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重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【女性の活躍促進】　
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めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

　意欲ある女性が、大阪を支える人材としてその能力を十分に発揮し活躍している状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

１ 女性の就業について

大阪・全国の女性の年齢階層別就業率

① 大阪府の25歳～54歳の女性の就業率は、全国

平均と比べ低い水準となっている。

（２） 企業における女性の管理職登用や継続就

労に向けた取組状況

④ 大阪市内の企業の女性の管理職登用や

継続就労の取組状況を見ると、大企業（従業

員300人以上）に比べ中小企業（同300人未

満）の取組が進んでいない状況にある。

③ 出産、育児等により離職

した女性が求職活動をしてい

ない理由としては「子育てと

両立への不安」「家事との両

立への不安」「自分の今のス

キル･能力への不安」といっ

たことが挙げられている。

② 出産、育児等による離

職が多くあると考えられる

35歳～44歳の女性につい

ては、大阪府の就業率が

全国平均と比べ他の年代

以上に低い水準となって

いる。

（労働力調査）

（１） 女性の出産・育児等による離職とその後の状況

平成28年度 企業における女性活躍促進に関する調査 大阪市
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⑥ 女性活躍推進に積極的に取り組んでい

る企業へのアンケートにおいても、女性従業

員は、男性に比べ、仕事より子育て・家事へ

の責任を強く感じており、子どもを育てながら

の仕事を継続することに、職場の理解や家

族の協力が得られるかどうか、不安を感じて

いる。

２ 女性の地域活動への参画について

① 女性は様々な地域活

動に参加している一方で、

活動の企画･実施にあたり

中心的な役割を果たして

いるのは男性で、女性は

限られている。

地域活動協議会会長 2.6％　（Ｈ25年6月市民局調べ）

地域活動協議会役員 27.6％（Ｈ25年6月市民局調べ）

地域防災リーダー 16.5％（Ｈ28年4月危機管理室調べ）

② 市民意識調査では、地域･社会活動の分

野で女性のリーダーを増やす時に障害となる

ものについて、男女双方の認識として「役職

につくのは男性などといった地域のしきたりや

慣習が残っていること」があがっている。女性

においては、男性に比べ、「育児･介護･家事

などにおける夫などの家族の支援が十分で

ない」、「地域の男性が女性のリーダーを希望

しない」といった回答が多く、男性の固定的な

役割分担意識を強く感じていることがうかが

える。また、男性においては、女性に比べ、

「現時点では必要な知識や経験などを持つ女

性が少ないこと」をあげる割合も多く、実際に

リーダーとして活躍できる女性の存在を実感

できていないことがうかがえる。

地域・社会活動の分野で女性のリーダーを増やす時に障害となるもの

（１） 女性の地域活動への参画状況

（２） 地域・社会活動の分野で女性のリーダーを増やす際の課題

（平成27年度 「男女共同参画に関する市民意識調査」）

⑤ 「男性は仕事、女性は家庭を中心とする」と

いう考え方を肯定する女性の割合は、とくに20

歳代において高くなっており、こうした意識が、

就職活動や働き続けることにマイナスの影響を

及ぼしていることが推察される。（Ｈ28年度25～

34歳女性の就業率 大阪：72.7％、全国：

73.9％）

⑧ 男性管理職には「女性の幸せは結婚･出産に

ある」という固定的な性別役割分担意識が根強く

あり、男性部下よりも女性部下には困難・責任の

ある仕事は与えていない、また、管理職昇進への

働きかけも行っていない傾向や、女性部下の

育成の仕方に迷いが見られる。

（３） 働く女性のキャリアに対する意識状況

若手女性社員（％） 若手男性社員（％）

①　将来のキャリアの不安
･　子どもを育てながら仕事を継続するにあたって不安を感じることがある 58.5 25.3

・　職場の人に迷惑をかけてしまうのではないかと不安である 75.7 29.5
・　家事が十分にできるか不安である 56.3 25.4
②　昇進意欲
・　管理職になりたい 14.3 47.9

・　管理職になりたくない理由として家庭との両立が難しくなる 59.0 20.8
③　難しい仕事をやり遂げる自信
・　難題に直面したときに何とかやり遂げる自信がある 18.5 26.4

・　管理職は将来のキャリアに対しアドバイスや助言を行っている 48.9 54.1
④　同性のロールモデルの提示
・　提示されている 48.6 23.2

・　提示されたロールモデルを手本としたいと思わない 44.9 16.2
・　手本にしたいと思わない理由として自分とかけ離れて優秀な存
在である 32.8 20.0

⑤　子どもが生まれた後の仕事の責任・内容
･　子どもが生まれる前と同じように働きたい 37.6 80.3

・　両立しやすい仕事に変わって働きたい 37.6 14.3

男女別の若手社員のキャリア意識

女性活躍推進に積極的に取り組んでいる先進的企業10社を対象としたアンケート調査

公益財団法人　21世紀職業財団（2015年12月）

①　性別役割分担意識
・　女性の幸せは仕事より結婚や出産にあると思う。（まあそう思う
を含む）

33.8

②　仕事の与え方
・　男性部下により困難な仕事を与えている（どちらかといえば与
えているを含む）

31.5

・　男性部下により責任の重い仕事を与えている（どちらかといえ
ば与えているを含む） 31.4

③　管理職昇進への働きかけ
・　男性部下に対してよく働きかけている 31.9

・　女性部下に対してよく働きかけている 18.0
④　結婚・育児への配慮
・　育児中の女性には困難な仕事を与えないように配慮している
（まあ配慮しているを含む）

88.1

・　結婚したら負荷がかからないように配慮している（まあ配慮して
いるを含む） 71.2

⑤　女性部下の育成
・　女性をどう育成したらよいかわからないと思う（まあそう思うを含む） 27.7

・　女性部下がどこまで仕事をやりたいのかわからないことがある
（まああるを含む） 66.6

女性活躍推進に積極的に取り組んでいる先進的企業10社を対象としたアンケート調査

男性管理職の部下への意識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

公益財団法人　21世紀職業財団（2015年12月）

⑦ 女性従業員は男性従業員に比べ難しい

仕事をやり遂げる自信や昇任意欲が低く

なっている。また、手本としたいロールモデ

ルが提示されておらず、自分の将来のキャリ

アを描くことができていない。
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３ 男女の固定的な役割意識について

（平成28年度 「市政に関する市民意識」についての世論調査※わからないと答えた人、無回答を除く）

できていないことがうかがえる。

家事 育児 家事 育児

20歳代 29.3% 7.3% 50.9% 18.2%

30歳代 35.0% 27.5% 86.3% 56.3%

40歳代 36.5% 16.2% 88.9% 38.9%

平均 34.2% 16.8% 80.6% 39.8%

男性 女性

平日において家事・育児に費やす時間が
31分以上の割合

（平成27年度 「男女共同参画に関する市民意識調査」）

① 男性のあり方については、男性･女性ともに、｢男性は

仕事を優先」といった意識が高い。

② 女性のあり方について、「女性は家庭を優先」とする意

識は、女性より男性の方が強い。女性は、「仕事と家庭生

活、地域活動を両立」という意識が割合が高くなっている。

③平日における家事･育児に費やす時間を男女別で見

ると、男性の方が家事・育児に費やす時間が少ない。1

（3）の若手社員の意識状況を見ても、子育てしながら

働くことに不安を感じている割合の男女差は大きく、男

性は、女性に比べ、自ら子育てを担おうとする意識が

低いことがうかがえる。

(３) 女性チャレンジ応援拠点の利用状況
③ 地域活動でリーダーとして活躍する女性を育成し増やしていくため、女性チャレンジ応援拠点を平成29年1月に開設し、相談対応や、

ロールモデルとの交流を通じたノウハウの習得機会の提供などの支援を行っており、拠点利用者数（平成29年1月の開設～平成29年9月

末）も延べ1,022人と徐々に広がり、活動意欲の向上が図られてきているが、利用者が実際にリーダーとして活動を始めるなどの顕著な成果

を生み出すには至っていない。

平成28年度 大阪市が企業5,000社にイクメン・カジダン・イクボスチェック

シートの配布を依頼し従業員から回答を受けた集計結果

④ イクメン・チェックシートの利用者（男性）へのアンケートで、家事・育児とも、「できるときは必ずしている」、「休みの日など

時間が取れたとき」にする割合が多い一方、「毎日している」の割合はまだそう多くない状況にある。

59.6%

60.5%

33.4%

35.5%

7.0%

4.0%

0% 50% 100%

男性

女性 仕事専念・優先

仕事と家庭地域生活

両立
家庭地域生活専念優

先

17.5%

27.5%

43.2%

40.0%

39.3%

32.5%

0% 50% 100%

男性

女性
仕事専念・優先

仕事と家庭地域生活両

立

家庭地域生活専念優

先

育児に関わる度合い家事に関わる度合い

女性のあり方男性のあり方
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要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

１　 女性の就業
(1)　女性側の要因
① 若い世代のうちから家事や育児は女性が担うものという固定的な性別役割分担意識の解消や女性が働くことの意義について自ら考える機会が
少ないこと（現状の①②⑤⑥）
② 就職に際し、育児期も継続して就労できる自分に合った就職先を適切に選べていないこと（現状の①②③）
③ 結婚、出産後も、家庭生活と両立しながらキャリアを高め仕事を続けていくことに不安感を抱き、自信を持てていないこと（現状の①②⑥）
④　自らの将来のキャリアデザインに役立つようなロールモデルも身近に存在しないこと（現状の①②⑦）
⑤ 育児との両立を支援する様々な取組に関する情報が十分に届けられていないこと（現状の①②③⑥）
⑥ 結婚、出産等による離職後、再就職するにあたり、自らのスキル･能力の低下についての不安を解消できていないこと（現状の①②③）

⑵　企業側の要因
⑦　仕事と育児等を両立できる職場環境づくりが十分に進んでいないこと（現状の①②）
⑧　女性活躍推進法に基づく行動計画の策定･推進が義務付けられていない中小企業においては、大企業に比べ女性の活躍推進に取り組むこと
への関心が薄く、「女性は結婚・出産でやめる」「仕事は男性中心に進めた方がよい」といった意識が存在していること（現状の④⑥⑧）
⑨　女性のキャリアアップを支援するノウハウがないなど具体的にどのように取り組んでいけばよいかが分からない企業も多いこと（現状の④⑥⑧）
⑩　女性従業員に対し自らキャリアアップに取り組んでいくことを促す意識啓発や管理職層に対する女性従業員の育成・継続就業を促す意識啓発
が十分行われていないこと（現状の④⑥⑦⑧）

２　地域生活における女性の活躍
① 「リーダーは男性が務め女性は補佐的役割でよい」といった固定的な性別役割分担意識が地域住民に根強くあること（現状の①②）
② とりわけ男性において、「女性自身、リーダーになることをあまり希望していない」「女性は家庭を優先すべきである」といった認識があり、地域活
動に女性が積極的に参画することへの理解や支援が進んでいないこと（現状の①②）
③ 地域活動でリーダー的な役割を果たし活躍している女性は少ないものの、現に女性がリーダーとして活躍している実例（ロールモデル）が、地域
住民、とりわけ、男性にあまり知られていないこと（現状の①②）
④ 地域活動に参画意欲のある女性や地域で現に活躍している女性に、女性チャレンジ応援拠点の取組や有用性がまだ十分に知られていないこと
（現状の③）
⑤ 地域活動に参画意欲のある女性が実際に活動するまでには継続的な支援が必要であるが、女性チャレンジ応援拠点の事業に参加した人をフォ
ローアップして具体の活動につなげていく仕組みが十分でないこと（現状の③）

