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施策１.お互いが認めあい尊重するまちをつくる



１．    値    達成度

令和4年度 取 組 方針 方向性

令和4年度取 組 方針
・児童の人権尊重思想をはぐくむため、継続して人権擁護委員の活動を支援する。

取り組み方針の達成状況

まちが取り組むべきこと② 子どもへの人権教育を充実させます

5年間 取 組 状況
 人権擁護委員 小学校 訪問  行 人権 花運動 開催  児童 人権 意識   行   

残された課題
・なし

5年間 取 組 状況
・人権意識 高揚       毎年 7月の福岡県同和問題啓発強調月間中に街頭啓発と「同和問題啓発講
演会」、12月に「人権を尊重する町民のつどい」を開催し、啓発を行   （令和２年度    禍   中止）
・人権擁護委員による人権相談を毎月1回実施した。

残された課題
 講演会参加者 偏     若 世代 参加率 低 傾向    

令和4年度取 組 方針
・人権講演会等      若 世代  受 入れやすい内容の啓発事業を進める。

H28 H29 H30 H31/R1 R2

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 社会教育課人権 尊重  意識    18位/4位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

    値達成度 a …目標 達成     ｂ…目標     達成      ｃ…目標 達成     

２．取り組み方針の実施状況と方向性
１－１ 人権 平等 意識 高  所管課

人権が守られていると感じている
町民 割合

（町民意識調査）
％

82.9
a

87.6

成果指標 単位 基準値 最終実績値 実績値 年次推移 判定

人権の尊重について正しく
理解    町民 割合
（町民意識調査）

％
60.9

a

目標

61.3

実績値 962 850 600 882 －

施策評価表 後期 ≪平成28年度 令和2年度≫

後
期
基
本

計
画
体
系

政策 １．人と地域がにぎわうまち【人・地域づくり】 施策統括課 社会教育課

施策 １．お互いが認めあい尊重するまちをつくる 関 係 課    魅力推進課 福祉課

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○ C

まちが取り組むべきこと① 多様化    人権意識 対応     幅広 人権教育 啓発活動 行   

人権啓発事業の参加者数 人 1,350 ×

59.6

62.4

60.9

61.5 61.3

58
59
60
61
62
63

H28 H29 H30 H31/R1 R2

％

基準値

83.3 83.9

80.9

83.1
87.6

75

80

85

90

H28 H29 H30 H31/R1 R2

％

基準値

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



24

令和4年度 取 組 方針 方向性

H31/R1 R2
人権が守られていると感じている

町民 割合
（町民意識調査）

％ 82.9 実績値 83.3 83.9 80.9 83.1 87.6

12 11 13

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 福祉課権利擁護 人権尊重  対応 44位/4位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

13 ×高齢者・障害者虐待・ＤＶ相談件数 人 15 実績値

○

H28 H29 H30

１－２ 虐待や差別などの人権侵害がないまちをつくる 所管課

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

B

まちが取り組むべきこと① 権利擁護 関  身近 相談 対応    体制     人権侵害 早期発見 早期解決      

取り組み方針の達成状況

5年間 取 組 状況

 虐待等防止      会議 開催（年2回）  各関係機関等    虐待 対応 役割    理解 深
め、情報共有を図った。
 虐待通報時  速   担当者 状況確認 行  関係者等 含     会議等   対応   
 年１回程度 成年後見制度     講演会 開催      介護保険証交付会時 成年後見制度    
レットを配布した。

残された課題
 各関係機関等外部         環境   虐待通報 機会 少   発見 介入     難   

令和4年度取 組 方針
 虐待及 ＤＶ 早期発見及 通報 相談窓口等     毎年1回広報 HP 掲載   
 制度周知       配布等 行  
 虐待等防止      会議 年2回開催  関係課及 外部関係機関  連携 図  

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



３．施策の総括と今後の展開

４．施策の達成状況

めざそう値「人権 尊重    正  理解    町民の割合」は基準値60.9％に対し実績値61.3%となった。また、「人権が守られ
    感    町民 割合  基準値82.9％ 対 実績値87.6% 大  伸   
人権啓発事業の参加者数については、コロナ禍のため講演会を中止したため目標は達成できていないが、今後も継続して啓発に取り組
んでいく。コロナ禍においても人権侵害についての相談を受けやすい体制づくりや、男女共同参画についての事業を進めていく。

5年間 取 組 状況

 平成27年4月  10年計画 策定    第2次志免町男女共同参画行動計画     中間年度   令
和元年度  社会情勢 国 施策等 変化 考慮  後期行動計画 策定 行   
・広報・ホームページの掲載や、講演会等でチラシの配布、マスコットキャラクター「シメッチャ」によるパープルリボン運動
   啓発 行     男性 対象   料理教室 開催   
 女性    相談事業 件数 年々増  関係機関 連携 迅速 対応    令和２年度 相談件数   
ロナ禍で減少した。

残された課題
 男女共同参画 身近 問題           一般的      関心 低  
 性別役割分担 意識 若 世代    残    部分    

取り組み方針の達成状況

令和4年度 取 組 方針 方向性

判定

令和4年度取 組 方針
 気軽  誰  参加         研修等 行  男女共同参画 定着 性別役割分担意識 解消 取 
組んでいく。

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

C

まちが取り組むべきこと①  志免町男女共同参画推進条例       男女共同参画 総合的  計画的 進行   

実績値 23 22 33 39 12

H28 H29 H30 H31/R1 R2

女性    相談事業 相談件数
（ＤＶ相談除く） 件 14 ×

１－３ 男女共同参画 進  所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中）    魅力推進課男女共同参画 推進 53位/7位

成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移

※めざそう値の判定ですべてがa
※めざそう値の判定で半数以上がa
※めざそう値の判定で半数未満がa
※めざそう値の判定ですべてがｂまたはｃ

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他

目標をすべて達成できた
目標   程度達成   
目標をあまり達成できなかった
目標を達成できなかった
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