
～　目標（めざす姿）　一人ひとりの笑顔があふれる弘前の実現　～

弘前市男女共同参画プランの点検・評価まとめ《平成２８年度》
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弘前市男女共同参画プランの進ちょく状況に係る自己評価概要
（成果指標の達成状況及び主な取り組みの平成２８年度の実施状況）

基本目標Ⅰ 　政策・方針決定過程での男女共同参画の促進　

構成

重点目標 施策の方向 主な取り組み

項目数 2 4 7

主な取り組みの実施状況に係る各担当課の自己評価①

Ａ Ｂ Ｃ

項目数 3 3 0 ※廃止事業１

成果指標の達成状況②

基準 目標 実績

（基準年） （目標年） ２８年度

７．７％

（平成２７年）

１０.０％

（平成２９年）

９．５％ 業務取得

総合自己評価（①、②に関する自己評価）

懇話会における点検・評価結果

　成果指標については、基準年である平成２７年度から１．８％上昇しており、目標年の平成２９年度で１
０．０％に向かって着実に増加しており、現状の取り組み内容を継続することで、おおむね良好な推移が期
待できると思われる。主な取り組みについても、おおむね良好な成果を上げていると思われる。

◇指標は、目標年に向かって着実に上昇しているので達成を期待できる。

◇主な取り組みについては、担当課（者）により評価の基準にばらつきがあるが、妥当性があり、
おおむね予定通り実施されたと思われる。

～　目標（めざす姿）　一人ひとりの笑顔があふれる弘前の実現　～

Ａ：予定（計画）どおり実施した
Ｂ：おおむね予定（計画）どおり実施した
Ｃ：予定（計画）どおり実施できなかった

成果指標

市の管理職に占める女性職員の割
合

備考

２



弘前市男女共同参画プランの進ちょく状況に係る自己評価概要
（成果指標の達成状況及び主な取り組みの平成２8年度の実施状況）

基本目標Ⅱ 　男女共同参画社会形成への意識づくりと定着

構成

重点目標 施策の方向 主な取り組み

項目数 2 5 14

主な取り組みの実施状況に係る各担当課の自己評価①

Ａ Ｂ Ｃ

項目数 10 3 1

成果指標の達成状況②

基準 目標 実績

（基準年） （目標年） ２８年度

５１．１％

（平成２５年）

５５％

（平成２９年）

５４．５％
地域経営
アンケート

７４４人

（平成２６年）

８０７人

（平成２９年）

１，２５２人 業務取得

総合自己評価（①、②に関する自己評価）

懇話会における点検・評価結果

　２つの成果指標のうち、性別による固定的役割分担の考え方に同感しない市民の割合は、目標年である
平成２９年度に向けて伸びておりますが、着実な目標達成のために、より有効な取り組みを実施する必要
があると思われる。
　市民参画センターが実施したセミナー等事業の参加者数は、目標年である平成２９年度の数値を超えて
おり、現状の取り組み内容を継続することで、おおむね良好な推移が期待できるのではないかと思われ
る。

◇２つの指標のうち、「市民参画センターが実施したセミナー等事業の参加者数」は平成２８年度
実績で目標数値を越えているので達成を期待できる。

◇主な取り組みについて、おおむね予定通り実施されたが、重点目標３　施策の方向３「男女共同
参画に関する意識調査」の主な取り組み「男女共同参画に関する定期的な意識調査の実施」につ
いて、一概に数字をもって評価するのではなく、年代別、地域別、職業別等様々な要因を考慮し分
析した方がいいのではないか。また、その結果ををもって各種関連事業を実施する方がより効果
的と考えられる。
　

