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第２次きたひろしま男女共同参画プラン策定経過について 

 

 

１ 根拠法令等 

□男女共同参画社会基本法（平成 11年６月 23日公布・施行） 
（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。 

（都道府県男女共同参画計画等） 
第 14条 
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（市町村男女共同参画計画）を定めるように努めなければならない。 

 
○プラン策定に当たっては、基本法に規定されている基本理念（第３条～第７条） 
が基本になります。 

  １．男女の人権の尊重 
  ２．社会における制度または慣行についての配慮 
  ３．政策等の立案及び決定への共同参画 
  ４．家庭生活における活動と他の活動の両立 
  ５．国際的協調 
 
その他 
□第３次男女共同参画基本計画（平成 22年 12月 17日閣議決定）５年おきに改定 
□第２次北海道男女平等参画基本計画（平成 20年３月決定）計画期間：おおむね 10
年間 

 
 
２ 男女共同参画基本計画と予算 

□平成 23年度 男女共同参画基本計画関係予算額は６兆７千億円（国「一般会計予算」 
92兆円）になります。これは各府省の所管している予算のうち、男女共同参画に 
関係している予算を選び出して整理したものです。（男女共同参画基本計画を元に 
取り出している。） 

□介護給付費（国庫負担金分）、児童手当給付、母子家庭等対策費、保育所運営費、 
専修学校教育の振興、放送大学の拡充・振興などの予算が含まれています。 

 

資 料 １  
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３ 前計画の評価 

□きたひろしま男女平等参画プラン（平成 13年 12月策定、計画期間 H14～H22） 
策定後、DV防止法等関連法の整備や少子・高齢化の進行、情報化社会の進展等、 
社会情勢が変化したため、平成 19年度に暴力の根絶やまちづくりへの参画促進等 
の追加や、介護や人権に対する取り組み強化などプランの一部を改定しました。 
□進行状況・評価については、各施策、概ね計画どおりに取り組んでいると考えてい 
 ます。 
○基本方針１ 男女平等を育む教育の推進 
 セミナーや講演会等により「男女平等参画」の言葉は一定の浸透はしている。家庭 
にいる女性や男性に向け一層の意識啓発活動が望まれる。 
DV等が大きな社会問題となっている。総合的な対応が必要になっている。 
○基本方針２ 男女が共に働くための条件整備 
 子育て支援や介護支援等の社会環境の整備が推進されてきた。ワーク・ライフ・バ 
ランスについての理解を広げていく必要がある。 

○基本方針３ あらゆる分野での男女平等参画の推進 
市の審議会等への女性の登用率は、目標を 40％としてきたが、プラン策定時（平 
成 14年度）の 35.8％から平成 22年度 32.9％になった。 
 市民活動においても、男女共同参画の推進が望まれる。 
○基本方針４ 少子・高齢時代を乗り越える男女の自立に向けた支援 
 安心して子育てができる環境や介護支援の環境整備が重要な課題となっている。 
○基本方針５ すこやかな心身の保持とやすらぎある生活の支援 
 総合的な対策を推進する。学校等での健康教育が必要となる。 
 
 
４ 推進体制  

□北広島市男女共同参画懇話会開催要綱（平成 19年３月 28日市長決裁） 
                  （平成23年３月 31日市長決裁） 
第１条 市長は、本市における男女共同参画社会の実現に関し、広く市民の意見を聴 
くため、北広島市男女共同参画懇話会を開催する。 

第２条 懇話会は次に掲げる事項について、市長に意見を述べるものとする。 
（１）男女共同参画推進計画の策定及び改定に関すること。 
（２）男女共同参画社会の総合的推進に関すること。 
（３）男女共同参画社会実現に向けた関係施策に関すること。 
（４）その他男女共同参画社会の実現に必要な事項に関すること。 
 
□北広島市男女共同参画推進会議設置規程（平成 14年北広島市訓令 11号） 
                   （平成23年３月一部改正） 
第１条 男女の共同参画による社会の形成を目指し、きたひろしま男女共同参画プラ 
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ンを総合的かつ計画的に推進するため、北広島市男女共同参画推進会議を設置する。 
第２条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。 
（１）きたひろしま男女共同参画プランの総合的な推進に関すること。 
（２）男女共同参画社会の実現に向けた条例制定の検討に関すること。 
（３）その他必要と認められる事項 
 
 
５ 市民意識調査 

□平成 21年２月、男女平等参画に関する市民意識調査を実施しました。（2/27～3/5） 
（対象：満 20歳以上の男女 1,000人へ郵送 回答率45.5％ 455人） 
○男女共に根強い男性優遇感 
「社会通念・習慣で」64.2％、「社会全体で」59.8％、「政治の場で」59.3％が「男 
性が優遇されている」と回答している。以上の割合を占め、女性だけでなく男性も 
社会の中で男性が優遇されていると考えている傾向が見られた。 

