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第二次北谷町男女共同参画推進計画（改定版）実施状況報告書について 

 

第二次北谷町男女共同参画推進計画（改定版）は、男女共同参画社会基本法第１４条第３項及び北谷町男女共同参画推進条例第１３

条に位置づけられた計画です。 

この計画は、平成２４年度から平成３３年度（令和３年度）までの１０年間を計画期間とし、このうち改定後（後半期）に当たる平

成２９年度から平成３３年度（令和３年度）までの５年間において、基本理念８項目、基本目標５項目、主要目標１２項目、施策３４

項目及び具体的施策９７項目に取り組む中で、特に、重点施策①北谷町男女共同参画推進条例の実効性の確保、②男女共同参画を推進

する教育の実践（「男女で区別しない名簿」の継続）、DV（ドメスティック・バイオレンス）・性犯罪等に関する対策の強化の３項目に

注力しています。 

本書は、北谷町男女共同参画推進条例第１９条及び北谷町男女共同参画推進計画の推進に関する調査及び公表に関する要項（平成３

０年１月１８日町長決裁）に基づき、令和３年度における実施状況を施策３４項目の「主な実施事業の内容（取組と成果等）」につい

て施策毎にまとめ、北谷町男女共同参画会議の意見等を付して報告します。 
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第 1章 
男女が支えあい築く 
     住みよいまちづくり 

1 町、町民、事業者、教育関係者、自治会等及び各種団体との協働 

第 2章 
互いに認め合い高めあう 
男女共同参画意識の形成 

第 3章 
男女の仕事と生活の 
          両立支援 

第 4章 
男女の健康づくりの充実 
        と福祉の向上 

第 5章 
平和行政及び国際交流 
     ・国際理解の推進 

3 家庭・地域における男女共同参画の推進 

4 次代を担う子どもたちへの積極的な意識啓発 

5 ジェンダー等の視点に基づく人権の尊重 

12 平和なまちづくり及び国際交流の推進 

6 固定的性別役割分担意識の変革 

7 仕事と生活の両立に向けた支援 

8 働く場における男女共同参画の推進 

11 心身の健康づくり及び日常生活支援 

 
（1）北谷町男女共同参画推進条例の実効性の確保 

 

（2）各種委員会・審議会等への女性の参画の促進 

（3）行政における女性の企画・立案への積極的関与と管理職への登用促進 

（4）女性の政治参画の促進 
 

（5）家庭・地域での男女共同参画に向けた啓発促進 

（6）男性の家事・育児・介護等への参画促進 

（7）あらゆる団体の長や役員への女性の積極的登用の促進 

（8）団体・グループ等の活動支援とネットワークづくり 

（9）地域活動における女性リーダーの育成 

（10）男性の地域活動への参画促進 

（11）高齢者等が安心して暮らせる支援体制の充実 

（12）快適な環境づくりへの男女共同参画の推進 

（13）男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立 
 

（14）教育関係者等への意識啓発 

（15）男女共同参画を推進する教育の実践 ・男女で区別しない名簿の継続 

（16）家庭への意識啓発 
 

（17）家庭・地域・職場等における人権意識の確立 

（18）ＤＶ（ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ）・性犯罪等に関する対策の強化 

（  （19）関係機関等との連携 

（20）固定的性別役割分担意識の見直しに向けた意識啓発 
 

（21）仕事と育児・介護等の両立のための制度の定着と利用の促進 

（22）仕事と生活の調和（ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ）について意識啓発の促進 

 

（23）職場における男女平等の確立 

（24）再就職に向けた支援 

（25）女性起業家への支援 

（26）事業者における管理的地位への女性の登用促進 

 

（27）多様なライフスタイルに対応した保育サービスの充実 

（28）ひとり親家庭等に対する子育てと就業の両立支援 

（29）女性の経済的・精神的自立への支援 

（30）男性の生活的自立のための啓発と支援 

（31）男女の生涯を通じた健康管理・健康づくり支援 

（32）妊娠・出産期における女性の健康支援 

（33）介護予防の充実 

 

（34）平和教育及び国際交流の推進 

10 男女の自立に向けた意識啓発及び支援 

2 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

9 多様なライフスタイルに応じた子育て支援 

【基本目標】 

【主要目標】 【施 策】 
 基本理念 

 

 

 

 

 

 

【第二次北谷町男女共同参画推進計画の体系】 
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

1 男女が支え
あい築く住
みよいまち
づくり

1 1 北谷町男女共同参画
推進条例の実効性の
確保

ア 男女共同参画推進月間
の推進

【町長室】 ・男女共同参画推進月間の推進として、６月に男女共同参画推進月間を実施した。
　パネル展：6/1～6/30、特設女性相談：6/4、6/16（コロナ感染により中止）、
　11/17電話相談実施（実績：０件電話相談）

イ 北谷町男女共同参画都
市宣言

【町長室】 ・「男女共同参画都市宣言」については、先進市町村の宣言内容の確認等を行い、今後の実施に向け
てスケジュールの調整を行った。

ウ 男女共同参画の視点に
基づく行政の事務対応

【町長室】 ・男女共同参画の視点に基づく行政の対応として、第二次男女共同参画推進計画の評価を確認する中
で、各種様式の調査の確認と今後の取り組みの調整を行った。

2 政策・方針決定過程
への女性の参画促進

2 各種委員会・審議会
等への女性の参画の
促進

ア 審議会等委員への女性
の積極的登用

【町長室】 ・女性委員の積極的登用を促進させるため、審議会等委員への女性委員の積極的登用について全庁通
知を行い、職員意識の啓発を継続的に行った結果、第二次男女共同推進計画の目標とする「審議会等
委員の女性登用40％」を達成できた。
　実績：R 3.4.1現在　40.9%
　　　　R 2.4.1現在　37.4％
　　　　R 1.4.1現在　33.3％
　　　　H30.4.1現在  36.5％

イ 女性委員ゼロ委員会及
び審議会の解消

【町長室】 ・女性委員ゼロ委員会及び審議会の解消として、女性委員の積極的登用について全庁通知を行った。
　実績：R 3年度調査　4審議会、R2年度調査　4審議会、
　　　　H31年度調査  5審議会、 H30年度調査　4審議会
　R3年度（北谷町行政不服審査会、北谷町土地区画整理審議会、
          北谷町桑江伊平土地区画整理評価委員会、
          北谷町国指定史跡伊礼原遺跡整備計画検討委員会)

2 各種委員会・審議会
等への女性の参画の
促進

ウ 北谷町男女共同参画女
性人材バンクの活用

【町長室】 ・「北谷町人材バンクの活用」については、具体的取り組みは実施できなかったが次期男女共同参画
推進計画において今後の取組を検討した。

3 【総務課】 ・職員に対する男女共同参画研修の充実について、指名制による職員研修の実施を予定していたが、
新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかった。

【町長室】 ・職員に対する男女共同参画研修の充実については、総務課と連携による実施を計画していたが、実
施できなかった。

イ 女性の研修機会の拡大
及び積極的な参加の促
進

【総務課】 ・女性の研修機会の拡大及び積極的な参加の促進への取組については、新型コロナウイルス感染症の
影響により、オンライン研修の実施の呼びかけを行った。女性参加率　４０％

ウ 女性職員の職種への配
慮（庶務担当等への偏
りの防止）

【総務課】 ・女性職員の職種（庶務担当等への偏りの防止）への配慮については、女性職員を多様なポストに積
極的に配置、登用するように努めている。管理職への登用を含め係長職へも積極的に登用している。
その結果、課長以上の女性職員の割合は令和3年度12.5％（令和2年度 6.7％）、係長職以上の割合
は、令和3年度60.3％（令和２年度42.4％）となった。

エ 女性職員の管理職への
環境整備

【総務課】 ・女性職員の管理職への環境整備については、女性リーダー研修の派遣については、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により実施できなかった。

4 女性の政治参画の促
進

ア 女性の政策・方針決定
過程への参画の促進

【町長室】 ・女性の政策・方針決定過程への参画の促進については、男女共同参画推進月間におけるパネル展
や、男女共同参画情報誌「ハーモニー」掲載（第63号）により、市町村における女性議員の割合な
ど、女性の政治参画に関する情報発信を行った。

町、町民、事業者、
教育関係者、自治会
等及び各種団体との
協働

行政における女性の
企画・立案への積極
的関与と管理職への
登用促進

ア 職員に対する男女共同
参画研修の充実
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

1 男女が支え
あい築く住
みよいまち
づくり

3 家庭・地域における
男女共同参画の推進

5 家庭・地域での男女
共同参画に向けた啓
発促進

ア 「男女共同参画社会」
という用語や趣旨の周
知徹底

【町長室】 ・「男女共同参画社会」という用語や趣旨の周知徹底については、男女共同参画情報誌「ハーモ
ニー」第63～65号発行、男女共同参画推進月間パネル展（6/1～6/30）、横断幕設置、第13回男女共同
参画標語コンクール（6/1～7/30　応募総数260首）の実施、男女共同参画啓発物配布（付箋紙2,500枚
配布）等を実施した。

