
直通電話 72-3246 事業コード 404060101 2 作成日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｈ１２ 終了年度 未定

施策コード

4040601

4040701

4040801

4040901

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

1,615 1,379 232 744 114

#REF! #REF! #REF! 73

#REF! #REF! #REF! 45

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

13,225 13,670 #REF!

#REF! #REF! #REF!

1.41人 1.45人 0.88人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 400 170 100 100

実績値 337 99 56

達成率 84.3% 58.2% 56.0%

目標値 3 3 2 1

実績値 3 1 0

達成率 100.0% 33.3% 0.0%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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。

エンパワーメント事業
対象者数（件）

啓発事業参加者数
（人）

総事業費（１～３の合計；千円）

総事業費中の一般財源（千円）

項　　　　　目

事業活動の結果を示す指標

１）直　接　事　業　費　（千円）

事務に従事した正職員のべ人数

市民一人当たり一般財源使用額（円）

３）従事正職員の人件費　（千円）

女性会議、国内研修事業参加者補助件数。
目標値は事業募集定員により設定。

各指標の説明・算定方法

委託料

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか

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、女性リーダー育成のための
※エンパワーメント事業を実施する。

※エンパワーメント：「力をつけること」。女性が政治的、経済的、社会的に自己決定力を身につけて力を持った存
在になること。

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

なし

事業活動の達成率が大幅に低く、ＰＲの方法や魅力あるセミナーの内容等を検討していく必要性があると思う。女
性リーダー育成とあわせ、事業所や各団体等へのはたらきかけを行っていく必要性があるのではないかと考える。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

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、国においては平成１１年に男女共同参画社会基
本法が施行され、翌１２年には男女共同参画基本計画が策定された。本市においても、いしかり男女共同参画プ
ラン21を策定し、計画に位置付けられた各種事業を実施している。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加

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。

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

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

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１6事業費の主な内訳
３　事業に投入した行政資源

４　事業活動の結果

報償費・需用費・借上料

報酬・旅費

２）その他の間接経費　（千円）

１）事業の目的
→何のために

市民への啓発活動によって、男女共同参画社会の実現を図る。

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

２　事業の内容

市民一人ひとりが性別に関わりなく、あらゆる分野でその個性と能力を発揮できる社会の実現を図る。

いしかり男女共同参画プラン２１

課内№企画財政部参事（協働推
進・男女共同参画担当）担当部課

田村奈緒美 上田　均

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

２）
総合開発計画での
事業体系

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

佐々木　隆哉
平成17年9月2日

平成１6年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１6主な特定財源の内訳



事業名：
Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 確認方法

目標値 100 100 100 100

実績値 18.3 27.4 27.4 目標レベル

達成率 18.3% 27.4% 27.4% ★★★

最終目標 年度に

目標値 50 50 50 50

実績値 42.8 42.2 41.3 目標レベル

達成率 85.6% 84.4% 82.6% ★★

最終目標 年度に

目標値

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

最終目標 年度に

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度）

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

各指標の説明・算定方法
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
「家庭生活」「職場・職業」「法律や制度」「政
治の場」「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。　H14はH10調査、H15・16は
H15調査の結果。

□極めて妥当 □一定の妥当性あり

■有効性に疑問あり

□妥当性に疑問あり

□有効かつ必要 □必要性に疑問あり

４）事業内容の妥当性

【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

８　今後の方向性・課題

国が推進する施策であり、男女共同参画に対する市民の理解が高まっているとは言えないことから、今後も行政
が意識啓発をはじめとする活動に、継続的に取り組む必要があると考える。

■妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｃ Ｄ

エンパワーメント事業への参加者がなく、女性リーダー
の育成が図られなかった。今後は募集方法などを工夫
する必要がある。

男女共同参画への関心を高めるためにフォーラムやセミナーを開催したが、テーマやＰＲ方法に問題があり、事業
への参加者が目標を下回った。
【部長】16年度の改善・取り組み事項が「特になし」という中で、事業活動の達成率が2年連続で目標を大きく下
回っている。事業組み立ての視点を変えるなどの工夫が必要。

【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

■極めて妥当

参加者アンケートでは、有意義だったという感想が多く好評であるが、事業への参加者が少なく効果という点では
疑問が残る。

□妥当性が低い□一定の妥当性あり

２）有効性・必要性　

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□極めて良好 □大きな問題あり

□ともに疑問あり

市民の男女平等感覚
（％）

審議会等での女性委
員の登用率（％）

男女平等
に関する
意識調査
結果

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。
目標値は「石狩市審議会等委員への女性登
用促進要綱」による。

庁内調査
（毎年度
末現在）

事業活動の結果、事業の成果とも一部を除いて達成率
が低い状況にあり、総合評価としては低くならざるを得な
い。

●；最終評価

総体的には課長評価を了承するが、特に、これまでのような啓発事
業を見直し、他機関や他部局との連携の中でより多くの市民に男女
共同参画のメッセージを届けるような工夫をこらすとともに、現実の
困難に直面している女性への援助を行うなどより直接的な問題解決
にも力を入れる必要がある。

担当課長
評価

最終評価

事業
規模

男女共同参画の意識啓発に、即効性が期待できるものはないことか
ら、国・道との連携を図るとともに、企業への働きかけを行うなど、今
後も地道な取り組みが必要と考える。

上に
つい
ての
説明

他事業との連携を図るとともに、実施時期や内容
の検討を行う。

＊；担当課長
９　平成１8年度の方向性

事業内容

市民意識をさらに向上させるには、一自治体の取り組みだけでは限界があるが、費用対効果の面からは、現状の
内容を継続することが妥当と考える。
【部長】啓発事業への参加者数が低迷している現状では、男女共同参画担当部局だけによる意識啓発というH16
年度までの事業内容はもう限界にきていると考えるべき。「一定の妥当性あり」を「妥当性に疑問あり」に変更する。

７　平成１6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


	詳細評価（男女共同参画推進事業）

