
広報とよやまなどによる啓発活動・情報提
供

広報とよやま・ホームページ・ＣＡＴＶを
中心に広報・啓発活動を行います。

企画財政課

レインボー・スクールの開催
男女共同参画講座レインボー・スクールの
開催を通じて、男女共同参画に関する意識
を効果的に啓発します。

企画財政課

インターネットなどによる情報収集
インターネットや情報誌を活用し、国や
県、自治体などが発信する情報を収集し、
地域に提供します。

企画財政課

レインボー・スクールの開催
男女共同参画講座レインボー・スクールの
開催を通じて、男女共同参画に関する意識
を効果的に啓発します。

企画財政課

生涯学習講座の開催

子どもから高齢者まで、あらゆる世代の男
女が生涯にわたり能力を高めていくことが
できるよう、それぞれのライフステージに
あった学習機会を提供します。

生涯学習課

レインボー・スクールの開催
男女共同参画講座レインボー・スクールの
開催を通じて、男女共同参画に関する意識
を効果的に啓発します。

企画財政課

家庭教育講演会の開催
家庭教育に対する関心や意識を高めるた
め、育児や生活をテーマにした講演会や教
室を開催します。

生涯学習課

赤ちゃん広場・乳幼児学級の開催
乳児とその保護者を対象に子育てに関する
講演を行います。育児仲間づくりの支援や
相談しやすい環境づくりに努めます。

保健センター・生涯
学習課

ニューファミリー教室の開催
妊娠・出産に関する知識の普及啓発を行う
とともに仲間づくりの支援を行います。

保健センター

家庭児童相談の実施
愛知県福祉事務所より家庭児童相談員の派
遣を受け、家庭児童相談を実施します。

福祉課

家庭教育相談の実施

育児相談など子育てや家庭教育について悩
みを持つ親が気軽に相談できる体制を充実
させ、子育てや家庭教育に関する環境づく
りを進めます。

生涯学習課

ふれあいひろばの開催

土曜日の居場所づくりとして、地域のボラ
ンティア指導者の協力のもと、子どもたち
の様々な活動を支援します。子どもに限ら
ず、その保護者なども参加できる多世代型
として家族及び多世代でのふれあいの場と
なるよう推進します。

生涯学習課

おはなし会・読書会の開催

地域サークルの読み聞かせグループが、児
童館や小学校に定期的に訪問し、紙芝居や
人形劇や絵本の読み聞かせを行うことを通
して読書の必要性を啓発します。

生涯学習課

子育て相談の実施

福祉課窓口、児童センター・児童館や保育
園、ファミリー・サポート・センターなど
において、子育て支援に関する情報の集
約・提供、相談・助言等を実施します。

福祉課

人権教育・男女共同参画教育・性教育の実
施

低学年も含めた児童や生徒に対して、個性
を尊重し、能力を引き出し伸ばすだけでは
なく、互いの人権を尊重する教育を推進す
るとともに、男女の性の違いやＤＶについ
てなど、成長に応じた教育を行います。

学校教育課

職場体験の実施
性別に関わらず、等しく職場体験をするこ
とを通じ、職業における男女共同参画の意
識を育てます。

学校教育課

制服の見直し

制服を見直し、生徒の服装の選択肢を広げ
ることで、個性の尊重や性別への固定的な
とらえ方の解消を図り、人権意識を育成し
ます。

学校教育課 新規　【素案　Ｐ４１】

①町の審議会等委員への女性の登用推進 審議会などへの女性委員の登用

審議会などへの女性委員の登用率を今後も
高い水準で維持できるよう努めます。ま
た、年齢性別を問わず幅広い人材が審議会
委員として町政に参画できるよう各担当部
署へ啓発します。

