
「第２次ながおか男女共同参画基本計画」進捗状況に関する質問・回答一覧
資料２

№ 事業名等 質問 委員名 回　答 推進課 備考

01
広報の手引きの修正と活
用

SNSの活用に伴う炎上問題に対処するためのガ
イドライン活用が明記され、対策が進んでい
ることは、立派な成果だと思います。

石川委員 回答不要
広報課、

人権・男女共同参画課

02
メディア・リテラシー
（情報読解能力）の学習
機会提供

無為意識の偏見に踏み込んだのが良いと思い
ます。

石川委員 回答不要 人権・男女共同参画課

03
男女平等推進センター
「ウィルながおか」での
意識啓発事業

ウィルながおかフォーラム（P.12)についての
報告で、メインイベントの参加者数と分科会
の参加者数に大きな開きがあるのですが、こ
れはどういうことでしょうか？　「合計」と
いう数値を見る限り、メインイベントに参加
して、そのあと各分科会に分かれて学習を積
む、というのではないようですね。それと
も、この「合計」は単純な延べ人数の計算で
すか？

石川委員

メインベントと各分科会はそれぞれ異なる期
日に開催しております。合計欄はそれぞれの
会に参加した人の計で御推察のとおりフォー
ラム全体の延べ人数となります。

人権・男女共同参画課

03
男女平等推進センター
「ウィルながおか」での
意識啓発事業

講演会、講座などで会場が記載されていない
が、記載してもらいたい。

高橋紀美子委員 別紙のとおりです。 人権・男女共同参画課

04
家庭教育・地域人材教育
活動事業

昼の講座と夜の講座に分けたのが、参加者の
参加しやすさを考慮したものとして評価でき
ます。

石川委員 回答不要
中央公民館

子ども・子育て課

04
家庭教育・地域人材教育
活動事業

「地域学びコーディネーター講座」修了生の
令和元年度までの男女比と地域別の人数を教
えて下さい。修了生はどうのように活躍して
いますか？

高橋紀美子委員

平成30年より開始された事業であり、第１回
の修了生男女比は、約２：1（26人対12人）で
す。おおむね各地区１名程度です。
修了生は各地区コミセン等において、生涯学
習や文化部に携わる「地域学びコーディネー
ター」として委嘱していただくよう、セン
ター長などに働きかけをしています。現在委
嘱されている修了生は、18名です。

中央公民館
子ども・子育て課

04
家庭教育・地域人材教育
活動事業

「地域学びコーディネーター講座」の修了生
は、その後地域で活躍されているのえしょう
か？

樋熊委員

修了生は各地区コミセン等において、生涯学
習や文化部に携わる「地域学びコーディネー
ター」として委嘱していただくよう、セン
ター長などに働きかけをしています。現在委
嘱されている修了生は、18名です。

中央公民館
子ども・子育て課

審議会回答
項目
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05
小・中学校の児童生徒へ
の男女共同参画学習

できれば指導の内容について具体的にお教え
いただけますでしょうか。

石川委員

　児童生徒の発達の段階に応じて、社会科の
歴史分野及び公民内容、家庭科、保健体育、
道徳、特別活動等の関係の深い教科等を中心
に、性差の正しい認識の育成、人権の尊重や
男女の平等、男女が共同して社会に参画する
ことや家庭を営むことの重要性についての指
導を行っています。
　具体的には、保健体育において、男女の体
や成長の違いを指導する際に、男女共同参画
について指導します。また、総合的な学習の
時間において、保護者も含めた生命誕生の学
習の中で、体の発達と性に関する内容を取り
扱う学校もあります。

学校教育課
審議会回答

項目

06
小・中学校の教職員を対
象とした男女共同参画に
関する研修

問題は各校でどのような伝達講習を行ったの
かです。この具体的な実例をお教えいただけ
ますか。

石川委員

　人権強調週間内で、教職員研修を実施して
います。研修を受けた担当者からの伝達をも
とにグループ討議を行ったり、実際の学習指
導案を複数名で作成したりといった、各学校
において工夫を加えた研修を行うことで、教
職員の理解を深めています。

学校教育課
審議会回答

項目

07
幼児への男女共同参画教
育

令和元年度の計画の表現が、それ以前とは若
干異なっていますが、具体的には前の年度と
どこがどのように変わったのでしょうか。

石川委員

　平成30年度は、保育指針が改訂されたた
め、指針の文言を具体的に含めました。令和
元年度は、平成30年度の振返りから、引き続
き保育の環境設定等に気を配る計画としまし
た。

保育課

08
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

令和元年度の評価として挙げられている、性
教育講座参加者からの声は、好評価であった
と誇れるものだと考えられます。

石川委員 回答不要 保育課

09
政策方針決定過程への女
性参画割合向上

具体的に何をどうすれば女性登用率を挙げら
れるのかを考えていただきたいと思います。

石川委員

福祉や子育て部門などにおいて女性登用率が
高くなっているが、土木や農業などの専門分
野では団体が構成員となっており、女性の母
集団が少ないことが課題となっています。改
選が近い審議会などに対し、一般公募委員を
募集するなど、個別に働きかけを行います。

人権・男女共同参画課
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09
政策方針決定過程への女
性参画割合向上

第2次ながおか男女共同参画基本計画のごあい
さつのページに、市の審議会・委員会の女性
委員の割合は30％超えとありますが、どのよ
うな審議会・委員会がありますか。男女比と
地域別も教えてください。

