
 資料１  

南砺市男女共同参画推進審議会について 

 

○審議会の役割 

「南砺市男女共同参画推進条例」において、男女共同参画推進のための総合的かつ

具体的な施策をとりまとめ、南砺市男女共同参画推進プランを策定および推進プラン

の見直しをするものと定めています。また、この他に男女共同参画の推進に関し必要

なことを審議していただく会であります。 

※「南砺市男女共同参画推進条例」参照 

 

○これまでの審議会の開催状況 

 

 南砺市男女共同参画推進プラン  男女共同参画推進審議会 

  
期間：2007（H19）年度～2016（H28）年度 

期間：2017（H29）年度～2026（R８）年度 
委嘱期間 審議内容 開催数 

2006 H18 年度     

H18.7/10～

H20.3/31 

・プラン策定のため ５回 

2007 H19 年度 プラン策定      

2008 H20 年度 ↓       

2009 H21 年度 ↓     

  

   

2010 H22 年度 ↓      

2011 H23 年度 ↓ ☆庁舎内アンケート 

H24.1/11～

H26.1/10 

・プラン見直しについて ８回  

2012 H24 年度 プラン見直し   ・プラン進捗状況について １回 

2013 H25 年度 ↓     

2014 H26 年度 ↓   

H27.1/20～

H29.1/19 

・プラン進捗状況について １回 

2015 H27 年度 ↓ ★市民アンケート実施 ・第２次プラン策定作業 ９回 

2016 H28 年度 第２次プラン策定      

2017 H29 年度 ★第 2 期プラン   

H30.1/25～ 

 R2.1/24 

・プランの進捗状況について ３回 

2018 H30 年度 ↓     

2019 R1 年度 ↓    

2020 R2 年度 ↓  

R2.6/1～ 

 R4.5/31 

・プランの進捗状況について ３回 

2021 R3 年度 ↓  ・プラン見直しについて  

2022 R４年度 プラン見直し    

2023 R5 年度 ↓     

2024 R6 年度 ↓     

2025 R７年度 ↓     

2026 R８年度 第３次プラン策定     



○南砺市男女共同参画推進条例

平成18年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し基本理念を定め、市、市民、事業者等及び教育関係者

の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることに

より、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって自立した個人としての男女の人権が尊重さ

れ、あらゆる分野において平等な男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が保障され、もって男女が均等に社会の利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。

(2) 事業者等 市内において事業又は社会活動を行う個人、法人その他の団体をいう。

(3) セクシャル・ハラスメント 相手の意に反した性的な性質の言動により相手の尊厳を傷つけ、

又は不利益を与える行為をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 男女が、直接的であるか間接的であるかを問わず、性別によって差別されることなく、個人と

しての人権が尊重され、一人ひとりが平等に個性と能力を十分に発揮する機会が確保されること。

(2) 男女が、対等な立場で、子どもの教育、家族の介護その他家庭における活動及び職業生活にお

ける活動その他の社会における活動に協力し、責任を分かち合うこと。

(3) 男女共同参画推進の妨げとなる制度又は慣習が是正されること。

(4) 男女が、市、事業者等における方針の立案及び決定並びに施策等の実施に、対等な立場で参画

できる機会が保障されること。

(5) 男女が、生涯を通じて健康な生活を営むことのできる環境が整えられ、女性の性と妊娠、出産

等に関する自己決定権が尊重されること。

(6) 国際社会における男女平等の取組みと連携し、地域における国際化の進展に寄与するため、居

住外国人の文化を理解し、その人権を尊重すること。

(公衆に向けて情報を発信する場合の責務)

第4条 何人も公衆に表示する情報については、固定的な性別による役割分担意識、女性に対する差別

及び暴力を連想させ、又は助長させる表現若しくは過度の性的な表現を行わないように努めなければ

ならない。

(市の責務)

第5条 市は、基本理念に基づき、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ず

るものとする。

3 市は、市の男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見を尊重する

ものとする。

4 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民、事業者等及び教育関係者と相互に連携し協力するもの

とする。

5 市は、各種審議会等の男女の構成員の数の均衡に努めるものとする。

6 市は、毎年、男女共同参画の推進状況について、市民への公表に努めるものとする。

(市民の責務)

第6条 市民は、家庭、地域、学校、職場その他社会のあらゆる分野において、基本理念に基づき、積

極的かつ主体的に男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する男女共同参画推進施策に積極的に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第7条 事業者等は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に努

めるものとする。

2 事業者等は、市が実施する男女共同参画推進施策に積極的に協力するものとする。

(教育関係者の責務)

第8条 家庭教育、社会教育、職場教育、学校教育その他あらゆる分野の教育に携わる者は、基本理念
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に配慮するよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第9条 何人も、家庭、地域、学校、職場その他社会のあらゆる分野において、性別による差別的扱

い、セクシャル・ハラスメント、男女間における暴力的行為その他の行為により人権侵害を行っては

ならない。

2 何人も、前項の規定に反する行為を知り得た者は、市及び関係機関にその事実を通報しなければな

らない。

3 市は、第1項の規定に反する行為の予防及び防止並びに被害者の救済のために適切な措置を講じなけ

ればならない。

(男女共同参画推進プランの策定)

第10条 市長は、男女共同参画推進のための総合的かつ具体的な施策をとりまとめ、南砺市男女共同参

画推進プラン(以下「推進プラン」という。)を策定するものとする。

2 市長は、推進プランの策定に当たって、南砺市男女共同参画審議会にこれを諮問するとともに、広

く市民から意見を聴かなければならない。

3 市長は、推進プランを策定したときは、これを議会に報告するとともに市民、事業者等に周知する

ものとする。

4 前2項の規定は、推進プランの見直しについて準用する。

(市民等の理解を深める措置)

第11条 市は、男女共同参画の推進について市民及び事業者等の理解を深めるため、あらゆる機会を通

じて広報及び啓発活動を行うとともに、学校及び社会において男女共同参画を推進するための学習を

行うものとする。

(男女共同参画推進員)

第12条 市は、市民と協力して男女共同参画を推進するため、南砺市男女共同参画推進員を置くものと

する。

(相談の対応)

第13条 市は、性別に基づく人権の侵害等に関する市民の相談に誠実に対応し、関係機関と連携を図

り、適切な処理に努めるものとする。

2 市は、市民及び事業者等から市の男女共同参画推進施策についての苦情又は相談があった場合は、

適切な処理に努めるものとする。

(調査研究)

第14条 市は、男女平等社会の形成を推進するための施策の策定及び実施に関し、必要な調査研究を行

うものとする。

(自主的活動への支援)

第15条 市は、市民及び事業者等が男女共同参画を推進するために行う自主的な活動及び事業に対して

支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

(男女共同参画推進審議会の設置)

