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1 1
広報の手
引きの修正
と活用

手引きの見直し状況をご報告く
ださい。SNSへの対応はどうし
ます？

男女共同参画推進室などと協
議しながら、９月末の改正に向
け作業を進めています。SNSに
ついては表現だけでなく、ネッ
ト特有のメリット、デメリット、留
意点を明記する予定です。

広報課

市民活動推
進課（男女）

2 2

メディア・リ
テラシーの
学習機会
提供

収集した資料を利用する企画をす
るのはよいことです。メディアの現
状は発達のスピードが速いので大
人ではなかなか追いついていけな
い部分もあります。若い人たちとと
もに大人も学ぶ姿勢を持たない
と、なかなか受け入れてもらえない
と思います。

今年度は、図書情報紙でメディ
ア・リテラシーの特集を組む予
定でおりますが、次年度は、情
報の受け手・発信者としての両
側面の能力を養うための講座
等の開催を検討します。

市民活動推
進課（男女）

3 4
中央公民
館・教育活
動事業

これらの講座の内容にどうやっ
て、どのように、男女共同参画
の視点を入れていくのか、対策
はありますか？

親も育つ子育てセミナーは、幼
児期・児童思春期の子育ての
コツや悩みを共有できる場と
なっており、相談機会の充実に
繋がっています。趣味の教室
については、男女問わず大勢
の市民の皆様から参加いただ
いており、市民の生きがいや心
の豊かさ、生涯を通じた健康支
援に資するものと考えていま
す。生涯学習推進大学につい
ても、修了後、地域で活躍でき
る人材づくりの場として、男女
問わず受講いただいておりま
す。いずれの講座も、推進計画
に掲げる「男女の生涯を通じた
生きがいづくり、健康づくり」に
繋がっているものであり、今後
も引き続き取り組みを継続して
まいります。

中央公民館

4 5

小・中学校
の児童生
徒への男
女共同参
画学習

具体的に記述してください。

社会科や道徳などの授業にお
いて、子どもたちの発達段階に
即して、男女平等、男女共同参
画社会などについて学習しま
す。

学校教育課

5 7
幼児への
男女共同
参画学習

研修会や講座に保育士を何
人、何回参加できるようにする
のか、具体的な計画を示してく
ださい。

近年は現場の保育に支障が出
ないよう、各園に講師が出向く
形でなるべく全職員が参加しや
すいよう努めております。

保育課

6 8

幼稚園・保
育園の保
護者を対象
とした男女
共同参画
の意識啓
発

問題は家庭教育の内容だと考
えます。講座でどのような家庭
教育を推奨していくのか、具体
的にお示しください。

子どもへの声かけ、コミュニ
ケーションの取り方（ほめ方・叱
り方）、育児についての振り返
り等の資質向上を進めており
ます。

保育課
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7 9

政策方針
決定過程
への女性
参画割合
向上

30％達成の継続努力をお願い
します。人材育成抜きには、こ
の目標値の達成は難しいと思
います。どのような人材育成策
をお考えか、お示しください。

官民・地域住民連携の下、住
民参加のまちづくりを進めてい
くことで、人材育成、人材発掘
につなげていきたいと考えてい
ます。また、ウィルながおかで
実施しているような、コミュニ
ケーションスキルを磨くセミ
ナーやコーチングスキルを身
につける講座等を通して、市民
のエンパワーメントを図り、人
材育成につなげていきたいと
考えています。

市民活動推
進課（男女）

8 12
コミュニティ
での女性の
参画促進

意識啓発はそのための活動と、そ
の活動の成果とを把握していかな
いと、スローガン倒れになります。
啓発活動の成果をどのように把握
するのかを具体的に示してくださ
い。

各コミュニティ推進組織へ実績
調査をしています。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27年度
現在18.7％です。

