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ふるさと知事ネットワーク共同研究 

「各種指標からみたダイバーシティ社会（多様性社会）推進に係る研究」 

（研究結果まとめ） 

 

共同研究参加県：山形県、福井県、鳥取県、島根県、三重県（リーダー県） 

 

１ 研究の目的 

国内情勢をみれば、人口減少への対応が喫緊の課題であり、少子高齢化や

経済のグローバル化の流れは一層進み、価値観やライフスタイルは多様化し

ています。 

このような中、企業においては、多様な人材の活躍により、人材を確保し、

多様化する市場ニーズや急激な環境変化などのリスク対応力を高める、経営

戦略としてのダイバーシティ経営が注目されています。 

行政においても、地域経営という観点から、女性、高齢者、障がい者、外

国人など多様な人材の参画や活躍を進めることは、地域の維持や活力の向上

につながるものと考えます。 

本研究は、多様な人材の社会参画等に関わる各種の統計指標から、ダイバ

ーシティ社会の状態を俯瞰的に示すことを目的とし、その研究結果をダイバ

ーシティ社会推進の方策等の参考にします。 

なお、ダイバーシティ社会について、現段階で統一的な定義があるもので

はありません。本研究の上では「性別、年齢、障がいの有無、国籍・文化的

背景、性的指向・性自認などにかかわらず、多様な人材の地域社会への参画

や活躍をより可能とするような社会を、ダイバーシティ社会」と捉えること

とします。 

 

２ 研究の内容 

  研究では、（１）ダイバーシティ関連指標一覧表の作成（２）レーダーチャ

ート化（３）各県の取組事例の共有 を行います。 

 

（１）ダイバーシティ関連指標一覧表の作成 

ダイバーシティに関連する分野は多岐に渡り、関連する統計指標は多数あ

ることから、指標の収集・選定にあたっては以下の考え方で行います。 

その結果、全２５指標からなる一覧表（サンプル）を作成しました。【表１】 

 都道府県毎の数値を確認するなど、地域の実態を表すものとして活用できま 

す。 
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（考え方） 

①多様な人材の参画や活躍に関わる指標や、そのための支援、環境整備

の状態を表す統計指標を収集。 

②国内の状況把握や各県の状況が比較できることから、全国的な統計

（都道府県別）がある既存の指標を収集。 

③「人」の多様性に着目し、「女性」「高齢者」「若者・子ども」「障がい

者」「外国人」のカテゴリーで、地域生活や家庭などを中心とした『暮

らしの場』、職場を中心とした『働く場』の場面ごとに、収集・整理。 

なお、ＬＧＢＴについては、全国的な国の統計（都道府県別）もな

く、適当な指標の数が少ないことから参考として提示。 

 

※ ＬＧＢＴとは、レズビアン／Lesbian、ゲイ／Gay、バイセクシュアル 

／Bisexual、トランスジェンダー／Transgender の頭文字をとって組み合 

わせた総称語です。 

 

④『暮らしの場』における指標の数は地域や家庭などの場面を考慮して

３つとし、『働く場』における指標の数は１つ以上とし、より雇用環

境等の状況を表す指標があれば追加し、最大３つまでとする。 
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都道府県及び市区町村の審議
会等における女性委員の割合
（％）