高橋紀美子委員

令和元年度は市の審議会・委員会等の数は88
で、全委員のうち、女性の占める割合は
31.8％でした。
支所地域で設置している地域委員は、10地域
122人のうち、女性委員は36名で平均29.5％と
なっています。

人権・男女共同参画課
審議会回答

項目

10
女性職員の管理職登用の
推進

管理職への女性登用率が着実に伸びているの
は喜ばしい限りです。

石川委員 回答不要 人事課

11
自治会役員への女性の参
画促進

パンフレット等での啓発以外に、女性の町内
会役員を増やす対策はありませんか？

石川委員

町内会は行政組織ではなく、独立した自治組
織であることから、その役員の決定にあたっ
て行政が深く介入することは困難ですが、町
内会なんでも相談会などの機会をとらえ、女
性の参画の重要性を促してまいります。

市民協働課
審議会回答

項目

12
コミュニティでの女性の
参画促進

女性センター長の増加がみられるのがうれし
いです。 石川委員 回答不要 市民協働課

13
防災分野での女性の参画
促進

実施状況の数値が飛躍的に伸びていて、立派
な成果であると思います。何か特別な対策や
新規の企画を行った結果でしょうか？　参考
事例としてお教えください。

石川委員

　中越市民防災安全士会の講師派遣について
は、従前から市の事業として実施していまし
たが、平成30年度まで男女共同参画基本計画
の本事業には含めていませんでした。令和元
年度の年度替りにあたり、事業の確認を行っ
た際に、地域への意識啓発を行う市政出前講
座と同等の取組みであり、本事業に含めるこ
とが適当と考えたため、同年度から新たに予
算額及び実績として追加することにしたもの
です。

危機管理防災本部

14
農業分野での女性の参画
促進

文言が若干修正されただけで、前年、前前年
の踏襲となっていますが、具体性に欠けま
す。何をどうしたのか、説明してください。

石川委員

担い手育成総合支援協議会及び長岡産食材ブ
ランディング委員会の委員として、意思決定
の際に女性の立場や意見等を反映しておりま
す。

農水産政策課
審議会回答

項目
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15
男女の均等な機会と待遇
の確保【女性活躍】

セミナーの成果が着実に表れているようで、
立派です。参加者の希望に沿った講座運営が
なされていると考えられるのも、良かったで
す。

石川委員 回答不要 産業支援課

16
女性活躍推進事業【女性
活躍】

30年度と元年度の記述の仕方がずいぶんと違
うように思われるのですが、前年度からの継
続性はありますか？　それとも、新規に企画
した講座が多かったということでしょうか？

石川委員

（産業支援課）
前年度から働き方改革に関する企業向けの勉
強会は継続して実施しております。平成30年
度までは大規模講演会を実施していました
が、令和元年度は、はたプラ賛同企業の働き
方改革の取り組みのさらなる向上を目指し、
企業のニーズに応じたテーマ別の勉強会に力
を入れて取り組みました。勉強会は平成30年
度は２回の開催でしたが、令和元年度は４回
開催しました。内容についても研修やグルー
プワークだけではなく、優良企業の企業見学
等も実施しました。
(人権・男女共同参画課)
平成30年度までは、意識啓発の講演会を中心
に行ってきましたが、働き方改革への理解が
進んでいることを踏まえ、令和元年度からは
個別のテーマに沿ったセミナーや勉強会を複
数回開催しました。

産業支援課
人権・男女共同参画課

17
活き活き農ライフ支援事
業【女性活躍】

29年度以来の実施事業に継続性が見られない
ようにおもわれます。どのような施設を視察
し、どのような研修を行ったのか、具体的に
述べてください。また、元年度の計画と二年
度の計画を比較すると、30年度以前に戻った
かの感がありますが、実際はどうでしょう
か？

石川委員

視察研修では、新潟市で３施設（木津ハウス
組合・へいきち農園・曽我農園）、上越市で
１施設（朝日池総合農場）を視察しました。
視察先では、就農した経緯や農業経営の関わ
り方、農福連携、国の農業女子プロジェクト
等についてのお話を伺いました。
二年度の計画内容は、元年度とほぼ同様と
なっております。

農水産政策課

18
家族経営協定の締結促進

【女性活躍】
家族経営協定の締結数を拡大するための具体
的な方策を示してください。

石川委員

農林水産省がまとめた家族経営協定事例を活
用し「経営の改善」、「生活面の役割分
担」、「女性の社会参画」の３つに分類して
紹介します。また、農業者年金や制度資金な
ど制度上のメリットなども合わせて紹介し、
家族経営協定の普及促進を図ります。

農水産政策課
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19 地域の防災訓練の充実
昨年の状況に対する台風19号被害の影響をど
う考えているか、示してください。

石川委員

 10月20日に予定していた市主催の総合防災訓
練は、台風19号被害からの復旧・生活再建に
注力する地域がある状況等を勘案し、中止と
しました。
　また、各地域が計画する防災訓練に派遣す
る災害食・地域防災講座インストラクターに
ついては、台風前後を通じ、予定していた講
座を実施することができました。
　台風19号においては、顕在化した大規模水
害の危険性が地域住民からも意識され、防災
への関心が高まり、地域が抱える防災に対す
る課題を改めて考える機会となったものと考
えています。
　昨年の経験を踏まえた大規模水害に備える
地域防災活動等に対し、引き続き、男女共同
参画の視点を踏まえた支援を行ってまいりま
す。

