
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長岡京市男女共同参画計画 第 7 次計画 
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令和 4 年 9 月 

長 岡 京 市 
  



  

- 1 - 
 

＜計画の体系＞ 

基本目標 成果指標 活動指標 担当課 

Ⅰ  

人権の尊重と

男女共同参画

の意識づくり 

「社会全般」として

「男女が平等になっ

ている」と感じている

人の割合 

1. ホームページにおける市

の「男女共同参画」ページ

へのアクセス数 

男女共同参画

センター 

2. 男女共同参画週間事業参

加者へのアンケートで「男

女共同参画への意識が深

まった」と回答した人の割

合 

男女共同参画

センター 

「男性は仕事、女性は

家庭」と思う人の割合 

3. 性の多様性理解啓発事業

参加者へのアンケートで

「性の多様性への意識が

深まった」と回答した人の

割合 

共生社会推進

課 

Ⅱ  

男女平等・男

女共同参画の

視点に立った

教育・学習の

推進 

「男女共同参画社会」

という言葉の認知度 

4. 若年層に向けた男女共同

参画に関する意識啓発の

回数 

男女共同参画

センター 

5. 男女共同参画に関する講

座・セミナーの参加者数 

男女共同参画

センター 

Ⅲ  

あらゆる分野

における女性

活躍の推進 

 

「政治・行政の場」で

「男女が平等になっ

ている」と感じている

人の割合 

6. 長岡京市審議会等への女

性委員の参画比率 

男女共同参画

センター 

7. 長岡京市の審議会等への

女性委員の参画比率が

40％～60％である割合 

男女共同参画

センター 

「職場」で「男女が平

等になっている」と感

じている人の割合 

8. 長岡京市の女性管理職の

割合 

職員課 

9. 男女共同参画フロア（いこ

～る）の承認団体数 

男女共同参画

センター 

「地域」で「男女が平

等になっている」と感

じている人の割合 

10. 女性活躍に関する講座の

参加者数 

男女共同参画

センター 

11. 防災学習会の実施回数と

女性参加者の割合 

防災・安全推進

室 
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「家庭生活」で「男女

が平等になっている」

と感じている人の割

合 

12. 男性に向けた男女共同参

画に関する意識啓発の回

数 

男女共同参画

センター 

（中央公民館、

北開田会館） 

13. 長岡京市男性職員の育児

休業取得者数 

職員課 

Ⅳ  

あらゆる暴力

の根絶 

「ドメスティック・バ

イオレンスやデート

ＤＶ」を女性の人権侵

害と思う人の割合 

14. 若年層へのＤＶ等防止啓

発事業の実施回数 

男女共同参画

センター 

男女共同参画センタ

ー（女性の相談室・男

性電話相談）を知って

いる人の割合 

15. パープル＆オレンジリボ

ンプロジェクトの参加者

数 

男女共同参画

センター 

Ⅴ  

健康で安心な

暮らしの実現 

 

「リプロダクティブ・

ヘルス／ライツ」とい

う言葉の認知度 

16. 乳がん検診受診率（40～

69歳） 

 

健康づくり推

進課 

17. 子育て応援教室の参加率 健康づくり推

進課 
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長岡京市男女共同参画計画第 7次計画 令和 3年度進行管理 達成状況一覧 

 

 

