
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 第１回アドバイザー会議の意見

計画の基本的な考え方　第５次計画の体系(案)

法に基づく位置付け

（１） 男女の人権を尊重するための意識啓発
（２） 教育・保育の場での男女の人権尊重に関する教育の充実
（３） 多様な性のあり方の尊重
（４） 男女共同参画推進のための情報発信・情報提供

（５） セクハラ、マタハラ、ＤＶ等の女性等への暴力防止に向けた啓発・防止対策の推進（変更）
（６） 被害者への相談体制の充実と自立支援

（７） 生涯にわたる健康づくりや生きがいづくりへの支援
（８） 高齢者・障害者等の社会参加支援

（９） 市の審議会等への女性の参画拡大
（10） 市役所・教育の場における女性の積極的登用
（11） 企業・各種団体における女性の積極的登用

（12） 地域活動における女性の参画拡大

（13） 女性の社会的活躍を目指した意識向上・能力発揮のための支援

（15） 職場での男女共同参画意識の醸成と男女平等の促進（併合）
（16） 女性の活躍推進に理解ある事業所の取組推進（新規）

中小企業における女性の活躍推進に向けた取り組みの推進
女性の職業生活における活躍の推進に積極的に取り組む企業の認定
企業における女性の活躍状況の「見える化」の促進等
公共調達を通じた女性の活躍推進

（17） 個人の能力を発揮できる雇用施策・労働環境整備の促進（拡充）
非正規雇用における雇用環境等の整備
起業・創業支援
女性の参画が少ない分野での就業支援
ハラスメントのない職場の実現

（18） 教育・保育の場での男女共同参画意識の醸成

（19） 多様な選択を可能にするキャリア教育の推進（新規）

（20） 地域社会での男女共同参画意識の醸成
（21） 地域活動や市民活動への男女の対等な参画拡大
（22） ＮＰＯ・ボランティア団体等の情報発信及び活動支援
（23） 男女のニーズを捉えた防災対策の推進

（24） 職場におけるワーク・ライフ・バランス支援制度の普及・利用促進
（25） 女性の就職・再就職への支援
（26） 男性の働き方の改善と職場風土の改革（変更）

（27） ワーク・ライフ・バランス実現のための学習支援

（28） ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備

（29） 男女共同参画に関する国際的情報の収集・提供
（30） 多様な文化や価値観に理解を深めるための国際交流促進
（31） 在住外国人の地域参画支援と相談体制の充実
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Ⅵ 国際理解と協調 国際協調に基づく男女共同参画の推進12

Ⅱ
性の尊重と生涯にわた
る心身ともに健康な生
活の実現 男女の生涯にわたる良好な健康づくり支援

家庭における男女共同参画の推進
（重点領域１）

6

教育の場における男女共同参画の推進
（重点領域３）

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)実現
のための職場環境づくり男女のワーク・ライ

フ・バランス(仕事と生
活の調和)の実現

11

女性活躍

Ⅴ

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)実現
のための家庭・地域環境づくり

女性活躍

女性活躍

女性活躍

10

8

Ⅳ

地域における男女共同参画の推進
（重点領域４）

あらゆる分野における
男女共同参画の推進

9

7
職場における男女共同参画の推進
（重点領域２）

２【政策方針決定の場の女性参画】

形式的な平等ではないが、審議会
委員の女性比率を上げようとしな
いと実質的平等にならないため、
意識的努力やポジティブなアク
ションが必要。政策方針決定過程
の女性の参画拡大の土壌があれば、
職場における女性の意思決定の参
画が進み、地域における女性の登
用も進んでいく。

１【政策方針決定の場の女性参画】

大事な意思決定をする立場に女
性が少なく、依然として男性が多
い。役員決めのとき、子育て中の
女性にはできないだろうからと
言って本人断っているわけでもな
いのに省くのは、良かれと思って
でも結果として後ろ向きになって
いることがある。

21【自治会長等の女性比率】

地域組織の中での女性の意思決定にかかわる
度合いは、役員まで含める多くなるとは思う
が、傾向性ということではまだ遅れている。
学校に関しても、PTAの会長の女性比率も低め

な状況だ。

14【働き方改革・ワークライフバランス・

女性活躍】

典型的な母性神話、三歳神話がま
だいきているからか、妻は働きたい
という思いがありながら、実際は、
子どもを産むと自分が囲い込み、夫
が見られるように教えてないので、
仕事にいけないという人もまだ多い
ように感じる。

13【働き方改革・ワークライフバランス・女性活

躍】

男性の経済力も落ちて男女が共に働いて
いかないと経済的に家計収入がもたなく
なる。女性が職業を続けることの意義を
啓発し、併せて男性も意識改革が必要だ
と感じる。今は、年配の男性もこの時代
に女性が職業を続けることの意義は分
かっているように思う。これは進歩。だ
からもう一歩。

15【女性就業意識と現実のギャップ】

女性はずっと子育て中も仕事を続け
ればよいと意識は変わってきている。
実際は、職場や家族や地域は受け入れ
られて実現可能な状況になっているか。
意識が変わってきたが実態とのギャッ
プが大きい。

16【女性就業のM字問題】

「子どもができてもずっと仕事を
続けるほうが良い」が逆転した。
女性が結婚して子どもがいても仕
事を続けることは、続けなくては
いけない現実も大きいが、肯定せ
ざるをえないなというという人た
ちが増えてきた。

