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　男女共同参画社会とは、「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利害を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき

社会」です。その実現を図るために平成１１年に「男女共同参画社会基本法※」が制定

されました。

　本町では平成１２年に男女共同参画社会の実現を目指し、「輝く未来への男女共同参

画計画」を策定、平成１６年に「男女共同参画推進条例」を制定、平成２３年に「輝く

未来への男女共同参画計画 第２次基本計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向

けた取組みを進めてきました。

　第２次基本計画策定から５年が経過し、少子高齢化の急速な進展による人口減少・人

口構成の大きな変化やグローバル化による産業競争の激化などにより経済社会の構造

が変化し、雇用の不安定化等様々な課題が生じている中で、この諸課題の解決に向けて、

女性の活躍がこれまで以上に必要とされています。

　近年、国では「すべての女性が輝く社会」の実現を成長戦略の中核に据えて集中的に

施策を講じています。平成２７年８月には、女性が職業生活で個性と能力を十分に発揮

し活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（通称：女性活躍推進法）が制定されました。また、平成２８年度からの第４次男女共

同参画基本計画の推進にあたり、男女がともに暮らしやすい社会を実現するための特に

必要な要素として「男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍」を冒頭に位置付けてい

ます。

　また、東日本大震災の教訓から、男女共同参画の視点に立った防災体制の確立にみら

れるように地域社会における政策や方針決定過程への女性の参画拡大の重要性が再認

識されています。

　本町においては、平成２７年８月に行った「男女共同参画に関する意識調査」の結果

から、様々な分野で性別による固定的な役割分担意識の割合が前回調査と比較し横ばい

であり、解消されていないなどの課題が残されている状況であります。

　このため、中間年にあたる平成２７年度において、これまでの取り組みについて検証

するとともに、社会情勢の変化やアンケート結果等を参考に実行性のある目標値の見直

しを行い、今後５年間の男女共同参画社会の実現に向けた施策や事業の基本となる第２

次基本計画を改訂することとしました。

※　男女共同参画社会基本法：男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とし　　　　

　た男女平等の原則の実際的な実現を図るための包括的な法律

1.　改訂の趣旨

第１章　計画の策定にあたって
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　この計画は、「男女が共に輝く心豊かなまち金ケ崎」の実現を基本目標とします。

　

　（金ケ崎町男女共同参画推進条例第３条）

ア　男女は、相手を理解し、思いやり、男女共同参画に向けて、共に協力し合いながら、　　

　　それぞれが生き生きと暮らせる社会を築き上げる。

イ　男女は、共に個人としての尊厳を重んじ、直接または間接に関わらず、性別により

　　差別する取り扱いをせずに、お互いの人権を尊重する。

ウ　男女は、家庭、職場、学校、地域その他あらゆる分野の諸活動において、性別に関

　　わりなく、個人として個性と能力を発揮できる機会を確保し、平等及び対等な立場

　　で共に参画し、責任を分かち合い、協力する。

エ　男女は、男女共同参画の推進が、国際的視野で取り組むべきであることを認識し、

　　積極的に協力し合う。

　

１　この計画は、金ケ崎町男女共同参画推進条例（平成 16 年 3 月 31 日条例第 1号）に　

　基づき、男女共同参画推進のための１０年間の取り組みを定めるものです。

２　意識啓発や知識習得を中心とする従来の取り組みから、課題解決型の実践的活動を

　中心とした取り組みに重点を置き、行政、町民及び事業者等との協働により取り組む

　ガイドラインとします。

３　この計画は、金ケ崎町総合発展計画、金ケ崎町教育振興基本計画等との整合性を図

　り策定したものです。

　

　この計画期間は、平成２８年度から平成３２年度の５年間とします。

　ただし、計画の期間内であっても国の動向や社会状況の変化に対応し、必要に応じて

見直しを行います。

　

　この計画の名称は「輝く未来への男女共同参画計画」といい、愛称を「金ケ崎・きら

めきプラン」とします。

2.　計画の基本目標

3.　計画の基本理念

4.　計画の性格

5.　計画の期間

6.　計画の名称
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第2章　計 画 の 体 系 図
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第３章　計 画 の 内 容

