
第2章
計画の内容

１．男女共同参画の視点に立った社会制度・
	 慣行の見直し

２．男女の人権を尊重する教育や学習の充実

３．政策・方針決定過程への女性の参画拡大

４．ワーク ･ライフ ･バランス実現に向けた
	 環境整備

５．就労の場における男女平等の推進

６．地域における男女共同参画の推進

７．生涯を通じた男女の健康支援

８．女性に対する暴力の根絶
	 （島田市DV防止対策基本計画）

９．国際的視野の下での男女共同参画
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反対 どちらかといえば反対

どちらかといえば賛成 賛成

わからない 不明・無回答

8

第2章 計画の内容

基本的施策 １

男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
《現状と課題》

これまで男女共同参画の視点に立った法律・制度の整備が図られるとともに、情報提
供や啓発活動が推進されてきたことから、男女共同参画社会への理解は深まっています。
しかしながら、当市の住民アンケートの結果では、各分野における男女平等感について、

「学校教育の場で」以外の分野では「男性優遇」との回答が「平等」との回答を上回って
いる現状があります。また、「男は仕事、女は家庭」という考え方に賛成する人の割合は
37.2% となっており、固定的な性別役割分担意識が見直されるまでには至っていないこと
がうかがえます。

こうしたことから今後は、情報提供や意識啓発を中心とした取組に加え、幅広い年齢層
に身近でわかりやすく、家庭や地域での男女共同参画の実践につながる施策や男女間や世
代間での意識の違いにも留意した施策を推進していく必要があります。

【関連条文】島田市男女共同参画推進条例
第４条 社会における制度又は慣行についての配慮
第 10 条 市民の責務
第 20 条 情報提供及び広報活動

家庭での役割分担に関する意識

（設問）あなたは、「男は仕事、女は家庭」という考え方についてどのように思いますか。

資料：「島田市総合計画後期基本計画」策定にかかる住民アンケート調査（平成25年）
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28.3 
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32.2 

15.6 

6.7 

4.1 

2.8 

3.3 

1.2 

4.0 

2.9 

1.4 

0.8 

0.4 

0.3 

0.2 

0.7 

0.2 

5.0 

19.5 

32.3 

23.1 

15.7 

18.7 

13.2 

4.7 

11.0 

10.1 

8.3 

8.7 

8.8 

8.0 

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

(１)家庭生活で

(２)職場で

(３)学校教育の場で

(４)地域で（自治会・
自主防災会・NPOなど）

(５)政治の場で

(６)法律や制度の上で

(７)社会通念・慣習・
しきたりなどで

男性が非常に優遇 どちらかといえば男性が優遇

平等 どちらかといえば女性が優遇

女性が非常に優遇 わからない

不明・無回答

9

各分野における男女平等感

（設問）あなたは、次の分野で男女が平等であると思いますか。

資料：「島田市総合計画後期基本計画」策定にかかる住民アンケート調査(平成25年)
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6.9

0.7

2.7

3.5

6.9

10.0

11.6

11.8

14

14.4

16.1

19.1

20.8

28.1 

33.7

45.3

0％  20％ 40％  50％  10％  30％  

役割を果たすための環境づくり
子育て・介護など男女が共に家族の一員として

生涯を通じた男女の健康支援

男女の人権を尊重する教育や学習の充実

男女共同参画の視点に立った
社会制度・慣行の見直し

ワーク・ライフ・バランスの確立に向けた環境整備

若者、高齢者、障害のある人、
外国人等の自立支援

就労の場における男女平等の推進

ドメスティック・バイオレンスや  
セクシュアル・ハラスメント等の根絶

経済的基盤が脆弱(ぜいじゃく)な家庭の支援

政策・方針決定過程への女性の参画拡大

地域における男女共同参画の推進

わからない

不明・無回答

特にない

国際的視野の下での男女共同参画

その他

10

第2章 計画の内容

男女共同参画社会実現のために重要な取組

（設問）男女共同参画を進めるため、島田市の施策に希望するものは何ですか。

資料：「島田市総合計画後期基本計画」策定にかかる住民アンケート調査（平成25年）
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11

（１）男女共同参画の推進に関する調査・研究及び情報の提供
男女共同参画に関する調査や研究を行うとともに、市民にわかりやすい情報提供を行い

ます。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

1 広報紙等による情報
提供と啓発　

広報しまだ・島田市ホームページ・
FM 島田などのメディアを使い、
男女共同参画に関する情報を提供
する。
また、男女共同参画情報紙「パ
レット」を発行し、情報提供及
び意識啓発を行う。

男女共同参画社会を身
近なものと思える情報
提供

継続

2 市民の意識・実態調
査の実施

一般市民及び企業を対象とした
男女共同参画に関する意識・実
態調査を実施し、状況把握を行
う。

男女共同参画行動計画
の実績の検証・評価 継続

3 市職員の意識・実態
調査の実施

市職員を対象に男女共同参画に
関する意識・実態調査を実施し、
状況把握を行う。

男女共同参画行動計画
の実績の検証・評価 継続

4

男 女 共 同 参 画 及 び
「ジェンダー」（※）
問題に関する情報の
収集と提供

男女共同参画に関する統計資料
や図書等、情報を収集するとと
もに、市民に情報提供を行う。
また、図書館に男女共同参画に
関する特集コーナーを設置し、
情報提供を行う。

