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　私たちを取り巻く社会環境は、本格的な人口減少・超
高齢社会の到来、高度情報化、国際化の進展、家族形態
の多様化など大きく変化しています。
　こうした中、すべての人が互いの人権を尊重し、一人
ひとりが個性と能力を発揮することができる男女共同参
画社会の実現は、わが国にとっても重要な課題となって
います。
　わたしたちの島田市は、明治９年７月 30 日、浜松県公選民会の代議人選挙に
おいて、日本で初めて女性が投票をした場所として、男女共同参画の視点から歴
史的に深い意味を持つ市であります。
　平成 17 年５月に旧島田市、旧金谷町が合併して誕生した新島田市としては、
平成 19 年７月に「島田市男女共同参画推進条例」を制定し、男女共同参画社会
づくりに対して市、市民、事業者及び市民団体が共同し、地域全体で取り組んで
いくことを定めました。また、旧川根町との合併後の平成 20 年８月には内閣府
との共催による「男女共同参画都市宣言」を行い、誰もが互いを尊重し、共に高
めあい、平和で生きいきと暮らすことができるまちづくりに取り組むことを内外
に宣言いたしました。
　今回の「島田市男女共同参画行動計画」は、様々な施策を総合的かつ計画的に
推進するためのものです。この推進にあたっては、行政はもとより、市民の皆様
や事業者、関係団体の方々とともに着実な推進を図っていきたいと考えておりま
すので、一層のご理解とご協力をお願いいたします。
　最後に、計画の策定にあたり熱心にご協議をいただきました島田市男女共同参
画推進委員会委員の方々をはじめ、貴重なご意見をいただいた多くの方々に心か
らお礼を申し上げます。

平成 21 年３月

� 島田市長　桜井　勝郎　
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第１章 計画の策定にあたって

1.  計画策定の目的
　1975 年（昭和 50 年）の国際婦人年から今日まで、世界では国際連合を中心として女子
差別撤廃条約が採択され、また、わが国では男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本
法が制定されるなど、男女平等を実現するための枠組みは整備されてきました。
　旧島田市、旧金谷町においては、男女共同参画の推進にかかる計画をそれぞれ掲げ、旧
川根町においても、男女共同参画を推進する啓発事業を実施することにより、住民一人ひ
とりが個性と能力を発揮し、責任を分かち合う男女共同参画社会づくりを目指す取組みを
進めてきました。
　旧島田市・旧金谷町の合併後の 2007 年（平成 19 年）7 月 30 日には、「島田市男女共同
参画推進条例」を施行し、行政のみの取組みではなく、市民、事業者、市民団体が共同し
て取り組むことを定めるとともに、各種施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計
画を策定することを明文化しました。
　さらに、川根町との合併後の 2008 年（平成 20 年）8 月 2 日には、市民と行政が協働し
て男女共同参画社会の実現に取り組む姿勢を内外に明らかにするため、「男女共同参画都
市」の宣言をしました。
　しかし、こうした取り組みを進めているにもかかわらず、いまだに性別で役割を決めて
しまう考え方やこれに基づく制度やしきたりが根強く残っているという現状があります。
この行動計画は、２度の合併を経た現在、こうした課題に的確に対処し、男女共同参画社
会づくりをより身近なものにしていくために策定するものです。
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２. 計画の基本目標
男女共同参画社会の実現� �
　　　　︲互いに尊重し、支えあう、心豊かな社会の実現︲

　自分らしく、いきいきとした毎日を過ごすことは、私たちの願いです。
　しかし、個人個人が我を通すだけでは、特定の人物だけが自己中心的に暮らしている社
会になってしまいがちです。
　互いに相手を尊重し、相手の大切さを認識して支え合うことは、結果として、各々が自
分らしく生きられることに繋がり、心豊かな社会、ひいては男女共同参画社会の実現に導
かれると考えられることから、これを基本目標としています。

３. 計画の位置づけ

４. 計画の期間
　2009 年度（平成 21 年度）から 2013 年度（平成 25 年度）とします。
　                                          ※県計画 2007 年度～ 2010 年度

島田市男女共同参画推進条例 
＜基本理念＞ 
第３条 男女の人権の尊重
第４条 社会における制度又は慣行についての配慮
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７条 国際的視野の下での男女共同参画 
第８条 互いの性の尊重及び生涯にわたる健康への配慮 