企画財政課 ４－①　町の審議会等委員への女性の登用推進

②町の管理職などへの女性の登用推進 管理職などへの女性職員の登用

管理職への登用は、性別を問わず能力によ
るものとし、管理職にふさわしい人材育成
に努めるとともに、女性の登用を推進しま
す。

総務課 ４－②　町の管理職などへの女性の登用推進

③女性の人材育成・能力開発 県などの研修会への参加
県研修センターが実施する、女性職員キャ
リアアップ研修等への参加を促進します。

総務課 ４－③　女性の人材育成・能力開発

コミュニティ参加啓発事業・地域委員の立
ち上げ
※世代間交流事業を廃止

地域におけるリーダーを育成するため、コ
ミュニティ活動に対する支援を行います。

総務課

町民討議会議の開催
幅広い年代から新たなまちづくりの担い手
を発掘するため、町民討議会議を開催しま
す。

企画財政課

生涯学習ボランティアの養成

新たな指導者や指導補助者として活躍でき
るよう、指導者、指導補助者、運営に携わ
る人など生涯学習ボランティアに関われる
人材の発掘・養成・活用を図ります。

生涯学習課 新規　【素案　Ｐ４５】

②地域における男女共同参画の取組みへの支援
女性行政施策の促進を図る団体やグループ
への補助・支援

男女共同参画の意識を定着させるため、男
女共同参画社会の実現を目指して積極的に
活動している団体やグループに対し、補助
や支援を行います。

企画財政課 10－②地域における男女共同参画の取組みへの支援

高齢者の社会参画を推進する団体への補
助・支援
※第2次…シルバー人材センターの活動支援

高齢者がこれまでに培ってきた能力を活か
し、退職後も地域社会に貢献するととも
に、生きがいを持てるよう、地域活動や就
労機会の提供を行う団体に対し、補助や支
援を行います。

保険課

コミュニティ参加啓発事業・コミュニティ
拠点充実事業
※世代間交流事業を廃止

高齢者が地域に関わるきっかけをつくるた
め、コミュニティ活動やボランティア活動
に対して、支援・協力を行います。

総務課

ボランティア活動の充実と連携の強化

高齢者がこれまでに培ってきた能力を活か
し、退職後も地域社会に貢献するととも
に、生きがいを持てるよう、ボランティア
活動の機会の提供を行います。

保険課・地域包括支
援センター

社会福祉協議会との連携
社会福祉協議会と連携し、コミュニティ活
動やボランティア活動に対して支援・協力
を行います。

保険課・地域包括支
援センター

コミュニティ参加啓発事業・コミュニティ
拠点充実事業・地域と行政をつなぐ職員の
育成
※世代間交流事業を廃止、職員の育成を追
加

コミュニティの活性化を図るため、町民や
企業、団体が一緒になり活動する場を設け
ます。

総務課

町民討議会議の開催
幅広い年代から新たなまちづくりの担い手
を発掘するため、町民討議会議を開催しま
す。

企画財政課

官学連携の推進
協働のまちづくり指針に基づき、大学・企
業・ＮＰＯ・地域団体などと連携を図り、
積極的に情報交換を行います。

企画財政課

関係団体・機関との連携による講座の開設
生涯学習団体や大学などとの連携を図り、
新たな講座の開催を推進します。

生涯学習課 新規　【素案　Ｐ４７】

②防災活動における女性の参画の推進
消防団や自主防災組織、赤十字奉仕団への
女性参画の推進

被災時には、男女の身体的・生理的な違い
により、男女双方の視点からの配慮が必要
であるため、消防団や自主防災組織、赤十
字奉仕団への女性の積極的な参画を推進し
ます。

防災安全課 12－②　防災活動における女性の参画の推進

避難所運営における女性の参画の推進

男女のニーズの違い、男女双方の視点に配
慮するよう努めます。特に、女性専用の物
干し等、更衣室、授乳室の設置や生理用
品、女性用下着の女性による配布など、女
性や子育て家庭に配慮した避難所の運営に
努めます。

防災安全課 新規　【素案　Ｐ４７】

男女共同参画の視点による防災訓練の実施
男女共同参画の視点による防災訓練を実施
し、防災対策に生かします。

防災安全課 新規　【素案　Ｐ４７】

10－①　地域におけるリーダーの育成

③高齢者の地域活動への参画支援 ２－③　高齢男性の地域活動への参画支援

（３）協働によるまちづ
くりの推進

①大学、企業、NPO、地域団体などとの連携・協働の推進

12－①　大学、企業、NPO、地域団体などとの連携・協働の
推進

③男女共同参画の視点による防災対策の促進
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Ⅰ 男女共同参画
社会の実現に向け
た意識啓発の促進

