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資料編 

 

１ 施策の成果目標一覧 

重点目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくりとその啓発 

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 

重点目標Ⅱ あらゆる分野への社会参画の推進 

指標 
現況値 

H25年度 

目標値 

H35年度 
担当課 

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 

重点目標Ⅲ 多様な生き方を可能にする環境づくり 

指標 
現況値 

H25年度 

目標値 

H35年度 
担当課 

「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 

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 

指標 
現況値 

H25年度 

目標値 

H35年度 
担当課 

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 
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２ プランの策定経過 

 

年月日 内容 

平成２５年 ６月２４日 
第１回 第２次碧南市男女共同参画プラン策定作業部会の開催 

・第２次プラン策定スケジュールについて 

・男女共同参画に関するアンケート調査項目について 

平成２５年 ６月２６日 

第１回 第２次碧南市男女共同参画プラン策定委員会の開催 

・第２次プラン策定スケジュールについて 

・第２次男女共同参画プランのイメージについて 

・男女共同参画に関するアンケート調査項目について 

平成２５年 ８月 ５日 

    ～ ８月１９日 
碧南市民の男女共同参画に関するアンケート調査の実施 

平成２５年１２月１２日 
第２回 第２次碧南市男女共同参画プラン策定委員会の開催 

・男女共同参画に関するアンケート調査の結果について 

・第２次プランの方針について 

平成２６年 ２月 ７日 
第２回 第２次碧南市男女共同参画プラン策定作業部会の開催 

・第２次プラン素案について 

平成２６年 ２月１３日 
第３回 第２次碧南市男女共同参画プラン策定委員会の開催 

・第２次プラン素案について 

平成２６年 ３月 ５日 

    ～ ４月 ４日 
パブリックコメントの実施 
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３ 第２次碧南市男女共同参画プラン策定委員会  委員名簿 

 

 委 員 

№ 区分 役 職 氏   名 備   考 

1 公募 会 長 清水 ヨシエ 碧南市男女共同参画推進委員 

2 公募 副会長 近藤 忠次 碧南市男女共同参画推進委員 

3 公募 委 員 小澤 昇 碧南市男女共同参画推進委員 

4 公募 委 員 小原 尚子  

5 公募 委 員 加藤 麻江  

6 公募 委 員 小林 道広 碧南市男女共同参画推進委員 

7 公募 委 員 齋藤 秀敏 碧南市男女共同参画推進委員 

8 公募 委 員 杉浦 博子 碧南市男女共同参画推進委員 

9 公募 委 員 鈴木 美幸  

10 公募 委 員 須田 翠子 碧南市男女共同参画推進委員 

11 公募 委 員 高須 里美  

12 公募 委 員 中川 淳  

13 公募 委 員 長谷川 哲巳 碧南市男女共同参画推進委員 

14 推薦 委 員 山本 直仁 碧南商工会議所事務局長 

アドバイザー 女性相談員 女性相談センター西三河駐在室 

 

 事 務 局 

所   属 氏   名 

市民協働部 松井 高善 

地域協働課 遠山 隆夫 

地域協働課 岡本 和雄 

地域協働課 樅山 千夏 
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４ 第２次碧南市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 本市における男女共同参画社会の実現に向けて、第２次碧南市男女共同参画プランを策定

するにあたり、本市における課題の整理およびその解決に向けた総合的かつ計画的な施策につい

て市民の意見を反映させるため、第２次碧南市男女共同参画プラン策定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 第２次碧南市男女共同参画プランの策定に関すること。 

(2) 男女共同参画社会に関する調査及び分析に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画社会実現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と認められること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる区分から推薦もしくは公募により選出し、市長が委嘱する。 

(1) 関係機関 

(2) 市民 

（会長及び副会長） 

第４条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出する。 

２ 副会長は、会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、第２次碧南市男女共同参画プランが策定されるまでとする。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議は、会長が議長となる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。 

（公開） 

第７条 会議は、原則として公開とする。 

２ 会議の結果については、その都度ホームページに掲載する等、広く情報提供するものとする。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局を地域協働課に置く。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定

める。 

附 則 

この要綱は、平成２５年６月２６日から施行する。 
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５ 男女共同参画に関する年表 
 世 界 国 愛知県 碧南市 
1975(S50) 世界婦人世界会議で世界

行動計画採択(ﾒｷｼｺｼﾃｨ) 

国際婦人年 

婦人問題企画推進会議設

置 

  

1976(S51)  労働省「第 1 回日本婦人

問題会議」 

  