３　男女の固定的な役割分担意識
① 男女ともに、「男性は仕事を優先」「女性は家庭を優先」という固定的な性別役割分担意識が依然残っていること、なかでも、「女性は家庭を優
先」という意識は男性に根強くあること（現状の①②）
②多くの男性において、自分の役割は専ら仕事をすることであると思い、家事･育児等に主体的に参画することへの認識を十分に持てていないこと
（現状の③④）

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

１　 女性の就業
(1)　女性に係る課題
① 女性自身の性別役割分担意識の解消に向け、特に、これから就職する女性に、自分にとって働くことや、仕事と家庭を両立し継続して就業する
ことについて考えてもらうこと（要因の①）
② 育児期も継続して就労することを希望する女性と、これらの女性が働きやすい企業をマッチングすること（要因の②）
③ 子育てしながら継続して就業できるよう、夫婦が互いに協力し合って両立を実現するコツやノウハウを学んでもらうなど、両立の不安の解消に努
めること（要因の③）
④ 子育てと両立しながら責任ある仕事についているロールモデルを提示するなど、キャリアアップへのモチベーションを向上させること（要因の④）
⑤ 様々な機会・媒体を活用して、仕事と育児の両立を支援する様々な取組に関する情報が届くようにすること（要因の③④⑤）
⑥ 再就職に向けて、自らのスキル･能力を回復するための支援を行うこと（要因の⑥）

⑵　企業に係る課題
⑦　女性の登用や女性にとって働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を増やすこと（要因の⑦）
⑧　特に中小企業を中心とする経営･管理者層に、女性登用の意義・メリットについて意識啓発を行うこと（要因の⑦⑧）
⑨　キャリアアップの支援など女性にとって働きやすい職場環境づくりを進めていくための情報･ノウハウの提供などの支援を行うこと（要因の⑦⑨）
⑩　企業において、女性従業員に対するロールモデルの提示など自らのキャリアアップに向けた取組や管理職層に対する女性従業員の育成・継続
就業の取組が促進されるよう働きかけること（要因の⑦⑩）

２　地域生活における女性の活躍
① 男性をターゲットとして、地域住民の固定的な性別役割分担意識を解消し、 地域活動で女性がリーダー的な役割を果たすことの意義･重要性を
地域住民に認識してもらうこと（要因の①②）
② 地域活動でリーダー的な役割を果たしている女性の活動事例を、男性をターゲットとして、地域社会に周知･浸透させること（要因の③）
③ 地域活動にリーダーとして積極的に参画しようとする意欲のある女性を支援する女性チャレンジ応援拠点の存在、有用性について広く知ってもら
い、多くの女性に継続して利用してもらうこと（要因の④）
④ 地域活動に参画意欲のある女性を継続的に支援し、実際の活動につなげる仕組みを構築すること（要因の⑤）

３　男女の固定的な役割分担意識
① 男性をターゲットとして固定的な性別役割分担意識を解消すること（要因の①②）
②男性に対し、家事・育児等に参画することについて気づきを促すとともに、カジダン・イクメン等ロールモデルを提示するなど、具体的な行動につな
がる情報を提供すること（要因の①②）
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戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

する女性の支援、職業生活と家庭生活の両立に向けた男性の意識改革の推進に取り組んできた。

上昇傾向にあるが、大阪府は依然として全国平均と比べ低く、その差は縮小していない。女性求
職者に対し引き続き就労支援が必要であり、適性を踏まえた仕事探しや働きやすい職場を選ぶための効果的な就労支援に取り組むとともに、仕事
と家庭を両立し、継続して就業するためのコツ・ノウハウの提供、働く意義への理解を深めていただくための取組を進める。

ず、成果を検証出来ていないことから、まず、確実な調査を実施する必要がある。
また、女性活躍施策検討プロジェクトチームの提言も踏まえ実施した「子育て期女性の就労状況に関する調査」で明らかとなった課題などを踏ま
え、女性活躍の取組が進んでいない中小企業等に対する働きかけ、取組支援などを通じて、女性活躍に取り組む企業の取組の底上げを図る。

育成支援、情報交流の場の提供などを実施したが、女性が地域活動の中で中心的な役割を担っていると思う女性の割合は、依然として低い状況に
ある。
意識啓発には中長期の取組が必要であるが、女性の育成支援等では、地域と女性の活動ニーズをどのようにマッチングするのかなど、区役所や
中間支援組織、地域団体等との連携を強化しながら、チャレンジ応援拠点利用者の地域活動への中心的な参画強化に向けた取組を進める。

子育て層及び中年齢層、企業の経営管理者層などをターゲットとして、男女ともに子育てや介護を分担しながら自らの能力を発揮し、働けるよう、
ワーク・ライフ・バランスの意識啓発に取り組む必要があり、両立支援講座やSNS等媒体も活用しながら、カジダン・イクメン等ロールモデルを提示す
るなど、具体的な行動につながる情報発信を行う。
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【様式２】

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・より多くの求職者の参加や掘り起しを図るため、女性をターゲットに効果
的な工夫を図る必要がある。
・合同企業説明会への誘導ツールとしての役割も担っていたため、両立
して働くことの意義付けの内容について検討する必要がある。

・取組は計画通りに実施し、業績目標についても達成しているが、労働力
調査等に基づく戦略アウトカムは目標に向けて順調に推移していないた
め、引き続き、両立不安の解消や固定的な性別役割分担意識の解消な
ど、継続就業はもとよりキャリアアップへの意欲向上につながる支援が必
要である。

アウトカムの達成状況 前年度

ａ：順調
ｂ：順調でない

35.2％
60.2％

44.4％
37.0％

B

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ

【女性の継続就業】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
出産、育児等による離職者も含め、働く意欲を持った女性が子育て等とも
両立しながら就業できている状態

１　求職者・就業者への支援
(1) 求職者への支援
① 若年求職者に対し、家庭生活と両立しつつキャリアを高めている女性
のロールモデルを提示しながら固定的な性別役割分担意識を持たないよ
う意識付け、自分にとって働くこと、仕事と家庭を両立し継続して就業する
ことについての自覚を促すとともに、自分の適性を考え仕事を探すことが
できるよう適職診断やカウンセリング、ガイダンスなどの支援を行う。（課
題の①②③）
② 出産、育児等により離職し再就職を希望する女性求職者に対し、再就
職に向けて自らのスキル･能力の回復や仕事と家庭両立のコツ・ノウハ
ウの伝授、ロールモデルの提供など両立の不安を払拭できるようにする
ための講座・セミナーの開催などの支援を行う。（課題の③④⑥）
③ 関係行政機関、経済団体等と連携して、若年求職者、再就職希望者
に対し、女性が子育て期も家庭と仕事を両立して働き続けられる職場環
境づくりを進めている企業等とのマッチングの機会を提供する。（課題の
②）
④　夫婦が互いに協力し合って双方の仕事と家庭を両立していくコツやノ
ウハウ、家庭生活と両立しつつキャリアを高めている女性のロールモデ
ルを夫婦が共に学ぶ機会を提供する。（課題の③④）
⑤ 求職者に仕事と家庭の両立のコツ・ノウハウ、女性のロールモデルを
はじめ様々な支援情報が着実に届くよう、関係行政機関、関係団体等と
連携して様々な機会を通じて情報発信を行うとともに、ＳＮＳなどの情報
の受け手が常時利用している発信媒体や子育て支援事業等を積極的に
活用した情報発信を行う。（課題の③④⑤）

(2) 就業者への支援
⑥ 継続就業を考えつつも、自らの将来のキャリアデザインを描けていな
い女性従業員に対し、子育てと両立しながらキャリアアップして責任ある
仕事についているロールモデルを提示するなどの支援を行う。（課題の
④）
⑦ 子育て等との両立の不安解消に向け、夫婦を対象に、互いに協力し
合って両立を実現するコツやノウハウを学んでもらう講座の開催や両立
支援に係る各種取組情報の提供などの支援を行う。（課題の③、⑤）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
①　大阪府と全国平均の25歳～54歳の女性の就業率の差：2.5％以内
【平成31年】
《参考》　平成29年　3.2％（大阪府 72.1％：全国平均75.3％）
②　大阪府と全国平均の35歳～44歳の女性の就業率の差：３％以内
【平成31年】
　《参考》　平成29年　4.0％（大阪府 69.4％：全国平均73.4％）
③　大阪府と全国平均の25歳～54歳の女性の失業率を全国平均に近づ
ける　【平成31年】
　　　《参考》　平成29年　大阪府：3.1％　全国：2.8％
④　世論調査 女性の固定的な性別役割分担意識の変化　【平成32年
度】
仕事と家庭生活・地域活動の関係がどうあるのが望ましいか。
  ・男性はどのようにあるのが望ましいか
　　両立50％　仕事専念・優先40％
《参考》  平成28年度　両立35.5％　仕事専念・優先60.5％
  ・女性はどのようにあるのが望ましいか
　　　　　　両立45％　家庭専念・優先25％
  《参考》 　平成28年度　両立39.0％　家庭専念・優先31.8％

　

個別 全体
①大阪府と全国平均の25歳～54歳の女性の就
業率の差
　平成30年　　5.3％（府71.7％：全国77.0％）
②大阪府と全国平均の35歳～44歳の女性の就
業率の差
　平成30年　　6.0％（府69.8％：全国75.8％）
③大阪府と全国平均の25歳～54歳の女性の失
業率を全国平均に近づける
　平成30年　　0.8％（府3.2％：全国2.4％）

3.2％

4.0％

0.3％

B

B

④　女性の固定的な性別役割分担意識の変化
・男性はどのようにあるのが望ましいか
　　　両立　　　　　　　：　39.6％
　　　仕事専念・優先：　57.2％
・女性はどのようにあるのが望ましいか
　　　両立　　　　　　　：　45.7％
　　　家事専念・優先：　34.0％

めざす成果及び戦略　１－１

・区役所をはじめ関係機関が実施する女性向けイベント等の情報を収集
し、広報協力を依頼する。
・より効果的な啓発機会となるよう、セミナー企画内容の精査を図る。

・女性求職者に対し、自分にとって働くこと、仕事と家庭を両立し継続して
就業することの意義について理解を深めていただくとともに、自分の適性
を踏まえた仕事探しや、働きやすい職場を選ぶことができるよう支援を行
う。
・再就職を希望する女性求職者に対し、再就職に対する不安を払拭する
とともに、ブランクによるスキル・能力の回復に向けた支援を行う。
・女性求職者に対し、女性の活躍促進に取り組んでいる企業や働きやす
い環境にある企業等とのマッチング機会を提供する。
・女性求職者や潜在的に就職を希望している女性に対し、支援内容や取
組情報等が届くよう情報発信を強化する。
・働いている女性とそのパートナーに対し、互いに助け合い、ともに仕事
と家庭を両立しながら、継続就業、キャリアアップにつなげていくため、
ロールモデルの提示などの動機づけ、スキルアップへの支援、様々な情
報発信を行う。
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【様式２】

円 円 円

,

②(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区役所をはじめ関係機関が実施する女性向けイベント等の情報を収集
し、広報協力を依頼する。
・より効果的な啓発機会となるよう、セミナー企画内容の精査を図る。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①②　働き方キャリアデザインセミナー：6回、大学等と連携したセミナー：
3回、合同企業説明会での適性診断等のカウンセリング：6回
③　再就職支援セミナー：12回、スキルアップ講座（PC講座）：10回
④　合同企業説明会：6回、企業向けガイダンス：5回
⑤　様々な情報発信媒体の活用：10件

