
米沢市男女共同参画基本計画〈改訂版〉　「平成２４年度事業実施状況報告」

基本目標Ⅰ　人権と男女平等に配慮したまちづくり  < 実施状況 >　 A：実施した　 　B：一部実施した　　C：実施できなかった　　　
重点目標１　男女が互いの人権を尊重する意識を確立します  <目標達成度>　A：達成できた　B：概ね達成できた　C：目標に及んでいない　
施策の方向（１）　性別による固定的な役割分担意識の解消や社会慣行の見直し

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

・市役所１階市民ホールにおいてパネル
展を実施し、下記の展示を行った。（6月
18日～27日）
①ＤＶ防止についてのパネル
②平成23年度に募集した男女共同参
画川柳の入賞作品

・男女の固定的な役割分担意識に
基づく制度や慣習について問題を提
起し、男女共同参画社会について理
解を求める。

・パネル展示のほかに相談窓口の情報
提供やリーフレットも持ち帰ってもらえるよ
うにし、男女共同参画やＤＶについて
知っていただく機会が持てた。

・男女共同参画をテーマに川柳・標語募
集を行い、入賞作品決定後は、市役所
１階において入賞者の表彰式を行った。
（入賞作品の展示は25年度に実施）

・募集を行うことで男女共同参画につ
いて市民に関心を持ってもらう。

・小・中・高校、大学、一般から985作品
の応募があり、幅広く男女共同参画につ
いて考えてもらうきっかけとなった。また、
優秀作品や表彰式の模様を広報に掲
載することで、市民に関心を持っていた
だくことができた。

社会教育・体育課 広報よねざわ3月1日号に家庭教育特
集を掲載し、家族全員・地域全体での
子育てを促した。

Ａ 固定観念によらない子育てをしようと
いう機運を高める。

Ｂ 忙しい子育て中の方に読んでもらえるよ
う読みやすさを工夫し、家庭においては
意識改善が図られたが、地域全体として
の視点が弱い部分があった。

子育て中の地域との関わりについて、
もう少し深く掘り下げるよう改善する。

②　人権や男女共同参画
に関する実態・意識調査を
実施し、公表していきます。

総合政策課 審議会等における女性委員の登用状況
調査を行い、調査結果を市のホーム
ページに掲載した。

Ａ 審議会等の女性委員登用率を明ら
かにし、基本計画の進捗状況を明ら
かにする。
女性委員登用率の目標値：28年度
30％

Ｂ 調査結果を推進委員会へ報告し、ホー
ムページに掲載することで基本計画の
進捗状況を明らかにした。（24年度
27.4％）

今後も目標に達するよう、各課等に
働きかけていく。

基本目標Ⅰ　人権と男女平等に配慮したまちづくり
重点目標１　男女が互いの人権を尊重する意識を確立します
施策の方向（２）　人権尊重と男女平等意識の高揚と体制づくり

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

総務課 広報よねざわにおいて、人権擁護委員
の日、人権週間にちなんだ啓発の記事
を掲載したほか、山形県小学生人権書
道コンテスト作品展示会の周知を行っ
た。

Ａ 広報よねざわやホームページ等で、
人権に関する展示会の周知を行い、
多くの人に関心を持っていただくこと
により、人権意識の普及と高揚を図
る。

Ａ 作品展示会は、広報よねざわに記事を
掲載し、周知を図ったことで多くの市民
が作品を鑑賞いただいたことから、人権
意識の高揚を図ることができた。

総合政策課 広報よねざわに男女共同参画川柳の優
秀作品や表彰式、男女共同参画につい
ての記事を掲載した。

Ａ 男女共同参画社会に関する記事を
掲載することで、人権尊重や男女平
等について関心を高めてもらう。

Ａ 広報よねざわに掲載したことで、啓発活
動の推進につながった。

Ａ Ａ総合政策課①　性別による固定的な役
割分担意識の解消や社会
慣行の見直しを図るための
意識改革の啓発を行いま
す。

①　市の広報やホームペー
ジ等で人権尊重意識を高
める広報・啓発を行います。
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（商工観光課）
広報記事、各種ポスターやパンフレット
等の表現について、人権と男女平等に
十分配慮した。

Ａ 市が作成する公的な印刷物等にお
いては、人権と男女平等の視点か
ら、ふさわしい表現、文字を使用し、
市民に不快感を与えないよう配慮す
る。

Ａ 広報記事、各種ポスターやパンフレット
等の表現について、人権と男女平等の
視点に立った表現に十分配慮できた。

（都市計画課）
景観図画コンクールなどで公的な印刷
物の表現について人権及び男女平等に
十分配慮した。

Ａ 人権と男女平等の視点からふさわし
い表現、文字を使用し、市民に不快
感を与えないよう配慮する。

Ａ 個人名の表記を「さん」付けするなど人
権及び男女平等に配慮することができ
た。

（教育総務課）
印刷物等において、人権と男女平等に
十分配慮する。

Ａ 公的な印刷物等において、人権と男
女平等の視点からふさわしい表現、
文字を使用し、市民に不快感を与え
ないよう配慮する。

Ａ 十分配慮できた。

総務課 山形地方法務局米沢支局、米沢人権
擁護委員協議会米沢市部会の委員と
連携し、人権に関係した啓発活動を行っ
た。

Ａ 山形地方法務局米沢支局、米沢人
権擁護委員協議会米沢市部会の委
員と連携し、人権に関係した広報啓
発活動を展開し、人権意識の普及と
高揚を図る。

Ａ 山形地方法務局米沢支局、人権擁護
委員との連携により、人権に関係した広
報・啓発活動を行うことができた。

秘書広報課 広報よねざわ5月15日号、7月15日号
及び10月15日号で人権擁護委員を紹
介した。

Ａ 各メディアを使って相談窓口の周知
を図る。

Ａ 相談窓口のほか、人権週間や県小学生
人権書道コンテスト作品展示会等の周
知も行うことができた。

総務課 山形地方法務局米沢支局と連携し、人
権週間にちなんだ広報活動（広報よね
ざわに記事を掲載、街頭啓発活動の実
施）を行った。

Ａ 国・県と連動し、「人権週間」等の広
報・啓発活動を行うことにより、その
趣旨や人権尊重思想について広く浸
透させてゆく。

Ａ 山形地方法務局米沢支局との連携によ
り、人権意識を高める広報活動を行うこ
とができた。

総合政策課 男女共同参画週間（6月23日から29日
まで）に合わせて、市役所１階市民ホー
ルにおいて男女共同参画に関するパネ
ルや男女共同参画川柳入賞作品の展
示を行い、リーフレット等を自由に持ち帰
られるよう配置した（6月18日～27日）。
また広報掲載やポスター掲示により、男
女共同参画週間についての広報・啓発
を行った。

Ａ 来庁者にパネルや男女共同参画川
柳入賞作品を見てもらい、男女共同
参画社会への理解を深めてもらう。

Ａ パネル展示のほかに相談窓口の情報提
供やリーフレットも持ち帰ってもらえるよう
にした。

③　人権啓発活動にかかわ
る機関等（法務局、人権擁
護委員等）と連携・協力し、
積極的に人権啓発活動を
推進します。

②　市が作成する公的な印
刷物等の表現は、人権尊
重と男女平等の視点に立っ
て十分配慮します。

全課

④　「男女共同参画週間」
「人権週間」などの機会に
国・県と連動し広報・啓発
活動を行います。
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秘書広報課 ・広報よねざわの「無料相談のご案内」
のページに、人権侵害等に関する相談
窓口の一覧を掲載した。
・困りごと相談や人権に関する相談に対
応するとともに、より高度な相談に対応で
きる窓口の紹介を行った。
・「くらしの便利帳」に相談窓口を掲載し
た。

Ａ 各担当課の横の連携を図ることによ
り、円滑で効果的な対応を実現す
る。
各メディアを使って相談窓口の周知
を図る。

Ｂ 相談窓口担当者会は開催しなかったも
のの、日々の業務の中で、随時、連絡調
整を図ることにより、スムーズに相談者の
案内、誘導を行うことができた。また、
様々な媒体を活用し、相談窓口を広く
周知することができた。

こども課 庁内各課との連携を強化し、ポスター掲
示またパンフレットの窓口配布を行った。

Ａ 相談しやすよう、相談窓口のＰＲに努
める。

Ａ 相談件数が増加し、他窓口・機関との連
携も図られている。

高齢福祉課 ・米沢市高齢者虐待防止連絡会要綱に
基づき、市内各地域包括支援センター
を中心とした連絡会メンバーと連絡を密
にし、必要な支援を行った。
・被虐待者の養護老人ホーム等への措
置入所による保護を行った。
・高齢者の見守り支援事業を行ったこと
で、高齢者から訪問員へ、訪問員から
市役所内の関係部署へスムーズな対応
ができた。

Ａ 高齢者虐待の防止、高齢者虐待を
受けた高齢者の迅速かつ適切な保
護及び適切な養護者に対する支援
を行う体制を強化する。

Ａ ・米沢市内における高齢者虐待関係機
関等(法務局、保健所、警察署、弁護士
会、医師会、地域包括支援センター、民
生児童委員連絡協議会等)で構成する
米沢市高齢者虐待防止連絡会を設置
したことで、虐待を受けた高齢者の迅速
かつ適切な保護及び適切な養護者に対
する支援ができた。
・平成２５年２月２５日　米沢市高齢者
虐待防止連絡会を開催することができ
た。

総務課 関係する課等と協議し、具体策の検討
を行う。

Ｃ 人権に関する研修会等を開催し、担
当職員の知識の習得と人権意識の
高揚を図る。

Ｃ 研修会等の開催には至らなかった。 各課等に対して情報提供を行う方法
としたい。

総合政策課 山形県男女共同参画センター主催の
「相談機関実務者研修会」等の各種研
修について相談窓口担当課へ周知を
行った。

Ａ 人権に関する研修会について庁内に
情報を提供する。

Ｂ 相談窓口担当者の研修の機会が持て
た。

⑤　人権に関する相談窓口
の周知を図るとともに、相談
者にスムーズに対応できる
よう市役所内の連携を強化
します。

⑥　担当職員が人権に配
慮した対応ができるように研
修機会等の確保や情報提
供を行います。
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基本目標Ⅰ　人権と男女平等に配慮したまちづくり
重点目標２　人権尊重と男女平等の視点に立った教育・学習を推進します
施策の方向（３）　人権尊重と男女平等の視点に立った学校教育の推進

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　性別にとらわれずに、一
人ひとりの個性や能力を伸
ばす教育を充実します。

学校教育課 すべての学年で少人数学級編制が行わ
れているので、少人数の良さを生かし、
個に応じた指導の充実を図った。授業
研究会などで個に応じた指導のあり方に
ついて研修しあうとともに、座席表や個人
カルテの活用などを通して、一人ひとりの
見取りを大切にした授業作りについて、
学校訪問して指導した。

Ａ すべての学校で教員研修や校内研
究会のテーマとして取り上げる。

Ａ すべての小中学校で個に応じた指導に
取り組んでいる。

②　性別や障がいの有無に
とらわれずに、互いに協力し
助け合う、思いやりのこころ
を育む教育を充実します。

学校教育課 子ども達の人間関係を把握し、一人ひと
りの悩みやいじめなどの早期発見に努め
た。また、思いやりの心を育てることを道
徳教育の重点とし、「いのちの教育」を
行ってきた。

Ａ 児童生徒の様子や状況について、共
通理解を図る場を設け、学級経営や
授業改善に活かす。学校訪問の際
に、思いやりの心を育てる方策がとら
れているかを確認するとともに、啓発
に努める。

