
《基本目標》 《施策の指針》
指標等からみる進捗状況(H20 ～H 23）

【資料２より】
アンケート調査の結果と市民意識の変化(H19～H23)

【資料３より】
●男女共同参画意識について

・「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」（問5）P3
　「同感しない」人が多い。年齢が若くなるほど多くなる。
・女性が仕事を持つこと（問6）P3
　「一生継続」が多く、女性の社会参加への理解度は高まって
いる。
・女性の望ましい生き方（問7－1）P3
　「仕事と家庭の両立」とが望ましいと考える人が多い。女性
に対する性別役割分担意識が変化していることが伺える。
・男性の望ましい生き方（問7－2）P3
　「仕事優先」が望ましいと考える人が多い。男性に対する性
別役割分担意識は根強い。
・男女の平等感（問12）P3
　「不平等」が多いが、「平等」の割合が増加。平等感が高まっ
ている。

●男女共同参画の実態について
　
・家事（問4－1）P4
　依然として女性の家事分担が多いが、男性の家事分担も増
加している。
・育児(問4－2）P4
　男性の育児分担が減少し、女性20、30歳代の育児分担が増
加している。
・介護（問4－3）P4
　男女ともに、介護分担は「一部」が多く、高齢になるほど分担
が増加傾向にある。
・収入のための労働時間(問4－4）P4
　男性の労働時間が増加。女性50代の労働時間が増加。
・地域活動への参加（問10）P4
　3人に1人は、地域活動に参加しておらず、その割合は増加
傾向。男性は「自治会・町内会」、女性は「趣味・スポーツ」で
の参加が多い。
・従業員の雇用形態（事業所アンケート　問2）P5
　男性正社員が増加、男性正社員以外や女性正社員、女性
正社員以外が減少傾向。特に、女性従業員の雇用が減少し
ている。
・従業員の雇用形態別年齢層（事業所アンケート　問3)P5
　男性はほとんどの年代で正社員が増加し、正社員以外は20
歳代が特に減少。女性はほとんどの年代で正社員、正社員以
外ともに減少。
・女性活用の課題（事業所アンケート　問4）P5
　「課題はない」約7割。「家庭責任の考慮」や「時間外労働をさ
せにくい」が約3割。
・管理職への女性登用状況（事業所アンケート　問5)P5
　役職が上がるほど減少。女性管理職が前回より減少。
・育児・介護休業制度の利用状況(事業所アンケート 問6）P5
　育児休業利用は年々増加。特に男性の利用が増加してい
る。介護休業利用は性別にかかわりなく減少傾向。
・育児・介護休業制度を定着させる上での問題（事業所アン
ケート　問7）P5
　代替要員の確保や周囲の業務負担が大きくなること、復職
後の代替要員の処遇が問題。
・仕事と家庭の両立のための職場環境づくり(事業所アンケー
ト　問8）P6
　勤務時間の短縮、時間外労働の軽減、育児介護休業制度
やフレックスタイムを導入し、改善が促進されている。

●指標の平均達成率(H20～H23)
　　　　　　　　「喜多方市男女共生のつどい参加者数」　121％

・男女共生のつどいでの意識啓発が図られている。
・男女共生サポーター養成講座への参加者が減少している。

●各指標の平均達成率(H20～H23）
　　　　　　　　「みんなの台所参加者数」　101％
　　　　　　　　「地域学校保健委員会の設立数」　103％
　　　　　　　　「男女共同参画に関する生涯学習講座の受講者数」　111％
　
・家庭における意識づくりは家庭教育学級への参加者数は増加傾向に
あるが、みんなの台所は減少している。
・学校や生涯学習における男女平等の意識づくりは順調に進捗してい
る。

●指標の平均達成率(H20～H23）
　　　　　　　「小学生を対象とした人権教室の開催回数」　638％

・順調に進捗している。
●各指標の平均達成率(H20～H23）
　　　　　　　「企業内保育サービス実施事業所数」　94％
　　　　　　　「特別保育事業実施保育所数」　　　　　100％
　　　　　　　「保育所等に設置されている育児サークルの参加者数」187％

