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21 世紀の今日、少子・高齢化の急激な進行、高度情報化・国際

化の進展、家族形態の多様化など急速な変化も相まって、新たな

課題への対応が迫られています。 

これらの課題を解決していくためには、だれもが個性と能力をい

かんなく発揮する、「男女共同参画社会」の形成が欠かせません。 

 このような状況から、国においては、平成 17（2005）年 12 月に「男女共同参画社会基本

法」に基づき、「男女共同参画基本計画（第２次）」が策定され、県では、平成 18（2006）年３

月に「広島県男女共同参画基本計画（第２次）」が制定されたところであり、本町でも誰もが

よりいきいきと暮らすことができる男女共同参画社会となるよう、各種施策を進めて参りまし

た。 

 さらに、平成 18（2006）年度からは、「熊野町男女共同参画プラン策定委員会」を設置し、

この策定委員会において行った「男女共同参画プラン策定のためのアンケート調査」に基

づき、「熊野町男女共同参画プラン策定への提言書」を頂きました。 

 このたび、この提言書の内容を基本としながら、「熊野町男女共同参画プラン」が完成いた

しました。 

 このプランは、基本目標を、「男女
と も

に描こう 虹色の未来」とし、男女が協力して、一人一人

の多彩な能力が発揮される、魅力ある未来の熊野町をつくっていくことをめざすものです。 

 今後は、このプランを着実に推進するため、町民の皆様と共に全力で取り組んでまいりた

いと考えておりますので、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、策定にあたり、貴重なご意見・ご提言を頂きました策定委員会の皆様

をはじめ、関係の方々に心より厚く御礼申し上げます。 

 

 

平成 20（2008）年２月 

 

              熊野町長  平本平本平本平本    芳之芳之芳之芳之        
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第第第第１１１１章章章章    プランプランプランプラン策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって    
 

１１１１    プランプランプランプラン策定策定策定策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

 

 熊野町は、価値観の多様化に合わせて個性を重視し、個人の尊厳や人権を尊重する社会の

創造と、誰もがいきいきと安心して暮らせる「三世代が住みよい 緑の生活創造都市」の実

現をめざしています。 

 21 世紀を迎え、少子高齢化、国際化、高度情報化など生活を取り巻く社会環境の変化と

共に私たちの価値観も多様化し、世の中は大きく変わろうとしています。 

 人間らしい豊かな生活は、働くことと家庭生活・地域生活をバランスよく営むことにより

可能となります。そのためには、性別役割分担意識を取り去り、ライフスタイルを見直し、

女性も男性も夢と輝きを持っていきいきと暮らせる男女共同参画社会の実現が必要です。 

 誰もが性別役割分担意識から解放され、男女が人間として一人一人自立し、互いにその人

権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別に関わりなくその個人の能力を充分に発揮でき

る男女共同参画社会の実現をめざして努力していくことが必要です。 

 わが国では、平成 11（1999）年６月に「男女共同参画社会基本法」が施行され、これ

に基づく「男女共同参画基本計画」が平成 12（2000）年 12 月に、さらに「男女共同参

画基本計画（第２次）」が平成 17（2005）年 12 月に閣議決定されました。 

 広島県においては、平成 13（2001）年 12 月に「広島県男女共同参画推進条例」を制

定し、これに基づく「広島県男女共同参画基本計画」が平成 15（2003）年２月に、さら

に「広島県男女共同参画基本計画（第２次）」が平成 18（2006）年３月に策定され、男女

共同参画社会の実現に向けた施策が展開されています。 

 「熊野町男女共同参画プラン」は、このような状況を踏まえ、熊野町がめざす姿の実現に

向け、熊野町の男女共同参画のまちづくりを総合的・計画的に進めていくために策定したも

のです。 

 

 

２２２２    プランプランプランプランのののの位置付位置付位置付位置付けけけけ    

このプランは、男女共同参画社会基本法第 14 条第３項に規定される「市町村男女共同参

画計画」です。 

 プランの策定にあたっては、国の「男女共同参画基本計画（第２次）」、県の「広島県男女

共同参画基本計画（第２次）」を踏まえると共に、「第４次熊野町総合基本計画」をはじめと

する町の関連計画との整合性を図っています。 
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３３３３    プランプランプランプランのののの期間期間期間期間    

 このプランの期間は、平成 20（2008）年度から平成 24（2012）年度までの５年間と

します。 

 

 

４４４４    プランプランプランプランのののの策定体制策定体制策定体制策定体制    

 このプランの策定にあたっては、平成 17（2005）年度に「熊野町男女共同参画プラン

策定モニター会議」を、平成 18（2006）年度に「熊野町男女共同参画プラン策定委員会」

を開催しました。策定委員会ではアンケート方式による住民意識調査（以下「アンケート調

査」という）等を行い、プラン策定に向けた現状と課題を検討し、「男女共同参画プラン策定

への提言書」がまとめられました。 

これを受け、平成 19（2007）年に、庁内各部署が提言書の内容を踏まえながら、男女

共同参画のまちづくりに必要な施策について総合的に検討を重ね、平成 24（2012）年度

までに実現していく施策をプランとしてまとめました。 

 

＜アンケート調査の実施概要＞ 

実施時期 平成 18（2006）年８月 11 日～10 月 16 日 

配布対象 町内事業所従業員、公民館・体育館の利用者 

幼稚園・保育所・小学校・中学校の児童・生徒の保護者 

回答総数 2,200 人（うち男性 515 人、女性 1,681 人、未記入４人） 

 

＜男女共同参画プラン策定への提言書 概要＞ 

視点 提言 

１ 男女共同参画社会づく

りに向けた意識啓発 

１ 行政の男女共同参画施策の取り組み 

２ 家庭・地域・企業等への男女共同参画の促進 

３ 男女共同参画の視点に立つ家庭教育、学校教育、社会教育の推進 

２ 政策・方針決定過程へ

の男女共同参画の促進 

１ 政策・方針決定の場への女性の参画促進 

２ 地域おこし、まちづくり 

３ 職場、家庭、地域にお

いて男女が多様な生き方

を選択できる環境づくり 

１ 自立の意識の確立をめざして 

２ 子育てしやすい環境づくり 

３ 高齢者の主体的生活を支える条件整備 

４ 社会的支援を必要とする女性（男性）のための支援 

５ 育児期の男性の働き方の見直し 

４ 女性の人権が守られ、

男女共に主体的に生きる

権利の確保 

１ 生涯を通じた健康づくり 

２ 女性に対する暴力の根絶と相談窓口の充実 

３ 安心して暮らせるための条件整備 

４ 防災の町づくり 
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第第第第２２２２章章章章    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる熊野町熊野町熊野町熊野町のののの現状現状現状現状    
 

１１１１    人口及人口及人口及人口及びびびび世帯世帯世帯世帯のののの状況状況状況状況    

 

（（（（１１１１））））人口人口人口人口 

緩やかに減少していた熊野町の人口は、平成 12（2000）年には一時増加したものの、

平成 17（2005）年には再び減少に転じています。 

年齢３区分人口の比率をみると、昭和 60（1985）年から平成 17（2005）年の間に

15 歳未満の年少人口が 10.3 ポイント、15～64 歳の生産年齢人口が 0.8 ポイント減少

しているのに対し、老年人口は 11.1 ポイント増加しており、少子高齢化が進んでいます。 
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25.0

19.0

15.2

14.5

14.7

66.0

70.3

71.9

70.0

65.2

9.0

10.7

12.9

15.5

20.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和60（1985）年

平成２（1990）年

平成７（1995）年

平成12（2000)年

平成17（2005）年

15歳未満

15～64歳

65歳以上
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（（（（２２２２））））世帯世帯世帯世帯 

平成 17（2005）年の世帯の状況をみると、世帯総数に占める単独世帯（ひとり暮ら

し）の割合が 16.7％となっています。また、未婚の 20 歳未満の子どもと親で構成され

る母子世帯・父子世帯の割合が合わせて 2.1％となっています。 

 

■世帯の状況 単位：世帯、％

区分 世帯数 
世帯総数に

占める割合 

一般世帯総数        9,207 ‐ 

  親族世帯      7,643 83.0 

    核家族世帯    6,774 73.6 

      母子世帯    165 1.8 

      父子世帯     25 0.3 

    その他の親族世帯 869 0.3 

  非親族世帯      26 9.4 

  単独世帯      1,538 16.7 

１世帯あたり人員 

（一般世帯の世帯人員 24,944 人／一般世帯総数 9,207 世帯） 
2.71 人

※一般世帯とは、施設等の世帯（寮に住む学生や病院に入院している人などからなる世帯）を除く世帯

をさす。このため、一般世帯の世帯人員は総人口とは異なる。 

資料:平成 17（2005）年国勢調査 

 

２２２２    就業就業就業就業のののの状況状況状況状況    

熊野町の就業率は、平成 17（2005）年では男性 75.1％、女性 50.2％となっています。

広島県の就業率と比較すると、男性で2.7ポイント、女性で1.8ポイント高くなっています。 

また、就業者総数のうち、57.5％が男性、42.5％が女性となっています。 

 なお、熊野町は、全国シェアの 80％を占める毛筆の一大生産地であり、筆産業の従事者

が人口の約１割（約 2,500 人）ほどになります。筆づくりはほぼ手仕事であるため、小規

模の事業所を家族ぐるみで経営しているケースも多くみられます。 

 

■就業者数と就業率  単位：上段 人、中・下段 ％ 

区分 熊野町 広島県 

15 歳以上人口     21,421 2,459,394 

就業者数 13,285 1,471,357 

就業率 62.0 59.8 

15 歳以上人口   10,173 1,174,971 

就業者数 7,635 850,100 

就業率 75.1 72.4 
男性 

就業者総数に占める率 57.5 57.8 

15 歳以上人口   11,248 1,284,423 

就業者数 5,650 621,257 

就業率 50.2 48.4 
女性 

就業者総数に占める率 42.5 42.2 

資料：平成 17（2005）年国勢調査 
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女性の就業率を年齢階級別にみると、20 歳代前半と 40 歳代後半でピークを迎えるＭ字

型曲線を示しています。 

広島県の就業率と比較すると、ほとんどの年代で熊野町の就業率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３    町民町民町民町民のののの意識意識意識意識        

 

アンケート調査では、「男女共同参画社会」という言葉と意味について、「まったく知らな

い」と答えた人が半数近くにのぼりました。 

しかし、「男は仕事、女は家庭」という考え方については、「そう思わない」が半数を超え、

「そう思う」は１割弱となっています。 

ところが、男女平等の実現度合いについては、まだまだ「あまり平等でない」「平等でない」

と考えられている分野が多くあることがわかりました。 

特に“社会通念やしきたり”“政治の場”においては、男女とも「平等である」「ある程度

平等である」とする割合より「あまり平等でない」「平等でない」とする割合が高くなってい

ます。 

また、男女間での差もみられ、特に“家庭生活”“政治の場”“法律や制度上”について「あ

まり平等でない」「平等でない」とする割合は男性より女性が 10 ポイント以上高くなってい

ます。 

  

女性の年齢階級別就業率
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84歳     

85歳
以上    

熊野町 広島県

資料：平成17(2005)年国勢調査

（％）
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男女平等が現在どの程度実現されていると思いますか。 

 

