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基本目標Ⅳ　男女平等参画の意識づくり

　主要施策１０　男女平等参画の理解の促進

基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 　28年度進捗状況調査
28年度

進捗評価
29年度実施計画 担当課

Ⅳ 10 (1)
男女平等参画
の広報・啓発
の推進

＜市民に向けた広報・啓発の充
実＞広報・ウェブサイト等の多様
な媒体を活用して男女平等参画
の意識啓発を進めます。

広報紙においては毎月2ページを
シリーズ人権として設け、その一部
で男女平等参画の情報を掲載し
た。ウェブサイトにおいても同様に
男女平等参画の取組や情報の提
供を継続的に行った。

○（目標どお
り）

広報紙及び市ウェブサイトで、男
女平等参画情報の提供を継続。

秘書広報課

Ⅳ 10 (1)
男女平等参画
の広報・啓発
の推進

＜市民に向けた広報・啓発の充
実＞広報・ホームページ等の多
様な媒体を活用して男女平等参
画の意識啓発を進めます。

市広報紙やウェブサイト、フェイス
ブック等を活用し、男女平等参画
に関する講座（男女平等参画社会
づくり講座、チャレンジ応援セミ
ナー等）や啓発に関する情報提供
を行った。

○（目標どお
り）

市広報紙、ウェブサイト、フェイス
ブック等を活用し、男女平等参画
に関する情報の提供を行う。

人権推進課

Ⅳ 10 (1)
男女平等参画
の広報・啓発
の推進

＜市民との協働でつくる男女平
等参画事業の推進＞男女平等
参画の考え方を浸透させるため
に市民との協働による取組を進
めます。

所管団体等への情報提供に努め
ました。

○（目標どお
り）

所管団体等への情報提供に努め
ます。

政策推進課

Ⅳ 10 (1)
男女平等参画
の広報・啓発
の推進

＜市民との協働でつくる男女平
等参画事業の推進＞男女平等
参画の考え方を浸透させるため
に市民との協働による取組を進
めます。

グループの活動拠点となる「男女
平等参画ルーム」を学習の場とし
て提供し、市民グループの支援を
行った。
登録グループの連携と相互理解を
図るため、ネットワーク（ステップ
ネット）を組織し、交流、情報交換を
図った。
28年度登録グループ10。
ステップネットネット年2回開催

○（目標どお
り）

グループの活動拠点となる「男女
平等参画ルーム」を学習の場とし
て提供し、市民グループの支援を
行う。
登録グループの連携と相互理解
を図るため、ネットワーク（ステップ
ネット）を組織し、交流、情報交換
を図る。

人権推進課

Ⅳ 10 (2)
事業所等に向
けての広報・
啓発の推進

＜事業所等に向けての広報・啓
発の推進＞男女平等参画につ
いての理解を深めるため、あら
ゆる機会を活用して広報、啓発
に努めます。

泉南市事業所人権推進連絡会会
員事業所を対象に大阪企業人権
協議会サポートセンター主催研修
の助成制度を周知しました。また
ハローワーク及び大阪府等労働関
係機関からの啓発冊子やチラシな
どを配布し啓発、情報提供を行い
ました。

○（目標どお
り）

泉南市事業所人権推進連絡会会
員事業所を対象に大阪企業人権
協議会サポートセンター主催研修
の助成制度を周知します。またハ
ローワーク及び大阪府等労働関
係機関からの啓発冊子やチラシな
どを配布し啓発、情報提供を行い
ます。

人権推進課

Ⅳ 10 (3)

男女平等参画
を推進する文
化創造・表現
活動の推進

＜メディア・リテラシーに関する
セミナーの開催＞男女平等参画
の視点から主体的に情報を読み
解き、活用する能力（メディア・リ
テラシー）を養うための啓発・学
習機会を提供します。

情報収集や図書の閲覧等ができる
交流スパース、グループ等が学習
や会議ができるスペース、女性相
談や電話相談ができる相談室を備
えた「せんなん男女平等参画ルー
ム（ステップ）を開設し、啓発・学習
機会を提供した。

▽情報収集・提供事業
＊収集資料　図書１４冊購入（現在
728冊）その他、雑誌、ビデオ、ＤＶ
Ｄ、行政資料、パンフレット、リーフ
レット、チラシ
＊貸出冊数72冊、延べ貸出人数
19人
▽ルーム利用状況人（女性1,442
人・男性134人）
▽ルーム登録グループ10グルー
プ。

○（目標どお
り）

メディア・リテラシーを養うため、関
連図書を充実させ、また、講座等
でも学習機会を提供できるように
します。

人権推進課

Ⅳ 10 (3)

男女平等参画
を推進する文
化創造・表現
活動の推進

＜メディア・リテラシーに関する
セミナーの開催＞男女平等参画
の視点から主体的に情報を読み
解き、活用する能力（メディア・リ
テラシー）を養うための啓発・学
習機会を提供します。

メディアにおける表現については、
敏感な視点にたって、学習講座を
実施した。

○（目標どお
り）

メディアにおける表現については、
敏感な視点にたって、学習講座を
実施する。

生涯学習課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 　28年度進捗状況調査
28年度

進捗評価
29年度実施計画 担当課

Ⅳ 10 (3)

男女平等参画
を推進する文
化創造・表現
活動の推進

＜メディア・リテラシーに関する
セミナーの開催＞男女平等参画
の視点から主体的に情報を読み
解き、活用する能力（メディア・リ
テラシー）を養うための啓発・学
習機会を提供します。

