
   
加古川市男女共同参画行動計画 第 5 次 成果指標と目標値 

重点目標ごとに成果指標と目標値を設定して、毎年進捗状況を公開していきます。  
成果指標 現状 目標値 

（令和８年度） 
重点目標１ 
あらゆる分野における

女性の参画拡大 市の審議会等における女性委員の割合 32.9％ 40％ 

市議会議員候補者における女性の割合 17.1％ 

（平成 30年 

市議会議員選挙） 

30％ 

女性の就業率 42.5％ 

（平成 27年 

国勢調査） 

50％ 

ひょうご女性の活躍企業表彰受賞企

業数 

0社 

（令和２年度 

までの累計） 

3社 

（令和８年度 

までの累計） 

重点目標２ 
仕事・家庭・地域におけ

る男女共同参画の推進 「ワーク・ライフ・バランス」の認知度 
「知っている」と回答する市民の割合 36.2％ 

（令和元年各種 

 市民意識調査） 

45％ 

ひょうご仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）推進認定企業数 7社 

（令和元年度 

までの累計） 

15社 

（令和８年度 

までの累計） 

子育てと仕事の両立について 

自身の周りでは理解が進んでいると 

感じる市民の割合 

44.6％ 

（令和２年各種 

 市民意識調査） 

60％ 

地域活動における男女の地位の平等感 

「男女平等」と回答する市民の割合 

33.6％ 

（令和元年各種 

 市民意識調査） 

40％ 

「ひょうご防災リーダー講座」修了者の

うち女性修了者数・割合 

6人 

（54.5％） 

（令和元年度実績） 

30人 

（50％） 

（令和３年～ 

 ８年度累計） 

重点目標３ 
安全・安心な暮らしの

実現 「セクシュアル・マイノリティ」の認知度 

「知っている」と回答する市民の割合 

50.3％ 

（令和元年各種 

 市民意識調査） 

60％ 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）被害を
受けた人のうち相談した人の割合 

10.3％ 

（令和元年各種 

 市民意識調査） 

20％ 

重点目標４ 
男女共同参画社会の実

現に向けた基盤の整備 社会全体における男女の地位の平等感 

「男女平等」と回答する市民の割合 

12.9％ 

（令和元年各種 

 市民意識調査） 

20％ 

男女共同参画センターの 

フェイスブックページのフォロー者数 

392人 

（令和２年４月１日） 
450人 

「ジェンダー」の認知度 

「知っている」と回答する市民の割合 

50.9％ 

（令和元年各種 

 市民意識調査） 

60％ 

男女共同参画の推進に関して満足している市民の割合 

51.5％ 

（令和２年各種 

 市民意識調査） 

55％ 

社会全体で取り組むべき課題との気運が高まりつつある SDGs（持続可能な開発目標）を踏まえ、各ゴールと本計画 

の重点目標との対応関係を示します。 
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男女共同参画社会とは、「男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわ

りなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会」です。 
男女共同参画社会実現への取組は、「男女」にとどまらず、年齢も、国籍も、性的指向・性自認に

関すること等も含め、幅広く多様な人々を包摂し、支援を必要とする女性等が誰一人取り残される

ことのない、インクルーシブな社会の実現にもつながります。 
加古川市では、男女共同参画社会の形成や女性の活躍を推進し、市民のみなさまとともにこれま

での施策をより進めるため、第５次となる行動計画を策定しました。 

基本理念 男女が互いに思いやり 自分らしく ともに生きるまち 加古川 

計画期間 令和３（2021）年度から令和８（2026）年度までの６年間 



  重点目標１ あらゆる分野における女性の参画拡大  

 重点目標２ 仕事・家庭・地域における男女共同参画の推進  

 重点目標３ 安全・安心な暮らしの実現  

 重点目標４ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備  

すべての女性が自らの意思によって生き方を選択し、人生の各段

階や、職場、家庭、地域等において、その個性と能力を十分に発揮

できるよう、社会全体の意識醸成を図るとともに、あらゆる場面に

おける女性の参画拡大を進めます。  
生涯を通じた健康支援やあらゆる暴力に対する防止対策を

推進し、誰もが安心して生活できる環境を整備します。 

男女がともに責任を分かち合いながら、仕事、家事、

育児、介護、地域活動等の場で活躍でき、ともに生活し

やすい社会の実現を目指します。  

一人ひとりの人権が尊重され、性別による差別的な取り扱いを受けることのない

ジェンダー平等を実現し、それぞれの意思や価値観に基づき、誰もが個性と能力を

十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指します。  

令和元（2019）年実施 男女共同参画に関する市民意識調査 内閣府ホームページ 
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女性の就業率 

