


ともに創る

男
わたしたち

女の社会をめざして
本市は、一人ひとりがお互いに人権を尊重し、性別や年代にとらわれるこ
となく、それぞれの個性、資質、能力を認め合い、支え合って暮らせる男女
共同参画社会の実現を目指し平成１８年１月４日、市町村合併と同時に「喜
多方市男女共同参画推進条例」を制定しました。また、「喜多方市総合計画」
におきましても、審議会等における女性委員の割合を平成28年度までに40％
とする目標を定め、男女共同参画に関する施策を推進してまいりました。
しかしながら、性別による固定的な役割分担意識や、それらにもとづく社
会慣行、しきたりが地域社会に残されており、家庭、職場、地域などあらゆ
る場面において解決されなければならない課題が生じています。
さらに、少子・高齢化の進行及びライフスタイルの多様化、経済のグロー
バル化に伴い、新たな課題も現れています。
そこで、本市を取り巻く状況に対応し、男女共同参画施策の一層の促進を
図るため「きたかた男女共生プラン」を策定いたしました。
策定にあたりましては、条例の基本理念を踏まえつつ市民意識調査、市民
ワークショップにより地域課題を検証し、市民と事業所、地域の各主体が取
り組むべき事項を設定するなど、あらゆる年代層の男女が身近な課題として
考え、行動できるプランとなるよう配慮したところです。
また、このプランで定めた男女共同参画社会の推進に関する施策をより具
体的に進めるため「喜多方市男女共同参画実施計画」を策定いたしました。
今後は、プラン及び実施計画の実現に向け、市民の皆様と、事業所、市民団
体等と一体となって取り組んで参りたいと存じますので、より一層のご理解、
ご協力をお願い申し上げます。
最後に、プラン策定にあたり、貴重なご意見をお寄せ下さいました市民の
皆様に感謝申し上げますとともに、ご提言を賜りました喜多方市男女共同参
画審議会委員の皆様をはじめ、様々な立場からご指導、ご協力をいただいた
皆様方に対しまして厚くお礼申し上げます。

平成20年３月
喜多方市長　白 井  英 男
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１　計画策定の背景

（１）世界の取り組み
1946年（昭和21年）、国際連合（以下「国連」という。）に地位委員会が設置されて以来、国
連などを中心にさまざまな女性の地位向上のための取り組みが始まりました。

1972年（昭和47年）、国連の第27回総会において、1975年を「国際婦人年」と定め、メキシ
コシティで第１回世界女性会議が開催されました。この会議では、「平等・開発・平和」を目
標とする「世界行動計画」が決議され、国際婦人年に続く10年間（1976～1985年）を「国
連婦人の10年」と定め、国連加盟各国は行動計画の推進に取り組みました。

1980年（昭和55年）、「国連婦人の10年中間年世界会議」がデンマークのコペンハーゲンで開
催され、前年の国連総会で採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」
（以下「女子差別撤廃条約」という｡）の署名式が行われました。
　この条約は、政治、経済、社会、文化をはじめ、あらゆる分野における性差別の撤廃と男女
平等の確立を目指し、法律や制度、慣習も対象として性役割分業の見直しを強く打ち出し、こ
の女子差別撤廃条約の持つ意義は、性差別撤廃という課題の実現に大きな歩みを促すことにな
りました。

1985年（昭和60年）、ナイロビ会議で「国連婦人の１０年」に掲げられた目標達成のための
努力を2000年に向けて継続していくことを確認し合い、「女性の地位向上のためのナイロビ将
来戦略」（以下「ナイロビ将来戦略」という｡）が決議されました。

1995年（平成7年）、「第4回世界女性会議」が北京で開催され、ナイロビ将来戦略の見直しが
行われ、2000年までの「行動綱領」と女性のエンパワーメント※１をキーワードにした北京宣
言の採択がされました。
　この行動綱領は、女性と健康、女性に対する暴力、女性の人権、女性とメディアなど12の
問題領域において、各国政府が取り組むべき行動が示されています。

2000年（平成12年）、「女性2000年会議:21世紀に向けての男女平等・開発・平和」の名称の
もとに、ニューヨーク国連本部で国連特別総会として開催され、女性に対する暴力に対処する
法律の整備や、2005年までに女性に差別的な条項撤廃のための法律の見直しをするなどを盛
り込んだ「政治宣言」と「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」
が採択されました。

2005年（平成17年）、ニューヨークで「第49回国連婦人の地位委員会」が開催され、「北京宣
言及び行動綱領」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」を
再確認し、男女平等を実現するためのこれまでの進展を踏まえながら、完全実施に取り組むた
めの宣言が採択されました。

※1エンパワーメント
　自己決定能力や社会的・経済的・政治的な力を獲得すること。女性自身が本来持っている潜在能力を引き出し、自分らしい
生き方を選び取る力、経済的に自立できる力、政策・決定の場に参画する力、国際社会で活躍する力などを身につけることです。
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（２）国・福島県の取り組み
《国》

1975年（昭和50年）、国際婦人年世界会議で採択された「世界行動計画」を受け、これを機
に男女共同参画の問題が政策として取り上げられるようになりました。
　同年、総理府のなかに「婦人問題企画推進本部」が設置され、1977年に「国内行動計画」を策定、
以後、国連が先導する「平等・開発・平和」の目的達成のための活動と同じ方向性を持って、
男女共同参画の推進が図られることになります。

1980年（昭和55年）、わが国は「女子差別撤廃条約」に署名しましたが､批
ひ

准
じゅん

するためには条
約の基準に達していない国内法の改正が必要となり、国籍法の改正（父系主義から父母両系主
義へ）や男女雇用機会均等法の制定などを一定まで整備した上、1985年に同条約を批准しま
した。以後、国籍、教育課程、雇用についての男女平等が、立法措置によって達成されること
になります。

1987年（昭和62年）、第3回世界女性会議の「ナイロビ将来戦略」を受けて「西暦2000年に
向けての新国内行動計画」が策定されました。

1991年（平成3年）、前年の国連経済社会理事会で採択された「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」を受け、「西暦2000年に向け
ての新国内行動計画」の第一次改定が行われました。

1994年（平成6年）、男女共同参画社会の推進体制が一新され、内閣総理大臣を本部長とし、
全閣僚を本部員とする男女共同参画推進本部が設置されました。

1996年（平成8年）、「男女共同参画ビジョン」が答申され、男女共同参画推進本部では、「男
女共同参画ビジョン」を基に､同年12月に「男女共同参画2000年プラン」を策定。2000年度
までに政府が取り組むべき施策の基本的方向と具体的な施策の内容が示されました。

1999年（平成11年）、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを行ううえでの法的根拠と
なる「男女共同参画社会基本法」が制定され、男女共同参画社会の形成を21世紀の最重要課
題に位置づけ、その実現に向けての国・地方公共団体及び国民の責務と施策の基本となる事項
等について明らかにされました。

2000年（平成12年）、「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」が策定され、
今後実施する施策の基本的方向や具体的施策の内容が示されました。

2001年（平成13年）、中央省庁等改革により、これまでの総理府の「男女共同参画室」及び「男
女共同参画審議会」が、内閣府の「男女共同参画局」及び「男女共同参画会議」となり推進体
制が強化されました。

2003年（平成15年）、男女共同参画推進本部は女性のチャレンジ支援策の推進について決定し、
社会のあらゆる分野において、指導的地位に女性が占める割合が2020年（平成32年）までに
少なくても30％程度になることを期待し、女性のチャレンジ支援策に取り組むことを明記し
た閣議決定をしました。
　また、同年には、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成
に資することを目的として、「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。

2005年（平成17年）、社会的性別（ジェンダー）の視点を明確化する男女共同参画基本計画（第
2次）が閣議決定されました。
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《福島県》

1978年（昭和53年）、世界や国の動きにあわせ、青少年課が改組され青少年婦人課となり、
1983年には「婦人の地位と福祉の向上のための福島県計画」が策定されました。

1988年（昭和63年）、国の「西暦2000年に向けての新国内行動計画」を勘案して、「婦人
の地位と福祉の向上のための福島県計画（改訂版）」が定められ、1991年（平成3年）には
青少年婦人課に婦人行政係が設置されました。

1994年（平成6年）、「西暦2000年に向けての新国内行動計画（第一次改定）」を受けて、「ふ
くしま新世紀女性プラン」が策定されました。このプランの中では、県民の期待を盛りこみ、
県民と行政がともに努力する姿勢を求めています。また、同年、青少年婦人課が青少年女性
課へ名称変更し、課内に女性政策室が設置され、女性政策に本格的に取り組む体制が整備さ
れました。

2001年（平成13年）、国内外において男女共同参画に関し新たな動きが見られ、ジェンダ
ーに敏感な視点から社会制度・慣行を見直すことや、女性の人権の尊重等、新たな課題に対
応する必要がでてきたため、男女共同参画社会の実現が非常に重要になっていることを踏ま
え、福島県における男女共同参画の形成に向けた施策をより一層推進することを目的として、
「ふくしま男女共同参画プラン」が策定されました。

2002年（平成14年）、県内の各界、各層の主体的な取り組みと相互連携により男女共同参
画を積極的に推進するため、「ふくしま男女共同参画推進連携会議」が設置されました。
　また、同年には、男女の実質的な平等を実現し、男女一人ひとりが個人として尊重される
社会を形成するため、「福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重される社会を形成す
るための男女共同参画の推進に関する条例」（以下「福島県男女共同参画推進条例」という。）
が制定されました。
　さらに、福島県男女共同参画推進条例の規定に基づき、知事の附属機関として、男女共同
参画の推進に関する事項等を調査審議する「福島県男女共同参画審議会」が設置されるとと
もに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策等への県民及び事業者の意見申し出を
適切に処理するため、男女共同参画推進員が配置されました。

2003年（平成15年）、県においてＦ・Ｆ（フラット・フレキシブル）型行政組織が全庁に
導入され、男女共同参画社会の形成を担当する部署として、人権男女共生グループが設置さ
れました。

2005年（平成17年）、男女共同参画に関する施策の総合的かつ体系的な推進を図るため、知
事を本部長とする「福島県男女共同参画推進本部」が設置されました。

2006年（平成18年）、少子高齢化の進行、経済の長期低迷、ドメスティック・バイオレンス
等男女間の暴力問題の顕在化といった社会経済情勢の変化に対応した施策を展開するため、
「ふくしま男女共生プラン」が改訂されました。
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（３）喜多方市の取り組み

旧市町村の取り組み

　国の「男女共同参画基本計画」、福島県の「福島県男女共生プラン」に定める男女共同参画
推進の取り組みを受け、旧市町村においても総合計画等のなかで、審議会等における女性委員
の登用促進や、男女共同参画関係団体に対し活動を支援するなど、男女共同参画の推進を図っ
てきました。
　旧喜多方市は、1999年（平成11年）6月に男女共同参画を推進するため喜多方市男女共同
参画推進会議を設置し、「男女共同参画社会に関する意識調査」を実施し、2000年（平成12年）
3月に「蔵のまち21 ・男女共生プラン」を策定しました。
　また、2004年（平成16年）には、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定めた喜多方市
男女共同参画推進条例を制定し、同年11月には喜多方市男女共同参画審議会を設置し、関連
施策の推進に関する基本的かつ総合的な施策について審議しました。

新市の取り組み

2006年（平成18年）1月、喜多方市、熱塩加納村、塩川町、山都町及び高郷村が合併し、新
しい喜多方市が誕生しました。合併と同時に喜多方市男女共同参画推進条例を制定し、同年
11月には喜多方市男女共同参画審議会を設置しました。
　合併後、市民主体による「喜多方市男女共生のつどい実行委員会」が組織され、2006年3
月に第1回喜多方市男女共生のつどいが開催されました。

2007年（平成19年）3月、「喜多方市総合計画」を策定し、男女共同参画社会の進展を基本構
想に盛り込み、審議会等における女性委員の割合を2016年（平成28年）までに40％とするこ
とを目標に掲げました。

2007年（平成19年）6月、男女共同参画に関する施策展開の基礎資料とするため意識調査及
び事業所アンケートを行い、同年7月には男女共同参画のためのワークショップを実施しまし
た。
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8.4全体

男性

女性

24.5 16.3 43.5 5.9

1.5

10.2

そう思う

25.0 15.7 43.6 4.7

0.8

6.6 24.0 16.9 43.4 7.0

2.1

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

どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない 分からない 無回答

2　基本的な考え方
（１）男女共同参画社会形成の必要性
　本市は、市町村合併と同時に「喜多方市男女共同参画推進条例」を制定し、男女がともに一人
の人間として尊重され、それぞれの個性や能力を発揮できる社会の形成に向けた取り組みを進め
てきました。

　しかし、本市が実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」からは、社会慣行や人々の意
識の中に、いまだに男女の役割を固定的にとらえる考え方が残っており、女性の政策決定過程へ
の参画が進みにくいなどの要因になっていると考えられ、真の平等の実現にはなお一層の努力が
必要となっています。

