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※ 審議会……行政機関が政策等に関して意思決定を行う際に、意見を求める合議制の機関。

男女が個々の意欲や能力を活かして、ともに参画していく環境を整備するには、政策・方針を決定す

るメンバーに、男性女性の双方が含まれている必要があります。

町の重要な政策を決定する審議会（※）の委員のうち、女性の委員が占める割合は平成 17年４月時点

で 19.5％でした。平成 24年には 21.1％、平成 28年には 26.1％と、順調に伸びていますが、目標と

する 30％にはいまだ到達していない状況です。また、行政区長や自治会長に占める女性の割合は平成

28年４月時点でも１人と、性別の偏りが極めて大きい現状にあります。こうしたことから、引き続き

審議会委員や行政区長等における女性登用を促進するよう、意識啓発をはじめとしてさまざまな取組を

行っていく必要があります。

従来から、町では女性職員の職域拡大と登用促進に取り組んできましたが、平成 27年８月に成立し

た「女性活躍推進法」第 15条に基づいて「小川町女性職員活躍推進行動計画」を策定し、これまで以上

に計画的に取り組む体制の整備を図っています。

計画の推進を通じて、女性職員が継続的にキャリアを積み、女性の管理職がより多くなるような環境

づくりを進めます。また、男女の職員がともにワーク･ライフ･バランスを充実し、働きやすい職場環境

づくりを推進します。

基本目標２
男女がともに活躍できる社会づくり
主要課題（１）政策・方針決定過程への男女共同参画の推進
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資料：埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」資料：埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」

（各年４月１日現在） （各年４月１日現在）

（各年４月１日現在） （各年４月１日現在）

資料：埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」 資料：埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」

■審議会等委員に占める女性の割合 ■行政区長・自治会長に占める女性の割合

■職員に占める女性の割合

■町の審議会などの委員に占める女性の割合についての意識

■係長級以上の役付職員に占める女性の割合

現状でよい

女性がもう少し増えた方がよい

男女半々ぐらいまで増えた方がよい

女性の方が多い審議会であってもよい

性別にこだわる必要はない

その他

わからない

無回答

資料：おがわ男女共同参画推進プラン住民意識調査（平成28年度）
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※ ポジティブ・アクション（積極的格差是正措置）……社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、特別に機会を与えることによって実質
的な機会均等を実現させようとする取組。男女の固定的な役割分担意識の影響によって、職場において
職員配置や管理職登用に男女間の格差が大きい場合、積極的に女性を登用するなどの措置をとるケース
など。

町の審議会等への女性の
活用促進

審議会等委員における男
女比率の調査・管理

まちづくりを検討する審議会等、行政への女性の参画を促進し
ます。平成34年３月までに女性委員比率30％を目標とします。
構成委員の性別の偏りが大きい審議会等については、委員の改
選時に、女性委員の構成割合の向上に向け、各課で委員の選出
母体について検討します。

女性委員登用状況を毎年1回調査し、構成委員の性別の偏りが
大きい審議会等を所管する課にはヒアリングを実施します。

施策の方向①　まちづくりへの女性の参画の推進

施策の方向②　地域・団体・企業などにおける男女共同参画の推進

具体的施策名 事業内容 担当課

全　庁

総務課

具体的施策名 事業内容 担当課

地域・団体における方針
決定の場への男女共同参
画の促進

行政区、自治会、地域活動の組織（ＰＴＡ・民生委員など）、商
工会や農業委員会等の方針決定の場へ女性の参画について啓発
を行い、女性が発言しやすい環境づくりへの協力を依頼します。
また、女性役員の多い団体については、男性の参画について同
様に協力を依頼します。
■区長会における啓発