活動指標 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 
R7年度 

  は は達成 

R7年度 

目標値 

①ホームページにおける市の

「男女共同参画」ページへの

アクセス数 

32,251 件/年     20,000件/年 

②男女共同参画週間事業参

加者へのアンケートで「男女

共同参画への意識が深まっ

た」と回答した人の割合 

86.7％     80.0％ 

③性の多様性理解啓発事業

参加者へのアンケートで「性

の多様性への意識が深まっ

た」と回答した人の割合 

91.6％     60.0％ 

④若年層に向けた男女共同

参画に関する意識啓発の回

数 

10回/年      9回/年 

⑤男女共同参画に関する講

座・セミナーの参加者数 
406人/年     

のべ 600人
/年 

⑥長岡京市審議会等への女

性委員の参画比率 
38.0％     40.0％ 

⑦長岡京市の審議会等への

女性委員の参画比率が 40％

～60％である割合 

40.7％ 

（22/54  

審議会） 
    65.0％ 

⑧長岡京市の女性管理職の

割合 
29.9％     30.0％ 

⑨男女共同参画フロア（いこ

～る）の承認団体数 
15団体     20団体 

⑩女性活躍に関する講座の

参加者数 
のべ 51人/年     

のべ 50 人/

年 

⑪防災学習会の実施回数と

女性参加者の割合 

22回/年 

58.9％ 
    

58回/年 

50.0％ 

⑫男性に向けた男女共同参

画に関する意識啓発の回数 
4回/年     5回/年 

⑬長岡京市男性職員の育児

休業取得者数 

4人 

/1年間 
    

実数 5人 

/5年間 

⑭若年層へのＤＶ等防止啓発

事業の実施回数 
3回/年     5回/年 

⑮パープル＆オレンジリボン

プロジェクトの参加者数 

のべ 782 人/

年 
    

のべ 400人/

年 

⑯乳がん検診受診率（40～69

歳） 
11.3％     13.8％ 

⑰子育て応援教室の参加率 17.9％     25.0％ 
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基本目標 Ⅰ 人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

 

様々な機会や媒体を活用し、あらゆる世代に向け男女平等・男女共同参画意識啓発

を行い、「ジェンダー平等の実現」を推進します。また、多様な性のあり方を尊重する

取り組みを進め、一人ひとりの人権が尊重される社会の意識づくりを進めます。 

 

取組方針 施策の方向 

1 男女平等・男女共同参

画意識の浸透 

1 男女平等・男女共同参画の意識の浸透 

2 国際的視野に立った男女共同参画施策の情報収

集・提供の充実 

3 相談の充実 

4 情報化社会における人権尊重・男女平等の推進 

2 性の多様性を認め合う

意識の醸成 

5 性の多様性への理解促進 

 

活動指標① ホームページにおける市の「男女共同参画」ページへのアクセス数 

指標内容 男女共同参画の意識啓発の進む度合について、ホームページで新

たな情報を発信するとともに、市民の関心をひくような内容の充

実が図られているかをアクセス件数によって測ります。 

担当課 男女共同参画センター 

目標値 20,000 (令和 7年度) 単位 件／年 

現状値 17,636 (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

32,251     

令和 3年度 

担当課所見 

ホームページの「男女共同参画」内のカテゴリーを整理し、資料の

充実に努めました。 

最もアクセスの多かったページは、令和 2 年度に引き続き「世界

における日本の男女共同参画  ～ジェンダー・ギャップ（男女平

等）指数」で 9,338件でした。続いて「女性の相談室」が 1,363件、

「長岡京市男女共同参画センター」が 1,106 件と、千件を超える

アクセスがありました。 

今後もセンター事業をはじめ、男女共同参画の啓発内容の充実を

図ります。 
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活動指標② 男女共同参画週間事業参加者へのアンケートで「男女共同参画へ

の意識が深まった」と回答した人の割合 

指標内容 男女共同参画週間事業を開催し、どれだけの参加者が男女平等・男

女共同参画への意識を深めることや意識変革ができたかを測りま

す。 

担当課 男女共同参画センター 

目標値 80.0 (令和 7年度) 単位 ％ 

現状値 69.7 (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

86.7     

令和 3年度 

担当課所見 

男女共同参画週間講演会「なぜ、日本はいつまでもジェンダー不平

等なのか」を実施しました。 

男女共同参画の意識が「深まった」、「どちらかといえば深まった」

との回答は 86.7%と目標値を達成しています。また、「ジェンダー

について考えるきっかけになったか」についてのアンケート結果

も 86.7%が「なった」「どちらかといえばなった」との回答であり、

男女共同参画の意識醸成につなげることができました。 

令和 3 年度は、コロナ禍の影響もあると推測されますが、講座へ

の参加者数が全体として減少傾向にありました。講座の開催に加

え、図書館での啓発コーナーの設置や FM おとくにを通じた発信

など、様々な媒体を用いた啓発を実施しました。 

 