第16条 市長は、男女共同参画の推進に関する重要事項を審議するため、南砺市男女共同参画推進審議

会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の職責)

第17条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 推進プラン案の策定及び推進プランの見直しに関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項

2 審議会は、推進プランの実施状況について、市長に報告を求めることができる。

3 審議会は、第1項に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第18条 審議会は、委員16人以内で組織する。この場合において、男女いずれか一方の委員の数は、委

員総数の10分の4を下回ってはならない。

2 委員は、男女共同参画に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

(会長及び副会長)

第19条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
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3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(井波町男女共同参画推進条例の廃止)

2 井波町男女共同参画推進条例(平成16年井波町条例第2号)は、廃止する。
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第１回南砺市男女共同参画推進審議会

令和２年６月１６日（火）午後７時～ 地域包括ケアセンター 多目的ホール

男女共同参画と
南砺市男女共同参画推進プラン

1

資料２



■男女共同参画とは

男女が、社会のあらゆる分野における活動に参画する
機会が確保され、社会の対等な構成員として、自らの
意思によって活動に参画し、もって男女が均等に政治
的、経済的、社会的及び文化的利益を享受し、かつ、
共に責任を担うこと。

家 庭 地 域 職 場

男女がともに協力し合いながら個性と能力を十分に発揮

いきいきと働き暮らせる活力ある社会の実現

2



南砺市男女共同参画推進プラン（第２次）
～共に認め支え合う 南砺の明るい未来に向けて～
２０１７～２０２６

基本理念

（１）男女の平等と人権の尊重

（２）多様な選択肢の提供

（３）生涯を通じた安全・安心

（４）国際的協調

3



基本目標
（１）男女が互いに尊重し合える意識づくり

（２）男女の人権尊重と暴力のない社会づくり

（３）男女が共に活躍できる社会づくり

（４）男女の健康支援

（５）男女共同参画社会を推進する体制づくり

南砺市男女共同参画推進プラン（第２次）
～共に認め支え合う 南砺の明るい未来に向けて～

4



（１）男女が互いに尊重し合える意識づくり

急速な社会環境の変化

男女の役割分担の見直し

一人ひとりの個性や能力の発揮

自分らしく活躍

男女共同参画意識の形成

男女共同参画に関する教育・学習の促進
5



（２）男女の人権尊重と暴力のない社会づくり

女性に対する暴力の実態の把握困難

男女間の暴力根絶の克服

暴力を許さない社会の必要性を周知・啓発

人権尊重の意識づくりの推進

安心できる身近な相談体制の充実

被害者の自立支援を支える環境づくり

※「DV防止法」に定める基本計画

6



（３）男女が共に活躍できる社会づくり

政策・方針決定の場への参画推進と人材育成

＊審議会・委員会等への女性参画の推進

＊女性の能力発揮の支援等

※「女性活躍推進法」に定める推進計画

家庭・地域社会における男女共同参画の推進

＊子育て支援

＊高齢者の自立と介護者支援

＊障がい者等の自立支援等

7



働く場における環境づくりの推進

＊職場における男女平等の確立

＊仕事と家庭の両立支援等

※「女性活躍推進法」に定める推進計画

安全・安心な環境づくりと防災体制の確立

＊環境問題への取り組みの推進

＊防災における男女共同参画の推進

（３）男女が共に活躍できる社会づくり

8



（４）男女の健康支援

「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の啓蒙
（生と生殖に関する健康と権利 １９９４年カイロ国連会議承認）

男女共同参画基本計画 施策の基本方向「生涯を通じた女性

の健康支援」の基本的考え方として重要性を指摘している

出産と子育て開始時の安心確保

ライフステージを踏まえた心身の健康づくり支援

＊男女が生涯にわたり健康で充実した日常生活

が送れ、個性が尊重される社会の構築
9



（５）男女共同参画社会を推進する体制づくり

男女が共に誇りを持って、

いきいきと豊かに暮らし続ける社会

推進体制の充実・強化

＊市の推進体制

＊男女共同参画推進員の活用

＊関係団体との連携

10



プランが掲げる指標数値を毎年の３月３１日付けで調査し、

男女共同参画の推進の進捗を管理
11



男女共同参画推進プラン（第2次）　成果目標指標
期間：平成29年度～令和8年度

令和２年３月３１日現在

担当課

(1)男女共同参画意識の形成

南砺で暮らしません課

南砺で暮らしません課

南砺で暮らしません課

南砺で暮らしません課

南砺で暮らしません課

基本施策 成果指標 H29 H30
R1

（3年後）
R2

R3
（5年後）

R8
（10年後）

期間 検　　証

目標値 30% －

実績値 26.8% 24.8% 24.6%

こども課・教育総務課

こども課・教育総務課

南砺で暮らしません課

南砺で暮らしません課

南砺で暮らしません課

１．男女が互いに尊重し合える意識づくり
基本方針、基本施策 取り組み内容

①男女共同参画意識の形成

「男女共同参画」についてのわかり易い定義での普及・啓発

意識向上のための講演会や市政出前講座等の開催

各種調査・統計資料の収集・整理、市民への情報提供にあたり分かり易い言葉の使用

基本方針

③家庭の男女共同参画推進
男性の家事・育児・介護等への参画を促進するための実践的な研修や講座の開催

家庭における男女共同参画への理解を深め、子どもの個性を伸ばす教育機会の増加

(2)男女共同参画に関する教育・学習の推進

①未就学児からの教育の推進
未就学児から学校教育まで一貫した人権の尊重、男女共同参画等に関する教育の充実

幼児・学校・家庭の各教育関係職員及び親への男女共同参画に関する研修

②地域の学習機会充実 地域における学習機会の提供と体制づくり

(1)男女共同参
画意識の形成

①男女共同参画意識の形成
男女共同参画の考え方を知っており、関心
もあると回答した数/有効回答数
【市民意識調査】

5年
事業の性質上、活動の成果が目に見えるものでは
ないので、成果の実感が得られにくい。事業のやり
方に工夫を加えながら、地道に活動を行いたい。

②男女共同参画の視点に立った意識改革
日常生活における男女の役割分担意識や社会制度・慣行について、多様な選択肢があることの意識醸成

男女とも幅広い年齢層の活動参加や女性リーダー層の育成

暮らしません課

1／7
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男女共同参画推進プラン（第2次）　成果目標指標
期間：平成29年度～令和8年度