≪一時保育付きで以下の講座を実
施しました≫
○4回連続ワンコイン陶芸体験講
座（樽井）
○5回連続講座男性・初心者大歓
迎！栄養と料理の基本（樽井）
○たるい寄席4（樽井）
○親子のためのクリスマス・コン
サート（樽井）
○新春クラシック・コンサート3　～
ピアノとヴァイオリンの午後～（樽
井）
○4回連続講座ｉＰａｄを使いこなそ
う！（信達）
○4回連続講座かぎ針編みを始め
ませんか？（樽井）
○熟年ドラマ「桜子の夏」（樽井）

○（目標どお
り）

≪一時保育付きで以下の講座を
実施予定です≫
○親子で作ろう！きらきら☆かわ
いいアクセサリー①レジン②つま
み細工（樽井）
○夏休み平和映画上映会『火垂る
の墓』（樽井）
○3回連続講座つまみ細工でステ
キなかんざし作り～七五三・成人
式に！～（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよ
う！（樽井）
○新春クラシック・コンサート4（樽
井）
○人情ばなし（演劇公演）「棒が一
本あったとさ」（樽井）

文化振興課公民
館

Ⅳ 10 (3)

男女平等参画
を推進する文
化創造・表現
活動の推進

＜メディア・リテラシーに関する
セミナーの開催＞男女平等参画
の視点から主体的に情報を読み
解き、活用する能力（メディア・リ
テラシー）を養うための啓発・学
習機会を提供します。

地域の情報拠点として、関係資料
の収集と提供を行いました。

○（目標どお
り）

関係情報の収集、提供。および資
料の充実を図ります。

文化振興課図書
館

Ⅳ 10 (3)

男女平等参画
を推進する文
化創造・表現
活動の推進

＜子どもに向けた男女平等に関
する学習機会の提供＞市民活
動グループと協働して子どもが
男女の人権や男女平等につい
て学ぶための学習機会の提供を
推進します。

≪子ども・親子を対象とした講座≫
○おはなしキャラバンつばさ人形
劇公演「ホンザときつね」（樽井）
○伝統文化こども教室（泉南市文
化協会・泉南市茶華道連盟・泉南
市立公民館共催）7月～翌2月、樽
井・信達・新家公民館で実施
○夏休みわくわく科学教室（樽井・
新家）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休み平和アニメ上映会（樽井）
○たるい寄席4（樽井）
○親子のためのクリスマス・コン
サート（樽井）
○新春クラシック・コンサート3～ピ
アノとヴァイオリンの午後～（樽井）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）

○（目標どお
り）

≪子ども・親子を対象とした講座
≫
○親子で作ろう！きらきら☆かわ
いいアクセサリー①レジン②つま
み細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（樽井・
信達）
○夏休み平和映画上映会『火垂る
の墓』（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○人形劇団京劇公演『おふろだい
すき』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート4（樽
井）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）
○人情ばなし（演劇公演）「棒が一
本あったとさ」（樽井）

文化振興課公民
館

Ⅳ 10 (3)

男女平等参画
を推進する文
化創造・表現
活動の推進

＜子どもに向けた男女平等に関
する学習機会の提供＞市民活
動グループと協働して子どもが
男女の人権や男女平等につい
て学ぶための学習機会の提供を
推進します。

市民活動グループや関係機関と協
力し、子ども向けの関係資料の充
実や、特集コーナーの設置等、学
習機会の充実を図りました。

○（目標どお
り）

市民活動グループや関係機関と
協力して、子ども向けの関係資料
の収集と提供、および学習機会の
充実を図ります。

文化振興課図書
館

Ⅳ 10 (3)

男女平等参画
を推進する文
化創造・表現
活動の推進

＜子どもに向けた男女平等に関
する学習機会の提供＞市民活
動グループと協働して子どもが
男女の人権や男女平等につい
て学ぶための学習機会の提供を
推進します。

男女平等の視点を持って活動して
いる団体や人と連携した活動は行
えなかった。活動や講座などを通し
て男女平等について考えることが
できた。

○（目標どお
り）

男女平等の視点を持って活動して
いる団体や人と連携して、子ども
の活動の場づくりや男女平等につ
いて学ぶ事業を実施していく。

青少年センター

Ⅳ 10 (3)

男女平等参画
を推進する文
化創造・表現
活動の推進

＜子どもに向けた男女平等に関
する学習機会の提供＞市民活
動グループと協働して子どもが
男女の人権や男女平等につい
て学ぶための学習機会の提供を
推進します。

子ども達が活動するあらゆる場を、
固定的な性差別にとらわれない視
点で事業を行った。

○（目標どお
り）

子ども達が活動するあらゆる場
を、ジェンダーフリーな視点で行っ
ていく。また、男女平等について学
ぶ機会を事業を通して設けてい
く。

青少年センター
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 　　　　　28年度進捗状況調査
28年度

進捗評価
　　　　　　29年度実施計画 担当課

Ⅳ 10 (3)

男女平等参画
を推進する文
化創造・表現
活動の推進

＜男女平等参画の視点に立った
文化活動への参加の支援＞文
化や芸術の発展は平和の基盤
であるという視点から、男女平等
参画の視点に立った女性の文化
活動への参加・参画の支援をし
ます。