・全ての乳幼児に対する各種子育て支援事業を行ったほか、各種介護
サービス等を実施し、ほぼ順調に進捗している。

●各指標の平均達成率(H20～H23)
　　　　　　　「在宅ワーク・再就職セミナー開催回数」　169％
　　　　　　　　「新規創業のための融資制度を受ける女性起業家の利用件数」0％
                「商工会議所女性会及び商工会女性会の会員数」　80％
　　　　　　　　「グリーン・ツーリズム交流人口」　78％
　　　　　　　　「野菜ソムリエ資格取得者数」　　125％
　　　　　　　　「おもてなし向上セミナー等の新規受講者数」　52％

　　　　　　　　「観光分野における広報きたかた等への女性記事掲載回数」222％

・各種情報の広報や相談窓口等の設置やセミナー・研修・講演会行っ
た。
・女性のチャレンジ支援の補助制度の利用はなかった。
・グリーンツーリズム訪問者数は平成23年3月の震災の影響により減少
し、おもてなし向上セミナーは平成23年度は市民対象に行わなかったた
め減少した。

●各指標の平均達成率(H20～H23)
　　　　　　　「喜多方市ボランティア活動支援センター運営団体の団体会員、個人
　　　　　　　　会員数」　団体92％　個人112％
　　　　　　　　「市内ＮＰＯ法人組織数」　116％

　　　　　　　　「花いっぱいコンクール参加件数」　51％

・地域づくりの補助金情報の提供やボランティアの支援が行われてお
り、またNPO法人数はほぼ順調に増加している。
・花植え活動において、コンクールへの応募が減少傾向にある。

●指標の平均達成率(H20～H23)
　　　　　　　「国際交流事業参加者数【総合計画】」73％

・国際交流協会主催の各種国際交流事業への参加者数が減少してい
る。
・非核平和のまち宣言記念作文・習字コンクールへの参加者は年々増
加している。
・環境保全の取組への女性の参加を促進した。

２ 多様な働き方を実
現するためのしくみづく
り

３ 地域における男女
共同参画の推進

４ 国際的視野の拡大
と交流の推進

●目標Ⅰ
　　男女(わたした
ち)は、ともにめざ
します
　　　～豊かなこ
ころ～～

●目標Ⅱ
　　男女(わたした
ち)は、ともに築き
ます
　　　～いきいきと
した家庭・職場・
地域～

１ 社会制度・慣行の
見直し

２ 様々な学習機会を
とおしての男女平等の
意識づくり

３ 男女の人権が守ら
れる社会の形成

１　男女がともに仕事と
家庭を担うことのできる
環境整備

(6)   観光分野における男女共同参画の促進

(1)   地域活動における男女共同参画の理解促進

(2)   ボランティア活動の推進

(3)   人と自然に配慮した環境づくりの推進

(1)   平和への貢献と国際理解の推進

(2)   環境保全への積極的な参加促進

(3)   介護支援の促進

(1)   雇用における募集・採用、配置・昇進の機会均等の推進

(2)   労働における環境条件の整備促進

(3)   働くための意識づくり能力開発への支援

(4)    農林、自営業等に従事する女性の就業環境の改善へ
の支援

(5)   パートタイム労働者の労働条件の改善

(2)   学校における男女平等の意識づくりの浸透

(3)   生涯学習における男女平等の普及・啓発

(1)   人権侵害の防止のための啓発活動

(2)   法や権利を知るための広報・啓発活動

(1)   男女がともに担う家事・育児・介護の促進

(2)   子育て支援の促進

実施計画進捗状況とアンケート調査結果
《基本施策》

(1)   男女共同参画の意識づくり

(2)   男女共同参画社会づくり表彰

(3)　男女共同参画の実態の把握

(1)   家庭における男女平等の意識づくりの支援

資料１ 



《基本目標》 《施策の指針》
指標等からみる進捗状況(H20 ～H 23）

【資料２より】
アンケート調査の結果と市民意識の変化(H19～H23)

【資料３より】

実施計画進捗状況とアンケート調査結果
《基本施策》

資料１ 

●各指標の平均達成率(H20～H23)
　　　　　　「喜多方市男女共生のつどい参加者数」　121％
　　　　　　　「新規創業のための融資制度を受ける女性起業家の利用件数」　0％
　　　　　　　「在宅ワーク・再就職セミナー開催回数」　169％

