
 

 

 

 

 

男女共同参画社会って何？  

   「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」をいいます。

（男女共同参画社会基本法第２条第１号）  

 

策定の趣旨と背景  

   本市では、平成１５年３月に市として初めて男女共同参画の方向性を定めた「碧南

市男女共同参画プラン」を策定し、さまざまな施策に取り組んできました。「第２次

碧南市男女共同参画プラン」は、国、県の動向や、平成２５年に実施した男女共同参

画に関するアンケート調査の結果などを踏まえ、変化する社会経済情勢に対応し、本

市における男女共同参画に関する取組を総合的・計画的に推進するために策定します。 

 

プランの期間  

   本プランの計画期間は、平成２６年度から平成３５年度までの１０年間とします。

また、国内外の動向や社会情勢の変化、計画期間中における事業の進捗状況を考慮し、

随時、施策などの見直しを行うこととします。  

 

プランの基本理念  

 

    

   男女共同参画社会を考えるとき、とかく「女性の権利」「男性の権利」と大人中心の

視点から捉えられることが多いようです。本市では、次代を担う子どもたちの育成を

中心においてそれぞれの権利について考え、男女共同参画社会をめざします。  

   そして、本プランでは、性別にかかわらずそれぞれが個性を生かした生き方ができ、

一人ひとりを大切にしながら支え合う社会づくりをめざします。  
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プランの体系                 ★…重点的取組事項  

                                

重点目標 基本的施策  施策の方向  

Ⅰ  

男女共同参画の意識

づくりとその啓発  

１  男女共同参画に関する  

★  意識改革と啓発活動  

①男女共同参画についての情報の収集・提供及び啓発の推進  

②男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し  

２  家庭･学校における  

   男女平等教育の推進  

①家庭における男女共同参画と平等教育の推進  

②学校における男女共同参画教育の推進  

Ⅱ  

あらゆる分野への  

社会参画の推進  

１  政策・方針決定過程への  

★  女性の参画の推進  

①審議会等委員への女性の登用推進  

②管理職などへの女性の登用推進  

２  地域・市民活動における  

   男女共同参画の推進  

①地域・市民活動への男女共同参画の推進  

②防災分野における女性の参画の促進  

Ⅲ  

多様な生き方を可能

にする環境づくり  

１  仕事と生活の調和  

★  （ワーク・ライフ・  

   バランス）の推進  

①ワーク・ライフ・バランスの普及  

②多様なライフスタイルに対応した子育て支援  

③職場における両立支援の促進  

２  就業支援と就業環境の  

   改善  

①男女の雇用機会均等の普及と労働法規の広報･啓発の強化  

②就業・再就職へのチャレンジ支援  

③農林･水産など自営業における経営への男女共同参画の推進  

Ⅳ  

人権を尊重し、安心

で健康に暮らせる  

社会づくり  

１  ＤＶ (ドメスティック・  

★  バイオレンス ) 等  

   あらゆる暴力の根絶  

①ＤＶ等に関する啓発活動の推進  

②相談体制の充実  

③被害者への自立支援の充実  

④セクシュアル・ハラスメントへの対策の推進  

２  男女共同参画推進の  

   ための社会的支援  

①高齢者福祉の充実  

②障害者福祉の充実  

③ひとり親家庭等の自立支援  

④外国人の自立支援  

３  生涯を通じた男女の  

   健康づくりへの支援  

①生涯にわたる健康づくりへの支援  

②学童期・思春期における健康づくりへの支援  

③妊娠期・出産期における健康づくりへの支援  

Ⅴ  

計画の推進  
１  推進体制の整備･充実  

①推進体制の整備･充実  

②進捗状況のチェックと評価  

重点目標と重点的取組事項  

 

 

 社会における制度や慣行の中で形成された固定的性別役割分担意識にとらわれず、誰も

が自分らしく生きることができるよう、広報や啓発、学習機会の提供などを通して、男女

共同参画の意識づくりを推進します。  

 

 
  

   
  

 

 

 

■「男は仕事、女は家庭」という考え方について       

資料：碧南市男女共同参画に関するアンケート調査（平成 25 年） 

重点目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくりとその啓発 

 男女共同参画に関するアンケート調査から、男女平等の意識

については、男性優遇感が根強く残っていること、「男は仕事、

女は家庭」という固定的性別役割分担に『同感する』割合が『同

感しない』割合を上回っていることなどがわかりました。市民

一人ひとりが、固定的性別役割分担意識やそれに基づく慣習・

慣行を見直し、男女共同参画に関する認識を深めていけるよう、

より広く、より多くの人への意識改革と啓発活動を進める必要

があります。  

 

回答者数：858 人  
★重点的取組事項★   

男女共同参画に関する意識改革と啓発活動  



  

 社会のあらゆる分野で男女の多様な視点と新たな発想が取り入れられるよう、政策･方針

決定過程への女性の参画を拡大するとともに、事業所や各種団体への働きかけを行います。 

 さらに、地域・市民活動への参画を推進し、特に防災分野における女性の視点での取組

を促進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民一人ひとりが仕事、家庭、地域活動など、様々な活動について自ら希望するバラン

