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施策の方向１ 男女
み ん な

が働きやすい環境づくり 
 

育児・介護休業法＊に基づく育児、介護休暇の取得は徐々に進んでいるものの、

長時間労働の常態化等により仕事と生活の調和（「ワーク・ライフ・バランス＊」）

の実現が難しくなっているのが現状です。平成 26年アンケート調査で男女が共に

仕事と家庭を両立していくための条件を尋ねたところ、「育児休業・介護休業制度

を利用できる職場環境をつくること」との回答が最も多く、次いで「女性が働くこ

とに対し家族や周囲の理解と協力があること」が多くなっています。働きたい女性

が、「仕事」と「子育て・介護等」との二者択一を迫られることなく働き続け、そ

の能力を十分に発揮することができるよう、「ワーク・ライフ・バランス」、ライフ

イベントに対応した多様で柔軟な働き方や、パートナーの子育て、介護等への参加

の実現を支援します。 

■男女が共に仕事と家庭を両立していくために必要だと思う条件 

 

 

 

 

 

 

 
☆本項の施策①から施策③の部分（44～47 ページ）は、女性活躍推進法第６条第２項に規定する

本市の「推進計画」に相当します。 

 

男女の地位についての平等感（職場で） 

 

 

 

 

資料：アンケート調査 

□平成 26 年アンケート調査の結果で、男女の地位は“職場”では「平等になって

いない」という回答が４割台を占めて最も多くなっています。前回と比べて「わ

からない」が 3.2 ポイント増加し、「どちらともいえない」が反対に 0.9 ポイン

ト減少していますが、ほとんど変わっておらず、こちらも課題がうかがえる結果

となっています。 
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給与等の男女格差をなくすこと

年間労働時間を短縮すること

育児休業・介護休業制度を利用できる職場環境をつくること

育児や介護のために退職した職員を元の会社で再雇用する制度の導入

育児休業・介護休業中の賃金その他の経済的給与を充実すること

地域の保育施設や保育時間の延長など保育内容を充実すること

在宅勤務やﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ、短時間勤務制度など柔軟な勤務制度の導入

職業上、必要な知識・技術等の職業訓練を充実すること

女性が働くことに対し、家族や周囲の理解と協力があること

男性が家事や育児を行うことに対し職場や周囲の理解と協力があること

男性が家事や育児を行う能力を高めること、機会を増やすこと

その他

わからない

無回答

（％）

関連データ 

総数：483 
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平成26年調査

平成19年調査

単位：％

総数：363
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【施策① 男女の雇用機会と待遇の均等の確保】 

あらゆる職場で男女がともに雇用の均等な機会や待遇を得て能力を活かせるよう、

事業者や自営業者に男女共同参画に関する法規や情報を提供して啓発を行い、男女

共同参画の推進を図ります。 

取り組み 内  容 所管課等 

◇労働関係法規等の周

知・啓発 

労働に関する幅広い情報提供を、ポスター

の掲示やリーフレット等の設置によって行

い、雇用に関する意識の向上を図ります。特

に、新しく制定された「女性活躍推進法」に

より労働者301人以上の事業主は女性の活

躍の推進に関する「行動計画」を策定する等

の義務があることの普及啓発・周知に努めま

す。 

また、「労働相談」として、職場の労働問

題や社会保険の取り扱い等の相談に関する

指導・助言を行います。 

商工観光課 

◇各種事業・制度につい

ての情報提供 

雇用状況の改善を図るため、雇用情報アド

バイザーが市内の事業所を直接訪問し、新規

雇用への協力を呼び掛けます。 

◇企業担当者向け啓発活

動の推進 

 新規 

企業に「男女が働きやすい職場づくり」を

推進してもらうため、企業担当者に向けて、

啓発資料の配布・説明等の活動を実施してい

きます。 

人権・男女共同 
参画課 

◇職場におけるハラスメ

ント、差別的慣行防止

のための周知・啓発 

セクシュアル・ハラスメント＊防止に向け

た情報を掲載したポスターの掲示やリーフ

レット等の設置によって、周知に努めます。 

また、「三郷市立小中学校におけるセクシ

ュアル・ハラスメントの防止等に関する要

綱」に基づいてセクシュアル・ハラスメント

を防止・排除し、関連する問題が生じた場合

には適切に対応していきます。 

市においては、「ハラスメントの防止等に

関する規則」に基づき「ハラスメント相談」

等を実施し、職員間のセクシュアル・ハラス

メント、パワーハラスメント＊等の防止等に

努めます。 

商工観光課 

学務課 

人事課 

人権・男女共同 
参画課 
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【施策② 女性のチャレンジ支援】 