男女共同参画社会を身
近なものと思える情報
提供

継続

《施策の方向性》 

※用語解説 P55 参照
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12

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

5 男女共同参画に関す
る講演会等の開催

一般市民を対象とした講演会や
「男女共同参画の日」（※）の街
頭広報を実施する。
また、「啓発推進員」（※）による
男女共同参画啓発の出前講座を実
施する。

男女共同参画について
考える機会となる啓発
事業の実施

継続

6 条例・行動計画等に
ついての普及・啓発

条例及び行動計画、法制度の普
及啓発に努めるとともに行動計
画の実施計画の進捗の管理及び
公表を行う。

男女共同参画を身近な
ものと思える情報提供 継続

7 啓発推進員の活動の
拡充

啓発推進員の拡充に努めるほか、
グループの育成支援を行う。

男性の啓発推進員への
参加の促進 継続

8
男女共同参画推進の
ためのネットワーク
の拡充

男女共同参画社会づくり宣言事
業所のネットワークを形成し、
市と協働して研修会の開催や啓
発活動を行う。

就労の場での男女共同
参画について雇用者側
で考える場の提供

継続

９ 市刊行物の表現方法
の点検

市刊行物について固定的な性別
役割分担意識を助長するような
表現を用いることのないよう努
める。

男女共同参画の推進は
全庁的に取り組むべき
施策という意識づけ

新規

第2章 計画の内容

（２）男女共同参画の視点に立った行政施策の展開
社会制度や慣行について見直すため、まず市が率先して男女共同参画の視点に立って施

策を推進するほか、様々な機会を通じて普及・啓発活動を行います。

※用語解説 P55、P56 参照
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13

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

10 男性を対象とした講
座等の開催

男性を対象とした講座等を開催
し、男性に対する男女共同参画
意識の啓発を行う。

男女共同参画に資する
テーマと男性が参加し
やすい日時の設定

新規

11 男女の心の健康支援

心の健康問題に対する理解を深
めるため、啓発活動を行うとと
もに男性・女性それぞれの相談・
支援体制の充実に努める。

男女ともに参加しやす
い講座の開催と利用し
やすい相談の実施

新規

12 家庭や地域等で活躍
する男性の情報発信

「イクメン」( ※ )・「カジダン」（※）
などのロールモデル（具体例）
を広報紙等で情報発信し啓発を
行う。

男女共同参画について
考える機会となる啓発
の実施

新規

（３）男性にとっての男女共同参画の理解の促進
男性自身が男性の固定的な性別役割分担意識を解消し、男女が協力して家庭生活や地域

生活にかかわれるよう、情報提供、啓発や支援事業を行います。

※用語解説 P55 参照
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45.4 

42.3 

1.6 

20.5 

33.5 

37.7 

7.4 

31.8 

3.2 

4.4 

17.9 

14.3 

0.9 

1.6 

35.4 

13.0 

6.0 

4.0 

26.5 

10.3 

11.0 

10.1 

11.2 

10.1 

0%　　　20%　　　40%　　　60%　　　80%　　　100%

(１)男女とも同等に経済的に自立できるよう
職業人としての教育を受けさせるほうがよい

(２)男女とも炊事・掃除・洗濯など生活に必要な
技術を身につけさせるほうがよい

(３)男の子は理科系、女の子は文科系に進んだ
ほうがよい

(４)男女にはそれぞれの役割や特性があるので、
女の子は女らしく、男の子は男の子らしく
育てた方がよい

賛成 どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対 反対

わからない 不明・無回答

14

第2章 計画の内容

基本的施策 2

《現状と課題》
男女共同参画社会を実現するためには、生涯にわたって、学校や家庭、地域や職場など

のあらゆる場において、男女の人権尊重と男女平等の教育や学習の充実が不可欠です。学
校教育の場では、発達段階に応じた教育や学習が必要であることから、研修会等を通じて
教職員の人権尊重の意識の向上が図られてきています。また、家庭や地域においても、子
ども一人ひとりの人権を尊重し、性別にかかわらず、個性や能力が発揮されるように保護
者や市民に対して情報や学習機会が提供されることが必要です。

住民アンケートでは、「女の子は女らしく、男の子は男らしく育てた方がよい」という
考え方に賛成する人は 52.3％と依然として高い割合となっています。

男女の人権を尊重する教育や学習の充実

【関連条文】島田市男女共同参画推進条例
第３条 男女の人権の尊重
第 13 条 地域における男女共同参画の推進
第 14 条 教育の場における男女共同参画の推進

子どもの教育やしつけの意識

資料：「島田市総合計画後期基本計画」策定にかかる住民アンケート調査(平成25年)
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15

《施策の方向性》 

（１）教育現場における男女の人権を尊重する教育や学習の充実
男女共同参画社会の実現のため、幼児期も含む教育現場等において、発達段階に応じた

男女の人権を尊重する教育・学習の充実を図ります。あわせて、教職員等に対する研修の
充実を図ります。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