活動指標③ 性の多様性理解啓発事業参加者へのアンケートで「性の多様性へ

の意識が深まった」と回答した人の割合 

指標内容 性の多様性理解啓発事業を開催し、どれだけの参加者が性の多様

性への意識を深めることや意識変革ができたかを測ります。 

担当課 共生社会推進課 

目標値 60.0 (令和 7年度) 単位 ％ 

現状値 令和 3年度からの新規 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

91.6     

令和 3年度 

担当課所見 

広報やチラシ、市ホームページなどで積極的な PRを行い、性の多

様性に関心の高い参加者が多く集まりました。来年度以降もより

幅広い層に向けて参加を呼び掛けるよう努めます。 
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基本目標 Ⅱ 男女平等・男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

 

子どもたちが性別にとらわれることなく、それぞれの個性を発揮して、誰もが共

に活躍できるように、保育所や学校、家庭などで男女平等教育・学習を推進しま

す。また、男女共同参画社会が、すべての人にとって暮らしやすい社会づくりにつ

ながるという認識を広げる学習機会の充実を図ります。 

 

取組方針 施策の方向 

3 子どもにとっての男女

共同参画の理解促進 

6 学校、保育所、幼稚園など教育・保育の場での男

女平等教育・学習の推進 

7 家庭・地域での子どもの将来を見通した自己形成

の推進  

4 生涯学習の場での男女

共同参画の推進 

8 多様な選択を可能にする学習機会の提供  

 

活動指標④ 若年層に向けた男女共同参画に関する意識啓発の回数 

指標内容 中高生や大学生などを対象にした男女共同参画に関する啓発の回

数によって、若年層に対する男女共同参画意識の啓発の充実度を

測ります。 

担当課 男女共同参画センター 

目標値 9 (令和 7年度) 単位 回／年 

現状値 8 (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

10     

令和 3年度 

担当課所見 

市立中学校 4 校及び立命館高等学校に「長岡京市男女共同参画推

進条例啓発冊子 Dreams come true」の配布を行い、条例の基本理

念と男女共同参画を進めるための鍵、アンコンシャス・バイアス

への気づき、多様な性のあり方、デート DV や対等な関係性を考

えることを目的として授業で活用していただきました。 

また、長岡第二中学校、長岡第四中学校では「性の多様性出前授

業」を、西山短期大学では、11月のパープル＆オレンジリボンプ

ロジェクトにあわせ啓発資料の配布を、さらに乙訓高等学校、西

乙訓高等学校では「デート DV 防止啓発出前授業」を実施しまし

た。 

中学校、高等学校、短期大学へ啓発機会の充実を図り、目標値を達

成しています。 
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活動指標⑤ 男女共同参画に関する講座・セミナーの参加者数 

指標内容 男女共同参画に関する講座などへの参加者数によって、教育・保

育及び生涯学習の場での男女平等・男女共同参画意識を深めるこ

とや意識変革ができたかを測ります。 

担当課 男女共同参画センター 

目標値 のべ 600  (令和 7年度) 単位 人／年 

現状値 のべ 586  (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

406     

令和 3年度 

担当課所見 

人権・男女共同参画フォーラムや DV・児童虐待防止、女性活躍、

女性支援、子育て支援、男女共同参画、男性支援の分野において、

オンラインや対面で 15 講座を実施し、参加者は 406 人となりま

した。 

講座・セミナーの参加者数の減少要因は、コロナ禍による会場の

利用人数制限や感染防止のための外出控えが考えられます。コロ

ナ感染対策として 15 講座のうち 6 講座をオンラインに開催方法

を切り替え実施しました。 

また、図書館での啓発コーナーの設置や出前ミーティングの開催、

FM おとくにでの啓発等を通じ、対面以外の様々な情報発信の方

法を探りながら、啓発を行いました。 
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基本目標 Ⅲ あらゆる分野における女性活躍の推進 

 

誰もが共に様々な分野における方針決定の場に参画し、活躍できる社会づくりを推

進します。また、職場と家庭生活や地域活動など、ワーク・ライフ・バランスの実現

に向けた働きかけを行います。市民団体の男女共同参画の取り組みを支援し、男女共

同参画の地域づくりを進めます。 

 

