


　人々の意識の中には、性別による固定的な役割分担意識は現在も根強く残って
おり、一人ひとりの生き方や生活の選択の幅を狭め、あらゆる分野への参画機会
を阻害する要因となっています。
　本格的な人口減少・超高齢化社会の到来、社会経済の急速なグローバル化の進
展、環境問題の広がりなどに的確に対応しつつ、心豊かで充実した生活と活気あ
ふれる地域づくりを目指して、男性も女性も、家庭や地域、職場などで対等なパー
トナーとして尊重し合いながら、個人の能力を最大限に発揮できる社会、男女共
同参画社会の実現が求められています。

　本市は「第 3 次ばんどう男女共同参画プラン」を、「坂東市男女共同参画推進条
例」に基づく、本市における男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するための基
本的な計画として位置づけます。
　この計画は、「男女共同参画社会基本法」に基づく市町村男女共同参画計画、「女
性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法）」に基づく市町村
推進計画、「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(配偶者暴力
防止法）」に基づく市町村基本計画として一体的に策定します。
　市民・行政・企業等が一体となって、男女共同参画社会の実現に向けて取り組む
ための指針となる計画です。

　２０１８( 平成３０) 年度から２０２２年度までの５年間です。

男女共同参画社会の必要性　

計画の位置づけ

計画の期間

- Gender equality -
計画の基本的な考え方
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連携による推進

基本目標 1 基本目標 2 基本目標 3
一人ひとりの人権を
尊重するまちにしよう

あらゆる分野で
男女共同参画を進めよう

多様な働き方が
できる社会にしよう

計画の
基本
理念

男女の人権の尊重

社会における制度又は慣行についての配慮

政策等の立案及び決定への共同参画

家庭生活における活動と他の活動の両立

国際的協調



　一人ひとりの人権が尊重される社会の構築に向けて、性別による固定的な役割
分担意識の解消など男女共同参画の視点に立った意識の改革を進めるとともに、
男女平等を推進する教育や学習環境の充実を図ります。また、生命・人権の尊重
の啓発、男女間におけるあらゆる暴力の根絶に努めます。さらに、生涯を通じた
男女の健康支援などの総合的な取組を推進します。

基本目標

一人ひとりの人権を尊重するまちにしよう

施策の基本的方向 施策の内容

（１）男女共同参画の視点に立った意識の
　　 改革

①広報紙等による広報の推進
②地域における啓発事業の推進
③住民団体の育成支援
④国際的視野の獲得

（２）男女平等教育・学習の推進
①保育や教育現場での男女平等教育の推進
②教職員等の研修の充実
③家庭教育の支援推進
④情報提供体制の充実

（３）生命と性と心の尊重

①生命及び人権尊重の啓発
②暴力を許さない社会意識の啓発
③配偶者などからの暴力防止及び被害者の保護・支援の推進
④セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進
⑤メディアにおける人権の尊重
⑥女性総合相談窓口の充実

（４）生涯にわたる健康の保持・増進 ①生涯を通じた男女の健康に関する意識づくり
②女性の健康の保持・増進への支援

※住民意識調査の実施結果および庁内調べ
*計画期間中 (5 年間) の目標値

目標指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2022 年度）

「男女共同参画社会」という言葉を知っている市民の割合 31.9% 60%

性別による固定的な役割分担意識を持たない市民の割合 59.1% 70%

1 年間に健康診査を受けた市民の割合 82.6% 90%

配偶者やパートナーからの暴力（ＤＶ）を受けた経験のある
市民の割合 6.2% 0%*

学校教育の中で男女が平等だと思う市民の割合 49.0% 70%



　男女が男女共同参画の視点を持ち、主体的に社会のあらゆる分野に参画できる
機会を得られるように、政策・方針決定過程への女性の参画の拡大を推進します。
また、働き方の見直しなど、男性にとっての男女共同参画の理解促進を図ります。
さらに、市民・事業者・団体が男女共同参画の視点を持って地域の課題を解決す
るための取組を促進するとともに、女性の視点を生かした地域の防災や防犯を推
進します。

