 管理課

62 ◎ 教育委員会 4 2 50.0% 4 2 50.0% 学校教育課

63 △ 飯田市奨学金貸与審査委員会 13 1 7.7% 13 1 7.7% 学校教育課

64 △ 飯田市就学相談委員会（旧 心身障害児適性就学指導委員会） 20 12 60.0% 20 12 60.0% 学校教育課

65 飯田市ＰＴＡ連合会 92 36 39.1% 91 34 37.4%  　↓ 学校教育課

66 △ 飯田市結核対策委員会 6 2 33.3% 6 2 33.3% 学校教育課

番号
名　　称

地方自治法180条5、202条2、202条3に基づく、委員会、附
属機関等の委員及びその他法令による委員

そのつど委嘱

休止

そのつど委嘱

令和２年度（R3.3.1現在）

そのつど委嘱

そのつど委嘱

休止

そのつど委嘱 そのつど委嘱

そのつど委嘱

そのつど委嘱

特定せず構成団体員

そのつど委嘱

特定せず構成団体員

平成20年4月から休止中

そのつど委嘱

平成20年4月から休止中

そのつど委嘱

平成24年9月から休止中 平成24年9月から休止中

前年比

そのつど委嘱

休止中
そのつど委嘱

そのつど委嘱

所管部課等

そのつど委嘱

休止中



　　　令和２年度審議会委員等女性登用調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元年度（R2.3.1現在）

委員数 女性 率 委員数 女性 率
番号

名　　称
地方自治法180条5、202条2、202条3に基づく、委員会、附

属機関等の委員及びその他法令による委員

令和２年度（R3.3.1現在）
前年比 所管部課等

67 ○ 飯田市社会教育委員 12 6 50.0% 12 7 58.3%  ↑ 生涯学習・スポーツ課

68 ○ 飯田市青少年問題協議会 17 7 41.2% 17 7 41.2% 生涯学習・スポーツ課　

69 飯田市人権教育推進協議会 7 2 28.6% 7 2 28.6% 生涯学習・スポーツ課　

70 飯田市青少年育成推進委員 9 3 33.3% 9 4 44.4%  ↑ 生涯学習・スポーツ課　

71 ○ 飯田市文化財審議委員 9 0 0.0% 8 1 12.5%  ↑ 生涯学習・スポーツ課　

72 ○ 飯田市スポーツ推進審議会 11 2 18.2% 11 3 27.3%  ↑ 生涯学習・スポーツ課　

73 飯田市スポーツ推進委員協議会 35 7 20.0% 33 7 21.2%  ↑ 生涯学習・スポーツ課　

74 飯田市わが家の結タイム推進協議会 9 2 22.2% 9 5 55.6%  ↑ 生涯学習・スポーツ課　

75 飯田市キャリア教育推進協議会 17 1 5.9% 学校教育課

76 △ 飯田市史跡専門委員会 21 0 0.0% 5 0 0.0% 生涯学習・スポーツ課　

77 ○ 飯田市公民館運営審議会 14 4 28.6% 14 2 14.3%  　↓ 公民館

78 △ 公民館長 20 2 10.0% 20 3 15.0%  ↑ 公民館

79 △ 飯田市勤労者福祉施設運営協議会 7 0 0.0% 7 0 0.0% 産業振興課　

80 ○ 飯田市美術博物館協議会 10 4 40.0% 10 4 40.0% 美術博物館

81 美術品等購入専門委員会 5 0 0.0% 5 0 0.0% 美術博物館

82 飯田市美術博物館評議員会 34 4 11.8% 34 4 11.8% 美術博物館

83 舞台芸術鑑賞事業企画委員会（文化会館） 9 1 11.1% 9 1 11.1% 文化会館　

84 「人形劇のまち飯田」運営協議会 20 5 25.0% 20 5 25.0% 文化会館

85 ○ 飯田市立図書館協議会 10 6 60.0% 10 7 70.0%  ↑ 図書館

86 飯田市立図書館分館長 16 14 87.5% 16 15 93.8%  ↑ 図書館

87 ○ 歴史研究所協議会 7 1 14.3% 8 1 12.5%  　↓ 歴史研究所

88 ◎ 選挙管理委員 4 1 25.0% 4 1 25.0% 選挙管理委員会

89 飯田市明るい選挙推進協議会 28 7 25.0% 28 8 28.6%  ↑ 選挙管理委員会

90 ◎ 農業委員会 38 3 7.9% 38 4 10.5%  ↑ 農業委員会

91 ◎ 監査委員 3 0 0.0% 3 0 0.0% 監査委員事務局

92 △ 飯田市空家等審議会 3 0 0.0% 9 2 22.2%  ↑ ムトスまちづくり推進課

93 次期中心市街地活性化基本計画策定に向けた市民会議 69 8 11.6% 商業・市街地活性課

飯田市委員合計 1,534 494 32.2% 1,508 513 34.0%
94 飯田地区幼少年婦人防火委員会 13 6 46.2% 13 4 30.8%  　↓ 広域消防 予防課

95 14消防団・飯田広域消防連絡協議会 55 0 0.0% 55 0 0.0% 広域消防 警防課

96 飯田地区防火管理者協議会 22 1 4.5% 22 1 4.5% 広域消防 予防課

97 南信州危険物安全協会 32 1 3.1% 32 0 0.0%  　↓ 広域消防 予防課

98 飯田竜水園連絡協議会 30 1 3.3% 30 1 3.3%  南信州広域連合　飯田環境センター

99 稲葉ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ連絡協議会 22 0 0.0% 23 0 0.0%  南信州広域連合　飯田環境センター

100 南信州広域連合議会議員 33 1 3.0% 33 1 3.0% 南信州広域連合 事務局

101 南信州広域連合選挙管理委員 4 0 0.0% 4 0 0.0% 南信州広域連合 事務局

102 ○ 南信州広域連合市町村審査会 20 8 40.0% 20 8 40.0% 南信州広域連合 事務局

103 南信州広域連合監査委員 3 0 0.0% 3 0 0.0% 南信州広域連合 事務局

104 ○ 南信州広域連合介護認定審査会 60 17 28.3% 60 17 28.3% 南信州広域連合 事務局

105 ○ 南信州広域連合地域自立支援協議会 18 8 44.4% 18 8 44.4% 南信州広域連合 事務局

106 ○ 南信州広域連合老人ホーム入所判定委員会 8 1 12.5% 8 0 0.0%  　↓ 南信州広域連合 事務局

107 ○ 南信州広域連合特別養護老人ホーム入所調整検討委員会 9 4 44.4% 9 5 55.6%  ↑ 南信州広域連合 事務局

委員数合計 1,863 542 29.1% 1,838 558 30.4%

女性委員の比率（％） 　↑

前年比

353 121 34.3% 352 120 34.1% ↓ ムトスまちづくり推進課

● 市議会議員

◎ 地方自治法第１８０条（公平委員、固定資産評価審査委員、教育委員、選挙管理委員、農業委員、監査委員）

◇ 法律に基づいて配置されている委員（人権擁護委員、民生児童委員 － 県の調査指定項目）

○ 法律又は条例等により設置されている審議会等における委員（県の調査指定項目）

△ その他法律、条例により設置されている委員

無印　規約、要綱等により設置されている委員・その他の委員

令和2年4月廃止

令和2年6月末廃止

令和元年度（R2.4.1現在） 令和２年度（R3.4.1現在）名称　（参考資料）
地方自治法202条の5に基づく地域協議会委員

29.1% 30.4%


