
第３次伊勢原市男女共同参画プラン（案）【概要版】

１ 計画策定の趣旨
本市は、「男女共同参画社会基本法」に基づく基本的な計画として「伊勢原市男女共同参画プラン」を平成２０年１２月に初めて策定

して以来、平成２５年７月の改定、平成３０年４月の「第２次伊勢原市男女共同参画プラン」策定を経て、男女共同参画社会の実現を目

指して、さまざまな事業を展開してきたが、令和４年度末に現プランの計画期間が終了する。

令和２年からの新型コロナウイルス感染症の拡大により社会環境も大きく変化しており、国においては第５次男女共同参画基本計画が

策定され、「新しい日常」への対応が求められている。また、伊勢原市のまちづくりの指針である総合計画についても、新たな計画の策

定作業が進められており、時代の変化に対応した新たな男女共同参画プランを策定する。

２ 社会環境の変化と主な課題

●新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に女性に対しては配偶者等からの暴力の増加・深刻化が懸念されている。また、女性は非
正規雇用労働者の割合が多く、雇用・所得への影響が懸念され、生活上の困難を抱える人に対する支援の充実が求められている。

●女性も男性も働きたい人全てが、仕事と子育て・介護等を含む家庭生活との二者択一を迫られることなく働き続け、キャリア形成等の
機会を得ながら、その能力を十分に発揮することができる環境づくりが重要となっている。

●大規模災害の発生は全ての人の生活を脅かすが、とりわけ女性や子ども、脆弱な状況にある人々がより多くの影響を受けると懸念され
ている。令和３年５月には内閣府男女共同参画局により「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガ
イドライン～」が作成され、女性の参画を推進するよう取り組むことが求められている。
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３ 第２次伊勢原市男女共同参画プランの目標値の達成状況

番号 目標の項目 基準値 目標値 2021(令和3)年度実績 評価

①２６０人／年
（2014年度～2016年度平均）

①２８０人／年
473

※再生回数をカウント
②７３．０％

（2014年度～2016年度平均）
②７６．０％／年 83%

１-(2) 市内の全公民館における男女共同参画に関連する講座受講者数
７７５人／年

(2013年度～2016年度平均)
７８０人／年 ２４人 △

2-(1) 各種審議会等の女性委員の割合 39.0％(2017年度) 40％以上60％以下(2022年度末) 36.5% ×

2-(2) PTA、自治会の会長及び消防団員に占める女性の割合

PTA会長 7.1%
自治会長 6.9%
消防団員 5.8%
(2017年度)

PTA会長 14.2%
自治会長 10.8%
消防団員 5.8%
(2022年度末)

PTA会長 14.3%
自治会長 6.9%
消防団員 5.6%

○

3-(1) 就労環境に関する各種認定等取得事業所数 １社(2017年度末) ３社(2022年度末) 2社 △

3-(2) ワーク・ライフ・バランスに関するホームページの作成 なし(2017年度末)
開設(2018年度)

充実(2019年度以降)
維持管理 ○

―

64人／年

4-(2) 家族介護者教室参加者数 95人／年(2016年度) 190人／年(2022年度) 57人／年(2021年度) △

5-(1) 保育所待機・保留児童数 108人(2017年度) ０人(2022年度末) 9７人 △

5-(2) 「この地域で今後も子育てをしていきたい」と思う母親の割合 90.7％(2016年度) 94.2％(2022年度) 93.4% ○

6-(1) 暴力防止に関する意識啓発活動 ２回／年(2016年度) ２回／年 ２回／年 ○

7-(1) 子宮がん・前立腺がん検診の受診率の割合
子宮がん 11.9％(2016年度)

前立腺がん 28.5％(2016年度)
子宮がん 14.0％(2022年度)

前立腺がん 30.0％(2022年度)
子宮がん 9.5％

前立腺がん 29.3％
△

7-(2) 性の多様性に関する意識啓発活動 ０回／年(2016年度) １回／年 ２回／年 ◎

施策の方向１　男女共同参画の理解を深めるために

1-(1)
男女共同参画フォーラムの参加者数・参加者の意識変化
①男女共同参画フォーラムの参加者数
②アンケート結果「気持ちに変化があり、行動しようと思った」の回答