13 男女平等・人権教育
の実施

小中学校、高校における人権教
育出前講座を開催する。
また、男女共同参画意識につな
がる児童生徒向け講座等を開催
する。

人権尊重・男女平等につ
いて考える機会の提供 継続

14
男女共同参画に関す
る図書資料等教材の
充実

小中学校図書室に男女共同参画
に関する副読本、わかりやすい
解説書等を整備し、教材として
活用を図る。

人権尊重・男女平等に
ついて考える機会の提
供

継続

15 教育相談室の充実 教育相談室を設置し、面談 ･ 電
話による教育相談を実施する。

人権尊重・男女平等の
立場に立った相談の
実施

継続

16 教職員等の研修の充実

各校の人権教育担当者に研修会
等を開催する。
また、保育士等の研修会に男女
平等や人権尊重に関するテーマ
を取り入れる。

人権尊重・男女平等の
立場に立った研修の
実施

新規

17 性別にとらわれない
進路指導の充実

進路指導について、性別にとら
われることなく、児童生徒の特
性を活かした指導に努める。
また、進路指導の参考として利
用してもらうよう、市内高等学
校へ情報紙「パレット」の配布
などの情報提供を行う。

男女平等の立場に立っ
た進路指導及び適切な
情報の提供

継続

18 学校教育現場におけ
る性教育の推進・充実

「自他の尊重を基本とした性教
育」を各学年において実施する。

「リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ」( ※ )
の立場に立った性教育
の推進

継続

※用語解説 P56 参照
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（２）家庭・地域における男女平等の啓発・学習機会の提供
家庭や地域において、男女平等意識を醸成するため、さまざまな機会を利用して情報提

供、啓発活動や学習機会の提供を行います。

（３）職場における男女平等の啓発・学習機会の提供
職場において、男女平等意識を醸成するため、さまざまな機会を利用して啓発、情報や

学習機会の提供を行います。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

19
公民館等の各種講座
と連携した男女共同
参画の推進

社会教育施設等で開催される講
座等と連携し、男女共同参画社
会に関する講座を開催する。
また、子を持つ親が講座・講演
会等に参加しやすいよう託児を
行う。

男女ともに参加しやす
い日時の設定と男女共
同参画について考える
機会となる講座の開催

新規

20
PTA 活動等学校行
事における男女共同
参画の推進

保護者が参加しやすい時間や土
曜・日曜などを利用したＰＴＡ
行事や学校行事を実施する。

男女ともに参加しやす
い日時の設定 継続

21
学校ボランティアに
おける男女共同参画
の推進

学校ボランティアについて、男
女がともに参画しやすいように
配慮する。

男女ともに参加しやす
い日時の設定 継続

22 家庭教育学級を通じた
男女共同参画の啓発

保護者が参加する家庭教育学級
において、家庭・地域での男女
共同参画を推進するため、母親
以外の参加の拡大を図る。

男女ともに参加しやす
いテーマや日時の設定 継続

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

23
事業所・団体等への広
報紙等による啓発

事業所・団体等における男女平等
意識の啓発のため、情報紙「パレッ
ト」や関連するパンフレット等を
配布する。
また、市職員向けの人権・男女共同
参画に係る情報提供や啓発を行う。

就労の場における男女
共同参画について考え
る機会の提供と市職員
への意識づけ

新規

24
事業所・団体等を対
象とした講演会等の
開催

人権尊重、男女共同参画に関す
る講演会や啓発推進員による出
前講座などを実施する。

男女共同参画について
考える機会となる啓発
の実施

継続

第2章 計画の内容
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18

第2章 計画の内容

基本的施策 3

政策・方針決定過程への女性の参画拡大
《現状と課題》

男女がともに責任を分かち合う男女共同参画社会の実現のためには、政策 ･方針決定過程
への女性の参画が重要です。国では女性の参画拡大に向けて、「社会のあらゆる分野において、
2020 年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも 30％程度になるよう期待する」
という目標を掲げています。

島田市の現状は、市が設置する審議会等への女性の登用率は低く、事業所においても管
理職等への女性の登用が進んでいるとは言い難い状況です。

そのため、まず市が率先して女性管理職の登用を推進し、政策・方針決定過程への女性
の参画の拡大を図るとともに、市民・事業所等においても女性の人材育成を進めることに
より、女性の参画拡大に向けて取り組むことが必要となります。

【関連条文】島田市男女共同参画推進条例
第５条 政策等の立案及び決定における男女共同参画の機会の確保
第９条 市の責務
第 11 条 事業者の責務

島田市の審議会等委員・行政委員・市の管理職に占める女性の割合

●  審議会等委員：法律または条例などの定めるところにより、調停、審査、審議又は調査
などを行う機関の委員

●  行政委員：法律の定めるところにより地方公共団体に置かなければならない委員会など
の委員（教育委員、選挙管理委員会委員、監査委員など）

●  市の管理職：市の部課長

資料：女性の公職参加状況調査（市民安心課調べ）
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（１）市政、審議会等への女性の参画促進
市が設置する審議会等への女性の積極的な参画を図り、女性の登用による多様な意見を

行政へ反映していきます。

《施策の方向性》 

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

25
市の審議会、委員会
等への女性委員の登
用促進

市の審議会、委員会等への女性
委員の登用率の向上を目指す。

政策形成過程での女性
の参画拡大

継続

26
新設する審議会、委
員会等への女性登用
の促進

新たな審議会、委員会等を設置
する際には、女性の登用に配慮
する。

女性の登用による多様
な視点の導入

新規

27
市政・審議会等への
女性の登用状況調査
の実施

市の審議会・委員会等への女性
の登用状況の調査を実施し、そ
の結果を公表する。

女性の登用状況結果分
析による方針の決定

継続

（２）職場における女性の積極的登用
市の政策、方針決定の場への女性の参画を推進するため、市職員への研修の充実や適正

な人事評価により女性職員の管理職への登用を推進します。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

28 女性職員の管理・監
督者への登用促進

管理・監督者への女性の登用を
積極的に行う。

政策形成過程での女性
の参画拡大

継続

29 女性職員の研修実施
女性職員の職域の拡大や業務遂
行能力の向上を図るため、女性
職員に対する研修を実施する。

女性の登用に向けた人
材育成

継続

30 プロジェクト等への
女性の参画

職場のプロジェクト等への女性
職員の登用・参画を図る。

女性の登用による多様
な視点の導入

継続

島田市男女共同.indd   19 2014/03/12   10:43



20

第2章 計画の内容

（３）地域、各種団体における女性の参画促進
地域や各種団体における方針決定過程への女性の参画を促進するため、啓発事業を推進

します。特に防災活動においては、女性の意見を反映させる計画づくりに努めます。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