スで展開し、心豊かで充実した生活を送ることができるよう、子育て支援サービスの充実

や、職場における両立支援などの環境づくりを促進するとともに、仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）の考え方の普及に努めます。  

 また、男女が差別されることなく、その能力を十分発揮できるよう、多様な働き方に応

じた就業支援や就業環境の整備を促進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「ワーク･ライフ･バランス」の認知度       

資料：碧南市男女共同参画に関するアンケート調査（平成 25 年） 

 男女共同参画に関するアンケート調査では、「ワーク・ライ

フ・バランス」という言葉があまり認知されていないことや、

人々の生活の中で、仕事、家庭、個人の趣味・休息のうち、「現

在、実際に重視しているもの」と、「理想として今後、より重視

していきたいもの」との間で差があることがわかりました。  

 まだまだ認知度の低い、「ワーク・ライフ・バランス」の考え

方を浸透させるとともに、誰もが自分の希望するバランスで生

活できるよう子育て支援体制の充実や仕事と家庭を両立できる

職場環境づくりの促進が求められます。  

 

 

回答者数：858 人  ★重点的取組事項★   

仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）の推進  

重点目標Ⅲ 多様な生き方を可能にする環境づくり 

■審議会等の女性委員比率の推移（各年 4 月 1 日）      

 本市における審議会等委員への女性登用率は、平成

２５年４月１日現在２０．１％で、平成２０年以降、

２０％前後でとどまっており、男女が対等に参画して

いるとは言えない状況です。本市では、第５次総合計

画において、平成３２年度までに市協議会、委員会な

どの女性登用率を３５％とする目標を定めていること

から、女性委員の登用推進に向け取組の強化が必要で

す。  

 

★重点的取組事項★   

政策・方針決定過程への女性の参画の推進  

重点目標Ⅱ あらゆる分野への社会参画の推進 

資料：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」  



  

 男女が等しく人権を尊重される社会をつくるために、ＤＶ（ドメスティック・バイオレ

ンス）等あらゆる暴力の根絶に向けた取組を進めます。  

 また、さまざまな問題を抱えることが多い高齢者、障害のある人、ひとり親家庭、外国

人等が自立し安心して生活できるよう、社会的支援の充実を図ります。  

 さらに、誰もが生涯にわたって健康で豊かに暮らすことができるよう、各年代に応じた

健康づくりの意識啓発や支援を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 男女共同参画社会の実現に向けて、推進体制の整備を進めるとともに、適正な進捗状況

の把握・評価に努めます。  

数値目標  

指標  
現況値 
H25 年度  

目標値  
H35 年度  

担当課 

固定的性別役割分担意識に『同感しない』市民の割合  35.8％  50％  地域協働課  

しきたり、慣習において、男女平等であると感じる市民の割合  16.7％  30％  地域協働課  

市の審議会等に占める女性委員の割合  20.1％  35％  地域協働課  

市職員 (市民病院の医療・看護職を除く )の管理職 (課長補佐級

以上 )に占める女性の割合  
19.3％  25％  経営企画課  

防災リーダー養成講座修了者に占める女性の割合  38.7％  50％  防災安全課  

「ワーク・ライフ・バランス」の認知度  46.2％  70％  地域協働課  

パパママ教室への参加率  5.9％  
(H24 年度 ) 

10％  健康課  

市男性職員の出産・育児休暇等の取得率  45％  75％  経営企画課  

碧南市における愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録数  15 社  25 社  商工課  

ＤＶに関する相談窓口の認知度  
52.7％  

（ H20 愛知県

調査結果値） 

70％  地域協働課  

子宮頸がん検診受診率  24.9％  
(H24 年度 ) 

30％  

以上  
健康課  

乳がん検診受診率  19.5％  
(H24 年度 ) 

30％  

以上  
健康課  

 

重点目標Ⅴ 計画の推進 
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資料：碧南市男女共同参画に関するアンケート調査（平成 25 年） 

■ＤＶを受けたことがあるか       

 男女共同参画に関するアンケート調査では、配偶者や恋人か

らのＤＶの経験がある人は全体で約１割という結果になり、こ

れは決して少ない数値ではありません。また、ＤＶを受けた際

に誰にも相談しなかった人が約半数に上ることから、表面化し

ている以上に潜在的な被害者が多くいることが推測されます。  

 暴力は誰に対しても決して許されるべきではなく、人権侵害

の問題として早急な対処が必要です。そのために、ＤＶの実態

の把握や問題の早期解決に向けた相談窓口の整備、支援体制の

強化が必要です。そして、問題が起こらないよう人権尊重の啓

発が必要です。  

 

 

回答者数：858 人  ★重点的取組事項★   

DV（ドメスティック･バイオレンス）等あらゆる暴力の根絶  

重点目標Ⅳ 人権を尊重し、安心で健康に暮らせる社会づくり 