　少子・高齢化や高度情報化など社会経済情勢の変化に的確に対応し、豊かで安心な地域社会を
形成するためには、男女が性別にかかわりなく、あらゆる分野に対等な立場で参画し、ともに責
任を担い、個性や能力を発揮できる機会が平等に確保される環境づくりが必要です。

　そのため、市民、事業所、市民団体等と行政が一体となって、男女共同参画社会の実現に向け
て取り組むための基本計画を策定しました。

●「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について●

 

●本市の審議会等における女性委員割合の推移●

17.4 16.3
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（２）計画の基本理念

　本計画は、喜多方市男女共同参画推進条例第3条に掲げる6つの基本理念をもとに、男女共
同参画の推進を図ります。

［個人の人権の尊重］
　男女共同参画の基礎にある理念は「人権の尊重」です。性別を理由に差別的取扱い
を受けることなく、個人として尊重されることが重要です。

［多様な生き方の選択］
　性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又は慣行を見直し、男
女が社会における活動において自由な選択ができることが必要です。

［方針決定過程への共同参画］
　男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野において計画の立案、方針
の決定等に参画する機会が確保されることが重要です。

［家庭生活と他の社会生活の両立］
　男女が相互の協力と社会の支援の下に、仕事と子育て、家族の介護などを両立でき
る環境の整備が必要です。

［生涯にわたる心身の健康］
　男女がお互いの性を理解し、妊娠・出産など女性が安心して子どもを生み育てられ
る環境を整えるために、生命の尊厳や性に関することについて、社会全体の意識を高
め、理解を深めていくことが大切です。

［国際的理解と協力］
　男女共同参画社会の形成は、国際社会における取り組みと密接に関係しているため、
国際的な情報収集や情報提供に努めることが重要です。

（３）計画の基本目標
　男女共同参画社会とは、固定的な性別役割分担意識から、個人の生き方の可能性を狭めるこ
となく、男女がともにお互いの人権を尊重し、社会参画するとともに、それを支える家庭生活
の充実、さらには家庭・職場・地域などにおいて物事を決定する際に、自らが多様な価値観を
尊重し、男性も女性も同じように参画することができる調和のとれた社会のことをいいます。

　「喜多方市男女共同参画基本計画～きたかた男女共生プラン～」は、本市における男女共同
参画社会の実現をめざすため、男性も女性も性別にとらわれずに自分らしい生き方を自分で選
択することができ、一人ひとりが個性を尊重しあうことのできる心豊かな社会の実現を目標と
しています。

　さらには、一人ひとりが心身の健康管理に留意すること、社会的弱者と言われる人々への配
慮など、わたしたちが人として本来大切にしなければならないこと、おろそかにしてはならな
いことを、男女共同参画社会の前提として位置づけました。
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 男女共同参画社会実現の目標

　本市では、「ともに創る　男
わたしたち

女の社会を　めざして」を基本目標に、男女共同参画社会の
推進のために４つの目標を掲げます。

目標Ⅰ　男
わたしたち

女は、ともにめざします
～豊かなこころ～

目標Ⅱ　男
わたしたち

女は、ともに築きます
～いきいきとした家庭・職場・地域～

目標Ⅲ　男
わたしたち

女は、ともに参加します
～対等な立場で担う社会～

目標Ⅳ　男
わたしたち

女は、ともに支え合います
～安心なくらし～

（４）計画の位置付け
 「喜多方市男女共同参画基本計画～きたかた男女共生プラン～」は、男女共同参画社会基本法
の理念のもと、国の「男女共同参画基本計画（第2次）」及び福島県の「ふくしま男女共同参
画プラン（改訂）」を踏まえて、男女共同参画社会の実現に向けた本市の課題を明らかにし、
その解決の方向を示すとともにそれらを市民、事業所、市民団体等と行政が一体となって総合
的に推進するための具体的な行動指針とするものです。
　また、喜多方市男女共同参画推進条例第10条に規定する市の基本計画として策定し、市の
上位計画である喜多方市総合計画の部門別計画として、具体的施策については整合性を図りま
す。

（５）計画の期間
　計画の期間は、2008年度（平成20年度）から2012年度（平成24年度）までの５ヵ年とします。
　社会経済情勢の変化やプランの進捗状況に応じて必要な見直しを行います。
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基本計画体系

第2章
きたかた男女共生プラン
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男女は、ともにめざします
～豊かなこころ～

目標標Ⅰ
わたしたち

男女は、ともに築きます
～いきいきとした家庭・職場・地域～

目標標Ⅱ
わたしたち

男女は、ともに参加します
～対等な立場で担う社会～

目標標ⅢⅢⅢ
わたしたち

男女は、ともに支え合います
～安心なくらし～

目標標ⅣⅣⅣ
わたしたち
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計画の内容

第3章
きたかた男女共生プラン
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ねらい

　少子・高齢化の進行など社会情勢の急激な変化に対応していく上で、人々の行動や生き方をジェ
ンダー※１によって枠にはめることなく、一人ひとりがお互いの人権を尊重しつつ責任も分かち合
い、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が必要となっています。

　固定的な役割分担意識に基づいた社会における制度・慣行を見直し、性別にとらわれずに自らの
意思で様々な活動に参画できる環境を整備するため、学校教育、生涯学習などさまざまな学習機会
をとおしての意識啓発に取り組みます。

　男女共同参画は、「男（女）らしさ」を否定するものではありません。男女がともに一人の人間
として尊重され、それぞれの個性や能力を発揮できる地域社会を形成することをねらいとします。

目　標

わたしたち喜多方市民は、男女を問わず、一人ひとりの
多様な価値観や生き方を認め合い、個性と感性を大切に
し、お互いに豊かさを感じあえることのできる社会の実
現をめざします。

目標Ⅰ目標Ⅰ

男男
わたしたちわたしたち

女女は、ともにめざしますは、ともにめざします
～豊かなこころ～～豊かなこころ～

※ 1ジェンダー（Gender）
　社会的につくられた性別のこと。生物学的な性別に対して、これと区別するために国際的にも使われています。具体例とし
ては ｢男は仕事、女は家庭 ｣といった固定的な性別役割分担などが挙げられます。
　社会的性別の中には、性差別、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るため、市政の中で合意
を得ながら見直しを進める必要がありますが、阻害しないと考えられるもの（端午の節句やひなまつり等）を否定するもので
はありません。
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1　社会制度・慣行の見直し
現状と課題　

　男女共同参画社会の形成をめざすには、今まで「あたりまえ」と思い込んでいたものの見方や考
え方・言い方・感じ方などに、思い込みや偏見が潜在していないかどうか､男性も女性も敏感にな
ることのできる感受性を持つことが重要です。

　たとえば、社会の中に深く浸透している「男はたくましく、一家の大黒柱」といった発想は、男
性にとっては重荷の場合もあり、男女共同参画社会の実現は、女性ばかりでなく男性の立場からも、
重要な問題として認識される必要があります。

　市民意識調査によると、「夫は仕事、妻は家庭」という固定的な役割分担は、「そう思わない」と
する意見が多くなっていますが、男女とも「どちらかといえばそう思う」「そう思う」の賛成も3
割を超えています。
　前回調査（平成12年度）によると、「やや反対である」「反対である」は併せて男性27.6％、女
性36.7％と、「反対」の割合が大きく伸びていますが、「やや賛成である」「賛成である」が併せて
男性38.8％、女性25.0％で、比較すると女性の「賛成」の割合が多くなっています。
　このことから、根強く残る固定的な性別役割分担意識の解消が課題となっています。
　
　また、男女の地位に関しては女性の半数以上が不平等感を持っており、「家庭」「職場」「社会制度・
しきたり」において「不平等」と感じる原因・現状を把握、検証し、課題解決を図る必要があります。
　
　男性の生き方は「あくまで仕事を優先する」を望ましいと考えた人が多い一方で、女性の望まし
い生き方は「家庭生活又は地域活動と仕事を同じように両立させる」「家庭生活又は地域活動を優
先」と男女で望ましい生き方が異なっているため、男女が仕事と家庭、地域活動を両立できる意識
改革と社会環境の整備が課題となっています。
　
　少子・高齢化、人口減少や高度情報化など社会状況は急激に変化しています。この変動に対応し
ていくためには、個人の個性や能力を発揮する機会を阻害する恐れのある、性別による固定的な役
割分担意識に基づいた社会における制度や慣行を男女共同参画の視点に立って見直す必要があり
ます。
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●「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方（平成19年）●

●「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方（平成12年）●

●男女の地位の平等感●

8.4全体

男性

女性

24.5 16.3 43.5 5.9

1.5

10.2

そう思う

25.0 15.7 43.6 4.7

0.8

6.8 24.0 16.9 43.4 7.0

2.1

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

どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない 分からない 無回答

10.2全体

男性

女性

20.9 13.5 19.0 35.6

0.8

12.2

賛成である

26.6 12.2 15.4 33.0

0.6

8.6 16.4 14.7 22.0 37.5

0.8

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

やや賛成である やや反対である

反対である どちらともいえない 無回答

3.6

全体

男性

女性

30.3 36.6 14.2 13.0

2.3

5.5

平等になっている

36.9 30.1 14.4 11.0

2.1

1.7

24.0 43.0 14.0 14.9

2.5

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

どちらかといえば平等になっている どちらかといえば不平等になっている

不平等になっている 分からない 無回答
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5.2全体

男性

女性

47.9 28.9 4.0

0.8 3.1

10.0

仕事に専念する

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

あくまで仕事を優先 家庭生活等と仕事を両立

家庭生活等を優先

無回答

家庭生活等に専念 分からない

5.9 52.1 32.2

1.3

4.2

0.8

4.5 43.8 25.6

0.4

3.7

2.9

19.0

3.4

0.6

全体

男性

女性

23.8 35.4 22.6 5.0

仕事に専念する

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

あくまで仕事を優先 家庭生活等と仕事を両立

家庭生活等を優先

無回答

家庭生活等に専念 分からない

0.8

22.9 31.8 21.2 6.8

0.4

24.8 38.8

3.3

24.0

1.2

8.4 4.2

9.3 7.2

7.4

●望ましい男性の生き方●

●望ましい女性の生き方●
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施策の内容

（１）男女共同参画の意識づくり
①啓発、広報活動の促進
　男女共同参画社会の必要性について理解を促すため、講座･講演会等の学習機会の充実を
図ります。
　また、男女共同参画の推進に資する市民活動を支援し、男女平等意識の浸透を促進します。

②情報の提供
　男女共同参画に関する情報や文献等の収集を行い、情報を提供します。

（２）男女共同参画社会づくり表彰
①男女共同参画社会づくり功労者表彰
　男女共同参画社会づくりに顕著な功績のあった個人・団体を表彰し、市民の一層の関心
を高めるとともに、推進事例として広く市民に周知し男女共同参画社会の形成を促進しま
す。

（３）男女共同参画の実態の把握
①市における意識調査の実施
　男女共同参画に関する市民意識調査を定期的に行い、社会情勢の変化に伴う市民の意識
の変化を探るとともに、市の男女共同参画の取り組みに反映させます。

②意識調査等の情報収集
　国、福島県などが実施する男女共同参画に関する意識調査等の情報を収集し、実態の把
握に努めます。

ワークショップからの意見
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市　民

男女共同参画に関する講座・講演会等に積
極的に参加しましょう。

男女に不平等をもたらすような社会慣行や
しきたりに気づき、改めていきましょう。

事業者

職場において、男女の固定的役割分担がな
いか見直してみましょう。

各主体の取り組み

地　域

日ごろの活動に男女共同参画の視点を盛り
込んでみましょう。

地域活動に男女がともに協力して参画する
ように努めましょう。

男女平等意識を浸透させる活動を推進しま
しょう。

男女に不平等をもたらすような社会慣行や
しきたりに気づき、地域の中で協力して改
めていきましょう。

市

市広報、ホームページなどで男女共同参画
に関する情報を分かりやすく提供します。

市民が開催する男女共同参画に関する講演
会等を支援します。

県や関係団体が開催する男女共同参画に関
する講座・講演会の周知を行います。
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2　様々な学習機会をとおしての男女平等の意識づくり
現状と課題

　男女共同参画社会の実現には、家庭教育や学校教育、生涯学習において、相手に対する思い
やりと自立の意識を育み、男女平等の理念を推進する学習機会の充実が求められています。

　子ども達は、感受性が強いため家庭、学校など、様々な社会環境のなかで成長するうちに、
知らず知らずのうちに固定的な性別役割分担意識が形成され、態度や行動に表れることになり
ます。

　「男（女）だから」といった性によって役割を分ける意識や慣習は、子ども達が生まれた時
からの成長過程において身についていくものであり、男女平等の意識を醸成するためには、家
庭教育や学校教育をはじめとする様々な教育機会の果たす役割が大変重要です。

　家庭教育においては、家族を構成する男女が男女共同参画意識を持つよう啓発を進めるとと
もに、協力して家事・育児、介護等を行う家庭環境のなかで、将来を担う子ども達が成長し男
女共同参画意識を醸成する取り組みを行う必要があります。