○6回連続シニアいきいき講座（市
内4館で実施　前期・後期）
○4回連続ワンコイン陶芸体験講
座（樽井）
○おはなしキャラバンつばさ人形
劇公演「ホンザときつね」（樽井）
○伝統文化こども教室（泉南市文
化協会・泉南市茶華道連盟・泉南
市立公民館共催）7月～翌2月、樽
井・信達・新家公民館で実施
○夏休みわくわく科学教室（樽井・
新家）
○5回連続講座男性・初心者大歓
迎！栄養と料理の基本（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休み平和アニメ上映会（樽井）
○樽井公民館まつり
○新家公民館まつり
○たるい寄席4（樽井）
○親子のためのクリスマス・コン
サート3（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽
井）
○4回連続講座ｉＰａｄを使いこなそ
う！（信達）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）
○信達公民館まつり
○4回連続講座かぎ針編みを始め
ませんか？（樽井）

○（目標どお
り）

○6回連続シニアいきいき講座（市
内4館で実施　前期・後期）
○親子で作ろう！きらきら☆かわ
いいアクセサリー①レジン②つま
み細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（樽井・
信達）
○夏休み平和映画上映会『火垂る
の墓』（樽井）
○3回連続つまみ細工でステキな
かんざし作り～七五三・成人式
に！～（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○新家公民館まつり
○6回連続ｉＰａｄをはじめよう！（樽
井）
○人形劇団京劇公演『おふろだい
すき』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート4（樽
井）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）
○信達公民館まつり

文化振興課公民
館
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　主要施策１１　男女平等参画を推進するための教育の充実

基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 　28年度進捗状況調査
28年度

進捗評価
29年度実施計画 担当課

Ⅳ 11 (1)
男女平等参画
を推進する学
校教育の充実

＜市内の幼稚園・小・中学校に
おける男女平等教育の推進＞
「泉南市男女平等教育基本方
針」に基づき、男女平等教育を
推進します。

「人権教育基本方針・推進プラン」
「人権保育基本方針・推進プラン」
及び「泉南市男女平等教育基本方
針」により、各校園所で人権教育・
保育推進計画を作成し、その計画
の点検・総括を行った

○（目標どお
り）

「泉南市男女平等教育基本方針」
に基づき、あらゆる教育活動を通
して、男女平等教育の推進に努め
る。

人権教育課

Ⅳ 11 (1)
男女平等参画
を推進する学
校教育の充実

＜市内の幼稚園・小・中学校に
おける男女平等教育の推進＞
「泉南市男女平等教育基本方
針」に基づき、男女平等教育を
推進します。

「人権教育基本方針・推進プラン」
「人権保育基本方針・推進プラン」
及び「泉南市男女平等教育基本方
針」により、各校園所で人権教育・
保育推進計画を作成し、その計画
の点検・総括を行った

○（目標どお
り）

人権教育課の研修をはじめ、研究
団体等においても研修の中に位
置づけ、取組みの推進を図る。

人権教育課

Ⅳ 11 (1)
男女平等参画
を推進する学
校教育の充実

＜市内の幼稚園・小・中学校に
おける男女平等教育の推進＞
「泉南市男女平等教育基本方
針」に基づき、男女平等教育を
推進します。

「人権教育基本方針・推進プラン」
「人権保育基本方針・推進プラン」
及び「泉南市男女平等教育基本方
針」により、各校園所で人権教育・
保育推進計画を作成し、その計画
の点検・総括を行った

○（目標どお
り）

すべての学校園で「泉南市男女平
等教育基本方針」に基づき、固定
的な性差観、性別による偏りがな
いか点検していく。

人権教育課

Ⅳ 11 (1)
男女平等参画
を推進する学
校教育の充実

＜市内の幼稚園・小・中学校に
おける男女平等教育の推進＞
「泉南市男女平等教育基本方
針」に基づき、男女平等教育を
推進します。

全校園での混合名簿の実施をはじ
め、児童生徒の並び方など男女の
区別が必要ない場面についての見
直しが進んだ。

○（目標どお
り）

あらゆる教育活動を通して、男女
平等教育の推進に努める。

人権教育課

Ⅳ 11 (1)
男女平等参画
を推進する学
校教育の充実

＜市内の幼稚園・小・中学校に
おける男女平等教育の推進＞
「泉南市男女平等教育基本方
針」に基づき、男女平等教育を
推進します。

「泉南市男女平等教育基本方針」
に基づき、女性管理職の任用をは
じめ、学校教育における男女平等
教育を推進した。

△（目標途中）

引き続き、「泉南市男女平等教育
基本方針」に基づき、学校教育に
おける男女平等教育を推進と女
性管理職の育成などに努めます。

学務課

Ⅳ 11 (1)
男女平等参画
を推進する学
校教育の充実

＜市内の幼稚園・小・中学校に
おける男女平等教育の推進＞
「泉南市男女平等教育基本方
針」に基づき、男女平等教育を
推進します。

〇改定保育所保育指針及び教育・
保育要領に基づき、泉南市保育計
画等の作成及び各施設の保育・教
育の計画（保育・教育課程、指導
計画）を検討し、保育・教育課程を
作成した。
〇泉南市人権保育方針に基づく人
権保育推進プランの点検及び人権
保育の実施を行った。

○（目標どお
り）

〇幼保連携型認定こども園教育・
保育要領に基づき、泉南市保育
計画等の作成及び各施設の保
育・教育の計画（保育・教育課程、
指導計画）を検討する。
〇泉南市人権保育方針に基づく
人権保育推進プランの点検及び
人権保育の実施を行う。

