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第2期実施計画窃 2~

日 施策の方向と施策

l人権尊重のための男女平等の意識づくり 1 
男女平等意識の啓発施策 。 -

施策 @

施策 @

男女平等の視点、に立った教育の実践

女性に対するあらゆる暴力の根絶

施策の方向 田

く体系表>

ーあらゆる分野における女性の活躍の推進※ 1 
政策・方針決定過程への女性の参画の促進

雇用の分野における男女共同参画の促進

農業・商工自営業における男女共同参画の促進

家庭・地域における男女共同参画の促進

ワーク・ライフ・バランスの実現

施策o.
施策 @

施策8・

施策 。

施策 @

生涯を通じた男女の健康支援

困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備

施策の方向 田

施策の方向 田

男
女
の
自
立
と
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
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と
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計画推進体制の整備

計画推進体制の強化・徹底施策 。

施策 @

施策 @

推進拠点施設の機能充実

市民との協働

※女性活躍推進法に定める市町村推進計画
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固 計画の推進にあたって

計画の進捗をはかるための指標

計画に掲げた施策の推進状況を的確に把握 ・評価するため、施策ごとに成果指標を設定しま主

指標の達成状況については、毎年度把握できるものはその都度整理し、その他のものについては必要な

調査等を行い、達成状況を把握・評価しま主
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@ 男女平等意識の啓発 f男は仕事、女は家庭jという考え方に 53.4% 60.0% 
同感しない人の割合(市民意識調査) {平成26年度} {平成31年度}

男女平等推進センターの認知度 4ア.4% 52.0% 
(市民意識調査) {平成26年度} (平成31年度}

男女平等推進センターにおける男女平等に 29.8% 35.0% 
関する講座 ・講演会等の参加者の男性の割合 (平成26年度) {平成32茸度}

校区コミュ二ティ組織による委嘱学級に 1，217人 1，340人
おける男女平等に関する学習の参加者数 (平成26年度) (早成32年度)

回 男女平等の視点に 学校教育の場で平等と感じる人の割合 58.4% 61.0% 
立った教育の実践 (市民意識調査) (平成26年贋) (平成31年度)

男女平等研修を受講した保育関係者数 480人 550人
(早成26年度} (平成32~贋)

教職員に対し、男女平等目別多を実施した 28校 66校
学校数 (平成27年度} {平成32年度)

@ 女性に対する DV被害について I相談しなかった(でき 46.0% 40.0% 
あらゆる暴力の根絶 なかった)J人の割合(市民意識調査) (早A:426牢慶) (平成31年度}

DVを人権侵害だと認識する市民の割合 81.0% 100% 
(市民意識調査) (平成26年度} (平成31年度)

テレビ・新聞・雑誌・インターネットなどの

、メデe{アにおける女性の性的描写を 32.1% 40.0% 
女性への人権侵害だと認識する人の割合 {平成26年度} (平成31年度)

(市民意識調査)

セクシユヌル ・ハラスメント防止対策を整備して 51.4% 55.0% 
いる市内事業所の割合(久留米市雇用実態調査) (平成26年度} (平成32年度)

@ 政策・方針決定過程 審議会 ・委員会等における女性委員の 44.3% 50.0% 
への女性の参画の促進 登用率 (H27.4.1現在) (H32.4.1現在)

市職員における管理織に占める女性聡員の プ.3% 15.0% 

割合及び監督職に占める女性職員の割合 25.9% 30.0% 
(H27.4.1現在) (H32.4.1現在}

久留米市内の管理職試験受験可能女性 9.6% 15.0% 
教職員に占める受験者の割合 (平成27年度) {平成32年度)

回 雇用の分野における 職場で平等と感じる人の割合 ， 18.6% 25.0% 
男女共同参画の促進 (市民意識調査) {平成26年度) (平成31年度)

市内事業所における女性管理職等の割 1ア.3% 19.0% 
合(久留米市雇用実態調査) (平成2日年度} (平成32年度)

女性の性が商品として扱われ、女性を専ら性的・暴力行為の対象として捉えた性・暴力表現
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施策の方向 1ì~ ， 2 成果指標 現状値 F 固い値i-に剖日

男女平等推進センターにおける女性活躍 560人
男女共同参画の促進 促進事業の講座等の受講者数 (平成26年度) (毎年度)

@ 農業 ・商工自営業に 認定農業者における女性農業者の割合 4.2% 7.0% 
おける男女共同参画 (食料・農業・農村基本計画) (平成26年度) {平成31年度}

の促進
女性の起業融資制度利用者数 15件(累計)

{平成26年度) {平成32年度)

四 家庭 ・地域における 家庭生活で平等と感じる人の割合

男女共同参画の促進 (市民意識調査) {平成26年度) I (平成31年度}

地域活動 ・社会活動の場で平等と感じる 31.1 % 33.0% 
人の割合(市民意識調査) (平成26年度) {平成31年鹿}

ブレJ~J~ママ教室における参加夫婦数 340組 380組
(平成26年度) {平成31年度}

校区コミュ二ティ組織における女性役員
の割合(正劃会長) (平成27年度) 1 (平成32年度)

@ ワーク ・ライフ ・ 育児、子どものしつけをI夫と妻が同じ程度に 23.9% 28.0% 
バランスの実現 分担しているlと答えた人の割合(市民意識調査) (平成26年度) {平成31年鹿}

市職員における男性の育児休業取得率 3.4% 15.0% 
(平成26年度) {平成32年度)

ワーク・ライフ・バランスの推進にかかる I 30件(累計)
企業への助成件数 (平成26年度) {平成31年度}

育児休業制度を整備している事業所の 71.9% 75.0% 
割合(久留米市雇用実態調査) {平成26年度) {平成32年度}

|介護休業制度を整備にいる事業所の 53.6% 55.0% 
割合(久留米市雇用実態調査) (平成26年度) (平成32年度)

待機児童数 33人 0人
(くるめ子どもの笑顔プラン) (平成27年度) (H30.4.1現在}

学童保育所入所児童数 3，561人 5，500人
(くるめ子どもの笑顔プラン) (平成27年座) {平成31年贋}

@ 生涯を通じた |生活習慣病予防健康診査の受診率 8ア% 10.0% 
男女の健康支援 (第2期健康くるめ21) (平成26年度) (平成31年度)

妊婦健康診査受診率 98.8% 100% 
(平成26年度) (毎年度)

@ 困難を抱える人々が ひとり親家庭等就業・自立支援センター 62.3% 65.0% 
安心して暮らせる における就業率 (平成百年度) (平成32年度}

環境の整備

家族介護教室の参加率 69.3% 75.0% 
(平成26年度) (平成32年度)

回B 計画の進行管理

計画を着実に推進するため、毎年度、事業計画を設定し計画的に推進しま主その事業実績や効果を男女

平等政策会議で検証するとともに、必要に応じて実施計画の見直し等を行いま乱

男女平等政策審議会は、推進状況について報告を受l土 市へのヒアリング等を通じて点検・評価を行い、

推進状況について提言等を行いますL

なお、計画の推進状況等については、男女共同参画白書としてとりまとめ市民に公表しますL
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