国：男女共同参画基本計画 

県：静岡県男女共同参画基本計画 
市：島田市総合計画 

島田市男女共同参画行動計画  
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第１章 計画の策定にあたって

５. 計画の体系

目　標 基本的施策 

「ワーク・ライフ・バランス」とは 
国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすととも
に、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応
じて多様な生き方が選択･実現できる状態 

-互いに尊重し、支えあう、 
　　　　　心豊かな社会の実現- 

＜条例の基本理念＞ 

2-（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
2-（2） 家庭・地域における男女平等意識の向上 
2-（3） 職場における男女平等意識の向上 

5-（1） 地域の一員としての地域活動への参画促進 
5-（2） 地域活動団体等の育成支援及びネットワーク化の推進 

6-（1） ライフステージに応じた健康支援 
6-（2） 性と生殖に関する知識の普及及び情報提供 

4-（1） 働きながら子育てできる体制、支援策の充実 
4-（2） ひとり親家庭への支援策の充実 
4-（3） 高齢者・障害者が安心して暮らせる環境の整備 
4-（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

3-（1） 市政、審議会等への女性の参画促進 
3-（2） 職場における女性の積極的登用 
3-（3） 地域、各種団体における女性の参画促進 
3-（4） 女性の人材育成 

8-（1） ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ、ＤＶ等の防止に向けた啓発と防止対策の推進
8-（2） 暴力根絶に対する啓発、教育の充実 

9-（1） 国際的な動向を踏まえた男女共同参画の推進 
9-（2） 国際交流を通しての多様な価値観の理解推進 

7-（1） 男女の対等な雇用・労働条件確保のための施策の推進 
7-（2） 就労環境の改善のための多様な情報提供
7-（3） 女性の就業意識向上・能力発揮支援 

施策の方向性 
1-（1） 男女共同参画の推進に関わる現状分析及び情報の収集と提供
1-（2） 男女共同参画の視点に立った行政施策の展開 

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・バランス確立に
向けた環境整備 

５．地域における男女共同参画の推進 

６．生涯を通じた男女の健康支援 

７．就労の場における男女平等の推進 

８．女性に対する暴力の根絶 

９．国際的視野の下での男女共同参画 

男女共同参画社会の実現

第３条 男女の人権の尊重
第４条 社会における制度又は慣行について

の配慮
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７条 国際的視野の下での男女共同参画
第８条 互いの性の尊重及び生涯にわたる健

康への配慮
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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》
　現在、男女共同参画社会づくりに向けた環境整備は徐々に整いつつありますが、「男
は仕事、女は家庭」といった言葉に代表される性別によって男女の役割を固定的に決
めてしまう考え方が、人々の意識や社会制度・慣行の中に根強く残り、男女共同参画
が進まない要因となっています。
　今後は、性別による固定的な役割分担の考え方に基づいた制度・慣行について、実
態把握や情報収集を行うことにより、問題点を洗い出すとともに、市の行政施策にお
いても男女共同参画の視点に立ち、問題解決を図っ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（P40,41）
　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

社会の分野別の男女の平等感（静岡県）

9.1

17.4

8.8

25.3

11..1

22.1

47.9

48.1

16.5

37

41.9

29..6

55.3

28.6

15.8

53.3

30

19.3

34.7

11.8

8.1

4.2

3.9

9.8

8.1

3.2

2.8

8.9

18.1

10.5

8.1

12.6

4.64.6

2.5

5.4

3.2

3.3

3.3

3

1.9

1.9

1.1

0.9

0.9

0.7

0.2

0.5

0.2

4.7

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

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

社会通念・慣習・
しきたりなどで

法律や制度の上で

政治の場で

地域で
（自治会・PTA）

学校教育の場で

職場で

家庭生活で

 資料：静岡県の男女共同参画に関する県民意識調査（平成18年）
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《施策の方向性》

（１）男女共同参画の推進に関わる現状分析及び情報の収集と提供
　男女共同参画に関する意識調査や実態調査を行うとともに、統計資料等を収集し、現状
を把握・分析したうえで、その結果を情報提供します。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