20.2

10.3

12.7

36.7

20.2

24.1

15.0

9.9

9.1

8.4

14.9

6.0

41.4

33.4

35.2

32.4

41.9

39.7

28.3

25.2

25.9

33.0

21.5

24.2

29.3

20.5

22.6

24.3

14.0

16.4

16.1

7.5

18.1

24.8

23.2

4.1

6.9

6.2

27.4

22.1

23.4

26.4

28.3

27.9

19.8

25.6

24.2

23.7

25.6

25.1

30.7

25.3

26.6

7.2

19.0

16.2

3.1

3.0

3.1

12.4

18.8

17.3

10.9

17.2

15.7

9.5

19.8

17.4

15.7

25.9

23.6

29.9

45.2

41.6

5.6

6.2

6.1

5.8

6.8

6.6

8.9

12.9

12.0

6.6

10.2

9.4

6.2

9.0

8.3

7.8

7.3

7.4

8.8

13.2

12.1

2.9

9.5

7.9

4.9

10.5

9.1

5.8

12.2

10.7

7.4

14.9

13.1

5.0

8.0

7.3

4.8

9.3

8.6

8.7

8.2

9.2

9.0

6.8

7.1

7.0

7.4

7.3

7.3

7.8

7.4

7.5

6.6

7.0

6.9

2.5

4.4

21.6

4.1

8.4

2.4

2.7

3.2

3.9

4.8

5.9

6.8

6.11.9

2.0

1.5

4.7

4.6

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

（１）家庭生活では(男）

（女）

（計）

（２）学校教育では(男）

（女）

（計）

（３）職場では(男）

（女）

（計）

（４）地域社会では(男）

（女）

（計）

（５）法律や制度上では(男）

（女）

（計）

（６）政治の場では(男）

（女）

（計）

（７）社会通念、しきたりでは(男）

（女）

（計）

平等である ある程度平等である あまり平等でない 平等でない

どちらともいえない わからない 無回答

＜単数回答＞
サンプル数

男　515　女　1,681　計　2,196
（性別記入分のみ集計）

そう思う
8.9%

そう思わ
ない
55.6%

どちらとも
いえない

35.1%

無回答
0.4%

＜単数回答＞
サンプル数　2,200

「男は仕事・女は家庭」という考え方が
ありますがあなたはどう思いますか。

無回答
0.8%

まったく
知らない

46.0%

言葉も
意味も
知ってい

る
23.4%

言葉だけ
知ってい

る
29.8%

＜単数回答＞
サンプル数　2,200

「男女共同参画社会」という
言葉と意味をご存じですか。



 

10 

男女男女男女男女
と も

にににに描描描描こうこうこうこう    虹色虹色虹色虹色のののの未来未来未来未来  
 

男女が協力して、一人一人の多彩な能力が発揮される魅力

ある未来の熊野町をつくっていくことをめざします。 

第第第第３３３３章章章章    基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    
 

１１１１    基本目標基本目標基本目標基本目標    

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、社会のあらゆる分野の活動に

参画する機会が確保され、また、男女が均等に様々な利益を受けたり、責任を担う社会のこ

とをいいます。つまり、男女共同参画社会は、誰もが個人として自由な選択ができる社会で

あり、一人一人の能力がより発揮されやすい社会と考えることができます。 

熊野町は、「三世代が住みよい 緑の生活創造都市」を基本理念としてまちづくりを進めて

いますが、このように一人一人の能力がのびのびと生かされるようになり、男女が協力し合

ってこそ、三世代が住み続けたいと感じられる魅力あるまちになると考えられます。 

このことから、このプランの基本目標を次のように定めます。 
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２２２２    基本数値目標基本数値目標基本数値目標基本数値目標    

基本目標の達成に向け、次の３点を平成 24（2012）年度における基本的な数値目標と

して定め、施策の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３    基本的基本的基本的基本的なななな視点視点視点視点    

基本目標の達成に向け、次の４つの視点から施策を推進します。 

 

 

（（（（１１１１））））男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発    

（（（（２２２２））））政策政策政策政策・・・・方針決定過程方針決定過程方針決定過程方針決定過程へのへのへのへの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの促進促進促進促進    

（（（（３３３３））））職場職場職場職場、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて男女男女男女男女がががが多様多様多様多様なななな生生生生きききき方方方方をををを選択選択選択選択できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

（（（（４４４４））））女性女性女性女性のののの人権人権人権人権がががが守守守守られられられられ、、、、男女共男女共男女共男女共にににに主体的主体的主体的主体的にににに生生生生きるきるきるきる権利権利権利権利のののの確保確保確保確保 

 

◆◆◆◆男女平等男女平等男女平等男女平等がががが実現実現実現実現されているとされているとされているとされていると思思思思うううう人人人人のののの割合割合割合割合    
 

現 状 
    

平成 18（2006）年度アンケート調査結果（ｐ９）
＜＜＜＜７７７７項目項目項目項目それぞれでそれぞれでそれぞれでそれぞれで「「「「平等平等平等平等であるであるであるである」」」」またはまたはまたはまたは「「「「あるあるあるある程度平等程度平等程度平等程度平等であであであであ

るるるる」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人のののの割合割合割合割合のののの合計合計合計合計＞＞＞＞  

平成 24（2012）年度 

    

各項目各項目各項目各項目でででで 10.010.010.010.0％％％％以上増加以上増加以上増加以上増加 

◆◆◆◆「「「「男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉とそのとそのとそのとその意味意味意味意味をををを知知知知っているっているっているっている人人人人のののの割合割合割合割合    

    
 

現 状 
    

平成 18（2006）年度アンケート調査結果（ｐ９）

23.423.423.423.4％％％％ 

平成 24（2012）年度 

    

46.046.046.046.0％％％％以上以上以上以上     

◆◆◆◆審議会委員等審議会委員等審議会委員等審議会委員等のうちのうちのうちのうち女性委員女性委員女性委員女性委員のののの占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合    
 

現 状 
    

平成 18（2006）年４月１日現在 

22.322.322.322.3％％％％ 

平成 24（2012）年度 

    

30.030.030.030.0％％％％以上以上以上以上 
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４４４４    施策施策施策施策のののの体系体系体系体系    

 

基本目標基本目標基本目標基本目標：：：：男女男女男女男女
と も

にににに描描描描こうこうこうこう    虹色虹色虹色虹色のののの未来未来未来未来    

    

視点 施策の方向 施策 

①広報・啓発活動の充実 

②町民の取組への支援 

（１） 

意識の改革と慣行の見直

しの促進 ③情報の収集・提供の推進 

①男女平等を推進する教育の充実 

１ 

男女共同参画社会

づくりに向けた意識

啓発 （２） 

教育・学習機会の充実 ②多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実 

 

①町の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

②企業、関係機関・団体等の取組の促進 

２ 

政策・方針決定過

程への男女共同参

画の促進 

（３） 

政策・方針決定の場への

女性の参画促進 ③女性の人材に関する情報の収集・提供 

 

①男女の均等な機会と待遇の確保 

②母性健康管理対策の推進 

③女性の再就職に向けた支援 

④多様な働き方の促進 

（４） 

働く場における男女共同

参画の推進 

⑤自営業における男女共同参画の促進 

①仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し 

②子育て支援の推進 

（５） 

ワーク・ライフ・バランスの

推進 ③家庭・地域社会における男女共同参画の促進 

①高齢者の自立した生活の支援 

②障害者の自立した生活の支援 

３ 

職場、家庭、地域

において男女が多

様な生き方を選択

できる環境づくり 

（６） 

自立的な生活に向けた支援

③自立を容易にする社会基盤の整備 

 

①性差を踏まえた健康支援 

②妊娠・出産等に関する健康支援 

（７） 

性差を踏まえた健康支援 

③健康をおびやかす問題への対策の推進 

①暴力の予防と根絶のための基盤づくり 

４ 

女性の人権が守ら

れ、男女共に主体的

に生きる権利の確保 （８） 

男女間の暴力の根絶 ②被害者に対する支援・救済体制の充実 

 



 

第４章 施策の展開 
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第第第第４４４４章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    
 

１１１１    男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発    

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 

 

 男女共同参画社会の実現の大きな障害の一つは、人々の意識の中に長い時間をかけて作り

上げられてきた性別に基づく固定的な役割分担意識です。このような意識は時代と共に変わ

りつつあるものの、いまだに根強く残っています。 

アンケート調査では、意識の面では「男は仕事、女は家庭」という考え方について「そう

思う」が 8.9％、「そう思わない」が 55.6％、「どちらともいえない」が 35.1％で先進的で

ある状況がうかがえました。 

しかし、「家事の分担」をみると、「炊事」は 74.9％、「配膳や片付け」は 64.1％、「洗濯」

は 76.3％、「掃除」は 64.9％と大部分が女性主体となっています（p18 参照）。また、女

性が仕事を持ち続ける上で大きな障害になっているものとして最も多かった回答は「家事・

育児との両立が難しい」で、女性の 76.0％がこのように答えています（p20 参照）。 

一方、男女が共に協力し合いより良い社会を築くために必要なこととしては、男女共に「男

女の役割分担についての社会通念や慣習を改善する」「男女の平等についてお互い理解し協力

する」をあげる割合が高くなっています。 

 これらのことから、男女共同参画社会をつくっていくためには、男女共同参画に関する認

識を深め、定着させるための取組を積極的に推進することが重要といえます。 

 

＜アンケート調査より①＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.0

24.1

27.4

21.6

24.7

44.1

29.7

30.7

27.6

22.1
2.9

51.3

23.7

18.4

25.2

1.9

51.0

19.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

男女の役割分担についての社会通念や
慣習を改善する

人間尊重の考え方へと意識改革をはかる

男女の平等についてお互い理解し協力する

就職・昇進・賃金など職業上の不平等を無くす

子どもの時から男女平等を教育する

男女が共に自立する

国や地方地自体等が女性の地位向上の
ための条件を整備する

男女が共に政策や方針決定の場に参画する

その他

男 女
男女が共に協力し合い、より良い社会を築くためには、
今後どのようなことが必要だと思われますか。

＜複数回答＞
サンプル数

男　515　女　1,681

(%)
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施策施策施策施策のののの方向方向方向方向とととと内容内容内容内容 

（（（（１１１１））））意識意識意識意識のののの改革改革改革改革とととと慣行慣行慣行慣行のののの見直見直見直見直しのしのしのしの促進促進促進促進 

 

①広報・啓発活動の充実 
    

内容 担当 

○ 男女共同参画に関する法律・制度等や男女共同参画社会の形成に向

けた各団体・機関の取組等を、関係団体・機関と連携しながら町広

報や講演会等の開催を通じわかりやすく周知するよう努めます。 

○ 特に、男女共同参画社会を形成することの男性にとっての意義と責

任や、男性の地域・家庭における活動の促進を重視した広報・啓発

を進めます。 

○ 男女共同参画を進めるための環境整備について、住民や企業等にと

ってわかりやすいガイドラインを作成することを検討します。 

○ 町刊行物の制作にあたっては、人権や男女共同参画の視点を踏まえ

た表記を徹底します。 

総務課 

生涯学習課 

 

②町民の取組への支援 
    

内容 担当 

○ 男女共同参画社会の形成に向けて自主的・主体的な活動をする団体

等に対する支援に努めます。 

○ 町民の国際交流活動や平和活動への支援に努めます。 

地域振興課 

生涯学習課 

 

③情報の収集・提供の推進 
    

内容 担当 

○ 男女共同参画に関するあらゆる情報や資料の収集に努めます。 生涯学習課 
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（（（（２２２２））））教育教育教育教育・・・・学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実 

 

①男女平等を推進する教育の充実 
    

内容 担当 

乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期からのからのからのからの学習学習学習学習のののの推進推進推進推進    

○ 保育所（園）や幼稚園において、男女が特性を認め合い、人間とし

て平等に接する男女平等教育と、そのための環境整備を進めます。

○ 保護者に男女平等教育の促進と育児環境への配慮を働きかけます。

福祉課 

学校教育課 

学校教育学校教育学校教育学校教育におけるにおけるにおけるにおける意識醸成意識醸成意識醸成意識醸成とととと環境整備環境整備環境整備環境整備    

○ 学校教育においては、様々な場で、男女の固定的な役割分担意識が

形成されることのないよう指導を行います。 

○ 教職員が男女共同参画の理念を理解し、意識を高めることができる

よう、研修等への参加を促進します。 

○ PTA 活動における男女共同参画を推進します。 

学校教育課 

生涯学習課 

社会教育社会教育社会教育社会教育のののの推進推進推進推進    

○ 男女共同参画への理解を深める多様な学習機会を提供します。 

○ 特に、高齢者には固定的な役割分担意識が比較的強く残っている傾

向があり、そのことが家事・育児・介護等に大きな影響を持つこと

から、各種広報媒体や高齢者の社会活動の機会等を捉え、男女共同

参画意識を醸成する啓発活動に努めます。 

○ 国際社会の動向への理解を深めるための学習機会を充実します。 

生涯学習課 

    