イ 男女共同参画について
の情報の提供

【町長室】 ・男女共同参画についての情報の提供については、男女共同参画情報誌「ハーモニー」第63～65号発
行や、男女共同参画標語コンクール入賞作品紹介をホームページに掲載することで、情報提供を行っ
ている。

ウ 男女共同参画講座の充
実

【町長室】 ・男女共同参画講座の充実については、男女共同参画条例の理念に沿ったリモート講座を予定してい
たが、実施できなかった。

エ 町民参加型の啓発事業
の実施

【町長室】 ・町民参加型の啓発事業の実施として、第13回男女共同参画標語コンクールを開催した。
　標語応募総数　260首　(R2:204首、R1:592首、H30:526首、H29:950首、H28:729首)
・更生保護女性会結成40周年記念事業など、女性で構成される団体を、男女共同参画情報誌「ハーモ
ニー」で紹介した。

【町長室】 ・男性の家事・育児・介護等への参画促進についての講習会は実施できなかったが、生涯学習プラザ
が実施した男性向けの料理教室の実施状況を、男女共同参画情報誌「ハーモニー」へ掲載し啓発を
行った。

【子ども家庭課】 ・男性の家事・育児・介護等への参画促進のため、主に母が育児を担っている場合でも、保護者面談
は父母双方と行い共有することで、育児参加を促した。
・育児に悩む父親支援のツール「パパカード」を活用し、父親に寄り添う視点から面談がもてた。

【社会教育課】 ・男性の家事・育児・介護等への参画促進については、地区公民館で終活講座を開催し、男女の参加
があり共に終活を考える機会をもつことができた。

【保健衛生課】 ・男性の家事・育児・介護等への参画促進では、妊娠届出時に父親の役割についてパンフレット及び
親子手帳で説明している。パンフレットを用いる事で具体的な方法やママの体の変化を指導すること
ができた。妊娠届出数303件
・両親学級は5回のうち2回は土日に開催し両親で参加しやすいようにしている。
・両親学級中で男女の違い、気持ちを伝えるコツについての時間を設け、夫婦だけの生活から赤ちゃ
んがいる生活に変化することについて伝えることで、両親で楽しく赤ちゃんを迎えられるようにして
いる。
・育児学級は平日で母親の参加が主だが父親の役割について話したり、グループワークの中で参加者
同士で情報を共有している。
　両親学級延べ参加人数：63人(平均6.3人/1回）
　育児学級延べ参加人数：26人（平均12人/1回）

【社会教育課】 ・男性が家事や育児に参加しやすい環境づくりでは、地区公民館にて子供向けの料理教室を開催し、
男女とも楽しく料理に参加することができた。
・だれでも簡単にできる「みそ玉」や「レアチーズケーキ」の料理動画を作成・配信し、老若男女問
わず料理に親しむことができるよう取り組んでいる。

【町長室】 ・男性が家事や育児に参加しやすい環境づくりについては、男性の家事や育児等をテーマにした男女
共同参画講座を開催する予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により講習会は実施
できなかった。

7 あらゆる団体の長や
役員への女性の積極
的登用の促進

ア 自治会区政委員会やＰ
ＴＡ役員等への女性選
出の働きかけ

【町長室】 ・あらゆる団体の長や役員への女性の積極的登用の促進について、沖縄県独自の調査結果を男女共同
参画情報誌「ハーモニー」第63号に掲載したり、男女共同参画月間でのパネル展（6/1～6/30）で周知
を行った。

6 男性の家事・育児・
介護等への参画促進

ア 男性の家事・育児・介
護等への参画促進
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

1 男女が支え
あい築く住
みよいまち
づくり

3 家庭・地域における
男女共同参画の推進

8 団体・グループ等の
活動支援とネット
ワークづくり

ア 町内各種団体への活動
支援

【町長室】 ・町内各種団体への活動支援では、更生保護女性会、商工会女性部、母子寡婦福祉会へ「てぃるる」
等の主催の研修会等の情報提供を行った。
・更生保護女性会の結成40周年活動報告について、男女共同参画情報紙「ハーモニー」65号で紹介す
ることで、女性団体との連携が再開できた。

【福祉課】 ・町内各種団体への活動支援では、令和3年度は更生保護女性会一般活動費及び結成40周年記念事業記
念誌発行事業へ補助をおこなった。

【子ども家庭課】 ・町内各種団体への活動支援では、子どもの居場所運営支援事業で活動しているボランティアグルー
プＨＯＭＥをはじめ３つの団体に対し補助金を交付し活動を支援した。
・子どもの居場所運営支援事業で活動しているボランティア団体に留まらず、地域で芽を出してきて
いる様々な団体等間のオンライン連絡会を開催し、子どもの居場所間の連携の必要性が明らかになっ
た。

【経済振興課】 ・町内各種団体への活動支援について、商工会へ運営補助を行っており、商工会女性部へ間接補助と
して交付をすることで活動支援を行っている。

【観光課】 ・町内各種団体への活動支援について、観光協会へ運営補助の活動支援を行っているが、女性が中心
となっている団体への支援は新型コロナウイルス感染症の影響により取組みができなかった。

【社会教育課】 ・町内各種団体への活動支援について、社会教育関係団体等へ補助金を交付し活動を支援している。

【保健衛生課】 ・町内各種団体への活動支援について、北谷町食生活改善推進協議会の事務局を担当し、定例会や事
業の企画運営等の活動支援を行った。
　会員：21人中、男性1人（月次定例会による学習）

イ 団体活動に関する情報
提供

【町長室】 ・団体活動に関する情報提供として、更生保護女性会、商工会女性部、母子寡婦福祉会へ研修会等の
情報提供を行った。

【福祉課】 ・団体活動に関する情報提供として、令和3年度は更生保護女性会一般活動費及び結成40周年記念事業
記念誌発行事業へ補助をおこなった。

【子ども家庭課】 ・団体活動に関する情報提供については、広報紙やホームページなどを活用し、団体の活動状況を町
民へ周知しており、令和３年度は、地域リレーションシップパートナーを通して団体の活動を紹介
し、住民への周知を図ることができた。
・子どもの居場所運営支援事業で活動しているボランティア団体に留まらず、地域で芽を出してきて
いる様々な団体等間のオンライン連絡会を開催し、子どもの居場所間の連携の必要性が明らかになっ
た。

【経済振興課】 ・団体活動に関する情報提供については、令和2年度に引き続き、様々な媒体を用いて情報発信するな
ど、商工会女性部活動への事業支援を行っているが、新型コロナウイルス感染症の影響により取組み
できなかった。

【観光課】 ・団体活動に関する情報提供については、新型コロナウイルス感染症の影響により取組みできなかっ
た。

【社会教育課】 ・団体活動に関する情報提供については、北谷町子ども会育成連絡協議会がホームページにて、活動
の情報提供を図っている。（町ホームページにリンク）
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

1 男女が支え
あい築く住
みよいまち
づくり

3 家庭・地域における
男女共同参画の推進

8 団体・グループ等の
活動支援とネット
ワークづくり

【町長室】 ・町内各団体への活動支援では、更生保護女性会、商工会女性部、母子寡婦福祉会へ研修会等の情報
提供を行ったが、ネットワーク支援については充分でない。

【経済振興課】 ・町内各団体へのネットワーク化支援では、商工会女性部及び青年部活動への間接支援（商工会運営
補助金）を行っているが、令和3年度においても実施はなかった。（商工会全体への支援を行った）

【社会教育課】 ・町内各団体へのネットワーク化支援では、R2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で取り組みが
行えなかったが、R3年度は学力向上推進協議会家庭・地域教育部会の各支部情報交換会を開催し、団
体間のネットワーク化に取り組んだ。

9 地域活動における女
性リーダーの育成

【町長室】 ・女性リーダー研修事業の実施では、「女性の活躍」に関する内容をメインテーマにした講座を予定
していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかった。

【社会教育課】 ・女性リーダー研修事業の実施については、R2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により取り組
みが行えなかったが、R3年度は中頭地区青年・婦人研修を開催した。

【社会教育課】 ・女性リーダー育成に向けた各種研修への参加支援について、R2年度は新型コロナウイルス感染症の
影響により取り組みが行えなかったが、R3年度は中頭地区ジュニアリーダー研修が実施され、町内か
ら女子高生の参加があった。