　学校教育においては、児童生徒一人ひとりの個性と能力を尊重し、人権意識に基づいた男女
平等と女性の経済的自立、男性の生活上の自立の意識を養う教育が求められており、教育関係
者が男女共同参画に関して認識を深めることが重要です。
　また、児童生徒が性別にとらわれず進路の選択を行えるよう進路指導を行う必要があります。

　生涯学習においては、男女共同参画に関する学習の機会を充実させ、市民一人ひとりが能力
を発揮し、社会のあらゆる分野に参画できる環境を整備する必要があります。
　また、固定的な性別役割分担にとらわれず相手を理解し尊重する男女共同参画意識を高める
ため、生涯学習の充実を図る必要があります。
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施策の内容

（１）家庭における男女平等の意識づくりの支援
①家庭における男女平等の意識づくり
　男女平等の意識づくりは、最も身近な家庭生活から始めることが効果的であるため、家
庭内における男女の役割分担にとらわれない意識の浸透を図るための取り組みを関係団体
等と連携して進めます。

②相談体制の充実
　男女共同参画に関することだけでなく、関係機関とともに家庭全般に関する相談体制の
充実を図ります。

（２）学校における男女平等の意識づくりの浸透
①個の尊重を推進する教育の充実
　一人ひとりの多様な価値観や生き方を認め合うことのできる意識づくりと、相互協力･理
解について男女平等の視点に立った教育を進めます。

②性に関する教育の充実
　学年別、または個別の相談体制などを充実させ、発達段階に応じた性に関する正しい知
識の理解を図ります。特に、母性についての重要性を理解させるよう力を入れていきます。

③教職員及び保育士の研修の充実
　教育の場において、男女平等の視点に立った教育指導をさらに推進させるために、研修
の充実および意識啓発を図ります。

④性別にとらわれない個性と能力を活かす進路指導
　学校教育において、男女平等に配慮し児童生徒が進学などで男女の別なく幅広い選択が
できるよう、進路指導を行います。

（３）生涯学習における男女平等の普及･啓発
①男女平等に関する学習機会の充実
　生涯学習の中でも人権問題や男女平等についての学習の機会を充実させ、各種団体との
連携･協力を図りながら、男女共同参画社会の実現に向けての取り組みを進めます。

②文化活動の機会の提供
　文化活動の場は、性別に関わりなく、共通の価値観を持った人々が対等に自己表現をす
ることができるため、文化活動の機会の提供をとおして男女共同参画の一層の促進を図り
ます。

③生涯をとおしての学習機会の充実
　生涯にわたり、男女平等に関する学習機会の充実を図っていきます。また、女性だけで
なく男性に対しても参加の働きかけを行います。
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ワークショップからの意見

市　民

男女共同参画社会づくりに関する生涯学習
講座などに積極的に参加しましょう。

学校行事やＰＴＡ活動等に積極的に参加
し、男女平等教育の推進に協力しましょう。

子どもを育てるにあたり、性別に関わりな
く、個性と能力を伸ばし自立できるように
する視点を持ちましょう。

事業者

男女共同参画の推進のための企業セミナー
などに積極的に参加しましょう。

男女共同参画研修会などへの従業員の参加
を促進しましょう。

各主体の取り組み

地　域

ＰＴＡ、行政区などで男女共同参画に関す
る勉強会などを開催しましょう。

市

関係団体等が開催する男女共同参画に関す
るセミナー等の情報を広く周知します。

市民が男女共同参画を学習する機会の充実
に努めます。

学校においては、男女共同参画に関する研
修の充実を図ります。

学校において、様々な機会を通じて啓発活
動を行い意識の浸透を図ります。
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3 男女の人権が守られる社会の形成

現状と課題

　男女共同参画社会は、お互いの人権を尊重しあい、ともに社会を構成する一員としての自覚
を持つことではじめて実現できるものです。
　性差別は人権侵害であることを認識し、社会のあらゆる分野において性別を理由とする差別
的な取扱いや人権侵害を防ぐことが課題となっています。

　わたしたちが生まれながらにして保有する基本的人権は、だれもが平等に保障されるべきで
あり、いかなる理由によっても侵害することは許されません。
　市民一人ひとり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
の個性や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のため、意識啓発を進め
る必要があります。

　また、多くの住民に対して情報を発信する側は、男女平等、人権尊重に配慮した表現に努め
なければなりません。
　情報を受け取る側は、テレビ、インターネット、雑誌など多様なメディアから得る情報の中
に、人権侵害や性別役割分担意識を助長する恐れのある情報も含まれていることに気づき、男
女共同参画の視点で情報を主体的に読み解く能力を身に付ける必要があります。

施策の内容

（１）人権侵害の防止のための啓発活動
①人権尊重のための活動の推進
　男性と女性はイコールパートナーであることを周知し、人権尊重の啓発活動を行います。
相手に対し思いやりの気持ちを持ち、「豊かなこころ」の意識をつくるための啓発を行いま
す。

（２）法や権利を知るための広報・啓発活動
①法や権利に関する情報の提供
　わたしたちの生活や人権を守っている様々な法や権利、制度についての周知を図り、人
権に関する意識の向上を図ります。

ワークショップからの意見
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市　民

お互いの人権を尊重し、相手を思いやる心
を持ちましょう。

男女共同参画の視点で、情報を主体的に読
み解く能力を身に付けましょう。

事業者

性や暴力に関する表現や商品化、販売など
をしないようにしましょう。

男女平等の意識を職場に浸透させましょ
う。

各主体の取り組み

地　域

地域において、男女平等に配慮した活動を
行いましょう。

市

市の刊行物等において人権に配慮した表現
を行います。

人権侵害を防ぐための意識啓発、学習機会
の充実に努めます。
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目標Ⅱ目標Ⅱ

男男
わたしたちわたしたち

女女は、ともに築きますは、ともに築きます
～いきいきとした家庭・職場・地域～～いきいきとした家庭・職場・地域～

ねらい

　社会経済が変化し、個人の価値観やライフスタイルが多様化するなか、豊かな生活を継続してい
くためには、家庭生活の充実と活力ある経済活動の持続、安全・安心な地域社会づくりが求められ
ています。

　家庭においては、家事等の大部分を女性が担っていることから「女性は家庭生活優先が望ましい」
といった、性別役割分担型の家族像があると考えられます。男女がお互いに、より良い家庭づくり
に努めることが大切であり、家族としての責任を担い協力し合う意識の向上はもとより、子育てや
介護等に対する社会的支援のより一層の充実を進めていくことが重要です。

　職場においては、労働時間の短縮や再雇用制度などにより、多様な働き方が実現し各個人が働き
やすく能力を発揮することができるため、企業の持続的発展に資するものと考えられます。
　また、安心して子どもを産み育て、家族としての責任を担うことができる社会を形成する上で、
仕事と生活を両立しやすい職場環境の整備が課題となっています。

　地域においては、隣近所のつながりが年々希薄化し、地域の子育て支援機能の低下、防災・防犯
など、今後解決していかなければならない課題が生じています。これらの課題解決のためには、地
域社会への住民参加が重要であり、市民が安心して生活できる地域社会を男女がともに協力して築
いていくことが必要となっています。

　男女が協力して家庭を築き、それぞれの家庭が地域活動に参画し、互いに協力し合う社会を形成
することができれば、地域の知恵が集まって活動が活性化され、地域における様々な課題に対する
関心も深まると考えられます。

　男女共同参画社会の実現のためには、家庭・職場・地域が連携して環境整備に取り組み、一人
の人間としてお互いを尊重しあい、自立して生きることができる社会の実現を目指す必要がありま
す。

目　標

わたしたち喜多方市民は、男性と女性のパートナーシッ
プにより、いきいきとした家庭･職場･地域の調和ある社
会づくりをめざします。
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1　男女がともに仕事と家庭を担うことのできる環境整備
現状と課題　

　市民意識調査結果によると、家事の分担割合は男性が「一部している」の割合が最も高いも
のの、依然として女性の「全部」「大部分」の割合が高く、男女がお互いに役割を担う意識の
向上が課題となっています。

　同じく、育児の分担については、女性の半数以上が「大部分」であるのに対し、男性は「半
分くらい」「一部している」が多く、男女間で負担割合に偏りが生じているため、多様な生活
形態に対応できる子育て支援体制の整備など、男女がともに安心して育児や子育てができる社
会環境の整備が望まれます。

　介護の分担については女性の２割が「全部」「大部分」という結果であり、女性の介護負担
軽減が必要と考えられます。また、男女がお互いに介護を担う意識の高揚が課題となっていま
す。
　また、高齢化が進むなか、男女共同参画の視点から女性の介護負担軽減につなげるためにも、
介護支援に関する取り組みを促進していくことが必要となっています。

　男性の家庭生活への参画を促進するために、学習機会の充実を図るとともに、家庭内におい
て、子どもの人格形成に大きな影響力を持つ両親が、性別にとらわれずに家事などができるよ
うなしつけ・育て方をすることで、仕事と家庭生活を両立する意識を醸成していくことが必要
となっています。

　市民意識調査によると、「女性が働きつづけるために必要なこと」として、女性が働き続け
るためには、家族の理解・協力が最も多く求められていることから、男女が家庭の重要性を認
識し、男女共同参画への理解を深める必要があります。また、仕事と家庭生活を両立すること
ができる支援制度等の整備が望まれます。

　そのためには、男性が家事に積極的に参加するのはもちろんのこと、多様な家族形態・ライ
フスタイルに対応できるためのさらに進んだ子育て支援の充実や、高齢者介護等に対する社会
的支援が必要となっています。

●家事の分担●

20.7全体

男性

女性

22.6 13.4 32.2 10.5

0.6

5.1

全部

8.1 11.0 58.5 16.9

0.4

36.0 36.8 15.7 6.6 4.1

0.8

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

大部分 半分くらい

一部している 全くしない 無回答
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●育児の分担●

9.7全体

男性

女性

22.7 19.3 35.2 13.1

全部

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

大部分 半分くらい

一部している 無回答

3.53.5 22.4 55.3 15.3

15.4 40.7 16.5 16.5 11.0

●介護の分担●

2.1

全体

男性

女性

13.5 11.5 55.2 17.7

全部

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

大部分 半分くらい

一部している 無回答

0.0

10.9 9.1 61.8 18.2

4.9 17.1 14.6 46.3 17.1
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●女性が働きつづけるために必要なこと●

17.7
18.4

15.5

10.5

16.9
20.4

4.3
4.4

10.5
8.1
10.5
9.6

4.8
3.2 3.7

8.5
6.45.6

1.4 0.9 1.91.2
4.2
5.8

1.42.6

25%

20%

15%

10%

5%

0%
女
性
に
対
し
て
研
修
や
職
業

訓
練
の
機
会
を
確
保
す
る

介
護
施
設
、介
護
サ
ー
ビ
ス

を
充
実
す
る

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

（
性
的
嫌
が
ら
せ
）の
な
い

職
場
を
つ
く
る

女
性
に
対
し
て
昇
進
、昇
格

の
機
会
を
確
保
す
る

パ
ー
ト
・
派
遣
労
働
者
等
の

労
働
条
件
を
改
善
す
る

家
事
・
育
児
・
介
護
は
女
性
が

す
る
も
の
と
い
う
社
会
の

意
識
を
改
め
る

女
性
自
身
が
意
欲
・
能
力
を

高
め
る

育
児
・
介
護
等
で
退
職
し
た

後
に
再
雇
用
す
る
制
度
を

充
実
す
る

委
託
施
設
、託
児
サ
ー
ビ
ス

を
充
実
す
る

賃
金
・
仕
事
内
容
な
ど
、労

働
条
件
面
で
の
男
女
差
を

な
く
す

家
族
の
理
解
や
協
力
を
得
る

育
児
・
介
護
の
た
め
の
休
業

制
度
諸
手
当
を
充
実
す
る

労
働
時
間
の
短
縮
や
休
日
の

増
加
、就
業
時
間
に
柔
軟
性

を
持
た
せ
る
な
ど
、働
き
や

す
い
労
働
条
件
と
す
る

男性

女性

●介護休業取得者数●

●育児休業取得者数●

18年度

17年度

16年度

0 1 2 3　人

男性　　　　　　　　女性

18年度

17年度

16年度

0　　　　  5　　　　  10　　　　12　　　　 20　　　　 25　　　　30　　　　 35　　　　40　人

0
34

31

37

0

0

男性　　　　　　　　女性
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施策の内容

（１）男女がともに担う家事・育児・介護の促進
①家事・育児・介護の男性参画の促進
　「家事･育児･介護」が男女の共同責任であることを啓発し、また、男性に対しては「家事
･育児･介護」への理解を深めるための情報の提供や育児・介護休業などの利用の促進を図
ります。

②家庭における男女共同参画の意識づくり《再掲：基本目標Ⅰ-２-（１）》
　男女共同参画の意識づくりは、最も身近な家庭生活から始めることが効果的であるため、
家庭内における男女の役割分担にとらわれない意識の浸透を図るための取組みを関係団体
と連携して進めます。

（２）子育て支援の促進
①育児を支援する制度の普及活動
　男女が、育児休業などを取得しやすいように啓発活動を行います。また、企業内保育所
の設置に向けた普及活動を行います。