保育子育て支援
課

Ⅳ 11 (1)
男女平等参画
を推進する学
校教育の充実

＜性別にとらわれない職業観の
醸成＞性別にかかわりなく、一
人ひとりの個性と能力に応じた
職業選択の可能性を提示し、職
業観を育てる教育を実施しま
す。

「人権教育基本方針・推進プラン」
「人権保育基本方針・推進プラン」
及び「泉南市男女平等教育基本方
針」により、各校園所で人権教育・
保育推進計画を作成し、その計画
の点検・総括を行った

○（目標どお
り）

「泉南市男女平等教育基本方針」
に沿って、キャリア教育の展開の
なかで適切な労働観を育てる。

人権教育課

Ⅳ 11 (2)

幼稚園・保育
所・学校での
男女平等参画
による運営の
推進

＜教職員の研修の充実＞教育
関係者のジェンダーに対する理
解を深め、男女平等参画の視点
をもった教育・保育の実践につ
ながる研修を充実するとともに、
自主的な研究活動を支援しま
す。

「人権教育基本方針・推進プラン」
「人権保育基本方針・推進プラン」
及び「泉南市男女平等教育基本方
針」により、各校園所で人権教育・
保育推進計画を作成し、その計画
の点検・総括を行った

○（目標どお
り）

あらゆる教育活動を通して、男女
平等教育の推進に努める。

人権教育課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 　　　　　28年度進捗状況調査
28年度

進捗評価
　　　　　　29年度実施計画 担当課

Ⅳ 11 (2)

幼稚園・保育
所・学校での
男女平等参画
による運営の
推進

＜教職員の研修の充実＞教育
関係者のジェンダーに対する理
解を深め、男女平等参画の視点
をもった教育・保育の実践につ
ながる研修を充実するとともに、
自主的な研究活動を支援しま
す。

〇改定保育所保育指針及び教育・
保育要領に基づき、泉南市保育計
画等の作成及び各施設の保育・教
育の計画（保育・教育課程、指導
計画）を検討し、保育・教育課程を
作成した。
〇泉南市人権保育方針に基づく人
権保育推進プランの点検及び人権
保育の実施を行った。

○（目標どお
り）

〇改定保育所保育指針及び教
育・保育要領に基づき、泉南市保
育計画の作成及び各保育所の保
育の計画（保育課程・指導計画）
のを討する。
〇泉南市人権保育方針に基づく
人権保育推進プランの点検及び
人権保育の実施を行う。

保育子育て支援
課

Ⅳ 11 (2)

幼稚園・保育
所・学校での
男女平等参画
による運営の
推進

＜学校、園行事等での固定的な
性別役割分担意識の解消の推
進＞市立校園のPTA活動に男
女両性が積極的に参加・参画す
るよう働きかけます。

一部の学校園のＰＴＡ研修におい
て、性別役割分担意識の解消の視
点を取り入れた。

△（目標途中）
子どもの主体性を尊重し、ジェン
ダーによる偏りがないように点検
等に取り組む。

人権教育課

Ⅳ 11 (2)

幼稚園・保育
所・学校での
男女平等参画
による運営の
推進

＜学校、園行事等での固定的な
性別役割分担意識の解消の推
進＞市立校園のPTA活動に男
女両性が積極的に参加・参画す
るよう働きかけます。

ヒアリング等を通じて点検を行った
○（目標どお
り）

「泉南市男女平等教育基本方針」
及び子どもの権利に関する条例
の周知を図る。

人権教育課

Ⅳ 11 (2)

幼稚園・保育
所・学校での
男女平等参画
による運営の
推進

＜学校、園行事等での固定的な
性別役割分担意識の解消の推
進＞市立校園のPTA活動に男
女両性が積極的に参加・参画す
るよう働きかけます。

認定こども園・保育所等における
保護者会活動、保護者の活動に、
男女両性が積極的に参加・参画で
きるよう働きかた。

△（目標途中）

認定こども園・保育所等における
保護者会活動、保護者の活動に、
男女両性が積極的に参加・参画で
きるよう働きかけます。

保育子育て支援
課

Ⅳ 11 (2)

幼稚園・保育
所・学校での
男女平等参画
による運営の
推進

＜保護者への情報提供、啓発の
充実＞男女平等参画の意識が
浸透するように多様な媒体や方
法で保護者への情報提供や啓
発を充実します。

男女混合の教育活動を通した情報
発信をするなかで理解を求めた

○（目標どお
り）

あらゆる教育活動を通して、男女
平等教育について保護者理解に
努める。

人権教育課

Ⅳ 11 (2)

幼稚園・保育
所・学校での
男女平等参画
による運営の
推進

＜保護者への情報提供、啓発の
充実＞男女平等参画の意識が
浸透するように多様な媒体や方
法で保護者への情報提供や啓
発を充実します。

子ども関係機関において保護者の
ニーズにそった子育て講座を開催
した。

○（目標どお
り）

具体的取組にそった子育て講座を
開催する。

保育子育て支援
課

Ⅳ 11 (3)

男女平等参画
を推進する社
会教育、学習
の充実

＜男女平等の視点に立った地域
における子どもの学習や体験の
場づくり＞子どもたちが学習や
体験活動の中で男女平等意識
を育めるよう学習や体験の場づ
くりを充実します。

アウトリーチにより、子どもが利用
しやすい場を提供を行った。

○（目標どお
り）

アウトリーチにより、子どもが利用
しやすい場を提供します。

生涯学習課

Ⅳ 11 (3)

