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は じ め に 

本市は、男女共同参画社会の実現を目指して、平成 13 年に高崎市男女共同参画計画を策定し、男
女共同参画社会の形成に向けて本格的に取り組みを開始しました。 

その後、平成 20年には、新たな課題に対応するために計画を見直し、平成 24年度までを期間とす
る高崎市第 2次男女共同参画計画を策定しています。 
 高崎市第 2次男女共同参画計画を推進しその効果を上げていくためには、毎年度の計画の推進状況
を把握・評価し、事業の見直しを行うなどの進行の管理が重要です。 

本市では、計画事業の効果的な推進を図るために、各事業の担当課が実績に基づき進行管理シート

を作成したうえで、客観的な立場である高崎市男女共同参画審議会において、「計画の実施状況等を分

析し、推進状況を総合的に評価するとともに、改善策等を提言する」という進行管理体制を構築して

います。 

 本書は、高崎市男女共同参画審議会による「平成 24年度推進状況評価（年次評価）」及び「第 2次
男女共同参画計画（5年間）の基本目標ごとの評価」をまとめたものです。 

高崎市第 2次男女共同参画計画については、平成 24年度において計画期間が終了し、平成 25年度
から新たに高崎市第 3次男女共同参画計画の計画期間となりましたが、「平成 24年度推進状況評価及
び基本目標ごとの 5年間の評価」を踏まえ、高崎市第 3次男女共同参画計画において、積極的な事業
展開が求められています。 

  高崎市第 2次男女共同参画推進状況評価報告書 
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Ⅰ 平成２４年度推進状況評価（年次評価） 

１ 進行管理の概要

高崎市第 2次男女共同参画計画（計画期間 平成 20～24年度、以下「第 2次計画」という。）につ
いて、毎年、事業ごとの「年度計画及び年度実施状況」を把握することにより、計画全体の進行を管

理し、併せて計画登載事業の実施状況の評価、計画を分類する基本目標ごとの進捗状況評価、計画の

成果指標の達成状況評価を行い、それぞれの前年度結果との比較などにより、計画全体の推進状況評

価を実施する。 

また、計画登載事業については、それぞれの評価結果に基づき、事業担当課に必要な見直し等を提

言することにより、計画全体の着実な推進を図る。 

【事業の評価について】 

計画登載事業の年次評価については、あくまで男女共同参画推進の観点から各事業の実施について

の期待等を表現するものであり、「事業自体の良否」に関する判断を意味するものではない。  

【進行管理の段階と実施主体】 

段 階 内 容 実施主体

事前記入

「主目的事業、関連事業」

 事業実施にあたり、男女共同参画推進についての成果をどのように追求し

ていくか。 事業担当課

事後記入
「主目的事業、関連事業」

 事業の実施による成果等について記入 

段 階 内 容 実施主体

分析と評価

主目的事業

・事前記入された事業実施と目標達成との関係は、実際にどのように追及さ

れたか。

・目標達成に資するよう事業が実施されたか、また実施結果が向上したか。
男女共同参

画審議会

進行管理部

会

関連事業

・事前記入された事業における男女共同参画社会形成との関連は実際にどの

ように追及されたか。

・事業が男女共同参画社会と関連づけて実施されたか、また実施結果が向上

したか。

段 階 内 容 実施主体

評価結果の調整

総合評価

進行管理部会の評価結果の調整

総合評価及び今後の推進方法、改善方法を調整

男女共同参

画審議会

市民への公表 事業へのフィードバック議会への報告
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２ 計画推進状況の評価 

