
米沢市男女共同参画基本計画〈改訂版〉平成２７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  

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（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

・男女共同参画週間に合わせて、市
役所1階市民ホールにおいて男女共同
参画に関連するパネル展及び平成26
年度に募集してた男女共同参画川柳
の入賞作品を展示した（7月6日～14
日）。

・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。

・展示等を通して、男女共同参画に
ついて関心を持ってもらうととも
に、相談窓口の周知を図ることがで
きた。

・上記期間に女性団体等と協働で、
市役所来庁者へ啓発リーフレットの
配布活動を実施し、週間のPRや相談
窓口の周知を図った（7月6日）。

・市立図書館と連携して、特集コー
ナーに関連する図書の展示・貸し出
しを行った（6月9日～30日）。

・男女共同参画社会について興味
や関心を持ってもらう。

・男女共同参画のPRの機会を増やす
ことができた。

・「女性に対する暴力をなくす運
動」に合わせた啓発パネル展（11月
16日～25日）及び関係団体と啓発活
動を実施した（11月17日）。

・展示等を通して、男女共同参画に
ついて関心を持ってもらうととも
に、相談窓口の周知を図ることがで
きた。

・男女共同参画をテーマに標語・川
柳の募集を行い、入賞者の表彰を
行った。

・啓発作品の募集を行うことで男
女共同参画について市民に関心を
もってもらう。

・小・中・高校、一般から1,124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
模様を市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。

文化課 総合政策課と連携し、男女共同参画
週間に図書館特集コーナーに関連図
書を展示し、啓発活動を行う。

Ａ ・男女共同参画社会について興味
や関心を持ってもらう。

Ａ 閲覧者は多くはなかったようだが、
男女共同参画のPRの機会を増やすこ
とができ、関心を持ってもらうきっ
かけづくりになった。

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。

Ａ Ａ総合政策課

< 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   

<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 
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社会教育・
体育課

広報よねざわに家庭教育特集記事を
掲載した。

Ａ 高校生に「赤ちゃんとあそぼう
♫」の事業を紹介することで、自
身が親になる時の心構えと、命の
大切さ、赤ちゃんの可愛さを知っ
てもらう。

Ａ 講座の内容や赤ちゃんと高校生がふ
れ合っている様子を、写真使って分
かりやすく紹介できた。
子育てQ&Aのコーナ―を設け、高校生
が感じている子育てや赤ちゃんにつ
いての疑問を解決することができ
た。
実際に参加した高校生４名の感想を
紹介することで、同じ年頃の高校生
に対して、命の大切さや夫婦が協力
して子育てをする大切さを伝えるこ
とができた。

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。
女性委委員の登用率の目標値：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。
（26年度26.6％、27年度25.9％）

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、人権書道コ
ンテスト入賞作品展示会の周知を行
う。

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、開催周知を図ったことで
多くの市民が作品を鑑賞することが
できた。
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標語・
川柳の入賞作品や表彰式（4月1日
号）、男女共同参画（6月1日号）に
ついての記事を掲載した。

Ａ 男女共同参画に関する記事を掲載
することで、人権尊重や男女平等
に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。

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 （商工課）
市の広報に掲載する記事、各種パン
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。

Ａ 表現に注意し、人権と男女平等に配
慮した。

（観光課）
市の広報に掲載する記事、各種パン
フレット等の表現等について、人権
と男女平等の視点に立ち十分配慮す
る。

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。

（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。

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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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、人権に関係した広報啓発活
動を展開していく。

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7月15日号・10月15日号
で人権擁護委員を紹介。11月1日号で
人権擁護に関するインタビュー記
事、「女性に対する暴力撤廃国際
日」とＤＶ相談ダイヤルを紹介。11
月15日号で人権週間をＰＲ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、人権擁護員のイン
タビュー記事を掲載するとともに、
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、
人権に関係した広報活動を展開して
いく。

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いく。

Ａ 山形地方法務局との連携により、人
権に関係した広報啓発活動を行うこ
とができた。

総合政策課 ・男女共同参画週間にあわせ、男女
共同参画に関するパネル展及び平成
26年度に募集した男女共同参画川柳
の入賞作品を展示した（会場：市役
所１F、7月6日～14日）。
・男女共同参画週間にあわせ女性団
体等と協働で、市役所来庁者へ啓発
リーフレットの配布活動を実施し、
週間のＰＲや相談窓口等の周知を
図った。（7月6日）

Ａ 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。

Ａ パネル展示や相談窓口の情報提供等
を行い、男女共同参画を広くＰＲす
る機会が持てた。

秘書広報課 ・広報よねざわ「無料相談のご案
内」コーナーに、人権侵害等に関す
る相談窓口を掲載。
・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。

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 庁内相談窓口担当者と連携を図るこ
とで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 相談しやすいよう、相談窓口のＰ
Ｒ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、必要な支援を行っていく。
・高齢者の見守り支援事業を行うことで、
人権による相談等が数多くよせられると
想定されることから、相談者にスムーズ
に対応できるよう役所内での連携を強化
する。

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
を行う体制を整備する。

Ａ 警察署、地域包括支援センター、医
療機関等からの虐待の報告が頻繁に
あるなど、関係機関との連携はとれ
ており、迅速かつ適切な対応につな
がっている。

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。

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。

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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総務課 人権に配慮した対応が必要な課等に
対して、情報提供を行う。

Ａ 人権の啓発に関する資料等の配
布、情報提供を行うことにより、
職員の知識習得と人権意識の高揚
を図る。

Ａ 問い合わせに対して情報提供を行う
ことで、職員の人権意識の高揚を図
ることができた。

総合政策課 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。

Ａ 相談窓口担当者の研修の機会が持て
た。

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
る。
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合うととも
に、実態把握を丁寧に行うととも
に、座席表の活用を通して一人ひと
りの見取りを大切にした授業作りに
ついて、学校訪問して指導する。

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
導に積極的に取り組んでいる。

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 アセスを年２回実施することによ
り、子ども達一人一人の満足度・困
り感を把握し、一人ひとりの悩みや
いじめなどの未然防止・早期発見に
努める。
思いやりの心を育てることを道徳教
育の重点として、「いのちの教育」
を行っていく。

Ａ アセスの結果を分析・活用し、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、アセスの結果
について、共通理解の場を設け、学
級経営や授業改善に取り組むことが
できた。また、「誰もが行きたくな
る学校づくり」研修に全市で取り組
み、コミュニケーション力を向上さ
せ、思いやりの心を育てる教育に取
り組んでいる。

一人一人の困り感、満足
度を把握し指導に生かす
ため、アセスの活用につ
いての研修を継続する必
要がある。

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、発達段階にあわせて計画
的・継続的に性教育を実施する。

Ａ 年間指導計画に基づいた性教育を
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する。
外部人材を活用した出前授業等を実
施する。