1 広報紙等による情
報提供・啓発活動

広報しまだ・FM 島田・市のＨＰ・男女
共同参画情報紙「パレット」など市のメ
ディアを使い、男女共同参画に関する内
容を提供する。

継続
秘書広報課
企画課
総務課

2
市民意識と生活実
態等についての調
査・研究の実施

一般市民及び企業を対象とした男女共同
参画に関する意識調査・実態調査を実施
する。

継続 企画課

3 市役所職員の意識・
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・実態調査を行う。 新規 企画課

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

国、県、他市、団体、研究教育機関等が
発行する統計資料や図書等、情報を収集
するとともに、図書館に男女共同参画
コーナーを設置し提供する。                                                                                        

継続 企画課
図書館

　　　（※）Ｐ45参照
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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男女共同参画の視点をもって見直すため、まず行政が先頭に立
ち、行政施策を推進するほか、様々な分野において男女共同参画の推進を図るよう啓発活動
を行います。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

5 啓発推進員による
出前講座の実施

事業所・各団体等へ啓発推進員による出
前講座を実施し、男女共同参画やワーク・
ライフ・バランス（※）に関する啓発を
行う。

新規 企画課

6
男女共同参画推進
の た め の ネ ッ ト
ワークの拡充

市内関係団体により構成する男女共同参
画推進のためのネットワークを拡充し、
会員相互の連携を図るとともに、市と協
働して啓発活動を行う。

新規 企画課

7
条例・行動計画等
についての普及・
啓発

条例及び行動計画、現行法制度の普及啓
発に努める。
男女共同参画行動計画の新実施計画を策
定する。（新）

継続
新規 企画課

8
男女共同参画に関
する講演会等の開
催

「男女共同参画の日」（※）を中心に、講
演会等の啓発活動を行い、団体・企業・
一般市民に参加を呼びかける。
男女共同参画に関する講座、セミナー等
を開催する。

継続 企画課

9

男女共同参画に関
する情報発信をす
るグループの育成・
支援　

啓発推進員の拡充に努め、推進員と連携
して啓発活動を行う。 継続 企画課

10 市民相談等の実施 市民相談・女性相談・家庭児童相談室等、
各種相談事業を実施する。　 継続

企画課
市民安全課
児童課
長寿介護課

　　　（※）Ｐ45参照

－ 10 － － 11 －
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第２章 計画の内容

基本的施策 2
男女の人権を尊重する教育や学習の充実
《現状と課題》
　男女それぞれの人権が尊重され、だれもが性別に関わらず個性と能力を十分に発揮
するためには、学校・家庭・地域・職場での教育や学習の及ぼす影響が大きなものと
なります。そのためには、それぞれの場において、指導する立場にある人の人権尊重
の意識を向上していくことが重要です。また、学校教育の場を始めとして、家庭・地
域においても男女共同参画の視点に立った教育や学習を行うことにより、性別に関わ
らず自立した個人として社会を担う人材を育てる必要があります。

　【関連条文】島田市男女共同参画推進条例（P40,41）
　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

子どものしつけや教育について（静岡県）

56.7

51.6

34.2

4.9

19.1

13.7

49.6

8.2

19.3
1.4

5.3

0.9

1.4

4.7

4.7

1.6

3.2

3.0

3.9

2.5

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

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

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

男の子は理科系、女の子は文科系に進んだほうがよい

男女にはそれぞれの役割や特性があるので、女の子は
女の子らしく、男の子は男の子らしく育てたほうがよい

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 無回答

29.6

37.2

6.7

36.7

 資料：静岡県の男女共同参画に関する県民意識調査（平成18年）

－ 12 － － 13 －



　《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
　幼児期も含めた学校等の教育において、発達段階に応じ、性別に関わらず一人ひとりが個
性と能力を発揮し、自立した生き方ができるよう男女共同参画の視点に立った学習内容の
充実を推進します。あわせて教職員等指導者の意識の向上を図るため、教職員に対する研
修の充実を図ります。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

11

「総合的学習の時
間」等における男
女平等・人権教育
の実施

道徳や総合的学習の時間を活用して、男
女平等・人権教育を実施する。 継続 学校教育課

社会教育課

12
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、やさしい解説書等を整備し、
活用の推進を図る。

継続 学校教育課

13
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土・日を利用して
ＰＴＡ行事や学校行事を実施する。 継続 学校教育課