31 自治会役員への女性
の登用促進

自治会役員へ女性の登用を促進
するよう啓発を図る。

これまでの地域の慣習
に対する男女それぞれ
の意識改革

継続

32
コミュニティ・ボラン
ティア団体等の役員
への女性の登用促進

コミュニティ・ボランティア団
体等の役員へ女性の登用を促進
するよう依頼する。

地域における政策形成
過程での女性の参画拡
大

継続

33 男女の均衡の取れた
PTA 役員体制の促進

ＰＴＡ役員へ男女の偏りがない
ような選出を図る。

さまざまな人材による
多様な視点の導入 継続

34 避難所運営会議等へ
の女性の登用促進

防災活動に女性の視点を反映させ
るため、女性の参画を促進する。

防災活動における男女
共同参画の視点の反映 新規

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

35 女性の人材育成と能
力の活用

様々な分野で活躍する女性の人
材情報を活用する。 多様な人材の能力の活用 継続

36 女性団体・グループ
の活動への支援

女性団体・グループに対して、
情報を提供するなど活動を支援
する。

男女共同参画の視点を
持ったグループの育成 継続

37 女性リーダー育成のた
めの学習機会の提供

市政や社会問題などについて学
習し、政策・方針決定の場へ参
画できる女性リーダーを育成す
るため、学習機会を提供する。

政策形成過程の場へ参
画する女性リーダーの
育成

継続

38 女性リーダー育成の
ための講座の開催

子育て支援などに関する女性
リーダーの養成を目的に講座を
開催する。

女性自身の意識や行動
を改革し、能力を高め
る機会の提供

継続

（４）女性の人材育成
女性が政策 ･ 方針決定過程へ参画し、それぞれの能力を発揮するため、人材の育成や発

掘、講座の開催、情報の提供に努めます。
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第2章 計画の内容

基本的施策 4

ワーク ･ ライフ ･ バランス実現に向けた環境整備
《現状と課題》

少子高齢化が進行する中で、男女が平等に参画できる社会を実現するためには、仕事と家
庭や地域での生活とのバランスをとり、性別にかかわらず能力を発揮できる環境整備をして
いくことが重要です。家事・子育て・介護など家庭内での役割分担は進んできていますが、
仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）（※）の実現のためには、男女がともに家事、
子育てや介護等に主体的に関わり、責任を担うことへの理解の促進が重要となります。

今後は、ワーク・ライフ・バランス実現のため、市民や事業所への啓発活動、子育てや介
護支援サービスの充実など、環境づくりや取組を積極的に推進していきます。

【関連条文】島田市男女共同参画推進条例
第 6 条 家庭生活における活動と職業生活その他の社会における活動との両立
第 11 条 事業者の責務

家庭内での役割分担の状況

資料：「島田市総合計画後期基本計画」策定にかかる住民アンケート調査(平成25年)

※用語解説 P56 参照
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（1）男女がともに働きながら子育てできる体制、支援策の充実
　男女がともに働きながら安心して子育てができるよう、さまざまな子育て支援事業を推
進します。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

39 保育事業の充実
延長保育、一時保育、病後児保育、
放課後児童クラブ等、働く親を支
援する保育サービスを推進する。

女性が継続して就業で
きるような多様な働き
方を柔軟に選択できる
環境の整備

継続

40 育児休業・介護休業
制度の周知

広報紙等を活用して、制度の周
知と利用促進を図る。

ワーク・ライフ・バラ
ンスの視点から、制度
の定着について事業主
や労働者への普及啓発

継続

41 市職員における育児
休業制度の利用促進

市が率先して男女とも育児休業
制度を活用しやすい環境整備を
行う。

市が率先した男性の育
休取得率の向上 継続

42 子育て支援事業の充
実

子育て支援センター、育児サポー
ター派遣事業など、多様なニー
ズに対応した子育て支援事業を
推進する。

男女が安心して子ども
を産み育てることがで
きる事業の推進

継続

（２）ひとり親家庭等への支援策の充実
　ひとり親家庭等へ生活の安定を図るための支援を行います。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

