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松⼾市男⼥共同参画プラン第５次実施計画の評価（令和２年度実績） 
活動⽬標 
めざすまちⅠ ⼥性も男性も⽀えあえるまち 

指標及びＨ28 年度現状値 Ｒ２年度の取り組み内容及び実績値 今後の取り組み ⽬標値 
（Ｒ３年度） 

保育所等の待機児童数 
 

0 ⼈ 

・０歳から２歳の乳幼児に向けて、保育需要の⾼い地域を中⼼に
⼩規模保育施設を整備した。 

・３歳以上の児童に対しては、幼稚園の預かり保育を充実・拡充
することで、⼩規模保育施設の卒園児を受け⼊れる体制を強化
した。 

・令和元年度に新設された幼児教育課と密な連携をとり、３歳以
上の待機児童解消に努めた。 

0 ⼈ (→） 

・幼稚園と⼩規模保育施設の連携を促進する。 
・関係各所と連携し新卒保育⼠の確保や離職防⽌について取

り組む。 
・地域別の保育需要を更に分析し、効果的な⼩規模保育施設の

整備をはかる。 
 

0 ⼈ 

放課後児童クラブの待機児童数 
 

0 ⼈ 

・放課後児童クラブの実施施設の新築⼯事 
  幸⾕放課後児童クラブ 
・放課後児童クラブ実施施設の主な修繕 
  ⾙の花放課後児童クラブ…トイレ修繕 
  古ケ崎放課後児童クラブ…室内電灯修繕 
  常盤平第⼀放課後児童クラブ…床修繕 

0 ⼈ (→） 

・利⽤者増加に対する、施設の確保。 
  施設の確保に向けて、関係機関との協議・調整 
・放課後児童クラブ実施施設の改修及び増築。 
  ⼩学校の⽼朽化に伴い、施設の改修、増築 0 ⼈ 

地域⼦育て⽀援拠点事業 

21 ヶ所 

・新規施設の開設  
ほっとるーむ⼋柱 

 

27 ヶ所 (⤴) 

各施設に育児相談を⾏う⼦育てコーディネーターを配置し 
ているが、研修等を実施し、⼦育てコーディネーターのスキル
向上に努める。 27 ヶ所 

⼥性の就労割合 
 

69.4％ 

再就職や両⽴（家庭・⼦育て・介護）など、働きたい⼥性の悩み 
に対してキャリアコンサルタントがアドバイスを⾏う「まつど⼥
性就労・両⽴⽀援相談」について、Ｒ2 年度は新型コロナウィル
スの感染拡⼤防⽌の観点から、オンライン相談も併⽤しつつ実施
した。 

Ｒ１年度  延相談者数 338 ⼈ 就労者数 82 ⼈ 
Ｒ２年度  延相談者数 270 ⼈ 就労者数 65 ⼈ 

73.0％ (⤴) 
（松⼾市総合計画 後期基本計画進⾏管理のための市⺠意識調査より） 

R2 年度は新型コロナウィルスの影響により延相談者数及び 
就労者数が前年度を下回ったが、相談回数を増やせば就労に
つながるケースも増えるため、今後も夜間相談を含めた相談
機会の拡⼤やハローワークと連携した情報提供等を⾏い就労
率の向上を⽬指す。 75％ 

「男⼥共同参画社会」という⽤語の周知度 
 

⼥性 69.3％、男性 75.5％ 

・男⼥共同参画社会の実現に向けて広く市⺠の理解を深めること
を⽬的に、毎年 6 ⽉に開催している男⼥共同参画週間記念講演
会については、新型コロナウィルスの影響により中⽌した。 

・⼥性の⼈権問題や男⼥共同参画への理解を深め、ジェンダーに
敏感な市⺠を増やすことを⽬的とする「ゆうまつどフェスタ」
については、基調講演をオンライン等により実施した。 

（R2 年度は市⺠意識調査を実施していないため実績値を把握していない） 

男⼥共同参画週間記念講演会、ゆうまつどフェスタの他、⼥ 
性活躍推進講座や男性の育児⽀援を⽬的とした講座の開催や
情報紙の発⾏、情報コーナーにおける男⼥共同参画関連図書・
資料の閲覧、Twitter などを活⽤し、積極的に情報を発信する。 100％ 

資料 ４ 
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めざすまちⅠ ⼥性も男性も⽀えあえるまち（つづき） 

