
平成25年度実施状況　質問・回答一覧 資料２－１

質問
№

事業
№ 事業名 質問・意見 回答 推進課

「広報活動の手引き」を見直し
とありますが、どのように見直
したのでしょうか？

「広報活動の手引き」を見直し
て内容を改訂した後、とある内
容とは何ですか？

2 4
中央公民
館・教育活
動事業

「高齢者教育－趣味の教室」と
ありますが、記述表現として日
本の文化・教養という言葉が
入っても良いのではないでしょ
うか。

趣味の教室では、書道、茶道、俳句など、
日本の文化・教養に係る学習を行ってい
ますので、御指摘の表現を含めるよう検
討いたします。

中央公民館

3 5

小・中学校
の児童生
徒への男
女共同参
画学習

人権教育は男女共同参画より
同和教育の方にウェイトがおか
れているのでしょうか。

長岡市では、すべての人の人権が尊重さ
れ、誰もがその個性と能力を十分に発揮
できる社会を実現するため、長岡市人権
教育・啓発推進計画に記されている女性、
子ども、高齢者、障害のある人、同和問題
等の各分野別に人権施策を推進していま
す。いずれの分野も大切なものであり、男
女共同参画よりも同和教育にウエイトをお
いているわけではありません。男女共同
参画社会の実現は、他の人権課題同様に
大切なものであると考えています。

学校教育課

長岡市教育委員会では、毎年、全学校を

1
広報の手
引きの修正
と活用

広報課
市民活動推
進課（男女）

市ホームページのリニューアルやSNSへ
の対応を含め、主に下記の内容で改訂検
討中です。
①具体的な表現事例を掲載
・委員数●人(うち女性●人)→ 委員数●
人(男性●人、女性●人)
・キーマン→ キーパーソン　等
②長岡市男女共同参画社会基本条例第８
条（表現上の留意事項）に準じた表現にす
るよう明記

1

4 6

小・中学校
の教職員を
対象とした
男女共同
参画を含む
人権教育
に関する研
修

｢人権教育の充実に向けた研
修の工夫」とは、どの様にされ
たのか。

長岡市教育委員会では、毎年、全学校を
対象にした人権教育、同和教育研修会を
実施しています。今年度は、教職員の要
望をもとに実際の同和教育の授業方法に
ついて学習する機会を設定しました。ま
た、各学校でも、研修会の内容を充実する
ために様々な工夫を凝らしています。例え
ば、北朝鮮当局による拉致問題では、授
業で「アニメめぐみ」を活用して児童生徒と
ともに研修したり、新潟水俣病研修では新
潟市にある「環境と人間のふれあい館」を
視察したりしています。
今後も教職員のニーズを踏まえながら、人
権教育の充実に向けて研修の工夫を図っ
てまいりたいと考えています。

学校教育課

5 7
幼児への
男女共同
参画学習

男女平等推進関連項目に関す
る研修会や講座に参加され
て、現場に反映された例があっ
たら教えてください。

園行事の際、研修で学んだ内容を踏ま
え、父親が参加しやすいような企画を検
討・実施しています。
(例：土曜日に、親子で楽しむことのできる
運動遊びの講座を開講。案内の際に力の
いる運動であることを伝え、父親からも多
くの参加があった。)

保育課

1
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6
女性の登用率が30%に達してい
ないのは具体的にはどの審議
会ですか？

7
女性参画がゼロの審議会はあ
りますか。あったらその審議会
名を。

8 10

女性職員
の管理職
登用の推
進

女性職員の管理職登用の目標
数値はありますか。

現在、目標数値はありません。
引き続き、男女を区別することなく、職員
の適性や能力を評価したうえで管理職登
用を行ってまいります。

人事課

9 11

自治会役
員への女
性の参画
促進

女性役員の数値を公表してくだ
さい。

町内会全954のうち女性町内会長数は平
成24年度10（長岡10）、平成25年度15（長
岡13、寺泊2）です。

市民窓口
サービス課

10 12

コミュニティ
での女性
の参画促
進

年度ごとのコミュニティでの女
性参画率を数値として公表して
ほしい。意識啓発を形にするた
め、数値を聞かせてください。

コミュニティ推進組織の中の意思決定機
関である運営委員会における女性の参画
割合は、平成26年度現在20.1％です。
（35地区652人中、女性131人）
　

市民活動推
進課

11 14

農業分野
での女性
の参画促
進

農業委員の女性の数は何人で
すか。

51人中女性は0人です。 農政課

ハッピー・パートナー企業に限定しての調
査は実施していません。

9

政策方針
決定過程
への女性
参画割合
向上

市民活動推
進課（男女）

審議会等数81のうち、30%未満は39件と
なっています。
また、その内女性ゼロの審議会等は7件
あります。
詳細は「資料2-1-1」のとおりです。

12 15

事事業所
などでの女
性の参画
促進

ハッピー・パートナー企業の残
業時間の調査はできますか？

査は実施していません。
毎年、新潟県が「賃金労働時間等実態調
査」を行っており、その中で所定外労働時
間数についても調査を行っておりますの
で、ハッピー・パートナー企業の残業時間
の調査は考えておりません。