14 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。 継続 学校教育課

15 教職員研修の充実 人権担当職員等に男女共同参画推進につ
いての啓発をする。 継続

企画課
児童課
学校教育課

16 進路指導の充実

女子向き、男子向きと固定的にとらえる
のではなく、これまで女性及び男性の進
出の少なかった分野も視野に入れた進路
指導を行う。

継続 企画課
学校教育課

17
学校教育現場にお
ける性教育の推進・
充実

「自他の尊重を基盤にした性教育」を各
学年において実施する。 継続 学校教育課

－ 12 － － 13 －



第２章 計画の内容

（２）家庭・地域における男女平等意識の向上
　家庭や地域において、性別による固定的な性別役割分担意識に基づく慣習等を払拭する
ための啓発活動等を実施します。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

18
公民館等の各種講
座における男女共
同参画推進の啓発

生涯学習施設等と連携し、男女共同参画
社会の意識づくりのための啓発的な講座
を開催する。
また、子を持つ親が講座・講演会等に幼
児連れで参加しやすいよう託児を行う。

継続 社会教育課
全課

19 男性のための家事
実践講座の開催

男性のための家事・育児・介護等の実践
講座を開催する。
親子料理教室等へ父親や男子児童・生徒
の参加を促進する。

継続

健康づくり課
長寿介護課
社会教育課
学校教育課

20
学校ボランティア
における男女共同
参画の推進

学校教育活動におけるボランティアにつ
いて、男女がともに参加しやすいよう配
慮する。

継続 学校教育課

21 家庭教育学級の充実
母親以外の参加者層の拡大と男女共同参
画をテーマに取り上げるなど学習内容の
充実を図る。

継続 学校教育課
社会教育課

（３）職場における男女平等意識の向上
　就労の場における性別による固定的な性別役割分担意識に基づく慣習等を男女共同参画
の視点で見直すよう、事業所等への啓発・広報の充実を図ります。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

22
事業所・団体等へ
の広報紙等による
啓発

情報紙・チラシ等を配布することにより、
事業所・団体等における男女平等意識の
定着を図る。

継続
企画課
人事課
商工課

（5）
啓発推進員による
出前講座の実施（再
掲）

事業所・各団体等へ啓発推進員による出
前講座を実施し、男女共同参画やワーク・
ライフ・バランス（※）に関する啓発を
行う。

継続 企画課

　　　（※）Ｐ45参照

－ 14 － － 15 －
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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》
　男女がともに成果と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不可欠です。しかし、本市の審議会等への女性の登用
率や管理職に占める女性の割合や各種団体・事業所における女性役員・管理職の割合
は大変低いのが現状となっています。
　そのため、まず市が率先して女性の人材育成を進めることにより、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そうした女性
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（P40）
　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

島田市の行政委員・審議会等委員・市議会議員の
女性の割合（島田市）

6人

162人

4人

51人

765人

20人

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

行政委員
（総数57人）

審議会等委員
（総数927人）

市議会議員
（総数24人）

女性
男性

 資料：平成20年度女性の公職参加状況調査（平成20年４月１日現在）

－ 16 － － 17 －



　《施策の方向性》

（１）市政、審議会等への女性の参画促進
　多様な人材の発掘に努めることにより、市の審議会等への女性委員の積極的な登用を図
ります。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

23
市の審議会等各種
委員会への女性委
員の登用促進

市の審議会等各種委員会への女性の登用
率の向上を目指す。　 継続 全課

24
市政・審議会等へ
の女性の登用状況
調査

市審議会・委員会等への女性の登用状況
調査を実施する。
登用の進んでいない分野について、その
原因について調査する。（新）

継続
新規 企画課

（２）職場における女性の積極的登用
　市役所において研修の充実や人事評価により女性職員の管理職への登用を推進するほ
か、民間の事業所に対してもポジティブ・アクション（積極的改善措置）（※）に関する研修
を実施することにより女性の登用の促進を図ります。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

25

事業主・人事担当者
に対するポジティ
ブ・アクションに
関する研修の実施

事業所等における女性職員の能力発揮の
促進についての取組方法に関する実践講
座を開催し、事業主・人事担当者の参加
の促進を図る。

新規 企画課
商工課

26
市役所における女
性職員の管理・監
督者への登用促進

管理者への女性の登用を積極的に行う。 継続 人事課

27 市役所における女
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。

継続 人事課

28
職員の職務分担に
おける管理職の意
識改革

各職場において、性別にこだわらない職
務分担を推進する。 継続 全課

29 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。 継続 全課

　　　（※）Ｐ45参照

－ 16 － － 17 －



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、表彰制度の導入
等、様々な角度からの啓発事業を取り入れていきます。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