防災地域支援課
学校教育課
健康福祉課
にぎわい創出課
環境農林課
関係各課

企業におけるポジティブ・
アクション（積極的格差
是正措置）（※）の促進

町内企業に対して、女性の管理職登用など、ポジティブ・アク
ション（積極的格差是正措置）に関する情報提供に努めます。 にぎわい創出課

女性登用のための指針の
作成

審議会等委員の改選時に、「男女比」に配慮することとする指針
を作成します。 総務課

公募方式の推進 公募方式の充実を図り、審議会等への女性の参加を促進し、町
政へ女性の意見を反映させます。 防災地域支援課

「女性人材リスト」の
研究

審議会等の委員をはじめ意思決定の場に参画することのできる
女性の人材を把握するため、「女性人材リスト」を導入している
他自治体の調査を進めます。

総務課新規
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※ 次世代育成支援対策推進法……平成17年４月に施行。仕事と子育てを両立できる環境を整備・拡充するため、地方公共団体や従業員101人以上の企業に行
動計画の策定が義務付けられている。

担当課

数値目標

指標名 現状値
（平成28年度）

目標値
（平成33年度末）

全　庁 ５０％２８．８％

女性の意見や考え方が町の政策に反映さ
れていると答える人の割合

【住民意識調査】
反映されている＋ある程度反映されている

全　庁 ３０％２６．１％審議会等における女性委員の割合

防災地域支援課 １０％５．７％
（488人中28人）地区の女性役員の数

施策の方向③　町の女性職員の職域拡大と登用促進
具体的施策名 事業内容 担当課

男女平等の職場づくりと
女性職員の働きやすい職
場環境の整備

総務課

女性職員の職域拡大と積
極的な登用の推進

職場における男女平等の重要性や、管理職による性別にとらわ
れない女性職員の能力評価などについての研修会を実施すると
ともに、「小川町職員ハラスメント防止要綱」に基づくセクシュ
アル・ハラスメントやパワー･ハラスメント、マタニティ･ハラ
スメント等の防止対策や女性の健康対策の充実など、女性の働
きやすい職場環境の整備に努めます。また女性活躍推進法・次
世代育成支援対策推進法（※）による特定事業主行動計画（以下、
「行動計画」という。）に基づき、男女ともにワーク・ライフ・バ
ランスを推進するため、女性職員だけでなく、男性職員の育児
休業取得を促進します。

「行動計画」に基づき、女性職員が出産等のライフイベントを経
験しつつ、キャリアを順調に重ねられるよう、職業能力向上支
援と職域の拡大を推進し、あわせて女性職員が管理職をめざし
やすい環境づくりを推進します。

総務課

ＰＴＡ・保護者会における
男女共同参画
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女性活躍推進法の施行に伴い、市町村に対しては、当該区域内（町内）における女性の職業生活の活

躍推進に関する施策についての計画（推進計画）を定めることが努力義務とされました。

これまで、男女雇用機会均等法等の法整備などを通じて、職場における男女の待遇の差を縮小させる

取組が続けられてきました。その結果、女性の職域拡大や労働力率の増加など、女性の社会進出は確実

に進んできたといえます。

しかしながら、平成 28 年度の「住民意識調査」からは、依然として、採用・職種・賃金・昇進等の

面において、男女に違いや差があるという回答が多くみられました。

働く場において、女性が男性と対等に働き、活躍するためには、職種や賃金において男女の分け隔て

なく採用・配置され、継続して働き、順当に経験を積んで昇進することができるような環境づくりが必

要とされています。

本町における「働く場」としては、家族経営による経営体が大きな割合を占めている業種もあります。

家族経営の場合、家事と業務が混然として、女性の役割が評価されづらいケースもみられることから、

こうした状況の解消に向けた取組も必要とされています。

また、全国的にみても有名な有機農業は、小川町の特色の一つです。この有機農業を営む農家をはじめ、

本町の農家の中から、従来の家族経営型の農業とは異なる農業法人等による取組があらわれてきていま

す。今後も従来とは違う形で農業経営に関わる女性が増えてくることが予想され、新たなニーズに合わ

せた支援のあり方が必要となります。

さらに、女性の労働者の場合、出産・育児のために一時仕事を辞め、育児が落ち着いてから再就職の

道を選ぶ人も少なくありません。「再チャレンジ」の形として起業を選ぶ人もいます。職業能力開発や就

業に関する情報提供、起業のための支援などさまざまな「再チャレンジ」を支援する取組が期待されます。

主要課題（２）働く場における男女共同参画の推進
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■仕事の内容や待遇面における男女格差