43 ひとり親家庭支援事
業の充実

ひとり親家庭に対し、医療費助
成・児童扶養手当等の援助を行
うほか、支援員による相談・情
報提供を行う。

ひとり親家庭が安心して
生活できる環境の整備

継続

44 児童生徒への就学援助
経済的理由により就学困難な家
庭に対し、小中学生の就学に要
する経費を援助する。

経済的理由により就学
困難な家庭が、安心し
て生活できる支援

継続

《施策の方向性》 
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第2章 計画の内容

（３）高齢者・障害のある人が安心して暮らせる環境の整備
男女共同参画の視点から、年齢や障害の有無にかかわらず、いきいきと安心して暮らせ

る環境の整備を図ります。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

45 介護相談員派遣事業
の充実

介護相談員を介護保険施設等へ
派遣し、介護サービスの質の向
上を図る。

男女がともに介護にか
かわれる相談体制の整
備

継続

46
「生きがい対応型デイ
サービス事業」（※）
の男性の利用促進

高齢者のデイサービス事業につ
いて、男女がともに利用しやす
いよう促進を図る。

男女がともに参加しや
すい事業の実施

継続

47 高齢者保健福祉計画
の周知・推進

高齢者保健福祉計画の周知を行
い、男女共同参画の視点を含め
て推進する。

高齢者が男女ともに、
安心して暮らせるため
の支援

新規

48
地域における高齢者
の居場所づくりの推
進

高齢者に公民館等を開放し、地
域における居場所づくりを推進
する。

高齢者が男女ともに、
地域で孤立せず暮らせ
るための支援

新規

49 障害者計画の周知・
推進

障害者計画の周知を行い、男女共
同参画の視点を含めて推進する。

障害のある人が男女と
もに、安心して暮らせ
るための支援

新規

50 精神保健福祉講座の
実施

精神障害を正しく理解し、認識
してもらうため、啓発講座を開
催する。

障害のある人が男女と
もに、安心して暮らせ
るための啓発

継続

51 障害児の療育、相談
支援事業の充実

発達が気になる子どもや障害の
ある子どものそれぞれの成長段
階における相談支援・療育指導
を充実させる。また、小中学生
においては、特別な支援教育が
必要な児童生徒に対し、教育支
援員を配置し支援する。

障害のある子どもが、
いきいきと安心して暮
らせるための支援

継続

※用語解説 P55 参照
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（４）家事、子育て、介護など家庭生活への男女共同参画の推進
男女がともに家事、子育てや介護等に主体的に関わり、責任を担うことができるよう家

庭や地域での生活への主体的な取組を進めるための広報や講座を開催するとともに、働き
方の見直しに関する啓発活動を行います。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

52
家庭生活、地域生活
における男女共同参
画に関する啓発

フォーラム、情報紙、セミナー
等で啓発を図る。

さまざまな機会をとら
えての啓発 継続

53
市職員におけるワー
ク・ライフ・バラン
スの促進

定時退庁日の徹底や適正な人事
配置による残業時間の削減によ
り、職員のワーク・ライフ・バ
ランスの実現を図る。

市が率先したワーク・
ライフ・バランスの推
進

継続

54 家族介護教室の開催 家族の介護についての認識を高
める講座を開催する。

男女、特に男性が介護
に主体的に関われるよ
うな講座の開催

継続
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第2章 計画の内容

基本的施策 5

就労の場における男女平等の推進
《現状と課題》

性別にかかわらず一人ひとりが、その能力や個性を十分発揮できる環境を整えること
は、男女共同参画社会づくりを実現する上で重要な条件となります。男女雇用機会均等法
の改正など、女性の働く環境は整備されつつありますが、雇用の状況や昇進、賃金など労
働環境の格差はいまだに残っているのが現状です。また、少子高齢化による労働力人口の
減少により、多様な分野で男女ともに人材の確保を図ることが重要となります。

本市においても 30 歳代前半の「女性の労働力率」（※）は、ほかの年代と比べて落ち
込んでおり、女性が職場で十分な能力が発揮できる環境づくりや、再就職時における就労
支援の充実などを図る必要があります。
　今後は、性別にかかわらず個性と能力やそれぞれのライフスタイルに応じた、多様でか
つ柔軟な働き方を選択できる環境づくりを推進する必要があります。

【関連条文】島田市男女共同参画推進条例
第 5 条 政策等の立案及び決定における男女共同参画の機会の確保
第 11 条 事業者の責務

男女の年齢階級別労働力率

資料：平成22年国勢調査
※用語解説 P55 参照
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（１）男女の対等な雇用・労働条件確保のための施策の推進
　男女の平等な雇用や労働条件を確保するための制度の周知や仕組みづくりに取り組みます。

《施策の方向性》 

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

55
総 合 評 価 競 争 入 札

（※）の評価基準の
加点制度の実施

男女がともに働きやすい職場環境
づくりに取り組んでいる事業者に対
し、総合評価競争入札において加
点を行う制度を実施する。

男女がともに働きやす
い環境づくりへの取組
の促進

継続

56 「家族経営協定」（※）
の締結促進

農業経営において女性の就業条件
を明確にするため、家族経営協定
について啓発し、締結の促進をする。

仕事と生活との調和を
促進し、男女がともに参
画する農業経営の促進

継続

57
「男女共同参画社会
づくり宣言」事業所
の普及促進

「男女共同参画社会づくり宣言」（県
事業）についての周知を図り、男
女共同参画の推進に積極的に取り
組んでいる事業所を発掘する。

男性を中心とした働き
方の見直しや長時間労
働の抑制など、事業所
の自主的な取組の促進

継続

（２）就労環境の改善のための多様な情報提供
男女がともに働きやすい職場環境づくりを推進するための多様な情報提供に努めます。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

