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はじめに 

 

近年、社会、経済状況は、少子高齢化の進展、経済の構造変化や情報通信の高度化、ライ

フスタイルの多様化など、私たちを取り巻く社会環境は大きく変化しております。 

このような中、西尾市では、平成１５年３月に平成２４年度を目標年度とする「西尾市男

女共同参画プラン」を策定し、様々な施策を推進してまいりました。 

計画期間の中間年度を迎えるにあたり、計画策定以降の法改正の対応や計画の実効性を高

めるため、プランの見直しを行いました。プランの見直しにあたりましては、市民の声を把

握して計画に活かせるように、市民意識調査や計画案に対するパブリックコメントを実施い

たしました。 

男女共同参画社会実現には、行政、市民、事業者、地域団体、教育関係者などが主体的に

それぞれの役割と責任を共に担い、協働して取り組むことが重要でありますので、みなさま

の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

終わりに、プラン見直しのため貴重なご意見をお寄せいただきました多くの市民のみなさ

ま、そして、格別にご指導・ご協力を賜りました「にしお男女共同参画市民会議」委員の方々

に厚くお礼申し上げます。 
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第１章 プランの基本的な考え方 
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１．プランの見直しにあたって 

西尾市では平成１５年に「西尾市男女共同参画プラン」（以下、「プラン」という）を策定

しました。それから５年が経過し、私たちの地域や社会を取り巻く状況も刻々と変化してき

ています。一方、国においては、平成１１年に制定された男女共同参画社会基本法が施行か

ら１０年目を迎えます。１０年という１つの区切りを越えて、多様性を尊重した「男女共同

参画」の新たなステージを迎えています。そこで、このような状況を踏まえて、それぞれの

地域や個人が男女共同参画について、より身近な問題として意識し、行動する推進力となる

よう、計画の見直しを行いました。 
今回、プランの見直しにあたり、西尾市の男女共同参画のありのままの現状をとらえるべ

く、西尾市民を対象として男女共同参画に関する市民意識調査を実施しました。本調査は、

西尾市に住む老若男女、様々な立場の方へのグループインタビューを通して、住民の生の声

を網羅した上で、アンケート調査によって重要度を測るという手法をとっています。さらに、

市民意識調査の結果から明らかになった、西尾市民が望む男女共同参画社会の「めざすべき

姿」を軸として、前期プランの検証を行い、平成 17 年に閣議決定された国の第２次男女共
同参画基本計画を踏まえてプランを見直しました。その結果、西尾市の特性と国の方針とを

並存させた新たなプランが、ここに完成しました。 

２．プランの意義と特徴 

 男女共同参画社会の実現は、行政だけでは成し遂げることができません。市民や地域のあ

らゆる組織、ＮＰＯ、事業者等様々な主体者の理解と実践が必要です。 

 本プランの特徴は、次の３つに集約されます。 

１つ目は、市民と行政が共有する「共通の目標」である「めざすべき姿」を設定したとい

うことです。この共通の目標があることで、男女共同参画社会の実現を市民と市が共に実現

していくことが可能となります。 

２つ目は、各々の目標に対して、「成果指標」の必要性を捉え、市民会議の皆さんに考えて

いただいたということです。この指標は今後精査していく必要はありますが、事業を行った

かどうかではなく、その事業を行うことで、地域がどのように変わったか、人がどのように

変わったかを測るものさしです。目標を絵に描いた餅とすることなく、成果指標を掲げるこ

とで、「めざすべき姿」への転換がどのように進んでいるのかがわかります。 

３つ目は、各々の目標に対して、「私たち市民・企業はこんなことができます」という欄を

設けたということです。市民と行政がともに実現をめざす目標だからこそ、市民や企業がで

きることを、市民会議の委員の皆さまから意見としていただき、掲載しました。 

 本プランは以上の特徴をもち、今後、市民と行政、様々な主体者を巻き込みながら、西尾

市の男女共同参画社会の実現に向けて、実効性のある計画となっています。 

３．プランの期間 

プランの期間は、平成２４年度までとします。 
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第２章 プランの体系 
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１．７つの基本目標 

基本目標 １ 

政策・方針決定の場

への女性の参画を 

すすめます 

 

基本目標 ２ 

男女の人権を 

尊重します 

 

基本目標 ３ 

男女共同参画の 

考え方を学びます 

 

基本目標 ４ 

労働における男女 

平等をすすめます 

基本目標 ５ 

男女がともに子育

てができる環境づ

くりをすすめます 

 

基本目標 ６ 

福祉の充実を 

はかります 

基本目標 ７ 

あらゆる場におけ

る男女共同参画を

すすめます 



5 

２．７つの基本目標とその構成 

 

 

１－１ 政策・方針決定への参画促進 

１－１－１ 審議会等への女性の積極的登用 

１－１－２ 市役所女性職員の管理職への登用と男女職員の職域拡大 

１－１－３ 企業・教育機関・団体などにおける女性の参加促進 

１－１－４ 地域における方針決定への女性の参加促進 

１－１－５ 調査の実施及び情報・資料の収集、提供 

 

１－２ 社会的活動、地域社会での共同参画促進 

１－２－１ 地域における慣習や慣行の見直しと女性の参画 

１－２－２ 家庭生活への男女共同参画の促進 

 

１－３ 女性の能力や個性を発揮する機会と場の確保 

１－３－１ 女性のエンパワーメントと人材育成 

 

 

 

 

 

２－１ 女性や子どもに対する暴力の根絶 

２－１－１ 教育・啓発 

２－１－２ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

  ２－１－３ 子どもに対するあらゆる暴力の根絶 

２－２ 女性の性と生殖に関する健康と権利の実現 

２－２－１ 女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）

の周知 

２－２－２ 女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）

の実現 

 

２－３ 男女の人権に関する啓発・促進 

２－３－１ メディアにおける人権尊重促進 

２－３－２ 西尾市の作成する広報・出版物等における性差別につながらない表現の促

進 

 

基本目標１  政策・方針決定の場への女性の参画をすすめます 

基本目標２  男女の人権を尊重します 
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３－１ 男女平等社会をめざした教育・学習の促進 

３－１－１ 学校および幼稚園・保育園における男女平等教育 

３－１－２ 男女平等教育の場への環境づくり 

 

３－２ あらゆる場（家庭、地域、学校、職場）での男女平等意識の醸成 

３－２－１ 性別役割分担意識をテーマとした生涯学習機会の提供 

３－２－２ 職場に対する男女平等意識の啓発 

３－２－３ 子育て中の保護者に対する男女平等教育機会の提供 

 

３－３ 消費文化に対応したメディア・リテラシー教育の充実 

３－３－１ 消費文化に対する理解と認識の啓発 

 

 

 

 

 

４－１ 職場における男女平等の推進－就業環境の改善 

４－１－１ 就業環境の改善―企業への啓発活動 

４－１－２ 西尾市役所における男女共同参画の促進 

４－１－３ セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどの防止啓発と相談

体制の整備 

 

４－２ 就業機会の拡大と職業能力の開発と支援 

４－２－１ 女性の就業機会の拡大 

４－２－２ 女性の起業支援 

 

４－３ 男女の職業生活と家庭生活の両立支援 

４－３－１ 個人・家庭への支援 

４－３－２ 事業所への普及・啓発 

 

４－４ 自営・農業における男女共同参画の推進 

４－４－１ 様々な働き方をしている女性への支援 

 

 

 

 

 

基本目標３  男女共同参画の考え方を学びます 

基本目標４  労働における男女平等をすすめます 
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５－１ 地域社会と連携した子育て支援の整備 

５－１－１ 子育て環境の整備と充実 

 

５－２ 男女共同参画の視点にたった子育て支援の整備 

５－２－１ 子育てへの男女共同参画 

 

５－３ 様々な親と子への自立支援 

５－３－１ 様々な親と子に対する理解と支援の促進 

 

 

 

 

 

６－１ 高齢期における男女の生活の自立と充実 

６－１－１ 高齢期の自主支援（経済的支援・生活支援） 

６－１－２ 高齢者の身体的支援（健康づくり） 

６－１－３ 介護予防システムの確立 

 

６－２ 障がいのある人の自立支援と社会参加の促進 

６－２－１ 障がい者の生活の充実と自立 

６－２－２ 障がい者の経済的支援（就労支援を含む） 

 

 

 

 

 

７－１ あらゆる場における男女共同参画の推進 

７－１－１ 科学技術の分野への女性の参画 

７－１－２ 防災への女性の参画 

７－１－３ 環境の分野への女性の参画 

７－１－４ 地域おこし、まちづくり、観光への女性の参画 

７－１－５ 在住外国人との交流と支援の促進 

 

基本目標５  男女がともに子育てができる環境づくりをすすめます 

基本目標６ 福祉の充実をはかります 

基本目標７ あらゆる場における男女共同参画をすすめます 
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第３章 プランの内容 
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１．プランの見方 

 

 

○1 「めざすべき
姿」に対し、行政と

して行なうこと（施

策や具体的方針）を

記載しています。 

＜左ページ＞ 

○1
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○2 市民意識調査に
よって明らかになっ

た、西尾市の男女共同

参画に関する状況を

もとに、「めざすべき

姿」を記載していま

す。これは、市民と市

が共有する共通の目

標となります。 

○4 各「めざすべき
姿」に対して、市民会

議で検討した成果指

標を記載しています。

成果指標とは、「何か

をやったかどうか」で

はなく、何かをやった

結果、「地域や人はど

う変わったか」という

ことがわかる指標で

す。 

＜右ページ＞ 

○3 「めざすべき姿」
に対して、市の実施方

針がどう対応してい

るかを示しています。

○5 「めざすべき姿」に対して、市民や企
業ではどのような取り組みが可能かという

ことの例を記載しています。 

○2  

○3  ○4  

○5  
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２．めざすべき姿と具体的施策 

 