取組方針 施策の方向 

5 政策・方針決定の場

への女性の参画拡大 

9 市における女性の登用の推進 

10 女性リーダーの育成 

6 働く場における女性

の活躍推進 

11 男女平等の雇用機会と待遇の確保 

12 女性の起業と就労支援 

13 事業所における女性活躍推進への働きかけ 

7 地域における男女共

同参画の推進 

14 あらゆる世代が男女共同参画で取り組む地域づくり

の推進 

15 防災における男女共同参画の推進 

16 男女共同参画を推進する市民活動の支援 

8 仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バ

ランス）の実現 

17 仕事と子育て・介護の両立支援の推進 

18 男性の子育て・家庭生活・地域活動への参画促進 

19 事業所におけるワーク・ライフ・バランスの理解促

進 

 

活動指標⑥ 長岡京市審議会等への女性委員の参画比率 

指標内容 審議会などの全委員に占める全女性委員の割合によって、政策・

方針決定の場への女性の参画の進む度合を測ります。 

担当課 男女共同参画センター 

目標値 40.0 (令和 7年度) 単位 ％ 

現状値 34.2 (令和元年度)   

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

38.0     

令和 3年度 

担当課所見 

審議会等の女性委員の参画比率は 38.0%と目標値には 2 ポイント

届きませんでしたが、過去 5年間の中では高い割合となりました。

令和 3 年度より市民公募委員の登用率を事前協議書に追加したこ

とにより、数字の改善につながったと推察されます。 
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活動指標⑦ 長岡京市の審議会等への女性委員の参画比率が 40％～60％であ

る割合 

指標内容 長岡京市男女共同参画推進条例に定める審議会などの女性委員割

合を達成するため、どれだけの審議会などが達成できているかで

積極的格差是正措置の進む度合を測ります。 

担当課 男女共同参画センター 

目標値 65.0 (令和 7年度) 単位 ％ 

現状値 41.8 (23/55審議会)  (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

40.7 

(22/54) 

 

( / ) 

 

( / ) 

 

( / ) 

 

( / ) 

令和 3年度 

担当課所見 

女性委員の参画比率が 40％～60％の審議会の割合は、40.7％と低

い結果となりました。活動指標⑥でも示されるように、全体の女性

委員割合は増加していますが、審議会ごとの達成割合が低迷して

います。女性委員を選出できない理由として、専門分野に女性参画

が進んでいないことや選出団体に女性の役職者がいないことなど

が挙がりました。あらゆる分野で女性の参画を進めることが重要

であると考えています。 

 

活動指標⑧ 長岡京市の女性管理職の割合 

指標内容 管理職の女性割合によって、女性職員が性別にかかわりなく能力

を発揮できているかを測ります。 

担当課 職員課 

目標値 30.0 (令和 7年度) 単位 ％ 

現状値 25.5 (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

29.9     

令和 3年度 

担当課所見 

管理職への女性の登用に継続して取り組んでおり、目標値に迫る

数値となっています。 

今後も引き続き女性の活躍を推進するための環境を整備し、性別

や固定概念にとらわれることなく全職員がその能力を発揮できる

職場づくりに努めます。 
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活動指標⑨ 男女共同参画フロア（いこ～る）の承認団体数 

指標内容 多世代交流ふれあいセンターの男女共同参画フロアを拠点とした

活動団体の数によって、地域での男女共同参画の進捗状況を測り

ます。 

担当課 男女共同参画センター 

目標値 20 (令和 7年度) 単位 団体 

現状値 17 (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

15     

令和 3年度 

担当課所見 

コロナ感染防止の意識から承認団体の活動控えが続き、フロアの

利用は低迷しています。そのことに伴い承認団体数も減少傾向と

なっています。 

男女共同参画フロアの利用人数制限については、令和 4 年 6 月か

ら解除を行ったことから、今後フロアの活用が進んでいくと考え

ています。 

 

活動指標⑩ 女性活躍に関する講座の参加者数 

指標内容 女性活躍をテーマとした講座やセミナーなどへの参加者数によっ

て、女性活躍への支援の充実度を測ります。 

担当課 男女共同参画センター 

目標値 のべ 50 (令和 7年度) 単位 人／年 

現状値 のべ 31 (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

51     

令和 3年度 

担当課所見 

女性活躍推進講座として 4講座を実施しました。 

うち 3 講座は、マザーズジョブカフェと共催し、ライフマネー、

自己理解、適職と、就労について考えることにつながる内容で実施

しました。いずれもオンライン開催となりましたが、「今後の人生

計画や働き方」「仕事探しの注意ポイントを知る機会となったか」

については参加された方の概ねすべての方が「なった」と回答され

ました。 

もう 1 講座は、市内で創業されている女性を迎え、創業への思い

をお話いただきました。 

講座には 20 代～80 代と幅広い年代の参加があり、目標値を達成

しました。 
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活動指標⑪ 防災学習会の実施回数と女性参加者の割合 