58
働きやすい職場環境
づくりに関する資料
・情報の提供

ハローワークと共同して、市内
事業所に対し、女性の就労、再
就職に関する情報を提供する。

女性の労働力率におけ
る「M 字カーブ」（※）
問題の解消

継続

59 大学生と事業所との
就職情報交流

近隣市と合同で大学生向け就職
説明会を開催し、若者の就労支
援を行う。

男女の雇用機会均等の
促進 継続

60
事業主・人事担当者に対
する「ポジティブ・アクション」

（※）に関する情報の提供

事業所等における女性職員の能
力発揮を促進するための取組方
法に関する情報を提供する。

企業のポジティブ・ア
クションの取組の促進 継続

（３）女性の就業意識向上・能力発揮支援
女性がその能力を十分に発揮できるよう、再就職や就労の支援をします。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

61 女性の起業や再就職
への支援

商工団体や事業所と連携して、起
業に関するセミナーの開催に協力し、
女性の起業や再就職を支援する。

ライフステージに応じた
多様な働き方を柔軟に
選択できるような支援

新規

(60)
事業主・人事担当者に対す
る「ポジティブ・アクション」に
関する情報の提供（再掲）

事業所等における女性職員の能
力発揮を促進するための取組方
法に関する情報を提供する。

企業のポジティブ・ア
クションの取組の促進 継続

※用語解説 P55、P56 参照
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第2章 計画の内容

基本的施策 6

地域における男女共同参画の推進
《現状と課題》

自治会、町内会などの地域活動の場においては、女性自身の考え方や性別による役割分
担意識などの理由により代表者は男性である場合が多く、女性が計画や方針決定の場へ参
画出来ていないという実態があります。

今後は、男女がともに積極的に地域活動へ参画し、互いに多様な意見を出し合い、協力
できるよう、自治会などの地域の団体への啓発や支援が重要です。

また、地域の防災活動においては、東日本大震災で再確認された避難所生活や被災者支
援における女性の視点の重要性を踏まえ、一人でも多くの女性の参加のもと、男女共同参
画の視点に配慮した防災活動の推進を図る必要があります。

【関連条文】島田市男女共同参画推進条例
第４条 社会における制度又は慣行についての配慮
第 13 条 地域における男女共同参画の推進

女性が自治会の長などの役職につくことが少ない理由

資料：静岡県の男女共同参画に関する県民意識調査報告書(平成25年)
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（1）地域の一員としての地域活動への男女の平等な参画促進
地域の一員として男女がともに地域活動に参画できるよう、啓発活動に努めます。

《施策の方向性》 

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

62

各自治会から推薦さ
れる各種委員におけ
る男女の構成比の見
直し

各自治会が選出する委員等にお
いて、その構成がどちらかの性
に偏ることのないよう、固定的
な役割分担意識を払拭するよう
啓発する。

地域づくりに男女がとも
に関わることの重要性
の啓発

継続

63
地域活動における男
女共同参画意識の醸
成

防災、防犯、交通安全等の地域
の安全活動への女性の参加の促
進を図る。

地域の防災、安全活動
などの分野への女性の
視点、知識、経験の反映

継続

64 モデル地区事業の実施
男女共同参画の推進のため、コ
ミュニティ単位等でモデル地区
事業を年次的に実施する。

男女がともに参画する
モデル地区事業の実施 新規

（2）地域活動団体等の育成支援
地域での男女共同参画を推進するため、地域活動団体の育成支援を行い、活動の活性化を図ります。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

65
男女共同参画啓発活
動実施グループの育
成、支援

男女共同参画に関する啓発活動
を実施するグループを育成、支
援する。

地域団体等が行う男女
共同参画啓発活動への
支援

継続

（3）男女共同参画の視点を持った防災等の推進
災害時における男女共同参画の視点を持った防災活動の推進を図ります。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

66
地域の防災活動にお
ける女性の登用の促
進

県の防災指導員への女性の登録や
女性消防団員の入団促進を図る。

防災活動における男女
共同参画の視点の反映 継続

(34)
避難所運営会議等へ
の女性の登用促進
( 再掲 )

防災活動に女性の視点を反映させ
るため、女性の参画を促進する。

防災活動における男女
共同参画の視点の反映 新規

島田市男女共同.indd   29 2014/03/12   10:43



65

70

75

80

85

90

女性男性
0

5

10

15

20

25

男性 女性

歳 年

80.5

（県内9位）

（県内5位）
（県内13位）

（県内15位）
86.4

0

10

20

30

40

50

乳
がん

前立腺
がん

子宮
がん

％

13.8

36.9

21.2

17.69

20.96

30

第2章 計画の内容

基本的施策 7

《現状と課題》
女性は、妊娠・出産など産む性としての特性を備えているため、男性とは異なる健康上の

問題に直面する可能性があります。また、「リプロダクティブ・へルス / ライツ」 （性と生殖に
関する健康と権利）は、女性の人権として重要な概念であり、生殖に関わる行動を女性自身
が決定できるよう、性や健康に対する情報提供や支援が必要となっています。

一方、男性は、喫煙、飲酒の習慣のある人が多いことから健康を損なうことになりやす
く、また、仕事中心の生活により、心身の健康を害する人も少なくありません。

男女がともに互いの個性と能力を発揮し社会に参画するためには、生涯を通じて心身と
もに健康であることが欠かせません。そのためには、それぞれのライフステージに応じた
スポーツなどの活動に取り組む環境づくりも重要になります。

生涯を通じた男女の健康支援

島田市の男女別の平均寿命 島田市のがん検診率
島田市の
65歳からの平均自立期間（お達者度）（※）

資料：厚生労働省（平成22年） 資料：静岡県健康福祉部（平成22年） 資料：健康づくり課調べ（平成24年）

【関連条文】島田市男女共同参画推進条例
第３条　男女の人権の尊重
第８条　互いの性の尊重及び生涯にわたる健康への配慮

※用語解説 P55 参照
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（1）ライフステージに応じた健康支援
男女それぞれのライフステージに応じて、心身の健康の保持・増進を図るための健康づ