【町長室】 ・女性リーダー育成に向けた各種研修への参加支援として、更生保護女性会、商工会女性部、母子寡
婦福祉会へ各種研修会の情報提供を行った。

【町長室】 ・女性リーダー育成に向けた各種研修に関する情報提供として、更生保護女性会、商工会女性部、母
子寡婦福祉会へ各種研修会の情報提供を行った。

【社会教育課】 ・各団体に、女性リーダー育成に向けた各種研修に関する情報提供を行った。

10 男性の地域活動への
参画促進

【社会教育課】 ・地域活動への参加に関する広報・啓発事業の実施では、地区公民館だよりに加え、地区公民館全11
館においてホームページを立ち上げ、地域活動の広報・情報発信に取り組んだ。

【町長室】 ・地域活動への参加に関する広報・啓発事業の実施では、町広報紙において、広報通信員が取材した
自治会活動を記事として掲載し地域活動を町民目線で紹介することで、身近で親しみやすい地域活動
の情報発信に努めた。

【社会教育課】 ・地区公民館へ公民館活性化事業補助金を交付し、魅力ある地域活動・イベントを支援している。

【生涯学習プラザ】 ・男性の地域活動への参画促進と、魅力ある地域活動の創出として、10講座のうち2講座（陶芸）を町
内在住の男性講師3人に依頼して実施した。

11 高齢者等が安心して
暮らせる支援体制の
充実

ア 福祉関連計画等に基づ
く支援体制の充実

【福祉課】 ・福祉関連計画等に基づく支援体制の充実については、常に性別役割分担意識にとらわれず、誰もが
安心して暮らしていけるよう相談支援体制の充実を図っている。
・男女の相談員を配置し相談しやすい体制づくり、高齢者が安心して暮らし続けられる地域づくり推
進、高齢者・障がい者個々の状況に応じた適正な相談支援を提供した。

ウ ネットワーク化支援

ア 女性リーダー研修事業
の実施

イ 各種研修への参加支援

ウ 研修に関する情報提供

ア 地域活動への参加に関
する広報・啓発事業の
実施

イ 魅力ある地域活動の創
出
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

1 男女が支え
あい築く住
みよいまち
づくり

3 家庭・地域における
男女共同参画の推進

11 高齢者等が安心して
暮らせる支援体制の
充実

ア 福祉関連計画等に基づ
く支援体制の充実

【子ども家庭課】 ・福祉関連計画等に基づく支援体制の充実については、子ども家庭総合支援拠点の設置を推進した。
（R4.4.1に設置）
・母子健康包括支援センター・子ども家庭課の定例会を毎月開催し、支援体制の円滑化を図った。

【町長室】 ・介護休業等が取得しやすい環境整備の促進について、男女共同参画情報誌「ハーモニー」に町民意
識調査の結果を掲載し、男女共同参画の意義、男女の平等感など町民への周知を行った。

【総務課】 ・介護休業等が取得しやすい環境整備の促進として、介護休業等について国家公務員と同等の制度を
整備している。

【教育総務課】 ・介護休業等が取得しやすい環境整備の促進として、介護休業等について国家公務員と同等の制度を
整備している。※パンフ配布等総務課連携（介護休暇取得者はなし）

【経済振興課】 ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により取組ができなかった。
（介護休業等が取得しやすい環境整備の促進として、関係機関、商工会等による事業者へのチラシ配
布等情報発信している）

【町長室】 ・高齢者、障がい者や外国人住民等が安心して暮らせる支援体制の充実として、国際相談に関する情
報提供については、毎月実施している「人権・行政・法律無料相談」において情報提供を行ってい
る。令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった月あった。
　※対面相談４回（４月、５月、１２月、３月）、電話相談３回（１０月２回、11月）

【学校教育課】 ・国際相談に関する情報提供、外国人住民等が安心して暮らせる支援体制の充実については、日本語
での意思疎通が十分でない町立学校の児童生徒に対する支援を行っている。町立学校における日本語
学習教室では、県より日本語指導教諭２人、町より日本語指導支援員１人を派遣している。（日本語
教室に通った児童生徒６９人）

12 快適な環境づくりへ
の男女共同参画の推
進

ア 環境問題に関する方針
決定過程への女性の参
画促進

【保健衛生課】 ・環境問題に関する方針決定過程への女性の参画促進については、北谷町一般廃棄物減量等推進審議
会（一般廃棄物の減量及び適正処理等を審議）に３人の女性委員が参画（委員１０人）
　※令和３年度は開催なし。令和４年度開催予定。

イ 環境問題への男性の積
極的参加の促進

【保健衛生課】 ・環境問題への男性の積極的参加の促進について、北谷町クリーン指導員（ごみの適正排出の指導や
不法投棄防止監視など、地域のクリーンリーダーとして活動する各行政区の巡回パトロール等）に１
５人の男性指導員を委嘱した。(クリーン指導員３７人。任期はR5.3.31まで)

【保健衛生課】 ・快適な環境づくりに取り組む団体等への支援として、北谷町食生活改善推進協議会の活動を支援し
た。
　（保健衛生課が事務局を担い、定例会や事業の企画運営等を支援）
　※会員２１人中、男性１人

【経済振興課】 ・快適な環境づくりに取り組む団体等への支援として、北谷町快適な環境づくり指導員を委嘱し、
「北谷町西海岸地区の快適な環境づくり条例」の周知と西海岸地区の巡回指導を行った。
　※指導員７人（女性０人）

13 男女共同参画の視点
を取り入れた防災体
制の確立

【基地安全対策課】 ・本町の地域防災計画の基本方針では「男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に
女性の参画を促進する。また、併せて障がい者、高齢者等の要配慮者の参画を促進する。」と規定し
ている。
・地域町防災会議委員（１９人中　女性１人）

【町長室】 ・審議会等委員への女性委員の積極的登用について全庁通知を行い、防災及び復興においても男女共
同参画の視点の反映を促した。

イ 介護休業等が取得しや
すい環境整備の促進

ウ 国際相談に関する情報
提供
※第5章12（34）ウ再
掲

ウ 快適な環境づくりに取
り組む団体等への支援

ア 防災及び復興における
男女共同参画の視点の
反映
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

2 互いに認め
合い高めあ
う男女共同
参画意識の
形成

4 次代を担う子どもた
ちへの積極的な意識
啓発

14 教育関係者等への意
識啓発

【学校教育課】 ・保育、教育に関わる職員への意識啓発として、お互いに認め合える学級・学年づくりのための「ス
マイルプログラム」を、男女で区別しない名簿の意義や効果性を確認しながら実施した。
・Ｑ-Ｕ（楽しい学校生活を送るためのアンケート）を小学３年～中学３年の全児童生徒に年２回実施
し、子どもたちにとって学級や学校が居心地のよい場所になっているかどうかを確認し、必要に応じ
て手立てを講じた。

【子ども家庭課】 ・保育、教育に関わる職員への意識啓発では、全ての職員が男女で区別をしない保育を心掛け取り組
んでいる。保育所における男女共同参画の意識啓発が図られ、児童を性別で区別しない保育が浸透し
た。

15 男女共同参画を推進
する教育の実践

ア 「個」を重視する人権
教育の推進

【学校教育課】 ・男女共同参画を推進する教育の実践、「個」を重視する人権教育の推進では、自他の違いを理解し
認め合える児童生徒の育成を目標に、男女分け隔てなく接することや、人種、容姿による差別やいじ
めの未然防止のための人権教育を行った。
・各学校において毎月「人権の日」を設定し、人権に関する取組や指導を実施することにより、自他
の人権を守ろうとする意識・意欲・態度の育成に繋がった。
・各学校において、いじめに関するアンケートを定期的に実施し、いじめの早期発見、認知及び解決
に繋げるよう努めている。
・浜川小学校において、人権啓発活動「人権の花」事業を行い、花を育て重いやりの心を育む人権教
育を行った。

イ 発達段階に応じた性教
育の推進

【学校教育課】 ・男女共同参画を推進する教育の実践、発達段階に応じた性教育の推進については、体育及び保健体
育の授業において、学習指導要領に沿った発達段階に応じた性教育を実施した。
・各学校において、エイズに対する理解を深めるためのレッドリボンを配布し、啓発を行うことで、
命や生の大切さ、差別や偏見をもたないことへ意識が高まった。

【保健衛生課】 ・発達段階に応じた性教育の推進について、桑江中学校で思春期講演会を実施した。
　参加数：１２０人　（小学校については、事業を中止した）
　内容：命の教育の充実、性感染症等の予防、10代の望まない妊娠の予防
　　　　妊婦体験（妊婦シミュレーション）、赤ちゃん抱っこ体験（沐浴人形）、
　　　　ＤＶＤ「うまれる」を視聴、ＬＧＢＴＱについての講話
　講師：（一般社団法人）沖縄いのちにエールを贈る会（助産師）へ委託
　対象：桑江中学校３年生全員
　方法：総合の時間に実施