男女平等参画
を推進する社
会教育、学習
の充実

＜男女平等の視点に立った地域
における子どもの学習や体験の
場づくり＞子どもたちが学習や
体験活動の中で男女平等意識
を育めるよう学習や体験の場づ
くりを充実します。

○おはなしキャラバンつばさ人形
劇公演「ホンザときつね」（樽井）
○伝統文化こども教室（泉南市文
化協会・泉南市茶華道連盟・泉南
市立公民館共催）7月～翌2月、樽
井・信達・新家公民館で実施
○わくわく科学教室（樽井・新家公
民館で実施）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休み平和アニメ上映会（樽井）
○たるい寄席4（樽井）
○親子のためのクリスマス・コン
サート（樽井）
○新春クラシック・コンサート3（樽
井）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）

○（目標どお
り）

○親子で作ろう！きらきら☆かわ
いいアクセサリー①レジン②つま
み細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○わくわく科学教室（樽井・信達公
民館で実施予定）
○夏休み平和映画上映会『火垂る
の墓』（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○人形劇団京劇公演『おふろだい
すき』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート4（樽
井）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）

文化振興課公民
館
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 　　　　　28年度進捗状況調査
28年度

進捗評価
　　　　　　29年度実施計画 担当課

Ⅳ 11 (3)

男女平等参画
を推進する社
会教育、学習
の充実

＜男女平等の視点に立った地域
における子どもの学習や体験の
場づくり＞子どもたちが学習や
体験活動の中で男女平等意識
を育めるよう学習や体験の場づ
くりを充実します。

≪子ども・親子を対象とした講座≫
○おはなしキャラバンつばさ人形
劇公演「ホンザときつね」（樽井）
○伝統文化こども教室（泉南市文
化協会・泉南市茶華道連盟・泉南
市立公民館共催）7月～翌2月、樽
井・信達・新家公民館で実施
○夏休みわくわく科学教室（樽井・
新家公民館で実施）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休み平和アニメ上映会（樽井）
○たるい寄席4（樽井）
○親子のためのクリスマス・コン
サート（樽井）
○新春クラシック・コンサート3（樽
井）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）

○（目標どお
り）

≪子ども・親子を対象とした講座
≫
○親子で作ろう！きらきら☆かわ
いいアクセサリー①レジン②つま
み細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○わくわく科学教室（樽井・信達公
民館で実施予定）
○夏休み平和映画上映会『火垂る
の墓』（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○人形劇団京劇公演『おふろだい
すき』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート4（樽
井）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）

文化振興課公民
館

Ⅳ 11 (3)

男女平等参画
を推進する社
会教育、学習
の充実

＜男女平等の視点に立った地域
における子どもの学習や体験の
場づくり＞子どもたちが学習や
体験活動の中で男女平等意識
を育めるよう学習や体験の場づ
くりを充実します。

子どもが主体的に参加・参画でき
る行事の充実を図りました。

○（目標どお
り）

子どもが主体的に参加・参画でき
る行事の充実を図ります。

文化振興課図書
館

Ⅳ 11 (3)

男女平等参画
を推進する社
会教育、学習
の充実

＜男女平等の視点に立った地域
における子どもの学習や体験の
場づくり＞子どもたちが学習や
体験活動の中で男女平等意識
を育めるよう学習や体験の場づ
くりを充実します。

子ども達が活動するあらゆる場を、
固定的な性差別にとらわれない視
点で事業を行った。

○（目標どお
り）

子ども達が活動するあらゆる場
を、ジェンダーフリーな視点で行っ
ていく。また、男女平等について学
ぶ機会を事業を通して設けてい
く。

青少年センター

Ⅳ 11 (3)

男女平等参画
を推進する社
会教育、学習
の充実

＜男女平等の視点に立った地域
における子どもの学習や体験の
場づくり＞子どもたちが学習や
体験活動の中で男女平等意識
を育めるよう学習や体験の場づ
くりを充実します。

小学生によるジュニア司書クラブ
活動や、図書館探検クイズ等、学
習や体験活動の場を提供しまし
た。

○（目標どお
り）

図書館を身近に感じ、仕事に興味
を持つ機会の提供。および学習の
場を提供します。

文化振興課図書
館

Ⅳ 11 (3)

男女平等参画
を推進する社
会教育、学習
の充実

＜固定的な性別役割にとらわれ
ない家庭教育の推進＞乳幼児
家庭教育学級や家庭教育学級
で性別にとらわれない子育てに
ついての学習機会を提供しま
す。

人権教育講座において、性別によ
る偏りをなくすような内容を厳選
し、啓発を行った。

○（目標どお
り）

人権教育講座において、性別によ
る偏りをなくすような内容を厳選
し、啓発していく。

生涯学習課

Ⅳ 11 (3)

男女平等参画
を推進する社
会教育、学習
の充実

＜固定的な性別役割にとらわれ
ない家庭教育の推進＞乳幼児
家庭教育学級や家庭教育学級
で性別にとらわれない子育てに
ついての学習機会を提供しま
す。

子ども関係機関において保護者の
ニーズにそった子育て講座を開催
した。

○（目標どお
り）

具体的取組にそった子育て講座を
開催する。

保育子育て支援
課

Ⅳ 11 (3)