○

施策の方向２　政策・方針決定過程へ女性が参画するために

施策の方向５　仕事と子育てを両立させるための地域の子育て環境を充実するために

施策の方向６　配偶者や親しく交際している相手からの暴力の根絶

施策の方向７　心身の健康支援と性に関する理解の促進

施策の方向３　男女が働きやすい職場をつくるために

施策の方向４　家事・育児・介護を男女で共に担うために

4-(1) 男性の家事参加促進講座参加者数 340人／年 △334人／年(2016年度)

「評価基準」
◎…目標を上回る
○…現状のペースで

いけば目標達成
△…現状維持または

基準年度より、
やや低下

×…基準年度より低下

◎ … １つ
○ … ５つ
△ … ６つ
× … １つ

第２次伊勢原市男女共同参画プランでは、１３の目標値と５４の主な事業を計上し、施策を推進している。
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3

Ⅰ．男女共同参画社会の実現
に向け一歩踏み込んだ
基盤づくり

Ⅱ．いきいきと男女がともに
活躍できる環境づくり

Ⅳ．安全・安心で健康に暮ら
せる社会、暮らしの実現

男女がお互い
を認め合い、
尊重し、誰も
がいきいきと
暮らせる社会
を目指す

１ 男女共同参画の理解の促進

２ あらゆる分野における女性の参画・活躍の推進

３ 男女が働きやすいワークスタイルの創造

４ 家事・育児・介護を男女で共に担う環境の充実

６ あらゆる暴力の根絶

７ 困難を抱えた人に対する支援

５ 心身の健康支援と男女の性差に関する理解の促進

４ 計画の体系図

目標 基本方針 施策の方向

Ⅲ．ワーク・ライフ・バラン
スを考えた仕事・家庭・
地域活動の充実推進

Ⅴ．男女の区別なくあらゆる
人権の尊重

男女共同参画の実現に向けた啓発と情報提供の充実
様々な学習機会を通した男女の意識改革、理解の促進

女性が様々な分野へ参画しやすい風土作り
女性が暮らしやすく、暮らし続けられる環境づくり

雇用等における男女の均等な機会・待遇の確保とワーク・
ライフ・バランスの実現

家庭・地域における男女共同参画活動の推進

性的搾取を含め、あらゆる暴力の根絶に向けた支援

性差理解の推進と、生涯を通じた心身の健康支援

生活上様々な困難を抱える人への対応と多様性を尊重する
環境の整備



５ 目標値一覧

施策の方向 所管課 目標名

施策の方向１
人権・広聴相談課 いせはら男女共同参画フォーラムの参加者数・参加者の意識変化
人権・広聴相談課 男女共同参画に関する調査・研究体制の構築

施策の方向２

人権・広聴相談課
各種審議会等の女性委員の割合
①法律や条例に基づく附属機関の委員等と要綱に基づく委員等の集計
②法律や条例に基づく附属機関の委員等の集計

人権・広聴相談課
【取りまとめ】
社会教育課
市民協働課
消防総務課

ＰＴＡ、自治会の会長及び消防団員に占める女性の割合

施策の方向３
人権・広聴相談課 就労環境に関する各種認定等取得事業所数
子ども育成課 保育所等待機児童数

施策の方向４
社会教育課

男性の家事参加促進講座参加者数
健康づくり課
介護高齢課 家族介護者教室参加者数

施策の方向５
健康づくり課 子宮がん・前立腺がん検診の受診率の割合
障がい福祉課 こころサポーター養成者数

施策の方向６ 人権・広聴相談課 暴力防止に関する意識啓発活動

施策の方向７
人権・広聴相談課 性の多様性に関する意識啓発活動
生活福祉課 生活困窮状態が改善した件数

１３の目標値
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６ 主な事業一覧

施策の方向１ 男女共同参画の理解の促進 ９事業

事業名（所管課） 事業内容
市職員の能力開発及び男女共同参画研修
の実施
【職員課】
【人権・広聴相談課】

男女を問わず、意欲と能力ある市職員の育成を進め、職員の一層の能力向上を図る。
その一環として、市職員を対象とした人権研修を実施し、男女共同参画について理解を深めるとともに、職員採用時に

