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委員等の意見を反映した箇所を赤字で表記しています



第三次プラン 第四次プラン（案）

第１章　計画策定の趣旨　　第２章　策定の背景
第３章　計画の基本的な考え方と施策の体系

第１章　計画策定の趣旨　　第２章　基本計画

（第１章　計画策定の趣旨）

１　これまでの主な取組
⑴　国際社会の取組
○　国際連合（国連）では、1975年（昭和50年）を国際婦人年と定め、男女平等の推
　進、経済・社会・文化への婦人の参加などを目標に世界的な活動を行うこととし、
　1979年（昭和54年）には、女子に対する差別の撤廃と、男女平等に向けた「女性差
　別撤廃条約」を採択するなど、女性の地位向上を目指す取組を進めてきました。
○　また、2015年（平成27年）の国連サミットで採択された「持続可能な開発のため
　の2030アジェンダ」において、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ；エス・ディー・
　ジーズ）」が掲げられ、2030年までに世界が直面する課題を解決し、「誰一人取り
　残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指すことが宣言されました。
○　ＳＤＧｓは17の目標と169のターゲットから構成される国際社会の共通目標であ
　り、５番目の目標として「ジェンダー平等とすべての女性及び女児のエンパワーメ
　ント」が掲げられていますが、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の前文
　では、「人権の実現」、「ジェンダー平等」、「女性と女児のエンパワーメント」
　が明記されており、すべての目標とターゲットにおける進展において重要な位置付
　けとなっています。

１　世界の動き

　1946年（昭和21年）、国連に婦人の地位委員会が設置され、女性の地位向上のための取組が始まり

ました。以後、同委員会を中心として、世界の女性が抱える問題の解決に向けて国連を舞台に様々な

活動が精力的に続けられています。

　1975年（昭和50年）、国連はこの年を国際婦人年と宣言し、メキシコシティで「国際婦人年世界会

議」を開催しました。ここで、女性の地位向上を図るために各国が取るべき措置のガイドラインとし

て「世界行動計画」を採択しました。

　また、国際婦人年に続く10年間（1976年～ 1985年）を「国際婦人の十年」と定め、国連加盟各国

は行動計画の推進に取り組みました。

　1980年（昭和55年）には、「国連婦人の十年中間年世界会議」がコペンハーゲンで開催され、前年

の国連総会で採択された「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）」の署名式を行いました。

　この条約は、あらゆる分野における性差別の撤廃と男女平等の確立を目指し、法律や制度、慣習も

対象として性別役割分担の見直しを強く打ち出したもので、日本もこの年に署名し、1985年（昭和60

年）に批准しました。

　日本は、締結国として、2009年（平成21年）までに女子差別撤廃条約の実施状況を国連の女子差別

撤廃委員会に6回報告しています。

　1985年（昭和60年）の「国際婦人の十年世界会議」における「婦人の地位向上のための将来戦略

（ナイロビ戦略）の採択等を経て、1995年（平成7年）に「第4回世界女性会議」（北京会議）が開催

され、女性の地位向上やエンパワーメントなどを更に推進するための「北京宣言」と、2000年（平成

12年）までに各国が取り組むべき課題を示した「行動要領」を採択しました。

　2000年（平成12年）には、ニューヨークで国連特別総会「女性2000年会議」が開催され、女性に対

する暴力に対処する法律の整備や2005年（平成17年）までに女性に差別的な条項撤廃のための法律の

見直しをすることなどを盛り込んだ、「政治宣言」及び「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる

行動とイニシアティブ」を採択しました。

　2005年（平成17年）第49回国連婦人の地位委員会（国連「北京＋10」世界閣僚級会合）がニュー

ヨークで開催され、「北京宣言及び行動綱領」及び「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動

とイニシアティブ」を再認識し、男女平等を実現するためのこれまでの進展を踏まえながら、完全実

施に取り組むための宣言を採択しました。

　2006年（平成18年）には、「東アジア男女共同参画担当大臣会合」が東京で開催され、「東アジア

におけるジェンダーの平等を目指して」をテーマとし、男女共同参画の重要性、男女共同参画の取組

や推進にあたっての課題等について意見交換を行い、「東京閣僚共同コミュニケ」を採択しました。

　2007年（平成19年）にはインドで第2回会合が開催されています。

　2010年（平成22年）第54回国連婦人の地位委員会（国連「北京＋15」世界閣僚級会合）がニュー

ヨークで開催され、「北京宣言及び行動綱領」等を再確認し、実施に向けた国連やＮＧＯ等の貢献強

化などの宣言を採択しました。

　2012年（平成24年）第56回国連婦人の地位委員会において、東日本大震災の経験や教訓を各国と共

有し、より女性に配慮した災害への取組を促進することを目指して、「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」決議が採択されました。

　2015年（平成27年）第59回国連婦人の地位委員会（国連「北京＋20」世界閣僚級会合）がニュー

ヨークで開催され、「北京宣言及び行動綱領」や、第4回世界女性会議10周年・15周年における婦人

の地位委員会の宣言等を再確認し、実施に向け全ての機会とプロセスを利用し、2030年までに男女同

参画及び女性のエンパワーメントの完全な実現に向けた取組の宣言を採択しました。

≪見直しのポイント≫

▶重要な内容を抜粋、追加し整理。

（国内外の動向については年表として資料編に記載。）
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第三次プラン 第四次プラン（案）

⑵　国の取組
○　国では、1999年（平成11年）に制定した「男女共同参画社会基本法」において、
　男女が互いに人権を尊重し責任も分かち合い、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男女共同参画社会の実現を、21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ける男女共同参画の実現
　に向けた取組を進めてきました。
○　2001年（平成13年）に制定した「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（以下、「ＤＶ防止法」という。）」において、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こととしました。2019年（令和元年）の改正法では、
　児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図ることとし
　ました。
○　2015年（平成27年）に制定した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法
　律（以下、「女性活躍推進法」という。）」において、男女共同参画社会基本法の
　基本理念に基づき、女性の職業における活躍を迅速かつ重点的に推進し、自らの意
　思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮
　して活躍することにより、豊かで活力ある社会を実現することとしました。2019年
　（令和元年）の改正法では、女性が活躍できる行動計画の策定・公表が義務付けら
　れる事業主の対象を拡大することとしました。
○　2020年（令和２年）12月に策定された「第５次男女共同参画基本計画」において
　は、目指すべき社会として、①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発
　揮できる、公正で多様性に富んだ、活力ある持続可能な社会、②男女の人権が尊重
　され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会、③仕事と生活の調和が図ら
　れ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を送ることができ

　る社会、④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、ＳＤＧｓで
　掲げられている包摂的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際
　社会と協調する社会、の４つが改めて提示されています。

２　国の動き

　日本政府は、1975年（昭和50年）に女性問題の国内本部機構「婦人問題企画推進本部」を設

置し、1977年（昭和52年）に世界行動計画に対応した「国内行動計画」を策定しました。ま

た、1980年（昭和55年）に署名した「女子差別撤廃条約」を批准するため、法制度等諸条件の

整備を進め、同条約を1985年（昭和60年）に批准しました。

　整備された主な法制度

　　・1976年　民法の一部改正（離婚時の氏使用可能）

　　・1980年　民法の一部改正（配偶者相続分の引き上げ）

　　・1984年　戸籍法の改正（父系優先主義から父母両系主義へ）

　　・1985年　男女雇用機会均等法制度

　1987年（昭和62年）には、二年前に採択された「ナイロビ将来戦略」を受けて、「西暦2000

年に向けての新国内行動計画」を策定しました。

　1991年（平成3年）には、「ナイロビ将来戦略」の見直しを受けて新国内行動計画の改定を行

い、総合目標をそれまでの「男女共同参加」から「男女共同参画」に改めました。

　1996年（平成8年）、政府は国の新しい行動計画である「男女共同参画2000年プラン」を策定

しました。このプランは、男女共同参画審議会からの答申である「男女共同参画ビジョン」を

踏まえたもので、前年の第4回世界女性会議で採択された「北京宣言及び行動綱領」において各

国が2000年までに取り組むべきものとされた課題に対応するものです。

　1999年（平成11年）、男女の人権の尊重などを基本理念とした「男女共同参画社会基本法」

が成立し、国や地方自治体、国民が男女共同参画社会の形成に取り組む責務が法律に明記され

ました。

　2000年（平成12年）、男女共同参画社会基本法に基づく男女共同参画基本計画を策定しまし

た。

　2001年（平成13年）、内閣府に重要政策会議の一つとして男女共同参画会議を設置し、また

内部部局として男女共同参画局を設置するなど、男女共同参画に関する推進体制を強化しまし

た。

　また、同年には、「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」（以下「配偶

者暴力防止法」と略す。）が制定されました。2004年（平成16年）には、保護命令制度の拡充

や被害者の自立支援の明確化等を規定した改正法が施行されるなど、　2007年（平成19年）ま

でに、実効性を持った被害者保護・支援を目的とした改正が行われています。

　2003年（平成15年）、男女共同参画推進本部は、女性のチャレンジ支援策の推進について決

定を行い、この決定を踏まえ、社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合が

2020年（平成32年）までに少なくとも30％程度になることを期待し、女性のチャレンジ支援策

に取り組むことを明記した閣議決定をしました。

　また、同年には、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成

に資することを目的として、「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。

　2005年（平成17年）、男女共同参画基本計画（第2次）を閣議決定しました。

　2007年（平成19年）、国、経済界・労働界・地方公共団体の代表等からなる「官民トップ会

議」において、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」、「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」を策定しました。

　また、パートタイム労働法が、パートタイム労働者の待遇を通常の労働者と均衡のとれた待

遇とする「公正な待遇の実現」を目指して改正されています。

≪見直しのポイント≫

▶重要な内容を抜粋、追加し整理。（次ページあり）

（国内外の動向については年表として資料編に記載。）



　2008年（平成20年）、男女共同参画推進本部において、女性の参画拡大を推進するための戦

略的な取組を定める「女性の参画加速プログラム」を決定し、様々な分野において女性の参画

促進を戦略的に進めるための基盤整備、及び活躍が期待されながら女性の参画が進んでいない

分野についての重点的取組を推進することとしました。

　2009年（平成21年）6月、子育て中の短時間勤務制度及び所定外労働（残業）の免除の義務

化、子の看護休暇制度の拡充を主な内容として、育児・介護休業法が改正され、2010年6月30日

に施行されました。

　2010年（平成22年）7月、男女共同参画会議から、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が答申されました。

　2014年（平成26年）3月、女性が輝く社会をめざして全国的なムーブメントを創出し、社会全

体で女性の活躍を応援する気運を醸成するために、「輝く女性応援会議」が開催されました。

　また10月には、様々な状況に置かれた女性が、自らの希望を実現して輝くことにより、我が

国最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され、我が国の社会の活性化につながるよ

う、「すべての女性が輝く社会づくり本部」が設置されました。

　整備された主な法制度

　　・1989年　学習指導要領の改正（高等学校家庭科の男女共修等）

　　・1991年　育児休業法の成立

　　・1995年　育児休業法の改正（育児・介護休業法）

　　・1997年　男女雇用機会均等法の改正（努力義務から法的義務へ）

　　・1999年　男女共同参画社会基本法の成立

　　・2001年　配偶者暴力防止法の成立

　　・2003年　次世代育成支援対策推進法の成立

　　・2004年　配偶者暴力防止法の改正（被害者の子への接近禁止命令等の追加等）

　　・2006年　男女雇用機会均等法の改正（性別による差別の禁止等）

　　・2007年　配偶者暴力防止法の改正（電話等を禁止する保護命令の追加等）

　　　　　　　パートタイム労働法の改正

　　・2008年　次世代育成支援対策推進法の改正

　　　　　　　（一般事業主行動計画の策定・届出義務付けの対象を拡大）

　　・2009年　育児・介護休業法の改正（2010年施行）

　　・2013年　配偶者暴力防止法の改正（2014年施行）

　　・2015年　女性活躍推進法の成立（2015年施行）

第三次プラン 第四次プラン（案）
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第三次プラン 第四次プラン（案）