Ｂ すべての学校で全体計画を立て、
計画的に取り組む。

Ｂ ｢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。

外部人材活用について
は、指導内容の吟味、事
前の打ち合わせ等も含め
さらに計画的な実施が必
要である。

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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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 キャリア教育の意義を十分に理解
し、キャリア教育指導計画の作成、
及び、指導計画に沿った体験活動を
実施する。

Ｂ 全ての小中学校において、キャリ
ア教育の意義を理解した上で教育
活動の見直しと併せて指導計画を
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
活動の充実は図ることができた。し
かし、指導計画の作成については、
一部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
(特に小学校)についての
検討及び指導計画作成に
向けた働きかけと支援を
継続していく。

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 ・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講座(チェリ
ア塾)等についてＰＲを行った。

・チェリア塾受講生が実行委員とな
り、県の男女共同参画センター、松
川コミュニティセンター、市との共
催で、「チェリアｄｅカフェｉｎよ
ねざわ」(地域のグループ等が主催と
なるイベントで交流と仲間づくりを
推進するもの)を開催した。（2回開
催。計29名参加）

Ａ 講座や講演会等に積極的に参加
し、男女共同参画のまちづくりに
ついて関心をもってもらうと共に
理解を深めてもらう。

Ａ 「チェリアｄｅカフェ」の開催によ
り交流を図り、「男女共同参画」を
知ってもらうきっかけづくりとなっ
た。

社会教育・
体育課

●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5人
・パパ講座　1回親子29人参加
・高校生と赤ちゃんのふれあい体験
　事業　1回　高校生15人参加、
　講師父親1人母親4人参加
・小中学生と赤ちゃんのふれあい体
　験事業　18回　小中学生531人参
　加　講師親子104組参加
・地区コミセンとの合同講座
　5回のべ137人
●青年の家事業
・ボランティア講座
　1回　14人参加

Ａ 男女ともに地域活動や家庭教育へ
主体的に参加する。

Ａ 地域づくりや家庭教育における男女
平等の視点を示し、女性の社会進出
や男性の家庭教育参加を促すことが
できた。
ボランティア講座では、小学生から
社会人までの男女が、ボランティア
の基礎について学ぶとともに、実際
に子どもたちとふれあうことで、ボ
ランティアへの意識向上が図れた。

今後は、児童・生徒を対
象とした講座を展開する
ことで、若いうちから
「男女協同」について考
える機会を提供する。

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。
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総合政策課 男女共同参画に関するビデオやＤＶ
Ｄ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Ｐ
Ｒ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、
他の機関から届く「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 男女共同参画への意識を高めるた
めの講座、講演会への参加促進を
図る。

Ａ 「男女共同参画」関連の講座、講習
会のポスターやチラシの掲示を行
い、参加促進を図ることができた。

総合政策課 県男女共同参画センター主催の男性
向けセミナー等について、広報での
ＰＲを行った。

Ａ 家庭や地域における男女平等を推
進する。

Ｂ 広報掲載により周知ができた。

社会教育・
体育課

●中央公民館事業
・パパ講座 1回 男性12人、男児5人
　参加
・高校生と赤ちゃんのふれあい体験
　事業 1回 高校生男子1人、講師父
　親1人参加
・小中学生と赤ちゃんのふれあい体
　験事業　18回　小中学生531人参
　加（うち男性約半分）
　講師親子104組参加
・地区コミセンとの合同講座
　5回 男性のべ34人参加
●青年の家事業
・ボランティア講座 1回
　男性6人参加

Ａ 男性参加可能な家庭教育講座への
男性1人以上の参加を目指す。

Ｂ パパ講座では、子どもと楽しくふれ
あうことの大切さを伝えることがで
きた。講座中母親の見学もあり、父
親と子どもがふれあう様子を見るこ
とができ、有意義な時間となった。
赤ちゃんとのふれあい体験事業で
は、男子生徒と講師の父親が交流す
る姿が見られ、予習も兼ねた貴重な
時間となった。
ボランティア講座では、地域貢献に
ついて学ぶことができた。

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。

全課 （社会教育・体育課）
中央公民館事業託児業務委託
・1･2歳の子を持つママ対象講座
  6回のべ85人

Ａ 子育て中の保護者の講座参加のた
め託児を行う。

Ａ 委託があることで、参加者の受講率
と満足度が高まった。

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。

③　男性の生活技術の習
得のための支援を行いま
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

（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
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。
（27年度25.9％）

今後も目標に達するよ
う、各課等に働きかけて
いく。

（総務課）
①引き続き米沢市情報公開・個人情
報保護審査会に女性委員を起用す
る。
②引き続き防災会議に女性委員を起
用する。
③引き続き国民保護協議会に女性委
員を起用する。

Ｂ 女性委員の構成比を30％に近づけ
る。

Ｂ ①業種によっては女性のなり手が少
ないことから、女性委員の割合を目
標値に近づけるのはなかなか難し
い。
②・③目標値30％に対し、市防災会
議委員12.82%(39名のうち5名)、国民
保護協議会委員7.69%(39名のうち3
名)となってしまったが、充て職の委
員枠や有識者に女性が少ないことも
あり、両委員ともに30％の達成は難
しい。

①米沢市情報公開・個人
情報保護審査会では、委
員を士業の方にお願いし
ているが、業種によって
は女性のなり手が少な
い。
②・③市防災会議委員・
国民保護協議会委員につ
いては、関連する団体の
長、自治体の長、部長を
主に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。

（秘書広報課）
米沢市広報委員会における女性の構
成比を50％とした。

Ａ 現在の委員総数は8人なので女性
委員を3人以上とする。

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。

（環境生活課）
①米沢市環境審議会に女性委員を起
用する。
②米沢市廃棄物減量等推進審議会に
女性委員を起用する。

Ａ ①②ともに女性委員の構成比を
30％に近づける。

Ａ 構成員の女性比率を、①45.4%以上
（５人／1１人中）②38.4%以上（５
人／1３人中）とすることができ、女
性委員の登用推進を図ることができ
た。

（国保年金課）
・米沢市国民健康保険運営協議会
　　　委員14名中、女性4名(28.5%)
　　　　（平成27年6月改選）

Ａ 女性委員の割合を30％に近づけ
る。

Ｂ 平成27年6月の改選で女性委員は引き
続き4人となり、30%の目標は達成で
きなかったものの、30%に近づけるこ
とはできた。

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1人のみの
状況である。

全課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。
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（社会福祉課）
審査会・協議会委員の改正年度のた
め、女性委員の登用を推進する。
・介護給付費等の支給に関する審査
会
・地域自立支援協議会

Ａ 女性委員の割合を30％に近づけ
る。

Ｂ 「介護給付費等の支給に関する審査
会」は委員10人中、女性は3人で30％
であった。「地域自立支援協議会」
は委員14人中、女性は3人で21.4%で
あった。合計では24人中、女性6人で
25％となり、30％に近づいている。

