
施策評価シート（平成28年度評価実施） 担当部課名 関連部課名

市民とともに歩むまちづくり【協働・行財政運営】

男女共同参画

施策が目指す蒲郡市の将来の姿

●男女が対等なパートナーとして家庭・地域・職場を支えています。

◆具体化した施策の取り組み実績

1　男女の人権の尊重

2　政策・方針決定過程への男女共同参画

平成26年度実績

○女性団体連絡会が赤い電

車応援団として西尾市訪問

○「女性団体連絡会だより」発

行に伴う用紙の支給

○市民団体と市の協働で男

女共同参画関連事業の実施

女性教育指導者研修会への市民派遣

女性団体・グループの育成

○市民団体と市の協働で男

女共同参画関連事業の実施

項目

○人権週間啓発事業・よろず

相談・中学生による１日人権

擁護委員会（市民課）

○いじめ、虐待等の早期発見

のための教育相談週間を定

期的に設置（学校教育課）

○広報、情報紙を通じて女性

や子どもなどへの暴力根絶の

周知啓発

項目 平成26年度実績

男女が対等な立場で個々の個性と能力を活かした活力あるまちとなるように、男女の人権の尊重や就業における男女

平等の推進、家庭や地域生活における男女共同参画、女性が参加しやすい新たな市民活動の育成・支援などの取組

を推進します。

平成27年度実績

家庭教育の充実

○親子ふれあい活動の開催

（学校教育課）

○個性を尊重した子育てのた

めの保健指導（健康推進課）

平成28年度計画

○親子ふれあい活動の開催

（学校教育課）

○個性を尊重した子育てのた

めの保健指導（健康推進課）

○情報紙「はばたき」の全戸

配布・ホームページによるプラ

ン、イベント等の情報発信

○子ども向け啓発リーフレット

の配布

○小中学生を対象に男女共

同参画啓発作品（ポスター・習

字・川柳）の募集

○男女共同参画講演会「キッ

チンから始まる家族の絆」の開

催

○人権週間啓発事業・よろず

相談・中学生による１日人権

擁護委員会（市民課）

○いじめ、虐待等の早期発見

のための教育相談週間を定

期的に設置（学校教育課）

○広報、情報紙を通じて女性

や子どもなどへの暴力根絶の

周知啓発

○市内高校で「デートＤＶ防

止講座」の開催

○市民団体と市の協働で男

女共同参画関連事業の実施

平成27年度実績 平成28年度計画

○人権週間啓発事業・よろず

相談・中学生による１日人権

擁護委員会（市民課）

○いじめ、虐待等の早期発見

のための教育相談週間を定

期的に設置（学校教育課）

○広報、情報紙を通じて女性

や子どもなどへの暴力根絶の

周知啓発

○市内高校で「デートＤＶ防

止講座」の開催

派遣なし

企画部

協働まちづくり課

学校教育課・企画広報

課・人事課・健康推進

課・観光商工課・児童

課・市民課・福祉課・長

寿課

●固定的な役割分担意識にとらわれることなく、市民の一人ひとりが個性と能力を生かした活力あるまちとなって

  います。

基本目標

施策名

男女共同参画についての周知

○情報紙「はばたき」の全戸

配布・ホームページによるプラ

ン、イベント等の情報発信

○子ども向け啓発リーフレット

の作成・配布

○小中学生を対象に男女共

同参画啓発作品（ポスター・習

字・川柳）の募集

○情報紙「はばたき」の全戸

配布・ホームページによるプラ

ン、イベント等の情報発信

○子ども向け啓発リーフレット

の配布

○小中学生を対象に男女共

同参画啓発作品（ポスター・習

字・川柳）の募集

○男女共同参画講演会「男

脳・女脳」の開催

人権啓発活動の推進

１名派遣派遣なし

○親子ふれあい活動の開催

（学校教育課）

○個性を尊重した子育てのた

めの保健指導（健康推進課）



3　就業における男女平等の推進

4　家庭・地域生活での男女共同参画

5　持続的な地域づくりと協働による男女共同参画の推進

商工会議所会報等にて周知

啓発（観光商工課）

平成28年度計画項目

男女共同による子育て意識の啓発

○「パパママ教室」「せんぱい

パパママ教室」等（健康推進

課）

○パパ講座（児童課）

○男女共同参画講演会「忙し

いパパのための子育てハッ

ピーアドバイス」の実施

改正男女雇用機会均等法等の周知

商工会議所会報にて周知啓

発（観光商工課）

項目

ワーク・ライフ・バランスについての周知

○商工会議所会報にて周知

啓発（観光商工課）

○情報紙「はばたき」に記事

掲載

平成26年度実績 平成27年度実績

平成26年度実績

○商工会議所会報等にて周

知啓発（観光商工課）

○市職員研修「女性のキャリ

ア形成」（人事課）

商工会議所会報等にて周知

啓発（観光商工課）

平成27年度実績

○商工会議所会報等にて周

知啓発（観光商工課）

○市職員研修「ワーク・ライフ・

バランス」（人事課）