～　目標（めざす姿）　一人ひとりの笑顔があふれる弘前の実現　～

Ａ：予定（計画）どおり実施した
Ｂ：おおむね予定（計画）どおり実施した
Ｃ：予定（計画）どおり実施できなかった

成果指標

性別による固定的役割分担の考え
方に同感しない市民の割合

備考

市民参画センターが実施したセミ
ナー等事業の参加者数

３



弘前市男女共同参画プランの進ちょく状況に係る自己評価概要
（成果指標の達成状況及び主な取り組みの平成２８年度の実施状況）

基本目標Ⅲ 　職場、家庭における男女共同参画の促進

構成

重点目標 施策の方向 主な取り組み

項目数 3 6 17（２０）

主な取り組みの実施状況に係る各担当課の自己評価①

Ａ Ｂ Ｃ

項目数 14 4 2

成果指標の達成状況②

基準 目標 実績

（基準年） （目標年） ２８年度

０件

（平成２６年）

３件

（平成２９年）

３件 業務取得

配偶者出産休暇

１５件

（平成２６年）

配偶者出産休暇

２２件

（平成２９年）

１４件 業務取得

育児参加休暇

６件

（平成２６年）

育児参加休暇

７件

（平成２９年）

４件 業務取得

看護休暇

５９件

（平成２６年）

看護休暇

５９件

（平成２９年）

５３件 業務取得

総合自己評価（①、②に関する自己評価）

懇話会における点検・評価結果

4

備考

市男性職員の配偶者出産休暇、育
児参加休暇及び看護休暇の取得件
数

※一つの取り組み
の中で、実施の事
業ごとに評価をし
ているものが３つ
ある

　２つの成果指標のうち、市の男性職員の育児に係る時差出勤制度の利用件数は目標値である平成２９
年度の数値３件と同数となっている。
　市男性職員の配偶者出産休暇、育児参加休暇及び看護休暇の取得件数は、いずれも件数は基準年よ
り減少はしているが、対象者数も減少していることから取得割合でみるといずれも増加しているので、現状
の取組内容を継続し実施することで、実質的には、概ね良好な推移が期待できるのではないかと思われ
る。しかし、成果指標の設定について、より適切な数値となるよう見直しも必要と考える。
　主な取り組みの状況は、おおむね良好である。

◇主な取り組みについて、おおむね予定通り実施されたが、重点目標５　施策の方向２「女性の継
続就業への理解促進」の主な取り組み「パンフレット等による理解促進」「講演会、セミナーの開
催」について、回数が減ったことで単純に評価を下げるより、回数を減らしても効果が同じ、あるい
は減らした方が効果が高いなど、いかに効果があるかで評価した方が良いのではないか。

◇重点目標７　施策の方向２「多様なライフスタイルに合わせた就業・起業支援」の主な取り組み
「店舗シェアリング支援事業」等について、なかなか起業と男女共同参画との関係が結び付きにく
く感じられる。次期プランに向けて取組内容の精査も必要と考える。

～　目標（めざす姿）　一人ひとりの笑顔があふれる弘前の実現　～

Ａ：予定（計画）どおり実施した
Ｂ：おおむね予定（計画）どおり実施した
Ｃ：予定（計画）どおり実施できなかった

成果指標

市の男性職員の育児に係る時差出
勤制度の利用件数



弘前市男女共同参画プランの進ちょく状況に係る自己評価概要
（成果指標の達成状況及び主な取り組みの平成２８年度の実施状況）

基本目標Ⅳ 　地域社会における男女共同参画の促進

構成

重点目標 施策の方向 主な取り組み

項目数 3 7 27（３５）

主な取り組みの実施状況に係る各担当課の自己評価①

Ａ Ｂ Ｃ

項目数 25 9 1

成果指標の達成状況②

基準 目標 実績

（基準年） （目標年） ２８年度

４７．２％

（平成２６年）

７７．１％

（平成２９年）

６２．９％ 業務取得

１０７名

（平成２６年）

２４０名

（平成２９年）

１７８名 業務取得

１９１件
【４８件】

（平成２６年）

２２２件
【５６件】

（平成２９年）

１７７件
【６２件】

業務取得

総合自己評価（①、②に関する自己評価）

懇話会における点検・評価結果

5

防災マイスター認定者数（累計）

　３つの成果指標のうち、小学校区域内に自主防災組織がある小学校区の割合及び防災マイスター認定
者数（累計）は、いずれも目標年である平成２９年度の目標値に向けて増加しているが、目標を着実に達
成するために、今後、より有効な取り組みを実施し、数値の上昇を目指す必要があると思われる。
　弘前市ボランティア支援センターでの紹介件数については、全体の件数としては減少しておりますが、う
ち男性件数は増加しておりおおむね良好に推移していると考える。
　また、主な取り組みの評価の基準となる参考指標の設定について、より適切な数値となるよう見直しが必
要なものもあると思われる。