・より多くの求職者の参加や掘り起しを図るため、女性をターゲットに効果
的な工法を図る必要がある。
・合同企業説明会への誘導ツールとしての役割も担っていたため、両立
して働くことの意義付けの内容について検討する必要がある。

業績目標の達成状況
①事業による就職者数：　67人

②ガイダンス、セミナー等への参加者アンケートで、「両立して働く
ことへの認識が深まった」と回答した割合：　57.6％

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
１－１　女性の就労支援事業
①若年求職者及び、再就職を希望する女性求職者に対し、さまざまな機
会を活用して、ロールモデルや仕事と家庭の両立のコツ、ノウハウの情報
（１－２で収集）を提供し、固定的な性別役割分担意識の解消や両立して
働くことへの自覚・意欲向上を図る。（戦略①②）
　・⑤の各種媒体・機会による支援情報の発信とあわせ、また、②③のガ
イダンス、セミナー、講座、④の合同企業説明会　の場を活用した啓発の
実施
　・１－２の②③の取組（フォーラム、夫婦を対象にした両立支援講座）に
ついては、若年求職者及び、再就職希望者の参加も働きかけ
②若年求職者を中心に、就職の前段階として、自らの適性にあった仕事
や結婚・出産後も継続して就業できる企業を適切に選べるよう、ガイダン
ス、セミナー等を実施する。（戦略の①）
　・求職者向けガイダンス等の開催：　５回
　・大学と連携したセミナー開催：　２大学以上
　・就職イベントでのカウンセリングの実施：　６回以上
③再就職に不安をもつ女性に対し、ブランクによるスキルの回復に向け
た支援事業を実施する。（戦略の②、④）
　・再就職支援セミナーの開催：　１４回（夫婦での参加も可）
　・スキルアップ講座（ＰＣ講座）の開催：　５回
④関係行政機関・金融機関等と連携し、女性活躍リーディングカンパニー
認証企業をはじめ、国や府の認定・宣言企業を中心としたマッチングイベ
ントを開催する。（戦略の③）
　・合同企業説明会の開催：　６回
　・企業向けガイダンスの開催：　４回
⑤各事業の実施にあたっては、より多くの女性に情報が届くよう専用ＨＰ
の開設や民間の情報サイト、関係機関のメルマガなどＩＣＴを活用した情
報発信を行うとともに、子育て層の女性が常時利用している商業施設や
学校・子育て支援施設・各区役所の乳幼児健診会場等を利用した情報発
信を行う。（戦略の⑤）
　・多様な情報発信機会・媒体・場所の活用：　９件以上

①事業による就職者数：　75人
【撤退基準】
・上記就職者数が60人未満の場合、事業を再構築する。

②ガイダンス、セミナー等への参加者アンケートで、「両立して働くことへ
の認識が深まった」と回答した割合：　70％以上
【撤退基準】
・上記割合が50％未満になった場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
①　子育て中のしごと応援セミナー：９回
②　キャリアデザインセミナー：10回
③　大学と連携したセミナー開催：１大学
④　合同企業説明会：６回
⑤　保育士就職面接会　２回
⑥　就職面接会　15回（ハローワークとの連携）
⑦　初級パソコン講座：13回
⑧　企業向けガイダンス：４回

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・受託事業者や各関係機関と調整を行う中で共通している課題は、より
多くの求職者の参加を得るために広報の方法を工夫するなど力を入れる
必要がある。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

具体的取組１－１－１ 【女性への就労支援事業】

28決算額 35百万 29予算額 23百万 30予算額 20百万

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

,

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i）

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証企業や経済団体の協力を
得て、 結婚、出産後も、家庭生活と両立しながらキャリアを高め仕事を
行っているロールモデルの情報を収集するとともに、ロールモデルへのイ
ンタビュー等を通じて、両立のコツ・ノウハウについて情報の収集・整理す
る。（戦略の⑥⑦）
・ロールモデルの情報収集、手本となるポイントの整理：　10例以上
・両立のコツ・ノウハウのポイントの整理
・本市等が実施している両立支援事業の所在・内容等情報の収集・整理
②収集したロールモデルの情報を啓発コンテンツとして活用し、ホーム
ページ（女性活躍応援サイト）への掲載をはじめ、大阪市女性活躍リー
ディングカンパニー認証企業や経済団体等への情報活用の働きかけ、女
性従業員を対象としたフォーラム開催など、さまざまな機会を通じて、女
性従業員のモチベーション向上につなげる。（戦略の⑥）
・ホームページ（女性活躍応援サイト）への掲載：　フォーラム終了後に掲
載
・ロールモデル情報について、大阪市女性活躍リーディングカンパニー認
証企業、経済団体等を通じた企業への情報活用の働きかけ：　2団体、
500社以上
・経済団体等の広報・周知の協力を得て、フォーラムを開催：　1回、フォー
ラム参加者には、口コミ、ＳＮＳ等による情報発信を依頼
③共に働いている夫婦が、互いに協力し合って両立を実現できるよう、収
集・整理した両立のコツ・ノウハウや各種両立支援事業の情報を啓発コン
テンツとして活用し、ホームページ（女性活躍応援サイト）への掲載をはじ
め、大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証企業や経済団体等への
情報活用の働きかけ、②のフォーラムでの紹介、夫婦を対象に両立のコ
ツ・ノウハウを学んでもらう講座の開催など、さまざまな機会を通じて啓発
を行う。（戦略の⑦）
・ホームページ（女性活躍応援サイト）への掲載：　両立支援事業情報等
適宜、情報更新（事業者の提案に基づき実施）
・②の取組とセットで、ロールモデル情報について、大阪市女性活躍リー
ディングカンパニー認証企業、経済団体等を通じた企業への情報活用の
働きかけ：　2団体、500社以上（再掲）
・②のフォーラムを通じた参加者への情報活用の働きかけ
・共に働いている夫婦を対象した両立支援講座・情報交流会の開催：　5
回、参加者には、口コミ、ＳＮＳ等による情報発信を依頼
・女性の就労支援事業の⑤の取組との連携

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・ロール・モデル、両立のコツ・ノウハウの収集・整理と発信を、女性活躍
施策検討PT提言を踏まえたハンドブック作成・活用を中心にして行うが、
効果を高めるためには、女性はもとより、男性、企業に対し、効果的に活
用を促す必要がある。
・また、年度下半期に予定している両立支援講座の開催にあたっては、
女性活躍施策検討PT提言も踏まえて実施した　「子育て期の女性の就
労状況などに関する調査」の結果を十分に踏まえた内容にする必要があ
る。
【改善策】
・ハンドブックを、女性活躍の意識改革を呼びかける市長等メッセージ動
画の発信機会なども活用しながら、フォーラム、両立支援講座はもとよ
り、女性活躍リーディングカンパニー認証企業、大阪女性きらめき応援会
議等も通じて、幅広く活用いただくよう呼びかける。
・「子育て期の女性の就労状況などに関する調査」の集計結果を詳細に
分析するとともに、様々な関係者の意見も参考にしながら、年度下半期
に予定している両立支援講座に的確に反映させる。（併せて、速報値をも
とに、来年度の取組への反映を検討する。）

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

具体的取組１－１－２ 【働く女性のキャリアアップ支援事業】

28決算額 ー百万 29予算額 ー百万 30予算額 6百万

―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

前年度までの実績

平成30年度新規事業

①フォーラムへの参加者アンケートで、「フォーラムで得た情報が、自らの
キャリアアップに意欲を持てるようになった」と回答した割合：　70％以上
【撤退基準】
・上記割合が50％未満になった場合、事業を再構築する。

②③両立支援講座の参加者アンケートで、「紹介のあった両立ノウハウ
が今後の生活に役立つと思う」と回答した割合：　70％以上
【撤退基準】
・上記割合が50％未満になった場合、事業を再構築する。
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【様式２】

業績目標の達成状況

①（i）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・働きたい、働き続けたいと考えている女性が、仕事と家庭を両立しなが
らキャリアアップを図ることができるよう、仕事と家庭を両立しながらキャ
リアアップを図るためのコツ・ノウハウ等を学ぶことができるような両立支
援講座を実施する。

・また、様々な媒体を活用して、仕事と家庭の両立のコツ・ノウハウや、両
立しながらキャリアアップを図っているロールモデルの情報などを発信す
る。①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

・取組は概ね予定通り実施し、業績目標は達成したが、戦略アウトカムの
目標達成にはつながっておらず、特に子育て期の女性の就業率は低い
状況にあり、キャリアアップのためには継続就労が必要であるが、「子育
て期の女性の就労状況などに関する調査」の結果から、女性が働き続け
るための課題には、両立不安の解消・ノウハウの不足等があることも明
らかとなった。

①フォーラムへの参加者アンケートで、「フォーラムで得た情報が、
自らのキャリアアップに意欲を持てるようになった」と回答した割
合：91.8％

②③両立支援講座の参加者アンケートで、「紹介のあった両立ノ
ウハウが今後の生活に役立つと思う」と回答した割合：95.7％

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①
・ロールモデルの情報収集、手本となるポイントの整理
　「中小企業のための女性活躍促進ハンドブック」として作成（9月）：取組
事例紹介 10社
・両立のコツ・ノウハウのポイントの整理
　同上
・本市等が実施している両立支援事業の所在・内容等情報の収集・整理
　随時、収集・整理し、HP（女性活躍応援サイト）の「お知らせ」カテゴリで
発信

②
・女性のキャリアアップ支援の内容を含む　「中小企業のための本気ス
イッチフォーラム」の開催
・HP（女性活躍応援サイト）への掲載
　（下記フォーラム開催にあわせて）上記ハンドブックを啓発コンテンツとし
てHP（女性活躍応援サイト）掲載
・ロールモデル情報について、女性活躍リーディングカンパニー認証企
業、経済団体等を通じた企業への情報活用の働きかけ
　ハンドブックを活用した　「中小企業のための本気スイッチフォーラム」に
ついて、関西女性活躍推進フォーラム、経済団体2団体を含む大阪きらめ
き応援会議構成団体（11団体）との共催により実施。
　リーディングカンパニー認証企業にハンドブックの活用を働きかけ（本認
証406社、チャレンジ109社）
・経済団体等の広報・周知の協力を得て、フォーラムを開催
　関西女性活躍推進フォーラム、大阪女性きらめき応援会議構成団体の
共催により「中小企業のための本気スイッチフォーラム」を開催（9/26）
　フォーラム参加者に、口コミ、SNS等でフォーラム内容やハンドブック活
用などの情報発信（働きかけ）を依頼

③
・HP（女性活躍応援サイト）への掲載
　随時、ロールモデル情報や両立支援講座等のイベント情報を発信
・②の取組とセットで、ロールモデル情報について、女性活躍リーディング
カンパニー認証企業、経済団体等を通じた企業への情報活用の働きか
け
　ハンドブックを活用した　「中小企業のための本気スイッチフォーラム」に
ついて、関西女性活躍推進フォーラム、経済団体2団体を含む大阪きらめ
き応援会議構成団体（11団体）との共催により実施。（再掲）
　リーディングカンパニー認証企業にハンドブックの活用を働きかけ（再
掲）
・②のフォーラムを通じた参加者への情報活用の働きかけ
　上記フォーラムでハンドブックを配付
・産休・育休中の方等を対象した両立支援講座の開催
　女性活躍施策検討PTの提言を踏まえ「子育て期の女性の就労状況な
どに関する調査」を実施（7～8月）。同調査の結果を踏まえて、両立支援
講座を開催（31年2月、3月：計4回）
・女性の就労支援事業の⑤の取組との連携
　多様な発信媒体でハンドブック活用の働きかけ（市HP、女性活躍応援
サイト、SNSの他、関係先へのメール送信、本市後援事業での配付等）