今後も30％に近づけるよ
うに女性委員の登用を推
進する。

（こども課）
米沢市子ども・子育て会議の構成メ
ンバーに女性委員を起用する。

Ａ 女性委員を30％以上とする。 Ａ 構成委員の女性比率を41.6％（5人
/12人中）とすることができ、女性委
員の登用推進を図りことができた。

(健康課)
健康づくり推進協議会への女性委員
の登用　１５人中５人
食育推進協議会への女性委員の登用
１５人中１０人

Ａ 現状維持 Ａ 健康づくり（１５人中７人、
46.6％）、食育（１５人中１０人、
66.6％）ともに、目標の30％を大き
く上回っている。

（高齢福祉課）
介護認定審査会
　委員42名うち女性8名（19.0％）
介護保険運営協議会
　委員15名うち女性6名（40％）
　（平成27年度改選　任期3年）

Ｂ 女性委員の割合を30％とする。 Ｃ 介護認定審査会の委員は、医師や看
護師などの専門職で構成されてお
り、職種による性別の偏りがあるた
め目標の達成は難しいが、今後も積
極的に女性委員を登用していく。

（商工課）
米沢市工業振興計画策定委員会にお
ける女性委員の構成比率を10％とし
た。
 （委員総数10名　うち女性1名）

Ａ 米沢市工業振興計画策定委員会に
おける女性委員の構成比率を10％
以上とする。

Ａ 女性委員の構成割合を目標値の10%以
上にすることができ、女性委員の登
用促進が図られた。

（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％とする。

Ａ 女性委員の構成比率を30％とす
る。

Ａ 委員15名のうち女性を5名委嘱したの
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。

次期改選時にも女性委員
の比率を30％以上となる
よう努める。

（都市整備課）
改選時期に合わせて可能な限り女性
委員登用を推進する。

Ａ 都市計画審議会と景観形成委員委
会を合わせて女性委員の割合を
30％以上とする。

Ａ 都市計画審議会14名中3名が女性。
（平成26年7月から28年7月の任期）
景観形成委員会10名中4名が女性
（平成27年5月から29年5月の任期）
現在女性委員の割合は31%

次期改選時も女性委員の
割合が30%以上となるよ
う努める。

（水道業務課）
米沢市水道事業経営懇談会
　委員9名中　女性委員3名(33％)

Ａ 構成委員の女性比率が30％以上と
なるよう努める。

Ａ 女性委員登用が推進された。 次期改選時も女性委員の
割合が30％以上となるよ
う努める。

全課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。
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（社会教育・体育課）
社会教育委員・公民館運営審議会
20名　女性7人（35％）
児童会館運営委員会　10名 女性4名
（40％）
スポーツ推進審議会　10名 女性2名
（20％)

Ｂ 全ての審議会等で女性委員の比率
が30％以上になるように努める。

Ｂ 社会教育委員・公民館運営審議会
20名　女性7名（35.0％）
児童会館運営委員会　10名　女性4名
（40.0％）
スポーツ推進審議会　10名 女性2名
（20％)

（選挙管理委員会事務局）
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
に協力を呼び掛ける。
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
を推進する。

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 平成27年11月執行された米沢市長選
挙では、投票区の投票立会人：35％
（38人／110人）、期日前投票所の投
票立会人：67％（2人／3人）となっ
た。

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
行っている。目標値に到
達できるよう、今後とも
引き続き協力を呼びかけ
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 情報収集に努めたが、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 日本経営協会主催「地方自治体女性
職員交流研究会」などへの派遣を行
う。

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出
来た。

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。

商工課 厚生労働省が推進している「ポジ
ティブアクション」の取組を広報で
ＰＲし、会議等でも周知に努めた。
また、公共施設でもポスター掲示、
パンフレット設置を行った。

Ａ ポジティブアクション取組を広報
で周知するとともに、米沢市電子
機器機械工業振興協議会やビジネ
スネットワークオフィスなどの会
議でチラシ配布し、男女共同参画
意識の高揚を図る。

Ａ 公共施設へのポスター掲示・パンフ
レット設置等により、周知が図られ
た。
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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 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講座(チェリア
塾)等についてＰＲを行った。

Ａ 男女共同参画社会づくりに関わる
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。

Ａ 広報への掲載や関係団体へのお知ら
せの送付で情報提供ができた。

社会教育・
体育課

●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5人
・高校生と赤ちゃんのふれあい体験
　事業　1回　高校生女子14人
　参加、講師母親4人参加
・小中学生と赤ちゃんのふれあい体
　験事業　18回　小中学生531人参
　加（うち女性約半分）
　講師親子104組参加
・地区コミセンとの合同講座
　5回 女性のべ103人
●青年の家事業
・ボランティア講座
　1回 女性8人参加
●生涯学習推進事業
・まちづくり人財養成講座
　平成27年6月から9月までの7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座
　を開催。7人の講師中2人が女性、
　女性の潜在能力を引き出す学習機
　会を提供。
　講座受講者数97人　のべ166人
  （うち女性56人　のべ88人）

Ａ 受講生や講師が経験を積むこと
で、自尊心を高め、女性リーダー
として活躍できる人材を養成す
る。

「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。

Ａ 受講者、講師とも向上につながっ
た。
地区コミセンとの合同講座の1講座で
は、女性特有のこころとからだの悩
みを解決するための内容で、地域・
家庭・社会においての女性の活躍を
推進するきっかけがつくれた。

地域の大学と連携して地域の思い出
づくりをすることで、定住促進が図
られるという企画で地域を繋げてい
くという女性リーダーが誕生した。

受講生の活躍について把
握することが困難であ
る。

対象者が若年で住民や学
生が毎年入れ替わるため
のため安定的な活動がで
きない恐れがある。

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
る各種研修等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 関係団体への情報提供や、広報Ｐ
Ｒ、啓発活動等によりＰＲができ
た。

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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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 ネットワーク化まではいかないもの
の、男女共同参画週間等にあわせた
啓発活動や啓発リーフレットの作成
の際に、女性団体等と市が協働して
取り組むことができ、また団体同士
が互いの考えを知る機会となった。

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や、山形
県男女共同参画センターで開催する
講座等のＰＲを行った。

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標語・
川柳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講座(チェリ
ア塾)等についてＰＲを行った。

・チェリア塾受講生が実行委員とな
り、県の男女共同参画センター、松
川コミュニティセンター、市との共
催で、「チェリアｄｅカフェ」(地域
のグループ等が主催となるイベント
で交流と仲間づくりを推進するもの)
を開催した。（2回開催。計29名参
加）