ウ 男女平等の視点に立っ
た道徳教育用教材、副
読本の選択

【学校教育課】 ・男女平等の視点に立った道徳教育用教材、副読本の選択では、子どもの頃から固定的な役割分担意
識を植え付けない教育を実践するため、男女平等の視点に立った教科書選択を行った。
・各学校、道徳の年間指導計画に基づき、男女平等の指導を実施している。

【学校教育課】 ・「男女で区別しない名簿」の推進では、既に職員、児童生徒の間で定着しており、継続しているこ
とで、男女分け隔てない児童生徒相互の人間関係の構築が進んでいる。

【子ども家庭課】 ・保育所において男女で区別しない名簿を継続している。保育所における男女共同参画意識の向上が
図られた。

オ キャリア教育の充実 【学校教育課】 ・教育活動全体を通してキャリア教育の視点に立った教育を実践している。
・小学６年生の職場見学及び中学２年生の職場体験は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施
できず、職業紹介や職業講話等を実施した。

ア 保育、教育に関わる職
員への意識啓発

エ 男女で区別しない名簿
の継続
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

2 互いに認め
合い高めあ
う男女共同
参画意識の
形成

4 次代を担う子どもた
ちへの積極的な意識
啓発

15 男女共同参画を推進
する教育の実践

カ 思春期における育児・
介護体験事業の実施

【学校教育課】 ・男女共同参画を推進する教育の実践、思春期における育児・介護体験事業の実施については、例
年、保育園、介護施設等における職場体験を実施している。令和３年度は新型コロナウイルス感染症
拡大の影響で実施できなかった。
・アイマスク、車いす等の体験は、小学校で実施している。

キ 性別にとらわれない職
業選択の意識啓発

【学校教育課】 ・男女共同参画を推進する教育の実践、性別にとらわれない職業選択の意識啓発では、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響で、職場見学や職場体験は未実施となったが、性別による見学先や体験先の
振り分けは行わない方針である。

16 家庭への意識啓発 ア 個性を伸ばす家庭教育
の促進

【町長室】 ・家庭への意識啓発、個性を伸ばす家庭教育の促進では、男女共同参画情報誌「ハーモニー」（第63
～65号）を発行するとともに、男女共同参画推進月間でパネル展等を活用した意識啓発を行った。

【子ども家庭課】 ・家庭への意識啓発、個性を伸ばす家庭教育の促進では、子育て支援センターにおいて食育講座、育
児講座等を実施。父親も一緒に参加する家族も見られ、男性の育児参加につながる取組となった。
　コロナの影響ににより講座が開催できないときは、オンライン化による事業化や電話相談を行っ
た。

【社会教育課】 ・家庭への意識啓発、個性を伸ばす家庭教育の促進では、家庭教育関係の研修会について、地域コー
ディネーターや地区公民館職員へ情報提供し、多くの方が研修会に参加した。

イ 両親学級などを通じた
情報提供、意識啓発等
の充実

【保健衛生課】 ・家庭への意識啓発、両親学級などを通じた情報提供、意識啓発等の充実では、妊娠届出時に父親の
役割についてパンフレット及び親子手帳で説明している。パンフレットを用いる事で具体的な方法や
ママの体の変化を指導することができた。妊娠届出数303件
・両親学級は5回のうち2回は土日に開催し両親で参加しやすいようにしている。
・両親学級中で男女の違い、気持ちを伝えるコツについての時間を設け、夫婦だけの生活から赤ちゃ
んがいる生活に変化することについて伝えることで、両親で楽しく赤ちゃんを迎えられるにしてい
る。
・育児学級は平日で母親の参加が主だが父親の役割について話したり、グループワークの中で参加者
同士で情報を共有している。
　両親学級延べ参加人数：63人(平均6.3人/1回）
　育児学級延べ参加人数：26人（平均12人/1回）

5 ジェンダー等の視点
に基づく人権の尊重

17 家庭・地域・職場等
における人権意識の
確立

ア 家庭・地域・職場等に
おけるジェンダーの視
点に基づく人権意識の
確立

【町長室】 ・家庭・地域・職場等におけるジェンダーの視点に基づく人権意識の確立についての取り組みを実施
した。
　第13回男共同参画標語コンクールの実施（標語応募総数260首）
　男女共同参画情報誌「ハーモニー」63号～65号を発行
　浜川小学校において、人権擁護委員との連携により人権啓発活動「人権の花」事業で、花を育て思
いやりの心を育む人権教育を行った。
・ＷＥＢを活用した講座等は開催は実施できなかった。

イ ジェンダーの視点に基
づく人権に関する相談
員への研修の実施（二
次的被害の防止）

【町長室】 ・ジェンダーの視点に基づく人権に関する相談員への研修の実施について、職員に対して他機関が主
催する研修等の情報提供を行った。ＤＶ二次被害に関する独自の講座は実施できなった。

ウ 相談時におけるジェン
ダーの視点に基づく適
切な対応

【町長室】 ・相談時におけるジェンダーの視点に基づく適切な対応について、住民からの問合せや相談に対し、
傷付けたり責めることのないよう、また、たらい回しにならないよう、適切な相談機関の案内と丁寧
な対応を行った。
　相談件数　6件（うち外国人1件）

【福祉課】 ・相談時におけるジェンダーの視点に基づく適切な対応では、相談者個々の課題に応じた適切な支援
を実施している。個々の状況に応じた適正な相談支援先を提供した。
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

2 互いに認め
合い高めあ
う男女共同
参画意識の
形成

5 ジェンダー等の視点
に基づく人権の尊重

17 家庭・地域・職場等
における人権意識の
確立

ウ 相談時におけるジェン
ダーの視点に基づく適
切な対応

【子ども家庭課】 ・ジェンダーの視点にたった育児相談及び児童相談の実施にあたっては、性別による固定的役割分担
への誘導がないようにし、また、主育児者の性別にかかわらず、父母双方への働きかけを行った。
・児童虐待とＤＶは密接していることから、介入時はＤＶリスクを特に注意し、支援検討にあたって
は、ＤＶリスクの見落としがないよう配偶者暴力センターと連携・助言を得ている。

【学校教育課】 ・ジェンダーの視点に基づく適切な対応では、教員だけでなく、心の教室相談員、ＳＳＷ（スクール
ソーシャルワーカー）、スクールカウンセラー、青少年支援センターカウンセラーにおいても、児童
生徒に寄り添い、ジェンダーの視点に立った相談対応に努めた。

【経済振興課】 ・相談時におけるジェンダーの視点に基づき、沖縄県女性就業・労働相談センター等の支援事業、相
談事業の情報共有・提供を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施する
ことができなかった。

エ 性に関する学習機会の
充実

【生涯学習プラザ】 ・性に関する学習機会の充実については、講座として運動実施の機会を目的とした内容を企画した
が、新型コロナウイルス感染症の影響により、募集中に中止が確定し未実施となった。
　中止「ゆるヨガ講座」定員20人/9人応募（男性１人・女性 8人）
　中止「筋トレ講座」　定員20人/11人応募（男性7人：女性 4人）
　

【学校教育課】 ・性に関する学習機会の充実では、体育及び保健体育の授業において、学習指導要領に沿った発達段
階に応じた性教育が実施できた。
・各学校において、エイズに対する理解を深めるためのレッドリボンを配布し、啓発を行うことで、
命や生の大切さ、差別や偏見をもたないことへ意識が高まった。
・命に関する授業や妊婦体験等を通して、命の尊さや妊婦の思いや大変さへの理解が深められた。

【社会教育課】 ・性に関する学習機会の充実では、ＰＴＡ連合会主催にて、動画配信による性に関する講演会を開催
し、意識啓発に取り組んだ。
　内容　　　性の多様性入門講座
　再生回数　70回

【保健衛生課】 ・性に関する学習機会の充実について、桑江中学校で思春期講演会を実施した。
　参加数：１２０人　（小学校については、事業を中止した）
　内容：命の教育の充実、性感染症等の予防、10代の望まない妊娠の予防
　　　　妊婦体験（妊婦シミュレーション）、赤ちゃん抱っこ体験（沐浴人形）、
　　　　ＤＶＤ「うまれる」を視聴、ＬＧＢＴＱについての講話
　講師：（一般社団法人）沖縄いのちにエールを贈る会（助産師）へ委託
　対象：桑江中学校３年生全員
　方法：総合の時間に実施

【町長室】 ・6月の男女共同参画推進月間のパネル展において、性の多様性について紹介し、性に関する学習機会
の充実を図った。講演会は実施できなかった。
・沖縄女性センター（てぃるる）が主催する講習会の周知を行った。

【町長室】 ・性的指向や性同一性障害等の理解を促すため、男女共同参画情報誌「ハーモニー」を活用し、沖縄
県の「にじいろ宣言」の紹介及び専門相談窓口の周知を行った。