②多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実 
    

内容 担当 

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの推進推進推進推進    

○ 多様な分野について、誰もがどこでも、また生涯のいつでも学ぶこ

とができる環境づくりを進めます。 

○ 特に、妊娠・出産等を経た女性の再就職等を視野に入れ、女性をエ

ンパワーメント*する学習の機会や情報の提供の充実に努めます。 

○ 男女共同参画社会をコンセプトにした学習講座を開催します。 

生涯学習課 

進路進路進路進路・・・・就職指導就職指導就職指導就職指導のののの充実充実充実充実    

○ 小・中学校におけるキャリア教育の充実を図ります。 
学校教育課 

                                        
* エンパワーメントエンパワーメントエンパワーメントエンパワーメント：経済力や方針決定能力、自己決定力などの「力を付ける」こと。 
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２２２２    政策政策政策政策・・・・方針決定過程方針決定過程方針決定過程方針決定過程へのへのへのへの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの促進促進促進促進    

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 

 

 男女共同参画社会の形成にあたっては、女性の政策・方針決定過程への参画を推進するこ

とが極めて重要です。また、民主主義社会においては、構成員の意思を平等に反映できる制

度とその運用が必要です。また、21 世紀に必要な社会のあらゆる領域での多様性を確保し

ていくためにも、政策・方針決定を男女共同参画で進めることが必要です。男女共同参画社

会基本法では、男女共同参画社会の形成についての基本理念の一つとして、「政策等の立案及

び決定への共同参画」を掲げています。 

 しかし、熊野町の政策・方針決定過程への女性の参画状況をみると、女性の町議会議員の

割合は 10％、審議会委員の割合は 3.6％で、低い状況といえます。ジェンダー・エンパワ

メント指数*の値も、県内において低位で推移しています。 

男女が共に充分なコミュニケーションをとりながら政策・方針の決定を行っていくことが

住みよいまちづくりにつながると考え、委員会や審議会における女性の登用を進めると共に、

町における女性職員の採用・登用・職域拡大及び能力開発に積極的に取り組むことが必要で

す。また、企業や各種団体などにおける方針決定の場への女性の参画を促進することも必要

です。 

 

＜アンケート調査より②＞ 

 

 

 

                                        
* ジェンダージェンダージェンダージェンダー・・・・エンパワーメントエンパワーメントエンパワーメントエンパワーメント指数指数指数指数：女性が政治及び経済活動に参加し、意志決定に参加でき

るかどうかを測るもの。具体的には、国会議員に占める女性の割合、専門職・技術職に占める女

性の割合、管理職に占める女性の割合及び男女の推定勤労所得を用いて算出する。 

 

26.8

42.7

46.8

4.5

32.6

32.8

42.6

51.9

12.6

2.2

10.1

17.3

23.7

46.4

23.7

39.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

行政に関心ある女性が少ないから

女性が行政に関わることに対する世間の
抵抗が強いから

女性が行政に向かないと一般的に思われて
いるから

家事や育児に支障をきたすので行政的活動に
関われないから

社会的地位が低いため認められる機会が少ない

行政が女性を登用しようとする意思が低いから

能力のある女性が少ないから

その他

男 女
一般的に、国内においては行政の審議会、委員等への女性委員の
登録率は、男性より少ないですが、それはどうしてだと思いますか。

＜複数回答＞
サンプル数

男　515　女　1,681

(%)
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施策施策施策施策のののの方向方向方向方向とととと内容内容内容内容 

（（（（３３３３））））政策政策政策政策・・・・方針決定方針決定方針決定方針決定のののの場場場場へのへのへのへの女性女性女性女性のののの参画促進参画促進参画促進参画促進 

 

①町の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 
    

内容 担当 

審議会等委員審議会等委員審議会等委員審議会等委員へのへのへのへの女性女性女性女性のののの参画参画参画参画のののの促進促進促進促進    

○ 審議会等委員選出の対象となりやすい民間団体に、女性の役員職へ

の登用を働きかけます。    

○ 幅広い専門分野や受益者・消費者等の立場からの委員登用を検討

し、女性委員の割合を高めるよう努めます。    

総務課 

女性町職員女性町職員女性町職員女性町職員のののの積極的積極的積極的積極的なななな採用採用採用採用・・・・登用登用登用登用 

○ 町職員への男女のバランスがとれた採用を進めます。 

○ 女性の職域の拡大、能力開発、管理職への登用に積極的に取り組み

ます。 

総務課 

 

②企業、各種機関・団体等の取組の促進 
    

内容 担当 

○ あらゆる機会を通じて、企業や各種機関・団体等に企画・立案や方

針決定の場や指導的立場への女性の登用について協力を要請する

と共に、社会的機運の醸成を図ります。 

○ 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）に関する情報提供を行

い、協力を要請します。 

地域振興課 

 

③女性の人材に関する情報の収集・提供 
    

内容 担当 

○ 社会福祉協議会のボランティアセンター等と連携し、個人情報保護

に留意しながら女性の人材に関する情報の収集・提供に努めます。
生涯学習課 
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３３３３    職場職場職場職場、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて男女男女男女男女がががが多様多様多様多様なななな生生生生きききき方方方方をををを選択選択選択選択できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 

 

 男女が共に社会のあらゆる活動に参画していくためには、仕事、家庭、地域の活動にバラ

ンスよく参画できる環境づくりが重要です。男女共同参画社会基本法でも、男女共同参画社

会の形成についての基本理念の一つとして、「家庭生活における活動と他の活動の両立」が掲

げられています。 

 少子高齢化・国際化・情報化等が進展する中で、仕事と育児や家庭の介護を両立できるよ

うにすること、男女が安心して子どもを産み育て、家族としての責任を果たすことができる

社会を形成していくことは、経済の持続可能な発展のためにも重要です。 

 男女一人一人の生き方が多様化する中で、男性も女性も家族としての責任を担い、また社

会がこれを支援していくことが重要です。特に男性については従来の職場中心のライフスタ

イルから職場・家庭・地域のバランスのとれたライフスタイルへの転換を支援していくこと

が求められています。 

このため、仕事と家庭生活の両立支援を進め、働き方の見直しを大幅に進めると共に、家

庭、地域社会における男女共同参画を進め、男女が共に職業生活と家庭生活、地域生活等を

両立することができる基盤を整備していくことが必要です。また、誰もができる限り自立し

た暮らしを送れるような基盤を整備していくことが必要です。 

 

＜アンケート調査より③＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.9

64.1

76.3

64.9

13.5

57.9

22.2

52.6

32.3

14.4

21.1

10.8

18.8

26.6

33.2

26.5

14.8

14.6

5.6

9.7

5.7

24.5

5.8

5.6

33.5 31.1

4.6

7.5

7.1

19.7

5.5

6.7

5.5

13.5

24.1

18.1

28.3

35.9

2.0

4.7

2.7

4.8
2.4

0.3

1.0

0.2

1.7

0.9

1.3

0.9

0.9

0.1

0.8

0.4

0.7

0.9

0.8

0.4

0.2

2.7

3.5
3.0

3.1

3.4

3.1

5.3

5.0

5.4

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

（１）炊事

（２）配膳や後片付けなど

（３）洗濯

（４）掃除

（５）家計の整理

（６）食料品等の買い物

（７）子どもの教育、しつけ

（８）乳幼児の世話

（９）PTAなどへの出席

（１０）病人や高齢者の介護

ほとんど妻がする 妻が主で夫が協力 あまり平等でない 夫が主で妻が協力

ほとんど夫がする その他 未記入

＜単数回答＞
サンプル数　2,196（性別記入分のみ集計）

あなたの家庭では、どのように分担されていますか。
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19.7

32.8

10.5

34.7

21.9

17.3

28.7

38.4

28.5

26.3

38.6

17.9

22.6

30.1

17.9

10.0

46.3

34.8

44.4

39.9

47.3

45.8

45.8

43.6

7.5

7.6

8.0

6.8

8.2

6.5

6.1

5.5

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

地域の会合（冠婚葬祭含む）への出席は男性が多い

地域の役員はほとんど男性である

地域の中で女性が発言すると嫌われる

会合の席順は男性が上席である

会合のとき男性は会議、女性は接待と役割が
分けられている

女児より男児の出生が喜ばれる

地域の作業の参加は女性より男性の評価が高い

地域の福祉活動に男性参加が少ない

はい いいえ どちらともいえない 無回答

＜単数回答＞
サンプル数　2,196（性別記入分のみ集計）

あなたの地域では、次のようなことがありますか。

22.3

11.3

10.3

5.0

10.7

11.8

5.6

18.6

8.7

5.2

35.7

1.6

17.7

20.9

8.0

12.6

5.4

9.5

17.3

10.5

17.1

6.4

7.4

27.2

1.7

28.9

20.6

5.6

10.0

7.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

男性に比べ女性の採用が少ない

同期、同年齢で入社した男性との間に
賃金や昇給の差がある

男性に比べて女性の昇進が遅い、または
昇進は望めない

教育・訓練の内容で男女の差がある、または
女性に訓練の機会が与えられていない

セクシャルハラスメント（性的いやがらせ）がある

女性が結婚や出産を機に退職する慣習がある、 
または女性が居づらい雰囲気がある

女性が長く就労することを歓迎しない雰囲気がある

女性につけないポストや職種、 または
女性だけの部署がある

女性のみにコピー・お茶くみ・掃除などが期待される

短期契約（1年更新の嘱託契約など）等
女性に不安定な雇用形態がある

職場の雰囲気で育児休暇・介護休暇が取りにくい

企画会議などの意思決定の場に女性が
参加できない傾向がある

女性は補助的な仕事しかさせてもらえない

特に男女差別は無い

その他

男 女
職業（自営業・パートなども含む）についておられる方におたずねします。
あなたの職場では、次のどのようなことがありますか。

＜複数回答＞
サンプル数

男　211　女　200

(%)
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39.8

6.8

20.6

35.3

12.0

19.4

2.9

29.7

43.9

3.4

23.7

39.7

14.7

11.7

2.7

77.3

16.9

11.3

76.0

11.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

家事・育児との両立が難しい

家族の理解や協力が得にくい

職場の労働条件(育児休業制度・介護休業制度
等)が整っていない

職場が女性に責任ある仕事をまかせない

職場が結婚・出産した女性を嫌う傾向がある

男性に比べて賃金低く、職種も限られている

保育施設の数や保育内容が充分で無い

家庭に高齢者や病人の介護がある

女性自身の職業に対する自覚が不足している

その他

男 女
女性が仕事を持ったり、また持ち続けていく上で大きな障害となっている
は、どのようなことだと思いますか。

＜複数回答＞
サンプル数

男　515　女1,681

(%)

12.1

39.8

9.7

5.6

3.7

9.9

6.1

5.8

5.8

21.2

8.3

45.4

2.8

23.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

女性は家事・育児に専念し、
職業を持たない方が良い

結婚するまで職業を持つ方が良い

子どもができるまで職業を持つ方が良い

出産・育児期間は、一時休職し、育児を
終えたら再び職業を持つ方が良い

結婚・出産にかかわらず職業を
持ち続けるほうが良い

その他

無回答

男 女
女性が職業を持つことについてどう思いますか。

＜単数回答＞
サンプル数

男　515　女　1,681

(%)
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施策施策施策施策のののの方向方向方向方向とととと内容内容内容内容 

（（（（４４４４））））働働働働くくくく場場場場におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進 

 