市民活動推
進課（男女）
商業振興課

13 16
活き活き農
らいふ支援
事業

アグリビジネス支援事業で、女
性の視点を取り入れた商品開
発・販売促進は何か具体的に
教えてください。

自らが生産した農産物を活かした漬物な
どのパッケージデザインや女性の視点か
ら消費者ニーズを捉えた新商品（乾燥野
菜）などの開発支援を行いました。

農政課

14

大農家では普及センターの指
導で家族経営協定を締結して
おります。担い手交代で若い世
代と代わっています。支援も受
けやすい環境となっております
ので大変ありがたいです。ＪＡ
でも担い手の促進をしておりま
す。

家族経営協定を締結し、一家族で複数の
認定農業者の認定を受けることによって、
農業経営の継承に向けた資金調達や給
付金制度の活用などが可能となります。
今後も制度活用のために家族経営協定の
締結が必要な方への周知等を継続してま
いります。

15
家族経営協定締結数を教えて
ください。

平成24年度末で48件
平成25年度末で57件
平成26年８月現在で延べ59件です。

17 農政課
家族経営
協定の締
結促進
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16 18

平日日中
の災害発
生時のシ
ミュレーショ
ン事業

実施された地域でその後も継
続されている例を教えてくださ
い。

平成24年度に事業を実施した豊田地区で
は、町内で防災訓練を実施し、女性防災
士の指導のもと、更衣室や授乳室の組み
立て方などの訓練を行っています。

市民活動推
進課（男女）
危機管理防

災本部

17 20
子宮がん・
乳がん検
診

ガン検診受診率はのびてきた
のですか。子宮頚がんワクチン
の副作用について、長岡市の
対応はどの様になっています
か。

平成21年度から無料クーポン券事業を開
始しました。開始前より受診率は2％前後
（約2,000人）向上し、その後は横ばい傾向
にあります。
ワクチンの副作用については、国の健康
被害救済制度に基づいて対応します。死
亡や後遺症が残る副反応については長岡
市予防接種健康被害調査委員会におい
て調査し、県に進達します。

健康課
子ども家庭

課

18 21
妊娠・出産
期における
健康支援

窓口・電話相談の実数を教え
てください。未婚女性が妊娠し
た場合に相談できる窓口もあり
ますか。また、ウィルに相談窓
口はありますか。

平成25年度の妊産婦からの相談件数は
電話152件、窓口70件ありました。
 未婚女性が妊娠した場合も相談を受けて
いますが、よくお話をお聞きしそこで対応し
きれない場合は必要に応じて関係機関へ
つないでいます。

子ども家庭課

19 22
思春期・青
少年相談

子どもからのＴｅｌ、メール相談
の数を教えてください。

平成25年度の相談件数は300件でした
が、その内子どもからの相談件数は243件
（メール：187件、電話：28件、面接：28件）
でした。

子ども家庭課

でした。

20 23
青少年育
成活動

評価で、「賞賛およびその他の
声かけ」はとても良い。
大人が青少年の意見などを聞
く機会はつくられていますか。

育成活動の中で、「今、学校生活で何が楽
しい？」、「将来の職業は何をめざしている
の？」等の内容で夢や希望を聞いて、「充
実した学校生活を楽しんでね！」、「目標
に向かって勉強がんばってね！」と励まし
の声掛けを行っています。

子ども家庭課

21 26

男女の均
等な機会と
待遇の確
保

育児・介護休業取得状況、両
立支援に関する調査の報告が
欲しい。

平成26年4～6月期の「景況調査」に併せ
て毎年行っている、「育児・介護、両立支
援に関する調査」の結果については、「資
料2-1-2」のとおりです。

商業振興課

22 27
ハラスメン
ト防止セミ
ナー

セミナーの対象者は何人です
か。

対象は、長岡市内の企業の経営者、人
事・総務担当者、現場の管理監督者など
としております。定員は50名でした。

商業振興課

3
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23

再就職を目指す女性対象の再
就職セミナーは大変時事を捉
えた内容だと思います。
国の施策とも合致しており、女
性の自立を促し応援する点で
も意義のある活動です。そこ
で、広報をどのようにしたか。
本来もっとこの趣旨のセミナー
について需要もあるのではない
か。働きたい女性への働かけ・
掘り起しをどのように図るか、
お聞かせください。