－9－



【様式２】

Ａ

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

④　大阪府と全国平均の25歳～54歳の女性の
就業率の差
　　平成30年　5.3％（府71.7％　全国77.0％） 3.2% Ｂ

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

③　リーディングカンパニーの女性管理職数増
加率（Ａ：平成29年度末時点の数を100とした数
値）の、大阪府内の女性の管理的職業従事者数
増減率（Ｂ：平成30年1月～3月の平均値を100と
した数値）に対する割合（Ａ／Ｂ）
　　Ａ＝105.1　Ｂ＝94.1
　　平成30年度割合　（Ａ／Ｂ）：1.12

1.7

・大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証を受けることで企業のPR
や人材確保につながる、といった具体的なメリットや実績を積極的に情報
発信し、認証の申請を広く働きかける。
・「子育て期の女性の就労状況などに関する調査」の結果から、仕事と家
庭を両立し女性が働き続けるための課題には、職場環境（制度・風土）の
課題等があることも明らかとなったことから、とりわけ、女性活躍に取り組
むことの意義や必要性に気が付いていないなど、取組が進んでいない中
小企業等に対し、その必要性を促すとともに、制度の充実、働きやすい
職場環境や雰囲気づくりのための支援を行う。
・また、企業における女性活躍の取組の進捗状況についても把握する必
要があるため、企業調査を実施し、業績目標及び戦略アウトカムの測定
も行う。

②　女性の継続就労に取り組む大阪市内の企
業の割合
※調査を実施したが、有意な結果を得られな
かった
（大阪府における女性の平均勤続年数について
は、H29年（9.1年）からH30年（9.1年）で横ばいと
なっており、H27年（8.9年）からは上昇しているこ
とから、企業における女性の継続就労の取組が
一定定着しつつあると考えられる。）

― Ａ

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア

ａ：順調
ｂ：順調でない

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　女性の登用や女性にとって働きやすい職場環境づくりの取組が、大企
業だけでなく中小企業においても進んでいる状態

①関係行政機関、経済団体等と連携し、経営･管理者層に対し、女性の
若年求職者、再就職希望者にキャリアアップや継続就労等を促すことが
求職者へのアピールとなるなど、女性の登用や女性にとって働きやすい
職場環境づくりが企業経営にとって意義があることについて、具体の事
例を紹介しながら啓発を進める。（課題の⑧）
② 女性の登用や女性にとって働きやすい職場環境づくりに取り組む企
業を大阪市女性活躍リーディングカンパニーとして認証するとともに、認
証を受けることが企業のメリットとなり、社会的評価につながるよう認証制
度のブランド力を高める。（課題の⑦）
③ 女性活躍リーディングカンパニー認証企業等の経営・管理者層をター
ゲットとして、女性従業員への自らのキャリアアップ意識の啓発、女性従
業員の育成･登用を積極的に行っていくよう働きかけるとともに、参考とな
る情報・事例・ノウハウを提供する。
（課題の⑩）
④ とりわけ中小企業における取組が進むよう、取組初期段階の意欲あ
る中小企業を対象としたチャレンジ企業認証を活用して、女性にとって働
きやすい職場環境づくりを進めていくための情報･ノウハウの提供など、
企業のニーズに応じたきめ細かな支援を行う。（課題の⑨）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
①　企業調査で、女性の管理職登用に取り組む大阪市内の企業の割合
【平成32年度】
　　　・大企業：80％以上 　　・中小企業：40％以上　（全体：44％以上）
　　　《参考》　平成28年度　大企業：54.5％　中小企業：23.7％
　　　　　　　　　　　　　　　　　全体：26.6％
②　女性の継続就労に取り組む大阪市内の企業の割合　【平成32年度】
　　　・大企業：98％　　・中小企業：82％以上 　（全体：84％以上）
      《参考》　平成28年度　大企業：90.9％　中小企業：65.5％
　　　　　　　　　　　　　　　　　全体：67.9％
③　リーディングカンパニーの女性管理職数増加率（Ａ：平成27年度末時
点の数を100とした数値）の、大阪府内の女性の管理的職業従事者数増
減率（Ｂ：平成28年1月～3月の平均値を100とした数値）に対する割合（Ａ
／Ｂ）
　　【平成32年度まで、各年度の割合が継続して1.05以上】
　　　《参考》　リーディングカンパニーから報告があった女性管理職数の
増加率（平成28年度末）Ａ：　108.1
大阪府における女性管理的職業従事者の増減率（平成29年1月～3月平
均）Ｂ：　93.3　　平成28年度割合　（Ａ／Ｂ）：1.16
④　大阪府と全国平均の25歳～54歳の女性の就業率 の差：2.5％以内
　　【平成31年】
　　　《参考》　平成27年　４％　（大阪府 68.7％：全国平均 72.7％）

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・取組は計画通りに実施し、業績目標を達成しているものもあるが、企業
調査をもとに測定する業績目標及び戦略アウトカムについては、回答数
が少なく、成果を検証することができなかった。
（なお、参考数値として、大阪府内における管理的職業従事者の女性の
割合は、平成29年の14千人（14.9％）から平成30年では15千人（16.5％）
に上昇しており、企業における女性の管理職登用の取組が一定進んで
いると考えられる。また、大阪府における女性の平均勤続年数について
は、H29年（9.1年）からH30年（9.1年）で横ばいとなっており、H27年（8.9
年）からは上昇していることから、企業における女性の継続就労の取組
が一定定着しつつあると考えられる。）
・女性活躍の取組を、大企業だけでなく、中小企業でも一層推進するため
には、認証企業の拡大とともに、女性活躍に取り組む必要性を認識する
企業の底上げが必要である。

Ａ

Ａ

計
画

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
①　企業調査で、女性の管理職登用に取り組む
大阪市内の企業の割合
※調査を実施したが、有意な結果を得られな
かった
（大阪府における女性管理的職業従事者の割合
は、H29年（14千人/94千人＝14.9％）からH30年
（15千人/91千人＝16.5％）で上昇しており、企業
における女性の管理職登用の取組が一定進ん
でいると考えられる。）

―

戦略の進捗状況 ｂ

めざす成果及び戦略　１－２ 【企業への働きかけ】
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【様式２】

円 円 円

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・「大阪市女性活躍促進企業認証事業」の委託事業の公募が不調とな
り、同事業の開始が遅れた。
・より効果的な取組を進めるため、雇用・勤労施策課等とも連携した取組
が必要である。
【改善策】
・公募不調の原因を分析しつつ、予定している事業が円滑に進むよう、受
託事業者と連携を密に図る。今年度の受託事業者が有するネットワーク
も企業へのアプローチに活かすなど効果的な企業勧奨等を実施し、実績
向上につなげる。
・また、「しごと情報ひろば」と連携し、認証企業に求人開拓を行いマッチ
ングにつなげるなど、人材確保を支援することにより、認証事業の有効性
を実感してもらえる機会を増やしていくとともに、認証企業以外に求人開
拓を行う際には、認証事業の勧奨を行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①　関係行政機関、経済団体等と連携し、経営･管理者層に対し、女性の
登用や女性にとって働きやすい職場環境づくりが企業経営にとって意義
があることについて、具体の事例を紹介しながら啓発を進めるとともに、
大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証を受けることで企業のＰＲや
人材確保につながったといった具体的なメリットや実績について積極的に
情報発信を行い、認証を申請するよう広く企業に働きかける。（戦略の①
②）
・認証企業へのアンケート等により、女性活躍推進の取組ならびに認証を
受ける具体的なメリット、実績例の情報収集・整理
・ホームページ（女性活躍応援サイト）を活用した認証制度・認証企業の
広報・ＰＲ：　（事業者の提案に基づき実施）
・経済団体（２団体）、金融機関（４法人以上）と連携した関連企業への働
きかけ
・中小企業等の経営管理者層を対象とするセミナー・研修会の開催：
（事業者の提案に基づき実施）
②　今後就職活動を控える大学生において女性が働きやすい環境整備
に取り組む認証制度及び認証企業の認知度が高まるよう、大学と連携し
広報・周知を進める。（戦略の②）
・府内各大学で広報ＰＲ活動を実施：　府内20大学への企業名入りのポス
ターの配布、掲示協力の働きかけ
・大学等が開催するインターンシップや就職の説明会等での認証制度の
周知：（事業者の提案に基づき実施）
③　若者・女性の就労支援事業と連携し、求職者がよく利用している民間
の情報サイトやSNS、民間フリーペーパー等を活用して、認証制度及び認
証企業の情報を発信する。また、市が主催する就職支援イベントにおい
て、認証企業の参加を働きかけるとともに、求職者に認証企業の取組をＰ
Ｒする。（戦略の②）
・民間の情報サイトやSNS等情報発信に活用する媒体：　　９件以上
・認証企業への参加を働きかける本市就職支援イベント：　６回

前年度までの実績
リーディングカンパニー認証数：359件

①　企業調査において、「認証済」「認証をめざしている」「認証制度につ
いて関心がある」と回答した企業の割合：15％以上
　　　《参考》　平成28年度企業調査：8.3％
②　就職支援イベントに参加した女性求職者アンケートで、「企業が認証
を受けているかどうかが会社選びの一つのポイントとなる」と回答した人
の割合：60％以上

【撤退基準】
　①上記割合が15％に達しない場合は、事業を再構築する。
　②上記割合が60％に達しない場合は、事業を再構築する。

具体的取組１－2－１ 【職場での女性活躍推進及び認証制度活用のメリットの情報発信】
28決算額 １５百万 29予算額 ２百万 30予算額 ２百万
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【様式２】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①
・認証企業へのアンケート等により、女性活躍推進の取組ならびに認証を
受ける具体的なメリット、実績例の情報収集・整理
　29年度女性活躍リーディングカンパニー認証企業市長表彰企業9社へ
のアンケートによりメリット・実績例等を収集
　認証企業へのアンケートによりメリット・実績例等を収集

・HP（女性活躍応援サイト）を活用した認証制度・認証企業の広報・ＰＲ
　認証企業一覧、申請方法、市長表彰企業の紹介、認証企業から寄せら
れた声を掲載中。
　29年度市長表彰企業9社へのアンケートにより収集したメリット・実績例
等を掲載
　「女性活躍リーディングカンパニー図鑑」を2月に作成。
　認証企業へのアンケートで収集したメリット・実績例等を掲載。

・経済団体（2団体）、金融機関（4法人以上）と連携した関連企業への働き
かけ
　金融機関（6法人）への事業協力依頼を実施。（8/28）
　「中小企業のための本気スイッチフォーラム」について、経済団体2団体
を含むきらめき応援会議構成団体（11団体）との共催により実施。

・中小企業等の経営管理者層を対象とするセミナー・研修会の開催
　女性活躍リーディングカンパニー チャレンジ企業募集説明会を2月に開
催。

②
・府内各大学で広報ＰＲ活動を実施
　大学生向けＰＲチラシ・ポスターを作成し、87大学へ9月から配付・掲示
協力を依頼。

・大学等が開催するインターンシップや就職の説明会等での認証制度の
周知
　大学生を募集して「女性活躍リーディングカンパニー図鑑」を制作（2月
完成）したほか、大学生も対象とした女性活躍促進ネットワークフォーラム
を開催(3/8）。