（１）男女共同参画の理
解と促進

①男女共同参画に関する広報啓発・情報提供 １－①　男女共同参画に閲する広報啓発・情報提供

②男女共同参画を推進する教育・学習の充実 １－②　男女共同参画を推進する教育・学習の充実

（２）子どもにとっての
男女共同参画の推進

①家庭教育の支援 ５－①　家庭教育の支援

②学校教育における男女共同参画の推進

２－⑤　学校教育における教科・道徳・特別活動などでの
実践

Ⅱ　あらゆる分野
における男女共同
参画の推進

（１）政策・方針決定過
程における男女共同参画

（２）地域活動における
男女共同参画の推進

①地域におけるリーダーの育成

第３次とよやまレインボープラン事業案シート

事業 取組の内容 担当課 第２次とよやまレインボープランでの体系基本理念 重点目標 基本的施策 具体的な取組の方向



事業 取組の内容 担当課 第２次とよやまレインボープランでの体系基本理念 重点目標 基本的施策 具体的な取組の方向

地域の事業者への啓発

町内の事業所に対して、雇用に関する法
令・制度を周知するため、通知文の送付や
商工会への働きかけなど、積極的に広報・
啓発を行います。

企画財政課

商工会との連携

町内の事業所に対して、雇用に関する法
令・制度を周知するため、通知文の送付や
商工会への働きかけなど、積極的に広報・
啓発を行います。

まちづくり推進課

②非正規労働者や女性の雇用環境の整備・就業支援 商工会との連携

町内の事業所に対して、雇用に関する法
令・制度を周知するため、通知文の送付や
商工会への働きかけなど、積極的に広報・
啓発を行います。

まちづくり推進課 11－②　非正規労働者や女性の雇用環境の整備・就業支援

③女性の再就職・再雇用の支援 商工会との連携

町内の事業所に対して、雇用に関する法
令・制度を周知するため、通知文の送付や
商工会への働きかけなど、積極的に広報・
啓発を行います。

まちづくり推進課 新規　【素案　Ｐ４８】

④女性の職業能力開発・向上のための支援 商工会との連携

町内の事業所に対して、雇用に関する法
令・制度を周知するため、通知文の送付や
商工会への働きかけなど、積極的に広報・
啓発を行います。

まちづくり推進課 新規　【素案　Ｐ４８】

多様な働き方の推進
働きやすい職場の体制づくりのため、育
児・介護を始め、多様な働き方を選択でき
る制度を導入します。

総務課 新規　【素案　Ｐ４８】

商工会との連携

町内の事業所に対して、雇用に関する法
令・制度を周知するため、通知文の送付や
商工会への働きかけなど、積極的に広報・
啓発を行います。

まちづくり推進課 新規　【素案　Ｐ４８】

育児休業・介護休業の取得推進
仕事と家庭の両立を支援するため、事業所
に対し男性の育児休業や介護休業の取得を
促します。

企画財政課

はぐみんカードの利用促進
町内事業所に対して、啓発活動を進め、子
育て家庭を応援するはぐみんカードへの参
加協力を求めます。

福祉課

保育園運営事業
多様な働き方に応じた保育ニーズに応える
ため、一時的保育や長時間保育を始めとす
る保育サービスを実施します。

福祉課

ファミリー・サポート・センター事業

地域の住民が互いに子育てを助けあう、
ファミリー・サポート・センター事業を推
進し、地域全体で子育てをするという意識
を醸成します。

福祉課

子育て相談の実施

福祉課窓口、児童センター・児童館や保育
園、ファミリー・サポート・センターなど
において、子育て支援に関する情報の集
約・提供、相談・助言等を実施します。

福祉課

保育特別対策事業

年度当初の待機児童ゼロを維持していきま
す。年度途中の３歳未満児の保育ニーズへ
の対応、病児・病後児保育など多様な保育
サービスの充実、老朽化した施設対応、オ
ンラインによる手続きの導入などを検討し
ていきます。