②子育てを支援するサービスの充実
　多様なニーズに対応できるように延長保育や病後児保育、放課後児童クラブなど、子育
てに関する社会的支援の充実を図り、子育て支援サービスの充実を図ります。

③育児に関する相談体制の充実
　育児に携わる人を支援するために相談体制を充実します。

（３）介護支援の促進
①介護を支援する制度の充実
　介護に携わる人の負担を軽減するための支援制度を充実します。

②介護に関する相談体制の充実
　介護に携わる人を支援するために相談体制を充実します。

ワークショップからの意見
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市　民

子育てや介護に関する各種支援制度につい
て関心を持ち、理解し、活用し、協力しま
しょう。

家族を構成する男女が協力して家事・育児・
介護を行いましょう。

男性も子育てや介護に携わるようにしまし
ょう。

事業者

職場において、家事や育児、介護は家族や
社会で担う意識づくりをしましょう。

各主体の取り組み

地　域

子育てや介護の家族負担を地域の助け合い
で軽減しましょう。

市

男女とも家庭責任を担う意識をもつよう意
識啓発を行います。

子育て・介護の社会的支援の充実を図りま
す。
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2　多様な働き方を実現するためのしくみづくり
現状と課題

　2007年（平成19年）4月、改正男女雇用機会均等法が施行され、性別による差別の禁止が
男女双方に拡大されるとともに、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いが禁止され、男女と
もに働きやすい職場環境づくりの取り組みが進められています。

　市民意識調査によると、女性が職業を持つことについて女性の半数が「子どもができたら職
業をやめ、子どもが大きくなったら再就職するほうがよい」と回答し、男性の約半数が「職業
は一生持ちつづけるほうがよい」と回答しています。
　そのため、出産・育児などの事情による女性の多様な雇用、労働に対する環境整備が不可欠
であり、「一生継続型」「一時中断型」をともに選択できる環境の整備が課題となっています。

　また、女性が働きつづけるために必要なことについては、「労働時間の短縮や休日の増加、
就業時間に柔軟性を持たせるなど、働きやすい労働条件とする」と「育児・介護のための休業
制度諸手当を充実する」を求める回答が多く出され、（P28参照）仕事と家庭生活を両立する
ことができる支援制度等の整備が望まれます。
　労働者の家庭環境に対応できる雇用環境の整備は進んでいますが、事業所アンケートにおい
て、家庭での責任を果たしながら働き続けられる職場環境づくりの取り組み状況を見ますと「特
にない」とする事業所が43社中9社で全体の2割程度あり、働きやすい環境づくりの促進に向
けた取り組みが課題となっています。

　事業所アンケート調査によると、女性活用の課題として「ない」とする回答が約半数ありま
したが、一方で「ある」とした事業所の全てが「家庭責任がある」を理由としてあげており、
以下「時間外労働させにくい」が続いています。
　男女共同参画の必要性や、少子・高齢化の進行による労働力不足により、女性の職域拡大が
必要であるため、女性活用の課題の原因を明らかにし、解消に努めることが必要となっていま
す。
　また、家庭責任は男性にも求められることから、男女ともに育児や介護両立支援制度を利用
しやすい職場環境づくりを促進することが重要です。
　今後は、育児・介護休業制度の定着、子育て期間中の勤務時間の短縮、再雇用制度さらには
在宅ワークなど、多様な働き方について選択の幅を広げる就業環境の整備が一層必要となって
います。

　事業所アンケートによると、「正社員以外」に占める女性割合が７割を超えていますが、時
間あたりの賃金の低さや雇用の不安定といった問題の待遇改善がなかなか進まない状況にあり
ます。また、出産・育児により仕事を離れ、再就職時にパートタイム労働など低賃金の補助的
仕事を余儀なくされることが多いことから、男女の賃金格差を大きくしています。

　グローバル経済の進展による国際競争力の激化に対応するため、事業所では労働者に対する
計画的な人材育成と、能力開発等の競争力の強化が求められています。
　各事業所は、男女が継続して就業できるよう家庭生活や地域活動と仕事の両立支援制度等を
整備し、能力開発を促進する必要があります。男女が積極的に社会参加していくために、労働
時間の短縮等、多様な働き方ができる就業環境の整備が求められています。

　本市は、豊かな自然と文化財や蔵などの歴史的建造物、全国的にも知名度の高いラーメンや
そばなどの観光資源に恵まれ、多くの観光客が訪れる観光都市を目指しています。
　もてなす心が温かい喜多方流観光の推進においては、市民の連携、市民と観光客の交流はも
とより、女性の社会参画の推進の視点からも、女性の積極的な参画が必要となっています。
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　また、農業従事者の高齢化や担い手不足、過疎化の進行などから農家数、農業従事者の減少
が続いています。
　地域の特色を生かした活力ある農林業の振興を図るため、農林業に従事する女性の就業環境
の改善が求められています。
　食の安全・安心に対する消費者の関心も高まってきており、安全で安心できる農作物の生産
や農作物の加工・直売等の分野において、女性が参画することが求められています。

　自営業に従事する女性は、男性と比較して、労働、家事、育児、介護等の負担をより多く
担っており、負担を軽減することが課題となっています。

1.3 2.5

全体

男性

女性

42.76.7 44.6

2.3

女性は職業を持たないほうがよい

0% 20% 40% 60% 80%10% 30% 50% 70% 90% 100%

結婚するまでは、職業を持つほうがよい

子どもができるまでは、職業を持つほうがよい

子どもができたら職業をやめ、子どもが大きくなったら再就職するほうがよい

職業は一生持ち続けるほうがよい

無回答

3.4

1.70.8

1.7

9.3 35.2 47.5

3.0

50.04.1 41.7

1.7

●女性が職業を持つことについて●

●女性活用の課題について●

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

ある

ない

分からない

無回答
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●女性活用の課題と考えられるもの　【複数回答】●

●家庭での責任を果たしながら働き続けられる職場環境づくりの取り組み状況【複数回答】●

●雇用形態【男女比】●

勤続年数が短い

家庭責任がある

勤務意識の低さ

社会一般の理解が低い

時間外労働させにくい

活用方法がわからない

重量物取扱等、法制上の規制

その他

0

1

16

4

2

7

3

1

1

4 8 12 16 20　社

長期育児休業制度

分割性育児休業制度

勤務時間短縮

フレックスタイム制度

時間外労働の軽減

家族看護休暇の導入

事業所内託児施設

育児時間制度

雰囲気づくり

特にない

その他

無回答

0

14

4

22

6

25

11

2

4

3

9

0

1

5 10 15 20 25 30　社

43.3 56.7

52.2 47.8

24.8 75.2

全体

正社員

正社員以外

男性

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

女性
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施策の内容

（１）雇用における募集・採用、配置・昇進の機会均等の推進
①労働に関する法の遵守（主体：雇用者）
　男女雇用機会均等法、労働基準法、育児･介護休業法など、労働に関する基本的な権利に
ついて、広報等により周知を図り制度の定着を図ります。

②労働に関する制度の活用（主体：被雇用者）
　育児･介護休業制度の普及を図り、両立を支援する制度の積極的活用を促します。特に男
性の利用促進を図ります。

③労働条件の改善の促進
　性別を理由とする差別の禁止や妊娠・出産後も働くことのできる環境整備に取り組むと
ともに、男性･女性双方にとって能力を生かすチャンスを広げます。

（２）労働における環境条件の整備促進
①労働環境の改善の促進
　労働環境の実態の把握や、関係機関と連携した相談体制の充実を図ります。また、定期
的な健康診断などの福利厚生の充実を推進します。

②企業内保育サービスの普及･啓発
　育児期にある労働者を支援するために、企業内保育サービスについての普及･啓発活動を
行います。

③多様な就労形態への理解の促進
　結婚・出産などを機に一時仕事を中断した女性たちが、再就職に意欲を持てるように、
事業主に対して女性の就労形態や再就職への理解を求めていきます。
　また、フレックスタイム制や在宅ワークなど柔軟な就業形態の普及を図ります。

（３）働くための意識づくり能力開発への支援
①職場における男女平等の実現
　女性に対し、男女雇用機会均等法、労働基準法、育児･介護休業法など、労働に関する女
性の基本的権利について周知を図り、また、制度や労働環境について必要な知識が得られ
るようなシステムづくりに努めます。

②能力開発への支援
　福島県男女共生センター等との連携を図りながら、意欲と能力のある女性が活躍できる
よう、ステップアップや再就職、起業等、女性のチャレンジに対する支援※１を行います。
就労に役立つ技術や能力向上のための講座の開設、また講座の情報等を提供し、学習機会
の充実を図ります。

③男女の均等な機会と待遇の確保など、多様な働き方を可能とする労働・就業環境の整備
　女性労働者に対する能力開発を支援します。また、事業主に対し、女性の労働への適正
な評価と、多様な就労形態への理解を求めていきます。

※1女性のチャレンジ支援策
　内閣府では、様々な分野において女性が方針決定過程に参画し活躍することを目指す「上へのチャレンジ」、従来女性が少な
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」、子育てや介護でいったん仕事を中断した女性の「再チャレンジ」
を推進しています。
　女性の新しい発想や多様な能力の活用により、女性が活躍し、男性もゆとりある生活を送ることのできる社会を実現するた
めの支援を行なうために、女性センターや関係機関が連携して情報提供や人的ネットワークを構築する必要があります。
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（４）農林、自営業等に従事する女性の就業環境の改善への支援
①「農林、自営業に従事する女性の労働」に対する理解促進
　女性が果たしている役割が適正に評価されるよう啓発を推進し、良好な就労環境づくり
を支援していきます。農家においては、家族経営協定締結※２を推進し女性の経営参画を促
進します。
　また、様々な方針決定過程において男女の意見がバランス良く反映されるように、各種
団体等における女性の登用促進を啓発します。

②農林、自営業に従事する女性のための、能力開発の支援と学習機会の提供
　自営業に従事する女性同士のネットワークづくりを推進します。また、組織的な男女共
同参画への取り組みのバックアップを図ります。
　また、農産物の加工や直売、及びグリーン・ツーリズムに取り組む個人やグループに対
して学習機会の提供などの支援を行います。

③健康管理体制の充実
　農林、自営業に従事する人の健康管理を図るため、検診の積極的な受診を促進します。

（５）パートタイム労働者の労働条件の改善
①パートタイム労働に対する理解の促進
　「パートタイム労働」という就労形態が果たしている役割の大きさについて周知し、パー
トタイム労働に従事している人が、労働に対して誇りを持てるように、就労環境の整備を
促します。

（６）観光分野における男女共同参画の促進
①「喜多方流おもてなし」の普及・啓発
　「おもてなし」に関する講習会及び研修会を通して、接遇の向上や観光資源に関する学習
機会の充実に努めるとともに、観光分野における男女共同参画を促進します。

②観光の方針決定過程への女性参画の拡大
　観光に携わる女性人材を育成し、方針決定過程における女性参画を拡大します。

※2家族経営協定締結
　家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や
役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、ルールを文書で取り決めるこ
とです。

ワークショップからの意見
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市　民

男性も、育児・介護休業制度を積極的に利
用しましょう。

男女とも仕事と家庭をお互いに担う意識を
持ちましょう。

事業者

男女とも安心して育児・介護休業制度を利
用し、仕事と家庭生活が両立できるよう、
職場環境づくりに努めましょう。

仕事と生活の調和を図ることができる環境
を整備しましょう。

観光分野において、女性の参画を進めまし
ょう。

各主体の取り組み

地　域

起業などに女性がチャレンジしやすい環境
をつくりましょう。

グリーン・ツーリズムに男女とも積極的に
参加しましょう。

市

市民、事業所に対し、両立を支援する制度
の利用促進のため、広報周知を行います。

性別に関わりなく能力を発揮できる職場環
境づくりを支援します。

観光ボランティアの育成を通して男女共同
参画の促進に努めます。
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3　地域における男女共同参画の推進
現状と課題

　本市は、平成17年の国勢調査によると、世帯の少人数化と老人だけの世帯が増加しています。
加えて、個人の価値観やライフスタイルが多様化し、地域に住む人々の結びつきが希薄化する
傾向にあります。少子・高齢化の進行や防犯対策等の地域課題の解決には、となり近所の日ご
ろの交流や世代間交流などの地域活動の活性化が求められています。

　意識調査によると、日ごろ参加している地域活動について男性は「自治会、町内会の役員活
動」が最も多く、女性は「参加しているものはない」が最も多く3割を超え、女性が地域活動
へ参画する意識の高揚が必要となっています。

　女性の地域活動が少ないこともあり、男性が行政区長など地域活動の方針決定過程において
中心的な役割を果たしている状況にありますが、地域の果たす役割はますます重要になってき
ており、これまでの社会通念、慣習等を見直し住民の様々な視点、意見を取り入れた、安心で
安全な地域社会を、男女がともに築いていく意識づくりが重要です。

　また、ボランティア活動等は、自主的に地域課題に取り組み、地域の多様なニーズに対応し
ており、より豊かで暮らしやすい地域社会づくりのために大変重要となっています。
　ボランティア活動等をより一層活性化させ、魅力ある地域社会を築くためには、活動に参加
しやすい環境整備と男女共同参画の推進が必要となっています。

