
第二次男女共同参画計画見直しにおける施策内容の主な変更点一覧

番号 変更前の施策内容 変更後の内容等 修正点

（旧計画の№14）
就学時検診，入学時説明会での子育てに関する学習会，
研修会の開催

（旧計画の№15）
就学時検診，入学時説明会での生活自立に関する講座の
開催

（旧計画の№16）
男性の家庭での責任(家事，子育て，介護)に対する意識
改革と参加の促進

（旧計画の№42）
男女が家事，育児，介護等で，ともに協力し合い，その
責任と役割を担うことへの啓発

（旧計画の№17）
男性の生活知識及び技術取得のための各種講座への参加
の促進

（旧計画の№43）
家庭の中で男性が家事，育児，介護等に積極的に参画す
るための，父親教室，安産教室，子育て教室，介護教室
の充実

（旧計画の№18）
家族の一員としての自覚を促すための，青少年に対する
学習の機会の提供

（旧計画の№19）
キャンプ等を通じた男女共同参画についての学習の機会
の提供

（旧計画の№30）
事業所（市を含む）に対し，セクシュアル・ハラスメン
ト防止に向けての情報の提供，意識の啓発

（旧計画の№88）
セクシュアル・ハラスメントに関する情報の提供及び啓
発

27
事業所（市を含む）に対する，セクシュアル・ハラスメ
ント防止に向けての情報の提供，意識の啓発

内容が重複しているため，施策を１
つにまとめました。
それに合わせ，旧計画における№88
をこの施策の再掲としました。

16
男性が家事・育児・介護等の生活知識及び技術を取得す
るための各種講座への参加の促進

内容が重複しているため，施策を１
つにまとめました。
それに合わせ，旧計画における№43
をこの施策の再掲としました。

17
キャンプ等を通じた青少年への男女共同参画に関する学
習機会の提供

内容が重複しているため，施策を１
つにまとめました。

14
就学時検診，入学時説明会での子育て・生活自立等に関
する学習会，研修会の開催

内容が重複しているため，施策を１
つにまとめました。

15
男女が家事・育児・介護等で，ともに協力し合いその責
任と役割を担うことへの啓発と参加促進

内容が重複しているため，施策を１
つにまとめました。
それに合わせ，旧計画における№42
をこの施策の再掲としました。



番号 変更前の施策内容 変更後の内容等 修正点

（旧計画の№39）
情報を主体的に活用できる能力の向上のための啓発普
及，情報教育の啓発

（旧計画の№40）
市民が情報を活用できる能力を向上させるための取り組
みの推進

41

（旧計画の№47）
地域社会における女性の参画の推進を図るため，女性に
よる提言の積極的活用
女性団体等による調査，提言事業への支援

女性団体等による調査，提言事業への支援，女性による
提言の積極的活用

施策表現をわかりやすく修正しまし
た。
また，全庁的に提言を受け活用する
体制を取るため，担当課に「関係各
課」を追加しました。

67 市内に居住する外国人に対する各種支援と情報の提供

68 国際交流ボランティアの支援と育成

（旧計画の№73）
市民参加による平和事業の実施や平和教育の充実
・広島平和記念式典等への参加（中学生の平和大使）支
援

（旧計画の№74）
相互理解のための情報の提供

75 地域ケアの推進とネットワークの支援

76
介護する家族の負担軽減のため介護者への支援・介護者
教室の開催

（旧計画の№107）
妊娠期，出産期及び乳幼児期における健康診査の充実

（旧計画の№108）
妊娠期，出産期における保健指導の充実

102
妊娠期，出産期及び乳幼児期における健康診査・保健指
導の充実

内容が重複しているため，施策を１
つにまとめました。

（旧計画の№72）
生活情報の提供
国際交流ボランティアの支援と育成
語学ボランティア登録制度の充実

市内在住の外国人に対する支援を強
化するため，施策を分割し明確化し
ました。

男女共同参画との関連は薄いと考え
られるため独立した施策としては削
り，基本方向(15)「男女共同参画に
関する国際的な動きへの理解」で包
括して取り組むこととしました。

旧計画の基本方向(18)「男女が安心
して子育て・介護ができる環境づく
り」に介護への支援に関する施策が
なかったため，旧計画の№137・138
をこちらもに掲示し，再掲としまし
た。

