
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 近年，我が国においては，少子高齢化の急速な進行や経済の成熟化，国際化，情

報通信技術の高度化など社会情勢が著しく変化しております。 
 このような情勢の変化に対応していくためには，男性も女性も互いを思いやり，

ともにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い，その個性と能力を十分発揮できる

「男女共同参画社会の実現」が強く求められております。 
本市では，平成１４年３月に結城市男女共同参画基本計画「たままゆプラン」が

スタートし，平成１６年には多くの市民の皆さまのご理解とご協力をいただきまし

て，「男女共同参画都市」を宣言しました。 
結城市男女共同参画基本計画に基づくさまざまな施策を推進する中で，多くの分

野で改善がみられましたが，依然として固定的役割分担意識や女性の様々な生き方

への配慮不足等の課題が残っているのが現状です。 
これらの現状を踏まえて，本市は新たな課題への取り組みを示し，真の男女共同

参画社会の実現を目指すために，「結城市男女共同参画推進条例」を制定しました。 
そして，このたび条例に基づき，基本理念に掲げた『人権の尊重と男女平等の実

現』のために，平成３２年を目標年次とする第２次男女共同参画基本計画を策定し

ました。 
この計画では，「ともに育む新たな意識づくり」「ともに働く環境づくり」「ともに

自立し参画する社会づくり」「ともに参画を推進するシステムづくり」という４つの

基本目標を掲げ，市民・地域・企業・各種団体・学校・行政が一体となって，男女

共同参画社会の実現に向け，積極的に取り組んでまいりますので，なお一層のご理

解とご協力をお願い申し上げます。 
計画の策定にあたりまして，結城市男女共同参画基本計画策定委員会委員及びプ

ラン推進委員会委員の皆さまをはじめ，アンケート調査やヒアリングにご協力をい

ただきました市民・事業所・各種団体の皆さまに，心からお礼申し上げます。 
 
平成２３（２０１１）年３月 
 
                    結城市長 小 西 栄 造     
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第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

男女共同参画社会をつくることについて，「それは，女性にとっても男性にとっても生き

やすい社会をつくること」と平成 22 年 7 月，男女共同参画会議から内閣府への答申の冒

頭に示されています。 

女性も男性も，互いにその人権を尊重しつつ，ともに責任も分かち合い，性別に関わりな

く，その個性と能力を十分に発揮することができる，社会の実現が男女共同参画社会です。 

日本国憲法では，第 14 条第 1 項に「すべて国民は，法の下に平等であって，人種，信

条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別され

ない」と明記されています。この憲法のもと，法律や制度の整備が図られ，また，多くの人

達の努力とさまざまな活動の中で，男女共同参画は着実に進展してきました。 

しかし，男女共同参画社会基本法施行から10年を迎えた今，近年の男女共同参画を取り

巻く状況は，配偶者等からの暴力などＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害が表面化

し，女性や子どもの人権が侵害されている問題が深刻化する一方，ワーク・ライフ・バラン

ス（仕事と生活の調和）に関することなどの新たな課題や取り組みが求められてきています。 

また，固定的な性別役割分担意識や，それに基づく社会的慣行は依然として根強く残って

おり，政策・方針決定過程への女性の参画や，子育て世代の女性の労働力率は国際水準より

も低く，より一層の努力が必要であるとされています。 

このような中，本市では，平成14年「結城市男女共同参画基本計画」を策定し，男女共

同参画社会の実現に取り組み，推進してきました。この結果，多くの分野において改善が見

られましたが，今回の各種調査結果等などによると，固定的な性別役割分担意識が根強く残

っていることや，男女共同参画を家庭内等の「小さな」課題として捉えがちなこと，また，

男女共同参画があらゆる人々の課題であり，その認識が広まっていないなどの現状がうかが

われます。 

このことから，結城市男女共同参画後期基本計画の検証（資料編参照）を踏まえ，新たな

課題への取り組みを示し，総合的かつ計画的に進めていくため，第 2 次結城市男女共同参

画基本計画を策定するものです。 
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２ 計画の策定に向けて 

 

男女共同参画社会を市全体で築くためには，地域に暮らす住民が主体となって意見を出し

合い，ともに男女共同参画社会の実現に向けた共通認識を持つことが重要です。 

このため，市では市民の男女共同参画に関する意見を聞き，第 2 次結城市男女共同参画

基本計画に反映させるために，各種調査を実施しました。 

 

 

◆第2次結城市男女共同参画基本計画策定に係る団体別アンケート調査及び市民ヒアリング 

 

・調 査 対 象：市民，介護施設，婦人学級連絡協議会，子育てサークル 

商工会議所女性会，結工懇話会，結城青年会議所 

PTA連絡協議会，結城くらしの会，北つくば農業協同組合 

・調査対象者：133人 

・調 査 形 式：自由記述によるアンケート調査 

・配布回収方法：手渡し配布・回収 

・調 査 時 期：平成22年 7月～9月 

 

 

◆第 2次結城市男女共同参画基本計画策定に係るワークショップ 

 

・参 加 者：市議会議員，民生・児童委員，高校生， 

男女共同参画基本計画策定委員会委員 

・参 加 人 数：16人 

・テ ー マ：地域での男女共同参画 

仕事と生活（家事・育児）を両立するには 

女性が社会参加するには 

・開 催 日 時：平成22年 10月 20日（水） 

 

 

◆結城市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

・調 査 対 象：市内在住の満20歳以上の男女800人を無作為抽出 

・調 査 形 式：アンケート調査  

・配布回収方法：郵送配布・回収 

・調 査 期 間：平成21年 9月 1日～9月 30日 

・回 収 率：男性28.0％，女性45.0％，全体36.5％ 
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◆結城市男女共同参画に関する事業所アンケート 

 

・調 査 対 象：結城市内120事業所  

・調 査 形 式：アンケート調査  

・配布回収方法：郵送配布・回収 

・調 査 期 間：平成20年 9月 1日～9月 30日 

・回 収 率：74.2％ 
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３ 男女共同参画をめぐる時代背景 

 

（１）世界の動き 

国際連合では，昭和50年（1975年）を「国際婦人年」とし，男女平等の実現に世界的

規模で取り組むこととしました。婦人年にはメキシコシティで「国際婦人年世界会議（第1

回世界女性会議）」が開催され，女性の地位向上を目指すガイドラインとして「世界行動計

画」を採択，昭和51年（1976年）から昭和60年（1985年）までを「国連婦人の10

年」とし，「平等・発展・開発」を目標に掲げた取り組みが提唱されました。 

昭和 54年（1979年）「女子差別撤廃条約」を採択，昭和55年（1980年）「第 2回

世界女性会議」がコペンハーゲンで開催され，昭和60年（1985 年）には，「国連婦人の

10年最終年世界会議（第3回世界女性会議）」がケニヤのナイロビで開催され，「女性の地

位向上のためのナイロビ将来戦略（ナイロビ将来戦略）」が採択され，各国の実情に応じた

女性の地位向上のためのガイドラインとなりました。 

平成 7年（1995年），北京で開催された「第4回世界女性会議」では「ナイロビ将来戦

略」の見直しと評価が行われ，「北京宣言」「行動綱領」が採択されました。行動綱領には

12の問題領域とそれに対する戦略目標と行動が提示され，あらゆる政策が計画に男女平等

の視点を反映すること，女性が力をつけることが示されました。これを受けて平成１２年

（2000年）6月，ニューヨークの国連本部で「女性2000年会議」が開催され，「政治宣

言」と「北京宣言と行動綱領実施のためにさらなる行動とイニシアティブ（成果文書）」が

採択され，重要課題として女性に対する暴力や教育への取り組み，女子差別撤廃条約の完全

批准，男女平等推進に対する男性の責任と関与が強調され，平成17年（2005年）には，

ニューヨークで「北京＋10」が開催されました。それまでの男女平等に関する達成事項を

評価するとともに，「北京行動綱領」の完全実施に向けた一層のチャレンジを期して，世界

の男女共同参画推進は，新たな未来へ向かおうとしています。 

日本政府は，平成21年（2009年）7月，女子差別撤廃委員会へ国内の取り組みについ

て第 6 回報告を行い，それに対する同委員会からの最終見解が同年 8 月に発表されていま

す。内容は固定的性別役割分担，女性に対する暴力，意思決定過程への女性の参画，雇用な

どがあります。 

 

 

（２）国の動き 

現在わが国は，少子高齢化の急速な進行，経済の成熟化，国際化，情報の高度化など社会

情勢が，著しく変化しています。 

また，法律面においても，雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（男女雇用機会均等法）の制定と改正，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（DV 防止法）の制定と改正，労働基準法や育児休業，介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）の改正など，ここ数年で男女共

同参画にかかわる法整備は目覚しく進展しています。 
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国では，市民の生活様式や就業形態といったライフスタイルや社会・経済の構造も大きく

変化し，個人の価値観も多様化する今日，さまざまな分野において，性別にかかわらず一人

ひとりがその個性と能力を十分に発揮し，家庭を守り，地域を支え，自身を生かしていくこ

とのできる男女共同参画社会づくりを進めています。 

しかし，家庭や地域，職場など多くの場面で，性別による固定的な役割分担意識やそれに

基づく，昔からの社会通念や慣習は依然として根強く残っています。 

このような状況のもと，国は男女共同参画社会の実現を２１世紀の最重要課題と位置付け

る「男女共同参画社会基本法」に基づき，平成 17 年（2005 年）に「第 2 次男女共同参

画基本計画」を策定し，男女共同参画社会として目指すべき社会の将来像を示しました。 

さらに，平成19 年（2007年）には「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を策定し，平成21年（2009年）

には，「男女共同参画社会基本法」は施行後10周年を迎え，平成22年（2010年）7月

には，第 3 次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方（答申）が男女共同

参画会議から出され，平成22年（2010年）12月，政府は第3次男女共同参画基本計画

を閣議決定しました。 

 

 

（３）茨城県の動き 

茨城県では，平成 7 年（1995 年），「茨城県長期総合計画」に「男女共同参画社会の形

成」として位置づけられ，翌年２月，県が取り組むべき女性施策の指針として，男（ひと）

と女（ひと）のよりよいパートナーシップの確立を基本理念とした「いばらきハーモニープ

ラン」を策定しました。 

「いばらきハーモニープラン」は，平成 8 年度（1996 年）から平成 17 年度（2006

年）までの基本構想，基本計画と，平成11年度（2000年）までの実施計画を定めたもの

であり，平成12年（2000年）3月に，少子・高齢化への対応等を盛り込んだ「後期実施

計画」（平成12年度～１７年度）を策定しました。 

平成 13年（2001年）3月，「男女共同参画社会基本法」の理念を受けて，男女共同参

画社会の実現に向けて，県，県民，事業者が一体となって取り組むための基本となる「茨城

県男女共同参画推進条例」を制定し，４月から施行しました。 

また，条例の基本理念を具現化し，実効性のある施策を展開していくために，法定計画と

して「茨城県男女共同参画基本計画」を策定することとし，その後，平成18年（2006年）

に具体的な施策展開の方向を示した「茨城県男女共同参画実施計画」に改訂され，計画を進

行しています。 
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（４）結城市の取り組み 

本市においては，平成10年度（1998年）に秘書課内に女性政策係を設置しました。平

成11年度（1999年）には女性政策室が設置され，現在に至っています。平成12年（2000

年）「男女共同参画プラン推進委員会」，「女性行政推進会議」が設置され，平成13年（2001

年）には「ゆうき女性会議」が発足しています。 

平成 14年度（2002年）に「結城市男女共同参画基本計画～たままゆプラン～」を策定

し，平成18年度（2006年）には計画を見直し，「結城市男女共同参画後期基本計画」が

策定されました。 

平成 16年（2004年）11月に「男女共同参画都市」宣言を行い，平成19年（2007

年）と平成21年（2009年）に，宣言都市記念シンポジウムをそれぞれ開催しています。 

市では，これまで男女が互いに人権を尊重し，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を目指し，さまざまな施策を推進してき

ました。しかしながら，少子・人口減社会の進行や高齢社会の到来，就業構造の変化等に伴

い，人々の関心や生活スタイル，価値観は一層多様化しています。 

こうした社会経済情勢の急速な変化に対応できる活力あるまちづくりを進めていくため

には，女性のチャレンジを積極的に支援することにより，女性の個性と能力を発揮できる社

会を構築するなど，さらなる男女共同参画社会づくりの取り組みが必要となってきます。 

本計画は，男女共同参画基本計画の計画期間が終了するにあたり，新たに今後10年間の

本市の目指す施策の展開や方向性を確立するため，平成23年度（2011年）を初年度とし

た「第2次結城市男女共同参画基本計画」を策定するものです。 
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（５）男女共同参画にかかわる施策の推進年表 

 

年 世界の動き 国・茨城県の動き 本市の動き 

昭和50年 

（1975年） 

・「国際婦人年」 

・国際婦人年世界会議 

（メキシコシティ） 

「世界行動計画」採択 

・特定職種「育児休業法」成立

（昭和51年施行） 

・総理府に婦人問題企画推進本

部，婦人問題企画推進会議設

置 

 

昭和 51年 

（1976年） 

・「国連婦人の10年」始まる 

（～昭和60年） 

・「民法等の一部を改正する法

律」施行（離婚復氏制度） 

 

昭和 52年 

（1977年） 

 ・「国内行動計画」策定 

（～昭和61年） 

 

昭和 53年 

（1978年） 

 ・茨城県青少年婦人課設置 

 

 

昭和 54年 

（1979年） 

・国連総会「女子差別撤廃条約」

採択 

 

 

 

 

昭和 55年 

（1980年） 

・「国連婦人の10年」 

中間年世界会議（コペンハー

ゲン） 

・「女子差別撤廃条約」署名 

・第2次県民福祉基本計画に「婦

人の福祉の向上」位置づけ 

 

昭和 56年 

（1981年） 

・「女子差別撤廃条約」発効 ・「国内行動計画後期重点目標」

発表 

 

昭和 59年 

（1984年） 

 ・「国籍法及び戸籍法の一部を改

正する法律」公布 

（昭和 60年施行 父母両系主

義等） 

 

昭和 60年 

（1985年） 

・「国連婦人の10年」 

ナイロビ世界会議 

（ナイロビ） 

「ナイロビ将来戦略」採択 

・「国民年金法の一部を改正する

法律」公布 

（昭和61年施行 女性の年

金権の確立） 

・「男女雇用機会均等法」公布 

（昭和61年施行） 

・「労働者派遣法」公布 

（昭和61年施行） 

・「女子差別撤廃条約」批准 

 

昭和 61年 

（1986年） 

 ・婦人問題企画推進有識者会議

設置 

 

昭和 62年 

（1987年） 

 ・「新国内行動計画」策定 

 

 

昭和 63年 

（1988年） 

 ・「労働基準法」改正 

（週40時間制） 

 

平成 2年 

（1990年） 

・「ナイロビ将来戦略見直し勧

告」 

・ゴールドプラン  
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年 世界の動き 国・茨城県の動き 本市の動き 