●喜多方市一般世帯人員別内訳●
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●日ごろ参加している地域活動●

全体

男性

女性

各種ボランティア 自治会、町内会の役員活動

子供会、青少年グループの世話 各種女性団体の活動

消費者団体等の消費者活動 趣味・スポーツ等の活動

政治活動・労働組合活動 環境・自然保護活動

参加しているものはない

無回答

その他

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

4.6 29.1 11.1

1.2

22.6 2.85.0

6.9 22.2 10.4 3.6

0.8 1.4 2.1

2.527.1

9.3 15.1 9.6 7.4

1.3 2.9

2.3

31.8

19.7

0.3

1.3

0.3

2.50.0

3.2

20.7

18.6



39

施策の内容

（１）地域活動における男女共同参画の理解促進
①地域活動をとおしての男女共同参画の推進
　地域の様々なイベントなどに積極的に参加する意識を醸成し、地域活動における男女共
同参画への理解を求めていきます。

②まちぐるみの男女共同参画社会づくりへの支援
　「人を育てる」という機能を持った「地域」の特性を活かし、世代･性別を超えた男女共
同参画の意識づくりと、子供たちが小さいうちから男女共同参画に自然になじむような活
動を支援します。

（２）ボランティア活動の推進
①ボランティア活動への支援
　市民のボランティア活動を促進するために設置された市民参画運営による喜多方市ボラ
ンティア活動支援センターの機能の充実を図るため、支援を行うとともに、男性の参画促
進を啓発します。

②ボランティア活動に関する情報の提供
　ボランティア活動状況についての広報活動をとおし、ボランティアの需要と供給につい
て、情報を提供します。

（３）人と自然に配慮した環境づくりの推進
①環境美化活動における男女共同参画の推進
　自然と共生する、美しく快適なまちづくりの実現のため、家庭・地域と協力する体制と
環境整備を進めるなかで、男女共同参画を推進します。

ワークショップからの意見
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市　民

男女とも地域活動に積極的に協力しましょ
う。

地域活動において、男女に不平等なしきた
りや慣行に気づき、地域の中で協力して改
善していきましょう。

事業者

仕事と地域活動を両立しやすい職場環境整
備を進めましょう。

地域活動やボランティア活動を理解し、支
援しましょう。

各主体の取り組み

地　域

地域活動の方針決定過程に女性の参画を進
めましょう。

市

地域の様々なイベントへの市民参加を呼び
かけます。

地域活動における男女共同参画の浸透を促
進します。
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4　国際的視野の拡大と交流の推進
現状と課題

　男女共同参画社会の形成の促進は、国際社会における取り組みと密接な関係にあり、男女平
等の実現のための「女子差別撤廃条約」※１や第4回世界女性会議で採択された「北京宣言及び
行動要綱」※２等の国際人権規範等を取り入れ、その目的が十分に達成されるよう広く浸透を図
っていくことが必要となっています。

　また、喜多方市は、各種国際交流事業を展開していますが、1988年（昭和63年）にアメリ
カ合衆国オレゴン州ウィルソンビル市と姉妹都市の提携をし、主に、中・高校生による交換研
修を行い、両市の相互理解、文化や情報、産業など幅広い分野で交流を深めてきました。

　国籍の違いを越えた交流は国際的視野を育み、お互いの国、文化を尊重する姿勢は、人類の
平和にとって欠かせないものです。本市においても、年代を問わず、世界の動きに関心を持ち、
市民レベルでの国際相互理解をより深め、広げていく必要があります。
　また、市内に在住する外国籍住民も増加しており、国籍や言葉の違いに関わらず暮らしやす
い環境づくりが求められています。

　一方、産業の高度な開発と発展は、地球温暖化やオゾン層の破壊といった地球環境問題を生
み出したため、今後は人と自然が共生する循環型社会の形成が求められています。
　現在、京都議定書※３に基づき国際レベルでさまざまな取り組みがなされていますが、本市に
おいても、緑豊かな自然を次代に引き継いでいくために環境保全への取り組みを進めていくこ
とが重要です。

　環境保全活動等のグローバルな課題は、今後一層重要性が増すものと考えられ、環境分野に
おける男女共同参画の促進が必要です。

※1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）1979 年（昭和 54年）
　国連総会で採択されたもので、あらゆる分野における男女平等の確立をうたっている。日本は国籍法の改正、男女雇用機会
均等法などの国内法や制度を整え、1985 年（昭和 60年）に批准しました。

※2北京宣言及び行動要領 1995 年（平成 7年）
　女性のエンパワーメントや女性の人権の尊重、あらゆる政策にジェンダーに敏感な視点を反映することなど 2000 年までに
各国が取り組むべき課題を提示しています。

※3京都議定書 1997 年（平成 9年）
　地球温暖化防止京都会議で議決した議定書。先進国の温室効果ガス排出量の削減目標を設定しています。
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施策の内容

（１）平和への貢献と国際理解の推進
①国際的規範の受け入れと広報周知
　男女共同参画の国際的動向に関する情報を収集し提供します。

②平和や命の大切さを尊ぶ心の醸成
　平和や命の大切さを尊ぶ心を醸成するための事業を関係団体と連携して促進します。

③国際交流、国際理解の推進
　国際情勢に対する関心を高めること、国際理解をより深めることができるような情報を
提供します。
　また、国際交流事業を推進して、国際人としての人間の形成をめざし、他国の文化に対
する理解を深めるとともに、自国の良さを再認識し、郷土に誇りが持てるよう取り組みを
進めます。

（２）環境保全への積極的な参加促進
①グローバルな問題に対する女性の参画の促進
　環境問題へ女性の参画を促し、地球規模を視野に入れた取り組みを進めます。

②自然環境と生活環境の確保のための取り組みの推進
　自然と共生する、美しく快適なまちづくりを推進するため、基本となる環境保全に全市
をあげて取り組んでいく体制を整えます。

市　民
国際交流や平和に関心を持ちイベント等に
積極的に参加しましょう。

環境美化、環境保全に関心を持ち活動に参
加しましょう。

事業者
国際交流や環境保全に関する研修会やイベ
ント等に協力しましょう。

外国籍の従業員が働きやすい職場環境づく
りを進めましょう。

環境美化、環境保全に配慮した企業活動を
行いましょう。

各主体の取り組み

地　域
国際交流や平和に関するイベント等に協力
しましょう。

外国籍住民が地域の一員として参画できる
環境をつくりましょう。

地域の環境美化活動等に男女がともに参画
し推進しましょう。

市
市民の国際理解・国際交流の活動を支援し
ます。

男女共同参画に関する国際的動向に関する
情報を収集し提供します。

環境美化・環境保全活動を推進します。
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目標Ⅲ目標Ⅲ

男男
わたしたちわたしたち

女女は、ともに参加しますは、ともに参加します
～対等な立場で担う社会～～対等な立場で担う社会～

ねらい

　男女共同参画社会の形成には、男性と女性が社会の対等な構成員として、政策・方針決定過
程に参画してともに責任を担っていくことが重要です。
　しかし、行政や民間事業所等における責任ある地位への女性参画がなかなか進まない状況に
あり、あらゆる分野に参画し、責任を担うことができる女性人材の育成を促進し、男女の意見
がバランスよく反映される社会づくりが必要となっています。

　女性が関わることの少なかった分野へ、女性の職域を拡大し責任ある地位への参画を推進し
ていくことによって、これまでの働き方が見直され、仕事と家庭生活の両立が可能な多様な働
き方を選択できる男女共同参画社会の形成が促進されます。
　また、少子・高齢化の進行など急激な社会の変化のなか、いきいきとした活力ある地域社会
を実現するためには、個人の能力を発揮できる機会を確保することが重要です。

　国は「2020年（平成32年）までに、指導的地位に占める女性の割合が、少なくとも30％程
度になるよう期待する。」との目標を掲げています。
　本市は、「喜多方市総合計画」において、市の審議会等の委員数に占める女性委員の割合を
平成28年度（2016年）までに40.0％となることを目標に定めています。

　行政において、女性人材の育成・発掘に努めるなど、積極的に女性の登用を推進するよう取
り組みを進めるとともに、事業所等においても、意思決定過程における女性の参画を促すこと
が必要となっています。

目　標

わたしたち喜多方市民は、男性と女性が社会の対等な構
成員として、政策をはじめとするあらゆる分野におい
て、方針の立案から決定まで共同参画し、対等な立場で
担う社会の実現をめざします。
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1　様々な意思決定過程への男女共同参画
現状と課題

　社会を構成する男女の比率はほぼ半々ですが、国や地方自治体の審議会等における委員は、
女性の比率がなかなか伸びない状態にあります。
　また、企業等が、社会や個人の考え方の多様化に対応して利益を生みだしていくためには、
方針の企画・立案の段階から、男女共同参画の拡大が重要となっています｡

　本市は、「喜多方市総合計画」において「市の審議会等の委員数に占める女性委員の割合を
2011年度（平成23年度）までには35.0％、2016年度（平成28年度）までに40.0％」と定め、
意思決定過程における女性の参画を推進しています。
　しかし、事業所アンケートにおいて、市内民間事業所における管理職の男女比をみると、女
性の参画はまだまだ低い現状にあり、男女間の格差が生じています。このような状況をふまえ、
女性が意思決定過程に参画できる機会が確保されるよう取り組みを進める必要があります。
　そのため、ポジティブ・アクション※１の奨励など男女雇用機会均等法の趣旨に沿って、女性
の能力が発揮できる環境整備に積極的に取り組む必要があります。

　町内会、ＰＴＡ等の地域活動等においては、女性の参加が多いにもかかわらず、方針を決め
る行政区長やＰＴＡ会長などの代表は、男性が務める場合が多い状況となっており、代表にお
ける女性割合はこの数年、ほとんど変化なく推移しています。
　国の男女共同参画推進本部では、「2020年（平成32年）までに、指導的地位に女性が占め
る割合が、少なくとも30％程度になるよう期待する。」との決定をしており、このことを踏まえ、
町内会、ＰＴＡ等における女性の参画の一層の推進を図る必要があります。
　地域活動等は、まちづくりや教育など生活と密接に関連することから方針決定に男女の意見
がバランス良く反映されることが求められています。

　社会における男女間の格差解消や、個人の能力を生かして事業所及び地域社会の活性化を図
るためにも、あらゆる分野における意思決定過程への女性の参画は重要であり、事業所や各種
団体、地域社会が男女共同参画の必要性を認識する必要があります。

※1ポジティブ・アクション（女性の登用促進のための取り組み）
　女性の登用促進のための取り組み。一般的には、社会的・構造的な差別によって、現在不利益を被っている者に対して、一
定の範囲で特別の機会を提供すること等により、実質的な機会均等等を実現することを目的として講じる暫定的な措置のこと
をいうとされています。日本では、男女共同参画社会基本法により積極的改善措置を定義し、国及び地方公共団体の責務と位
置づけています。また、男女雇用機会均等法においても、別途「女性労働者に係る措置に関する特例」として、ポジティブ・
アクションを規定しています。
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●行政区長の男女比率●

●市内小中学校におけるPTA会長の男女比率●

●市内民間事業所の性別管理職割合●

84.4(103人） 15.6（19人）

73.9（210人） 26.1（74人）

63.1（217人） 36.9（127人）

部長相当職

課長相当職

係長相当職

男性

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

女性

300

250

200

150

100

50

0

2.5

2

1.5

1

0.5

0

18年度

行政区長  男性 行政区長  女性　　　　割合

人
数

女
性
比
率

2.2％ 2.2％

66

269269

19年度

18年度 48　　　　  0　　　　  0.0

PTA会長

男性（人） 女性（人）
割合
（％）

48　　　　  0　　　　  0.019年度

※18年度は平成17年10月1日現在。19年度は平成18年12月1日現在。
※PTAは、国・公・私立の幼稚園、小・中・高等学校、盲、ろう、養護学校を対象とする。
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施策の内容

（１）行政の審議会等における女性委員の参画推進
①審議会等への女性の参画の推進
　喜多方市総合計画に基づき、市の審議会等における女性委員の割合が40.0％となるよう
さらに取り組みを推進します。
　また、幅広い分野の女性の人材育成・人材把握に努め、市政にかかわる場面での活動を
要請していきます。

②方針決定過程への男女共同参画の拡大
　審議会等における女性委員の登用状況を公表し、市民生活の方針決定における男女共同
参画の必要性について関係団体や市民等に理解を求めていきます。

（２）事業所等における意思決定過程への男女共同参画の拡大
①事業所等に対する女性の参画の促進
　事業所や町内会、ＰＴＡ等の各種団体に対し、企画･立案、方針決定の場に参画できる女
性人材の育成や意思決定過程における女性の参画を促進します。

（３）女性の管理職への適正な登用の促進
①人材育成における男女平等の推進
　事業所等において、女性に対するキャリアアップのための研修やポジティブ・アクショ
ンの導入を促し、女性管理職の登用が促進されるよう取り組みを進めます。