令和２年３月３１日現在

２．男女の人権尊重と暴力のない社会づくり
担当課

福祉課

福祉課・こども課

福祉課

福祉課

基本施策 成果指標 H29 H30
R1

（3年後）
R2

R3
（5年後）

R8
（10年後）

期間 検　　証

①暴力を許さない社会の必要
性を周知・啓発する機会の推進

目標値 2回 2回 4回

②人権尊重の意識づくりの推進 実績値 1回 0回 0回

健康課

関係各課

関係各課

関係各課

健康課

健康課

基本施策 成果指標 H29 H30
R1

（3年後）
R2

R3
（5年後）

R8
（10年後）

期間 検　　証

①安心できる身近な相談体制
の充実

目標値 15件 13件

②被害者の自立支援 実績値 12件 17件 9件

基本方針

(2)被害者からの
相談及び自立を
支える環境づくり

市教育部こども課「女性・こども相談室」へ
のＤＶ相談件数（実人数）
【担当課目標指標】

10年
専門相談員の配置を継続し、身近で相談できる体
制を維持していく。

①安心できる身近な相談体制の充実

健康相談や健康診断等を通じたＤＶや虐待の発見や情報収集とデータベース化

被害者からの相談と人権侵害や暴力に関する被害防止や、付き添ってのフォローなどのワンストップによる一括した窓口の設置

被害者からの相談及び自立を支える環境づくりに向けた支援体制への強化・周知

②被害者の自立支援

関係機関等との連携強化による被害者の自立支援

被害者の相談や自立支援を行える人材の育成

被害者間及び専門家等を交えたテーマ別の意見交換や対策検討、当事者の自立を支援する活動への取組

基本方針

基本方針、基本施策 取り組み内容

(1)配偶者等からの暴力の防止

(1)配偶者等か
らの暴力の防止

民生委員児童委員、男女共同参画推進
員等を対象としたＤＶ防止講座の年間実施
回数【担当課目標指数】

10年
県主催のDV防止研修会の案内を民生委員・児童
委員へはしたが、参加者の把握はできていない。

(2)被害者からの相談及び自立を支える環境づくり

①暴力を許さない社会の必要性を周知・啓発す
る機会の推進

市民が広く「ＤＶとは何か」を理解できる啓発活動の推進と男女の人権尊重の呼びかけ

関係機関との連携による、子どもへの虐待の早期発見、リーフレット等啓発資料を活用した児童虐待防止の呼びかけ

②人権尊重の意識づくりの推進
職場や学校におけるセクシャルハラスメントやデートＤＶの防止とその啓発

高齢者・障がい者・健常者のだれもが同じように社会生活を営むことができるような意識啓発

福祉課u

こども課u
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男女共同参画推進プラン（第2次）　成果目標指標
期間：平成29年度～令和8年度

令和２年３月３１日現在

３．男女が共に活躍できる社会づくり
担当課

(1)政策・方針決定の場への参画推進と人材育成

南砺で暮らしません課

関係各課

総務課

商工課

商工課

総務課

農林課

商工課

南砺で暮らしません課

基本施策 成果指標 H29 H30
R1

（3年後）
R2

R3
（5年後）

R8
（10年後）

期間 検　　証

目標値 40% 40% ー

実績値 28.4% 30.0% 29.4%

目標値 3人 5人

実績値 4人 5人 8人

目標値 5人 10人

実績値 1人 1人 1人

目標値 10% ー

実績値 9.0% 12.0% 13.5%

(2)家庭・地域社会における男女共同参画の推進

こども課

こども課

こども課

地域包括ケア課

地域包括ケア課

地域包括ケア課

地域包括ケア課

地域包括ケア課

基本方針

①子育て支援

多様なニーズに応じた保育サービスの充実

子育てに関する情報提供

学童保育の充実

②高齢者の自立と介護者支援

地域サロン事業や健康づくり事業の継続に必要な人材育成・確保

老人クラブ活動等に参画する男性ボランティアの増加

シルバー人材センター等の関係機関の支援

介護相談・介護教室の開催等を通じた介護者の負担軽減

在宅介護・福祉サービスの周知と介護予防事業の実施

行政推進員（354団体）の女性の数
【担当課目標指数】

10年
行政区により選出方法を決めているので行政が指
導することはできないが、機会がある毎に女性の登
用を推進する。

市職員の管理職（主幹級以上）の女性の
割合【南砺市における女性職員の活躍の
推進に関する特定事業主行動計画より】

5年 今後も女性職員の登用に努める。

(1)政策・方針決
定の場への参画
推進と人材育成

①審議会・委員会等への女性
参画の推進

各種行政委員の中の女性委員の割合
【総合計画評価指数】

5年
各種委員を選任する際の女性参画の推進が少しず
つ浸透してきていると思われるが、引き続き、庁内
に周知を図っていきたい。

地域づくり協議会（自治振興会）（31団体）
の会長・副会長の女性の数【担当課目標
指数】

10年
H31からスタートした小規模多機能自治の説明会な
どで女性の重要性を幾度も説明してきたので、副会
長への女性の登用が増えた。

③女性の能力発揮の支援

女性の経営管理能力向上や技術習得等に向けた研修・情報の提供

農林水産業や商工自営業における女性の参画の推進

起業等を志す女性の育成

地域における女性の交流ネットワーク支援

①審議会・委員会等への女性参画の推進 各審議会における女性の積極的な登用

②女性の登用促進

ＰＴＡ、公民館、各種団体等の活動に参画する女性の意見の反映

市職員の女性管理職登用の推進

女性管理職の能力開発を目指す研修機会の充実

事業者による人材活用に関する研修会の開催等につながる意識啓発と情報提供

基本方針、基本施策 取り組み内容

暮らしません課

暮らしません課

暮らしません課

総務課u
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男女共同参画推進プラン（第2次）　成果目標指標
期間：平成29年度～令和8年度

令和２年３月３１日現在

福祉課・こども課

こども課

こども課

生涯学習課

南砺で暮らしません課

南砺で暮らしません課

基本施策 成果指標 H29 H30
R1

（3年後）
R2

R3
（5年後）

R8
（10年後）

期間 検　　証

目標値 9 9 ー

実績値 9 9 9

目標値 5 5 ー

実績値 5 5 5

目標値 8 8 ー

実績値 7 7 7

目標値 6 6 ー

実績値 5 5 7

目標値 70% 70% ー

実績値 63.5% 62.1% 62.6%

目標値 160 ー

実績値 142 145 141

目標値 0.11人 0.11人 ー

実績値 0.08人 0.08人 0.08人

目標値 52.3% 52.3% ー

実績値 44.3% 42.8% 41.1%

基本方針

④ボランティア・ＮＰＯ等との活
動推進

②高齢者の自立と介護者支援
高齢者サロン数（南砺社会福祉協議会で
実施しているサロン数）【南砺市社会福祉
協議会目標指数】

3年

助成金を利用したサロンの数は横ばいであるが、参
加者は増えてきている。「集いの場」としてのサロンを
今後は集落に１つはあるよう広めていくことと、男性
の参加が増えないことが課題である。

