
ひらつか男女共同参画推進協議会から出た意見一覧表

番号 担当課 担当課の回答

10
行政総務課

監査委員事務局
農業委員会事務局

15 災害対策課

各避難所の配備職員
（市職員）の女性人数
を増やす。また、運営
委員会の構成員であ
る、施設管理者、自治
会長、地域防災リー
ダー等の女性割合を増
やしてもらうことが必
要と考える。

31 職員課 平均：７ヶ月

（１）【資料１】平塚市の現状　に対する意見

平塚市男女共同参画推進協議会の意見

行政委員会の女性割合が低い。0％はもとより、20％未満の委員
会も問題と考える。

避難所運営委員会役員に占める女性割合が下がっている。上げる
ためにはどの様な対策が必要か。

市役所における男性職員の育児休業を取得した７名は、どれくら
いの期間取得したのか。
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事業NO 担当課
平塚市男女共同参画推進協議会

の意見
検討・訂正する箇所 担当課の回答

2 職員課

管理的地位にある職員に占める
女性割合について、Ｒ2.4.1現在
13.7%となっている。この進捗状
況では、令和２年度までの事業
目標（20％）は達成できないの
ではないか。達成評価が「順
調」ではなく、「遅滞」が妥当
なのではないか。

・令和元年度の事業目的の達成
評価及び評価理由

令和２年度までの事業
目標に対して、実績値
に乖離があり、「遅
滞」という評価が妥当
であるため変更しまし
た。

3 職員課

女性職員を対象とした研修等の
教育訓練における派遣の回数や
人数の数値を事業計画（年度）
に記載してはどうか。

・令和２年度の事業計画

派遣研修は、女性職員
の自主的な参加を前提
としており、回数や人
数を設定することはな
じまないため記載しな
いこととしています。

4 消防総務課

ミニコミ紙を積極的に活用でき
ると良いと思う。湘南ジャーナ
ルに掲載された記事は効果的で
良かったと思う。

意見のみ、検討する箇所は特に
なし

8.3 行政総務課
人権・男女共同参画課

事業8.2の事業実績のとおり、女
性委員割合が26.4%と前年度
25.7%から微増したが、令和２年
度までの目標値である35％には
乖離している。事業8.3の次年度
への対応のとおり、令和２年度
は、附属機関の担当課ではな
く、行政総務課と人権・男女共
同参画課の職員が推薦母体に対
して直接依頼して、附属機関の
担当課に引継ぎを行うととも
に、意識啓発を働きかけること
が効果的だと思う。

意見のみ、検討する箇所は特に
なし

11 協働推進課

女性参画の促進について、自治
会長のみならず、自治会内の女
性にも啓発した方が良いのでは
ないか。地域組織の中で若い世
代であるＰＴＡ以外は、女性登
用が少ない。年配の女性は裏方
に回りたがる傾向があり、女性
への啓発も必要だと思う。

・令和２年度の事業計画

各種団体が集まる地域
の会合の際に意識啓発
チラシを配付して、広
く自治会内の女性に啓
発します。

11 協働推進課
事業の目標、事業計画に、チラ
シを配付する旨の文言を記載す
るべきでないか。

・事業の目標（令和２年度ま
で、令和５年度まで）
・令和２年度の事業計画

事業の目標（令和２年
度まで、令和５年度ま
で）、事業計画に、意
識啓発チラシを活用す
る旨を追記しました。

13 交通政策課

交通安全教室において、資料配
布等の時間を確保できなかった
原因をしっかりと検証し、以降
はそのようなことがないように
して欲しい。

・令和元年度の次年度への対応
・令和２年度の事業計画

交通安全教室におい
て、冒頭に啓発チラシ
を配付することで、確
実に時間を確保できる
ようにします。

（２）【資料２】、【資料３】の令和元年度事業実績及び評価　に対する意見
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14 中央公民館

積極的に各種講座が開催されて
いることは良いと思う。今後、
一層の拡充と共に受講者たちを
ボランティア活動に繋げるアフ
ターフォローがあると、施策６
「育児、介護などを社会的に支
える環境づくり」や施策１９
「生涯を通じた健康支援」へ繋
がっていくと思う。

意見のみ、検討する箇所は特に
なし

16 災害対策課

各訓練における参加者の男女比
はどれ位か、また、どの様な方
法で男女共同参画意識を醸成し
たのか。
令和元年度の事業実績の参加者
数に男女別の人数を追記してほ
しい。

・令和元年度の事業実績

・各訓練の参加者の男
女比は把握していませ
んが、女性の視点を活
かした研修会における
女性参加率は８割でし
た。
・各種防災訓練におい
て、女性目線の避難所
の運営や、非常持出用
品の検討、マイタイム
ライン作成等により、
意識醸成を図っていま
す。

17 保育課

保育所等への入所については、
【参考資料１】平塚市の現状に
具体的な数字があるが、一時預
かり、ファミリーサポート事
業、病後児保育については数字
がないので、ニーズにどの程度
対応できているか分からない。
数字を出すべきでないか。
子ども・子育て支援事業計画で
定めているニーズ量や提供量、
目標値等を令和元年度の事業実
績に追記してほしい。