３　福島県の動き

　福島県では、世界や国の動きにあわせ、1978年（昭和53年）に青少年課を改組して青少年婦人課と

し、1983年（昭和58年）「婦人の地位と福祉の向上のための福島県計画」を策定しました。

　1988年（昭和63年）には、「ナイロビ将来戦略」や「新国内行動計画」を受けて県計画の見直しを

行い、1991年（平成3年）青少年婦人課内に婦人行政係を設置しました。

　1994年（平成6年）、新しい行動計画として女性総合センター（仮称）の整備等を盛り込んだ「ふ

くしま新世紀女性プラン」を策定しました。また、同年、青少年女性課と課名を変更し、課内室とし

て女性政策室を設置しました。

　2001年（平成13年）1月には本県の男女共同参画推進の実践的活動拠点となる男女共生センターを

開設しました。

　この間、「第4回世界女性会議」の開催や「男女共同参画2000年プラン」の策定、「男女共同参画

社会基本法」の制定等、国内外において新たな動きがみられ、ジェンダーに敏感な視点から社会制

度・慣行を見直すことや、女性の人権の尊重等、新たな課題に対応する必要が出てきました。こうし

たことから、男女共同参画社会の実現が緊要となっていることを踏まえ、福島県における男女共同参

画の形成に向けた施策をより一層推進することを目的として、2001年（平成13年）3月に「ふくしま

男女共同参画プラン」を策定しました。

　2002年（平成14年）、県内の各界各層の主体的取組みと相互連携により男女共同参画を積極的に推

進するため、ふくしま男女共同参画推進連携会議を設置しました。

　また、同年には、男女の実質的な平等を実現し、男女一人ひとりが個人として尊重される社会を形

成するため、「福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重される社会を形成するための男女共同

参画の推進に関する条例」（以下「男女共同参画推進条例」という。」）を制定しました。

　さらに、男女共同参画推進条例の規定に基づき、知事の附属機関として、男女共同参画の推進に関

する事項等を調査審議する「福島県男女共同参画審議会」を設置するとともに、県が実施する男女共

同参画の推進に関する施策等への県民及び事業者の意見申出を適切に処理するため、男女共生セン

ターに男女共同参画推進員を配置しました。

　2005年（平成17年）には、「ふくしま男女共同参画プラン」を改訂し、平成14年に施行されている

男女共同参画推進条例の理念や考え方等をプランに反映させるとともに、少子高齢化の進行、経済の

長期低迷、ドメスティック・バイオレンス等男女間の暴力問題の顕在化といった社会経済情勢の変化

に対応した施策を展開することとしました。

　また、男女共同参画に関する施策の総合的かつ体系的な推進を図るため、知事を本部長とする「福

島県男女共同参画推進本部」を設置しました。

　2008年（平成20年）には、2003年（平成15年）に県において「これまでのピラミッド型の組織や職

制を全面的に見直し、フラットでフレキシブルな行政組織とする」ことを目的として導入したＦ･Ｆ

型行政組織の一層の深化と分かりやすく親しみやすい県政の実現を目指し、男女共同参画社会の形成

を担当する部署として、人権男女共生課を設置しました。

　2009年（平成21年）には、2005年（平成17年）に改訂した「ふくしま男女共同参画プラン」につい

て、進行する少子高齢化や厳しさを増す雇用環境の悪化等の急激な社会経済環境の変化に的確に対応

するために、新しい施策展開が必要であるとして、平成22年度の終期を待たずに1年前倒しして同プ

ランを改定しています。

　2012年（平成24年）には、2009年（平成21年）に改訂した「ふくしま男女共同参画プラン」につい

て、平成23年3月11日に発生した東日本大震災とその後の原子力災害への対応についての課題や、地

域経済活性化や少子高齢化等の課題への的確な対応のため、同プランを改定しています。

　また、人権男女共生課と青少年育成室を統合し、青少年・男女共生課を設置しました。

　2015年（平成27年）4月、組織改編により、男女共生課へ名称が変更されました。

⑶　福島県の取組
○　福島県では、1983年（昭和58年）に、婦人の地位と福祉の向上を目指す計画を策
　定し、男女共同参画社会の実現に向けた取組を進めてきました。
○　その後、国の「男女共同参画社会基本法」や「男女共同参画基本計画」に基づ
　き、2001年（平成13年）３月に「ふくしま男女共同参画プラン」を策定し、また、
　2002年（平成14年）３月には「福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重され
　る社会を形成するための男女共同参画の推進に関する条例」を制定しました。
○　「ふくしま男女共同参画プラン」は社会情勢の変化に対応した施策を展開するた
　め、その後も改定が行われてきましたが、2021年（令和３年）●月に策定された新
　プランでは、人権の尊重と男女平等の実現や、ジェンダーの視点の反映と多様な価
　値の尊重、女性の能力発揮と環境整備、持続可能な地域社会の実現を視点に掲げ、
　計画を推進するとしています。
　（2021年（令和３年）３月に策定予定であった「福島県総合計画」が新型コロナウ
　イルス感染症の影響を踏まえた内容とするため策定が延期され（その後、令和３年
　９月に策定）、部門別計画である「ふくしま男女共同参画プラン（平成28年度改
　定）」も計画期間を１年延長するかたちで改定することとしました。）

≪見直しのポイント≫

▶重要な内容を抜粋、追加し整理。

（国内外の動向については年表として資料編に記載。）



第三次プラン 第四次プラン（案）

４　いわき市の動き

　市では、女性行政の積極的な展開を図るため、女性行政の総合調整窓口として1989年（平成元年）

度に「婦人児童課」を設置し、婦人の意識啓発等を推進してきました。

　1990年（平成2年）度から1999年（平成11年）度まで10回にわたり、本市の女性を海外に派遣し、

自治体の女性行政部門や施設訪問等を通して国際的視野を広げ、相互理解を深めるとともに、男女平

等や女性の社会参加など女性問題への関心を高めることを目的とする「いわき女性の翼」事業を実施

しました。

　1991年（平成3年）3月には、「女性の問題に関する市民意識調査」の結果や「いわき女性プラン検

討懇話会」からの意見など、市民の意見を尊重した「いわき女性プラン」を策定しました。

　この計画では、基本的な考えを「世界人権宣言」と「日本国憲法」におき、女性の地位向上のため

の国の「西暦2000年に向けての新国内行動計画」と、県の「婦人の地位と福祉の向上のための福島県

計画」を踏まえ、「いわき市総合計画」との整合性も図り、長期的展望にたった本市の女性に関する

施策の基本的方向を示すとともに、女性問題の解決に向けて施策を体系化し、具現化を図ることとい

たしました。

　具体的には、女性と男性がトータルにかかわり合う人間として平等な立場で、あらゆる分野に最大

限に参加できる社会の実現をめざし、「男女平等の意識づくり」「就労や社会参加などの多様な選択

を可能にする条件づくり」「女性の視点、感性からまちづくりを行うための拠点づくり」の3点を基

本にし、5つの柱を中心に計画を推進してまいりました。

　このプランにより、1991年（平成3年）度に「いわき女性学セミナー」が開催され、1993年（平成5

年）3月には、いわきの女性情報紙「ウィング」が発刊されるなど、女性問題に対する意識啓発が進

みました。さらに、1999年（平成11年）度には、市内の女性間の交流を活発化させることと、女性の

立場からのまちづくりを進めることを目的として、「いわき女性交流ネットワーク」が設立されまし

た。

　2000年（平成12年）4月には、いわき市の行政機構改革により、1999年（平成11年）6月に施行され

た「男女共同参画社会基本法」の規定による市男女共同参画推進計画の策定、推進を所掌し、男女共

同参画社会の実現に向けた各種施策を推進する部署として保健福祉部婦人児童課から女性政策に関す

る事務を分離移管し、市民生活部市民生活課内に男女共同参画室を新設しました。

　このような状況の中、2000年（平成12年）度に「いわき女性プラン」の計画期間が終了することや

急速な社会情勢の変化等による新たな課題に対応するため、女性施策のこれまでの取組を見直す必要

性が生じてきました。

　見直しにあたっては、「いわき市男女共同参画プラン推進懇話会」（平成12年5月設置）が主体と

なり、第4次「いわき市女性プラン推進懇話会」の意見書の内容や「地域フォーラム」での市民の

方々からの御意見を踏まえて慎重に協議を重ね、2000年（平成12年）10月に、提言書をまとめまし

た。

　市ではこの提言の趣旨を尊重し、国の男女共同参画社会基本法をはじめ、「男女共同参画ビジョ

ン」及び「ふくしま男女共同参画プラン」の趣旨を踏まえ、「新・いわき市総合計画」と整合性も図

り、2000年（平成12年）度に本市の男女共同参画社会の実現を目指した「いわき市男女共同参画プラ

ン」を策定しました。

　具体的には、男女共同参画社会の実現を目指して、計画の基本理念（目指すべき社会）を「男女の

性差にとらわれず個人が尊重され、一つの生命が生き生きと輝き、個性と能力を発揮することができ

る権利と責任を分かち合う男女平等社会」とし、5つの基本目標「Ⅰ 男女共同参画に関する意識高

揚」、「Ⅱ 社会活動への男女共同参画促進」、「Ⅲ 男女がともに働きやすい環境づくり」、「Ⅳ

生涯にわたる女性の人権擁護と健康の保持・増進」、「Ⅴ 社会環境の整備と福祉の向上」及び重点

課題を掲げて、計画を推進するために156項目の必要な事業を定めました。

　このプランに基づき、女性情報紙「ウィング」を平成13年10月発行の第16号からは「男女共同参画

情報紙」として発行、「男女共同参画会議」等を開催し、男女共同参画社会の実現のための意識啓発

を行い、広報活動に努めてきております。

⑷　いわき市の取組
○　いわき市では、女性行政の積極的な展開を図るため、女性行政の総合調整窓口と
　して、1989年（平成元年）度に「婦人児童課」を設置し、婦人の意識啓発等を推進
　してきました。
○　1991年（平成３年）３月、「女性の問題に関する市民意識調査」の結果や「いわ
　き女性プラン検討懇話会」からの意見など、市民の意見を尊重した「いわき女性プ
　ラン」を策定しました。
○　1993年（平成５年）３月、市女性情報紙「いわきの女性」（1994年（平成６年）
　３月発行の第２号から市女性情報紙「Wing」に名称変更）を発行するなど、女性問
　題に対する意識啓発を進めました。
○　2000年（平成12年）４月、市行政機構改革により、「男女共同参画社会基本法」
　の規定による「市町村男女共同参画計画」の策定及び推進を所掌し、男女共同参画
　社会の実現に向けた各種施策を推進する部署として保健福祉部「婦人児童課」から
　女性政策に関する事務を分離移管し、市民生活部市民生活課内に「男女共同参画
　室」を新設しました。
○　このような状況の中、2000年（平成12年）度に「いわき女性プラン」の計画期間
　が終了することや急速な社会情勢の変化等による新たな課題に対応するため、2001
　年（平成13年）３月に、「男女共同参画社会基本法」の規定による「市町村男女共
　同参画計画」として、本市の男女共同参画社会の実現を目指した「いわき市男女共
　同参画プラン」を策定しました。
○　「いわき市男女共同参画プラン」に基づき、市女性情報紙「Wing」を2001年（平
　成13年）10月発行の第16号から市男女共同参画情報紙「Wing」に変更、また、「男
　女共同参画会議」等を開催し、男女共同参画社会の実現のための意識啓発を行い、
　広報活動に努めてきました。

≪見直しのポイント≫

▶重要な内容を抜粋、追加し整理。（次ページあり）

（国内外の動向については年表として資料編に記載。）
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○　2005年（平成17年）４月、「啓発」「情報収集・提供」「人材育成」「活動・交
　流支援」の４つの機能を持ち、市民と行政の協働により男女共同参画社会の実現を
　目指すため、市総合保健福祉センター内に市民生活部「男女共同参画センター」を
　開所しました。
○　2006年（平成18年）４月、市における男女共同参画推進を産学官地の連携により
　図っていくため、より専門性の高い研究機関（研究者）に焦点を当てて、市におけ
　る男女共同参画推進のための助言・指導・提案、更には調査・研究等を行う「いわ
　き市男女共同参画推進アドバイザー」を設置要綱に基づき設けました。
○　2007年（平成19年）４月、市行政機構改革により、市民協働部「男女共同参画セ
　ンター」となりました。
○　「いわき市男女共同参画プラン」の計画期間が2010年（平成22年）で終了するこ
　とや、少子高齢化の進展・雇用環境の悪化等の急激な社会経済環境の変化等による
　新たな課題に対応するため、2010年（平成22年）11月、「第二次いわき市男女共同
　参画プラン」を策定しました。
○　2011年（平成23年）３月、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同
　参画社会の実現を図ることを目的に、「いわき市男女共同参画推進条例」を制定し
　ました。
○　2012年（平成24年）６月、前年３月11日に発生した東日本大震災を受けて、「防
　災における男女共同参画の推進」の項目追加を内容とする、本プランの一部改定を
　行いました。
○　「第二次いわき市男女共同参画プラン」の計画期間が2015年（平成27年）で終了
　することや、少子高齢化などの社会情勢の変化や市民意識調査や企業の意識実態調
　査の結果から浮き彫りになった課題に対応するため、2016年（平成28年）３月、
　「第三次いわき市男女共同参画プラン（以下、「第三次プラン」という。）」を策

　定しました。
○　2018年（平成30年）３月、「女性活躍推進法」の規定による「市町村推進計画」
　である「いわき市女性活躍推進計画」を、「第三次プラン」の一部改定・抜粋版と
　して策定しました。

第三次プラン 第四次プラン（案）

　2005年（平成17年）4月に、「啓発」「情報収集・提供」「人材育成」「活動・交流支援」の4つの

機能を持ち、また、市民と行政の協働により男女共同参画社会の実現を目指すため、市総合保健福祉

センター内に「市民生活部男女共同参画センター」を開所しました。

　2006年（平成18年）4月、市における男女共同参画推進を、「産学官地」の連携により事業展開を

図っていくため、より専門性の高い研究機関（研究者）に焦点を当てて、市における男女共同参画推

進のための助言・指導・提案、更には調査・研究等を行う「いわき市男女共同参画推進アドバイ

ザー」を設置要綱に基づき設けました。

　2007年（平成19年）4月、市行政機構改革により、「市民協働部男女共同参画センター」となりま

した。

　「市男女共同参画プラン」の計画期間が2010年（平成22年）で終了することや、少子高齢化の進

展・雇用環境の悪化等の急激な社会経済環境の変化等による新たな課題に対応するため、2009年（平

成21年）から2010年（平成22年）度にかけて、本プランの改定作業を行いました。

　見直しにあたっては、「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成21年7月～ 8月）を実施し、

男女共同参画に関する市民の意識を把握し、課題を抽出するとともに、平成21年7月から、いわき市

男女共同参画プラン推進懇話会、庁内連絡会議及びワーキンググループによる協議を重ね、また、男

女共同参画フォーラムやパブリックコメントにより市民の皆様方からの御意見もいただきながら慎重

に検討を行い、2010年11月に、提言書をまとめました。

　市ではこの提言の趣旨を尊重し、2010年（平成22年）11月に、本市の男女共同参画社会の実現を目

指した「第二次いわき市男女共同参画プラン」を策定しました。

　具体的には、男女共同参画社会の実現を目指して、計画の基本理念（目指すべき社会）を「男女の

性差にとらわれず個人が尊重され、一つの生命が生き生きと輝き、個性と能力を発揮することができ

る権利と責任を分かち合う男女平等社会」とし、4つの基本目標「Ⅰ 男女共同参画の意識づくり」、

「Ⅱ人権を尊重する社会づくり」、「Ⅲ みんなが意思決定に参画する社会づくり」、「Ⅳ 働きやす

い社会づくり」及び重点課題を掲げて、計画を推進するために117の必要な事業を定め、これを基に

総合的に諸施策を展開しております。

　2011年（平成23年）4月、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の実現を

図ることを目的に、「いわき市男女共同参画推進条例」を制定しました。

　2012年（平成24年）6月、平成23年3月11日に発生した東日本大震災発生を受けて、「防災における

男女共同参画の推進」の項目追加を内容とする、本プランの一部改訂を行いました。



第三次プラン 第四次プラン（案）

　本市においては、女性施策の推進を図るために、平成元年度に「婦人児童課」を設
置し、女性の地位向上や意識啓発に取組み、平成３年３月には「男女がともに変わる
社会をめざして」を掲げ「いわき女性プラン」を策定いたしましたが、その計画期間
が平成12年で終了すること、また、平成11年６月には「男女共同参画社会基本法」が
施行されたことから、それまでの女性施策の取組みから発展させ、社会情勢の変化な
どに適切に対応すべく、平成13年３月に、「男女の性差にとらわれず個人が尊重さ
れ、一つの生命が生き生きと輝き、個性と能力を発揮することができる権利と責任を
分かち合う男女平等社会」を基本理念とした「いわき市男女共同参画プラン」を策定
し、男女共同参画社会の実現へ向けた施策を展開してまいりました。
　この間、平成17年４月には、本市の男女共同参画推進の拠点となる、啓発、人材育
成、情報の収集及び提供、活動・交流支援の４つの機能を備えたいわき市男女共同参
画センターを、総合保健福祉センター内に開所し、講演会や講座、情報紙の発行など
様々な施策に取り組んでまいりました。
　さらに、平成23年４月に「いわき市男女共同参画推進条例」を制定し、男女共同参
画推進についての基本理念を定め、市、教育関係者、市民及び事業者の責務を定め、
男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の実現を目指していま
す。
　このたび、前回策定しました「第二次いわき市男女共同参画プラン」の計画期間が
平成27年度で終了することから、平成26年度において「男女共同参画に関する市民意
識調査」を実施したところ、約６割が男性優遇の社会であると考えていることや、５
年前の同調査と比較して女性の社会進出が望まれている割合が上昇しており、さらに
は、結婚した男女がともに働き続けていくために、育児休業等を容易に取得できる職
場環境の整備が必要とされていることなどが明らかとなり、男女共同参画社会の実現
にはなお一層の努力が必要な状況にあります。