③障がい者・ひとり親家庭・外国
人等の自立支援

障がい者一人当たりの障がい者支援サ
ポーター数【担当課目標指数】

5年
障がい者支援サポーター登録者は1名増。障がい
者は微減のため、指数は微増している。

5年
社会情勢や保護者のニーズ等を把握し、利用環境
の向上に今後も取り組んでいく。

地域主体の学童保育実施数（さんさん広
場）
【総合計画評価指数】

5年
子どもの居場所が不足する地域について、地域との
相談に乗りながら実施に向けて進めていく。

就労しながら無理なく子育てができると感じ
る保護者の割合【総合計画評価指数】

5年
女性の社会進出を家庭や地域、企業など社会全
体で支える施策の啓発・推進に取り組んでいく。

(2)家庭・地域社
会における男女
共同参画の推進

①子育て支援

延長保育実施施設数
【総合計画評価指数】

5年
社会情勢や利用者のニーズ等を把握し、利用環境
の向上に今後も取り組んでいく。

病後児保育施設整備数
【総合計画評価指数】

5年
利用者のニーズ等を把握し、支援の充実を図って
いく。令和元年10月から病児保育室を開設してい
る。

休日保育実施施設数
【総合計画評価指数】

ボランティア活動に参加している市民の割
合
【総合計画評価指数】

5年

指標は毎年減少傾向。仕事に時間をとられ過ぎ、
地域活動等をする余裕がない方が増えてきている
ため、引き続き、働き方改革（ワークライフバランス）
施策に取り組んでいく。

③障がい者・ひとり親家庭・外国人等の自立支援

障害者・ひとり親家庭等への自立支援

就業を促進するための訓練や資格取得支援

相談・助言活動の充実

市民や市民団体の国際交流活動の推進

④ボランティア・ＮＰＯ等との活動推進
地域や企業と共にボランティアに取り組む人材の育成

ボランティア・ＮＰＯ等と、持続した活動との協働

暮らしません課

福祉課u

こども課u

こども課u

こども課u

こども課u

こども課u

地域包括ケア課
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男女共同参画推進プラン（第2次）　成果目標指標
期間：平成29年度～令和8年度

令和２年３月３１日現在

(3)働く場における環境づくりの推進

商工課

商工課

商工課

商工課

エコビレッジ推進課

総務課

総務課

総務課

基本施策 成果指標 H29 H30
R1

（3年後）
R2

R3
（5年後）

R8
（10年後）

期間 検　　証

目標値 15% 20% 30%

実績値 20.3% 20.9% 23.0%

目標値 3団体 ６団体 18団体

実績値 7団体 8団体 8団体

(4)安全・安心な
環境づくりと防災
体制の確立

②防災における男女共同参画
の推進

防災こころえ隊員における女性隊員の割合
【担当課目標指標】

10年

②仕事と家庭の両立支援
長時間労働の改善と育児・介護・有休等の各種休暇取得に対する理解と体制づくりの普及啓発

一定の成果を上げている事業者等のホームページ等での紹介

③女性のチャレンジ支援 女性の再就職、キャリアアップへの支援

(4)安全・安心な環境づくりと防災体制の確立

災害時において女性の視点は欠かすことができな
いため、引き続き女性防災士の育成に努める。

自主防災組織（36団体）における女性防
災士が配属されている団体数【担当課目
標指標】

10年
各自主防災組織を中心とした避難所運営におい
て、女性の視点は欠かすことができないため、引き
続き女性防災士の育成に努める。

基本方針

①環境問題への取り組みの推進 身近な環境に対する女性意見の採用など、環境問題解決の取り組みの推進

②防災における男女共同参画の推進

防災対策に主体的な役割を果たす人材の意見の尊重

積極的に男女が参画できる機会づくり

女性防災リーダー育成にも留意した防災・減災、復興をテーマとした講座の開設

①職場における男女平等の確立 雇用の場における均等な機会の整備と待遇の向上につながる取り組みの支援

総務課u

総務課u

5／7



男女共同参画推進プラン（第2次）　成果目標指標
期間：平成29年度～令和8年度

令和２年３月３１日現在

４．男女の健康支援
担当課

(1)出産と子育て開始時の安心確保

健康課

健康課

健康課

健康課

健康課

基本施策 成果指標 H29 H30
R1

（3年後）
R2

R3
（5年後）

R8
（10年後）

期間 検　　証

目標値 55.0% 55.0% ー

実績値 46.5% 46.5% 49.0%

目標値 65.0% 65.0% ー

実績値 62.9%
62.5%

（速報値）
-

(2)ライフステージを踏まえた心身の健康づくり支援

健康課

健康課

(1)出産と子育て
開始時の安心確
保

①妊娠・出産期の健康対策の
推進

心身ともに健康だと感じている市民の割合
【総合計画評価指数】

5年

①乳幼児期からの健康づくり
健康診査や健康教育、予防事業、相談体制の充実

ストレスに対する相談・精神衛生に関する啓発や情報の提供

特定健診受診率
【総合計画評価指数】

5年

基本方針

基本方針、基本施策 取り組み内容

①妊娠・出産期の健康対策の推進

生理的な男女の違い、女性の身体的特徴に理解を深めるなど、正しい知識の啓発

心身の健康問題について安心して相談できる体制づくり

女性の体や健康・権利等について、尊重する意識付けと保健医療対策等の充実

母子保健事業の充実

母性保護に関する対策についての必要な情報提供と普及啓発

心の健康づくり、各種健診、生活習慣の改善等の
取組を推進しているが、目標を達成していない。

国の受診目標60％は達成しているが、市の目標を
達成していない。未受診者に対するはがきの送付
や、対象者（45・50・55歳）を絞った受診勧奨を実
施。富山県では1位。

健康課u

健康課u
R2.11月　速報値公表予定
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男女共同参画推進プラン（第2次）　成果目標指標
期間：平成29年度～令和8年度

令和２年３月３１日現在

５．男女共同参画社会を推進する体制づくり
担当課

(1)推進体制の充実・強化

南砺で暮らしません課

南砺で暮らしません課

南砺で暮らしません課

南砺で暮らしません課

南砺で暮らしません課

南砺で暮らしません課

基本施策 成果指標 H29 H30
R1

（3年後）
R2

R3
（5年後）

R8
（10年後）

期間 検　　証

目標値 74人 ー

実績値 68人 67人 67人

※

※ 総合計画評価指数の割合は市民意識調査結果を用いており、調査日の属する年度の報告とする。（市民意識調査：市内在住の18歳以上の男女から任意抽出した2,000人を対象に実施）

男女共同参画推進プラン（第２次）において中間目標として５年後（令和３年）の目標値を設定しているが、各計画において５年後の目標値を設定していないものについては３年後の数値を設定している。