○育児については、意識改革より経済的な負担軽減などの支援制度の充実 
出産・育児の環境づくりに必要な施策としては、「子どもの出産・育児手当などの 
充実」が 55.7％と半数以上の方が回答し、次に「保育所に子どもを預けたい人の希 
望にかなうような環境整備」が 51.6％と上位を占め、前回調査で最も多かった「社 
会全体の意識改革」は 48.6％と順位を下げ、意識改革より経済的な負担軽減や支援 
制度等の拡充を望んでいる傾向がうかがえた。 

○「仕事より子育てを優先」が多数派 
女性が職業を持つことについて、「子どもができるまで働き、子育てが終わると再 
び働く方がよい」とした回答者の割合が 45.7％と最も高くなった。全国調査では「結 
婚や出産にかかわりなく働き続ける方がよい」が最も多く、北広島市や北海道調査 
とは違った結果になった。 

○女性の 10人に１人はセクハラ被害 
「セクシャル・ハラスメントを受けたことがある」人は 8.8％で、人数は 40人。そ 
の内訳は、女性 14.6％（37人）、男性 1.7％（３人）となっている。また、「人権相 
談所・公的機関への相談」は０件で、警察以外の公的機関等の相談窓口については 
知られていないことがうかがえた。 

○男女平等参画社会を実現するためには、「社会や組織を支える一員としての自覚を 
持つ」こと 
男性に対しては「女性も社会の組織を支える一員であるという認識を持つ」が 
58.7％、女性に対しては「社会や組織を支える一員としての自覚を持つ」が 52.3％ 
と最も多くなっている。 
また、男女平等参画社会を実現するために市が力を入れるべきことは、「保育の施 
設・サービスや地域の子育て環境を整備する」が、56.7％で、次に「高齢者の介護 
施設・サービスを充実する」が 42.4％となっている。前回調査で２番目に多かった 
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「行政の審議会など、政策を決定する場に女性を積極的に登用する」は 33.4％と割 
合を下げ、より身近な問題への取り組みを望む声が多くなっていることがうかがえ 
た。 

 

 

６ 推進会議、懇話会 

□平成 22年３月 23日 北広島市男女平等参画推進会議 
 協議事項 第２次プラン策定について 
□平成 22年５月 20日 第１回北広島市男女平等参画懇話会（出８ 欠１） 
協議事項 
○仮称「第２次きたひろしま男女平等参画プラン」の策定について 
○北広島市配偶者暴力防止及び被害者の支援に関する基本計画の策定について 
○男女平等参加を取り巻く現状と課題について 
（市の案） 
計画の名称について検討してほしい。 「平等」→「共同」 
９年間の計画を進めてきた中で、社会情勢の変化から次の４つの課題が見えてきた。 
これらを解決する要素をプランの中に盛り込みたい。 
 ○少子・高齢化の進行と家族形態の多様化 
 ○男女共同参画の意識の浸透の遅れ 
 ○景気の低迷とライフスタイルの多様化に対応した制度や対応 
 ○女性に対する暴力をはじめあらゆる暴力の根絶 
 
 （名称について） 
 「男女共同参画社会基本法」では、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思

によって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「男女共同参画社会」と定義している。 
 「男女共同参画社会」は、「男女平等」を当然の前提とした上で目指すべき社会で

あるが、「男女平等」でない状態で単に女性が参画するだけであるという誤解をまね

かないよう、北広島市としては、あえてプランに、「男女平等参画」と明示していた。 
 （配偶者暴力防止法について） 
 平成19年７月の第２次配偶者暴力防止法の改正により、市町村基本計画の策定が、
努力義務となった。 
 配偶者暴力防止法第２条３第３項 
 市町村は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、市町村基本計画

を策定するよう努めなければならない。 
 
□平成22年６月14日 第２次プラン策定に係るワークショップの開催（消費者協会） 
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出 10 
議題 男女平等参画を取り巻く環境について 

 ○介護環境の整備  ○子育て環境の整備  ○男性の意識の変革 
 ○定年後の男性を家から外へ  ○若い人への男女平等参画の必要を伝える 
 ○直接的啓発事業の必要性  ○DVや虐待予防のための人権教育の推進 
□平成 22年６月 24日 第１回北広島市男女平等参画推進会議（出４ 欠７） 
協議事項 
○仮称「第２次きたひろしま男女平等参画プラン」について 
○プランの名称について 