指標及びＨ28 年度現状値 Ｒ２年度の取り組み内容及び実績値 今後の取り組み ⽬標値 
（Ｒ３年度） 

審議会等委員の⼥性の割合 
 

27.9％ 

審議会等における⼥性委員の登⽤については「松⼾市附属機関
等の設置及び運営に関する指針」に明記されており、選任候補者
の選任にあたってはこの指針に基づき、慎重に選定するよう関係
課から周知を図った。 

 
26.7％ (⤵) 

今後も同指針に基づき、⽬標値の達成に向けて⼥性委員の
いない附属機関（審議会等）の解消に努めるよう、機会あるご
とに働きかける。 40％ 

防災会議委員の⼥性の割合 
 

20.9％ 

・消防団や防災リーダーなどの地域活動を担っている⼥性は増加
傾向にありますが、まだまだ男性に⽐べると少ない状況です。 

・防災に関しては、松⼾市地域防災計画に「⼥性視点の防災体制
の充実」の項⽬を追加し、様々な取り組みに対して意図的に男
⼥共同参画の視点を取り⼊れることが出来る様にした。 

 
 
 

23.3％ (⤴) 

・防災会議委員は市の防災についての提⾔を⾏う役割を担っ
ており、⾃主防災組織における中⼼リーダーとしての活動
実績や防災に関する学術的な知識を有していることが求め
られることから、適切な⼈材の確保が難しい状況です。 

・⼥性視点の防災に関する知識の普及、啓発、ネットワークづ
くりを推進すると共に、現職の⼥性委員に対して、同条件を
満たす⼈材の紹介を依頼していく。 
 
 

30％ 

⾃治会⻑に占める⼥性の割合 
 

－％ 

町会・⾃治会活動への多様な担い⼿の参加に向けて、相談や各
種補助⾦の交付、会員加⼊促進策（加⼊促進キャンペーン）など
を通じて、地域での交流活発化を⽀援した。 

また、町会・⾃治会に依頼している⾏政連絡物の配布につい
て、新型コロナウィルス感染症の状況を鑑み回覧⽤チラシを停⽌
し掲⽰⽤ポスターを中⼼とすることで、コロナ禍でも活動しやす
い環境づくりに努めた。 
 

6.9％ 

・多様な担い⼿の参加を⽬指し、町会・⾃治会活動の魅⼒の PR
等に注⼒する。 

・町会・⾃治会への加⼊促進につながるポスターの作成や SNS
を活⽤した情報発信などを継続する。 
 10％ 

農業委員および農地利⽤最適化推進委員に
占める⼥性の⼈数 
 

1 ⼈ 

・農業委員、農地利⽤最適化推進委員の任期満了に伴う募集にあ
たり、⼥性農業者の⽴候補者数増に繋がるよう情報提供を⾏っ
た。 

・７〜８⽉に地区説明会（市内 6 か所）、10 ⽉に「まつど農委だ
より」を発⾏、また松⼾市ホームページ、広報まつどにおいて
も情報提供を⾏った。 
 

 

1 ⼈ (→） 

・委員の改選期間以外における⼥性農業者に対して引き続き
情報提供を⾏う。 

・既存の委員を通じての顔⾒知りの⼥性農業者に対する引き
続きの働きかけ等。 

 
※次期改選が令和 5 年 7 ⽉（予定募集期間︓令和 4 年 11 ⽉

頃）のため、令和 3 年度中に増えることはない。 
 
 

2 ⼈ 
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めざすまちⅡ いろいろな家族のかたちを尊重するまち 

指標及びＨ28 年度現状値 Ｒ２年度の取り組み内容及び実績値 今後の取り組み ⽬標値 
（Ｒ３年度） 

⼦宮頸がん検診受診率 
 

31.6％ 

・コロナウィルス感染症の影響による受診率の低下が懸念された
ため、集団検診の完全事前予約制の実施や換気・消毒を徹底し、
検診体制を整備して実施した。また、集団検診に不安がある⽅
には、個別医療機関での受診を促した。 

・受診勧奨として、各⼩学校５・６年⽣の保護者を対象にチラシ
の配布、委託医療機関や市内郵便局でのポスターの掲⽰、SNS
を活⽤した受診啓発などを実施した。 

 

31.2％ (⤵) 