男女平等参画
を推進する社
会教育、学習
の充実

＜固定的な性別役割にとらわれ
ない家庭教育の推進＞乳幼児
家庭教育学級や家庭教育学級
で性別にとらわれない子育てに
ついての学習機会を提供しま
す。

赤ちゃん教室や幼稚園への出前
講座など他機関と協力し、子育て
についての、学習機会を提供した。

○（目標どお
り）

赤ちゃん教室や幼稚園への出前
講座など他機関と協力し、学習機
会を提供する。

保健推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 　　　　　28年度進捗状況調査
28年度

進捗評価
　　　　　　29年度実施計画 担当課

Ⅳ 11 (3)

男女平等参画
を推進する社
会教育、学習
の充実

＜固定的な性別役割にとらわれ
ない家庭教育の推進＞乳幼児
家庭教育学級や家庭教育学級
で性別にとらわれない子育てに
ついての学習機会を提供しま
す。

○6回連続シニアいきいき講座（市
内4館で実施　前期・後期）
○4回連続ワンコイン陶芸体験講
座（樽井）
○おはなしキャラバンつばさ人形
劇公演「ホンザときつね」（樽井）
○伝統文化こども教室（泉南市文
化協会・泉南市茶華道連盟・泉南
市立公民館共催）7月～翌2月、樽
井・信達・新家公民館で実施
○夏休みわくわく科学教室（樽井・
新家公民館で実施）
○5回連続講座男性・初心者大歓
迎！栄養と料理の基本（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休み平和アニメ上映会（樽井）
○樽井公民館まつり
○新家公民館まつり
○たるい寄席4（樽井）
○親子のためのクラシック・コン
サート3（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽
井）
○ｉＰａｄを使いこなそう！4回連続
（信達）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）
○信達公民館まつり
○4回連続かぎ針編みを始めませ
んか？（樽井）

○（目標どお
り）

○6回連続シニアいきいき講座（市
内4館で実施　前期・後期）
○親子で作ろう！きらきら☆かわ
いいアクセサリー①レジン②つま
み細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（樽井・
信達）
○夏休み平和映画上映会『火垂る
の墓』（樽井）
○3回連続つまみ細工でステキな
かんざし作り～七五三・成人式
に！～（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○新家公民館まつり
○6回連続ｉＰａｄをはじめよう！（樽
井）
○人形劇団京劇公演『おふろだい
すき』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート4（樽
井）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）
○信達公民館まつり

文化振興課公民
館

Ⅳ 11 (3)

男女平等参画
を推進する社
会教育、学習
の充実

＜固定的な性別役割にとらわれ
ない家庭教育の推進＞乳幼児
家庭教育学級や家庭教育学級
で性別にとらわれない子育てに
ついての学習機会を提供しま
す。

○6回連続シニアいきいき講座（市
内4館で実施　前期・後期）
○4回連続ワンコイン陶芸体験講
座（樽井）
○おはなしキャラバンつばさ人形
劇公演「ホンザときつね」（樽井）
○伝統文化こども教室（泉南市文
化協会・泉南市茶華道連盟・泉南
市立公民館共催）7月～翌2月、樽
井・信達・新家公民館で実施
○わくわく科学教室（樽井・新家公
民館で実施）
○5回連続講座男性・初心者大歓
迎！栄養と料理の基本（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休み平和アニメ上映会（樽井）
○樽井公民館まつり
○新家公民館まつり
○たるい寄席4（樽井）
○親子のためのクラシック・コン
サート3（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽
井）
○4回連続講座ｉＰａｄを使いこなそ
う！（信達）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）
○信達公民館まつり
○4回連続かぎ針編みを始めませ
んか？（樽井）

○（目標どお
り）

○6回連続シニアいきいき講座（市
内4館で実施　前期・後期）
○親子で作ろう！きらきら☆かわ
いいアクセサリー①レジン②つま
み細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（樽井・
信達）
○夏休み平和映画上映会『火垂る
の墓』（樽井）
○3回連続つまみ細工でステキな
かんざし作り～七五三・成人式
に！～（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○新家公民館まつり
○6回連続ｉＰａｄをはじめよう！（樽
井）
○人形劇団京劇公演『おふろだい
すき』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート4（樽
井）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）
○信達公民館まつり

文化振興課公民
館

Ⅳ 11 (3)

男女平等参画
を推進する社
会教育、学習
の充実

＜男女平等参画に関わる資料
などの充実＞図書館資料の充
実をはかり、関連情報や資料を
積極的に提供します。

女性問題に関する図書を中心に
コーナー化し、男女共同参画への
情報提供を行いました。

○（目標どお
り）

男女平等参画に関わる情報や資
料の充実をはかり、積極的に提供
します。

文化振興課図書
館
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　主要施策１２　多様な選択を可能にする社会教育の推進

基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 　　　　　28年度進捗状況調査
28年度

進捗評価
　　　　　　29年度実施計画 担当課

Ⅳ 12 (1)
女性の人材育
成

＜女性のチャレンジに関する情
報提供と講座の開催＞働く、学
ぶ、交流するなど、さまざまな
チャレンジに関する情報を収集
するとともに、多様な媒体を通し
て情報提供をします。

チャレンジ応援セミナー「好きなこと
をあきらめたくない！私のライフス
タイル」（１月に１回）を開催。4名参
加。

○（目標どお
り）

チャレンジ応援セミナーを開催す
る。
各市の情報を収集し、必要な情報
提供を行う。

人権推進課

Ⅳ 12 (1)
女性の人材育
成

＜女性のチャレンジに関する情
報提供と講座の開催＞働く、学
ぶ、交流するなど、さまざまな
チャレンジに関する情報を収集
するとともに、多様な媒体を通し
て情報提供をします。