(1)推進体制の
充実・強化

②男女共同参画推進員の活用
男女共同参画推進員の人数
【総合計画評価指数】

5年

様々な活動団体がある中、人口減少に歯止めがか
からず、一人何役も受けている状況であることから、
推進員数が少なくても男女共同参画を推進する方
法を模索したい。

基本方針

②男女共同参画推進員の活用
男女共同参画推進員の地域リーダーとしての役割を果たす取り組み

男女共同参画推進員相互の交流と連携、研修機会の充実

③関係団体との連携 テーマごとの情報・意見を交換する機会の定期的な設置

基本方針、基本施策 取り組み内容

①市の推進体制

男女共同参画推進審議会の年１回以上の開催

行政機関内で連携する施策担当課による、年１回以上の施策の進捗度や課題などに関する協議

南砺市協働のまちづくり支援センターの活動拠点とした機能強化

暮らしません課
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第１回南砺市男女共同参画推進審議会

令和２年６月１６日（火）午後７時～ 地域包括ケアセンター 多目的ホール

男女共同参画推進員南砺市連絡会の
活動紹介

1

資料３



■推進員の目的は？

推進員の主体的な活動を通じて、男女共同
参画社会の実現を目的としています。

■推進員の役割は？

(1)男女共同参画推進プランの推進に関する啓発
普及を図ること。

(2)男女が共に協力して実施する地域活動を推進し、
社会活動への参画意識を高揚すること。

(3)男女共同参画に関する行政施策の推進等に
協力すること。

(4)男女共同参画に関する各種の相談等に対して、
専門機関等を紹介すること。 2



■推進員って何人いるの？

○南砺市内 ５３人
（任期２年：R2.4.1～R4.3.31）

地域 人数 男性 女性

城端 10 6 4

平 1 1 0

上平 1 0 1

利賀 1 1 0

井波 4 3 1

井口 1 1 0

福野 14 7 7

福光 21 10 9

合 計 51 29 22

地域づくり協議会からの推薦
富山県の推進員と兼任

（R2.6.5現在）
福光地域 １名欠員
北山田地域 推薦保留

3



■推進員の活動

■男女共同参画推進員南砺市連絡会の活動

①全体研修会の開催（富山県主催２回／年、市主催２回／年）

②防災マニュアルの普及活動

「男女共同参画の視点から避難所運営を考えよう」

③ 「男女共同参画カルタ」による啓発活動

④市内の各種行事やイベントに参加し啓発活動

⑤毎年度テーマを決めて活動（H28～R1は「イクボス推進」）

■支部活動と地域での活動

・各支部ごとの主体的な啓発活動。

R２年度より、４支部（城端・井口・福野・福光）

・各地域づくり協議会単位での啓発活動。

4



年度 研修内容

27
◆「みんなでつくる 安心してすごせる避難所 ～男女共同参画の視点で～」

講師 青森県男女共同参画センター副館長 小山内世喜子氏

28

◆「男女共同参画の視点から避難所運営について考えよう」
講師 南砺市連絡会 前副代表 笠野裕美氏

◆「笑って考える男女共同参画の基本」
講師 魚津市職員 吉田健一氏

◆イクボス研修会（商工会、となみ青年会議所合同開催）
「イクボスが社会を変える～上司が変われば、働き方が変わる～」

講師 NPO法人ファザーリング・ジャパン 代表理事 安藤哲也氏

29

◆「イクボスのススメ」
講師 魚津市職員 吉田健一氏

◆南砺市合同イクボス宣言式、研修会
「働き方改革は、生き方改革

～イクボスが働きやすい職場といきいき生きる人材をつくる～」
講師 NPO法人ファザーリング・ジャパン 代表理事 安藤哲也氏

◆女性フォーラム「しなやかに、軽やかに輝く女性たち」

30
◆「避難所運営訓練」南砺市防災訓練と合同開催
◆「新しい働き方～イクボスのススメ～」

講師 NPO法人ファザーリング・ジャパン 理事 徳倉康之氏

R1
◆｢あなたのストレス解消法はなあに？」こころの健康づくり講座

講師 南砺市地域包括医療ケア部 保健師 但田誠子氏

◆イクボス研修会 ※コロナウイルス感染症対策のため中止
5



①推進員全体研修会（富山県主催２回／年、市主催２回／年）

県主催：全体研修会

県主催：女と男のパートナー会議

砺波・小矢部・南砺で持ち回り

隔年開催

市主催：全体研修会

イクボス研修会 １回

その他 １回 6



避難所によっては、

・衛生用品等の生活必需品が不足

・授乳や着替えをするための場所がない

・女性の身の安全を脅かすような事件や事故

などが起こりうる環境

防災・避難所運営を「男女共同参画の視点
から」考える重要性を啓発するマニュアル
を作成。

災害時の男女共同参画を啓発しています。

②防災マニュアルの普及活動
「男女共同参画の視点から避難所運営を考えよう」

7



Ｈ29年度 南砺市危機防災係と共同で運営所設営の実践研
修会を実施。各地域の地域づくり協議会長も、会場へ足
を運んでくださいました。

8



地域づくり協議会と市の防災担当との円卓会議でも女性の
視点が避難所の設営に必要との意見が出されています。

H30年度 市の防災訓練にて、避難所設営訓練を実施。

防災こころえ隊に男女共同参画推進員が４名加入。

段ボールベッドの組み立て 代用品でおむつ替え

9



③「男女共同参画カルタ」

「男女共同参画カルタ」（福光支部作成）を、南砺市

全域で啓発ツールとして活用。行事やイベント時に参加

された市民の方々に配布。

10



④市内の各種行事やイベントに参加
「社会を明るくするパレード」や「花と緑のフェスティバ
ル」などの行事やイベントに参加し、掲示や啓発物の配
布などを行っています。