③
・民間の情報サイトやSNS等情報発信に活用する媒体：12件
・認証企業への参加を働きかける本市就職支援イベント：6回

・「大阪市女性活躍促進企業認証事業」の委託事業の公募が不調とな
り、同事業の開始が遅れた。

・取組は概ね予定通り実施したが、業績目標①の企業調査については、
回答数が少なく、成果を検証できなかったため、有意な結果を得るため
に実行可能な調査方法を検討する必要がある。
（なお、参考数値として、平成30年度にリーディングカンパニー認証の勧
奨を行った企業833社のうち、「認証」「チャレンジ認証」「次年度に認証の
見込み」の件数を合わせると66件（7.9％）であり、認証の申請について、
「申請する（6.3％）」「前向きに検討する（58.6％）」であったことから、認証
制度への関心度は一定高いと考えられる。）

・認証の勧奨を行った企業に対するアンケート結果では、認証の申請に
ついて、「申請する（6.3％）」「前向きに検討する（58.6％）」「申請したいが
難しい（18.9％）」「申請しない（15.3％）」であったことから、「前向きに検討
する（58.6％）」「申請したいが難しい（18.9％）」に対しては、認証に向けた
支援が必要であり、「申請しない（15.3％）」に対しては、認証によるメリット
の発信と、取組に向けたアドバイスが必要である。

・業績目標②については、目標に達しなかったため、また、認証の勧奨を
行った際に、認証を受けるメリットがわかりにくいといった声も多かったこ
とから、より効果的な取組を進めるため、雇用・勤労施策課等とも連携
し、企業に対しては、合同企業説明会への出展など、求人につながる機
会を提供し、求職者に対しても認証企業の有用性をPRする等に留意し、
取組を進める必要がある。

業績目標の達成状況
①　企業調査において、「認証済」「認証をめざしている」「認証制
度について関心がある」と回答した企業の割合：
※調査を実施したが、有意な結果を得られなかった
（平成30年度にリーディングカンパニー認証の勧奨を行った企業
833社のうち、「認証」「チャレンジ認証」「次年度に認証の見込み」
の件数を合わせると66件（7.9％）であり、認証の申請について、
「申請する（6.3％）」「前向きに検討する（58.6％）」であったことか
ら、認証制度への関心度は一定高いと考えられる。） ②(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

②　就職支援イベントに参加した女性求職者アンケートで、「企業
が認証を受けているかどうかが会社選びの一つのポイントとなる」
と回答した人の割合：　50.0％

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

・業績目標を測定できるよう、業務委託により、市内の企業約4,000社を
対象に企業調査を実施する。
・認証企業を増やすため、これまでの勧奨活動の検証をもとに、企業のイ
ンセンティブやターゲットの優先順位などを再検討しながら、勧奨活動を
行う。
・また、「しごと情報ひろば」と連携し、認証企業に求人開拓を行いマッチ
ングにつなげるなど、人材確保を支援することにより、認証事業の有効性
を実感してもらえる機会を増やしていくとともに、認証企業以外に求人開
拓を行う際には、認証事業の勧奨を行う。
・加えて、今後の認証件数の増に繋げるため、現在、女性活躍の取組が
進んでいない中小企業等に対して、必要性の啓発、取組支援を行い、全
体の底上げを図る。
・また、求職者に認証制度と認証企業の認知度が高まるよう、就労支援
事業とも連携してPRしていく。
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【様式２】

円 円 円
業績目標（中間アウトカム）

①女性活躍リーディングカンパニーの経営管理層をターゲットとして、女
性従業員が自ら、職場で活躍しようとする意識を持つよう、社内啓発の実
施を働きかける。（戦略の③）
・女性活躍リーディングカンパニー認証企業全社への要請、実施状況の
把握
・市長による動画メッセージ作成・発信：視聴回数　5,000回以上
・市長と企業トップによる「ともに変える」宣言リレー：　認証企業等の協力
取り付け（30社以上）
②女性従業員のキャリアアップの支援が進むよう、参考となる情報・ノウ
ハウの提供や、管理層におけるイクボスの取組の紹介など、取組の実施
を支援する。（戦略の③）
・女性のキャリアアップ支援に向けたハンドブック（支援コンテンツ）の作成
・支援コンテンツを管理者層で活用するよう、大阪市女性活躍リーディン
グカンパニー認証企業、経済団体等を通じた企業への情報活用の働き
かけ：　2団体、500社以上（１－２－１②の取組とセットで実施）
・女性活躍リーディングカンパニーのセミナー・交流会の開催や、経済団
体等主催の経営管理層向けセミナー・研修等の機会の活用による、キャ
リアアップ支援のノウハウ、イクボス取組の紹介：３回以上
・啓発ディにおけるフォーラムの開催：1回
・企業の管理者層に直接、情報を伝える手法（セミナー交流会参加者に
プッシュ型メールを送信等）を検討
・「大阪市版イクボス10か条」の発信、社内研修での活用働きかけ：　視聴
回数1,500回（平成３０年度視聴回数）（29年10月時点　1,198回）

①企業調査で、女性従業員が職場での活躍意欲を高めるよう、職場での
啓発に取り組んでいる企業の割合　44％以上（平成30年度）
※女性の管理職登用に取り組む大阪市内の企業の割合を上回る。
【撤退基準】
　上記の割合が40％未満になった場合、事業を再構築する。

②女性活躍リーディングカンパニーのうち、女性従業員向け意識啓発を
実施した企業の割合：　60％以上
【撤退基準】
・上記割合が40％未満になった場合、事業を再構築する。

③ハンドブックの利用アンケートで「ハンドブックが役に立った」と回答が
あった割合：　70％以上
【撤退基準】
・割合が50％未満になった場合、事業を再構築する。

前年度までの実績

平成30年度新規事業

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・女性活躍施策検討PT提言を踏まえた取組は、市長に加えて、知事・大
阪労働局長も参加した動画の作成や、フォーラム開催・ハンドブック作成
など、各取組は概ね順調に進捗しているが、今後、動画やハンドブックな
どのコンテンツを、関係団体、参加企業の協力のもと、如何に活用し、幅
広い企業・市民に訴求出来るかがが課題である。
【改善策】
・動画は、大阪市の各広報媒体はもとより、動画に参加いただいた大阪
府、大阪労働局、企業等の協力も得ながら、様々な機会・場所で、企業・
市民に効果的に訴求するよう、発信していく。
・ハンドブックは、フォーラムの動画コンテンツとも併せて、「セミナー交流
会」や「チャレンジ企業募集説明会」など、あらゆる機会をとらまえ、企業
の経営管理者層などを対象に活用を促す。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組１－2－2 【企業管理者層への女性のキャリアアップ等の取組の働きかけ】
28決算額 ー百万 29予算額 ー百万

計
画

取組内容
30予算額 4百万
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【様式２】

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

②女性活躍リーディングカンパニーのうち、女性従業員向け意識
啓発を実施した企業の割合：73.0％ ②(ⅰ)

・業績目標を測定できるよう、業務委託により、市内の企業約4,000社を
対象に企業調査を実施する。

・ハンドブックは、フォーラムの動画コンテンツとも併せて、あらゆる機会を
とらまえ、企業の経営管理者層などを対象に活用を促す。

・女性活躍の取組が進んでいない中小企業等に対して、働きたい、働き
続けたいと考えている女性のキャリアアップについての必要性の啓発、
取組支援を行う。

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①
・女性活躍リーディングカンパニー認証企業全社への要請、実施状況の
把握
　「中小企業のための本気スイッチフォーラム」を認証企業全社へ案内（9
月）
　「中小企業のための女性活躍促進ハンドブック」の活用を認証企業全社
へ働きかけ
　認証企業へのアンケートの実施
・市長による動画メッセージ作成・発信
　市長等によるメッセージ動画を作成（8月）
　9月以降、各広報媒体、施設、イベント等で発信
・市長と企業トップによる宣言リレー
　大阪市女性活躍施策検討PTメンバー派遣企業及び女性活躍リーディ
ングカンパニー認証企業 市長表彰企業のうち28社が参加
　9月以降、各広報媒体、施設、イベント等で発信

②
・女性のキャリアアップ支援に向けたハンドブック（支援コンテンツ）の作成
　女性のキャリアアップ支援の内容を含む「中小企業のための女性活躍
促進ハンドブック」を作成（9月）
・支援コンテンツを管理者層で活用するよう、女性活躍リーディングカンパ
ニー認証企業、経済団体等を通じた企業への情報活用の働きかけ
　ハンドブックを活用した「中小企業のための本気スイッチフォーラム」に
ついて、経済団体2団体を含むきらめき応援会議構成団体（11団体）との
共催により実施。
　「中小企業のための本気スイッチフォーラム」を認証企業全社へ案内（9
月）
　「中小企業のための女性活躍促進ハンドブック」の活用を認証企業全社
へ働きかけ（再掲）
・女性活躍リーディングカンパニーのセミナー・交流会の開催や、経済団
体等主催の経営管理層向けセミナー・研修等の機会の活用による、キャ
リアアップ支援のノウハウ、イクボス取組の紹介
　ハンドブックを活用した「中小企業のための本気スイッチフォーラム」に
ついて、経済団体2団体を含むきらめき応援会議構成団体（11団体）との
共催により実施。
　女性活躍セミナーの実施：4回
　後援事業「連合大阪2019地域活性化フォーラムin Osaka City」において
ハンドブックを配付（2月）
　女性活躍促進ネットワークフォーラムの実施（3月）
　市長メッセージ動画等とあわせて、啓発冊子「男性の新しいライフスタイ
ル」～PAPATTO（パパット）!～についてもリンク先QRコードを記載したチラ
シを配付。（大阪市女性会議構成団体31団体へ配付、地下鉄22駅に配
架）
・啓発ディにおけるフォーラムの開催
　「中小企業のための本気スイッチフォーラム」開催　（9/26）
・企業の管理者層に直接、情報を伝える手法（セミナー交流会参加者に
プッシュ型メールを送信等）を検討
　リーディングカンパニー認証企業に情報提供メールを配信（随時）
・「大阪市版イクボス10か条」の発信、社内研修での活用働きかけ
　ハンドブックの活用及び市長メッセージ動画等の発信とあわせて発信、
働きかけ：視聴回数2,977回（31年4月16日時点）（29年10月時点　1,198
回）

・取組は概ね予定通り実施したが、業績目標①の企業調査については、
回答数が少なく、成果を検証できなかったため、有意な結果を得るため
に実行可能な調査方法を検討する必要がある。
（なお、女性活躍リーディングカンパニーへのアンケート結果では、女性
従業員向け意識啓発の取組について、「実施している」とした企業の割合
は73.0％であった。）

・女性活躍施策検討PT提言を踏まえた取組は、市長等によるメッセージ
動画の作成や、フォーラム開催・ハンドブック作成など、各取組は概ね順
調にしてきたが、今後、ハンドブックなどのコンテンツを、関係団体、参加
企業の協力のもと、如何に活用し、幅広い企業・市民に訴求できるかが
課題である。

業績目標の達成状況

①企業調査で、女性従業員が職場での活躍意欲を高めるよう、職
場での啓発に取り組んでいる企業の割合：
※調査を実施したが、有意な結果を得られなかった

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

③ハンドブックの利用アンケートで「ハンドブックが役に立った」と回
答があった割合：91.8％

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成
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【様式２】