人口の半分を占める女性には、男性とともに社会の担い手としてあらゆる場に参加し、社会の行

方を決定する責任を負うこと、すなわち「参画」する権利と義務があります。男女が共にいきいきと過

ごせる社会をめざして、女性の社会参画を促進する研修、情報発信、相談事業を進めていきます。 

方針１－１ 政策・方針決定への参画促進 

１－１－１ 審議会等への女性の積極的登用 

審議会・委員会への女性の登用率を 10年後には４割に上げ、女性の視点の政策・方針決

定への反映をねらいます。 

１－１－２ 市役所女性職員の管理職への登用と男女職員の職域拡大 

女性と男性が、従来の性別役割分担意識に捉われることなく、各自の個性や特徴を活かし

て働いている職場をめざします。 

１－１－３ 企業・教育機関・団体などにおける女性の参加促進 

女性がやりがいのある仕事や責任ある職務でいきいきと活躍できる社会の実現に努めます。 

１－１－４ 地域における方針決定への女性の参加促進 

女性が進んで地域の役員に立候補したり、周りの人が、女性が地域の役員となることをサポ

ートするなど、地域における方針決定に女性が参加できるよう、地域の人々の意識改革や啓発

に努めます。 

１－１－５ 調査の実施及び情報・資料の収集、提供 

目的達成のための必要な調査を実施し、公開していきます。 

方針１－２ 社会的活動、地域社会での共同参画促進 

１－２－１ 地域における慣習や慣行の見直しと女性の参画 

地域の課題を解決するために、男性と女性が力を合わせることで、より成果が上がることを実

感し、その必要性をさらに啓発していきます。 

１－２－２ 家庭生活への男女共同参画の促進 

家族の中で男女の性別役割分担が解消され、いくつになっても夫婦や家族が協力し合って

いる家庭が増えるよう、企業や市民への啓発活動に努めます。 

方針１－３ 女性の能力や個性を発揮する機会と場の確保 

１－３－１ 女性のエンパワーメントと人材育成 

女性が自ら社会で活躍する努力をし、個性や能力を発揮して仕事ができるよう、啓発活動や

研修講座を充実させていきます。 

 

基本目標１  政策・方針決定の場への女性の参画をすすめます 
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めざすべき姿 

女性が決定の場へ参加することが自然になっておりハードルが低い 

【指標】 

・ 審議会の女性の登用率（中間指標）、女性議員の数（中間指標） 

 

女性が責任あるポストに魅力ややりがいを感じている 

【指標】 

・ 責任あるポストに就きたいと思う女性の割合 

 

男性・女性が互いに認め合い、社会や企業で活躍している 

【指標】 

・ 職域調査（各部署の男女比）（中間指標） 

・ 副会長、副代表等で活躍している女性の割合（中間指標） 

 

地域の中の組織で男女関係なく積極的に意見が出され、その意見が尊重されている 

【指標】 

・ 町内会総会・班長会などの決定の場への男女の出席率と実働時の男女の出席率の

比較（中間指標） 

 

性別･年齢に関わらず、誰でも町内会長や役員になっている 

【指標】 

・ 女性の町内会長や役員の割合、町内会長の平均年齢 

男性も女性も様々なかたちでＮＰＯや地域の活動に関わっている 

【指標】 

・ 各組織の男女比 

・ 身近で活動している NPO を知っている人の割合、NPO・ボランティアサークル

の数 

 

家族の中での男女の性別役割分担が解消され、いくつになっても夫婦が協力し合って

いる 

【指標】 

・ 夫が家事を十分に担ってくれていると思う妻の割合 

女性が自分の個性や能力を活かす努力をし、周りも応援している 

【指標】 

・ 将来の夢・目標をもち、そのための努力をしていると思う女性の割合 

方
針
１
‐１ 

方
針
１
‐２ 

方
針
１
‐３ 

＜私たち市民・企業はこんなことができます＞ 

・ 女性のリーダーシップが発揮できるような講座を開催できます。 

・ 地域や企業に対して家事全般の出前講座を行うことができます。 

・ 企業やＮＰＯ・町内会・PTA などで、ジェンダー・クォーター制を取り入れることができます。 

・ 男女の役割分担について気軽に話し合いができる自由な場をつくることができます。 
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西尾市は、市民が家庭、職場、地域、学校などあらゆる場において人権の軽視や侵害、性別によ

る差別がなく、人権が尊重され、男女がいきいきと豊かに生活できるまちをめざしています。男女の

役割のあり方については、年代や性別により考え方は様々ですが、かつての固定的な役割分担や

上下関係に捉われることのないよう啓発をしていきます。また女性への家庭内暴力や、学校・職場で

のセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメント、性犯罪、ストーカーは人権侵害であることが常識と

なるよう、啓発活動と支援を展開します。 

方針２－１ 女性や子どもに対する暴力の根絶 

２－１－１ 教育・啓発 

暴力をふるったり暴言をはいたり、相手が嫌がることを押しつけたりすることは、人権侵害であ

ると、あらゆる人に理解され、社会一般の常識となるよう、学校での教育や、市民への啓発活動

に努めます。 

２－１－２ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

配偶者からの暴力の防止と被害者の救済体制を築きます。また、高齢者世帯における要介

護者と介護者間の暴力根絶のために、相談事業やケアマネージャーへの研修など必要な支援

を講じます。 

２－１－３ 子どもに対するあらゆる暴力の根絶 

家庭内で児童虐待が生じないよう、子育て中の父母が相談できる体制や、虐待を受けた児童

をケアする体制を整備します。 

方針２－２ 女性の性と生殖に関する健康と権利の実現 

２－２－１ 女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）の周知 

出産など女性の健康に関して、女性自身に決める権利や母性の保護を受ける権利があること

を知らせます。 

２－２－２ 女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）の実現 

女性の健康維持促進や、自己決定の多様性に貢献できる医療体制を整備します。 

方針２－３ 男女の人権に関する啓発・促進 

２－３－１ メディアにおける人権尊重促進 

   テレビやラジオ、新聞に加え、最近ではインターネットの普及により、様々な情報が簡単に入

手できるようになってきています。そのような状況だからこそ、より一層の人権への配慮がなされ

るよう、啓発を行っていきます。 

２－３－２ 西尾市の作成する広報・出版物等における性差別につながらない表現の促進 

広報物の制作・発行にあたっては、男女の役割分担に敏感な視点に立ち、女性の人権尊重

に配慮した表現に努めます。 

 

基本目標２  男女の人権を尊重します 



15 

 
 

 

 

 

 

誰もが暴力が人権侵害であることを分かっている 
【指標】 
・ 暴力が人権侵害だと思っている人の割合 
 
女性への精神的・肉体的・性的な暴力がない 
【指標】 
・ DV、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等を受けたことのある人の割合 
・ DVの被害に遭ったときにどこに相談に行けばよいか分かっている人の割合 
・ DVの相談対応について分かっている行政職員の割合 
・ パートナーが要介護の状態になってもサポートを受けながら安心して暮らしてい
けることができると思う夫婦の割合 

 
子どもたちが暴力のない環境で育っている 

【指標】 

・ 子どもへの虐待件数 

子どもから高齢者まで、女性が身体的・生理的なことについて気軽に相談できる人や
場所がある 
【指標】 
・ 女性特有の身体的な悩みについて気軽に相談できる学校の先生や指導  
員がいると思う女子児童生徒の割合 

・ 心理カウンセラー（相談員）の数 
・ 出産・育児の悩みを安心して聞いてもらえる人や場所が地域にあると思う人  
の割合 

・ 自分の健康について相談できる場所があると思う高齢者（女性）の割合 
 
人権を尊重する考え方について理解し、それを認識した行動ができる 

【指標】 

・ 人権を尊重した行動ができていると思う人の割合 

今までの性別役割分担に縛られない表現がされている 
【指標】 
・ 民間の広報物や出版物が性別役割分担に縛られない表現をしていると思う人の割
合 

 
市の広報や出版物において、男女の人権が尊重されている 
【指標】 
・ 市役所の広報物や出版物が男女の人権に配慮されていると思う人の割合 

方
針
２
‐１ 

めざすべき姿 

方
針
２
‐２ 
方
針
２
‐３ 

＜私たち市民・企業はこんなことができます＞ 

・ 保育園、幼稚園、学校等で、子どもの虐待を発見するためのチェック表、マニュアルを作る

ことができます。 

・ 各地域のふれあいセンターに地域で子育て支援ができる場を設けます。 

・ 子どもの虐待の問題について、市民同士で支え合うことができます。 

・ 女性の性と生殖に関する権利について学ぶ講座を開催することができます。 
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社会の制度や慣行の中には、人々の意識の中に長い時間をかけて形作られてきた、性別に基づ

く固定的な役割分担意識があります。時代とともに意識は大きく様変わりしていますが、世代によっ

てその意識の変化に差があります。 

男女共同参画の実現には、家庭教育・学校教育・社会教育・企業内教育といったあらゆる学習の

場での取り組みが必要です。また、世代により意識が異なるので、あらゆる世代に向けた啓発が必

要です。男性や幼年層から青年層、高齢者層への浸透に留意するとともに、住民活動、ＮＰＯ等と

の連携を図り、全市民的な広がりを持った運動として展開し、男女平等教育について学ぶ機会を提

供します。 

現代社会では、特に消費文化の中に組みこまれた役割分担意識が市民に大きな影響を与えて

います。性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善しなくてはなりません。こ

の点からも、消費文化に対して無批判に受け入れず、自らが判断し、活用できる力が醸成されるよう

に支援します。 

方針３－１ 男女平等社会をめざした教育・学習の促進 

３－１－１ 学校および幼稚園・保育園における男女平等教育 

子どもたちが自分たち自身の感性で、自由な「らしさ」に対する価値観を育み、セクシュアリテ

ィに対しても適切な認識を持つことができるよう、保育や教育の場における男女平等の視点に配

慮していきます。 

３－１－２ 男女平等教育の場への環境づくり 

男女は平等であるという価値観に基づき、保育や教育あるいは進路指導などができるよう、よ

り充実した環境づくりを進めるとともに、人材づくりにも力を注いでいきます。 

方針３－２ あらゆる場（家庭、地域、学校、職場）での男女平等意識の醸成 

３－２－１ 性別役割分担意識をテーマとした生涯学習機会の提供 

あらゆる場において人としての多様性が認められるよう、年齢、立場、性別に基づいた意識に

捉われたり、振り回されたりすることのないよう、学習機会を提供していきます。 

３－２－２ 職場に対する男女平等意識の啓発 

職場において、男女平等意識を持てるような啓発をしていきます。 

３－２－３ 子育て中の保護者に対する男女平等教育機会の提供 

子育て中の保護者のライフスタイルに応じて、学ぶ機会を得られるよう、配慮します。 

方針３－３ 消費文化に対応したメディア・リテラシー教育の充実 

３－３－１ 消費文化に対する理解と認識の啓発 

メディアや事業者が、性に対する固定的な観点から商品やサービスを供給するような状況に

対し、情報の受け手として、的確な判断力を習得できるよう支援します。 

基本目標３  男女共同参画の考え方を学びます 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女平等社会をめざした教育がされている 

