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長 野 市

すべての人が輝くまち
“ながの”を目指して

日本社会は、少子高齢化の進展とともに、人口が減少に転じ、社会的・経済的な活力が低下
するといった問題を抱える大きな転換期を迎えています。
このような時代に、すべての人が輝く活気あふれる魅力的なまちを築いていくためには、男
女がお互いの人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、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が重要となっています。
長野市では、平成 15 年 4 月に「長野市男女共同参画推進条例」を制定し、平成 17 年度に「み
とめあい

ささえあい 21

長野市男女共同参画基本計画」、平成 22 年度に「第二次長野市男女

共同参画基本計画」をそれぞれ策定し、様々な事業を推進してまいりました。
その結果、市民の皆様の男女共同参画に対する理解は少しずつ高まってきていますが、家庭、
職場、地域社会などではいまだに性別による役割分担への固定観念が、根強く残っています。
市の審議会委員や住民自治協議会役員への女性の登用につきましても伸び悩んでいるところで
す。
また、異性に対しての暴力を根絶すること、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
を推進することなど、解決しなければならない課題は多い状況です。
以上のような社会情勢の変化やこれまでの計画の成果と課題を踏まえ、ここに、平成 27 年度
を初年度とする「みとめあい

ささえあい 21

第三次長野市男女共同参画基本計画」を策定し

ました。これまでの計画に、
「防災における男女共同参画の推進」、「だれもが安心して暮らせる
環境の整備」を加え、さらに充実させました。市民や事業者、及び関係団体の皆様と連携、協
働して計画を実現してまいりたいと考えていますので、一層のご理解とご協力をお願い申し上
げます。
結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました長野市男女共同参画審議会の
委員の皆様をはじめ、市民アンケートやまちづくり意見等公募で貴重なご意見、ご提案をいた
だきました市民の皆様に、心から感謝を申し上げ、ごあいさつといたします。

平成 27 年 4 月
長野市長

加 藤 久 雄

第三次長野市男女共同参画基本計画
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1

章

計画策定にあたって

第１章

1

計画策定の趣旨

長野市では、男女が互いに人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ

計画策定にあたって

の個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会を実現するため、平成 15（2003）
年４月に長野市男女共同参画推進条例を制定しました。これに基づき、男女共同参画の推進に
関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画を策定し、様々な取組を行っ
ています。
このたび、
「みとめあい ささえあい 21 第二次長野市男女共同参画基本計画」が平成 26 年度
をもって満了することに伴い、これまで取り組んだ施策の状況を基に、引き続き男女共同参画
を推進していく必要があることから、ここに「みとめあい ささえあい 21 第三次長野市男女共
同参画基本計画」
（平成 27 年度～平成 31 年度）
（以下「本計画」という）を策定するものです。

2

計画策定の背景

（１）国の動き
国における男女共同参画に関する取組は、昭和 54（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（女子差別撤廃条約）」が発端となって始まり、
その後「男女雇用機会均等法」の制定や、「国籍法」・「戸籍法」の改正など法整備を進め、昭和
60（1985）年には、「女子差別撤廃条約」を批准しました。
平成 11（1999）年には、男女共同参画社会の実現に向けた取組を行う上での法的根拠とな
る「男女共同参画社会基本法」が制定されました。これにより、男女共同参画社会の形成を最
重要課題に位置付け、その実現に向けての国・地方公共団体及び国民の責務が定められました。
また、平成 12（2000）年には、この基本法に基づき「男女共同参画基本計画」が策定され、
平成 17（2005）年には、
「男女共同参画基本計画（第 2 次）」が、平成 22（2010）年には、
「第
3 次男女共同参画基本計画」が閣議決定されました。
（２）長野県の動き
長野県では、昭和 55（1980）年に、第１次「長野県婦人行動計画」を策定し、「よりよい社
会づくりをめざして」を基本目標とし婦人の地位向上と福祉の向上を柱に施策を展開しました。
その後、昭和 61（1986）年に第２次「新長野県婦人行動計画」、平成３（1991）年に第３次「さ
わやか信州女性プラン」、平成８（1996）年に第４次「信州女性プラン 21」、平成 13（2001）
年に「パートナーシップながの 21（長野県男女共同参画計画）」が策定されました。
平成 14（2002）年には、「長野県男女共同参画社会づくり条例」が制定されました。
平成 19（2007）年に「第２次長野県男女共同参画計画」が、平成 23（2011）年には「第
３次長野県男女共同参画計画」が策定され、重点的な取組として「女性の活躍支援」、
「※１ワーク・
ライフ・バランスの推進」
、
「県民との協働による男女共同参画意識の醸成」のテーマが設定さ
れました。
※１ワーク・ライフ・バランス：個人が仕事上の責任を果たしつつ、結婚や育児をはじめとする家族形成のほか、
介護やキャリヤ形成、地域活動への参加等、個人や多様なライフスタイルの家族がライフステージに応じた希
望を実現できるようにすること。
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（３）長野市の取組
長野市では、平成 11（1999）年 6 月に「男女共同参画社会基本法」が制定されたことに伴い、
平成 15（2003）年に「長野市男女共同参画推進条例」を施行し、男女共同参画推進の基本理
平成 16（2004）年 4 月には、男女共同参画を推進するための拠点として、長野市男女共同
参画センターを設置しています。
その後は、条例に基づき平成 17（2005）年に「みとめあい
同参画基本計画」を、平成 22（2010）年に「みとめあい

ささえあい 21

ささえあい 21

長野市男女共

第二次長野市男女

共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画の実現に向けた様々な施策を総合的かつ計画的に
推進してきました。
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計画策定にあたって

念や市、市民、事業者の責務、基本的な施策を定めました。

計画の目的と基本理念

（１）目的
「長野市男女共同参画推進条例」では、男女共同参画を「男女が、社会の対等な構成員として、
個性と能力を十分に発揮し、自らの意思により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、もって男女が政治的、経済的、社会的及び文化的利益を等しく受け、かつ、共
に責任を担うこと」と定義しています。
市、市民、事業者が力を合わせて、総合的かつ計画的に、こうした男女共同参画の実現に向
けた取組を推進することを目的とします。
（２）基本理念
この計画は、
「長野市男女共同参画推進条例」第３条に規定しているように、次に掲げる５つ
の事項を基本理念とします。
ア

男女の人権の尊重

イ

社会における制度又は慣行についての配慮

ウ

政策等の立案及び決定への共同参画

エ

家庭生活における活動と他の活動の両立

オ

国際社会の動向への配慮

4

計画の性格と位置付け

（１）本計画は、
「男女共同参画社会基本法」の理念を踏まえた「長野市男女共同参画推進条例」
第 11 条に定める「男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための
基本的な計画」です。
（２）本計画は、
「みとめあい

ささえあい 21

第二次長野市男女共同参画基本計画」に引き続

く計画であり、新たな視点を加えるなどの見直しを行い、総合的で実効性の高いものとし
ました。
（３）本計画は、
「第四次長野市総合計画」を補完し、具体化していくものとして緊密な連携を
保ち、男女の人権尊重を基盤とした男女共同参画社会の実現を目指すものです。
3

第１章

（４）本計画は、目標を数値化し、その進捗状況を評価することにより、その達成度を測りやす
いものとしました。

計画策定にあたって

5

計画の期間

本計画の期間は、平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間とします。
ただし、社会情勢の変化や計画の進捗状況等により、必要に応じ見直しを行います。

6

計画の新たな視点と基本的な方向

本計画は、
「みとめあい ささえあい 21

第二次長野市男女共同参画基本計画」の「学び」、
「実

践」
、
「調和」
、
「尊重」の４つの基本的な方向を引き継ぎ、新たな視点を取り入れた計画としま
した。
（１）計画策定における新たな視点
国の「第３次男女共同参画基本計画」において、近年の経済社会情勢の変化等に対応するため、
新たに「男性、子どもにとっての男女共同参画」、「貧困など生活上の困難に直面する男女への
支援」
、
「高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備」、「科学技術・学術分野に
おける男女共同参画」
、
「地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進」が重点
分野として追加されました。
これにより、本計画においては、
「防災における男女共同参画の推進」、「だれもが安心して暮
らせる環境の整備」を新たな施策として加えるとともに、国における新たな重点分野にも配慮
した、総合的で実効性の高い計画としました。
（２）４つの基本的な方向
本計画は、第二次基本計画に引き続き、次の４つの項目を基本的な方向として定め、施策を
体系化しています。
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Ⅰ

学び

男女共同参画を推進するための意識改革

Ⅱ

実践

あらゆる分野における男女共同参画の実践

Ⅲ

調和

多様な生き方を実現するための仕事と生活の調和

Ⅳ

尊重

男女共同参画の視点に立った人権の尊重

第
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施策の展開

第２章

第三次長野市男女共同参画基本計画の施策体系
（計画期間

平成27年度〜平成31年度）

施策の展開

基本的な方向

Ⅰ
【学 び】

男女共同参画を推進する
ための意識改革

Ⅱ
【実

男女共同参画
社会の実現

践】

あらゆる分野における
男女共同参画の実践

Ⅲ
【調

和】

多様な生き方を実現する
ための仕事と生活の調和

Ⅳ
【尊

重】

男女共同参画の視点に立った
人権の尊重
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策

具体的施策
意識調査の実施と分析
情報の収集と提供
講演会や講座等の開催
広報ながの・情報誌による啓発
男女共同参画週間の活用
市民参画型の意識啓発活動の支援
ガイドラインに基づく市の刊行物の見直し

② 家庭における男女共同参画の意識づくり

８ 家庭生活における男女共同参画意識の醸成

③ 教育・保育の場における男女共同参画の意識づくり

９ 男女共同参画の視点に立った教育・保育の推進
10 教育・保育関係者に対する男女共同参画の視点に立った
研修の推進

④ 地域・社会活動における男女共同参画の意識づくり

11

男女共同参画の視点に立った講座等の開催

⑤ 働く場における男女共同参画の意識づくり

12

事業所における男女共同参画の啓発

⑥ 家庭における男性の参画の促進

13

男性の家事・育児・介護への参画の促進

⑦ 地域・社会活動における女性の参画の促進

14
15
16
17
18

住民自治協議会等への女性の参画の促進
審議会等への女性の登用の推進
女性リーダーの育成
団体等の活動への支援
託児の場の提供

⑧ 働く場における男女共同参画の促進

19
20
21
22
23
24
25

男女の雇用機会均等の促進
働く女性の出産・育児等にかかわる保護
女性の再就職、能力発揮に対する支援
農業従事者の労働・生活環境の改善支援
農業分野における女性リーダーの育成
起業家の育成支援
女性の職域拡大と管理職への登用

⑨ 防災における男女共同参画の推進

26
27

防災分野における女性の参画の拡大
防災の現場における男女共同参画の推進

⑩ 働く場の環境の改善

28
29
30

育児・介護休業制度等の普及・促進
所定外労働時間短縮の促進
多様な就労形態の促進

⑪ 仕事・家庭・地域活動等の両立支援

31 保育・児童育成にかかわる情報提供
32 多様な就労形態にあった保育の充実
33 安心して社会参画できる子育て支援の充実
34 放課後子どもプラン推進事業の充実
35 ファミリー・サポート・センター事業の充実
36 介護支援にかかわる情報提供と相談機能の充実

⑫ だれもが安心して暮らせる環境の整備

37 ひとり親家庭のための環境整備
38 高齢者、障害者、子ども、外国人等が安心して暮らせる環境整備

⑬ 配偶者等へのあらゆる暴力の根絶

39
40
41
42

配偶者等への暴力行為を許さない意識づくり
危機管理に関する啓発
被害者やその子どもへの支援の充実
あらゆるハラスメント防止対策の推進

⑭ 相談機能の充実

43
44
45

男女共同参画センターでの相談機能の充実
暴力を受けている人に対する相談機能の充実
労働相談機能の充実

施策の展開

① 男女共同参画意識の啓発、情報収集

１
２
３
４
５
６
７

第２章

施

46

⑮ 性と生殖に関する健康支援

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）
についての意識づくり
47 生涯を通じての健康づくりの促進
48 女性特有の健康に関する相談機能の充実
49 性感染症予防対策の充実
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基本的な方向Ⅰ【学び】