施策の基本的方向 施策の内容

（１）政策・方針決定過程への女性の参画
①行政における女性の登用推進
②女性リーダーの登用促進
③女性の意識向上
④民間企業における女性の活躍推進　★

（２）男性にとっての男女共同参画 ①男性の家庭や地域への参画に向けた意識啓発、支援
②事業者・団体に対する働きかけの推進

（３）地域社会での男女共同参画の推進
①地域社会等に関する情報提供の拡充
②誰もが参加しやすい条件整備の推進
③住民参加型共同事業の推進

（４）防災における男女共同参画の推進 ①女性の視点に立った地域防災の推進

★：女性活躍推進のための重点施策

目標指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2022 年度）

審議会等における女性委員の比率 25.0% 40%

政治・政策決定の場で男女が平等だと思う市民の割合 17.6% 40%

「女性活躍推進法」という言葉を知っている市民の割合　★ 6.5% 30%

地域防災組織の役員やリーダーへの女性の登用を重要だ
と思う市民の割合 62.2% 80%

地域活動の中で男女が平等だと思う市民の割合 38.1% 60%

基本目標

あらゆる分野で男女共同参画を進めよう

※住民意識調査の実施結果および庁内調べ



　男女が意欲を持って就労し、性別にかかわりなく能力を十分に発揮できる環境
を整えるため、雇用の場における男女平等の確保や多様な働き方のための環境整
備、生涯にわたる雇用・就業の支援を図ります。また、ワーク・ライフ・バラン
スの促進、育児や介護の負担を社会で担っていくシステムの拡充、特別な支援を
必要とする人への福祉の充実などに取り組みます。

★：女性活躍推進のための重点施策
※住民意識調査の実施結果および庁内調べ

施策の基本的方向 施策の内容

（１）労働条件と労働環境整備
①雇用者・労働者双方に対する労働関係法等の周知
②労働条件の見直し推進
③商工業等の自営業における働きやすい環境の整備
④農業等における男女共同参画の推進

（２）男女の生涯にわたる雇用・
           就業の支援

①女性の就業支援　★
②職業能力の向上　★
③多様な働き方の支援

（３）ワーク・ライフ・バランスの促進

①ワーク・ライフ・バランスに係る働きかけの推進　★
②多様な働き方を可能とする環境整備
③子育てに関する支援　★
④高齢者に関する支援
⑤特別な支援を必要とする人への福祉の充実

目標指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2022 年度）

職場の中で男女が平等だと思う市民の割合　★ 27.2% 50%

家族経営協定の締結世帯数 118世帯 130世帯

市男性職員の育児休業取得率　★ 0% 10%

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を知っている市民
の割合　★ 28.5% 60%

25歳から44歳までの女性の就業率　★ 76.2% 80%

基本目標

多様な働き方ができる社会にしよう



　働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分
に発揮できる社会を実現するため、「女性活躍推進法」が 2015( 平成 27) 年に成立
しました。
 　本計画において、女性活躍推進のための重点施策を以下のように掲げ、女性の職
業生活における活躍を積極的に推進していきます。

「女性活躍推進法」について周知を進めるとともに、一般事業主行動計画の策定を促進します。

女性活躍推進のための重点施策(女性活躍推進計画）

民間企業における女性の活躍推進

セミナーや講座などの情報提供を県やハローワーク等関係機関との連携により進め、
職業能力の向上の機会を提供します。

職業能力の向上

育児休業取得や働き方の見直しについての啓発や保育サービスの充実などにより、
子育てに関する幅広い支援を進めます。

子育てに関する支援

　様々な機会を通じて、ワーク・ライフ・バランスについての理解促進を図ります。

ワーク・ライフ・バランスに係る働きかけの推進

相談活動の充実や県との連携などにより、就業や再就職に関する支援を進めます。

女性の就業支援

女性活躍推進のための重点施策
- Priority measures -



INFOMATION

庁内推進体制の充実

男女共同参画推進の拠点として女性センターの活用を推
進します。

男女共同参画に関する施策は、広報、就労、保健、医療、
福祉など多岐にわたっているため、各課との連絡調整や
情報の共有化に努め、庁内組織の強化を図ります。

2008( 平成 20) 年 12 月に制定した「坂東市男女共同参画
推進条例」を推進します。

連携体制の構築
市民等と行政との協働による施策の推進を図るため、市
民参画を促進します。

自治組織や地域活動団体などとの連携強化を図るととも
に、市内の各種女性団体の育成、支援により、地域との
連携を推進します。

ワーク・ライフ・バランスの実現を目指し、企業等との
連携を進めます。

本計画を効果的に推進するため、国や県、他市町村、関
係機関等との連携強化に努めます。

計画の進行管理
「坂東市男女共同参画推進条例」に基づき、計画の進行管理を行います。

「坂東市男女共同参画審議会」において、各事業の進捗状況を把握し、必要に応じて各事業の
見直しを行うなど、効果的な展開を図ります。

進捗状況調査報告書を市ホームページに公表します。

- Development of support system -
推進体制の整備

坂東市企画部市民協働課

〒3 0 6 - 0 6 9 2　坂東市岩井 4 3 6 5

0 2 9 7 - 3 5 - 2 1 2 1   /   0 2 8 0 - 8 8 - 0 1 1 1

0 2 9 7 - 3 5 - 8 2 0 1