Ａ 講座や講演会等に積極的に参加
し、男女共同参画のまちづくりに
ついて関心をもってもらう共に理
解を深めてもらう。

Ａ 「チェリアｄｅカフェ」の開催によ
り「男女共同参画」を知ってもらい
交流のきっかけづくりとなった。

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。

11



社会教育・
体育課

●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5人
・高校生と赤ちゃんのふれあい体験
　事業　1回　高校生女子14人
　参加、講師母親4人参加
・小中学生と赤ちゃんのふれあい体
　験事業　18回　小中学生531人参
　加（うち女性約半分）
　講師親子104組参加
・地区コミセンとの合同講座
　5回 女性のべ103人
●青年の家事業
・ボランティア講座
　1回 女性8人参加
●生涯学習推進事業
・まちづくり人財養成講座
　平成27年6月から9月までの7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座
　を開催。7人の講師中2人が女性、
　女性の潜在能力を引き出す学習機
　会を提供。
　講座受講者数97人　のべ166人
  （うち女性56人　のべ88人）

Ａ 女性受講生の意識を高め、女性を
講師として依頼することで、女性
リーダーとして活躍できる人材を
養成する。

「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。

Ａ 受講者、講師とも向上につながっ
た。
地区コミセンとの合同講座の1講座で
は、女性特有のこころとからだの悩
みを解決するための内容で、地域・
家庭・社会においての女性の活躍を
推進するきっかけがつくれた。

地域の大学と連携して地域の思い出
づくりをすることで、定住促進が図
られるという企画で地域を繋げてい
くという女性リーダーが誕生した。

受講生の活躍について把
握することが困難であ
る。

対象者が若年で住民や学
生が毎年入れ替わるため
のため安定的な活動がで
きない恐れがある。

③　男女共同参画に関す
る図書や資料等（ビデ
オ、ＤＶＤ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 市内3か所の認可保育所で実施してい
る一時預かり及びＮＰＯ法人で実施
している一時預かり・派遣託児事業
について、情報提供に努めた。

Ａ 必要としているすべての保護者へ
の情報提供を図る。

Ａ 保護者のパート就労や疾病・冠婚葬
祭などの緊急時の対応及び育児に伴
う心理的・肉体的負担の解消のため
の事業だが、地域社会活動参加での
利用についてさらにＰＲに努めた
い。

情報発信の方法を検討
し、充実を図る。

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 ・コミュニティセンター単位で、住
民自らが実施する地域づくりの事業
に対して支援を行った。（輝くわが
まち創造事業補助金）

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資源を
活かした魅力ある地域づくりにつ
なげていく。

Ａ ・各地区の特色を活かし、住民が主
体となったまちづくりが進められ
た。

・地域課題の解決を推進しつつ、行
政との協働関係が構築できる団体を
育成するため、ＮＰＯ等が行う公益
的事業に必要な経費について補助を
行った。（協働提案制度補助金）

Ａ ・地域課題解決に向けて多様なＮ
ＰＯ等による持続的な活動基盤が
構築されるなど、更に住民自治が
強化された状態を目指す。

Ａ 6団体へ計200万の補助金を交付し、
地域課題解決に向けた各種団体への
活動支援につなげることができた。

社会教育・
体育課

●生涯学習推進事業
・まちづくり人財養成講座
　平成27年6月から9月までの7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座
　を開催。7人の講師中2人が女性、
　女性の潜在能力を引き出す学習機
　会を提供。
　講座受講者数97人　のべ166人
  （うち女性56人　のべ88人）

Ａ 「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。

Ａ 地域の大学と連携して地域の思い出
づくりをすることで、定住促進が図
られるという企画で地域を繋げてい
くという女性リーダーが誕生した。

草むしりをコミュニケーションツー
ルとして地域と交流していくという
女性ならではの提案があった。

対象者が若年で住民や学
生が毎年入れ替わるため
のため安定的な活動がで
きない恐れがある。草む
しりを依頼する需要を獲
得する難しさがある。

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 ・平成26年度条例改正をしたことに
より、市防災会議の委員を35名から
40名以内とし、女性委員枠を2名増員
することを可能とした。また、地域
防災計画においては、女性の参画に
ついての記載をしており、今後も女
性委員を選出し委嘱する。

Ｂ ・条例改正をし、市防災会議の委
員を35名から40名以内とし、女性
委員枠を増員することを可能とし
たことにより、各種団体と調整を
図り、女性委員の増員を図り、委
嘱する

Ｃ ・市防災会議委員は、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、女性委員の増
員はできず、昨年度と同じ割合で
あった。(12.82%　市防災会議員39名
のうち女性5名)

・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
い等男女双方の配慮について記載し
ており、自主防災組織等への周知、
啓発に努める。

Ａ ・地域防災計画に男女のニーズの
違い等男女双方の配慮について記
載しており、自主防災組織等への
周知、啓発に努める。

Ａ ・自主防災組織に対する出前講座な
どにて、男女によって災害時に準備
するものや避難所でのニーズが異な
ることを説明することができた。

・出前講座などにて災害
時の男女のニーズが異な
ることを説明できたた
め、今後はHPへの掲載な
どで、自主防災組織に限
らずに広くPRしていきた
い。

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（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。

商工課 ポスター、チラシ・パンフレットの
設置及び会議等での配布で広報・啓
発を行った。

Ａ 周知による事業所等の意識啓発を
行う。

Ａ ポスター掲示・パンフレット設置等
により、周知が図られた。

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。

商工課 ポスター、チラシ・パンフレットの
設置及び会議等での配布で広報・啓
発を行った。

Ａ 周知による事業所等の意識啓発を
行う。

Ａ ポスター掲示・パンフレット設置等
により、周知が図られた。

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。

商工課 ポスター、チラシ・パンフレットの
設置及び会議等での配布で広報・啓
発を行った。

Ａ 周知による事業所等の意識啓発を
行う。

Ａ ポスター掲示・パンフレット設置等
により、周知が図られた。

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。

Ａ 家族経営協定書での当該事項の明
文化

Ａ 更新が1家族、新規が2家族。そのう
ち新規の1家族について、協定書に女
性の参画が明記された。

協定書の内容が形骸化し
ないよう、内容の更新が
必要な家族へ働きかけを
行う必要がある。

商工課 ポスター掲示、チラシ、パンフレッ
トの設置及び配布、また女性就業支
援研修会運営の協力するなどによ
り、啓発を行った。

Ａ 啓発による事業所等の女性の就労
環境の向上を図る。

Ａ ポスター掲示・パンフレット設置等
により、啓発が図られた。

農林課 家族経営協定書作成の際に適切な助
言を行う。

Ａ 家族経営協定書での当該事項の明
文化

Ａ 更新が1家族、新規が2家族。そのう
ち新規の1家族について、協定書に女
性の参画が明記された。

協定書の内容が形骸化し
ないよう、内容の更新が
必要な家族へ働きかけを
行う必要がある。

農業委員会 女性が家事に係る時間の対価評価そ
して役割分担。介護時の役割分担な
ど家族経営協定をすることにより明
分化を進める。

Ａ 家族経営協定の締結を推進し、適
切な助言を行う。また、農業者年
金加入の政策支援や年金受給の対
策を図る。

Ａ 平成27年度中1家族が締結された実績
があったことで、女性農業委員の普
及推進や相談等の成果があったみら
れる。

今後も引き続き男女共同
参画社会の実現に向け、
なお一層の普及推進に努
める。

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。

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。
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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。