【指標】 

・ 男女平等社会をめざした教育を受けていると思う子どもの割合 

 

男女平等教育のための環境が整っている 

【指標】 

・ 男女平等教育の環境が整っていると思う教育者の割合

あらゆる場(家庭・地域・学校・職場)であらゆる年代の人が男女共同参画の考え方を学

ぶことができる 

【指標】 

・ 男女共同参画の考え方を的確にアドバイスできる人材の数 

 

子育て中の親が男女平等教育について学び、知識を得ている 

【指標】 

・ 子育て中の親が参加することのできる男女平等教育の機会の数（中間指標） 

・ 男女平等教育の重要性を理解していると思う子育て中の親の割合 

誰もが男女平等に配慮したメディア・リテラシーを身につけている 

【指標】 

・ 男女平等に配慮して読み取り、自分なりの考えが発信できていると思う人の割合 

方
針
３
‐１ 

方
針
３
‐２ 

方
針
３
‐３ 

めざすべき姿 

＜私たち市民・企業はこんなことができます＞ 

・ 男女共同参画に関する情報の共有と集う場づくりができます。 

・ 男女共同参画アドバイザー養成講座を開催することができます。 
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 労働は、生活をしていくうえでの経済的基盤を形成するとともに、生きがいややりがいを与えるも

のであり、男女平等の実現において、極めて重要な意味を持ちます。「男女雇用機会均等法」の基

本的理念にのっとり、間接差別のない個人の能力に基づく雇用管理の実現を図るとともに、いくつに

なっても女性と男性が均等な機会を享受し、意欲と能力に応じた待遇を受ける状況を実現し、多様

な働き方に応じた適正な職場環境が確保されることを支援します。 

方針４－１ 職場における男女平等の推進―就業環境の改善 

４－１－１ 就業環境の改善―企業への啓発活動 

職場において、性別を理由にした不利益や不快感を与えるなどの不当な扱いが起きないよう、

個人の能力と成果が正当に評価され、気持ちよく働ける職場づくりとなるよう働きかけます。 

４－１－２ 西尾市役所における男女共同参画の促進 

市内の職場のひとつでもある市役所においては、率先して、男女共同参画が徹底されるよう、

職場の環境づくりに努めていきます。 

４－１－３ セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどの防止啓発と相談体制の整備 

セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどが発生しない職場環境の整備を働きかける

とともに、万が一発生した場合の相談体制を整備します。 

方針４－２ 就業機会の拡大と職業能力の開発と支援 

４－２－１ 女性の就業機会の拡大 

働きたいという意欲を持つ女性が働けるような就業機会の拡大と、雇用環境の整備をしていき

ます。男女の間に生じている事実上の格差の解消を図り、個人の能力が重視されるように啓発

していきます。 

４－２－２ 女性の起業支援 

性別に関係なく、職業能力の向上心を持ち、就労意欲を高め、就業か起業かといったスタイ

ルも含めて自分のライフスタイルにあった職業の選択ができるようにしていきます。 

方針４－３ 男女の職業生活と家庭生活の両立支援 

４－３－１ 個人・家庭への支援 

働く人にとって、仕事と生活とのバランスがとれた生活は大切です。企業や地域社会による支

援が柔軟かつ有機的に連携できるよう支援体制を構築します。 

４－３－２ 事業所への普及・啓発 

仕事を持つ女性が増加する一方、出産のため退職せざるをえない女性もまだ多くいます。ま

た、育児に参加したいとは思うものの、家事・育児にかかわる男性はまだまだ少数です。男女の

ワークライフバランスが保てるよう、経営者の意識改革を促していきます。 

方針４－４ 自営・農業における男女共同参画の推進 

４－４－１ 様々な働き方をしている女性への支援 

多様な労働形態で働く女性の自立と地位向上を支援します。また、農業や商業、工業の経営

にかかわる女性が、意欲に応じて能力開発や経営参画し、かつ、家庭生活の両立が図れるよう、

条件整備の促進に努めます。 

基本目標４  労働における男女平等をすすめます 
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女性や若者が自立し住みやすい環境となっている 
【指標】 
・ 毎日の生活の中で性差にとらわれることがないと思う女性の割合 
・ 結婚後、出産後も継続して働いている人の割合 
 
労働時間の短縮などワークライフバランスを考える事業所が増えている 
【指標】 
・ 男女別平均労働時間、男女別平均家事育児時間 
・ 仕事と家庭の両立を支援する仕組みを持っている事業所の数 

女性も、男性と同じように、幅広く職業が選択できるようになっている 
【指標】 
・ 男性と同じように、幅広い職業の選択肢があると思う女性の割合 
 
女性が起業しやすい環境が整っている 

【指標】 

・ 女性起業家の数 

同一価値労働同一賃金が実現されるなど、職場における男女の位置づけが公平になる
ように改善されている 
【指標】 
・ 職場での男女の位置づけについて、おかしいと思ったときに指摘することができ
ている人の割合（男女別） 

・ 男女の賃金における差 
 
職場において、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどがない 
【指標】 
・ 職場でセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどを受けたことのあ
る人の割合 

自営業や農業に携わっている女性の労働に対する権利が保障され、いきいきとしている

【指標】 

・ 労働に対する権利が保障されていると思う自営業、農業に携わる女性の割合 

方
針
４
‐１ 

方
針
４
‐２ 

方
針
４
‐３ 
方
針
４
‐４ 

めざすべき姿 

＜私たち市民・企業はこんなことができます＞ 

・ 企業で、両立支援のために短時間勤務を導入することができます。 

・ ＮＰＯが、女性の起業、若者の結婚、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどの問

題を掘り起こし共に考えアドバイスすることができます。 

・ 元気な高齢者（６５歳以上）が、高齢者に対してのボランティア活動を行うことができます。 
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子どもが育つ環境は、家庭の中だけではなく、地域で様々な人と触れ合うことにより、豊かな心を

育むことができます。一方現在は、家族形態が変化し、夫婦の働き方も変化してきている中で、子育

てをそれぞれの家庭内で完結することは難しくなってきています。そうした観点から、子育て家庭を

取り巻く様々な人や組織との連携が重要と考えます。 

男性にとっては、終身雇用が崩壊し、多様な働き方が認められる時代になりつつある今、育児は、

子どもだけでなく親自身の成長や地域社会との関係構築のための良い機会となります。そこで、そ

れぞれの家族の事情に配慮しつつ、親と子が周りから支えられながら、自立した生活が送れるよう支

援していきます。 

方針５－１ 地域社会と連携した子育て支援の整備 

５－１－１ 子育て環境の整備と充実 

子育てのニーズが多様化・複雑化・専門化してきています。そうしたニーズに最大限に応えて

いけるように、行政だけではなく、子育て家庭を取り巻く地域の人々やＮＰＯと連携しながら、ひ

とりの子ども、ひとつの家庭に対し、より柔軟な子育て支援の整備を図っていきます。 

方針５－２ 男女共同参画の視点にたった子育て支援の整備 

５－２－１ 子育てへの男女共同参画 

出産前から男女が共に子育てに関われるような機会を提供していきます。 

方針５－３ 様々な親と子への自立支援 

５－３－１ 様々な親と子に対する理解と支援の促進 

個人の生き方やライフスタイルが多様化する中で、共働き家庭、母子家庭、父子家庭など、家

族のあり方はますます多様化しています。しかし、どのような家庭環境にあっても、子どもは安全

に、健やかに成長する権利があります。子どもの置かれた環境に関わらず、親と子が地域から支

えられながらも、自立した生活を営めるための支援を行います。 

基本目標５  男女がともに子育てができる環境づくりをすすめます 
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地域の中で、親子が気軽に集い、地域の人々が見守り、支えている 
【指標】 
・ 地域における老若男女が交流する場や機会の数 
・ 市内における親子が集うことができる公園や公民館などの数 
・ 地域の大人と触れ合う機会を持っている子どもの割合 

男性と女性が協力して子育てをすることで、子どもが家庭で楽しく過ごしている 
【指標】 
・ 自分が大切にされていると思う子どもの割合 
・ 男性が子育てに充てる時間（一週間・一日） 
・ 父親が子育てに協力的であると思う母親の割合、男性の育児休業取得率 
・ 子育てや介護中の女性のうち、自分の時間を持つことができている人の割合 

共働き家庭であっても、子どもに健康的な生活習慣（早寝早起き、定時の食事など）を
身に付けさせられるよう支援がなされている 
【指標】 
・ 子育てに協力してもらえる人が周りにいると思う家庭の割合 

方
針
５
‐１ 

方
針
５
‐２ 

方
針
５
‐３ 

めざすべき姿 

＜私たち市民・企業はこんなことができます＞ 

・ まちなか見守り隊の結成ができます。 

・ ボランティアグループやＮＰＯが、子育て中の核家族を支援できます。 
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近い将来、超高齢社会の到来が予測されます。この状況は、高齢者の問題ということではなく、社

会全体の問題として取り組んでいくことが重要です。また、人は、体力や知識や経験、生き方も様々

です。そうした観点から、高齢者一人ひとりの想いを尊重し、自立した生活が送れるような体制を構

築していきます。 

障がい者の暮らしについては、平成１８年に障害者自立支援法が施行され、地域の中で生活、就

労支援の方向にあります。障がい者が地域の中で支えられながら、自立した生活が送れるように取り

組んでいきます。 

方針６－１ 高齢期における男女の生活の自立と充実 

６－１－１ 高齢期の自主支援（経済的支援・生活支援） 

長寿社会を迎え、高齢期における暮らし方への関心が高まっています。自分の趣味や興味を

活かして過ごすという場合もあれば、新たな働く場を得て活躍する場合もあります。高齢者一人

ひとりの想いを尊重し、毎日生きがいをもって過ごせるように、経済的支援や生活支援を行って

いきます。 

６－１－２ 高齢者の身体的支援（健康づくり） 

高齢期には、年齢を重ねることによる体力の衰えや様々な障がいの可能性が高まります。そこ

で、普段からそれぞれのライフスタイルに合わせた健康づくりを行っていくことができるように支

援していきます。 

６－１－３ 介護予防システムの確立 

介護を必要とする高齢者は年々増加しています。高齢者が安心して暮らせる介護体制を構

築するとともに、まずは、介護が必要とならないように予防の取り組みに力を入れていきます。 

方針６－２ 障がいのある人の自立支援と社会参加の促進 

６－２－１ 障がい者の生活の充実と自立 

障がい者が地域の中で普通に暮らしていくことができるように、障がい者が自立して生活でき

る環境を整備していきます。地域の多様な主体者（地域の人々や NPO など）が共に支えあう地

域づくりをめざします。 

６－２－２ 障がい者の経済的支援（就労支援を含む） 

障がい者一人ひとりの個性や考え方を尊重し、能力を活かして働くことができるなど経済的な

支援をしていきます。 

基本目標６ 福祉の充実をはかります 
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障がい者が自立した生活が送れるための環境が整っている 