Ａ すべての小中学校で、共通理解の場を
設け、早期発見、早期対応に努めること
ができた。また、思いやりの心を育てる教
育に取り組んでいる。

③　インターネットや携帯電
話などで性情報が氾濫して
いる中、児童生徒の発達段
階に応じた適切な性に関す
る知識・情報が得られるよう
性教育を充実します。

学校教育課 保健体育や学級活動の年間計画に位
置づけ、発達段階のあわせて性教育を
実施した。

Ａ 確実に性教育を実施する。 Ａ すべての学校で取り組んだ。

④　かけがえのない生命や
人権を尊重する教育を充
実します。

学校教育課 道徳の時間や体験活動を通して、生命
尊重について重点的に指導した。人権
擁護委員の出前授業なども実施した。

Ａ すべての学校で全体計画を立て、計
画的に取り組む。

Ａ ｢いのちの教育」は山形県の重点でもあ
り、すべての学校で取り組んだ。

⑤　キャリア教育を展開す
るとともに、職場見学や職場
体験等の実践を通して、児
童・生徒が自らの進路選択
を主体的に捉え、将来を考
える教育を推進します。

学校教育課 キャリア教育指導計画の作成、及び、体
験活動を実施した。

Ｂ 全ての小中学校において、キャリア
教育指導計画を作成し、計画に基づ
いた授業や体験活動を実施する。

Ｂ 中学校における米沢チャレンジウィーク
の実施をはじめとし、体験活動の充実は
図れたが、指導計画の作成については、
すべての学校において作成を完了する
までには至らなかった。

小中学校9年間を見通したキャリア
教育のあり方についての検討、及び
作成に向けた呼び掛けと支援をして
いく。
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基本目標Ⅰ　人権と男女平等に配慮したまちづくり
重点目標２　人権尊重と男女平等の視点に立った教育・学習を推進します
施策の方向（４）　人権尊重と男女平等の視点に立った生涯学習の促進

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

総合政策課 県の男女共同参画センターとの共催で、
女性リーダー育成講座「チェリア塾」を開
催した。（置賜地域対象。連続4回。各
回15名参加）

Ａ 男女共同参画に関する基本的な知
識と考え方を身につけ、地域社会の
課題を捉え、問題解決に向けて行動
できる女性の人材育成を目指す。

Ａ 参加人数は少なかったものの、男女共
同参画への理解を深めてもらうことがで
き、また、今回の参加者が講座終了後
も、自主的に講座を企画するといった活
動の広がりがみられた。

社会教育・体育課 ・生涯学習フェスティバル記念講演会
「東北女子の底力」と題して、女性の社
会進出で地域が活性化した事例を学
ぶ。

Ａ ・地域で男女が協働で地域づくりに取
組み、女性の社会進出で地域が活
性化した事例を学ぶ。

Ａ ・地域で男女が協働で地域づくりに取組
み、女性の社会進出で地域が活性化し
た事例は、市民に生き方のヒントを提供
することができた。

・出演者が８人と多くいたため、話す
時間が足りなかった。充実した内容
を盛り込むためには、もう少し少ない
人数がよかったかもしれないが、観
客を集める効果は高かった。

・まちづくり人財養成講座
平成24年6月から11月までの12回
まちづくり、地域活性化に情熱を注いで
いる講師や市民を迎え講義を受けた。
10人の講師中4人が女性で、女性の潜
在能力を引き出す機会を提供した。

・「まちづくりプラン大賞」コンペティ
ションを開催し女性のアイディアが活
かせるまちづくりと女性の潜在能力を
引き出す機会を提供する。

・頑張っている女性の実践者に市民が
出会えることができてよかった。

・女性の参加者を増やす戦略が必要
である。

・中央公民館事業
1、2歳の子を持つママ対象講座　6回の
べ88人参加　女性講師全6人
再就職を目指す女性対象講座　4回の
べ49人参加　女性講師全4人
パパ対象講座　1回　8組17人参加
塩井コミセンと合同パパ対象講座　１回
13組30人参加

・講座参加を通して女性の社会参加
を促し、男性の家庭教育参加を進め
る。

・男女平等への理解が広がった。 ・講座受講後の各家庭での実践状
況は把握できていない。

総合政策課 男女共同参画に関するビデオやＤＶＤの
貸し出しを行う。
人権や男女共同参画に関する講座・講
演について、ＰＲを行う。

Ａ 講座の参加やビデオ等の鑑賞によ
り、人権尊重や男女共同参画につい
て広く知ってもらうとともに、意識を高
めてもらう。

Ｂ 県や各種団体で行う講座等に積極的に
参加していただけるよう、広報掲載や関
係団体へのお知らせ送付などで、情報
提供ができた。

ビデオ等の貸出実績はなかったが、
今後も広くＰＲしていきたい。

社会教育・体育課 置賜総合文化センター1階フロアへ、他
機関から届く「男女共同参画」関連講座
や講演会のポスター、チラシの掲示を行
う。

Ａ 置賜総合文化センター1階フロアへ、
他機関から届く「男女共同参画」関
連講座や講演会のポスター、チラシ
の掲示を行う。

Ａ 男女共同参画の周知を図ることができ
た。

男女共同参画の意識を高めるため
の講座、講演会への参加促進を図
る。

①　地域や家庭における男
女平等を推進するための講
演会や講座等の開催を推
進します。

②　人権尊重や男女平等
の意識を高めるための学習
に対して支援を行います。
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総合政策課 県男女共同参画センター主催の男性向
けのセミナー（マネーセミナー、エンディ
ングノートの書き方講座）について、広報
でのＰＲを行った。

Ａ 男性でも参加しやすいセミナーを通じ
て、男女共同参画への理解を深めて
もらう。

Ｂ 広報に掲載しＰＲすることができた。 いずれのセミナーも山形市での開催
であったため、参加が難しい場合も
多いと思われる。

社会教育・体育課 中央公民館事業
パパ対象講座　1回　8組17人参加
塩井コミセンと合同パパ対象講座　1回
13組30人参加

Ａ 家庭教育への男性の積極的参加を
促す。

Ａ 今後も講座で学んだことを子育てへ活か
したいとの声が大きく、関わり方を具体的
に教示できた。

会場の都合で、参加人数が制限され
た。

（健康課）
健康推進事業における、はつらつ運動
コースにて、託児機能を設け、参加者の
利便性を図った。

Ａ 子育て中の保護者が安心して、運動
指導を受講できるよう、託児スタッフ
の確保や、託児室の確保を行う。

Ａ 子育て中の保護者が安心して運動指導
を受講できるよう、スタッフの確保や受け
入れ環境を整えることができた。

（社会教育・体育課）
中央公民館事業託児
1、2歳の子を持つママ対象講座　6回の
べ85人
再就職を目指す女性対象講座　4回の
べ15人
松川コミセンと合同開催年長児対象講
座　1回2人

Ａ 子育て中の保護者の講座参加のた
め託児環境を整える。

Ａ 託児があることで、参加者の受講率と満
足度が高まった。

（文化課）
図書館主催の「ブックトーク講座」「おは
なしの部屋」「こども図書館フェア」や市
民文化会館自主事業の「子育て支援事
業」など、親子で参加できる事業を開催
した。また、置賜文化ホールの自主事業
において、有料ながらも事前申込による
託児サービス付きの事業を多く開催した
（12事業）。

Ａ 講演会や講座等を開催する場合
は、子どものいる人でも安心して参加
できるような環境に配慮する。

Ａ 限りある予算・人員の中で無料託児サー
ビスを展開することは難しい面があり、有
料ではあるものの託児サービス付きの事
業を開催し、子どものいる人でも参加で
きる環境を整えたことは、目標を達成で
きたといえる。また、親子で参加できる事
業を数多く開催したことは評価できる。

今後も有料託児サービス付きの事業
の開催や親子で参加できる事業を数
多く実施するなど、誰もが参加しやす
い環境を整備していく。

④　市が講演会や講座等を
開催する場合は、一時託児
室を設置するなど誰もが参
加しやすい環境を整えるよ
うに努めます。

③　男性の生活技術の習
得のための支援を行いま
す。

全課
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基本目標Ⅱ　男女が共に参画する活力あるまちづくり
重点目標３　意思決定の過程における男女共同参画を推進します
施策の方向（５）　政策・方針決定の過程に女性が参画できる体制づくり

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　各種審議会等への女
性委員の登用を推進しま
す。
・女性委員の割合を平成28
年(2016年)までに30％とす
ることを目標とします。
・女性委員ゼロの審議会等
を解消することを目標としま
す。

全課 （総務課）
・市防災会議　35名　女性3名
（8.57％）
・国民保護協議会　39名　女性3名
（7.69％）
・米沢市情報公開・個人情報保護審査
会　5名　女性1名（20％）

Ｂ 平成28年度までに女性委員の割合
を30％とする。

Ｃ 市防災会議の委員として女性2名を、国
民保護協議会の委員として女性1名を
増員することができたが、充て職の委員
枠や有識者に女性が少ない職種からの
選考枠などがあり、30％の達成は難し
かった。
業種によっては女性のなり手が少ないこ
とから、女性委員の割合を30％とするの
はなかなか難しい。

米沢市防災会議、国民保護協議会
については、関連する団体の長、自
治体の長、部長を委員に委嘱してい
るため、女性委員の割合が低い結果
となっている。
米沢市情報公開・個人情報保護審
査会の委員は、士業の方をお願いを
しているが、業種によっては女性のな
り手が少ない。

（総合政策課）
審議会等における女性委員の登用状況
調査を行った。
改選となる各審議会等について女性の
登用を働きかけた。

Ａ 各審議会等ごとの女性委員登用率
を明らかにし、女性委員の比率が目
標に達していない審議会には比率を
上げるように働きかけていく。
女性委員登用率の目標値：28年度
末30％

Ｂ 女性委員の登用推進を図るため、全て
の課等に対し女性委員の登用調査を行
い、その際に女性委員の積極的登用に
ついて働きかけを行った。（24年度
27.4％）

今後も目標に達するよう、各課等に
働きかけていく。

(秘書広報課）
米沢市広報委員会における男女構成比
を50%ずつとした。

Ａ 現在の委員総数は8人なので女性委
員を4人とする。

Ａ 女性委員の構成割合を50%にすることが
でき、女性委員の登用促進が図られた。

（国保年金課）
国民健康保険運営協議会
委員14名中、女性3名
任期が23年5月1日から25年4月30日
のため、24年度は改選なし

Ｃ 改選後に女性委員の割合を30％に
近づける。

Ｃ 24年度は改選がなかった。 委員のうち、保険医又は保険薬剤師
を代表する委員（4名）、公益を代表
する委員（4名）及び被用者保険等
保険者を代表する委員（2名）で約7
割程度を占めるが、その中に女性委
員がいない状況である。

（環境生活課）
米沢市自転車等駐車対策協議会委員
の改選

Ａ 女性委員の割合を30％以上とする。 Ａ 委員9名中女性委員3名を登用し、目標
を達成することができた。

米沢市環境審議会委員の女性委員を
30％となるようにする。

Ｃ 女性委員の割合を30％以上とする。 Ｃ 平成24年度は改選時期でなかったた
め、目標を達成することができなかった。
（委嘱期間Ｈ23～Ｈ24）

次回の委嘱時に女性委員の登用率
30％を目指す。

（社会福祉課）
①民生委員推薦会
②施策推進協議会
③介護給付費等の支給に関する審査
会
④自立支援協議会
⑤地域福祉計画策定委員会
　以上の委員の女性委員を30％となる
ようにする。