【学校教育課】 ・性同一性障害等への適切な対応では、ジェンダーに関する正しい理解を性教育等の場において推進
している。
・「制服に関するアンケート」を実施し、その結果をもとに男女区別しない制服の導入の準備を進め
ている段階である。

オ 性同一性障害等への適
切な対応
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

2 互いに認め
合い高めあ
う男女共同
参画意識の
形成

5 ジェンダー等の視点
に基づく人権の尊重

18 ＤＶ（ドメスティッ
ク・バイオレン
ス）・性犯罪等に関
する対策の強化

ア 啓発広報の推進 【町長室】 ・ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）・性犯罪等に関する理解啓発広報の推進では、6月の男女共
同参画推進月間､11月の女性に対する暴力の防止に関するパネル展､男女共同参画情報誌「ハーモ
ニー」への掲載などにより、啓発を行った。情報誌には、毎回相談窓口を掲載し周知を行っている。
・役場トイレには、年間を通して相談窓口紹介カードを設置した。

イ 庁内における連携強化 【町長室】 ・ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）・性犯罪等に関する庁内における連携強化では、男女共同
参画次期計画書の策定に向け、庁内関係課と町長室により現状と課題、今後の方向性について協議を
行った。

ウ ジェンダーの視点に基
づく人権に関する相談
員への研修の実施（二
次的被害の防止）

【町長室】 ・ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）・性犯罪等に関する相談員への研修の実施では、庁舎内職
員及び町内関係団体に、沖縄県が開催しているＤＶ等の二次被害防止研修に関する情報提供を行っ
た。（参加者は0人）
・町長室が主体となり、研修会を企画・開催することはできなった。

エ ストーカー行為等被害
者保護の徹底

【住民課】 ・ストーカー行為等被害者保護の徹底では、ＤＶ等被害者の申出及び当該申出に係る他機関からの意
見を踏まえ、町要綱に基づく住民票等の発行抑止を行うなど被害者保護を徹底することができた。

オ ＤＶ相談窓口の設置検
討及び相談専門員の配
置検討

【町長室】 ・ＤＶ相談窓口の設置検討及び相談専門員の配置検討では、男女共同参画次期計画書の策定に向け、
庁内関係課と現状と課題、今後の方向性について協議を行った。

19 関係機関との連携 ア 情報の提供 【町長室】 ・ジェンダー等の視点に基づく人権の尊重における、関係機関との連携、情報提供については、6月の
男女共同参画推進月間、11月の女性に対する暴力の防止週間にパネル展を開催し情報発信を行った。
また男女共同参画情報誌「ハーモニー」へ関連情報を掲載し情報提供を行った。
・男性トイレにも、年間を通して「男性相談」に関する相談先紹介カードやＤＶ加害者の更生に関す
る研修会案内カードの設置を行い、情報提供を行った。
・ホームページには、性暴力を含む各種相談窓口の一覧を掲載し、情報提供を行っている。

イ ＤＶ・性犯罪を見逃さ
ない地域づくり

【町長室】 ・ジェンダー等の視点に基づく人権の尊重、ＤＶ・性犯罪を見逃さない地域づくりについては、町民
を対象に人権・行政無料法律相談を実施した。また中部配偶者暴力支援センター等の相談機関へ、適
切な案内が行えるよう、相談機関と連携を図った。

ウ 関連機関との連携 【町長室】 ・ジェンダー等の視点に基づく人権の尊重における、関係機関との連携として、毎月実施している人
権・行政無料法律相談に併せて、６月と１１月に「女性相談日」を企画していたが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響により、縮小して実施している。（６月は中止、１１月は電話相談　女性相談1
件）
・県が設置している国際家事福祉相談所と情報交換を行い、スムーズな連携が取れるよう努めた。

6 固定的性別役割分担
意識の変革

20 固定的性別役割分担
意識の見直しに向け
た意識啓発

ア 国の調査結果等を活用
した意識啓発

【町長室】 ・国の調査結果等を活用した意識啓発として、6月の男女共同参画推進月間でのパネル展示や、情報誌
ハーモニー（63～65号）にジェンダーギャップ指数の紹介を行い、固定的役割分担意識等見直しの周
知を行った。

【町長室】 ・地域行事等における固定的性別役割分担意識の見直しに向けた意識啓発として、第三次男女共同参
画推進計画策定のために実施した「町民意識調査」の結果を情報誌「ハーモニー」に掲載し、意識啓
発を行った。

【社会教育課】 ・地域行事等における固定的性別役割分担意識の見直しに向け、学力向上推進協議会家庭・地域教育
部会の支部活動の年中行事・イベントを通して男女問わず参加できるよう取り組んでいる。

イ 地域行事等における固
定的性別役割分担意識
の見直し
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

3 男女の仕事
と生活の両
立支援

7 仕事と生活の両立に
向けた支援

21 仕事と育児・介護等
の両立のための制度
の定着と利用の促進

【総務課】 ・育児・介護休業法の利用促進を図るため、産前休暇を取得する女性職員むけの「妊娠・出産」パン
フレット、男性職員向け「育児」のためのハンドブックの周知を行った。
　男性の育児休業取得者２人
　介護休暇取得者７人　うち女性４人

【教育総務課】 ・育児・介護休業法の利用促進では、妊娠・出産・育児制度の周知（必要に応じ総務課連携）
　女性の育児休暇取得率100％（取得者6人：うち1人は非常勤）
　男性の育休取得者・介護休業者　0人

【経済振興課】 ・育児・介護休業法の利用促進では、ホームページを活用し育児・介護休業法の制度の周知を行って
いる。
・沖縄県女性就業・労働相談センター等の支援事業、相談事業の情報発信については、新型コロナウ
イルス感染症の影響により取組めなかった。（事業者へチラシ配布等）

【町長室】 ・育児・介護休業法の利用促進では、町公式ホームページ等において育児・介護休業法について掲載
し、制度の周知と利用促進を図った。

【福祉課】 ・育児・介護休業法の利用促進について、事業としての取り組みは実施していないが、窓口にて随時
相談を受けている。

イ 事業者に対する各種助
成制度についての情報
提供と利用促進

【経済振興課】 ・事業者に対する各種助成制度についての情報提供と利用促進については、ホームページを活用し周
知を行っている。
・沖縄県女性就業・労働相談センター等の支援事業、相談事業の情報発信については、新型コロナウ
イルス感染症の影響により取組めなかった。（事業者へチラシ配布等）

【総務課】 ・育児・介護休業取得者のスムーズな職場復帰に向けた情報提供については、育児休業者との連絡調
整を密に行い、スムーズに職場復帰することができた。

【教育総務課】 ・育児・介護休業取得者のスムーズな職場復帰に向けた情報提供については、育児休業者との連絡調
整を密に行い、スムーズに職場復帰することができた。（育休復帰２人）

【経済振興課】 ・育児・介護休業取得者のスムーズな職場復帰に向けた情報提供について、新型コロナウイルス感染
症の影響により、沖縄県女性就業・労働相談センター等の支援事業、相談事業の情報発信に取組めな
かった。

【総務課】 ・北谷町特定事業主行動計画に基づく取り組みの推進では、産前休暇を取得する女性職員むけの「妊
娠・出産」パンフレット配布、男性職員向け「育児のためのハンドブック」の周知等を行った。
　女性の育休取得率100％、
　男性の育休取得者2人／10人中

【町長室】 ・北谷町特定事業主行動計画に基づく取り組みの推進では、北谷町の管理職登用状況について、ホー
ムページに掲載し意識啓発を行いました。

22 仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・
バランス）について
の意識啓発の促進

ア 仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バ
ランス）の周知徹底

【経済振興課】 ・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の周知徹底では、役場、商工会等による事業者へ
のチラシ配布等情報発信及び働き方改革の推進を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響
により取組みできなかった。

【総務課】 ・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の周知徹底では、ノー残業デー（毎週月曜日）の
周知を行った。

ア 育児・介護休業法の利
用促進

ウ 育児・介護休業取得者
のスムーズな職場復帰
に向けた情報提供

エ 北谷町特定事業主行動
計画に基づく取り組み
の推進
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

3 男女の仕事
と生活の両
立支援

7 仕事と生活の両立に
向けた支援

22 ア 仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バ
ランス）の周知徹底

【教育総務課】 ・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の周知徹底では、総務課所管の安全衛生委員会か
ら年次有給休暇取得促進の案内を行った。

【町長室】 ・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の周知徹底では、６月の男女共同参画推進月間ﾊﾟﾈ
ﾙ展（6/1～6/30）、第13回男女同参画標語コンクールの実施により意識啓発を行った。
・町公式ホームページにおいて、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が人生をより豊か
なものにしていくという、考えの周知を図りました。