①男女の均等な機会と待遇の確保 
    

内容 担当 

関係法令等関係法令等関係法令等関係法令等のののの周知啓発周知啓発周知啓発周知啓発 

○ 特に事業主を対象として、男女雇用機会均等法等の関係法令や制度

の周知に努めます。 

総務課 

地域振興課 

企企企企業業業業におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のののの能力発揮能力発揮能力発揮能力発揮のためののためののためののための積極的改善措置積極的改善措置積極的改善措置積極的改善措置のののの推進推進推進推進    

○ 女性の積極的登用を図るため、幅広い職務経験機会の付与や教育訓

練の実施など積極的改善措置（ポジティブ・アクション）が図られ

るよう啓発に努めます。    

地域振興課 

 

②母性健康管理対策の推進 
    

内容 担当 

○ 労働基準法や男女雇用機会均等法に基づく女性労働者の母性保護

及び母性健康管理について、関係機関と連携しながら周知徹底に努

めます。 

地域振興課 

健康課 

 

③女性の再就職に向けた支援 
    

内容 担当 

○ 出産・育児等の理由で退職した女性の再就職を支援するため、再就

職セミナー等の周知をはじめとして、就業に関する相談・情報提供

などの充実を図ります。 

○ 女性の再就職の機会確保のため、事業主に対する再雇用制度の普

及・啓発を行うと共に、その活用を促進します。 

地域振興課 

生涯学習課 
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④多様な働き方の促進 
    

内容 担当 

多様多様多様多様なななな就業就業就業就業ニーズニーズニーズニーズをををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境のののの整備整備整備整備    

○ パートタイム労働法や労働者派遣法の普及啓発に努めます。 

○ 企業に対して完全週休２日制の普及促進、フレックスタイム制の導

入、子育て期間限定の労働時間短縮制など、弾力的な勤務形態の導

入を働きかけます。 

○ 短時間勤務や隔日勤務など、働き方の選択肢を広げる「多様就業型

ワークシェアリング*」への取組を促進します。 

地域振興課 

雇用以外雇用以外雇用以外雇用以外のののの就業環境就業環境就業環境就業環境のののの整備整備整備整備    

○ 女性の起業や経営活動への参画に向けた取組を支援します。 
地域振興課 

 

⑤自営業における男女共同参画の促進 
    

内容 担当 

○ 方針の立案及び決定過程へ女性の参画が進むよう啓発に努めます。 

○ 女性が家族従業者として果たしている役割が正当に評価されるよ

う啓発に努めます。 

○ 家族経営協定†の普及に努めます。 

地域振興課 

 

                                        
*多様就業型多様就業型多様就業型多様就業型ワークシェアリングワークシェアリングワークシェアリングワークシェアリング：ワークシェアリングとは、雇用の維持・創出を図ることを目

的として労働時間の短縮を行うものであり、雇用・賃金・労働時間の適切な配分をめざすもので

す。目的により雇用維持型（緊急避難型）・雇用維持型（中高年対策型）・雇用創出型・多様就業

型に分けられます。多様就業型ワークシェアリングは、勤務の仕方を多様化し、女性や高齢者を

はじめとして、より多くの人に雇用機会を与えることを目的としたものです。 
† 家族経営協定家族経営協定家族経営協定家族経営協定：農業経営を担っている世帯員相互間のルールを文書にして取り決めたもの。家

族経営が中心の日本の農業が魅力ある職業となり、男女を問わず意欲を持って取り組めるように

するためには経営において家族一人一人の役割と責任が明確となり、それぞれの意欲と能力が十

分に発揮できる環境づくりが必要という考え方に基づきます。 
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（（（（５５５５））））ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス*のののの推進推進推進推進 

 

①仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し 
    

内容 担当 

○ 仕事と家庭の両立に関する意識啓発や、男女の働き方の見直し、固

定的な役割分担意識の見直しを進めるための意識啓発を進めます。

○ 育児休業制度・介護休業制度の周知を図ると共に、制度を利用しや

すい環境づくりについて協力を求めていきます。    

○ 仕事と子育ての両立支援に積極的な事業所（ファミリーフレンドリ

ー企業）について、イメージアップの支援を行うなど、何らかの奨

励方法を検討します。    

地域振興課 

生涯学習課 

 

②子育て支援の推進 
    

内容 担当 

多様多様多様多様ななななライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルにににに応応応応じたじたじたじた子育子育子育子育てててて支援策支援策支援策支援策のののの充実充実充実充実    

○ 特別保育事業・一時保育事業・病後児保育事業・特定保育事業・障

害児保育事業等の保育サービスを提供するほか、保育の質の向上、

施設整備、幼児教育の充実に努めます。 

○ 子育て支援センターや、子育てに関する情報提供・相談体制の充実、

子育て費用の軽減等の子育て支援事業の充実に努めます。 

福祉課 

健康課 

生涯学習課 

ひとりひとりひとりひとり親家庭等親家庭等親家庭等親家庭等にににに対対対対するするするする支援支援支援支援のののの推進推進推進推進    

○ 経済的支援を推進し、また地域の住民団体による支援を促進するほ

か、保育施設を優先的に利用できるよう図ります。 

○ 特に母子家庭の母の職業能力の開発支援に努めます。 

地域振興課 

福祉課 

生涯学習課 

 

                                        
* ワークワークワークワーク････ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス：仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動に

ついて、自らが希望するバランスで展開できる状態。 
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③家庭・地域社会における男女共同参画の促進 
    

内容 担当 

家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの促進促進促進促進    

○ 家庭内における男女の固定的な役割分担意識の解消に向けた啓発

を行います。 

○ 男性の家事・育児・介護等の技術の習得に向けた教室等の開催に努

めます。 

生涯学習課 

地域社会地域社会地域社会地域社会におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの促進促進促進促進    

○ 地域社会における各種ボランティア活動、消費者活動、環境保全活

動、防災活動、まちづくり活動、自治会活動等において、男女が共

に参加しやすい条件を整え、性別によって取組が片寄ることなく、

あらゆる活動が「地域全体」で進められるよう働きかけます。 

地域振興課 

生涯学習課 
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（（（（６６６６））））自立的自立的自立的自立的なななな生活生活生活生活にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援 

 

①高齢者の自立した生活の支援 
    

内容 担当 

○ 高齢者福祉施策と連携しながら、必要な介護サービスの利用や社会

活動への参加を促進し、高齢者の自立を支援することによって、家

庭の介護環境の改善を図ると共に、高齢期の男女が長年培ってきた

能力を十分発揮できる社会参加の機会を提供し、男女が平等な立場

で高齢期を安心して暮らせる環境を整備していきます。 

福祉課 

健康課 

生涯学習課 

 

②障害者の自立した生活の支援 
    

内容 担当 

○ 障害者を対象としたサービスの整備やバリアフリー化の推進に向

けて、障害のある男女それぞれのニーズへの対応に配慮しながら各

種施策を総合的に推進します。    

全課 

 

③自立を容易にする社会基盤の整備 
    

内容 担当 

○ ハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー化を推進します。  

○ 公共建築物・交通施設・道路・公園・町営住宅等の整備は、すべて

の人に配慮するユニバーサルデザインの視点に立って行います。    

建設課 

都市整備課 

福祉課 
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４４４４    女性女性女性女性のののの人権人権人権人権がががが守守守守られられられられ、、、、男女共男女共男女共男女共にににに主体的主体的主体的主体的にににに生生生生きるきるきるきる権利権利権利権利のののの確保確保確保確保    

 

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 

  

 一人一人が充実した人生を送っていくためには、人権が十分に尊重され、健康と安全が保

たれることが必要です。 

 しかし、国連特別総会「女性 2000 年会議」においては、男女間の力関係が平等でないこ

とや、女性の健康を守るニーズに関する男女間のコミュニケーションや理解が欠けているこ

とが原因となって、女性の健康がおびやかされていることが指摘されています。 

今後は、男女の身体的な特質についての理解を深め、それぞれについて特有の健康課題等

に適切な対応を図っていくことが必要です。 

また、暴力は性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。

暴力は、被害者に恐怖と不安を与え、活動を束縛し、生きる力さえ失わせることがあります。 

しかし、暴力の実態を直視するとき、とりわけ女性に対する暴力について早急に対応すべ

き状況にあります。 

 アンケート調査では、熊野町においても、「自分が直接経験している」が 3.4％、「身近に

夫婦間暴力を受けた当事者がいる」が 10.9％、「身近な人から相談を受けたことがある」

8.5％の合計 22.8％がこの問題を経験していることがわかりました。 

今後は特に、女性への暴力、セクシュアル・ハラスメント等は男女差別に起因している社

会問題であることを認識し、男女共同参画を推進し、女性の人権が尊重され、安心して自立

した生活ができるよう支援する体制が求められています。 

 

 

 

＜アンケート調査より④＞  

身近に夫婦間暴
力（DV）を受けた
当事者がいる

10.9%

無回答
19.5%

自分が直接
経験している

3.4%

見聞きしたことは
ない
57.7%

身近な人から相談
を受けたことがあ

る
8.5%

＜単数回答＞
サンプル数　2,200

夫婦間暴力（DV＝ドメスティックバイオレンス）
について身近に見聞きしたことがありますか。
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施策施策施策施策のののの方向方向方向方向とととと内容内容内容内容 

（（（（７７７７））））性差性差性差性差をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた健康支援健康支援健康支援健康支援 

 

①性差を踏まえた健康支援 
    

内容 担当 

○ 各ライフステージにおいて、性別に応じた健康づくり支援を行いま

す。 

○ 特に、子宮がん・乳がん・骨粗しょう症等の予防対策等も含めた成

人期・高齢期の女性の健康づくり支援を推進します。 

健康課 

 

②妊娠・出産等に関する健康支援 
    

内容 担当 

○ 妊娠・出産期における女性や子どもを対象として、母子保健医療体

制の整備や保健事業の充実を図ります。 

○ 不妊相談支援体制についての情報提供の充実を図ります。 

○ 学校等において児童生徒の発達段階を踏まえた性に関する教育を

推進します。 

健康課 

学校教育課 

 

③健康をおびやかす問題への対策の推進 
    

内容 担当 

○ 喫煙や飲酒について、その健康被害に関する正しい知識の普及に努

めます。 

○ HIV/エイズ、性感染症、薬物乱用等の防止について正しい知識の普

及に努めます。 

健康課 

学校教育課 
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（（（（８８８８））））男女間男女間男女間男女間のののの暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶 

 

①暴力の予防と根絶のための基盤づくり 
    

内容 担当 

○ 夫・パートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレンス*）、セ

クシュアル・ハラスメント等あらゆる暴力の根絶に向け、関係法令

等の周知徹底と意識啓発を推進します。 

○ 女性に対する暴力を助長する恐れのある内容の広告物や図書等の

排除など、有害環境の浄化活動を推進します。 

○ 暴力被害を防止するため、地域の防犯活動や危険箇所の点検等の活

動を支援します。 

○ 道路・建物・公園等、都市基盤の整備にあたっては、犯罪の起きに

くい構造・設備となるよう配慮します。 

生活環境課 

生涯学習課 

建設課 

都市整備課 

 

②被害者に対する支援・救済体制の充実 
    

内容 担当 

○ 暴力に関する悩みを安心して相談できる窓口の設置や、広島県子ど

も家庭センター・広島県立婦人相談所等の周知に努めます。 

○ 他市町や県、関係団体と連携し、支援・救済が必要な被害者に対し

て迅速な対応が取れる体制を整備します。 

健康課 

福祉課 

 

                                        
* ドメスティックドメスティックドメスティックドメスティック・・・・バイオレンスバイオレンスバイオレンスバイオレンス：配偶者等の関係にある者またはあった者からの身体的、精神

的、性的、経済的及び言語的な暴力のこと。 
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第第第第５５５５章章章章    プランプランプランプランのののの推進推進推進推進    
 

１１１１    推進体制推進体制推進体制推進体制のののの整備整備整備整備    

 

（（（（１１１１））））町職員町職員町職員町職員のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画へのへのへのへの意識意識意識意識のののの高揚高揚高揚高揚 

