
担当部課 直通電話 72-3246 課コード 2103

作 成 日 事業コード T12

開始年度 Ｈ１２ 終了年度 未定

施策コード

4040601

4040701

4040801

4040901

○

×

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ 金額（千円）

1,647 1,702 1,965 198

329 321 321 414

812 738 759 105

12,324 12,434 12,351 985

15,112 15,195 15,396 金額（千円）

15,112 14,695 14,896 500

273 265 268

1.50 1.50 1.50

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４
目標値ｂ 560 222 460

実績値ｃ 296 231

達成率c/b 52.9% 104.1%
単位費用a/c 51.1 65.8

目標値ｄ 4 30 3

実績値ｅ 4 30

達成率e/d 100.0% 100.0%
単位費用a/e 3,778.0 506.5

目標値ｆ 未設定 未設定

実績値ｇ 187 181

達成率g/f － －
単位費用a/g 80.8 84.0

谷川裕之

活動の結果を示す指標 各指標の説明・算定方法

事務に従事した正職員の数（人・年）

啓発事業参加者数
（人）

エンパワーメント事業
対象者数（件）

市の各部が実施する
男女共同参画プラン
関連事業（件）

男女共同参画フェスタ及び男女共同参画セミナーの参加
者数の合計。
目標値は啓発事業開催会場の定員により設定。

４）１３年度に改善
した事項、重点的
に取り組んだ事項

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

６）事業の立案や実
施などへの市民参
加

意識啓発が重要であることから、過去の事業参加者や関係団体に対し、当市主催事業をはじめ近隣市町村で開催
される事業も周知し、リピーターを増やすことと意識の継続を促進した。

旧来からある性別役割分業意識や性差別意識を解消するため、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等が施行
され、平成１１年には男女共同参画社会基本法が施行された。この基本法にもとづき平成１２年に国において男女
共同参画基本計画が策定され、また全国の自治体が取り組みを本格的にスタートさせたが、根強いこれらの意識の
改革には具体的施策の導入への働きかけを長いスパンで取り組む必要がある。

男女共同参画推進委員会から意見や提案を受けながら、また事業開催時に実施しているアンケートの結果も参考
にしながら取り組んでいる。【中間公表への市民意見があり、市長ヒアリング実施】

３　事業に投入した行政資源

１）～４）の合計経費 （千円）　ａ
ａのうち一般財源充当額（千円）
市民一人当たり一般財源使用額（円）

１）直　接　事　業　費　（千円）
２）市　債　償　還　費　（千円）
３）その他の間接経費　（千円）
４）従事正職員の人件費　（千円）

項　　　　　目
委員報酬

女性会議、国内研修事業参加者補助件数（Ｈ１２・１３・１
４）
及び女性議会（Ｈ１３）
目標値は事業募集定員により設定。

男女共同参画は全庁的な取り組みが必要なことから、各
所管が行う事業のなかから男女共同参画プランに関連す
る事業を毎年度指定し、取り組むこととしている。

２　事業の内容
１）事業の目的
→何のために

２）目指す成果
→何をどんな状態
にする（何がどんな
状態になる）ように
３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

男女共同参画社会の実現

市民一人ひとりが性別にかかわりなく、あらゆる分野でその個性と能力を発揮できる社会を実現するように

個人、職場、団体等、市民全般を対象に、男女共同参画に関する意識啓発事業や、女性のエンパワーメント事業を
重点に取り組む。また庁内各施策の調整、指導を行う。

３）個別計画での位
置付け

いしかり男女共同参画プラン２１

４）
事業の自由度

実施の義務付け（法令等；○　契約等；△　無；×）

実施方法の定め（法令等；○　契約等；△　無；×）

男女共同参画社会基本法第９条

２）
総合開
発計画で
の事業
体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
青少年の健全育成と女性活動の推進／女性活動　意識啓発活動の推進

青少年の健全育成と女性活動の推進／女性活動　社会参加環境の整備

青少年の健全育成と女性活動の推進／女性活動　地域活動の促進

青少年の健全育成と女性活動の推進／各種機関への参加促進

１　事業のアウトライン
１）
　事  　　業　　  名

男女共同参画推進事業
最近の事業内容見直し年度

平成13年度実施事業
評価（試行）シート

企画財政部市民の声を聴く課

１４年７月１６日 担 当 者

Ｈ１３事業費の主な内訳

Ｈ１３主な特定財源の内訳

４　事業活動の結果

報償費

補助金
筆耕料他

北海道市町村振興協会助成金



事業名：

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４
目標値ａ 27.5 27.5 27.5 27.5

実績値ｂ 18.0 18.0 18.0 最終目標
達成率b/a 65.5% 65.5% 65.5% 27.5

確認方法 ２１年度

目標値ｃ 40 50 50 50

実績値ｄ 37.6 41.0 41.3 最終目標
達成率d/c 94.0% 82.0% 82.6% 50

確認方法 ２１年度

目標値ｅ 100 100 100

実績値ｆ 98 94 最終目標
達成率f/e 98.0% 94.0% 100

確認方法 年度

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度） B （前年度） Ｂ

現状維持 一部見直し 大幅見直し

拡大方向 ●
現状維持 ＊
縮小方向
統　　　合
休・廃止

担当部長氏名 野　　昭　夫

□必要性に疑問あり □ともに疑問あり

意識の浸透、醸成という測定が比較的困難な事業であるため、国を始めとする行政の強い推進体制が不可欠であ
る。また、市民の自発的活動を促すリーダーの育成は、一部NPOなど民間委託も将来的に可能であるが、スタート
間もないことも考慮し市が積極的に行う必要がある。