②行政における女性職員の能力開発・職域拡大
　女性職員が能力を発揮しキャリアアップできるよう、幅広い職務経験の付与や研修機会
の確保に努め人材育成を進めます。

③行政における女性の管理職への登用の推進
　男女共同参画の推進に関する、研修の機会の充実を図ります。また、ポジティブ・アク
ションを取り入れ適正な女性管理職の登用を推進します。

（４）市政への関心を高めるための広報活動
①市政に関する情報の提供
　市民一人ひとりが市政への関心を高めるための市政に関する情報をわかりやすく提供し
ます。

②パブリック・コメントの推進
　パブリック・コメント制度※1を広く市民に周知し、市民誰でもが市政に参画できるよう推
進します。

③情報公開制度の推進
　「市民が公文書の開示を求める権利」を行使する手段としての情報公開制度について周知
を図ります。

※1パブリック・コメント制度
　市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画、条例等を立案する過程において、案の段階で市民に公表するとともに意
見等を募集し、寄せられた意見等を考慮しながら最終案を決定する制度です。
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ワークショップからの意見

市　民

女性も審議会委員の公募などに積極的に応
募しましょう。

パブリック・コメントなどの制度を活用し
市政に参画しましょう。

女性が方針決定過程に参画できる環境づく
りをしましょう。

事業者

能力に応じ、積極的に管理職に女性を登用
しましょう。

方針決定過程に参画し、責任を担うことの
できる女性人材を育成しましょう。

各主体の取り組み

地　域

町内会、ＰＴＡ等の地域活動等に男女の意
見をバランスよく反映させるとともに、方
針決定過程において女性の参画を進めまし
ょう。

地域で活躍できる女性人材を育成するよう
努めましょう。

市
審議会等の委員に女性を積極的に委嘱しま
す。

能力に応じ、積極的に管理職に女性を登用
します。

女性職員に対し、幅広い職務経験の付与や
人材育成に関する研修機会の充実を図りま
す。

職員に対し、男女共同参画に関する学習機
会の充実を図ります。
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1　女性のエンパワーメントの推進と自立促進
現状と課題

　事業所において、女性が能力を発揮し、意思決定過程に参画できる環境づくりを進めるため
には、ポジティブ・アクション等の取り組みの促進と併せて、女性自らも能力開発に取り組む
ことが必要となっています。
　そのため、意欲のある女性に対し、職業訓練や能力開発のための研修を関係機関と連携して
行い、女性のエンパワーメント※1を推進し、意思決定過程に参画し責任を担える女性人材の育
成を支援していくことが求められています。

　市民意識調査によると、日ごろ参加している地域活動（P38参照）について、女性は「自治
会、町内会の役員活動」「趣味・スポーツなどの活動」への活動参加は33.7％あるものの、「参
加しているものはない」も3割を超えており、女性が地域活動へ参画する意識の高揚が必要と
なっています。
　また、男女が積極的に社会参加するための課題として、仕事においては「労働時間の短縮」
や「育児・介護休業制度の定着」等多様な働き方について選択の幅を広げる就業環境の整備で
あり、家庭においては、男女共同参画に関わる家庭教育が、地域においては、男女の役割分担
についての社会通念、慣習等の改善があげられます。
　このため、行政の取り組みとして、従来の固定的な男女の社会的役割の見直しを進めるため、
社会制度の見直しを働きかけ、多様な生き方を選択することができる環境整備が課題となって
います。

　このことから、これまで女性の参画が少なかった分野へ、活躍の場を広げるための女性のチ
ャレンジ支援を関係機関と連携して推進し、意欲のある女性に対し能力開発の支援や情報の提
供等を行い、男性とともに様々な分野に参画し、責任を果たせる女性人材を育成する体制づく
りが必要となっています。

※1エンパワーメント
　自己決定能力や社会的・経済的・政治的な力を獲得すること。女性自身が本来持っている潜在能力を引き出し、自分らしい
生き方を選び取る力、経済的に自立できる力、政策・決定の場に参画する力、国際社会で活躍する力などを身につけることです。
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●男女がともにあらゆる分野に参画するために必要なこと（複数回答）●

男性

男女の役割分担についての社会通念、習慣、しきたり
を改めること

学校教育や生涯学習の場で、男女共同参画に関する
学習を充実すること

13.1
12.5

6.5
8.0

17.0
16.0

4.8
4.3

5.6
5.0

3.6
5.3

6.2
5.0

4.2
5.1

0.0
1.0

0.0％ 5.0％ 10.0％ 15.0％ 20.0％ 25.0％

1.2
0.3

18.8
10.1

21.8
20.2

7.3
7.4

男女ともに、家事などができるようなしつけや育て方
をすること

男性が生活面において自立できるような能力を
身につけること

行政や民間、地域社会などにおける政策、方針決定の
場に女性を積極的に登用すること

女性自身が経済的に自立し、社会的責任を果たせる
ような能力を身につけること

雇用機会や昇進など、職場における男女の平等な取
り扱いを周知徹底すること

労働時間短縮や男女ともに取得しやすい育児・介護・
ボランティア等の休暇、休業制度を普及させること

パートタイマー、派遣労働者等の労働条件を
向上させること

年功序列、終身雇用等、従来の雇用制度を見直し、
再雇用や中途採用枠の拡大など柔軟な制度を普及
させること

官民ともに、育児・介護に係わる施設や、家事・育児・
介護に係わるサービス等を充実すること

無回答

その他 女性
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施策の内容

（１）能力の開発・向上に向けた取り組みの支援
①エンパワーメントのための教育・学習活動
　女性が自らの意思により、様々な分野に参画していくための能力を養うため、関係機関
と連携し、学習機会の充実を図ります。

②チャレンジしやすい環境づくり
　女性があらゆる分野で活躍できるよう、地域住民の理解促進や情報の提供などの支援策
を推進します。
　また、様々な分野において活動できる女性リーダーが育成されるよう支援します。

③女性団体への活動支援
　女性団体への活動を支援し、女性人材の育成や自立意識の向上を図るため、女性の社会
参画を促進します。

（２）女性の就業支援、人材育成
①能力開発への支援《目標Ⅱ－２－（３）②再掲》
　福島県男女共生センター等との連携を図りながら、意欲と能力のある女性が活躍できる
ためのステップアップや再就職等、女性のチャレンジに対する支援を行なう。就労に役立
つ技術や能力向上のための講座の開設、また講座の情報等を提供し、学習機会の充実を図
ります。

②再就職の支援
　再就職を希望する女性に対する能力開発を支援するため、就業相談や研修会などの必要
な情報の提供を関係機関と連携して行います。

③在宅ワークの促進
　在宅ワーク等の柔軟な就業形態の普及を図り、子育て期や介護に携わる人の職業能力の
維持、向上を支援します。

ワークショップからの意見
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市　民

女性自らセミナーや学習会などに参加し能
力開発に取り組みましょう。

事業者

性別に関わりなく、能力を発揮できる職場
づくりに努めましょう。

女性が経済的に自立できるよう学習機会の
充実に努めましょう。

各主体の取り組み

地　域

日ごろから地域活動の方針決定に女性も参
画できるようにし、人材の育成に努めまし
ょう。

女性がチャレンジしやすい環境づくりに努
めましょう。

市

女性が自らの能力開発に取り組むことがで
きるように、学習機会の充実を図ります。

性別に関わりなく、能力を発揮できる職場
づくりに努めます



52

目標Ⅳ目標Ⅳ

男男
わたしたちわたしたち

女女は、ともに支え合いますは、ともに支え合います
～安心なくらし～～安心なくらし～

※ 1セクシュアル・ハラスメント
　性的な言動により、相手方の生活環境を害すること。又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与え
ることです。

※2ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）
　親密な関係にある男女間で繰り返し振るわれる暴力。身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力などが挙げられます。

ねらい

　少子・高齢化社会の進行、地域のつながりの希薄化など変化する地域社会において、性別、
年齢、障がいの有無などの違いに関わらず、すべての人が安心して生活できる社会づくりが求
められています。

　本市は、65歳以上の高齢者がいる世帯が過半数を超え、今後も増加が見込まれています。
　これからの社会は、高齢者が生涯現役で活躍できるための介護予防や自立支援等の取組を進
め、世代間交流等を通じた地域社会の担い手として社会参加できるよう環境を整備することが
求められています。
　また、家族が介護を要する場合、一方に負担が偏ることのないよう、家族や社会全体で支え
る体制の充実を関係団体と連携して推進することが求められています。

　さらに、誰もが等しく社会に参画する機会が均等に確保される必要があるため、障がいのあ
る人も、ない人もともに生活し活動できる環境の整備と、男女のニーズの違いに応じた各種サ
ービスの提供、及び自立支援が重要です。

　一方、パートナーからの暴力ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）※1や職場、学校等にお
けるセクシュアル・ハラスメント※２等は、犯罪行為をも含む重大な人権侵害であり、男女共同
参画社会の実現を阻害するものです。
　男女間における暴力を根絶するため、関係機関と連携して取組を進めるとともに、被害者が
安心して相談できる体制の充実を図ること、そして自立支援の体制づくりが求められています。

目　標

わたしたち喜多方市民は、みんなが健康な心とからだを
持ち、ともに支えあう、安心なまちづくりをめざします。
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1　生涯にわたっての健康な心とからだづくり
現状と課題

　本市は、市民が生涯にわたり、健康で安心して暮らせるために関係機関等と連携し、健康づ
くり対策を推進していますが、高齢化の進行や生活習慣の変化により、健康教育や健康診査、
介護予防の一層の充実が求められています。

　男女がともに、お互いの身体的特質を理解し合い、人権を尊重しつつ相手に対する思いやり
を持って生活していくことは、男女共同参画社会の形成において大変重要です。
　心身及びその健康維持について、正確な情報・知識を得て主体的に健康管理に努め、健康を
享受できるようにしていく必要があります。
　特に女性は、妊娠や出産という男性とは異なる健康上の問題に十分配慮するなど、性差に応
じた医療の推進も必要です。
　また、安心して妊娠・出産できるために、健康診査、保健指導・相談等の支援や、不妊相談
ができる体制の充実が求められています。

　国勢調査（H17.10.1）によると、本市の65歳以上の高齢者はほぼ3割を占め、今後も高齢
化の進行が予想されます。
　市民意識調査によると、自分の家族が介護を要する場合、または、もし家族が介護を要する
状態となった場合どのようにしたいか、との問いに対して在宅福祉サービス、介護施設等の社
会的支援を求める声が多く、介護支援等のサービスの充実が課題となっています。
　少子・高齢化社会を、豊かで活力ある社会としていくためには、高齢者を支えられる側に位
置付けるのではなく、年齢に関わりなく他の世代とともに自立し社会を支える一員として、高
齢者の役割を捉える必要があります。
　そのためには、高齢者が主体的に生き方を選択できるよう、健康づくり、老人クラブ等の生
きがいづくりの活動の充実や高齢者の就業機会の提供など社会参加を促進する体制づくりが課
題となっています。
　また、高齢者が要介護とならず自立して生活できるよう、日ごろからの高齢者の健康づくり
支援と併せ、介護予防を支援する体制の充実が必要となっています。
 

●自分の家族の中に介護を要する方がいる場合、
　または、もし家族が介護を要する状態となった場合、どのようにしますか●

7.9合計

男性

女性

53.8 23.8 9.8

3.1 1.7

8.9

家族や親族だけで世話をし、
自宅で生活させたい

53.8 23.7 9.3

3.0 1.3

7.0 53.7 24.0 9.9

3.3 2.1

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

ホームヘルパーなど在宅福祉
サービスを利用し、主に自宅で
生活させたい

介護施設やグループホーム等に
入所させたい

どのようにしたらよいか
分からない その他 無回答
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施策の内容

（１）健康な心とからだづくりのための相談・指導体制の充実
①すべての人にとっての健康な心とからだづくりの推進
　様々なストレスによって心の健康をそこなうことのないように、精神衛生を重視するた
めの啓発を行います。
　また、幼児から高齢者まで、生涯をとおした健康の保持･増進ができるため、健康づくり
から疾病の予防など、健康管理体制の充実を図ります。

②心とからだの健康を維持するための相談･指導体制の充実
　　訪問指導や各種健康講座等をとおして生活習慣病などの予防に努めます。
　また、相談窓口の充実を図るなど、健康な生活を送るための支援を行います。

（２）「高齢者の生涯現役」を支援する体制の充実
①生きがい対策の促進
　就労や趣味の活動など、高齢者が生きがいを持ち自立して生活できるため、老人クラブ、
高齢者生産活動センター等への参加による生きがいづくりを促進します。

②高齢者が安心して暮らせる生活への支援
　高齢者に対する保健･福祉施策の充実を図り、安心して暮らせるまちづくりを推進します。

③高齢者が自立して生活できる体制の充実
　高齢者が要介護状態とならず、いきいきと自立した生活ができるよう、本市独自の取組
である「太極拳ゆったり体操」の普及に努め、高齢者活動センターの活用等、高齢者の生
涯現役を支援します。