施策の展開

男女共同参画を推進するための意識改革
【概

要】

これまでの様々な取り組みにより、市民の男女共同参画に対する意識は少しずつ高まってき
ていますが、いまだに社会には、性別による固定的な役割分担意識が根強く残っています。
男女が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、また、責任を分
かち合い、多様性に富んだ活力ある社会である「男女共同参画社会」を実現するためには、社
会制度や慣行の見直し、意識の改革などが必要です。
また、市民一人ひとりが社会的、文化的に作られた性差の存在に気づき、意識改革を図ると
ともに、教育 ･ 啓発を通じて、男女平等の意識を高めることが必要です。

【現況と課題】
平成 26 年度に実施した「男女共同参画に関する市民意識と実態調査（以下「意識調査」とい
う。
）
」の結果によると、
「男性は仕事、女性は家事・育児」という、性別によって役割を固定す
る考え方に反対する市民の割合が 56.0％であり、平成 14 年度意識調査の 38.5％に比べて
17.5 ポイント増加しており、性別による固定的役割分担意識に反対する市民の割合は、年々増
えてきています。しかしながら、性別による固定的役割分担意識は、まだまだ根強く残っており、
男女共同参画に関する意識を深め、定着させるための広報・啓発活動を充実させることが重要
です。
一方、各分野における男女の平等感を見ると、
「学校教育の場では」や「家庭では」に比べ、
「地
域社会では」や「職場では」については不平等感が強く、意識改革が十分に進んでいない状況
です。
また、「地域社会では」64.5％が男性優位と感じています。平成 22 年度から※２住民自治協議
会が本格活動し、地域主体のまちづくりが始まり、地域活動に多くの女性が参加しているにも
かかわらず、方針決定の場においては男性が多いのが現状です。このため、住民自治協議会な
ど地区の方針決定の場における女性の参画を促進していく必要があります。
男女が共に参画し、より良い方策を推進していくためには、様々な人材や意見を取り入れて
いく必要があります。そのためには男女共同参画の意識形成が重要です。
「職場では」58.7％が男性優位と感じています。これからの少子高齢化社会においては、社会
の活力を維持し発展させるためにも、今後ますます女性の活躍、女性の労働力は必要不可欠と
なっています。
今後、女性の雇用促進を考えていく中、女性の生活の中心が家庭、男性の生活の中心が職場
という意識を転換させ、男女共同参画の視点を取り入れるよう、地域社会も企業も更なる意識
改革を行っていく必要があります。
※２住民自治協議会：地区全体で対応しなければならない課題に対し、地区住民の参画、各種団体のネットワーク化、
相互補完によって、地区の特性をいかした活動を総合的かつ柔軟に行う組織のこと。
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●「男性は仕事、女性は家事・育児」という考え方について
【平成 26 年度】
全体
（846人）

41.7

56.0

2.1
女性
（473人）

37.4

施策の展開

2.2

60.5

2.4
男性
（373人）

47.2

0

50.4

20

40

賛成
（どちらかといえば賛成）

60

60.0

57.8

54.1

50
40
30

38.5

40.9

44.2

80

100％

反対
（どちらかといえば反対）

【推
70
％

60

50.8
48.1

無回答

移】

53.0

54.1

54.7

46.0

44.6

43.9

23

24

25

56.0

41.7

20
10
0

14

17

21

22

賛成
（どちらかといえば賛成）

26年度

反対
（どちらかといえば反対）
資料：男女共同参画に関する市民意識と実態調査
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●各分野における男女の平等感【平成 26 年度】
家庭では

施策の展開

学校教育の場では

16.1

37.4

12.2

4.6

51.8

地域社会では

2.4

58.7
37.5

慣習・しきたりでは

4.1

20
男性が優位

40
女性が優位

10.3

1.5

60
平等である

9.1

11.9

1.9
2.6

13.5

2.0

11.9

2.6

20.6

0.5

74.7

0

24.3

2.4

79.2

社会全体では

18.0

35.7

75.9

政治の場では

7.7
24.9

2.0

64.5

職場では
法律や制度の上では

40.9

2.1
9.5

2.0

9.2

2.0

9.6

2.2

80

100％

わからない

無回答

資料：男女共同参画に関する市民意識と実態調査
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【施策の方向】
① 男女共同参画センター等における講座、講演会の開催や市民に情報の提供を行うとともに、
② 多様な媒体を通じた広報により、男女共同参画の理解を深めるための意識啓発を推進しま
す。
③ 家庭における男女の相互理解、共同責任、そして協力の必要性を認識し、男女共同参画の
視点に立った家庭生活・家庭教育が行われるよう、意識改革を推進します。

施策の展開

更なる広報・啓発活動に取り組みます。

④ 人権尊重を基盤とした男女平等観の形成のため、性別にとらわれない教育・保育活動を推
進します。
⑤ 教職員や保育士が、男女平等の理念の理解を深め、自ら実践することにより、子どもたち
に対する男女平等教育を推進します。
⑥ 社会通念や慣習・しきたりにとらわれることなく、住民自治協議会等の地域・社会活動を
はじめ、働く場等あらゆる場所で男女が共に参画できる環境づくりの啓発を推進します。

男女共同参画月間講演会（7 月）
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施策① 男女共同参画意識の啓発、情報収集
施策
番号

具体的施策

内

容

担

当

施策の展開

広く市民を対象に、男女共同参画に関す
１ 意識調査の実施と分析 る意識調査を行い、その結果を分析し、 人権・男女共同参画課
男女共同参画の施策に反映させます。
男女共同参画に関する各種資料、国際的
な動向などの情報の収集に努め、男女共
２ 情報の収集と提供

同参画センターの情報コーナーの充実を
図ります。また、市民が男女共同参画に

人権・男女共同参画課

ついて理解を深め、実践につながるため
の情報の提供に努めます。
性別による固定的な役割分担意識の是正
のための講演会、講座等を開催し、男女
３ 講演会や講座等の開催

共同参画についての理解を深める啓発活
動に努めるとともに、女性に対しても、

人権・男女共同参画課

男性に対しても※３ エンパワーメントや※４
メディア・リテラシーの向上を図ります。
広報紙や市政放送番組等の広報活動全般
４

広報ながの・情報誌に
よる啓発

において、男女共同参画の視点を取り入
れ、男女共同参画に関する記事を広報な
がの、情報誌（With You）等を通じて発

広報広聴課
人権・男女共同参画課

信します。
５

６

男女共同参画週間の活
用
市民参画型の意識啓発
活動の支援

国で定める男女共同参画週間に併せ、「男
女共同参画月間」として、男女共同参画 人権・男女共同参画課
意識を高める啓発活動を実施します。
市民自らの発想に基づき、身近なテーマ
を話し合う講座の開催を通し、市民参画 人権・男女共同参画課
型の意識啓発活動を支援します。
性別による固定的な役割分担意識からく

７

ガイドラインに基づく
市の刊行物の見直し

る表現など、男女共同参画の推進にふさ
わしくない表現を行わないための※５ ガイ 人権・男女共同参画課
ドラインに基づき、男女共同参画の視点
で市の刊行物等の見直しを図ります。

※３エンパワーメント：自らの知識と能力を高め、力を持った存在になること。本来持っている力を取り戻すこと。
※４メディア・リテラシー：メディア（新聞、テレビ、雑誌等）からの情報を主体的に読み解き、自己発信する能
力のこと。
※５ガイドライン：市が作成した「男女共同参画の視点からの広報の手引き」をさす。
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施策② 家庭における男女共同参画の意識づくり
施策
番号

具体的施策

内

容

担

当

施策の展開

性別による固定的な役割分担意識に気づ
家庭生活における男女 き、男女共同参画の視点に立った家庭生活・ 人権・男女共同参画課
こども政策課
８
家庭教育が行われるよう、リーフレット等 生涯学習課
共同参画意識の醸成
を利用して啓発活動に努めます。

施策③ 教育・保育の場における男女共同参画の意識づくり
施策
番号

具体的施策

内

容

担

当

男女共同参画の視点に立った性教育及び人
男女共同参画の視点に 権教育を推進し、一人ひとりの適性と個性
人権・男女共同参画課
９ 立った教育・保育の推 を尊重した生徒指導・進路指導に努めます。 保育・幼稚園課
また、子ども一人ひとりの人格を尊重した 学校教育課
進
保育を実施します。
教育・保育関係者に対 教職員や保育士、幼稚園教諭等の男女共同

保育・幼稚園課

10 する男女共同参画の視 参画についての理解を深めるため、研修を 学校教育課
点に立った研修の推進 実施します。

施策④ 地域・社会活動における男女共同参画の意識づくり
施策
番号

具体的施策

内

容

担

当

住民自治協議会等が開催する男女共同参画
セミナーへの開催支援や男女共同参画につ
男女共同参画の視点に いて理解を深めるための講座等の啓発活動 人権・男女共同参画課
11
に努めます。また、女性が市政や政策・方 生涯学習課
立った講座等の開催
針決定の場に積極的に参画する意識の高揚
を図ります。

施策⑤ 働く場における男女共同参画の意識づくり
施策
番号

具体的施策

内

容

担

当

職場内における性別による固定的な役割分
担意識を是正し、男女共同参画について理
解を深めるための啓発に努めます。また、
事業所における男女共
職員研修所
12
市において、男女共同参画の視点を市政に 人権・男女共同参画課
同参画の啓発
反映することができるよう、市職員を対象
にした研修機会の充実を図り、職員の意識
改革に努めます。
13
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基本的な方向Ⅱ【実践】

施策の展開

あらゆる分野における男女共同参画の実践
【概

要】

男女共同参画のまちづくりを進めていくためには、男女があらゆる分野における意思決定の
場に対等な立場で参画し、共に責任を担うことが重要です。しかし、女性は人口の半数を占め
ているにもかかわらず、社会の様々な分野における意思決定の場への参画が少ないのが現状で
す。
意思決定の場への女性の参画を進めるためには、家庭、職場、生活における男女共同参画を
促進し、住民自治協議会など地域活動の場をはじめ、様々な分野における女性の参画を拡大す
ることが必要です。

【現況と課題】
家庭においては、家庭内の役割の多くを女性が担っています。女性の社会参画を促進するた
めには、男性の家庭への参画の促進や女性の社会参画に対する理解を深めることが必要不可欠
であります。
地域・社会活動においては、住民自治協議会・公民館等の地域活動に多くの女性が参加し、
役割を果たしていますが、その組織の方針を決定する役員等は、男性が圧倒的に多いのが現状
です。住民自治協議会活動が本格化する中にあって、活力ある豊かな地域社会づくりには、女
性と男性が共に参画し、地域活動の方針を決定していくことが重要です。また、女性もエンパ
ワーメントを高め、女性自身の意識改革を図っていくことが必要です。
働く場においては、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正などにより、制度的な
男女格差の解消に向けた法整備は進んできました。しかし、女性は結婚、出産等により離職を
余儀なくされたり、離職後に希望する職業への再就職が困難な傾向にあります。雇用の場にお
ける男女共同参画を推進するためには、男女雇用機会均等法等関係法令の周知啓発をはじめ、
男女間の昇給・昇進の均等化や正規職員への転換促進等について企業の意識改革に取り組んで
いく必要があります。また、結婚・育児・介護などでいったん離職した女性の再就職の支援を
していく必要があります。
防災においては、被災時、不便な生活環境の下で家事や育児などの家庭的責任に対する負担
が女性に集中するなどの問題が明らかになっています。防災対策は被災時の男女のニーズの違
い等男女双方の視点に配慮して進める必要があります。
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●女性の公職等参画状況
40
％

38.2
36.2

16.8

16.7

17.1

21

22

23

36.4

35.8

35.9

30

25

20

15

市の審議会等
（条例設置）

19.1

18.0

24

施策の展開

36.3

35

17.7

25

26年度

住民自治協議会の役員
資料：女性の公職等参画状況調査

女性起業セミナー
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【施策の方向】

施策の展開

①

家庭内において、男性も家事・育児・介護に参画できるよう支援していきます。

②

市の審議会・委員会において、女性の意見を反映させるため、女性の参画を推進します。

③

活力ある豊かな地域社会づくりには、女性と男性が対等な立場で共に参画し、地域活動の
方針を決定することが重要であることから、地域での政策・方針決定の場への女性の参画
を促進します。

