
瑞穂市男女共同参画推進事業の経過について 
 

平成２０～２１年度 
日  付 内   容 

平成２０年１１月 １日 
    ～   ２０日 

男女共同参画推進審議会委員の公募実施 
・応募者 男性１名、女性３名 

平成２０年１１月 ５日 
    〃   １０日 

職員研修実施  
・テーマ「男女共同参画社会を実現するために」 

平成２０年１２月 １日 

第１回男女共同参画推進会議ワーキングチーム委員会 
・現状及び経緯について 
・市民アンケート調査（素案）について 
・男女共同参画推進のための目標指標（素案）について 

平成２０年１２月１９日 

第１回男女共同参画推進審議会 
・委嘱状交付、役員選出 
・男女共同参画社会の形成の状況について 
・市民アンケート調査（案）について 

平成２１年 １月 ５日 

    〃 ～ ３１日 

男女共同参画に関する市民アンケート調査実施 
・市民２，０００人を対象 
・回収率（男性 41.4％、女性 55.5％） 

平成２１年 ３月１６日 

第２回男女共同参画推進会議ワーキングチーム委員会 
・市民アンケート調査報告書（素案）について  
・基本計画・指標（素案）修正確認について 
・標語について 

平成２１年 ３月２７日 

第２回男女共同参画推進審議会 
・市民アンケート調査報告書（案）について  
・男女共同参画推進のための目標指標（案）について 

平成２１年１２月１５日 

第３回男女共同参画推進会議ワーキングチーム委員会  
・男女共同参画基本計画（素案）について 
・目標指標（案）修正確認について 

平成２２年２月２６日  

第３回男女共同参画推進審議会 
・男女共同参画基本計画（案）について 

・配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画

（案）について 
・標語（基本計画の基本理念）について 

資料１



平成２２年３月 ５日  
    〃 ～１９日  

「男女共同参画基本計画（案）」及び「配偶者等からの暴力

防止及び被害者支援に関する基本計画（案）」に対するパブ

リックコメント実施 

平成２２年３月２５日  

第４回男女共同参画推進審議会 
・パブリックコメント実施結果について 

・男女共同参画基本計画（案）の修正について 

・スローガン（標語）選定について 

・今後の男女共同参画推進に向けた行政運営に対する意見を

まとめた報告書を計画案に添えて市長に提出        

          
平成２２年度 

平成２２年 ５月 ７日 

      ～３１日  

「瑞穂市男女共同参画のスローガン」の選定を実施 
 計画の推進にあたり、審議会で作られた「スローガン８

案」から、瑞穂市に最もふさわしいものを市民に選んでい

ただき、これを参考にスローガンを決定するために実施 

平成２２年 ６月２５日 

第５回男女共同参画推進審議会 
・「瑞穂市男女共同参画のスローガン」の選定結果について

≪「おもいやり」「ささえあい」から始まる瑞穂の夢まち

づくり≫ ２４４件 ／応募総数 ７１７件 
・男女共同参画推進条例（素案）について 

平成２２年 ８月 ６日 
第６回男女共同参画推進審議会 
・男女共同参画推進条例（素案）について 

平成２２年１０月 １日 

第７回男女共同参画推進審議会 
・男女共同参画推進条例（素案）について 
・条例（案）のパブリックコメント実施について 

平成２２年１０月 ８日 

   ～ １１月１０日 
・条例（素案）のパブリックコメント実施 

平成２２年１１月１５日 

第８回男女共同参画推進審議会 
・条例（案）のパブリックコメント実施結果について 
男女共同参画推進条例（素案）の修正箇所の説明と審議 

・審議会から市長へ報告書を推進条例（案）に添えて提出 

平成２２年１２月１７日 男女共同参画推進条例案が瑞穂市議会定例会において可決 

平成２３年 ４月 １日 男女共同参画推進条例 施行 



平成２３年度 

平成２３年 ４月 １日 
    ～   ２８日 

男女共同参画推進審議会委員の公募実施 
・応募者 男性１名、女性２名 

平成２３年 ６月２４日 

       