資料：おがわ男女共同参画推進プラン住民意識調査（平成28年度）
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全体（N=367）

女性（N=184）

男性（N=181）

［複数回答］

（％）
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15.5
6.5

24.9

15.8
19.0

12.7

13.6
17.4

9.9

13.4
8.7

18.2

5.2
2.7

7.7

3.3
3.8
2.8

6.5
7.1
6.1

15.3
18.5

12.2

3.0
2.7
3.3

4.1
4.3
3.9

2.2
1.6
2.8

5.2
4.3
6.1

3.5
3.3
3.9

40.6
44.0

36.5

4.6
3.3
6.1

賃金に男女差がある

男性に比べて女性の採用が少ない

昇進、昇格に男女差がある

能力を正当に評価しない

配置場所が限られている

補助的な仕事しか任されていない

企画会議などの意思決定の場に
女性が参加できない傾向がある

女性を幹部職員に登用しない

有給休暇や育児・介護休暇が
取得しにくい

短時間勤務が認められない

結婚や出産で退職しなければ
ならないような雰囲気がある

中高年以上の女性に退職を
勧奨するような雰囲気がある

教育・研修を受ける機会が少ない

その他

特にない

無回答
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※ 労働基準法…………………昭和22年に施行。労働契約・賃金・労働時間・安全衛生・災害補償・就業規則など、労働条件に関する最低基準を定めた法律。
※ パートタイム労働法………正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」。平成5年に施行。短時間労働者（パートタイム労働者）の福祉の増進

を図ることを目的とし、通常の労働者（正社員）との均衡を考慮した処遇・労働条件を確保することが義務付けられている。
※ 労働者派遣法………………正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」。昭和61年に施行。労働

者保護の観点から、派遣できる業種、派遣期間の上限、派遣を業として行うための許認可制度などについて規定されている。
※ 家族経営協定………………家族経営が中心の農業においては、家族一人一人の役割や報酬があいまいになりがちであることから、労働時間や休日、経営にお

ける役割分担、報酬などを明確に決め、家族間で協定を結ぶこと。
※ 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針……女性活躍推進法第５条の規定に基づき国が策定した、女性の職業生活における活躍を推進する上で

の基本的方向等を示すもの。地方公共団体が（女性活躍）推進計画を策定するにあたっての基本的な考え方も示されている。 
※ 移住サポートセンター……平成28年５月、小川町における人口減少問題に対処し、移住者の確保を図るため、空き家情報や暮らしの情報などを、移住希望

者に提供し、小川町への移住が円滑に行えるよう町が設置した施設。

施策の方向①　働く場における男女平等の推進

施策の方向②　女性の就業、チャレンジ支援

具体的施策名 事業内容 担当課

男女雇用機会均等法など
の普及啓発の推進

男女雇用機会均等法や労働基準法（※）などの内容を普及させ、
雇用における男女平等を推進するために、国、県、各種団体な
どと連携しながら啓発を行います。

にぎわい創出課

パートタイム・派遣労働
者の労働条件の改善

パートタイム労働法（※）・労働者派遣法（※）などの内容を普及さ
せるために、国、県、各種団体などと連携しながら啓発を行い
ます。

にぎわい創出課

家族経営協定（※）の普及
啓発

農業分野において家族一人一人の役割と責任を明確にし、女性
が生き生きと働き、能力が発揮できるようにするため、家族経
営協定の締結を促進します。

環境農林課

具体的施策名 事業内容 担当課

女性の職業生活に
おける活躍推進のた
めの庁内推進体制の
整備

「女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針」（※）（平
成 27 年９月 25 日閣議決定。以下、「女性活躍推進基本方針」
という。）に基づき、女性の職業生活における活躍推進のため
の庁内連絡会議を設置します。設置にあたっては、今後同じく
設置を予定している本プランの総合的推進体制（79、80 ペー
ジ参照）と同一のものとします。