　男女共同参画社会を実現していくためには、町民一人一人が男女共同参画についての正

しい意識を持ち、育んでいく必要があります。そのためには、固定的な性別役割分担意識

や性差に対する偏見を解消することなどが必要です。

　男女共同参画について理解することは、男女共同参画社会を形成していくうえで最も基

本となる重要な部分であり、町が様々な取り組みを進めていく際の根幹となるものです。

　平成２７年度に実施した「金ケ崎町男女共同参画意識調査」（以下、「意識調査」と記述）

によると、男女共同参画社会という言葉を「知らない」「聞いたことはあるが意味はわか

らない」の割合は約４割と「前回調査（平成２１年度）」（以下、「前回調査」と記述）と

比較し横ばいであり、内容の理解を含め十分浸透していない状況です。[図１]

　また、「家庭では、男女がお互いに相手を尊重しあって生活していると感じますか」の

問いについて、「尊重しあっている」と「まあまあ尊重しあっている」の割合は、男性が

約８割、女性が約７割と「前回調査」と比較し横ばいでありますが、「尊重しあっていない」

の割合は約０．５割と少なくなっており、わずかながら意識改善が進んでいると思われま

す。[ 図２] 

取り組み目標Ⅰ　みんながいきいきと暮らせる社会

現状と課題

図 1　あなたは、「男女共同参画」という言葉を知っていますか。
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　男女共同参画社会の実現に向けて広報などによる啓発活動等を推進してきた結果、男

女の意識は少しずつ変化しつつありますが、いまだ約４割の人が男女共同参画社会につ

いて、「知らない」「意味が分からない」と答えており、更なる意識づくりが必要です。

町では、県の男女共同参画サポーター※１養成講座受講を奨励しており、平成２７度ま

でに２０人が男女共同参画サポーターに認定され、指標を達成しております。しかし、

男性のサポーターが少ない（女性１７人、男性３人）ことが課題です。

　施策の方向　　

　男女共同参画についての正しい認識と必要性を広めるためには、幼少期から家庭や地

域において男女平等や人権尊重、男女の相互理解と協力の重要性について発達段階に応

じた教育を行うとともに、生涯学習の場などを通じて、男女共同参画の推進が男性・女

性双方にとって有意義であることについて意識啓発を図る必要があります。

　また、男女共同参画の意義や必要性を理解し、地域や様々な場において推進や啓発を

行う人材を養成し、その活動を支援する仕組みづくりが必要です。　　　

具体的な取り組み

１　学習機会の充実と推進体制の整備

 （１）家庭教育の充実

　　　チラシ配布などにより、家庭における男女共同参画の大切さについて普及啓発を　　　

　　図ります。また、父親の子育ての参画を進めるための学習機会の充実に努めます。

　※１　男女共同参画サポーター：地域等で男女共同参画を推進するため、平成１２年度から県が行う養 

　　　成講座を市町村からの推薦者が受講し、講座を修了した者が認定を受けている。認定後は男女共同　

　　　参画の気運の醸成を図るための活動などを行う。

図２　家庭では、男女がお互いに相手を尊重しあって生活していると感じますか。

施策の方向

具体的な取り組み
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 （２）生涯学習の振興と社会教育の充実

　　　セミナーや出前講座などにおいて、男女共同参画に関する学習の機会を提供すると　　　

　　ともに、社会教育に携わる職員の研修を充実し、資質の向上を図ります。

　　　　○町民総合大学、男女共同参画セミナー（中央生涯教育センター）

　　　　○家庭教育学級（中央生涯教育センター）

　　　　○社会教育担当職員研修の受講（中央生涯教育センター）

 （３）男女共同参画サポーターの養成

　　　県が行う、いわて男女共同参画サポーターの受講を奨励し、男女共同参画サポーター

　　認定者の増員を図り、町が行う様々な啓発事業への協力を働きかけます。さらに、地

　　区生涯教育センターを男女共同参画の拠点の１つとして位置付け、男女共同参画サ

　　ポーターが地域での啓発活動などを推進していくための支援を行います。

　　　　○県男女共同参画サポーター養成講座の受講者推薦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中央生涯教育センター）　　　　