・女性のエンパワーメントの推進と自立促進のための、相談窓口や講演
会等の情報提供の取組は順調に進捗しているが、新規創業ののため
の融資制度を利用した女性起業数はなかった。

●指標の平均達成率(H20～H23)
　　　　　　「太極拳ゆったり体操愛好者数」　109％

・健康な心とからだづくりのための講演会へ多くの市民の参加があるこ
とや、「高齢者の生涯現役」を支援する体制を図ったこと、各種母子保
健事業等を実施し、順調に進捗している。

●指標の達成率　－（指標なし）

・安心して暮らせる社会の実現のための各種講演会へ多くの市民の参
加があることや、ひとり親家庭の経済的支援をはじめとした公的支援
や、相談体制の充実も図られていることから順調に進捗している。

●指標の達成率　－（指標なし）

・相談件数が年々増加している。
・ＤＶ防止の啓発の取組が順調に進捗している。

●男女共同参画社会の実現に向けて

・女性が働き続けるために必要なこと（問8）P6
　「家族の理解・協力」や「働きやすい労働条件」、「育児・介護
休業制度諸手当、施設、サービス」の充実を必要としてる。
・家族の介護のかかわり方（問9）P6
　「在宅福祉サービス利用」が多く、「介護施設等への入所」も
増加している。
・仕事、家庭・育児、地域活動等に参加するために必要なこと
（問11）P6
　労働時間の短縮や各種休暇休業制度の普及や家事・育児・
介護サービス等の充実、男女の役割分担の慣習やしきたりを
改めること、家事などのしつけを必要としている。

【喜多方市総合計画市民アンケート結果より】
・「障害者やお年寄りなどのための福祉サービス」の満足度
　満足度が上昇。施策の効果があらわれていることが伺える。
「高齢者のデイサービスの充実」を求める意見などがある。
・｢健康づくりや病気の予防対策の推進」の満足度
　満足度の上昇が低くさらなる推進が必要。「予防対策の推進
と充実」を求める意見がある。
・「保健・福祉施設の整備」の満足度
　満足度が上昇。施策の効果があらわれていることが伺える。
「施設が足りない」ことへの不安を感じる意見もある。

２ すべての人が安心
して暮らせる社会の実
現

３ 男女間の暴力の根
絶

●各指標の平均達成率(H20～H23）
　　　　　　「市の審議会等における女性委員の割合【総合計画】」　95％
　　　　　　　「ふくしま自治研修センターで実施される研修への女性職員派遣人数」
71％
　　　　　　　「東北自治研修所で実施される研修への女性職員派遣人数」38％

・審議会等における女性登用率は、減少傾向にある。
・行政における女性職員の各種研修への参加は、目標値を達成はして
いないが、増加傾向にある。

１ 様々な意思決定過
程への男女共同参画
の拡大

２ 女性のエンパワーメ
ントの推進と自立促進

１ 生涯にわたっての
健康な心とからだづくり

(1）  相談体制の充実

(2）  被害者の保護や自立支援の促進

●目標Ⅲ
　　男女(わたした
ち)は、ともに参加
します
　　　～対等な立
場で担う社会～

●目標Ⅳ
　　男女(わたした
ち)は、ともに支え
合います
　　　～安心なくら
し～

(1)   健康な心とからだづくりのための相談・指導体制の充実

(2)   「高齢者の生涯現役」を支援する体制の充実

(3)   母性の保護と母子保健事業の推進

(1)   障がいのある人の生活安定と社会参加の支援

(2)   ひとり親家庭の生活の充実への支援

(3)   障がいのある人・高齢者の視点が生きるまちづくりの推
進

(1)   行政の審議会等における女性委員の参画推進

(2)   事業所等における意思決定過程への男女共同参画の
拡大

(3)   女性の管理職への適正な登用の促進

(4)   市政への関心を高めるための広報活動

(1)   能力の開発・向上に向けた取り組みの支援

(2)   女性の就業支援、人材育成