都道府県、市区及び町村にお
ける女性議員割合（％）

夫の家事・育児関連時間（６歳
未満の子供がいる世帯の夫）
（分）

25～44歳の女性
の就業率（％）

女性活躍推進法
に係る一般事業
主行動計画（300
人以下企業）の
策定届出件数（1
万社あたり）

管理的職業従事
者に占める女性
の割合　（％）

内閣府男女共同参画局「全国女性の参画
マップ」（平成29年）

内閣府男女共同参画局「全国女性の参画
マップ」（平成28年）

平成28年社会生活基本調査→育児と家
事等に費やす平均時間（分）

平成27年国勢調査（総
務省）

厚生労働省HP（平成30
年）

内閣府男女共同参画
局「全国女性の参画
マップ」（平成27年）

都道府県　平均32.2%
市区町村　平均26.1%

都道府県　平均9.2%
市区　平均12.4%
町村　平均9.9%）

平均79.9分 平均70.6% 平均11.2 平均16.4%

高齢者ボランティア活動者比率
（％）

認知症サポーター割合（％） 学習活動者等比率（％）

平成28年社会生活基本調査（総務省）
→高齢者（65歳以上）人口に対するボラン
ティア活動を行う高齢者数の比率

認知症サポーターキャラバンHP
→各県総人口に占めるサポーター数割合
（H29年）

平成28年社会生活基本調査（総務省）→
高齢者（65歳以上）のうち学習・自己啓発
等の活動を行っている者の割合

平均26.4% 平均8.5% 平均25.7%

若者ボランティア活動者比率
（％）

地域の行事に参加している子
どもたちの割合（％）

将来の夢や目標を持っている
子どもたちの割合（％）

若者完全失業率
（％）

平成28年社会生活基本調査（総務省）
→若者（15～34歳）人口に対するボラン
ティア活動を行う者の数の比率

平成29年度全国学力・学習状況調査（文
部科学省）
→「今住んでいる地域の行事に参加して
いますか」という質問に対して肯定的な回
答をした児童生徒（小・中）の割合

平成29年度全国学力・学習状況調査（文
部科学省）
→「将来の夢や希望を持っていますか」と
いう質問に対して肯定的な回答をした児
童生徒（小・中）の割合

平成27年国勢調査（総
務省）
→15～34歳の労働人
口に対する完全失業者
数の比率

平均20.7%
平均67.2%
平均45.7%

平均86.3%
平均71.4%

平均6%

・施設入所者の地域生活への
移行者率（％）
・基幹相談支援センターの設置
率（％）

障がい者スポーツ指導者登録
数

・手話通訳士
・盲ろう者向け通訳・介助員
の合計数

民間企業におけ
る障がい者の実
雇用率（％）

厚生労働省HP（平成29年）
　施設入所者の地域生活への移行者率
は各都道府県で目標値を設定しているも
のの、現段階では実績値は全国ベースで
は公表されていないため、今回は基幹相
談支援センターの設置率のみで偏差値等
を算出

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
HP（平成29年）

※障がい者1万人あたり

・手話通訳士
→社会福祉法人聴力障害者情報文化セ
ンターHP（平成30年）
・盲ろう者向け通訳・介助員
→平成29年度「盲ろう者向け通訳・介助
員派遣事業、養成研修事業」実態調査報
告書（社会福祉法人全国盲ろう者協会）

※聴覚、視覚、言語等障がい者1万人あ
たり

厚生労働省「平成28年
障害者雇用状況の集
計結果」

平均27.6% 平均35.1人 平均12.6人 平均2.1%

都道府県別日本語教師数（％）
「国際協力」を活動分野にして
いるＮＰＯ法人数（人口10万人
あたり）

留学生数（人口10万人あたり）

平成28年日本語教育実態調査（文化庁）

※各県日本語学習者数（日本語教育実態
調査）一人当たり

ＮＰＯ法人ポータルサイト　全所轄庁行政
入力情報データ（内閣府）

※各県総人口割（「人口推計」（総務省）
平成28年10月1日）

平成29年度外国人留学生在籍状況調査
結果（独立行政法人日本学生支援機構）

※各県総人口割（「人口推計」（総務省）
平成28年10月1日）

平均19.9% 平均6.5 平均130人

（参考）

同性パートナーシップ制度を導
入している市区町村数

　　　　　　　　　　共同研究時（平成30年4月）の最新データを用いています。

三重県独自調査（平成30年）

平均0.2

カテゴリ

場面（シーン）

暮らしの場 働く場

指標

出典

全国平均値

女性

高齢者

高齢者就業率（％）

平成27年国勢調査（総務省）
→高齢者（65歳以上）人口に対する高齢者就業者数の比率

平均22.8%

若者・子ども

雇用者に占める若者の非正規職員
割合（％）

平成24年就業構造基本調査（総務省）

平均33.8%

障がい者

民間企業における障がい者の法定
雇用率達成企業の割合（％）

厚生労働省「平成28年障害者雇用状況の集計
結果」

平均57.3%

外国人

外国人労働者割合（％）

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（厚労省）
→都道府県別外国人労働者数（平成29年）

※各県総就業者数割（「労働力調査」就業者（厚労省）平成28年平均）

平均1.4%

LGBT

【表１】指標案 
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カテゴリ 場面(シーン) 指標 選定理由