２　男女共同参画に関する広報・啓発活動の充実

 （１）広報・ホームページの活用

　　　町広報や地区生涯教育センターだより、ホームページ等の様々な媒体を通じ、町の

　　男女共同参画の推進状況や重要性及び必要性について、誰にでもわかるよう工夫した　　

　　広報・啓発に努めます。

　
　　　　○「広報かねがさき」生涯学習情報コーナーの活用（中央生涯教育センター）

　　　　○ホームページの活用（中央生涯教育センター）

　　　　○地区生涯教育センターだよりの活用（各地区生涯教育センター）

【成果目標】

「男女共同参画社会」という
用語の認知度

男女共同参画サポーター数
（うち男性サポーター数）

「広報かねがさき」掲載回数

　　　項　　　　　目
前回調査値
（基準年度）

61.3％
（21 年度）

10 人（0人）
（22 年度）

3回／年
（21 年度）

58.3％
（27 年度）

20 人（3人）
（27 年度）

12 回／年
（26 年度）

80％

30 人（6人）

6回／年

現　状　値
（時点）

目　標　値
（32 年度）
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　社会のあらゆる分野において男女が平等な構成員として参画するためには、

幅広い世代への意識啓発を図るとともに、慣習やしきたりを男女共同参画の視点に立って

見直していくことが必要です。

　意識調査によると、「家庭、職場、地域など様々な生活の場面で、個々の人権が尊重さ

れていると感じますか」の問いについて、「尊重されている」の割合は約３割と「前回調査」

と比較し向上したものの、「尊重されていない」の割合も約２割と増えており、「どちらと

もいえない」の割合が減った分、「尊重されている」「尊重されていない」の二極化が進ん

でいる状況です。 [ 図３]

取り組み目標Ⅱ　みんなが共に人権を尊重しあう社会

現状と課題

　男女の地位の平等感について、「家庭生活」「職場」「社会通念、慣習、しきたり」「地域活動」

のそれぞれの項目で尋ねたところ、「平等である」と答えた人が最も多いのは、全体では

「家庭生活」、次いで「地域活動」「職場」となっています。反面、「平等である」が最も少

ないのは、男女ともに「社会通念、習慣、しきたり」となっています。

　また、全項目で「男性が優遇されている」の割合が高く、「前回調査」とほぼ同様の結

果となっています。

　全体的に、男性に比べ女性の方が、「平等である」の割合が低く、厳しい見方をしています。

［図４、５、６、７］

　このような固定的な性別役割分担意識や男性優位の意識は、地域における課題に対応し、

活動を行うにあたって、活動の選択や実現を妨げる要因となるばかりでなく、女性に対す

る暴力や人権の侵害を生み出す要因となりかねません。

図３　家庭、職場、地域など様々な生活の場面で、個々の人権が尊重されていると感じますか。
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あなたは次の分野で男女の地位が平等になっていると思いますか。

図 4　家庭生活

図 5　職　　場

図 6　社会通念、慣習、しきたり

図 7　地域活動（自治会、P T A ）
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　｢ 配偶者やパートナーからこれまでに ( 身体的暴力 )（精神的暴力 )（経済的暴力）（性

的暴力）（子どもを利用した暴力）のいずれかでも受けたことがありますか ｣ の問いにつ

いて、「何度もあった」と「１、２度あった」の割合は、女性が約３割、男性が約１割と「前

回調査」と比較しほぼ横ばいであり、女性が被害にあう割合が高い傾向にあり、暴力を許

さない社会意識づくりが必要です。［図８］　　

　男女が共に性別に関わりなく個人として人権が尊重されるよう、人権に関する啓発活動、

学習講座などの充実を図り、家庭、学校、地域などあらゆる場において、人権教育・啓発

を推進します。

　また、暴力は重大な人権侵害であり、被害者や社会に対して深刻な影響を及ぼします。

特に配偶者からの暴力は、家庭という密室で行われるため潜在化・深刻化しやすく、防止

や被害者支援に向けた対策が急務です。

具体的な取り組み

１　男女共同参画の視点に立った人権意識の高揚促進

 （１）人権意識の啓発

　　　人権問題に関するパンフレット等を、各庁舎、公共施設に常設し、人権擁護委員等　

　　による啓発活動の推進を図ります。

　
　　　　○人権問題に関するパンフレット作成・配布（住民課）

施策の方向

図 8　あなたは、配偶者（事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む）やパートナーから、これまでに「身　　　
　　　体的暴力」「精神的暴力」「社会的暴力」「経済的暴力」「性的暴力」「子どもを利用した暴力」のい
　　　ずれかでも受けたことがありますか。