 

男女共同参画の視点に立った行政を推進するためには、町職員が男女共同参画の意識を

しっかりと持つ必要があることから、職員の研修機会を充実し、意識の高揚を図ります。 

 

（（（（２２２２））））国国国国・・・・県県県県・・・・関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携 

 

 社会情勢を把握しつつ、国・県・関係機関との連携を図りながらプランを推進します。 

 

（（（（３３３３））））町民町民町民町民とのとのとのとの協働体制協働体制協働体制協働体制づくりづくりづくりづくり 

 

町民が主体的に男女共同参画を推進していけるよう、地域の団体・グループ、企業等と

の連携を密にし、プラン内容の周知、各種情報提供の充実やネットワークづくりの支援に

努めます。また、自主的な活動を行っている各種団体等との連携を図ります。 

 

 

２２２２    相談及相談及相談及相談及びびびび苦情苦情苦情苦情へのへのへのへの対応対応対応対応    

 

性別による差別的取扱いや男女共同参画を阻害する問題についての相談や、町が実施する

施策についての苦情に関する受付窓口を設置し、関係機関と連携して適切に対応します。 

 

 

３３３３    プランプランプランプランのののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価    

 

施策の実施にあたっては、関係各課が連携して、各施策への取組状況について年度ごとに

点検・評価しながら効果的に推進します。また、その実施状況を公表し、町民の意見を取り

入れるよう努めます。
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資資資資    料料料料    
 

■■■■熊野町男女共同参画熊野町男女共同参画熊野町男女共同参画熊野町男女共同参画プランプランプランプラン策定委員会委員名簿策定委員会委員名簿策定委員会委員名簿策定委員会委員名簿    

№ 名  前 

１ 赤 川  満 子 

２ 赤 翼  剛 

３ 荒 谷  精 二 

４ 伊 藤  真 由 美 

５ 伊 藤  善 子 

６ 大 瀬 戸  宏 樹 

７ 岡  弘 子 

８ 岡 本  順 子 

９ 小 坂 田  忠 

10 梶 山  栄 江 

11 五 拾 免  康 枝 

12 尺 田  満 恵 

13 城  幸 子 

14 世 良  正 美 

15 田 浦  敦 子 

16 高 越  澄 江 

17 中 村  サ ツ エ 

18 花 木  千 尋 

19 原 田  さ ゆ り 

20 別 府  守 雄 

21 松 村  行 夫 

22 森 野  美 加 

23 山 田  み か り 

24 山 野  千 佳 子 

（50 音順） 



 

資   料 
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■■■■熊野町男女共同参画熊野町男女共同参画熊野町男女共同参画熊野町男女共同参画プランプランプランプラン策定経過策定経過策定経過策定経過    

時期 内  容 

平成 17（2005）年 ５月 ６月号広報にプラン策定モニター募集チラシを織り込む 

     ７月 29 日（金） 第１回モニター会議 ・企画する研修会についてのテーマ協議 

     ８月 25 日（木） 第２回モニター会議 ・企画する研修会について進行方法等協議 

     ９月 22 日（木） 第３回モニター会議 ・企画する研修会について講師決定・テーマ協議    

    10 月 27 日（木） 第４回モニター会議 ・テーマについて討論会及び第１回地域入門講座の開催 

    11 月 24 日（木） 第５回モニター会議 ・テーマについて討論会及び第２回地域入門講座の開催 

    12 月 15 日（木） 第６回モニター会議 ・テーマについて討論会及び第３回地域入門講座の開催 

平成 18（2006）年 

１月 26 日（木）
第７回モニター会議 ・テーマについて討論会及び第４回地域入門講座の開催 

     ２月 23 日（木） 第８回モニター会議 ・テーマについて討論会及び第５回地域入門講座の開催 

     ３月 23 日（木） 第９回モニター会議 ・１年間の研修会のまとめ 

     ３月 29 日（水）
男女共同参画講演会（人権講演会） 講師：金 香百合先生 

「男も女もみんな幸せになろう！」～21 世紀を生き抜く知恵と視点～ 

     ４月 1 日（土） 男女共同参画プラン策定委員募集（～５月 22 日（月）） 

     ６月 22 日（木）

第１回プラン策定委員会 

・これまでの取組状況について説明 

・男女共同参画プランの策定について協議の場とすることの意思確認 

・委員長及び副委員長の選任 

・住民意識調査（アンケート調査）実施方法の協議 

・アンケート調査案の検討（グループ協議） 

     ７月 27 日（木）
第２回プラン策定委員会 

・アンケート調査案の検討（グループ協議） 

     ８月 11 日（金） アンケート調査実施（～10 月 16 日（火）） 

     ８月 24 日（木）
第３回プラン策定委員会  

・男女共同参画啓発研修会 講師：広島県女性会議 吉村幸子副理事長 

    10 月 16 日（火） アンケート調査票回収・集計 

    10 月 26 日（木）
第４回プラン策定委員会 

・アンケート調査の集約について 

    11 月 30 日（木）
第５回プラン策定委員会 

・アンケート調査の報告→プラン策定に向けた現状と課題抽出について 

    12 月 ３日（木）
第６回プラン策定委員会  

・人権講演会に参加「人間の尊厳」 講師：中山恭子内閣総理大臣補佐官（拉致問題担当） 

平成 19（2007）年 

     １月 25 日（木）

第７回プラン策定委員会 

・「男女共同参画プラン策定への提言書」について  

・提言書のまとめ方について 

     ２月 22 日（木）
第８回プラン策定委員会 

・「男女共同参画プラン策定への提言書」作成について  

     ３月 26 日（月）
第９回プラン策定委員会 

・「男女共同参画プラン策定への提言書」作成  

     ４月～ 生涯学習課を事務局としてプラン素案の検討 

平成 20（2008）年 ２月 「熊野町男女共同参画プラン」策定 
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■■■■男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法 

（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

最終改正：平成十一年十二月二十二日法律第一六〇号 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付

け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要で

ある。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公

共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組

を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第一章 総則  

（目的）  

第一条  この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社

会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実

現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国

民の責務を明らかにすると共に、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進す

ることを目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。  

一  男女共同参画社会の形成 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益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをい

う。  

二  積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間

の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいず

れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

（男女の人権の尊重）  

第三条  男女共同参画社会の形成は、男女の個人として

の尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会

が確保されることその他の男女の人権が尊重されること

を旨として、行われなければならない。  

（社会における制度又は慣行についての配慮）  

第四条  男女共同参画社会の形成にあたっては、社会に

おける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立で

ない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を

阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会に

おける制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に

対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように

配慮されなければならない。  

（政策等の立案及び決定への共同参画）  

第五条  男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対

等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して

参画する機会が確保されることを旨として、行われなけれ

ばならない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第六条  男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男

女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員

としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動

を行うことができるようにすることを旨として、行われな

ければならない。  

（国際的協調）  

第七条  男女共同参画社会の形成の促進が国際社会にお

ける取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければ

ならない。  

（国の責務）  

第八条  国は、第三条から前条までに定める男女共同参

画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に

策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第九条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及

びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。  
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（国民の責務）  

第十条  国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会

のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。  

（法制上の措置等）  

第十一条  政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等）  

第十二条  政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の

形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての報告を提出しなければなら

ない。  

２  政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会

の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成

し、これを国会に提出しなければならない。  

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策  

（男女共同参画基本計画）  

第十三条  政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女

共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。  

２  男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について

定めるものとする。  

一  総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱  

二  前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項  

３  内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、

男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めな

ければならない。  

４  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があ

ったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。  

５  前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につ

いて準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等）  

第十四条  都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案し

て、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道

府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならな

い。  

２  都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。  

一  都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべ

き男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱  

二  前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項  

３  市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女

共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を

定めるように努めなければならない。  

４  都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画

又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（施策の策定等にあたっての配慮）  

第十五条  国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するにあたっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなけ

ればならない。  

（国民の理解を深めるための措置）  

第十六条  国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を

講じなければならない。  

（苦情の処理等）  

第十七条  国は、政府が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のた

めに必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男

女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵

害された場合における被害者の救済を図るために必要な

措置を講じなければならない。  

（調査研究）  

第十八条  国は、社会における制度又は慣行が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必

要な調査研究を推進するように努めるものとする。  

（国際的協調のための措置）  

第十九条  国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調

の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互

協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるよう

に努めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）  

第二十条  国は、地方公共団体が実施する男女共同参画



 

34 

社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共

同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するた

め、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努める

ものとする。  

第三章 男女共同参画会議  

（設置）  

第二十一条  内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。  

（所掌事務）  

第二十二条  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規

定する事項を処理すること。  

二  前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各

大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議す

ること。  

三  前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。  

四  政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認め

るときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述

べること。  

（組織）  

第二十三条  会議は、議長及び議員二十四人以内をもっ

て組織する。  

（議長）  

第二十四条  議長は、内閣官房長官をもって充てる。  

２  議長は、会務を総理する。  

（議員）  

第二十五条  議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一  内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理

大臣が指定する者  

二  男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する

者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２  前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総

数の十分の五未満であってはならない。  

３  第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の

議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満で

あってはならない。  

４  第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期）  

第二十六条  前条第一項第二号の議員の任期は、二年と

する。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間と

する。  

２  前条第一項第二号の議員は、再任されることができ

る。  

（資料提出の要求等）  

第二十七条  会議は、その所掌事務を遂行するために必

要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視

又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。  

２  会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要が

あると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任）  

第二十八条  この章に定めるもののほか、会議の組織及

び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令

で定める。  

附 則 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条  男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七

号）は、廃止する。  

（経過措置） 

第三条  前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会

設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定

により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項

の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続

するものとする。  

２  この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一

項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員で

ある者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規

定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。

この場合において、その任命されたものとみなされる者の

任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧

審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女

共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の

期間とする。  

３  この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一

項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長で

ある者又は同条第三項の規定により指名された委員であ

る者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第

一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条

第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員

として指名されたものとみなす。  

附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 抄  

（施行期日） 
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第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平

成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。  

二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第

二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日  

（職員の身分引継ぎ） 

第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、

外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業

省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下こ

の条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政

組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等

の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工

業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者

として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令

を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律

の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文

部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交

通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」とい

う。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この

法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこ

れに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれ

に置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの

相当の職員となるものとする。  

（別に定める経過措置） 

第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で

定める。  

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成

十三年一月六日から施行する。  
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■■■■男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする動動動動きききき    
年 国際機関等 国 広島県 

昭和20年 

（1945年）

・「国際連合憲章」採択 

・「国際連合」発足 

    

昭和21年 

（1946年）

・国連「婦人の地位委員会」発足 ・第 22 回総選挙で初の婦人参政権

行使 

・「日本国憲法」公布（11 月）、施

行（昭和22年５月） 

  

昭和22年 

（1947年）

  ・「労働基準法」公布（４月）、施行

（９月） 

  

昭和23年 

（1948年）

・「世界人権宣言」採択 

（第３回国連総会） 

    

昭和31年 

（1956年）

  ・「売春防止法」公布（５月）、施行

（昭和32年４月） 

  

昭和42年 

（1967年）

・「婦人に対する差別撤廃に関する宣

言」採択 

    

昭和47年 

（1972年）

・1975（昭和 50）年を「国際婦

人年」とすることを宣言 

（第27回国連総会） 

・「勤労婦人福祉法」公布・施行（７

月） 

  

昭和50年 

（1975年）

・国際婦人年 

・国際婦人年世界会議開催 

（メキシコシティ） 

「世界行動計画」採択 

・1976（昭和51）年から1985

（昭和 60）年までを「国連婦人

の十年」と決定 

 目標：平等、発展、平和 

 （第30回国連総会） 

 

・総理府に「婦人問題企画推進本部」、

「婦人問題担当室」設置（９月） 

・「婦人問題企画推進会議」設置（９

月） 

  

昭和51年 

（1976年）

  ・「民法」改正・施行（離婚復氏制度、

６月） 

  