平成28年度計画

○男女共同参画推進講座

○「パパママ教室」「せんぱい

パパママ教室」（健康推進課）

○「ファミリー講座」（子育て支

援課）

○男女共同参画推進講座

○「パパママ教室」「せんぱい

パパママ教室」（健康推進課）

○「ファミリー講座」（子育て支

援課）

○婚活・人との出会いコンパ

（市単独開催）

○婚活応援講座「婚活パー

ティ」の開催（こはぜの会・市

共催）

○地域福祉推進のため各課

や地域組織、福祉関連団体

が連携し、活動を促進（福祉

課・長寿課）

○子育て相談の実施。子育て

に関する教室の開催。（健康

推進課）

○電話、面接、メール、児童

館への出張相談。（子育て支

援課）

○子育て相談の実施。子育て

に関する教室の開催。（健康

推進課）

○電話、面接、メール、児童

館への出張相談。（子育て支

援課）

平成28年度計画

○子育て相談の実施。子育て

に関する教室の開催。（健康

推進課）

○電話、面接、メール、児童

館への出張相談。（児童課）

○「婚活（人との出会いコン

パ）」の開催（蒲郡商工会議所

青年部）

○婚活応援講座「婚活パー

ティ」の開催（こはぜの会・市

共催）

○地域福祉推進のため各課と

連携（福祉課・長寿課）

○日本語教室の開催・日本語

スピーチコンテストの開催・在

住外国人との交流事業

○日本語教室の開催・日本語

スピーチコンテストの開催・在

住外国人との交流事業

○婚活・人との出会いコンパ

（蒲郡商工会議所青年部）

○婚活応援講座「婚活パー

ティ」の開催（こはぜの会・市

共催）

○地域福祉推進のため各課

や地域組織、福祉関連団体

が連携し、活動を促進（福祉

課・長寿課）

項目 平成26年度実績 平成27年度実績

○日本語教室の開催・日本語

スピーチコンテストの開催・在

住外国人との交流事業

子育て相談・育児相談の充実

結婚支援の推進・地域福祉活動支援

多文化共生活動の充実



◆評価指標

◆指標の説明・考え方

商工会議所会報にて

周知啓発

情報紙等による周知

啓発・人権週間啓発

事業・家庭教育事業

の実施

情報紙等による周知

啓発・人権週間啓発

事業・家庭教育事業

の実施

政策・方針決定過程

への女性の参画機会

の充実

職場、仕事での男女

共同参画の推進・多

様な働き方の支援

職場、仕事での男女

共同参画の推進・多

様な働き方の支援

平成28年度 将来目標平成27年度

目標値

平成26年度

男女共同参画社会に

対する理解と促進

男女共同参画社会に

対する理解と促進

平成32年度

指標名 区分

男女共同参画社会に

対する理解と促進

男女が対等なパート

ナーとして家庭・地

域・職場を支える

就業における男女平等の推

進

目標値

実績値

目標値

政策・方針決定過程への

男女共同参画

実績値

男女の人権の尊重

家庭・地域での男女

共同参画の推進

男女が対等なパート

ナーとして家庭・地

域・職場を支える

家庭・地域での男女

共同参画の推進

家庭・地域での男女

共同参画の推進

平成32年度

商工会議所会報にて

周知啓発

日本語教室、地域との

交流事業、地域住民

懇談会の実施

平成32年度

結婚支援の推進、地

域福祉活動及び多文

化共生活動の充実

婚活パーティの実施、

地域福祉活動の推

進、日本語教室、地域

との交流事業

指標名 説明・考え方

目標値

地域福祉活動と多文

化共生活動の充実

男女の人権の尊重

男女の固定的役割分担意識を解消し、地域や学校、企業と連携しながら男女共

同参画教育の充実を図る。女性や子どもに対する暴力の予防と根絶に向けた広

報啓発活動と相談体制の充実。

実績値

職場、仕事での男女

共同参画の推進・多

様な働き方の支援

男女が対等なパート

ナーとして家庭・地

域・職場を支える

結婚支援の推進、地

域福祉活動と多文化

共生活動の充実

市民の一人ひとりが個

性と能力を生かした活

力あるまち

平成32年度

家庭・地域生活での

男女共同参画

男女共同による子育て意識の啓発など、家庭での性別による固定的役割分担意

識の解消を図る。地域社会活動に多様な人々が参加できるよう促進する。

家庭・地域生活での

男女共同参画

子育てに関する教室、

講座の開催や相談事

業の実施

子育てに関する教室、

講演会の開催や相談

事業の実施

目標値

実績値

持続的な地域づくりと協働に

よる男女共同参画の推進

政策・方針決定過程への

男女共同参画

各種審議会をはじめ、政策・方針決定過程や職場等において、女性の参画機会

の充実を図る。地域活動における男女共同参画意識の普及啓発。

持続的な地域づくりと協働に

よる男女共同参画の推進

結婚支援の推進と地域福祉活動の促進及び多文化共生活動の充実。