男女共同参画への基本的な知識と認識を高める研修を実施する。

男女共同参画講座
【人権・広聴相談課】

市民を対象に講座を実施し、男女共同参画社会への正しい理解を促進するとともに、必要性について啓発を行う。

いせはら男女共同参画フォーラムの開催
【人権・広聴相談課】

広く市民を対象として、家庭や職場、地域社会など、あらゆる場面での男女共同参画が進展するよう、いせはら男女共
同参画フォーラムを開催する。

（仮称）男女共同参画推進サポーター制
度の創設
【人権・広聴相談課】

多様な主体との連携・協働により男女共同参画を進めていくために、男女共同参画社会づくりに関する活動を行う意欲
のある団体・個人を募集し、情報交換や連携を図る。

男女共同参画に関する調査・研究体制の
構築
【人権・広聴相談課】

伊勢原市男女共同参画推進委員会と連携を図りながら、男女共同参画に関する調査研究体制の構築及び情報収集を行い、
整理した情報を市民や市の各担当部署へ発信する。

子ども・若者健全育成支援事業を活用し
た男女共同参画学習
【青少年課】

小学生・中学生・高校生を対象としたジュニアリーダーの育成事業を活用し、男女共同参画の視点での体験型研修を実
施するなど、個人の適性を学ぶ機会を提供する。

児童・生徒に対する男女平等教育
【教育指導課】

教科、道徳、特別活動等の学校教育活動全体を通じて人権の尊重、男女平等、相互理解・協力など人権感覚を磨く指導
の充実を図る。

教職員研修
【教育指導課】

教職員を対象に、人権教育研修や人権教育推進校指定研究事業を活用し、男女共同参画の理解を深める研修を実施する。

公民館講座を活用した男女共同参画学習
【社会教育課】

各地区で女性セミナー、幼児家庭教育学級や高齢者学級などの公民館講座を活用し、さまざまな年代を対象に男女共同
参画の理解を深める学習機会を提供する。 5



６ 主な事業一覧

事業名（所管課） 事業内容
防災分野における女性の参画の確保
【危機管理課】

防災施策の立案等において、男女共同参画の視点や子どもや高齢者の視点が反映されるようにするため、防災会議への女
性委員の登用に努めるとともに、自主防災リーダー養成研修会や避難所運営委員会への女性参加を促進する。

防災教育の推進
【危機管理課】

学校や家庭を中心に、地域における防災教育を推進するため、関係部署等と連携しながら、女性や子どもに防災への関心
を高めてもらえるよう、様々な学習機会を提供する。

女性や子育て家庭に配慮した避難所運
営の充実
【危機管理課】

女性や子育て家庭にとって、避難所生活を少しでも安全・安心なものとし、被災時の精神的・肉体的負担の軽減が可能と
なる避難所運営を行うため、避難所運営委員会を開催し、被災者のニーズの把握に努める。
避難所生活において、女性や子ども特有のニーズに対応するための生活物資の備蓄を図る。
また、避難所運営を担う各地区の地域対策部に女性職員を配置し、女性避難者へのきめ細かな対応に配慮する。

女性や子育て家庭に配慮した避難所運
営に関わる調査研究
【人権・広聴相談課】

男女共同参画推進委員会と連携して、市内広域避難所の運営について、女性目線のきめ細やかなグランドデザインやイ
メージを議論し、提言書として取りまとめ発信する。

ＮＰＯなどの活動への支援
【市民協働課】

市民活動サポートセンターを活用し、市民活動や市民活動団体に関する情報の提供や市民活動への相談、助言を行い、さ
まざまな市民活動を支援する。
また、市民活動への参加が容易となるように、市内のさまざまな市民活動団体との交流や活動の学習の機会を提供する。

地域における女性の参画の促進
【人権・広聴相談課】

PTA、自治会において役員として活躍する女性や消防団における女性の参画拡大を図るため、団体が実施する研修や会議
などの場を活用し、男女共同参画の意識の向上を図る。

審議会等での男女共同参画
【人権・広聴相談課】

市の審議会等での女性の委員数が、2027(令和9)年度末までに40％以上60％以下となるよう、女性の積極的な登用に向け
て取り組む。また、委員選出に関係する団体等に対して理解を促す。

女性消防団員の活動の充実
【消防総務課】

応急手当の普及や火災予防の啓発活動に男女共同参画の視点を反映するため、女性消防団の活動の更なる推進を図る。

参画を支援する保育の実施
【社会教育課】

子育て中の男女が各種事業に参加する際に、保育ボランティア制度を活用し、安心して参画できる環境づくりを進める。

２ あらゆる分野における女性の参画・活躍の推進 ９事業
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６ 主な事業一覧