≪一時保育付きで以下の講座を実
施しました≫
○5回連続ワンコイン陶芸体験講
座（樽井）
○5回連続講座男性・初心者大歓
迎！栄養と料理の基本（樽井）
○たるい寄席4（樽井）
○親子のためのクリスマス・コン
サート（樽井）
○新春クラシック・コンサート3　～
ピアノとヴァイオリンの午後～（樽
井）
○4回連続講座ｉＰａｄを使いこなそ
う！（信達）
○4回連続講座かぎ針編みを始め
ませんか？（樽井）
○熟年ドラマ「桜子の夏」（樽井）

○（目標どお
り）

≪一時保育付きで以下の講座を
実施予定です≫
○親子で作ろう！きらきら☆かわ
いいアクセサリー①レジン②つま
み細工（樽井）
○夏休み平和映画上映会『火垂る
の墓』（樽井）
○3回連続つまみ細工でステキな
かんざし作り～七五三・成人式
に！～（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよ
う！（樽井）
○新春クラシック・コンサート4（樽
井）
○人情ばなし（演劇公演）「棒が一
本あったとさ」（樽井）

文化振興課公民
館

Ⅳ 12 (1)
女性の人材育
成

＜女性のチャレンジに関する情
報提供と講座の開催＞働く、学
ぶ、交流するなど、さまざまな
チャレンジに関する情報を収集
するとともに、多様な媒体を通し
て情報提供をします。

≪一時保育付きで以下の講座を実
施しました≫
○4回連続ワンコイン陶芸体験講
座（樽井）
○5回連続講座男性・初心者大歓
迎！栄養と料理の基本（樽井）
○たるい寄席4（樽井）
○親子のためのクリスマス・コン
サート（樽井）
○新春クラシック・コンサート3　～
ピアノとヴァイオリンの午後～（樽
井）
○4回連続講座ｉＰａｄを使いこなそ
う！（信達）
○4回連続講座かぎ針編みを始め
ませんか？（樽井）
○熟年ドラマ「桜子の夏」（樽井）

○（目標どお
り）

≪一時保育付きで以下の講座を
実施予定です≫
○親子で作ろう！きらきら☆かわ
いいアクセサリー①レジン②つま
み細工（樽井）
○夏休み平和映画上映会『火垂る
の墓』（樽井）
○3回連続つまみ細工でステキな
かんざし作り～七五三・成人式
に！～（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよ
う！（樽井）
○新春クラシック・コンサート4（樽
井）

文化振興課公民
館

Ⅳ 12 (1)
女性の人材育
成

＜女性のチャレンジに関する情
報提供と講座の開催＞働く、学
ぶ、交流するなど、さまざまな
チャレンジに関する情報を収集
するとともに、多様な媒体を通し
て情報提供をします。

女性問題に関する図書を中心に
コーナー化し、男女共同参画への
情報提供を行いました。

○（目標どお
り）

仕事、学習等を含む女性に役立
つ情報や資料の充実をはかり、積
極的に提供します。

文化振興課図書
館

Ⅳ 12 (1)
女性の人材育
成

＜女性のチャレンジに関する情
報提供と講座の開催＞働く、学
ぶ、交流するなど、さまざまな
チャレンジに関する情報を収集
するとともに、多様な媒体を通し
て情報提供をします。

広報紙、情報誌や講座など、子ど
もの人権を尊重する家庭教育の重
要性について学習機会を提供し
た。

○（目標どお
り）

広報紙、情報誌や講座など、子ど
もの人権を尊重する家庭教育の
重要性について学習機会を提供
する。

生涯学習課

Ⅳ 12 (1)
女性の人材育
成

＜女性のチャレンジに関する情
報提供と講座の開催＞働く、学
ぶ、交流するなど、さまざまな
チャレンジに関する情報を収集
するとともに、多様な媒体を通し
て情報提供をします。

産業観光課、地域就労支援セン
ターにおいて、求人情報・職業訓
練情報の提供を行った。

○（目標どお
り）

産業観光課、地域就労支援セン
ターにおいて、求人情報・職業訓
練情報の提供する。

産業観光課

Ⅳ 12 (2)
生涯学習に関
する情報の提
供

＜生涯学習に関する情報の提
供＞年齢や性別にかかわりなく
参加できる生涯学習に関する情
報を、さまざまな機会、媒体をと
おして提供します。

人権教育講座において、ジェン
ダーに敏感な視点を組み込んだ啓
発講座になるよう内容を検討した。

○（目標どお
り）

人権教育講座において、ジェン
ダーに敏感な視点を組み込んだ
啓発講座になるよう内容を検討す
る。

生涯学習課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 　　　　　28年度進捗状況調査
28年度

進捗評価
　　　　　　29年度実施計画 担当課

Ⅳ 12 (2)
生涯学習に関
する情報の提
供

＜生涯学習に関する情報の提
供＞年齢や性別にかかわりなく
参加できる生涯学習に関する情
報を、さまざまな機会、媒体をと
おして提供します。

広報紙においては毎月2ページを
情報ボックスとして設け、その一部
で生涯学習の情報を掲載した。
ウェブサイトにおいても同様に生涯
学習の取組や情報の提供を継続
的に行った。