12【地域活動とワークライフバランス】

家事育児の負担を配偶者や家族での分担が進
めば、女性がもっと地域活動に参加できると答
えている女性が多いが、一方男性は少ない。ま
た、「女性の意思決定能力の向上の機会や経験
を増やすこと」は女性自身が思っているのに男
性はそう思っていないのは問題。地域に関して、
女性が、地域活動と家庭生活との両立をとれる
ようにする責任は男性にかなりあるよというと
ころが意識啓発のターゲットだ。

11【男性の育児休業等取得】

根本的な原因は、育児休業等に対して休
業とってしまうことで大きく給料が下がる
という現実で、休業中の手当補償をどうす
るか経済的な問題のほか、現状で育児休業
以前に有給も消化できない実態もある。妻
が一番気にしているのは昇進・昇給への悪
影響を気にせずに済むこと、夫は、家事・
育児を担うことへの上司の理解が進むこと
を望んでいる。さらに対策できるかどうか、
交渉できるかどうか、行政からも対策でき
るかどうかを考えていくべき。

9【職場における男女共同参画】

男女共同参画は女性が男並みに働くとい
う社会ではない。今の男性の働き方モデル
に女性が入る社会ではなく、男性も女性も
仕事よりまず自分の生活を優先して生活を
大事にして、その上で職場でも同じように
能力を発揮される社会のこと。

7【男性の家事参画】

優先順位は、ワークライフバランスのう
ちライフがまず先にある。子供ができたら
女性も男性も、その時は仕事をセーブして
家庭に入り貴重な子育ての時間を共有した
いと思う若い人たちは多い。まず、男性も
女性もプライベートな生活を優先した上で、
それぞれの年代やライフステージにおいて
ワークのバランスをとるかを実現できる社
会に男女共にしなくてはならない。

8【男性の家事参画】

女性が働けばいいではなく、また、専業
主婦の否定ではない。現状は、あまりにも
家庭のことを女性ばかり押し付けられてい
る。今後、子供と親世代のどちらのケアも
必要な場合も出てくる。やっぱり男性がや
らなくてはだめだという社会変化とか家族
の変化を踏まえて男性の家事参画を増やす
ため、どこをどう変えていくかが重要にな
る。

19【教育の場】

学校教育の場において、児童・生徒に対す
る男女共同参画の学習機会や就職指導に関し
て職業講話を実施している。その意識を持っ
て大人になることは、地道だが非常に重要だ。
参観日にあてる工夫で保護者にも啓発になっ
ている。また、総合学習以外を含めたいろん
な教科教育での実践例などの情報収集をしな
がら、現場で情報発信するということも大事。

18【教育の場】

現実は好きな職業を選んで、男性が多い職
業に進出する女性が多いのかというとそうで
ないから、そのギャップを教える。そういう
社会をどう君たちは変えるかを教え込む。あ
なたたちにはいくらでも自由がありますと、
条件だけ突きだして、あとはあなたの自己責
任ですと突き放すのは、教育として失敗する
懸念がある。

17【教育と地域の場】

社会の矛盾とか現実とのギャップを見たとき
に、お互い支えあって社会を変えるという方
向にもっていくことを学校で行えるような働
きかけを考える必要がある。地域や親を巻き
込まないと学校だけが進みすぎて周りとの
ギャップで、子供がその矛盾に引き裂かれて
混乱してしまう。それを直すために教育と地
域はセットで必要だ。

３【性的少数者に対する配慮】

アンケート調査回答で一番多い
のが、配慮は必要と思うがどう
いう配慮があるかわからない。
これはLGBTについては根本的な
ことが足りなく、完璧に啓発が
必要となる。性的少数者に対す
る配慮の取組は課題として大き
い。

5【DV防止】

DVは一般的には知っている
けど、法律の中身については
何がポイントなのか、そもそ
も何なのか、内容の認識が足
りていないと感じる。何が
DVにあたるのか、ことと次
第によっては被害者本人が分
かっていないという可能性が
ある。

6【DV防止】

相談窓口について知らない人が２割
いることから、窓口の周知啓発が大事
である。また、被害者と想定される年
代の５割が現実の救済策としての避難
場所確保、加害者への罰則を求めてい
るというのがその年代の人が身近に感
じているという可能性もある。これか
ら立てる計画にDV政策を組み込む場合、
実態を踏まえてどこに力をいれてやる
かだ。

20【SDGs Goal５・Goal10の視点】

男は仕事で女は家事・育児やってプラス仕事
をやるということで２重負担になる（新性別
役割分業）問題の解決は、女性のキャリアを
アップ（賃金、昇進など男性と対等になるこ
と）は一つの方法だが、それをやっただけで
は女性の負担は減らない。私たち家族社会は
意識を変えることは絶対必要で、男性の意識、
女性の意識もさることながら職場の意識、上
司の意識を変えていかないと男性は参画しや
すくならない。男性が仕事以外の時間がきっ
ちりと取れる保証があれば、それ以外の条件
が重なって、やれるしやらざるを得なくなる。
やはりワークバランスが足りていない。

10【ニーズを捉えた防災対策】

東南海トラフ地震がいつ発生してもおか
しくないと言われている昨今、緊急避難物
資、避難所内の準備等、現在は男性目線が
主力と推測されるので、女性（特に育児
中）の参画を大幅に拡充する。

４【教育・保育の場】
小中学校において、保健や学

活で性に関する指導を行ってい
るので、「教育・保育の場での
男女の人権尊重と性に関する教
育の充実」と「性」を入れても
良いのではないか。ただし、
「保育の場」も含めた方針なの
で、小中学校しか行われないの
であれば、原案のままで。