　男女共同参画社会の実現は、21世紀のわが国における最重要課題と位置づけられて
いるとともに、近年では女性活躍推進の取組が急速に拡大し成長戦略の中核に位置付
けられていますが、その実現のためには、すべての市民が男女共同参画の意義を理解
するとともに、一人ひとりが尊重され、その個性と能力をいかんなく発揮することに
より、行政、市民、事業者が、それぞれの役割を果たし、一体となって暮らしやすい
社会をつくりあげていくことが重要であります。
　このような状況を踏まえ、本市では、引き続き男女共同参画社会の実現を目指し、
少子高齢化などの社会情勢の変化や市民意識調査や企業の意識実態調査の結果から浮
き彫りになった課題を踏まえ、平成26年度から２ヵ年にわたり「いわき市男女共同参
画審議会」での検討を重ね、さらには、「パブリックコメント」でいただいた市民の
皆様方からの意見も踏まえ、平成28年４月から平成33年３月までを推進期間とする第
三次いわき市男女共同参画プランを策定いたしました。

２　計画の見直しの必要性
○　「第三次プラン」策定後、市民意識調査の結果等から、男女共同参画推進への意
  識は高まってきているものの、男女が平等でなく、男性優遇と考える市民が多いと
　いう状況が変わっていないなど、依然として存在する課題に加え、少子高齢化に伴
　う人口減少や経済のグローバル化、雇用の不安化などの社会情勢の変化に係る新た
　な課題も見えてきたことから、これまで以上に情報を共有し、性別や年代、職業、
　居住地域等を問わず、男女共同参画に関する意識醸成を図り、計画的に施策を推進
　する必要があります。
○　国において、令和２年12月に基本計画が改定され、「政策・方針決定過程への女
　性の参画拡大」「仕事と生活の調和」「女性に対するあらゆる暴力の根絶」等に関
　する施策を計画的に推進する必要があります。
○　県において、令和３年●月にプランが改定され、「持続可能な地域社会の実現」
　「多様性社会の実現」「安心な暮らしへの支援」等が強調されており、これらに関
　する施策を計画的に推進する必要があります。
○　「第三次プラン」の計画期間が令和４年３月末で終了することから、「第三次プ
　ラン」を改定する形で、本計画を「第四次プラン」として策定します。（県のプラ
　ン改定にあわせ、「第三次プラン」の計画期間を令和３年３月末から１年間延長
　し、令和元年度から３年度にかけて改定作業を行いました。）
○　「第四次プラン」では、「多様性社会の実現に向けた取組の推進」、「性的少数
　者の困難解消・理解促進」など、人権尊重に関する施策を追加し、実行します。
○　「第四次プラン」では、平成30年３月に「第三次プラン」の一部改定・抜粋版と
　して策定した「いわき市女性活躍推進計画」を今回のプラン改定にあわせ一体化
　し、総合的に取り組みます。
○　「第四次プラン」では、ＤＶ防止施策を「ＤＶ防止法」の規定による「市町村基

　本計画」である「いわき市ＤＶ防止基本計画」（新規）として、今回のプラン改定
　にあわせ一体化し、被害の増加や深刻化が懸念される当事者が安心して暮らせるた
　めの取組を行います。

≪見直しのポイント≫

▶構成を変更し、重要な内容を抜粋、追加し整理。

（次ページあり）
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第三次プラン 第四次プラン（案）

１　計画の必要性
①男女共同参画社会形成の必要性
　1975年（昭和50年）の国際婦人年を境に、人間らしく平等に生きたいという女性た
ちの意識の高まりのもと、各国で男女平等に向けた様々な取組がなされています。
　我が国では、平成11年6月に「男女共同参画社会基本法」が制定され、男女平等に関
する法制度の整備が進められてきました。
　しかし、人々の意識の中では、いまだに男女の役割分担を固定的にとらえる考え方
が根強く残っており、それが真の男女平等実現への妨げとなっています。
　労働面を見ると、法制の面では男女雇用機会均等法が制定・改正されてきているも
のの、実際には雇用形態や男女間の賃金格差、管理職等への女性の参画の遅れなどの
問題が未だに見られます。昨今の経済情勢の悪化により、働く男性における問題も大
きくなっており、収入の大半を男性に依存するという経済的な負担や失職、収入減少
等の問題などにも直面してきております。
　性別役割分担意識にとらわれた考え方や行動は、女性への人権侵害につながるばか
りでなく、多様な生き方の可能性をも狭め、自立を妨げるものとなります。このた
め、人権の尊重を前提としながら、男女という性別役割分担意識による制度や慣行の
解消に努めていくことが重要です。
　長期の経済活動の低迷と雇用環境の悪化、少子高齢化、家族形態の変化など、わが
国の社会経済環境は急激に変化している中、近年では、働き方や家事、子育て、介護
の問題など、男性にとっての男女共同参画も重要な問題となっております。
　このような変化に適切に対処していくためにも、性別にとらわれることなく、自己
の能力を自らの意思に基づいて発揮でき、あらゆる分野に対等な立場で参画し、とも
に責任を担う社会、すなわち「男女共同参画社会」の実現が強く求められています。
②計画の必要性

　1999年（平成11年）6月に施行された男女共同参画社会基本法では、「男女共同参画
社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と位置づけています。
　さらに、法律では、地方公共団体の責務として、「国の施策に準じた施策及びその
他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」
と規定されております。
　本市においては、平成13年に「いわき市男女共同参画プラン」を、平成22年に「第
二次いわき市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて様々
な施策を展開してまいりましたが、平成26年度に実施した市民意識調査の結果から
は、男女共同参画社会の実現には至っておらず、なお一層の努力が必要な状況となっ
ております。
　このことから、本市においても、引き続き男女共同参画の実現を図るため、「第三
次いわき市男女共同参画プラン」を策定し、これまで以上に積極的に施策を推進して
いくことといたしました。



第三次プラン 第四次プラン（案）

５　計画の性格
　本計画は、第二次いわき市男女共同参画プランを改定した計画であり、「新・いわ
き市総合計画 後期基本計画」を踏まえた部門別計画となります。
　また、国の第４次男女共同参画基本計画、及び、ふくしま男女共同参画プラン（平
成24年度改定）を踏まえ、策定した計画で、本市の他の部門別計画とも整合性を図っ
た計画となっております。

３　計画の性格と位置付け
⑴　性格
○　本計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第３項に規定する「市町村男女共
　同参画計画」、また、「いわき市男女共同参画推進条例」第10条第１項に規定する
　「基本計画」とします。

⑵　位置付け
○　本計画は、本市の関連する計画と連携を図り、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、市まちづくりの基本方針を踏まえた部門別計
　画とします。
○　「女性活躍推進法」第６条第２項に規定する「市町村推進計画」である「いわき
　市女性活躍推進計画」を本計画に盛り込みます。
○　ＤＶ防止施策を、「ＤＶ防止法」第２条の３第３項に規定する「市町村基本計
　画」である「いわき市ＤＶ防止基本計画」として本計画に盛り込みます。

≪見直しのポイント≫

▶構成を変更し、重要な内容を追加・整理。
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第三次プラン 第四次プラン（案）

６　計画の期間
　本計画の計画期間は、平成28年４月から平成33年３月までの５年間とします。

３　計画推進の視点
　本計画を推進していくにあたり、次の３項目を視点として掲げます。
　①人権の尊重と男女平等の実現
　②女性の能力発揮と環境整備
　③ジェンダーの視点と多様な意見の反映

２　基本理念
　本計画の基本理念については、次のとおりです。

　男女の性差にとらわれず個人が尊重され、一つの生命が生き生きと輝き、
　個性と能力を発揮することができる権利と責任を分かち合う男女平等社会

※ 具体的には、次のような社会です。
　① 性別により差別されることなく、一人一人の人権が尊重される社会です。
　② 自分の生き方は、性別にとらわれることなく自分で選択でき、その選択が
　　尊重される社会です。
　③ すべての人が、社会のあらゆる分野で、みんなが方針決定に参画する社会です。
　④ みんなが相互に協力し、社会の支援を受け、家庭、社会における活動を
　　両立できる社会です。
　⑤ 対等な関係のもとに、妊娠・出産等について自らの意思が尊重され、
　　生涯にわたって心身ともに健康が維持される社会です。

　⑥ 国際社会の取組と密接な関係を有し、共生できる社会です。

４　計画の期間
　令和４年４月から令和９年３月までの５年間とします。

５　計画推進の視点
　基本理念に掲げる社会を実現するため、全ての施策を推進するに当たり、次の３項
目を基本的視点とします。

　人権の尊重と男女平等の実現
　女性活躍に資する能力発揮と環境整備
　ジェンダーの視点と多様な価値の尊重

（第２章　基本計画）
１　計画の役割
○　男女共同参画社会を形成していくには、実態に応じた施策の方向性をつくり、計
　画的に実施していくことが望まれます。
○　施策は教育、メディア、国際、労働、企業活動及び保健福祉など、広範囲におい
　て多岐にわたっており、部局間で総合的かつ体系的に展開していく必要がありま
　す。
○　「いわき市男女共同参画推進条例」第４条の規定に基づき、男女共同参画の推進
　に関する施策を実施します。

２　基本理念（目指すべき社会）

　男女の性差にとらわれず個人が尊重され、一つの生命が生き生きと輝き、

　個性と能力を発揮することができる権利と責任を分かち合う男女平等社会

　具体的な目指すべき社会の在り方は、次のとおりです。
　①　性別により差別されることなく、一人一人の人権が尊重される社会
　②　自分の生き方は、性別にとらわれることなく自分で選択でき、
　　　その選択が尊重される社会
　③　全ての人が、社会のあらゆる分野で方針決定に参画する社会
　④　皆が相互に協力し、社会の支援を受け、家庭、社会における活動を
　　　両立できる社会
　⑤　対等な関係の下に、妊娠・出産等について自らの意思が尊重され、
　　　生涯にわたって心身共に健康が維持される社会
　⑥　国際社会の取組と密接な関係を有し、共生できる社会

≪見直しのポイント≫

▶構成を変更し、重要な内容を整理。



４　計画の基本目標
　本計画が目指す基本理念および視点を施策展開につなげていくため、５項目の基本
目標を掲げます。

　　基本目標Ⅰ　男女共同参画の意識づくり
　　基本目標Ⅱ　人権を尊重する社会づくり
　　基本目標Ⅲ　あらゆる分野に参画できる社会づくり
　　基本目標Ⅳ　働きやすい社会づくり
　　基本目標Ⅴ　災害復興・防災における男女共同参画社会づくり

３　計画の基本目標
　基本理念及び計画推進の視点を施策展開につなげていくため、次の４項目を掲げま
す。

　　基本目標Ⅰ　男女共同参画社会の形成に向けた意識づくり
　　基本目標Ⅱ　人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会づくり
　　基本目標Ⅲ　女性があらゆる分野に参画できる社会づくり
　　基本目標Ⅳ　働きやすい社会づくり

　なお、国の「ＳＤＧｓ実施指針」において、「地方自治体の各種計画にＳＤＧｓの
要素を反映すること」とされており、本計画の推進がＳＤＧｓの達成に貢献すること
を明確に位置付けるため、基本目標ごとに関連するＳＤＧｓの主な目標を提示しま
す。

第三次プラン 第四次プラン（案）

≪見直しのポイント≫

▶基本目標ごとに関連するＳＤＧｓの主な目標を提示することを

記述。
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第４章　計画の体系　　第５章　計画の内容 第３章　計画の体系及び施策

【ＳＤＧｓ】

【現状と課題】 【現状と課題】

＜現行プランの実施事業等から＞ ＜これまでの実施事業等から＞

第三次プラン 第四次プラン（案）

　男女共同参画推進のための学習機会の充実のための、講座やセミナー等の事業につ
いては、その内容により参加者数に波があり、目標に達していない事業もあった。
　広報活動について実施した事業については、概ね事業の目的は達成された。
　男女混合名簿の導入は一部にとどまっている。
　市職員一人ひとりの男女共同参画推進に対する意識の改革に関する事業のうち、職
員に対しての研修等は一定の成果を得たが、男性の育児休業取得率については目標を
達成できていない。
　また、男女共同参画推進の一環として「男女共同参画の日の制定」を掲げていた
が、平成23年4月施行の条例で11月の第2日曜日を男女共同参画の日として制定し、毎
年度、市民との協働により事業を実施している。

［※「基本目標Ⅱ」から］

　メディアにおける人権の尊重のための取組としては、市政情報等の発信時において
男女共同参画の視点から考える表現ガイドラインに基づき、固定的な性別役割にとら
われない表現等に努めた。

○　男女共同参画に関する講座やセミナー等の事業について、参加者の理解につなが
　るよう、内容の充実等に努め実施していますが、性別や年代、職業、居住地域等を
　問わず、男女共同参画に関する意識醸成を図るため、今後も継続した取組が重要で
　す。
○　男性の男女共同参画について、いまだ育児休業取得率が低いなどの実態があるこ
　とから、理解促進や意識改革のための学習機会の創出が求められます。
○　定期的に発行する市男女共同参画情報紙等のメディアを活用し、男女共同参画に
　ついて周知していますが、のより効果的な周知に努める必要があります。
○　学校等において、年間計画に基づいた指導、相談等を実施し、男女平等教育男女
　共同参画の推進を図っています。
○　生涯学習の場での男女平等男女共同参画意識を啓発するため、公民館等における
　講座の開催等のより一層の充実が求められます。

