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進捗評価  ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの 

 

平成平成平成平成 28 年度年度年度年度        女性の活躍推進支援施策推進状況報告書女性の活躍推進支援施策推進状況報告書女性の活躍推進支援施策推進状況報告書女性の活躍推進支援施策推進状況報告書                                                                                                                             

施策の方向 ◆具体的施策・具体的施策の内容 担当課 平成 28 年度実績 進捗評価 
☆☆☆☆    市役所市役所市役所市役所を対象とした取組み（職員向け事業等）を対象とした取組み（職員向け事業等）を対象とした取組み（職員向け事業等）を対象とした取組み（職員向け事業等） 

市役所が率先 ◆男女共同参画への取り組みを推進する「男女共同参画社会

づくり宣言事業所・団体」として県に登録。 
市民協働課 

・平成 21 年 6 月 26 日登録。平成 26 年 5 月 8 日に登録を更新した。（宣言

の有効期間は 5 年間） 
○ 

◆職員を対象に男女共同参画に関する各種研修会を開催。 

市民協働課 

・職員研修 

演題：「男女共同参画の意義と行政のあり方」 

講師：犬塚協太 氏（静岡県立大学国際関係学部教授）  

開催日：10 月 31 日 参加者：50 名（係長相当職以上対象） 

○ 

◆審議会等への女性委員登用を促進。 

市民協働課 

・審議会等における女性登用率 24.7％（平成 28 年 4 月現在） 

・4 月に審議会等における女性の登用状況調査を実施 

・改選期において女性の登用を図るよう各課に働きかけた 
○ 

◆管理監督職、新規採用職員などへの女性職員の登用促進。 

人事課 

・人事異動において女性職員の積極的な昇格・昇任を行った。 

一般行政職における係長相当職以上に占める女性の割合 7.56％ 

一般行政職における課長相当職以上に占める女性の割合 2.70％ 

(定員管理調査 08 表より) 

(管理職にふさわしい職員を男女の別なく登用した) 

○ 

◆係長級及び主査級女性職員に対するキャリアサポート研修

を実施。女性職員のキャリア形成を支援。 
人事課 

開催日：平成 28 年 10 月 12 日  

受講者：係長・主査級職員 56 人 
○ 

◆人材育成マネジメント研修を実施。若手、女性職員の特性と

コーチングについて学習。 人事課 

開催日：平成 28 年 10 月 24 日、25 日 

受講者：係長級・課長級 105 人 ○ 

☆☆☆☆    企業企業企業企業へへへへ働きかける働きかける働きかける働きかける取組み取組み取組み取組み 

気運の醸成 

（やる気を喚起） 

◆男女共同参画社会づくり宣言事業所・団体への登録促進や、

女性活躍推進法の解説を情報紙「A しおかぜ」に掲載。 市民協働課 

・市ホームページで市内男女共同参画社会づくり宣言事業所の一覧を掲載 

・「A しおかぜ」で先進的な市内企業の取り組み、市内全宣言事業所を紹介 

・仕事と家庭の両立の必要性について企業にパンフレットによる情報提供 

○ 
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進捗評価  ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの 