1977(S52) 

 

 「国内行動計画」策定  ｢婦人国内行動計画｣策定 

1978(S53)    「婦人団体連絡協議会」

設立 

1980(S55) 国連婦人の 10 年中間年

世界会議(ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ) 

女子差別撤廃条約 

国連婦人の 10 年中間年

全国会議 

  

1981(S56)  「婦人に関する施策の推

進のための国内行動計画

後期重点目標」決定 

  

1985(S60) 国連婦人の 10 年ナイロ

ビ会議 

国籍及び戸籍法の改正 

女子差別撤廃条約批准 

  

1986(S61) 

 

 男女雇用機会均等法施行  「心豊かな女性になるた

めの勉強室」開講 

1987(S62)  「西暦 2000 年に向けて

の新国内行動計画」策定 

  

1989 (H1)   「あいち女性プラン」策

定 

｢女性フォーラム｣発足 

1990 (H2) ナイロビ将来戦略見直し

勧告採択 

   

1991 (H3)  「新国内行動計画」第一

次改訂 

  

1992 (H4) 

 

 育児休業法施行  ｢女性生活実態意識調査｣

実施 

1994 (H6)   「あいち農山漁村女性プ

ラン」策定 

 

1995 (H7) 第 4 回世界女性会議 

｢北京宣言｣｢行動綱領｣の

採択 

育児休業法の一部改正

（介護休業制度の法制

化） 

  

1996 (H8) 

 

 「男女共同参画 2000 年

プラン」策定 

愛知県女性総合センター

開館 

 

1997 (H9)  男女雇用機会均等法の一

部改正 

「あいち男女共同参画

2000 年プラン」策定 

 

1999(H11)  男女共同参画社会基本法

施行 

  

2000(H12) 国連特別総会「女性 2000

年会議」開催 

「政治宣言」｢成果文書｣

採択 

「男女共同参画基本計

画」策定 

  

2001(H13)  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）施

行 

「あいち男女共同参画プ

ラン２１」策定 

「碧南市男女共同参画プ

ラン策定懇話会」設置 

市民意識調査実施 

2002(H14)   「愛知県男女共同参画推

進条例」制定 

 

2003(H15)  男女共同参画推進本部決

定「女性のチャレンジ支

援策の推進について」 

 「碧南市男女共同参画事

業実施実行委員会」設置 



― 54 ― 

 世 界 国 愛知県 碧南市 
2004(H16)  ＤＶ防止法の第１次改正 

「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護のた

めの施策に関する基本的

な方針」策定 

「あいち農山漁村男女共

同参画プラン」策定 

 

2005(H17) 第 49 回国連婦人の地位

委員会（国連「北京+10」

世界閣僚級会合）開催(ﾆ

ｭｰﾖｰｸ) 

育児・介護休業法の一部

改正 

「第２次男女共同参画基

本計画」策定 

「女性の再チャレンジ支

援プラン」策定 

「配偶者からの暴力の防

止及び被害者支援基本計

画」策定 

 

2006(H18)  男女雇用機会均等法の一

部改正 

「女性の再チャレンジ支

援プラン」改定 

「あいち男女共同参画プ

ラン２１」改定 

 

2007(H19)  ＤＶ防止法の第２次改正 

「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）

憲章」及び「仕事と生活

の調和推進のための行動

指針」策定 

  

2008(H20)  「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護のた

めの施策に関する基本的

な方針」改定 

「配偶者からの暴力の防

止及び被害者支援基本計

画（２次）」策定 

 

2009(H21)  育児・介護休業法の一部

改正 

 

 「碧南市男女共同参画社

会推進事業実行委員会」

設置 

担当部局を市長部局に移

行 

市民協働部地域協働課内

に男女共同参画担当設置 

2010(H22) 第 54 回国連婦人の地位

委員会（国連「北京+15」

世界閣僚級会合）開催(ﾆ

ｭｰﾖｰｸ) 

「第３次男女共同参画基

本計画」策定 

  

2011(H23) 「ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ平等と女性のｴ

ﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄのための国連機

関」発足 

 「あいち男女共同参画プ

ラン 2011-2015」策定 

「碧南市男女共同参画推

進委員会」設置 

2012(H24)   「あいち仕事と生活の調

和行動計画」策定 

 

2013(H25)    「第２次碧南市男女共同

参画プラン策定委員会」

設置 

男女共同参画に関するア

ンケート調査実施 

2014(H26)    「第２次碧南市男女共同

参画プラン」策定 

 

 

 

 