福祉課

放課後児童の居場所づくり
※第2次…放課後児童クラブ室なかよし会の
開設、放課後子ども教室の開設

放課後児童クラブと放課後子ども教室の効
果的・効率的な運用を図り、放課後児童の
居場所づくりを推進します。

福祉課
生涯学習課

介護休業の取得推進

仕事と家庭の両立を支援するため、介護休
業の取得を推進します。 庁内においては、
家族の介護を行う職員が生じた場合、所属
長から休暇・休業制度の案内を行います。

総務課

家族介護者に対する相談窓口の普及・啓発
要介護高齢者を介護する家族からの相談に
積極的に応じ、各種支援を行います。

保険課・地域包括支
援センター

商工会との連携
愛知県やハローワークから非正規労働者や
女性の雇用安定に関する情報が入り次第、
商工会に対し、情報共有を図ります。

まちづくり推進課

育児休業・介護休業の取得推進
仕事と家庭の両立を支援するため、男性の
育児休業や介護休業の取得を推進します。

総務課

家庭教育講演会の開催
家庭教育に対する関心や意識を高めるた
め、育児や生活をテーマにした講演会や教
室を開催し、男性の参加を促します。

生涯学習課

あかちゃん広場・乳幼児学級の開催
乳児とその保護者を対象に子育てに関する
講演を行います。育児仲間づくりの支援や
相談しやすい環境づくりに努めます。

福祉課・保健セン
ター・生涯学習課

ニューファミリー教室の開催
妊娠・出産に関する知識の普及啓発を行う
とともに仲間づくりの支援を行います。

保健センター

男性の家事・育児参画への啓発
男性の家事・育児への参画を促進するため
の啓発を行います。

福祉課

育児休業の取得促進

仕事と家庭の両立を支援するため、育児休
業の取得を推進します。庁内においては、
子の出生があった職員に対し、所属長から
休暇・休業制度の案内を行います。

総務課

施設のバリアフリー化の実施

障がい者が、安心して暮らすことができる
まちづくりを推進するため、町施設のバリ
アフリー化をはじめ、障がい者が自立した
生活が送れるよう、各種支援を行います。

総務課・建設課・生
涯学習課

身体障がい者等相談の実施
身体障害者相談員による身体障がい者相
談、知的障害者相談員による相談を実施し
ます。

福祉課

ひまわり園の運営・福祉作業所の運営補助
※母子通園施設→ひまわり園に変更

障がい者の自立に必要な指導を行う福祉作
業所や、心身障がい児の自主性と社会性を
高めるためのひまわり園など、雇用・支援
の場を提供します。また、施設名を性別等
にとらわれない名称に変更します。

福祉課

社会福祉協議会との連携
社会福祉協議会と連携し、コミュニティ活
動やボランティア活動に対して支援・協力
を行います。

福祉課

母子家庭自立支援・就業相談の実施
ひとり親世帯の生活安定と、子どもの健全
な成長のため、経済的な自立、家庭機能の
充実を促進する支援を行います。

福祉課

母子寡婦福祉協議会への支援 母子寡婦福祉協議会の補助を実施します。 福祉課

児童生徒援助事業
ひとり親世帯に対し、就学援助費を支給
し、学用品費、通学用品費、学校給食費等
の費用を援助します。

学校教育課

ボランティア活動の充実と連携の強化

高齢者がこれまでに培ってきた能力を活か
し、退職後も地域社会に貢献するととも
に、生きがいを持てるよう、ボランティア
活動の機会の提供を行います。

地域包括支援セン
ター

施設のバリアフリー化の実施

高齢者が、安心して暮らすことができるま
ちづくりを推進するため、町施設のバリア
フリー化をはじめ、高齢者が自立した生活
が送れるよう、各種支援を行います。

総務課・建設課

地域支え合い体制づくりの推進
住民の声を聴き取りながら町の特性に応じ
た地域支え合い体制のあり方について検討
し、実現を目指します。

地域包括支援セン
ター

認知症サポーター養成講座の開催
※認知症介護者のつどい・家族介護予防教
室・家族介護交流会を廃止

認知症になっても住み慣れた地域で自分ら
しい生活を続けられるよう、認知症に関す
る正しい知識と理解の普及を図ります。

地域包括支援セン
ター

社会福祉協議会との連携
社会福祉協議会と連携し、コミュニティ活
動やボランティア活動に対して支援・協力
を行います。

地域包括支援セン
ター

④外国人の自立した生活に対する支援
外国人住民懇談会の開催
※第2次…多文化共生交流会の開催

外国人住民懇談会を開催し、在住外国人と
地域住民が国籍や文化を超えた交流の実施
を図ります。

企画財政課

避難所の施設整備の推進

高齢者、障害者、妊産婦、特別な配慮が必
要な方のために、専用スペースの確保、車
いす利用者や高齢者等が安全で円滑に利用
できるよう施設のバリアフリー化、多目的
トイレなどの設備に努めます。