事業名（所管課） 事業内容
市役所における働きやすい職場づくりの推進
【職員課】

市としても働きやすい職場づくりを率先して推進するため、「伊勢原市職員の仕事と生活の両立応援プラ
ン」に基づく取組を進める。

地域雇用創業就労支援事業
【商工観光課】

地域経済の活性化に向けた産業振興及び雇用機会の拡大を図るため、いせはら創業応援ネットワークによる
組織的な創業支援や中小企業の人材育成等を推進するとともに、求人・求職紹介、新たな労働者として期待さ
れる女性や高齢者などの多様な就労ニーズに応じた就労支援を推進する。

求人求職紹介相談事業を活用した雇用促進
【商工観光課】

伊勢原市ふるさとハローワークにおける、職業相談、職業のあっせん・紹介を通じて、男女平等な雇用を促
進する。

就労環境に関する法制度等の情報提供
【商工観光課】
【人権・広聴相談課】

仕事と子育てや介護との両立のための制度等（育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、就労環境
に関する各種認定等）に関する情報や、関係機関が開催する研修講座情報などを、商工業団体等と連携、協力
して、事業所へ周知し、理解を促進する。
また、事業所に対して、商工業関係団体等を通じて、女性の健康管理や男女の賃金に関する情報を提供し、

適正な雇用、就労環境の促進に努める。また、関係課等の窓口にリーフレットを設置し、情報の提供に努める。
ワーク・ライフ・バランスに関わる啓発活動
【人権・広聴相談課】

啓発誌やホームページの活用、講座の開催等により、ワーク・ライフ・バランスの考え方、促進する制度や
成功事例などを紹介し、理解と普及促進に努める。

女性の起業・再就職の促進
【人権・広聴相談課】
【商工観光課】

意欲を持ち、能力を発揮して積極的に社会参画する女性を支援するため、起業や在宅就業など、雇用以外の
就業も含めて、求められる知識、経験などに関する情報提供を行う。

母子家庭の就労支援
【子育て支援課】

母子家庭等自立支援教育訓練給付事業や母子家庭等高等職業訓練促進給付事業により、母子家庭の自立を支
援する。

子育て支援サービスの情報提供
【子育て支援課】

各種子育て支援に関する情報やサービス内容等を一元的に管理、発信し、子育てに関わる情報提供の充実を
図る。

※次のページに続く３ 男女が働きやすいワークスタイルの創造 １３事業※
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６ 主な事業一覧

事業名（所管課） 事業内容
地域の子育て支援
【子育て支援課】
【子ども育成課】

ファミリー・サポート・センターや児童コミュニティクラブを運営し、幼児・児童の預かりや放課後における保
育等を実施する。

保育サービスの実施
【子ども育成課】

仕事と子育ての両立を図るため、保育の提供体制を確保できるよう保育所等の運営を支援するとともに、保育士
等の確保対策を進め、安心して子育てができる環境づくりを進める。

子ども・子育て支援新制度利用者支援事業
【子ども育成課】

認定こども園、保育所、幼稚園等の施設サービスや多種多様化する子育て支援サービスの中から、各家庭の状況
に応じた適切なサービスをコーディネートするための専門員を配置する。

乳幼児発達（療育）相談の実施
【子ども家庭相談課】

心身の発達に遅れや心配のある乳幼児とその保護者に対し、専門的な助言及び支援を行う。

青少年健全育成団体と連携した親子参加型
事業の推進
【青少年課】

青少年指導員、子ども会などの青少年健全育成活動や親子参加型事業を支援し、地域による子育て支援体制の醸
成や家族でのコミュニケーション力の向上を図る。

３ 男女が働きやすいワークスタイルの創造 １３事業
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６ 主な事業一覧

事業名（所管課） 事業内容
家庭での男女共同参画に関する
啓発活動
【人権・広聴相談課】

料理や、料理以外も含めた家事全般や介護について、啓発誌やホームページの活用、講座の開催等により、男性の参加を促
し、家庭での男女共同参画意識の向上を図る。

家族介護者教室
【介護高齢課】

家族介護者教室や介護者相談会を実施し、家族介護者の負担軽減を図るとともに、「介護は男女がともに担う」という意識
の普及に努める。

介護保険サービス等の情報提供
【介護高齢課】

介護保険サービスや、仕事と介護の両立について情報を提供し、男女がともに介護を担う意識を啓発する。
仕事と介護の両立について、情報提供の在り方を検討し、提供内容の充実に努める。