危機管理防災本部
子ども・子育て課

20
女性のための防災講座の
実施

着実な実施と考えられます。 石川委員 回答不要 危機管理防災本部
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21 女性消防団の育成

学生団員の卒業によって女性団員が減るとい
うことであれば、学生団員の拡充に努力する
必要があります。そして、学生は卒業するも
のである、ということははじめから予想でき
たことであるので、対策を立てている必要は
あったろうと考えられます。今後の対策はお
考えですか。また、コロナ対策に言及してい
らっしゃるので、具体的にどのような訓練・
研修を考えているのかをしめしてください。

石川委員

　学生団員の加入促進につきましては、例年
４月に各校で説明会を行っていたところです
が、今年度は新型コロナウイルス感染症の関
係で説明会が６月の実施となったこともあ
り、例年より２か月遅れの８月１日に３名の
女性から入団いただきました。
　今後の学生団員の拡充につきましては、ま
だ説明に伺っていない大学に対して、来年度
説明会を開催させていただくために大学の事
務局へ働きかけていきたいと考えておりま
す。更に、今年度、活動写真や映像等を用い
た説明資料を作成したため、今後、わかりや
すい活動内容等の説明やＳＮＳを活用した勧
誘に努めていきたいと考えております。
　また、コロナ禍で４月の火災予防運動防火
キャンペーンや８月３日の長岡まつり昼行事
（わんぱくおまつり広場）での防火広報など
の活動機会が中止になり大変残念に思ってお
りますが、訓練・研修につきましては、感染
予防に留意しながら、以下のとおり計画して
います。
　9月：新潟県消防学校女性消防団員科への入
校
 10月：避難所運営に関する講義の受講
  2月：応急手当普及員講習（※）の受講
※一般市民に心肺蘇生法やAEDの使用方法等を
指導できる資格を取得するための講習

消防本部　総務課 コロナ関連

22
ながおかヘルシープラン
21推進事業

外国人向けの取組み要請に応えて、具体的な
対応をとったことが評価できます。第三次計
画に向けての準備の状況はいかがでしょう
か？

石川委員
国、県、他の自治体の動向を把握しながら検
討を始めています。

健康課

6/19



「第２次ながおか男女共同参画基本計画」進捗状況に関する質問・回答一覧
資料２

№ 事業名等 質問 委員名 回　答 推進課 備考

23 子宮がん・乳がん検診

乳がん検診も子宮がん検診も、受診率は低い
まま推移しているようです。この対策を具体
的にお教えください。例えば、若い世代向け
の子宮がん検診啓発パンフレットの配布枚数
はどれほどでしょうか。

石川委員

　毎年6月頃、「無料クーポン券を利用し、子
宮がん・乳がん検診の両方又はいずれかを受
診した方で、次の受診機会（2年後）に未受診
の方」約450名に受診勧奨通知を個別送付して
います。
　毎年9月頃、「当該年度の無料クーポン券対
象者のうち未受診の方」約2,500名に受診勧奨
通知を個別送付しています。
　「３歳児健診を受診した保護者」約2,000名
に対して、子宮頸がんの啓発パンフレットを
配布し、受診勧奨を実施しています。

健康課

24
妊娠・出産期における健
康支援

母子手帳交付件数1704人というのは、昨年度
の市内での妊娠件数の実際を著していると考
えてよろしいでしょうか？

石川委員
母子手帳交付件数は妊娠件数に複算（双胎
等）を合わせたものになります。妊娠件数は
1,690件です。

子ども・子育て課

24
妊娠・出産期における健
康支援

各年度とも、妊婦健診受診予定延べ回数と実
施回数（延べ）が違っています。受診に来な
かった妊婦さんがいるという事でしょうか。
もし受診に来なかった妊婦さんがいるとした
ら、どのように対応されているのですか？

樋熊委員

妊婦健診受診予定延べ回数は直近数年の妊娠
届出数・妊婦健診実施回数（延べ）・出生数
等を参考に予測値で計上していますが、結果
として実施回数（延べ）と差異が生じていま
す。
妊娠7～8か月頃の全妊婦の妊婦健診受診の有
無を確認し、直近月の受診がない妊婦に対し
て連絡し状況確認等を行っています。

子ども・子育て課

25 思春期・青少年相談
元年度の相談件数が前年比で三分の一程度ま
で落ちていますが、この原因として思い当た
る節は？

石川委員

平成30年度については、特定の方が繰り返し
相談してくる案件が多くありましたが、令和
元年度についてはそのような案件がなかった
ため、三分の一程度まで落ちたととらえてお
ります。

学校教育課
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26 青少年育成活動

「思春期の女性に対しては、性犯罪に巻き込
まれることがないよう華美な服装や化粧など
を見かけたときは、その場で声掛け……」と
いう記述がありますが、これは性犯罪にあう
のは被害者にも責任があるとか、スキがある
といった考え方を助長するものではありませ
んか？　差別的な指導であるように思われま
す。加えて、街頭育成活動の本年度の計画が
昨年比で半分になっています。なぜですか？

石川委員

　青少年育成員は、常に温かな愛情と良識を
もって青少年と接するようにしています。育
成活動で声かけする対象となる行為や状態の
一つに、「青少年にふさわしくない服装や髪
形をしている状態」の場合に声をかけること
があります。育成員の良識から判断し、目立
つ様相と思われた場合に「服装や化粧に対し
て良くない」と注意するのではなく、その青
少年と会話することをとおして、その子のお
かれている状況（現在、将来）を推察し、場
合によっては励ましたり、称讃したり、遅い
時間であれば「早く帰ろうね」とアドバイス
したりするというものです。