Ａ 女性委員の割合を30％以上とする。 Ｂ ①民生委員推薦会28.6％
②施策推進協議会46.7％
③介護給付費等の支給に関する審査
会30.0％
④地域自立支援協議会28.6％
⑤地域福祉計画策定委員会8.3％
　概ね30％を達成することができた。女
性の視点での意見を多数聞くことができ
た。

各審議会において女性登用割合に
ばらつきがあり、委員選定の方法を
検討する必要がある。
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（健康課）
市民セミナー実行委員会の構成メン
バーに女性委員を起用する。（6人／14
人中、42.8％）
健康づくり推進協議会に女性委員を起
用する（6人／14人 42.8％）
食育推進協議会に女性委員を起用す
る。（10人／14人 71.4％）

Ａ 30％を下回らないように女性委員を
起用する。

Ａ 男女構成比を40％以上とすることがで
き、女性委員の登用推進が図れた。

（高齢福祉課）
24年度介護保険運営協議会委員にお
ける女性の割合は46.7％、介護認定審
査会の女性委員は26.2％である。

Ａ 女性委員の割合を30％とする。 Ａ 介護保険運営協議会は30％を超えて
いる。介護認定審査会は、女性の医師
と歯科医師はごく少数のため、医師と歯
科医師の委員は男性が占めるが、それ
以外の委員の約半数は女性委員であ
る。よって目標は達成されていると思わ
れる。

女性の医師と歯科医師がごく少数で
あるため、その他の委員で女性委員
の割合を一定に保つ。

（商工観光課）
米沢市観光振興委員会における女性委
員の構成比率を30％とした。

Ａ 構成委員の女性比率を30％以上と
する。

Ａ 委員15名のうち女性を5名を委嘱したの
で、事業の目標値を達成することができ
た。女性委員を登用することにより、女
性の視点からの意見が数多く出て、委
員会の審議が活発となった。

(都市計画課）
改選時期に合わせて可能な限り女性委
員の登用を推進する。

Ａ 施策の目標値（2016年まで30％）と
する。

Ｂ 都市計画審議会14名中3名、景観形成
委員会9名中3名が女性である。なお、
都市計画審議会は平成24年度改選時
期であった。

平成28年までは30％としていきた
い。

(水道部業務課）
米沢市水道事業経営懇談会
委員10名中、女性委員5名（50％）

Ａ 構成委員の女性比率が30%以上と
なるよう努める。

Ａ 女性委員の登用推進が図られた。 次期改選時にも女性委員の割合が
30％以上となるよう努める。

（建築住宅課）
市営住宅入居者選考委員会委員10名
のうち女性委員を全体の30％の3名とし
た。

Ａ 本年度は委員改選期でないので、現
在の女性委員割合30％の3名を維
持する。

Ａ 委員10名中女性委員3名登用すること
ができ、女性の意見が反映された。

(社会教育・体育課）
・　社会教育委員・公民館審議会　20
名　女性8名　（40.0%）
・スポーツ振興審議会　  10名　女性2
名（20.0%）
・児童会館運営委員会　10名　女性4
名　（40.0%）

Ｂ 全ての審議会等で女性委員の比率
が30%以上となるように努める。

Ｂ スポーツ振興審議会は目標に対して1
名少なかったが、概ね目標が達成でき
たと考えられる。

今後もできる限り目標を達成できるよ
うに努める。
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（文化課）
・市立米沢図書館協議会委員　15名
女性7名
・米沢市文化財保護審議会委員　11名
女性1名
・米沢市史跡上杉治憲敬師郊迎跡保
存整備検討委員会委員　5名　女性0
名

Ｂ 女性委員ゼロの委員会等を解消する
よう努力する。

Ｃ 図書館協議会のほか、文化財保護審議
会でも新たに女性委員を登用した。
しかし、求めている専門分野に女性の専
門家が少ない等の理由で目標達成は困
難であった。

女性の割合が低い専門的な分野に
おいては、女性委員の登用は難し
い。

（選管事務局）
投票区の投票立会人の選考について、
各地区に対し女性の登用の推進に協力
を呼びかけた。
また、公募している期日前投票所の投
票立会人についても、女性の登用を推
進した。

Ａ 投票区及び期日前投票所の投票立
会人の女性の割合を50％とするよう
努める。

Ｂ 投票立会人になられた方々に対しては、
選挙に対する興味や関心を高めていた
だくよい機会を提供できたと思われる。ま
た、一方では、投票立会人に女性を登
用することで、投票所が和やかな雰囲気
となり、投票しやすい環境づくりができた
のではないかと思われる。

投票区の投票立会人の女性の割合
については、平成24年12月の衆議
院選で約41％と、目標値には及んで
いない。投票立会人の選考は、大
半、各地区のコミュニティセンターを
通じて行っており、これまでも女性の
登用の推進をお願いしているところで
はあるが、目標値に到達できるよう、
今後も引き続き協力を呼びかけてい
きたい。
期日前投票所の投票立会人として
選任した女性の割合については、平
成24年12月の衆議院選はも50％を
越え、目標値に到達したところである
が、次回以降の選挙も引き続き目標
を達成できるよう、様々な機会を通じ
て女性の積極的な応募を広く呼びか
けていきたい。

②　各種審議会等への女
性委員の登用を推進するた
めに女性人材情報の収集と
活用を図ります。

総合政策課 女性人材情報収集のための調査等を行
う。

Ｂ 各種審議会等への女性委員の登用
を推進するために女性人材情報の
収集に努める。

Ｂ 女性向け講座参加するなどして情報収
集を行ったが、活用まで至らなかった。

県で人材情報の収集を行っているこ
とから、参考にしつつ情報収集、活用
を検討していきたい。

③　各種研修等により市の
女性職員の能力の向上を
目指すとともに、登用を推
進します。

総務課 市町村アカデミー研修「ブラッシュアップ
女性リーダー」及び日本経営協会主催
「地方自治体女性職員交流研究会」へ
各１名の派遣を行った。

Ａ 各種研修等により、女性リーダーに
相応しい能力の向上を図る。

Ａ 派遣職員の能力向上を図ることができ
た。

基本目標Ⅱ　男女が共に参画する活力あるまちづくり
重点目標３　意思決定の過程における男女共同参画を推進します
施策の方向（６）　事業所や各種団体等の方針決定の場への女性の参画促進

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　女性の登用を推進して
いる事業所等の取組を広
報・啓発するなど、事業所
や各種団体等における男女
共同参画意識の高揚を図り
ます。

商工観光課 「男女いきいき子育て応援宣言企業登
録制度」のパンフレット及び申請用紙を
公共施設に設置した。また、公共のイベ
ント時でもパンフレットを配布し、周知に
努めた。

Ｂ 職場における女性の活躍推進や仕
事と家庭の両立支援に積極的に取り
組む企業をＰＲし、男女共同参画意
識の高揚に努める。

Ｂ 公共施設でパンフレット設置・配布を行
い制度の周知に努めたが、積極的に女
性の活躍推進や仕事と家庭の両立に取
り組む企業をPRできなかった。

企業への情報提供をするために、企
業協議会等で制度の周知に努める。
また、女性の活躍推進や仕事と家庭
の両立に取り組む企業をPRすべく、
広報を活用する。
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基本目標Ⅱ　男女が共に参画する活力あるまちづくり
重点目標３　意思決定の過程における男女共同参画を推進します
施策の方向（７）　女性の能力向上と参画意識の高揚

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

総合政策課 県の男女共同参画センターとの共催で、
女性リーダー育成講座「チェリア塾」を開
催した。（置賜地域対象。連続4回。各
回15名参加）

Ａ 男女共同参画に関する基本的な知
識と考え方を身につけ、地域社会の
課題を捉え、問題解決に向けて行動
できる女性の人材育成を目指す。

Ａ 参加人数は少なかったものの、男女共
同参画への理解を深めてもらうことがで
き、また、今回の参加者が講座終了後
も、自主的に講座を企画するといった活
動の広がりがみられた。

・生涯学習フェスティバル記念講演会
「東北女子の底力」と題して、女性の社
会進出で地域が活性化した事例を学
ぶ。

Ａ ・地域で男女が協働で地域づくりに取
組み、女性の社会進出で地域が活
性化した事例を学ぶ。

Ａ ・地域で男女が協働で地域づくりに取組
み、女性の社会進出で地域が活性化し
た事例は、市民に生き方のヒントを提供
することができた。

・出演者が8人と多くいたため、話す
時間が足りなかった。充実した内容
を盛り込むためには、もう少し少ない
人数がよかったかもしれないが、観
客を集める効果は高かった。

・まちづくり人財養成講座
平成24年6月から11月までの12回
まちづくり、地域活性化に情熱を注いで
いる講師や市民を迎え講義を受けた。
10人の講師中4人が女性で、女性の潜
在能力を引き出す機会を提供した。

・「まちづくりプラン大賞」コンペティ
ションを開催し女性のアイディアが活
かせるまちづくりと女性の潜在能力を
引き出す機会を提供する。

・頑張っている女性の実践者に市民が
出会えることができてよかった。

・女性の参加者を増やす戦略が必要
である。

・中央公民館事業
1.2歳の子を持つママ対象講座　6回の
べ88人参加　女性講師全6人
再就職を目指す女性対象講座　4回の
べ49人参加　女性講師全4人

・家庭教育・社会活動・就職活動で
個性や魅力を活かして自信を持って
活躍できる女性を育成する。

・受講者、講師とも能力向上につながっ
た。

②　男女共同参画を進める
団体やグループの活動を支
援します。

総合政策課 市内の団体やグループに県や男女共同
参画センターで行う各種事業の情報を
提供した。

Ａ 市内の団体やグループの活動を支
援し、男女共同参画社会に対する意
識の向上に努める。

Ｂ 各種事業等の情報提供により、ある程
度の支援につながった。

③　女性が様々な分野に参
画するための意欲の向上や
意識の高揚を図るための広
報・啓発を行います。

総合政策課 県の男女共同参画センターで開催する
各種研修や、男女共同参画人材育成
派遣事業について情報提供を行った。

Ａ 研修会や講座の情報を市民にＰＲ
し、女性の参画意識の向上に努め
る。

Ｂ パネル展の際にも、パンフレット等の配置
によりＰＲができた。

④　女性団体のネットワーク
化に向けて支援を行いま
す。

総合政策課 女性団体をはじめとする男女共同参画
や人権尊重を推進する団体同士の横の
つながりを作り、より一層の推進活動につ
なげる。

Ｂ 市内の団体やグループのネットワーク
化を支援し、男女共同参画推進活
動の支援につなげる。

Ｂ ネットワーク化とまではいかないものの、
ＤＶ防止のパネル展開催の際には、女
性団体や人権保護団体、市が協働して
相談窓口の周知活動を行い、今後の活
動につなげることができた。

社会教育・体育課

①　様々な分野における女
性リーダーを育成するため
の情報の提供や講座等の
開催を推進します。
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基本目標Ⅱ　男女が共に参画する活力あるまちづくり
重点目標４　地域社会における男女共同参画を促進します
施策の方向（８）　地域社会活動における男女共同参画の促進

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　性別による固定的な役
割分担意識の解消や社会
慣行の見直しを図り、男女
共同参画についての理解が
深まるように講演会や講座
等を開催します。