結婚や育児等によって仕事を中断したが、経済的自立を求める女性に、再就業等

の機会が拡がるよう知識の習得や意識の向上のための講座等の情報を提供して参加

を促進するとともに、雇用機会の維持・拡大を図り、女性の就業等の機会を拡充し

ます。 

取り組み 内  容 所管課等 

◇就労に向けた技術習得

機会の情報提供 

埼玉労働局（ハローワーク草加）が主催

する「就職支援セミナー」の開催を支援す

ることで、就労希望者の支援を行います。

また、県ウーマノミクス課との協働事業で、

結婚や出産・育児で一度離職した女性が再

就職するための支援を行うセミナーを実施

し、必要な情報の提供や指導・助言を行い

ます。 

商工観光課 

人権・男女共同 
参画課 

◇多様なニーズへ対応可

能な相談体制づくり 

≪「就職の悩み相談」≫ 

就職するにあたり、就労希望者が抱えて

いる悩みについての指導・助言を行うとと

もに、事業の周知の強化を図ります。 

商工観光課 

≪『三郷市ふるさとハローワーク』との 

連携≫ 

『三郷市ふるさとハローワーク』と連携

を図り、求人・求職等の情報提供を行い、

就労希望者の支援を行います。 

≪「内職相談」≫ 

内職を希望する人と内職をしてほしい企

業相互の相談・紹介・あっせんを行います。 

◇就業情報の充実 

 新規 

意欲のある人が働くことができるよう、

能力を発揮できる環境づくりを支援すると

ともに、就業に関する情報提供の充実に努

めます。 
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【施策③ ワーク・ライフ・バランス＊推進のための支援】 

仕事と家庭生活（家事や趣味、家族との交流等）が両立でき、いきいきとした毎

日を送れるよう、仕事と家庭その他の活動との調和（ワーク・ライフ・バランス）

への支援に努めます。 

取り組み 内  容 所管課等 

◇ワーク・ライフ・バラ

ンスの啓発 

ワーク・ライフ・バランスに関するポス

ターの掲示やリーフレット等の設置によっ

て、ワーク・ライフ・バランスへの理解を

深め、相談機関やイベントの情報収集等が

できるよう努めます。 

商工観光課 

人権・男女共同 
参画課 

◇育児休業・介護休業制

度の普及の啓発 

男女雇用機会均等法、育児休業制度、介

護休業制度等についての情報を掲載したポ

スターの掲示やリーフレット等の設置によ

って、誰でも情報を収集できるよう努めま

す。 

◇男女平等の視点での 

優良企業のＰＲの実施 

仕事と家庭の両立、長時間労働の解消、

セクシュアル・ハラスメント＊対策等すべて

の人に働きやすい職場づくりに取り組んで

いる企業・事業所を情報紙等で PＲしてい

きます。 

◇市職員における育児休

業・介護休暇等の制度

の活用促進など 

市職員における育児休業・介護休暇等制

度の活用を促進するため、制度の改正があ

った場合に庁内通知によって制度概要と改

正内容の周知を図るとともに、それらの内

容を職員がいつでも確認できる状態にして

おきます。また、出産を予定している、ま

たは出産した職員から連絡があった際は、

産前産後休暇、育児休業等の詳細をわかり

やすく伝えるようにします。 

月平均 30 時間を超える長時間残業部署

を解消するため、時間外勤務の事前命令と

事務管理の徹底を図ります。 

人事課 
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評価指標 
現状値 

（平成 26年度） 
目標値 

（平成 32年度） 
根拠データ 

男女平等についての意識 
（職場では「平等になって 

  いる」と答えた人の割合） 

16.4％ 30.0％ 以上 

三郷市男女共同参画に
関する意識・ 
実態調査 

男女共同参画に関する 
言葉「ワーク・ライフ・ 
バランス＊」の認知度 
（「内容を知っている」と 

答えた人の割合） 

35.2％ 60.0％ 以上 

 

みなさんも今日から始めませんか？ ～市民一人ひとりにできること 

○男女を問わず、能力開発や新しい分野の仕事に挑戦してみませんか？ 

○自分の飲むコーヒーやお茶等は、基本的に自分でいれるようにしましょう。 

○子育てが一段落して働きたいと思っている方は、社会で積極的に自分の可能性を

試してみましょう。 

○「介護」について、女性だけでなく男性も共に担い、協力して取り組んでいきま

せんか？ 

○〔働いているみなさんへ〕仕事が忙しくても、可能な限り早めに家に帰って、家

庭の団らんやプライベートの時間等を楽しみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：アンケート調査 

男女共同参画に関する用語「ワーク・ライフ・バランス」の認知度に関連して、今

回調査の結果では「内容を知っている」（35.2％）という回答が最も多くなっています。 

前回の「内容を知っている」の割合は 16％でしたので、今回は２倍以上となってお

り、認知度がかなり上がっていることが分かります。 

「ワーク・ライフ・バランス＊」 

コ ラ ム 

施策の方向１ 数値目標 

内容を

知っている

35.2

16.0

聞いたことはあるが、

内容は知らない

29.0

29.8

知らない

32.3

49.9

無回答

3.5

4.4

平成26年調査

平成19年調査

単位：％

総数：363

総数：483