くり支援事業を推進します。

《施策の方向性》 

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

67 性別、年齢に応じた
各種検診等の推進

性別、年齢に応じた各種がん検
診等を実施し、健康支援を行う。

性別や年齢に配慮した
健康支援 継続

68 男女の健康相談体制
の充実

栄養、健康、精神等に関する各
種相談を実施し、健康支援を行
う。

性差に配慮した健康支
援 継続

69 出産にかかわる講座
や相談の実施

出産や育児に関する講座や育児
相談等を実施し、健康支援を行
う。

妊産婦に配慮した健康
支援 継続

70 不妊治療に関する支援 不妊治療の相談、助成事業を実
施する。

男女がともに不妊治療
に臨める支援 継続

71 スポーツやサークル
活動の促進

スポーツ教室・レクリエーション
教室を開催し、スポーツを通して
健康支援を行う。また、家族が
参加しやすい講座を実施する。

生涯を通じて男女が健
康を保持・増進できる
ようスポーツ活動に取り
組む環境づくりの推進

継続

（2）性と生殖に関する知識の普及及び情報提供
妊娠・出産といった女性の特性についての正しい知識・情報を提供するとともに、生命

尊重、人権尊重の視点に立った教育の充実・啓発に努めます。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

72 性感染症対策の推進 HIV 抗体検査・性感染症検査及
び相談事業について周知する。

健康をおびやかす問題
についての周知 継続

(18)
学校教育現場におけ
る性教育の推進・充
実（再掲）

「自他の尊重を基本とした性教
育」を各学年において実施する。

リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツの立場に
立った性教育の推進

継続
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第2章 計画の内容

基本的施策 8

《現状と課題》
DV（ドメスティック・バイオレンス）や「セクシュアル・ハラスメント」（※）など、

性別に起因する暴力は重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。
ＤＶは、外部から発見が困難な家庭内において行われることが多く、身体的暴力だけで

なく心理的攻撃、性行為の強要等、自尊感情を傷付ける暴力により、多くの被害者が力を
奪われ、潜在化しやすく、また、加害者に罪の意識が薄いことから、被害が深刻化しやす
いという特徴があります。他方、被害者自身が報復を恐れたり、「自分が悪いから」と自
分を責めて相談をためらうことも多く、相談につながりにくい状況があります。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（ＤＶ防止法）の制定以降、
国・地方自治体ではＤＶ防止と被害者の支援に向けたさまざまな取組が進められてきま
した。また、2 度の法改正により、心身に有害な影響を及ぼす言動及び生活の本拠を共に
する交際相手からの暴力も対象とされました。こうした取組にもかかわらず、平成 25 年
5 月に静岡県が実施した「DV の経験に関する調査」では、約 11% が暴力を受けたり、身
近に暴力を受けた人がいると回答しています。

このため、暴力に対する社会的認識を強め、それを許さない社会意識の改革を積極的に
推進する必要があります。同時に、被害者等が相談しやすい体制づくりを通じて、被害の
潜在化を防止するとともに、効果的な支援の推進については、関係機関の連携強化を図る
必要があります。

また、就業意欲の低下、能力発揮の妨げになるセクシュアル・ハラスメント、「パワー・
ハラスメント」（※）などについては、人権問題であるという認識を深め、その防止に取
り組むよう、事業所などに働きかける必要があります。

女性に対する暴力の根絶（島田市 DV 防止対策基本計画）

【関連条文】島田市男女共同参画推進条例
第３条 男女の人権の尊重
第 15 条 性別による権利侵害の禁止

※用語解説 P56 参照
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島田市のＤＶの相談受付件数及び一時保護件数

資料：児童課調べ

ＤＶの経験

資料：静岡県の男女共同参画に関する県民意識調査報告書(平成25年）
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第2章 計画の内容

（1）女性に対する暴力根絶へ向けた啓発、教育の充実
様々な機会を通じて、DV は人権侵害であるという認識を深め、女性に対する暴力を許さな

い社会づくりのための啓発を推進するとともに、若い世代に向けた意識醸成を図ります。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

73 女性に対する暴力根絶
へ向けた啓発の推進

男女共同参画週間や人権週間に
合わせて、男女の人権尊重の啓発
活動を実施する。
また、女性に対する暴力をなくす運動
や児童虐待防止推進月間に合わせ
て暴力根絶の啓発事業を実施する。

女性に対する暴力根絶
に向けた正しい理解の
促進

継続

74 人権教育の推進と若
年層へのDV防止啓発

小中高生の人権啓発ポスター展
や「種をまこう」を活用した読
み聞かせなどの啓発を行う。
また、高校生、教職員等を対象
に「デート DV」( ※ ) 防止に関
する啓発、講座を開催する。