総合政策課 広報よねざわに男女共同参画社会づく
りへの取組に関する記事を掲載した。

Ａ 固定的な役割分担意識にとらわれ
ず、男女が協力してともに生きていく
意識の啓発を図る。

Ｂ 広報よねざわに男女共同参画川柳・標
語の入賞作品を掲載し、身近なところか
ら意識啓発を図ることができた。

今後も市での取組や、講座・講演会
の開催についての情報を提供してい
く。

総合政策課 山形県男女共同参画センターで開催す
る女性リーダー育成事業についてＰＲを
行った。
地域における男女共同参画推進事業
（意見交換会・ワークショップ）について、
団体等に情報提供を行った。

Ａ 女性リーダー育成の研修会や講習
会の情報を市民にＰＲし、女性の参
画意識の向上に努める。

Ｂ パネル展の際に、女性のチャレンジ応援
事業、就職相談事業についても市民に
情報提供できた。
地域における男女共同参画推進事業に
ついては、置賜各地の団体の方も参加
され、置賜地域の関係団体とのネット
ワークづくりのきっかけとなった。

社会教育・体育課 ・まちづくり人財養成講座
平成24年6月から11月までの12回
まちづくり、地域活性化に情熱を注いで
いる講師や市民を迎え講義を受けた。
10人の講師中4人が女性で、女性の潜
在能力を引き出す機会を提供した。

・中央公民館事業
1.2歳の子を持つママ対象講座　6回の
べ88人参加　女性講師全6人
再就職を目指す女性対象講座　4回の
べ49人参加　女性講師全4人

Ａ 講座受講により、受講生同士のつな
がりを構築し、講座終了後も自主的
に活動できるサークル化を促す。

Ａ ママ対象講座受講生は講座後も自主的
に集まり、子育てと並行して講師が主催
する地域活性化事業へ参加し、中心的
な役割を担っている。

再就職を目指す女性対象講座受講
者はそれぞれに就職がかなったり、
積極性を持つことができるようになっ
たりしているものの、自主的な活動を
行っているかどうかの情報を得る手
段がほとんどなく、現状を把握し切れ
ていない。

③　男女共同参画に関する
図書や資料等（ビデオ、ＤＶ
Ｄ等）を充実し、情報提供を
行います。

総合政策課 広報よねざわやホームページで、男女
共同参画に関するビデオやＤＶＤの貸し
出しについてＰＲを行った。

Ａ 個人や団体にビデオやＤＶＤを鑑賞し
てもらい、人権意識を高めてもらう。

Ｃ 図書やビデオ等の収集や、貸し出しにつ
いてのＰＲを広報やホームページで行っ
ているが、貸し出しの実績はなかった。

ホームページの新着情報でもＰＲを
行っていく。

④　地域社会活動に誰もが
参加しやすい体制を整える
ために、一時託児所の設置
を促進するための広報・啓
発や、一時託児所に関する
情報提供を行います。

こども課 よねざわ子育てハンドブックにより、一時
預かりの情報を提供したほか、「広報よ
ねざわ」にも一時預かりについて掲載し、
さらなる情報提供に努めた。

Ａ 必要な保護者への100％の提供。 Ａ 保護者のパート就労や傷病、リフレッシュ
等を図ってもらうための事業であるが、地
域社会活動参加にもつながっていけば
尚よいのではないか。

情報を必要とする保護者へ情報提
供できるよう、情報発信の方法を検
討しながら、さらなる事業展開をして
いきたい。

⑤　市民の男女共同参画
に関する自主的な事業を支
援します。

総合政策課 市内の団体やグループに県や男女共同
参画センターで行う各種事業の情報を
提供した。

Ａ 市内の団体やグループの活動を支
援し、男女共同参画社会に対する意
識の向上に努める。

Ｂ 各種事業等の情報提供により、ある程
度の支援につながった。

②　地域社会における自主
的な活動の中心的な役割
を担う女性を養成するため
の機会を拡大します。
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総合政策課 市民主体の地域づくり活動の支援目的
として25年度から実施する「輝くわがまち
創造事業」実施に向けた準備を行う。
なお、この事業の企画の際には、各地区
において老若男女偏りのないメンバーを
幅広く募り企画を作成することが要件と
なっている。

Ａ 事業を実施することにより住民の地
域づくりに対する意識が高まり、また
それぞれの地域の素晴らしい資源を
活かした魅力ある地域づくりにつなげ
ていく。

Ａ 25年度の事業実施に向けた準備を進め
ることができた。

社会教育・体育課 広報よねざわの中で、子育てにおける男
女共同参画に関する記事を掲載した。

Ａ 子育てにおいてサポートは不可欠で
あり、情報を得ることで安心して子育
てでき、支えている人がいる事の認
識を図る。また、実際に育児をしてい
る方の現状を周知する。

Ａ 助産師・栄養士・歯科衛生士・保育士
等の育児をサポートする人や、実際に育
児をしている（1～2歳児）親の子育て情
報について掲載することができた。

今後も広報などで啓発を図りたい。

基本目標Ⅱ　男女が共に参画する活力あるまちづくり
重点目標４　地域社会における男女共同参画を促進します
施策の方向（９）　防災における男女共同参画の推進

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　防災分野での性別によ
る固定的な役割分担意識
を見直すとともに、防災分
野における政策・方針決定
過程への女性の参画を推
進します。

総務課 条例を改正し防災会議に委員として女
性を2名増員したが、さらに条例改正を
し、増員することを可能にした。また、地
域防災計画に女性の参画についての記
述を掲載した。

Ａ 防災会議に委員として女性を増員で
きるよう条例改正を行う。また、地域
防災計画に女性の参画についての
記述を掲載する。

Ａ 防災の基本計画である地域防災計画策
定に関わる防災会議の委員として女性
委員を増員することを可能にした。

米沢市防災会議については、関連す
る団体の長、自治体の長、部長を委
員に委嘱しているため、女性委員の
割合が低い結果となっている。

②　災害時における男女の
ニーズの違いに配慮した支
援を行います。

総務課 地域防災計画に男女のニーズの違い等
男女双方の視点への配慮についての記
述を掲載した。

Ａ 地域防災計画に男女のニーズの違
い等男女双方の視点への配慮につ
いての記述を掲載する。

Ａ 地域防災計画に男女のニーズの違い等
男女双方の視点への配慮についての記
述を掲載することができた。

防災の基礎知識講座やまちづくり出
前講座等によりＰＲに努めるとともに、
今後は、広報よねざわやＨＰに掲載
するなどして、もう少し詳しい情報を
提供できるようにしたい。

基本目標Ⅲ　男女が共に個性と能力を発揮し働くことができるまちづくり
重点目標５　男女が互いにパートナーシップを発揮できる労働環境の整備を促進します
施策の方向（１０）　男女の均等な雇用機会と待遇の確保

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　事業所等に対して「男
女雇用機会均等法」等関
係法の周知のための広報・
啓発を行います。

商工観光課 関連機関のポスター掲示、パンフレット
の設置及びイベント等での配布で情報提
供を行った。

Ａ 事業主に対しＰＲを行い理解を求め
る。

Ａ ポスターやパンフレットでＰＲできた。

②　事業所等に対してセク
シュアル・ハラスメント防止
のための広報・啓発を行い
ます。

商工観光課 関連機関のパンフレットの設置で啓発を
行った。

Ａ 事業主に対しＰＲを行い理解を求め
る。

Ａ パンフレットでＰＲできた。

③　事業所等に対して女性
労働者の母性保護と母性
健康管理についての周知・
啓発を行います。

商工観光課 関連機関のパンフレットの設置で制度紹
介を行った。

Ａ 事業主に対しＰＲを行い理解を求め
る。

Ａ パンフレットでＰＲできた。

⑥　地域の課題解決に向け
て、地域づくりへの地域住
民の積極的な参画を促進
するとともに、市民主体の地
域づくり活動を支援します。
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基本目標Ⅲ　男女が共に個性と能力を発揮し働くことができるまちづくり
重点目標５　男女が互いにパートナーシップを発揮できる労働環境の整備を促進します
施策の方向（１１）　農林業・商工業等の自営業に従事する女性の就業環境の改善

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

農林課 家族経営協定書作成の際に適切な助
言を行う。

Ｂ 家族経営協定書での当該事項の明
文化

Ｂ 24年度は以前から締結していた1家族
が、内容の見直しを行った。その際には
女性を含めた関係する家族全員が参加
する旨の内容を盛り込んでいただいた。

普及、推進を図っていく。

商工観光課 パンフレットの設置及び配布で啓発を
行った。

Ａ 制度の周知を図り、女性の就職環境
の改善に努める。

Ａ パンフレットの設置及び配布で啓発でき
た。

農林課 家族経営協定書作成の際に適切な助
言を行う。

Ｂ 家族経営協定書での当該事項の明
文化

Ｂ 24年度は以前から締結していた1家族
が、内容の見直しを行った。その際には
女性を含めた関係する家族全員が参加
する旨の内容を盛り込んでいただいた。

普及、推進を図っていく。

農業委員会 農業委員の訪問による家族経営協定の
推進を行い、研修会等の情報提供を
行った。

Ａ 家族経営協定の締結を推進する。 Ｂ 女性農業委員の普及推進を通じ、家族
経営協定の締結等の成果があった。

男女共同参画社会の実現に向け、
なお一層の普及推進を図っていく。

基本目標Ⅲ　男女が共に個性と能力を発揮し働くことができるまちづくり
重点目標６　多様な働き方を可能にするための環境の整備を促進します
施策の方向（１２）　パートタイム・派遣労働者等の労働条件の向上

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　パートタイム労働法、労
働者派遣法、家内労働法、
最低賃金法等の法的権利
に関する啓発を行います。

商工観光課 ポスター掲示、チラシの設置や広報掲
載で制度紹介を行った。

Ａ 市の広報等を活用して制度の周知、
啓発に努める。
国、県など関係機関のポスターやＰ
Ｒチラシを公共施設等に掲示、設置
する。

Ａ ポスター掲示、チラシの設置及び広報
への掲載でPRできた。

基本目標Ⅲ　男女が共に個性と能力を発揮し働くことができるまちづくり
重点目標６　多様な働き方を可能にするための環境の整備を促進します
施策の方向（１３）　女性の就業ニーズを踏まえた雇用環境の整備

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

① 県などの関係機関と連
携し、起業を志す女性に対
して情報提供・相談等の支
援を行います。

商工観光課 パンフレットの設置、HPでの情報提供を
行った。

Ａ できるだけ多くの情報提供に努める。 Ａ パンフレットの設置やHPで制度紹介を行
い、起業の相談等支援を行った。

② 女性経営者育成のため
の講座等を支援します。

商工観光課 チラシの設置、ＨＰでの情報提供を行っ
た。

Ａ 多くの女性の参加に努め、実際の運
営面でも支援していく。

Ａ チラシの設置、ＨＰでの紹介を行い、講
座等の支援を行った。

①　女性が経営のパート
ナーであるとの認識の浸透
を図るための意識啓発を行
います。

②　農業従事者の就業環
境改善と意欲や能力が十
分発揮できるように家族経
営協定の普及・ＰＲを行いま
す。
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③ 結婚・育児・介護等で
仕事を一時中断した後再
就職を希望する人に対し
て、再就職セミナー等を開
催するなどの支援を行いま
す。