8 働く場における男女
共同参画の推進

23 職場における男女平
等の確立

ア 男女雇用機会均等法、
パートタイム労働法等
についての周知

【経済振興課】 ・男女雇用機会均等法、パートタイム労働法等についての周知では、役場、商工会等による事業者へ
のチラシ配布等情報発信及び働き方改革の推進を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響
により取組みできなかった。

【総務課】 ・妊娠・出産期における女性の就業環境の整備では、産前休暇を取得する女性職員むけの「妊娠・出
産」パンフレット、男性職員向け「育児」のためのハンドブックの周知を行った。
　妊婦通勤緩和取得率100％
　産前産後休暇取得率100％
　育休取得率100％

【教育総務課】 ・妊娠・出産期における女性の就業環境の整備では、妊娠・出産・育児制度の周知（必要に応じ総務
課連携）を行った。・妊娠・出産・育児制度の周知（必要に応じ総務課連携）した。
　女性の育休取得率100％
　女性の育休取得者数　6人（うち1人は会計年度任用職員）

【経済振興課】 ・妊娠・出産期における女性の就業環境の整備では、役場、商工会等による事業者へのチラシ配布等
情報発信及び働き方改革の推進を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な取
組みができなかった。

【総務課】 ・セクシュアル・ハラスメント等防止対策の充実では、北谷町職員ハラスメント防止規定に基づき、
ハラスメント相談員を配置し、職員のハラスメント相談窓口を整備し、その旨周知した。

【教育総務課】 ・セクシュアル・ハラスメント等防止対策の充実では、総務課において他執行機関も含めた相談員を
設置した。職員のハラスメントに対する意識の向上が図られた。

【経済振興課】 ・セクシュアル・ハラスメント等防止対策の充実に向け、、沖縄県女性就業・労働相談センター等の
支援事業、相談事業の情報を事業者へのチラシ配布等により情報発信を行っている。新型コロナウイ
ルス感染症の影響により十分な取組みができなかった。

【町長室】 ・男女共同参画を推進している事業者についての情報発信が十分に取り組むことができなかった。
　（男女共同参画情報誌「ハーモニー」等での情報発信）

【経済振興課】 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、男女共同参画を推進している事業者についての情報発信
ができなかった。

24 再就職に向けた支援 ア 再就職のための情報提
供

【経済振興課】 ・再就職のための情報提供では、役場、商工会等による事業者へのチラシ配布等情報発信及びハロー
ワークへの案内を行った、令和2年度ほどの問合せは少なかった。

イ 就業に必要な能力開発
等の支援

【経済振興課】 ・就業に必要な能力開発等の支援では、役場、商工会等による事業者へのチラシ配布等情報発信及び
ハローワークへの案内を行った。令和2年度ほどの問合せは少なかった。

イ 妊娠・出産期における
女性の就業環境の整備

ウ セクシュアル・ハラス
メント等防止対策の充
実

エ 男女共同参画を推進し
ている事業者の紹介

仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・
バランス）について
の意識啓発の促進
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

3 男女の仕事
と生活の両
立支援

8 働く場における男女
共同参画の推進

25 女性起業家への支援 ア 起業家セミナー等の情
報提供

【経済振興課】 ・女性起業家支援の起業家セミナー等の情報提供については、北谷町のホームページを活用し、沖縄
県女性就業・労働相談センター等を周知している。
（商工会、各金融機関との連携により創業支援を実施）

イ 起業家を支援する資金
融資制度などの情報提
供

【経済振興課】 ・女性起業家支援の起業家を支援する資金融資制度などの情報提供については、北谷町のホームペー
ジにおいて、雇用に関する助成金として、融資制度の周知を行っている。
（商工会、各金融機関との連携により創業支援を実施）

ウ 女性起業家の紹介 【経済振興課】 ・女性起業家の紹介では、各種小規模事業者支援事業を通して、事例の情報の共有を行う予定であっ
たが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施できなかった。

26 事業者における管理
的地位への女性の登
用促進

ア 女性の積極的登用につ
いて事業者への啓発活
動の推進

【経済振興課】 ・事業者における管理的地位への女性の登用促進ついては、町公式ホームページを活用し、女性活躍
推進法のポイントについて周知を行っている。

イ 女性を対象とした研修
に関する情報の発信

【経済振興課】 ・事業者における管理的地位への女性の登用促進に向け、国、県の女性就業事業、相談事業につい
て、町ホームページ等を通じて情報提供を行った。

9 多様なライフスタイ
ルに応じた子育て支
援

27 多様なライフスタイ
ルに対応した保育
サービスの充実

ア 「北谷町子ども・子育
て支援事業計画」に基
づく支援の充実

【子ども家庭課】 　多様なライフスタイルに対応した保育サービス充実 「北谷町子ども・子育て支援事業計画」に基づ
く支援の充実では、各種取り組みを実施した。
　・ファミリーサポートセンター事業で多様なニーズに対して子育ての援助を行った。
　　　会員数 1018人、年間活動件数 4226件（R4.3月末現在の北谷町の数値）
　・R2.5月より事業利用支援に「障がい児、多胎児がいる世帯」も対象とした。
　・新型コロナ感染症の影響で休校等となった場合の利用助成を追加した。
　・特別支援保育の実施及び民間保育所の受入れ支援策の充実
　・病児保育（体調不良型）の実施
　・病児保育（病児・病後児型）の実施
　・コロナ禍における保育提供体制の継続対策の実施

28 ひとり親家庭等に対
する子育てと就業の
両立支援

【子ども家庭課】 ・ひとり親家庭に対して、児童扶養手当や母子父子等医療費助成、各種貸付制度などの町公式ホーム
ページや広報紙等を活用し周知が図られた。
・ひとり親に対するコロナ関連給付金、制度等の周知を図った。

【福祉課】 ・各種福祉制度の周知については、高齢、障がい、貧困などにより困難を抱えた女性等が、地域にお
いて安心して自立した生活を送れるよう、支援体制の充実を図るため、生活困窮者自立相談支援事業
を実施し、必要な方への支援を行っている。また、各種福祉制度等を町公式ホームページ等を活用し
て周知を行い、必要な方へ制度の周知が図られた。

イ 母子寡婦活動に対する
支援

【子ども家庭課】 ・母子寡婦活動に対する支援では、母子寡婦福祉会に補助金の交付を行った。（会員数58人）
　児童扶養手当現況時を利用して母子寡婦活動について住民への周知を図った。

ウ 就業に必要な能力開発
等の支援
※第3章8(24)イ再掲

【経済振興課】 ・ひとり親家庭等に対する子育てと就業の両立支援では、役場、商工会等による事業者へのチラシ配
布等情報発信及びハローワークへの案内を行った。
　※職業能力開発の問い合わせは、女性が多かった。ハローワークへ案内した。

ア 各種福祉制度の周知
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

3 男女の仕事
と生活の両
立支援

9 多様なライフスタイ
ルに応じた子育て支
援

28 ひとり親家庭等に対
する子育てと就業の
両立支援

エ 町営住宅への優遇措置
制度

【都市計画課】 ・ひとり親家庭等に対する子育てと就業の両立支援、町営住宅への優遇措置制度については、母子・
父子世帯等の優遇対象世帯が入居者募集にかかる抽選に当選しやすいよう優遇措置を行った。
（当選者合計20世帯中優遇申込者が15世帯、そのうち7世帯が母子世帯として申込んだ世帯。ただし、
退去に伴う新規入居は１世帯で、そのうち母子世帯は０世帯。）

10 男女の自立に向けた
意識啓発

29 女性の経済的・精神
的自立への支援

ア 経済的、精神的自立に
ついての啓発促進

【町長室】 ・女性の経済的・精神的自立への支援、啓発促進として、令和３年７月から実施している「コロナ禍
における生活支援・生理用品提供支援事業」について、町公式ホームページ及び男女共同参画情報誌
「ハーモニー」での情報発信と、公共施設へのポスター掲示等により周知を行った。（令和３年度提
供数 751件）

【住民課】 ・女性の経済的・精神的自立のための各種社会保障制度等の周知では、北谷町ホームページや広報紙
へ年金制度について掲載。個別ケースに応じた日本年金機構の連携制度周知を図り、個々に必要な情
報提供を行うことができた。

【福祉課】 ・女性の経済的・精神的自立のための各種社会保障制度等の周知では、「生活困窮者自立相談支援事
業」により、必要な方への支援を行い、各種保証制度の周知が図られた。

【子ども家庭課】 ・女性の経済的・精神的自立のための各種社会保障制度等の周知では、ひとり親家庭に対して児童扶
養手当や母子父子等医療費助成、各種貸付制度などの周知を図った。また、コロナ禍による臨時的な
支援として、北谷町ひとり親家庭等臨時特別給付金支給事業を実施した。町公式ホームページや広報
紙等を活用し周知が図られた。

