
資料４－１

部門別 ＮＯ 現行計画 出典 ＮＯ 新計画（案） 出典

1 核家族世帯の割合 総務省「国勢調査」 1 核家族世帯割合 総務省「国勢調査」

2 合計特殊出生率
厚生労働省「人口動態
統計」

2 合計特殊出生率
厚生労働省「人口動態
統計」

3 妻の就業状態別　夫と妻の仕事時間と家庭関連時間
総務省「社会生活基本
調査」

3 男性の家事・育児・介護等の時間数(週当たり）
総務省「社会生活基本
調査」

4 高齢化率の見通し
H22年までは「国勢調査」(総務省）、H27年以
降は国立社会保障・人口問題研究所「日本
の都道府県別将来推計人口」（平成19年5月
推計）

4 本県の将来人口の見通し(年齢３区分別）
平成２２年までは「国定調査」(総務省）、平
成２７年は国勢調査速報値、平成３２年以降
は埼玉県推計値

5 年代別の女性の労働力率 総務省「国勢調査」 5 年代別の女性の就業率 総務省「国勢調査」

6 女性の就業希望率
総務省「就業構造基本
調査」

6 女性の就業希望率
総務省「就業構造基本
調査」

7 女性の非正規雇用者の割合
総務省「就業構造基本
調査」

7 女性の非正規雇用者の割合
総務省「就業構造基本
調査」

8 他県への通勤・通学者数 総務省「国勢調査」 8 他県への通勤・通学者数 総務省「国勢調査」

9 通勤・通学時間
総務省「社会生活基本
調査」

9 通勤・通学時間
総務省「社会生活基本
調査」

○　埼玉県の特徴（全国比較）

男女共同参画基本計画掲載データ（案）

家庭では

働く場では
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資料４－１

部門別 ＮＯ 現行計画 出典 ＮＯ 新計画（案） 出典

10 都道府県別　審議会委員総数に占める女性比率
内閣府「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

10 都道府県別　審議会委員総数に占める女性比率
内閣府「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

11 都道府県別女性議員の割合
内閣府「全国女性の参
画マップ」

11 都道府県別女性議員の割合
内閣府「全国女性の参
画マップ」

12
女性議員の割合（都道府県議会、市・区議会・町村議
会）全国比

内閣府「全国女性の参
画マップ」

12
女性議員の割合（都道府県議会、市・区議会・町村議
会）全国比

内閣府「全国女性の参
画マップ」

13 自治会長に占める女性の割合
内閣府「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」

13 自治会長に占める女性の割合
内閣府「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」

14 市町村における男女共同参画に関する条例制定状況
内閣府「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