基本目標Ⅰ
　男女共同参画の意識づくり

基本目標Ⅰ
　男女共同参画社会の形成に向けた意識づくり

≪見直しのポイント≫

▶ＳＤＧｓの達成に貢献することを明確に位置付けるため、関連するゴールを提示。

▶箇条書きに変更。

▶具体的な施策等に関連する主な取組に内容を修正。

▶性別や年代等を問わず意識醸成を図ることを記述。



＜市民意識調査の結果から＞ ＜令和元年度意識・実態調査の結果から＞（カッコ内の数値は平成26年度同調査結果）

　「社会全体における男女の地位の平等感」について、男性優遇であると考えている
人の割合が60.8％（5年前同調査62.9％）と半数を超え、社会全体ではまだまだ男性優
遇の社会であると考えている人が多い。
　一方、学校教育の分野においては、平等であると考えている人が36.6％（5年前同調
査43.8％）と、他の分野よりも平等であると考えられている。
　しかしながら、子どもに受けさせたい教育では、男の子に対しては「大学まで受け
させたい」が63.2％（5年前同調査58.3％）だったのに対し、女の子に対しては47.5％
（5年前同調査45.3％）と、女の子に対して望む学歴が低いなど、性別で差別してしま
う傾向が見られた。これは、特に女性において顕著で、男の子に対しては63.3％（5年
前同調査58.0％）であるのに対し、女の子に対しては43.4％（5年前同調査43.2％）
と、差が大きい結果が出た。
　市の施策に関して、「いわき市男女共同参画プラン」を知っていると回答した人は
5.4％（よく知っている0.3％、少し知っている5.1％）（5年前同調査10.5％）、「情
報紙Ｗing」を知っていると回答した人は10.7％（よく知っている1.7％、少し知って
いる9.0％）（5年前同調査17.3％）と、市の取組についてはあまり知られていない。
　また、「今回の調査ではじめて活動の内容等を知った」や「『男女共同参画』は耳
にすることはあるが、具体的な施策が分からない」などの意見も相次ぎ、まだまだ男
女共同参画そのものの認識が浸透していないことや、「『男女共同参画』という名称
が分かりにくい」や「男だから女だからという意識をなくすため、小さい頃から男女
共同参画の内容を浸透させる教育が必要」、「個人が尊重されれば、男女の格差はな
くなるのでは」など、男女共同参画に関しての多様な意見も見られた。「男女」を意
識せずにお互いを思いやり、対等でいられるよう、より一層「男女共同参画」社会の
実現に向けた取組が必要である。

○　「家庭における男女の地位の平等感」について、平等であると考える人の割合が
　35.2％（35.1％）、男性優遇であると考える人の割合が47.4％（44.1％）と、まだ
　まだ男性優遇であると考える人が多い状況です。
○　高校生に対する調査では、「家庭における男女の地位の平等感」について平等で
　あると考える人の割合が56.3％、男性優遇であると考える人の割合が18.1％と、市
　民と比較し、平等であるという認識が高い状況です。
○　「学校教育の場における男女の地位の平等感」について、平等であると考える人
　の割合が39.7％（36.6％）、男性優遇であると考える人の割合が15.0％（13.6％）
　と、全分野の中では最も男女平等の考えが浸透しています。
○　しかしながら、子どもに受けさせたい教育では、男の子に対しては「大学まで受
　けさせたい」が65.4％（63.2％）だったのに対し、女の子に対しては54.5％
　（47.5％）と、女の子に対して望む学歴が低いなど、性別で差別してしまう傾向が
　見られます。
○　高校生に対する調査では、「学校教育の場における男女の地位の平等感」につい
　て平等であると考える人の割合が59.6％、男性優遇であると考える人の割合が5.1％
　と、市民と比較し、自らの学習環境において平等であるという認識が高い状況で
　す。
○　「男女共同参画社会」という言葉を内容まで分かる人の割合が17.2％（9.8％）、
　聞いたことがある人の割合が51.5％（48.9％）、初めて聞いた人の割合が29.6％
　（35.2％）と、認知度は高まりながらも、依然として低い状況です。
○　高校生に対する調査では、「男女共同参画社会」という言葉を知っている、又は
　聞いたことがある人の割合が78.1％と、市民に対する調査での68.7％と比較し、認
　知度は高い状況です。

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅰ
　男女共同参画の意識づくり

基本目標Ⅰ
　男女共同参画社会の形成に向けた意識づくり

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶「男女の地位の平等感」について、「社会全体における」内容でなく、より身近な「家庭における」内容を記述。

▶新たに実施した高校生に対する調査の結果を記述。

▶言葉の認知度について、「いわき市男女共同参画プラン」でなく、「男女共同参画社会」を記述。⇒成果目標

13 
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○　男女共同参画についての正しい理解と意識の改革を図るため、普及・啓発が必要
　とされるテーマや対象世代を適宜設定した講演会やセミナー・講座等を開催しま
　す。
○　民間団体等が同様の講座等を主体的に行う際には講師の派遣等を行うなど、事業
　を支援します。
○　年齢や性別、国籍、能力等にかかわらず、誰もが暮らしやすい社会をつくるとい
　うユニバーサルデザインの考え方の浸透を図るため、意識の啓発等の事業を行いま
　す。
○　男女平等男女共同参画を阻害するような偏った社会制度や慣行について、各種実
　態調査等による現状把握や情報提供等に努めるとともに、その意識を改革するため
　の講座等を開催し、民間団体等が同様の講座等を実施する際の講師の派遣等を行い
　ます。
○　家事・育児等に積極的に参加する男性や生き生きと働く女性のロールモデル（模
　範となる人物）の発信等により、男性中心型労働慣行や固定的性別役割分担意識を
　解消し、男女共同参画への男性の理解の促進や意識の改革を図ります。

⑴　男女共同参画推進のための学習機会の充実（重点施策①） ⑴　男女共同参画推進のための学習機会の充実（重点施策①）

１　男女共同参画意識の高揚
施策の方向性Ⅰ－１
　男女共同参画の視点に立った慣行の見直しと意識改革

第三次プラン

【具体的な施策】

第四次プラン（案）

　男女共同参画についての正しい理解と意識の改革を図るため、講演会やセミナー、
講座等を開催します。また、民間団体等が同様のセミナー、講座等を主体的に行う際
には講師の派遣等を行うなど、事業を支援します。
　また、年齢や性別、国籍、能力等にかかわらず、だれもが暮らしやすい社会をつく
るというユニバーサルデザインの考え方の浸透を図るために、意識の啓発等の事業を
行います。
　さらに、偏った社会制度や慣行について、その意識を改革するための講座等を開催
し、民間団体等が同様の講座等を実施する際の講師の派遣などを行います。

⑶　市民一人ひとりの男女共同参画の推進に対する意識の改革
　男女平等を阻害するような社会制度や慣行について、各種実態調査等を行うことに
より、現状の把握に努めます。
　また、社会制度の改革や慣行の見直しに積極的な個人や団体及びその事例の紹介な
ど、情報の提供や各種資料の提供を行います。

［※「施策の方向性Ⅳ－３　男性中心型労働慣行等の変革」
　「具体的な施策⑶　男女共同参画に関する男性の意識の改革」から］
　家事・育児等に積極的に参加する男性のロールモデルの発信等により、固定的性別
役割分担意識を解消し、男女共同参画への男性の理解の促進や意識の改革を図りま
す。

基本目標Ⅰ
　男女共同参画の意識づくり

基本目標Ⅰ
　男女共同参画社会の形成に向けた意識づくり

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶講演会等のテーマや対象世代の設定について記述。

▶「男性の意識の改革」等について、具体的な施策を包括。ロールモデルの発信は男性だけで

なく女性も追記。



○　市男女共同参画情報紙を発行、また、市の広報紙、ホームページ、ＳＮＳ、
　YouTube等を活用し、男女共同参画についての理解の促進を図るための広報・啓発
　活動を推進します。
○　市が定める11月の第２日曜日の「男女共同参画の日」や、国が定める６月23日か
　ら29日までの「男女共同参画週間」をはじめとして、男女共同参画のより一層の推
　進のための事業を実施します。
○　各種事業を実施する際には、マスコミを通しての広報やオンラインの活用等を積
　極的に行います。

基本目標Ⅰ
　男女共同参画の意識づくり

基本目標Ⅰ
　男女共同参画社会の形成に向けた意識づくり

⑵　広報・啓発活動の推進 ⑵　男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進

　情報紙の発行、市広報紙、市ホームページ等を活用し、男女共同参画についての理
解の促進を図るための広報・啓発活動を推進します。
　さらに、11月の第二日曜日の「男女共同参画の日」や6月23日から29日の男女共同参
画週間をはじめとして、男女共同参画のより一層の推進のための事業を実施します。
　また、事業を実施する際には、マスコミを通しての広報等を積極的に行います。

［※「施策の方向性Ⅱ－２　メディアにおける人権の尊重」
　「具体的な施策⑴　広報・出版物等での男女共同参画の視点に立った表現の推進」
から
　市の事業・広報等において、男女共同参画の視点に立った表現の推進に努めます。
また、「男は仕事」とか「女は家庭」などのように性別で生き方や役割を固定してし
まう意識（固定的性別役割分担意識）にとらわれない表現の提案を行います。

　「具体的な施策⑵　情報を主体的に判断する能力の育成」から］
　メディア・リテラシー（情報を主体的に判断する力）について、情報の提供を行う
など、その考え方の普及に努めます。

⑶　メディアにおける男女共同参画の推進

○　市の事業・広報等において、「市男女共同参画の視点から考える表現ガイドライ
　ン」に基づき、男女共同参画の視点に立った共感を得られる表現の推進に努めま
　す。例えば、「男は仕事」とか「女は家庭」などのように性別で生き方や役割を固
　定してしまう意識（固定的性別役割分担意識）にとらわれない表現の提案を行いま
　す。

第三次プラン 第四次プラン（案）

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶「広報・啓発活動」について、YouTubeやオンラインの活用を追記。

▶「メディアにおける男女共同参画の推進」について、具体的な施策を包括。
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　公民館など、市民が参加する生涯学習の分野において、男女共同参画意識を啓発す
るための事業等を行います。

○　公民館など、市民が参加する生涯学習の分野において、男女共同参画意識を啓発
　するための事業を行います。

２　一人ひとりの個性を尊重した教育の推進
施策の方向性Ⅰ－２
　一人一人の個性を尊重した教育の推進

【具体的な施策】

⑴　学校等における男女平等教育の推進 ⑴　学校等における男女平等教育男女共同参画の推進

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅰ
　男女共同参画の意識づくり

基本目標Ⅰ
　男女共同参画社会の形成に向けた意識づくり

　学校教育の場において、家庭と連携を図りながら、男女平等意識を育む教育と一人
ひとりの個性を育む生活、進路指導を行います。
　学校での男女平等教育を推進するため、教職員の研修を行います。

○　学校教育の場において、家庭と連携を図りながら、男女平等男女共同参画意識を
　育む教育と一人一人の個性を育む生活、進路指導を行います。
○　学校での男女平等教育男女共同参画を推進するため、教職員の研修を行います。

⑵　男女平等の視点に立った生涯学習の推進 ⑵　男女平等男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。



【役割】

市民の役割
　市が開催するセミナーや講演会、講座に積極的に参加し、また情報紙
等による情報から、男女共同参画に関して学び、認識を深めましょう。
家庭・学校・職場・地域活動等での実践に生かしましょう。
企業・事業者の役割
　職場内で、性別による役割分担等が行われていないか点検を行い、男
女平等意識の浸透に努めましょう。
行政の役割
　男女共同参画に関しての正しい認識を深めていただけるよう、情報の
提供や講演会、セミナー、講座などの学習の機会を提供します。さらに
は、理解から実践に移していただけるような、実践的な講座の実施にも
努めます。市の刊行物等において、固定的性別役割分担意識にとらわれ
ない表現の推進に努めます。
　また、学校教育の場において、男女平等の教育を推進します。

＜市民＞
○　市が開催するセミナーや講演会、講座に積極的に参加し、また市男女共同参画情
　報紙等による情報から、男女共同参画に関して学び、認識を深めましょう。
○　家庭・学校・職場・地域活動等での実践に生かしましょう。
＜企業・事業者＞
○　職場内で、性別による役割分担等が行われていないか点検を行い、男女平等男女
　共同参画意識の浸透に努めましょう。
＜行政＞
○　固定的性別役割分担意識や、旧来の社会制度・慣行にとらわれた考え方の解消な
　どについて、全世代を対象とした意識醸成を図ります。

項　　　目 現況値H26 目標値H32 指　　　標 現状値R1 目標値R8

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅰ
　男女共同参画の意識づくり

基本目標Ⅰ
　男女共同参画社会の形成に向けた意識づくり

　数値目標 【成果目標】

「男女共同参画社会」を意味まで知っている
とした人の割合

9.8% 90%
「男女共同参画社会」を内容まで分かる人の
割合

17.2%
現状値以上

50%

社会全体における男女の地位が平等であると
考える人の割合

14.7% 60%
家庭における男女の地位が平等であると考え
る人の割合

35.2%
現状値以上

50%

≪見直しのポイント≫

▶「数値目標」「項目」「現況値」から「成果目標」「指標」「現状値」に修正。

▶「男女の地位が平等であると考える人の割合」について、「社会全体における」でなく、より身近な「家庭における」に変更。

▶目標値について、２つの指標とも「現状値以上50％」に変更。

▶役割について、箇条書きに変更し、また、行政の役割を整理。
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【現状と課題】

＜現行プランの実施事業等から＞ ＜これまでの実施事業等から＞

　男女の人権侵害に当たる暴力の根絶に向けての取組について、講座の開催やパンフ
レットの配布等により啓発活動を実施し、相談体制の充実や職員に対する研修も行っ
ているが、今後は関係機関との連携を更に強化し専門性を高めていく必要がある。
　性と生殖に関する健康と権利の確立については、性と生殖に関するセミナー開催等
や健康相談や妊産婦への訪問指導など一定の成果を収めているものもあるが、ＨＩＶ
／エイズをはじめとする性感染症に関する予防啓発の受講者等が目標を下回っていた
ことから、実施方法等を改善する必要がある。

○　外国人住民の地域参画について、情報の提供や講座の開催等により推進していま
　す。
○　多様性に対する理解促進について、市男女共同参画情報紙の活用等により努めて
　います。
○　あらゆる暴力の根絶に向け、パンフレットの配布等により啓発活動を実施してい
　るほか、女性相談員の配置等による相談体制の充実、シェルター機能の確保等に努
  めています。
○　特にドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）に関しては、近年の新型コロナウイ
　ルス感染症拡大に伴い、被害の悪化が懸念されることから、取組の更なる強化が求
　められます。
○　性教育や啓発事業等を実施し、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に
　関する健康と権利）や性感染症に対する理解の促進を図っています。