④

性別による固定的な役割分担意識を解消し、女性職員が能力を発揮しやすい環境整備と女
性職員の登用等を推進・支援します。

⑤

女性の意見を取り入れた防災体制について推進します。

市民サポーター研修

施策⑥ 家庭における男性の参画の促進
施策
番号

具体的施策

内

容

担

当

人権・男女共同参画課
高齢者福祉課
男性の家事・育児・介
の参画を促進するため、各種講座・教室等 介護保険課
13
護への参画の促進
保健所健康課
を開催します。
生涯学習課

家庭における、男性の家事・育児・介護へ
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施策⑦ 地域・社会活動における女性の参画の促進
施策
番号

具体的施策

内

容

担

当

場へ女性を積極的に登用するよう働きかけ
14

住民自治協議会等への ます。また、※６市民サポーターや地域の女
女性の参画の促進

性団体等の協力を得ながら、女性の参画意

人権・男女共同参画課

施策の展開

住民自治協議会等の地域団体の方針決定の

識の高揚や女性の参画しやすい環境づくり
に努めます。
15

審議会等への女性の登
用の推進

女性の市政に対する参画機会を拡大するた
め、市で定める審議会委員等選任指針の徹
底を図り、積極的に登用を推進します。
各分野で女性のリーダーを育成するための

16 女性リーダーの育成

行政管理課
人権・男女共同参画課

人権・男女共同参画課

講座等を開催し、あらゆる分野における活 生涯学習課
動を支援します。
女性の社会活動への参画や男性の家庭生活

17 団体等の活動への支援 への参画を進めていくため、各種団体等の 人権・男女共同参画課
活動を支援します。
子育て中の男女に対して、学習等の機会が
18 託児の場の提供

人権・男女共同参画課

確保されるように、託児の場の提供に努め 関係各課
ます。

※６市民サポーター：登録により、地域の男女共同参画に関する事業やセミナーなどの活動を行う市民のこと。

施策⑧ 働く場における男女共同参画の促進
施策
番号

具体的施策

内

容

担

当

関係機関と連携を図りながら、雇用の分野
19

男女の雇用機会均等の における男女の均等な機会及び待遇の確保
促進

に関する情報提供を行い、市内事業所の意

産業政策課

識啓発を図ります。
20

働く女性の出産・育児
等にかかわる保護

関係機関と連携を図りながら、女性労働者
が妊娠中及び出産後も安心して健康に働く
ことができるよう制度の周知を図ります。

人権・男女共同参画課
産業政策課

結婚・出産・育児・介護等で仕事を一時中
21

女性の再就職、能力発 断し、その後再就職を希望する女性に対し、 人権・男女共同参画課
情報の提供や資格取得講座等の開催により 産業政策課
揮に対する支援
支援します。
17
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施策
番号

具体的施策

内

容

担

当

農業に従事する女性の地位向上を図るとと

施策の展開

も に、
「 生 活 」、「 農 業 経 営 」、「 地 域 社 会 」
22

農業従事者の労働・生
活環境の改善支援

の三つの側面から先進地事例や講演に学
び、女性の持てる能力を十分に発揮できる
農村社会の実現を目指します。また、経営

農業政策課
農業委員会事務局

の近代化とモチベーション向上を促す※７家
族経営協定の締結拡大を図ります。
地域のリーダーとなる人材育成のため「長
23

農業分野における女性 野市農村女性ネットワーク研究会」が実施
リーダーの育成

する研修会や講習会の事業に対し、補助金

農業政策課

の交付等の支援を実施します。
女性の就業形態のひとつである起業向けの
24 起業家の育成支援

講座を開設するとともに、起業に関する相 人権・男女共同参画課
談等の支援に努めます。
事業所に対し、女性の職域拡大と管理職へ

職員課

女性の職域拡大と管理 の登用を促進します。また、市においても、 職員研修所
25
女性職員の職域拡大と人材育成、管理職へ 人権・男女共同参画課
職への登用
産業政策課

の登用を推進します。

※７家族経営協定：経営主と共同経営者である家族員が、個々人の意見を尊重し家族員の自由な意思に基づいて農
業経営のやり方や生活運営について取決めを行うこと。

施策⑨ 防災における男女共同参画の推進
施策
番号

26

具体的施策

内

容

防災分野における女性 女性の意見を反映させるため、長野市防災
の参画の拡大

会議における女性委員の割合を高めます。

担

当

危機管理防災課

災害に関する各種対応マニュアル等につい
27

防災の現場における男 て、男女共同参画の視点を踏まえ作成しま 危機管理防災課
す。また、平常時からの体制整備を図りま 人権・男女共同参画課
女共同参画の推進
す。

18

【概

要】

「男女雇用機会均等法」や「育児・介護休業法」の改正等で、職場環境は、着実に改善されて

施策の展開

多様な生き方を実現するための仕事と生活の調和

第２章

基本的な方向Ⅲ【調和】

きています。
しかし、職場における男女の格差が依然として残っており、家事・育児、介護等の家庭の役
割の多くを女性が担っているのが現状です。
誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事や家庭・地域生活において責任を果たすと
ともに、人生の各段階に応じた多様な生き方を選択・実現することができる、仕事と生活の調
和（ワーク・ライフ・バランス）のとれた社会をつくるため、事業者、市民、行政による連携
した取組を推進します。

【現況と課題】
少子高齢化社会においては、労働力人口として女性の活躍への期待は大きく、女性が十分に
能力を発揮して活躍できる社会づくりが必要となっています。また、人々の生き方が多様化す
る中で、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現は、個人の生活の充実とともに、
企業の優秀な人材の確保や生産性の向上、さらには社会・経済の活性化にもつながります。
しかし、職業を持つ女性が確実に増えている一方で、男性の家事、育児、介護など家庭生活
への参画は少しずつしか進まず、多くの女性が、出産・育児を機に仕事との両立が困難である
という理由で離職している状況です。また、離職した女性は、就業条件等において、自分の希
望に沿った再就職が難しく、非正規労働者の割合が高い状況にあります。
長時間労働の抑制、職場中心の意識転換、年次有給休暇、育児休暇等の取得が進んでいない
などの理由により、男性の家事・育児への参画が少ない状況にあり、仕事に追われ、心身の疲
労から健康を害す人も見受けられます。
このような状況を改善するためには、女性も男性も働き方を見直し、「ワーク」と「ライフ」
を自ら希望するバランスで両立させ、様々な活動を展開できることを可能にする環境整備が重
要です。
また、人生の様々な段階において、育児・介護などに関する社会資源の活用を促し、事業所
等へも育児・介護休業法に基づく環境整備のほか、企業独自の環境整備についても働き掛けて
いく必要があります。

19
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●最も近い理想とする（希望する）生活【平成26年度】
40
％

37.0

37.5

35

36.6

全体

施策の展開

27.7 28.1

25

10.7
19.5

20

15.6

15

8.3
10.8

9.7

10

0

女性

27.1

30

5

男性

5.9
3.0

1.9

0.6

2.7

4.3

6.4
2.5

1.3

「仕事」
優先 「家庭生活」「地域・個人 「仕事」
と
「仕事」
と
優先
の生活」
優先 「家庭生活」 「地域・個人
をともに
の生活」
を
優先
ともに優先

0.9 1.3 0.6
「家庭生活」 「仕事」
と
と
「地域・個 「家庭生活」
人の生活」
を と
「地域・個
ともに優先
人の生活」
を
ともに優先

無回答

●最も近い現実（現状）の生活【平成26年度】
40
％

38.7

37.3

35

26.4

24.9

21.2

0

7.2

10.5

22.4

15.2

10
5

女性

19.6

20
15

男性

10.7

30
25

全体

3.8

5.6
2.3

3.8

8.4

6.2

9.3

9.5

8.7
2.9
2.1
1.5

1.9

「仕事」
優先 「家庭生活」「地域・個人 「仕事」
と
「仕事」
と
優先
の生活」
優先 「家庭生活」 「地域・個人
をともに
の生活」
を
優先
ともに優先

「家庭生活」 「仕事」
と
と
「地域・個 「家庭生活」
人の生活」
を と
「地域・個
ともに優先
人の生活」
を
ともに優先

無回答

資料：男女共同参画に関する市民意識と実態調査
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【施策の方向】
① 雇
 用の場における男女間の機会均等の促進に向けた啓発を図ります。
② 男女がともに家庭責任と職業生活を担えるよう、労働時間短縮や有給休暇取得に向けての
③ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を可能とする、多様な就労形態について、
普及・啓発を図ります。
④ 育児・介護休業制度の普及促進をはじめ、保育ニーズの多様化に対応した保育施策の充実
と介護サービスの整備を図ります。

施策の展開

啓発活動を促進します。

施策⑩ 働く場の環境の改善
施策
番号

具体的施策

内

容

担

当

仕事と育児・介護を両立しながら働き続け
ることができるように、男女ともに取得で

職員課

育児・介護休業制度等 きる育児休業・介護休業制度等の普及・促 人権・男女共同参画課
28
進を図ります。また、市において、職員（特 こども政策課
の普及・促進
に男性職員）に対して、育児休業・介護休

産業政策課

業制度等の利用を促進します。
心身ともに豊かでゆとりのある生活を実現

職員課
職員研修所
所定外労働時間短縮の
立ができるように所定外労働時間の短縮に 人権・男女共同参画課
29
促進
こども政策課
ついての啓発に努めます。また、市におい 産業政策課

し、男女ともに仕事と家庭・地域生活の両

て、職員の時間外勤務の縮減に努めます。

フレックスタイム制、短時間正社員制度、
テレワーク等、仕事と生活の調和（ワーク・
30 多様な就労形態の促進 ライフ・バランス）を可能とする多様な働 人権・男女共同参画課
き方について、事例の収集提供などにより
普及を図ります。

21
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施策⑪ 仕事・家庭・地域活動等の両立支援
施策
番号

施策の展開

31

具体的施策

内

容

担

当

子育て支援や保育・児童育成に関する情報

保育・児童育成にかか

について、ガイドブックやホームページ等 子育て支援課

わる情報提供

で情報提供します。
働く親の多様な就労形態にあった延長保

32

育・一時保育・休日保育・乳児保育・病後

多様な就労形態にあっ

児保育等の保育サービスの充実を諸団体と 保育・幼稚園課

た保育の充実

連携し、推進します。また、病児保育の実
施についても検討を進めます。
子育ての悩み等、子どもに関する相談の総
合窓口としての「こども相談室」の設置、

33

育児情報の提供や育児相談、子育て親子の

安心して社会参画でき

交流事業等を行う「地域子育て支援センタ

る子育て支援の充実

ー」の設置を進めるなど、子育て支援の充

子育て支援課
保育・幼稚園課

実を図ります。また、「ながの子育て家庭
優待パスポート」事業を実施します。
34

小学校通学区ごとに、既存施設のほか小学

放課後子どもプラン推

校施設を活用し、希望する全児童を対象に こども政策課

進事業の充実

安全、安心な放課後の居場所を確保する。
保護者の急な残業や病気など、変動的、変

35

ファミリー・サポート・
センター事業の充実

則的な保育ニーズに対応するため、地域に
おいて育児の相互支援を行う会員組織であ 保育・幼稚園課
る「ファミリー・サポート・センター」事
業を充実させ、利用を促進します。

介護支援にかかわる情
36 報提供と相談機能の充
実

22

介護に関する情報を収集・提供し、介護が
円滑に行われるように支援します。また、
「地域包括支援センター」等を拠点に相談
機能の充実を図ります。

介護保険課

第２章
施策の展開

パパママサンデー広場「おやこコンサート」
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基本的な方向Ⅳ【尊重】