（３）母性の保護と母子保健事業の推進
①母性への理解と尊重
　女性の身体的な特性への理解や、出産や育児等を含むライフプランをパートナー間で相
談して設計することを啓発します。
　また、性情報の氾濫や性意識の変化を踏まえ、望まない妊娠、人工妊娠中絶及び性感染
症などを防止するため、各年代に応じた支援をします。

②母子保健事業の推進
　両親学級などへの参加を促進し、女性自身が母としての健康管理に留意するように啓発
していきます。また、離乳食教　室などへ両親が参加することも含めて、互いに育児に対
する理解を深めることを啓発します。
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市　民
個人の特性にあった健康維持・増進に関心
をもち、取り組みましょう。

健康管理に心がけ、健康に関する講演会や
講習会等に参加しましょう。

高齢者も「太極拳ゆったり体操」を活用し、
生涯現役で自立した生活を送りましょう。

事業者
職場のメンタルヘルスなど、心身のきめ細
やかな健康づくり支援に取り組みましょ
う。

高齢者の雇用継続に努めましょう。

職場において母性の保護に配慮しましょ
う。

各主体の取り組み

地　域

高齢者を地域の支え手として、活動に参画
できるようにしましょう

地域において支え合いの意識を持ちましょ
う。

市

生涯にわたる健康づくりに関し、情報を提
供します。

公共施設のバリアフリー化を推進します。

適切な性情報を提供します。
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2　すべての人が安心して暮らせる社会の実現
現状と課題

　男女共同参画社会は、高齢者も障がいのある人もない人も、誰もが自らの意思で参画できる
社会ですが、実現のためには、高齢者や障がいのある人達が地域で在宅生活ができ、自由に社
会参加を果たしていくことができるよう環境を整備する必要があります。
　これからは、「バリアフリー」※1から「ユニバーサルデザイン」※2の考え方を取り入れ、誰も
が暮らしやすい社会を実現するためのまちづくりが重要です。

　障がいのある人々やその家族に対する生活支援の充実と、障がいのある人々が自立して社会
生活を送るための障害者自立支援法※3に基づく取り組みを関係機関と連携して進めることが重
要です。

　本市においては、ひとり親家庭が増加する傾向にあり、それぞれのニーズに応じた支援策の
充実が求められています。
　ひとり親家庭に対しては、子育て・生活支援から養育費の確保、就業支援など経済的な自立
に向けた支援まで、総合的な取り組みが必要であり、その実態やニーズの把握に努め、必要な
支援を行うことが必要となっています。

　男女共同参画社会は、一人ひとりがお互いの人権を尊重しあい、ともに社会を構成する一員
として社会参加する機会が確保されることではじめて実現できるものです｡
　性別・年齢などによって画一的に考えるのではなく「自分らしく」生きていくための環境の
整備は、男女共同参画社会を実現するために不可欠な課題となっています。

※1バリアフリー
　高齢者や障がい者などが、社会生活を送る上での様々な障害（バリア）を除去することです。

※2ユニバーサルデザイン
　年齢や性別、障がいの有無等に関わらず、初めから誰でも使いやすい製品等をデザインすることで、特定の障害を除去しよ
うとする「バリアフリー」から一歩進んだ発想です。

※3障害者自立支援法
　障がいの種類（身体・知的・精神障がい）に関わらず、地域で自立して生活できるよう支援体制を整備する目的で平成 18年
に制定されました。
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施策の内容

（１）障がいのある人の生活安定と社会参加の支援
①ノーマライゼーション※1の意識づくり
　すべての人が共生できる社会をめざして、社会的弱者と言われる人の社会活動への参加
を支援し、互いに支えあう意識づくりを推進します。

②障がいのある人が安心して暮らせる生活への支援
　障がいのある人に対する保健･福祉の施策の充実を図り、生き生きと安心して暮らせる
まちづくりを推進します。（ソフト面）

（２）ひとり親家庭の生活の充実への支援
①公的支援の充実
　ひとり親家庭に対する公的な支援の充実を図り、これらの普及･啓発に努めます。

②相談体制の充実
　ひとり親家庭のための相談体制の充実を図ります。また、状況に応じた制度の適用に向
けての支援体制の強化を図ります。

（３）障がいのある人・高齢者の視点が生きるまちづくりの推進
①バリアフリーをめざしたまちづくりの推進
　すべての人が自立して生活できる男女共同参画社会の実現をめざして、社会的弱者と言
われる人の目線に立ったまちづくりを推進します。（ハード面）

市　民
障がいのある人が地域社会で生活できるよ
う支え合いの精神を持ちましょう。

事業者
障がいのある人やひとり親家庭の雇用機会
の拡大に努めましょう。

各主体の取り組み

地　域
障がいのある人が地域活動に参加しやすい
よう配慮しましょう。

地域において、お互いに助け合う意識づく
りをしましょう。

市
地域住民に対し、障害のある人とともに生
活できるよう意識の向上を図ります。

ひとり親に対する支援の充実に努めます。

※1ノーマライゼーション
 年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが社会参加でき、普通に生活を送ることができるという考え方です。
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3　男女間の暴力の根絶
現状と課題

　ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やセクシュアル・ハラスメントは、犯罪となる行為
をも含む重大な人権侵害であり、個人の人権の尊重を基本理念とする男女共同参画社会の実現
を阻害するものです。
　これまで、被害者の側にも問題があると考えられ、個人的な問題として矮小化されていた面
もありましたが、固定的な性別役割分担意識や、男女間の社会的格差等が要因の一つとなって
いる、社会的な問題であることを認識する必要があります。

　2001年（平成13年）「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」が施行され、
これまで家庭内の問題とされ、潜在化しやすい傾向にあった、ドメスティック・バイオレンス
（ＤＶ）が犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることと認識されました。
　さらに、2004年（平成16年）の改正では保護命令の拡充と被害者の自立が明確化されました。
　ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）等を防止するため、法制度の整備は進められていま
すが、地域社会において被害を潜在化させないためにも、意識啓発をあらゆる機会をとらえて
広く行い、暴力を決して許さない社会の実現を目指す必要があります。
　また、本市は福祉事務所に女性相談員を配置し、相談業務などの被害者支援を進めてきまし
た。今後も引き続き、被害者に対する相談業務を行うとともに、被害者の保護と自立支援を関
係機関と連携を密にして行う必要があります。
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施策の内容

（１）相談体制の充実
①女性に対する暴力に関する相談事業の充実
　被害者が安心して相談できるよう、関係機関と連携し被害者が利用しやすい相談窓口の
広報を行います。

②配偶者等からの暴力の防止
　被害の潜在化を防ぐために、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）は重大な人権侵害
であることを広く広報周知に努めます。

③セクシュアル・ハラスメントの防止
　職場・学校・地域などあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメントの防止のため
の啓発を行います。

（２）被害者の保護や自立支援の促進
①暴力行為からの安全の確保
　「配偶者暴力防止法」に基づき、関係機関と連携して保護命令制度の適切な運用の実現
に努め、被害者及び被害者を支援している親族等の安全を確保します。

②自立支援の促進
被害者の自立支援のため、関係機関と連携し就業の促進、住宅の確保、同居する子どもの
就学等に関する情報の提供を行います。

市　民

暴力は絶対にしない、許さない意識をもち
ましょう。

被害者から相談を受けた場合は、適切な相
談窓口を紹介しましょう。

事業者

セクシュアル・ハラスメント等のない職場
環境づくりに努めましょう。

被害者の自立支援のため、就業機会の確保
に協力しましょう。

各主体の取り組み

地　域

暴力の根絶に向けた取り組みに地域で協力
しましょう。

被害の潜在化を防ぐため、日ごろから地域
で助け合いの意識をもちましょう。

市

被害者が相談しやすい体制づくりに努めま
す。

被害者の自立支援の促進に努めます。
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計画の推進

第4章
きたかた男女共生プラン
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1　実施計画書の作成と取り組み
　本計画の施策の内容を実現するためには、男女共同参画社会の形成に向けて全庁的に取り組
むことはもちろん、市民、事業所、市民団体等との連携を図りながら、推進する必要があります。
　このため、男女共同参画実施計画を策定し、今後5年間に取り組む事業を定めるとともに、
各年度の進捗状況を踏まえ、市民の意見を幅広く取り入れながら、より効果的な取り組みを行
います。

2　計画の管理
　喜多方市男女共同参画審議会を定期的に開催し、計画の進捗状況を報告し、意見を求めなが
ら計画の進行管理に努めます。また、市民に対しては取り組み状況や成果を公表することによ
り、男女共同参画社会の推進への理解と協力を求めていきます。

《推進のイメージ図》

学校

家庭 地域

事業所

労働

産業

福祉

環境

人権

教育

情報

まちづくり

きたかた
男女共生プラン

市　 民

市
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資料編

きたかた男女共生プラン
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喜多方市男女共同参画推進条例
喜多方市条例第５号

目次
　前文
　第１章　総則（第１条―第９条）
　第２章　男女共同参画の推進に関する基本的な施策（第10条―第14条）
　第３章　喜多方市男女共同参画審議会（第15条―第18条）
　第４章　雑則（第19条）
　附則

　日本国憲法には個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女共同参画社会基本法においては、男女共
同参画社会の実現が最重要課題として位置付けられている。
　また、少子高齢化の進展、経済活動の成熟化など社会経済情勢が大きく変化する時代を迎えている中、
男女が性別にとらわれずに個性や能力を発揮することができ、かつ、男女が互いに支え合う社会の形成
が求められている。
しかしながら、実際には、社会のあらゆる分野における方針等の立案から決定までの過程への女性の参
画が進んでいない状況にあるなど、いまだに男女の実質的な平等は達成されておらず、さらに男女共同
参画を推進することが重要な課題となっている。
　こうした状況を認識し、私たちは、男女が互いの違いを認めつつ、かつ、男女が社会の対等な構成員
としてあらゆる活動に参画することができる社会の実現をめざすことを決意して、この条例を制定する。

第１章　総則

　（目的）
第１条　この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び市民団体の
責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項について定めるこ
とにより、男女共同参画社会の形成に資することを目的とする。
　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）　男女共同参画　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、共に責任を担うことをいう。

（２）　事業者　市の区域内において事業を行う営利法人、公益法人、農業、商工業等の個人事業主、
特定非営利活動法人等をいう。

（３）　市民団体　地域社会において住民の福祉の向上のための活動を行う自治会、ＰＴＡ、ボランテ
ィア団体その他の団体をいう。

　（基本理念）
第３条　男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
（１）　男女が、性別を理由に差別的取扱いを受けないこと、個人の個性及び能力を十分に発揮するこ
とができる機会が均等に確保されることその他の個人としての人権が尊重されること。

（２）　性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又は慣行を見直し、男女が社会に
おける活動において自由な選択ができること。

（３）　男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定等に共
同して参画する機会が確保されること。

（４）　家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生
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活における活動と職場、学校、地域等における活動とが両立できること。
（５）　男女が、対等な関係の下に、互いの性別の違いによる身体的特徴についての理解を深め、妊娠、
出産その他の健康についての自らの意思が尊重され、生涯にわたる心身の健康が維持されること。

（６）　国際社会における取組と密接に関係していることを考慮し、国際的協調の下に行われること。
　（市の責務）
第４条　市は、前条各号に掲げる基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の
推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
２　市は、男女共同参画を推進するに当たっては、市民、事業者及び市民団体が行う男女共同参画の推
進のための活動を支援するとともに、国及び他の地方公共団体と連携して取り組むものとする。
３　市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、財政上の措置その他必要な措置を講ずる
よう努めるものとする。
　（市民の責務）
第５条　市民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、
自ら男女共同参画の推進に努めなければならない。
２　市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
　（事業者の責務）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、積極的に男女共同参画を
推進するための職場環境の整備に努めなければならない。
２　事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
　（市民団体の責務）
第７条　市民団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるとともに、方針の決定、計画
の立案等において、男女が共に参画する機会を確保するよう努めなければならない。
２　市民団体は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
　（性別による権利侵害の禁止等）
第８条　何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
（１）　社会のあらゆる分野における性別を理由とする権利侵害及び直接的又は間接的な差別的取扱い
（２）　社会のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメント（性的な言動により相手方の生活環
境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをい
う。）

（３）　男女間における暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。）
　（公衆に表示する情報に関する留意）
第９条　何人も、公衆に表示する情報において、過度の性的表現、性別による固定的な役割分担意識を
助長させる表現及び男女間における暴力的行為を助長させる表現を使用しないよう努めなければなら
ない。
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第２章　男女共同参画の推進に関する基本的な施策
　（基本計画）
第10条　市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画
の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。

２　市長は、基本計画の策定に当たっては、広く市民の意見を反映することができるよう適切な措置を
講ずるとともに、喜多方市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
３　市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
４　前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。
　（調査研究）
第11条　市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、男女共同参画に関する調査
及び研究を行うものとする。
　（広報活動）
第12条　市は、男女共同参画の推進に関し、市民、事業者及び市民団体の理解を深めるため、広報活動
を行うものとする。
　（男女共同参画に配慮した教育及び学習の推進）
第13条　市は、学校教育、社会教育その他の教育及び市民の学習の場において、男女共同参画の推進に
配慮した教育及び学習の推進について必要な措置を講ずるものとする。
　（相談の受付等）
第14条　市は、市民が性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因により人権
を侵害された場合は、その相談を受け付けるものとする。
２　市は、前項の規定による相談を受け付けた場合には、関係機関と連携をとり、必要な措置を講ずる
ものとする。