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅱ
　人権を尊重する社会づくり

基本目標Ⅱ
　人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会づくり

【ＳＤＧｓ】

【現状と課題】

≪見直しのポイント≫

▶ＳＤＧｓの達成に貢献することを明確に位置付けるため、関連するゴールを提示。

▶箇条書きに変更。

▶具体的な施策等に関連する主な取組に内容を修正。



　セクハラ（セクシュアル・ハラスメント）を「自分が受けたことがある」と回答し
たのは、12.1％で５年前の9.5％と比較して上昇し、男女別でみても男性が3.0％から
7.4％、女性が14.8％から15.6％と共に上昇している（学生意識調査では男性0％、女
性12.0％）。
　ＤＶを「自分が受けたことがある」と回答したのは、8.9％で５年前の7.5％と比較
して上昇し、男性は2.1％から4.1％、女性は11.9％から12.5％（学生意識調査では男
性0.9％、女性が3.0％）と、セクハラ同様に男女共に上昇と、女性ばかりでなく男性
も含めた人権侵害が年々増加しているが、その相談場所を「１つも知らない」と回答
した割合が12.3％で５年前の11.8％より増加し、被害を受ける人が増える一方で、相
談場所の周知不足が判明した。
　セクハラやＤＶを相談しなかった理由として、「自分さえ我慢すればいいと思っ
た」が44.2％と最も高く、次いで「相談しても無駄だと思った」が37.7％と続いた。
これは男女共通の結果であった。また、「身近に相談できる人がいなかった」という
回答も24.7％という結果となったことから、相談体制の充実や周知方法の改善が必要
となる。
　男女が生涯にわたり心身とも健康であるために大切なこととして、「思春期・青年
期・更年期・老齢期に合わせた健康づくりの推進」をあげた人が最も多く、全体の
54.4％を占めた。
　また、「心身にわたる様々な悩みに対応する相談体制の整備」も44.0％を占め、職
場等でのメンタルヘルス体制の充実などとあわせ、相談体制の充実を望む回答が多く
寄せられた。
　女性特有の問題として、「女性専用外来の設置等に代表される性差医療の充実」を
望む声も多く寄せられた。

○　「多様性（ダイバーシティ）」という言葉を内容まで分かる人の割合が18.0％

　（5.8％）、聞いたことがある人の割合が37.0％（22.2％）、初めて聞いた人の割合が

　40.0％（62.6％）と、認知度は高まりながらも、依然として低い状況です。

○　高校生に対する調査では、「多様性（ダイバーシティ）」という言葉を知っている、

　又は聞いたことがある人の割合が22.5％と、市民に対する調査での55.0％と比較し、認

　知度は低い状況です。

○　「ＬＧＢＴなど性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）」という言葉を内容まで

　分かる人の割合が31.7％、聞いたことがある人の割合が39.6％、初めて聞いた人の割合

　が24.4％と、認知度は一定程度ありますが、今後はより正しく理解してもらうための取

　組が必要です。

○　高校生に対する調査では、「ＬＧＢＴなど性的少数者（セクシュアル・マイノリ

　ティ）」という言葉を知っている、又は聞いたことがある人の割合が61.9％と、市民に

　対する調査での71.3％と比較し、認知度は低い状況です。

○　「ＬＧＢＴなど性的少数者の方に関する必要な意識啓発や支援」について、相談でき

　る窓口の設置、気持ちや情報を共有できる居場所づくり、幼少期からの教育の充実と考

　える人の割合が高い状況です。

○　「ハラスメント」（セクハラ、パワハラ、マタハラ等）を受けたことがある人の割合

　は24.7％（平成26年度同調査で「セクハラ」を受けたことがある人の割合12.1％）、男

　性では20.0％、女性では28.1％と多い状況です。

○　「ＤＶ」を受けたことがある人の割合は9.1％で、平成26年度同調査の8.9％と比較し

　て増加しており、男性では4.3％（4.1％）、女性では12.7％（12.5％）と、女性の被害

　割合が高い状況です。

○　「ハラスメント」又は「ＤＶ」を受けたことがある人のうち、誰にも相談しなかった

　理由として、相談しても無駄だと思った、自分さえ我慢すればいいと思った人の割合が

　高く、また、相談窓口が分からなかった人の割合も高い状況であることから、より一層

　の相談窓口の周知及び相談体制の充実が必要です。

○　「男女が生涯にわたり心身ともに健康であること」について、思春期、青年期、更年

　期、老年期に合わせた健康づくりの推進や心身にわたる様々な悩みに対応する相談体制

　の整備が大切と考える人の割合が多く、その取組が求められます。

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅱ
　人権を尊重する社会づくり

基本目標Ⅱ
　人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会づくり

＜市民意識調査の結果から＞ ＜令和元年度意識・実態調査の結果から＞（カッコ内の数値は平成26年度同調査結果）

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶言葉の認知度について、「多様性」を記述。⇒成果目標

▶言葉の認知度について、新たに調査した「ＬＧＢＴなど性的少数者」を記述するとともに、必要な意識啓発や支援についても記述。

▶新たに実施した高校生に対する調査の結果を記述。

県の新プラン（素案）において「多様性社会」「困難な状況に置かれて

いる性的少数者の個人としての人権が尊重される社会」の実現を目指す

とされている。
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［※「施策の方向性Ⅱ－１　男女の人権の尊重と暴力の根絶」
　「具体的な施策⑸　多様性を尊重する環境づくり」から］
　性別や年齢、人種、国籍、障がいの有無に関わらず、多様な人材が活躍できる環境
づくりに向けた取組の推進に努めます。

⑵　多様性に対する理解の促進（重点施策②）

○　性別や年齢、人種、国籍、障がいの有無等にかかわらず、全ての人が互いに様々
　な違いを認め合い、尊重し、思いやりを持って協力し合うことで多様な人材が活躍
　し、共存できる社会（多様性社会）の実現に向けた取組の推進、幅広い年代への理
　解浸透に努めます。
○　特に、性自認や性的指向など性に関する固定観念や偏見により困難な状況に置か
　れているＬＧＢＴなどの性的少数者については、個人としての人権が尊重され、誰

　もがありのままの自分らしく生きられるよう、人権教育や啓発等、また、県等の相
　談窓口案内等の支援を通じ、困難解消や理解促進を図ります。
○　これらの取組の推進に当たっては、男女共同参画や人権の観点から、個人の置か
　れた状況に配慮するよう努めます。

施策の方向性Ⅱ－１
　多様な価値・個性が尊重される社会づくりの推進

【具体的な施策】

［※「施策の方向性Ⅱ－４　多文化共生社会における男女共同参画の推進」
「具体的な施策⑵　国際化に対応した暮らしやすい環境づくり」から
　市内における外国籍住民等が暮らしやすく、地域の一員として参画できるような多
文化共生社会を目指します。

　「具体的な施策⑴　国際人権規範等の取入れと国際交流・協力の推進」から］
　男女平等の実現や女性の地位向上のために採択された国際人権規範等を取り入れ、
多文化共生社会における男女共同参画の推進に向けた国際交流・協力を推進します。
　

⑴　国際化に対応した暮らしやすい環境づくり

○　市内における外国人住民等が暮らしやすく、地域の一員として参画できるような
　多文化共生社会を目指します。
○　男女平等ジェンダー平等の実現や女性の地位向上のために採択された国際人権規
　範等を取り入れ、多文化共生社会における男女共同参画の推進に向けた国際交流・
　協力を推進します。

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅱ
　人権を尊重する社会づくり

基本目標Ⅱ
　人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会づくり

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶「多様性に対する理解の促進」について、「多様性社会の実現に向けた取組の推進」、

「ＬＧＢＴなどの性的少数者の困難解消・理解促進」、「男女共同参画や人権の観点から

個人の置かれた状況への配慮」を記述。



関係機関・団体との連携強化
による相談体制の充実

こども家庭課及び地区保健福祉センター

施策内容 市の所管部署

女性相談員による支援
こども家庭課
（女性相談員は地区保健福祉センター
　に配置）

こどもの権利相談室による支援
こども家庭課
（支援員はこども家庭課及び地区保健福祉
　センターに配置）

　男女間や子ども等に対するあらゆる暴力の根絶に向けた啓発活動を推進するため、
パンフレットや啓発ビデオの貸し出しなどの情報の提供や、講演会や講座等の開催等
により正しい理解の普及を図るほか、ドメスティック・バイオレンス等の実態調査の
実施と情報の提供に努めます。
　また、児童の通学路や公園等における防犯・安全対策を強化するなど、子どもや若
年層に対する性的な暴力を根絶するため環境の整備に努めます。

⑵　相談窓口の周知及び相談体制の充実 ⑵　安心して相談できる体制の充実

　ドメスティック・バイオレンスなどの被害を受けた場合やその恐れがある場合など
の相談窓口について、印刷物・インターネット等の多様な媒体を通じて広く公開及び
提供をするとともに、適切な対応が行えるよう相談員の専門性の向上を図り、相談体
制の充実に努めます。

１　男女の人権の尊重と暴力の根絶
施策の方向性Ⅱ－２
　あらゆる暴力の根絶

【具体的な施策】

⑴　あらゆる暴力を根絶するための対策の推進 ⑴　暴力を許さない意識の醸成

○　ＤＶに関する正しい理解と認識を深め、市民一人一人が、ＤＶやあらゆるハラス
　メントは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であることを理解し、男女間や子ど
　も等に対するあらゆる暴力を許さないという意識を社会全体で共有するため、市の
　広報紙・パンフレット、インターネット等を活用した広報に努め、関係機関や学校
　と連携するとともに、市民を対象とした講演会や地域における研修会、出前講座等
　を開催し、啓発に努めます。
○　例年11月に実施される、国の「女性に対する暴力をなくす運動」期間にあわせ
　て、関係機関・団体や市内企業と連携し、パープルライトアップ運動などにも取り
　組み、ＤＶ防止について広く周知します。

○　ＤＶ被害者が一人で悩みを抱え込まずに、安心して相談できて、適切な助言が受
　けられるよう、女性相談員によるの専門性の向上を含め、相談支援体制の充実や周
　知に努めます。
○　ＤＶは児童虐待と同時に行われるケースも多いことから、市こどもの権利相談室
　（子ども家庭総合支援拠点）などの関係機関・団体と連携しながら、早期発見や支
　援の充実を図ります。

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅱ
　人権を尊重する社会づくり

基本目標Ⅱ
　人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会づくり

いわき市ＤＶ

防止基本計画
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⑶　被害者支援対策の促進（重点施策②） ⑶　被害者の自立を支援する環境の整備（重点施策③）

　ドメスティック・バイオレンスなどの被害を受けた場合やその恐れがある場合など
に、緊急避難の場となるシェルター機能の確保等に努めます。
　性的な暴力における被害者の支援として、カウンセリング制度の充実を図ります。
　また、関係機関との連携により、被害者の自立に向けた取組を促進します。

○　ＤＶ被害を受けたりそのおそれがある場合などに、被害者の安全確保を図るた
　め、市内で活動する団体と連携し、避難の場となるシェルター機能の充実・強化に
　努めます。
○　緊急時には一時保護施設等と連携し、被害者が一時保護施設に入所するまでの安
　全を確保します。
○　被害者が地域で再び安心して暮らせるよう、生活や就業の支援をはじめ、福島県
　女性のための相談支援センター（県配偶者暴力相談支援センター）や市内の活動団
　体など、関係機関・団体との連携により、被害者の自立に向けた取組を促進しま
　す。

◆ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）
　配偶者や恋人など、親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力と
いうという意味で使用されています。
　ＤＶは、被害者を女性には限定していませんが、配偶者からの暴力の被害者
は、多くの場合女性であり、ＤＶは女性の人権を著しく侵害する重大な問題で
す。
　ＤＶは配偶者や恋人など、親密な関係にある、又はあった者から振るわれる
暴力という意味で使用されており、その被害者は性別に関わらず、被害者の人
権を著しく侵害する重大な問題です。

　ＤＶは次のとおり、様々な形態が存在し、多くは何種類かの暴力が重なって
起こっています。

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅱ
　人権を尊重する社会づくり

基本目標Ⅱ
　人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会づくり

▶身体的暴力
平手で打つ、げんこつで殴る、髪を引っ張る、
物を投げ付ける など

▶精神的暴力
大声で怒鳴る、実家や友人と付き合うのを制限する、
子どもに危害を加えると言って脅す など

▶性的暴力
性行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない など

▶経済的暴力
生活費を渡さない、勝手に借金をつくり返済を強要する など

※子ども（18歳未満）の目の前で、配偶者や家族に対して暴力を
振るうこと（面前ＤＶ）は、ＤＶを見聞きした子どもが心身に
傷を負うため、児童虐待（心理的虐待）にもなります。

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶「施策の方向性Ⅱ－２ あらゆる暴力の根絶」を、

いわき市ＤＶ防止基本計画として

位置付けることに伴い、より具体的な施策内容等を記載。

▶令和２年４月に設置した市こどもの権利相談室との連携を追加。



　ＨＩＶ／エイズをはじめとする性感染症に対する正しい知識の普及啓発及び予防を
支援する環境を整備し、また、相談体制の充実に努めます。

⑶　女性特有の健康問題への対応 ⑵　それぞれのライフ・ステージに応じた健康の保持増進対策の推進

　女性特有の健康問題に対する相談窓口の整備充実と相談窓口の周知に努めるととも
に、妊産婦に対する適切な指導、相談の実施と必要な対策の実施に努めます。

　また、子宮頸がんや乳がんなどの検診受診率を高めるための、啓発活動を促進しま
す。

○　男女特有の健康問題について、乳幼児期から高齢期まで、ライフ・ステージに応
　じた健康保持増進対策の充実及び周知に努めます。

○　妊産婦に対する適切な指導、相談の実施と必要な対策の実施に努めます。
○　子宮頸がんや乳がんなどのライフ・ステージに応じた各種がん検診受診率を高め
　るための、啓発活動を促進します。
○　これらの取組の推進に当たっては、性差による健康阻害が生じないよう努めま
　す。

　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）について、広
報等による啓発や、情報の収集、提供を行います。
　また、理解を促進するための講座等の開催や、人権尊重の観点からの性教育を実施
します。

○　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）について、
　広報等による啓発、情報の収集、提供、理解を促進するための講座、人権尊重の観
　点からの性教育を実施します。
○　ＨＩＶ／エイズをはじめとする性感染症に対する正しい知識の普及啓発及び予防
　を支援する環境を整備し、また、相談体制の充実に努めます。

⑵　ＨＩＶ／エイズをはじめとする性感染症に対する正しい理解と対策の促進

３　生涯を通した健康支援
施策の方向性Ⅱ－３
　生涯を通した健康支援

【具体的な施策】

⑴　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の ⑴　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）や

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅱ
　人権を尊重する社会づくり

基本目標Ⅱ
　人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会づくり

　　理解の促進 　　性感染症に対する理解の促進

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶ライフ・ステージに応じた男女特有の健康保持増進対策について記述。
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ドメスティック・バイオレンス等の相談窓口
を「１つも知らない」とした人の割合