【指標】 

・ 福祉サービスの数 

 

障がい者が自身の能力を活かして積極的に働くことができるようなサポートがなされ

ている 
【指標】 
・ 障がい者の平均月給 

年を重ねても、自分の特技を活かして活動する機会や、能力を活かして働く場がある

【指標】 

・ 定年後に地域や家庭で自分の居場所を持てていると思う人の割合 

・ 地域の活動に関わっている高齢者の割合（中間指標） 

・ 定年後、趣味を活かした活動の場があると思う人の割合 

・ 高齢者で働きたいと思っている人が働けている割合 

 

高齢者が気軽に相談できる場や機会があり、自分のライフスタイルに合わせて健康づ

くりをしている 

【指標】 

・ 健康についての相談会の回数、参加者数 

・ 自分に合った健康づくりをしていると思う高齢者の割合 

・ 介護予防の取り組みへの参加者数（中間指標）

めざすべき姿 

方
針
６
‐１ 

方
針
６
‐２ 

＜私たち市民・企業はこんなことができます＞ 

・ 高齢者世帯に対する見守り隊ができます。 

・ 町内会、ＰＴＡなどが、退職した人達の様々な能力を活かすことができます（防犯、防災、

環境づくり（地域の自然を守る）、高齢者や障がい者の介助等）。 

・ 企業は、障がい者の積極的雇用ができます。 
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平成９年以降、共働き世帯の増加に伴い、働く女性の数は着実に増え、女性の社会進出は確実

に進んできました。しかし、分野ごとでみてみると、男女の比率に偏りがあることがわかります。女性

のニーズを施策に反映させるため、今後は、とくに科学技術の分野、防災、地域おこし、まちづくり、

観光、環境の分野における男女共同参画について検討し、そのような分野に進出しようとする女性

を支援する体制づくりに努めていきます。 

方針７－１ あらゆる場における男女共同参画の推進 

７－１－１ 科学技術の分野への女性の参画 

女子児童や生徒が科学技術分野での仕事に魅力や関心をもち、将来科学技術の分野で力

を発揮したいと思うよう、興味や関心を育てる教育を行っていきます。 

７－１－２ 防災への女性の参画 

自主防災組織や地域防災協定策定などで、女性と男性が対等に意見を交わして男女のニー

ズの違い等を認識し、男女双方の視点に十分配慮された防災活動の体制づくりに努めます。 

７－１－３ 環境の分野への女性の参画 

環境保全活動の企画・立案段階から女性の参画につながるような研修や講座を開催し、啓発

に努めます。 

７－１－４ 地域おこし、まちづくり、観光への女性の参画 

西尾市に住む女性がまちづくりに企画・立案段階から参画できるよう、自律をめざし、責任あ

る発言・行動がとれるように啓発し、後押ししていきます。 

７－１－５ 在住外国人との交流と支援の促進 

県内の外国人労働者は増加の傾向にあり、西尾市においても、外国人との共生を念頭にお

いた取り組みが求められています。外国人への声かけなどにより、地域の行事に外国人が参加

するきっかけをつくったり、外国人が地域社会のルールを理解できるように支援します。 

基本目標７ あらゆる場における男女共同参画をすすめます 
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女子児童・生徒が科学技術に関心を持つような取組みがされている 
【指標】 
・ 科学技術に関心を持つような機会や場の数（中間指標） 
 
自主防災会などで女性と男性が対等に意見を交わし、地域を守っている 
【指標】 
・ 自主防災会における女性幹部の割合 
 
女性がまちづくりに企画・立案段階から参画している 
【指標】 
・ まちづくり活動に企画・立案段階から参加している女性の割合 
 
女性の環境保全の取り組みに企画・立案段階から参画している 
【指標】 
・ 環境保全の取り組みに企画・立案段階から参画している女性の割合 
 
地域の人々が在住外国人を受け入れ、ともに助け合っている 

 
在住外国人の女性や子どもの人権に関する配慮がなされている 

めざすべき姿 

方
針
７
‐１ 

＜私たち市民・企業はこんなことができます＞ 

・ 官民共同によるものづくり出前講座や科学実験出前講座を開催することができます。 

・ ＰＴＡが、女子児童・生徒を対象にした科学技術への関心を育てる行事を開催することが

できます。 

・ 市全体として在住外国人と交流できるような機会の提供を促していきます。 

・ 在住外国人に対して、地域行事についての招待状を出すことができます。 
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用語説明 

エンパワーメント： 

個人の潜在的能力を高め、さまざまな場面で政治的・経済的・社会的な意志決定の場におい

て、自分自身で決定し、行動していくことを言います。とくに、女性の地位向上や実質的な

男女共同参画社会の実現のためには、女性が力をつけることが重要です。 

 

ジェンダー・クウォーター制度： 

男女共同参画を推進するために、最初から組織の構成員の男女比率を決めておくことを言い

ます。 

 

セクシャル・ハラスメント： 

相手の意に反した性的な性質の言動のことを言います。例えば、身体に不必要に触ることや、

性的なうわさを流すこと、性的な冗談を言ったりすることなど、様々なものが含まれます。

職場だけでなく、地域活動の場や、学校など、様々な場で想定されます。 

 

セクシュアリティ： 

性欲、性行動、性意識といった性にかかわる心理や行動、また価値基準などを表します。 

 

パワー・ハラスメント： 

職場や学校など組織における権力や地位を利用して、本来の業務や指導の範疇を超えて継続

的に人格と尊厳を侵害する言動のことを言います。 

 

メディア・リテラシー： 

新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットなどのメディアで伝えられるメッセージや情

報を主体的に読み解き、活用し、自らの考えを表現し、発信していく能力のことを言います。

メディアの発達により、様々な情報が簡単に入手できるようになった今、メディアが発信す

る固定的な性別役割の表現や女性に対する差別などを見抜く能力が求められています。 

 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ： 

女性の妊娠や出産等の健康上の問題について、当事者である女性の自己決定権を保障しよう

という考え方です。子どもを産む・産まないということや、産むのであればいつ産むかとい

うことについて、当事者である女性自身が自己決定することを表しています。 

 

ワークライフバランス： 

仕事と仕事以外の生活（子育てや親の介護、自己啓発、地域活動など）との調和が取れてい

る状態を言います。 

 
ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）： 

配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった人から振るわれる暴力のことを言います。

殴る、蹴るといった身体的な暴力だけでなく、言葉による暴力などの精神的暴力、生活費を

渡さないなどの経済的暴力、望まない性行為を強要するなどの性的暴力なども含まれます。
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男女共同参画社会基本法（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

 
目次  

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 
第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 
第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 
附則 

 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二十一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。 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 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） 

第二条 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。  

一 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
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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。 

二 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） 

第三条 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） 

第四条 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） 

第五条 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。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 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） 

第七条 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） 

第八条 国は、第三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。  
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（地方公共団体の責務） 

第九条 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） 

第十条 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） 

第十一条 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） 

第十二条 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。  

第二章 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）  

第十三条 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。  

一 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  

二 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 前二項の規定は、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） 

第十四条 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
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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。  

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。  

一 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  

二 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） 

第十五条 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） 

第十六条 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） 

第十七条 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） 

第十八条 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） 

第十九条 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。  



32 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 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。  

第三章 男女共同参画会議  

（設置） 

第二十一条 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） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。  

二 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。  

三 前二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。  

四 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、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

（組織） 

第二十三条 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） 

第二十四条 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） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 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  

二 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十分の五未満であってはならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、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

の十分の四未満であってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  
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（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等） 

第二十七条 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） 

第二十八条 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（平成十一年六月二三日法律第七八号） 抄  

（施行期日） 

第一条 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） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。  

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）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＝平成十三年一月六日）  

一 略  

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三

十条の規定 公布の日  

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 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。  

一から十まで 略  
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十一 男女共同参画審議会  

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二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 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。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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男女共同参画基本計画 （抄） 

第１部 基本的考え方 

 

我が国における男女共同参画社会の形成は、日本国憲法に男女平等の理念がうたわれたことが

大きな契機となり、戦後の国際社会における取組とも連動しながら、着実に進められてきた。こ

の不断の努力は平成１１年に男女共同参画社会基本法の成立というかたちで結実し、我が国の男

女共同参画社会の形成は新たな段階に入ったと言える。 

 しかしながら、男女共同参画社会の実現にはなお一層の努力が必要である。女性も男性もすべ

ての個人が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にかかわりなく、そ

の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は、２１世紀を迎えた我が国社会にと

って最重要課題であることは言をまたない。男女共同参画社会を実現することで、社会全体の活

力が増し、人々が将来への夢を持てるようになると確信する。 

 政府においては、男女共同参画社会基本法に基づき、平成１２年に男女共同参画基本計画（以

下「第１次基本法」という。）を閣議決定し、総合的かつ計画的な取組を進めてきた。今般、これ

までの取組を評価・総括し、新しい基本計画を策定する。 

 

 男女共同参画社会として目指すべき社会の将来像は次のようなものである。 

① 「政策・方針決定過程の場に女性が参画すること」によって、新しい視点が提起され、様々

な人の立場を考慮した政策の立案・実施が可能になる。 

② 「職場における性差別が解消すること」及び「仕事と家庭の両立支援策が進むこと」によっ

て、女性が働きやすくなるだけでなく、男性にとっても働きやすい職場環境が確保され、多様

性に富んだ職場環境が人々を活性化することを通じて企業活動も活発となる。 

③ 「家庭における男女共同参画が促進されること」によって、親と子どもの関係が改善され、

男女とも子どもと関わる喜びを体験し得る。 

④ 「地域社会の活動が評価されて男女共同参画が促進されること」によって、人々は職場中心

の生き方だけでなく、男女とも、多様な価値観に基づいて、地域活動、ボランティア、家庭生

活、学習活動等、様々な生き方を自ら選択することが可能になる。 

⑤ 「国際的な動向を踏まえつつ男女共同参画を推進し、支援や発言を積極的に行なうこと」に

よって、地球社会における男女共同参画にも貢献し、また、世界での活躍の場も拡がっていく。 

 