平成3年 

（1991年） 

 ・「新国内行動計画（第 1 次改

定）」策定 

・「育児休業法」公布（平成 4

年施行） 

・「いばらきローズプラン21」

策定 

・「茨城県女性対策推進本部」設

置 

 

平成 4年 

（1992年） 

 ・婦人問題担当大臣任命  

平成 5年 

（1993年） 

・国連世界人権会議（ウィーン）

「ウィーン宣言」採択 

・国連総会「女性に対する暴力

の撤廃に関する宣言」採択 

・「パートタイム労働法」公布・

施行 

 

平成 6年 

（1994年） 

・国際人口・開発会議（カイロ） ・男女共同参画室 男女共同参

画審議会設置 

・男女共同参画推進本部設置 

・「今後の子育て支援のための

施策の基本的方向について」

（エンゼルプラン）策定 

・「新ゴールドプラン」策定 

 

平成 7年 

（1995年） 

・北京女性会議ＮＧＯフォーラ

ム 

・第 4 回世界女性会議（北京）

「行動綱領」採択 

・「人権教育のための国連 10

年」（～平成１６年） 

・「育児・介護休業法」成立 

（介護休業制度平成１１年施

行） 

・「家族的責任条約」批准 

 

平成 8年 

（1996年） 

 ・「人種差別撤廃条約」発効 

・「男女共同参画ビジョン」答申

・「男女共同参画 2000 年プラ

ン」策定 

・「いばらきハーモニープラン」

策定 

 

平成 9年 

（1997年） 

 ・「男女雇用機会均等法の一部を

改正する法律」公布 

 

平成 10年 

（1998年） 

  ・秘書課内に女性政策係を設置

平成11年 

（1999年） 

 ・「男女共同参画社会基本法」成

立 

・｢女性政策室｣設置 

・｢女性政策推進委員会｣設置 

・「女性行政庁内連絡会議」設置

平成12年 

（2000年） 

・女性2000年会議（ニューヨ

ーク） 

・「男女共同参画基本計画」策定

・「ストーカー行為等の規制等に

関する法律」成立 

・「ゴールドプラン２１」策定 

・「女性政策推進委員会」を「男

女共同参画プラン推進委員

会」に改組 

・「女性行政庁内連絡会議」を「女

性行政推進会議」に改組 

・「ゆうきエンゼルプラン」策定

・「第１期結城市高齢者プラン２

１」策定 
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年 世界の動き 国・茨城県の動き 本市の動き 

平成13年 

（2001年） 

 ・内閣府に男女共同参画局 男

女共同参画会議設置 

・「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」

成立 

・「茨城県男女共同参画推進条

例」制定 

・「ゆうき女性会議」発足 

平成14年 

（2002年） 

 ・「茨城県男女共同参画基本計

画」策定 

・「結城市男女共同参画基本計

画」策定（たままゆプラン）

平成15年 

（2003年） 

 ・「次世代育成支援対策推進法」

成立 

・「少子化社会対策基本法」成立

・「第２期結城市高齢者プラン２

１」策定 

平成16年 

（2004年） 

 ・育児・介護休業法一部改正 

・「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」

一部改正 

・「男女共同参画都市」宣言 

平成17年 

（2005年） 

・「北京＋10」（ニュ－ヨーク） ・「第２次男女共同参画基本計

画」策定 

・「結城市次世代育成支援行動計

画」策定 

平成18年 

（2006年） 

  ・「結城市男女共同参画後期基本

計画」策定 

・「第３期結城市高齢者プラン２

１」策定 

平成19年 

（2008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」

一部改正 

・「男女共同参画宣言都市３周年

記念シンポジウム」開催 

平成21年 

（2009年） 

  ・「男女共同参画宣言都市５周年

記念シンポジウム」開催 

・「第４期結城市高齢者プラン２

１」策定 

平成22年 

（2010年） 

 ・第３次男女共同参画基本計画

策定に当たっての基本的な考

え方（答申） 

・「第３次男女共同参画基本計

画」閣議決定 

・「結城市次世代育成支援後期行

動計画」策定 

平成２３年 

（２０１１年） 

  ・「結城市男女共同参画推進条

例」制定 

・「第２次結城市男女共同参画基

本計画」策定 
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４ 計画の期間 

この計画の期間は，平成23年度から平成32年度までの10年間とします。 

なお，計画期間中に状況の変化等が生じた場合には，随時，必要な見直しを行うこととし

ます。 

平成
23年度

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

第２次結城市男女共同参画基本計画

後期基本計画前期基本計画
 

 

５ 計画の位置づけと性格 

 

（１）この計画は，本市における男女共同参画行政施策の基本方向と具体的施策を示す

ものです。 

（２）この計画は，行政はもとより，市民や民間企業，各種団体等がそれぞれの立場か

ら男女共同参画社会の実現に向けて取り組んで行くための指針となるものです。 

 

 

この「結城市男女共同参画基本計画」は，男女がともに社会のあらゆる場に参画してい

く男女共同参画社会の実現を目指して策定するものです。 

なお，計画の推進にあたっては，結城市総合計画をはじめとして，関連する計画と整合

性をもつものです。 

また，策定にあたっては，「男女共同参画社会基本法」で示されている基本理念等に基

づき，国の「男女共同参画基本計画」や県の「茨城県男女共同参画基本計画」と整合をと

りながら本市の特性や現状を踏まえ，策定しています。 

 

第５次結城市総合計画

国の計画

第3次男女共同参画基本計画

茨城県の計画

茨城県男女共同参画基本計画

◆結城市次世代育成支援行動計画

◆結城市高齢者福祉計画・介護保険事業計画　等

第
２
次
結
城
市
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画

結城市の関連計画
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６ 結城市の男女共同参画をめぐる現状 

 

第２次結城市男女共同参画基本計画策定に向け実施した各種調査（各種調査の概要は，「第

１章 ２計画の策定に向けて」に記載）の結果をもとに，本市の男女共同参画をめぐる現状

と課題を抽出します。なお，次の「（１）団体別アンケート，市民ヒアリング」のグラフに

ついては自由記述により回答をしていただきました。 

 

（１）団体別アンケート，市民ヒアリング調査から見える現状と課題 

 

「性別を理由にした差別やイヤな思いをした経験」については，「経験なし・特になし」

の割合が7割を超えています。しかしながら，「職場・仕事上」，「地域・団体・サークル活

動」においていやな思いをした人も少なくはなく，性別による差別が依然として残る結果と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第２次結城市男女共同参画基本計画策定に係る団体別アンケート及び市民ヒアリング（平成22年調査より） 

 
「身のまわりで，男女共同参画について話題になるか，また，話題はどんな内容か」につ

いては，「話題にならない・特になし」の割合が多い中，話題になる具体的な内容としては，

「家事・育児等の家庭のこと」，「地域・学校・職場のこと」があげられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第２次結城市男女共同参画基本計画策定に係る団体別アンケート及び市民ヒアリング（平成22年調査より） 

▼性別を理由にした差別やイヤな思いをした経験 

▼身のまわりで男女共同参画について話題になるか（その内容） 

（自由記述方式） 

（自由記述方式） 

72.2%

16.5%

8.3%

3.8%

5.3%

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

経験なし・特になし

職場・仕事上

地域・団体・サークル活動

その他

無回答

78.9%

8.3%

6.8%

3.8%

3.8%

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

話題にならない・特になし

家事・育児等の家庭のこと

地域・学校・職場のこと

意味がわからない

その他
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「男女が平等になるための行政への要望」については，「女性にとって働きやすい環境の

整備」，「男女平等の意味の周知」，「公正・効率的な市政運営」，「女性の要職への就任」など

があげられています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第２次結城市男女共同参画基本計画策定に係る団体別アンケート（平成22年調査より） 

 
 
 
 
【団体別アンケート調査から見える課題】 

今回の調査から，性別を理由に差別を受けた経験のある人やイヤな思いをした経験のある

人は少なく，性差による人権意識の高さが見られます。 

しかしながら，職場や仕事上，地域・団体・サークル活動において，性別による差別やイ

ヤな思いをした人も少なくはなく，事実上，生じている男女の格差を解消するための取り組

みやお互いの人権を尊重しあう意識の醸成が必要です。 

また，市民の身のまわりでは，男女共同参画について話題にならないことが多く，男女共

同参画の意識が日常において広く浸透していない状況がわかります。 

さらに，男女が平等になるためには，女性の就労環境の改善や男女平等の意味の周知が望

まれており，企業等への各種法制度の履行確保に向けた啓発活動や地域全体への男女共同参

画に関する総合的な情報発信が必要です。 

 

 
 
 
 
 

▼男女が平等になるための行政への要望 

（自由記述方式）

54.9%

14.3%

12.0%

5.3%

3.8%

5.3%

15.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

特になし

女性にとって働きやすい環境の整備

男女平等の意味の周知

公正・効率的な市政運営

女性の要職への就任

その他

無回答
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（２）ワークショップから見える現状と課題 

 

１ 「地域での男女共同参画」について 

 

民生・児童委員の女性の割合が増加していることや，PTA 活動等における女性の役員の

就任など，地域において女性の参画が進んでいるとの意見がありました。 

また，女性の参加は増えているが課題もあるとの意見や，特に年配者の男女共同参画につ

いての意識を高めることを望む意見もありました。 

 

２ 「仕事と生活（家事・育児）」を両立するには 

 

定年を機に男性が女性に対して，家事の大変さを知るといった意見や，中学校に比べ高校

生になると男女別の役割分担が見られるといった意見がありました。 

また，子は親を見て育つため親の意識や行動を変えることで，次世代への浸透が図られる

といった意見がありました。 

 

３ 「女性が社会参加」をするには 

 

教育の場へ女性が多く進出していることや，高校では女性がリーダシップを取っているこ

となどの意見がある一方で，自治会役員は男性に決まっているという意見や，女性が役を引

き受けることを遠慮する傾向があるとの意見がありました。 

また，家庭では男女の役割分担があるとの意見や，女性が働くためには働きやすい就労環

境の整備とともに，企業の理解が必要との意見がありました。 

 

 

 

 

【ワークショップから見える課題】 

今回のワークショップから，女性の社会参加が進んでいることや，家庭において男女がお

互いに協力しながら仕事と生活を両立させるといった，親の姿勢が大切なことがわかります。 

一方，一部地域の役員などについて，女性に消極的な面があることもわかります。 

また，女性が社会参加するには，就労している男女の家庭における協力体制や，就労に係

る法制度の周知，雇用主の理解などが必要なことがわかります。 
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（３）市民意識調査及び事業所アンケート調査から見える現状と課題 

 

◇ 男は仕事，女は家庭といった考え方について，男性では「どちらかというと賛成」が多

い一方で，女性では「どちらかというと反対」が多くなっています。 

 

16.2%

33.3%

24.8%

18.1%

7.6%

5.8%

28.9%

35.8%

16.8%

12.7%

0% 10% 20% 30% 40%

賛成

どちらかというと賛成

どちらかというと反対

反対

わからない

男性

女性

 
資料：男女共同参画社会に関する市民意識調査（平成21年調査より） 

 
◇ 各分野での男女の平等感について，平等に対する意識は，「学校教育の場」，「地域活動

の場」，「法律や制度上」がいずれも3割を超え高くなっている一方で，「職場」について

は1割程度と低くなっています。 

 

25.3%

14.6%

59.5%

23.6%

36.2%

20.1%

36.8%

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

家庭生活の場

職場

学校教育の場

政治の場

地域活動の場

しきたりや慣習

法律や制度上

男性が非常に優遇 やや男性が優遇 平等

やや女性が優遇 女性が非常に優遇 わからない

 
資料：男女共同参画社会に関する市民意識調査（平成21年調査より） 

 

▼男は仕事，女は家庭という考え方について 

▼各分野での男女の平等感について 
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◇ 各分野での男女の平等感を男女別にみると，多くの分野で平等に感じる割合は，女性よ

り男性の方が高く，その差が大きいものは，「家庭生活の場」，「地域活動の場」があげら

れます。 

 

34.2%

16.2%

67.0%

40.6%

44.9%

25.7%

45.2%

18.5%

13.6%

54.8%

43.2%

30.8%

16.7%

31.5%

0% 20% 40% 60% 80%

家庭生活の場

職場

学校教育の場

政治の場

地域活動の場

しきたりや慣習

法律や制度上

男性

女性

 
資料：男女共同参画社会に関する市民意識調査（平成21年調査より） 

 
 
◇ 男女平等のために必要なことについて，「男性の理解と協力」が19.4％と最も多く，次

いで「女性の経済力の向上」が13.7％，「女性の自覚と責任感の向上」が13.5％となっ

ています。 

 

19.4%

13.7%

13.5%

11.4%

10.4%

8.5%

8.1%

5.8%

5.7%

1.6%

1.6%

0.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

男性の理解と協力

女性の経済力の向上

女性の自覚と責任感の向上

しきたりや慣習の改善

女性の政治・行政への参加

学校や家庭における男女平等教育の徹底

社会経済の仕組みの改正

女性の地域活動への参加

法律や制度の改正

自治体のフォーラムや広報活動

特にない

その他

 
資料：男女共同参画社会に関する市民意識調査（平成21年調査より） 

 
 

▼各分野での男女の平等感について（男女別） 

▼男女平等のために必要なこと 
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◇ 女性が仕事をもつことについての考えは，男女ともに考え方の差が少なく，「子どもが

できたら仕事をやめ，大きくなったら再び職業をもつ方がよい」が 5 割を超え，それぞ

れ最も多くなっています。 

 

55.6%

26.9%

6.5%

1.9%

1.9%

0.9%

6.5%

55.6%

27.5%

2.9%

1.8%

2.9%

4.7%

4.7%

0% 20% 40% 60%

子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び

職業をもつ方がよい

子どもができても、ずっと就業を続ける方がよい

子どもができるまでは、職業をもつ方がよい

女性が職業をもたない方がよい

結婚するまでは、職業をもつ方がよい

わからない

その他

男性

女性

 
資料：男女共同参画社会に関する市民意識調査（平成21年調査より） 

 
◇ 仕事と家庭の両立のために必要なことについて，「育児休業・介護休業制度を取得しや

すい環境をつくる」が20.7％と最も多くなっています。 

 
 

20.7%

14.1%

13.3%

12.6%

11.8%

11.1%

7.9%

6.4%

1.6%

0.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

育児休業・介護休業制度を取得しやすい環境をつくる

女性が働くことに対し、家族や職場の理解と協力がある

地域の保育施設や保育時間の延長など保育施設を充

実する

育児休業・介護休業中の賃金その他の経済的支援を

充実する

育児や介護のために退職した人を再雇用する

在宅勤務やフレックスタイム制度など、柔軟な勤務制度

を導入する

女性の再就職や起業を支援する施策を充実する

年間労働時間を短縮する

わからない

その他

 
資料：男女共同参画社会に関する市民意識調査（平成21年調査より） 

▼女性が仕事をもつことについての考え 

▼仕事と家庭の両立のために必要なこと 
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◇ 男女共同参画社会の実現のために，市が力を入れるべきことについて，「保育所，学童