　活動に参加くださる育成員の高齢化等に伴
い、半数の育成員が退任したことと、活動の
本来の目的である青少年の非行等が減少して
いることから巡回回数を見直しました。
　ベテランの育成員の引率により実施してき
た、小中学校保護者を対象とした体験活動が
不可能になったことにより、一日育成員体験
事業を年間２０回中止しました。こうした状
況から回数は半減しています。

子ども・子育て課

26 青少年育成活動
街頭育成活動は長岡地域と栃尾地域だけです
か。他の地域はどうなっていますか。

高橋紀美子委員

　街頭育成活動としては長岡地域と栃尾地域
のみです。
　中学校のＰＴＡ活動の一環として夏休みに
校区内をパトロールする折に、支所の職員も
参加するなどの取組を行っていた支所もあり
ましたが、現在はほとんどの支所で実施して
いません。

子ども・子育て課
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27 介護予防事業
実施計画と実施状況との間に数値の大幅な乖
離があります。なぜこうなるのでしょうか。
計画策定時の根拠は？

石川委員

　一般介護予防事業は、市が主催する事業と
希望団体に市が講師派遣を行う事業により実
施しています。新年度に取り組むべき事業に
ついて、事業実績などを踏まえながら、内
容、回数、見込み人数の計画策定（予算編
成）を行っています。
　各地域団体などに講師派遣による事業実施
を働きかけておりますが、市主催ではない場
合は計画どおりに進まない面もあります。ま
た、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、３月予定していた事業を一部休止したこ
とで、計画策定時より減少しました。

長寿はつらつ課 コロナ関連

27 介護予防事業

令和2年度実施計画で、一般介護予防事業とし
て回数や延べ人数が記載されていますが、新
型コロナウイルス感染症対策の関係で減少す
ると思います。実施する前から細かい回数や
人数までどうしてわかるのですか。

高橋紀美子委員

　一般介護予防事業は、新年度に取り組むべ
き事業について、事業実績などを踏まえなが
ら、内容、回数、見込み人数の計画策定（予
算編成）を行っています。
　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症
の影響で、４月、５月の事業が実施できない
状況でしたが、「新しい生活様式」を踏まえ
て事業を再開しており、今後の事業実施に努
めていきます。

長寿はつらつ課 コロナ関連

28
ひとり親家庭への支援

【女性活躍】

給付金受給者が国家資格を取得できたことは
成果ですね。しかし、指摘されている「雇用
情勢の安定」というのは昨年度の前半までの
話だろうと思われます。その後のコロナに関
連する状況はひとり親家庭にどのような影響
を与えているのかが心配です。現状を教えて
ください。

石川委員

現在、生活がひっ迫した相談はありません
が、ひとり親家庭では非正規雇用やパート従
業員が多く、新型コロナウイルス感染症の経
済的影響を受けやすいと考えております。雇
い止めや離職となった場合には、専門性の高
い資格や就職に有利な資格取得のための相談
や申請が増えることが見込まれます。

生活支援課 コロナ関連

29
自立支援策の充実【女性
活躍】

被支援者から着実に就労者・就学者が出てい
ることは喜ばしい成果です。

石川委員 回答不要 生活支援課
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30
生活困窮者自立相談支援
事業【女性活躍】

実施状況の分析として、30年度は「雇用情勢
が上向いたこと」があげられ、元年度は「新
型コロナウィルスの影響」が懸念されていま
すが、これらの要因が実績数値にどのように
影響したと考えられますか？　現在想定され
ていることを説明してください。

石川委員

長岡市パーソナル・サポート・センターへの
新規相談者数は３月から急増、４月から６月
は昨年同時期では58件に対し、今年度は296件
と約５倍になっており、新型コロナウイルス
感染症関連の生活への影響の現れと思われま
す。

生活支援課 コロナ関連

31
生活困窮者学習支援事業
【女性活躍】

中高生向け教室の利用者数が増加していま
す。これは社会情勢が生活保護世帯に厳しく
なっていることが原因なのか、それとも担当
課のご尽力の成果なのか、どのように分析な
さっていますか？

石川委員

中高生の利用の増加は、生活保護担当ケース
ワーカー等からの周知や実際に委託先事業所
を利用した方の満足度が評価されていること
が主な要因と考えております。

生活支援課

32

仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）
や男女共同参画の情報提
供【女性活躍】

受講者数が減っているようですが、その理由
は？

石川委員

（人権・男女共同参画課）
令和元年度は、造形大学の講義が必修ではな
くなったことから、前年度と比較して参加者
が少なくなりました。

（産業支援課）
平成30年度は半日程度で勉強会を開催してい
ましたが、元年度は働き方改革に積極的に取
り組む優良企業の見学を行うなど、１日かけ
ての勉強会の実施としたため、参加が難しい
企業多かったと考えています。

人権・男女共同参画課
産業支援課

33
ワーク・ライフ・バラン
ス普及の意識醸成【女性
活躍】

「働き方改革」という政府のスローガンが浸
透していたためか、元年度のテーマ別勉強会
が盛況だったようです。これをどのようにし
て共同参画につなげていくのかが課題でしょ
う。どうお考えでしょうか？