円 円 円

,

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i）

具体的取組１－２－３ 【女性の活躍促進に取り組む中小企業への支援】

28決算額 ー百万 29予算額 １３百万 30予算額

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・「大阪市女性活躍促進企業認証事業」の委託事業の公募が不調とな
り、同事業の開始が遅れた。
・チャレンジ企業認証数が2社に留まっており、認証数増に向けた取組強
化が急務である。
・より効果的な取組を進めるため、雇用・勤労施策課等とも連携した取組
が必要である。
【改善策】
・公募不調の原因を分析しつつ、予定している事業が円滑に進むよう、受
託事業者と連携を密に図る。今年度の受託事業者が有するネットワーク
も企業へのアプローチに活かすなど効果的な企業勧奨等を実施し、実績
向上につなげる。
・認証数増への取組として、福祉施設等、これまでアプローチする機会が
少なかった分野への勧奨にも積極的に取り組む。
・また、「しごと情報ひろば」と連携し、認証企業に求人開拓を行いマッチ
ングにつなげるなど、人材確保を支援することにより、認証事業の有効性
を実感してもらえる機会を増やしていくとともに、認証企業以外に求人開
拓を行う際には、認証事業の勧奨を行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

業績目標（中間アウトカム）
①　経済団体等と連携し、中小企業等の経営管理者層を対象とするセミ
ナー・研修会を開催し、女性活躍リーディングカンパニー認証企業を実例
として取り上げ、女性登用の意義・メリット等について啓発する。（戦略の
②）
・認証企業（チャレンジ企業等）へのアンケート等により、中小企業におけ
る女性活躍推進の取組ならびに認証を受ける具体的なメリット、実績例の
情報収集・整理（再掲）
・上記で収集した情報に加え、国等で発信されている女性の活躍促進を
進めている中小企業の取組事例の情報もあわせ、ホームページ（女性活
躍応援サイト）等で発信：　（事業者の提案に基づき実施）
・セミナー・研修会の開催：　　（事業者の提案に基づき実施）
②　女性活躍促進の職場環境づくりを始めている取組初期段階の意欲あ
る中小企業をターゲットとして、①で把握した具体のメリットを積極的にＰＲ
し、チャレンジ企業として認証を受けるよう働きかける。（戦略の④）
・経済団体、金融機関（４法人以上）と連携した関連企業への働きかけ
・チャレンジ企業認証の募集説明会の開催：　（事業者の提案に基づき実
施）
・チャレンジ企業認証：　１００社以上
③　チャレンジ企業等において女性活躍推進の取組が着実に進むよう、
各社の状況・ニーズに応じた情報・ノウハウの提供等の支援を実施する。
（戦略の④）
・認証企業の支援カルテの作成、各社のニーズ・状況に応じたアドバイ
ス、コンサルティングの実施
・他社の取組事例等を学べるセミナー、情報交流会開催：　（事業者の提
案に基づき実施）

①　セミナー・研修会参加企業へのアンケートにおいて、「今後、女性登
用を進める必要がある」と答えた企業の割合：80％以上
【撤退基準】
・上記割合が60％に達しない場合は、事業を再構築する。

②　平成30年度にチャレンジ企業として認証した企業のうち、支援を通じ
て、年度中に取組が進展した企業（認証基準の各項目をクリアする項目
数が増えた企業）の割合：７割以上
【撤退基準】
・上記割合が7割未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
チャレンジ企業認証数：101件

１３百万

計
画

取組内容
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【様式２】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①
・認証企業（チャレンジ企業等）へのアンケート等により、中小企業におけ
る女性活躍推進の取組ならびに認証を受ける具体的なメリット、実績例の
情報収集・整理（再掲）
　29年度認証企業市長表彰企業9社へのアンケートにより収集したメリッ
ト・実績例等をHP（女性活躍応援サイト）に掲載
　年度末に実施する認証企業へのアンケートによりメリット・実績例等を収
集しHP（女性活躍応援サイト）に掲載
・上記で収集した情報に加え、国等で発信している女性の活躍促進を進
めている中小企業の取組事例の情報もあわせ、HP（女性活躍応援サイ
ト）等で発信
　厚生労働省「～中小企業の優秀な人材確保のために～女性活躍推進
の取組　好事例集」掲載済
・セミナー・研修会の開催
　女性活躍チャレンジセミナー、チャレンジ企業募集説明会を開催

②
・経済団体、金融機関（4法人以上）と連携した関連企業への働きかけ
　金融機関（6法人）へ事業の協力依頼を実施（8/28）
・チャレンジ企業認証の募集説明会の開催
　チャレンジ企業募集説明会を開催（2月）
・チャレンジ企業認証
　8社

③女性活躍推進の取組の情報・ノウハウの提供等の支援
・認証企業の支援カルテの作成、各社のニーズ・状況に応じたアドバイ
ス、コンサルティングの実施
　
・他社の取組事例等を学べるセミナー、情報交流会開催
　女性活躍促進ネットワークフォーラムを開催（3月）

・「大阪市女性活躍促進企業認証事業」の委託事業の公募が不調とな
り、同事業の開始が遅れた。

・チャレンジ企業認証数が8社に留まっており、認証数増に向けた取組強
化が急務である。

・認証の勧奨を行った際に、認証を受けるメリットがわかりにくいといった
声も多かったことから、より効果的な取組を進めるため、雇用・勤労施策
課等とも連携し、企業に対しては、合同企業説明会への出展など、求人
につながる機会を提供し、求職者に対しても認証企業の有用性をPRする
必要がある。

・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の届出状況によると、中
小企業では著しく低い状況にあることや、「子育て期の女性の就労状況
などに関する調査」の結果から、職場環境の課題が明らかになったことを
踏まえ、女性活躍の取組が進んでいない中小企業等への働きかけが必
要である。

・また、業績目標②については、目標に達しなかったため、取組の進んで
いない中小企業等も含め、企業の負担も考慮したうえで、状況に応じた
アドバイス等に留意して取組を進める必要がある。

業績目標の達成状況
①　セミナー・研修会参加企業へのアンケートにおいて、「今後、女
性登用を進める必要がある」と答えた企業の割合：87.5％

②　平成30年度にチャレンジ企業として認証した企業のうち、支援
を通じて、年度中に取組が進展した企業（認証基準の各項目をク
リアする項目数が増えた企業）の割合：12.5％ ②（i）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・認証企業を増やすため、これまでの勧奨活動の検証をもとに、企業のイ
ンセンティブやターゲットの優先順位などを再検討しながら、勧奨活動を
行う。
・また、「しごと情報ひろば」と連携し、認証企業に求人開拓を行いマッチ
ングにつなげるなど、人材確保を支援することにより、認証事業の有効性
を実感してもらえる機会を増やしていくとともに、認証企業以外に求人開
拓を行う際には、認証事業の勧奨を行う。
・加えて、今後の認証件数の増に繋げるため、現在、女性活躍の取組が
進んでいない中小企業等に対して、必要性の啓発、取組支援を行い、全
体の底上げを図る。
・チャレンジ企業認証は継続して実施しつつも、取組が進んでいない中小
企業等に対しても、訪問等により啓発・支援を実施するよう事業を再構築
する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

戦略の進捗状況 ａ
ａ：順調
ｂ：順調でない

世論調査において、女性が地域活動の中で中心的な役割（団体の運営
や活動の企画など）を担っていると思う女性の割合：25％　【平成32年度】
　《参考》　平成28年　21.7

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・取組は予定通り実施し、業績目標も達成したが、戦略アウトカムの達成
状況は順調に推移しておらず、固定的な性別役割分担意識の解消に向
けた意識啓発には、様々な機会・媒体による情報発信が必要である。
・また、女性チャレンジ応援拠点については、地域活動の中で、企画や方
針決定にあたって、中心的な役割を担う女性の増につながることをより意
識した取組、フォローアップを実施し、地域に一層つないでいくことが必要
である。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
世論調査において、女性が地域活動の中で中心
的な役割（団体の運営や活動の企画など）を
担っていると思う女性の割合：13.7％

21.2%

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない ・戦略アウトカムは順調に推移していないが、各取組の業績目標の達成
状況からも、女性チャレンジ応援拠点の運営や、地域住民に対する意識
啓発は継続して実施していくことが有効であると考えられる。

・女性チャレンジ応援拠点利用者のフォローアップを通じて、身近な地域
課題の解決のための活動はもとより、企画や方針決定に携わるなど、地
域活動のリーダー的役割を担う女性の創出をより意識した事業を展開す
る。

・地域活動に参画意欲のある女性に対し、女性チャレンジ応援拠点の広
報を強化し、認知度向上を図るほか、近年、地域活動で重要な要素であ
る、防災の視点を強化したセミナー・講座等の実施など、地域活動の主
要な担い手につながる仕掛けづくりを進める。

・また、地域と女性の活動ニーズをどのようにマッチングするのかなど、
区役所や中間支援組織、地域団体等との連携を強化しながら拠点利用
者の地域活動への中心的な参画強化に向けた取組を進めるとともに、と
りわけ男性をターゲットとした地域住民に対しても、地域出前セミナーや
区民まつりなど様々な機会・媒体を活用して啓発を行う。

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　さまざまな地域活動における方針決定過程や男性がその多くを占めて
いる地域団体等における会長等の役職等へ女性の参画が拡大し、女性
が主要な担い手・リーダーとして活躍している状態

① 男性をターゲットとして、地域住民に対し、関係団体等と連携して様々
な機会を通じて、固定的な性別役割分担意識を持たないよう意識づけを
行うとともに、地域活動でリーダー的な役割を果たしている女性（ロール
モデル）の活動事例を紹介し、地域活動で女性がリーダー的な役割を果
たすことの意義･重要性を認識してもらうため啓発等を行う。（課題の①
②）
② 地域で活躍する女性を育成・支援する女性チャレンジ応援拠点の存
在に加え、具体的な有用性や成果について広報・周知を強化し、拠点を
継続的に利用する登録者を増やすなど、より多くの人に継続して利用し
てもらえるようにする。（課題の③）
③ 地域活動にリーダーとして積極的に参画しようとする女性を育成し、実
際の活動につなげていくため、登録制度を活用し、各人のニーズや取組
状況をフォローしながら、相談対応や、ロールモデルの活動情報、ロール
モデルとの交流を通じたノウハウの提供、活動の主要な担い手を求めて
いる団体の情報提供などの支援を継続的に進める。また、地域活動に参
画し活躍している女性に対しても、登録制度を活用し、ニーズに合ったセ
ミナー・講座、情報交流の場を開催するなど、活動レベルの向上や新た
な事業機会の創出につながる支援を進める。（課題の④）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

めざす成果及び戦略１－３ 【地域で活躍する女性の支援】

B B
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【様式２】

円 円 円

・取組は予定通り実施し、業績目標の達成状況では、目標を上回る
90.9％となったほか、区役所と連携して男性も多く参加する会合での開催
を働きかけた結果、地域出前セミナーへの男性の参加比率は平成29年
度の26.5％から、34.1％へと増加した。

・しかし、地域出前セミナーへの男性の参加比率は依然として50％以下
であることから、固定的な性別役割分担意識の解消に向けた意識啓発に
は、情報誌クレオ、地域出前セミナー以外の様々な機会・媒体による情
報発信が必要である。

業績目標の達成状況

地域出前セミナー等の参加者へのアンケートにおいて、「地域活
動における女性の参画が必要」と答えた人の割合：90.9％

①（i）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

・引き続き、女性の地域活動への参画が進むよう、とりわけ男性をター
ゲットとした地域住民に対して、地域出前セミナーや区民まつりなど様々
な機会・媒体を活用して啓発を行う。