商工課 ポスター掲示、チラシ、パンフレッ
トの設置や広報を活用し啓発した。

Ａ ポスター、チラシ、パンフレット
を市役所や関係施設に設置、周知
し、労働者の法的権利に関する啓
発を行い、労働条件の向上を図
る。

Ａ ポスター掲示・パンフレット設置等
により、啓発が図られた。

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。

商工課 チラシ・パンフレットの設置での情
報提供を行い、女性就業支援に関す
る研修会の運営に協力した。

Ａ チラシ、パンフレットで補助金や
講座等の情報提供を行い、また研
修会の開催、運営の協力などで支
援する。

Ａ 米沢市雇用創造推進協議会の起業に
関するセミナーの運営に協力し、周
知に努めた。また、米沢市高等技能
専門校の資格取得の講座の周知を
行った。

② 女性経営者育成のた
めの講座等を支援しま
す。

商工課 チラシ・パンフレットの設置での情
報提供を行い、女性就業支援に関す
る研修会の運営に協力した。

Ａ チラシ等で講座の情報提供に努
め、実際の運営面でも協力する。

Ａ 米沢市雇用創造推進協議会及び置賜
地区雇用対策協議会の講座、講演の
周知を行った。

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。

商工課 チラシ・パンフレットの設置での情
報提供を行い、女性就業支援に関す
る研修会の運営に協力した。

Ａ チラシ等で情報提供に努め、実際
の運営面でも協力する。

Ａ ハローワークと米沢市雇用創造推進
協議会の就職セミナー運営に協力し
た。米沢市高等技能専門校の資格取
得の講座の周知を行った。

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。

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。

15



商工課 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。
また、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
に内職の斡旋をする。

Ａ 相談業務にて125件の内職の斡旋がで
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。また、広報
で特集を組み広くＰＲした。

Ａ 公共のイベントでのＰＲ用着ぐる
みや、市役所・関連機関に設置す
るチラシ、広報等で周知、啓発
し、男女がともに仕事、家庭にお
いて両立しやすい環境をつくる。

Ａ チラシ等を公共施設に設置し、ま
た、イベントでのPRを行って周知、
啓発を行った。

市立病院
総務課

病院内でワークライフバランス（Ｗ
ＬＢ）委員会を開催し職員の実態を
把握すると共に、職場環境改善を目
指す。

Ａ 委員会を毎月開催し、職場状況の
情報・意見交換をするとともに、
業務改善を実践し、職場環境の満
足度を向上させる。

Ｂ 職員自ら、働きやすい職場環境をめ
ざし、実態の把握に努め、業務改善
や年休取得促進等を推進することが
できた。

継続して事業を実施する
ことによりさらに働きや
すい職場環境を作る。

② 労働時間短縮のため
の啓発を行います。

商工課 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。また、広報
で特集を組み広くＰＲした。

Ａ 公共のイベントでのＰＲ用着ぐる
みや、市役所・関連機関に設置す
るチラシ、広報等で周知、啓発
し、男女がともに仕事、家庭にお
いて両立しやすい環境をつくる。

Ａ チラシ等を公共施設に設置し、ま
た、イベントでのPRを行って周知、
啓発を行った。

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 平成27年度からの新たな特定事業主
行動計画に基づき、子育てに関する
各種休暇制度の周知を徹底してい
く。また、引き続き男性職員の育休
取得についての目標を掲げ、特に重
点的に取り組んでいく。

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32年
度まで男性職員の取得率を５％程
度、休業期間については１ヶ月程
度の取得を目指す。

Ａ 女性職員の取得率は27年度において
も100％を達成。男性職員の育児休業
は、27年度に1名の取得があり、23年
度から27年度にかけて4名が取得して
いる。男性職員の育児休業取得に対
しても年々意識が高まっていると思
われる。

今後も引き続き男性職員
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。また、広報
で特集を組み広くＰＲした。

Ａ 公共イベントでのＰＲ用着ぐるみ
や、市役所・関連機関に設置する
チラシ、広報等で周知、啓発し、
男女がともに仕事、家庭において
両立しやすい環境を作り、育児・
介護休業の取得率の向上を図る。

Ａ チラシ等を公共施設に設置し、ま
た、イベントでのPRを行って周知、
啓発を行った。

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。また、広報
で特集を組み広くＰＲした。

Ａ 公共イベントでのＰＲ用着ぐるみ
や、市役所・関連機関に設置する
チラシ、広報等で周知、啓発し、
男女がともに仕事、家庭において
両立しやすい環境をつくり、認定
企業の増加を図る。

Ａ チラシ等を公共施設に設置し、ま
た、イベントでのPRを行って周知、
啓発を行った。

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（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 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。

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。

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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社会教育・
体育課

●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5人
・パパ講座　1回親子13組29人参加
・高校生と赤ちゃんのふれあい体験
事業　1回高校生15人参加、講師父親
1人母親4人参加
・小中学生と赤ちゃんのふれあい体
験事業　18回小中学生531人参加　講
師親子104組参加
・地区コミセンとの合同講座　5回の
べ137人
・広報よねざわ家庭教育特集「赤
ちゃんとあそぼう♫体験レポート」1
回 2ページ
●青年の家事業
・ボランティア講座　1回14人参加

Ａ 家庭教育に関する講座の開催や、
広報への家庭教育特集記事掲載に
より、性別による固定的な役割意
識を解消する。

Ａ 講座では、父親が子育てに参加する
きっかけをつくった。また、母親は
父親や祖父母にも子育てに参加して
もらいながら、みんなで協力して子
育てをする大切さを学び、性別によ
る固定的な役割分担意識の解消につ
ながった。
家庭教育特集では、高校生の目線
で、子育ての楽しさや大変さ、赤
ちゃんさの可愛さなど、講座で学ん
だことを紹介できた。

総合政策課 県男女共同参画センター主催のセミ
ナー等について、広報でのＰＲを
行った。

Ｂ 男女が協力してともに生きていく
意識の啓発を図る。

Ｂ 広報に掲載し周知することができた
が、今後も男性も参加しやすいテー
マの研修会等を積極的にＰＲしてい
きたい。

社会教育・
体育課

・パパ講座　1回親子13組27人参加 Ａ 家庭教育に関する講座の開催や、
広報への家庭教育特集記事掲載に
より、性別による固定的な役割意
識を解消する。

Ａ 父親を対象とした講座を開催し、父
親が子育てに参加するきっかけをつ
くった。

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。

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。
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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（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 地域の中で助け合いながら子育てを
する会員制の支えあい活動である
ファミリー・サポート・センター事
業を継続して実施する。また、市内6
か所ある地域子育て支援センターの
事業と併せて、事業の充実や情報提
供に努めた。