石川委員

他社の優良事例を提示し、社会保険労務士に
よる専門的なアドバイスを行いながら、企業
の職場環境の改善を進め、男女ともに働きや
すい環境づくりを支援していきます。
このことが男性の育児休暇の取得や産後の女
性の職場復帰等の共同参画に向けた課題解決
につながると考えます。

人権・男女共同参画課
産業支援課
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34
働きやすい職場環境推進
事業【女性活躍】

前項にもあった、働き方改革相談員の活動に
ついて、詳細を説明してください。

石川委員

市内企業を訪問し、働き方改革の必要性や取
り組みのアドバイスを伝え、企業が抱える課
題を把握するため、働き方改革相談員を２名
設置しています。
令和元年度の訪問件数は236件であり、長岡市
が実施する働き方改革のための勉強会や、企
業ガイダンスの案内等を行うとともに、企業
の取り組み状況や課題をヒアリングしまし
た。
また、令和元年度は市内企業３社で相談員に
よるコンサルティングを実施しました。

産業支援課

35
ハッピー・パートナー企
業登録推進【女性活躍】

コロナウィルスの影響はどのくらいあったの
かをお話しいただきたいです。また、これを
踏まえて本年度の計画にも修正を加えている
ようですので、この点についてもお話くださ
い。他の部署が参考にできる情報があろうか
と思いますので。

石川委員

（人権・男女共同参画課）
令和元年度事業については影響はありません
でした。
令和２年度については、計画段階において、
１年間どのようなかたちで企業の取り組み紹
介ができるか見通しが立たなかったため、当
年度のパネル作成を中止しました。
現状では、少しずつですが取り組み紹介がで
きる状況になりましたので、令和元年度に作
成したパネルを使用して事業を進めていきま
す。

（産業支援課）
これまでは対面型の勉強会の開催や、企業訪
問による相談等を行っていましたが、コロナ
ウイルスの影響によりこれまでどおりの事業
の実施は難しいため、勉強会については
YouTubeでの配信、Zoom等を活用しながらオン
ラインでの企業別研修会の実施など、新型コ
ロナウイルス感染症の対策に切り替えての実
施を予定しています。

人権・男女共同参画課
産業支援課
契約検査課

コロナ関連
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36
男女の介護・育児と仕事
の両立の支援【女性活
躍】

賛同企業の増加は歓迎すべきことです。これ
までに実施した各種の講座やシンポジウム
が、元年度では「はたプラ勉強会」に統合さ
れていますが、内容的に何か変化はあったで
しょうか？

石川委員

平成30年度までは大規模講演会を実施してい
ましたが、令和元年度は、はたプラ賛同企業
の働き方改革の取り組みのさらなる向上を目
指し、企業のニーズに応じたテーマ別の勉強
会に力を入れて取り組みました。
令和元年度は「人財採用」「業務改善」「管
理職の働き方」などをテーマに実施し、内容
も研修やグループワークだけではなく、優良
企業の企業見学を行い、先進的な取り組みを
実際に見ていただきました。

産業支援課

37
相談機能の充実【女性活
躍】

アウトリーチ型に変更した成果が表れている
と思います。相談を待っているのではなく、
こちらから働きかけていくことが重要なのだ
と考えます。

石川委員 回答不要 人権・男女共同参画課

38 再就職セミナー【女性活躍】

この事業で展開するはずの「再就職準備セミ
ナー」は「女性活躍応援プロジェクト」の一
環ではあっても、これに吸収されてしまうよ
うな内容とは思えません。再就職の準備とい
うのは、すでに就職できている人にしか関わ
らない「活躍」よりもはるかに切実な課題な
のではありませんか。本年度の実施計画には
問題があるとおもいます。

石川委員

女性活躍応援プロジェクトの見直しから再就
職準備セミナーを休止しましたが、今年度に
ついては他の事業を活用し、セミナーの実施
を企画していました。しかし、新型コロナウ
イルス感染症防止のため、開催が難しい状況
となりました。今後は、長岡市女性活躍推進
会議の構成団体（ハローワーク長岡など）と
協議し、各団体が開催する再就職セミナーに
協力・連携します。

人権・男女共同参画課

39 コミュニティ推進事業

男女が共に地域づくりをするという課題が、
男性向けの料理教室に矮小化されてしまって
いませんか？　防災教室はこの課題に的確に
応えたものですので、これと比べると、男性
向け料理教室が陳腐に見えますが、どうお考
えですか？

石川委員

（市民協働課）
男性向けの料理教室を実施する目的は、男女
共同参画だけでなく、シニア世代の男性の地
域からの孤立を防ぎ、男女が共に生きがいを
持って地域生活を送るきっかけを作ることに
もあります。講座の内容については、利用者
のニーズを踏まえ検討してまいります。

市民協働課
人権・男女共同参画課

審議会回答
項目
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40
まちなかキャンパス長岡
管理・運営事業

・記述に具体性が欠けています。どのような
内容の講座を展開して、男女共同参画につい
てどのような成果を得たのか、具体的に書い
てください。参加者数とその男女比について
も記述がありません。わかる範囲で教えて下
さい。

石川委員

時事的なテーマを取り上げることが多いた
め、講座によっては男女比に若干の差がある
ものの、大きな偏りはありません。アンケー
トでも「年代や性別に関係なく多くの方の話
が聞けて、自分への問いかけが出来て良かっ
た。」という声が多く聞かれます。一方で、
「女性が一度家庭に入ると社会復帰が難しい
ため、子育て中の女性が自分磨きできる講座
を開催してほしい。」という意見もあったた
め、今後の開催について分科会で検討してい
きます。
なお、令和元年度の講座内容及び受講者数
（男女比）は別紙のとおりです。