  計画登載事業の目標達成度、基本目標ごとの進捗状況、成果指標の達成度状況を評価するととも

に、これらの実施状況等の評価結果を踏まえ、計画全体の推進状況を年次評価する。 

（１）計画登載事業の目標達成度評価 

① 評価の方法 

計画に登載した各事業の目標達成度を分析し、男女共同参画推進の観点から 5段階で評価し、
「だるま」の個数で表記する。

また、評価できる点、期待される点、不十分と考えられる点、改善策などについて、コメン

トを付記する。

評  価  基  準 評価 だるまの数

目標が達成された。 達 成

目標達成には至らないが、基準年度もしくは前年度に比べ、

事業の実施結果が向上した。
順調である

目標達成には至らないが、基準年度もしくは前年度に比べ、

事業実施の充実が認められる。
概ね順調である

目標達成には至らないが、基準年度もしくは前年度に比べ、

事業の実施水準が維持されている。

前年度と同水準が

維持されている

事業が実施されなかった。基準年度もしくは前年度に比べ、

実施結果または実施内容が後退した。
順調ではない

② 評価の結果 

平成 24年度では、全体で 131事業ある第 2次計画登載事業のうち、廃止など理由から「評
価外」としたものが 9事業あり、目標達成度評価の対象は 122事業である。 
そのうち、「達成」が 1 事業、「順調である」が 8 事業、「概ね順調である」が 43 事業、「前
年度と同水準が維持されている」が 67事業、「順調ではない」が 3事業という評価結果となっ
ている。 

（２）基本目標ごとの評価 

① 評価の方法

各事業の実施状況の評価結果を踏まえ、計画の基本目標Ⅰ～Ⅳの進捗状況について、以下の

基準により 4段階評価を行う。
評  価  基  準 評  価 

目標が達成された。 達 成 

目標達成には至らない。「概ね順調である」以上の評価の事業の割

合が 50%以上で、「順調ではない」事業がない。 
十分である 

目標達成には至らない。「概ね順調である」以上の評価の事業の割合が

30%以上。 
概ね十分だが課題がある 

目標達成には至らない。「概ね順調である」以上の評価の事業の割合が

30%未満。 
課題の解決に向けた今後

の事業展開に期待する 
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  ② 評価の結果 

    平成 24 年度の計画登載事業の実施状況評価結果に基づく、基本目標Ⅰ～Ⅳごとの進捗状況
の評価は以下のとおり。 

  基本目標 評価結果と評価の根拠 

Ⅰ 

男女平等の意識づくり

十分である 

 評価対象となった 23事業のうち、「概ね順調である」以上と評価さ
れた事業が 17事業あり、その割合が 73.9％であり、「順調ではない」
事業が無いことから、基本目標Ⅰの進捗状況については「十分である」

と評価することができる。 

 男女共同参画センターの開設に伴う啓発事業を中心として、様々な機

会において、男女平等・男女共同参画に関する学習機会の提供等が図ら

れており、事業内容の充実などから担当課における課題認識の向上が認

められる。 

Ⅱ  

男女共同参画による

社会づくり 

概ね十分だが課題がある 

評価対象事業 46事業のうち、「概ね順調である」以上と評価された
事業が 16事業あり、その割合が 34.8％であるため、基本目標Ⅱの進捗
状況ついては「概ね十分であるが課題がある」と評価することができる。

 女性に対する暴力防止のための啓発、市民活動の情報収集と提供など

において、積極的に事業展開されている。 

一方で、第 2次計画の重要な成果指標とした「審議会等委員の女性比
率」は 2年連続で登用率が下がっており、指標達成に向けて事業担当課
における更なる努力が望まれる。 

また、「順調ではない」との評価が 3事業あり、平成 23年度の要望
事項に対応されていない事業が継続してあるなど、課題が残る結果とな

っている。 

Ⅲ 

男女が自立できる 

環境づくり 

概ね十分だが課題がある 

評価対象事業 51事業のうち、「概ね順調である」以上と評価された
事業が 19事業あり、その割合が 37.3％であるため、基本目標Ⅲの進捗
状況については、「概ね十分であるが課題がある」と評価することがで

きる。 

子育てサービスの提供などにおいて「順調である」と評価できる事業

があり、担当課の課題意識が窺える一方で、平成 23年度の要望事項に
対応されていない事業が継続してあるなど、課題が残る結果となってい

る。 
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Ⅳ  

男女共同参画の推進

体制 

課題の解決に向けた今後の事業展開に期待する 

評価の対象として残った 2事業については、「前年度と同水準が維持
されている」と評価されるため、基本目標Ⅳの推進状況の年次評価につ

いては、「課題の解決に向けた今後の事業展開に期待する」と評価せざ

るをえない。 

しかしながら、第 2次計画登載の 5事業のうち、評価対象から外され
た 3事業については、既に目標を達成している事業であるため、5年間
の進捗状況については、「十分である」と評価できることを追記してお