・令和元年度の事業実績
子育て支援サービスに
係る各事業の実績を追
記しました。

18 こども家庭課

放課後等デイサービスについ
て、ニーズにどの程度対応でき
ているのか。「順調」が妥当な
評価なのか。
「順調」という評価の根拠とし
て、子ども・子育て支援事業計
画で定めているニーズ量や提供
量、目標値等を令和元年度の事
業実績に追記してほしい。

・令和元年度の事業実績
・令和元年度の事業目標の達成
評価及び評価の理由

子ども・子育て支援事
業計画に基づき市内放
課後等デイサービス事
業所を25カ所設置し、
適切に支援を行えたた
め、「順調」が妥当と
判断しました。

19 青少年課

学童保育について、ニーズにど
の程度対応できているのか。
「順調」が妥当な評価なのか。
「順調」という評価の根拠とし
て、子ども・子育て支援事業計
画で定めているニーズ量や提供
量、目標値等を令和元年度の事
業実績に追記してほしい。

・令和元年度の事業実績
・令和元年度の事業目標の達成
評価及び評価の理由

令和元年度の事業実績
（４月時点）は、41ク
ラブ、登録児童数
1,760人です。利用希
望者全てが入所するこ
とができ、待機児童数
がゼロにすることがで
きたので「順調」と判
断しました。
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20 地域包括ケア推進課

積極的に各種講座が開催されて
いることは良いと思う。今後、
一層の拡充と共に受講者たちを
ボランティア活動に繋げるアフ
ターフォローがあると、施策６
「育児、介護などを社会的に支
える環境づくり」や施策１９
「生涯を通じた健康支援」へ繋
がっていくと思う。

意見のみ、検討する箇所は特に
なし
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21 地域包括ケア推進課

家族介護教室について、ニーズ
はあると思える。参加者が集ま
らなかったのは、周知方法に問
題があったのではないか。

・令和元年度の次年度への対応
・令和２年度の事業計画

他の事業との統廃合を
含めた事業の見直しに
より、令和２年度は年
間回数１０回を６回へ
変更して事業を行い、
参加状況を確認しま
す。周知方法について
は、広報ひらつかへの
掲載、チラシの配付等
を実施しております。

22 介護保険課

介護事業所について、ニーズに
どの程度対応できているのか。
「順調」が妥当な評価なのか。
「順調」という評価の根拠とし
て、高齢者福祉計画で定めてい
るニーズ量や提供量、目標値等
を令和元年度の事業実績に追記
してほしい。

・令和元年度の事業実績
・令和元年度の事業目標の達成
評価及び評価の理由

高齢者福祉計画に基づ
き介護事業所を開所し
ており、介護サービス
を充実させることがで
きたため、「順調」と
判断しました。

28 職員課
月間平均時間外勤務の数値が５
月現在で未確定となっている
が、時間を要する理由は何か。

・令和元年度の事業実績

時間外勤務手当の申請
の提出に時間がかか
り、集計が間に合わな
いため時間を要してい
ます。

29 人権・男女共同参画課

宣言者の割合は86.6%と前年度
89.9%から３ポイント下がった。
次年度への対応のとおり、引き
続き研修を実施する他に、「市
の組織決定」としての取組であ
ることを周知する、また、未宣
言者にはヒアリングを行い、宣
言しない理由を明確にするとと
もに、既に宣言している職員か
らも働きかけを行えば良いと思
う。

意見のみ、検討する箇所は特に
なし

30 中央公民館

積極的に各種講座が開催されて
おり良いと思う。今後、一層の
拡充と共に受講者たちをボラン
ティア活動に繋げるアフター
フォローがあると、施策６「育
児、介護などを社会的に支える
環境づくり」や施策１９「生涯
を通じた健康支援」へ繋がって
いくと思う。

意見のみ、検討する箇所は特に
なし

31 中央公民館

積極的に各種講座が開催されて
おり良いと思う。今後、一層の
拡充と共に受講者たちをボラン
ティア活動に繋げるアフター
フォローがあると、施策６「育
児、介護などを社会的に支える
環境づくり」や施策１９「生涯
を通じた健康支援」へ繋がって
いくと思う。

意見のみ、検討する箇所は特に
なし

39 人権・男女共同参画課

市ホームページにおいて、イク
ボス登録企業における「従業員
の言葉の紹介」を実施するのは
良いことだと思う。

意見のみ、検討する箇所は特に
なし

42 人権・男女共同参画課

女性のための無料法律相談につ
いて、今後の事業のあり方の検
討が必要ということに同意す
る。

意見のみ、検討する箇所は特に
なし
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54 人権・男女共同参画課

学校でのデートⅮⅤ防止講座に
ついて、中学校からの希望が多
く、また高等学校においては、
県の事業で同様のものを実施す
る予定であるため、今後は中学
校を重点的に行い、次年度への
対応は中学校５校での開催とす
ることは良いと思う。それに伴
い、令和２年度までの事業の目
標を「延べ12校」と変更し、令
和５年度までの事業の目標を
「延べ23校」とすれば良いと思
う。

・事業の目標（令和２年度ま
で、令和５年度まで）

事業の目標（令和２年
度まで、令和５年度ま
で）をそれぞれ、「延
べ12校」、「延べ23
校」と変更しました。