30
優良事業所・団体・
個人の表彰制度の
創設

男女共同参画の推進に積極的に取り組ん
でいる事業所・団体・個人を発掘し表彰
する制度を創設する。

新規 企画課

31
「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）
についての周知をはかり、宣言をする事
業所数の増加を目指す。

新規 企画課
商工課

32

自治会・コミュニ
ティ・PTA 等各種
団体役員への女性
の登用促進

自治会・コミュニティ・PTA 等各種団
体の長や本部役員へ女性の登用を促進す
るよう啓発を行う。

新規

秘書広報課
企画課
教育総務課
学校教育課

⑸ 啓発推進員による出
前講座の実施（再掲）

事業所・各団体等へ啓発推進員による
出前講座を実施し、男女共同参画や
ワーク・ライフ・バランス（※）に
関する啓発を行う。

継続 企画課

⑹
男女共同参画推進の
ためのネットワーク
の拡充（再掲）

市内関係団体により構成する男女共
同参画推進のためのネットワークを
拡充し、会員相互の連携を図るとと
もに、市と協働して啓発活動を行う。

新規 企画課

（４）女性の人材育成
　女性が政策･方針決定過程へ参画するための多様な能力の向上のため、学習機会や情報の
提供に努めます。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

33 女性人材リストへ
の登録・活用

様々な分野で活躍する女性の人材を発掘
し、人材リストに登録し、活用を促す。 継続 企画課

34
各種女性団体・グ
ループの自立的活
動への支援

各種女性団体・グループの自立的活動へ
支援する。 継続 社会教育課

35 女性リーダーの育
成・研修事業

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人材を育
てるため、女性リーダーの育成・研修等
事業を実施する。

継続

企画課
人事課
観光文化課
社会教育課����

　　　（※）Ｐ45参照

－ 18 － － 19 －
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第２章 計画の内容

基本的施策 4
ワーク･ライフ･バランス確立に向けた環境整備
《現状と課題》
　男女がともにあらゆる分野に参画できる社会を実現するためには、仕事と生活（家庭・
地域）のバランスをとり、どちらかに偏りすぎることの無いような環境整備をしてい
く必要があります。しかし現状では、女性が家事・子育て・介護の多くを担い、男性
は長時間労働に拘束されるなど、両性ともに仕事と生活との調和が取れない状態であ
ることが社会問題化しています。
　少子高齢化が進行する中で、仕事と子育て ･ 家事 ･ 介護等家庭生活の両立が図れる
ようにすることは、将来に亘って持続可能な社会とするためにも、人々が安心して子
どもを産み育て、健やかな家庭づくりを推進するためにも極めて重要となります。
　今後は、仕事と家庭の両立に関する啓発活動や職場の理解の促進、子育てや介護支
援サービスの充実など、ワーク・ライフ・バランス（※）確立のための積極的な環境
づくりや取組みが必要です。

　【関連条文】島田市男女共同参画推進条例（P40）
　第５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

15歳以上の家事関連時間（平成18年 静岡県・全国）

家事

0 60 120 180 240 分

静岡県 1時間13分

2時間53分

2時間25分

2時間3分

17分

17分

24分

18分

1時間7分

25分

30分

36分

32分

30分58分

34分

1時間13分

2時間53分

2時間25分

2時間3分

17分

17分

24分

18分

1時間7分

25分

30分

36分

32分

30分58分

34分

女　性
有業者

女　性
無業者

男　性
有業者

男　性
無業者

全国

静岡県

全国

静岡県

全国

静岡県

全国

介護 育児 買い物

 資料：しずおか女と男のデータブック（静岡県）
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　《施策の方向性》

（１）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、多様な子育て支援事業を推進し
ます。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

36 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。
病児保育実施に向けての調査を行う。

（新）

継続
新規 児童課

37 育児休業制度の利
用促進

広報紙等を活用して制度の周知と利用促
進を図るほか、民間事業所における育児
休業取得が増加しない要因を調査・分析
し、対策を講じる。

継続
企画課
人事課
商工課

38 子育て支援事業
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。

継続
児童課
健康づくり課
社会教育課

（２）ひとり親家庭への支援策の充実
　母子・父子家庭等ひとり親家庭の生活の安定を図るための様々な援助を行うほか、自立
を支援するための相談事業を充実します。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