指標内容 防災学習会の実施回数と女性参加者の割合によって、防災におけ

る男女共同参画意識の浸透の度合を測ります。 

担当課 防災・安全推進室 

目標値 58  (50.0%)    (令和 7年度) 目標値 

現状値 29  (54.3%)    (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

22(58.9%)  ( %)  ( %)  ( %)  ( %) 

令和 3年度 

担当課所見 

新型コロナウイルス感染症の影響で防災学習会の実施回数は、令

和 2 年度と比べると増加したものの、令和元年度と比べると減少

しました。 

防災学習会の参加者の約半数が女性参加者であり、男女共同参画

意識の高さが感じられました。 

今後、起こりうる災害への意識が高まっている中で、より多くの地

域・団体、また、若年層に対しても防災啓発を実施していき、防災

における男女共同参画意識の浸透を図っていきます。  

 

活動指標⑫ 男性に向けた男女共同参画に関する意識啓発の回数 

指標内容 男性への男女平等・男女共同参画に関する啓発の回数によって、男

性に対する男女共同参画意識とワーク・ライフ・バランスの意識啓

発の充実度を測ります。 

担当課 男女共同参画センター（中央公民館、北開田会館） 

目標値 5 (令和 7年度) 単位 回／年 

現状値 4 (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

4     

令和 3年度 

担当課所見 

中央公民館での市民企画講座、北開田会館での料理教室が各 1回、

男女共同参画センターの男性支援講座が 2 回の合計 4 回の実施と

なり目標値には 1講座至りませんでした。（北開田会館の料理教室

は当初 3回を予定のところそのうち 2回がコロナ禍で中止） 

男女共同参画センター実施の 2 講座中 1 講座は、シニアの方をタ

ーゲットに新たなつながりや仲間との交流、仕事とは異なる社会

での活躍についてお話をいただきました。もう 1 講座は「家事シ

ェア」を実践する講師により「家庭内協働」に関する内容で実施し

ました。男女共同参画社会の実現のためには男性の意識醸成が必

須であることから今後も男性に向けた講座等の展開を図ります。 
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活動指標⑬ 長岡京市男性職員の育児休業取得者数 

指標内容 市男性職員の育児休業を取得している人数によって、男女が共同

で行う子育てとワーク・ライフ・バランスの意識の浸透が進んでい

るかを測ります。 

担当課 職員課 

目標値 実数 5／5年間 (令和 7年度) 単位 人／5年間 

現状値 実数 2／5年間 (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

4     

令和 3年度 

担当課所見 

令和 3年度は男性職員 4名が育児休業を取得しました。 

今後も引き続き、職場全体への制度の周知や出産を控えた職員へ

の声掛けを行うとともに、制度利用者に対する個別説明の実施や

職場復帰の支援などを充実させていきます。 
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基本目標 Ⅳ あらゆる暴力の根絶 

 

女性に対する暴力をはじめ、あらゆる暴力の根絶に向けた啓発や学習機会の充実を

図ります。また、若年層の性被害等の防止に向けた情報提供と啓発を進めます。相談

体制を充実し、総合的な被害者保護に取り組みます。 

セクシュアル・ハラスメントをはじめとする様々なハラスメント防止への意識啓発

を進めます。 

 

取組方針 施策の方向 

9 女性に対する暴力を

許さない社会づくりの

意識啓発 

20 あらゆる暴力を許さない意識啓発と学習機会の提供  

10 配偶者等からの暴力

の防止と被害者の保護 

21 相談・支援体制の充実 

22 被害者保護の徹底と包括的支援・加害者更生支援 

11 ハラスメント防止へ

の取り組み 

23 様々なハラスメント防止の働きかけと周知 

 