12.3% 0%
ドメスティック・バイオレンスを受けたこと
がある人の割合

9.1%
現状値未満
9.1%未満

ドメスティック・バイオレンスを「自分が受
けたことがある」とした人の割合

8.9% 2.0%以下
「多様性（ダイバーシティ）」を内容まで分
かる人の割合

18.0%
現状値以上

50%

基本目標Ⅱ
　人権を尊重する社会づくり

基本目標Ⅱ
　人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会づくり

　数値目標 【成果目標】

項　　　目 現況値H26 目標値H32 指　　　標 現状値R1 目標値R8

第三次プラン 第四次プラン（案）

≪見直しのポイント≫

▶「数値目標」「項目」「現況値」から「成果目標」「指標」「現状値」に修正。

▶「多様性を内容まで分かる人の割合」を追加。

▶「ＤＶ等の相談窓口を「１つも知らない」とした人の割合」を削除。

▶「ＤＶを受けたことがある人の割合」は重要指標として残し、目標値を「現状値未満9.1％未満」に変更。



第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅱ
　人権を尊重する社会づくり

基本目標Ⅱ
　人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会づくり

【役割】

市民の役割
　お互いを尊重し、思いやる心を持ちましょう。暴力は重大な人権侵害
であることを深く認識し、暴力をしない、許さないという意識を持ちま
しょう。
　生涯を通じ、自分自身の健康を考え、健康づくりに努めましょう。
企業・事業者の役割
　セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなど、職場にお
けるハラスメントを防止する体制を整備しましょう。
行政の役割
　男女間のあらゆる暴力を防止するための啓発活動を推進します。人権
を侵害する行為への相談体制の充実と関係機関との連携強化に努めま
す。健康に関する情報提供や相談体制の充実に努めます。
　また、学校教育の場において、人権尊重の教育を推進します。

＜市民＞
○　お互いを尊重し、思いやる心を持ちましょう。
○　暴力は重大な人権侵害であることを深く認識し、暴力をしない、許さないという
　意識を持ちましょう。
○　生涯を通じ、自分自身の健康を考え、健康づくりに努めましょう。
＜企業・事業者＞
○　セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなど、職場におけるハラス
　メントを防止する体制を整備しましょう。
＜行政＞
○　全ての市民が互いに認め合い、支え合う人権尊重社会の形成に向け、外国人住民
　の市内融和のが市内で安心して暮らせるための支援活動を推進します。
○　多様な生き方や暮らし方を持った人々が他の人々と共生しながらしたい人々が自
　分らしく生きられるよう、多様性の理解や人権に関する啓発活動を推進します。
○　犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である暴力について、理解促進暴力防止
　や被害者支援など、幅広い取組を総合的に推進します。
○　男女が互いの性を尊重し、生命の尊厳や性に関する正しい知識を身に付けられる
　よう、普及啓発を図ります。
○　生涯を通じて、それぞれのライフ・ステージに応じた身体と心の健康管理・保持
　増進を支援する取組の充実を、関係部課等と連携して図ります。

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶行政の役割を整理。
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＜現行プランの実施事業等から＞

　政策・方針決定過程における女性の参画については、市政に関する懇談会等への女
性の参加等は進んでおり、市役所における女性の管理職への登用率も平成27年４月１
日現在で7.8％と平成27年度目標値6.0％を達成できているものの、委員会や審議会等
への女性委員の登用率は、年々その割合は上昇しているものの平成27年度目標値を
40.0％としたのに対し、平成27年４月１日現在で28.7％と進んでいない状況となって
いる。
　家庭・地域における男女共同参画の推進については、「家庭における男女共同参
画」に関しての男性向け講座の開催などの目標を達成した事業もあり、自治会や町内
会等での女性役員の登用に向けては、お知らせ等の資料に女性登用を促す文言を挿入
するなどの啓発を行った。
　また、ボランティアやＮＰＯ活動への参画について、男女共同参画に関する事業開
催時のボランティアスタッフを募集し、事業を運営するにあたり男女共同参画への理
解を深めボランティアを育成するとともに、男女共同参画推進団体による「転入女性
交流のつどい」を毎年度開催し、転入女性の市民活動への参加を促している。
　あらゆる分野へ参画できる人材の育成については、講座の開催数や受講者数につい
て目標を下回っていることから、その内容や周知方法等を見直す必要があると思われ
る。
　起業の分野では、支援セミナーの開催や、いわき産業創造館の創業者支援室の入居
などによる起業家の円滑な創業を支援しており、今後も継続して支援を実施するとと

もに、市内の起業家全般の支援充実を図る必要がある。

［※「基本目標Ⅴ」から］
　地域防災計画の見直しにあたっては、多様な視点を反映するために防災会議におけ
る女性委員の登用を行っており一定の成果を得ているが、さらなる登用率の増を目指
すこととしている。
　自主防災組織の構成員については、女性の割合が低いことから、講座や説明会等の
開催により啓発に努める必要がある。
　女性消防クラブ員向けの防災教育や、防災分野に関する女性リーダー育成のための
研修会については、実施回数や参加者の理解度など概ね目標を達成できた。

【現状と課題】

＜これまでの実施事業等から＞

○　市役所における女性管理職の割合が令和２年度7.9％と、目標値8.0％をほぼ達成
　できていますが、審議会や委員会等における女性委員の登用率は、年々その割合は
　上昇しているものの、目標値40％に対し、令和２年度29.9％と進んでいない状況と
　なっています。
○　女性の活躍推進に理解と意欲がある企業を市が認証し、インセンティブを与える
　など、その増加を目指しています。
○　女性活躍推進企業や女性経営者を市女性活躍推進ポータルサイトで紹介するな
　ど、広く周知を図っています。
○　出産や子育てに関する知識の普及・啓発に努め、また、男性向けの実践的講座を
　開催しています。
○　自治会・町内会等の役員への女性登用に向けた啓発等を行っています。
○　多様な視点を反映するために市防災会議における女性委員の積極的登用を行って
　います。
○　地域の防災活動における女性の割合が低いことから、防災士養成講座の開催等に

　より、女性の活動機会の拡大を図っています。
○　市女性活躍推進ポータルサイトに男女共同参画推進団体の活動内容等を掲載し、
　情報提供を行っています。
○　セミナー等の開催により、女性の参画支援に努めています。

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅲ
　あらゆる分野に参画できる社会づくり

基本目標Ⅲ
　女性があらゆる分野に参画できる社会づくり

【現状と課題】 【ＳＤＧｓ】

≪見直しのポイント≫

▶ＳＤＧｓの達成に貢献することを明確に位置付けるため、関連するゴールを提示。

▶箇条書きに変更。

▶具体的な施策等に関連する主な取組に内容を修正。



基本目標Ⅲ
　あらゆる分野に参画できる社会づくり

基本目標Ⅲ
　女性があらゆる分野に参画できる社会づくり

＜市民意識調査の結果から＞ ＜令和元年度意識・実態調査の結果から＞（カッコ内の数値は平成26年度同調査結果）

　女性の社会進出に対しては、９割以上の市民が肯定的にとらえられており、男女間
の差は見られず、「能力とやる気があれば、どんどん社会進出するべき」と回答した
割合が５年前の69.3％から73.8％へ上昇している。
　男女がともに政策や方針の決定に参画していくために必要なこととして最も多い意
見は、「家事や子育て等において家庭内で役割分担を図り、家族の理解や協力を得
る」で63.4％、続いて「女性が学習や研修、能力開発等をする機会を充実させる」
37.1％という結果となった。
　地域における習慣やしきたりについては、「葬儀の葬列や順番」「女性の行政委員
がいない」「正月等の行事で男性が集まり、女性は料理の準備がある」「女性が建設
的な意見を述べても、頭ごなしに否定される」など、男女差別についての意見が多く
寄せられた。
　一方、地域社会との関わりについては、「地域活動に参加していない」と回答した
人が男女ほぼ同数の44.7％ととなり５年前の42.8％を上回った。その理由としても、
「あまり関心がないから」とする理由等もあり、地域社会との関わりについて経年的
に稀薄化している傾向がある。
　家庭内での家事の役割では、子育てや介護では男性が負担している割合が非常に低
く、「子育て」を全部・ほとんどしている男性は3.0％と女性の24.7％を大きく下回っ
ているが、５年前の1.8％と比較すると上昇傾向にある。「介護」についても、全部・
ほとんどしている男性は2.6％と女性の9.0％下回っており、５年前4.2％（女性は
12.1％）と比較しても全体的に減少している。「子育て」「介護」ともに、ほとんど
を女性が負担している状況にある。

［※「基本目標Ⅴ」から］
　防災活動に関して男女共同参画の視点から必要なことでは、「女性や乳幼児等に配
慮した避難所設備の確保」とした人が45.3％で男女ともに最も高かったが、続く項目
は、男性の場合「防災訓練等への積極的な女性の参加」となり、女性の場合は「女性
や乳幼児等に配慮した防災マニュアルの整備」という結果となった。
　また、学生意識調査でも同様に「女性や乳幼児等に配慮した避難所設備の確保」の
割合が、33.7％で最も高く、次いで「女性や乳幼児等に配慮した防災マニュアルの整
備」の28.8％となった。

○　従業員30人以上の事業所における女性管理職の割合について、平成27年が9.2％、
　令和元年が12.1％と、年々上昇しているものの、あまり女性の登用が進んでいない
　状況です。
○　「女性の社会進出」について、能力とやる気があればどんどんすべきと考える人
　の割合は73.3％（73.8％）と高い状況です。
○「女性が社会に進出し、男性と共に政策や方針の決定に参画していくために必要な
　こと」について、家事や子育て等において家庭内で役割分担を図り家族の理解や協
　力を得る、女性の参画に対する性差別意識をなくす取組を行うと考える人の割合が
　高い状況です。
○　「家庭における役割分担」について、家事全般、子育て、介護等、全体的に女性
　負担が大きい状況です。
○　「地域社会との関わり」について、地域活動に参加していない人の割合が高く、
　その理由として、時間的に余裕がない、仕事が忙しい、あまり関心がない、などが
　挙げられており、経年的に希薄化している傾向があります。
○　「地域における男女を差別するような習慣やしきたり」について、あると思う人
　の割合が15.7％（10.6％）となっており、具体的には、自治会等の団体役員が男性
　ばかり、女性が参加できない行事がある、などが挙げられています。
○　「防災活動に関して男女共同参画の視点から必要なこと」について、女性や乳幼
　児等に配慮した避難所設備の確保及び防災マニュアルの整備、市防災会議等の委員
　への積極的な女性の登用と考える人の割合が高い状況です。

第三次プラン 第四次プラン（案）

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶「事業所における女性管理職の割合」に関する内容を記述。⇒成果目標
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⑵　企業、団体、地域等における女性の参画の促進（重点施策③） ⑵　企業、団体、地域等における女性の参画の促進

　女性の活躍推進に理解と意欲がある市内の企業を認証し、先進的な企業の情報発信
に努めます。
　また、経済団体や地域団体等と連携して事業を実施し、団体や地域に向けて、女性
参画推進の啓発等に努めます。

○　女性の活躍推進に理解と意欲がある企業を市が認証し、先進的な企業の情報発信
　に努めます。
○　経済団体や地域団体等と連携して事業を実施し、団体や地域に向けて、女性参画
　推進の啓発等に努めます。

【具体的な施策】

⑴　市の施策・方針決定過程への女性の参画の促進 ⑴　市の施策・方針決定過程への女性の参画の促進

　市の施策・方針決定の場において、男女の意見が反映されるよう、審議会等への女
性の参画を促進します。また、懇談会や勉強会、講座等の開催により、女性が参画し
やすくなるしくみづくりを進めます。

○　市の施策・方針決定の場において、男女の意見が反映されるよう、市審議会等へ
　の女性の参画を促進します。
○　懇談会や勉強会、講座等の開催により、女性が参画しやすくなる仕組みづくりを
　進めます。

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅲ
　あらゆる分野に参画できる社会づくり

基本目標Ⅲ
　女性があらゆる分野に参画できる社会づくり

1　意思決定過程における女性の参画の促進
施策の方向性Ⅲ－１
　意思決定過程における女性の参画の促進

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。



　さまざまな分野において、多様な意見を生かす活動の推進に努めるとともに、すべ
ての人が参画できる地域活動の推進を図ります。

⑶　ボランティア・ＮＰＯ活動への参画の促進と環境づくり
　地域活動やボランティア・ＮＰＯ等への男女の積極的参加に向けた取組に努めま
す。

○　様々な分野において、多様な意見を生かす活動の推進に努めるとともに、全ての
　人が参画できる地域活動の推進を図ります。
○　地域活動やボランティア・ＮＰＯ等への男女市民の積極的参加に向けた取組に努
　めます。

［※「施策の方向性Ⅴ－１　男女共同参画の視点に立った災害復興・防災体制の確
立」
　「具体的な施策⑴　災害復興における男女共同参画の促進（重点施策⑥）」から
　復興の過程で多様な意見を反映した取組を進めるとともに、復興の担い手としての
女性の活躍と復興における地域活動等に男女がともに参画できる環境づくりに努めま
す。

　「具体的な施策⑵　防災分野における女性参画の促進」から］
　防災分野における女性の参画推進を図るため、地域防災計画等に男女共同参画の視
点が反映されるように努めるとともに、地域の自治会組織や自主防災組織等を通じ、
地域ぐるみでの防災体制づくりに努めます。

⑶　災害・防災分野における女性参画の推進（重点施策④）

○　災害対応や市地域防災計画等に男女共同参画の視点が反映されるように努めると
　ともに、地域防災力の更なる向上のため、女性防災士の養成など、地域の自治会組
　織や自主防災組織等における女性の活動機会の拡大を図ります。

⑴　家庭における家事・育児・介護等の相互協力の推進 ⑴　家庭における家事・育児・介護等の相互協力の推進

　家庭における家事や育児、介護等について、性別役割分担意識の見直しを促し、家
族全員で協力し合う環境づくりを進めるため、ライフステージに応じた講座を開催し
ます。
　特に男性を対象とした実践的な講座等を開催し、意識の啓発に努めます。

○　家庭における家事や育児、介護等について、固定的性別役割分担意識の見直しを
　促し、家族全員で協力し合う環境づくりを進めるため、対象やライフ・ステージに
　応じた講座を開催します。

⑵　多様な人々の視点を生かしたまちづくりの推進 ⑵　多様な人々の視点を生かしたまちづくりの推進

基本目標Ⅲ
　あらゆる分野に参画できる社会づくり

基本目標Ⅲ
　女性があらゆる分野に参画できる社会づくり

２　家庭・地域における男女共同参画の推進
施策の方向性Ⅲ－２
　家庭・地域における男女共同参画の推進

【具体的な施策】

第三次プラン 第四次プラン（案）

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶「災害・防災分野における女性参画の推進」について、具体的な施策を包括。
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　起業をめざす人たちのためのサポート体制を整備するとともに、セミナーを開催す
るなど、起業家の育成を図ります。
　また、女性の経済的自立の促進へ向けた啓発にも取り組みます。

○　起業を目指す人たちのためのサポート体制を整備するとともに、セミナーを開催
　するなど、起業家の育成を図ります。
○　女性の経済的自立の促進へ向けた啓発に取り組みます。