１．男女共同参画基本計画の基本的考え方と経緯等 

（１）男女共同参画基本計画 

本計画は、男女共同参画社会基本法に基づく、男女共同参画に係る法定計画である。 

男女共同参画社会基本法は、第 13 条において、政府が、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
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計画である男女共同参画基本計画を策定しなければならないことを規定している。 

 

（２）第 1次基本計画策定後の主な取組 

内閣機能強化の一環として平成１３年に設置された内閣府に、重要政策会議の一つとして男女

共同参画会議が設置され、内部部局として男女共同参画局が設置されるなど、男女共同参画に関

する推進体制が強化された。 

 男女共同参画会議においては、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針等の調査

審議、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の監視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の調査が行なわれてきた。 

 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針等については、平成１３年に「仕事と子

育ての両立支援策の方針」を、平成１４年に施策についての苦情の処理及び人権侵害における被

害者の救済に関する取組の推進方策を取りまとめるとともに、内閣総理大臣からの検討指示を受

け検討を進めてきた「女性のチャレンジ支援策の推進」について、平成１５年に会議決定を行い、

これを踏まえ、社会のあらゆる分野において指導的地域に女性が占める割合が２０２０年までに

少なくとも３０％程度になることを期待し、各分野における自主的な取組が進められることを奨

励している。 

 また、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の監視については、平成１４年

に国の審議会等委員への女性の参画の促進、女性国家公務員の採用・登用等の促進及び「仕事と

子育ての両立支援策の方針」に係る施策について、平成 15 年に男女共同参画にかかわる情報の収

集・整備・提供について、平成１６年に男女共同参画社会の視点に立った政府開発援助（ＯＤＡ）

の推進及び国際規範・基準の国内への取り入れ・浸透について会議決定を行った。 

 さらに、政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響の調査については、男女共同参画

会議に置かれた影響調査専門調査会において、平成１４年に「ライフスタイルの選択と税制・社

会保障制度・雇用システム」について、平成１６年に「ライフスタイルの選択と雇用・就業に関

する制度・慣行」について報告を取りまとめた。 

 

（３）男女共同参画基本計画改定の経緯 

 内閣総理大臣は、平成１６年７月、男女共同参画会議に対し、男女共同参画基本計画策定後の

男女共同参画社会の形成に関連する国内外の様々な状況の変化を考慮の上、政府において男女共

同参画基本計画を策定していく際の基本的な考え方について諮問した。 

 同諮問に対して、男女共同参画会議は、男女共同参画基本計画に関する専門調査会及び女性に

対する暴力に関する専門調査会において広く国民各層の意見を求めつつ調査審議を進め、平成１

７年７月、「男女共同参画基本計画改定に当たっての基本的な考え方―男女がともに輝く社会へ

―」を答申した。 

 政府は、同答申を踏まえ、男女共同参画基本計画を改定することとした。 
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２．男女共同参画基本計画（第２次）の構成と重点事項 

（１）男女共同参画基本計画（第２次）の構成 

 男女共同参画基本計画（第２次）は、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として、第 1部において、男女共同参画基本計画の基本的考え方と構成、

重点事項を示し、第２部において、施策の目標、基本的方向及び具体的な施策の内容を示した。

第３部においては、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

ために必要な方策を示した。 

 第２部では、１２の重点分野を掲げ、それぞれについて、「施策の基本的方向」において平成３

２年（西暦２０２０年）までを見通した、長期的な政策の方向性を記述し、「具体的施策」におい

て平成２２年（西暦２０１０年）度末までに実施する具体的施策を記述した。 

 これらの取組を総合的かつ計画的に推進するための体制の整備・強化については第３部に記述

した。 

 なお、平成２２年（西暦２０１０年）度には、計画全体について見直しを行う。 

 男女共同参画社会の形成に当たっては、国だけでなく、地方公共団体や国民各層の取組も重要

である。このため、政府においては、地方公共団体、国民各層との連携をより一層深めつつ、本

計画に掲げた施策を着実に推進し、男女共同参画社会の形成を期することとする。 

 

（２）男女共同参画基本計画（第２次）の重点事項 

 本計画において、特に重点的に取り組むべきと考える事項及び新たに盛り込んだ事項のうち、

主なものは次のとおりである。 

① ２０２０年までに、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少なくと

も３０％程度になるよう期待し、各分野における取組を促進する。その際、ジェンダー・エン

パワーメント指数（ＧＥＭ）（＊）が２００５年において８０か国中４３位であり改善が進んで

いないことも踏まえ、管理職への女性の登用などにつき、それぞれの分野における達成状況を

常に検証しつつ施策を進める。 

＊ジェンダー・エンパワーメント指数（ＧＥＭ）：国連開発計画（ＵＮＤＰ）が毎年「人間開発

報告書」において公表。女性が政治及び経済活動に参加し、意思決定に参加できるかどうかを

測るもの。具体的には、国会議員に占める女性割合、専門職・技術職に占める女性割合、管理

職に占める女性割合及び男女の推定所得を用いて算出している。 

② チャレンジしたい女性が、いつでも、どこでも、誰でもチャレンジできるよう、女性のチャ

レンジ支援策を更に推進する。その際、女性のチャレンジの実態を把握するための指標の開発

と普及を行う。また、一旦家庭に入った女性が再チャレンジ（再就職、起業等）したい場合の

支援策を充実する。さらに、育児等を理由に退職した者が再就職する場合に、正社員も含めて

門戸が広がるよう、企業等の積極的な取組を促す。 

③ 雇用分野において実質的な男女の均等を確保するための方策についての検討の結果を踏まえ
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適切に対応し、更なる男女雇用機会均等の推進を図る。 

④ 男女が安心して子どもを産み育て、家族としての責任を果たすことができる社会を形成して

いくことは重要である。仕事と家庭・地域生活の両立支援策を推進するため、特に男性も含め

た働き方の見直しを大幅かつ具体的に進める。短時間正社員など公正な処遇が図られた多様な

働き方の導入を目指す。公務員については、常勤の国家公務員に育児・介護のための短時間勤

務制度を導入する。 

  また、短時間労働者への厚生年金の適用の在り方について、検討を進める。 

⑤ 新たな取組を必要とする分野（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）における男女共同参画を推進する。 

⑥ 生涯を通じた健康の保持増進を図るに当たり、性差に応じた的確な医療である性差医療（＊）

を推進する。 

 ＊性差医療：１９８０年代以降、米国において様々な疾患の原因、治療法が男女で異なること

が分かってきたことから、始められた医療。疾患における性差の例としては、狭心症について、

男性は心臓表面の太い血管の流れが悪くなることによるものが多いが、女性は、心筋の微小な

血管の流れが悪くなることによるものが多いことが挙げられる。 

⑦ 男女共同参画社会の形成の男性にとっての意義と責任や、地域・家庭等への男性の参画を重

視した広報・啓発活動を推進する。 

⑧ 学校、家庭、地域、職場など社会のあらゆる分野において男女平等を推進する教育・学習の

充実を図る。また、生涯学習社会の形成を促進するための施策を講じることを通じて、２０１

５年までにすべての教育レベルにおける男女格差を解消することを目標としている２０００年

のミレニアム国連総会で合意された「ミレニアム開発目標」の実現に努める。 

⑨ 社会的認識の徹底等女性に対する暴力を根絶するための基盤整備を行うとともに、暴力の形

態に応じた幅広い取組を総合的に推進する。 

⑩ 本計画に掲げた分野を含むあらゆる分野において男女共同参画の視点に立って関連施策を立

案・実施し、男女共同参画社会の実現を目指す。 
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計画策定の経緯 

年 月 日 策 定 経 過 

平成１９年７月６日 男女共同参画推進委員会ワーキングスタッフ会議(第 1回) 

平成１９年８月８日 男女共同参画推進委員会ワーキングスタッフ会議(第２回) 

平成１９年９月２５日 にしお男女共同参画市民会議(第１回) 

平成１９年１１月１４日 

～３０日 

市民意識調査実施 

１８歳以上の市民２，０００人(男女各１，０００人) 

平成１９年１２月１７日 にしお男女共同参画市民会議(第２回) 

平成２０年２月１４日 にしお男女共同参画市民会議(第３回) 

平成２０年５月２３日 にしお男女共同参画市民会議(第１回) 

平成２０年６月１９日 男女共同参画推進委員会ワーキングスタッフ会議(第 1回) 

平成２０年７月３日 男女共同参画推進委員会ワーキングスタッフ会議(第２回) 

平成２０年７月１８日 にしお男女共同参画市民会議(第２回) 

平成２０年８月４日 男女共同参画推進委員会ワーキングスタッフ会議(第３回) 

平成２０年８月２５日 にしお男女共同参画市民会議(第３回) 

平成２１年１月１９日 

～年２月１８日 
西尾市男女共同参画プラン（見直し版）パブリックコメント実施 

平成２１年３月 西尾市男女共同参画プラン（見直し版）発行 
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にしお男女共同参画市民会議設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 男女共同参画社会の実現に向けて、西尾市男女共同参画プランを推進するにあたり、

市民の意見を反映させるため、にしお男女共同参画市民会議を設置する。 

 

 （所掌事項） 

第２条 市民会議は、西尾市男女共同参画プランの推進及び見直しに対し、意見を述べると

ともに必要な事項について調査審議し、市長に提言する。 

 

 （委員） 

第３条 市民会議の委員は、市長が委嘱し１９名以内で組織する。 

 ２ 委員の任期は、２年間とする。 

 

 （会長等） 

第４条 市民会議は委員の互選により、会長及び副会長を置く。 

 ２ 会長は、会務を総理し、副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第５条 市民会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

 ２ 市民会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。 

 ３ 市民会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところ

による。 

 

 （事務局） 

第６条 市民会議の事務局は、企画部企画課に置く。 

 