具体的な取り組み
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 （２）人権に関する学習機会の提供

　　　あらゆる年齢層を対象に、人権尊重の重要性や人権問題を自らの生き方にかかわる　

　　問題として受け止めることができるよう、人権に関する研修会・講演会等の学習機会

　　を設けるとともに、参加しやすく主体的に学べるような内容の充実を図ります。

　　　　○学校教育での児童の発達段階に応じた指導（教育委員会）

　　　　○人権学習会、人権講演会（住民課）

　　　　○町民総合大学、青少年教育事業、家庭教育講座、子育て学習会

　　　　　（中央生涯教育センター、各地区生涯教育センター）

 （３）人権侵害等に関する相談体制の充実

　　　人権相談を実施していくとともに、あらゆる人権に関する相談に対応できるよう、

　　相談対応関係者の資質の向上を図ります。また関係機関との情報交換など連携しなが

　　ら、解決に向けて迅速適切な対応に努めます。

　　　　○人権相談、行政相談の実施（住民課）

　　　　○民生委員・児童委員との連携（保健福祉センター）

　　　　○人権相談関係者研修会・学習会への参加（関係各課）

２　男女間のあらゆる暴力の根絶

 （１）相談体制の充実

　　　ＤⅤ（ドメステック・バイオレンス※）の被害にあった場合などの男女共同参画相

　　談窓口について周知を図ります。また、関係機関と連携し二次被害の防止などにも努

　　めます。

　　　　　○男女共同参画推進相談（ＤＶ）窓口設置（中央生涯教育センター）

 （２）暴力を許さない社会意識づくり

　　　暴力は人権を侵害するものであるとの認識を浸透させ、あらゆる暴力の予防と根絶

　　に向けた啓発を推進します。

　　　　○児童虐待防止対策、啓発の充実（保健福祉センター）

　　　　○ＤⅤ対策、啓発の充実（中央生涯教育センター）

　　　　○防犯、安全対策（生活環境課）

　※　ドメスティック・バイオレンス（ＤⅤ）：配偶者や恋人など親密な関係にある者からの身体的または　　

　　精神的、経済的、または言語などの暴力及び虐待をいう。 
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「個々の人権が尊重されていない」と
感じている割合

地位の平等感について「平等であると
感じている割合

ＤＶにかかる啓発事業実施回数

児童虐待にかかる啓発事業実施回数

高齢者虐待にかかる啓発事業実施回数

　　　項　　　　　目
前回調査値
（基準年度）

男性約 30％
女性約 20％
（21 年度）

男性約 30％
女性約 20％
（21 年度）

2回／年
（21 年度）

2回／年
（21 年度）

2回／年
（22 年度）

19.7％
（27 年度）

男性 31.6％
女性 22.6％
（27 年度）

4回／年
（26 年度）

4回／年
（26 年度）

4回／年
（26 年度）

5％

5％

4回／年

5回／年

4回／年

現　状　値
（時点）

目　標　値
（32 年度）

【成果目標】
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　意識調査において、固定的な性別役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」）については、

「両者が納得した方法で分担するのがよい」「同等に分担するのがよい」の割合は、女性が

約９割、男性が約７割と「前回調査」と比較し横ばいです。

　しかし、「家事や育児は主として女性が行い、男性は手伝う程度でよい」の割合は、男

性のみでみると約２割あり、固定的な性別役割分担意識は依然残っている状況が見られま

す。［図９］

取り組み目標Ⅲ　
　　みんなが責任を分かち合い、協力しあう社会

現状と課題

　家庭内での役割分担について、家事の面（清掃、洗濯、裁縫、炊事）は女性が「主に行

う」の割合が約７割と高く、学校行事への参加、育児、介護についても女性が「主に行う」

の割合が高くなっています。また、家屋のまわりの補修、地域活動への参加は男性が「主

に行う」の割合が高くなっています。

　「両者が納得した方法で分担」している結果とも思われますが、固定的な性別役割分担

意識が根強いことも一因と考えられ、その場合、女性の負担が大きいことが懸念されます。

〔図 10〕

図 9　「男は仕事、女は家庭」という考え方に関してどう思いますか。
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図１０　あなたのご家庭で次の作業、役割をどの程度行っていますか。