市民協働課

41
コミュニティセンターの
整備

新たなコミュニティーセンターの運用が計画
通り始められるよう、お願いします。ところ
で、既存のコミュニティーセンターの保全
は、ここでの事業には含まれないのでしょう
か？

石川委員

コミュニティセンターの設置目的は、いずれ
の施設も同じですので、広義的にはコミュニ
ティセンター39施設の保全も含んでいるもの
と考えます。今回の第2次計画においては、期
間中に実施される大きな事業として、上川西
コミュニティセンターの建設を掲載したもの
です。

市民協働課

42
職員の育児・家事参加に
関する意識啓発【女性活
躍】

こうして展開された研修の成果はどのように
表れていますか？　例えば、男性の育児休暇
取得率や残業の見直しといった形で数値にも
表れているようであれば、それを紹介してく
ださい。

石川委員

男性の育児休暇取得状況については、H29、
H30は取得者はいませんでしたが、R1に3名が
取得し取得率5.56％、本年度は7月末までに7
人が取得し43.8%と育児休暇を取得する男性職
員は増加しています。また、職員1人あたりの
1月当たりの平均時間外勤務時間は、H29・
15.1時間、H30・14.3時間、R1・13.8時間と減
少しており、いずれも結果に結びついていま
す。

人事課

43
ファミリー・サポート・
センター事業【女性活
躍】

会員養成講座参加者数は増加しているようで
すが、依頼会員と提供会員の合計数はこのと
ころあまり変化がないようです。これを増や
すのに必要な方策は何かかんがえています
か？

石川委員

ファミリー・サポート・センターを知らない
方に、制度などの紹介をする地域交流会等を
実施しており、令和元年度は新たに123人が会
員登録をしています。今後も制度の周知・啓
発を促進していきます。

子ども・子育て課

13/19



「第２次ながおか男女共同参画基本計画」進捗状況に関する質問・回答一覧
資料２

№ 事業名等 質問 委員名 回　答 推進課 備考

44
こんにちは赤ちゃん訪問
【女性活躍】

出生数の実数をお教えください。乳児訪問件
数や未熟児訪問件数にと仕事の増減が認めら
れますが、出生数の実数と比べないと、増減
の意味を考えることができないと思われま
す。

石川委員 出生数は1,751人です。 子ども・子育て課

45
ブックスタート事業【女
性活躍】

ブックスタート事業は、父親の育児参加を積
極的に促すことにつながれば意味があると思
いますが、はたしてそのような働きかけが行
われているのかが常に問題視されてきたと思
います。相談実績1623人に対して父親の参加
が97人にとどまっているということは、この
働きかけが弱いのではないかと考えられま
す。また、「父親も読みやすいもの」とあり
ますが、その選択基準自体がよくわかりませ
ん。何を以て「父親も読みやすい」と判断す
るのか、根拠がわかりません。根拠がありま
したら教えて下さい。

石川委員

御意見のとおり「父親の読みやすいもの」の
判断・根拠が曖昧でした。次年度以降の図書
の選定を今年度行いますので、御意見を参考
に選定したいと思います。

子ども・子育て課

46
子育て家庭からの相談に
対する支援の充実【女性
活躍】

各講座の開催数や参加者数が、前年と大きく
異なっているものがあります。その理由はわ
かりますか？　また、グループミーティング
や個別相談会を前年の50回から85回に増やし
たことの成果についても説明をお願いしま
す。

石川委員

【各講座の開催数について】
　こども発達相談室利用者への相談支援につ
いては、開催日が決まっているわけではなく
必要に応じての実施のため、年度ごとの回数
に変動が生じています。今後の表記は、
「回」ではなく「件」に修正します。
【各講座の参加者数について】
開催内容（時期、時間、会場等）、周知方法
（市政だより、ポスター、チラシ、ＨＰ等）
は、前年度と変更しておりませんが、前年度
からは、インターネットを通じての申請受付
を開始し、より応募しやすい環境を整えまし
たが、実績に結びつきませんでした。
【グループミーティングや個別相談会を50回
から85回に増やした成果について】
　平成30年度の実施計画には平成29年度実施
状況83回を参考に記載するべきところ50回と
記載しておりましたので、令和元年度計画は
実施状況を参考に85回としております。実施
状況については、平成29年度83回、平成30年
度85回、令和元年度83回と大幅な回数変更は
行っておりません。

子ども・子育て課
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47
子育ての駅の運営【女性
活躍】

30年度の実績と元年度の計画に示された数値
を、元年度の実績と比べると、各会場での実
施回数や参加者数に大きな変動がみられるの
ですが、これはどういうことですか？たとえ
ば、イベントの回数の点で、計画の数値と実
績の数値が大きく違うということは、計画を
実施に移すにあたって、やり方や考え方を大
幅に改めたということがあったのでしょう
か？参加者数の変動を説明するのは難しいと
しても、計画の回数と実施回数の間に大きな
開きがあるのは、実施する側の問題ですの
で、担当部署の説明をうかがいたいと思いま
す。

石川委員

各子育ての駅でのイベント、講座、相談会等
は各子育ての駅に一任しており、各子育ての
駅において地域の特性を生かした行事など、
随時企画しております。
委員御指摘のとおり、地域版の子育ての駅に
おいて、計画と実施状況の回数に開きがある
ところがありますが、毎日実施している短時
間の手遊び等の回数を計画には入れてありま
すが、参加者数を把握していないため、実施
状況には入れられなかったものです。
今後は、計画と実施状況とで整合性を取るよ
うに集計していきたいと思います。