昭和52年 

（1977年）

  ・「国内行動計画」策定（１月） 

・「国立婦人教育会館」（現「独立行

政法人国立女性教育会館」）開館

・「国内行動計画前期重点目標」発表

（10月） 

・女性行政の総合窓口を「民生部青

少年婦人対策室」に設置（４月）

・「婦人問題行政連絡協議会」設置（５

月） 

昭和54年 

（1979年）

・「女子に対するあらゆる形態の差別

の撤廃に関する条約」＜女子差別

撤廃条約＞採択（第 34 回国連総

会）、発効（1981（昭和56）年）

  ・「青少年婦人課」設置（「青少年婦

人対策室」改組、４月） 

・「広島県婦人対策推進会議」設置

 （７月） 

昭和55年 

（1980年）

・「国連婦人の十年」中間年世界会議

開催（コペンハーゲン） 

・「国連婦人の十年後半期行動プログ

ラム」採択 

・＜女子差別撤廃条約＞署名、批准・

発効（昭和60年） 

・推進会議「広島県の婦人の地位向

上と社会参加をすすめるための提

言」提出（４月） 

昭和56年 

（1981年）

・ＩＬＯ（国際労働機関）「家族的責

任を有する男女労働者の機会及び

待遇の均等に関する条約（第156

号）」及び「同勧告」を採択 

・「民法」改正・施行（配偶者の相続

分引上げ、１月） 

・「国内行動計画後期重点目標」策定

（５月） 

  

昭和57年 

（1982年）

    ・広島県新長期総合計画に「婦人の

地位向上と社会参加の促進」の項

目設定（３月） 
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年 国際機関等 国 広島県 

昭和60年 

（1985年） 

・「国連婦人の十年」最終年世界会議

開催（ナイロビ） 
「（西暦2000年に向けての）

婦人の地位向上のためのナイ

ロビ将来戦略」採択 

・「国籍法」改正・施行（父母両系主

義、１月） 

・「勤労婦人福祉法」を改正し、「雇

用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保等女子労働者の

福祉の増進に関する法律」＜男女

雇用機会均等法＞公布（６月）、施

行（昭和61年７月） 

・「労働者派遣事業の適正な運営の確

保及び派遣労働者の就業条件の整

備等に関する法律」＜労働者派遣

法＞公布（７月）、施行（昭和61

年７月） 

  

昭和61年 

（1986年） 

  ・「婦人問題企画推進有識者会議」設

置（「婦人問題企画推進会議」を改

組、２月） 

・「国民年金法」改正・施行（女性の

年金権の確立、４月） 

・広島県発展計画に「婦人対策の推

進」の項目設定（３月） 

・婦人総合センター基本構想発表（３

月） 

・「広島県婦人対策推進懇話会」設置

（６月） 

昭和62年 

（1987年） 

  ・「西暦 2000 年に向けての新国内

行動計画」策定（５月） 

  

昭和63年 

（1988年） 

    ・懇話会「婦人対策の推進のために

～男女共同参加型社会システムへ

の転換～」提出（２月） 

・「広島県女性プラン」策定（８月） 

・「財団法人広島県女性会議」設立（８

月） 

平成元年 

（1989年） 

    ・「青少年婦人課」に「婦人係」設置

（４月） 

・広島県婦人総合センター「エソー

ル広島」開館（４月） 

 

平成２年 

（1990年） 

・国連経済社会理事会「婦人の地位

向上のためのナイロビ将来戦略に

関する第１回見直しと評価に伴う

勧告及び結論」採択 

  ・「婦人問題行政連絡協議会」を「女

性問題行政連絡協議会」に名称変

更（４月） 

平成３年 

（1991年） 

  ・「西暦 2000 年に向けての新国内

行動計画（第一次改定）」策定（５

月） 

・「育児休業等に関する法律」<育児

休業法>公布（５月）、施行（平成

４年４月） 

 

・「青少年女性課女性係」設置（「青

少年婦人課婦人係」改組、４月） 

・「広島県女性対策推進懇話会」設置

（８月） 

平成４年 

（1992年） 

    ・懇話会「男女共同参画型社会の構

築を目指して」提言（３月） 

・「広島県女性プラン（第一次改定）」

策定（９月） 

・「女性問題行政連絡協議会」を「女

性問題行政推進協議会」に機能強

化（９月） 

平成５年 

（1993年） 

・「女性に対する暴力の撤廃に関する

宣言」採択 

・「短時間労働者の雇用管理の改善等

に関する法律」<パートタイム労働

法>公布（６月）、施行（12月）
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年 国際機関等 国 広島県 

平成６年 

（1994年）

・国際人口開発会議開催（カイロ） 

・1995（平成７）年から2004（平

成 16）までを「人権教育のため

の国連十年」と採択 

・「男女共同参画室」、「男女共同参画

審議会」（政令）設置（「婦人問題

担当室」、「婦人問題企画推進有識

者会議」廃止、６月） 

・「男女共同参画推進本部」設置（「婦

人問題企画推進本部」改組、７月）

・「広島県婦人総合センター」を「広

島県女性総合センター」に名称変

更（１月） 

平成７年 

（1995年）

・第４回世界女性会議及びＮＧＯフ

ォーラム開催（北京） 

「北京宣言及び行動綱領」採択

・＜育児休業法＞を改正し、「育児休

業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法

律」＜育児・介護休業法＞公布（６

月）、一部施行（10 月）、全面施

行（平成11年４月） 

・ＩＬＯ156号条約（家族的責任を

有する労働者条約）批准 

  

平成８年 

（1996年）

  ・男女共同参画審議会「男女共同参

画ビジョン」答申（７月） 

・男女共同参画推進連携会議（えが

りてネットワーク）発足（９月） 

・「男女共同参画 2000 年プラン」

策定（12月） 

  

平成９年 

（1997年）

  ・「男女共同参画審議会」（法律）設

置（６月） 

・＜男女雇用機会均等法＞を改正し、

「雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等に関する

法律」（改正＜男女雇用機会均等法

＞）を公布（６月）、一部施行（母

性保護に関する規定、平成10 年

４月）、全面施行（募集等における

女性差別の禁止等、平成11 年４

月） 

・「労働基準法」改正（６月）、一部

施行（母性保護に関する規定、平

成10年４月）、全面施行（女性労

働者の時間外等の規制の解消、平

成11年４月） 

・＜育児・介護休業法＞改正（６月）、

施行（育児等を行う労働者の深夜

業の制限創設、平成11年４月）

・「『人権教育のための国連十年』に

関する国内行動計画」策定（７月）

・「介護保険法」公布（12 月）、施

行（平成12年４月） 

  

平成10年 

（1998年）

  ・男女共同参画審議会「男女共同参

画社会基本法について‐男女共同

参画社会を形成するための基礎的

条件づくり‐」答申（11月） 

・懇話会「21 世紀への男女共同参

画社会づくりのために」提言（１

月） 

・「広島県男女共同参画プラン」策定

（３月） 

・「青少年女性課男女共同参画推進

班」設置（「青少年女性課女性係」

改組、４月） 

・「広島県男女共同参画推進本部」設

置（10月） 

平成11年 

（1999年）

  ・「男女共同参画社会基本法」公布・

施行（６月） 

・「食料・農業・農村基本法」公布・

施行（７月） 

 

・「広島県男女共同参画懇話会」設置

（10月） 
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年 国際機関等 国 広島県 

平成12年 

（2000年） 

・国連特別総会「女性2000年会議」

開催（ニューヨーク） 

「政治宣言」、「成果文書」採択 

・「ストーカー行為等の規制等に関す

る法律」公布（５月）、施行（11

月） 

・男女共同参画審議会「男女共同参

画基本計画策定にあたっての基本

的な考え方‐21 世紀の最重要課

題‐」答申（９月） 

・「男女共同参画基本計画」策定（12

月） 

  

平成13年 

（2001年） 

  ・内閣府に「男女共同参画会議」、「男

女共同参画局」設置（中央省庁再

編、１月） 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律」＜ＤＶ防

止法＞公布（４月）、一部施行（10

月）、全面施行（平成14年４月） 

・「水産基本法」公布・施行（６月） 

・＜育児・介護休業法＞改正・一部

施行（育児休業の取得等を理由と

する不利益取扱い禁止等、11

月）、全面施行（育児等を伴う労働

者の時間外労働の制限等、平成

14年４月） 

・「男女共同参画推進室」設置（青少

年女性課男女共同参画推進班）改

組、４月） 

・懇話会「男女共同参画に関する条

例制定に向けての基本的な考え方

について」提言（８月） 

・「広島県男女共同参画推進条例」公

布（12月）、施行（平成14年４

月） 

平成14年 

（2002年） 

    ・「広島県男女共同参画審議会」設置

（６月） 

・審議会に「広島県の男女共同参画

の推進に関する基本的な計画に盛

り込むべき事項」諮問（６月） 

・審議会答申（11月） 

 

平成15年 

（2003年） 

  ・「次世代育成支援対策推進法」公

布・一部施行（７月）、全面施行（平

成17年４月）[平成27年３月ま

での時限立法] 

・「少子化社会対策基本法」公布（７

月）、施行（９月） 

 

・「広島県男女共同参画基本計画」策

定（２月） 

平成16年 

（2004年） 

  ・＜ＤＶ防止法＞改正（６月）、施行

（配偶者からの暴力の定義の拡大

等、12月） 

・＜育児・介護休業法＞改正（12

月）、施行（育児等休業取得対象者

の拡大等、平成17年４月） 

 

  

平成17年 

（2005年） 

・第 49 回国連婦人の地位委員会開

催（国連「北京＋10」世界閣僚級

会合、ニューヨーク） 

 宣言文採択 

・男女共同参画会議「男女共同参画

基本計画改定にあたっての基本的

な考え方‐男女が共に輝く社会へ

‐」答申（７月） 

・「男女共同参画基本計画（第２次）」

策定（12月） 

・審議会に「広島県男女共同参画基

本計画（改定）に盛り込むべき事

項」諮問（６月） 

・審議会答申（12月） 

平成18年 

（2006年） 

  ・「男女雇用機会均等法」の改正（6

月）、施行（平成19年４月） 

・「広島県男女共同参画基本計画（第

２次）」策定（３月） 

・「男女共同参画推進室」を「人権・

男女共同参画室」に組織改組（４

月） 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する基本計画」策定

（６月） 
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音 
用 語 意 味 

アジア太平洋地域経

済社会委員会 

（ＥＳＣＡＰ） 

 国連の５つの地域委員会の１つで、1947 年に設立されました。アジア太平洋地域の経済

社会問題に対処することを任務としています。 ESCAP の最高意思決定機関である ESCAP

総会は閣僚レベルで毎年一回開催され、経済社会理事会に報告を行います。53 の加盟国と

９の準加盟国からなります。 

あ 

アンペイドワーク  無償労働と訳され、賃金、報酬が支払われない労働、活動を意味します。 

 内閣府（旧経済計画庁）では、無償労働についての貨幣評価額を推計していますが、同推

計においては、無償労働の範囲は、サービスを提供する主体とそのサービスを享受する主体

が分離可能で、かつ市場でそのサービスが提供されうる行動とされ、具体的には、家事、介

護・看護、育児、買物、社会的行動を無償労働の範囲としています。 

影響調査  男女共同参画影響調査（影響調査）とは、主に国及び地方公共団体の施策が男女共同参画

社会の形成に及ぼす影響を調査することです。また、社会における制度又は慣行が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査も含みます。 

 あらゆる施策や社会制度・慣行について男女共同参画の視点、ジェンダーに敏感な視点に

立って見直そうとする「ジェンダー主流化」のための取組です。 

 男女共同参画社会基本法第 22 条においては、男女共同参画会議は、政府の施策が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関