第１回男女共同参画推進審議会 
・男女共同参画基本計画の策定経過並びに計画の概要につ

いて 
・平成２２年度指標数値について 

平成２３年 ９月３０日 まちづくり基本条例案が瑞穂市議会定例会において可決 

平成２３年１０月３１日 

第２回男女共同参画推進審議会 
・男女共同参画基本計画の「概要版（案）」について 
・「まちづくり基本条例」について 

平成２３年１１月 ５日 
    ～    ６日 

ふれあいフェスタ啓発活動 
・男女共同参画啓発物品配布 

平成２４年 １月 
男女共同参画基本計画の「概要版」作成 
・市内公共施設に設置 

平成２４年 ３月２２日 

第３回男女共同参画推進審議会 
・平成２４年度「男女共同参画推進事業」について 
① 先進地の取組状況について 
② 男女共同参画に関する作品募集（案）について 

平成２４年 ４月 １日 まちづくり基本条例 施行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成２４年度 

平成２４年 ４月２６日 
     

第１回男女共同参画推進会議ワーキングチーム委員会 
・男女共同参画推進事業の経過について 
・基本計画目標指標について（H23年度実績） 
・男女共同参画推進啓発作品募集（H24 年度事業）につい
て 

平成２４年 ６月２４日 

       

第４回男女共同参画推進審議会 
・男女共同参画基本計画目標指標（H23 年度実績）につい
て 
・男女共同参画推進啓発作品募集（H24 年度事業）につい
て（スケジュール・作品募集等） 

平成２４年 ８月 １日 
    ～１１月３０日 

瑞穂市の男女共同参画社会づくり作品募集開始 
（チラシ全戸配布、小・中学生へチラシ配布 等） 

平成２４年１１月 ３日 
    ～    ４日 

ふれあいフェスタ啓発活動（ブースにて作品募集及び受付）

・男女共同参画推進審議会委員、朝日大学ボランティア学

生の参加により作品募集及び受付、男女共同参画啓発物品

の配布等を実施 
【作品応募状況】 

部門 応募数 
ポスター ７８

川柳 ３３７

一行詩 １６１

写真 １
 

平成２４年１２月２１日 

第５回男女共同参画推進審議会 
・男女共同参画作品の選考について 
・平成２５年度男女共同参画推進事業について 

平成２５年 ２月２５月 
 

第６回男女共同参画推進審議会 
・男女共同参画作品の最終選考について 
・男女共同参画基本計画目標指標（H24 年度実績）につい
て 

 
 
 
 



平成２５年度 
平成２５年 ４月 １日

～２６日 
男女共同参画推進審議会委員の公募実施 
・応募者 男性２名、女性１名 

平成２５年 ５月 ６日 
瑞穂市合併１０周年記念式典 
・作品募集入賞者（最優秀賞・優秀賞）の表彰 

平成２５年 ６月２１日 
     

第１回男女共同参画推進会議ワーキングチーム委員会 
・男女共同参画推進事業の経過について 
・基本計画目標指標について（H24年度実績） 
・男女共同参画推進事業（H25年度事業）について 

平成２５年 ６月２３日 
～２９日 

継続的に実施 

内閣府男女共同参画週間 
・入賞作品を使用しての啓発物品の配布など啓発活動を実

施（各課窓口での配布など） 

平成２５年 ７月 ３日 
第１回男女共同参画推進審議会 
・基本計画目標指標（H24年度実績）について 
・男女共同参画推進 H25年度事業について 

平成２５年１１月２日・

３日 
みずほふれあいフェスタ２０１３ にて啓発物品の配布 

平成２５年１１月１８日 
第２回男女共同参画推進審議会 
・市民アンケートの実施について 
・平成２６年度事業について 

平成２５年１２月 ６日 
       ～２４日 

・市民アンケートの発送 （市内２０歳以上～７５歳まで）

男女各１，０００通（外国人含む） 
回収結果 ７５４通／１，９８７通  ３７．９％  

平成２６年 ３月１２日 
 

第２回男女共同参画推進会議ワーキングチーム委員会 
・基本計画目標指標について（H25年度実績） 
・アンケート結果（概要版）・素案について 
・男女共同参画推進事業（H26年度事業）について 