保育などの保育サービスの充実」が 11.8％と最も多く，次いで「雇用の場における男女

平等の促進」が11.0％，「学校教育において男女平等について考えるための学習機会を増

やす」が8.6％となっています。 

 

 

11.8%

11.0%

8.6%

8.5%

8.3%

7.5%

7.4%

7.2%

6.5%

5.6%

5.1%

4.1%

3.9%

3.8%

0.6%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

保育所、学童保育などの保育サービスの充実

雇用の場における男女平等の促進

学校教育において男女平等について考えるための学習機会を増やす

地域における女性に不利な社会慣行などの是正

女性の再就職や起業を支援する施策の充実

審議会などの政策決定の場への女性の積極的登用

男女平等についての意識啓発

女性の社会活動、情報提供や交流の場となる拠点施設の充実

地域で活躍できる女性リーダーの育成

行政機関や公立学校などにおける女性管理職の積極的登用

職場や学校におけるセクシャル・ハラスメントの防止、根絶

農林業・商工サービス業の家族従業者の地位の向上

専門家による女性のための生活相談、心の相談窓口の充実

夫などからの暴力被害に対する相談、救援対策の充実

その他

 

資料：男女共同参画社会に関する市民意識調査（平成21年調査より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼男女共同参画社会実現のために市が力を入れていくべきこと 
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◇ 男女が共に育児や介護をしながら働けるために事業所が取り組んでいることについて

は，「育児・介護における休業制度を設けている」が 5割を超え最も多くなっています。 

 

50.9%

20.7%

17.2%

3.5%

2.6%

1.7%

3.4%

0% 20% 40% 60%

育児・介護における休業制度を設けている

育児中または介護中の従業員に対し、始業・就業

時刻の繰上げ・繰下げの制度を設けている

特に何もしていない

育児・介護を行う従業員のために、在宅勤務・フレック

スタイムなど柔軟な勤務制度を採用している

育児・介護に要する経費の補助または貸付を行っている

事業所内に宅児施設を設けている

その他

 
資料：男女共同参画に関する事業所アンケート（平成20年調査より） 

 
◇ 女性の立場からの，働きやすい環境づくりへの事業所に対する要望について，「育児離

職後の再雇用（正規再雇用）」が20.0％と最も多くなっています。 

 

20.0%

2.8%

17.2%

16.5%

15.9%

13.8%

11.7%

2.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

育児離職後の再雇用（正規再雇用）

育児離職後の再雇用

（パートタイムなど非正規雇用）

女性の昇進機会の拡大

長期の育児休業

短時間勤務（正規雇用）

賃金格差の是正

管理職の育成・登用

その他

 
資料：男女共同参画に関する事業所アンケート（平成20年調査より） 

 
 

▼男女が共に育児・介護しながら働くために取り組んでいること 

▼働きやすい環境づくりへの要望（女性） 
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【市民意識調査及び事業所アンケートから見える課題】 

 

仕事と家庭の男女の役割については，男女の意識の差が表れ，固定的な性別役割分担意識

が一部残りつつあることがわかります。また，男女のそれぞれの分野における平等感につい

ても，「家庭生活の場」においても同様の傾向がみられ，男女平等のためには，男性の理解

と協力が必要であるとの意見も多くありました。 

また，各事業所では，育児や介護をしながら働ける職場を目指すために，休業制度を設け

るなどの対策をしている一方で，各種制度を利用しやすい職場の協力体制や，雰囲気づくり

が求められています。 

さらに，市が男女共同参画社会の実現に向けての取り組むべきこととして，子育てサービ

スの充実などもあげられています。 
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７ 結城市男女共同参画後期基本計画の成果 

 

 

結城市男女共同参画後期基本計画では，各種事業について，それぞれ目標値を設定し，事

業の推進を図った成果は，次のとおりとなっています。 

 

事業 

コード 
事業名称 担当課 目標数値の内容 H22目標値 H22実績 

11115 

男女共同参画をテー

マにしたコラムの作

成 

女性政策室 
コラムを使用した学習会の延

べ開催数 
10回 12回 

11132 
国際理解促進事業へ

の支援 
企画政策課 派遣視察研修開催回数 １回／年 １回／年 

11133 
人権教育市町村推進

事業の充実 
生涯学習課 人権講演会一般参加者. 700人 897人 

21111 

男女雇用機会均等

法，パート労働法等，

労働法のPR，啓発 

女性政策室 学習会や啓発活動の回数 1回/年 1回/年 

21131 家族経営協定の推進 農政課 協定締結数 65組 58組 

21132 
農村女性育成事業の

充実 
農政課 パウロニアクラブの会員数 34人 32人 

21311 

育児休業制度・介護

休業制度の趣旨の徹

底及び取得促進 

商工観光課 実施事業所数 320事業所/年 303事業所 

21321 

企業へ労働時間の短

縮，ボランティア休

暇の取得促進の要請 

商工観光課 実施事業所数 320事業所/年 303事業所 

22111 
市民健康診査事業の

充実 
健康増進センター がん検診受診率 20％ 20％ 

22113 
栄養士等による食生

活改善指導等の推進 
健康増進センター 食生活改善推進員数 140人 48人 

23111 
放課後児童健全育成

事業の充実 
社会福祉課 実施小学校区 9小学校区 8小学校区 

23113 

延長保育，休日保育，

一時保育実施園の拡

充 

社会福祉課 

延長保育 実施箇所 

(11時間を越える30分延長)

(1 時間延長) 

(2 時間延長) 

休日保育 実施箇所 

一時保育 実施箇所 

 

一 

10箇所 

1箇所 

3箇所 

2箇所 

 

4 箇所 

4箇所 

1箇所 

3箇所 

3箇所 

23115 
のびのび子育て相談

員の支援 
健康増進センター

相談（予防接種）実施回数 

教育（親子遊び）実施回数 

12回/年 

12回/年 
各 12回/年 

23121 
地域子育て支援セン

ターの充実 
社会福祉課 センター数 3施設 3施設 
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事業 

コード 
事業名称 担当課 目標数値の内容 H22目標値 H22実績 

23128 
健康に関する電話相

談事業の充実 
健康増進センター 電話相談件数 600件/年 463件/年 

23131 

男女共同参画の視点

による育児セミナー

の開催 

健康増進センター 受講者数及び開催数 
70組/年 

6回/年 

37組/年 

4回/年 

23211 

高年齢者の就業機会

を提供するシルバー

事業の促進 

シルバー人材セン

ター 
受託事業金額 3億円 3億 3千万円

23213 

一人暮らし老人緊急

通報システム整備事

業の充実 

介護福祉課 緊急通報システム設置者数 350人 324人 

23331 
市内巡回バス運行事

業の推進 
介護福祉課 利用者数 2000人/月平均 1605人/月平均

24112 
DVに関する講座，学

習会の開催 
女性政策室 

DVをテーマにした講座・学習

会等開催数 
1回/年 1回/年 

24221 
「心の相談事業」の

充実 
健康増進センター 相談回数 12回/年 12回/年 

31112 
地域女性リーダー育

成講座の開設 
女性政策室 開催回数 2回/年 4回/年 

31113 
地域の女性リーダー

の懇談会等の開催 
女性政策室 開催回数 1回/年 1回/年 

31222 

各種審議会及び委員

会委員の公募制の導

入 

女性政策室 

（関係各課） 

公募制をとっている委員会・

審議会数 
6 5 

31223 

女性委員不在の各種

審議会及び委員会の

解消 

女性政策室 

（関係各課） 

女性委員不在の委員会・審議

会数 
0 

審議会 6 

委員会 2 

31224 

審議会及び委員会で

の女性登用率の引き

上げ 

女性政策室 

（関係各課） 
審議会等女性登用率 30% 

審議会21.9％

委員会14.7％

41311 

専門の担当者（カウ

ンセラー等）の配置

及び育成 

健康増進センター 専門員配置人数 1人 1人 

42112 
男女共同参画関連の

階層別研修の実施 
女性政策室 出席率 90% 79.3％ 
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第２章 計画の基本的考え方 

 

１ 計画の視点 

日本国憲法で基本的人権として個人の尊重と男女平等が唱えられ，また，男女共同参画社

会基本法では，男女が性別による差別的取扱いを受けないことなど男女の人権の尊重が，我

が国の基本理念の一つとして示されています。しかし，これまでの社会は，一人ひとりの能

力や個性ではなく，性に基づく格差・不平等が根強く存在し，そのために多くの差別や人権

侵害が生み出されてきました。 

本市が，今後自立した自治体として発展していくためには，個々人の意識の中に存在する

偏見や差別意識を是正するとともに，今日まで社会の仕組みとして正当化・構造化されてき

た「性に由来する格差」を根本的になくす努力が不可欠です。 

第 2 次基本計画では，そうした大きな社会の在り方と関わって男女共同参画を考え，そ

して計画全体に，この男女共同参画を行き渡らせるために重要な6つの視点を設定します。 

 

 

視点１ 男女の人権の尊重 

家庭生活や地域生活，職場など社会のあらゆる場面で，男女の別により妨げられたり，差

別されたりすることのないよう，男女が一人の人間としての個性や能力を発揮し，互いに人

権を尊重できる社会づくりが必要です。 

 

視点２ 女性の活躍による社会参加 

長引く経済の低迷と閉塞感の高まり，少子高齢化が進む中で，女性をはじめとする多様な

人材の活躍による，経済の活性化が求められています。 

 

視点 3 女性等に対するあらゆる暴力の根絶 

家庭内や恋人間に起こるDV（ドメスティック・バイオレンス）は，近年の社会問題とし

て認識が高まる一方で，潜在化しているために深刻化するなどの問題も生じています。 

女性への暴力は重大な人権侵害であり，男女共同参画の中では，容認のできないものです。

このため，根絶に向けた基盤整備と警察や県などと連携して総合的に根絶するための取り組

みを明確にすることが必要です。 

 

 

※ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

  配偶者や恋人など親密な関係にあるパートナーからの継続的，身体的，心理的，性的，経済的暴力をいう。

（単に殴る，蹴るなどの身体的暴力だけでなく，威嚇，無視，行動の制限など心理的苦痛を与えることも含ま

れる。） 

 



第２章 計画の基本的考え方 

‐23‐ 

視点4 男性にとっての男女共同参画 

男女共同参画基本計画は，女性のためだけの計画だけでなく，男性にとっても，女性にと

っても，暮らしやすい社会の実現にむけた計画です。このため，男性の視点から捉えること

も不可欠です。 

 

視点 5 子どもにとっての男女共同参画 

次代を担う子どもたちが健やかに育ち，幸せに暮らせる社会を目指すとともに，子どもた

ちへの男女共同参画の理解を促進し，将来を見通した自己形成を促すことは，持続可能な社

会形成のためにも大切です。 

また，核家族世帯やひとり親世帯が増加する中，地域・企業・行政が連携し，育児や子育

てをしながら就業できる環境整備が必要です。 

 

視点６ 地域における身近な男女共同参画の推進 

地域社会における人間関係の希薄化や単身世帯の増加など家族形態が変化する中，地域力

を高めるためには，男女がお互いの個性と能力を生かし，地域の意志決定にも女性が参画で

きる社会づくりが必要です。 

また，家庭や地域，職場，教育，福祉など，あらゆる分野に多様な市民が参画できるよう，

互いに対等に協力・支援し合い，男女共同参画社会の実現にむけて取り組むことが必要です。 
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２ 計画の基本理念 

 

人権の尊重と男女平等の実現 

 

男女共同参画社会を実現するためには，市民一人ひとりが正しく理解し，実際に行動する

ことが大切です。男女が互いに社会の対等な構成員として，その能力や個性を十分発揮し，

共に責任を担う社会をつくるため，互いを思いやり理解を深め，人権を尊重する意識の醸成

が必要です。 
本市では，結城市男女共同参画基本計画で定めた基本理念「人権の尊重と男女平等の実現」

を第２次基本計画においても引き続き基本理念と定め，男女が互いの個性と能力を十分に発

揮しながら，ともに思いやり理解を深め，市民や地域，企業，団体，行政が一体となった人

権の尊重と男女平等の実現に向けて取り組みます。 
 

 

３ 計画の基本目標 

本計画では，施策を各分野にわたり計画的に推進し，基本理念の実現を目指す次の４つの

基本目標を設定します。 

 

基本目標１ ともに育む新たな意識づくり 

男女が互いを思いやり理解を深め，人権を尊重する意識づくりに家庭，地域，学校，職

場等で取り組みます。 

 

基本目標２ ともに働く環境づくり 

男女が平等で自らの能力や個性が十分発揮でき，生きいきと働くことができる環境の整

備に取り組みます。 

 

基本目標３ ともに自立し参画する社会づくり 

男女が平等に，あらゆる分野の活動に参加，参画できる社会づくりを推進します。 

 

基本目標４ ともに参画を推進するシステムづくり 

男女共同参画社会の実現のため，地域，学校，職場等における共同参画の推進体制の充

実を目指します。 

 



第２章 計画の基本的考え方 

‐25‐ 

４ 男女共同参画ルームの活用 

 

本市では，平成 17 年 6 月に男女共同参画社会実現のための拠点施設として，男女共同

参画ルーム｢＊ジョイナス｣を開設しました。 

 

「ジョイナス」では，各種団体をはじめ，子育て関連団体や福祉ボランティア団体などが

利用しており，男女共同参画社会への啓発事業や本市の各種団体の情報交換，交流事業の場

として，利用の促進と充実に取り組んでおります。 

 

男女共同参画ルーム「ジョイナス」は，さらなる機能充実と利用の促進を図り，ジョイナ

スの理念・役割・機能・運営のあり方などを含め，市民（個人・各種団体・事業所）と行政

が協働して，男女共同参画実現に取り組むための活動拠点となるよう，市民参画による活用

を目指します。 

 

 

学ぶ

研修会や講演会を開催し，
人権尊重と男女平等の意識
づくりを推進します。

つながる

ジョイナスを拠点に様々な
交流活動を推進します。

知る・伝える

男女共同参画に関する図書
やパンフレット等を備え，
情報提供を充実します。

分かち合う

住民同士の交流や活動の場
を通じて，様々な相談がで
きる体制を整備します。

男女共同参画ルーム
｢ジョイナス｣

 

 

 

 

＊ジョイナス：join ジョイン us アス ｢仲間を結びつけ，一緒にたのしく過ごす｣との意

味合いを含めた愛称です。 
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５ 基本計画の施策の体系 

 
 