総務課
にぎわい創出課

地域の実情及び住民
のニーズの把握

「女性活躍推進基本方針」に基づき、地域の実情や、住民のニー
ズについて、平成 30年度末までに把握します。 にぎわい創出課

就業のための情報提供
職業能力開発のため、関係機関等との連携を強化しながら、就
職情報の提供や各種資格・技術の取得のための情報の収集と提
供に努めます。

にぎわい創出課

再就職・再雇用の普及啓
発の促進

女性の再就職の機会を増やすために、再雇用制度を普及させる
啓発を推進します。また、県が行う再雇用支援サービスの普及
を図るため、商工会等と連携し、企業等へのＰＲを進めます。

にぎわい創出課

女性の創業支援
「創業・ベンチャー支援センター埼玉」や商工会・移住サポー
トセンター（※）等と連携して、創業希望者や創業したばかりの
人に対して、情報提供や相談機能の充実を図ります。

にぎわい創出課

女性農業者への経営力向
上支援

県農林振興センターと連携し、女性農業者の経営力向上に関す
る研修や商品開発支援のための情報を提供します。 環境農林課

新規

新規

新規



46

第3章　施策の展開

にぎわい創出課

担当課

数値目標

指標名 現状値
（平成28年度）

目標値
（平成33年度末）

４０％１６．３％

職場の中で男女の地位が平等であると感
じている人の割合

【住民意識調査】
男女平等感『職場の中で』について、「平
等」と答える人の割合

にぎわい創出課 ５０％２９．５％

「理想の働き方」と「現実の働き方」が一
致している女性の割合

【住民意識調査】
「理想の働き方」と「現実の働き方」が一致
している女性の割合

女性農業者の活躍

小川町移住
サポートセンター

就職説明会
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女性活躍推進法第２条第２項の基本原則の中では、「家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相

互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての

役割を円滑に果たしつつ」職業生活における活動を行うことが掲げられています。

急速な少子高齢化の進展及び国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応していくには、

これまで以上に女性や高齢者の労働力を活用する必要があり、そのためには男女を問わず仕事と生活の

両立が不可欠であるといえます。

「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担意識にとらわれる人が少なくなったとはいえ、

平成28年度の「住民意識調査」による家庭における男女の役割分担をみても、料理や洗濯、掃除、育児、

介護は依然として女性が担っている家庭が多いという実態が明らかになっています。そのような性別役

割分担意識は、男性の育児休業取得率の低さにもあらわれています。

仕事と生活を両立させるためには、男女がともに責任を担っていくことと、そのための環境を整備す

ることが必要不可欠な条件といえます。

主要課題（３）仕事と生活を両立させるための支援

子育て支援
モバイルサービス

子育て支援
センター

ママ・パパ教室
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■育児休業制度利用経験

■男性の育児休業取得に対する意識

■両親学級（ママ・パパ教室）の参加者数

資料：おがわ男女共同参画推進プラン住民意識調査（平成28年度）

資料：おがわ男女共同参画推進プラン住民意識調査（平成28年度）

資料：小川町健康福祉課

全体（N=590）

女性（N=334）

男性（N=253）

全体（N=590）

女性（N=334）

男性（N=253）

6.3

51.2

50.3

52.6 10.3 18.2 5.5 13.4

10.8 18.6 3.9 16.5

10.5 18.6 4.6 15.1

9.3

2.4 10.7 75.1 11.9

5.4 68.3 17.1

7.8 71.2 14.7

平成22年度

58

24

30

19

88

43

延べ人数

実 人 数

延べ人数

実 人 数

延べ人数

実 人 数

マ　マ

パ　パ

合　計

46

21

21

17

67

38

51

22

17

17

68

39

45

22

14

14

59

36

41

18

15

12

56

30

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用した

利用できるが
使わなかった

利用する必要が
なかった

無回答

子育ては夫婦で行う
ものだから、男性も
利用すべき

子育ては主として母親の
役割だから、できれば
女性が利用する方がよい

どちらともいえない

わからない

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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■家庭における男女の役割分担の実態