⑴　女性のエンパワーメントの推進と能力発揮の支援 ⑴　女性のエンパワーメントの推進と能力発揮の支援

　女性団体等の活動に対し情報提供を行うとともに、女性人材の育成のための教育、
学習活動の充実を図り、あらゆる分野に女性が参画しやすい環境づくりの整備に努め
ます。

○　女性団体等の活動に対し情報提供を行うとともに、女性人材の育成のための教
　育、学習活動の充実を図り、あらゆる分野に女性が参画しやすい環境づくりの整備
　や女性の参画意識の向上に努めます。

⑵　起業家の育成 ⑵　女性の参画を促す支援

基本目標Ⅲ
　あらゆる分野に参画できる社会づくり

基本目標Ⅲ
　女性があらゆる分野に参画できる社会づくり

３　あらゆる分野に参画し責任を担うことのできる人材の育成
施策の方向性Ⅲ－３
　あらゆる分野における女性の参画拡大のための人材の育成

【具体的な施策】

第三次プラン 第四次プラン（案）

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶「女性のエンパワーメントの推進と能力発揮の支援」について、女性の参画意識の向上を記述。



防災会議における女性委員の登用率
23.1%

（H27.4月）
30% 市防災会議における女性委員の登用率

23.1%
（R2）

30%

事業所（事業所規模30 人以上）における女性
管理職の割合

9.2%
（H27.10月）

15%
事業所（30 人以上）における女性管理職の割
合

12.1%
（H31.4月）

30%

審議会・委員会等における女性委員の登用率 28.7% 40%
市審議会・委員会等における女性委員の登用
率

29.9%
（R2）

40%

　数値目標 【成果目標】

項　　　目 現況値H26 目標値H32 指　　　標 現状値 目標値R8

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅲ
　あらゆる分野に参画できる社会づくり

基本目標Ⅲ
　女性があらゆる分野に参画できる社会づくり

≪見直しのポイント≫

▶「数値目標」「項目」「現況値」から「成果目標」「指標」「現状値」に修正。

▶「市審議会・委員会等における女性委員の登用率」の目標値について、市が別に定める目標値を引用。

▶「事業所における女性管理職の割合」及び「市防災会議における女性委員の登用率」の目標値について、国の目標値を引用。

31 



32 

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅲ
　あらゆる分野に参画できる社会づくり

基本目標Ⅲ
　女性があらゆる分野に参画できる社会づくり

【役割】

市民の役割
　家庭では、みんなで家事・育児・介護を分担して行いましょう。地域
活動では、性別にとらわれず、ともに協力し、暮らしやすい地域を築き
ましょう。
　災害復興や防災の分野で多様な意見を取り入れることにより、新たな
取組に繋がると考えられることから、これまで以上に女性が参画できる
体制づくりを目指しましょう。
企業・事業者の役割
　管理職に女性を積極的に登用し、女性の意見が反映されやすくなるよ
うに努めましょう。
　職場における自主防災組織の活動において、男女共同参画の視点を取
り入れましょう。
行政の役割
　審議会等の委員に女性を積極的に登用するなど、さまざまな分野で女
性の意見が反映されるように努めます。そのため、講座や研修会等を開
催し、女性人材の育成に努めます。起業家の育成など、多様なチャレン
ジを支援します。
　また、学校教育の場において、男女を問わず個性や能力の伸長及び将
来の生き方等についての学習を通して、社会参画の意識の醸成を図りま
す。
　災害復興における取組や防災体制の確立について、その過程で男女共
同参画の視点を取り入れるとともに、地域における多様な人々の意見の
反映に努めます。
　また、学校教育の場において、災害復興や防災分野で男女共同参画の
視点を取り入れることができるよう、意識啓発を行います。

＜市民＞
○　家庭では、皆で家事・育児・介護を分担して行いましょう。
○　地域活動では、性別にとらわれず、共に協力し、暮らしやすい地域を築きましょ
　う。
○　災害や防災の分野で多様な意見を取り入れることにより、新たな取組につながる
　と考えられることから、これまで以上に女性が参画できる体制づくりを目指しま
　しょう。
＜企業・事業者＞
○　管理職に女性を積極的に登用し、女性の意見が反映されやすくなるように努めま
　しょう。
○　職場における自主防災組織の活動において、男女共同参画の視点を取り入れま
　しょう。
＜行政＞
○　人口の半分を占める女性の視点が、政治、経済、社会などあらゆる分野に反映さ
　れるよう、女性の参画が少ない分野における男女共同参画を推進します。
○　主に男性（女性）が担っていた分野への女性（男性）の参画を促し、性別に関係
　なく、職場、家庭生活、地域活動などあらゆる分野で誰もが対等な立場で参画し、
　個性や能力を発揮できる社会づくりを進めます。
○　とりわけ、施策・方針決定の立場にいる女性が少ない政治、経済分野をはじめ、
　あらゆる分野における男女共同参画を推進します。

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶行政の役割を整理。



＜現行プランの実施事業等から＞ ＜これまでの実施事業等から＞

　企業への啓発に係る動向調査等の位置付け事業は実施されているものの、主催事業
など具体的な事業は少なく達成度は十分とはいいがたいことから、女性が活躍できる
環境づくりに向けた取組などを検討する必要がある。
　労働相談なども、労働環境の向上へ向けた取組も実施しているものの、十分な成果
を得られるまでには至っていない。
　農業や商工自営業に従事する女性の就業環境改善へ向けた取組については、農業従
事者への機械設備導入等への支援などの面で成果を挙げている一方で、家族経営協定
の締結数が増加していないなど、実施している事業が必ずしも女性の地位向上や自立
支援に結びついていない実態がうかがえる。
　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進について、企業に対しての
働きかけは、制度の情報提供やワーク・ライフ・バランスに関するセミナー、男性向
け育児・介護講座などを行っているが、開催数・参加数ともに十分な成果を得られて
いないことから、より効果的な事業の検討が必要である。
　子育て中の家庭やひとり親家庭への支援は、制度に基づき適正に実施された。放課

後児童クラブや病児・病後児保育等の整備数は数値目標を達成できたが、今後、子育
て支援に関するのニーズを把握し、新たな拡充に向けた検討も必要となる。
　今後は、長時間労働削減などにより男性中心型の働き方改革を推進し、男性が家
事・育児・介護等へ参画することができる、ワーク・ライフ・バランスが図られた暮
らしやすい社会の実現を目指す必要がある。

○　労働問題への対応について、市労働問題相談所の積極的な活用を推進していま
　す。
○　各種団体等が連携し、多様なひとの能力を活かすためのセミナー等を開催してい
　ます。
○　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について、女性の活躍推進に理
　解と意欲がある企業を市が認証し、その企業を市女性活躍推進ポータルサイトで紹
　介しており、また、講座の開催等により広く周知しています。
○　ひとり親家庭への医療費助成や相談業務等を実施し、支援を行っています。
○　乳児保育、延長保育等の特別保育対策や放課後児童クラブの整備により、子育て
　中の家庭を支援しています。
○　家族経営協定の締結促進等により、女性農業者の就業環境の向上に努めていま
　す。
○　主に男性の長時間労働の抑制や働き方の見直しと育児・介護休業の取得を促進す
　るため、更なる取組が求められます。

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

【ＳＤＧｓ】

【現状と課題】 【現状と課題】

≪見直しのポイント≫

▶ＳＤＧｓの達成に貢献することを明確に位置付けるため、関連するゴールを提示。

▶箇条書きに変更。

▶具体的な施策等に関連する主な取組に内容を修正。

いわき市女性活躍推進計画 いわき市女性活躍推進計画
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基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

＜市民意識調査の結果から＞ ＜令和元年度意識・実態調査の結果から＞（カッコ内の数値は平成26年度同調査結果）

　「職場における男女の地位の平等感」では、平等とした人が23.7％（５年前同調査
21.4％）であるのに対し、男性優遇とした人は36.6％（５年前同調査45.6％）と、多
くの人が男性優遇と考えているという結果となったが、５年前と比較すると男性優遇
とする者の割合が低下し、平等や女性優遇とする者の割合が上昇している。
　女性が仕事を持つことに対する考え方では、「生涯にわたり、仕事をするのがよ
い」が39.4％（５年前同調査33.5％）と最も高く、以前と比較して女性が仕事を持ち
続ける方が良いと考える意識が高まっている傾向がみられた。
　また、女性の離職の理由では、「結婚のため」が30.5％（５年前同調査29.9％）、
「出産・子育てのため」が23.4％（５年前同調査21.8％）、「産休後の職場復帰がう
まくいかなかった」が1.5％（５年前同調査1.8％）と、結婚・出産・育児を機に退職
するという傾向が高まっており、それらに対応する職場環境の改善が必要である。
　一方、男性では、生活における優先順位において、理想では「家族や家庭生活」と
した人が63.9％であるのに対し、現実では「仕事」とした人が59.1％という回答であ
り、仕事が優先されているという傾向がうかがえる。
　結婚した男女（夫婦）がともに働き続けていくために必要なこととして、「男女と
も育児休業・介護休業等を容易に取得できる職場環境の整備」が59.1％と最も高く、
次いで「保育施設や放課後児童クラブ等、保育サービスの充実」が49.2％、「家事や
子育て等の役割分担等、家族の理解」が47.9％と続いた。

○　「職場における男女の地位の平等感」について、平等であると考える人の割合が
　26.7％（23.7％）、男性優遇であると考える人の割合が41.7％（36.6％）と、まだ
　まだ依然として男性優遇であると考える人が多い状況です。
○ 「女性が仕事をすること」について、生涯にわたり仕事をするのがよいと考える人
　の割合が47.8％（39.4％）と最も高く、これは高校生に対する調査でも同様であ
　り、以前と比較して女性が仕事を持ち続ける方がよいと考える意識が高まっている
　傾向が見られます。
○　「仕事を辞めた理由」について、結婚、出産・子育てを挙げる女性が大変多く、
　職場環境の改善が求められます。
○　「結婚した男女（夫婦）が共に働き続けるために必要なこと」について、男女共
　に育児休業・介護休業等を容易に取得できる職場環境の整備と考える人の割合が最
　も高い状況です。
○　「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」という言葉を内容まで分か
　る人の割合が22.6％（9.8％）、聞いたことがある人の割合が37.6％（36.3％）、
　初めて聞いた人の割合が35.7％（46.1％）と、認知度は高まりながらも、依然とし
　て低い状況です。
○　高校生に対する調査では、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」
　という言葉を知っている、又は聞いたことがある人の割合が78.1％と、市民に対す
　る調査での60.2％と比較し、認知度は高い状況です。

第三次プラン 第四次プラン（案）

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶言葉の認知度について、「ワーク・ライフ・バランス」を記述。⇒成果目標

▶新たに実施した高校生に対する調査の結果を記述。

いわき市女性活躍推進計画 いわき市女性活躍推進計画



　企業等での女性管理職やリーダーの育成を図るため、また、働きたい女性や働き続
けたい女性、起業する女性を増やすために、幅広い対象者に向けて学習の場を提供す
る取組の実施に努めます。

○　女性の参画意識の向上を図り、企業等での女性管理職やリーダーのを育成を図る
　するため、また、働きたい女性や働き続けたい女性、起業する女性を増やすため
　に、幅広い対象者に向けて学習の場を提供する取組の実施に努めます。

⑵　性による差別を受けない雇用環境づくり ⑵　性による差別を受けない雇用環境づくり

　男女の労働条件における格差をなくすための普及啓発に努めるとともに、女性の登
用の促進に向けた取組を推進します。

○　男女の労働条件における格差をなくすための普及啓発に努めるとともに、女性の
　登用の促進に向けた取組を推進します。

⑷　女性のキャリアアップの支援 ⑶　女性のキャリアアップの支援

【具体的な施策】

⑴　法令等の周知・啓発及び労働問題への対応 ⑴　法令等の周知・啓発及び労働問題への対応

　雇用面での男女平等を促すため、男女雇用機会均等法など、労働関係法令の周知に
努めます。
　また、労働問題やハラスメントに対しての相談体制の充実に努めます。

○　雇用面での男女平等男女共同参画を促すため、男女雇用機会均等法など、労働関
　係法令の周知に努めます。
○　近年の新型コロナウイルス感染症拡大によるや大規模災害などの影響等を踏ま
　え、労働問題やハラスメントに対しての相談体制の充実や各種制度の周知に努めま
　す。

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

１　女性が活躍できるための環境づくり
施策の方向性Ⅳ－１
　女性の活躍のための環境づくり

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶「労働問題やハラスメントへの対応」について、特に新型コロナウイルス感染症拡大や

大規模災害の影響等を踏まえることを記述。

▶「女性のキャリアアップの支援」について、女性の参画意識の向上を図ることを記述。

いわき市女性活躍推進計画 いわき市女性活躍推進計画
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　仕事と生活のバランスのとれた働き方は多様化する労働者のライフスタイルやニー
ズに対応した考え方であり、その重要性と有用性について、企業への浸透を図るとと
もに、労働者へも周知し、浸透を図ります。

○　仕事と生活のバランスの取れた働き方は多様化する労働者のライフ・スタイルや
　ニーズに対応した考え方であり、講座の開催や市女性活躍推進ポータルサイト等の
　活用により、その重要性根本的意義や有用性等について企業及び労働者など幅広く
　周知し、浸透を図ります。

２　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の促進
施策の方向性Ⅳ－２
　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の促進

【具体的な施策】

⑴　ワーク・ライフ・バランスの理解の促進 ⑴　ワーク・ライフ・バランスに関する広報・啓発活動の推進

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶周知方法を記述。

いわき市女性活躍推進計画 いわき市女性活躍推進計画



⑵　ワーク・ライフ・バランスを推進するための環境づくり ⑵　ワーク・ライフ・バランスを推進するための環境づくり（重点施策⑤）
　ワーク・ライフ・バランスを推進するため、男女問わず育児・介護休業を取得しやすい職場づくりの促