 （雑則） 

第７条 この要綱で定めるもののほか、市民会議の運営に関して必要な事項は、会長が委員

会に諮って定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。
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西尾市男女共同参画推進委員会設置要綱 

 

〔目的及び設置〕 

第１条 西尾市における男女共同参画社会の実現について、総合的かつ効果的な推進を図る

ため、西尾市役所男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

〔所掌事務〕 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 「西尾市男女共同参画プラン」の施策の進捗状況の把握と評価に関すること。 

(２) 男女共同参画の推進について関係課内の総合調整に関すること。 

(３) 前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

〔組織〕 

第３条 委員会は、別表に掲げる委員により構成する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

〔会議〕 

第４条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて意見若しくは説明を聴

き、又は関係課の長に対して必要な資料の提出を求めることができる。 

〔ワーキングチーム〕 

第５条 委員会を補助し、具体的な検討を行うため、ワーキングチームを置く。 

２ ワーキングチームは、ワーキングチームリーダー及びスタッフをもって組織する。 

３ リーダーは、ワーキングチームにおいて調査、研究した結果を委員会に報告するものと

する。 

〔庶務〕 

第６条 委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。 

〔委任〕 

第７条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議

に諮って定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１３年５月２３日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成１５年４月２１日から施行する。 

 

   附 則 
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この要綱は、平成１６年４月１４日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する 

 

別表（第３条関係） 

 

委   員 

 企画部人事課長 

企画部情報課長 

総務部総務課長 

福祉部福祉課長 

福祉部長寿課長 

福祉部保健センター所長 

市民部商工課長 

教育委員会学校教育課長 

教育委員会子ども課長 

教育委員会生涯学習課長 
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主な事業一覧 
 

基本目標１ 政策・方針決定の場への女性の参画をすすめます 

方針１－１ 政策・方針決定への参画促進 

１－１－１ 審議会等への女性の積極的登用 

具体的事業 事業内容 担当課 

①審議会等への

女性の登用率の

設定 

女性委員の少ない審議会･委員会等への女性の登用率を

１０年後には４０％とします。具体的な目標数値を設定

し、その実現を図ります。 

各課 

 

②「西尾市審議

会等委員への登

用促進要綱」策

定 

目標達成のために、実効性ある「西尾市審議会等委員へ

の登用促進要綱」を策定し、その活用を図ります。 

企画課 

③審議会等の兼

職数と在任期間

の見直し 

原則として、男女ともに審議会等委員の兼職数を３以下

とし、委員在任期間が長期化しないように任期の制限（３

期まで）を設けます。 

各課 

 

④公募制の検討 

 

委員選出にあたっては、公募制を積極的に取り入れるよ

う、関係各課に働きかけをします。 

各課 

 

⑤女性の登用状

況調査と評価 

女性委員の参画率の状況を定期的に調査し、評価をした

後に公開します。 

企画課 

 

１－１－２ 市役所女性職員の管理職への登用と男女職員の職域拡大 

具体的事業 事業内容 担当課 

①市役所女性職

員の管理職への

積極的登用 

市役所女性職員を管理職に積極的に登用します。そのた

めに、女性職員の能力開発を行い、女性職員の積極的な

人事配置・職務分担を図ります。能力開発を図るための

環境整備をします。 

企画課 

人事課 

 

 

②公共事業等、

計画策定段階で

の女性職員の参

画促進 

西尾市における様々な施策についての検討段階から、女

性職員が積極的に参画できるようにします。 

各課 

 

③市役所男女職

員の職域拡大 

これまで、女性職員が進出していない職域への女性の参

画を促進します。あわせて、男性が進出していない職域

への男性の参画を促進します。 

人事課 
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１－１－３企業・教育機関・団体などにおける女性の参加促進 

具体的事業 事業内容 担当課 

① 企業・教育機
関・団体など

における女

性の参画促

進 

企業・教育機関・団体などの方針決定過程への女性の参

画を促進するため、性別にこだわらず人材を採用・登用

していくよう働きかけます。 

企画課 

商工課 

学校教育課 

 

 

１－１－４ 地域における方針決定への女性の参加促進 

具体的事業 事業内容 担当課 

①地域団体の方

針決定過程への

女性参画促進 

地域団体における男女共同参画を促進するため、役員へ

の女性登用などの働きかけをします。 

企画課 

総務課 

 

１－１－５ 調査の実施及び情報・資料の収集、提供 

具体的事業 事業内容 担当課 

①男女共同参画

に関する意識、

実態調査の実施 

男女共同参画に関する市民意識調査や職員意識調査を定

期的に実施します。また、町内会・各種団体等の役員構

成について、定期的に調査し公開します。 

企画課 

②男女共同参画

に関する情報収

集・提供の充実 

男女共同参画に関する調査研究を進めるとともに、関連

図書や行政資料等の情報収集提供の充実を図ります。 

 

企画課 

 

方針１－２ 社会的活動、地域社会での共同参画促進 

１－２－１ 地域における慣習や慣行の見直しと女性の参画 

具体的事業 事業内容 担当課 

①町内会や各種

団体等に対する

男女共同参画意

識の啓発 

地域における男女共同参画を実現するために、町内会や

各種団体等の女性の参画を促進し、古い意識や慣習にと

らわれない多様な男女のイメージの浸透を図ります。 

企画課 

総務課 

 

②各種委員など

における役職者

への女性の参画

促進 

民生児童委員など、各種委員会における役職への女性の

登用を促進します。 

各課 
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③女性地域リー

ダーの養成 

女性が地域のリーダーとして活躍できるよう、研修会・

交流会を実施し、積極的に参画できる環境づくりと、定

着できるための地域の意識改革に努めます。 

企画課 

④パブリックコ

メント制度（市

民意見提出制

度）の導入 

市政の政策立案過程から女性の参画・意見の集約を取り

入れることができるようにパブリックコメント制度（市

民意識提出制度）の導入を図ります。 

各課 

 

 

１－２－２ 家庭生活への男女共同参画の促進 

具体的事業 事業内容 担当課 

①男性への家

事、育児、介護

に関する学習機

会や情報の提供 

家庭における男性のあり方や役割に関する学習機会や家

事、育児、介護などの家庭生活に関する講座や講習会を

充実します。 

企画課 

長寿課 

保健センター 

子ども課 

生涯学習課 

 

方針１－３ 女性の能力や個性を発揮する機会と場の確保 

１－３－１ 女性のエンパワーメントと人材育成 

具体的事業 事業内容 担当課 

①「男女共同参

画推進センター

（仮称）」の設置 

「男女共同参画推進センター（仮称）」を設置し、女性の

エンパワーメントならびに男女共同参画社会の形成の拠

点とします。 

企画課 

②様々な分野で

活躍する女性の

人材育成 

各種講座・セミナーなどの開催および国や県などが主催

する事業への派遣を通じて、政治参画や政策提言ができ

る女性の人材育成に努めます。また、男女共同参画に取

り組んでいる女性団体・市民などの交流ネットワークの

構築を図ります。 

企画課 

生涯学習課 

③人材データの

整備と活用 

女性の人材をデータ化し、審議会等の委員として活躍で

きるよう活用を図ります。 

企画課 
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基本目標２ 男女の人権を尊重します 

方針２－１ 女性や子どもに対する暴力の根絶 

２－１－１ 教育・啓発 

具体的事業 事業内容 担当課 

①人権尊重につ

いての教育・学

習の啓発 

暴力は人権を侵害するものであるという意識を広く浸透

させるため、各学校における人権教育などを実施します。 

企画課 

学校教育課 

 

２－１－２ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

具体的事業 事業内容 担当課 

①ＤＶ根絶のた

めの研修機会の

提供 

女性へのあらゆる暴力を根絶するための社会環境づくり

を進め、市民および市役所職員に関連する研修へ参加す

る機会と必要な情報を提供します。 

企画課 

情報課 

保健センター 

子ども課 

②ＤＶに関する

調査研究の実施 

西尾市のＤＶに関する現状について、定期的に調査を実

施し、公開します。また、他都市の先進的取り組みにつ

いても研究します。 

企画課 

情報課 

保健センター 

子ども課 

③ＤＶ相談窓口

の設置 

男女共同参画の視点にたった相談ができる窓口を開設

し、他の相談機関との連携も図ります。相談者には身辺

の安全が必要なため、安全な場として「男女共同参画推

進センター（仮称）」に窓口を設置します。 

企画課 

④女性の緊急保

護支援体制の確

立 

暴力を受け、緊急保護を必要としている女性に対して、

関係機関（とりわけ、警察・病院・弁護士など）と連携

しつつ支援体制の確立と自立支援に努めます。 

企画課 

福祉課 

保健センター 

子ども課 

市民病院 

 

２－１－３ 子どもに対するあらゆる暴力の根絶 

具体的事業 事業内容 担当課 

①ＤＶの家庭で

育つ子どもへの

支援体制の整備 

ＤＶの家庭で育つ子どもたちへの支援体制を整備しま

す。 

 

企画課 

保健センター 

学校教育課 

子ども課 



47 

②子どもへの暴

力防止対策の整

備 

子どもへの暴力に関する情報を収集し、児童虐待防止法

などの啓発や講座の充実を図るとともに、子どもへの暴

力を防止するための地域システムづくりを検討します。 

企画課 

保健センター 

学校教育課 

子ども課 

③児童虐待防止

連絡会会議との

連携による虐待

防止対策の推進 

児童虐待は性別役割分担を背景として、男性の育児不参

加やＤＶとも深く関わっていることから、家庭内の問題

に止めることなく、関係機関と連携して、予防と発見の

ための相談機能の充実や啓発を推進します。 

企画課 

保健センター 

学校教育課 

子ども課 

 

方針２－２ 女性の性と生殖に関する健康と権利の実現 

２－２－１ 女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）の周知 

具体的事業 事業内容 担当課 

①リプロダクテ

ィブ・ヘルス／

ライツの啓発活

動の推進  

リプロダクティブ・ヘルス／ライツについての認識を深

めるための、講座・セミナーを実施します。 

企画課 

保健センター 

学校教育課 

市民病院 

②男女が互いの

性を尊重する性

教育の充実 

男女が互いの性を尊重していくため、学校における性教

育や教職員など指導者に対する研修を実施し、意識啓発

や相談窓口の設置を進めます。 

企画課 

学校教育課 

 