　　施策１　子どもを安心して生み育てられる環境づくり
　　施策２　地域社会活動に参画できる環境づくり
　　施策３　介護を支援する環境づくり

　　施策１　政策・方針決定過程への女性参画の推進
　　施策２　男女共同参画を推進する体制の整備

　　施策１　男女の個性や能力が発揮できる職場づくり
　　施策２　働き続けるための社会環境の整備促進

基本理念 基本目標 基本施策

　２　ともに働く環境づくり

　３　ともに自立し参画する社会づくり

　４　ともに参画を推進するシステムづくり

　　施策１　男女平等を目指した意識づくりの推進
　　施策２　男女平等の視点に立った教育の推進
　　施策３　男女の人権を尊重する意識づくり

　１　ともに育む新たな意識づくり

人
権
の
尊
重
と
男
女
平
等
の
実
現
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第３章 施策の展開 

１ 施策の推進 

 
基本目標1 ともに育む新たな意識づくり 

 

【現状と課題】 

現在の社会通念や慣習の中には，社会的性別により形成されたものが多くあり，時とし

て性別による固定的役割分担や偏見等を生み，男女共同参画社会の実現に向けての阻害要

因になることもあります。 

今回の各種調査等から職場，仕事上や地域，団体，サークル活動において，性別による

差別やイヤな思いをした人も少なくなく，また，市民の男女共同参画への意識が日常にお

いて広く浸透していない状況があります。さらに，男女の平等感では，家庭生活の場や地

域活動の場などにおいて男女の意識に差が見られ，固定的な性別役割分担意識が一部残り

つつあることがわかります。 

男女平等のためには，男性の理解と協力が必要であるとの意見も多くありました。男女

共同参画社会を実現するためには，人は性別にかかわらず個人として尊重される，という

人権の意識と性差にとらわれない平等意識を浸透させることが必要です。 

 

【施策の方向】 

人権の尊重と男女平等の意識づくりに向け，市民を対象とした各種講座，講演会の開催

により，男女共同参画の普及，定着と男女平等の視点に立った，社会通念や慣習の見直し

を促進します。また，市の広報，ホームページなどに男女共同参画情報を掲載して，市民

への情報提供やＰＲを図り，人権尊重，男女平等の意識の啓発に取り組みます。 

国際交流事業の各種講座や交流会の実施により，地域住民とのお互いの理解を深め，国

際理解と国際感覚を持った人材の育成に努め，国際交流活動を支援します。 

また，女性に対する暴力は，男女共同参画社会を形成していく上で，克服すべき重要な

課題です。人権侵害を予防するため，講座，学習会の開催により啓発活動を進めるととも

に，関係機関と連携した相談，支援体制のネットワークを形成し，支援体制を整備します。 
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施策１ 男女平等を目指した意識づくりの推進 

男女平等を目指した意識づくりを図るため，次の具体的目標を掲げ推進します。 
① 男女共同参画に関する考え方の普及や定着を目指します。 
② 男女平等の視点に立った講演会等を開催し，社会通念や慣習の見直しを推進しま
す。 

③ 国際社会への理解と交流の推進に努めます。 
 

事業No. 

事業の別 
事業名 取り組み内容 担当課 

1101 
男女共同参画関連の講座の開

催 

男女平等の視点に立った推進のリーダーとなる市

民の養成及び女性の社会進出の促進を目的として

開催する。 

女性政策室 

1102 

重点事業 

男女共同参画関連の講演会の

開催及び男女共同参画に関す

る情報提供 

多くの市民に男女共同参画への認識を深めてもら

うことと，地域における促進を図り，テーマ・講

師を選定し，参加しやすい日時等に配慮した開催

及び積極的に情報提供する。 

女性政策室 

1103 
男女共同参画をテーマにした

啓発誌の更新 

市民の理解を深めるため，男女共同参画をテーマ

とした啓発用コラムを講座等において配布すると

ともに，随時内容を更新する。 

女性政策室 

1104 
保育士研修での男女共同参画

に関する啓発 

各種団体が開催する研修会には，男女共同参画に

関する研修内容を導入する。 
社会福祉課 

1105 
男女共同参画に関する広報活

動の充実 

広報紙・ホームページ等に男女共同参画関連の情

報を掲載し，市民にＰＲ・啓発する。 
女性政策室 

1106 国際理解促進事業への支援 

市国際交流友好協会が行う国際理解促進を図る事

業に対して支援を行う。 

市民が国際理解を深め，すぐれた国際感覚を育成

するため「姉妹都市やその他海外への派遣，視察

研修」を実施し，女性の参加を促す。 

企画政策課 

1107 国際交流推進事業への支援 

市国際交流友好協会が行う国際交流を推進する事

業に対して支援を行う。 

年齢・性別・国籍関係なく，市内在住の外国人と

地域住民との交流を通じて，お互いがより快適な

日常生活を送れるよう「食文化体験講座」や「国

際交流広場」，「日本語教室」等を実施する。 

企画政策課 

 
施策２ 男女平等の視点に立った教育の推進 

  男女平等の視点に立った教育の推進を図るため，次の具体的目標を掲げ推進します。 
① 男女平等の視点に立った家庭教育及び学校教育の推進を目指します。 
 

事業No. 

事業の別 
事業名 取り組み内容 担当課 

1201 
男女共同参画の視点による家

庭教育支援事業の拡充 

家庭は人間形成の場として基本的な教育機能を持

っていることから，男女共同参画の視点に立った

家庭での親の在り方について学習し，現代にふさ

わしい家庭教育の充実を図る。 

生涯学習課 

1202 
メディア・リテラシー教育の

推進 

コンピュータを使った作品作りやホームページ作

成の学習に著作権教育を組み入れ，人権意識に基

づいた情報発信能力を育てる。 

指導課 
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施策３ 男女の人権を尊重する意識づくり 

  男女の人権を尊重する意識づくりを図るため，次の具体的目標を掲げ推進します。 
① 男女間の暴力を根絶するための意識啓発 
② 暴力を解決するための体制の整備・充実 
③ リプロダクティブ・ヘルス／ライツの尊重と健康支援 
 

事業No. 

事業の別 
事業名 取り組み内容 担当課 

1301 

重点事業 

ＤＶに関する講座・学習会の

開催及び広報・パンフレット

等の配布による情報の発信 

ＤＶの防止と根絶を目的として，ＤＶに関する現

状を把握し理解を深める。また被害者等に相談窓

口の情報を発信する。 

女性政策室 

1302 
関係機関との協力した相談・

支援体制の確立 

相談内容に合わせ関係機関相互の連携により，問

題の解決を図る。 

女性政策室 

市民課 

1303 庁内の相談体制の明確化 
各種相談に対応するため，庁内の相談窓口を整理

する。 

女性政策室 

関係各課 

1304 

重点事業 

女性問題に対応する相談の実

施及び関係機関との連携体制

の強化 

多様な女性問題に対応する相談の実施及び関係機

関との協力・連携体制を強化する。 
女性政策室 

1305 性と生殖に関する健康支援 
妊娠届出をした妊婦・家族へ，面接による母子健

康手帳の交付と相談を実施する。 
健康増進センター 

 

 

 

※メディア・リテラシー 

メディアに対して主体性を確立すること。コンピューターネットワーク・テレビ・音楽・映画・出版物など

さまざまなメディアが伝える価値観・イデオロギーなどをうのみにせず，主体的に解読する力をつけること。 

 

※リプロダクティブ・ヘルス／ライツ(reproductive health/rights) 

 性と生殖に関する健康と権利。すべての人が生涯を通じて健康であり，子どもを生む，生まないなどといっ

たことを主体的に決定でき，また安全を確保することが必要です。こうした性と生殖についての権利は，基本

的人権のひとつとして捉えられています。 

 

 《参考文献》 ： 「資料 男女共同参画社会」関哲夫編，ミネルヴァ書房，2001 

          「女性学キーナンバー」犬伏由子ほか編，有斐閣選書，1998 

          「女性学への招待」井上輝子，有斐閣選書，2000 

          「エンパワーメントの女性学」村松安子ほか編，有斐閣選書，1998 

          「女性学キーワード」岩男寿美子ほか編，有斐閣選書，1999 
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基本目標２ ともに働く環境づくり 

 

【現状と課題】 

長引く経済の低迷と閉塞感の高まりや少子高齢化が進む中で，女性をはじめとする多様

な人材の活躍による経済の活性化が求められています。 

今回の各種調査等から，共働き世帯が増加する中，家庭生活において男女が互いに協力

し合わなければならないことがわかります。また，就労に関する各種法制度の周知や育児

休業制度等の取得の促進を図るとともに，雇用主の理解を求める必要があります。 

 

【施策の方向】 

雇用の分野における男女の均等な機会と待遇が実質的に確保できるよう，男女雇用機会

均等法をはじめ，労働関係法の周知や学習会を実施し，雇用主，労働者双方への啓発活動

を行います。また，働きやすい環境を提供するため，延長保育や休日保育と放課後児童健

全育成事業の充実に努めるとともに，健康に関する情報の提供や講座の開催により，働く

女性の健康管理を支援します。 

 

 

施策１ 男女が個性や能力を発揮できる職場づくり 

   男女が個性や能力を発揮できる職場づくりを図るため，次の具体的目標を掲げ推進し

ます。 
① 雇用の場における均等な機会と待遇の確保を促進します。 
② 職域の拡大や起業の雇用支援に努めます。 
③ 女性の健康に関する相談体制を整備します。 

 

事業No. 

事業の別 
事業名 取り組み内容 担当課 

2101 

男女雇用機会均等法，パート

労働法等，労働法のＰＲ，啓

発 

雇用の場における問題，労働法の活用等について

事業主や，労働者にＰＲ・啓発する。 
女性政策室 

2102 
労働法に関する啓発及び学習

機会の充実 
広報事業（ニュース紙上での啓発）の充実を図る。 商工観光課 

2103 雇用対策事業の充実 
ハローワーク等との連携強化により雇用情報を積

極的に発信する。 
商工観光課 

2104 
女性の心と体のリフレッシュ

を目指した講座の開催 

健康体操講座（全１０回）を実施する。 

太極拳で健康づくり（全６回）を実施する。 
公民館 

2105 
放課後児童健全育成事業の充

実 

保護者が昼間不在の小学校低学年児童に対し，授

業終了後適切な遊び及び生活の場を与えて，その

健全育成を図る。 

社会福祉課 

2106 
延長保育，休日保育，一時保

育実施園の拡充 

就労形態の多様化等により，自宅で充分に保育で

きない場合における受入先として，延長保育等を

実施する保育所の拡充を図る。 

社会福祉課 

2107 
就業するための学習機会の提

供 

グリーン管理・襖・障子貼りの講習会等により，

会員並びに市民の就業機会の促進を図る。 

シルバー人材 

センター 

2108 
女性の健康に関する相談拠点

の整備 
定例健康相談や心の相談を実施する。 健康増進センター 
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施策２ 働き続けるための社会環境の整備促進 

   働き続けるための社会環境の整備促進を図るため，次の具体的目標を掲げ推進します。 
① 多様な働き方が選べる就業環境の整備を推進します。 
② 職場における両立支援の普及を推進します。 

 

事業No. 

事業の別 
事業名 取り組み内容 担当課 

2201 

重点事業 
家族経営協定の推進 

休日制の導入を促進する。 

家族経営協定を締結することにより，役割分担を

明確化する。 

農政課 

2202 

女性労働者への母性保護及び

健康に関する情報の周知徹底

と情報提供の拡大 

母子健康手帳交付時に女性労働者に対して 

①「母子健康管理指導事項連絡カード」紹介と活

用について啓発を図る。 

②「働きながらお母さんになるあなたへ」のパン

フレットで働くお母さんを支援，啓発する。 

ほか，全員に対し 

③育児休業者生活資金貸付制度を周知する。 

健康増進センター 

2203 

重点事業 

子育てに関するボランティア

の育成及び活動支援 

安心して保護者が子どもを預けることができ，育

児負担の軽減を図るため，ボランティアを養成す

る。 

社会福祉課 

2204 
高年齢者の就業機会を提供す

るシルバー事業の促進 

高年齢者就業機会確保事業として高年齢者等の雇

用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８

号：高齢法第）４０条に基づく補助事業を実施す

る。 

シルバー人材 

センター 

2205 

重点事業 

市内事業所との協力体制の確

立による男女共同参画の推進 

男女平等の労働環境を整備するために事業所と協

力する。 
女性政策室 
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基本目標３ ともに自立し参画する社会づくり 

 

【現状と課題】 

本市における自治協力員の女性の割合は，現在皆無であり自治会など地域における方針

決定への女性の参画が進んでいないことから，女性が参画できる環境の整備を図る必要が

あります。 

今回の各種調査等から，男女があらゆる分野に参加でき，男女共同参画社会を実現する

ため，保育所等の保育サービスの充実や育児離職後の再雇用についての要望が多くありま

す。 

 

 

【施策の方向】 

不安や悩みがなく子どもを安心して生み育てられるため，家族が積極的に子育てに関わ

るよう，男女共同の視点による育児セミナーで情報と実践を提供します。また，母子の健

康相談や子育てに関する情報提供，子育てサークルなどの充実と支援に取り組むとともに

地域の社会活動に参画を促すため，生活改善グループの支援やボランティア講座と福祉教

室を開催します。 

また，高齢者の健康増進や介護予防のため，高齢者への情報提供や相談事業等の実施と

各種介護事業により，介護負担の軽減を図り，社会参加機会の拡大や環境の整備に努めま

す。 

 

 

施策１ 子どもを安心して生み育てられる環境づくり 

   子どもを安心して生み育てられる環境づくりを図るため，次の具体的目標を掲げ推進

します。 
① 子どもの遊び場の充実を目指します。 
② 子育て支援体制の整備を図ります。 
③ ひとり親家庭の自立支援の充実を図ります。 
④ 妊産婦の健康支援を推進します。 

 

事業No. 

事業の別 
事業名 取り組み内容 担当課 

3101 
結城市子ども会育成連合会支

援事業の推進 

結城市子ども会育成連合会事業を支援する。 

事業： 

リーダー研修会，花いっぱい運動，球技大会，か

るた取大会，野外活動の開催 

目的： 

指導者の育成，子どもの健全育成，子どもたちの

男女平等観の学習・体験する機会を提供する。 

生涯学習課 

3102 

新規 

放課後子ども教室推進事業の

推進 

子どもの安全な居場所の確保と勉強やスポーツ・

文化活動，地域住民との交流活動等を実施し，子

ども達の健全育成を図る。 

生涯学習課 
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事業No. 