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・取組は予定通り進捗しているが、固定的な性別役割分担意識の解消に
向けた意識啓発には、情報誌クレオ、地域出前セミナー以外の様々な機
会・媒体による情報発信が必要である。
【改善策】
・地域活動も含めた女性の活躍に向けた意識改革を呼びかけている「市
長メッセージ動画」なども含め、様々な媒体を活用して啓発を展開する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

28決算額 ー 29予算額 ー百万 30予算額 ー百万

　地域出前セミナー等の参加者へのアンケートにおいて、地域活動にお
ける女性の参画が必要」と答えた人の割合：　80％以上
【撤退基準】
　上記の割合が60％未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
　地域出前セミナー開催：51回　(平成29年度）

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①　地域住民に対し、とりわけ男性をターゲットとして、様々な機会・媒体
を活用して、固定的な性別役割分担意識解消に向け啓発を進める。（戦
略の①）
・情報誌クレオ・ホームページ等広報媒体を活用した、地域活動に女性の
視点を入れることや、主要な担い手として女性が活動に参画することの意
義・メリット等についての啓発：　３回以上
・クレオ大阪の地域出前セミナーによる啓発：　２４回以上開催。区役所と
連携し、男性も多く参加するなど啓発効果が期待できる会合での開催を
働きかけ（男性の参加率を２５％以上に）
②　地域住民、とりわけ男性に、地域活動でリーダー的な役割を果たして
いる女性（ロールモデル）の活動事例を紹介し、女性がリーダーとして活
躍することに実感を持ってもらう。（戦略の①）
・地域で活躍する女性のロールモデル情報を収集し、ホームページ（女性
活躍応援サイト）等に掲載：　年６回以上情報を更新（３－２と連携）
　

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①
・情報誌クレオ・HP（女性活躍応援サイト）等広報媒体を活用した、地域
活動に女性の視点を入れることや、主要な担い手として女性が活動に参
画することの意義・メリット等についての啓発
　情報誌クレオへの掲載（2回）
　HP（女性活躍応援サイト）等において「市長メッセージ動画」を発信（各
媒体1回以上）
・クレオ大阪の地域出前セミナーによる啓発
　人権生涯学習主管課長会において事業協力を依頼（5月）
　地域出前セミナーの開催（50回）
　　参加者2,447名（男性835名（34.1％）、女性1,612名（65.9％））

②
・地域で活躍する女性のロールモデル情報を収集し、HP（女性活躍応援
サイト）等に掲載
　6例掲載

具体的取組１－３－１ 【地域活動への女性参画のための意識啓発】
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【様式２】

円 円 円

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・女性チャレンジ応援拠点の利用者数や利用者アンケートの結果等は順
調なものの、事業開始後、実質2年目を迎え、地域活動の中で、特にリー
ダー的な役割を担う女性の増につながることをより意識した取組、フォ
ローアップが必要である。
【改善策】
・引き続き、地域活動協議会を構成する各地域団体等への認知度向上
を図る。
・拠点利用者やイベント参加者が任意で登録している「拠点メンバー」（約
150名）へのメール配信などで、地域での活動状況をフォローアップしつ
つ、拠点運営事業者と、地域活動で、特にリーダー的な役割を担う女性
の増につながることをより意識した取組を検討する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

30予算額 ６百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
　①　女性チャレンジ応援拠点の利用者の拡大に向け、具体的な有用性
や成果について広報・周知を強化する。
（戦略の②）
・ホームページ（女性活躍応援サイト）で、具体的な有用性や成果を情報
発信：　情報を６回以上更新
・女性が集う様々なイベント等を活用した広報周知：　１０回以上
・情報誌クレオ、SNS、民間フリーペーパー、メルマガ等様々な媒体を活
用した広報周知：　５媒体以上の活用
②　地域活動にリーダーとして積極的に参画しようとする女性を育成し、
実際の活動につなげていくための継続的な支援を進める。（戦略の③）
・地域のさまざまな活動分野で活躍している女性を見出し、インタビュー
等を通じて、活躍するまでに克服してきた課題やそのノウハウ等を把握
し、ロールモデルの情報として収集・整理：　６例以上
・関心・意欲を高めるため、ホームページ（女性活躍応援サイト）等で、
ロールモデルの情報を発信：　年６回以上情報を更新
・相談対応：週５日
・登録制度への参加働きかけ、登録者のニーズや活躍していくにあたって
妨げになっている事項等の把握
・地域活動参画のワークショップ、ロールモデルとの交流会を開催し、活
躍していくにあたって妨げになっている事項等への対応などを学べる機会
を提供する：　２回
・ニーズに応じた、支援事業や、活動の主要な担い手を求めている団体
等の情報提供：　月1回以上定期的に提供
③　地域で活躍中の女性の情報交流を促進し、活動を活性化するととも
に、地域課題解決につながる新たな事業の創出を支援する。（戦略の③）
・登録制度への参加働きかけ、登録者のニーズ把握
・活動活性化に向けたセミナー・講座、情報交流の場（ミニサロン）の開
催：　10回
・新たな事業機会の創出に向けたアイディア発表会の開催：　１回
　

①　「女性チャレンジ応援拠点」平成30年度利用者：1,000人以上
　平成30年度登録者数：　150人以上　（29年９月末現在103人）
②　利用者アンケートにおいて、「拠点事業が活動に役に立った」と答え
た人の割合：７割以上

【撤退基準】
①　上記の利用者が1000人未満の場合、登録者数が100人未満の場
合、事業を再構築する。
②　上記の割合が５割未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
平成29年度利用者数　1,029人

具体的取組１－３－２ 【女性チャレンジ応援拠点の運営】

28決算額 ３百万 29予算額 ７百万
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【様式２】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①
・HP（女性活躍応援サイト）で、具体的な有用性や成果を情報発信
　ロールモデル情報、イベント報告等を掲載：15回掲載
・女性が集う様々なイベント等を活用した広報周知
　クレオ大阪、大阪国際交流センター、ＮＰＯセンター等の事業実施時に
チラシを配付（10回以上）
・情報誌クレオ、SNS、民間フリーペーパー、メルマガ等様々な媒体を活
用した広報周知
　 9媒体（情報誌クレオ、チャレンジ応援拠点HP、同SNS、HP（女性活躍
応援サイト）、同SNS）

②
・地域のさまざまな活動分野で活躍している女性を見出し、インタビュー
等を通じて、活躍するまでに克服してきた課題やそのノウハウ等を把握
し、ロールモデルの情報として収集・整理
　ロールモデルの発掘：6例
・関心・意欲を高めるため、HP（女性活躍応援サイト）等で、ロールモデル
の情報を発信：6例
・相談対応
　週5日実施
・登録制度への参加働きかけ、登録者のニーズや活躍していくにあたって
妨げになっている事項等の把握
　利用者アンケート実施
・地域活動参画のワークショップ、ロールモデルとの交流会を開催し、活
躍していくにあたって妨げになっている事項等への対応などを学べる機会
を提供する
　ワークショップ3回実施、交流会4回実施
・ニーズに応じた、支援事業や、活動の主要な担い手を求めている団体
等の情報提供
　拠点窓口にて随時実施（286件）
　
③
・登録制度への参加働きかけ、登録者のニーズ把握
　チラシ配布、セミナー等の参加者への働きかけなどを実施（随時）
　登録者へのwebアンケート実施（12～1月）
・活動活性化に向けたセミナー・講座、情報交流の場（ミニサロン）の開催
　ミニサロン16回実施、セミナー3回実施、交流会4回実施
・新たな事業機会の創出に向けたアイディア発表会の開催
　1月実施

・取組は概ね予定通り実施し、業績目標は達成し、女性チャレンジ応援
拠点の利用者数や利用者アンケートの結果等も順調であり、拠点での気
づき、学びを通じて地域活動団体を立ち上げる方など新たなロールモデ
ルも創出しているが、女性が地域活動の企画、方針決定にあたって中心
的な役割を果たしているケースは、依然として道半ばであると考えられ
る。

・事業開始後、実質3年目を迎え、引き続きPDCAを回しながら継続的に
事業改善を図りつつ、拠点利用者のフォローアップを強化し、地域に一層
繋いでいくことが必要である。

業績目標の達成状況
①　「女性チャレンジ応援拠点」
     平成30年度利用者    ： 1,242人
　　平成30年度登録者数   ： 151人

②　利用者アンケートにおいて、「拠点事業が活動に役に立った」
と答えた人の割合：96％

①（i）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・拠点利用者のフォローアップを通じて、身近な地域課題の解決のため
の活動はもとより、企画や方針決定に携わるなど、地域活動のリーダー
的役割を担う女性の創出をより意識した事業を展開する。

・地域活動に参画意欲のある女性に対し、女性チャレンジ応援拠点の広
報を強化し、認知度向上を図るほか、近年、地域活動で重要な要素であ
る、防災の視点を強化したセミナー・講座等の実施など、地域活動の主
要な担い手につながる仕掛けづくりを進める。

・また、地域と女性の活動ニーズをどのようにマッチングするのかなど、
区役所や中間支援組織、地域団体等との連携を強化しながら拠点利用
者の地域活動への中心的な参画強化に向けた取組を進める。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
① 世論調査 男性の固定的な性別分担意識の変化
　　【平成32年度】
仕事と家庭生活・地域活動の関係がどうあるのが望ましいか。
　男性の意識：
　 ・男性はどのようにあるのが望ましいか
　　両立：45％仕事専念・優先：50％
　《参考》平成29年度　両立：27.8％　仕事専念・優先：63.8％
　 ・女性はどのようにあるのが望ましいか
　　両立：50％家庭専念・優先：35％
　《参考》平成29年度　両立:35.4％　家庭専念・優先50.1％
　
②　平日に家事･育児に費やす時間が31分以上の男性の割合
　　【平成32年度】　　・家事：50％以上　　育児：30％以上
　《参考》　平成27年　家事：36.7％　育児：20.1％

27.8％
63.8％

35.4％
50.1％

B

B

②　平日に家事･育児に費やす時間が31分以上
の男性の割合
　　・家事：　51.3％
　　・育児：　12.8％

45.0％
13.6％

B

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・男性（子育て層及び中年齢層）及び企業の経営管理者層などをターゲッ
トとして、男女ともに子育てや介護を分担しながら自らの能力を発揮し働
けるよう、ワーク・ライフ・バランスの意識啓発に取り組む。
・男性及び女性の、両立に直面する子育て層をターゲットとして、仕事と
家庭の両立にむけたノウハウを身に着ける機会を提供する。
・ 主に子育て層の男性をターゲットに、SNS等媒体も活用しながら、カジ
ダン・イクメン等ロールモデルを提示するなど、具体的な行動につながる
情報発信を行う。

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・取組は計画通りに実施し、業績目標を達成しているものもあるが、企業
調査をもとに測定する業績目標は、回答数が少なく、成果を検証できな
かったため、有意な結果を得るために実行可能な調査方法を検討する必
要がある。
（なお、　「中小企業のための本気スイッチフォーラム」でのアンケート結
果では、「男性も仕事と家庭を両立させ、家事・育児等に参画する必要が
ある」と答えた方は89.8％であったことから、企業における意識啓発が一
定取り組まれていると考えられる。）

・既存の啓発素材も効果的に活用しながら、ターゲットごとに、効率・効果
的な情報発信を行い、社会に幅広く訴求する必要がある。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
① 世論調査 男性の固定的な性別分担意識の
変化
　
仕事と家庭生活・地域活動の関係がどうあるの
が望ましいか。
　男性の意識：
　 ・男性はどのようにあるのが望ましいか
　　両立：　32.0％
　　仕事専念・優先：　60.0％