【保健衛生課】 ・女性の経済的・精神的自立のための各種社会保障制度等の周知では、広報紙等を通じた国民健康保
険制度の周知を行った。個別の納税相談等の際、家庭の状況に応じた丁寧な対応を行っている。

【経済振興課】 ・家族経営協定についての普及啓発では、事業継承税制等家族経営に関する周知について役場、商工
会等による事業者へのチラシ配布や情報発信及び女性就業センターへの案内を行った。

【経済振興課】 ・家族経営協定についての普及啓発では、家族経営協定に関する情報及び資料等を窓口に備え付け
た。

30 男性の生活的自立の
ための意識啓発と支
援

【町長室】 ・家庭生活における男女の支え合いについての啓発では、男女参画情報誌「ハーモニー」において、
男性の家事への参加を促し、男女が支え合って家庭生活を送ることの大切さを周知啓発しました。

【社会教育課】 ・家庭生活における男女の支え合いについての啓発として、令和２年度は新型コロナウイルス感染症
の影響により実施できなかったが、令和３年度は地区公民館で終活講座へ男女の参加があり、共に終
活を考える機会をもつことができた。

【生涯学習プラザ】 ・家庭生活における男女の支え合いについての啓発では、親子で取組む料理講座を企画したが、新型
コロナウイルス感染症の影響により中止となった。
※中止「時短で栄養・味噌玉100個できるかな」　定員8人
　
　イ 男性の生活者としての

自立支援
【町長室】 ・男性の生活者としての自立支援では、男女共同参画推進月間のパネル展（6/1～6/30）、第13回男女

共同参画標語コンクール（6/1～7/30）の実施、情報誌ハーモニー（第63～65号）による啓発事業を実
施した。

【生涯学習プラザ】 ・男性の生活者としての自立支援として、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施
できなかったが、令和３年度は料理講座を実施した。通常の料理講座はグループで分担し料理を作る
が、自立支援目的のため、1人ですべて行う料理講座とした。
　「はじめてでも、かんたん！ロジカル(論理的)料理」講座（全３回）
　　定員７人/男性：7人参加

イ 各種社会保障制度等の
周知

ウ 家族経営協定について
の普及啓発

ア 家庭生活における男女
の支え合いについて啓
発
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

3 男女の仕事
と生活の両
立支援

10 男女の自立に向けた
意識啓発

30 男性の生活的自立の
ための意識啓発と支
援

イ 男性の生活者としての
自立支援

【福祉課】 ・男性の生活的自立のための意識啓発、男性の生活者としての自立支援については、窓口での相談及
び男の貯筋クラブの継続実施をした。男性のみの貯筋クラブは継続して、休まず参加している高齢者
が多い。

【保健衛生課】 ・男性の生活的自立のための意識啓発、男性の生活者としての自立支援では、食、栄養に関する教育
として、スマートダイエット教室・出前講座（地域での栄養講話）を予定していたが、新型コロナウ
イルス感染症感染症の影響により教室が中止となった。
・2/5子どもの栄養と食生活の講話・3/22（がんじゅう大学で高齢者対象）フレイル予防栄養講座を実
施した。（合計：2回・7人）

【社会教育課】 ・男性の生活者としての自立支援では、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施で
きなかったが、令和３年度は、だれでも簡単にできる「みそ玉」や「レアチーズケーキ」の料理動画
を作成・配信し、老若男女問わず料理に親しむことができるよう取り組んだ。

4 男女の健康
づくりの充
実と福祉の
向上

11 心身の健康づくり及
び日常生活支援

31 男女の生涯を通じた
健康管理・健康づく
り支援

【保健衛生課】 ・年齢や性別に応じた健康支援では、特定保健指導（実183人）暫定数（R4.2月末時点）（以下同
じ）、訪問指導（延11件）、来所相談（所内・健診時除く）（延385件）、電話相談（所内除く）
（750件）：所内・健診時健康相談30回（延209件）、健康教育 (R3.3月末時点)（一般出前健康教育）
1回、高齢者教室1回（実25人）を行った。
【町長室】令和３年７月から実施している「コロナ禍における生活支援・生理用品提供支援事業」で
は、女性の健康への支援としても寄与している（令和３年度提供数 751件）

【社会教育課】 ・年齢や性別に応じた健康支援では、地区公民館にて健康づくり講座（ダイエット講座等）を開催し
健康づくり支援を行った。また、ラジオ体操講座の動画を作成・配信しコロナ禍でも老若男女問わず
健康づくり講座に参加できるよう取り組んだ。
・新体力テストを実施したが、新型コロナウイルス感染症の影響により小規模開催となった。

【保健衛生課】 ・一人ひとりの健康づくりを支援する環境の充実では、保健相談ｾﾝﾀｰ機能訓練室開放事業利用者
（R4.2月末時点）　延：男性100人、女性133人  実人数：男性15人女性17人)
※緊急事態宣言中は利用中止のため利用者数減。
【町長室】令和３年７月から実施している「コロナ禍における生活支援・生理用品提供支援事業」で
は、女性の健康への支援としても寄与している（令和３年度提供数 751件）

【土木課】 ・一人ひとりの健康づくりを支援する環境の充実では、経常的な取り組みとして指定管理者による施
設維持管理を実施している。
・令和２年度よりサンセットビーチ改良事業に着手している。
・令和３年４月１日に健康遊具を多く配置した奈留川西公園の供用開始を行った。
・令和３年度はパークゴルフ場整備工事に着手している。

【福祉課】 ・男性への相談対応及びこころの健康支援では、男性に特化した相談体制には取り組んでいないが､
個々の心身や生活の状況に応じた支援を提供している｡個々の状況に応じた適正な相談支援を提供し
た。

【保健衛生課】 ・男性への相談対応及びこころの健康支援では、男性に特化した事業は行っていない。こころの健康
パネル展（自殺予防週間等にあわせ年2回実施）、こころの健康相談、児童生徒のＳＯＳの出し方に関
する資料の配布（中学2年生）を行った。

【経済振興課】 ・男性への相談対応及びこころの健康支援では、北谷町のホームページを活用し、沖縄県女性就業・
労働相談センターを紹介している。
・労働者の健康や働き方改革に関し、役場、商工会等による事業者へのチラシ配布等情報発信を行う
予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により取組みできなかった。

イ 一人ひとりの健康づく
りを支援する環境の充

実

ウ 男性への相談対応及び
こころの健康支援

ア 年齢や性別に応じた健
康支援

－16－



第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

4 男女の健康
づくりの充
実と福祉の
向上

11 心身の健康づくり及
び日常生活支援

32 妊娠・出産期におけ
る女性の健康支援

【保健衛生課】 ・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康・権利）の普及啓発については、新生児
(こんにちは赤ちゃん訪問セット）訪問、育児学級を通して、家族計画や避妊に関する情報提供を行っ
た。
　出生数：288人新生児訪問(乳児家庭全戸訪問)実績281件
　育児学級延べ参加人数：26人（平均12人/1回）

【町長室】 ・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康・権利）の普及啓発については、町公
式ホームページにおいて周知啓発を行った。

イ 妊娠及び出産期におけ
る健康管理の充実

【保健衛生課】 ・妊娠及び出産期における健康管理の充実では、保健師による妊娠届出時、妊娠8ヶ月時点面談及び訪
問により健康支援を行った。
　妊娠届出数292件、届出時面談数292件、8ヶ月面談件数124件
・助産師による妊産婦・新生児訪問により健康支援
　出生数：288人　新生児訪問実績281件

【学校教育課】 ・発達段階に応じた性教育の推進では、体育及び保健体育の授業において、学習指導要領に沿った発
達段階に応じた性教育が実施できた。
・各学校において、エイズに対する理解を深めるためのレッドリボンを配布し、啓発を行うことで、
命や生の大切さ、差別や偏見をもたないことへ意識が高まった。

【保健衛生課】 ・発達段階に応じた性教育の推進については、桑江中学校で思春期講演会を実施した。
　参加数：１２０人　（小学校については、事業を中止した）
　内容：命の教育の充実、性感染症等の予防、10代の望まない妊娠の予防
　　　　妊婦体験（妊婦シミュレーション）、赤ちゃん抱っこ体験（沐浴人形）、
　　　　ＤＶＤ「うまれる」を視聴、ＬＧＢＴＱについての講話
　講師：（一般社団法人）沖縄いのちにエールを贈る会（助産師）へ委託
　対象：桑江中学校３年生全員
　方法：総合の時間に実施

【保健衛生課】 ・思春期における乳幼児ふれあい体験学習の取組みとして実施されていました「思春期ふれあい赤
ちゃん抱っこ体験」は、事業が終了しています。

【学校教育課】 ・思春期における乳幼児ふれあい体験学習についての取組みでは、保育園での職場見学や職場体験を
計画していたが、新型コロナウイルス感染症ウイルスの影響により未実施である。