事業の別 
事業名 取り組み内容 担当課 

3103 市民健康診査事業の充実 各種がん受診を促進する。 健康増進センター 

3104 
妊婦・乳児健康診査事業の充

実 

県内・県外委託医療機関において個別健康診査を

促進する。 
健康増進センター 

3105 

教育機関における禁煙教室の

実施や性教育・エイズ教育の

充実 

禁煙教育や性教育，エイズ教育に関する研修会に

関して指導助言を行う。 
指導課 

3106 のびのび子育て相談員の支援 

健康増進センターにおける，母子保健事業時の協

力を行う。その内容としては相談，教育，子育て

の情報提供を行う。 

相談：予防接種事業，相談コーナーを設けている。

さらに幼児健診時の補助及び相談を行う。 

教育：５ヶ月児健診での「親子遊び」を紹介する。 

情報提供：「のびのび子育てだより」を発行する。 

スキルアップ：母子保健研修への参加を推進する。 

健康増進センター 

3107 
地域子育て支援センターの充

実 

地域全体で子育てを支援する基盤形成を図るた

め，子育て家庭の支援活動の企画，調整，実施を

行う。 

①相談指導を実施 

②子育てサークルの支援 

③情報提供 

社会福祉課 

3108 園庭開放事業の充実 

保育所の園庭を開放し，親同士の交流を支援し，

園児と未就園児の交流を図りながら，子育て相談

に対応する。 

社会福祉課 

3109 親子ふれあい事業の充実 
地域子育て支援センターにおいて，自由遊び・企

画遊び事業として継続し，子育てに不安を持つ母

親等の支援を行う。 
社会福祉課 

3110 子育てサークル事業の充実 

子育てサークルとして活動している既存グループ

に対し，その活動を支援しながら保護者の育児不

安や孤立化を解消する。母親同士のつながりから

支えあいへと広げていく。 

社会福祉課 

3111 
子育てに関する情報提供・相

談事業の充実 

子育てに関する情報の収集・提供を実施するとと

もに，母親同士の出会いの場を確保し，相談に応

じながら育児での悩みの解消を図る。 
社会福祉課 

3112 

重点事業 

男女共同参画の視点による育

児セミナーの開催 

妊婦とその夫を対象にした教室で，夫婦が妊娠・

出産を受容し，夫や家族が積極的な子育て支援が

出来るよう赤ちゃんからお父さんへのメッセージ

ビデオの鑑賞や夫婦で協力して実施する沐浴実習

等を実施する。 

健康増進センター 

3113 

重点事業 

家事や育児，介護など家庭内

労働を男女がともに担うため

の講座の開催 

子育てリフレッシュ講座，わくわく親子体操講座

(各８回)を実施する。 
公民館 

3114 

重点事業 

ひとり親家庭等の自立・雇用

支援 
育児の精神的経済的負担の軽減を図る。 社会福祉課 

3115 日中一時支援事業の検討 

障害児タイムケア事業に代え，障害児者の預かり

事業である日中一時支援事業を実施する。 

この事業は，障害者自立支援法により市町村が実

施する地域生活支援事業に位置づけられており，

事業者と実施に関する契約を締結して実施する。 

社会福祉課 

3116 

新規 

要保護児童に対する適切な支

援 

虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児

童（保護者のない児童又は保護者に監護させるこ

とが不適当であると認められる児童）の早期発見

や適切な保護など，関係機関との協力・連携のも

と，適切な対応を図る。 

社会福祉課 
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施策２ 地域社会活動に参画できる環境づくり 

   地域社会活動に参画できる環境づくりを図るため，次の具体的目標を掲げ推進します。 
① 地域社会活動を促す環境づくり 
② 自主的な地域社会活動への支援 

 

事業No. 

事業の別 
事業名 取り組み内容 担当課 

3201 農村女性育成事業の充実 生活改善グループを育成する。 農政課 

3202 農業者年金制度の周知活動 
パンフレットの配布等で，農業者年金制度の周知

を行い，女性農業者の加入を促す。 

農業委員会事務

局 

3203 コミュニティビジネスの支援 

地域コミュニティにおける課題解決につながるビ

ジネスの立ち上げを促進するため，コミュニティ

ビジネスの創業に係る情報の提供等の支援を行

う。 

協働推進課 

3204 
栄養士等による食生活改善指

導等の推進 
食生活改善地区組織活動を実施する。 健康増進センター 

3205 
高年齢者の健康維持のための

料理講習会 

男女が共に共同生活をしていくために，老人食の

作り方を学び，健康で生きいきと生活をしていく

ことを目的に実施する。 

シルバー人材 

センター 

3206 
ボランティア講座，福祉教室

等の開催 

地域住民の福祉に対する理解と関心を深めるとと

もに，継続的に各種講座を実施する。 
社会福祉協議会

3207 
まちづくり活動を支援する拠

点の整備 

市民団体等の活動を支える拠点施設として，情報

発信やネットワークの形成などを進め，市民活動

の活性化を図るために設置する。あわせて，まち

づくり活動団体の設立及び運営の支援を行う。 

協働推進課 

3208 
市政懇談会・市長と市政につ

いて語る日の拡充 

①市政懇談会…地区毎に開催する。 

③ 長と市政について語る日…毎月開催す
る。 

③コミュニティ座談会…申請毎に開催する。 

秘書課 

3209 市議会傍聴の促進 
住民（女性）など議員以外の者が会議の状況を直

接見聞し，政治への関心や理解の向上を図る。 
議会事務局 

3210 

重点事業 

男女共同参画に関する活動へ

の支援 

男女共同参画に関する市民活動を推進し，その取

り組みに対し支援・協力する。 
女性政策室 

3211 

男女共同参画の推進に向けた

地域ネットワーク化の推進及

び拠点づくり 

男女共同参画社会の実現に向けて市内全体で取り

組む体制づくり及びその拠点整備を図る。 
女性政策室 
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施策３ 介護を支援する環境づくり 

介護を支援する環境づくりを図るため，次の具体的目標を掲げ推進します。 

① 高齢者の介護予防に向けた取り組みを推進します。 
② 介護負担を軽減する取り組みを推進します。 

 

事業No. 

事業の別 
事業名 取り組み内容 担当課 

3301 ミニヘルパー派遣事業の拡充 
ホームヘルパーを派遣し，日常生活における軽易

な家事援助を行い要介護状態への防止を図る。 

介護福祉課 

社会福祉協議会

3302 

重点事業 

地域包括支援センターの事業

充実 

① 健・福祉・医療サービスの総合的な利用の相
談・調整，高齢者の権利擁護に関わる相談，

ケアマネジャーに対する後方支援を包括的に

行い，高齢者が地域において自立した生活が

できるよう支援する。 

② 齢者が住みなれた地域で尊厳のある生活を継
続できるよう，予防対策から特定高齢者の状

態に応じたサービスを提供するケアプランを

作成する。 

介護福祉課 
(地域包括支援センター)

3303 

重点事業 

地域ケアシステム推進事業の

充実 

高齢者や障害者等が家庭や地域で安心して生活が

できるようにするため保健・医療・福祉が連携し

てケアチームを組み，サービスを提供できるシス

テムを構築する。(社会福祉協議会へ委託) 

社会福祉課 

3304 
地域コミュニティ運営事業の

推進 

家に閉じこもりがちな高齢者等に対し，通所サー

ビスの提供により孤独感の解消，身体機能の維持

向上を図る。 

介護福祉課 

社会福祉協議会

3305 
高齢者等への情報提供・相談

事業の充実 

高齢者や家族等に対し保健医療の向上や福祉の増

進を図るため，総合的な支援を行う。 

介護福祉課 
(地域包括支援センター)

社会福祉協議会

3306 
男女が共に学ぶホームヘルパ

ー養成講座の開催 

介護サービスの向上を図るため，概ね 60 歳以上

の男女のホームヘルパーを養成する。 

シルバー人材 

センター 

3307 
介護者支援のための交流会の

開催 

在宅で高齢者を介護している同じ立場の方々を対

象に，交流会を開催し，一時的に介護から開放し

てストレス解消と心身のリフレッシュを図る。 

介護福祉課 

3308 
男性を対象にした介護講座等

の拡充 

家族介護教室において，男性を対象にした介護方

法や介護予防等の知識・技術を習得し，介護は女

性だけでなく家族協力して行うものという意識改

善を図る。 

介護福祉課 
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基本目標４ ともに参画を推進するシステムづくり 

 

【現状と課題】 

全国的に見られる社会状況として，政策・方針決定過程への女性の参画の拡大について

は，不十分な状況であり，男女共同参画社会の実現のためには，地域社会において，女性

の指導的地位に占める割合の増加が望まれています。このため，各種団体や組織へ女性の

積極的な登用について働きかける必要があります。 

また，計画の推進にあたり，行政の職員全員が人権意識を高め，全庁横断的に推進を図

るとともに事業の進行管理等を明確にする必要もあります。 

 

【施策の方向】 

政策・方針決定過程への女性の参画を図るため，審議会，委員会への女性登用率向上に

目標を設けるとともに，市内の団体や組織に女性の登用ついて，働きかけを行います。 

また，この計画を実効性のあるものにするためには，Ｐ，Ｄ，Ｃ，Ａ（計画・実行・評

価・改善）に基づき推進を図るとともに，全庁的な推進体制を確立します。また，地域，

学校，職場等との連携を図り市民との協働により，この計画を進めます。 

 

 

施策１ 政策・方針決定過程への女性参画の推進 

  政策・方針決定過程への女性参画の推進を図るため，次の具体的目標を掲げ推進しま

す。 
① 団体・組織への女性の積極的参画の推進 
② 女性の人材情報の収集とリーダーの育成 
③ 行政における女性職員の管理職登用の促進 

 

事業No. 

事業の別 
事業名 取り組み内容 担当課 

4101 
ＰＴＡ等役員の男女の役割及

び慣行の是正 

学校経営研修会や教務主任研修会で，ＰＴＡ等役

員の男女の役割及び慣行を是正するよう指導・助

言する。 

指導課 

4102 農業委員への女性の登用促進 女性農業者の参画を促進し，地位の向上を図る。 農業委員会事務局 

4103 

審議会及び委員会並びに市内

の団体・組織への女性登用の

働きかけ 

審議会及び委員会における女性登用の段階的目標

を設定し，登用率向上を図るとともに，市内の団

体・組織への女性登用を働きかける。 

女性政策室 

関係各課 

4104 
女性職員の各種研修機関等へ

の積極的派遣 

新たな行政課題に対応できる広い視野と先見性に

裏打ちされた豊な創造力の向上を図る。 
総務課 

4105 
女性職員の庁内研修講師への

積極的登用 

新規採用職員等を対象とした研修などの講師に登

用する。 
総務課 

4106 女性職員の管理職登用促進 係長，管理職相当職に登用の促進を図る 総務課 

4107 
男女共同参画関連の階層別研

修の実施 

男女平等の視点で各施策を実施し行政が男女共同

参画のモデルとなる。 
女性政策室 
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施策２ 男女共同参画を推進する体制の整備 

男女共同参画を推進する体制の整備を図るため，次の具体的目標を掲げ推進します。 

① 男女共同参画に関する調査や情報発信の充実 
② 総合的な推進体制の整備・強化 

 

事業No. 

事業の別 
事業名 取り組み内容 担当課 

4201 

広報結城・お知らせ版などの

印刷物に対しての男女平等の

視点によるチェックの実施 

企画・発行前に作成した印刷物が固定的役割分担

に基づいた表現や女性軽視につながる表現になら

ないようにチェックする。 

秘書課 

4202 
男女共同参画に関する意識調

査等による現状の把握 

男女共同参画に関する定期的な実態調査及び統計

データの収集・整備により現状を把握し，プラン

を推進していくうえでの基礎資料とする。また，

現状と課題の分析のために講座参加者数など，各

種データの男女別集計を促進する。 

女性政策室 

4203 女性問題関連図書の充実 
男女共同参画に関する文献や資料を収集し，図書

内容の充実化を図る。 
ゆうき図書館 

4204 県の苦情処理機関の活用 

男女共同参画に基づく苦情や意見に対応するため

に，県に設置されている男女共同参画苦情・意見

処理委員会を活用する。 

女性政策室 

4205 職員へのプラン概要版の配布 職員にプランの内容を周知徹底する。 女性政策室 

4206 
庁内の施策推進状況の把握及

び評価 

政策効果を取り入れたよりよいプランの推進を図

るとともに，現状を把握し効果的な推進を図る。 
女性政策室 

4207 広報を通じた進捗状況の公表 進捗状況が，市民にわかりやすい公表に務める。 女性政策室 

4208 
国・県・他自治体との連携強

化 

国・県の政策と整合性を図るとともに，他自治体

との情報交換を通じ，市の男女共同参画行政の推

進に努める。 

女性政策室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業No.及び事業の別欄に掲げる事業は，新規以外は全て継続事業です。 

 

 

 

 



第３章 施策の展開 

‐38‐ 

２ 計画の目標値 

 

第２次結城市男女共同参画基本計画では，後期基本計画の実績やアンケート結果を踏まえ，

次の各事業について新たに目標値を設定します。 

 

事業 

No. 
事業名称 担当課 目標数値の内容 H22実績値 

H32目標値 

（最終値） 

2105 
放課後児童健全育成

事業の充実 
社会福祉課 実施小学校区 8小学校区 9小学校区 

2106 

延長保育，休日保育，

一時保育実施園の拡

充 

社会福祉課 
延長保育 実施個所 

（11時間を越える1時間延長）
4箇所 10箇所 

2201 家族経営協定の推進 農政課 協定締結家族数 58組 65組 

3102 
市民健康診査事業の

充実 
健康増進センター がん健診受診率 20％ 30％ 

3110 

男女共同参画の視点

による育児セミナー

の開催 

健康増進センター 受講者数及び開催数 
37組/年 

4回/年 

70組/年 

6回/年 

3201 
農村女性育成事業の

充実 
農政課 パウロニアクラブの会員数 32人 40人 

3203 
栄養士等による食生

活改善指導等の推進 
健康増進センター 各教室における参加者男性率 4.2％ 7％ 

4103 

審議会及び委員会並

びに市内の団体・組

織への女性登用の働

きかけ 

女性政策室 審議会等女性登用率 
審議会21.9％ 

委員会14.7％ 
30％ 

4108 
男女共同参画関連の

階層別研修の実施 
女性政策室 出席率 79.3％ 90％ 
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３ 推進体制 

 
男女共同参画に関する施策の進行管理について，庁内組織，関係各課と調整・連携すると

ともに，結城市男女共同参画推進委員会を設置し，その実施状況について，審議・検討し，

基本計画の推進を図ります。 
また，市民と行政が連携・協力し，講座の開催，団体別学習会の実施など，啓発活動に取

り組みます。 

 
 
○結城市の男女共同参画は，次のフローチャートのような推進体制で取り組みます。 
 
 

　報告依頼　
関係各課

審議

　調整

市　　長

調整

事務局

結城市市長公室
企画政策課女性政策室

結城市男女共同参画基本計画推進委員会

　・市民（公募）
　・事業者の代表
　・市民団体の構成員
　・知識経験者
　・その他市長が適当と認める者
　○基本計画に基づいた施策に関する事項
　○男女共同参画に関する重要事項

　検討

女性行政推進会議

・市長公室長（会長）
・企画政策課長（副会長）
・幹事課長
・市長公室長の推薦する者

女性行政ワーキング会議

・女性政策室長（班長）
・行政施策担当職員

全体の進行管理

調整
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１ 第 5次結城市総合計画 

 
基本構想                        平成 23年 3月 策定 

 

【基本理念】 

・誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり 

・地域資源を活用した活力あるまちづくり 

・市民の力で築く個性豊かなまちづくり 

 

【将来都市像】 

・「みんなでつくる活気と風情のある快適なまち・結城」 

 