　 ・女性はどのようにあるのが望ましいか
　　両立：　40.3％
　　家庭専念・優先：　48.1％

めざす成果及び戦略　１－４ 【職業生活と家庭生活の両立に向けた男性の意識改革の推進】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　男性において職業生活と家庭生活を両立することが重要であるとの意
識を持ち、家事、育児等を分担し行っている状態

① 経済団体、企業等の協力を得て、男性従業員に対し、固定的な性別
役割分担意識を解消し、両立意識を高め、ガジダン・イクメン等の取組を
実践するよう、企業トップからのメッセージの発信やイクメン・チェックシー
ト等の活用による啓発を行う。（課題の①②）
② また、子育て層の男性が参加するイベント等、様々な機会をとらえ、男
性が家事・育児等に主体的に参画するよう、イクメン・チェックシート等を
活用して気づきを促すとともに、イクメン等ロールモデルの取組事例を紹
介するなど、具体的な行動につながるよう支援を行う。（課題の①②）

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す
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【様式２】

円 円 円

具体的取組１－４－１ 【企業を通じた男性従業員への意識啓発】

28決算額 ー百万 29予算額 1百万 30予算額 ー百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①　男性従業員において、固定的な性別役割分担意識の解消や、パート
ナーが働いている家庭ではカジダン・イクメンの取組が浸透するよう、イク
メン・チェックシート等を活用し、経営管理者層から働きかけてもらうなど、
啓発を行う。（戦略の①）
・大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証企業、経済団体等を通じ
た、イクメン・チェックシ－ト（スマホ版の作成）の利用働きかけ：　2団体、
500社以上（再掲、１－２②とセットで実施）
・女性活躍リーディングカンパニーのセミナー・交流会や経営管理層向け
セミナー・研修等の機会を活用した働きかけ：　　（事業者の提案に基づき
実施）
・経営管理者層に直接、情報を伝える手法（セミナー交流会参加者にプッ
シュ型メールを送信等）を検討（再掲、２－２②関連）
・ワーク・ライフ・バランス推進月間を活用した啓発：　委託事業者の提案
をふまえた啓発の実施（ex.イクメン・カジダン取組のキャッチコピー等の募
集）

①企業アンケートで、職場で、男性従業員に、仕事と家庭の両立、カジダ
ン・イクメンの取組意識を高める啓発を行っている企業の割合　75％以上
※平成28年度調査結果に基づき設定
【撤退基準】
　上記の割合が50％未満になった場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
きらめき応援会議構成団体と連携した関連企業やリーディングカンパ
ニー認証企業への働きかけ（600社）

①企業調査で、職場で、男性従業員に、仕事と家庭の両立、カジ
ダン・イクメンの取組意識を高める啓発を行っている企業の割合：
※調査を実施したが、有意な結果を得られなかった
（「中小企業のための本気スイッチフォーラム」でのアンケート結果
では、「男性も仕事と家庭を両立させ、家事・育児等に参画する必
要がある」と答えた方は89.8％であったことから、企業における意
識啓発が一定取り組まれていると考えられる。）

①（i）

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

・取組は概ね予定通り実施したが、業績目標の企業調査については、回
答数が少なく、成果を検証できなかったため、有意な結果を得るために
実行可能な調査方法を検討する必要がある。
（なお、「中小企業のための本気スイッチフォーラム」でのアンケート結果
では、「男性も仕事と家庭を両立させ、家事・育児等に参画する必要があ
る」と答えた方は89.8％であったことから、企業における意識啓発が一定
取り組まれていると考えられる。）

・リーディングカンパニー認証事業の中で実施した女性活躍セミナー「イ
クメン・イクボス宣言！！研修」では、第1部の講演、第2部の研修ともに
満足度が86.7％と高く、「今後、今回の研修で学んだことを女性活躍や自
社の研修に活かしたい」との声が多く見られており、内容を常に改善しな
がら、継続的に実施することが必要である。

・また、「子育て期の女性の就労状況などに関する調査」の結果から、
「勤め先に子育てと仕事の両立を支援する雰囲気がない」などの課題が
見られたことを踏まえ、企業を通じた男性従業員への意識啓発も必要で
ある。

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①
・女性活躍リーディングカンパニー認証企業、経済団体等を通じた、イクメ
ン・チェックシ－トの利用働きかけ
　きらめき応援会議構成団体（11団体）、市長と企業トップによる宣言リ
レー参加企業（28社）等に情報を提供
　市長メッセージ動画等とあわせて、リンク先QRコードを記載したチラシを
配付（大阪市女性会議構成団体31団体へ配付、地下鉄22駅（400枚）に
配架）

・女性活躍リーディングカンパニーのセミナー・交流会や経営管理層向け
セミナー・研修等の機会を活用した働きかけ
　セミナーの開催：4回
　ネットワークフォーラムの開催：1回

・経営管理者層に直接、情報を伝える手法（セミナー交流会参加者にプッ
シュ型メールを送信等）を検討
　リーディングカンパニー認証企業に情報提供メールを配信（随時）

・ワーク・ライフ・バランス推進月間を活用した啓発
　ワーク・ライフ・バランス推進月間のHPにイクメンチェックシートへのリン
クを掲載。
　

・業績目標を測定できるよう、業務委託により、市内の企業約4,000社を
対象に企業調査を実施する。

・固定的な性別役割分担意識の解消や、仕事と家庭の両立に向けて、企
業の経営管理者層などを対象に必要な意識啓発を行うため、両立支援
講座を実施する。

・イクボス動画、イクメンロールモデル、啓発ハンドブックなど、既存の啓
発素材も活用し、HPリンク、QRコードを活用するなど情報発信の手法等
も工夫をしながら啓発を進める。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

【課題】
・企業を通じた男性従業員への意識啓発については、ターゲットを定めた
効果・効率的な情報発信も必要である。
【改善策】
・両立が課題となる場面を迎えている子育て層などをターゲットに、取組
に掲げた各啓発に加え、男性への意識啓発もメッセージに含めた　「市
長・知事・労働局長によるメッセージ動画」、「市長と企業トップによる宣言
リレー動画」、男性への意識改革を促す要素も盛り込んだ「ハンドブック」
などの啓発素材も活用し、男性従業員への情報発信を進める。

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①
・情報誌クレオ、HP、SNS、民間フリーペーパー等各種媒体を活用した、
イクメン・チェックシ－ト、イクメンインタビュー記事の紹介、利用働きかけ
　 ７媒体（情報誌クレオ、HP（女性活躍応援サイト）、同SNS）において発
信
・ワーク・ライフ・バランス推進月間を活用した啓発（再掲）
　ワーク・ライフ・バランス推進月間のHPにイクメンチェックシートへのリン
クを掲載。
　9月の「OSAKA女性活躍推進月間」にあわせて、「市長・知事・大阪労働
局長によるメッセージ動画」「市長と企業トップによる宣言リレー」を発信。

②
・家事・子育てに関わる意義、家事・子育てに関わって良かった経験など
の情報を情報誌クレオ、HP（女性活躍応援サイト）、SNS、民間フリーペー
パー等各種媒体で発信
　７媒体（情報誌クレオ、HP（女性活躍応援サイト）、同SNS）において発
信
・イクメン・ロールモデルによるワークショップ開催
　「中小企業のための本気スイッチフォーラム」の中で実施
　「イクメン・イクボス宣言！！研修」をリーディングカンパニー認証事業の
中で実施
・父親の育児参加啓発事業、子育て支援施設等での啓発　　14回
・共に働いている夫婦を対象した両立支援講座・情報交流会の開催
　産休・育休中、子育て期の働きたい方などを対象とした両立支援講座を
開催（2・3月：計4回）

・取組は概ね予定通り実施し、業績目標は達成したが、戦略アウトカムに
ついては達成しておらず、男性の家事・育児等における主体的な行動の
働きかけについては、既存の啓発素材も効果的に活用しながら、ター
ゲットごとに、効率・効果的な情報発信を行い、社会に幅広く訴求する必
要がある。

・また、「子育て期の女性の就労状況などに関する調査」の結果から、
「勤め先に子育てと仕事の両立を支援する雰囲気がない」などの課題が
見られたことを踏まえ、男性が家事・育児等に参画することの必要性につ
いての意識啓発が必要である。

・両立が課題となる場面を迎えている子育て層などをターゲットに、イクメ
ンロールモデル、啓発ハンドブックなど、既存の啓発素材も活用するとと
もに、両立支援講座などの事業実施内容をホームページに掲載するな
ど、情報発信の手法等も工夫をしながら啓発を進める。

ワークショップや子育て関連の事業・イベントへの参加者アンケー
トで、「男性も仕事と家庭を両立させ、家事・育児等に参画する必
要がある」と答えた男性の割合：100％

①（i）

ー百万 29予算額 ー百万 30予算額 ー百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①　イクメン・チェックシート等を活用し、自らの家事、育児等への参画状
態について気づきを促す。（戦略の②）
・情報誌クレオ、ホームページ、ＳＮＳ、民間フリーペーパー等各種媒体を
活用した、イクメン・チェックシ－ト、イクメンインタビュー記事（平成29年度
に作成しホームページに掲載）の紹介、利用働きかけ：　４媒体以上
・ワーク・ライフ・バランス推進月間を活用した啓発（再掲）

②　ホームページや父親子育て教室、クレオの子育て層参加の講座・イ
ベント等の場を活用して、父親として家事・子育てに関わる意義等につい
て理解を深め、積極的に関わる気持ちを高める啓発を進める。（戦略の
②）
・家事・子育てに関わる意義（本人、子ども、家族にとって）、家事・子育て
に関わって良かった経験などの情報（イクメンインタビュー記事等）を情報
誌クレオ、ホームページ、ＳＮＳ、民間フリーペーパー等各種媒体で発信：
４媒体以上
・イクメン・ロールモデルによるワークショップ開催：　　（事業者の提案に
基づき実施）
・父親の育児参加啓発事業、子育て支援施設等での啓発：　６回以上
・共に働いている夫婦を対象した両立支援講座・情報交流会の開催：　５
回（再掲）

ワークショップや子育て関連の事業・イベントへの参加者アンケートで、
「男性も仕事と家庭を両立させ、家事・育児等に参画する必要がある」と
答えた男性の割合：　７０％以上
【撤退基準】
　上記割合が７０％未満になった場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
・ワーク・ライフ・バランス推進月間　8月に実施
・イクメンインタビュー記事　10件をHPに掲載

具体的取組１－４－２ 【男性の家事・育児等における主体的な行動の働きかけ】

28決算額

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（i） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

【課題】
・男性の家事・育児等における主体的な行動の働きかけについては、
ターゲットを定めた効果・効率的な情報発信も必要である。
・また、年度下半期に予定している両立支援講座の開催にあたっては、
女性活躍施策検討PT提言も踏まえて実施した　「子育て期の女性の就
労状況などに関する調査」の結果を十分に踏まえた内容にする必要があ
る。
【改善策】
・両立が課題となる場面を迎えている子育て層などをターゲットに、男性
への意識啓発もメッセージに含めた「市長・知事・労働局長によるメッ
セージ動画」、「市長と企業トップによる宣言リレー動画」、男性への意識
改革を促す要素も盛り込んだ「ハンドブック」などの啓発素材も活用した
情報発信を進める。
・「子育て期の女性の就労状況などに関する調査」の集計結果を詳細に
分析するとともに、様々な関係者の意見も参考にしながら、年度下半期
に予定している両立支援講座に的確に反映させる。（併せて、速報値をも
とに、来年度の取組への反映を検討する。）

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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