広報については、公立・私立の保育園、幼
稚園、子育て支援施設や地域の子育て
サークル、市内の小児科医院、その他公
共施設へのチラシ、ポスター配布による周
知を行いました。また、市政だよりのほか
「まるごと生活情報誌」も活用して行いまし
た。
さらに、ハローワークも当セミナーの共催
となっていますので、求職者への情報提
供も行い周知を図りました。
平成26年度も再就職準備セミナーを引き
続き行うことで、働きたい女性への働きか
けを実施してまいります。

商業振興課
市民活動推
進課（男女）

24
再就職できた人の数はどの位
ですか。

セミナー参加者の再就職実績について
は、把握しておりません。

商業振興課
市民活動推
進課（男女）

25 30
コミュニティ
推進事業

コミセン推進事業で、地域で男
女共同参画の視点を学習する
機会が必要である。

男女共同参画推進室と連携し、各コミセン
へ研修や事業の情報提供をしていきま
す。

市民活動推
進課

H25年度、まちなか大学院で29名が修了。
学びを深め、各コースの分野における人
材育成に努めました。
H25年度から、まちキャンでの学びの成果

29
再就職準
備セミナー

26 31

まちなか
キャンパス
長岡管理・
運営事業

まちキャンでの人材育成、その
後の活用方法はどの様になっ
ていますか。

H25年度から、まちキャンでの学びの成果
等を活かし、地域課題の解決策を提案す
るまちづくり市民研究所を開設。市民研究
員として活躍している方もいます。
また、ファシリテーションコースの修了生
は、別の事業のWSのファシリテーターとし
て活躍しています。（現在、市民協働セン
ターでの活用も検討中です）

生涯学習文
化課

27 35
ブックス
タート事業

男女共同参画の視点のある絵
本を教えてください。

親はじめの一歩として、お父さんの読み聞
かせを勧めており、読んであげやすい絵
本という視点で擬音が使われているダイ
ナミックなものや、いろいろな乗り物などの
お父さんも赤ちゃんと一緒に楽しく読める
ような絵本を選んでいます。

子ども家庭課

28 40
母子保健
推進員活
動

母推の年齢構成はどの様に
なっていますか。
母推委員の年齢構成は高いと
思うので、男女共同参画の視
点の学習・研修を実施してほし
い。

母推は50代の年齢の方が多いです。母推
の研修会は男女共同参画の視点で行って
います。
母推は男女共同参画の視点から父親が
主体的に育児をすることをすすめ、父親が
参加しやすい講座を土曜日に開催したり、
男性保育士の講義を企画しています。

子ども家庭課
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29 42

多様なニー
ズに応じた
保育の実
施

多様なニーズの利用件数を教
えてください。

平成25年度実績（延人数）
延長保育70,122人、
休日保育876人、
一時保育4,270人（子育ての駅除く）
病児・病後児保育1,867人

保育課

30 43

高齢者や
介護者を地
域全体で
支える体制
づくりの推
進

介護・コーディネート機能の充
実の内容とはどういうものです
か。

介護保険サービスのみならず、コミュニ
ティセンター主事などと協力して配食サー
ビスやボランティア銀行などの介護保険外
サービスの適切な紹介や利用に当たって
の調整（コーディネート）を実施しました。

長寿はつら
つ課

31 44
在宅介護
者への支
援の充実

在宅介護者の負担軽減に向け
て、今まで多くの女性たちが
担ってきたその意見を聞く機会
はありましたか。また、それが
どのように反映されています
か。

制度の創設にあたってはケアマネ協議会
や地域包括支援センター等、介護者との
関わりが深い関係機関と意見交換を行い
ながら一緒に準備を進めました。
研修会には女性の参加が多く(78.9%)、実
技を学んだあと、介護者同士の交流を深
める時間を設け、思いを共有したり、情報
交換を行いました。また、今後どのような
研修内容を希望するかアンケートをとり、
認知症の知識や介護など、翌年度の研修
会内容に反映させています。

長寿はつら
つ課

32 63
基本計画
の進捗管

年度末まで実施された内容を
次年度８月に発表することにつ
いて、審議会での意見等は次

審議会でいただいた意見等を踏まえ関係
課で検討し、今年度あるいは次年度に反

市民活動推
進課（男女）

32 63 の進捗管
理と公表

いて、審議会での意見等は次
年度（今年）にどの様にどの時
期に反映されるのですか。

課で検討し、今年度あるいは次年度に反
映させていきます。

進課（男女）

33 65

男女共同
参画政策
推進会議
の開催

「必要に応じて」の意味を教え
てください。

男女共同参画社会基本条例制定や男女
共同参画基本計画策定時等、総合的な企
画、調整を行う必要がある場合に開催して
います。

市民活動推
進課（男女）

計画全体にわたって、推進状況及び評価が男女共同参画の視点にたってまとめられ
ていることを大いに評価いたします。質問内容だけでなく、意見・評価も提出してもらう
と更に良くなると思います。

全体を通して

5