 （１）清掃（ゴミ処理含む）

 （２）洗濯（アイロンがけ含む）

 （３）裁縫（衣類の修繕等）

 （４）炊事（食事の支度、後片付け）

 （５）育児（乳幼児の世話）
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 （６）介護（高齢者、病人）

 （７）家屋のまわりの補修

 （８）地域活動への参加

 （９）学校行事への参加

 （10）家計のやりくり
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　「女性が働きやすくなるためには、どうあればよいか」の問いについては、「保育や介護

のための施設、サービスを充実する」の割合が約３割と最も高いが、「前回調査」と比較

すると少なくなっており、施設、サービスの拡充が図られていることが背景にあると思わ

れます。

　また、「家族の理解や協力を得る」の割合が１割半と依然として横ばいであり、女性が

働きやすくなるためには、家庭内に残る性別役割分担意識の解消とともに、女性の就労や

男性の家事・育児への参画を支援する取り組みが必要です。

［図１１］

　保育所の入所枠の緩和措置により定員を超えての入所が可能になり、保育所の入所率は

上がったものの、低年齢児を中心に待機児童が存在しており、幼稚園も含めた保育サービ

スの充実が求められています。また、適切な介護の相談体制の充実や介護サービスの周知

が必要です。

　一度職を離れた女性の再就職の難しさや、育児や介護との両立の問題など、女性にとっ

てまだまだ働きやすい状況ではないと考えられますが、経済の低迷と閉塞感の高まりや高

齢化が進む中、女性をはじめとする多様な人材の活用による経済の活性化が求められてい

ます。

図１１　女性がもっと働きやすくなるためには、どうあればよいと思いますか。
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　男女の均等な取扱いや労働条件の整備を推進するとともに、育児・介護休業等の両立支

援制度の周知、啓発を図り、安心して働ける環境をつくることが必要です。

また、多様な生き方を尊重し、すべての人が職場、地域、家庭などあらゆる場面で活躍で

きる社会にするため、固定的な役割分担意識の是正など、男性を含めた意識づくりが必要

です。

　さらに女性の活躍を支援するため研修機会の確保を図るとともに、女性自身も積極的に

研修等に参加するなど、意欲を高め、政策・方針決定の場にも多く参画していくことが求

められています。このことは、女性からの視点や意見を反映させるためにも重要なことで

す。

具体的な取り組み

１　家庭・地域社会・職場での男女共同参画の推進

 （１）子育てを支援する体制の充実

　　　仕事と子育ての両立支援や、安心して子育てが出来る環境の充実に努めます。

　
　　　　○通常保育、一時保育、休日保育、延長保育の充実（保健福祉センター）

　　　　○預かり保育の利用の促進（教育委員会）

　　　　○放課後児童クラブの実施（保健福祉センター）

　　　　○子育て支援センター、子育て親子サークルの周知（保健福祉センター）

 （２）高齢者・障害者を支え合う体制の充実

　　　高齢で介護が必要になっても、また障害があっても、住み慣れた地域で自立して暮

　　らし続けることができるよう支援するとともに、その家族に対しても仕事と家庭生活

　　や介護を両立できるよう支援します。

　
　　　　○高齢者総合相談窓口の設置（保健福祉センター）

　　　　○障害者自立支援ネットワークの充実（保健福祉センター）

 （３）地域防災や防犯における男女共同参画の推進

　　　地域防災や防犯の分野等これまで女性の参画が遅れていた分野において、男女共同　　

　　参画の視点に立った施策の促進が求められています。東日本大震災においては、救助・

　　救援・医療、消火活動及び復旧・復興の担い手として多くの女性が活躍しました。一

施策の方向

具体的な取り組み
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　　方で、物資の備蓄・提供や避難所の運営等において女性の視点に立った対応が十分で　　