子ども・子育て課

48
親の子育て力をつける親
育ち事業【女性活躍】

参加者数を評価するには、実際の乳幼児の数
を知る必要があります。対象年齢の乳幼児の
実数、特に毎年の新生児数を示してくださ
い。

石川委員
新生児数は平成28年1,978人、平成29年1,880
人、平成30年1,856人、令和元年1,751人で
す。

子ども・子育て課

49
児童クラブの充実【女性
活躍】

児童クラブの開設時間延長は希望が高いもの
と思われます。今後の方針について説明をし
てください。「有料」とありますが、実際の
金額は？

石川委員

今後も継続して、夕方の18時から19時、土曜
日及び長期休業などの朝7時30分から8時30分
は、有料で開設時間の延長の実施をしていき
ます。また、料金は、30分100円、1時間200円
となっております。

子ども・子育て課

50
母子保健推進員活動【女
性活躍】

出生数の減少が理由として挙げられています
ので、出生数の実数を示す必要があります。
コロナの影響を評価して、今年度の事業計画
に生かす必要があります。他の部署の参考に
なりますので、この点のご説明をお願いしま
す。

石川委員

出生数は1,751人です。
R元年度は新型コロナウイルス感染症の影響で
活動を見合わせたため、子育て支援地区活動
が15回減少しました。R2年度は50回の減少を
見込んでいます。

子ども・子育て課

51
保育園における育児相談
窓口の充実【女性活躍】

相談件数が増えています。万全な対応が必要
でしょう。離乳食講座の参加者数は？

石川委員

令和元年度は、10園で計16回の離乳食講座が
実施され、参加者数は親子組数167組、人数は
339人でした。（ままナビ以外での実施実績を
含む）

保育課

52
多様なニーズに応じた保
育の実施【女性活躍】

延長保育の延べ時間数も利用人数も減ってい
ますが、これも児童数の減少が原因ですか？
であるなら、対象となる児童数の実数を示し
てください。

石川委員
対象となる実利用児童数は、H30 4,383人、
H31 3,762人でした。（各年4月1日時点）

保育課

15/19



「第２次ながおか男女共同参画基本計画」進捗状況に関する質問・回答一覧
資料２

№ 事業名等 質問 委員名 回　答 推進課 備考

53
高齢者や介護者の相談窓
口の運営【女性活躍】

どのような相談があったのか、差し支えない
範囲で例示していただければと思います。

石川委員

　地域包括支援センターにおける主な相談内
容は、次のとおりです。
○介護保険に関するもの（50％）
○介護予防に関するもの（9％）
○医療や病気に関するもの（6％）
○認知症などに関するもの（6％）

長寿はつらつ課

53
高齢者や介護者の相談窓
口の運営【女性活躍】

相談の内容について教えてください。（割合
も含めて）

樋熊委員

　地域包括支援センターにおける主な相談内
容は、次のとおりです。
○介護保険に関するもの（50％）
○介護予防に関するもの（9％）
○医療や病気に関するもの（6％）
○認知症などに関するもの（6％）

長寿はつらつ課

54
在宅介護者への支援の充
実【女性活躍】

在宅介護にはコロナで多大な影響が出ている
と思われます。元年度後半の状況について、
わかる範囲でご説明ください。

石川委員

　介護研修会は１月まで予定通り開催しまし
たが、コロナウィルス対策のため３月に予定
していた研修会を１回中止しました。
　また、一部の介護事業所でデイサービス等
の通所サービスがコロナウィルス対策により
縮小されたり、利用自粛の要請があったりし
たため、在宅介護者にも影響があったものと
認識しています。

長寿はつらつ課 コロナ関連

55
ＤＶ防止の意識啓発の推
進と相談窓口の周知

デートDV講座の参加者が半減していますが、
事情を説明してもらえますか。また、DV相談
件数の増加と内容の多様化についても、具体
例を報告してください。

石川委員

・デートＤＶ講座については、30年度に長岡
農業高校と塩沢商工高校からの申込があり、
両校とも全校を対象とした講座だったため、
令和元年度は申込がなく参加者数が減少した
ものです。
・DV相談件数の増加の状況は、別紙のとおり
です。
・相談内容の多様化の具体例としては、本人
に精神疾患、子どもに発達障害があるうえ
に、夫が失業中である事例や外国籍で離婚問
題に加えて、ビザの更新の問題が絡んでいる
事例等があります。生活全般を改善し、自立
を促すために、支援内容も多様化していま
す。

人権・男女共同参画課
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56
外国人、障害者、高齢者
に配慮した相談窓口の周
知

外国語での周知窓口の利用状況はわかります
か？　例えば、HPの外国語版ページのアクセ
ス件数など。

石川委員

インターネット等に係るアクセス件数につい
て、下記のとおり回答します。
◆長岡市HP「地球広場」ページアクセス件数
（R1.8～R2.7）
　日本語：8774件（月平均731件）
　英語：1355件（月平均112件）
　中国語：309件（月平均26件）
◆「地球広場」Facebookページ（日本語のほ
か、英語、中国語、やさしい日本語で発信）
　R2.6：3906件
　R2.7：2478件
◆電子書籍アプリ「カタログポケット」での
市政だより等配信（日本語、英語、中国語な
ど全10言語対応）
　R2.6：278件
　R2.7：60件