進や、柔軟な就業形態の普及・促進に向けた啓発に努めるとともに、育児等でいったん離職した人に対し

ての再就職者の支援などに取り組みます。

　また、育児や高齢者、障がい者等の介護と仕事や家庭生活との両立を図るため、固定的性別役割分担意

識の解消に向けた啓発や福祉サービスの充実に努めます。

［※「具体的な施策Ⅱ－１⑷　多様な形態の家庭への支援」から］

　ひとり親家庭など、多様な形態の家庭への支援を行うとともに、相談体制の充実を図ります。

［※「具体的な施策Ⅳ－１⑶　女性がいきいきと働くための環境づくり（重点施策④）」から］

　子どもを持つ女性が働き続けられるよう、様々な保育対策や介護支援対策の充実に努めます。

　また、家族経営形態従業に対しては、女性の労働を適正に評価する意識の醸成や、それに向けての家族

経営協定の締結の促進等の取組を行うとともに、女性従事者・グループ等の育成及び支援、相談体制の整

備や労働力・就業環境の向上に向けての研修の実施に努めます。

［※「施策の方向性Ⅳ－３　男性中心型労働慣行等の変革」

　「具体的な施策⑴　長時間労働の抑制と働き方の見直し」から

　男性の家事・育児等への参画が進まない理由として、長時間労働等の現在の働き方が挙げられることか

ら、事業所での長時間労働削減に向けた数値目標設定の導入について検討し、また、普及・啓発に取り組

みます。

　「具体的な施策⑵　家事・育児・介護等に男性が参画できる環境づくり（重点施策⑤）」から

　男性の家庭生活への参画を推進するための実践的な講座等を開催します。

　また、女性活躍推進ネットワークを構築するとともに、男性社員の育児休業や介護休業取得促進の取組

に関する好事例を発信するなど、男性の家庭生活への参画を推進します。

　「具体的な施策⑷　企業等と連携したワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発の推進（重点施策

⑦）」から］

　ワーク・ライフ・バランスの意識を高めるため、イクボス宣言企業や女性活躍推進認証企業等の増加を

図るため、いわき未来人材育成プロモーションネットワーク等と連携しながら、各企業の経営者や人事労

務担当者等を対象としたセミナーや講座を開催し、市全体でのワーク・ライフ・バランスの推進及びイク

ボス宣言企業等の更なる普及促進に努めます。

　また、女性活躍推進ポータルサイトを開設し、情報発信に努めます。

○　男女問わず育児・介護休業及び年次有給休暇を取得しやすい職場づくりの促進
　や、柔軟な就業形態の普及・促進に向けた啓発に努めるとともに、育児等で一旦離
　職した人に対しての再就職者の支援などに取り組みます。
○　育児や高齢者、障がい者等の介護と仕事や家庭生活との両立に向けた啓発やサー
　ビスの充実に努めます。
○　ひとり親家庭など、多様な形態の家庭への支援を行うとともに、相談体制の充実
　を図ります。
○　子どもを持つ女性が働き続けられるよう、様々な保育対策等の充実に努めます。
○　不妊に関する精神的・経済的負担の軽減を図り、不妊に悩む夫婦を支援します。
○　家族経営形態従業に対して、女性の労働を適正に評価する意識の醸成や、それに
　向けての家族経営協定の締結の促進等の取組を行うとともに、女性従事者・グルー
　プ等の育成及び支援、相談体制の整備や労働力・就業環境の向上に向けての研修の
　実施に努めます。
○　男性の家事・育児等への参画が進まない理由として、長時間労働等の現在の働き
　方（男性中心型労働慣行）が挙げられることから、事業所での長時間労働削減や家
　庭生活への参画に向けた啓発に取り組みます。
○　ワーク・ライフ・バランスの意識を高め、イクボス宣言企業や女性活躍推進認証
　企業等の増加を図るため、いわき未来人材育成プロモーションネットワーク等と連
　携しながら、各企業の経営者や人事労務担当者等を対象としたセミナーや講座を開
　催し、市全体でのワーク・ライフ・バランスの推進及びイクボス宣言企業等の更な
　る普及促進に努めます。
○　これらの取組については、近年の新型コロナウイルス感染症拡大による影響等を
　踏まえ、より強力に推進します。

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶「多様な形態の家庭への支援」「女性がいきいきと働くための環境づくり」「男性中心型労働慣行等の変革」について、具体的な施策を包括。

▶不妊に悩む夫婦への支援について記述。

▶新型コロナウイルス感染症拡大による影響等を踏まえ推進することを記述。

いわき市女性活躍推進計画 いわき市女性活躍推進計画
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－ 30%

放課後児童クラブの実施箇所数 46か所 61か所
事業所（30 人以上）における年次有給休暇の
取得率

55.8%
（H31.4月）

70%

「ワーク・ライフ・バランス」を意味まで
知っているとした人の割合

9.8% 90%以上

ワーク・ライフ・バランス推進にかかる取組
実施事業所（事業所規模30 人以上）の割合

45.8%
（H27.10月）

100%

事業所（事業所規模30 人以上）における男性
の育児休業の取得

－ 10%
ワーク・ライフ・バランス推進にかかる取組
実施事業所（30 人以上）の割合

66.4%
（H31.4月）

100%

事業所（事業所規模30 人以上）における年次
有給休暇の取得率

53.0%
（H27.10月）

70%
事業所（30 人以上）における男性の育児休業
の取得率

「ワーク・ライフ・バランス」を内容まで分
かる人の割合

22.6%
（R1）

現状値以上
50%

介護休業制度を規定している事業所（事業所
規模30 人以上）の割合

91.1%
（H27.10月）

100%
介護休業制度を規定している事業所（30 人以
上）の割合

87.0%
（H31.4月）

100%

育児休業制度を規定している事業所（事業所
規模30 人以上）の割合

93.9%
（H27.10月）

100%
育児休業制度を規定している事業所（30 人以
上）の割合

91.9%
（H31.4月）

100%

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

　数値目標 【成果目標】

項　　　目 現況値H26 目標値H32 指　　　標 現状値 目標値R8

第三次プラン 第四次プラン（案）

≪見直しのポイント≫

▶「数値目標」「項目」「現況値」から「成果目標」「指標」「現状値」に修正。

▶「育児休業制度・介護休業制度を規定している事業所の割合」の目標値について、県の目標値を引用。

▶「「ワーク・ライフ・バランス」を内容まで分かる人の割合」の目標値について、「現状値以上50％」に変更。

▶「放課後児童クラブの実施個所数」について、現在具体的な目標値はなく、需要に応じて実施するとしていることから削除。

▶「事業所における年次有給休暇・男性の育児休業の取得率」の目標値について、国の目標値を引用。

▶「ワーク・ライフ・バランス推進にかかる取組実施事業所の割合」の目標値について、第三次プランの目標値を引用。

いわき市女性活躍推進計画 いわき市女性活躍推進計画



【役割】

市民の役割
　仕事と家庭、地域生活との両立を目指しましょう。男性も女性も、育
児、介護休業制度を積極的に利用し、仕事と家庭生活の両立を推進しま
しょう。
企業・事業者の役割
　男女での差別のない職場環境を目指しましょう。育児・介護休業制度
を利用しやすい職場の雰囲気作りに努めましょう。
行政の役割
　労働関係法令の内容を周知し、性による差別を受けない職場環境をつ
くるための啓発を行います。働く女性の地位向上のための啓発や相談活
動を行います。ワーク・ライフ・バランスに向けた環境整備・支援のた
めの活動を行います。子育てや介護、多様な形態の家庭生活への支援を
進めます。
　また、学校教育の場において、ワーク・ライフ・バランスの重要性に
ついて、理解の促進を図ります。

＜市民＞
○　男女共に育児・介護休業制度を積極的に利用し、仕事と家庭生活の両立を推進し
　ましょう。
＜企業・事業者＞
○　男女差別のない職場環境を目指しましょう。
○　育児・介護休業制度を利用しやすい職場の雰囲気づくりに努めましょう。
＜行政＞
○　女性が就労の場において十分に能力を発揮し、活躍できるよう支援を進めます。
○　男女が共に働きやすい環境の整備や働き方の見直しを推進します。

第三次プラン 第四次プラン（案）

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

基本目標Ⅳ
　働きやすい社会づくり

≪見直しのポイント≫

▶箇条書きに変更。

▶行政の役割を整理。

いわき市女性活躍推進計画 いわき市女性活躍推進計画
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　本計画に掲げる施策のうち、近年の社会情勢や市民意識調査や企業の意識実態調査

の結果から、重点的に取り組むべき施策について次のように掲げます。
　（　　　　）は、計画の体系における位置付けを示す。

・「男女共同参画の意識づくりの推進」のために
　　　重点施策① 男女共同参画推進のための学習機会の充実（Ⅰ－1－⑴）
　　　※これまで3つを掲げていたが、意識づくりの推進のための重点施策を重要と思
　　　　われる施策に絞った

・「あらゆる暴力の根絶」のために
　　　重点施策② 被害者支援対策の促進（Ⅱ－1－⑷）
　　　※これまで2つを掲げていたが、新たに設けた施策の取組により力を入れるた
　　　　め、重点施策とした

・「女性の活躍、ワーク・ライフ・バランスの促進」のために
　　　重点施策③ 企業、団体、地域等における女性の参画の促進（Ⅲ－1－⑵）
　　　重点施策④ 女性がいきいきと働くための環境づくり（Ⅳ－1－⑶）
　　　重点施策⑤ 家事・育児・介護等に男性が参画できる環境づくり（Ⅳ－3－⑵）
      重点施策⑦ 企業等と連携したワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発の
　　　　　　　　 推進（Ⅳ－3－⑷）
　　　※本プランにおいて、最も力を入れる項目である「女性の活躍、ワーク・ライ

　　　　フ・バランス」の分野から4つを掲げた

・「復興・防災体制における男女共同参画社会づくり」のために
　　　重点施策⑥ 災害復興における男女共同参画の促進（Ⅴ－1－⑴）
　　　※今回、新規で掲げた「基本目標」であり、災害復興の観点に男女共同参画の
　　　　視点の反映が促進されるよう重点施策とした

　近年の社会情勢や市民の意識調査、事業所の実態・意識調査等の結果等を踏まえ、具体的な

施策のうち、重点的に取り組むべき施策を次のとおりとします。

　※（　）は、計画の体系における位置付け。

○「基本目標Ⅰ　男女共同参画社会の形成に向けた意識づくり」に掲げる

　　重点施策①　男女共同参画推進のための学習機会の充実（Ⅰ－1－⑴）

　　⇒男女共同参画推進のためには、講座の開催や情報の発信等により学習機会を充実さ

　　　せることで、意識醸成を図っていくことが不可欠です。

○「基本目標Ⅱ　人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会づくり」に掲げる

　　重点施策②　多様性に対する理解の促進（Ⅱ－1－⑵）

　　⇒性別や年齢、人種、国籍、障がいの有無等にかかわらず、全ての人の権利が尊重さ

      れ、活躍・共存できる多様性社会を実現させるには、個人の置かれた状況を正しく

　　　理解し、困難の解消を図ることが重要です。

　　重点施策③　被害者の自立を支援する環境の整備（Ⅱ－２－⑶）

　　⇒暴力は重大な人権侵害であり、決して許されるものではなく、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。また、近年の新型コロナウイルス感

　　　染症拡大に伴う生活環境の変化等により、女性に対する暴力の増加や深刻化が懸念

　　　されていることから、ＤＶ被害者が安心して暮らせるためのより一層の取組が重要

　　　です。

○「基本目標Ⅲ　女性があらゆる分野に参画できる社会づくり」に掲げる

　　重点施策④　災害・防災分野における女性参画の推進（Ⅲ－２－⑶）

　　⇒防災や減災、災害に強い社会を実現させるには、男性と女性が災害から受ける影響

　　　の違いなどに十分に配慮された女性の視点を取り入れ、頻発する災害への対応力を

　　　強化することが不可欠です。

○「基本目標Ⅳ　働きやすい社会づくり」に掲げる

　　重点施策⑤　ワーク・ライフ・バランスを推進するための環境づくり（Ⅳ－２－⑵）

　　⇒働くことを希望する全ての人が、仕事と子育て・介護・社会活動等を含む生活との

　　　二者択一を迫られることなく働き続け、職業能力開発やキャリア形成の機会を得な

　　　がら、その能力を十分に発揮できるよう、ワーク・ライフ・バランスを推進するこ

　　　とが重要です。

第三次プラン 第四次プラン（案）

計画の体系において重点的に取り組むべき施策について 重点的に取り組むべき施策

≪見直しのポイント≫

▶男女共同参画を取り巻く現状を踏まえ、前プランを参考にしながら重点施策を選択し、

その重要性を具体的に明記。



　本計画の実効性を確保するためにも、推進体制の充実は不可欠です。

　本計画の推進に当たっては、市民及び企業等と協働のもと、庁内および関係機関と
の連携を図りながら、計画的に推進してまいります。

１　市民との連携
　本計画を推進していくためには、何よりも市民との連携強化が重要となります。
　市民が本計画に対する認識を深めることができるよう、男女共同参画の意識改革と
浸透に努めるとともに、市民意識調査や男女共同参画推進フォーラムの開催等により
市民の意見を反映し、事業を推進してまいります。

２　企業や民間団体等とのネットワーク作りによる連携
　地域の実情を踏まえ、市民一人ひとりが男女共同参画の推進を実感できるよう、企
業や関係する民間団体等とのネットワークを作り、連携した取組を進めてまいりま
す。

３　市男女共同参画審議会における意見を踏まえた施策の推進
　男女共同参画の推進についての調査審議をする機関である「いわき市男女共同参画
審議会」より施策に関する意見を受け、事業を推進してまいります。
　さらには、市男女共同参画推進アドバイザーに、助言・指導をいただきながら適切
な進行管理に努めてまいります。

４　国・県・関係機関との連携強化
　本計画を推進していくためには、関係機関とも連携を図りながら推進していく必要
があります。
　このことから、国や福島県、さらには福島県男女共生センターや、県内関係機関と
の連携をより一層深めることとします。

　本計画の実効性を確保するには、推進体制の充実が不可欠です。

　本計画の推進に当たっては、次のとおり、連携・協働を図りながら取り組みます。

１　市民との連携
　○　計画の推進に当たっては、市民との連携強化が最も重要です。
　○　市民一人一人の自覚と主体性により計画を推進していくため、情報を共有し、
　　男女共同参画の意識改革と浸透に努めるとともに、市民意識調査や「男女共同参
　　画の日」事業の実施等により、市民の意見を施策へ反映します。

２　企業・民間団体等との連携
　○　地域の実情を踏まえ、市民一人一人が男女共同参画の推進を実感できるよう、
　　企業や民間団体等と連携した取組を進めます。

３　市男女共同参画審議会・市男女共同参画推進アドバイザーの意見等を
　　踏まえた施策の推進
　○　男女共同参画の推進についての調査審議をする機関である、「市男女共同参画
　　審議会」からの意見を受け、施策を推進します。
　○　男女共同参画について専門的知識を有する、「市男女共同参画推進アドバイ
　　ザー」による助言・指導・提案を踏まえ、施策の適切な進行管理に努めます。

４　国・県・関係機関との連携

　○　国や福島県をはじめ、福島県男女共生センターなどの関係機関との連携強化に
　　努め、効果的な施策の推進を図ります。

５　庁内における連携
　○　「男女共同参画推進庁内連絡会議」及び「推進部会」により、庁内の関係部課
　　等相互間の緊密な連携を図り、計画に位置付けた事業を推進します。

第三次プラン 第四次プラン（案）

第６章　男女共同参画を推進する体制 第４章　計画の推進体制

≪見直しのポイント≫

▶「市民との連携」において、市民一人一人の自覚や情報共有等について記述。

▶「庁内における連携」について明記。
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第三次プラン 第四次プラン（案）