Ａ ファミリー・サポート・センター
及び地域子育て支援センターの認
知度の向上と利用拡大を図る。特
に、ファミリー・サポート・セン
ター事業における協力会員の拡大
にむけて、情報発信を行う。

Ａ こども課窓口に来庁した市民への情
報提供に努めたが、ファミリー・サ
ポート・センターの協力会員の拡大
には至らなかった。

ファミリー・サポート・
センターについては、提
供会員の拡大が課題であ
り、拡大するための方策
を考える必要がある。

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 乳児保育や延長保育の現状を確保し
つつ、病児保育の充実・広報に努め
た。

Ａ 保護者の就労形態に応じて、乳児
保育や延長保育、病児保育等、多
様な保育サービスを選択・利用で
きるよう、事業の充実を図る。

Ａ 全ての保育所で乳児保育と延長保育
が実施されており、また病児保育の
実施により子育てしやすい環境づく
りが推進された。

病児保育室の開所時間の
拡充や休日、夜間の保育
など保護者のニーズを捉
え、ニーズに応じた保育
サービスの検討する必要
がある。

③　学童保育を充実しま
す。

こども課 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、利用のニーズに
添いながら、適正規模での保育事業
を行えるように努めた。
.

Ａ 必要としているすべての児童が利
用できるように、また、適正な人
数で利用できるように、事業を実
施する。

Ａ 平成２７年度現在１６学区に３１の
放課後児童クラブが設置されてい
る。未設置学区は2学区であるが、そ
のうちの１学区では放課後子ども教
室が開設されている。平成２７年４
月からは、子ども・子育て支援新制
度の開始に基づき施設の基準や職員
の配置などの条例等の整備を行っ
た。

小学校の余裕教室や公共
施設を活用した施設の設
置について具体的、計画
的な検討が必要である。
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④　介護サービスの充
実・周知を図ります。

高齢福祉課 介護保険事業に関する情報の提供を
行う。
・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

Ａ 制度に関する情報を提供し、介護
保険事業の円滑な運営を図るため
に不可欠な市民の理解と協力を求
める。また、介護予防事業に関す
る情報を提供することで、サービ
スの利用を促し、介護の負担軽減
を図る。

Ａ パンフレットの配布や広報誌の活用
により周知を図っており、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。

介護サービスの充実や利
用者数の増加に伴い、第
6期介護保険事業計画の
介護保険料が増額となっ
たため、今後も制度の周
知を図り、市民の理解を
深めていく必要がある。
また、施設整備について
は、給付費の増加に直結
し、保険料に大きな影響
を与えるため、バランス
を考え整備していく必要
がある。

⑤　介護に関する相談体
制を充実します。

高齢福祉課 地域包括支援センターを中心とした
関係機関との連携、相談対応を行
う。
・市関係部局、警察署、医療機関、
保健所、民生委員等
相談窓口に関する情報提供を行う
・パンフレットを窓口等で配布
・「広報よねざわ」での周知

Ａ 高齢者の増加、相談内容の多様化
に対応できるよう、地域包括支援
センターを中心とする総合相談体
制の充実、専門関係機関との連携
強化を図る。

Ａ 関係機関等との情報共有、連携の強
化が図られ、必要に応じた相談対応
が実施されていることから、相談体
制の充実が図られている。

相談内容の多様化に伴
い、より高い専門性が求
められるようになってい
ることから、職員の資質
向上を図る必要がある。
また、関係機関と連携
し、適時適切な対応が実
施されるよう、より一層
の相談体制の強化を図る
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 ポスター掲示やＤＶ相談ナビカード
の設置等を行ったほか、パネル展開
催の際に相談窓口の周知活動を行っ
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 ポスターの掲示や啓発活動により相
談窓口の周知ができた。また、ＤＶ
相談ナビカードを市庁舎1・2階の女
子トイレに配置し、手にとりやすい
環境に配慮した。

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。

Ａ 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 研修会への参加などで相談担当の資
質の向上を図った。

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。

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。
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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ととも
に、各種研修会に参加し、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。（11月14日開催、市内3
校から9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。

・看護学校の学生の協力を得て、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防止パネル展を女性団体等と
共催で実施するとともに、相談窓口
等周知のための啓発活動を行った。
（11月16日～25日）

・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。

・ＤＶ防止についての理解を深め、
相談窓口のＰＲが図られた。

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。

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 地域の中で助け合いながら子育てを
する会員制の支えあい活動である
ファミリー・サポート・センター事
業を継続して実施する。また、市内6
か所ある地域子育て支援センターの
事業と併せて、事業の充実や情報提
供に努めた。

Ａ ファミリー・サポート・センター
及び地域子育て支援センターの認
知度の向上と利用拡大を図る。特
に、ファミリー・サポート・セン
ター事業における協力会員の拡大
にむけて、情報発信を行う。

Ａ こども課窓口に来庁した市民への情
報提供に努めたが、ファミリー・サ
ポート・センターの協力会員の拡大
には至らなかった。

ファミリー・サポート・
センターについては、提
供会員の拡大が課題であ
り、拡大するための方策
を考える必要がある。

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。

Ａ H27年度は延31日の利用でH26年度の
61日より減少したが、利用拡大が必
ずしも好ましいものとは言えず、必
要と考えられる世帯には利用を勧め
ている。

③　学童保育を充実しま
す。（再掲）

こども課 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、利用のニーズに
添いながら、適正規模での保育事業
を行えるように努めた。
.

Ａ 22 Ａ 小学校の余裕教室や公共
施設を活用した施設の設
置について具体的、計画
的な検討が必要である。

ＡＡ④ 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。

総合政策課
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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 子育てボランティアの育成について
は、ファミリー・サポート・セン
ター事業において、協力会員（有償
ボランティア）の育成を図った。

Ａ ファミリー・サポート・センター
事業をとおして、子育てボラン
ティア（協力会員）のスキルアッ
プに繋がる講習会を開催した。

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。

（健康課）
すこやかセンター建設当時から支援
機能を有する

Ａ 修繕充実を図る Ａ 計画的に修繕を実施し、機能の維持
に努めるとともに、指定管理者にお
いて、授乳室を整備するなど充実を
図った。

（社会教育・体育課）
プレイルームが設置されているコ
ミュニティセンターや児童会館の幼
児用スペース等の遊ぶ場を確保し、
積極的に利用してもらう。

Ａ 公共施設における育児スペースを
確保し、育児の支援を行う。

Ａ コミュニティセンターや児童会館に
おいて、プレイルームやフリース
ペース等の親子で遊ぶ場を設け、育
児を支援できた。
文化センターではこれまでも問い合
わせに応じ授乳スペースを提供して
いたが、提供案内を表示することに
より問い合わせしやすい環境づくり
ができた。