活動指標⑭ 若年層へのＤＶ等防止啓発事業の実施回数 

指標内容 中高生や大学生などを対象にしたＤＶ等防止啓発事業の実施回数

によって、若年層への暴力を許さない意識の啓発機会の充実度を

測ります。 

担当課 男女共同参画センター 

目標値 5 (令和 7年度) 単位 回／年 

現状値 4 (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

3     

令和 3年度 

担当課所見 

乙訓高等学校及び西乙訓高等学校 2 年生を対象に「デート DV 防

止啓発出前授業」を実施し、3年生には、フォローアップとして「京

都 SARA」の啓発冊子配布による啓発を行いました。新型コロナ

流行のため、西山短期大学での「デート DV 防止啓発」事業は中

止となりました。また、図書館との共催事業として「家庭で話そ

う！思春期の性」と題し保護者の方向けに啓発を実施し、若年層の

性被害等の防止や自分や相手の体を大切にすることを伝えまし

た。 
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活動指標⑮ パープル＆オレンジリボンプロジェクトの参加者数 

指標内容 パープル＆オレンジリボンプロジェクトの参加者数によって、ド

メスティック・バイオレンス、デートＤＶ、セクシュアル・ハラス

メントなど女性に対する暴力や児童虐待を許さない意識の醸成状

況を測ります。 

担当課 男女共同参画センター 

目標値 のべ 400  (令和 7年度) 単位 人／年 

現状値 のべ 310  (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

782     

令和 3年度 

担当課所見 

11月の月間中、講演会及び講座を 2講座実施しました。 

「ＤＶの理解と支援～ＤＶが被害者と子どもと親子関係に及ぼす

影響」では、「講座に参加して DV や児童虐待について関心や理

解が深まった」とする回答が 95.2％と具体的な事例を通して DV

と児童虐待の関係の理解が進んだと考えられます。 

また、「安心・安全を感じながら生きていくために～児童虐待やＤ

Ｖを通して子どもの権利について考えます～」では、全員が「ＤＶ

や児童虐待について、関心や理解が深まった」と回答され、実践で

きる子どもへの関わり方を考える機会となったことが窺えます。

そのほか、児童虐待や DV に関するメッセージ 266 枚をメッセー

ジツリーに展示し啓発につなげました。高等学校 2 校での DV 出

前授業や図書館での 11月の啓発コーナー等、年間を通じ啓発を行

いました。 
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基本目標 Ⅴ 健康で安心な暮らしの実現 

 

心身の健康は、生活の質に大きく関わってくる重要な問題です。リプロダクティブ・

ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）についての理解を深めることは、個

人の健康と権利を守り、責任を持った生活を送る上で欠かせません。一人の人間とし

て尊重され、健康で安心した生活を送れるよう、支援します。 

 

取組方針 施策の方向 

12 リプロダクティブ・

ヘルス／ライツ（性と

生殖に関する健康と権

利）に基づく女性の健

康支援 

24 性に関する理解と性感染症予防などの啓発 

25 安心して妊娠・出産できる環境の整備 

13 生涯を通じた健康づ

くりの支援 

26 ライフステージに応じた健康支援 

27 心と体の健康支援 

14 様々な状況にある人

への支援と環境整備 

28 高齢者・障がいのある人・外国人等が安心して暮ら

せる環境の整備 

29 ひとり親家庭への支援 

 

活動指標⑯  乳がん検診受診率（40～69歳） 

指標内容 女性に特有な乳がんの予防、早期発見や早期治療できるよう検査

等を実施し、女性の健康づくりの環境の充実や意識の浸透の度合

を測ります。 

担当課 健康づくり推進課 

目標値 13.8 (令和 7年度) 単位 ％ 

現状値 13.3 (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

 11.3%     

令和 3年度 

担当課所見 

新型コロナウイルス感染症の動向でキャンセルがでるなどの影響

がありました。集団検診に加えて、委託医療機関で個別検診の受け

入れ枠の拡大や管外受診の実施などにより、個別検診での受診者

は増えています。今後も、受診日や受診時間の選択肢が増え、働く

世代が受診しやすい体制を作り、様々な機会を通じて受診を啓発

し、受診率の向上に努めていきます。 
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活動指標⑰  子育て応援教室の参加率 