介護保険サービス事業の充実
【介護高齢課】

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護予防と介護基盤の整備を進め、介護保険制度の充実により、介護者
の負担を軽減し、家族の介護参加を促進する。

男性の家事参加促進講座
【社会教育課】
【健康づくり課】

公民館講座を活用し、男性を対象とした手軽に作れる料理の紹介や調理法の習得を図る。
また、食生活改善推進団体と連携して公民館で「男の料理教室」を開催し、料理の楽しさ、食に関する知識などの習得を図

り、男性の家事参加を促進する。

父親の育児参加情報の提供
【子育て支援課】

父子健康手帳の交付や両親教室の開催、子育てマップやチラシ配付などにより、父親の育児参加意識を醸成するとともに、
社会における父親の育児参加への認知度を高める。

４ 家事・育児・介護を男女で共に担う環境の充実 ６事業
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６ 主な事業一覧

事業名（所管課） 事業内容
市役所のハラスメント防止対策
【職員課】

伊勢原市職員のハラスメント防止に関する要綱に基づき、セクハラ、パワハラ、マタハラなどのハラスメントの防止に
努める。

こころの健康づくり推進事業
【障がい福祉課】

精神的なストレスやさまざまなこころの問題を解決し、自殺に追い込まれることのないよう、こころの健康を支援する
地域づくりを推進する。
・こころサポーター養成研修の実施
・普及啓発活動の実施

男女で学ぶ健康講座
【健康づくり課】

生活習慣病や予防教室、運動教室などの場を活用し、ライフステージにおける身体の変化やメンタルケアの必要性など、
健康に関する知識の習得を促進する。

健康支援に関する情報提供
【健康づくり課】

広報いせはら、市ホームページ、いせはら健康家族カレンダーを活用し各種検診の周知を図り、疾病予防に関する情報
の提供に努める。また、専門機関が実施する各種の健康相談、エイズ相談、精神保健相談などの情報を提供する。

疾病予防事業の充実
【健康づくり課】

がんや生活習慣病の予防・早期発見・早期治療の観点から、特定健康診査及び健康診断や各種がん検診を実施するとと
もに、保健師や管理栄養士による健康相談・健康教育を推進する。

スポーツ・レクリエーションを通じた
健康づくり
【スポーツ課】

心身両面にわたり男女の健康保持増進を図るため、総合型地域スポーツクラブの継続的な運営支援等により、運動・ス
ポーツ活動の機会を提供する。

妊産婦健診費用助成
【子育て支援課】

妊産婦の健康管理を行い、母子に対する支援を強化すると共に、健診費用助成を行い、経済的負担の軽減を図る。

不妊等に関する支援
【子育て支援課】

不妊等に関する相談、情報提供及び不妊・不育症治療に関する費用助成を行い、経済的負担の軽減を図る。
・一般不妊治療費助成事業の実施
・不育症治療費助成事業の実施

小中学校での性教育
【教育指導課】

学習指導要領に則り、教科、道徳、特別活動等の学校教育活動全体を通じて、心と体の両面から、児童生徒の発達段階
に沿った時期と内容で性に関する指導を進める。
保護者や地域の理解を得ながら、「性」に関する正しい理解を学校全体で共通理解を図って身に付けるよう指導する。

５ 心身の健康支援と男女の性差に関する理解の促進 ９事業
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６ 主な事業一覧
６ あらゆる暴力の根絶 ８事業

事業名（所管課） 事業内容
性犯罪、ストーカー被害者の
相談・支援
【人権・広聴相談課】
【福祉総務課】

警察署等関係機関との連携により、被害者の精神的な支援などに努める。
・伊勢原被害者支援ネットワーク、かながわ犯罪被害者サポートステーションの活用

ＤＶ防止に向けた啓発活動
【人権・広聴相談課】

配偶者等からの暴力を未然に防止するため、ＤＶ防止に関する啓発を市の広報紙等を活用して行う。

ＤＶ被害者に対する相談体制
【福祉総務課】

配偶者等からの暴力は、家庭内で行われることが多いため、外部からの発見が難しく潜在化しやすい傾向にある。被害者だけでなく、
同居する子どもにも情緒不安定になったり、心身にいろいろな影響が現れたりもする。児童虐待防止法では、子どもが両親の間の暴力
を目撃することは、子どもへの虐待になるとされている。
被害者それぞれの事情に応じた的確な情報提供と支援ができるよう、相談員の資質向上に努め、被害者がいつでも安心して相談でき