きたい。 

（３）成果指標の評価 

  ① 評価の方法

計画登載の 11の成果指標については、下記の方法により算出した「目標達成度」により、達
成状況を 4段階評価する。

【目標達成度 ＝（現状値－基準値）／（目標値－基準値）】

目標達成度 評   価 評価の表記

0.75以上 目標達成に向けて十分な成果が認められる A 
0.5～0.75未満 目標達成に向けた成果が認められるが十分でない面がある B 
0.25～0.5未満 目標達成に向けた成果があまり認められない C 
0.25未満 目標達成に向けた成果がほとんど認められない D 

  ② 評価の結果 

   計画の成果を測定するための 11指標の目標達成度による評価は、「十分な成果が認められる」
（A評価：目標達成度 0.75以上）が 1指標で、「成果が認められるが十分でない」（B評価：目
標達成度 0.5以上～0.75未満）が 2指標、「成果があまり認められない」（C評価：目標達成度
0.25以上～0.5未満）が 1指標、「成果がほとんど認められない」（D評価：目標達成度 0.25未
満）が 7指標となっている。 

市役所に対する成果指標 基準値(Ｈ18) 目標値(Ｈ24) 現状値（Ｈ24）
<目標達成度> 

段階評価 

審議会等委員の女性比率 25.2％ 30％ 25.8％
＜0.13＞

D 
女性委員ゼロの審議会等の割

合 
14.8％ 10％ 15.8％

＜ － ＞

D 

学校評議員の女性比率 36.1％ 40％ 38.2％
＜0.54＞

B 

農業委員の女性比率 3.8％ 5％ 4.2％
＜0.33＞

C 
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家族経営協定締結農家数 49軒 125軒 127軒 ＜1.03＞
A 

市職員の育児休業取得状況 男性 0％ 男性 5％ 男性 0％
＜ 0 ＞

D 

市職員の介護休暇取得状況 男性 0％ 男性 5％ 男性 0％
＜ 0 ＞

D 

企業に対する成果指標 
基準値 

(Ｈ18まで) 
目標値 

(Ｈ24まで) 
現状値 

(Ｈ24まで) 
<目標達成度> 

段階評価 

均等推進企業表彰受賞企業 

（都道府県労働局長賞)数 
2社 4社 2社 

＜ 0 ＞ 
D

市民に対する成果指標 
基準値 

（Ｈ18） 
目標値 

（Ｈ24） 
現状値 

（Ｈ23） 
<目標達成度> 

 段階評価 

職場の中で男女の地位は平等

になっていると思う人の割合 
21.6％ 30％ 22.5％ 

＜0.11＞ 
D

社会全体の中で男女の地位は

平等になっていると思う人の

割合 

13.6％ 20％ 18.2％ 
＜0.72＞ 

B

女性が職業を持つことについ

て結婚して子どもができても、

職業は持ち続けるのがよいと

思う人の割合 

24％ 30％ 24.0％ 
＜ 0 ＞ 

D

（４）計画全体の年次評価 

① 評価の方法

計画全体の推進状況の年次評価については、計画登載の各事業の実施状況評価、成果指標の

目標達成度評価に対して、前年度の評価結果と比較対照することによって行う。

  ② 評価の結果

評価の対象となった 122事業のうち、「概ね順調である」以上と評価された事業は 52事業、
割合は 42.6％であり、平成 23年度の 41.1％に比べやや上昇しているため、計画登載事業全体
の推進状況については「着実に推進されている」と評価することができる。 

計画の成果を測定するための成果指標については、高い達成度を示す指標（段階評価 A）が
ある一方で、「成果がほとんど認められない」（段階評価 D）が全体の 63.6％を占めていて、前
年度実績を下回る結果となっている。 