人権尊重・男女平等に
ついて考える機会の提
供と女性に対する暴力
根絶に向けた正しい理
解の促進

新規

75 暴力根絶に対する環
境の整備

暴力的な表現のある書籍・DVD
等の有害図書類については、青
少年への販売、貸出しの制限を
業者へ依頼する。

誤った性情報や暴力的
な図書類への接触の制
限

継続

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

76 相談体制の充実

DV 等に関する相談窓口や支援情
報の周知を図るとともに、相談
担当者及び関係職員の資質の向
上に努め、体制の充実を図る。

女性が利用しやすい環
境の整備 継続

77 関係機関との連携強化

DV 等に関する相談について、庁
内関係課はもとより、警察、県
女性相談センターなどの関係機
関のほか、学校や医療機関など
との連携強化を図る。

被害者の立場を最優先
にした対応 継続

（2）相談体制の充実と関係機関との連携
被害者が一刻も早く相談窓口の存在を知り、安心して相談することができるように相談窓口

の周知と相談体制の充実を図ります。
また、島田市要保護児童対策地域協議会の専門部会等を通じて、被害者支援への認識

を共有するとともに、被害者の抱える複雑多岐にわたる問題に対処するために有効な連携・
協力体制の強化を図ります。

《施策の方向性》 

※用語解説 P56 参照
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（3）被害者の安全保護と自立支援
広く市民に通報の努力義務への理解の浸透を図るとともに、被害者については、まずは

安全を確保し、被害者本人の状況と意向に配慮しながら支援を行っていきます。必要な場
合には、速やかに一時保護につなげるとともに、被害者の個人情報の管理に細心の注意を
はらい、安全対策に十分配慮します。

また、被害者が自立して新たな生活を始めるための支援、心身の健康に関する支援、子
どもへの支援等、総合的かつ切れ目のない支援を行います。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

78 DV 防止法制度や支
援制度の啓発の推進

ＤＶ防止法に基づく通報につい
ての理解の浸透を図るとともに
支援制度について情報提供や啓
発を行う。

法律の趣旨や制度の正
しい理解の促進 新規

79 被害者の安全確保 関係機関等と連携し、DV 等被害
者の保護体制の強化・充実を図る。

被害者の立場を最優先
にした対応 新規

80 被害者の自立支援
関係機関等と連携し、DV 等被害
者の自立支援体制の強化・充実
を図る。

被害者の立場を最優先
にした対応 新規

（4）セクシュアル・ハラスメント等の防止対策の推進
職場、学校などのさまざまな場におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止に向けて、

啓発や研修会の開催などによる防止対策を推進します。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

81 セクシュアル・ハラス
メント等の防止の推進

企業、団体等に向けて、セクシュ
アル・ハラスメント等の防止につい
て、情報提供や啓発を推進する。

セクシュアル・ハラス
メント等の根絶に向け
た正しい理解の促進

継続

82
セクシュアル・ハラス
メント等の防止に関
する庁内体制の整備

市職員や教職員に対し、セクシュ
アル・ハラスメント等の防止の研
修を実施する。
また、被害者の相談体制の整備
を行う。

職員一人ひとりのセク
シュアル・ハラスメン
ト等の防止意識の醸成

新規
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第2章 計画の内容

基本的施策 9

《現状と課題》
男女共同参画社会づくりは、国際社会の様々な取組と密接な関係があり、男女共同参画

に関する国際的な動向について関心と理解を深め、その成果を積極的に反映させていくこ
とが重要です。そのため、友好都市との交流活動や国際理解教育等を通して多様な文化や
価値観について理解を促進する必要があります。

また、本市においても多くの外国人が住んでおり、ともに地域社会の一員として性別・
国籍を問わずにまちづくりに参画できる環境づくりを進めるため、在住外国人の人権を尊
重し、相互理解を促進する必要があります。。

国際的視野の下での男女共同参画

【関連条文】島田市男女共同参画推進条例
第 7 条　国際的視野の下での男女共同参画

外国人住民国籍別人員

資料：市民課調べ

平成25年3月末現在
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（1）国際的な動向を踏まえた男女共同参画の推進
男女共同参画に関する国際社会の情報の収集、提供を行うとともに、在住外国人に対し

情報の提供や支援事業を推進します。

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

83 諸外国の情報提供及
び啓発の推進

男女共同参画に関する国際的な
先進事例等の情報を収集し、発
信する。

国際社会の情報収集と
市民にわかりやすい情
報の提供

継続

84 外国人の生活基盤の
整備

在住外国人向けの行政情報やパ
ンフレット等を作成・配布し、
外国語による情報提供を行う。
また、外国人を対象とした日本
語教室を開催する。

男女を問わず外国人の
言語のハンディキャッ
プの軽減

継続

85 外国人児童生徒に対
する支援

外国人児童生徒相談員等が学校
を訪問し、児童生徒への適応指
導や指導教員への助言・援助を
行う。

男女を問わず外国人の
言語のハンディキャッ
プの軽減

継続

《施策の方向性》 

番号 項　目 内　　容 男女共同参画の視点 分類

86 国際的人材の育成

全小中学校において国際理解
教育（「ALT」（※）による学校
訪 問 ）を実 施 す る 。 ま た 、 総
合 的 な 学 習 の 時 間 等 を 利 用
して、国際経験豊富な講師を
招いて講演会等を開催する。
図書館において、幼児向けの外
国語による読み聞かせ事業を開
催する。

国際感覚を身につける
学習機会の提供 継続

87 国際交流活動の推進 国際理解を深めるため、国際交
流事業への市民参加を促進する。 幅広い市民参加の促進 継続

（２）国際交流等を通しての多様な価値観の理解推進
国際交流や国際理解教育を通じて、性別や国籍による差別意識を払拭するとともに、多

様な文化や価値観について理解の推進を図ります。

※用語解説 P55 参照
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