14
県内市町村における男女共同参画に関する条例制定状
況

内閣府「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

地域では
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資料４－１

施策の柱等 ＮＯ 現行計画 出典 ＮＯ 新計画（案） 出典

15 県の審議会などにおける女性の委員数と割合の推移 県男女共同参画課 15 県の審議会などにおける女性の委員数と割合の推移 県男女共同参画課

16
県内の市町村の審議会などにおける女性の委員数と割
合の推移

県男女共同参画課 16
県内の市町村の審議会などにおける女性の委員数と割
合の推移

県男女共同参画課

17 役職別管理職に占める女性の割合の推移(全国）
厚生労働省「賃金構造
基本統計調査」

17 役職別管理職に占める女性の割合の推移(全国）
厚生労働省「賃金構造
基本統計調査」

18 県職員における女性役付職員の割合の推移 県人事課 18 県職員における女性役付職員の割合の推移 県人事課

19 公立小・中・高等学校の女性管理職（県） 年次報告

20 ポジティブアクションに対する考え方（県） 県男女共同参画課

19 仕事と育児の両立支援制度の整備状況（県） 県勤労福祉課 21 仕事と育児の両立支援制度の整備状況（県） 県勤労福祉課

20 仕事と介護の両立支援制度の整備状況（県） 県勤労福祉課 22 仕事と介護の両立支援制度の整備状況（県） 県勤労福祉課

21 男女の賃金格差の推移(全国・県）
厚生労働省「賃金構造
基本統計調査」

23 男女の賃金格差の推移(全国・県）
厚生労働省「賃金構造
基本統計調査」

22
雇用形態別にみた役員を除く雇用者の構成割合の推移
(全国）

S60年から平成13年は、総務庁「労働力調査
特別調査」（各年２月）より、14年以降は総務
省「労働力調査（詳細集計）」年平均より）

24
雇用形態別にみた役員を除く雇用者の構成割合の推移
(全国）

S60年から平成13年は、総務庁「労働力調
査特別調査」（各年２月）より、14年以降は総
務省「労働力調査（詳細集計）」年平均より）

23 １５歳以上で週６０時間以上就業している者の割合(県）
総務省「就業構造基本
調査」H19

25 １５歳以上で週６０時間以上就業している者の割合
総務省「就業構造基本
調査」

24 保育サービスの利用児童数（県） 県少子政策課 26 待機児童数・保育サービス受け入れ枠 県少子政策課

25 家庭生活の優先度（希望と現実） 県男女共同参画課 27 家庭生活の優先度（希望と現実） 県男女共同参画課

28 配偶者・パートナーの子育ての関わり 県男女共同参画課

４　家庭における男
女共同参画の推進

１　政策や方針の立
案及び決定への男
女共同参画

２　埼玉版ウーマノ
ミクスプロジェクトの
推進

○　施策の柱等ごとのデータ

３  経済社会におけ
る男女共同参画の
推進
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資料４－１

施策の柱等 ＮＯ 現行計画 出典 ＮＯ 新計画（案） 出典

26 高齢者の男女別割合（県） 県統計課H24 29 高齢者の男女別割合（県） 県統計課

27 外国人登録者数の男女別推移（県） 法務省

30 ひとり親世帯の推移（県） 総務省「国勢調査」

28 避難所における女性配慮規定のある市町村数 県消防防災課

31 県、市町村防災会議における女性割合の推移 県男女共同参画課

32 消防団員の女性割合（県） 県消防防災課

29 男女の地位の平等感(県） 県男女共同参画課 33 男女の地位の平等感（県） 県男女共同参画課

30 固定的な性別役割分担意識 県男女共同参画課 34 固定的な性別役割分担意識（県） 県男女共同参画課

31 メディアでの性に関する表現について 県男女共同参画課

35 新聞・通信社における記者の女性割合推移（全国）
内閣府男女共同参画
局「女性の政策・方針
決定参画状況調べ」

32 県内公立学校での男女平等教育の推進状況 県人権教育課H24.3 36 県内公立学校での男女平等教育の推進状況 県人権教育課

33 公立学校、私立学校の共学・別学状況（県）
県学事課、県立学校人
事課

34 専攻別にみた学生数（大学学部）の割合の推移（全国）
文部科学省「学校基本
調査」

37 専攻別にみた学生数（大学学部）の割合の推移（全国）
文部科学省「学校基本
調査」

35 男女共同参画アドバイザー登録市町村数の推移（県） 生涯学習文化財課

７　男女の固定的な
役割分担意識の解
消

９　男女共同参画の
視点に立った教育・
学習の充実

８　メディア・自治体
の情報提供におけ
る男女共同参画の
理解の促進

６　男女共同参画の
視点に立った防災
対策の推進

５　誰もが地域でい
きいきと生活できる
支援
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資料４－１

施策の柱等 ＮＯ 現行計画 出典 ＮＯ 新計画（案） 出典

36 配偶者等からの暴力被害経験（県） 県男女共同参画課 38 配偶者等からの暴力被害経験（県） 県男女共同参画課

37 埼玉県内のDV相談受付件数の推移 県男女共同参画課 39 埼玉県内のDV相談受付件数の推移 県男女共同参画課

40 強姦・強制わいせつの認知件数の推移（県） 県警察本部

38 健康寿命の推移（県） 県衛生研究所 41 健康寿命の推移（県） 県衛生研究所

39 母子保健関係指標の推移（県） 人口動態概況

42
医師、歯科医師、薬剤師の女性の占める割合の推移
（県）

厚生労働省

43 Ｗｉｔｈ　Ｙouさいたまに期待する役割 県男女共同参画課

40 市町村における条例制定状況 県男女共同参画課 44 市町村における条例の制定状況 県男女共同参画課

１０　女性に対する
暴力の防止と被害
者支援

第３章　計画の推進
体制

１１　生涯を通じた
女性の健康支援
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