商工観光課 チラシの設置、HPで情報提供を行った。 Ａ 多くの女性の参加に努め、実際の運
営面でも支援していく。

Ａ チラシの設置、HPでPRを行い、セミナー
等の開催支援を行った。

総合政策課 チラシの設置により、女性のチャレンジ応
援事業、就職相談事業について情報提
供した。また、各団体等にも各種事業に
ついて情報提供を行った。

Ａ 仕事や就職についての相談窓口につ
いて、情報提供をする。

Ｂ パンフレットの設置等で、ある程度情報
提供できた。

商工観光課 市の広報において、内職相談、働くひと
のための緊急相談窓口についてPRを行
い、企業へも求職活動を実施した。
国、県など関係機関のPRチラシを公共
施設等に設置した。

Ａ 相談業務を行い、一般的な労働相
談や家庭内での仕事を希望する人
に内職の斡旋、紹介を行う。

Ａ 内職を希望する人に斡旋、紹介すること
ができて、働く場の提供ができた。
労働に関する悩みなどの解消を図ること
ができた。

基本目標Ⅲ　男女が共に個性と能力を発揮し働くことができるまちづくり
重点目標７　仕事と生活が調和した環境づくりを推進します
施策の方向（１４）　仕事と生活の調和を図るための環境づくり　

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

総合政策課 県の「男女いきいき・子育て応援宣言企
業登録制度」等について周知を行った。

Ａ 男女がともに仕事、家庭において両
立しやすい環境づくりの啓発を行う。

Ｂ パンフレット設置等で、ある程度情報提
供できた。

商工観光課 公共のイベントで次世代育成支援の制
度や認定企業についてのパンフレットを
配布し、山形労働局のファミリーフレンド
リー企業推進兼少子化対策着ぐるみを
活用しPRする。
国、県など関係機関のＰＲチラシを公共
施設等に設置する。

Ａ 男女がともに仕事、家庭において両
立しやすい環境づくりの啓発を行う。

Ａ パンフレット配布、設置やイベントでのPR
活動で啓発できた。

② 労働時間短縮のための
啓発を行います。

商工観光課 公共のイベントで次世代育成支援の制
度や認定企業についてのパンフレットを
配布し、山形労働局のファミリーフレンド
リー企業推進兼少子化対策着ぐるみを
活用しPRする。
国、県など関係機関のＰＲチラシを公共
施設等に設置する。

Ａ 男女がともに仕事、家庭において両
立しやすい環境づくりの啓発を行う。

Ａ パンフレット配布、設置やイベントでのPR
活動で啓発できた。

① 男女が共に仕事と生活
の調和の取れた働き方がで
きるよう、事業主や従業員
双方に働き方の見直しを行
うための啓発を行います。

④ 仕事に必要な資格や技
術などの情報収集を行い、
情報提供と相談体制を充
実します。
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総務課 男性職員の育休取得についての目標を
掲げ、積極的に取得促進に取り組んだ。

Ａ 米沢市特定事業主行動計画に基づ
き、男性職員の育児休業の取得促
進に重点的に取り組み、平成２７年
度まで男性職員の５％程度の取得
及び、一か月程度の取得を目指す。

Ｃ 女性職員の取得率は２４年度においても
９０％以上を達成。男性職員について
は、２３年度に１名の取得実績がある
が、２４年度においては実績なし。しかし
ながら男性職員の育休取得について
は、問い合わせ等が増加していることか
ら、近年関心が高まっていると思われ
る。

男性職員の取得率向上に向けた周
知等をより積極的に進めていく。

商工観光課 公共のイベントで次世代育成支援の制
度や認定企業についてのパンフレットを
配布し、山形労働局のファミリーフレンド
リー企業推進兼少子化対策着ぐるみを
活用しPRする。
国、県など関係機関のＰＲチラシを公共
施設等に設置する。

Ａ 制度の周知に努め、取得率の向上を
図る。

Ａ パンフレット配布、設置やイベントでのPR
活動で啓発できた。

④ 次世代育成支援対策
推進法に基づく認定制度、
認定マーク（くるみん）の広
報・周知を行います。

商工観光課 公共のイベントで次世代育成支援の制
度や認定企業についてのパンフレットを
配布し、山形労働局のファミリーフレンド
リー企業推進兼少子化対策着ぐるみを
活用しPRする。
国、県など関係機関のＰＲチラシを公共
施設等に設置する。

Ａ 事業主に対して、制度の周知に務め
る。

Ａ パンフレット配布、設置やイベントでのPR
活動で啓発できた。

③　育児・介護休業制度の
周知を図り、取得促進のた
めの啓発を行います。
・米沢市特定事業主行動
計画に基づき、市の職員の
育児休業取得について、引
き続き女性職員90％以上
の取得に努めると共に、平
成27年度（2015年）まで男
性職員5％程度の取得及
び、取得期間について1か
月を目標とします。
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基本目標Ⅲ　男女が共に個性と能力を発揮し働くことができるまちづくり
重点目標７　仕事と生活が調和した環境づくりを推進します
施策の方向（１５）　家庭における男女共同参画の促進

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

総合政策課 広報よねざわに男女共同参画社会づく
りへの取組に関する記事を掲載した。

Ａ 家庭における固定的な役割分担意
識にとらわれず、男女が協力してとも
に生きていく意識の啓発を図る。

Ｂ 「男女共同参画社会」についてや、今年
度の市の取組などを紹介しながら、意識
啓発を図ることができた。

今後も市での取組や、講座・講演会
の開催についての情報を提供してい
く。

・生涯学習フェスティバル記念講演会
「東北女子の底力」と題して、女性の社
会進出で地域が活性化した事例を学
ぶ。

Ａ ・地域で男女が協働で地域づくりに取
組み、女性の社会進出で地域が活
性化した事例を学ぶ

Ａ ・地域で男女が協働で地域づくりに取組
み、女性の社会進出で地域が活性化し
た事例は、市民に生き方のヒントを提供
することができた。

・出演者が8人と多くいたため、話す
時間が足りなかった。充実した内容
を盛り込むためには、もう少し少ない
人数がよかったかもしれないが、観
客を集める効果は高かった。

・まちづくり人財養成講座
平成24年6月から11月までの12回
まちづくり、地域活性化に情熱を注いで
いる講師や市民を迎え講義を受けた。
10人の講師中4人が女性で、女性の潜
在能力を引き出す機会を提供した。

・「まちづくりプラン大賞」コンペティ
ションを開催し女性のアイディアが活
かせるまちづくりと女性の潜在能力を
引き出す機会を提供する。

・頑張っている女性の実践者に市民が
出会えることができてよかった。

・女性の参加者を増やす戦略が必要
である。

・中央公民館事業
1.2歳の子を持つママ対象講座　6回の
べ88人参加　女性講師全6人
再就職を目指す女性対象講座　4回の
べ49人参加　女性講師全4人
パパ対象講座　1回　8組17人参加
塩井コミセンと合同パパ対象講座　1回
13組30人参加

・講座では夫婦で協力して子育てす
るよう固定的な役割意識解消を目指
す。

・講座では父親には得意分野を生かしな
がら子育てに積極的に参加するきっかけ
をつくることができ、母親には父親に思い
切って任せてみる機会を提供でき、役割
分担意識の解消につながった。

・広報よねざわに家庭教育特集としてみ
んなで子育てをテーマに掲載　4ページ

・子育ては母親だけでするものではな
く、家族で、地域で協力して行うという
考えを普及する。

・家庭教育広報では夫婦の絆や家族全
体で子育てする姿を市民に伝えることが
できた。

①　家庭における性別によ
る固定的な役割分担意識
の解消を図るために、市の
広報やホームページ等での
広報・啓発や講演会・講座
等の開催を推進します。

社会教育・体育課
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総合政策課 県男女共同参画センター主催の男性向
けのセミナー（マネーセミナー、エンディ
ングノートの書き方講座）について、広報
でのＰＲを行った。

Ａ 男性でも参加しやすいセミナーを通じ
て、男女共同参画への理解を深めて
もらう。

Ｂ 広報に掲載しＰＲすることができた。 いずれのセミナーも山形市での開催
であったため、参加が難しい場合も
多いと思われる。

社会教育・体育課 ・中央公民館事業
パパ対象講座　1回　8組17人参加
塩井コミセンと合同パパ対象講座　1回
13組30人参加
西部コミセンと合同就学前児童とその家
族対象講座　1回11組29人参加
松川コミセンと合同年長児対象講座　1
回　7人参加（両親での見学家族あり）

・青年の家事業
小学1、2年生とその親対象列車体験講
座　1回9組18人参加

Ａ パパ対象をうたった講座だけでなく、
家族対象の講座にも父親の参加を
促す。

Ａ パパ対象講座は好評を博し、家族対象
講座も流しそうめんや列車体験という父
親にも魅力的な内容とすることで、父親
の参加が多かった。また、年長児対象の
講座は託児を設けたり、講座後家族で
試食を行ったりしたことで、夫婦そろって
調理の様子を見守り、家族で会話を楽し
みながら試食することができた。

会場や交通手段等から参加人数の
制限がある。

基本目標Ⅲ　男女が共に個性と能力を発揮し働くことができるまちづくり
重点目標７　仕事と生活が調和した環境づくりを推進します
施策の方向（１６）　子育てや介護しやすい環境作り

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　ファミリー・サポート・セ
ンターや地域子育て支援セ
ンターを充実します。

こども課 就労している保護者の子育て支援のた
めファミリー･サポート･センターを設置し、
育児と就労の両面を支援し、地域全体
で子どもを生み育て、その成長を温かく
見守る環境の整備を図った。
また、市内５ヶ所に支援センターを設置
し、必要とする親子が利用しやすいよう
に、「広報よねざわ」や「子育てハンドブッ
ク」を通じて情報の提供を行っている。さ
らに、平成25年度に１か所増設するため
の準備を行った。

Ａ ファミリー・サポート・センターの認知
度の向上と利用の拡大を図る。
支援センターについては、設置する
地区のバランス等を考慮しながら、
在宅で子育てをしている家庭への支
援を継続して行っていく。

Ａ 平成25年3月末時点で利用会員560
人、協力会員109人、両方会員40人の
計709人が登録し、前年度末に比べ約
20人増加していることから、ファミリー・サ
ポート・センターの認知度が向上している
と考えられる。また、塾や保育所への送
迎等など、保護者からの様々な要望に
対して柔軟に対応し子育てを支援するこ
とができた。
平成23年度に新しく設置した子育て支
援センターの利用者も、施設の予想より
多く、情報発信は概ねできたと考えられ
る。母子の利用だけでなく、曜日によって
は父子や祖父母・家族での利用もあり、
事業の充実も図られている。

今後もより一層の情報提供に努め、
子育てしやすい環境作りを推進して
いく。

②　ネーミングの工夫を行う
ことや夫婦参加型の講座と
することなどにより、男性が
参加しやすい雰囲気づくりに
配慮しながら、家事、育児
等をテーマにした男性を対
象とする講座を開催し、家
事、育児等への参画を促進
します。
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②　保育所における乳児保
育や延長保育など、多様な
就労形態に対応した保育
サービスの確保を図ります。

こども課 延長保育については、12時間保育の園
が分園を含めて12園あり、それ以外の
園でも、すべての園で11時間の基本保
育時間を超えて延長保育を実施してい
る。乳児保育については、すべての園で
対応している。

Ａ 必要な保護者への100％の実施。 Ａ 全園で乳児保育に対応し、延長保育に
ついては、必要な保育士配置を行い、
保護者が希望すれば追加料金なしで延
長保育を利用することができる状況に
なっている。

認可保育所全園で満2か月からの保
育を実施している。あわせて全園で
延長保育を実施しており、うち12園で
は12時間保育、残りの園でも11時間
半超の延長保育を行っている。さら
なる保育時間の延長等については、
「保護者のため」だけでなく、「預けら
れる子ども」の立場から考慮する必
要がある。