施策の展開

男女共同参画の視点に立った人権の尊重
【概
※８

要】
ドメスティック・バイオレンス（DV）、※９セクシュアル・ハラスメント、性犯罪、ストー

カー行為等は重大な人権侵害であり、絶対に認められるものではありません。これらの人権侵
害を容認しない社会風土を醸成するための啓発や被害者支援の充実、関係機関との連携を図る
必要があります。
また、女性の持つ妊娠や出産のための身体的な特性に配慮し、健康で豊かな人生を送ること
ができるよう、生涯を通じた健康づくりを推進します。
さらに、人口の高齢化や家族形態の多様化が進む中で、高齢者やひとり親家庭等が抱える問
題を社会全体で支援し、自立できる環境を整えるとともに、人権を尊重する啓発活動を進めます。
※８ドメスティック・バイオレンス：配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為のこと。
※９セクシュアル・ハラスメント：性的な言動又は性別による固定的な役割分担意識から生じた言動により個人に
不快感若しくは不利益を与えたり、又は生活環境を害すること。

【現況と課題】
暴力は、その対象の性別や当事者の間柄等を問わず、許されるものではありません。配偶者
や恋人などからの暴力、性犯罪などの被害者は、女性が多く、こうした暴力の根底には、女性
の人権の軽視があると言われています。男女共同参画社会を形成していく上で、女性に対する
暴力の根絶は、克服すべき重要な課題の一つと言えます。男性と女性が、それぞれの尊厳を重
んじた対等な関係を築いていくため、ＤＶは、重大な人権侵害であり、決して許されないこと
であるということを市民一人ひとりに認識してもらうとともに、被害者支援の充実や DV 根絶
の啓発を進めていく必要があります。
ＤＶの相談窓口や一時保護施設の存在などを知らない被害者が多くいます。ＤＶにより生命
の危機を感じる事例などもあることから、被害者に対する支援について、プライバシーに配慮
しながら県や関係機関と密接に連携を取るとともに、自立支援体制を整備し、周知を図る必要
があります。また、女性特有の問題や悩みを持つ「女性のための相談」業務の充実を図る一方、
男性からの相談体制についても検討する必要があります。
女性の健康支援については、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期と生涯の各ライフステ
ージによって心身の状況が大きく変わるだけでなく、生活そのものも大きく変わります。女性
自らが、各ライフステージにおける健康状態や課題に気づき、理解を深め、責任を持つことが
大切になります。また、
「※ 10 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）」
が女性自身の健康と生命を守るものであること、そしてその決定権は自ら持つという啓発は重
要であり、併せて性感染症予防についても正しい知識の普及が必要です。
また、社会全体としては、単身世帯やひとり親世帯の増加、雇用・就業構造の変化、国際化、
情報化などの中で、個人が尊厳を持って生きることができる男女共同参画の推進のためには、
24
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様々な状況に置かれている人々が社会の中で自立し、健康で安心に暮らせる環境整備を進めて
いくことが必要です。
さらに、性同一性障害などを有する人々に対し、人権の尊重の観点から配慮が必要です。

●ＤＶの行為を受けた又はしたことがある人【平成26年度】
男

性

1.3 0.8
刃物を突きつけ
「殺す」
とおどす

0.3

なぐる

3.5

2.9

5.9

ける

3.5
0.8

3.2

5.1

髪の毛をつかんで
引きずり回す

1.9

0.5
3.2

大声で怒鳴る

14.7

1.1
0.5

メールや郵便物、
2.9
行動を細かく監視する
「だれのおかげで生活できる
2.7 1.6
んだ」
とか
「出て行け」
と言う

21.7

8.6

4.3
7.8
1.1
生活費を渡さない 1.3 1.6
0.5
嫌がっているのに
4.0
0.3
性行為を強要する
0.8
避妊に協力しない
1.1
0.5
0
5
10

11.5

何を言っても無視し続ける

女

施策の展開

※ 10性と生殖に関する健康と権利：女性の一生を通じての身体と性に関する健康を保障し、子どもを産むかどうか、
いつ何人産むかについて、女性が自らの意思で選択できる権利を尊重し、広く女性の生涯にわたる健康の確立
を目指すもの。

15

受けたことがある

性
刃物を突きつけ 2.3
「殺す」
とおどす

0.2
0.4
10.1

なぐる

髪の毛をつかんで
引きずり回す

3.2

25

4.0

2.1

11.0

3.4

避妊に協力しない 2.7
0

4.0

0.4

7.4

5.9

嫌がっているのに
性行為を強要する

14.6

1.3 1.7

7.4

生活費を渡さない

したことがある

40
％

1.3

21.1

大声で怒鳴る

何を言っても無視し続ける

35

0.2

4.7

メールや郵便物、
行動を細かく監視する
「だれのおかげで生活できる
んだ」
とか
「出て行け」
と言う

30

受けたこともしたこともある

2.1

7.2

ける

20

0.4

9.3
0.8
0.4
5

4.9

0.8
0.2

10

15

20

25

30

35

40
％

資料：男女共同参画に関する市民意識と実態調査
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【施策の方向】
①

ひとり親家庭が生活上で抱える課題を解消し、生活の安定と自立に向けた支援を図ります。

②

様々な困難を抱える高齢者、障害者、子ども、外国人等が、日々の生活の中で不安を抱え

施策の展開

ることのないように、きめ細かな支援体制の充実を図ります。
③

あらゆる人々の人権を尊重する啓発活動を推進します。

④

ＤＶ被害を防止するため、暴力は人権侵害であるという意識を高める啓発活動を実施します。

⑤

ＤＶ、ハラスメントの相談窓口と支援体制の整備・充実を行い、担当職員の研修を行うこ
とにより相談業務のスキルアップに努めます。

⑥

市民に対し相談窓口等の情報を広く周知することや各種団体・機関との連携により、ＤＶ
被害者の早期発見を図り、解決に向けた支援を行います。

⑦ 「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）

」の理解に向けての
学習機会の充実と啓発の推進を図ります。
⑧

生涯にわたる各ライフステージに応じた心身の健康保持と健康づくりの支援を推進します。

施策⑫ だれもが安心して暮らせる環境の整備
施策
番号

37

具体的施策

ひとり親家庭のための
環境整備
高齢者、障害者、子ど

38 も、外国人等が安心し
て暮らせる環境整備

26

内

容

担

当

地域子ども・子育て支援事業等の利用にお
けるひとり親家庭への配慮や県との連携に 子育て支援課
よる総合的な自立支援を推進します。
高齢者及び障害者の社会参画の促進、自立 秘書課国際室
と暮らしを支える地域づくりの推進及び援 高齢者福祉課
介護保険課

助の拡充等に努めます。また、外国籍住民 障害福祉課

への交流事業や相談業務の充実に努めます。人権・男女共同参画課

第２章

施策⑬ 配偶者等へのあらゆる暴力の根絶
施策
番号

具体的施策

内

容

担

当

39

配偶者等への暴力行為
を許さない意識づくり

間中に講座等を実施し、ＤＶなど、配偶者
やパートナーに対するあらゆる暴力行為を
許さない社会づくりのための広報・意識啓

人権・男女共同参画課
子育て支援課

施策の展開

国の「女性に対する暴力をなくす運動」期

発に努めます。
女性に対する暴力の現状について情報提供
40 危機管理に関する啓発

し、危機管理意識を高めるとともに、実際
に被害にあった時の対処方法についての講

人権・男女共同参画課

座等を開催します。
被害者やその子どものために、関係機関と
41

被害者やその子どもへ
の支援の充実

緊密な連携を保ち、被害者の立場を十分に
考慮した対策を推進します。また、自立に
向けた生活が送ることができるよう、関係

人権・男女共同参画課
子育て支援課

機関と連携しながら支援を行います。
職場等におけるあらゆるハラスメント防止

職員課

あらゆるハラスメント のための意識啓発に努めます。また、市に 職員研修所
42
おいて、人権と性を尊重する意識の高揚に 人権・男女共同参画課
防止対策の推進
産業政策課

努めます。

施策⑭ 相談機能の充実
施策
番号

具体的施策

内

容

担

当

女性のための相談のほか、男性のための相
43

男女共同参画センター 談について検討し、男女共同参画に関する
での相談機能の充実

さまざまな問題についての相談機能の充実

人権・男女共同参画課

に努めます。
44

暴力を受けている人に
対する相談機能の充実

被害を受けた（受けている）人のための相談
機能の充実を図るとともに、関係機関と緊 子育て支援課
密な連携を保ち、迅速に対応していきます。
雇用、待遇、セクシュアル ･ ハラスメント

45 労働相談機能の充実

など、労働に関する相談機能の充実に努め 産業政策課
ます。
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施策⑮ 性と生殖に関する健康支援
施策
番号

具体的施策

施策の展開

女性の性と生殖に関す
る健康と権利（リプロ
46 ダクティブ・ヘルス／
ライツ）についての意
識づくり

内

容

担

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）の啓発に
努めます。また、「ピアカウンセラー養成 人権・男女共同参画課
講座」を県と共催して開催します。また、 保健所健康課
小学校は保護者、中・高校は、生徒を対象
とした「性の出前講座」を実施します。
生活習慣病等の早期発見・早期治療のため

47

生涯を通じての健康づ の各種検診の充実などにより、女性のライ
くりの促進

フステージに応じた疾病の予防と健康の増

保健所健康課

進を促進します。
48

女性特有の健康に関す
る相談機能の充実

女性の疾病予防と健康増進を図る健康に関
する相談や妊産婦・乳幼児に関する相談を 保健所健康課
実施します。
エイズや性感染症について、相談・検査を

49

性感染症予防対策の充 実施することにより、感染者の早期発見・
実

早期治療に努めるとともに、予防意識の啓
発を図ります。

女性のための健康セミナー

28

当

保健所健康課
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章

計画の推進のために

第３章

男女共同参画を推進するためには、市、市民、事業者がそれぞれの立場で責任を持って役割
を果たしていく必要があります。また、市は男女共同参画の推進にあたっては、市民及び事業
者と協働の下に行うものとしています。

計画の推進のために

計画を着実に実施し、男女共同参画の推進を実効性のあるものとするために、次のような体
制を整えます。

１

計画の推進体制の整備

市民・事業者

協働

市

諮問・答申

男女共同参画審議会
（調査・審議）

男女共同参画推進委員会
人権・男女共同参画課

協働

関係団体等

男女共同参画センター
協働

関係各課

連携

国・県・関係行政機関

■長野市男女共同参画推進委員会
 庁内推進組織である「長野市男女共同参画推進委員会」において、関係部局間の密接な連
携調整を行い、より効果的な計画の推進を図ります。
■長野市男女共同参画審議会
 条例第 24 条に基づき設置する「長野市男女共同参画審議会」において、市長の諮問に対し
て答申を行うほか、必要に応じて男女共同参画の推進に関する総合的施策及び重要事項に関
して調査、審議します。
■関係団体等との連携
 男女共同参画団体や市民サポーターなどの関係団体等と協働し、市民・事業者の意識啓発
を図るとともに、住民自治協議会と連携し、各地域の実情に合わせた講座・セミナーを実施
します。
■国、県、関係機関との連携
計画を推進するにあたって、国、県、関係機関との連携を図ります。
■苦情の対応
 男女共同参画の推進に関する施策等に対する市民、事業者からの苦情の申出に対し、適切
な対応と必要な措置を講じます。
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２

市民参画の促進と拠点の充実

■市民参画の促進
ワーク作り等の支援に努めます。
■拠点施設の機能充実
 男女共同参画社会の実現に向け、市民が主体的に活動を展開する場として、また、女性に
対する支援となる相談事業を担う場として、長野市勤労者女性会館しなのき内に置き、長野
市男女共同参画センターの機能を充実させます。