◇３つの指標のうち、「小学校区域内に自主防災組織がある小学校区の割合」は目標年である平
成２９年度の目標値に向けて増加してはいるが、必要な数の自主防災組織ではなく小学校区に１
つでも自主防災組織があると達成となることから、自主防災組織の必要性を考えると成果指標の
設定について見直しも必要と思われるが、現プランにおいては、目標達成に向けて引き続き実の
ある取り組みをしていただきたい。

◇主な取り組みについて、おおむね予定通り実施されたが、重点目標８　施策の方向性２「防災分
野における男女共同参画の推進」の主な取り組み「自主防災組織育成支援事業」、「防災まちづく
り推進事業」など防災関係では、火災の対応についての知識の普及啓発などをもっと積極的に実
施することを併せて考えていただきたい。

～　目標（めざす姿）　一人ひとりの笑顔があふれる弘前の実現　～

Ａ：予定（計画）どおり実施した
Ｂ：おおむね予定（計画）どおり実施した
Ｃ：予定（計画）どおり実施できなかった

成果指標

小学校区域内に自主防災組織があ
る小学校区の割合

弘前市ボランティア支援センターで
の紹介件数【うち男性件数】

備考

※一つの取り組み
の中で、実施の事
業ごとに評価をし
ているものが８つ
ある



弘前市男女共同参画プランの進ちょく状況に係る自己評価概要
（成果指標の達成状況及び主な取り組みの平成２８年度の実施状況）

基本目標Ⅴ 　一人ひとりの人権が尊重される社会の形成

構成

重点目標 施策の方向 主な取り組み

項目数 3 5 16（２２）

主な取り組みの実施状況に係る各担当課の自己評価①

Ａ Ｂ Ｃ

項目数 19 3 0

成果指標の達成状況②

基準 目標 実績

（基準年） （目標年） ２８年度

１６名

（平成２７年）

３００名

（平成２９年）

１５９名 業務取得

２０．８％

（平成２４年）

２４．１％

（平成２９年）

２２．５％ 業務取得

男性３７．２％
（平成２４年）

男性３０．２％
（平成２９年）

男性
３６．５％

女性１３．０％
（平成２４年）

女性９．０％
（平成２９年）

女性
１２．７％

総合自己評価（①、②に関する自己評価）

懇話会における点検・評価結果

6

◇３つの指標のうち、「男女の喫煙率」は直近年の数字では着実な目標の達成に向かっていると
は言えないと思われる。

◇主な取り組みについては、おおむね予定通り実施されたと思われる。ただし、重点目標１２　施
策の方向性１「生涯を通じた男女の健康支援」の主な取り組み「たばこの健康被害防止対策事
業」は各種対策を進めてはいるが、参考指標である男女の喫煙率には反映されていないと思わ
れる。参考指標にも反映されるよう目標達成に向けて実のある取り組みをしていただきたい。

～　目標（めざす姿）　一人ひとりの笑顔があふれる弘前の実現　～

Ａ：予定（計画）どおり実施した
Ｂ：おおむね予定（計画）どおり実施した
Ｃ：予定（計画）どおり実施できなかった

成果指標

ＤＶ予防啓発セミナー等の受講者数
（累計）

※一つの取り組み
の中で、実施の事
業ごとに評価をし
ているものが６つ
ある

備考

地域経営
アンケート男女の喫煙率

がん検診受診率

　３つの成果指標のうち、ＤＶ予防啓発セミナー等の受講者数（累計）及び、がん検診受診率は、目標年で
ある平成２９年度の目標値に向けて上昇しており、このまま現状の取り組みを継続していくことで、おおむ
ね良好な推移が期待できると思われる。
　男女の喫煙率については、基準年よりは男女とも減少しているが、依然数値は高い現状である。各種対
策を進めていることから今後成果が期待できるが、更に、より有効な取り組みを実施し、数値の上昇を目
指す必要があると思われる。主な取り組みの実施状況はおおむね良好である。