指標内容 妊婦や父親が安心して育児ができるよう子育て応援教室を実施

し、妊婦の育児環境の充実や父親の育児への意識の浸透の度合を

測ります。 

担当課 健康づくり推進課 

目標値 25.0 (令和 7年度) 単位 ％ 

現状値 21.3 (令和元年度) 

令和 3年度 令和 4年度   令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

 17.9     

令和 3年度 

担当課所見 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での開催を取りや

め、今年度はWeb会議アプリ Zoomを使用したオンライン形式で

実施しました。オンラインでの参加が難しい場合には DVD・資料

の貸し出しを行いました。教材には、妊娠中～出産後の生活を夫婦

で考える時間を取り入れ、妊娠中から出産・育児に関する知識を深

めて夫婦が協力して子育てを行う意識を高められる内容としまし

た。 
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【参考資料】 

➢ 女性議員比率（令和 2年 12月 31日現在） 

 長岡京市 京都府市区 全国市区 

比率 20.8％ 21.4％ 16.8％ 

現員 24人 364人 18,800人 

女性議員 5人 78人 3,165人 

＊全国市区、京都府市区には政令指定都市の市議会を含む。 

出典：「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況（令和 3年度）」（内閣府

男女共同参画局） 

 

➢ 審議会等の女性委員比率（令和 3年 4月 1日現在） 

  

Ａ Ｂ 

比率 

Ｂ／Ａ 

参考 
委員総数 女性委員数 

審議会等数 

女性委員が

40～60％の

審議会等数 

京都府市町村 全国 

附属機関 

(地方自治法第 202 条

の 3) 

323 106 32.8% 30.1% 27.6%  

30 12 38.7%     

行政委員会 

(地方自治法第 180 条

の 5) 

31 6 19.4% 17.2%    

6 2 33.3%     

懇談会等 

（市の規則・要綱等） 

217 105 48.4%     

18 8 42.1%     

合   計 

571 217 38.0%  31.8%   

54 22 40.7%     

＊ 基準日現在休会中のものは除く。 

＊ 女性委員が 40～60％の審議会等数には、委員の定数が 3人である審議会等で、女性の構成人数が 1人又は 

2人の場合を含む。 

＊ 全国市区町村、京都府市区町村には政令指定都市を含む。 

出典：「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況（令和 3年度）」（内

閣府男女共同参画局） 
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附属機関（地方自治法第 202条の 3）の女性比率 

＊ 地方自治法第 202条の 3に定める、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより、

その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関        

審議会等の名称 
委員総数 

（人） 

うち女性 

委員数

（人） 

女性 

比率

（％） 

担当 

1 情報公開・個人情報保護運営審議会 9 1 11.1 総務課 

2 情報公開・個人情報保護審査会 4 1 25.0 総務課 

3 行政不服審査会 4 1 25.0 総務課 

4 公務災害補償等認定委員会 5 2 40.0 職員課 

5 公務災害補償等審査会 3 0 0.0 職員課 

6 法令遵守委員会 5 1 20.0 総合調整法務課 

7 男女共同参画審議会 13 7 53.8 男女共同参画センター 

8 行財政健全化推進委員会 10 3 30.0 総合計画推進課 

9 総合計画審議会 22 7 31.8 総合計画推進課 

10 防災会議 30 5 16.7 防災・安全推進室 

11 国民保護協議会 26 3 11.5 防災・安全推進室 

12 建築紛争調整委員会 3 1 33.3 総務課 

13 廃棄物減量等推進審議会 11 6 54.5 環境業務課 

14 企業立地審査会 5 2 40.0 商工観光課 

15 民生委員推薦会 14 8 57.1 社会福祉課 

16 国民健康保険運営協議会 13 4 30.8 国民健康保険課 

17 乙訓休日応急診療所運営委員会 12 2 16.7 乙訓休日応急診療所 

18 都市計画審議会 16 3 18.8 都市計画課 

19 まちづくり審議会 10 4 40.0 都市計画課 

20 景観デザイン審査会 5 1 20.0 都市計画課 

21 ラブホテル建築等規制審議会 10 6 60.0 都市計画課 

22 空き家等対策協議会 12 6 50.0 都市計画課 

23 空き家等対策審査会 3 3 100.0 都市計画課 

24 地域公共交通会議 18 3 16.7 交通政策課 

25 スポーツ推進審議会 14 6 42.9 文化・スポーツ振興課 
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行政委員会（地方自治法第 180条の 5）の女性比率 