   計画登載事業の取り組みは、「着実に実施されている」と評価できるにもかかわらず、成果指

標の「達成度」を押し上げ、計画全体の推進状況に反映されるほどの効果をもたらしていない

のが現状である。 
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Ⅱ 第 2次男女共同参画計画（5年間）の基本目標ごとの評価 
  平成 20年～平成 24年に及ぶ第 2次計画の全体評価については、計画の基本的な方向性を示すと
ころの 4つの基本目標ごとの進捗状況について、成果指標の達成状況などを交えて評価することに
より、第２次計画 5年間の評価としたい。 
基本目標Ⅰ 男女平等の意識づくり 評価：着実に進捗している 

「基本目標Ⅰ 男女平等の意識づくり」を構成する、「男女平等意識の浸透・共有」にかかわる意

識啓発、学習機会の提供等については、公民館、男女共同参画センター、広報媒体などを通じて、

広く市民を対象として積極的に展開され、また、学校教育や保育の現場において「男女平等教育の

推進」に取り組まれており、基本目標ごとの年次評価も継続して「充分である」と評価されること

から、5年間の進捗状況についても「着実に進捗している」と評価できる。 
しかしながら、平成 23年度の市民アンケート調査による「男女の平等観」については、「家庭生
活における男女の地位」で 34.6％の人が、「学校教育の場における男女の地位」では 56.2％の人が
「平等になっている」と意識されているにもかかわらず、計画の成果指標である「職場における男

女の地位」においては 22.5％に、「社会全体の中で男女の地位」においては 18.2％にとどまってお
り、「職場や地域社会における男女の平等観」は依然として憂慮する状況にあるため、社会全体にお

ける男女の平等観の底上げが必要である。 

 男女共同参画社会の形成のためには、男女平等はもとより、社会全体における男女共同参画の「理

解と意識の浸透」が不可欠であり、全市民的な広がりをもった意識啓発・広報の展開と、事業所や

地域社会に対する積極的な働きかけが欠かせない。 

基本目標Ⅱ 男女共同参画による社会づくり 評価：概ね着実に進捗している 

 「基本目標Ⅱ 男女共同参画による社会づくり」は、第 2次計画の重点課題とした「性別にかか
わらない仕事と生活の調和の実現」、「社会の責任ある立場への女性の参画の促進」にかかわる事業

を中心に構成されている。 

基本目標Ⅱに係る成果指標である「家族経営協定締結農家数」、「学校評議員の女性比率」につい

ては、目標を達成又は着実に成果を上げていると評価されるが、「市職員の育児（介護）休業取得状

況」については、制度の整備にもかかわらず進捗が見られず、また、計画の重要な成果指標とした

「審議会等委員の女性比率」においても、目標の達成に至っていない。 

成果指標の達成状況評価は厳しい結果となっているが、達成状況評価で表現されない「女性に対

する暴力の根絶」における啓発・相談事業、「性別にかかわらない職業能力開発・発揮の推進」にお

ける市の職員採用と職域の拡大、職場研修、「地域活動における男女平等・男女共同参画の推進」に

おける市民活動の情報収集やボランティア活動支援などの多くの事業の進捗状況から、年次評価は

継続して「概ね充分であるが課題がある」と評価されている。 

このため、基本目標Ⅱにおける 5年間の進捗状況については、成果指標の目標達成度にかかわら
ず「概ね着実に進捗している」と評価できる。 

しかしながら、評価の良否にかかわらず、「仕事と生活の調和の実現」、「社会の責任ある立場への

女性の参画」については、男女共同参画社会の形成のために欠かせない重要なテーマであるという

認識のもと、更に充実した事業の展開が求められる。 

また、「市における男女共同参画の取り組み」については、事業所のモデルとしての側面もあり、
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人材の登用ばかりでなく、育児・介護休業等の取得の推進、取得しやすい職場環境づくりなど、積