【将来都市像の実現のための５つの柱】 

基本目標１ ともに支えあい，安心して暮らせる社会福祉の充実 

基本目標２ 安全で住みやすさを実感できるまちづくり 

基本目標３ 歴史と自然を育む活力あるまちづくり 

基本目標４ 未来を担う子どもと地域を支える市民を育むまちづくり 

基本目標５ 協働で進める持続可能なまちの実現 

 
【施策の体系】 

人権が尊重される社会づくり
（男女共同参画・人権）

男女共同参画社会の実現

人権尊重のまちづくりの推進
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２ 計画策定の経緯 

 

年 月 日 内      容 

平成 22年 

5月 31日 

第 1回女性行政ワーキング会議 

・平成22年度男女共同参画推進事業について 

・後期基本計画の平成21年度進捗状況調査及び評価結果につ

いて 

第 1回女性行政推進会議 

・平成22年度男女共同参画推進事業について 

・後期基本計画の平成21年度進捗状況調査及び評価依頼につ

いて 

       6 月 17日 第 1回男女共同参画基本計画策定委員会 

・第 2次基本計画の策定について 

・平成22年度男女共同参画推進事業について 

       8 月 12日 第 2回女性行政推進会議 

・第 2次基本計画（案）の策定について 

・基本計画施策事業の総合評価 

       8 月 18日 第 2回男女共同参画基本計画策定委員会 

・市民ヒアリング・アンケートの結果 

・第２次基本計画の基本理念について 

・後期基本計画施策事業の評価 

      10 月 14日 第 2回女性行政ワーキング会議 

・平成21年度後期基本計画の進捗状況調査及び評価結果につ

いて 

第 3回女性行政推進会議 

・後期基本計画の第２次評価について 

・第２次基本計画に係るアンケート等の結果 

      10 月 20日 ワークショップ 

・男女共同参画の観点から日頃感じていること 

      10 月 29日 
第 3回男女共同参画基本計画策定委員会 

・基本計画の総合評価結果 

      11 月 9 日 男女共同参画プラン推進委員会 

・平成21年度進捗状況調査及び評価結果 

      12 月 6 日 

第 4回男女共同参画基本計画策定委員会 

・第２次基本計画（案）について 

（基本理念の視点） （基本計画の目標） 

 

 



資料編 

‐43‐ 

年 月 日 内      容 

      12 月 27日 第 4回女性行政推進会議 

・第２次基本計画（案）について 

第 5回男女共同参画基本計画策定委員会 

・第２次基本計画（案）について 

平成 23年 

       1 月 17日 

第 5回女性行政推進会議 

・第２次基本計画（案）について 

第 6回男女共同参画基本計画策定委員会 

・第２次基本計画（案）について 

       1 月 19日 市議会議員との学習会 

 1 月 25日～2月 15日 ・パブリックコメントの実施 

       2 月 21日 第 7回男女共同参画基本計画策定委員 

・パブリックコメントの結果報告について 
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３ 結城市男女共同参画後期基本計画の検証 

 
検証１ 固定的な性別役割分担が未だ根強く，解消に対する取り組みをより具体化する必要

がある 
 
現在の社会通念や慣習の中には，この社会的性別により形成されたものが多くあり，時と

して性別による固定的役割分担や偏見等を生み，男女共同参画社会の実現に向けての阻害要

因となることもあります。 

今回の各種調査の結果において，仕事と家庭の考え方についての男女の平等に対する意識

の差がみられ，固定的な性別役割分担意識が，まだ根強く残っていることがわかりました。 

 
検証２ 男女共同参画は働く女性への支援という印象から，認識が市民に浸透しなかった 
 
男女共同参画は，働く女性への支援という印象をもたれ，男女共同参画はあらゆる人々の

課題であるという認識が広まっていないことから，意識改革や制度改革につながりにくいも

のとなっています。 

男性にとっても，男女共同参画は家庭内等の「小さな」課題として捉えがちとなり，講演

会やセミナーなどの学習会を開催しても，結果として地域全体の意識の変革には至っていな

い状況となっています。 

 
検証３ 男女共同参画社会を実現しようとする強い意思と推進力を再確認し，制度や枠組み

を整備する必要がある 
 
政策や方針の決定過程への女性の参画の拡大や固定的性別役割分担を前提とした制度の

変革，ライフスタイルの多様化に対応した制度や枠組みの整備の遅れがありました。 

また，男女共同参画社会を実現しようとする強い意思と推進力が不足して，制度や枠組み

が十分に整備されていません。 

さらに，男女共同参画社会を実現することで，社会全体の活性化につながるという意識が

不足しておりました。 

 
検証４ 女性の様々な生き方への配慮が不十分であった 
 
雇用や就業状況の急激な悪化によって様々な困難に直面する人が増加する一方で，出産，

子育て等により離職せざるを得ない女性も多くいます。これらの市民への支援は，行政によ

る既存の福祉サービスだけでは十分でなく，また行政のサービスだけでは解決できない部分

もあり，今後の一層の配慮が必要です。 
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４ 提言書 第 2次結城市男女共同参画基本計画への提言 

 
平成２２年１１月１５日 

 
 第２次男女共同参画基本計画策定委員会 
委 員 長  稲 葉 里 子 様 
 
                       結城市男女共同参画プラン推進委員会 
                       委 員 長   野 原 牧 子 
 

第２次結城市男女共同参画基本計画への提言 
 
結城市男女共同参画プラン推進委員会は，結城市男女共同参画プラン推進委員会要項に基づき，

平成２１年１１月１７日に結城市長の委嘱を受けて，基本計画の推進についての行政評価と検討

を行ってきました。 
 結城市では，平成１４年３月に策定した結城市男女共同参画基本計画「たままゆプラン」（平

成１４年度から９年間）に基づき，男女共同参画の推進に努めてきましたが，平成２１年９月に

実施した市民意識調査からもわかるように，家庭・地域・学校・職場など日常生活において，男

女共同参画社会やワーク・ライフ・バランスという言葉やその意義についての理解が十分に浸透

しているとはいえない状態であることなど，その道のりはまだ半ばです。 
 現在，策定作業を進めています第２次男女共同参画基本計画と，新たに制定される男女共同参

画推進条例は，本市の男女共同参画社会をさらに積極的に推進するためのもので，意義深いもの

と考えます。 
 そのような中で，男女共同参画プラン推進委員会では，計画策定のあり方及び計画に盛り込む

べき施策の方向，進行管理，行政評価などについて，別紙のとおり「第２次結城市男女共同参画

基本計画への提言」をまとめましたので，第２次基本計画策定に当たり十分反映されますようお

願いします。 

 

第２次結城市男女共同参画基本計画への提言 

 

提案１ 地域社会の活性化と男女共同参画の推進 

 
・結城市の自治協力員（町内会長，区長）の女性割合は，現在皆無であり自治会など地域にお

ける方針決定への女性の参画が進んでいないことから，女性が参画できる環境整備を急がれ

たい。 
・地域社会における人間関係の希薄化や単身世帯の増加等，家族形態の変化などの中で，地域

力を高めていくためには，地域における方針決定過程への女性の参画や介護，子育て支援等

に男女が積極的に関わる機運を高められたい。 
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提案２ 行政委員会・審議会への女性の登用を明確に数値化 

 

・結城市の行政委員会・審議会の登用率は，行政委員会で 14.7％，審議会で 21.9％と依然と
して，女性の比率が低いことから，年次ごとに登用率を明確に表示されたい。 

 
提案３ 男女共同参画基本計画の進行管理，行政評価制度の見直し 

 

・基本計画は P D C A サイクル（計画・実行・評価・改善）に基づき，常に推進を図ら
なければならないことから，進行管理を容易にできるよう重点事業等メリハリのつけた計画，

また，現在行っている外部評価についても，多くの市民，専門的知識を持った方による評価

体制として，有効的な進行管理，行政評価に取り組まれたい。 
 

提案４ 市民，事業者，行政の連携を図った男女共同のまちづくり 

 

・男女共同参画は，市民，事業者，行政が連携することが基本であることから，計画策定にあ

たり，市民，事業者の意見を十分把握して，計画に反映されたい。 

・少子化対策など行政内部，国・県等他の計画と連携した計画とし，その考え方や施策の方向

性などを，できる限り第２次結城市男女共同参画基本計画に反映されたい。 
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５ 結城市男女共同参画基本計画策定委員会設置要項 

 

（目的） 

第 1条 本市における望ましい男女共同参画社会の実現を目指し，結城市男女共同参画基

本計画を策定するため，結城市男女共同参画基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（業務） 

第 2条 委員会は，前条の目的を達成するため，次に掲げる業務を行う。 

（1）男女共同参画基本計画の策定に関すること。 

（2）男女共同参画施策に関する調査，研究に関すること。 

（3）その他，女性施策に関する必要な事項 

（組織） 

第 3条 委員会は，次に掲げる者をもって組織し，市長が委嘱する。 

（1）ゆうき女性会議会員 

（2）市民団体の代表者 

（3）公募による一般市民20人以内 

（任期） 

第 4条 委員の任期は，委嘱日から当該年度末までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第 5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。 

2 委員長及び副委員長は，委員の互選によってこれを定める。 

3 委員長は,委員会を代表し，会務を総理する。 

4 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 

（報酬及び費用弁償） 

第 6条 委員の報酬及び費用弁償については，支給しない。 

（会議） 

第 7条 委員会の会議は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。 

2 委員会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 委員会の議事は，出席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

による。 

4 委員長は，必要に応じて関係者の出席を求め，意見又は説明を聞くことができる。 

（庶務） 

第 8条 委員会の庶務は，市長公室企画政策課女性政策室において処理する。 

（委任） 

第 9条 この要項に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が別に

定める。 

 

付則 

この要項は，平成22年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 



資料編 

‐48‐ 

６ 結城市男女共同参画基本計画策定委員会委員名簿 

 

団 体 等 氏  名 備 考 

結城市 PTA連絡協議会 稲葉 賢一  

ゆうき女性会議 稲葉 里子 委員長 

結城市自治協力員連合会 岩崎 篤雄  

北つくば農業協同組合女性部 江連 秀子  

公募 太田 美恵子  

結城市民生委員・児童委員協議会 片井 敏夫  

結城市自治協力員連合会 金子 正宏 副委員長 

結城市工場協会 栗原 勝彦  

公募 小暮 珠美  

子育てサークル 小篠 沙織  

公募 小林 繁子  

結城青年会議所 小室 良範  

結城商工会議所女性会 前場 文江  

結城市自治協力員連合会 中澤 英雄  

ゆうき女性会議 野原 牧子  

結工懇話会 林  智宏  

結城市自治協力員連合会 森  一朗  

ゆうき女性会議 山田 フジ江  

結城市自治協力員連合会 山中 俊雄  

公募 渡辺 智恵美  

（50音順） 

＜事務局＞ 

市長公室長 菅谷 惠一 

企画政策課長 佐藤 修一 

女性政策室長 生沼 八重子 

主幹 久須美 裕之 

 

 

 



資料編 

‐49‐ 

７ 結城市男女共同参画プラン推進委員会設置要項 

 
（設置） 
第１条 本市における望ましい男女共同参画社会の実現を目指し，女性政策に係わる施策を

推進するため，結城市男女共同参画プラン推進委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。 
（所掌事項） 
第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 
（１）男女共同参画プランの策定に関すること。 
（２）男女共同参画プランの推進に関すること。 
（３）その他女性施策に関する必要な事項 
（組織） 
第３条 委員会は委員１５名以内をもって組織する。 
２ 委員は，市民の代表者及び学識経験者のうちから，市長が委嘱又は任命する。 
３ 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，委員が欠けた場合における補欠委員

の任期は，前任者の残任期間とする。 
（委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長及び副委員長は，委員の互選によりこれを定める。 
３ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 
４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故ある時は，その職務を代理する。 
（会議） 
第５条 委員会は，必要に応じて委員長が招集し，委員長が議長となる。 
２ 委員長は必要に応じ関係者の出席を求め，意見又は説明を聞くことができる。 
（庶務） 
第６条 委員会の庶務は，市長公室企画政策課女性政策室において処理する。 
（委任） 
第７条 この要項に定めるもののほか，委員会の運営に必要な事項は，委員長が定める。 
 

付 則 
（施行期日） 
１ この要項は，公布の日から施行する。 
（結城市女性政策推進委員会設置要綱の廃止） 

２ 結城市女性政策推進委員会設置要綱は，廃止する。 
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８ 結城市男女共同参画プラン推進委員会委員名簿 

 

区 分 団 体 等 氏  名 

市民代表 公  募 倉持 章 

市民代表 公  募 小林 明夫 

市民代表 公  募 高村 久子 

男女共同参画 茨城県ハーモニーフライト修了者 江連 秀子 

男女共同参画 茨城県ハーモニーカレッジ修了者 稲葉 里子 

男女共同参画 県男女共同参画推進員 吉川 芳江 

自治振興 結城市自治協力員連合会 大久保 勇 

政 治 結城市議会議員 立川 博敏 

教 育 結城市校長会 野口 規子 

企業・雇用 結工懇話会 林  智宏 

商工団体 結城商工会議所 古澤 俊江 

市民団体 結城青年会議所 石島 達也 

農業団体 北つくば農業協同組合 池上 のり子 

女性団体 ゆうき女性会議 野原 牧子 

学識経験者 鷗白 大学経営学部・大学院経営学研究科教授 堀  眞由美 
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９ 結城市女性行政推進会議設置要項 

 
（設置） 

第 1 条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し，女性行政に関する施策を総合的

かつ効果的に推進するため，結城市女性行政推進会議（以下「推進会議｣という。）を設置

する。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は，前条の規定を推進するため，次の各号に掲げる事務を所掌する。 

（１）男女共同参画プランの策定に関すること。 

（２）女性行政施策に関する総合調整及び推進に関すること。 

（３）その他，女性行政について必要と認められる事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進会議は，会長，副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は市長公室長，副会長は企画政策課長をもって充てる。 

３ 委員は，別表に掲げる者とし，市長公室長の推薦する者の任期は，任命日から翌年度末

日までとし，再任を妨げない。ただし，委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前

任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長の職務） 

第４条 会長は，会務を総理し，推進会議を代表する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 推進会議は，会長が必要に応じて招集する。 

２ 会長は，必要があると認めるときは，関係職員の出席を求め，意見を聴くことができる。 

（女性行政ワーキング会議） 

第６条 推進会議の目的を達成するため必要な調査，研究を行う女性行政ワーキング会議を

別に置く。 

２ 女性行政ワーキング会議の運営について，必要な事項は別に定める。 

（事務局） 

第７条 推進会議の事務局は，市長公室企画政策課女性政策室に置く。 

（委任） 

第８条 この要項に定めるもののほか，推進会議の運営に必要な事項は，会長が定める。 

付 則 

 この要項は，平成１２年９月１日から施行する。 

   付 則 

 この要項は，平成２２年７月１日から施行する。 
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10 結城市女性行政推進会議委員名簿 