第３章　喜多方市男女共同参画審議会
　（設置）
第15条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、喜多方市男女共同参
画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

　（所掌事務）
第16条　審議会は、この条例の規定により定められた事項を審議するほか、市長の諮問に応じ、男女共
同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策その他の重要事項を審議する。
　（組織）
第17条　審議会は、委員18人以内で組織し、男女の委員のそれぞれの数は、同数となることを原則とする。
２　委員は、市議会の議員、関係団体の代表者、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のう
ちから、市長が委嘱する。この場合において、市長が適当と認める者のうち一部を公募することがで
きる。
３　委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げないものとし、補欠の委員の任期は、前任者の残
任期間とする。
　（委任）
第18条　この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
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第４章　雑則
　（委任）
第19条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
　（施行期日）
１　この条例は、平成18年１月４日から施行する。
　（経過措置）
２　この条例の施行前に、旧喜多方市男女共同参画推進条例（平成16年喜多方市条例第２号）の規定に
よりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
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喜多方市男女共同参画審議会規則
喜多方市規則第３号

第１条　この規則は、喜多方市男女共同参画推進条例第１８条の規定に基づき、喜多方市男女共同参画
審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
　（会長及び副会長）
第２条　審議会には、会長１人及び副会長若干名を置き、委員の互選により定める。この条例において、
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める。
２　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長のうちから会長
があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
　（会議）
第３条　審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期終了に伴い新たに組織された審議会の
最初に開催される会議は、市長が召集するものとする。
２　会長は、審議会の会議の議長となる。
３　審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。
４　審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
　（委員以外の者の意見の聴取等）
第４条　会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を
述べさせ、又は説明させることができる。
　（庶務）
第５条　審議会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。
　（委任）
第６条　この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定め
る。

附　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成18年１月４日から施行する。
　（審議会の招集の特例）
２　この規則の施行後最初に開催される審議会の会議は、第３条第１項本文の規定にかかわらず、市長
が召集する。
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（敬称略）

会津いいで農業協同組合
会津喜多方商工会議所
福島県看護協会耶麻支部
喜多方市社会福祉協議会
地域子育て支援センター
会津労働基準監督署喜多方支署
喜多方市校長会
喜多方市男女共生のつどい実行委員会 会　長
会津喜多方青年会議所
元行政改革委員

副会長しょうぶ苑施設長
喜多方市議会
公募市民
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喜多方市男女共同参画基本計画策定会議設置要綱

　（趣旨）

　（設置）
第１条　喜多方市男女共同参画推進条例（平成18年条例第5号）第１０条第１項の規定による本市の男
女共同参画の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）の策定に当たり、その計画案
について検討するための庁内の機関として、喜多方市男女共同参画基本計画策定会議（以下「策定会議」
という。）を設置する。

　（組織）
第２条　策定会議は、市長、副市長、教育長、総合政策部長、総務部長、市民部長、産業部長、建設部長、
各総合支所長、会計管理者、教育部長、議会事務局長及び参事兼水道課長をもって組織する。

　（所掌事務）
第３条　策定会議は、次に掲げる事務を所掌する。
　（１）　基本計画及び実施計画の案の策定に関すること
　（２）　その他基本計画及び実施計画の策定に必要な事項に関すること
　（会議）
第４条　策定会議は、必要に応じて市長が招集し、市長が議長となる。
２　策定会議は、審議のため必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴
くことが出来る。

　（庁内連絡会議）
第５条　策定会議に庁内連絡会議を置く。
２　庁内連絡会議は、企画政策課、情報政策課、総務課、生活環境課、社会福祉課、高齢福祉課、保健課、
農林課、商工課、学校教育課、生涯学習課、各総合支所総務課の長が推薦する者及び参加希望職員を
もって組織する。
３　庁内連絡会議に委員長、副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
４　庁内連絡会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の座長となる。
５　庁内連絡会議は、策定会議に付議する事案について協議・調整する。

　（庶務）
第６条　策定会議の庶務は、企画政策課において処理する。

　（雑則）
第７条　この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
１　この要綱は、平成19年5月1日より施行する。
２　この要綱は、基本計画が策定された日限り、その効力を失う。
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喜多方市男女共同参画基本計画策定会議名簿

職　  名 氏　名
市 長 白　井　英　男
副 市 長 斎　須　秀　行
教 育 長 鈴　木　充　正
総 合 政 策 部 長 田　中　幸　悦
総 務 部 長 長谷川　廣　一
市 民 部 長 遠　藤　　　寛
産 業 部 長 喜　古　克　広
建 設 部 長 野　口　富士夫
熱塩加納総合支所長 上　野　康　男
塩 川 総 合 支 所 長 小　林　幸　助
山 都 総 合 支 所 長 真　部　政　司
高 郷 総 合 支 所 長 齋　藤　晃　彦
会 計 管 理 者 高　澤　　　博
教 育 部 長 原　　　  稔
議 会 事 務 局 長 髙　澤　　　嶽
参 事 兼 水 道 課 長 加　藤　一　郎

 

喜多方市男女共同参画基本計画策定会議庁内連絡会議名簿

職　　　名 氏　　　名
企 画 政 策 課 原　　 利 正
ま ち づ く り 推 進 課 栗　城　由　紀
情 報 政 策 課 廣　瀬　富美雄
総 務 課 神　田　敏　男
生 活 環 境 課 遠 藤　　 剛
社 会 福 祉 課 荒　井　敏　子
高 齢 福 祉 課 荒　川　修　一
保 健 課 油　井　弘　美
農 林 課 横　山　和　也
商 工 課 大　関　倫　朗
観 光 課 佐　藤　まゆみ
学 校 教 育 課 佐　藤　健　志
生 涯 学 習 課 原　　　美枝子
熱塩加納総合支所総務課 横　澤　久美子
塩川総合支所総務課 大　堀　妙　子
山都総合支所総務課 佐　藤　美　枝
高郷総合支所総務課 高　橋　範　子
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男女共同参画社会基本法（平成11年6月23日法律第78号）

改正　平成11年　7月　16日　法律第　102号
同　11年　12月　22日　 同 第　160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21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1章　総則 
　（目的）
第１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ともに、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２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。 
（１）　基本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。

（２）　基本積極的改善措置 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３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４条　男女共同参画社会の形成に当たっては、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５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。 
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（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第６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７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８条　国は、第３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９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。 

（国民の責務）
第10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11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12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２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13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。 
（１）　基本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 
（２）　基本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２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14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。 
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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。 
（１）　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 

（２）　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。 

（施策の策定等に当たっての配慮）
第15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、

及び実施するに当たっては、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16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17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18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19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20条　国は、地方公共団体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３章　男女共同参画会議 
（設置）
第21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22条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 
（１）　男女共同参画基本計画に関し、第13条第3項に規定する事項を処理すること。 
（２）　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。 

（３）　前２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。 

（４）　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
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及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 
　（組織）
第23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24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25条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。 
（１）　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 
（２）　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10分の5未満であってはならない。 
３　第１項第２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10分
の４未満であってはならない。 
４　第１項第２号の議員は、非常勤とする。 
（議員の任期）
第26条　前条第1項第2号の議員の任期は、2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1項第2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27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28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（平成11年6月23日法律第78号）　抄 
（施行期日）
第１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２条　男女共同参画審議会設置法（平成9年法律第7号）は、廃止する。 

附　則　（平成11年7月16日法律第102号）　抄 
（施行期日）
第１条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成11年法律第88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。 
　　　　（施行の日＝平成13年1月6日） 
（１）　略 
（２）　附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定　公布の日 
（委員等の任期に関する経過措置）
第28条　この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他
の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定
めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 
1から10まで　略 
11　男女共同参画審議会 
（別に定める経過措置）
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第30条　第2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11年12月22日法律第160号）　抄 
（施行期日）
第１条　この法律（第2条及び第3条を除く。）は、平成13年1月6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。
　　（以下略）
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「きたかた男女共生プラン」及び実施計画策定の流れ

月　日 男女共同
参画審議会

男女共同
参画基本計画
策定会議

男女共同
参画庁内
連絡会議

市　民
ワーク
ショップ

内　　　　　容

19.5.11 第１回
男女共同参画基本計画（仮称）策定方針について
基本計画策定スケジュールについて
市民意識調査、事業所アンケートについて

5.18 第１回

喜多方市男女共同参画基本計画（仮称）策定方針に
ついて
基本計画策定スケジュールについて
市民意識調査、事業所アンケートについて

5.23 市長から喜多方市男女共同参画審議会へ基本計画及び実施計画の策定について諮問

5.23 第１回

男女共同参画基本計画（仮称）策定に係る体制及び
策定方針について
基本計画策定スケジュールについて
市民意識調査、事業所アンケートについて

6.5 男女共同参画に関する市民意識調査（１５日まで）

調査対象：市内に住所を有する２０歳以上の男女
標 本 数：１，２００人
調査方法：郵送
抽出方法：住民基本台帳に基づく無作為抽出
有効回収数：４７８（４０．０％）

6.5 男女共同参画に関する事業所アンケート（２２日まで）

調査対象：従業員３０名以上の市内民間事業所
標 本 数：７７事業所
調査方法：郵送
有効回収数：４３（５５．８％）

7.17 第２回 市民意識調査、事業所アンケート結果について
アンケート結果から見る課題について

7.19 第２回 市民意識調査、事業所アンケート結果について
アンケート結果から見る課題について

7.27 第１回

市町村における男女共同参画の推進について
～会津若松市の事例から～
講師　会津若松市男女共同参画推進条例研究会代表

　畑　洋子　氏

8.1 第２回 市民意識調査、事業所アンケート結果について
アンケート結果から見る課題について

8.19 第２回

グループワーク
Ａグループ：仕事と家庭生活を両立するためには
Ｂグループ：男女共同参画に取り組むとどんなメ
リットがあるのだろうか。

8.26 第３回 グループワークのまとめ発表会

9.28 第３回
男女共同参画基本計画の背景と基本的な考え方につ
いて
男女共同参画基本計画の基本体系について

10.5 第４回 男女共同参画基本計画の基本的な考え方及び基本体
系（修正版）基本目標Ⅰについて

10.12 第５回 基本目標Ⅰ、Ⅱについて
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「きたかた男女共生プラン」及び実施計画策定の流れ

月　日 男女共同
参画審議会

男女共同
参画基本計画
策定会議

男女共同
参画庁内
連絡会議

市　民
ワーク
ショップ

内　　　　　容

10.19 第３回

男女共同参画基本計画策定の背景と基本的な考え方
について
男女共同参画基本計画の基本目標及び体系について
基本目標Ⅰについて

10.29 第３回

男女共同参画基本計画（仮称）策定の背景と基本的
な考え方について
男女共同参画基本計画（仮称）の基本目標及び体系
について
基本計画策定の今後のスケジュールについて

11.2 第６回 男女共同参画基本計画　基本目標Ⅱ、Ⅲについて

11.9 第７回 男女共同参画基本計画　基本目標Ⅰ～Ⅳについて

11.16 第４回 男女共同参画基本計画　基本目標Ⅰ～Ⅲについて

11.22 第８回 男女共同参画基本計画（最終案）について

11.28 第５回 男女共同参画基本計画　基本目標Ⅱ～Ⅳについて

12.3 第４回 男女共同参画基本計画（仮称）目標Ⅰ～Ⅳについて

12.21 第９回 男女共同参画実施計画策定方針 (案 ) について

20.1.7 パブリック・コメントによる素案公表と意見募集（２月７日まで）

20.1.17 第１０回 男女共同参画実施計画（案）について

1.24 第６回 男女共同参画実施計画策定方針 (案 ) について
男女共同参画実施計画 (案 ) について

1.29 第５回

喜多方市男女共同参画実施計画策定方針 (案 ) につ
いて
喜多方市男女共同参画実施計画 (案 ) について
今後の会議開催スケジュールについて

2.13 第１１回
男女共同参画推進事業 (案 ) について
男女共同参画実施計画の目標値について
男女共同参画実施計画 (案 ) の事業について

2.18 第１２回

～きたかた男女共生プラン～喜多方市男女共同参画
実施計画 (案 ) について
男女共同参画実施計画～きたかた男女共生に関する
指標～について

2.26 第７回

男女共同参画実施計画 (案 ) に対する審議会の意見
と対応について
喜多方市男女共同参画実施計画 (案 ) について
「ともに創る男女（わたしたち）の社会」に向けた
指標 (案 ) について

2.29 第６回
喜多方市男女共同参画実施計画 (案 ) について
「ともに創る男女（わたしたち）の社会」に向けた
指標 (案 ) について 　　　　　　　　　

3.5 喜多方市男女共同参画審議会から市長へ基本計画及び実施計画について答申
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