SDGs（持続可能な開発目標）のゴール 5 

「ジェンダー平等を実現しよう」 

ジェンダー平等を
達成し、すべての
女性及び女児の能
力強化を行う。 

令和元（2019）年実施 男女共同参画に関する市民意識調査 

推進項目① 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 
多様性に富んだ活力ある経済社会を構築し、将来にわたっ

て持続させるため、人材の活用、多様な視点の導入、新たな

発想の取り入れ等の観点から、あらゆる分野において女性の

参画拡大を進めます。 
 

1 審議会、管理職等における女性の登用の推進 

2 政治分野における女性の参画拡大 

3 女性のネットワークづくりへの支援 

推進項目② 就労の場における女性の活躍 
女性が自己の意思に基づき、幅広い就労の場で活躍できるように支援し

ます。企業が女性の活躍に向けた取組を円滑かつ効果的に実施できるよう、

必要な環境の整備等を支援します。 
 

1 女性が活躍できる環境の整備 2 女性のエンパワーメントの推進 

3 各種ハラスメントの防止対策の推進 

推進項目③ ワーク・ライフ・バランスの実現 
多様な生き方や働き方を選択できるよう、生活全般に

ついての意識の見直しを進めます。企業と連携し、多様で

柔軟な働き方ができる職場環境の整備を進めます。 
 

1 一人ひとりの働き方の見直しの推進 

2 仕事と生活を両立できる職場環境の整備 

3 多様な働き方への支援 
推進項目④ 仕事と家庭を両立できる環境の整備 
女性の活躍を推進し、男女が仕事も家庭もともに担うことが

できるよう、子育て支援や介護施策の拡充も含めた総合的な社

会環境の整備を進めます。 
 

1 男性の家庭参画の推進 2 子育て環境の充実 3 介護環境の充実 

推進項目⑤ 互いに支え合う地域づくり 
一人ひとりが地域社会の一員としての自覚と責任を持ち、自発的

かつ自律的に活動に参加し、互いに支え合って生きることのできる

地域づくりを進めます。 
 

1 地域活動への参加、参画の推進 2 防災活動における男女共同参画の推進 

3 高齢者、障がい者、外国人等が安心して生活できる環境の整備 

推進項目⑨ 多様な選択を可能にする教育・学習の充実 
誰もが自立し充実した生活を送り、将来を見通して自己形成ができるよう、

人権の尊重やジェンダー平等を含めた男女共同参画の教育・学習を実施します。 
 

1 子どもへの教育の充実 

2 生涯学習の充実 

推進項目⑧ 意識改革を進める啓発活動の展開 
固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観

念、無意識に持つ偏見をなくし、自らの意思で生き方を選択

できる多様性に富んだ男女共同参画社会の実現に向けて、

誰もが協力し合って取り組めるよう意識改革を進めます。 
 

1 広報、啓発の充実 

2 次代を担う若年層への啓発の充実 

推進項目⑥ 生涯を通じた健康支援 
誰もが生涯を通じて健やかに過ごせるよう、互いの

違いを十分に理解し合い、人生の各段階に応じた適切

な健康の保持増進に努められるよう支援します。 
 

1 命の教育、性の尊重の推進 

2 心身の健康づくりへの支援 

推進項目⑦ あらゆる暴力に対する防止対策 
配偶者等からの暴力（ＤＶ）、児童・高齢者・障がい者虐待等、あらゆる暴力の根絶に向け、

暴力の防止や被害者の保護等を推進し、誰もが安心して生活できる環境を整備します。 
 

1 女性、子ども、高齢者、障がい者等への暴力・虐待防止対策の推進 

2 配偶者・パートナーからの暴力の防止対策の推進 

加古川市配偶者暴力相談支援センター 

 TEL079-427-2928 

児童虐待の相談（家庭支援課） 

 TEL079-427-3073 
月～金曜日 9：00～17：00 

匿名で相談できます。相談は無料です。 

平均寿命の推移と将来推計（全国） 

令和 2年版高齢社会白書（内閣府） 
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賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無回答

令和元（2019）年 

平成 26（2014）年  
ジェンダーに関する意識 

  「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」 

加古川市は、市民や地域活動
団体、企業等と連携して協働

により施策を進めます。 
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ア．食事の支度

イ．掃除・洗濯

ウ．日々の家計管理

エ．子育て

オ．高齢者や病身者の介護

カ．地域行事への参加

（N=1,162)

令和元（2019）年実施 男女共同参画に関する市民意識調査 

夫婦の役割分担 

妻がする 妻が主で夫が協力 妻と夫と同程度 夫が主で妻が協力 夫がする その他 無回答