市民活動推
進課

9 15
事業者など
での女性の
参画促進

ハッピー・パートナー企業への
実態調査はしないでよろしいの
でしょうか？

ハッピー・パートナー事業は県
の事業であるため、市としては
実態調査はできませんが、市
内企業の取り組みの実態につ
いて、随時県と情報共有を行っ
ていきます。

市民活動推
進課（男女）

商業振興課

10 16
活き活き農
らいふ支援
事業

具体的に、どうやって支援する
のでしょうか？

例えば、女性グループで新た
に食品加工に取り組もうとする
際に必要な備品の購入やパッ
ケージデザイン、視察研修等
に係る経費の一部を補助する
制度を用意しています。

農政課

11 17
家族経営
協定の締
結促進

今年の目標数値はどれくらい
でしょうか？

27年度目標　 3件(女性  2人)
   累計目標　64件(女性61人) 農政課

12 18

平日日中
の災害発
生時のシ
ミュレーショ
ン事業

今年こそはヒアリングを実施し
てください。

平成27年10月頃に、中越市民
防災安全士会で活躍している
女性を対象にヒアリングを実施
する予定です。

危機管理防
災本部

市民活動推
進課（男女）

13 19

ながおかヘ
ルシープラ
ン２１推進
事業

健康づくりに取り組んだ成果は
どのように把握するのです
か？

毎年、進捗状況調査を実施。
進捗状況調査を基に関係機関
と連絡会議を開催し、事業の
進め方を協議しています。
10年計画の中間期にあたる5
年目に中間評価実施。
10年目に最終評価を実施しま
す。

健康課
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14 25

仕事と生活
の調和や
男女共同
参画の情
報提供

ホームページでの情報提供
は、それがどのくらいの反響を
呼んだかがなかなか分かりず
らいものです。情報提供をした
成果をどのように把握するので
しょうか？

ホームページは毎週アクセス
件数をまとめ関心度をチェック
していますが、成果までは把握
できていません。２７年度から
広報サポーター制度を導入し
月１回、市民約２００人から市
政だよりや番組で取り上げた
事業についてアンケートを行
い、関心度や意見をまとめてい
ます。

広報課

15 28
働きやすい
職場環境
推進事業

平成23年度実施のアンケート
調査結果の内容を教えてほし
い。

・H23年度に、企業の職場環境
改善の実施・推進動向に対し
てアンケート調査を実施しまし
た。
・育休や家族手当など、家族に
向けた制度を導入している企
業は多いが、働く時間などに対
する制度を採用している企業
は少数。
・制度導入後の効果について
は、何らかの効果があったと回
答した企業は75%を超えまし
た。
・制度を導入できない理由とし
ては、資金や時間、人手不足
や管理職の意識不足などの課
題があげられました。
（別紙資料№６－１参照）

商業振興課

16 31

まちなか
キャンパス
長岡管理・
運営事業

まちなかカフェ等での開講予定
講座の一覧はありますか？

年度当初に、実施予定の講座
をまとめた冊子を市有施設な
どに配布しています。また、
ホームページ
（http://www.machicam.jp/）で
も同様の情報及び追加で開催
となる講座情報をお知らせして
います。（別紙資料№６－２参
照）

生涯学習文
化課

18 45
DV防止の
意識啓発
の推進

出前講座の開講予定は？
現在のところ、高等学校と中学
校計４校から申し込みをいただ
いています。

市民活動推
進課（男女）
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17

長岡版総合戦略（仮称）の主な
施策に掲げてある「妊娠・出
産・子育ての切れ目のない支
援」との関わりをどのようにとら
えていますか？長岡の地方創
生につながる施策であるので、
基本計画を充実する方向で計
画内容の検討をお願いした
い。（長岡版総合戦略は仮称で
はありますが、子育て支援の
現状・課題をしっかり反映しな
いと地方創生にはつながらな
いと思います。）

妊娠・出産・子育ての切れ目の
ない支援は、自然増対策として
地方創生の大切な柱として認
識しており、総合戦略策定のな
かで、しっかりと検討していきま
すし、男女共同参画基本計画
の中でもきちんと盛り込んでい
きたいと考えております。

政策企画課

子ども家庭
課

総
合
戦
略

4