○（目標どお
り）

広報紙及び市ウェブサイトで、生
涯学習に関する情報の提供を継
続。

秘書広報課

Ⅳ 12 (2)
生涯学習に関
する情報の提
供

＜生涯学習に関する情報の提
供＞年齢や性別にかかわりなく
参加できる生涯学習に関する情
報を、さまざまな機会、媒体をと
おして提供します。

○6回連続シニアいきいき講座（市内4
館で実施　前期・後期）
○4回連続ワンコイン陶芸体験講座（樽
井）
○おはなしキャラバンつばさ人形劇公
演「ホンザときつね」（樽井）
○伝統文化こども教室（泉南市文化協
会・泉南市茶華道連盟・泉南市立公民
館共催）7月～翌2月、樽井・信達・新家
公民館で実施
○夏休みわくわく科学教室（樽井・新家
公民館で実施）
○5回連続講座男性・初心者大歓迎！
栄養と料理の基本（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休み平和アニメ上映会（樽井）
○樽井公民館まつり
○新家公民館まつり
○たるい寄席4（樽井）
○親子のためのクラシック・コンサート3
（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○4回連続講座ｉＰａｄを使いこなそう！
（信達）
○冬・親子で科学を楽しみませんか？
（樽井）
○信達公民館まつり
○4回連続講座かぎ針編みを始めませ
んか？（樽井）
広報ちらしにはできるだけ男女両方の
イラストを使用し、料理・趣味の講座な
ども性別にかかわらず受講生を受け入
れました。

○（目標どお
り）

○6回連続シニアいきいき講座（市
内4館で実施　前期・後期）
○親子で作ろう！きらきら☆かわ
いいアクセサリー①レジン②つま
み細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（樽井・
信達）
○夏休み平和映画上映会『火垂る
の墓』（樽井）
○3回連続つまみ細工でステキな
かんざし作り～七五三・成人式
に！～（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○新家公民館まつり
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよ
う！（樽井）
○人形劇団京劇公演『おふろだい
すき』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート4（樽
井）
○冬・親子で科学を楽しみません
か？（樽井）
○信達公民館まつり
○人情ばなし（演劇公演）「棒が一
本あったとさ」（樽井）
広報ちらしにはできるだけ男女両
方のイラストを使用し、料理・趣味
の講座なども性別にかかわらず受
講生を受け入れています。

文化振興課公民館

Ⅳ 12 (2)
生涯学習に関
する情報の提
供

＜生涯学習に関する情報の提
供＞年齢や性別にかかわりなく
参加できる生涯学習に関する情
報を、さまざまな機会、媒体をと
おして提供します。

生涯学習に関する情報を積極的に
収集し、図書やその他の媒体をと
おして市民に提供しました。

○（目標どお
り）

生涯学習に関する情報を積極的
に収集し、図書やその他の媒体を
とおして市民に提供します。

文化振興課図書
館

Ⅳ 12 (3)

社会教育に携
わる人々への
学習機会の提
供

＜社会教育に携わる人々への
学習機会の提供＞地域団体や
関係団体の代表者、生涯学習の
講座を企画・運営する担当者な
どに対して、男女平等参画の視
点をもてるような学習機会を提
供します。

男女平等参画社会づくりⅠ　「これ
からの人生がラクになるヒント悩み
をパワーに変えちゃおう！」（９月に
全4回）を開催。延べ61名参加。

男女平等参画社会づくりⅡ「今日
からできる！具体的なしつけ方法
～コモンセンスペアレティングで楽
しく子育てを～（２月に全２回）開
催。延べ36名参加。

○（目標どお
り）

男女平等参画社会づくり講座など
に、社会教育に携わる人の参加を
促します。

人権推進課

Ⅳ 12 (3)

社会教育に携
わる人々への
学習機会の提
供

＜社会教育に携わる人々への
学習機会の提供＞地域団体や
関係団体の代表者、生涯学習の
講座を企画・運営する担当者な
どに対して、男女平等参画の視
点をもてるような学習機会を提
供します。

人権教育講座において、ジェン
ダーに敏感な視点を組み込んだ啓
発講座になるよう内容を検討した。

○（目標どお
り）

人権教育講座において、ジェン
ダーに敏感な視点を組み込んだ
啓発講座になるよう内容を検討す
る。

生涯学習課

Ⅳ 12 (3)

社会教育に携
わる人々への
学習機会の提
供

＜社会教育に携わる人々への
学習機会の提供＞地域団体や
関係団体の代表者、生涯学習の
講座を企画・運営する担当者な
どに対して、男女平等参画の視
点をもてるような学習機会を提
供します。

所管団体等への情報提供に努め
ました。

○（目標どお
り）

所管団体等への情報提供に努め
ます。

政策推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 　　　　　28年度進捗状況調査
28年度

進捗評価
　　　　　　29年度実施計画 担当課

Ⅳ 12 (3)

社会教育に携
わる人々への
学習機会の提
供

＜社会教育に携わる人々への
学習機会の提供＞地域団体や
関係団体の代表者、生涯学習の
講座を企画・運営する担当者な
どに対して、男女平等参画の視
点をもてるような学習機会を提
供します。

生涯学習の講座を企画・運営する
担当者の男女平等参画意識の醸
成を図るため、研修実施に際して
は、周知を行い参加を促進した。

○（目標どお
り）

引き続き、生涯学習の講座を企
画・運営する担当者の男女平等参
画意識の醸成を図るため、研修実
施に際しては、周知を行い参加を
促す。

人事課
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