・「A しおかぜコラム」で仕事と家庭の両立の必要性について啓発記事を掲

載 

企業の取組促進 

（やる気を促進） 

◆女性活躍を積極的に進める企業や市内宣言事業の活躍を「A

しおかぜ」で紹介。 
市民協働課 

・市ホームページで市内男女共同参画社会づくり宣言事業所の一覧を掲載

（再掲） 

・「A しおかぜ」で先進的な市内企業の取り組み、市内全宣言事業所を紹介

（再掲） 

○ 

企業への支援 

（やる気を応援） 

◆企業・団体等が実施するプログラムに講師などのアドバイ

ザーを派遣し、男女共同参画に関する研修会や勉強会などの

活動を支援。 市民協働課 

・男女共同参画アドバイザー派遣事業 

派遣先：小川漁業協同組合 

開催日：9 月 21 日 参加者：15 名 

演題：「男女共同参画による組織の活性化について」 

講師：犬塚協太 氏（静岡県立大学国際関係学部教授） 

○ 

☆☆☆☆    女性女性女性女性を応援を応援を応援を応援するするするする取組み取組み取組み取組み  

起業したい女性

への支援 

◆創業支援セミナー（ビジネスチャンスセミナー、創業たまご

塾）を開催。女性起業家によるパネルディスカッションや美

容・エステなど女性による起業が多い業種を紹介。 

産業政策課 

・創業支援事業 

 「ビジネスチャンスセミナー」（女性起業家のパネルディスカッション） 

 開催日：8 月 20 日 参加者：123 名  

 パネラー：中島直子 氏、吉田奈央 氏 司会：長谷川玲子 氏 

 「創業たまご塾」（美容・エステ、ＩＴ、飲食、シニア） 

 開催日：8 月 29 日～10 月 26 日 参加者：65 人 

 開催数：4 業種×各 4回（全 16回） 
○ 

◆女性相談員を配置した創業・事業承継経営支援窓口を焼津

商工会議所内に常設。女性の創業希望者や、創業後間もない創

業者が相談しやすい環境に配慮。ビジネスプランから資金計

画、マーケティング戦略等、幅広い分野においてきめ細かく支

援。 

産業政策課 

・創業支援・事業承継支援ワンストップ窓口強化業務委託事業 

 開設場所：焼津商工会議所 

 開設日：8 月 1 日 

 相談員：女性中小企業診断士ほか 

 相談者数：82 名（うち女性 21 名） 創業件数：19件（うち女性 5 名） 

○ 

活躍したいママへ

の支援 

◆小規模保育事業の新規開設に向けた指導、助言、調整。 

こども育成課 

・小規模保育事業開設に向けた協議：8 事業所 協議回数計 38回 

・小規模保育施設促進事業費補助：1 事業所 

・認可、確認施設：2 事業所 

◎ 

◆企業主導型保育事業に関する情報提供、助言等。 
こども育成課 

・企業主導型保育事業への助言等：4 事業所 助言回数 16回 

 
◎ 
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進捗評価  ◎：計画以上の実施をした、もしくは新規の取り組みをした  ○：実施し、計画通り推進できた  △：実施したが、計画に満たなかった 

×：実施できなかった  ―：単年度で終了したもの、当該年度は事業の対象年度でないもの 

◆保育所の待機児童の受け皿となっている認可外保育施設及

び利用者への補助。特に利用者に対しては、認可保育所と認可

外保育施設との保育料の差額を全額補助。 こども育成課 

・認可外保育施設運営費補助：8 施設 

・認可外保育施設利用者補助：80 人  

○ 

◆放課後児童クラブの充実と、ひとり親世帯等への利用料補

助。 

 

子育て支援課 

・20クラブ 25 支援の単位で事業を実施した。 

・ひとり親世帯への利用料補助、多子世帯（同一世帯の 2 人以上の子ども

が同時に放課後児童クラブを利用する場合）への利用料補助を開始した。 

◎ 

◆ファミリーサポートセンター運営（児童の預かり等の提供

会員と依頼会員の連絡・調整） 
子育て支援課 

・ファミリー・サポート・センター事業の実施 

(平成 26年度より利用料助成を実施) 

会員数：依頼会員 648人・提供会員 126人・両方会員 35人 

利用件数：2,383 件 

○ 

就職したい女子

学生への支援 

◆首都圏に進学した女子学生を対象に焼津市内の企業で活躍

する女性との交流会を開催し、市内への就職を促進。静岡市と

の連携事業。 
産業政策課 

・企業と学生の縁結び事業 

 「女子学生静岡 U・I ターン交流会」 

開催日 ：平成 28年 7月 12日  参加者：9人 

開催場所：実践女子大 

○  


