
ハート型のまち

神河町

令和3年3月
神 河 町

令和3年度～
令和12年度

編集・発行　神河町　〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地
TEL：0790-34-0001　FAX：0790-34-0691
Ｅ-mail：info@town.kamikawa.hyogo.jp

第２次神河町男女共同参画推進計画（概要版）
発行年月日  令和３年３月

道の駅
「銀の馬車道・神河」

越知川名水街道
自転車下り

砥峰高原

峰山高原リゾート
ホワイトピーク

第２次
神河町男女共同参画

推進計画

私のまち かみかわ

概要版

3

神河町の男女共同参画実現にあたって
　神河町では「人権尊重のまち」として、性別に関わらず一人一人の人権が尊重され、充実した生活
を送ることができるようまちづくりが進められてきました。
　今後はさらに、神河町における男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進することで、
一人一人がお互いを認め合い、自らの行動につなげ、性別に関わりなく発揮されるその個性と能力
を、活力あふれるまちづくりに活かしていきたいと考えます。
　こうした中、近年の国の方針や男女共同参画に関する法整備や本町の実情を踏まえ、「第２次神河
町男女共同参画推進計画」を策定しました。また、持続可能な社会の実現のため、SDGｓの視点も
追加しました。本計画は、第１次計画からさらに一歩進み、地域に住む人々が個々の在り方や多様
性を認めて、交流する「つながり」を醸成することを目指し、「認めあい 自らの行動でつながり 
ハートがふれあう 私のまち かみかわ」を基本理念としました。
　この基本理念には、みなさんが神河町を自分たちの住む大切なまちという気持ちを持って、一人
一人が積極的に行動し、男女共同参画社会を実現するという願いがこめられています。

性別で役割や行動を決めつけるのは
止めましょう。

家事や育児、介護は夫婦や家族で協
力して取り組みましょう。

地域の様々な活動や集まりに参加し
てみましょう。

男女共同参画に関する講習や講演会
に参加してみましょう。

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）に向けた生活に取り組ん
でみましょう。

様々な暴力やハラスメントがあること
を知り、許されないことと認識しま
しょう。

男女共同参画やそれに関すること、お悩みやご相談があ
りましたら、下記へご連絡ください。

基 本 理 念

認めあい 自らの行動でつながり
ハートがふれあう 私のまち かみかわ

みなさんの普段の生活の中でできることを考えて、一歩踏み出して行動してみませんか。
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●広報誌・ホームページ等での男女共同参画に関する情報発信
●家庭教育学級（保護者を対象にした講演会等）の実施回数
●地区別人権教室の参加者数

（１） 啓発・情報提供の充実
●男女共同参画に関する様々な情報を収集・発信し、性別にかかわらず
活躍できるまちづくりへの、皆さんの理解を深めます。

（２）教育での男女共同参画の理解促進
●次世代を担う子どもたちが、性別にかかわらず誰もが自分らし
く健やかに成長できるよう、男女共同参画の視点に立った教育・
保育を推進します。

（３）地域での学習・理解促進
●町民の一人一人が男女共同参画の啓発の担い手になることがで
きるよう、学びの場を提供します。

（１）女性の就労支援と働く場の拡大
●働く場において、男女の均等な機会と待遇が確保できるように、
就業者と企業への情報提供や支援を行います。

（2）家庭での男女の協働
●男性の家庭への参画や、育児や介護に携わる町民の負担軽減に
向けた支援制度やサービスの普及啓発を行います。

（3）ワーク・ライフ・バランスの実現
●誰もが希望するバランスで仕事と家庭生活との両立を実現できる
環境に向けて、町民への啓発や企業への働きかけを行います。

認めあい 自らの行動でつながり ハートがふれあう 私のまち かみかわ
基本目標1 男女共同参画の意識づくり

（１）暴力・ハラスメントの防止と被害者支援
●暴力やハラスメントが重大な人権侵害であるという認識の啓
発と、防止対策と被害者の支援を充実します。

（２）暮らしに困難を抱える人への支援
●複合的に困難な状況に置かれやすい人々を、地域社会全体
で支えるための体制や支援を充実します。

（３）生涯を通じた心身の健康支援
●男女ともに性や生殖に関する健康を保持し、性差に配慮し
た生涯にわたる健康づくりを支援します。

（４）男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立
●防災分野における女性の参画促進と、必要な支援と配慮を
充実します。

基本目標3 誰もが安全・安心に暮らせるまちづくり

（１）男女共同参画による地域の担い手づくり
●固定的性別役割分担意識に基づく考え方や習慣を見直すため
の、地域活動や取組、地域の担い手づくを推進します。

（２）政策・方針決定の場への女性の参画の拡大
●あらゆる施策に女性の視点を反映させていくためにも、政策・
方針決定の場における女性の参画を引き続き推進します。

基本目標4 あらゆる分野に参画できる社会づくり

基本目標2 誰もが活躍できる環境づくり

主な取組の目標（抜粋） 令和12年度までの目標値

4回/年
1回/年

1,000人以上

●リーダー養成に関する研修・講座等の実施
●審議会等の女性割合

主な取組の目標（抜粋） 令和12年度までの目標値

1回以上/年
40.0％

●神河町における女性（25～44歳）の就業率
●家庭の中でみて、男女の地位が｢平等である｣と思う町民意識の割合
●仕事と生活の調和や女性活躍推進に関する制度への認定・
　登録企業・事業所数

主な取組の目標（抜粋） 令和12年度までの目標値

90.0％
男女ともに90.0％
３件以上

●企業・事業所へのハラスメント防止の啓発の働きかけ
●生活支援協議体数
●乳がん・子宮がん検診受診率
●女性消防団員数

主な取組の目標（抜粋） 令和12年度までの目標値

1回以上/年
全地区
60%以上
5人以上
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