３

計画の推進のために

 団体、グループ、事業者等による男女共同参画を推進するための情報提供の充実やネット

計画の進捗状況の評価指標

以下の評価指標により計画の進捗状況を把握し、施策に反映します。
基本的
な方向

評価指標

内

容

現
況
（H26 年度）

Ⅰ

目標値
（H31 年度）

目標値設定の
考え方

60%

H22 年 度 に 初 め て 反
対が賛成を上回り、そ
の後徐々に反対の割合
が多くなっているが、
更にその割合を増やす
ことを目指す。

80%

男女共同参画社会の実
現について、多数の市
民に理解していただく
ことを目指す。

40%

女性の審議会等への参
画を進め、男女いずれ
か一方の委員の数が
40％未満にならない
ことを目指す。

Ｂ

「男女共同参画社会」
42.2%
男女共同参画に対
という、言葉を知っ （男女共同参画に関する
する認識度
市民意識と実態調査）
ている市民の割合

Ｃ

市の政策・方針決
35.9%
審議会等への女性の
定過程への女性の
（女性の公職等参画状況
参画率
調査）
参画度

Ｄ

住民自治協議会の役
地域の方針決定の
17.7%
員（評議委員、評議員、
場への女性の参画
（女性の公職等参画状況
委員、代議員等）へ
調査）
度
の女性の参画率

30%

住民自治協議会に女性
の参画を促し、女性の
地区役員の増加を目指
す。

Ｅ

家 事（ 掃 除・ 洗 濯・
67.1%
男性の家事への参 買物・炊事・ごみ捨て）
（男女共同参画に関する
画度
をする男性市民の割
市民意識と実態調査）
合

90%

家事に参画する男性の
割合の増加を目指す。

Ｆ

「ワーク・ライフ・バ
ランス（仕事と生活
25.3%
ワーク・ライフ・
の調和）」の言葉も内 （男女共同参画に関する
バランスの認識度
容も知っている市民 市民意識と実態調査）
の割合

50%

自ら希望するバランス
で様々な活動を展開で
きることの重要性につ
いて、市民の半分に理
解していただくことを
目指す。

学び

Ａ

「男性は仕事、女性は
性別による固定的 家事 ･ 育児」という、
56.0%
な役割分担の意識 性別による固定的な （男女共同参画に関する
度
役割分担意識に反対 市民意識と実態調査）
する市民の割合

Ⅱ
実践
Ⅲ
調和
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基本的
な方向

評価指標

容

現
況
（H26 年度）

Ｇ

ＤＶ被害にあったと
ＤＶ被害に対する
28.4%
き、市に相談窓口が
市の対応窓口の認
（男女共同参画に関する
あることを知ってい
市民意識と実態調査）
識度
る市民の割合

Ｈ

ＤＶなどの身近な暴
ＤＶなどの身近な
73.4%
力はどんな場合でも
暴力は人権侵害で
（男女共同参画に関する
人権侵害だと思う市
市民意識と実態調査）
あるとの認識度
民の割合

Ⅳ
尊重

計画の推進のために

４

内

目標値
（H31 年度）

目標値設定の
考え方

50%

ＤＶ被害にあったと
き、当事者又はその周
囲の人が相談する場所
について、市民の半分
に認識していただくこ
とを目指す。

80%

多数の市民にＤＶが人
権侵害にあたると認識
していただくことを目
指す。

計画の進捗状況を把握するための調査

計画の進捗状況を把握するため、定期的に市民意識調査等の各種調査を実施します。
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男女共同参画社会基本法（抄）
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

男女共同参画社会基本法
（抄）

現に向けた様々な取組が、国際社会における

る用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
（１）男女共同参画社会の形成

男女が、

取組とも連動しつつ、着実に進められてきた

社会の対等な構成員として、自らの意思

が、なお一層の努力が必要とされている。

によって社会のあらゆる分野における活

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の

動に参画する機会が確保され、もって男

成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化

女が均等に政治的、経済的、社会的及び

に対応していく上で、男女が、互いにその人

文化的利益を享受することができ、かつ、

権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にか

共に責任を担うべき社会を形成すること

かわりなく、その個性と能力を十分に発揮す

をいう。

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。

（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

このような状況にかんがみ、男女共同参画

要な範囲内において、男女のいずれか一

社会の実現を 21 世紀の我が国社会を決定す

方に対し、当該機会を積極的に提供する

る最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分

ことをいう。

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

（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

である。
ここに、男女共同参画社会の形成について

女が性別による差別的取扱いを受けないこ

の基本理念を明らかにしてその方向を示し、

と、男女が個人として能力を発揮する機会

将来に向かって国、地方公共団体及び国民の

が確保されることその他の男女の人権が尊

男女共同参画社会の形成に関する取組を総合

重されることを旨として、行われなければ

的かつ計画的に推進するため、この法律を制

ならない。
（社 会における制度又は慣行についての配

定する。

慮）

第１章

総則
この法律は、男女の人権が尊重され、

よる固定的な役割分担等を反映して、男女

かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊

の社会における活動の選択に対して中立で

かで活力ある社会を実現することの緊要性

ない影響を及ぼすことにより、男女共同参

にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関

画社会の形成を阻害する要因となるおそれ

し、基本理念を定め、並びに国、地方公共

があることにかんがみ、社会における制度

団体及び国民の責務を明らかにするととも

又は慣行が男女の社会における活動の選択

に、男女共同参画社会の形成の促進に関す

に対して及ぼす影響をできる限り中立なも

る施策の基本となる事項を定めることによ

のとするように配慮されなければならない。

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
34

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

（目的）
第１条

第４条

この法律において、次の各号に掲げ

（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

の促進に関する施策を実施するため必要な

する機会が確保されることを旨として、行

法制上又は財政上の措置その他の措置を講

われなければならない。

じなければならない。

（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

（年次報告等）
第 12 条

政府は、毎年、国会に、男女共同

構成する男女が、相互の協力と社会の支援

参画社会の形成の状況及び政府が講じた男

の下に、子の養育、家族の介護その他の家

女共同参画社会の形成の促進に関する施策

庭生活における活動について家族の一員と

についての報告を提出しなければならない。

しての役割を円滑に果たし、かつ、当該活

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共

動以外の活動を行うことができるようにす

同参画社会の形成の状況を考慮して講じよ

ることを旨として、行われなければならな

うとする男女共同参画社会の形成の促進に

い。

関する施策を明らかにした文書を作成し、

（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

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

国は、第３条から前条までに定める

推進を図るため、男女共同参画社会の形成

男女共同参画社会の形成についての基本理

の促進に関する基本的な計画（以下「男女

念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

共同参画基本計画」という。）を定めなけ

男女共同参画社会の形成の促進に関する施

ればならない。

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 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事
項について定めるものとする。
（１）総合的かつ長期的に講ずべき男女共

（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、

同参画社会の形成の促進に関する施策の
大綱
（２）前号に掲げるもののほか、男女共同

国の施策に準じた施策及びその他のその地

参画社会の形成の促進に関する施策を総

方公共団体の区域の特性に応じた施策を策

合的かつ計画的に推進するために必要な

定し、及び実施する責務を有する。

事項

（国民の責務）
第 10 条

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意

国民は、職域、学校、地域、家庭

見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を

その他の社会のあらゆる分野において、基

作成し、閣議の決定を求めなければならな

本理念にのっとり、男女共同参画社会の形

い。

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

男女共同参画社会基本法
（抄）

おける方針の立案及び決定に共同して参画

資 料

発
令：平成 11 年 6 月 23 日号外法律第 78 号
最終改正：平成 11 年 12 月 22 日号外法律第 160 号

政府は、男女共同参画社会の形成

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。
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５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画
の変更について準用する。

男女共同参画社会基本法
（抄）

（都道府県男女共同参画計画等）

らない。
（苦情の処理等）
第 17 条

国は、政府が実施する男女共同参

都道府県は、男女共同参画基本計

画社会の形成の促進に関する施策又は男女

画を勘案して、当該都道府県の区域におけ

共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認め

る男女共同参画社会の形成の促進に関する

られる施策についての苦情の処理のために

施策についての基本的な計画（以下「都道

必要な措置及び性別による差別的取扱いそ

府県男女共同参画計画」という。）を定め

の他の男女共同参画社会の形成を阻害する

なければならない。

要因によって人権が侵害された場合におけ

第 14 条

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げ
る事項について定めるものとする。
（１）都道府県の区域において総合的かつ
長期的に講ずべき男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策の大綱

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

（２）前号に掲げるもののほか、都道府県

関する調査研究その他の男女共同参画社会

の区域における男女共同参画社会の形成

の形成の促進に関する施策の策定に必要な

の促進に関する施策を総合的かつ計画的

調査研究を推進するように努めるものとす

に推進するために必要な事項

る。

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

（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

市町村の区域における男女共同参画社会の

国際的協調の下に促進するため、外国政府

形成の促進に関する施策についての基本的

又は国際機関との情報の交換その他男女共

な計画（以下「市町村男女共同参画計画」

同参画社会の形成に関する国際的な相互協

という。
）を定めるように努めなければな

力の円滑な推進を図るために必要な措置を

らない。

講ずるように努めるものとする。

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

（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、

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められ

情報の提供その他の必要な措置を講ずるよ

る施策を策定し、及び実施するに当たって

うに努めるものとする。

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
36

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）

資 料

第 22 条

会議は、次に掲げる事務をつかさ

ない。

どる。
条第３項に規定する事項を処理すること。
（２）前号に掲げるもののほか、内閣総理

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。
（議員の任期）
第 26 条

前条第１項第２号の議員の任期は、

大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女

２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、

共同参画社会の形成の促進に関する基本

前任者の残任期間とする。

的な方針、基本的な政策及び重要事項を
調査審議すること。
（３）前２号に規定する事項に関し、調査
審議し、必要があると認めるときは、内

２ 前条第１項第２号の議員は、再任される
ことができる。
（資料提出の要求等）
第 27 条

会議は、その所掌事務を遂行する

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見

ために必要があると認めるときは、関係行

を述べること。

政機関の長に対し、監視又は調査に必要な

（４）政府が実施する男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策の実施状況を監

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。

視し、及び政府の施策が男女共同参画社

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために

会の形成に及ぼす影響を調査し、必要が

特に必要があると認めるときは、前項に規

あると認めるときは、内閣総理大臣及び

定する者以外の者に対しても、必要な協力

関係各大臣に対し、意見を述べること。

を依頼することができる。
（政令への委任）

（組織）
第 23 条

会議は、議長及び議員 24 人以内

をもって組織する。

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。

（議長）
第 24 条

男女共同参画社会基本法
（抄）

（１）男女共同参画基本計画に関し、第 13

議長は、内閣官房長官をもって充
附

てる。
２

員の総数の 10 分の４未満であってはなら

則（略）

議長は、会務を総理する。

（議員）
第 25 条

議員は、次に掲げる者をもって充

てる。
（１）内閣官房長官以外の国務大臣のうち
から、内閣総理大臣が指定する者
（２）男女共同参画社会の形成に関し優れ
た識見を有する者のうちから、内閣総理
大臣が任命する者
２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定す
る議員の総数の 10 分の５未満であっては
ならない。
３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいず
れか一方の議員の数は、同号に規定する議
37