国際交流課
福祉課

長寿はつらつ課
(人権・男女共同参画課）

57
学校におけるセクシュア
ル・ハラスメントの防止

ハラスメントは、自分が当事者だという自覚
がなければ、いくら勉強しても他人事になっ
てしまいます。全84校で実施された職員研修
の内容、また参加した教職員がどの程度自覚
されたかがわかる資料はありますか？

石川委員

教職員の自覚の程度を示す資料はありませ
ん。毎年すべての学校で県の指針に基づいた
教職員研修を実施しています。長岡市内でセ
クシャル・ハラスメントに係る事案が発生し
ていないことから、教職員の自覚を促すこと
につながっていると認識しております。

学校教育課

58
安全・安心な相談窓口の
体制整備

相談件数が増加傾向になる中で、ウィルなが
おか出前相談が半減に近い減少を見せていま
す。何か思いあたるところはありますか？
また、ウィルながおか相談室の相談受付時間
が今年度から1時間前倒しになっています。そ
れにともなって、終了時間も前倒しになって
いますが、その理由と予想される変化につい
てご説明ください。

石川委員

・出前相談の件数につきましては、平成30年
度に何回もリピートして出前相談を利用する
人が複数いたために突出したものです。
・ウィルながおかの相談時間について、１時
間前倒ししたのは職員体制の都合によるもの
で、土曜日のみです。記載ミスで申し訳あり
ません。
土曜日の相談件数は特に変化なく、大きな影
響はありません。

人権・男女共同参画課

59
職場におけるハラスメン
ト相談への対応

相談者が増えてきていますね。まだ稼働率の
上限には達していないようですので、丹念に
相談にお答えいただきたいと思います。

石川委員 回答不要 人権・男女共同参画課

60 相談従事者の研修の充実
「相談員のためのセルフメンテナンス講座」
の開設が有意義だったと思います。今後とも
力を入れていただけるよう、お願いします。

石川委員 回答不要 人権・男女共同参画課
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61
配偶者暴力相談支援セン
ターの運営

相談件数の増加も実人数の増加も気がかりな
ところです。よりきめの細かい対応をお願い
します。

石川委員 回答不要 人権・男女共同参画課

62
関係機関と連携した相談
の実施

年ごとに対応が細かくなっているのが見受け
られます。件数とその内訳の分析も有意義で
した。児童虐待とDVとの密接な関係に基づい
た的確な支援に今後とも力を入れてくださ
い。出前講座のPRも有意義だったと思いま
す。

石川委員 回答不要
国際交流課・長寿はつらつ

課・福祉課・子ども・子育て
課・(人権・男女共同参画課)

63 ひとり親家庭への支援 №２８と同じ 石川委員

（No.28と同じ）
現在、生活がひっ迫した相談はありません。
今後、新型コロナウイルス感染症対策による
給付金等の措置が終わり感染が長引き、雇い
止めや離職となった場合には、専門性の高い
資格や就職に有利な資格取得のために、相談
や申請が増えることが見込まれます。

生活支援課

64 自立支援策の充実 №２９と同じ 石川委員 回答不要 生活支援課

65
ＤＶ被害者の心身の健康回復
支援

どのように逆境を乗り越えたのか、毎年同じ
文の繰り返しであるのが気になります。

石川委員

記入を工夫します。
平成元年度は母親8人、子ども5人が計8回のコ
ンカレントプログラムに参加しました。
母グループ、子グループに分かれ、同じテー
マ（自分の感情の理解、暴力について、怒り
の理解、自己尊重）のセッションを行いまし
た。
それぞれが抱える課題を共有し、自身の気持
ちを表現していくことで、考え方や子どもへ
の接し方などに変化が生まれ、自信をつけて
いく様子が見られました。
子どもグループでもグループワークなどを通
じた学びにより、親子の関係や言葉がけに変
化が見られました。

人権・男女共同参画課
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66
関係機関・民間支援団体との
連携・協力体制の強化

コロナのために中止になった連絡会議に代わ
る会議は試みたのでしょうか？

石川委員

　書面で「医療関係者のためのDV発見対応マ
ニュアル」に対する意見を聴取し、改訂版を
作成しました。
　また、例年、年度末に開催していた会議を
令和２年度は９月に開催する予定です。

人権・男女共同参画課

67
ＤＶ防止計画推進のための体
制づくり

参加する職員が昨年比ではさほど変わらない
けれども29年度と比べると減少しているのは
なぜですか？

石川委員

庁内ＤＶ被害者支援連絡会議は、初めて業務
に携わる職員に対する研修の目的があり、そ
のため、人事異動の状況で、参加職員の数が
増減しました。

人権・男女共同参画課

69
男女共同参画施策に対する苦
情への対応

苦情処理の対応について具体的にお聞かせく
ださい

樋熊委員

現時点で長岡市男女共同参画社会基本条例に
基づく苦情の申出は０件です。今後苦情の申
出があった場合、迅速に対応できるように長
岡市男女共同参画審議会に苦情処理に関する
部会を設置する予定です。

人権・男女共同参画課

73 市職員への研修などの実施
職員研修の成果を実例で示すことはできます
か？

石川委員

人権・男女共同参画課が実施する講演会など
を周知することで若干ではありますが、職員
からも参加いただきました。また、図書コー
ナーを周知することで、職員の利用もありま
した。

人権・男女共同参画課
人事課
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