資料：おがわ男女共同参画推進プラン住民意識調査（平成28年度）

食事をつくる

食料品の買い物

家族の衣類の洗濯

玄関や廊下の掃除

トイレの掃除

ゴミ出し

家の簡単な修理

庭の手入れ

役所の用事

銀行・郵便局の用事

町内会や自治会への出席

PTAへの出席

小学校の子供の勉強の面倒

乳幼児の世話

寝たきりの家族の世話

4.4

6.3 68.6 20.0 0.8 4.2

4.6 79.5 10.5 0.8 4.6

7.5 69.2 16.9 1.5 4.9

8.5 73.6 11.5 1.7 4.7

31.0 43.2 20.5 1.2 4.1

65.1 12.5 13.7 3.6 5.1

41.0 27.8 21.5 4.1 5.6

24.6 43.9 23.6 2.2 5.8

14.9 54.4 24.2 2.0 4.4

43.2 26.8 20.5 4.4 5.1

3.6 43.7 6.4 3.6 33.9 8.8

1.5 33.2 13.4 3.6 39.3 9.0

0.3 40.8 9.2 3.7 37.1 8.8

21.0 9.8 8.1 51.2 8.81.0

81.9 8.3 1.2 4.2

主に男性

主に女性

男性・女性同じくらい

わからない

該当なし

無回答

（Ｎ＝590） 0% 20% 40% 60% 80% 100%
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※ イクメン……「子育てする男性（メンズ）」の略語で、子育てを積極的に楽しみ、自分自身も成長する男性。
※ カジメン……率先して家事に取り組む男性。

施策の方向①　育児休業・介護休業を取りやすい環境の整備

施策の方向②　男性の家事・育児・介護参加の促進

具体的施策名 事業内容 担当課

「働き方改革」の促進

家庭生活、子育て、地域生活等多様な価値観に基づいたワーク・
ライフ・バランスの実現が可能となり、男女の労働者が無理な
くキャリアを重ねていけるように、「育児短時間勤務制度」の導
入や労働時間短縮についての啓発等を行い、町内企業に「働き
方改革」の促進を働きかけていきます。

にぎわい創出課

育児休業制度の普及啓発
育児休業制度や育児休業給付の普及を図るため、商工会との連
携等により町内事業所への働きかけを行うとともに、広報等に
よる制度の周知を行います。

子育て支援課
にぎわい創出課

介護休業制度の普及啓発
介護休業制度の普及と定着を図るため、商工会との連携等によ
り町内事業所への働きかけを行うとともに、広報等による制度
の周知を行います。

にぎわい創出課

具体的施策名 事業内容 担当課

男性の家事・育児・
介護参加の機運づく
り

仕事中心の働き方を見直し、男性の家事・育児・介護参加の機
運を高めるため、町が発行する広報や各種冊子、ホームページ
において、さまざまな機会をとらえて男性の家事・育児・介護
参加についての記事を掲載します。
■広報おがわにおける「イクメン」（※）、「カジメン」（※）等の紹介

総務課
子育て支援課
生涯学習課
健康福祉課
長生き支援課

男性がともに家事・育
児・介護を担うための講
座の開催

仕事中心の働き方を見直し、男性の家事・育児・介護への参画
を促進するため、 これらに関する各種講座等を開催します。そ
の内容や実施については、男性の参加しやすいものとなるよう
配慮します。
■両親学級（ママ・パパ教室）の開催（健康福祉課）
■子育て講座の開催（子育て支援課）
■公民館講座等の開催（生涯学習課）
■家庭介護教室・認知症サポーター講座の開催
　（長生き支援課）

健康福祉課
子育て支援課
生涯学習課
（公民館）
長生き支援課

男性の地域活動への
参加促進

ＮＰＯやボランティア団体など、地域のさまざまな団体活動に
関する情報提供を行い、参加を促進します。 防災地域支援課 

新規

新規
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※ 放課後子ども総合プラン……すべての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型もしくは連携型の放課
後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備等を進めることを目的とするプラン。