③HIV/エイズ、

性感染症への知

識啓発 

男女が互いに性に関して正しい知識と理解を得るため、

HIV/エイズ、性感染症についての知識啓発とその対策を

進めます。 

企画課 

保健センター 

学校教育課 

 

２－２－２ 女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）の実現 

具体的事業 事業内容 担当課 

①リプロダクテ

ィブ・ヘルス／

ライツの啓発活

動の実施 

市民病院や保健センターなどがリプロダクティブ・ヘル

ス／ライツの実現に貢献できるパイロット事業を実施し

ます。 

企画課 

保健センター 

市民病院 
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方針２－３ 男女の人権に関する啓発・促進 

２－３－１ メディアにおける人権尊重促進 

具体的事業 事業内容 担当課 

①メディア・リ

テラシーについ

ての講座や学習

会の開催 

ジェンダーに敏感な視点で、メディアを読み解き発信す

る能力（メディア・リテラシー）を養うために講座や学

習会を開催します。学校や生涯学習の場を利用したり、

企業・団体への出前講座も開催します。 

企画課 

学校教育課 

生涯学習課 

 

 

２－３－２西尾市の作成する広報・出版物等における性差別につながらない表現の促進 

具体的事業 事業内容 担当課 

①広報物などに

おける女性の人

権を尊重した表

現の確立 

広報物の制作・発行にあたっては、ジェンダーに敏感な

視点に立ち、女性の人権を尊重した表現にするように働

きかけます。 

各課 

 

 

基本目標３ 男女共同参画の考え方を学びます 

方針３－１ 男女平等社会をめざした教育・学習の促進 

３－１－１ 学校および幼稚園・保育園における男女平等教育 

具体的事業 事業内容 担当課 

①学校・幼稚

園・保育園にお

ける男女平等教

育の推進 

教育の場での男女間の不必要な区別・慣習を見直し、並

び方や服装などを男女平等な視点から見直します。 

男女混合名簿等の導入を推進します。 

子どもたちが「女らしさ」「男らしさ」にとらわれず、自

分で選択ができる力を養うために、男女平等な視点にた

った保育・教育の見直しを図ります。 

企画課 

学校教育課 

子ども課 

 

②男女平等教育

推進のためのプ

ログラム開発や

その実施 

男女平等教育推進のためのプログラム開発やその実施、

男女平等教育推進校の選定をします。 

セクシャリティについての正しい知識と認識をもつこと

ができるような教育を充実します。 

性の商品化や性暴力など、様々な人権侵害に対し、その

認識を高める教育を実施します。 

企画課 

保健センター 

学校教育課 

子ども課 

 

③個を大切にし

た教育・保育の

充実 

 

幼少期から個を大切にした教育・保育の充実を進めます。 

学齢期には、男女共同参画の視点に立った進路指導の実

施を図ります。進路指導を担当する教員への研修も実施

します。 

企画課 

学校教育課 

子ども課 
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３－１－２ 男女平等教育の場への環境づくり 

具体的事業 事業内容 担当課 

①学校関係者お

よび幼稚園・保

育園関係者に対

する研修の充実 

男女平等な考え方を身につけるための研修の実施、およ

び男女平等を促進する教材研究や保育・教育の研究を推

進します。 

 

企画課 

学校教育課 

子ども課 

 

②教員など、職

員構成の見直し

と男女平等の促

進 

教員の役職登用および学校（小・中・高）や科目による

男女比の不均衡を見直し、職場としての男女平等を促進

します。 

学校教育課 

子ども課 

③学校における

セクシャル・ハ

ラスメントの防

止と対応 

セクシャル・ハラスメントを起こさないための環境づく

り（職場での男女平等の定着）を行い、セクシャル・ハ

ラスメント（職員間、児童・生徒に対するセクシャル・

ハラスメント）に対する相談体制を整備します。 

企画課 

保健センター 

学校教育課 

子ども課 

 

方針３－２ あらゆる場（家庭、地域、学校、職場）での男女平等意識の醸成 

３－２－１ 性別役割分担意識をテーマとした生涯学習機会の提供 

具体的事業 事業内容 担当課 

①性別役割分担

意識をテーマと

した講座・セミ

ナーの実施 

性別役割分担意識をテーマとした講座・セミナーを実施

します。あらゆる世代や立場の市民が性別役割分担意識

に敏感な視点を育てていくことができる講座を実施しま

す。 

企画課 

生涯学習課 

 

②男女が共に学

習できる機会の

提供 

あらゆる立場の男女が参加できる時間帯やテーマを設定

し、参加しやすい環境（託児・介護などのサービスや出

前講座の実施など）を整備します。 

企画課 

生涯学習課 

 

③男女共同参画

推進センター

（仮称）での学

習機会の提供 

男女共同参画を促進していくための拠点を設置し、ＮＰ

Ｏとも協働しつつ講座やセミナーなどを実施します。 

企画課 

 

３－２－２ 職場に対する男女平等意識の啓発 

具体的事業 事業内容 担当課 

①職場における

男女平等意識の

働きかけ 

男女が多様な働き方を選択できるよう、企業等を対象と

した啓発活動を実施し、職場における固定的性別役割分

担意識の醸成に努めます。 

企画課 

商工課 
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３－２－３ 子育て中の保護者に対する男女平等教育機会の提供 

具体的事業 事業内容 担当課 

①ＰＴＡ活動に

おける男女平等

教育の働きかけ 

幼稚園・保育園・学校とＰＴＡが連携し、ＰＴＡ活動が

男女平等で行えるよう働きかけます。 

企画課 

学校教育課 

子ども課 

②家庭教育学級

における男女共

同参画プログラ

ムの実施 

家庭教育学級において男女共同参画についてのプログラ

ムを取り入れ、男女平等意識啓発を推進します。 

企画課 

子ども課 

生涯学習課 

 

方針３－３ 消費文化に対応したメディア・リテラシー教育の充実 

３－３－１ 消費文化に対する理解と認識の啓発 

具体的事業 事業内容 担当課 

①消費文化をテ

ーマとした講

座・セミナーの

実施 

男女共同参画の視点で消費文化を読み解き、判断できる

力を養う講座やセミナーを実施します。 

企画課 

商工課 

子ども課 

生涯学習課 

 
基本目標４ 労働における男女平等をすすめます 

方針４－１ 職場における男女平等の推進－就業環境の改善 

４－１－１ 就業環境の改善―企業への啓発活動 

具体的事業 事業内容 担当課 

①職場での男女

平等の推進 

商工会議所、青年会議所等と連携を図り、職場における

男女平等を進める講演会・セミナーを開催します。 

企画課 

商工課 

②雇用機会均等

法等の法制度の

周知徹底 

法制度についての周知徹底を図るため、情報提供や研修

も実施します。 

企画課 

商工課 

③女性の積極的

登用と人材育成 

女性の研修への参加など、機会の平等と能力活用を図り、

積極的登用と人材育成を働きかけます。 

企画課 

商工課 

④就業環境の調

査研究 

西尾市における事業所の男女共同参画に関する就業環境

の把握に努め、市民に情報を提供します。 

企画課 

商工課 
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４－１－２ 西尾市役所における男女共同参画の促進 

具体的事業 事業内容 担当課 

①西尾市役所に

おける男女共同

参画の促進 

雇用機会均等を実現するために、積極的改善措置も含め

たプログラムを作成し、市役所女性職員の管理職登用に

ついて数値化をかかげて積極的登用を図るとともに、男

女の職域分離を改善するよう努めます。男女平等の実現

に向けて職場環境・風土の改善に努め、研修を充実しま

す。セクシャル・ハラスメント防止対策を充実します。 

企画課 

人事課 

②西尾市の委託

事業者などに対

する報告依頼 

委託事業者の男女共同参画の状況について報告を依頼す

ることができるシステムを整備します。 

企画課 

財政課 

 

 

４－１－３ セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどの防止啓発と相談体制の整備 

具体的事業 事業内容 担当課 

①セクシャルハ

ラスメント・パ

ワー・ハラスメ

ント防止への啓

発 

企業・団体・学校等において、セクシャルハラスメント・

パワー・ハラスメントに関する講座・セミナーを開催し、

人権問題として相談が受けられるシステムを整備しま

す。 

企画課 

人事課 

商工課 

学校教育課 

生涯学習課 

 

方針４－２ 就業機会の拡大と職業能力の開発と支援 

４－２－１ 女性の就業機会の拡大 

具体的事業 事業内容 担当課 

①雇用主への啓

発促進 

女性が働きやすい環境づくりを促進するために、雇用主

への支援を行います。 

企画課 

商工課 

②女性の能力開

発。職業訓練制

度の充実 

就労意欲のある女性の能力開発と各種職業に必要な技術

の向上をめざした学習機会の充実に努めます。 

企画課 

商工課 

生涯学習課 

③再就職支援の

充実・女性就業

形態見直し促進 

多様な働き方と生き方を支援するため、女性の就業につ

いての問題点を解決するための講座・セミナーを実施し

ます。再就職支援について、企業等に働きかけます。 

企画課 

商工課 

 

④資格取得や技

術の習得に関す

る情報提供 

就業するにあたり資格取得および技術取得を必要とする

人のために、情報提供に努めます。 

企画課 

商工課 
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⑤女性の就業意

識の向上 

女性の就業機会と能力向上をめざし、エンパワーメント

を目的としたセミナーを行います。 

企画課 

商工課 

 

４－２－２ 女性の起業支援 

具体的事業 事業内容 担当課 

①女性起業家支

援事業の充実 

女性起業家支援セミナーや起業家をめざす女性のシンポ

ジウムなどの開催とともに、起業講座などの情報提供に

努めます。 

企画課 

商工課 

 

方針４－３ 男女の職業生活と家庭生活の両立支援 

４－３－１ 個人・家庭への支援 

具体的事業 事業内容 担当課 

①家庭生活への

男女共同参画促

進 

男女がともに家族の一員としての責任を持ち、家事・育

児・介護等を担うことができるよう、講座やセミナーを

開催し、学習機会の提供を図ります。 

企画課 

長寿課 

保健センター 

生涯学習課 

 

４－３－２ 事業所への普及・啓発 

具体的事業 事業内容 担当課 

①男女の育児・

介護休暇取得促

進 

家族的責任を担う男女および雇用主に向けて、各種休暇

（育児・介護）制度の周知および取得の啓発に努めます。 

企画課 

商工課 

 