係各大臣に対し、意見を述べることとされています。 

 （基本法関連条文 第４条、第 15 条、第 18 条、第 22 条） 

えがりて  フランス語で平等という意味。男女共同参画推進連携会議の通称をえがりてネットワーク

としています。（男女共同参画推進連携会議（えがりてネットワーク）の項参照。） 

え 

エンパワーメント 経済力や方針決定能力、自己決定力などの「力を付ける」こと。 

家族経営協定  家族経営が中心の日本の農業が、魅力ある職業となり、男女を問わず意欲を持って取り組

めるようにするためには、経営内において家族一人一人の役割と責任が明確となり、それぞ

れの意欲と能力が十分に発揮できる環境づくりが必要です。 

 「家族経営協定」は、これを実現するために、農業経営を担っている世帯員相互間のルー

ルを文書にして取り決めたものです。 

間接差別  外見上は、性中立的な規定・基準・慣行等が、他の性の構成員と比較して、一方の性の構

成員に相当程度の不利益を与え、しかもその基準等が職務と関連性がない等合理性・正当性

が認められないものをさします。 

か 

監視  男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況について資料収集、説明聴取、調

査実施などにより実態を的確に把握すると共に、講じられている施策について、基本理念、

男女共同参画基本計画等に照らし適切な内容になっているか、所期の効果が上がっているか

どうかについて評価を行うことをいいます。 

 男女共同参画社会基本法第 22 条においては、男女共同参画会議は、政府が実施する男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べることとされています。 
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音 
用 語 意 味 

く 苦情処理  行政上の事項について不満を持つ関係者からの苦情の申し出を、当該事項を所掌する機関

又は他の行政機関において受け付け、行政不服審査などとは異なる簡易、迅速・柔軟な方法

で処理すること。 

 男女共同参画社会基本法第 17 条においては、国は、政府が実施する男女共同参画に関す

る施策についての苦情の処理について必要な措置を講じなければならないとされています。

国においては、各府省の行政相談窓口等及び総務省の行政相談制度で対応しており、地方公

共団体においては、第三者機関を設置するなど地域の実情に照らして多様な手法が講じられ

つつあります。 

合計特殊出生率  15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率の合計で、1 人の女性が一生の間に産む平均

子ども数を表します。 

ゴール・アンド・タイ

ムテーブル方式 

 積極的改善措置の手法の一つであり、数値などの達成すべき目標と達成までの期限を明ら

かにし、計画的に取り組む方法です。（「積極的改善措置」の項参照。） 

国連婦人開発基金 

（ＵＮＩＦＥＭ） 

 開発途上国の女性に技術的、財政的援助を行い、自立を支援することを目的に、ＵＮＤＰ

（国連開発計画）の下部機関として設置された国連機関。1976 年、「国連婦人の十年のた

めの基金」として設立され、その後 1985 年に「国連婦人開発基金」と名称が改められまし

た。現在では、女性の人権擁護、女性に対する暴力の撤廃、政策決定への女性の参加などを

課題として活動しています。       

国際婦人年  1972年の第27回国連総会において女性の地位向上のため世界規模の行動を行うべきこ

とが提唱され、1975 年を国際婦人年とすることが決定されました。また、1976 年～1985

年までの 10 年間を「国連婦人の十年」としました。 

国連人口基金 

（ＵＮＦＰＡ） 

 世界各国の人口政策を支援するために 1969 年に国連人口活動基金（United Nations 

Fund for Population Activities）として設立され、1987 年に国連人口基金に名称変更し

ました（略称は UNFPA のまま）。現在は、リプロダクティブ・ヘルス/ライツと女性のエン

パワーメントを主要な課題として活動しています。 

国連特別総会「女性

2000 年会議」 

 第４回世界女性会議で採択された「北京行動綱領」について、採択後 5 年間の実施状況の

見直し・評価を行うと共に、更なる行動とイニシアティブを検討するため、2000 年にニュ

ーヨークで開催されました。「北京宣言及び行動綱領」の完全実施に向け、「政治宣言」及び

「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ」（いわゆる「成果文書」）

が採択されました。 

国連婦人の十年  1975 年の第 30 回国連総会において 1976 年～1985 年を「国連婦人の十年 - 平等・

発展・平和」とすることが宣言されました。「国連婦人の十年」の中間にあたる 1980 年に

は、コペンハーゲンで「国連婦人の十年中間年世界会議」（第２回女性会議）が開かれ、「国

連婦人の十年」の最終年にあたる 1985 年には、ナイロビで「国連婦人の十年世界会議」（第

３回世界会議）が開かれ、「女性の地位向上のためのナイロビ将来戦略」が採択されました。 

こ 

国連婦人の地位委員

会（ＣＳＷ） 

 経済社会理事会（Economic and Social Council）の機能委員会の一つで、1946 年 6

月に設置されました。政治・市民・社会・教育分野等における女性の地位向上に関し、経済

社会理事会に勧告・報告・提案等を行うこととなっており、経済社会理事会はこれを受けて、

総会（第３委員会）に対して勧告を行います。 
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こ 固定的性別役割分担  男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわら

ず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをいいます。 

 「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は固定的な考え方に

より、男性・女性の役割を決めている例です。 

仕事と子育ての両立

支援 

 少子・高齢化が進展する中で、仕事と育児や家族の介護を両立できるようにすることは、

わが国の経済社会の活力を維持する上でも、男女が安心して子どもを産み育て、家族として

の責任を果たすことができる社会を形成していく上でも重要です。 

 男女共同参画会議の下では、仕事と子育ての両立支援策に関する専門調査会では、「仕事と

子育ての両立支援策の方針に関する意見」を提出し、平成13 年７月に閣議決定しました。 

 本決定では、「政府は、以下の施策を、基本的には平成 13・14 年度に開始し、遅くても

平成 16 年度までに実施する。これらの事業については、特段の配慮をし必要な予算を確保

し、緊急に実施する。」とし、以下の５つの柱立ての下で、提言と具体的目標・施策を記述し

ました。 

<1>両立ライフへ職場改革 <2>待機児童ゼロ作戦‐最小コストで最良・最大のサービスを‐ 

<3>多様で良質な保育サービスを <4>必要な地域すべてに放課後児童対策を <5>地域こぞ

って子育てを 

ジェンダー 

（社会的性別） 

 人間には生まれついての生物学的性別（セックス/sex）があります。一方、社会通念や慣

習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、

女性の別を「社会的性別」（ジェンダー/gender）といいます。「社会的性別」は、それ自体

に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われています。 

ジェンダー・エンパワ

メント指数（ＧＥＭ） 

 女性が政治及び経済活動に参加し、意思決定に参加できるかどうかを測るもの。  

 ＨＤＩが人間開発の達成度に焦点を当てているのに対して、ＧＥＭは、能力を活用する機

会に焦点を当てています。       

 具体的には、国会議員に占める女性の割合、専門職・技術職に占める女性割合、管理職に

占める女性割合、男女の推定所得を用いて算出しています。 

ジェンダー主流化  1995 年に北京で開催された第４回世界女性会議で強調されるようになった考え方で、す

べての政策及び計画においてジェンダー視点を主流化すること。 

 経済社会理事会は、以下のようにジェンダー主流化を定義しています。  

 「すべての分野のすべてのレベルの法律、政策、施策を含め、すべての施行が女性と男性

に及ぼす影響を評価する過程である。女性と男性が等しく便益を受け、不平等が永続しない

よう、女性及び男性の関心と経験を政治、経済、社会すべての分野における政策や施策の計

画、実施、監視及び評価の不可欠な要素とするための戦略である。最終目標は、ジェンダー

平等を達成することである。」 

し 

ジェンダー（社会的性

別）の視点 

 「社会的性別」（ジェンダー）が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につながって

いる場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとするもの。 

 このように、「社会的性別の視点」で捉えられる対象には、性差別、性別による固定的役割

分担及び偏見等、男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがあります。その一

方で、対象の中には、男女共同参画社会の形成を阻害しないと考えられるものもあり、この

ようなものまで見直しを行おうとするものではありません。社会制度・慣行の見直しを行う

際には、社会的な合意を得ながら進める必要があります。 
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ジェンダー・フォーカ

ル・ポイント・ネット

ワーク（ＧＦＰＮ） 

 ジェンダー政策の事務局機能を担うところをいいます。第２回ＡＰＥＣ女性問題担当大臣

会合での合意に基づきジェンダー・フォーカル・ポイント・ネットワーク（ＧＦＰＮ）の設

置が決定されました。ＧＦＰＮは各エコノミー及びすべてのＡＰＥＣフォーラに設置するジ

ェンダー担当者のネットワークで、毎年１回開催されており、ＡＰＥＣにおいて持続的かつ

効率的にジェンダー主流化を進めることを目的としています。 

女子差別撤廃委員会

（ＣＥＤＡＷ） 

 女子差別撤廃条約の実施に関する進捗状況を検討するため同条約第 17 条に基づき設置さ

れ、1982 年４月に同委員会委員の第１回選出が行われました。締約国により選ばれた、徳

望が高くかつ同条約の対象とされる分野において十分な能力を有する 23 人の個人資格の専

門家により構成され、締約国が提出する報告を検討することなどを主な機能しています。 

女子に対するあらゆ

る形態の差別撤廃に

関する条約（女子差別

撤廃条約） 

 1979 年 12 月、第 34 回国連総会において採択され、1981 年９月に発効しました。

2004 年３月 26 日現在の締約国数は 177 か国。我が国は 1980 年 7 月に署名、1985

年 6 月に批准しました。締約国は、条約の実施状況について、条約を批准してから１年以内

に第１次報告を、その後は少なくとも４年ごとに報告を提出することとなっています。 

女子差別撤廃条約選

択議定書 

 1999 年 10 月、第 54 回国連総会において採択され、2000 年 12 月に発効しました。

個人通報制度、調査制度などについて規定しています。2004 年２月３日現在の締約国数は

60 か国。我が国は未批准です。 

女性センター（男女共

同参画センター） 

 都道府県、市町村等が自主的に設置している女性のための総合施設です。通称で呼ばれて

いるものもあります。また、公設公営や公設民営だったり、女性センターのみの単独施設や

他の機関との複合施設だったり、その運営方式や施設形態は様々です。 

 女性センターでは「女性問題の解決」「女性の地位向上」「女性の社会参画」を目的とし、

女性が抱える問題全般の情報提供、相談、研究などを実施しています。 

 「配偶者暴力相談支援センター」に指定されている施設や配偶者からの暴力専門の相談窓

口を設置している施設もあります。 

し 

 

女性のチャレンジ支

援 

 平成 14 年１月開催の男女共同参画会議において、小泉内閣総理大臣から様々な分野にお

ける女性のチャレンジの促進について検討するよう指示があったことを受け、同会議では男

女共同参画基本法第 22 条第３号に基づき調査審議を行い、平成 15 年４月に内閣総理大臣

及び関係各大臣に対する意見（「女性のチャレンジ支援策について」）を決定しました。 

 この意見の中では、雇用、起業、ＮＰＯ、農業、研究、各種団体、地域、行政、国際など

の様々な分野において、意欲と能力のある女性が活躍できるよう、各分野ごとの支援策をま

とめると共に、積極的改善措置の推進、身近なチャレンジ事例の提示、チャレンジ支援のた

めのネットワーク形成、女子学生・女子生徒へのチャレンジ支援等の重要性及び内容につい

て言及しています。 

 また、<1>政策・方針決定過程に参画し、活躍することをめざす「上」へのチャレンジ、<2>

起業家、研究者・技術者など従来女性の少なかった分野に新たな活躍の場を広げる「横」へ

のチャレンジ、<3>子育てや介護などでいったん仕事を中断した女性の「再チャレンジ」の３

つに分け、これらを総合的に支援していくことの重要性や、仕事と子育ての両立支援を充実

していくことの意義も述べられています。 

 なお、女性のチャレンジ支援策の提言の中で特に重点的な取組として、次の３つの方策が

示されています。 

（１）積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進 

（２）身近なチャレンジモデルの提示 

（３）チャレンジ支援のためのネットワーク環境の整備 
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し 女性の労働力率  平成 15 年度において労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口の割合）は 60.8％と