※ 放課後児童クラブ……………小学校就学児童で、昼間、保護者が就労その他で家庭にいない児童を対象に、授業の終了後・長期休み中、適切な遊び及び生活
の場を与えて活動を行う取組。

※ 放課後子供教室………………すべての子どもを対象に、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、地域住民の参画を得て、子どもたちと勉強やス
ポーツ・文化活動等を行う取組。

※ アセット・マネジメント……資産管理のこと。たとえば、道路や橋りょう等の公共施設について、将来的な損傷・劣化等を予測・把握し、費用対効果の高い
維持管理を総合的・計画的に行う考え方。

施策の方向③　子育てをしやすいまちづくり
具体的施策名 事業内容 担当課

保育サービスの充実 子育て支援課

放課後子ども総合プラン
（※）の推進

子育て支援課
学校教育課
生涯学習課

こども医療費助成の充実 子育て支援課

各種子育て支援サービス
の充実 子育て支援課

子ども会活動などの充実 生涯学習課

子育てにやさしい公共的
施設の整備

政策推進課
関係各課

講演会等における託児
サービスの充実

保育ニーズの多様化に対応するため、町内保育園の特色を生か
しながら延長保育・一時保育・土曜日保育・障害児保育等の推進
を図ります。

昼間保護者のいない家庭の児童の健全育成を図るとともに、す
べての就学児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活
動を行えるよう、放課後児童クラブ（※）及び放課後子供教室（※）
への支援を行い、運営の充実を促進します。

子育てをする保護者の支援を充実させるため、医療機関におけ
る窓口払いが不要となる協定医療機関の拡大に努めます。

町における子育て支援体制を充実させるため、さまざまな事業
を実施します。
■情報提供体制の整備
■相談体制の充実
　関係機関と緊密に連携し、支援にあたります。
■子育て支援関連施設の充実
■子育てサークルの支援
■保育園での一時預かりの充実
　保護者の就労形態の多様化や、疾病等による緊急時の保育、
保護者の育児疲れ解消などに対応して行います。
■ファミリーサポートセンターの充実
　育児の援助を行いたい方と受けたい方がお互い会員となっ
て、育児の援助活動を行います。

地域における子どもの活動の活発化を図るため、子ども会への
活動助成や指導者の養成を行います。
■リーダー研修会の開催

公共施設については、子どもに配慮してベビーキープのあるト
イレやおむつ替えシート、授乳スペースなどを整備します。また、
アセット・マネジメント（※）推進に伴う施設の新築・改修の際は、
子育てにやさしい施設整備について十分な検討を図ります。

町が催す講演会・セミナー等の各種事業における託児サービス
を充実させます。 関係各課
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担当課

数値目標

指標名 現状値
（平成28年度）

目標値
（平成33年度末）

子育て支援課
にぎわい創出課 ７０％５１．２％

男性の育児休業制度利用に関する意識

【住民意識調査】
男性が育児休業制度を利用することについ
て、「男性も利用すべき」と答える人の割合

にぎわい創出課 ５０％２３．９％

ワーク・ライフ・バランスの認知度

【住民意識調査】
男女共同参画に関する言葉について、
『ワーク・ライフ・バランス』の「内容を知っ
ている」と答える人の割合

総務課
子育て支援課
生涯学習課
（公民館）
健康福祉課
長生き支援課

関係各課ごとに
年２回以上集計数値なし男性の家事・育児・介護参加の機運づくり

のための広報回数

子育て支援課
健康福祉課
長生き支援課

関係各課ごとに
年１回以上集計数値なし男性がともに家事・育児・介護を担うため

の講座の開催数

生涯学習課
（公民館） １５人６人男女共同参画の視点に基づき開催した公

民館講座の男性の参加人数

子育て支援課 １０人集計数値なし子育て支援事業への父親の参加人数

生涯学習課 ３校で実施－放課後子供教室

生涯学習課
（公民館） ２回／年１回／年男女共同参画の視点に基づき開催した公

民館講座の回数

子育て講座
（パートナーマッサージ）

男の料理教室