11



⑤ 毎年度、テーマを決めて活動
Ｈ28～令和元年度のテーマ「イクボスの推進」

Ｈ29年度 市内の１２事業所と南砺市長が合同で

イクボス宣言式をおこないました。

12



いきいきと働き暮らせる活力ある社会の実現

男女がともに協力し合いながら個性と能力を十分に発揮

家 庭 地 域 職 場

イクメン 小規模多機能自治 働き方改革
家事・育児・介護 イクボス

働き方改革を推進する上司「イクボス」を増やす活動を
平成２８年度からのテーマとしました。

イクボスで、男女共同参画の推進に重要な

お父さん(男性)の家庭での時間を増やす！

13



◆イクボス１０箇条

１、理 解 仕事だけでなく、私生活を理解

２、ダイバーシティ（多様性） 部下の多様なＷＬＢを尊重

３、知 識 社内制度、関連法の知識を有す

４、組織浸透 組織全体にＷＬＢを勧める

５、配 慮 私生活に影響する人事に配慮

６、情報共有 情報共有やモバイル活用で欠員を補う

７、時間捻出 無駄な業務の削減、業務の効率化

８、提 言 上司にＷＬＢ重視の経営を提言

９、有限実行 イクボスによる業績向上を実証

10、隗よりはじめよ 自ら仕事と私生活を楽しむ

ファザーリング・ジャパンより
14



ＷＬＢ（ワークライフバランス）
とは？

Ｗ･･･ワーク→仕事

Ｌ･･･ライフ→生活

Ｂ･･･バランス→両立

仕事と生活の両立

15



イクボス宣言は、

①イクボス１０箇条のうち、

５箇条を満たしているか、

宣言より１年以内に５箇条以上を満たす計画

があること。

②宣言項目のうち、１つ以上は数値目標があること。

③宣言後の実施状況調査に協力すること。

16



南砺市のイクボス宣言

職場で共に働く部下や仲間のワークライフバランスを考
え、その人のキャリアと人生を応援しながら、自らも仕事
と私生活を楽しむ「イクボス」になることを誓います。

１.子育てや介護などを両立しながら、頑張って
いる部下や仲間を応援します（①理解）

２.育児休業や介護休暇などの制度を理解し、取
得しやすい職場環境づくりに努めます（③知識）

17



３.有休休暇の取得促進や、時間外労働の削減に
努め、職員一人ひとりが仕事と家庭の両立が図れ
るような職場づくりを目指します。（⑤配慮）

４.仕事の効率化や進め方の改善と、無駄な齟齬
との削減にチャレンジします。（⑥情報共有）

５.共に働く職員のワークライフバランスとキャ
リア形成を応援し、自らも仕事と私生活の充実に
取り組む「イクボス」となることを宣言します。
（⑨有言実行、⑩隗より始めよ）

特別職・管理職員６７名と共に宣言 18



 ニーズの多様化
 人材を多様化しなければ、ニーズに応えられない。

 生産人口の減少
 社会は慢性的人手不足

 育児、介護のため働く時間が制約されている社員の増加

 制約社員を生かしていくマネジメントが企業に求められる

 離職率の改善
 社員の定着⇒⇒採用、教育コストの低減、品質向上

イクボスは、事業所にとっては

福利厚生ではなく、
経営戦略！

→家庭におきかえると？地域におきかえると？ 19



イクボス宣言事業所が増える

事業所のボスの考え方を改革

働く部下の考え方も変化

家庭での考え方も変化

地域社会の考え方も変化

男女の格差のない社会
20



誰ひとり取り残さない

誰もが笑顔で暮らし続けられる

まちへ

21



ご静聴ありがとうございました。

22



事業所名 事業所名 事業所名

日本ソフテック株式会社 となみ衛星通信テレビ株式会社 コマツＮＴＣ株式会社

株式会社山秀木材 株式会社北陸銀行城端支店 チューモク株式会社

中越興業株式会社
一般財団法人
北陸電気保安協会となみ野営業所

安達建設株式会社

日の出屋製菓産業株式会社 株式会社森組 得能建設工業株式会社

南砺市役所 株式会社丸泉 株式会社丸米製菓

立野原建設株式会社 道の駅福光株式会社 株式会社福光組

社会福祉法人
南砺市社会福祉協議会

松本建材株式会社 アルカスコーポレーション株式会社

社会福祉法人マーシ園 野原建設株式会社 株式会社藤井組

梅本建設工業株式会社

南砺市では、仕事（ワーク）にも生活や趣味（ライフ）などにも
イキイキと取り組むことを応援するイクボス宣言事業をしています。

◆イクボス宣言事業所一覧 （25社） ＜宣言順＞

◆イクボス宣言事業所の取り組み紹介 南砺市 イクボス 検索

・ ノー残業デーや有休休暇の取得促進期間を設けた。

・ 完全週休２日制にして、年間休日を１１４日（！！）とした。

・ 育児時間や育児休暇の希望者が１００％取得できるようにした。

・ 会議時間を会議開始時に宣言して、時間内に終わるようになった。

・ 休暇を半日、１日単位でしかとれなかったのを時間単位でも取得可能にした。

どんな働き方をしたいですか？

イクボス宣言事業所が増えると、
イキイキと活動する人が増えるね

＜お問い合わせ＞
南砺市役所
南砺で暮らしません課
TEL：0763-23-2037

2020.1 成人式にて新成人に配布



男女共同参画推進に関するアンケート結果
対象：地域づくり協議会　（回答　31/31）

協議会設立の前後を比べてお答えください。

１．会議に参加する男女の内訳は変わりましたか。

団体数 割合

男性増加 0 0.0%

女性増加 16 51.6%

変化なし 15 48.4%

合計 31 100.0%

２．会議や打ち合わせ時の意見の出方に変化はありましたか。

団体数 割合

18 58.1%

0 0.0%

13 41.9%

31 100.0%

３．協議会の雰囲気に変化はありましたか。

団体数 割合

14 45.2%

0 0.0%

17 54.8%

31 100.0%

４．行事やイベントなどを手伝う人数に変化はありましたか。

団体数 割合

増加 6 19.4%

減少 1 3.2%

変化なし 23 74.2%

わからない 1 3.2%

合計 31 100.0%

団体数 割合

増加 12 38.7%

減少 3 9.7%

変化なし 15 48.4%

わからない 1 3.2%

合計 31 100.0%

女性

幅広い意見が出るようになった　

あまり意見が出なくなった

変化なし

合計

明るくなった

悪く

変化なし

合計

男性

男性増加

0.0%

女性増加

51.6%

変化なし

48.4%

会議参加

出るようになった

58.1%

出なくなった

0.0%
変化なし

41.9%

意見の出方

明るく

45.2%

悪く

0.0%

変化なし

54.8%

協議会の雰囲気

増加

19.4%

減少

3.2%

変化なし

74.2%

わからない

3.2%

行事などを手伝う人数（男性）

増加

38.7%

減少

9.7%

変化なし

48.4%

わからない

3.2%

行事などを手伝う人数（女性）

－ 1 －
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５．情報公開の方法について

広報紙 回覧板
SNS
(ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ等)