 
平成２６年 ３月２６日 
 

第３回男女共同参画推進審議会 
・アンケート結果（素案）について 
・平成２６年度事業について 

 
 
 
 



平成２６年度 

平成２６年５月２１日 

第１回男女共同参画推進会議ワーキングチーム委員会 
・男女共同参画推進事業の経過について 
・基本計画目標指標について（H25年度実績） 
・男女共同参画推進事業（H26年度事業）について 

平成２６年５月３０日 

第１回男女共同参画推進審議会 
・アンケート結果報告書について 
・基本計画目標指標平成２５年度実績について 
・平成２６年度実施事業について 

平成２６年６月 
広報６月号 男女共同参画に関するコラム掲載 
男女共同参画推進審議会長 
朝日大学法学部専任講師  宮坂 果麻理さん 

平成２６年６月 ５日 

瑞穂市男女共同参画推進事業講演会（瑞穂大学合同講座） 
「男女共同参画で、元気な地域へ。」 
NPO法人参画プラネット代表理事 渋谷 典子氏 
参加者４６７名、アンケート回収２１３枚 
「（非常に）有意義だった」の回答率 ９２．７％ 

平成２６年９月 
広報９月号 男女共同参画に関するコラム掲載 
NPO法人キッズスクエア瑞穂理事長 椙浦 良子さん 

平成２６年１０月２０日 

第２回男女共同参画推進審議会 
・男女共同参画基本計画（後期）素案について 
・ワールドカフェ実施概要について 
・みずほふれあいフェスタでの啓発活動について 

平成２６年１１月 
広報１１月号 男女共同参画に関するコラム掲載 
株式会社ハイビックス代表取締役社長 高井 順子さん 

平成２６年１１月２日 みずほふれあいフェスタ２０１４ にて啓発物品の配布 

平成２６年１１月１３日 
第２回男女共同参画推進会議ワーキングチーム委員会 
・瑞穂市男女共同参画基本計画（後期）素案について  
・ワールド・カフェ参加依頼について 

平成２６年１１月１６日 
男女共同参画に関する「ワールド・カフェ」開催 
講師 NPO法人あゆみだした女性の会 廣瀬 直美氏 
（参加者２０名、アンケートでの満足度１００％） 

平成２７年３月 
広報３月号 男女共同参画に関するコラム掲載 
瑞穂市農業委員・農地部長 高田 里美さん 

平成２７年３月１８日 市公式ホームページに「男女共同参画」専用ページを新設 



平成２７年３月２３日 

第３回男女共同参画推進審議会 
・男女共同参画基本計画後期計画について 
・男女共同参画基本計画後期計画概要版（案）について 
・平成２７年度実施事業（案）について 

瑞穂市男女共同参画基本計画・配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計

画を後期計画として一部改訂 

 
平成２７年度 
平成２７年５月 １日 
      ～２９日 

男女共同参画推進審議会委員の公募実施 
・応募者 男性５名、女性２名 

平成２７年５月１８日 

第１回男女共同参画推進会議ワーキングチーム委員会 
・男女共同参画推進事業の経過について 
・基本計画目標指標について（H26年度実績） 
・男女共同参画推進事業（H27年度事業）について 

平成２７年５月１９日 
・２１日 

管理職研修・一般職研修 
「ワーク・ライフ・バランスとキャリアアップセミナー」 
瑞穂市男女共同参画推進審議会副会長・人権擁護委員  
平田 芳子氏 

平成２７年５月２５日 
瑞穂市商工会総会にて岐阜県出前講座 
「子育て支援企業登録制度・子育て支援エクセレント企業

について」（参加者約１２０名） 

平成２７年６月 
広報６月号 男女共同参画に関するコラム掲載 
子どもの本を読む会かんがるう代表 熊崎 文さん 

平成２７年６月１５日 
～２２日 

男女共同参画に関するパネル展示 
（児童手当現況届・給付金受付会場） 

平成２７年７月１６日 
第１回男女共同参画推進審議会 
・基本計画目標指標（H26年度実績）について 
・男女共同参画推進 H27.28年度事業について 

 