 

部 局 名 等 職  名 氏  名 

会 長 市長公室長 菅谷 惠一 

副会長 参事兼企画政策課長兼政策調整員 佐藤 修一 

市長公室 参事兼総務課長兼政策調整員 柴山 孝一 

市民生活部 市民課長 江原  繁 

保健福祉部 
理事兼次長兼社会福祉課長兼障害者

福祉センター所長 
林  繁夫 

産業経済部 参事兼農政課長 稲葉 清進 

都市建設部 参事兼都市計画課長 谷沢 忠 

上下水道部 下水道業務課長 加藤 直敏 

教育委員会 参事兼学校教育課長 滝澤 正好 

市長公室長の推薦する者 

地域包括支援センター所長 鈴木 洋子 

監査委員事務局長補佐兼監査係長 遠井 ミサ子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料編 

‐53‐ 

11 結城市女性行政ワーキング会議設置要項 

 
（設置） 

第１条 結城市女性行政推進会議要項第６条に基づき，本市における男女共同参画社会の実

現を目指し，女性行政に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため，結城市女性行政

ワーキング会議（以下「ワーキング会議」という。）を設置する。 
（所掌事務） 
第２条 ワーキング会議は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 
（１）男女共同参画プランの策定に関すること。 
（２）女性行政施策に関する調査，研究に関すること。 
（３）その他女性行政について必要と認められる事項に関すること。 
（組織） 
第３条 ワーキング会議の委員は，別表に掲げるものをもって構成する。 
２ ワーキング会議に班長を置き，班長に女性政策室長を充てる。 
３ 委員の任期は，任命日から翌年度末までとする。ただし，委員が欠けた場合における後

任の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
４ 委員は再任されることができる。 
（会議） 
第４条 ワーキング会議は，班長が必要に応じて招集する。 
２ 班長は，必要があると認めるときは関係職員の出席を求め，説明又は意見を聴くとこが

できる。 
（事務局） 
第５条 ワーキング会議の事務局は，市長公室企画政策課女性政策室に置く。 
（委任） 

第６条 この要項に定めるもののほか，ワーキング会議の運営について必要な事項は，班長

が定める。 
付 則 

（施行期日） 
１ この要項は，平成１２年９月１日から施行する。 
（結城市女性政策庁内連絡会議設置要項の廃止） 
２ 結城市女性政策庁内連絡会議設置要項は，廃止する。 
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12 結城市女性行政ワーキング会議委員名簿 

 

部  局  名 課  名 職 名 委 員 氏 名 

市長公室 
秘書課 主事 谷原 雅弘 

総務課 主査 渡辺 啓子 

市民生活部 市民課 主幹 高山 智子 

保健福祉部 

社会福祉課 主任 小林 司 

介護福祉課 主幹 篠崎 真裕美 

健康増進センター 主任 田中 真由美 

産業経済部 
農政課 係長 村山 恭 

商工観光課 主任 田村 俊幸 

都市建設部 都市計画課 主査 横山 やす 

上下水道部 下水道施設課 主任 真野 嘉郎 

教育委員会 

学校教育課 主事 大山 貴之 

生涯学習課 係長 竹之内 恵子 

公民館 主任 廣江 こずえ 

社会体育課 主事補 増田 梨乃 

ゆうき図書館 係長 新井 芳明 

部外局 
議会事務局 主任 真中 好厚 

農業委員会事務局 主幹 塚越 葉子 
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13 結城市男女共同参画基本計画策定体制 

 
 

関係各課

女性行政推進会議

・関連する部署で男女共同参画社会
　の実現に係る事項の調整

女性行政ワーキング会議

・男女共同参画社会の実現に係る事
　項の調査

（行政施策担当職員で構成）

　調整・報告

検討　

報告

調整

報告・検討　

結城市男女共同参画基本計画策定委員会

　・男女共同参画基本計画の策定に関すること
　・男女共同参画基本計画の策定に係る資料の収集及び調査に
　　関すること
　・その他，男女共同参画基本計画策定に必要な事項

結城市男女共同参画プラン推進委員会

・男女共同参画基本計画に係る施策事業の進行管理
　に関すること

事務局

結城市市長公室
企画政策課女性政策室

調整

　報告策定依頼　

報告 報告
市　　長議　　会 庁　　議
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14 男女共同参画社会基本法 

 

平成１１年６月２３日 
法律第７８号 

 
目次 
 前文 
 第１章 総則（第１条―第１２条） 
 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（第１３条―第２０条） 
 第３章 男女共同参画会議（第２１条―第２８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。  

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。 
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（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。  

（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。 

（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。 
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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。  

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。  

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。  
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（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。  

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。  

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  
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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。  

（議員の任期） 

第２６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｡ 

一 略 

 ニ 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。 

 一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 
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（別に定める経過措置） 

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） 

（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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15 茨城県男女共同参画推進条例 

 

平成１３年３月２８日 

条例第１号 

 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条―第７条) 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第８条―第１８条) 

第３章 性別による権利侵害の禁止(第１９条) 

付則 

 

人はすべて法の下において平等であり，これまで男女平等の実現に向けた様々な取組が行われてき

たが，今なお，十分に実現されるに至っていない。 

今後，少子高齢化の進展や経済活動の成熟化，情報通信技術の高度化など社会経済情勢の急速な変

化に的確に対応し，県民ひとりひとりがものの豊かさと心の豊かさをあわせ持つ新しい豊かさを実感

することができる茨城を目指すためには，男女が，社会のあらゆる分野において，互いの違いを認め

合い，互いに人権を尊重しながら，それぞれの個性と能力を十分に生かし，共に責任を担うことがで

きる男女共同参画社会を早急に実現することが重要である。 

ここに，男女共同参画社会を実現することを目指して，男女共同参画の推進についての基本理念を

明らかにし，県，県民，事業者等が連携し，一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意

し，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ついての基本理念を定め，県，県民及び事業者の責務を

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を定めることにより，

男女共同参画社会の実現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 この条例において，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） 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，かつ，共に責任を担うことをいう。 

（２） 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。 

(基本理念) 

第３条 男女共同参画は，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，推進されなければならない。 
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２ 男女共同参画は，社会における制度又は慣行が男女の社会における活動に対して及ぼす影響にで 

きる限り配慮し，男女が性別による固定的な役割分担にとらわれることなく多様な生き方を選択す

ることができることを旨として，推進されなければならない。 

３ 男女共同参画は，男女が，社会の対等な構成員として，県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，推進されなければなら

ない。 

４ 男女共同参画は，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，推進されなければならない。 

５ 男女共同参画の推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及び地域における

国際化の進展にかんがみ，男女共同参画は，国際的協調の下に推進されなければならない。 

(県の責務) 

第４条 県は，前条に定める基本理念(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(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。 

２ 県は，あらゆる施策を策定し，及び実施するに当たっては，基本理念を尊重するものとする。 

３ 県は，男女共同参画の推進に関する施策について，県民，事業者，市町村及び国と相互に連携し

て取り組むように努めるものとする。 

(県民の責務) 

第５条 県民は，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，男女共同参画の推進に努めなければならない。 

２ 県民は，基本理念にのっとり，県が行う男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力するよ

うに努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は，雇用等の分野において，基本理念にのっとり，男女共同参画の推進に努めなけれ

ばならない。 

２ 事業者は，基本理念にのっとり，男女が職業生活における活動と家庭生活における活動を両立で

きるように就労環境の整備に努めなければならない。 

３ 事業者は，基本理念にのっとり，県が行う男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力する

ように努めなければならない。 

(男女共同参画推進月間) 

第７条 男女共同参画の推進について，県民及び事業者の関心と理解を深めるとともに，男女共同参

画の推進に関する活動が積極的に行われるようにするため，男女共同参画推進月間を設ける。 

２ 男女共同参画推進月間は，毎年１１月とする。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

(基本計画) 

第８条 知事は，男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るため，議会の承

認を経て，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。 
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２ 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) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱 

(２) 前号に掲げるもののほか，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実施するた

めに必要な事項 

３ 知事は，基本計画を定めるに当たっては，県民及び事業者の意見を反映することができるように，

必要な措置を講じなければならない。 

４ 知事は，基本計画を定めるに当たっては，あらかじめ，茨城県男女共同参画審議会の意見を聴く

ほか，市町村の意見を求めなければならない。 

５ 知事は，基本計画を定めたときは，これを公表しなければならない。 

６ 第１項及び前３項の規定は，基本計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用す

る。 

(広報活動) 

第９条 県は，男女共同参画に関する県民及び事業者の関心と理解を深めるために必要な広報活動を

行うものとする。 

(調査研究等) 

第１０条 県は，男女共同参画を推進するため，男女共同参画に関する情報の収集，分析及び調査研

究を行うものとする。 

(男女共同参画の推進に関する教育等) 

第１１条 県は，男女共同参画の推進に関する教育及び学習の充実に努めるものとする。 

(市町村に対する支援等) 

第１２条 県は，市町村が行う男女共同参画の推進に関する基本的な計画の策定及び市町村が実施す

る男女共同参画の推進に関する施策を支援するため，情報の提供，技術的な助言その他の必要な措

置を講ずるように努めるものとする。 

２ 県は，県が実施する男女共同参画の推進に関する施策について，市町村に対し，協力を求めるこ

とができる。 

(県民等に対する支援) 

第１３条 県は，県民又は民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する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。 

(苦情等の申出及び申出の処理体制の整備) 

第１４条 県民及び事業者は，男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる事項についての苦情

その他の意見を知事に申し出ることができる。 

２ 知事は，前項の規定による申出を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備するものとす

る。 

(推進体制の整備) 

第１５条 県は，男女共同参画の推進を図るために必要な推進体制の整備に努めるものとする。 

(付属機関等における積極的改善措置) 

第１６条 県は，付属機関(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

づく付属機関をいう。)その他これに準ずるものにおける委員の任命又は委嘱に当たっては，積極

的改善措置を講ずるように努めるものとする。 
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(男女共同参画の状況についての報告等) 

第１７条 知事は，男女共同参画の推進に必要があると認めるときは，事業者に対し，男女共同参画

の状況について報告を求めることができる。 

２ 知事は，前項の規定により把握した男女共同参画の状況を取りまとめ，公表することができる。 

３ 知事は，第１項の規定による報告に基づき，事業者に対し，情報の提供その他の必要な措置を講

ずることができる。 

(男女共同参画の状況等の公表) 

第１８条 知事は，毎年，男女共同参画の推進に資するため，男女共同参画の状況，県が講じた男女

共同参画の推進に関する施策等について公表しなければならない。 

 

第３章 性別による権利侵害の禁止 

 

第１９条 何人も，セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環

境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをい

う。)を行ってはならない。 

２ 何人も，配偶者等に対し，身体的又は精神的な苦痛を与えるような暴力的行為を行ってはならな

い。 

 

付 則 

(施行期日) 

１ この条例は，平成１３年４月１日から施行する。 

(茨城県行政組織条例の一部改正) 

２ 茨城県行政組織条例(昭和３８年茨城県条例第４５号)の一部を次のように改正する。 
 〔次のよう〕略 
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16 結城市男女共同参画推進条例 

 
平成 年 月 日 

条例第  号 
 
目次 
 前文 
第１章 総則（第１条～第１２条） 
第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策（第１３条～第１６条） 
第３章 結城市男女共同参画基本計画推進委員会（第１７条～第２２条） 
第４章 雑則（第２３条） 
付則 
 
日本国憲法には，個人の尊重と法の下の平等がうたわれています。 

昭和５０年の「国際婦人年」をきっかけに，真の男女平等を目指す世界的なうねりの中，日本では

平成１１年に「男女共同参画社会基本法」が成立し，今日まで男女平等の実現に向けた様々な取組が

行われてきました。 

結城市においても，平成１４年に「人権の尊重と男女平等の実現」を基本理念とする「結城市男女

共同参画基本計画（たままゆプラン）」を策定し，平成１６年には「男女共同参画都市」を宣言し，

男女共同参画社会の形成を目指してきました。 

しかし，固定的な役割分担意識や根強く残る社会的慣習が存在しており，真の男女平等の実現には，

なお一層の取組が必要とされています。 

今後，少子・高齢化の進展と人口減少社会の到来，国際化による社会経済の変化や格差の拡大によ

り，仕事と家庭の両立（ワーク・ライフ・バランス）等の新たな社会の仕組みづくりが強く求められ

ており，本市では，緑豊かな自然，歴史あふれるまち，あたたかな心かよう協働のまちづくりを推進

していきます。 

本市の男女共同参画社会の実現を，市の最重要課題の一つとして位置づけ，一人ひとりの命が大切

にされ，個性と能力が発揮でき安心して生きいきと快適に暮らすことができるように，市，市民，事

業者及び市民団体が一体となり，男女共同参画社会の推進に取り組むことを決意し，ここに条例を制

定します。 

 
第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，男女共同参画社会の推進に必要な基本理念を定め，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を定める

ことにより，男女共同参画社会の実現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 この条例において，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）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
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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）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に必要な範囲内にお

いて，男女のいずれか一方に対し，その機会を積極的に提供することをいう。 

（３）市民 市内に居住する者，市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内に存する

学校に在学する者をいう。 

（４）事業者 営利，非営利を問わず，市内に事務所又は事業所を有し，事業を営む個人及び法人そ

の他の団体をいう。 

（５）市民団体 市内において自治会，ＰＴＡ等地域社会において住民の教育・福祉の向上のための

活動を行う団体をいう。 

（６）ドメスティック・バイオレンス 配偶者，恋人等の親密な関係にある者からの身体的，精神的，

経済的及び性的暴力行為をいう。 

（７）セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせ，その者の生活環境を害

すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。 

（基本理念）   

第３条 男女共同参画の推進は，次に掲げる基本理念に基づき推進されなければならない。 

（１）男女の人権が尊重され，性別による差別的取扱いを受けることなく，個人としての能力を発揮

する機会が確保されること。 

（２）男女の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又は慣行にとらわれるこ

となく，自らの意思において多様な生き方を選択できること。 

（３）男女が対等な構成員として，社会のあらゆる分野における政策又は方針の立案及び決定の場に

参画する機会が確保されること。 

（４）男女が，お互いの協力と社会の支援の下に，子育て及び介護をはじめとする家庭生活における

役割を共有し，就労をはじめとする社会生活との両立を行うことができること。 

（５）男女共同参画の推進が，国際社会における取組と密接な関係を有していること及び地域におけ

る国際化の進展に鑑み，国際的協調の下に行うこと。 

（市の責務） 

第４条 市は，男女共同参画の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進

施策」という。）を総合的かつ計画的に実施しなければならない。 

２ 市は，市民，事業者及び市民団体（以下「市民等」という。）が行う男女共同参画推進のための

活動を支援するとともに，国，県その他の自治体と連携及び協力を図り，男女共同参画の推進に努

めなければならない。 

３ 市は，男女共同参画推進施策を進めるための必要な体制を整えるとともに，予算上の措置を講じ

なければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は，男女共同参画に関する理解を深めるとともに，家庭，職場，学校，地域その他の社