地域づくり協
議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

会議の住民
への公開

実施数 団体数 割合

実施 30 13 2 27 7 ５つ 0 0.0%

未実施 1 17 25 2 21 ４つ 3 9.7%

検討中 0 1 4 2 3 ３つ 13 41.9%

合計 31 31 31 31 31 ２つ 13 41.9%

実施割合 96.8% 41.9% 6.5% 87.1% 22.6% １つ 2 6.5%

未実施 3.2% 54.8% 80.6% 6.5% 67.7% 合計 31 100.0%

検討中 0.0% 3.2% 12.9% 6.5% 9.7%

その他、実施していること（自由回答）

・ 住民への周知は区長・町内会長会議を通じての場合もある。

・ 平地域づくり協議会の「やったこと発表会」を3/28(土)に実施、70名参加。

・ 男女共同参画推進員は、地区運動会にて活動PRカルタの種目を入れて男女共同参画活動について啓発

・ 会議の参加有無をLINEで確認

・ 掲示板にポスター等貼り付け

・ ボードに情報を掲示している

６．行事やイベント等への男性の参加者数に変化はありましたか。

団体数 割合

増加 8 25.8%

減少 1 3.2%

変化なし 17 54.8%

わからない 5 16.1%

合計 31 100.0%

①参加者が増えた行事・イベント名（自由回答）

運動会 3         地域食堂 2          クリスマス会 1        

敬老会 3         消火訓練 1          貯筋運動教室 1        

文化祭 5         部会の会議 1          地区美化活動 1        

納涼祭 1         三世代交流 1        

増えた理由は何だと思いますか。

・ 意識の向上

・ 敬老会対象者に個人宛招待状の配布

・ 天候の関係と帰省者の参加増が要因では？

・ 地域食堂は中部地区を４つ分けて身近な施設で開催したことがよかった。

・ フェスタは八尾のおわらの団体を招き、和踊りを入れたことで高齢者の参加者が多かった。

・ 今まで出店していなかった団体が夜店に参加したこともよかった。

・ 30代～40代の子育て世代が家族で参加。

・ 各部会構成で、男女の割合を工夫したため

・ 協議会役員（副会長、センター長など）に参加して頂いたところ、他の男性も参加しやすくなった。

・

・

・

男性

文化祭では、これまでの作品展示を主としたものから、舞台出演をとりいれた事により観覧者も増え賑わっ
た。

スタッフ一人一人の役割分担の説明を事前打ち合わせで前年より細かくし、責任をもってもらう事により参加
者が増えた。

従来、運動会は公民館主催の行事だった為参加者に制約があった。協議会になって、種目を見直しオール世代
の参加が可能になったため。

増加

25.8%

減少

3.2%

変化なし

54.8%

わからない

16.1%

行事等への男性参加

－ 2 －



②参加者が減った行事・イベント名

納涼祭 1         ど～んと利賀の山祭り 1          

敬老会 1         しんりょくまつり 1          

減った理由は何だと思いますか。

・ 移動手段がないため

・ 他の行事と重なったため

・ 人口減少、高齢化、イベント規模の縮小

７．行事やイベント等への女性の参加者数に変化はありましたか。

団体数 割合

増加 8 26.7%

減少 3 10.0%

変化なし 15 50.0%

わからない 4 13.3%

合計 30 100.0%

①参加者が増えた行事・イベント名

運動会 2         地域食堂 2          地区美化活動 1        

敬老会 2         消火訓練 1          女性の集い 1        

文化祭 4         部会の会議 1          三世代交流 1        

役員会 1         1        

増えた理由は何だと思いますか。

・ 意識の向上

・ 天候の関係と帰省者の参加増が要因では？

・

・ 女性役員の増

・ 30代～40代の子育て世代が家族で参加

・ 女性の会が立ち上がったため

・ 女性の集いを新規に開催した

・

・

・ 新規事業でSNS、口コミ（広報）等で参加者が増えた。

・ 関連団体からの役員として、名簿に載せる女性の人数が増えたため。

②参加者が減った行事・イベント名

敬老会 1         ど～んと利賀の山祭り 1          

文化祭 1         しんりょくまつり 1          

会合への出席 1         

減った理由は何だと思いますか。

・ 婦人会の解散により、動員がなくなった

・ 移動手段がないため

・ 人口減少、高齢化、イベント規模の縮小

・ 女性の意識が家庭志向となってきている（大変危惧している）

女性

親子ふれあいハッピータイム

防災部会に女性部員が入ったことで、消火訓練（消火栓を使って）にも女性が参加し、実際に放水の体験をす
ることができた。

文化祭では、これまでの作品展示を主としたものから、舞台出演をとりいれた事により観覧者も増え賑わっ
た。

スタッフ一人一人の役割分担を事前打ち合わせで前年より細かくし、責任をもってもらう事により参加者が増
えた。

増加

29.0%

減少

9.7%
変化なし

48.4%

わからない

12.9%

行事等への女性参加
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８．多くの人が参加しやすくなるように工夫されたところを教えてください。

・ 広報やホームページと併せて、部会との連携で幅広く案内した ・ 広報等の充実

・ ポスターの掲示、回覧板の多頻度回覧

・ SNS、口コミ（広報）等で参加者が増えた。

・

・

・ 今後、こどもが参加できるものを主として考えたい。子供には大人がついてくるので。

・ 敬老会参加者の送迎を計画しているが実施そのものが未定。

・ 地区内各種団体や集落推薦役員（特に女性）を部会に配置し、運営にあたることとした。

・ ２つの行事を1つにし、多くの参加者が集まるようになった。

・ 行事の内容を変えて参加者を増やした。

・ 役割を配分したこと

・ スタッフ一人一人の役割分担をはっきりとして、終わった後、役に立ったと思えるようにした。

・ 部会構成で、女性の割合を多くしたから

・ 女性の会が立ち上がったから

・ 声掛け。参加して頂くよう、積極的に声をかける

・ 参加して頂く団体や個人を増やす。

・ 参加しやすい時間帯を選んだ

・ コロナ対策で単に参加者を多くする工夫ができない。

・ コロナ関係で参加者の安全対策等例年にない工夫が必要。

・ 役員に女性を増やした。

９．男性も女性も参加しやすい行事やイベント、その他活動は何だと思いますか。

・ 自主避難訓練 ・ 災害時の避難所開設にかかる活動に皆さん出てもらう

・ 一斉清掃

・ スポーツイベント ・ 運動会 ・ 納涼祭

・ 文化祭 ・ 交流センターまつり ・ サマーフェスティバル

・ 美味しいものを食べたり、飲んだりするイベント ・ 食を伴う活動

・ 地域食堂 ・ 料理教室

・ 3世代交流餅つき大会 ・ しめ縄づくり教室

・ 3世代交流事業は、年齢性別関係なく参加しやすい。

・ 男性の参加は、健康マージャン大会以外少ないので、敢えて男性の〇〇を企画。

・ 家族全員で子供達も参加できる行事・時間帯

・ ファミリーで参加できるもの。 ・ 家族、親子が積極的に参加できるような行事。

・ 講演会 ・ 映写会 ・ クリスマス会

・ 楽しくもあり、一部のスタッフの負担が偏らないこと

・ スタッフも楽しみながら参加のできる内容

・ 参加者にも負担を感じさせないもの。

・ 時間、金銭等参加により価値があると感じさせること。

・ 対象が高齢者なのか、子育て世代なのかによって活動内容は違うと思われる。

・ 従来の慣習にとらわれない、自由な行事など

・ 地区民のふれあいや交流を主目的とした運動会や芸能鑑賞会、旅行など。

・ 生涯学習フェスタには、男女を問わず参加者、見学者が多くみられる

・ 日頃の情報交換の場の設定

行事を行う場合に対象者を明確にする。チラシや工法だけでなく、関連する各種団体に呼び掛けたり協力を要
請したりする。（口コミ）

以前は、社福主催事業に年齢の制約があったが、地域づくり協議会主催事業とすることで、公民館事業と同じ
ように対象の限定を省き誰でも参加できるようにした。
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１０．男女共同参画の推進にむけて、今後どのように取り組んでいこうと思いますか。