③　学童保育を充実しま
す。

こども課 学童保育所に委託し、保護者が仕事等
で日中家庭にいない児童に対し、放課
後に適切な遊びや生活の場を提供し、
健全育成に努めた。
就学援助をうけている家庭については、
利用料（保育料）の補助を行った。
施設の耐震改修に対して補助を行い、
耐震化を図った。

Ａ 必要とするすべての児童が、よりよい
環境下で利用できるように事業を提
供する。

Ａ 学童保育所の利用児童は年々増加し、
学童保育所の大人数化が進んでいる。
国等で適正規模としている40人程度と
いう人数規模を維持するため、大規模
学童保育所の分割を行っている。また、
学童保育所がなかった小学校区に新た
な学童保育所を開設した。さらに、耐震
化の図られていない施設に対し、耐震診
断費及び耐震改修費を補助し、耐震改
修を行った。
施設からの要望の一つであった低所得
世帯への補助を開始した。

以前からある学童保育所の施設の
耐震化を図る必要があり、平成24年
度において補助を行ったが、全施設
で耐震化が図られたわけではない。
今回の耐震改修を行えなかった施
設に対する指導・支援が必要と思わ
れる。

④　介護サービスの充実・
周知を図ります。

高齢福祉課 ・65歳到達者に対し、介護保険制度パ
ンフレット「すこやか介護保険」を被保険
者証とともに送付
・パンフレットを窓口等で配布
・「広報よねざわ」での周知
　4/1号介護保険事業実施状況
　5/1号高齢者福祉計画・第5期介護
保険事業計画について

Ａ 介護保険事業の円滑な運営を図る
ためには、市民の制度に対する理解
と協力が必要となるので、介護保険
制度のパンフレットの配布や広報紙
への掲載等によりＰＲを図り市民の理
解と協力を求める。
入所待機者の多い施設の充実を図
る。

Ａ パンフレットの配布や広報誌の活用によ
る周知を図っており、介護保険料の負担
もあることから、介護保険に対する認知
度は高いと思われる。
24年度には特別養護老人ホームが1ヶ
所、小規模多機能型居宅介護事業所
が2ヶ所、新規に開設され、介護サービ
スの充実が図られた。

施設整備の要望もあるが、給付費の
増加は保険料に影響があるため、計
画的に実施せざるをえない。

⑤　介護に関する相談体制
を充実します。

高齢福祉課 介護保険指定事業所、市関係部署、医
療機関、保健所、警察署、民生委員等
の連携を図り、介護保険に関する相談
のほか、権利擁護、認知症や生活・環
境等に関する相談に対応した。

Ａ 高齢者が住み慣れた地域で、尊厳
あるその人らしい生活を継続すること
が出来るように、身近なところで総合
相談等の支援ができるよう、市内4圏
域に一箇所の地域包括支援セン
ターを設置し支援体制を整備をす
る。
高齢者が要支援・要介護状態の予
防やその重症化の予防、改善を図る
ための介護予防ケアマネジメントを充
実する。

Ｂ 関係機関等との連携は強化され、高齢
者に関する総合相談機能は果たされて
いる。
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基本目標Ⅳ　男女が自立し安心して暮らせるまちづくり
重点目標８　女性に対するあらゆる暴力の根絶
施策の方向（１７）　ＤＶ防止の啓発の強化及び相談機能・支援体制の充実

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

総合政策課 相談窓口の周知やポスター掲示やＤＶ
相談ナビカードの設置等を行った。

Ａ 困っている人が相談できる窓口につ
いて周知を行い、相談しやすいような
工夫をする。

Ａ ポスターを掲示し、庁舎１階の女子トイレ
等の手にとりやすいところにＤＶ相談ナビ
カードを設置することで、相談窓口の周
知ができた。また、パネル展示の際も、Ｄ
Ｖ相談に関するリーフレット等を持ち帰っ
てもらえるように配慮した。

こども課 庁内各課との連携を強化し、ポスター掲
示またパンフレットの窓口配布を行った。

Ａ 相談しやすよう、相談窓口のＰＲに努
める。

Ａ 深刻なケースが増えており、相談の内容
も複雑化・多様化している。

総合政策課 相談担当職員向けの研修について相談
窓口担当課へ周知を行った。

Ａ 人権に関する研修会について庁内に
情報を提供する。

Ｂ 相談窓口担当者の研修の機会が持て
た。

こども課 各種研修会に参加し、相談対応職員の
資質向上を図る。

Ａ 問題解決のため、速やかな対応がで
きるようにする。

Ａ 研修会への参加などで相談担当者の資
質の向上を図った。

③ ＤＶの防止と被害者保
護のため、関係機関との
ネットワーク化を図ります。

こども課 相談窓口の連携を強化するため、連絡
を密にする。また「相談機関実務者研修
会」等の研修会に参加し、相談対応職
員の資質向上を図った。

Ａ 問題解決のため、速やかな対応がで
きるようにする。

Ａ 協議会・研修会への参加などで相談担
当者の資質の向上・連携強化を図っ
た。

・高校生を対象に、三友堂看護専門学
校と共催で、デートＤＶ防止講座を開催
した。（１月26日開催。市内4校から13
名参加。）

ＤＶに比べ認知度の低いデートＤＶに
ついて知ってもらい、加害者にも被害
者にもならないようにするための知識
を得てもらう。

Ａ 初めての試みだったが、看護学校の協
力を得て、ピアエデュケーションの手法を
用いて開催することにより、高校生にとっ
て学びやすい雰囲気にできたと思われ
る。

・ＤＶ防止パネルを女性団体と共催で実
施するとともに、相談窓口周知のための
啓発活動を行った。

ＤＶ防止や人権尊重について考える
きっかけづくりとする。

Ａ 23年度までは、市単独でパネル展を実
施していたが、24年度は女性団体や人
権保護団体、市が協働してパネル展の
開催や相談窓口の周知活動を行うこと
ができた。

こども課 関係機関との連携を強化し、ポスター掲
示またパンフレットの窓口配布を行う。

Ａ 相談しやすよう、相談窓口のＰＲに努
める。

Ａ 協議会・研修会への参加などで相談担
当者の資質の向上・連携強化を図っ
た。

① ＤＶ等に関する相談窓
口の周知を図るとともに、相
談者にスムーズに対応でき
るよう市役所内の連携を強
化します。

② 相談担当職員の資質
向上を図るため、研修機会
等を確保します。

Ａ総合政策課④ 関係機関、女性団体等
と連携して、あらゆる世代の
人に対してＤＶ防止につい
て、普及啓発を強化しま
す。
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基本目標Ⅳ　男女が自立し安心して暮らせるまちづくり
重点目標９　支えあい自立し暮らすための社会環境づくりを推進します
施策の方向（１８）　子育て支援体制の充実と子育て環境の整備促進

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　ファミリー・サポート・セ
ンターや地域子育て支援セ
ンターの充実を図ります。
（再掲）

こども課 就労している保護者の子育て支援のた
めファミリー･サポート･センターを設置し、
育児と就労の両面を支援し、地域全体
で子どもを生み育て、その成長を温かく
見守る環境の整備を図った。
また、市内５ヶ所に支援センターを設置
し、必要とする親子が利用しやすいよう
に、「広報よねざわ」や「子育てハンドブッ
ク」を通じて情報の提供を行っている。さ
らに、平成25年度に１か所増設するため
の準備を行った。

Ａ ファミリー・サポート・センターの認知
度の向上と利用の拡大を図る。
支援センターについては、設置する
地区のバランス等を考慮しながら、
在宅で子育てをしている家庭への支
援を継続して行っていく。

Ａ 平成25年3月末時点で利用会員560
人、協力会員109人、両方会員40人の
計709人が登録し、前年度末に比べ約
20人増加していることから、ファミリー・サ
ポート・センターの認知度が向上している
と考えられる。また、塾や保育所への送
迎等など、保護者からの様々な要望に
対して柔軟に対応し子育てを支援するこ
とがでた。
平成23年度に新しく設置した子育て支
援センターの利用者も、施設の予想より
多く、情報発信は概ねできたと考えられ
る。母子の利用だけでなく、曜日によって
は父子や祖父母・家族での利用もあり、
事業の充実も図られている。

今後もより一層の情報提供に努め、
子育てしやすい環境作りを推進して
いく。

②　子育て支援短期利用
事業（ショートステイ）の利用
を促進します。

こども課 子育て中の保護者が病気や冠婚葬祭
などで養育できなくなった時に、児童養
護施設で養育することができるようにし
た。利用期間は年間に14日。

Ａ 事業のPRに努め利用者を増やす。 Ｂ H24年度は延32日の利用に留まり、H23
年度の56日より減少した。PR内容は従
来同様であるため、需要が少なかったこ
とが考えられる。

需要があっても利用条件に合わない
こともあるが、引き続きPRに努めてい
く。

③　学童保育を充実しま
す。（再掲）

こども課 学童保育所に委託し、保護者が仕事等
で日中家庭にいない児童に対し、放課
後に適切な遊びや生活の場を提供し、
健全育成に努めた。
就学援助をうけている家庭については、
利用料（保育料）の補助を行った。
施設の耐震改修に対して補助を行い、
耐震化を図った。

Ａ 必要とするすべての児童が、よりよい
環境下で利用できるように事業を提
供する。

Ａ 学童保育所の利用児童は年々増加し、
学童保育所の大人数化が進んでいる。
国等で適正規模としている４０人程度と
いう人数規模を維持するため、大規模
学童保育所の分割を行っている。また、
学童保育所がなかった小学校区に新た
な学童保育所を開設した。さらに、耐震
化の図られていない施設に対し、耐震診
断費及び耐震改修費を補助し、耐震改
修を行った。
施設からの要望の一つであった低所得
世帯への補助を開始した。

以前からある学童保育所の施設の
耐震化を図る必要があり、平成２４年
度において補助を行ったが、全施設
で耐震化が図られたわけではない。
今回の耐震改修を行えなかった施
設に対する指導・支援が必要と思わ
れる。

④　子育てボランティアの育
成と子育てサークルのネット
ワーク化を推進します。

こども課 ファミリー・サポート・センターの事業をと
おして、協力会員の育成を図った。

Ａ 地域ぐるみの子育て支援を普及す
る。

Ａ ファミリー・サポート・センター事業では、
会員に対して育児サポート講習会を開
催し、子育てボランティアの育成を図っ
た。

講習会に参加する会員や、実際にサ
ポートできる協力会員が限定されて
いることから、会員に対する講習会の
周知を徹底するとともに、新規の協
力会員の登録に繋がるよう、事業の
周知方法を工夫する必要があると考
える。

⑤　公共施設内の育児支
援機能を充実します。

各施設担当課 （財政課）
庁舎前駐車場において、通常の駐車区
画よりも広い「おもいやり駐車場」を設置
した。

Ａ おもいやり駐車場があるということを
知ってもらい、適正に使用してもらう。

Ｂ おもいやり駐車場の設置により、小さいお
子さん連れの方でも乗り降りしやすい駐
車場を提供できるようになった。

おもいやり駐車場が優先駐車場だと
いうことが分かりにくい状況なので、一
目でわかるよう改善が必要。
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基本目標Ⅳ　男女が自立し安心して暮らせるまちづくり
重点目標９　支えあい自立し暮らすための社会環境づくりを推進します
施策の方向（１９）　ひとり親家庭への支援

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　母子自立支援員、家庭
児童相談員による相談体
制を強化します。