就業における男女平等の

推進

多様な職業・職種や起業など職業意識の啓発により、職場や仕事での男女共同

参画を目指す。ワーク・ライフ・バランス及び改正男女雇用機会均等法等の周知。

市民の一人ひとりが個

性と能力を生かした活

力あるまち

実績値

女性団体連絡会の育

成・研修会へ市民派

遣

市民団体と市の協働

による男女共同参画

事業の実施・研修会

へ市民派遣

政策・方針決定過程

への女性の参画機会

の充実

政策・方針決定過程

への女性の参画機会

の充実

平成32年度



◆指標の分析

◆今後の方針

施

策

の

課

題

今

後

の

施

策

展

開

・男女共同参画全般に対する意識啓発は情報紙やホームページによる情報発信や講演会等への参加な

ど、若い世代を中心に市民に浸透しつつあると思われる。

・政策・方針決定過程や地域活動への女性の参画は、地域による風潮や昔からの慣習などであまり進んで

いない。

・就業に関しては、企業等において実践にまでは及ばず、広報や情報紙などで周知啓発するにとどまって

いる。

・家庭生活に関しては、父母参加型の子育て教室の充実や若い世代の意識向上のため、男女共同による

子育てや家事分担が実践されている一方で、仕事が忙しくなかなか参加できない男性が多いのも現状であ

る。

・地域福祉活動に関しては地域福祉行動計画に基づいて、地域や各課と連携して地域福祉の推進を図っ

ている。結婚支援については男女の交流の機会を設け、男女共同参画の視点を持った結婚や家庭生活の

啓発・推進のため婚活パーティーを実施した。多文化共生活動においては、日本語教室を中心に外国人が

一住民として言葉や文化を知って、地域に馴染むことから始めている。

　各種の法制度の整備やこれまでの取り組みにより男女共同参画に対する理解向上や意

識の向上は図られているが、女性に対する暴力や子育てと就業の両立、再就職など具体

的な部分では、十分に浸透していない部分もある。家庭や地域社会など様々な方面での、

また機会ごとでの継続的な啓発活動を行っていくことが必要である。高校生を対象とした

デートＤＶ講座の開催のような新たな取り組みを更に実施していくことも重要と考える。

コメント

施策の

進め方

施策の

進捗状況

Ｂ：目指す将来像実現に向けておおむね計画どおり進行している。

コメント

日本の社会においては、まだまだ性別による固定的役割分担意識が根強く残っているのが

実情であり、市民に十分理解されているとは言い難い。平成２６年度より男女共同参画の観

点から婚活パーティーを継続実施し、平成２７年度からは、年小期から啓発していくことの重

要性を考慮し小学６年生全員に啓発パンフレットを配布している。また、高校生を対象とし

たデートＤＶ防止講座を実施するなど啓発活動に努めている。今後も、家庭・地域社会・就

業面等、各方面において十分理解を深めるため、さらに、広報啓発活動を推進することが

必要と考える。

Ｂ：一部見直しが必要である。

誰もが希望を持って生活できる活力ある社会を築き、男性も女性も性別に関わりなく、その個性と能力を

十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現のために、政策・方針決定過程や地域活動にお

ける女性の積極的な参画が必要と考える。

また、男女共同参画を「女性の問題」として考えている場合が多く、子どもの頃からの意識啓発や男性の

視点からも男女共同参画社会を捉えることが必要であり、社会全体が男女共同参画を意識することが重

要である。

さらに、仕事と子育てだけでなく、今後迎えるであろう大介護時代のためにも、女性の就業継続支援制度

の拡充や男性の柔軟な働き方など、ワーク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）の啓発・推進が必要で

ある。

Ｂ：おおむね計画どおり進行している。

部長評価

固定的な役割分担意識にとらわれず、市民の一人ひとりが個性と能力を発揮できる、活気ある元気なま

ちづくりを推進するために、男女共同参画社会の形成は必要不可欠である。女性委員のいない各種審

議会や委員会等の解消に努め、地域役員への女性登用推進のために地域への働きかけを積極的に行

うとともに、市民団体や地域、学校、企業等と連携しながら、女性ばかりでなく、子どもや男性に向けての

施策展開を目指す。

課長評価

構成事業の

進捗状況



施策に属する事務事業一覧

6-3

協働まちづくり課

540

男女共同参画推進事業

929 4,830 0.65 Ｂ

カ

－ ○

総合

計画

所管課

番号 事　　業　　名

人件費を除く

事業費(千円)

人件費

(参考)

(千円)

人工

総合

評価

事業の

種別

市長

ﾏﾆﾌｪｽﾄ

実施

計画


