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＊広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主にお願いします。

素敵なパートナーになるために

特集特集

平成23（2011）年2月

　今回の特集は、今年3月に策定される「第２次一宮市男女共同参画計画」についてです。
　現計画の策定から11年が経過しようとしています。
　新計画では、この間に大きく変化した社会情勢や市民の皆さんの意識を考慮して、男女
共同参画社会の実現に向かって今後どのように推進していくのか明らかにしています。
　どのような内容か、簡単に紹介します。

一宮市マスコットキャラクター

いちみん

『いーぶん』は再生紙を使用しています。

『いーぶん』 
に対する、 
ご意見等を
お寄せくだ
さい。

編集協力者／岡西 美子、横井 秀子、吉田 和江、
　　　　　　伊藤 孝司、岩田 宏美
編集・イラスト協力者／後藤 明美　　　　　　　
編集・発行／一宮市企画部企画政策課
〒491-8501　一宮市本町2－5－6
TEL：0586－28－8952
FAX：0586－73－9128
eメールアドレス　kikakuseisaku@city.ichinomiya.lg.jp
ホームページアドレス　http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
＊企画政策課のホームページでは、『いーぶん』のバック
　ナンバーがご覧いただけます。
＊『いーぶん』は一宮庁舎などで配布しています。
　配布場所については企画政策課までお問い合わせ
　ください。

 （計画については現在も審議を行っており、内容が変更になる場合があります。 詳しくは、３月に
　計画書が発表されますので、図書館やホームページ等で ご覧ください。）

新計画の推進のために、
例えばどんなことを
実施していくの？

高齢者の簡単料理教室（男性専科）

　男性高齢者に対し、料理の基本を

学ぶ機会を提供します。

（高年福祉課　　28-9151）

男性向け料理講座
　男性でも手軽にできるメニュー内容の
料理教室を開催します。
（尾西生涯学習センター　　62-8333）

男女共同参画出前講座

　団体・事業所・市民等の
要請に応じ、男女共同参画に
関する出前講座を実施します。

（企画政策課　　28-8952）

女性悩みごと相談

　女性相談員により、ＤＶその他
女性に対する暴力の問題を含む
女性の悩みごと相談を実施します。

（子育て支援課　　28-9149）

※内容は変更される場合があります。詳しくは市広報やホームページ等でご確認ください。

　その他にもたくさんの事業を行い、
新計画を推進していきます。

　新計画の推進には、市はもちろんのことですが、個人や家庭、
町内会などの地域、民間の企業や団体、学校などが、

それぞれの役割や責任を果たしながら、
相互に協力していくことが大切です。
ご協力よろしくお願いします。

第21号第21号



平成12年

　「いちのみやし男女共同参画計画」を
作成して、男女共同参画推進に全庁的に
取組み始めました。

計画期間は平成23年度から平成30年度までの8年間。前期4年経過時点で計画の
見直しが必要かどうか検討します。
計画の進み具合について数値目標を設定します。数値を毎年把握・評価・公表して、
事業計画の見直し等に反映させていきます。
分かりやすい計画とするために、図表やグラフを取り入れた計画にします。
親しみを持っていただけるよう、中学生を対象にしたインタビューと市民の声を
コラムとして掲載します。
DVに関する施策を計画の目標の１つとして取り入れます。

　男女が対等なパートナーとして、それぞれの個性と能力が発揮できる
よう、お互いに尊重し合い、様々な場面で男女共同参画社会の実現に努める
ことが必要です。
　新計画では、次の基本理念と６つの「めざすべき姿」を掲げ、男女共同参画
社会の実現をめざします。

(注)　一宮市男女共同参画推進懇話会

　男女共同参画に関する諸問題の把握と施策のあり方について、有識者や公募市民から意見を聴き、
男女共同参画行政施策の企画とその推進に資するために設立された審議会

さあ、女性の登用率を
あげるぞ～

それじゃあ、新計画は
どんな内容なの？

新計画の話の前に、一宮市
ではこれまでにどんな動きが

あったのかしら？

平成13年

　男女共同参画情報紙
「いーぶん」が創刊
されました。

平成20年

　「第６次一宮市総合計画」の
めざすべき姿の１つとして、男女
共同参画が掲げられました。

平成21年8月

　「男女共同参画意識に関する調査」を実施
しました。
　また、男女共同参画に関する基本的、総合
的な施策についての調査・研究を行う一宮市
男女共同参画推進懇話会 (注 ) へ新計画策定
に関して、市長から諮問しました。

新計画ではどのような目標を掲げているの？

基本理念とめざすべき姿基本理念とめざすべき姿

男女共同参画意識の浸透

個性や能力に応じた
選択ができ、男女
共同参画の重要性
を理解している

働きやすい就業の場

仕事と家庭生活が
希望どおりに両立
できている

暴力のない環境

DVを始めとする
男女間のあらゆる
暴力がなくなって

いる

 健康で
自立した生活

誰もがいつでも
健康で自立できる
生活基盤がある

男女が協力し合う
地域・家庭

地域・家庭で男女が
協力し、誰もが意欲
と能力を生かして
様々な活動に参加
している

男女の視点による
方針決定

様々な分野で男女
がともに参画し、
活躍している

男女がともに
個性と能力を発揮できる社会づくり

平成22年10月

　一宮市男女共同参画推進懇話
会から、市長に一宮市の新しい
男女共同参画計画について答申
されました。
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