□平成 22年６月 29日 第２回北広島市男女平等参画懇話会（出９ 欠０） 
協議事項 
○きたひろしま男女共同参画プランの進捗状況と評価について 
○プランの名称について 
（市の案） 
第２章 現計画の基本理念は、抽象的な表現であり、長くて分かりにくいとの声が 
ある。今回見直したい。 
第３章 計画の体系を５つの基本方針から４つの基本目標に変更する。 
第４章 重点項目、数値目標と施策の内容を示した。 
第２次プランの策定にあたり、「市町村配偶者暴力防止及び被害者の保護のための 
基本計画」の内容をプランに盛り込み一体化した計画を策定したい。 
プランの進捗状況について：実施状況としてはほぼ全ての主要取り組みについて取 
り組まれている。ただし、男女平等参画の推進についての評価となると、事業の実 
施はあっても推進がされていたかどうかは、別なものになる。 
市の審議会等への女性の登用率は、目標を 40％としてきたが、プラン策定時 35.8％ 
から平成 22年度 32.9％になった。 
 

□平成 22年 10月 22日 第２回北広島市男女平等参画推進会議（出９ 欠２） 
協議事項 
○きたひろしま男女共同参画プランの進捗状況 
○仮称「きたひろしま男女平等参画プラン（第２次）」素案について 
○仮称「きたひろしま男女平等参画プラン（第２次）」の施策について 

□平成 22年 11月１日 第３回北広島市男女平等参画懇話会（出６ 欠３） 
協議事項 
○きたひろしま男女共同参画プランの進捗状況と評価について 
○仮称「きたひろしま男女平等参画プラン（第２次）」素案について 
□平成 22年 12月 「第２次きたひろしま男女共同参画プラン素案」のパブリックコ 
メントの実施（12月１日～１月４日） 
○意見提出者数 1人 意見提出件数 ９件（素案の構成や言葉の表現、具体的な 
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施策についての意見） 
□平成 23年２月 17日 第３回北広島市男女平等参画推進会議（出６ 欠５） 
協議事項 
○仮称「きたひろしま男女共同参画プラン（第２次）素案」に対するパブリックコ 
メントについて 
○第２次きたひろしま男女平等参画プラン（案）について 
□平成 23年３月  「第２次きたひろしま男女共同参画プラン」策定 
 ≪参考≫ 国の男女共同参画推進計画の重点分野 
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国の男女共同参画推進計画の重点分野  （太字下線は新設分野） 

第２次（Ｈ１７～Ｈ２２） 

１２の重点分野 

第３次（Ｈ２３～Ｈ２８）  

１5の重点分野 

1  政策・方針決定過程への女性の参画 
の拡大 
  

2  男女共同参画の視点に立った 会制度

 慣行の見直し、意識の改革 
  

3  雇用等の分野における男女の均等な
機会と待遇の確保 
  

4  活力ある農山漁村の実現 向けた男女
共同参画の確立 
  

5  男女の   活と家庭・地域生活の両立
の支援 
  

6  高齢者等が安心して暮らせる条件の
整備 
  

7  女性に対するあらゆる暴力の根絶 
 
 

8  生涯を通じた女性の健康支援 
  
 
 

9  メディアにおける男女共同参画の推
進 
  

10  男女共同参画を推進し多様な選択を
可能にする教育・学習の充実 
  

11  地球社会の「平等・開発・平和」への
貢献 
  

12  新たな取組を必要とする分野におけ
る男女共同参画の推進 
（科学技術／防災 災害復興を含む）
／地域おこし、まちづくり、観光／環
境） 

 

1  政策・方針決定過程への女性の参画 
の拡大 
 

2  男女共同参画の視点に立った社会制
度・慣行の見直し、意識の改革 
 

3  男性、子どもにとっての男女共同参画 
 
 

4  雇用等の分野における男女の均等な機
会と待遇の確保 
  

5  男女の仕事と生活の調和 
 
 

6  活力ある農山漁村の実現に向けた男女
共同参画の推進 
  

7  貧困など生活上の困難に直面する男女
への支援 
 

8  高齢者、障害者、外国人など様々な困
難を抱える人々が安心して暮らせる環
境の整備 
 

9  女性に対するあらゆる暴力の根絶 
  
 

10 生涯を通じた女性の健康支援 
 
 

11 男女共同参画を推進し多様な選択を可
能にする教育・学習の充実  
 

12 科学技術・学術分野における男女共同
参画 
 

13 メディアにおける男女共同参画の推進 
 

14 
 
 
15 

地域、防災・環境その他の分野におけ
る男女共同参画の推進 
 
国際規範の尊重と国際社会の「平等・
開発・平和」への貢献 

 

※ 都道府県でも、国の男女共同参画基本計画を参考に、計画を策定することが求められています。ま

た、市町村は、男女共同参画基本計画と都道府県の計画を参考に、計画を策定することが期待され

ています。 

参 考 