総務課、防災安全
課、建設課

新規　【素案　Ｐ５６】

福祉避難所の整備の推進
要配慮者が安心して避難所生活を送れるよ
う、福祉避難所の資機材の整備を推進しま
す。

総務課、防災安全
課、建設課

新規　【素案　Ｐ５６】

備蓄品・備蓄食料の充実

乳幼児、女性等に配慮し、紙おむつや生理
用品の備蓄を進めるとともに、高齢者や乳
幼児等に対しては、雑炊、おじや、粉ミル
ク等の食品を供給できるよう備蓄品・備蓄
食料の充実化を図ります。

防災安全課 新規　【素案　Ｐ５６】

③介護支援の充実 ６－③　介護支援の充実

⑤男性の育児参画の支援

Ⅲ　誰もが安心し
て暮らせる社会づ
くり

（１）人権や多様性への
尊重と様々な人々への支
援

①障がい者の自立した生活に対する支援

②母子・父子世帯の自立した生活に対する支援 ３－②　母子・父子世帯の自立した生活に対する支援

③高齢者の自立した生活に対する支援 ３－③　高齢者の自立した生活に対する支援

Ⅱ　あらゆる分野
における男女共同
参画の推進

（４）地域の事業所との
連携【女性活躍推進計
画】

（５）仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の推進

⑤男女共同参画の視点による避難所の環境整備の推進

④男性が家庭・地域社会に参画しやすい職場環境づくりの
推進

２－①　男性が家庭・地域社会に参画しやすい職場環境づ
くりの推進

①商工会・地域の事業者との連携と啓発 11－①　商工会・地域の事業者との連携と啓発

⑤テレワーク等の多様な働き方の推進

①職場における仕事と家庭の両立支援の促進 ６－①　職場における仕事と家庭の両立支援の促進

②多様なニーズに対応した保育サービスの充実 ６－②　多様なニーズに対応した保育サービスの充実
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事業 取組の内容 担当課 第２次とよやまレインボープランでの体系基本理念 重点目標 基本的施策 具体的な取組の方向

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓
制度の導入

誰もが大切なパートナーや家族と共にその
人らしく人生を歩んでいけるよう、パート
ナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を
導入します。

企画財政課 新規　【素案　Ｐ５６】

保育園における理解促進と支援
保育園において、園児の性的指向・性自認
等の多様性に配慮した活動を実施する。

福祉課 新規　【素案　Ｐ５６】

人権擁護事業
人権啓発活動の一環として、性的少数者、
性自認に関する問題について、パネル展等
を開催し啓発に取り組みます。

福祉課 新規　【素案　Ｐ５６】

よろず相談（人権相談）の実施

仕事や経済的な悩みを抱えた方が、心身と
もに健康的な生活を送ることができるよ
う、人権擁護委員や民生委員が各種相談業
務を行います。
また、広報とよやまにおいても、国や県が
主催する、各種相談窓口について積極的に
お知らせします。

福祉課

いのちの電話による相談
「いのちの電話」「名古屋いのちの電話」
による相談を実施していきます。

福祉課

心配ごと相談の実施
民生委員による心配ごと相談を行っていき
ます。

福祉課

健康・福祉フェスティバルの開催

あらゆる世代の方たちが健康や地域福祉に
ついて楽しみながら学ぶ機会として、また
ボランティアの活動にもふれる機会とし
て、健康・福祉フェスティバルを開催しま
す。