36 市民の主体的な情報活用能力向上のための取組みの推進
内容が重複しているため，施策を１
つにまとめました。



番号 変更前の施策内容 変更後の内容等 修正点

121
（旧計画の№127）
(ひとり親家庭への)経済的支援の促進

経済的支援の促進
就学児童への学費等の支援を明確化
するため，担当課に学務給食課を追
加しました。

123
（旧計画の№129）
(ひとり親家庭への)相談体制の充実

相談体制の充実
就学児童への相談体制を明確化する
ため，担当課に指導課を追加しまし
た。

125

（旧計画の131）
生きがいづくりのための，世代間，ふれあい交流事業の
推進
　・高齢者サロンの充実
　・公園など身近なところでのふれあいの場の提供

公共施設等を利用した，世代間のふれあい交流事業の推
進

場所を公園などに限定せず施策を展
開するため，表現の修正を行いまし
た。

※これら以外にも，組織機構の改革に伴う担当課の修正や，文言の整理などを行っております。



第二次男女共同参画計画見直しにおける成果指標値の変更点一覧
基本 主要課題 H22 目標(H23) 進捗率 後期目標

目標 （重点課題） 実績（Ａ） 目標値(B) （Ａ／Ｂ） （H２８）

10 .8％

（H17)

35 .8％

（H17)

24 .4％

（H17)

4 .0％

（H18)

40 人

（H17)

4ヶ所

（H17)

18 .8％

（H17)

10世帯

（H17)

2校

（H18)

15,184人

（H17)
20,000人 126.1% 30,000人

目標を概ね達成できているので，目標値
を上方修正します。

100.0% 18校
成果値が上限値（全校での実施）のた
め，現状維持とします。

＜新規＞
取手市次世代育成計画の設定目標値と同
じとします。

育児に自信がもてる
母親の割合

保健センター調べ
(4ヶ月児健診時調査)

90.1% 95.0%4

子どもが安全で健やかに育
つ生活環境づくり

放課後子どもの居場
所づくり実施小学校
数

ｽﾎﾟｰﾂ生涯学習課調べ 18校 18校

高齢者・障害者等が安心し
て暮らせるための環境づくり

介護予防拠点施設へ
の参加者のべ人数

高齢福祉課調べ 25,149人

目標を概ね達成できているので，目標値
を上方修正します。

商業・農業等における男女
共同参画の推進

家族経営協定締結世
帯数

農政課調べ 12世帯 18世帯 66.7% 18世帯 現状維持とします。

100.0% 7ヶ所
現状維持とします。
※保育所民営化によりH24の総数は7園と
なり，全園での実施を目標とします。

就労の場における男女平等
の推進

職場における男女平
等感

政策調整課調べ
(市民アンケート調査)

21.1% 20.0% 105.50% 25.0%3

職業生活と家庭生活の両立
支援

延長保育実施保育所
数

子育て支援課調べ 8ヶ所 7ヶ所

35.0%
＜新規＞
事務職員数の男女比と同率を目標とします。

女性リーダー育成研
修会参加者数

秘書課調べ 47人 88人 53.40% 70人
現在補助事業を停止中のため，目標値を
下方修正します。

市の係長以上職員の
うち，女性職員の割
合

40.0% 現状維持とします。

市の管理職員のう
ち，女性職員の割合

人事課調べ(4/1現在) 5.7% 15.0% 38.0% 15.0% 現状維持とします。

40.0%

人事課調べ(4/1現在) 14.0%

71.50%

2 政策・方針決定過程への男
女共同参画の拡大

各種審議会等におけ
る女性委員の割合

秘書課調べ(4/1現在) 28.6%

86.75%1

男女共同参画の視点に立っ
た社会制度や慣行の見直
し，意識の改革

社会通念・慣習上の
男女の平等感

政策調整課調べ
(市民アンケート調査)

目標を概ね達成できているので，目標値
を上方修正します。

育児に参加する父親
の割合

保健センター調べ
(4ヶ月児健診時調査)

87.6% 95.0%
＜新規＞
取手市次世代育成計画の設定目標値と同
じとします。

男女共同参画を推進する教
育・学習の充実

学校における男女の
平等感

政策調整課調べ
(市民アンケート調査)

34.7% 40.0% 45.0%

評価指標 データソース
計画策定
時

設定理由

94.00% 20.0%
目標を概ね達成できているので，目標値
を上方修正します。

14.1% 15.0%