②事業所でのセ

ミナーなどの開

催の働きかけ 

各事業所に対して、家族的責任の視点でのセミナーの開

催を働きかけます。 

企画課 

商工課 

③各種機関との

連携による労働

時間短縮に向け

ての働きかけ 

各機関と連携し、男女がともに働きながら家族的責任や

地域活動を担えるように、労働時間の短縮に向けての啓

発を行います。 

企画課 

商工課 

 

④ファミリーフ

レンドリー企業

の促進 

仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、柔

軟な働き方が選択できるような取り組みを行う企業(フ

ァミリーフレンドリー企業)を紹介し、同様の取り組みの

普及促進を図ります。 

企画課 

商工課 
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方針４－４ 自営・農業における男女共同参画の推進 

４－４－１ 様々な働き方をしている女性への支援 

具体的事業 事業内容 担当課 

①家内労働や

農・商工業の女

性の労働環境整

備 

農家での「家族経営協定｣の普及促進などにより、自営業

における女性の労働に対する評価と労働環境を整備しま

す。 

企画課 

商工課 

農林水産課 

②自営業の女性

の能力向上の支

援 

自営業の女性に対し、学習機会の提供などにより、経営

能力等の向上を支援します。 

企画課 

商工課 

農林水産課 

③自営業者への

啓発と情報提供 

事業者や男女労働者への男女共同参画についての啓発や

情報提供を行います。 

 

企画課 

商工課 

農林水産課 

 
基本目標５ 男女がともに子育てができる環境づくりをすすめます 

方針５－１ 地域社会と連携した子育て支援の整備 

５－１－１ 子育て環境の整備と充実 

具体的事業 事業内容 担当課 

①多様なニーズ

に対応する育児

支援 

育児支援（例えば、医療費などの経済的支援や保育園整

備など）のニーズを調査し、それに合わせて支援を進め

ます。 

企画課 

保健センター 

子ども課 

②子育てに関す

る多様な情報提

供 

子育てに関する全ての情報を、多様なメディア（情報誌、

インターネット、テレビ、ラジオ）や保健センター、医

療機関などをとおして情報提供をします。 

企画課 

保健センター 

子ども課 

③相談窓口の設

置 

子育てに関する様々な問題を相談できる窓口を設置し、

情報提供に努めます。 

企画課 

保健センター 

子ども課 

④子育てサーク

ルとそのネット

ワークの育成と

支援 

自主的な活動をしている子育てサークルなどの育成と支

援をＮＰＯとも協働して行い、そのネットワークの確立

を強化します。 

企画課 

子ども課 

 

⑤多様なニーズ

に対応する保育

環境の充実 

保護者の多様なニーズに対応するため、乳児保育、延長

保育などの特別保育事業の充実を図るとともに、保育に

欠けない児童を保育園で受け入れたり、幼稚園での預か

り保育を拡充することなどにより、幼保一体化を進め、

就労と育児の両立を支援する保育環境を整えます。 

企画課 

子ども課 
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⑥学童保育の充

実 

学童保育の拡充と施設の整備、指導員の研修などを実施

します。 

子ども課 

 

方針５－２ 男女共同参画の視点にたった子育て支援の整備 

５－２－１ 子育てへの男女共同参画 

具体的事業 事業内容 担当課 

①男性の育児・

家事への参加促

進 

男性が積極的に育児や家事への参画をできるよう支援

し、セミナーの開催や冊子などでの啓発に努めます。 

企画課 

保健センター 

子ども課 

 

②男女共同参画

の視点にたった

子育て環境の整

備 

子育て環境を男女共同参画の視点で見直し、改善を図り

ます。 

企画課 

保健センター 

子ども課 

 

方針５－３ 様々な親と子への自立支援 

５－３－１ 様々な親と子に対する理解と支援の促進 

具体的事業 事業内容 担当課 

①ひとり親家庭

への支援 

 

ひとり親家庭の生活と安定と向上を図るため、経済的支

援および家事・育児支援の充実を図ります。 

子育て支援短期利用事業を実施します。 

企画課 

福祉課 

子ども課 

学校教育課 

②ひとり親家庭

への相談体制の

充実 

ひとり親家庭の子育てや日常生活の不安を解消するため

の相談やネットワークづくりの支援の充実に努めます。 

企画課 

子ども課 

学校教育課 

 
基本目標６ 福祉の充実をはかります 

方針６－１ 高齢期における男女の生活の自立と充実 

６－１－１ 高齢期の自主支援（経済的支援・生活支援） 

具体的事業 事業内容 担当課 

①高齢男性の生

活自立促進 

高齢期の男性が生活自立できるよう、講座やセミナーを

実施します。 

企画課 

長寿課 

生涯学習課 

②経済的基盤整

備の充実 

高齢期の女性が貧困に陥らない経済的な基盤づくりを進

めます。 

企画課 

長寿課 
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③高齢期の男女

共同参画に関す

る意識啓発 

男女共同参画に関する高齢者向けの講座や講演会の実施

など、啓発事業を実施します。 

 

企画課 

長寿課 

生涯学習課 

④宅老所への支

援 

西尾市にある宅老所への支援をします。 長寿課 

⑤ＮＰＯ団体や

ボランティア活

動団体との連携 

高齢者の生きがいづくりを目的とするＮＰＯ団体やボラ

ンティア活動団体と連携し、その活動を支援をします。 

 

企画課 

長寿課 

 

⑥世代間交流の

場の提供 

高齢者が性別や世代を越えて交流できる場―「男女共同

参画推進センター（仮称）」―を設置します。 

企画課 

 

６－１－２ 高齢者の身体的支援（健康づくり） 

具体的事業 事業内容 担当課 

①男女の健康づ

くり、体力づく

りへの啓発促進 

様々な世代の男女が健康づくりと体力づくりに取り組め

るよう、各種スポーツ教室やリラックスのための講座や

健康づくりのための各種講座を男女共同参画の視点で実

施します。 

長寿課 

保健センター 

生涯学習課 

②生涯にわたる

健康づくり推進

のための相談体

制の充実 

一人ひとりのニーズにあわせた相談を気軽にできるシス

テムづくりと人材養成をします。 

長寿課 

生涯学習課 

 

６－１－３ 介護予防システムの確立 

具体的事業 事業内容 担当課 

①男女がともに

参画する介護の

促進 

介護の分野での男女共同参画をめざし、学習機会の提供

をします。特に、男性が介護しやすい社会環境づくりを

めざし、男性の介護参加や介護ボランティア活動の促進

を図ります。 

企画課 

長寿課 

 

②介護・福祉に

関するボランテ

ィア相談員の育

成  

一人ひとりのニーズにあわせた相談が気軽にできるシス

テムづくりと男女共同参画の視点をもった相談員の人材

養成をします。 

企画課 

長寿課 

 

 

③ＮＰＯと連携

しての介護環境

整備 

ＮＰＯ（介護関係）への支援を積極的に行い、市民が主

体となった介護環境整備を進めます。 

企画課 

長寿課 
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④介護支援シス

テムの充実 

国・県などと連携して、男女がともに取得できるように

介護休業制度の定着をめざします。 

人事課 

長寿課 

商工課 

 

方針６－２ 障がいのある人の自立支援と社会参加の促進 

６－２－１ 障がい者の生活の充実と自立 

具体的事業 事業内容 担当課 

①自立支援環境

の充実 

国・県などと連携して、自立のための支援を受ける障が

い者と支える人々の現状を踏まえた社会支援環境づくり

を図ります。 

企画課 

福祉課 

 

②ＮＰＯと連携

した支援環境整

備 

障がい者だけでなく男女共同参画の視点も踏まえた事業

運営を行うＮＰＯ（福祉関係）への支援を行い、市民が

主体となった支援環境整備を進めます。 

企画課 

福祉課 

 

 

６－２－２ 障がい者の経済的支援（就労支援を含む） 

具体的事業 事業内容 担当課 

①障がい者への

雇用促進 

障がい者がその適正と能力に応じて就業機会を確保・提

供するための雇用啓発と職業訓練による雇用機会の拡大

に努めます。 

企画課 

福祉課 

商工課 

 

基本目標７ あらゆる場における男女共同参画をすすめます 

方針７－１ あらゆる場における男女共同参画の推進 

７－１－１ 科学技術の分野への女性の参画 

具体的事業 事業内容 担当課 

①女子児童・生

徒への意識啓発

促進 

科学技術分野などの講演会等の開催により、女子児童・

生徒への意識啓発を行います。 

企画課 

学校教育課 

 

７－１－２ 防災への女性の参画 

具体的事業 事業内容 担当課 

①地域防災活動

への男女共同参

画の推進 

町内会・自主防災会等の地域コミュニティが防災に果た

す役割は大きく、固定的な役割分担意識を見直し、女性

リーダーの育成など、積極的に女性の参画を促進し、地

域防災力の向上に努めます。 

企画課 

総務課 
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②男女共同参画

の視点に立った

防災対策の推進 

防災時において、男女のニーズの違い等男女双方の視点

への十分な配慮と女性の参加促進を図ります。 

 

企画課 

総務課 

 

 

７－１－３ 環境の分野への女性の参画 

具体的事業 事業内容 担当課 

①環境啓発や環

境美化活動の推

進 

ボランティア団体等と協働し、環境に関する啓発に取り

組み、環境美化活動により多くの市民参画のもと、効果

的に取り組めるよう支援します。 

環境課 

 

７－１－４ 地域おこし、まちづくり、観光への女性の参画 

具体的事業 事業内容 担当課 

①学習機会の提

供 

女性が参画した地域づくりの好事例を紹介するなどの情

報提供や学習機会の提供に努めます。 

企画課 

商工課 

②地域・社会活

動への参加促進 

町内会など様々なコミュニティ活動やボランティア活動

など地域・社会活動に参加しやすい状況づくりをします。 

企画課 

総務課 

 

７－１－５在住外国人との交流と支援の促進 

具体的事業 事業内容 担当課 

①在住外国人へ

の情報提供と相

談体制の確立 

在住外国人が暮らしやすい地域社会づくりを推進し、男

女共同参画の視点で、生活全般に関する相談を迅速活的

確に受けることができる多文化ソーシャルワーカーを育

成、設置し、関係機関との連携により在住外国人の生活

を支援します。また、医療機関窓口における母国語での

相談と情報提供に努めます。 

企画課 

情報課 
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