仕事や家事などで平⽇に受診できない⽅のために、⼟曜⽇に 
集団検診を実施して、受診者数を増やしていく。また、この⽅
たちが今後もがん検診を毎年受診する習慣を⾝に着けるよう
に啓発していく。 
 50％ 

乳がん検診受診率 
 

40.5％ 

・コロナウィルス感染症の影響による受診率の低下が懸念された
ため、集団検診の完全事前予約制の実施や換気・消毒を徹底し、
検診体制を整備して実施した。また、集団検診に不安がある⽅
には、個別医療機関での受診を促した。 

・受診勧奨として、各⼩学校５・６年⽣の保護者を対象にチラシ
の配布、委託医療機関や市内郵便局でのポスターの掲⽰、SNS
を活⽤した受診啓発などを実施した。 

・乳がん検診の対象年齢以外の⽅にも前年度に受診できなかった 
場合は、特例受診券を発⾏して、受診の機会を提供した。 
 

33.6％ (⤵) 

仕事や家事などで平⽇に受診できない⽅のために、⼟曜⽇
に集団検診を実施して、受診者数を増やしていく。また、この
⽅たちが今後もがん検診を毎年受診する習慣を⾝に着けるよ
うに啓発していく。 
 

50％ 

 
 
 
めざすまちⅢ ⼥性も男性も地域でつながりあうまち 

指標及びＨ28 年度現状値 Ｒ２年度の取り組み内容及び実績値 今後の取り組み ⽬標値 
（Ｒ３年度） 

消防団員の⼥性の⼈数 
 

14 ⼈ 

・⼊団促進リーフレットの配布及びポスターの掲⽰ 
・在団している⼥性消防団員による広報活動の実施 

 
 
 
 
 
 

35 ⼈ (⤴) 

・当時⽬標値として定めた数値は達成しているが、⼥性消防
団員の⼈数は安定しておらず、減少傾向にあるため引き続
き広報活動を実施していく。 

・⼦育て世代の⼥性が育児等で社会参画の機会から離れてい
ることから、消防団員として災害時に地域に貢献すること
だけでなく、⾳楽隊員として社会参画する機会があるとい
うことをアピールしていきたい。 

 
 

30 ⼈ 
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めざすまちⅢ ⼥性も男性も地域でつながりあうまち（つづき） 

指標及びＨ28 年度現状値 R２年度の取り組み内容及び実績値 今後の取り組み ⽬標値 
（Ｒ３年度） 

市内で活動するＮＰＯ法⼈数 
 

156 団体 

市⺠活動助成制度及び協働事業提案制度により事業に必要な資
⾦を助成した。また、まつど市⺠活動サポートセンターでＮＰＯ
法⼈に対するサポートや相談受付、講座を実施した。 

 
 
 

149 団体 (⤵) 

・市⺠活動団体が⾃⽴して活動していけるための⽀援を⾏う。 
・まつど市⺠活動サポートセンターにおいて、組織づくりに関

するマネジメント⼿法を学ぶ「コミュニティマネジメント
塾」などの講座を実施していく。 
 
 

160 団体 

 
 
 
計画の推進体制 

指標及びＨ28 年度現状値 R２年度の取り組み内容及び実績値 今後の取り組み ⽬標値 
（Ｒ３年度） 

市役所男性職員の育児休業取得率 
 

5.1％ 

・男性職員に対する制度の周知徹底 
・取得しやすい職場⾵⼟の醸成 
 

 

12.0％ (⤴)  

・男性職員に対して制度の周知徹底をさらに積極的に⾏う。 
・取得しやすい職場⾵⼟の醸成のために研修等を⾏う。 

 

 
13％ 

管理職（本庁課⻑相当職以上）に占める⼥
性の割合 
 

15.4％ 

・⼥性職員の総務・財務・企画・議会担当等、多様なポストへの
積極的な配置 

 
 

18.8％ (⤴)  

・引き続き、⼥性職員の登⽤を積極的に図る。 
・管理職への登⽤を視野に⼊れ、多様な知識と経験を⾝に付け

ることができる部⾨への配置を⾏う。 15％以上 

消防吏員の⼥性の割合 
 

4.0％ 

・採⽤試験の⼥性受験者の拡⼤に向けた積極的な広報活動 
 
 
 

4.2％ (⤴) 

・採⽤試験の⼥性受験者の拡⼤に向けてさらに積極的な広報
活動を⾏う。 

・⼥性向け説明会の開催等を検討していく。 
 

5％ 

 
 
 