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
質の向上を図るとともに、関係機
関との連携を強化し問題解決に努
める。

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 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
質の向上を図るとともに、関係機
関との連携を強化し問題解決に努
める。

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。

各施設担当
課

⑤　公共施設内の育児支
援機能を充実します。
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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（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指定一般相談事業所及び指定特定
相談支援事業所が参集する毎月の定
例報告を継続し、関係機関との連携
を密にしながら、個々の障がいの特
性に応じたサービス内容の充実を図
る。
②米沢市地域自立支援協議会におい
て、相談支援等から把握された様々
な課題について協議し、共生社会の
実現を図る。
③職員の質の向上及び支援室内の
チーム連携を図り、的確なサービス
の提供を推進する。

Ａ ①関係機関の協力を得ながら、
個々のニーズに対応した複合的な
サービス利用を働きかける。
②地域の社会的資源やサービスを
生かし、障がいのある人もない人
も共に生活できるような体制を構
築する。
③毎月、支援室の打ち合わせ会を
開催し、情報の共有や課題の検討
を図ると共に、様々な研修会等に
参加しスキルアップを図る。

Ａ ①サービス等利用計画書により、本
人及び相談支援事業所と行政の情報
共有を図り、個々に適したサービス
の提供を推進する事ができた。
②地域自立支援協議会を開催し、共
生社会の実現のために協議する事が
できた。
③支援室の定例打ち合わせを毎月開
催し、情報の共有や課題の検討を
行った。様々な研修会にも参加しス
キルアップを図る事ができた。

社会福祉課 ①やまがたサポートファイルの普及
啓発を図り、関係機関の協力体制及
び保護者の支援体制を強化する。
②障がい児支援担当における障がい
児の支援強化を図る。
③米沢市地域自立支援協議会子ども
支援部会において、子どもの育ちに
係る切れ目のない支援に向けて協議
する。

Ａ ①やまがたサポートファイルの普
及を図りながら、障がい児の保護
者を支援し、適切な療育が受けら
れるよう迅速な対応を心掛ける。
②関係機関との連携を図りなが
ら、個々の状況に即した支援体制
を構築する。
③子どもの育ちに係る切れ目のな
い支援策を具体的に策定する。

Ｂ ①サポートファイルの配布数は平成
27年度　21件であった。市内小中学
校生全員にちらしを配布し周知を
図った。
②関係機関との連携を密に行い、
個々の障がい特性及び家族背景等を
考慮しながら、支援体制の構築に努
めた。
③関係機関との連携を図ることがで
きたが、具体的な支援策の策定まで
には至らなかった。

こども課 保育所や学童保育を利用している障
がい児や、利用の申し込みに来庁し
た障がい児とその家族に対して、社
会福祉課に設置された「障がい者支
援室」を紹介し、より専門的な支援
について知る機会の提供を行った。

Ａ 必要としている保護者へ、必要な
情報が届くよう努める。

Ａ こども課の窓口で対応した相談や、
保育所等の先生から相談を受けた場
合、また、家庭児童相談員が関わっ
ている児童で障がいを有しているこ
とがわかった場合など、「障がい者
支援室」の周知を積極的に図った。

支援体制構築のために、
また、保護者や児童に
とって必要な支援や福祉
サービスの情報を得るこ
とができるように、その
中心となる「障がい者支
援室」の周知を教育・保
育施設に対しても図る必
要がある。

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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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 地域包括支援センターを中心とした
関係機関との連携、相談対応を行
う。
・市関係部局、警察署、医療機関、
保健所、民生委員等
相談窓口に関する情報提供を行う
・パンフレットを窓口等で配布
・「広報よねざわ」での周知

Ａ 高齢者の増加、相談内容の多様化
に対応できるよう、地域包括支援
センターを中心とする総合相談体
制の充実、専門関係機関との連携
強化を図る。

Ａ 関係機関等との情報共有、連携の強
化が図られ、必要に応じた相談対応
が実施されていることから、相談体
制の充実が図られている。

相談内容の多様化に伴
い、より高い専門性が求
められるようになってい
ることから、職員の資質
向上を図る必要がある。
また、関係機関と連携
し、適時適切な対応が実
施されるよう、より一層
の相談体制の強化を図る
必要がある。

④　介護支援専門員や介
護福祉士などの能力向上
に向けた研修会などを開
催します。

高齢福祉課 介護支援専門員の資質向上にむけた
研修会を行う。
・地域包括支援センター、医師会、
市立病院による研修会等

Ｂ 専門職としての資質向上を図ると
ともに、多職種連携・協働による
高齢者の生活支援を実施し、在宅
介護の限界点の引き上げを図る。

Ｂ 地域包括支援センターのほか、関係
機関や職能団体が開催する研修会も
多くあり、多くの介護支援専門員が
参加し専門知識の習得等に努めてい
ることから、概ね資質向上が図られ
ている。

職能団体と協力し、介護
支援専門員を含めた多職
種協働による研修の機会
を増やし、資質向上に向
けた取組を継続する必要
がある。

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 サービス事業所に対して介護相談員
の派遣を行う。
・利用者の傾聴、サービス事業所へ
の必要な提案等

Ａ 介護相談員を通して利用者の日常
の声を聞くことで、提供するサー
ビスの改善点を探るとともに苦情
を未然に防ぎ、サービスの資質向
上を図る。

Ａ 介護相談員、事業所、保険者とが利
用者の声を共有し、意見交換を重ね
ながら質の改善につながる提案を行
い、実施の有無を確認していること
から、利用者の権利擁護とともに
サービスの資質向上が図られてい
る。

派遣事業所数および事業
所側との意見交換の機会
を増やし、利用者の権利
擁護、サービスの充実を
図る必要がある。

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 相談対応、権利擁護、介護予防、地
域ケア会議等を開催する。また、個
別訪問による生活実態把握調査を実
施し、支援を必要とする高齢者の把
握および地域課題の把握を行う。

Ｂ 団塊の世代が全て後期高齢者とな
る2025年を見据え、住み慣れた地
域での継続的な生活を可能とする
地域包括ケアシステムの構築を図
る。

Ｂ 地域における総合相談窓口、地域包
括ケアシステム構築にむけた中核機
関として、関係機関等との連携を強
化するとともに各事業を円滑に実施
していることから、センター機能の
充実、強化が図られている。

認知症施策等の業務に対
応できるよう人員体制を
確保するとともに、職員
の資質向上に努める必要
がある。
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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べる場
の提供をした。
また、日・英・中・韓の四か国語に
よる広報よねざわダイジェスト版
「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を設け、
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を学べる場を
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 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、継続して「米沢冬の暮らし方
情報」の発行や相談窓口の設置によ
り、在住外国人の不安や疑問などの
解消が図られた。