県、市区町村の審議会等における女性委

員の割合（％）

自治体行政での政策形成における女性の参画の状況を表す指

標

県 、 市 区 町 村 に お け る 女 性 議 員 割 合

（％）
地方議会での政策形成における女性の参画の状況を表す指標

夫の家事・育児関連時間（６歳未満の子

供がいる世帯の夫）（分）

家庭生活（家事・育児）における男女共同参画（男性の参

画）の状況を表す指標

25～44歳の女性の就業率（％） 働く女性（離職率が高い年代）の雇用環境を表す指標

女性活躍推進法に係る一般事業主行動計

画（300人以下企業）の策定届出件数

働く女性の雇用環境（地方における中小企業等の雇用環境整

備）を表す指標

管理的職業 従事 者に 占め る女 性の 割合

（％）
働く女性の雇用環境（管理職への登用）を表す指標

高齢者ボランティア活動者比率（％）
高齢者（65歳以上）の地域社会における参画の状況を表す指

標

認知症サポーター数
高齢等に伴う認知症患者の日常生活を支援する環境の状況を

表す指標

学習活動者等比率（％）
社会参画にもつながる自主的な学習や自己啓発等の状況を表

す指標

働く場 高齢者就業率（％） 働く高齢者（65歳以上）の割合(多さ)を表す指標

若者ボランティア活動者比率（％）
若者（15歳～34歳）の地域社会における参画の状況を表す指

標

地域の行事に参加している子どもたちの

割合（％）

子ども（児童生徒）の地域社会における参画の状況を表す指

標

将来の夢や目標を持っている子どもたち

の割合（％）
子ども（児童生徒）が希望を持てる社会の状況を表す指標

若者完全失業率（％）
働く意欲があるものの働いていない若者(15歳～ 34歳 )の割合

を表す指標

雇用者に占 める 若者 の非 正規 職員 割合

（％）
働く若者の雇用環境を表す指標

・施設入所者の地域生活への移行率

・基幹相談支援センターの設置率（％）

自立に向けた地域生活への移行、地域の相談支援の状況を表

す指標

障がい者スポーツ指導者登録数
障がい者がスポーツを通じた参画や交流をするための環境 (指

導者の多さ)の状況を表す指標

・手話通訳士

・盲ろう者向け通訳・介助員
日常生活のための環境（支援体制）の状況を表す指標

民間企業に おけ る障 がい 者の 実雇 用率

（％）
民間企業で働く障がい者の割合(多さ)を表す指標

民間企業における障がい者の法定雇用率

達成企業の割合（％）
民間企業における障がい者雇用の取組状況を表す指標

都道府県別日本語教師数割合（％） 日本語を学びたいときに学べる環境を表す指標

「国際協力」を活動分野にしている NPO法

人数

多文化共生につながる活動をしている団体の割合 (多さ)を表

す指標

留学生数 外国人留学生の割合(多さ)を表す指標

働く場 外国人労働者割合（％） 外国人労働者の割合(多さ)を表す指標

（参考）

LGBT 暮らしの場
同性パートナーシップ制度を導入してい

る市区町村数

LGBT等が自分らしく安心して暮らせるための環境（行政の支

援体制）を表す指標

外国人

暮らしの場

暮らしの場

女性

働く場

働く場

若 者 ・ 子

ども

障がい者

働く場

暮らしの場

暮らしの場

高齢者

暮らしの場

（参考）指標選定理由  
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（２）レーダーチャート化 

多様な人材の参画・活躍の状態（ダイバーシティ社会の状態）を俯瞰的

に示す資料とするため、以下の作成方法で、地域毎のレーダーチャート化

を試みました。レーダーチャートは、試行的なものですが、都道府県毎に

数値を入れることで、各地域（都道府県）における「女性」「高齢者」「若

者・子ども」「障がい者」「外国人」というカテゴリ間を相対的に見ること

が可能となります。 

 