資 料

長野市男女共同参画推進条例

長野市男女共同参画推進条例

日本国憲法には、個人の尊重と法の下の平

揮し、自らの意思により社会のあらゆる

等がうたわれており、女子差別撤廃条約の採

分野における活動に参画する機会が確保

択など国際社会における取組と連動しながら、

され、もって男女が政治的、経済的、社

男女平等の実現に向けた取組が進められてき

会的及び文化的利益を等しく受け、かつ、

た。

共に責任を担うことをいう。

長野市においても、真の男女平等の実現に

社会のあらゆ

向けて、女性行動計画の策定等様々な施策を

る分野における活動に参画する機会に係

推進してきた。

る男女間の格差を是正するため必要な範

しかしながら、性別による固定的な役割分

囲内において、男女のいずれか一方に対

担意識とそれに基づく慣行は依然として根強

し、当該機会をより積極的に提供するこ

く、真の男女平等の実現にはいまだに多くの

とをいう。
（基本理念）

課題が残されている。
このような状況に加え、少子高齢化の進展

第３条

男女共同参画の推進は、次に掲げる

等、社会経済情勢の大きな変化に対応してい

事項を基本理念として推進されなければな

くためにも、男女が互いにその人権を尊重し

らない。

つつ、責任も分かち合い、性別にかかわりな

（１） 男女の個人としての尊厳が重んぜら

く、個性と能力を十分に発揮することができ

れること、男女が直接的であるか間接的

る男女共同参画社会を実現することが、緊急

であるかを問わず性別による差別的な取

かつ重要な課題となっている。

扱いを受けないこと及び男女が個人とし

ここに私たちは、男女共同参画社会を実現
することを決意し、市、市民及び事業者が協
働して、男女共同参画を推進するために、こ

て能力を発揮する機会が確保されること
その他男女の人権が尊重されること。
（２） 性別による固定的な役割分担意識か

の条例を制定する。

ら生じた社会における制度又は慣行を改

第１章

善するとともに、これらの制度又は慣行

総則

が男女の社会における活動の選択に対し

（目的）
第１条

この条例は、男女共同参画の推進に

関し、基本理念を定め、並びに市、市民及

て及ぼす影響を中立なものとするよう配
慮されること。

び事業者の責務を明らかにするとともに、

（３） 男女が、社会の対等な構成員として、

男女共同参画の推進に関する施策の基本と

市その他あらゆる場における政策又は方

なる事項を定めることにより、男女共同参

針の立案及び決定に共同して参画する機

画を総合的かつ計画的に推進し、もって本

会が確保されること。

市における男女共同参画社会の実現を図る

（４） 家族を構成する男女が、性別による
固定的な役割分担意識にとらわれず、家

ことを目的とする。

庭生活において対等な役割を果たすとと

（定義）
この条例において、次の各号に掲げ

もに、相互の協力と社会の支援の下に家

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

庭生活における活動と職業生活等社会に

による。

おける活動とを両立して行うことができ

第２条

（１） 男女共同参画

男女が、社会の対等

な構成員として、個性と能力を十分に発
38

（２） 積極的格差是正措置

るようにすること。
（５） 男女共同参画の推進に向けた取組が

（配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与

していることから、国際社会の動向に配

える暴力的行為をいう。以下同じ。）を行

慮すること。

ってはならない。

（市の責務）
第４条

市は、男女共同参画の推進を主要な

（公衆に表示する情報に関する留意）
第８条

何人も、広く市民を対象とした広報、

施策として位置づけ、前条に定める基本理

広告等において、性別による固定的な役割

念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

分担意識及びドメスティック・バイオレン

男女共同参画の推進に関する施策（積極的

スを助長し、又は連想させるような表現並

格差是正措置を含む。以下同じ。
）を総合

びに過度の性的な表現を行わないよう努め

的に策定し、及び実施する責務を有する。

なければならない。

２ 市は、男女共同参画の推進に当たっては、
市民及び事業者と協働の下に行うものとす

第９条

何人も、自治会、ＰＴＡ等の団体の

活動において、男女共同参画を推進するよ

る。
（市民の責務）
第５条

（地域における男女共同参画の推進）

市民は、家庭、職場、学校、地域社

会等あらゆる場において、基本理念にのっ

う努めなければならない。
（教育における男女共同参画の推進）
第 10 条

何人も、学校教育その他のあらゆ

とり、自ら積極的に男女共同参画を推進す

る教育の場において、男女共同参画の推進

るとともに、市が実施する男女共同参画の

に配慮した教育を行うよう努めなければな

推進に関する施策に協力するよう努めなけ

らない。

ればならない。
（事業者の責務）
第６条

事業者は、その事業活動を行うに当

たっては、基本理念にのっとり、男女共同

第２章 男女共同参画の推進に関する
基本的施策
（男女共同参画基本計画）
第 11 条

市長は、男女共同参画の推進に関

参画を推進するとともに、市が実施する男

する施策を総合的かつ計画的に推進するた

女共同参画の推進に関する施策に協力する

め、男女共同参画の推進に関する基本的な

よう努めなければならない。

計画（以下「男女共同参画基本計画」とい

（性別による人権侵害の禁止）
第７条

何人も、家庭、職場、学校、地域社

会等あらゆる場において、直接的であるか
間接的であるかを問わず、性別を理由とし
て差別的な取扱いを行ってはならない。

う。）を定めなければならない。
２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事
項について定めるものとする。
（１） 男女共同参画の推進に関する総合的
かつ長期的な施策の大綱

２ 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等

（２） 男女共同参画の推進に関する施策を

あらゆる場において、セクシュアル・ハラ

総合的かつ計画的に推進するために必要

スメント（性的な言動又は性別による固定

な事項

的な役割分担意識から生じた言動により個

３ 市長は、男女共同参画基本計画を策定す

人に不快感若しくは不利益を与えたり、又

るに当たっては、市民及び事業者の意見を

は生活環境を害することをいう。以下同

反映するために必要な措置を講ずるととも

じ。
）を行ってはならない。

に、長野市男女共同参画審議会の意見を聴

３ 何人も、ドメスティック・バイオレンス

長野市男女共同参画推進条例

国際社会における取組と密接な関係を有

資 料

平成 15 年３月 28 日長野市条例第４号

かなければならない。
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資 料
４ 市長は、男女共同参画基本計画を定めた
ときは、これを公表しなければならない。

長野市男女共同参画推進条例

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画
の変更について準用する。
（年次報告）

（積極的格差是正措置）
第 18 条

市長等は、附属機関の委員等を委

嘱する場合には、男女の委員の数の均衡を
図るよう努めなければならない。

市長は、毎年度男女共同参画の推

２ 市は、職場、学校、地域社会等あらゆる

進に関する施策の実施状況等を明らかにす

場における活動に参画する機会において男

るため報告書を作成し、これを公表しなけ

女間に格差が生じている場合、積極的格差

ればならない。

是正措置を講ずる市民及び事業者に対し必

第 12 条

（調査研究）
第 13 条

市長は、男女共同参画の推進に関

する施策を策定し、及び実施するために必

要な支援を行うよう努めるものとする。
（市民等が行う活動への支援）
第 19 条

市は、市民及び事業者が行う男女

要な調査及び研究を行い、その成果を公表

共同参画の推進に関する自発的な活動に対

しなければならない。

し、情報の提供その他必要な支援を行うも

（財政上の措置等）
第 14 条

市は、男女共同参画の推進に関す

る施策を実施するため、必要な財政上の措
置等を講ずるよう努めるものとする。
（施策の策定等に当たっての配慮）
第 15 条

市は、あらゆる施策の策定及び実

施に当たっては、男女共同参画の推進に配
慮するものとする。
（推進体制の整備）

のとする。
（家庭生活と職業生活等との両立支援）
第 20 条

市は、男女が共に、家庭生活にお

ける活動と職業生活等社会における活動と
を両立することができるように、子育て及
び家族の介護等において必要な支援を行う
よう努めるものとする。
（苦情の申出等）
第 21 条

市民及び事業者は、市が実施する

市は、男女共同参画の推進に関す

男女共同参画の推進に関する施策又は男女

る施策について総合的に調整を行い、及び

共同参画の推進に影響を及ぼすと認められ

計画的に実施するために必要な体制を整備

る施策に関し苦情があるときは、市長に申

するものとする。

し出ることができる。

第 16 条

（普及啓発）
第 17 条

市は、市民及び事業者の基本理念

２ 市長は、前項の申出を受けたときは、適
切な措置を講ずるものとする。

に対する理解を深めるため、広報活動の充

３ 市長は、前項の措置を講ずるに当たって

実その他必要な措置を講ずるものとする。

必要があると認めるときは、長野市男女共

２ 市は、性別を理由とする差別的な取扱い、
セクシュアル・ハラスメント及びドメステ
ィック・バイオレンスにより人権を侵害す
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要な措置を講ずるものとする。

同参画審議会の意見を聴くものとする。
（被害者の相談）
第 22 条

市は、性別を理由とする差別的な

る行為の防止に関する啓発に努めるものと

取扱い、セクシュアル・ハラスメント及び

する。

ドメスティック・バイオレンスによって人

３ 市は、家庭、職場、地域社会等あらゆる

権が侵害された者から相談があった場合に

教育及び学習の場において市民及び事業者

は、関係機関との連携を図り、適切な措置

が基本理念に対する理解を深めるために必

を講ずるものとする。

資 料

（拠点施設）
第 23 条

市は、男女共同参画の推進に関す

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなけれ
ば、会議を開くことができない。

う男女共同参画の推進に関する活動を支援

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決

するための拠点施設を長野市勤労者女性会

定し、可否同数のときは、議長の決定する

館しなのき内に整備するものとする。

ところによる。

第３章

長野市男女共同参画審議会

第 27 条

（設置）
第 24 条

（専門部会）

男女共同参画を推進する上で必要

審議会は、専門の事項を調査する

ため及び苦情処理のため必要があるときは、

な事項を審議するため、長野市男女共同参

審議会に専門部会を置くことができる。

画審議会（以下「審議会」という。）を設

２ 審議会は、苦情処理のため専門部会が行

置する。
２ 審議会は、市長の諮問に応じて男女共同
参画の推進に関する基本的事項について調
査及び審議するほか、必要に応じて男女共

った審議を審議会が行ったものとすること
ができる。
（補則）
第 28 条

この章に定めるもののほか、審議

同参画の推進に関する総合的施策及び重要

会の運営に関し必要な事項は、市長が別に

事項に関し調査し、及び市長に意見を述べ

定める。

ることができる。

附

（組織等）
第 25 条

審議会は、委員 20 人以内で組織

則（略）

（施行期日）
１ この条例は、平成 15 年４月１日から施
行する。

する。
２ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員
の総数の 10 分の４未満であってはならない。
３ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が
委嘱する。

（経過措置）
２ この条例の施行の際現に長野市男女共同
参画懇話会要綱（平成２年６月１日制定）
の規定に基づき長野市男女共同参画懇話会

（１） 学識経験者

の委員として委嘱されている者は、この条

（２） 民間諸団体の代表者

例の施行の日に、この条例の規定に基づく

（３） 関係行政機関の職員

審議会の委員として委嘱されたものとみな

（４） 市長が必要と認める者

す。この場合において、その委嘱されたも

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補

のとみなされる者の任期は、第 25 条第４

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

項の規定にかかわらず、同日における長野

５ 審議会に、会長及び副会長各１人を置き、

市男女共同参画懇話会の委員としての任期

委員の互選によりこれを定める。
６ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
７ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が
あるとき又は欠けたときは、その職務を代
理する。

の残任期間と同一の期間とする。
（長 野市特別職の職員等の給与に関する条
例の一部改正）
３ 長野市特別職の職員等の給与に関する条
例（昭和 41 年長野市条例第 24 号）の一
部を次のように改正する。

（会議）
第 26 条

長野市男女共同参画推進条例

る施策を実施し、及び市民及び事業者が行

会議の議長となる。

審議会は、会長が招集し、会長が

（次のよう略）
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男女共同参画関連年表

年

男女共同参画関連年表

世界

日本

長野県

1975（昭和 50 年）

・国際婦人年世界会議
（メキシコシティ）開
催 ｢世界行動計画」
「メ
キシコ宣言」採択
・国 連 総 会 で 1976 年
～ 85 年を「国連婦人
の 10 年」と決定

・内 閣総理大臣を本部
長とする「婦人問題企
画推進本部」を設置
・総 理府婦人問題担当
室開設

・国 際 婦 人 記 念「 国 際
婦人年長野県大会」を
開催

1976（昭和 51 年）

・国連婦人の 10 年（～
85 年）

・
「民法」改正（離婚復
氏制限の廃止）

1977（昭和 52 年）

・婦 人問題企画推進本
部が「国内行動計画・
前期重点目標」を発表

1978（昭和 53 年）

・社 会 部 労 政 課「 婦 人
福祉係」設置
・長 野県婦人問題協議
会設置（関係部長、教
育長）

・婦 人の窓口担当を労
政課に設置（４月）

・
「長野県婦人問題県民
会議」設立

・
「長野市働く婦人の家」
開館（４月）

1979（昭和 54 年）

・第 34 回国連総会「女
子に対するあらゆる形
態の差別の撤廃に関す
る条約（女子差別撤廃
条約）」採択

1980（昭和 55 年）

・国連婦人の 10 年（中 ・
「女子差別撤廃条約」 ・
「長野県婦人行動計画」
間年）世界会議（コペ
に署名
策定
ンハーゲン）開催
・
「民法」改正（配偶者 ・
「婦人係」設置
・
「女子差別撤廃条約」
の相続分引き上げ）
署名式
・国連婦人の 10 年中間
年全国会議