こども課 母子福祉資金の貸付などの母子家庭に
対する支援や父子家庭に対する支援策
の紹介など、また各家庭で抱えている問
題への対応などを行った。

Ａ 研修会への参加などで相談員の資
質の向上を図ると共に、関係機関と
の連携を強化し問題解決に努めた。

Ａ 研修会等への積極的な参加を図るな
ど、相談員の資質の向上と関係各機関
との連携を強化し、問題解決に努めた。

②　ひとり親家庭に対する
支援を行います。

こども課 医療給付事業や児童扶養手当の支給
など父子家庭に対する支援が拡大され
たことの周知を図る。

Ａ 相談業務とあわせ、父子家庭への支
援事業の周知に努め、情報の提供を
行う。

Ａ 市報等を通じ、父子家庭を含めたひとり
親世帯への支援事業の周知が図られて
いる。また、相談業務と連携を図り、父
子家庭への支援受給も促されている。

基本目標Ⅳ　男女が自立し安心して暮らせるまちづくり
重点目標９　支えあい自立し暮らすための社会環境づくりを推進します
施策の方向（２０）　高齢者及び障がい者の地域社会における共生に向けての支援と介護体制の充実

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　障がいに応じたサービ
スや地域社会における共生
について相談体制を強化し
ます。

社会福祉課 ①指定相談事業所である「あずさ」及び
「すてっぷ」では、毎月の定例報告の実
施等により、関係機関との連携を密に
し、困難事例に対しては個別支援計画
を作成し、障がいの特性に応じたサービ
ス内容の充実を図った。
②「ライフサポートとまり木」等地域活動
支援センターにおいて精神障がい者の
社会復帰の促進を図った。
③職員の質の向上を図るため研修会等
に参加したり、情報の共有化と係内での
業務のチーム化等により、窓口業務にお
ける相談支援体制を充実させた。

Ａ ①障がい者の目線にたった相談支
援を行いながら自立を促がすような
複合的なサービス利用を働きかけ
る。
②男性からの目線、女性からの目線
を意識し、地域の社会的資源やサー
ビスを生かした自立した生活を支援
する。

Ａ 相談支援事業所や市役所窓口での相
談は年々増加し、相談内容は多岐にわ
たり複雑で時間のかかる相談が多くなっ
ている。就労継続支援Ｂ型や就労移行
等のサービスの提供により自立を促がす
支援が多くなっている。米沢市地域自立
支援協議会では、課題事に専門支援部
会で協議し、相談支援体制の強化を
図っている。

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援する法律が一部を除
き平成２５年４月１日に施行されたこ
とから、新法に合わせた支援体制に
調整していく必要がある。
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社会福祉課 ①米沢市自立支援協議会にて子ども支
援部会において関係機関のネットワーク
化を図る。
②障がい児支援に関わる健康福祉部担
当課（健康課、こども課、社会福祉課）
でプロジェクトチームを作り協議を行う。

Ａ ①障がい児を持つ保護者の意見及
び要望等を考慮し、米沢市自立支
援協議会における障がい児支援部
門での機能の充実を図る。
②プロジェクトチームで情報の共有を
図る。

Ａ ①米沢市地域自立支援協議会子ども
支援部会を開催し関係機関のネットワー
クを構築した。
②プロジェクトチームでの情報の共有は
概ね図れた。

米沢市地域自立支援協議会子ども
支援部会で課題について、協議し具
体的対策を立てる。

こども課 制度改正により24年度から施行した「障
がい児相談支援」（指定を受けた事業所
の専門の相談員が障がい児の心身の状
況や環境を踏まえ「支援計画」を策定
し、関係機関と連携しながら継続して障
がい児を支援していくもの。）を、支援の
必要度の高い児童に実施した。対象児
延べ人数：22人

Ａ 障がい児の家族が、様々な福祉サー
ビスや支援の知識を得ることにより、
利用するサービスや支援の選択肢が
増え、また、福祉サービスや支援を
提供する事業所間の関係機関に対
して、相談員が連絡調整をしながら
支援体制の構築を図る。

Ａ 制度開始の初年度のため、制度の周知
に努めた。「障がい児相談支援」の実施
により、保護者への支援体制の構築に
効果があった。

「障がい児相談支援」の提供体制の
整備（事業所と相談支援専門員の
増）が必要である。

③　介護に関する相談体制
の充実を図ります。（再掲）

高齢福祉課 介護保険指定事業所、市関係部署、医
療機関、保健所、警察署、民生委員等
の連携を図り、介護保険に関する相談
のほか、権利擁護、認知症や生活・環
境等に関する相談に対応した。

Ａ 高齢者が住み慣れた地域で、尊厳
あるその人らしい生活を継続すること
が出来るように、身近なところで総合
相談等の支援ができるよう、市内4圏
域に一箇所の地域包括支援セン
ターを設置し支援体制を整備をす
る。
高齢者が要支援・要介護状態の予
防やその重症化の予防、改善を図る
ための介護予防ケアマネジメントを充
実する。

Ｂ 関係機関等との連携は強化され、高齢
者に関する総合相談機能は果たされて
いる。

各種職能団体等との連係体制の構
築及び強化を図り、相談機能の更な
る充実を図る必要がある。

④　ケアマネジャーやヘル
パーなどの能力向上に向け
た研修会などを開催しま
す。

高齢福祉課 米沢市介護支援専門員連絡協議会と
協働し、口腔機能や成年後見制度に関
する研修会の開催、米沢市医師会との
意見交換等の実施を通じ、ケアマネ
ジャーの資質向上を行った。

Ｂ 高齢者が住み慣れた地域で、尊厳
あるその人らしい生活を継続すること
が出来るようにするために、介護保
険制度の要でもあるケアマネジャー
の資質向上を図る研修会・事例検討
会、関係機関との連携を継続して行
う。

Ｂ ケアマネジャーへの研修会等は実施し
ているものの、ホームヘルパーを始めと
するサービス提供者に対する研修会等
の開催には至らなかった。

ケアマネジャーのほか、サービス提供
者を含めた合同研修会等を開催し、
両者の資質向上と多職種連携の強
化を図る必要があり、内容のほか開
催時間等も検討する。

⑤　介護サービス提供事業
者が行う介護サービスの質
の向上を推進します。

高齢福祉課 ・地域密着型サービス事業者等に対し
て指導を行い法令や通達を周知すると
ともに、届出に対する対応を行った。

Ａ ・介護保険事業の給付等に係る居宅
介護サービス等の内容及び介護給
付等に係る費用の請求等に関し法
令、通達等を周知徹底させ、居宅
サービス等の質の確保及び保険給
付の適正化を図る。
・利用者の声を事業者に届け、苦情
の発生を未然に防ぐとともに、介護
サービスの質向上を図る。
・ケアプラン作成やサービス事業者
等との連絡調整等行うケアマネ
ジャーの資質向上を図る。

Ａ ・給付適正化への取組を充実していくこ
とが必要。
・ケアマネジャーに関する事項は上の欄
のとおり。

②　障がい児支援のため、
関係機関等による支援体
制を構築します。
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⑥　地域包括支援センター
の機能を充実します。

高齢福祉課 高齢者の総合相談窓口として、多種多
様な相談等に対応するとともに、各種研
修会にて自己研鑽に努めた。
地域包括支援センター連絡会を開催
し、全センター合同での事例検討の実施
や情報共有、意見交換等を行った。

Ａ 高齢者が住み慣れた地域で、尊厳
あるその人らしい生活を継続すること
ができるようにするために、①共通的
支援基盤整備,②介護予防ケアマネ
ジメント、③総合相談支援、④権利
擁護、⑤包括的・継続的ケアマネジ
メントを適切に実施し、出来る限り介
護状態にならないよう支援する。
地域包括支援センター職員の資質
向上のための研修会、関係機関との
情報交換会等を行い高齢者の健康
の保持、増進を図る。

Ｂ センター職員の資質向上も図られ、
様々な課題に対しても適切に対応され
ている。

高齢者が地域での生活を継続できる
ようにするため、地域包括ケアシステ
ムの構築を推進する必要がある。

基本目標Ⅳ　男女が自立し安心して暮らせるまちづくり
重点目標９　支えあい自立し暮らすための社会環境づくりを推進します
施策の方向（２１）　市内に在住する外国人への支援

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

① 関係団体（米沢市国際
交流協会等）と連携し、日
本語教室やサポート講座等
の開催により、日本語や日
本文化の学習機会を提供
するとともに、多言語生活ガ
イドブック等の発行や外国
語による生活相談の窓口を
設置し、外国人の生活の支
援を行います。

秘書広報課 米沢市国際交流協会と連携し、語学レ
ベルに合わせた日本語講座を毎月4回
程度開催するとともに、各種交流事業の
実施により日本語や日本文化の学習機
会を提供した。また、英・中・韓三か国語
による広報紙「YONEZAWAJIN」や「冬の
暮らし方」、「ごみの分別」などの生活ガ
イドブックを作成・配布するとともに、外国
語による相談窓口や相談電話を開設
し、外国人の生活支援を行った。

Ａ 関係団体と連携し、外国人に対して
日本語や日本文化の学習機会を提
供するとともに、多言語生活ガイド
ブック等の発行や外国語による生活
相談の窓口を設置することにより、外
国人の生活支援を行う。

Ａ 今年度から、日本語講座を初・中・上級
に分けて開催するなど、個人のレベルに
合わせたきめ細やかな学習機会を提供
するができた。また、新たに「米沢冬の暮
らし方情報」の発行や「相談電話」を設
置することにより、内在していた在住外国
人の不安や疑問などの解消が図られ
た。
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基本目標Ⅳ　男女が自立し安心して暮らせるまちづくり
重点目標９　支えあい自立し暮らすための社会環境づくりを推進します
施策の方向（２２）　地域社会における共生を支える社会環境の整備

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

（財政課）
降雪時等に身体障がい者がピロティ内に
自動車を駐車できるよう職員通用口の
段差を解消する。

Ａ 降雪時等でも身体障がい者が来庁し
やすいよう環境を整備する。

Ａ ピロティ内に駐車することによって、悪天
候時においても車いすで安全に来庁で
きるようになった。

（環境生活課）
市民バスに交通バリアフリー法に適合し
た車両を導入した。

Ａ 公共交通機関のバリアフリー化を推
進することで、誰もが安心して暮らせ
る社会環境の整備に貢献する。

Ａ 段差のない床面、認知性の高い配色、
車いすスペースの確保など、高齢者等
移動制約者に配慮した車両を導入した
ことで、誰もが安心して暮らせる社会環
境の整備につながった。

バリアフリー化も重要であるが、公共
交通体系そのものが地域のおでかけ
を支えられるような仕組みになってい
るか再考が必要。

② 高齢者や障がい者に配
慮した計画的な市営住宅の
改修を行います。

建築住宅課 市営住宅塩井町団地建替等事業3号
棟38戸のうち、高齢者向けとして8戸（シ
ルバーハウジング）を建設する。高齢者
の安全等に配慮して、次のような設備・
システムを整備行う。
①全室フローリング　②広いトイレ　③緊
急通報システム　④エレベーター及びス
ロープ並びに引き戸式玄関扉

Ａ 市営住宅塩井町団地建替等事業3
号棟38戸のうち、高齢者向けとして8
戸（シルバーハウジング）を建設する
ため。

Ａ 計画どおりに事業契約を行い、3号棟建
設に着手できた。

③ 市街地における高齢者
向けの優良賃貸住宅などの
利用を促進します。

建築住宅課 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業に
より建設した賃貸住宅の事業主体に、家
賃減額補助金を交付した。