極的な取り組みが望まれる。 

基本目標Ⅲ 男女が自立できる環境づくり 評価：概ね着実に進捗している 

 「基本目標Ⅲ 男女が自立できる環境づくり」においては、福祉分野における計画事業や法律に

基づく事業を多く含むところであり、男女共同参画推進の観点からの年次評価については、必ずし

も高い評価を得ていない状況にある。 

しかし、女性相談や健康相談の充実、保育や放課後児童クラブの拡充、ひとり親家庭への支援な

どの様々なサービスが強化・充実され、第 2次計画のスタート時に比べ発展した事業が多く見られ
るため、5年間の取り組みについては、「概ね着実に進捗している」と評価することができる。 
 高崎市第 3次男女共同参画計画（以下「第 3次計画」という。）にあっては、男女共同参画の推進
に直接的に関連する「自立のための支援の取り組み」と「子育て支援の取り組み」に絞り込みされ

たが、市の施策として「健康づくり支援や高齢者・障害者福祉の取り組み」が実施されていること

により、相乗効果として「男女共同参画の取り組み」の成果も期待することができるものであり、

これら事業との連携や連動性等を踏まえた事業展開に期待したい。 

基本目標Ⅳ 男女共同参画の推進体制 評価：着実に進捗している 

 「基本目標Ⅳ 男女共同参画の推進体制」の各事業のうち、庁内組織である高崎市男女共同参画

社会推進会議、市民意見の反映のための高崎市男女共同参画推進懇話会の運営については、第 2次
計画のスタートとともに開始され、高崎市男女共同参画推進懇話会は発展的解消として高崎市男女

共同参画審議会に引き継がれ、計画の推進体制が確立されている。 

これにより、計画事業の実施状況の把握や評価等の進行管理が構築され、また、平成 21年度の高
崎市男女共同参画推進条例の施行や平成 24年度の男女共同参画センター機能の整備により、高崎市
における男女共同参画の推進基盤の構築に至っている。 

このため、基本目標Ⅳにおける 5年間の取り組みについては、高く評価することができる。 
第 3次計画においては、第 2次計画で構築された推進基盤・推進体制の効果的な運用を図るとと
もに、男女共同参画センターについては、市民や市民団体と協働・連携し、市民に理解され期待さ

れる事業運営を図り、男女共同参画推進の拠点としての機能を充分に発揮されることを期待したい。

【まとめ】 

 以上のことから、第 2次計画における取り組みは、課題を残しながらも男女共同参画社会形成の
ため着実に進捗していると評価することができる。 

平成 25年度からスタートした第 3次計画においては、計画登載事業の絞り込みがなされている
が、男女共同参画社会の形成に向けて、特段の課題認識をもって取り組まれることが重要であり、

尚一層の成果の向上を期待するところである。 
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資料

（１）平成 24年度事業進行管理及び評価の日程 
日  程 内    容 

平成 24年 1月 5日 各事業担当課へ平成 24年度事業の事前記入を依頼 
平成 25年 6月 14日 各事業担当課へ平成 24年度事業の事後記入を依頼 

平成 25年 11月 20 日
第 1回進行管理部会 
・平成 24年度各事業の分析・評価 

平成 25年 12月 6日 
第 2回進行管理部会 
・平成 24年度各事業の分析・評価 

平成 25年 12月 20日
第 3回進行管理部会 
・平成 24年度各事業の分析・評価 

平成 26年 1月 17日
第 4回進行管理部会 
・第 2次計画推進状況評価報告書（案）について 

平成 26年 2月 21日 

第 5回進行管理部会 
・第 2次計画推進状況評価報告書（案）・平成２４年度事業評価結果表（案）
の最終確認 

・第 3次計画の進行管理・評価(案)について 

平成 26年 3月 18日 
第 3回男女共同参画審議会 
・進行管理部会の評価報告書（案）等について、審議・決定 

（２）高崎市男女共同参画審議会進行管理部会委員名簿 

委員区分 氏 名 構成区分 

部会長 竹内 由利子 学識経験者 

副部会長 丸橋 剛 学識経験者 

委員 鈴木 紀子 団体等代表 

委員 北川 菜央 公募市民 