1981（昭和 56 年）

・ILO 第 156 号条約（家
族的責任条約）採択

・婦 人問題企画推進本
部が「国内行動計画・
後期重点目標」を発表

長野市

・社 会部青少年家庭課
に「婦人室」設置

1982（昭和 57 年）
1983（昭和 58 年）
1984（昭和 59 年）

1985（昭和 60 年）

・
「 国 籍 法 」「 戸 籍 法 」 ・長 野県婦人総合セン
改正（父系血統主義か
ター設置
ら父母両系主義へ）
・国連婦人の 10 年最終
年世界会議（ナイロビ）
開 催「 西 暦 2000 年
にむけての将来戦略」
を採択
・第 71 回 ILO 総 会 に
て雇用における男女の
均等な機会及び待遇に
関する決議

・
「女子差別撤廃条約」
批准
・
「男女雇用機会均等法」
公布
・
「国民年金法」改正（専
業主婦の基礎年金保
証）
・文 部省検討会議にお
いて家庭科の男女履修
の機会均等を表明

1986（昭和 61 年）

1987（昭和 62 年）
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・
「国連婦人の 10 年記
念大会」開催。これを
機会に「長野市婦人団
体連絡会」を設立（12
月）

・
「新長野県婦人行動計
画」策定

・女 子差別撤廃委員に
日本が初の委員に

・
「西暦 2000 年に向け
ての新国内行動計画」
策定～男女共同参画型
社会の形成～
・
「所得税法」改正（配
偶者特別控除制度新
設）

・福祉部労政課
「婦人室」
設置（４月）
・
「長野市婦人問題連絡
調整委員会」設置（４
月）

資 料

年

世界

日本

長野県

長野市

・
「労働基準法」改正（労
働時間の短縮）
・婦人週間 40 周年記念
・
「農山漁村婦人の日」
を設定

・
「長野市婦人行動計画」
策定委員委嘱（８月）

1989（平成元年）

・育 児休業制度普及促
進月間設定
・
「雇用保険法」改正
・
「パート減税法」公布
・学 習指導要領の改定
（高等学校家庭科の男
女必修等）

・
「長野市南部働く婦人
の家」開館（１月）
・
「長野市女性行動計画」
策定（10 月）

1990（平成 2 年）

・
「国連婦人の地位委員
会」（ウィーン）にお
いて「ナイロビ将来戦
略の実施に関する第 1
回見直しと評価に伴う
勧告及び結論」を採択

・
「長野市女性問題懇話
会」設置（７月）

1991（平成 3 年）

・
「育児休業法」公布
・
「さわやか信州女性プ
・
「西暦 2000 年に向け
ラン」（第３次長野県
ての新国内行動計画」
婦人行動計画）策定
第一次改定～「共同参
加」→「共同参画」へ
～

1992（平成 4 年）

・初 の婦人問題担当大
臣誕生

男女共同参画関連年表

1988（昭和 63 年）

・
「婦人室」「婦人総合 ・
「労政課婦人室」を「労
センター」を「女性室」
政課女性室」と名称変
「 女 性 総 合 セ ン タ ー」
更（４月）
と名称変更

1993（平成 5 年）

・第 48 回国連総会「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
・初 の女性衆議院議長
就任

1994（平成 6 年）

・
「開発と女性」に関す
る第２回アジア・太平
洋大臣会議（ジャカル
タ）開催「ジャカルタ
宣言及び行動計画」採
択
・国際人口・開発会議
（カ
イロ）開催

・内 閣 に「 男 女 共 同 参
画推進本部」設置
・総 理 府 に「 男 女 共 同
参画室」設置
・
「男女共同参画審議会」
設置（政令）

・
「婦人団体連絡会」を
「女性団体連絡会」と
名称変更

1995（平成 7 年）

・第 ４回世界女性会議
（北京）開催「北京宣
言及び行動綱領」採択

・
「育児休業法」改正（介
護休業制度の法制化）
・
「ILO156 号条約（家
族的責任条約）」批准

・
「みとめあい ささえ
あい 21」
（第二次長野
市女性プラン）策定（３
月）
・勤 労者女性会館しな
のき開館（４月）

1996（平成 8 年）

・男 女共同参画審議会
が「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

1997（平成 9 年）

・
「男女共同参画審議会」 ・社 会 部「 女 性 課 」 設
設置（法律）
置
・
「労働基準法」改正（女
子保護規定撤廃）
・
「男女雇用機会均等法」
改正（女子差別禁止、
セクハラ防止義務）
・
「育児・介護休業法」
改正（深夜業制限）
・
「介護保険法」公布

・
「信州女性プラン」
（第
４次長野県女性行動計
画）策定
・
「女性プラン推進委員
会」「地域女性コミュ
ニケーター」設置
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世界

日本

長野市

男女共同参画関連年表

・男 女共同参画審議会
が「男女共同参画社会
基本法について」答申
・
「女性に対する暴力」
について中間報告

1999（平成 11 年）

・
「男女共同参画社会基
本法」公布・施行
・
「食料・農業・農村基
本法」公布・施行（女
性の参画の促進）

・機 構 改 革 に よ り「 生
活部女性課」に昇格（４
月）
・
「長野市女性問題連絡
調整委員会」を「長野
市女性政策推進委員
会」に名称変更（４月）

2000（平成 12 年）

・国 連 特 別 総 会「 女 性 ・男 女共同参画審議会 ・女 性総合センターの
2000 年 会 議 」（ ニ ュ
が「女性に対する暴力
愛称「あいとぴあ」に
ーヨーク）開催 「成
に関する基本的方策に
決定
果 文 書 」「 政 治 宣 言 」
ついて」「男女共同参 ・
「男女共同参画推進委
採択
画基本計画策定に当た
員会」設置（「女性プ
っての基本的な考え
ラン推進委員会」を改
方」答申
組）
・
「男女共同参画基本計
画」閣議決定
・
「ストーカー行為等の
規制等に関する法律
（ストーカー規制法）」
公布・施行

・
「女性課」を「男女共
同参画課」に名称変更
（４月）
・
「みとめあい ささえ
あい 21」
（長野市男女
共同参画計画）策定（３
月）
・
「長野市女性政策推進
委員会」を「長野市男
女共同参画推進委員
会」に名称変更（４月）

2001（平成 13 年）

・内 閣府に男女共同参
画局設置
・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（ＤＶ防
止法）」公布・施行

2002（平成 14 年）
2003（平成 15 年）

・
「パートナーシップ長
野 21」
（長野県男女共
同参画計画）策定
・
「女性課」を「男女共
同参画課」に名称変更

・
「長野県男女共同参画
社会づくり条例」公布
・女 子差別撤廃条約実
施状況第 4，5 回報告
審査

2004（平成 16 年）
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長野県

1998（平成 10 年）

・
「次世代育成支援対策
推進法」公布・施行

・
「長野県男女共同参画
推進指導委員」「長野
県男女共同参画審議
会」設置
・
「パートナーシップな
がの 21」
（長野県男女
共同参画計画）改定

・
「長野市男女共同参画
推進条例」施行（４月）
・
「長野市男女共同参画
審議会」設置（４月）
・
「長野市男女共同参画
市民推進員設置要綱」
施行（５月）

・
「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）」改正

・
「男女共同参画課」を
「ユマニテ・人間尊重
課」に改組

・勤 労者女性会館しな
のき内に「男女共同参
画センター」設置（４
月）
・
「働く婦人の家」「南
部働く婦人の家」を「柳
町働く女性の家」「南
部働く女性の家」に名
称変更（４月）

2005（平成 17 年）

・第 49 回国連婦人の地
位 委 員 会（「 北 京 ＋
10」閣僚級会合）（ニ
ューヨーク）

・
「第２次男女共同参画
基本計画」閣議決定

・
「みとめあい ささえ
あい 21」
（長野市男女
共同参画基本計画）策
定（３月）

2006（平成 18 年）

・東 アジア男女共同参 ・
「男女雇用機会均等法」 ・
「ユマニテ・人間尊重
画担当大臣会合（東京）
改正
課」を「人権・男女共
開催
同参画課」に名称変更
・
「男女共同参画センタ
ー」を「配偶者暴力相
談支援センター」に指
定

・
「男女共同参画課」を
「男女共同参画推進課」
に名称変更（4 月）
・長 野市男女共同参画
シンボルマーク決定
（8 月）

資 料

年

日本

長野県

長野市

・第 2 回東アジア男女
共同参画担当大臣会合
（インド）開催

・
「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）」改正
・
「仕事と生活の調和
（ワ
ーク・ライフ・バラン
ス）憲章」策定

・
「第２次長野県男女共
同参画計画」策定（３
月）

・
「男女共同参画セミナ
ー実施要領」施行（７
月）

2008（平成 20 年）

・女 子差別撤廃条約実
施状況第 6 回報告提
出

・
「次世代育成支援対策
推進法」改正

2009（平成 21 年）

・女 子差別撤廃条約実
施状況第 6 回報告審
査
・Ｉ Ｌ Ｏ 第 98 回 総 会
「ディーセント・ワー
クの中心にあるジェン
ダー平等」開催

・
「育児・介護休業法」
改正

2010（平成 22 年）

・第 54 回国連婦人の地
位 委 員 会（「 北 京 ＋
15」閣僚級会合）（ニ
ューヨーク）

・
「第３次男女共同参画
基本計画」閣議決定

2011（平成 23 年）

・ジ ェンダー平等と女
性のエンパワーメント
のための国連機関
（UN Women）発足
・ＩＬＯとUN Women
が職場における女性の
エンパワーメント促進
に向けた覚書締結

2012（平成 24 年）

・第 56 回国連婦人の地
位委員会「自然災害に
おけるジェンダー平等
と女性のエンパワーメ
ント」決議案採択

2013（平成 25 年）

・
「長野市男女共同参画
促進サポート事業実施
要領」施行（４月）

男女共同参画関連年表

世界

2007（平成 19 年）

・
「みとめあい ささえ
あい２１ 第二次長野
市男女共同参画基本計
画」策定（３月）
・
「第３次長野県男女共
同参画計画」策定（３
月）

・
「配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護
等に関する法律（DV
防止法）」改正
・
「ストーカー行為等の
規制等に関する法律
（ストーカー規制法）」
改正
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第三次長野市男女共同参画基本計画策定の経過
長野市男女共同参画審議会への諮問
25 男女第 25 号

第三次長野市男女共同参画基本計画策定の経過

平成 25 年 7 月 26 日
長野市男女共同参画審議会
会 長

石川

利江

様

長野市長

鷲澤

正一

三次長野市男女共同参画基本計画策定について（諮問）
長野市男女共同参画推進条例第 11 条第１項及び第３項の規定により、平成 27 年度を初年度とす
る「第三次長野市男女共同参画基本計画」を策定するため、同条例第 24 条第２項の規定により、貴審
議会の意見を求めます。

長野市男女共同参画審議会の答申
平成 26 年 10 月 29 日

長野市長

加藤

久雄

様
長野市男女共同参画審議会
会

長

柳原

静子

第三次長野市男女共同参画基本計画について（答申）

平成 25 年７月 26 日付け 25 男女第 25 号で諮問のありました第三次長野市男女共同参画基本計
画の策定について、本審議会で慎重審議を重ねた結果、別冊（案）のとおり決定しましたので答申しま
す。
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第三次長野市男女共同参画基本計画策定の審議状況

平成25（2013）年

11月

11月

長野市男女共同参画審議会①
～第三次長野市男女共同参画基本計画策定について諮問～
長野市男女共同参画推進委員会①
～第三次長野市男女共同参画基本計画の策定について～
長野市男女共同参画審議会②
～第三次長野市男女共同参画基本計画の施策体系について～

平成26（2014）年
2月

6月

8月

8月〜 9月

10月
10月
11月

長野市男女共同参画審議会③
～第三次長野市男女共同参画基本計画（素々案）について～
長野市男女共同参画審議会④
～第三次長野市男女共同参画基本計画（素案）について～
長野市男女共同参画審議会⑤