Ａ 急激な高齢社会の進展により増加す
る、単身高齢者や夫婦世帯高齢者
の居住の安定を図るため、民間賃貸
住宅を活用し、高齢者の身体機能に
対応した設計や設備など、高齢者に
配慮した良質な賃貸住宅ストックの
早急な形成を目的とする高齢者向け
優良賃貸住宅供給事業により建設し
た賃貸住宅の事業主体に家賃減額
補助金（補助予定額17,050千円）を
交付して、高齢者の居住の安定を図
る。

Ａ 16,154千円の家賃減額補助金の交付
を行い、約95％の交付額となった。

各施設担当課①　公共施設、公共空間、
公共交通機関のバリアフ
リー化を推進します。
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基本目標Ⅳ　男女が自立し安心して暮らせるまちづくり
重点目標１０　男女が生涯を通じて健やかに暮らすための健康づくりを推進します
施策の方向（２３）　母性保護・母子保健の充実

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

健康課 母子健康手帳交付時に保健師や助産
師が面接し、健康管理や働きながら妊
娠・出産・育児される方への情報低提供
を行った。

Ａ 相談者がゆったりとした気持ちで相談
できるよう、環境を整備しながら母子
健康相談を実施する。

Ａ 母子健康手帳交付時に保健師や助産
師が面接し、必要な情報を提供するとと
もにパンフレットを配布した。

学校教育課 性教育や道徳の一環として取り組んだ。 Ａ すべての学校で取り組む。 Ａ 性教育の中で、母性保護についても取り
上げて指導した。

② 妊娠・出産期と乳幼児
の母子保健体制を充実しま
す。

健康課 こんにちは赤ちゃん訪問、乳幼児健康
診査等母子保健事業を展開した。子ど
もの発育・発達に関するだけでなく、両親
の心身の健康状態や父親の育児参加
状況を確認しながら必要時、相談やそ
の後の継続支援を行った。

Ａ 母子保健事業で両親の心身の健康
状態や父親の育児参加状況等を確
認しながら必要時支援を行う。

Ａ 母子保健事業の中で実施した。

③ 不妊治療に関する相談
や助成、情報提供などの支
援を行います。

健康課 Ｈ24から特定不妊治療費助成事業を実
施した。不妊に関する相談がある場合
は、置賜保健所の相談事業や医療機関
等の情報提供などの支援を行う。

Ｂ 不妊に関する相談がある場合は対
応し、必要時置賜保健所の相談事
業や医療機関等の情報提供などの
支援を行う。

Ｂ 不妊治療に関する研修等で情報を得な
がら相談に対応できるようにした。

不妊治療に対する情報を提供しなが
ら、相談に対応できる体制を整える。

基本目標Ⅳ　男女が自立し安心して暮らせるまちづくり
重点目標１０　男女が生涯を通じて健やかに暮らすための健康づくりを推進します
施策の方向（２４）　生涯にわたる健康づくりの推進

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

健康課 妊娠・出産等女性が健康状態に応じた
自己管理ができるよう健康相談に応じ
た。

Ｂ 相談窓口の周知に努める。 Ｂ 健康相談で対応した。

学校教育課 性教育やいのちの教育の一環として取り
組んだ。

Ａ 女性の生涯にわたる健康の問題につ
いて、意識啓発を図る。

Ａ いのちの教育の中で取り上げた。

②　自己健康管理の意識を
持ち、健康の保持・増進に
対する意識の啓発を行いま
す。

健康課 健診受診率向上対策事業、地区健康
教室、市民セミナー（講演会）の開催
や、幅広い周知活動を展開し、健康づく
りに対する意識の啓発を行った。

Ｂ 健診受診者数の増加に努める。 Ｂ 各健診事業においては、受診者数の増
加も見られ、一定の効果が得られた。

全体的に受診率が低迷しており、受
診率向上に向けた更なる工夫が必
要である。

③　生活習慣病予防のため
の健康づくりを推進します。

健康課 成人の健診や歯周疾患検診、健康運
動指導等を行い、健康づくりの推進を
図った。

Ｂ 生活習慣を改善し、より健康意識が
向上するよう支援する。

Ｂ 広報での周知、無料クーポン券の発行
等、必要な情報提供を行うことができ
た。

的確な支援ができるよう、多方面か
らの周知活動の展開が必要である。

①　リプロダクティブ・ヘルス
／ライツの意識啓発を行い
ます。

① 母性保護の重要性と正
しい知識の啓発を行いま
す。
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健康課 自殺対策事業を実施する。 Ｂ 自殺者の現状（Ｈ22)より減少させ
る。

Ａ 減少した。

高齢福祉課 「生きがいと創造の事業」の実施
すこやかセンターを主会場とし、市内在
住のおおむね60才以上の高齢者が参
加し、陶芸、籐づる、木彫、園芸、手芸、
水墨画、日本画の7つの部会でそれぞ
れ創作活動を行った。

Ａ 高齢者が持つ豊富な経験並びに知
識及び技能を生かし、他の高齢者と
共に意欲的な創造的活動及び生産
活動を行うことによって高齢者の生き
がいと社会参加を促進し、もって社
会的孤立感を解消し、自立した生活
を助長する。

Ａ 参加者における自主活動を基本としてお
り、また創作物のレベルも年々向上して
いることなどから、生きがいづくり、社会参
加の促進といった目的は達成されてい
る。

会員が固定化しており、より多くの方
が参加できるような体制づくりが必
要。

学校教育課 Q-Uアンケート等の諸調査を活用した実
態把握に努め、教育相談に生かした。

Ａ Q-Uアンケート等の実態把握のため
の諸調査を実施し、その結果を校内
で分析し、教育相談に活かす。

Ａ アンケートの結果をもとに、教師と子ども
が向き合う時間を意図的に作ったこと
で、子どもたちが相談しやすい雰囲気作
りができた。

⑤　女性特有の健康上の
問題や女性に多くみられる
疾病について情報提供を行
い、相談体制を充実しま
す。

健康課 がん検診推進事業に基づき、検診の周
知や受診体制の整備を図った。また、相
談員を常時配置して、相談支援の充実
を図った。

Ａ 検診受診者数の増加、疾病の早期
発見及び早期治療に努める。

Ｂ 昨年並みの受診者数及び受診率に留
まった。

未受診者対策の強化と、精検受診
率の向上に努める必要がある。

健康課 印刷物などによる周知活動を行った。 Ｂ 窓口来訪者などに啓発チラシを配布
した。

Ｃ 全体への周知には至っていない。 これは、国、県でも同様の活動を
行っており、重複しての実施は無駄
が多いと考える。

学校教育課 保健指導の一環として指導する。中学
校では薬物乱用防止教室や喫煙防止
教室等を行った。

Ａ すべての学校で取り組む。 Ａ 実施することができた。

健康課 健康づくり推進協議会を開催する。 Ａ 平成24年度2回開催する。 Ａ 予定どおりできた。 より活発な意見が出るように工夫した
い。

社会教育・体育課 市民スポーツ教室を開催した。（硬式テ
ニス、新卓球ラージボール、ソフトテニ
ス、ニュースポーツ＆ストレッチで健康づ
くり、バドミントン、弓道）

Ａ 多くの市民に参加していただき、体力
向上・健康増進を目指す。また、参
加者同士の交流をはかる。

Ａ 参加者には熱心に参加いただいた。特
にラージボールコースは終了後も各コミ
センで継続している方も多く、健康増進
および交流の場になっている。

種目によって参加者に偏りが見られ
るので、すべての種目でたくさんの方
に参加していただけるように周知する
こと。

⑧　高齢者の健康づくりのた
めのスポーツ活動への参加
を促進します。

高齢福祉課 米沢市営体育館を会場とし、市内に在
住する満60才以上の方(主として老人ク
ラブ単位)に参加していただき、地区対
抗の体育レクリェーション大会を開催し
た。
※平成24年6月30日(土)開催。参加者
約800人参加。

Ａ 高齢者がスポーツを通じて、健康の
保持と相互の親睦を図り、老後の生
活を健康で豊かなものとし、明るい社
会の建設に寄与することを目的とす
る。

Ａ 参加者も多く、熱心に競技に参加される
方が多いため、目的に沿った活動となっ
ている。

⑥　性感染症・エイズ・薬物
に対する情報提供と知識の
啓発を行います。

⑦　関係機関との連携によ
り健康・体力づくりを推進し
ます。

④　心の健康づくりをめざ
し、保健・医療・福祉・教育
の総合的施策の展開に努
めます。
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基本目標Ⅴ　男女共同参画を推進する体制づくり
重点目標１１　男女共同参画を推進するための体制の充実を図ります
施策の方向（２５）　推進体制の整備

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　市長を本部長とした米
沢市男女共同参画推進本
部による計画の進行管理を
行います。

総合政策課 米沢市男女共同参画推進本部会議を
開催した。

Ａ 推進本部会議を開催し、基本計画
の進捗状況を把握し、施策の推進の
ための検討を行う。

Ａ 本部会議を開催し、進捗状況の把握、
施策推進のための検討を行った。また、
24年度は本市計画の改定についても審
議した。

②　国・県や近隣市町との
情報の交換等、協力・連携
を図ります。

総合政策課 置賜地区の男女共同参画担当者による
打合せ会に出席した。

Ａ 県や市町村における男女共同参画
事業の計画や実施状況について情
報交換を行う。

Ａ 県や近隣市町の男女共同参画事業に
ついて情報交換ができた。

③　市職員の男女共同参
画についての意識の啓発を
行います。

総合政策課 市職員を対象に男女共同参画の理解に
向けた研修を行う。

Ｃ 男女共同参画推進にむけて市職員
の理解を促し意識を高める。

Ｃ 意識啓発のための方法を検討する必要
がある。

基本目標Ⅴ　男女共同参画を推進する体制づくり
重点目標１１　男女共同参画を推進するための体制の充実を図ります
施策の方向（２６）　市民・地域団体・事業所等との連携

施策 担当課 実施事業の内容
実施
状況

事業の目標（値）
目標

達成度
担当課の評価 課題・改善点等

①　市民から成る米沢市男
女共同参画推進委員会に
この計画の進捗状況を定期
的に報告するとともに、施策
の推進に関する提言をして
もらいます。

総合政策課 米沢市男女共同参画推進委員会を開
催した。

Ａ 推進委員会を開催し、基本計画の
進捗状況を定期的に報告するととも
に、施策の推進に関して意見をいた
だく。

Ａ 7月、10月、2月の3回開催した。基本計
画の進捗状況を報告し、施策推進につ
いて意見をいただくとともに、川柳募集の
審査をしていただいた。また、24年度
は、本市計画の改定についても意見をい
ただいた。

男女共同参画に関する川柳募集を行っ
た。

Ａ 作品募集を行うことで男女共同参画
社会について関心をもってもらう。

Ａ 小学校、中学・高校、大学・一般の3部
門に985作品の応募があり、優秀作品や
表彰式の模様を広報に掲載することで、
市民に関心を持っていただくことができ
た。

基本計画の進捗状況を市のホームペー
ジに掲載した。

Ａ 基本計画の進捗状況を市のホーム
ページに掲載し、男女共同参画社会
への関心と理解を深めてもらう。

Ｂ 市のホームページに掲載したことで、啓
発活動の推進につながった。

市民にもわかりやすいような掲載の
仕方を工夫する必要がある。

②　市民・地域団体・事業
所等に対して男女共同参
画の趣旨が正しく理解され
るよう、意識の啓発や計画
の普及を行います。

総合政策課
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