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

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。

各施設担当
課

（社会教育・体育課)
各施設のバリアフリー設備（多目的
トイレ、障がい者用駐車場）等の維
持管理を適切に実施し、利便性の維
持に努める。

Ａ 利用者にとって使いやすい公共施
設・環境の提供を推進する。

Ａ コミュニティセンターやスポーツ施
設において、障がい者用駐車場や、
多目的トイレ等の整備し、利便性を
図ることができた。

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。

都市整備課 市営住宅雲雀が丘団地7号棟４戸につ
いて以下の改修を行う。
①汲取和式便器から水洗の洋式便器
を設置
②床を段差のないバリアフリー化
③壁にＬ型手摺を設置

Ａ 市営住宅雲雀が丘団地７号棟４戸
の改修を行う。

Ａ 計画どおり雲雀が丘団地７号棟４戸
の改修工事を行い、H27年12月に完
成。
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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。

都市整備課 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、単身高齢者や高齢者夫婦世
帯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 15,443千円の家賃減額補助金の交付
を行い、約90％の交付額となった。

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、保健師・助産
師が面接し、妊婦の健康管理や「働
きながら妊娠・出産・育児される方
へ」の情報提供を行う。また、ﾊﾟﾊﾟﾏ
ﾏ教室の実施、妊婦健康診査の公費助
成を行う。

Ａ Ａ 健康管理等の情報提供、ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教
室・妊婦健康診査助成等の事業を確
実に実施した。

学校教育課 性教育や道徳教育の一環として取り
組む。

Ａ すべての学校で取り組む。 Ａ いのちの教育の中で発達段階に応じ
て取り上げた。

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 妊娠中や産後の相談、こんにちは赤
ちゃん訪問、乳幼児健診等、母子保
健事業を実施する。

Ａ 母子保健事業時、両親の心身の健
康状況、父親の育児参加状況を確
認し支援する。

Ａ 事業を確実に実施した。

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 特定不妊治療助成事業を実施する。
不妊に関する相談に対応し、必要時
置賜保健所の相談事業や医療機関等
の情報提供を行う。

Ａ 不妊治療に関する情報提供・助成
事業を実施する。

Ａ 特定不妊治療助成事業実績（見込）
　　　　　４，０４９，７８０円

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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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 いのちの教育のため、学校等の要望
に応じ、妊婦体験ジャケット、沐浴
人形の貸し出しを行う。健康相談窓
口で、妊娠・出産時の相談に応じ
る。

Ａ 妊婦体験ジャケット、沐浴人形の
貸し出しや、女性の健康について
の相談に乗り、意識啓発を図る。

Ａ 学校等からの要請はなかったが、社
会教育課の「高校生と赤ちゃんのふ
れあい体験事業」に協力し、妊婦疑
似体験等を行った。

学校教育課 性教育やいのちの教育の一環として
発達段階に応じて取り組む。

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発達段階に応じ
て取り上げた。

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 健診未受診者対策、地区健康教室、
市民セミナー（講演会）の開催や、
健診ガイドブックの全戸配布等の幅
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う。
また、健診結果説明会を開催し、健
康づくりに向けた行動変容を促して
いく。

Ａ 健診受診者数の増加に努め、健康
の保持増進に対する意識啓発を促
す。

Ａ 微増ではあるが、受診率が上昇し
た。
市民セミナーは昨年を大きく上回る
参加者があった。
27年度から実施した健診結果説明会
は、1,896人の参加があり、個別相談
も実施したので、今後の行動変容に
期待したい。

引き続き受診率の向上対
策が必要である。

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
運動指導を行い、健康づくりの推進
を図る。

Ａ 生活習慣を改善し、より健康意識
が向上するように支援する。

Ａ 事業を確実に実施した。 引き続き受診率の向上対
策が必要である。

健康課 自殺対策事業の実施。こころの健康
連絡協議会を開催する。
ゲートキーパー養成講座の開催

Ａ 自殺者の減少（２５年比） Ａ 計画した事業を確実に実施した。
自殺死亡率は6.8％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
れ創作活動を行う。

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。

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。

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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学校教育課 アセスを活用した実態把握に努め、教育
相談に生かす。

Ａ アセスから一人一人の実態を把握
し、、教育相談・生徒指導・学習
指導に活かす。

Ａ アセスの結果の共通理解の場を設
け、学級経営や授業改善に取り組む
ことができた。また、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。

一人一人の困り感、満足
度を把握し指導に生かす
ため、アセスの活用につ
いての研修を継続する必
要がある。

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 女性特有のがん検診のＰＲを強化
し、受診者の増加を図る。また、健
康相談室を開設し、保健師や助産師
が対応する。

Ａ 女性特有のがん検診の受診者数の
増加に努め、また、女性特有の相
談がしやすい健康相談室を開設す
る。

Ｃ 女性特有のがん検診の受診率が下
がってしまった。

無料クーポン事業が終了
したので、今後のＰＲ方
法を検討する必要があ
る。

健康課 国・県の動きに合わせ啓発活動を実
施する。

Ａ ポスター掲示、チラシ配布を行
う。

Ａ 随時、ポスター掲示、チラシ配布を
おこなった。

学校教育課 保健指導の一環として指導する。 Ａ すべての学校で取り組む。 Ａ 各学校において、予定通りに実施で
きた。

健康課 米沢市健康づくり推進協議会を開催
し、健康づくりに関する連携を深め
る。

Ａ 年２回開催。 Ａ 山形大学のスマートハウスの見学
や、減塩ラーメンの試食、米沢市民
の健康状況の情報提供等活発に情報
交換することができた。

社会教育・
体育課

●生涯学習推進事業
・まちづくり人財養成講座
　平成27年6月から9月までの7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座
　を開催。7人の講師中2人が女性、
　女性の潜在能力を引き出す学習機
　会を提供。
　講座受講者数97人　のべ166人
  （うち女性56人　のべ88人）

Ａ 「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。

Ａ 地域の製麺企業と連携して日々の食
生活に減塩という意識づけをラーメ
ン店と共に持たせる活動で地域の健
康づくりに寄与した。

ラーメン店が減塩によっ
て味が変わる恐れがある
ため、市内のラーメン店
の全部に浸透させる難し
さがあった。

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27年7月4日(土)開催。参加者
約500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するため、社
会福祉協議会、老人クラブ連合会と
協働で実施する。

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。

28



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。

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への理
解を深めるため研修会を開催した。
・実施日：平成28年2月5日
・受講者：部長～係長級の職員等
66名

Ａ 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。

Ａ 男女共同参画に対する理解を深め、
意識を高めてもらうことができた。

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 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、男女共同参画標語・川柳募集へ
の応募作品の審査をしていただい
た。（8月、2月の2回開催）

男女共同参画に関する標語・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 小学生、中学生、高校生以上の3部門
に1,124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。

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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