オ 両親学級等の充実 【保健衛生課】 ・妊娠・出産期における女性の健康支援として両親学校等の充実では、両親学級、育児学級において
健康管理について講話を実施している。特に両親学級では食事について重点的に行っている。
　両親学級延べ参加人数：63人(平均6.3人/1回）
　育児学級延べ参加人数：26人（平均12人/1回）

33 介護予防の充実 ア 男女の違いに配慮した
介護予防の充実

【福祉課】 ・男女の違いに配慮した介護予防の充実では、地域活動及び介護予防事業への男性を促すような取り
組みを意識している。男性のみの貯筋クラブを2地区（保健相談センター・老人福祉センター）で実施
しているが、男性のみの貯筋クラブは継続して参加している高齢者が多い。

イ 介護者に対する支援の
充実

【福祉課】 ・介護者に対する支援の充実では、地域活動及び介護予防事業への男性を促すような取り組みを意識
している。男性のみの貯筋クラブを2地区（保健相談センター・老人福祉センター）で実施している
が、男性のみの貯筋クラブは継続して参加している高齢者が多い。

ア 子どもを持つか持たな
いか、いつ持つのか、
何人持つのかを決定す
る権利を有する考え方
（リプロダクティブ・
ヘルス/ライツ（性と
生殖に関する健康・権
利））の普及啓発

ウ 発達段階に応じた性教
育の推進
※第2章4（15）イ再掲

エ 思春期における乳幼児
ふれあい体験学習
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第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

　基本目標名称 主要目標 施策 具体的施策
主管課
関係課

令和３年度実施取組

5 平和行政及
び国際交
流・国際理
解の推進

12 平和なまちづくり及
び国際交流の推進

34 平和教育及び国際交
流の推進

【町長室】 ・平和学習派遣事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、県外への派遣は実施でき
なかったが、オンライン・ピースフォーラムへの参加や、県内宿泊研修を行った。平和学習派遣事業
は、町内２中学校及び北谷高校から派遣者を選出し、平和推進に関する人材育成を図っている。
（令和３年度派遣者　中学生：男子2人・女子7人、高校生：男子1人・女子2人）
・謝苅公民館で戦争体験者（男性1人、女性2人）のトーク収録を行い、男女それぞれから見た沖縄戦
について証言収録を行いました。

【学校教育課】 ・戦争やテロなどがもたらす疾病や貧困などは、女性や子どもがその影響を強く受けることから、
「平和であることが町づくりの原点である」という認識のもと、各学校で平和月間等を設定して、平
和教育の実践を行っている。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、教職員対象の平和研修(戦跡めぐり、アブチラガマ見学
等)は実施できなかった。

【学校教育課】 ・国際理解・国際交流の推進では、人権や性別、地位等それぞれの違いや立場を受け入れ支え合える
よう、幼少期からの英語教育や外国人等の交流を通して、相互理解と国際的感覚を備えた人材育成の
ため実施している。
・新型コロナウイルス感染症の影響により中学校、英国派遣相互交流事業はオンラインにて実施。参
加者は英語スピーチコンテストの出場生徒とした。（生徒９人）。
・オーストラリア交流は小学校３校で各１回実施。うち１校はオンライン交流後、手紙とギフトの交
換も行った。幼稚園から英語活動実施。

【町長室】 ・国際理解・国際交流の推進では、北谷町海外移住者子弟研修生受入事業は、新型コロナウイルス感
染症の影響により実施できなかった。

【町長室】 ・国際理解・国際交流の推進､国際相談に関する情報提供については、毎月実施している「人権・行
政・法律無料相談」において、様々な困りごとについての相談を受けている。令和３年度は新型コロ
ナウイルス感染症の影響により中止となった月あった。
　※対面相談４回（４月、５月、１２月、３月）、電話相談３回（１０月２回、11月）
・外国人との交際問題、離婚等に関する相談は、県が設置している国際家事福祉相談所や、外国人専
用相談窓口を適切に紹介した。

【学校教育課】 ・国際理解・国際交流の推進では、外国人であることに加え、女性であることで複合的に困難な状況
に置かれたり、言葉に不便を感じながら生活を送ったりすることのないよう、人権尊重の観点からも
町立学校における日本語指導教室を中心に学習支援を行った。
・日本語指導を行うにあたり、県から日本語指導教諭２人、町から日本語指導支援員１人を配置し
た。
・日本語学習教室に通った児童69人

ア 平和教育及び平和推進
事業の推進

イ 国際理解・国際交流の
推進

ウ 国際相談に関する情報
提供
※第1章3（11）ウ再掲

－18－



第３号様式 北谷町男女共同参画における実施事業の状況(令和３年度）

【北谷町男女共同参画会議委員からの意見】

・審議会等委員への女性の積極的雇用登用では、「審議会等委員の女性登用40％」が達成されているのは大いに評価できる。一方、女性委員ゼロ委員会及び審議会の解消には、まだ4審議会がこれに該
当し、今後も継続して取り組んでいただきたい。候補者がいないということであれば、なぜその分野に女性の候補者がいないのかということから考えて、解決に向けて動いて頂くことを期待する。
・人材バンクについては人材バンクそのもののありかたについて検討された方がよいのではないか。
・女性職員の管理職への登用では、積極的に行われており課長以上の職では12.5％、係長職以上になると60.3％と、前年度から大幅に上昇し素晴らしい。管理職や多様なポストへの登用割合も上げて
いく事で、庁内における男女共同参画の意識も向上していくと思われる。
・更生保護女性会のような一度犯罪をした人でも立ち直ろうとする人を支援する女性達の団体の活動を取り上げることも非常に意義があると思う。
・男性の家事・育児・介護等への参画促進では、「パパカード」の活用によって、育児に悩む父親に寄り添う視点での面談の実施ができている。また、両親学級、育児学級の開催を工夫されているこ
とは評価する。
・コロナ禍においても、上手くオンラインを取り入れ事業が実施されている。今後もオンラインを積極的に活用し、事業を継続して実施していただきたい。しかし、団体・ネットワーク支援について
は、もっとオンラインを活用した展開を期待する。
・介護休業等が取得しやすい環境整備の促進では、役場において介護休業等が国家公務員と同等の制度に整備されたことで、今後は取得状況にも注視していただくとともに、取得しやすい環境の整備
を継続して進め、制度の活用を促していただきたい。育児と異なり、介護は期間等の予定が立たず、取得する職員も言い出しにくい可能性があること、管理職の言動によってはハラスメントになりう
ること等も管理職を中心に共有して欲しい。
・快適な環境づくりへの男女共同参画の推進では、意思決定の立場に女性を増やし、活動自体には男性の参画を促すという方向性を今後も続けて欲しい。
・男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立では、地域町防災会議委員に、女性が一人というのはまだ少ない。特に様々な視点を取り入れる必要がある防災計画では、女性（できれば幅広い年
代で）をもう少し意識的に増やしていただきたい。他の地域での経験も参照しながら、セクシャル・マイノリティの方達の視点も取り入れて欲しい。
・妊娠・出産期における女性の就業環境の整備では、通勤緩和、産前産後休暇、育休の取得率がいずれも取得率100％となっており、取得しやすい環境にあると思われる。
・男女の仕事と生活の両立支援では、「職業能力開発の問い合わせは、女性が多かった」とあるが、ニーズに応じた次のアクションとして、ハローワークへの案内以外に新たな北谷町独自の支援や取
組に繋げられることを期待する。
・男女の健康づくりの充実と福祉の向上では、生理用品提供支援事業を実施しており高く評価できる。そのニーズは高く、コロナ禍では益々継続して実施していただきたい。
・イギリスとの関係は北谷ならではの素晴らしいものなので、英国派遣相互交流事業等はもっとアピールしても良いのではないか。
・平和教育及び平和推進事業の推進では、女性の視点からの平和教育が実施されたことが非常に良い。外国人女性の複合的困難に注目していることも評価できる。
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男女共同参画社会基本法（抄） 

 

（地方公共団体の責務）  

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体

の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

 

 

   北谷町男女共同参画推進条例（抄） 

 

(男女共同参画推進計画) 

第 13条 町長は、男女共同参画社会の推進に関する施策についての男女共同参画推進計画を策定しなければならない。 

2  町長は、男女共同参画推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ町民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければ

ならない。 

3  町長は、男女共同参画推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ第 23条に規定する北谷町男女共同参画会議(以下「参画会議」という。)

の意見を聴かなければならない。 

4  町長は、男女共同参画推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

5  前 3項の規定は、男女共同参画推進計画の変更について準用する。 

6  町長は、男女共同参画推進計画の実効性を高めるため、推進状況を把握し、及び分析して方策を講ずるものとする。 

 

 

(実施状況の公表) 

第 19条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、公表しなければならない。 