なり、女性は 48.3％で前年比 0.2 ポイントの低下、男性は 74.1％で前年比 0.6 ポイント

の低下となりました。女性の労働力率は、15～24 歳及び 65 歳以上を除く年齢階級ですべ

て上昇しており、男性の労働力率が 25～34 歳及び 35～44 歳でも減少しているのと対照

的です。 

 女性の年齢階級別労働力率について、昭和 50 年からほぼ 10 年ごとの変化をみると、現

在も依然としてＭ字カーブを描いているものの、ほとんどの年齢層で労働力率は高くなって

きています。Ｍ字のボトムの形状の変化に注目すると、７年から 15 年の８年間で労働力率

は 6.6 ポイントも上昇し、Ｍ字カーブの底は大きく上がり、台形に近づいてきています。こ

の変化は、女性の晩婚・晩産化による子育て年齢の上昇や、少子化による子育て期間の短期

化などによるものと考えられます。 

世界女性会議  1975 年の国際婦人年以降、５～10 年ごとに開催されている女性問題に関する国際会議。 

第１回（国際婦人年女性会議）は 1975 年にメキシコシティで、第２回（「国連婦人の十年」

中間年世界会議）は 1980 年にコペンハーゲンで、第３回（「国連婦人の十年」ナイロビ世

界会議）は 1985 年にナイロビで、第４回世界女性会議は 1995 年に北京で開催されまし

た。 

セクシュアル・ハラス

メント（性的嫌がら

せ） 

 男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会報告書「女性に対する暴力につい

ての取り組むべき課題とその対策」（平成16 年３月）では、セクシュアル・ハラスメントに

ついて、「継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる

性的な言動であり、それは、単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とそ

の利用者との間や団体における構成員間など、様々な生活の場で起こり得るものである。」と

定義しています。 

 なお、「人事院規則10-10」では、セクシュアル・ハラスメントを「他の者を不快にさせ

る職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」

と定義しています。 

 また、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事

項についての指針」（平成 10 年労働省告示第 20 号）では、「職場において行われる性的な

言動に対する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受ける

もの」を対価型セクシュアル・ハラスメント、「当該性的な言動により女性労働者の就業環境

が害されるもの」を環境型セクシュアル・ハラスメントと規定しています。 

せ 

 

積極的改善措置  「積極的改善措置」（いわゆるポジティブ・アクション）とは、様々な分野において、活動

に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一

方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて実施し

ていくものです。 

 積極的改善措置の例としては、国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定や、

女性国家公務員の採用・登用の促進等が実施されています。 

 男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規定され、また、国に準

じた施策として地方公共団体の責務にも含まれています。 

そ 総合的コミュニケー

ション能力（ＥＱ） 

 EQ とは Emotional Intelligence Quotient の略で、自分の感情を的確に把握し、その場

に応じた適切な行動をとるために感情を調整する能力のことをいい、「心の知能指数」とも呼

ばれます。平成 16 年６月に内閣官房長官の私的懇談会である「男女共同参画の将来像検討

会」の報告書でも、この能力の向上のための支援の必要性を取り上げています。 
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多様就業型ワーク

シェアリング 

ワークシェアリングとは、雇用の維持・創出を図ることを目的として労働時間の短縮を行

うものであり、雇用・賃金・労働時間の適切な配分をめざすものです。目的により雇用維持

型（緊急避難型）・雇用維持型（中高年対策型）・雇用創出型・多様就業型に分けられます。

多様就業型ワークシェアリングは、勤務の仕方を多様化し、女性や高齢者をはじめとして、

より多くの人に雇用機会を与えることを目的としたものです。 

男女共同参画会議  平成 13 年１月の中央省庁等改革により、内閣府に設置された「重要政策に関する会議」

の一つ。 

 内閣官房長官を議長とし、議員は内閣総理大臣の指定する国務大臣 12 名と内閣総理大臣

の任命する有識者12 名により構成されています。 

 所掌事務は、男女共同参画社会基本法第 22 条に以下のとおり掲げられています。 

（１） 男女共同参画基本計画作成にあたり、内閣総理大臣に意見を述べること。 

（２） 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的な方針、基本的な政策及び重要事項の調査審議をすること。 

（３） 男女共同参画基本計画の作成、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、

基本的な政策及び重要事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣

及び関係各大臣に意見を述べること。 

（４） 以下に掲げる事項を実施し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大

臣に意見を述べること。 

<1> 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視 

<2> 政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響についての調査 

男女共同参画基本計

画 

 「男女共同参画基本計画」は、政府の定める男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的な計画です。男女共同参画社会基本法第 13 条により、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の総合的な推進を図るために政府が定めなければならないとされており、現行の

計画は平成 12 年 12 月 12 日に閣議決定されています。 

 また、都道府県及び市町村においても、男女共同参画社会基本法第 14 条により、区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を、都道府県は

国の計画を勘案して定めなければならないことが、市町村は国の計画及び都道府県の計画を

勘案して定めるよう努めなければならないことが規定されています。 

男女共同参画社会  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益

を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。 

男女共同参画社会基

本法 

 男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責

務を明らかにすると共に、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を

定めることにより、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

て、平成 11年６月 23 日法律第 78 号として、公布、施行されました。 

た 

男女共同参画週間  男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別に関わりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画社

会基本法（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号）の目的及び基本理念に関する国民の理解を

深めるため、平成 13 年度から毎年６月 23 日から６月 29 日までの１週間を「男女共同参

画週間」を設けています。 

 この週間において、地方公共団体、女性団体その他の関係団体の協力の下に、男女共同参

画社会の形成の促進を図る各種行事等を全国的に実施しています。 
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男女共同参画推進本

部 

 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、平成６

年７月に閣議決定に基づき内閣に設置されました。 

 本部は、内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官及び男女共同参画担当大臣を副本部長とし、

本部員は全閣僚で構成されています。 

た 

男女共同参画推進連

携会議（えがりてネッ

トワーク） 

 男女共同参画社会づくりに関し広く各界各層との情報・意見交換その他の必要な連携を図

り、国民的な取組を推進するため、内閣官房長官の依頼により、平成８年９月３日、「男女共

同参画推進連携会議」（通称；えがりてネットワーク）が発足しました。 

 えがりてネットワークでは、政府の施策や国際的な動きについての情報提供を行うなど、

男女共同参画社会の実現に向けた取組を積極的に推進しています。 

と ドメスティック・バイ

オレンス 

 「配偶者からの暴力」の項参照。 

な 内閣府男女共同参画

局 

 各省より一段高い立場から行政各部の施策の統一を図るための企画立案及び総合調整等を

担う機関として設置された内閣府では、国政上の重要課題の一つとして、「男女共同参画社会

の形成の促進」の総合的な推進を担うものとして男女共同参画局が設置され、組織の拡充が

図られました。男女共同参画局は、男女共同参画会議の事務局としての機能も担いつつ、男

女共同参画社会の形成の促進に関する事項についての企画立案、総合調整を行うほか、男女

共同参画社会基本法及び男女共同参画基本計画に基づき施策を推進しています。 

な ナショナルマシーナ

リー（国内本部機構） 

 女性の地位向上に向けて総合的な施策を進めるための組織のこと。第４回世界女性会議で

採択された北京行動綱領には次のように定義されています。「女性の地位向上のための国内本

部機構は、政府内部の中心的な政策調整単位である。その主要な任務は、政府全体にわたっ

て男女平等の視点をあらゆる政策分野の主流に置くことへの支援である。」 

に 人間開発指数 

（ＨＤＩ） 

 「長寿を全うできる健康的な生活」、「教育」及び「人間らしい生活水準」という人間開発

の３つの側面を簡略化した指数。具体的には、平均寿命、教育水準（成人識字率と就学率）、

調整済み１人あたり国民所得を用いて算出します。 

は 配偶者からの暴力  「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」（平成

16 年６月２日公布、平成 16 年 12 月２日施行）では、配偶者からの暴力を「配偶者から

の身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものを

いう。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下「身体に対する暴力等」とい

う。）」をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対

する暴力等を含むものとする。」と定義しています。 

 なお、内閣府においては、対象範囲に恋人も含むより広い概念として、「夫・パートナーか

らの暴力」という用語を使用している場合もあります。ここで「夫」という言葉が用いられ

ているのは、女性が被害者になることが圧倒的に多いからです。 

 ちなみに、一般的に使用されている「ドメスティック・バイオレンス（Domestic 

Violence）」や「ＤＶ」は、法令等で明確に定義された言葉ではありません。 
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ふ 夫婦別氏制度  夫婦がそれぞれ異なる氏を名乗る制度をいいます。 

 夫婦別氏制度には、<1>夫婦がそれぞれ結婚前の氏を名乗るもの、<2>夫婦が同じ氏を名乗

ることのほか、それぞれ結婚前の氏を名乗ることができるもの（選択的夫婦別氏制度）、<3>

夫婦が同じ氏を名乗ることを原則として、例外的にそれぞれ結婚前の氏を名乗ることを認め

るもの（いわゆる例外的夫婦別氏制度）などがあります。 

 我が国の現行制度では「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」

（民法第 750 条）と夫婦同氏制度が採用されており、夫婦別氏制度は採用されていません。 

 平成８年２月の法制審議会答申においては、選択的夫婦別氏制度の導入が提言されました。 

 平成 13 年 10 月には、男女共同参画会議基本問題調査会が「選択的夫婦別氏制度に関す

る審議の中間まとめ」を公表しました。その中では、個人の多様な生き方を認め合う男女共

同参画社会の実現に向けて、婚姻に際する夫婦の氏の使用に関する選択肢を拡大するために、

選択的夫婦別氏制度の導入が望ましいとの考えが示されています。            

へ 北京宣言及び行動綱

領 

 第４回世界女性会議で採択されました。行動綱領は 12 の重大問題領域にそって女性のエ

ンパワーメントのためのアジェンダを記しています。具体的には、<1>女性と貧困、<2>女性

の教育と訓練、<3>女性と健康、<4>女性に対する暴力、 <5>女性と武力闘争、<6>女性と経

済、<7>権力及び意思決定における女性、<8>女性の地位向上のための制度的な仕組み、<9>

女性の人権、<10>女性とメディア、<11>女性と環境、<12>女児から構成されています。 

ほ ポジティブ・アクショ

ン 

 「積極的改善措置」の項参照。 

め メディアリテラシー メディアからの情報を主体的に読み解いていく能力のこと。 

り リプロダクティブ・ヘ

ルス/ライツ 

 1994 年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、今日、女

性の人権の重要な一つとして認識されるに至っています。リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

の中心課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、

安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれており、また、思春期や更

年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広く議論されていま

す。 

ろ ロールモデル  将来像を描いたり、自分のキャリア形成を考える際に参考する役割モデルをいいます。「女

性のチャレンジ支援策について」（平成 15 年４月男女共同参画会議意見）では、 一人一人

が具体的に自分にあったチャレンジをイメージし選択できるよう、身近なモデル事例を提示

する重要性が指摘されています。 

ワーク・ライフ・バラ

ンス 

仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自らが希望する

バランスで展開できる状態。 

わ 

ワンストップ・サービ

ス 

 各種行政手続の案内、受付、交付などのサービスを身近な窓口やパソコンで、１か所ある

いは１回の手続で提供することをいいます。 

 手続をするのに、複数か所又は複数回、窓口を訪れることが必要なものについて、訪問箇

所・訪問回数を減少し、究極的には１か所又は１回で、関連する各種行政サービスを提供す

ることにより、手続に係る負担の軽減、利便性の向上を図ることを目的としています。 

 「女性のチャレンジ支援策について」（平成 15 年４月男女共同参画会議意見）においても、

「いつでも、どこでも、だれでも」チャレンジできるように、女性のチャレンジを支援する

ために関連情報等のネットワーク化を図り、ワンストップで支援情報の提供を行うことので

きる環境整備が必要であると提言しています。 

※出典：内閣府ホームページほか
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