福祉課・保健セン
ター

食生活改善活動ボランティアによる支援
※第2次…食生活改善推進員協議会による支
援

食生活改善活動ボランティアを中心に、食
育についての啓発普及を図り、健全な食生
活のあり方を広めます。

保健センター

健康増進事業

健康づくりや健康管理に取り組めるよう、
健康づくりに関する教室や各種健康診断な
どを実施します。女性に特有な疾病の普
及・啓発を行います。

保健センター

介護予防事業
高齢者が要介護状態となることの予防を目
的に、介護予防教室や住民主体サロン活動
支援、講演会等を実施します。

地域包括支援セン
ター

新規　【素案　Ｐ５８】

生涯学習講座の開催

子どもから高齢者まで、あらゆる世代の男
女が生涯にわたり能力を高めていくことが
できるよう、それぞれのライフステージに
あった学習機会を提供します。

生涯学習課 ８－①　健康づくりの支援

総合型地域スポーツ・文化クラブ運営事業

「いつでも、どこでも、だれでも」スポー
ツ・文化に親しみ、楽しめるプログラムの
充実を図り、地域の活性化、地域のコミュ
ニティづくりに努めます。

生涯学習課 新規　【素案　Ｐ５８】

②性教育の推進 学校における性教育

子どもたちがエイズや性感染症、妊娠や中
絶など、男女の性に関する正しい知識と理
解を身につけるため、適切な性教育を推進
します。

学校教育課 ８－②　性教育の推進

③妊婦・出産への支援・不妊治療対策の推進 母子保健事業

妊娠・出産に関する正しい知識の普及を推
進するとともに、健康診査などを実施しま
す。また、妊娠を希望しながらも、不妊に
悩む男女への支援も行います。

保健センター ８－③　妊婦・出産への支援・不妊治療対策の推進

女性相談の実施
関係各課と連携し、相談業務の充実に努め
ます。

福祉課

ＤＶ対策の実施
ＤＶが起きないような、また、万が一発生
しても、ごく初期において解決できるよう
な支援体制を整えます。

福祉課・保険課

セクシュアル・ハラスメントの防止
セクシュアル・ハラスメントの防止に対す
る意識を高めます。

総務課・学校教育課

子ども家庭総合支援拠点を中心とした児童
虐待の防止
※第2次…要保護児童対策地域協議会を通じ
た連携

福祉・保健・学校教育などの担当各課が情
報を共有し、連携を図ることで、児童虐待
の防止・早期発見と対応・解決に努めま
す。

福祉課・保健セン
ター・学校教育課

人権教育
※CAPをはじめとした人権教育

小中学校に教育相談員（スクールカウンセ
ラー）を配置し、相談・カウンセリングを
行います。

福祉課・学校教育課

③高齢者・障がい者を虐待から守る 高齢者・障害者虐待防止ネットワーク会議
高齢者及び障がい者虐待の早期発見、早期
対応及び発生防止の体制づくりを行いま
す。

福祉課・保険課 新規　【素案　Ｐ６０】

ＤＶ対策の実施
ＤＶが絶対許されない行為であることを広
く周知し、暴力根絶に向けて取り組みま
す。

福祉課 新規　【素案　Ｐ６１】

学校における性教育

低学年の児童も含め、子どもたちがＳＮＳ
を通じた性犯罪等に巻き込まれないよう、
自分の身を自分で守れるような性教育を推
進します。

学校教育課 新規　【素案　Ｐ６１】

学校における性教育

低学年の児童も含め、子どもたちが男女の
性に関する正しい知識を身につけるための
適切な性教育が推進できるよう、教職員に
情報提供をします。

学校教育課 新規　【素案　Ｐ６１】

保育園における啓発
保育園において、幼児に対する性教育につ
いて研究し、実施について検討します。

福祉課 新規　【素案　Ｐ６１】

青少年育成会議による啓発
青少年育成会議による巡回指導や合同街頭
指導において若年層に向け啓発活動の実施
に努めます。

生涯学習課 新規　【素案　Ｐ６１】

ヒアリングによる計画の進行管理
※第2次…レインボー・ネットワーク会議の
創設

男女共同参画社会計画の事業実績や目標値
の状況について関係部署と定期的に確認、
取組の見直し等をすることで、計画の全庁
的な進行管理を行います。

企画財政課

県などの研修会への参加
男女共同参画の視点を活かした豊かなまち
づくりを推進していくため、研修への参
加・実施を推進します。

企画財政課

職員研修の実施
男女共同参画の視点を活かした豊かなまち
づくりを推進していくため、研修への参
加・実施を推進します。

総務課

Ⅳ　計画の推進
（１）推進体制の整備・
充実

①男女共同参画の推進体制の強化 13－①男女共同参画の推進体制の強化

Ⅲ　誰もが安心し
て暮らせる社会づ
くり

（１）人権や多様性への
尊重と様々な人々への支
援

⑥性的指向・性自認等の多様性に対する理解促進と支援

⑦様々な困難を抱えた人々への支援

①DVやセクシュアル・ハラスメント防止と支援体制の充実

②子どもを暴力から守る

④性犯罪などの犯罪への対策の推進

２－④　各種相談窓口の充実

（２）生涯を通じた健康
づくりの支援

①健康づくりの支援

８－①　健康づくりの支援

（３）あらゆる暴力の根
絶と支援体制の充実

⑤若年層に向けた啓発

７－①　DVやセクシュアル・ハラスメント防止と支援体制
の充実

７－②　子どもを暴力から守る
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