（作成方法） 

（１）ダイバーシティ関連指標一覧として整理したデータを基に、「女

性」「高齢者」「若者・子ども」「障がい者」「外国人」のカテゴリー毎に、

全国平均からの偏差値を算定し、各カテゴリー毎の偏差値を頂点に置い

たレーダーチャートを作成。（なお、偏差値の平均値を採用しているこ

とから、各カテゴリーの指標数の多少は影響を及ぼしません。） 

 

サンプル：Ａ県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

偏差値
女性 57.7
高齢者 52.8
若者・子ども 51.9
障がい者 52.9
外国人 50.8Ａ県 
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（３）各県の取組事例の共有 

研究の最後に、ダイバーシティ社会推進に資する今後の取組検討の参考と

するため、参加県の取組状況（好事例等）を共有しました。 

以下、カテゴリ毎に主な事例を紹介します。 

 

 〈主な事例〉 

  ○女性 

・産学官等の多様な主体と連携・協力したネットワーク会議等を立ち上げ、

会員企業を広げていくなどの取組で、女性活躍を推進している。 

  ・女性管理職養成プログラムの実施や異業種間交流等によるモチベーショ

ン向上を図る事業の実施、様々な職業分野における女性人材の掘り起し

を行い、ロールモデルを創出・発信する事業の実施など、女性のキャリ

ア形成や女性が活躍できる職場環境づくりを支援している。 

 

  ○高齢者 

  ・元気な高齢者が介護職員のアシスタント的な業務を担うために就労する

ことを支援し、介護人材の確保等にもつなげている。 

  ・シニア人材と企業とのマッチングの支援の取組として、「シニア人材活躍

支援センター」の設置、「合同企業説明会」「生涯現役お仕事相談会」を

開催している。 

  ・自薦他薦を問わず、７５歳以上であって、何らかの活動（農業、漁業、

商工業、ボランティア、地域活動等）を現役で行っている方を、生涯現

役者として知事認定。認定証の提示により、協賛店で割引等のサービス

を受けられる。 

  ・県高齢者大学校のカリキュラムとして、地域課題に対する知識や地域活

動に対する考え方を学ぶ時間を総合講座として取り入れ、地域活動への

主体的な参加意識を高める取組みを行っている。 

 

  ○若者・子ども 

  ・若者たちが地域活動に関して気軽に相談できる窓口を設け、団体の立ち

上げから運営、事業の企画や活動のノウハウなどに関する相談に応じる

とともに、内容によっては、地域活動等で実績のある「若者サポーター」
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を派遣しての活動支援を行う。 

・各市町村の公民館等を活動拠点として、企画・準備から運営まで自分たち

が「やりたいこと」をじっくり話し合って、中学生・高校生を中心に学校

の枠を超えて、ボランティア活動を地域で実施。青年の家をボランティア

の中央センターとし、研修の実施やボランティアに係る情報提供などによ

り活動推進を図っている。 

・県内の中学校において、世界や全国において、スポーツ分野や文化分野で

活躍している県出身の第一人者が、自らの成功体験の紹介や実演を行い、

若者の夢の実現を応援している。 

・中高生が、ふるさとの先人の生き方や考え方について学び、自分の将来に

ついて具体的に考えるための教材を作成し、中学校の道徳や高校の総合の

授業で先人の生き方や考え方を学習したり、高校の家庭科の授業でふるさ

とで暮らすイメージを具体化したライフプランを学習している。 

 

  ○障がい者 

  ・パラリンピックや全国障害者スポーツ大会に向け、スポーツに親しむ環

境の充実や、交流の推進など、障がい者スポーツの振興を図り、障がい

への理解や障がい者の社会参加を促進している。 

  ・ろう者とろう者以外が互いを理解し共生する社会を築くため、「手話言語

条例」を制定し、条例の理念に基づき、手話言語の普及や手話言語を通

じた交流の推進、地域の活性化を図ることを目的として、全国の高校生

が手話言語を使って様々なパフォーマンスを繰り広げ、その表現力を競

う「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」を開催している。 

・障がいの有無に関わらず、誰もが暮らしやすい共生社会を目指すことを 

目的として、障がいの特性や障がい者への配慮について簡単な研修を受け

た「あいサポーター」を増やすとともに、組織ぐるみで運動に取り組む「あ

いサポート企業・団体」を増やしていく運動を行っている。 

・県障がい者スポーツ協会に障がい者スポーツプロデューサーを配置し、障

がい者一人ひとりに寄り添ってスポーツを始めたり続けていくことを支

援するガイド人材の育成を行っている。また、日本財団との共同プロジェ

クトにより、2020 年の開館を目指して共生社会実現のためのスポーツ拠

点施設を整備するとともに、平成 35 年度までの障がい者スポーツ振興の
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ための具体的な取組内容を示す県障がい者スポーツ振興指針を策定する。 