■有効かつ必要

□一定の妥当性あり

□妥当性が低い

□有効性に疑問あり

□妥当性が低い

担当課長氏名 桑　島　朋　子

さらに広い範囲の市民層への参加訴求を狙ったフォーラムにおける講演者の選定や、満席になった傍聴席を含む
女性議会の開催により、参加者数を伸ばし、男性を含む多くの市民意識を喚起した。

□極めて良好

■極めて妥当

平成１２年から「プラン２１」に基づいて事業が開始されたところであり、審議会等での女性委員の登用数を微増では
あるが確実に伸ばしている。男女共同参画社会の実現に向けては、具体的施策を掲げるというよりも意識の啓発が
大きな要素となるため、継続的な働きかけが当分の間必要だと考える。

□極めて妥当 ■一定の妥当性あり □妥当性に疑問あり

□妥当性に疑問あり

【評価ポイント】
その事業は事業目的の
達成に効果があるか、ま
た、市民（対象者）に必
要とされているか

３）市関与の妥当性　

【評価ポイント】
その事業に市が関与す
る必要があるか、市がど
こまで関与するのが適当
か

４）事業内容の妥当性

５　事業の成果 男女共同参画推進事業
事業の成果を示す指標 各指標の説明・算定方法

２）有効性・必要性　

参加した事業に対して良い感想を持った人の割合。

成果確認のために必要な事
項（指標を設定できない理由）

６　事業の観点別評価
１）事業活動の状況

【評価ポイント】
活動結果や活動効率、
事業改善等の効果はど
うだったか

■概ね良好 □一部問題あり □大きな問題あり

市民の男女平等感覚
（％）

審議会等での女性委
員の登用率（％）

男女共同参画事業参
加者満足度（％）

「家庭生活」「職場・職業」「法律・制度」「政治」「社会通念・慣習・
風潮」のそれぞれについて男女平等になっていると答えた市民の
平均割合。目標値は内閣府調査（Ｈ１２）の同様の値をプランの最
終年である平成21年度に置いた。
次回調査（Ｈ１５）までの実績値はＨ１０の結果を使う。

市の行政委員会、審議会等の委員のうち女性が占める割
合。

参加者アンケート

庁内調査（毎年度末現在）

男女平等に関する意識調査結果（Ｈ１０石狩市）

ジェンダー（社会的、文化的意識によって形成された男女差）という切り口からの参画層には若干の固定化が見られ
るため、年度ごとにより具体的な重点課題を設け、サービスをより広い層に拡大する必要がある。国、道等が行って
いる啓発事業に同種のものがあるため、独自のセミナーでなく、そうした事業への参加を支援する形も考える必要が
ある。

７　平成１３年度事業の総合評価

【評点の意味】
A：極めて良好
Ｂ：良好
Ｃ：可も不可もない
Ｄ：問題がある
Ｅ：大きな問題がある

【部長評価】B Ｃ

５年目の見直しを含むが１０年間に亘るプランを実行する
事業になっているので、講演会、セミナーなど個別の実
施について方法を検討しながら、当面は現状維持が妥
当。

施策理念や取組み状況について、各分野（各課）への意
識付けが弱い。個々の事業で生まれた人・情報のネット
ワークづくりに工夫の余地がある。

【評価ポイント】
目指す成果を挙げるた
めには今の事業内容が
適当か、受益と負担の関
係に不公平はないか

プラン21に基づき、具体的な啓発事業を中心として施策展開がなさ
れ、徐々にその成果が見られるが、大きな広がりには至っていない。
しかし、男女共同参画社会の推進は、少子高齢社会と密接に関って
いるなど極めて重要な課題であることから、今後、市の姿勢をより明
確に示すことが必要であり、例えば、｢条例｣や｢推進宣言｣など、更な
るアピール、ルールづくりの検討が重要と考える。

担当課
長までの
評価

担当部
長の評
価（最終
評価）

８　今後の方向性・課題

「プラン２１」の方向性に添いながら具体的な年度ごとの目標値を持
つなどの方法で、浸透の状態が見えることが必要であると考える。市
民意識だけではなく、市の施策に男女共同参画の視点が反映され
るよう庁内各課と連携する仕組みを考える必要がある。

●：担当部長の評価（最終評価）

（記号の意味）
＊：担当課長までの評価

９　平成１５年度の方向性

事業
規模

事業内容