る体制の充実を図る。
・ＤＶ相談専用電話の活用 ・ＤＶ専門相談員による相談体制 ・ＤＶ担当者の専門研修 ・関係部署との連携の充実

ＤＶ被害者の安全確保
【福祉総務課】

配偶者等からの暴力は、被害者の心身に危険が及ぶ場合があることから、緊急の場合には確実･迅速に避難し、安全を確保する。ま
た、被害者に関する情報が加害者に漏洩しないよう、関係機関と連携し、秘密保持に万全の体制を図る。
・緊急時の安全の確保 ・関係機関との連携

ＤＶ被害者の自立支援
【福祉総務課】

被害者が安心して自立した生活を送るためには、心理的、経済的な問題をはじめ、就労、子どもの就学などさまざまな課題がある。
被害者に各種支援に関する情報提供を行うとともに、関係機関と連携をしながら、被害者の立場に立ち、切れ目のない支援に努める。
・経済的支援の実施（生活保護制度、児童扶養手当等） ・生活支援の実施（就労、子どもへの支援等）

児童虐待への対応及び発生の
未然防止
【子ども家庭相談課】

要保護児童対策地域協議会を基盤とした関係機関連携により、児童虐待への対応及び発生の未然防止に努める。
・要保護児童対策地域協議会の運営 ・児童虐待への対応 ・児童虐待防止のための研修会
・ポスター、広報紙、ホームページ及びリーフレット等による啓発

高齢者虐待の防止
【介護高齢課】

関係機関等からなる高齢者・障がい者虐待防止ネットワークの活用、地域包括支援センター等と連携し、家族介護者教室や相談会な
どの家族介護支援事業の実施により、虐待の防止に努める。また、相談や早期の発見に対応して、関係機関と連携して被害者と養護者
の支援に努める。

障がい者虐待の防止
【障がい福祉課】

障害者虐待防止センターを設置し、養護者等による虐待に関する相談、通報、届出の受理及び虐待防止のための普及啓発活動を実施
する。
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６ 主な事業一覧

７ 困難を抱えた人に対する支援 ８事業

事業名（所管課） 事業内容
性の多様性に関する意識啓発活動
【人権・広聴相談課】

市ホームページ等を活用し、性の多様性に関する意識啓発を推進する。

生活困窮者に対する自立支援
【生活福祉課】

生活に困りごとや不安を抱えている相談者に対し、支援員がどのような支援が必要か考え、支援のプランを作成する。

NPO法人が実施する「学習支援事業」
への支援
【生活福祉課】

経済的な理由等で学習塾を利用できない家庭の子どもを対象に学習支援を実施し、勉強が楽しくできるようになることや、
高校に進学することを支援する。

ひきこもりからの自立支援
【青少年課】
【福祉総務課】

ニートやひきこもり、不登校といった社会生活を円滑に営む上での困難を有する者に対する相談・支援体制を構築すると
ともに、神奈川県ひきこもり地域支援センターや県央地域若者サポートステーションとの連携を推進し、本人への就労支援
等をはじめ、ひきこもりに悩む家族を支援する。

子ども・若者相談
【青少年課】

子ども･若者及びその保護者からの相談を受け、助言をするとともに、問題解決に向け関係機関との連携を図る。また青
少年指導員や青少年相談室補導員らと連携し、非行･被害防止活動等を実施する。

教育相談
【教育センター】

伊勢原市内に在住、在学の児童生徒についての教育相談（学校不適応・家庭教育等）を、本人や保護者又は教職員などか
ら受ける。

障害児相談支援
【障がい福祉課】

障がい児や発達に不安のある子どもに対し、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための相談
支援を行う。

ひとり親家庭の養育費に関する支援
【子育て支援課】

子どもの貧困対策に関し、離婚等によるひとり親家庭に対し、子どもの利益を最優先に考慮するため、神奈川県と連携し
ながら必要な支援を行う。

12



７ 今後の主な予定

１２月

１月

２月

パブリックコメント（12月5日～1月6日）

３月

部長会議・議会全員協議会・男女共同参画推進会議（庁内会議）で
パブリックコメント結果報告

プラン策定委員会、部長会議、議会全員協議会

行政報告
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