　　なかったなど、様々な課題が明らかになり、災害対応における女性の果たす役割が大

　　きいということが改めて認識されました。そのため、政策など方針決定への女性参画

　　や女性リーダーの活躍推進に努めます。

　
　　　　○自主防災組織への女性の参画促進（生活環境課）

　　　　○防災会議や防犯隊への女性の参画促進（生活環境課）

　　　　○男女共同参画の視点に配慮した避難所運営マニュアルの策定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活環境課）

　　　　　　　　　　　　　　　

 （４）ワーク・ライフ・バランス ( 仕事と生活の調和 ) 推進のための環境づくり

　　　仕事と生活の調和が、企業や経済社会の活性化や個人生活の充実につながるもので　　

　　あることから、男女の働き方の見直しについて、啓発活動を通じて理解を促します。

　
　　　　○企業等へ啓発パンフレットの配布（商工観光課）

　　　　　また、育児、介護休業等各種制度の周知と取得促進、休業期間中

　　　　　の生活の安定を図るため生活資金貸付制度の周知を図ります。

　　　　○育児、介護休業制度の周知（商工観光課）

　　　　○生活資金貸付制度の周知（保健福祉センター）

 （５）女性のチャレンジ支援

　　　出産や介護等で退職した女性の再就職等を支援するための講座の充実を図ります。

　
　　　　○女性活躍推進法に基づく女性の活躍に関する行動計画の策定と取組み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（商工観光課）

　　　　○就労支援講座（中央生涯教育センター）

２　政策・方針決定の場への女性の参画推進

 （１）各種審議会・委員会への女性参画の推進

　　　政策または方針の決定過程に女性の意見も反映されるように、審議会、委員会等へ

　　の女性委員の参画を推進します。

　　　　○審議会、委員会等への女性の参画拡大（各課）
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 （２）地域づくりへの女性参画機会の拡大

　　　地域づくりにおいて女性の意見が反映されるよう女性の参画を促していきます。

　　　　○自治会等地域づくりへの女性の参画拡大（中央生涯教育センター）

 （３）女性活躍推進法の推進

　　　職場における性別役割分担意識の解消や女性の職域拡大に向けた啓発を行います。

　
　　　　○女性活躍推進法に基づく女性の活躍に関する行動計画の策定と取組み

　　　　　（商工観光課）（再掲）

　　　　○職場における性別役割分担意識の解消に向けた啓発

　　　　　（商工観光課、中央生涯教育センター）

　　　　○男女の区別なく、個人の能力に応じた人員配置に向けた啓発

　　　　　（商工観光課、中央生涯教育センター）

 （４）男性・女性の自己改革、能力発揮の促進

　　　男女の能力開発や必要な技術の習得のため、関係機関との連携のもと必要な情報を

　　提供します。

　
　　　　○情報提供（総合政策課、商工観光課、中央生涯教育センター）

　　　女性が、持てる知識や能力を活かし社会活動へ参画できる環境の整備を図ります。

　
　　　　○女性リーダー会議（中央生涯教育センター）

　　　　○男女共同参画推進会議（中央生涯教育センター）

 （５）女性の経営参画の推進

　　　女性農業者が主体性を持ったパートナーとして経営に参画できるよう、経営計画や

　　就業条件等を家族間で共有する家族経営協定の締結促進を図ります。（農業委員会）
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保育園の待機児童

幼稚園の預かり保育利用児童数

子育て親子サークル数

地域ケア会議開催回数

審議会・委員会等の女性委員の割合

放課後児童クラブ数

障害者自立支援協議会専門部会議開催数

　　　　　　項　　　　　目
前回調査値
（基準年度）

2人
（21 年度）

長期　44 人
一時 116 人
延長　14 人
（21 年度）

6箇所
（21 年度）

5クラブ
（22 年度）

12 回
（21 年度）

12 回
（21 年度）

17.3％
（21 年度）

19.7％
（27 年度）

長期　32 人
一時 107 人
延長　16 人
（26 年度）

6箇所
（26 年度）

6クラブ
（26 年度）

10 回
（26 年度）

28 回
（26 年度）

29.2％
（27 年度）

5％

長期　32 人
一時 107 人
延長　16 人

6 箇所

7クラブ

10 回

24 回

30％

現　状　値
（時点）

目　標　値
（32 年度）

【成果目標】