・ 情報連絡網の強化（部会、町内会、広報誌等）

・ 役員の方々の意識の向上を目指す

・ 協議会の女性が携わっている部門に、男性の協力もお願いする。

・ 女性の意見を取り入れる

・ 女性のみ負担のかかる仕事を無くす（調理、洗い物等）

・ 声かけ、PRが大切だと思う。

・ 災害やこの度のコロナ禍のように非日常の際の備え。

・ 人生の幸福感・満足感を高めるため、家族の安定の基盤づくり。

・ 働き方改革のさらなる進展によるワークライフバランス。

・ 各部会の女性部員の数を増やしていきたい。女性の意見を聞く機会を増やす。

・ 女性の行事運営スタッフの養成

・ 女性の参加者が増える取り組みに具体策はないが、部会長等の役職に女性を登用する。

・ イベントの企画段階から参画する。

・ 男女を含めた役員による事業の企画・運営に努める。

・ 令和3年度に向けて女性部会（仮称）発足の準備をしている。

・ 避難所開設等を運動会などのイベントに行えればと思っています。

・ もっと女性の活動を中心にして、行事・イベントに仕組んでいく

・ 女性の参加が特に少ないので、各部会に女性が参画しやすい事業の企画を依頼。

・ 協議会の部会構成員として、協議会運営に積極的に参画してもらう。

・

・ 男女共同の料理教室の開催

・ 男の料理教室を「男と女の料理教室」に拡大展開

・

・

・

・ 女性の方にもっといろいろな役割をお願いしていきたい。（嫌な顔をされるか、断られるような気がするが）

現在男女と意識して活動は実施していないし、今後も意識することなく計画していく予定である。以前のよう
に男だから女だからという認識は薄れてきていると思うし、男女共同参画推進は浸透してきていると思う。ま
た、地域によっても認識が違うし、それぞれの立場や状況で理解し合えばよいのであまり数字にこだわりたく
ない

男女共同参画推進員との交流がほとんどなかったので、これからは各種イベントに参加してやっていきたい。

以前、地区成人クラブ主催で「男の料理教室」を実施したが、家事労働の分担が普通になるようにすれば良
い。必然的に女性に時間の余裕が生まれる。

性別、年齢に関係なく、どのような行事でも互いに声を掛け合い、親しくなること、どこであっても何でも言
い合える仲になるよう努める。
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１１．貴協議会の運営スタッフの男女、年代、人選方法の内訳を教えてください。

令和元年度

スタッフ 性別

人数 割合 人数 割合

事務局長 28 7.2% 男性 282 72.1%

地域指導員 54 13.8% 女性 109 27.9%

生涯学習ﾘｰﾀﾞｰ 25 6.4% 合計 391 100.0%

福祉活動ﾘｰﾀﾞｰ 25 6.4%

部会長 125 32.0%

副部会長 134 34.3%

合計 391 100.0%

年代

人数 割合

20代 0 0.0%

30代 8 2.0%

40代 37 9.5%

50代 61 15.6%

60代 203 51.9%

70代 81 20.7%

80代 1 0.3%

合計 391 100.0%

人選方法

人数 割合

174 44.5%

149 38.1%

広く住民から募集 30 7.7%

38 9.7%

391 100.0%

従前組織からの継続
(自治振興会、公民館、地区社協)

一本釣り
（特定の方へ個別に依頼）

その他

合計

男性

72.1%

女性

27.9%

性別

20代

0.0%
30代

2.0% 40代

9.5%

50代

15.6%

60代

51.9%

70代

20.7%

80代

0.3%

年代

従前組織（自治振

興会、公民館、地区

社協）からの継続

44.5%

一本釣り（特定の

方へ個別に依頼）

38.1%

広く住民から募集

7.7%

その他

9.7%

人選方法
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令和２年度

スタッフ

人数 割合 人数 割合

事務局長 30 6.9% 男性 305 70.1%

地域指導員 57 13.1% 女性 130 29.9%

生涯学習ﾘｰﾀﾞｰ 26 6.0% 合計 435 100.0%

福祉活動ﾘｰﾀﾞｰ 26 6.0%

部会長 140 32.2%

副部会長 156 35.9%

合計 435 100.0%

年代

人数 割合

20代 0 0.0%

30代 9 2.1%

40代 36 8.3%

50代 70 16.1%

60代 236 54.3%

70代 83 19.1%

80代 1 0.2%

合計 435 100.0%

人選方法

人数 割合

329 75.6%

69 15.9%

広く住民から募集 7 1.6%

30 6.9%

435 100.0%

従前組織からの継続
(自治振興会、公民館、地区社協)

一本釣り
（特定の方へ個別に依頼）

その他

合計

男性

70.1%

女性

29.9%

性別

20代

0.0%
30代

2.1%
40代

8.3%

50代

16.1%

60代

54.3%

70代

19.1%

80代

0.2%

年代

変更なし

75.6%

一本釣り（特定の

方へ個別に依頼）

15.9%

広く住民から募集

1.6%

その他

6.9%

人選方法
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『小規模多機能自治』の手法による住民自治の再構築

南 砺 市

地域づくり協議会
（小規模多機能自治）

３１地区

連 携

持続可能な地域づくりへ

公益財団法人
南砺幸せ未来基金

ステップ１ 新たな組織づくり ２０１９年４月スタート

ステップ２ 課題解決事業の実施

南砺市まちづくり基本条例（2012年７月施行）

① 自治振興会、公民館、

地区社協体制の一本化

② 公民館の交流センター化

③ 事務局の強化

（地域採用）

新たな地域課題に対して

Step up!

各地域における通所型サービスＢの実施

・ビジョンづくり
・人材育成
・関係機関連携

ほか
縦割り！

どこで？誰が？ 課題を解決するために

・子供の居場所づくり
・地域交通サービス
・空き家利活用事業
・農家レストラン
・地元産品加工販売
・災害時の支援
・買物や弁当配達

ほか

協働のまちづくり支援センター

一般社団法人
なんと未来支援センター

連 携

人的支援

バックアップ・コーディネート

資金的支援

融資・補助等

相 談

Step up!