＊ 地方自治法第 180条の 5に定める委員会及び委員 

  審議会等の名称 
委員総数 

（人） 

うち女性 

委員数

（人） 

女性 

比率

（％） 

担当 

1 選挙管理委員会 4 1 25.0 総務課 

2 固定資産評価審査委員会 3 1 33.3 総務課 

3 教育委員会 5 1 20.0 教育総務課 

4 監査委員 2 0 0.0 監査委員事務局 

5 公平委員会 3 1 33.3 公平委員会事務局 

6 農業委員会 14 2 14.3 農業委員会事務局 

  計 31 6 19.4   

 

懇談会等の女性比率 

＊ 市の規則、要綱、要項及び要領に基づき設置される懇談会等 

  審議会等の名称 
委員総数 

（人） 

うち女性 

委員数 

（人） 

女性 

比率 

（％） 

担当課 

1 平和ビジョン懇談会 13 4 30.8 共生社会推進課 

2 北開田会館運営委員会 12 2 16.7 北開田会館 

3 地域創生推進会議 12 3 25.0 総合計画推進課 

4 入札監視委員会 3 1 33.3 検査指導課 

5 （仮称）自治振興条例検討委員会 11 5 45.5 自治振興室 

6 産業文化会館運営委員会 10 6 60.0 商工観光課 

7 地域健康福祉推進委員会健康づくり部会 9 5 55.6 健康づくり推進課 

8 食育推進委員会 18 12 66.7 健康づくり推進課 

9 地域健康福祉推進委員会 14 5 35.7 社会福祉課 

26 いじめ防止対策推進委員会 5 1 20.0 学校教育課 

27 社会教育委員会議 12 5 41.7 生涯学習課 

28 文化財保護審議会 9 1 11.1 文化財保存活用課 

29 公民館運営審議会 10 7 70.0 中央公民館 

30 図書館協議会 10 6 60.0 図書館 

計 323 106 32.8   
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10 市営浴場運営委員会 10 5 50.0 社会福祉課 

11 地域健康福祉推進委員会障がい福祉部会 17 10 58.8 障がい福祉課 

12 
障がい者ネットワーク連絡調整チーム会

議 

25 12 48.0 障がい福祉課 

13 地域健康福祉推進委員会高齢福祉部会 11 6 54.5 高齢介護課 

14 高齢者虐待防止ネットワーク委員会 16 10 62.5 高齢介護課 

15 地域包括支援センター運営協議会 10 8 80.0 高齢介護課 

16 地域密着型サービス運営委員会 10 8 80.0 高齢介護課 

17 地域公共交通会議部会 5 0 0.0 交通政策課 

18 北開田児童館運営協議会 11 3 27.3 北開田児童館 

  計 217 105 48.4   

 

➢ 管理職・監督職の女性比率（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

長岡京市 管理職・監督職の割合 

  

2 3 
【参考】  4 

（令和 4年 4月 1日） 

総数 

（人）  

女性数 

（人） 

女性 

割合 

（％） 

総数 

（人）  

女性数 

（人） 

女性 

割合 

（％） 

総数 

（人）  

女性数 

（人） 

女性 

割合 

（％） 

管理職（部長級、次長

級、課長級） 
95 26 27.4 97 29 29.9 99 29 29.3 

監督職（課長補佐級、 

係長級）  
125 64 51.2 125 65 52.0 125 68 54.4 

管理職・監督職 計 220 90 40.9 222 94 42.3 224 97 43.3 

職員 計 560 287 51.3 564 294 52.1 565 298 52.7 

 

管理職の割合 

 長岡京市 京都府市区町村 全国市区町村 

比率 29.9％ 19.5％ 16.5％ 

総数 97人 2,312人 107,082人 

女性数 29人 451人 17,663人 

＊ 全国市区町村、京都府市区町村には政令指定都市を含む 

出典：「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況（令和 3年度）」（内閣

府男女共同参画局） 