 

○外国人 

・県内外の学生・留学生が討議や地元の方との交流を通して地域を知り、グ

ローバルな視点から地域の課題を考える大学生国際会議を開催。 

・外国人住民が安全・安心に生活することができるよう、医療通訳の育成や

外国人住民に対する災害時支援体制の整備、多言語での行政・生活情報の

提供などに取り組んでいる。児童相談所では、24 時間多言語に対応する

電話通訳を導入した。 

 

３ まとめ（研究から見えてきたこと） 

  研究自体は、多様な人材の参画・活躍の地域社会の現状を客観的に見てみ

ようとする試行的な取組であり、共同研究参加県で議論を重ね、その中で見

えてきた課題や次につながるヒントを得ることができましたので、数点、挙

げておきたいと思います。 

 

 （国際的な視野で見ることの必要性） 

本研究では、県（地域社会）の現状を見るため、全国的な都道府県別デー

タを用い、都道府県比較から状況を把握することにしましたが、これは一つ

の材料でしかありません。例えば、ジェンダーギャップ指数やＬＧＢＴなど

多様な性のあり方に関する政策など、海外に比べ日本が進んでいないと言わ

れる分野もあり、本研究における指標一覧やレーダーチャートは一つの側面

であり、あわせて、国際的な視野に立って社会の状態を見る視点も重要です。 

  

（実態を把握するための指標自体の不足） 

 全国的な都道府県別データを収集する中で、例えば、「外国人」の参画・活

躍やその環境整備を示すデータは少なく、選定に苦慮しました。ＬＧＢＴに

ついては、全国的な国の統計もなく、民間調査以外では、実態把握がなされ

ていないという現状があります。 

 また「働く場」においては、「女性」は、管理職比率などの企業動向や、年

齢別の就業率など関連する指標が多くあり、本研究でも３つの指標を採用し

た一方で、「高齢者」「外国人」の指標は、労働者の割合を示す指標の１つの
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みを採用しました。 

「カテゴリ」によって、政策面での実態把握のための調査数に多寡があり、

そのこと自体も、一つの社会の状態を示していると言えそうです。 

 

（本研究の意義と今後に向けて） 

本研究における（２）レーダーチャート化は、これまでであれば、例えば、

「女性」や「高齢者」など分野毎で政策目標を掲げ、展開してきた取組を、

ダイバーシティ社会（多様な人材の参画・活躍できる社会）という政策横断

的な視点から、見える化するものです。 

（３）各県の取組事例の共有は、各県がそれぞれの実情に合わせ、今後、

注力する取組を検討していく上で参考とするものであり、例えば、「参画・活

躍のロールモデルの提示」、「知事認定制度」、「多様な主体が連携・協力した

ネットワーク会議による推進」、「気軽に相談できる窓口」「住民サポーター制

度」などのキーワードは、いづれの分野の取組検討においても参考となるも

のです。さらに分野間で連携し、相乗効果を生む取組を検討するなど、多様

な人材の参画・活躍に向けて、全ての分野のベースアップを図っていく視点

を持ち合わせるということが、本研究の一つの意義であったのではないかと

考えます。 

 

＜検討状況＞ 

２９年度 

12 月 8 日  第 1 回参加県担当者会議（書面会議） 

1 月 24 日 第 2 回参加県担当者会議（書面会議） 

2 月 19 日 第 3 回参加県担当者会議 

3 月 22 日 第 4 回参加県担当者会議 

 ３０年度 

7 月 12 日  第 1 回参加県担当者会議（書面会議） 

9 月 10 日 第 2 回参加県担当者会議（書面会議） 

10 月～2 月 各県における事例抽出 

 研究報告書とりまとめ 

 

最後に、共同研究参加県の多大なるご協力に感謝申し上げます。 