第三次長野市男女共同参画基本計画策定の審議状況

7月

～第三次長野市男女共同参画基本計画（案）について～
第三次長野市男女共同参画基本計画（案）に対する市民意見等の募集
（パブリックコメント）
長野市男女共同参画審議会⑥
～第三次長野市男女共同参画基本計画答申（案）の決定～
第三次長野市男女共同参画基本計画（案）の答申
長野市男女共同参画推進委員会②
～第三次長野市男女共同参画基本計画について～

平成27（2015）年
1月

庁議において決定
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長野市男女共同参画審議会委員名簿
第６期【任期：平成 24 年７月１日～平成 26 年６月 30 日

長野市男女共同参画審議会委員名簿

氏

名

役

石川

利江

横山

悟

黒岩

直貴

古平

浩

追手門学院大学経済学部

芝山

豊

清泉女学院大学

職

等

ＩＳＨＩＫＡＷＡ地域文化企画室代表

会長

元信濃毎日新聞記者

副会長

考

プロフェッショナルコーチングオフィスエンパワー代表
専任講師

学部長

清水 千恵子

公

高橋

孝一

長野商工会議所

丹野

佳苗

長野労働局雇用均等室

傳田

佳子

長野市ＰＴＡ連合会

野口

暢子

長野県短期大学

濵

民恵

社会保険労務士

町田

明子

長野市農村女性ネットワーク研究会

栁澤

隆夫

公

柳原

静子

長野市地域女性ネットワーク

山本

直子

公

募
指導部長
室長補佐

H26.4.14 まで

副会長

助教

会長

募
会長

募

役

職

委員数 15 名】

氏

名

柳原

静子

古平

浩

天野

由紀子

池田

佳代

清泉女学院大学

植木

宏一

植木商店

小野

道子

公

黒岩

直貴

プロフェッショナルコーチングオフィスエンパワー代表

小林

和宏

社会保険労務士

塩入

米子

長野市農村女性ネットワーク研究会

高橋

孝一

長野商工会議所

中小企業相談所

野口

暢子

長野県短期大学

助教

林

光得

公

募

松井

明子

公

募

宮本

尚武

株式会社

山田 ふみ江

（敬称略）
備

第７期【任期：平成 26 年７月１日～平成 28 年６月 30 日
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委員数 15 名】

長野市地域女性ネットワーク
追手門学院大学経済学部

等

備

会長

会長

専任講師

長野労働局雇用均等室

副会長

地方機会均等指導官

准教授

専務取締役
募

ミヤ

取締役専務

長野市ＰＴＡ連合会

副会長

（敬称略）

会長
所長

H26.4.15 から

考

あ行
アンペイド・ワーク
での無償労働を指す。こうした労働の多くは女性が担っ
ており、賃金や報酬を伴わず数量的に把握することが困
難なことから、女性の果たしている役割が過小評価され

つであり、人種や性別などを基準に一定の人数や比率を
割り当てる制度のこと。

さ行
参画
社会の様々な場に、単に参加するだけでなく、企画・立

るといった結果を生んでいる。

案や決定にも自分の意思で関わり、意見や考えを出し、

エンパワーメント

や行動をいう。

自らの知識と能力を高め、力を持った存在になること。

負担も責任も担い合うといった主体的かつ積極的な態度

本来持っている力を取り戻すこと。

シェルター

ＨＤＩ（人間開発指数）

味するが、近年、夫や同居の男性などから暴力を受けた

Human Development Index：基本的な人間の能力が
平均どこまで伸びたかを測るもので、その基礎となる「長
寿を全うできる健康な生活」、「教育」及び「人間らしい
生活水準」の 3 つの側面の達成度の複合指数である。具
体的には、平均寿命、教育水準（成人識字率と就学率）、
国民所得を用いて算出している。なお、ＨＤＩは、国民
全体の平均的な状況を表わすもので、社会の様々なグル
ープ間の配分の不平等については考慮されていない。
（国
連開発計画「人間開発報告書 2014」による日本の順位

本来は戦災などで住居を失った人々のための避難所を意
女性のための緊急一時避難所をも意味するようになった。

ジェンダー
「女らしさ」「男らしさ」、「女の役割」「男の役割」など、
社会的、文化的に作られた性差のこと。

ＧＩＩ（ジェンダー不平等指数）
Gender Inequality Index：国家の人間開発の達成が男
女の不平等によってどの程度妨げられているかを明らか

187 ヵ国中 17 位）

にするもので、妊産婦の死亡率、15 歳～ 19 歳の女性

Ｍ字カーブ

中等教育以上の教育を受けた人の男女別割合、男女別の

日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したと
き、30 歳代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山
になるアルファベットの M のような形になることをい
う。これは、結婚や出産を機に労働市場から退出する女
性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入す
るという特徴があるためで、国際的にみると、アメリカ
やスウェーデン等の欧米先進諸国では、子育て期におけ
る就業率の低下はみられない。

か行
ガイドライン
市が作成した「男女共同参画の視点からの広報のてびき」
をさす。

家族経営協定
経営主と共同経営者である家族員が、個々人の意見を尊
重し家族員の自由な意思に基づいて農業経営のやり方や
生活運営について取決めを行うこと。

クォータ制（割当制）
ポジティブ・アクション（積極的改善措置）の手法の一

用語解説

家事、育児、介護、ボランティア活動など、家庭や地域

資 料

用語解説

1,000 人当たりの出生数、国会議員に占める女性の割合、
労働力率を用いて算出している。（国連開発計画「人間
開発報告書 2014」による日本の順位

149 ヵ国中 25

位）

ＧＧＩ（ジェンダー・ギャップ指数）
Gender Gap Index：各国内の男女間の格差を数値化
しランク付けしたもので、経済分野、教育分野、政治分
野及び保健分野のデータから算出され、0 が完全不平等、
1 が完全平等を意味している。ＧＥＭが、国の開発レベ
ルの影響を受け、必ずしも男女間格差を示せないことに
比べ、性別による格差を明らかにできる。（「世界経済フ
ォーラム 2014」による日本の順位 142 カ国中 104 位）

市民サポーター
市の制度で、登録により地域の男女共同参画に関する事
業やセミナーなどの活動をサポートする市民のこと。

住民自治協議会
地区全体で対応しなければならない課題に対し、地区住
民の参画、各種団体のネットワーク化、相互補完によっ
て、地区の特性をいかした活動を総合的かつ柔軟に行う
組織のこと。
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セクシュアル・ハラスメント

用語解説

性的な言動又は性別による固定的な役割分担意識から生
じた言動により個人に不快感若しくは不利益を与えた
り、又は生活環境を害すること。
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

た行
ダイバーシティ（多様性）
多様性という意味で、性別や年齢、国籍などの多様な属
性や価値観・発想を取り入れることで、企業等の競争力
に生かそうという考え方を指す。

男女共同参画社会

のものが含まれる。

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によっ

性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・

保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

ヘルス／ライツ）
女性の一生を通じての身体と性に関する健康を保障し、
子どもを産むかどうか、いつ何人産むかについて、女性
が自らの意思で選択できる権利を尊重し、広く女性の生
涯にわたる健康の確立を目指すもの。
個人、特に女性が生涯にわたって、主体的に自らの身体
と健康の保持増進と自己決定を図ることと、そのための
身体的・精神的・社会的な諸権利が基本的人権として保
障されていること。子どもを産むか産まないか、産むな
ら何時、何人産むかを性的関係と共に自らの意志で主体
的に選択する自由や、妊娠・出産、避妊、中絶などにお
ける人権に配慮した安全な治療をはじめとして、思春期、
妊娠・出産期、更年期など生涯にわたる良好な健康の管
理が含まれる。また、そのために必要な自らの体や健康
について正確な知識や情報を持つこと、性的暴力や差別、
強制を受けないことなども幅広く含まれる。この概念は
1994 年の世界人口開発会議で提唱され、翌年の第 4 回

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
び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を
担うべき社会をいう（男女共同参画社会基本法第２条に
定義）。

男女共同参画週間
男女共同参画社会基本法（平成 11 年 6 月 23 日法律第
78 条）の目的及び基本理念に関する国民の理解を深め
るため、
「男女共同参画週間」が平成 13 年に設けられた。
毎年 6 月 23 日から 6 月 29 日までの 1 週間である。こ
の週間において、地方公共団体、女性団体その他の関係
団体の協力の下に、男女共同参画社会の形成の促進を図
る各種行事等を全国的に実施している。

地域包括支援センター
介護保険の介護予防ケアマネジメント（介護予防支援）
・
総合相談支援・地域ケア支援や高齢者の虐待防止・権利
擁護など地域住民の保健医療の向上と福祉の増進を包括

世界女性会議世界行動綱領で重要課題となった。

的に支援する拠点のこと。

性同一性障害

テレワーク

生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理
的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持
ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合さ
せようとする意思を有する状態をいう。

パソコンやインターネットなどの情報通信技術を利用
し、場所や時間にとらわれないで働く勤務形態のこと。

都市内分権
地域の課題を迅速かつ効果的に解決するために、地域住

性別による固定的な役割分担意識
「男は仕事、女は家庭」「男は主、女は従」などと表され
るように、性別によって適した役割や能力、活動する分
野があるとして、役割を固定化する考え方や意識をいう。

民が「自分たちの地域は自分でつくる」という意識を持
って取り組み、その活動を市が積極的に支援していく仕
組みのこと。

結果的に男女格差を生み出すとともに女性の対等な社会

ドメスティック・バイオレンス

参画による貢献や平等な責任分担・利益配分を困難にす

配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為

る要因ともなっている。

一般的には夫から妻への、もしくは恋人など親密な関係
の男性から女性への暴力をいう。暴力には身体的暴力だ
けでなく、言葉や威嚇などによる精神的暴力、人との付
き合いを制限するなどの社会的暴力、生活費を渡さない
などの経済的暴力、性行為の強要などの性的暴力を含む。
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は行
ハラスメント
種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等が本人の
意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つ

力のこと。

ら行
ライフステージ

けたり、不利益を与えたり、脅威を与えることをさす。

人間の一生において、出生、入学、卒業、就職、結婚、

ピア・カウンセラー

って区分される生活環境の段階のこと。

同じ悩みや障害をもつ仲間の相談に乗り、悩みや障害を
その人自身で克服できるように援助する人のこと。

ファミリー・サポート・センター
子育ての手助けをしてほしい「依頼会員」と子育ての手
伝いをしたい「提供会員」が登録し、子育ての相互援助
活動を行う会員組織のこと。

出産、子育て、介護、退職など、節目となる出来事によ

用語解説

いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』をいう。その

のこと、またメディアを活用し自分の考えを表現する能

わ行
ワーク・ライフ・バランス
個人が仕事上の責任を果たしつつ、結婚や育児をはじめ
とする家族形成のほか、介護やキャリヤ形成、地域活動
への参加等、個人や多様なライフスタイルの家族がライ
フステージに応じた希望を実現できるようにすること。

フレックスタイム
１日の労働時間は一定とするが、出社・退社時間を各自
の裁量にゆだねる勤務制度のこと。

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）
過去における社会的・構造的な差別によって、現在不利
益を被っている集団（女性や人種的な少数弱者など）に
対して、一定の範囲で特別な機会を提供すること等によ
り、実質的な機会均等を実現することを目的とした、暫
定的な措置。男女共同参画社会基本法第 2 条第 2 項では、
「積極的改善措置」として次のように定義している。「（男
女共同参画に関し）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、当該機
会を積極的に提供することをいう」。アファーマティブ・
アクションともいう。

放課後子どもプラン
従来の児童館等と小学校内施設（子どもプラザ）を活用
して、放課後等における児童の安全で安心な居場所を提
供するとともに、遊び・学習・各種体験活動を通じて児
童がルールやマナーを身につけたり、体力・創造力を向
上させることを目的とするもの。

ま行
メディア･リテラシー
メディアからの情報を主体的に読み解き、自己発信する
能力のこと。
メディア（新聞、ラジオ、テレビ、雑誌、映画、インタ
ーネットなど）から発信される情報をそのまま受け取る
のではなく、主体的、批判的に読み解いて活用する能力
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