会のあらゆる分野において，男女共同参画を推進するよう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推進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） 
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第６条 事業者は，その事業活動において，男女共同参画の推進に努めるとともに，男女共同参画の

推進に関し，積極的に改善措置を講ずるように努めなければならない。 

２ 事業者は，職業生活と家庭生活その他の生活との両立を支援するため，職場環境を整備するよう

努めなければならない。 

３ 事業者は，市が実施する男女共同参画推進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，男女共同参画の推進に努めるとともに，当該団体の運営や活動方針の決定，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推進施策に協力するよう努めなければならない。 

（教育における男女共同参画への責務） 

第８条 家庭，職場，学校，地域その他の社会において行われる教育に携わる者は，個々の教育本来

の目的を実現する過程において，男女共同参画の理念に配慮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） 

第９条 何人も，性別を理由とする差別的取扱い及び人権の侵害を行ってはならない。 

２ 何人も，男女間における暴力的行為（ドメスティック・バイオレンス）を行ってはならない。 

３ 何人も，家庭，職場，学校，地域その他のあらゆる場において，セクシュアル・ハラスメントを

行ってはならない。 

（公衆に表示する情報における人権の配慮） 

第１０条 何人も，公衆に表示する情報において，男女間における暴力的行為及びセクシュアル・ハ

ラスメントを助長し，又は連想させる表現を行わないよう配慮し，人権の尊重に努めなければなら

ない。 

（生涯にわたる健康への支援） 

第１１条 市は，男女がお互いの性を理解し，尊重するとともに，生涯にわたる健康の保持が図れる

よう，学習の機会及び情報の提供その他の必要な支援の実施に努めなければならない。 

（国際的な理解及び協力のための支援） 

第１２条 市は，市民等が行う男女共同参画の推進に関する国際的な理解及び協力を図るための活動

に対し，情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（基本計画） 

第１３条 市長は，男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画を策定する

ものとする。 

２ 基本計画は，次に掲げる事項について策定するものとする。 

（１）総合的かつ長期的に講ずるべき男女共同参画推進施策の大綱 

（２）前号に掲げるもののほか，男女共同参画推進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 市長は，基本計画を策定するに当たっては，結城市男女共同参画基本計画推進委員会の意見を聴

くとともに，市民等の意見を反映するよう努めなければならない。 

４ 市長は，基本計画を策定したときは，速やかに，これを公表しなければならない。 
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５ 前３項の規定は，基本計画を変更する場合についても準用する。 

（実施状況の公表） 

第１４条 市長は，毎年，男女共同参画推進施策の実施状況について，市の広報等において，これを

公表するものとする。 

（調査及び研究） 

第１５条 市は，男女共同参画の推進に必要な調査及び研究を行うものとする。 

２ 市長は，必要に応じ，前項の調査研究の結果を公表するものとする。 

（苦情及び相談への対応） 

第１６条 市民等は，市長に対し，次に掲げる事項に係る苦情及び相談を申し出ることができる。 

（１）男女共同参画に係る人権侵害に関すること。 

（２）男女共同参画推進施策に関すること。 

２ 市長は，前項に規定する申出を受けたときは，関係機関と連携し，適切な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

 

第３章 結城市男女共同参画基本計画推進委員会 

（設置） 

第１７条 市は，男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議する

ため，結城市男女共同参画基本計画推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第１８条 委員会は，市長の諮問に応じ，次に掲げる事項を審議する。 

（１）基本計画の策定 

（２）男女共同参画推進施策 

（３）その他男女共同参画の推進に関し必要な事項 

（組織） 

第１９条 委員会は委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は，次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）市民（公募） 

（２）事業者の代表 

（３）市民団体の構成員 

（４）知識経験者 

（５）その他市長が適当と認める者 

３ 男女のいずれか一方の委員の数は，委員総数の４割未満であってはならない。 

（任期） 

第２０条 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第２１条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により選出する。 

３ 会長は，委員会を代表し，会務を総理する。 
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４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第２２条 委員会の会議は，会長が招集し，会議の議長となる。 

２ 会長が必要と認めたときは，委員会の会議に関係者の出席を求め，意見又は説明を聴くことがで

きる。 

 

第４章 雑則 

（委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行について必要な事項は，市長が別に定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際，現に定められている「結城市男女共同参画基本計画」は，この条例の第１

３条第１項の規定により定められた基本計画とみなす。 
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17 男女共同参画用語集 

 

【あ 行】 

 ・育児介護休業法 
 労働者が申し出を行うことによって育児休業（1 歳に満たない子を養育するためにする休

業）・介護休業（要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業）を取得することを認

めている法律。平成 13 年 11 月には改正「育児・介護休業法」が公布され，平成 14 年 4

月から時間外労働の制限や勤務時間短縮などの措置の対象となる子の年齢が 3 歳まで引き上

げられるなどの改定が行われた。 

 
【か 行】 
 ・家族経営協定 
 家族経営が中心の農業が，魅力ある職業となり，男女を問わず意欲をもって取り組めるように

するために，経営内での家族一人一人の役割と責任を明確にし，それぞれの意欲と能力が十分

に発揮できる環境づくりが必要である。その実現のため，農業経営を担っている世帯員相互間

のルールを文書にして取り決めたものが家族経営協定である。 
 
 ・国際婦人年 
 昭和 47年（1972年），第27回国連総会において，性差別撤廃に向けて世界的規模の動き

をもって取り組むために，昭和50年（1975年）を「国際婦人年」とすることを決議した。

同年，メキシコで「国際婦人年世界会議」が開催され「メキシコ宣言」と「世界行動計画」が

採択された。 

 

 ・固定的性別役割分担意識 

 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず，男

性，女性という性別を理由として，役割を固定的に分けること。「男は仕事・女は家事・育児」

「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は，固定的な考え方により，男性・女性の役割を

決めていることがあげられる。 

 

 

【さ 行】 

 ・シェルター（ＤＶシェルター） 

 夫や身近な男性からの暴力から逃れてきた女性のための，一次避難所のこと。女性に対し，居

住場所や食事などを提供し，様々な相談に応じるなど，女性に対する支援を行っている。日本

では，公的機関として婦人相談所があるが，制約も多く，また民間シェルターも大変少ない。

近年，顕在化しているドメスティック・バイオレンスの被害者の一次避難先として，その役割

は重要であるが，まだ充分な体制とは言いがたい状況にある。 
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 ・社会的性別 

 人間には生まれついての生物学的性別（セックス/sex）があります。一方，社会的，文化的

に作り上げられた「男らしさ」「女らしさ」があり，このような男性，女性の別を「社会的性

別」（ジェンダー/gendar）といいます。「社会的性別」は，それ自体に良い，悪いの価値を含

むものではなく，国際的にも使われています。 

 

 ・少子化 

 一人の女性が生涯に生む子どもの数を示す合計特殊出生率が，年々低下の一途であることを象

徴されるような子どもの数の減少現象をいう。 

 

 ・女子差別撤廃条約 

 昭和 54 年（1979 年）に国連で採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関

する条約」のこと。この条約は，女性に対するあらゆる差別の撤廃を目指して，法律，制度だ

けでなく，各国の慣習，慣行までも対象に含めている。日本では，昭和 55 年（1980 年）

に署名を行い，国籍法の改正，男女雇用機会均等法の制定，学校教育における家庭科男女共修

の検討など，条件の整備を行った後，昭和60年（1985年）に批准した。 

 

 ・女性に対する暴力 

 性別に基づく暴力行為があって，女性に対して身体的，性的，若しくは心理的な危害又は苦痛

となる行為，あるいはそうなるおそれのある行為であり，さらにそのような行為の威嚇，強制

若しくはいわれのない自由の剥奪をも含み，それが公的生活で起こるか私的生活で起こるかを

問わない（1993 年に国連総会で採択された「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」によ

る定義）。女性に対する暴力には多様な形態があり，性犯罪，売買春，夫，パートナーからの

暴力（ドメスティック・バイオレンス），セクシュアル・ハラスメントなどが含まれ，その根

底には，女性の人権を軽視し，侵害するという共通点があるとされる。 

 

 ・ストーカー規制法 

 正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といい，平成12年（2000年）11

月から施行された。この法律により規制されるのは「つきまとい等」と，それが同一の人に繰

り返し行われる「ストーカー行為」である。「つきまとい等」の定義は，特定の人に対する恋

愛・好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行う①つ

きまとい・待ち伏せ・押しかけ，②監視していると告げる行為，③面会・交際の要求，④乱暴

な言動，⑤無言電話・連続した電話・ＦＡＸ，⑥汚物などの送付，⑦名誉を害すること，⑧性

的羞恥心の侵害，と規定されている。しかし，規制の対象が恋愛・好意感情に基づく行為に限

定されていることや警察の対応等について，問題を指摘する声もあがっている。 
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 ・性別による固定的役割分担 

 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず，男

性，女性という性別を理由として，役割を固定的に分けることをいう。「男は仕事・女は家庭」

「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は固定的な考え方により，男性・女性の役割を決

めている例。 

 

 ・世界女性会議 

 昭和 50年（1975年）の国際婦人年以降，5～10年ごとに開催されている女性問題に関す

る国際会議。第 1 回（国際婦人年女性会議）は，昭和 50 年（1975 年）にメキシコシティ

で，第2回（「国連婦人の十年」中間年世界会議）は，昭和55年（1980年）にコペンハー

ゲンで，第3回（「国連婦人の十年」ナイロビ世界会議）は，昭和60年（1985年）にナイ

ロビで，第4回世界女性会議は平成7年（1995年）に北京で開催された。 

 

 ・セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ） 

 相手の意に反した性的な性質の言動で，身体への不必要な接触，性的関係の強要，性的なうわ

さの流布，衆目に触れる場所へのわいせつな写真の掲示など，様々な態様のものが含まれる。

男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会報告書「女性に対する暴力についての

取り組むべき課題とその対策」（平成16年 3月）では，セクシュアル・ハラスメントについ

て「継続的な人間関係において，優位な力関係を背景に，相手の意思に反して行われる性的な

言動であり，それは，単に雇用関係にある者の間のみならず，施設における職員とその利用者

との間や団体における構成員間など，様々な生活の場で起こり得るものである。」と定義して

いる。特に，雇用の場においては「職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対

応により，女性労働者がその労働条件につき不利益を受けること又は性的な言動により女性労

働者の就業環境が害されること。」とされている。 

 

【た 行】 

 ・男女共同参画基本計画 

 「男女共同参画基本計画」は，政府の定める男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な

計画のこと。男女共同参画社会基本法第13条により，男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的な推進を図るために政府が定めなければならないとされており，平成 22 年

（2010年）12月，男女共同参画社会基本計画（第3次）が閣議決定された。 

 

 ・男女共同参画社会 

 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での活動に参加す

る機会が確保された社会をいう。この社会では，男女が均等に政治的，経済的，社会的及び文

化的利益を受けることができるとともに男女が共に責任を担うとされている。平成１１年

（1999 年）6 月には，男女共同参画の推進を法律面で明確化した男女共同参画社会基本法

が制定された。 
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 ・男女共同参画社会基本法 

 「男女共同参画社会の実現を促進するための基本的な法律」で，平成 11 年（1999 年）6

月 23 日に公布・施行された。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ている。 

 

 ・男女雇用機会均等法 

 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」のこと。女性差別撤

廃条約を批准するための国内法整備の一環として昭和60年公布され，翌年施行。その後，平

成 9 年に改正法が公布され，平成 11 年に施行された。この法律では，募集，採用，配置，

昇進について女性に対して男性と均等な機会を与えること，及び教育訓練・福利厚生，定年，

退職，雇用について女性であることを理由として差別的扱いをすることを禁止している。また，

ポジティブ・アクションやセクシュアル・ハラスメントに関する規定なども設けられている。 

 

 ・ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

 女性，子ども，高齢者，障がい者などの家庭内弱者への「継続的な身体的，心理的虐待，性的

虐待など」をいう。女性問題としては，夫や恋人など「親しい」男性から女性への暴力をいう。

単に殴る，蹴るなどの身体的暴力だけでなく，威嚇，無視，行動の制限など，心理的な苦痛を

与えることも含まれる。 

 

【は 行】 

 ・パートタイム労働法 

 「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」のこと。パートタイム労働者の処遇および

労働条件については，数々の問題点が指摘されているため，短時間労働を労使双方にとって良

好な魅力ある就業形態として確立し，パートタイム労働者の福祉の増進を図ることを目指して，

平成 5 年（1993 年）12 月に施行された。適正な労働条件の確保，教育訓練の実施，福利

厚生の充実，その他の雇用管理の改善に関する措置，職業能力の開発および向上に関する措置

等が規定されている。 

 

 ・パートナーシップ 

 互いを自立した主体的存在として認め合い，対等な立場で連携・協力しあう関係をいい，共存・

共生できる関係ともいえる。北京宣言および世界行動綱領で，真の男女平等の達成のために，

女性と男性，政府とＮＧＯ，そして国境を越えたパートナーシップが必要であることを明らか

にしている。 

 

 ・配偶者からの暴力 

 「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の一部を改正する法律」（平成１６

年6月2日公布，平成16年 12月 2日施行）では，配偶者からの暴力を「配偶者からの身

体に対する暴力（身体的に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをい
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う。）又はこれに準ずる身体に有害な影響を及ぼす言動（以下「身体に対する暴力等」という。）

をいい，配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に，その者が離婚をし，又はその婚姻が

取り消された場合にあっては，当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等

を含むものとする。」と定義している。なお，内閣府においては，対象範囲に恋人も含むより

広い概念として「夫・パートナーからの暴力」という用語を使用する場合があり，ここで「夫」

という言葉を用いているのは「女性が被害者になることが圧倒的に多い」からとしている。な

お，一般的に使用されている「ドメスティック・バイオレンス」や「ＤＶ」は，法令等で明確

に定義された言葉ではない。 

 

 ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法） 

 配偶者からの暴力に係る通報，相談，保護，自立支援等の体制を整備することにより，配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため，平成13年 4月に制定され，10月 13日（一

部は平成14年 4月1日）から施行された。平成16年12月 2日には，配偶者に限ってい

た保護命令の対象を元配偶者に拡大すること，被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令

制度を設けることとともに，退去命令の期間を２ヶ月に延長することなどを柱とした改正法が

施行された。また，配偶者暴力相談支援センターの設置や保護命令制度の拡充などを目的に，

平成19年7月 11日に改正公布されている。 

 

【ら 行】 

 ・ライフスタイル 

 生活様式のことだが，衣食住だけでなく，交際や娯楽なども含む暮らしぶり，さらには，生活

に対する考え方や習慣なども含まれ，文化とほぼ同じ意味をもっている。 

 

【わ 行】 

 ・ワーク・ライフ・バランス 

 老若男女誰もが，仕事，家庭生活，地域生活，個人の自己啓発など様々な活動を自ら希望する

バランスで展開できる状態のこと。 
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