39 ひとり親家庭支援事業

母子・父子家庭等ひとり親家庭に対し、
医療費助成・児童扶養手当・支援金等の
援助を行うほか、母子自立支援員による
相談・情報提供を行う。

継続 児童課

40 ひとり親家庭交流事業 母子福祉会によるレクリエーション事業
等に対し、支援を行う。 継続 児童課

41 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、小中学生の就学援助を行う。 継続 教育総務課

－ 20 － － 21 －



第２章 計画の内容

（３）高齢者・障害者が安心して暮らせる環境の整備
　高齢者や障害者を社会全体で支えていく体制の整備を図るとともに、年齢や障害の有無
にかかわらず、男女が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 分類 担当課

42 介護相談員派遣事業

介護相談員を介護保険施設等へ派遣し、
利用者や家族の疑問・不安等を解消する
ために施設等と意見交換することにより
介護サービスの質の向上を図る。

継続 長寿介護課

43 生きがい対応型デ
イサービス事業

高齢者のデイサービス事業について、男
性も利用しやすいようＰＲを行う。 継続 長寿介護課

44 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。 継続 福祉課

45
障害者のグループ
ホーム・ケアホー
ムの整備

障害のある人が地域で自立し、生活でき
るよう男女それぞれのグループホーム・
ケアホームの整備を図る。

継続 福祉課

46 障害児の療育、相
談支援事業

発達が気になる児童や障害のある児童の
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。小中学生におい
ては、特別な支援教育が必要な児童に対
し、教育支援員を配置し支援する。

継続
福祉課
児童課
学校教育課

－ 22 － － 23 －



（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
　男女がともに家族の一員として家庭生活に参画できるよう、情報提供や学習の機会を提
供するとともに、女性に家庭生活の責任が偏りすぎることの無いよう、啓発活動を行いま
す。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

47 定年退職者を対象と
した講座等の開催

定年退職者を対象とした料理講座・ライ
フプランセミナー等を開催し、退職後の
家庭内の男女共同参画の推進を図る。

新規 社会教育課

48 家庭での役割分担
の見直しの啓発

フォーラム、情報紙、セミナー等で啓発
を図る。 継続 企画課

49 男性の育児休業制
度等の利用促進

男性の育児休業制度の利用促進を図るた
め、情報紙、出前講座等で啓発を図る。 継続 企画課

50
市役所における男
性職員の育児休業
制度等の利用促進

男性職員が育児休業制度の活用を図れる
よう周知、啓発を図る。 継続 人事課

51
市役所職員における
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
る残業時間の減少により、職員のワーク・
ライフ・バランスの確立を図る。

継続 人事課

⒆ 男性のための家事実
践講座の開催（再掲）

男性のための家事・育児・介護等の実践
講座を開催する。 継続

健康づくり課
長寿介護課
社会教育課

　　　（※）Ｐ45参照

－ 22 － － 23 －



第２章 計画の内容

基本的施策 5
地域における男女共同参画の推進
《現状と課題》
　様々な地域活動の場においては、実際には女性がその活動の多くを担っていても、
代表者や役員は男性である場合が多いなど、女性がその役割に見合った意思決定過程
への参画が十分出来ていないという実態があります。
　今後は、性別による役割分担意識やそれに基づく慣習を見直し、男女がともに活動
に参画できる地域づくりが必要となります。

　【関連条文】島田市男女共同参画推進条例（P40,41）
　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

地域団体等における団体の長の男女比率（島田市）

0人

1人

1人

5人

186人

5人

68人

17人

6人

13人

25人

78人

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

町内会 (単位）　総数：68人

PTA( 小学校）　総数：18人

PTA( 中学校）　総数：7人

NPO法人　総数：18人

子ども会（単位 )　総数：211人

老人クラブ（単位）　総数：83人

女性 男性

 市関係課調べ（平成20年４月１日現在）
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　《施策の方向性》

（１）地域の一員としての地域活動への参画促進
　男女がともに地域の一員として地域における活動ができるよう、啓発活動や環境整備に
努めます。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

52

各自治会から推薦
される各種委員に
おける男女の役割
分担の見直し

各自治会の推薦により委員を選出する委
員会において、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。

新規
秘書広報課
市民安全課
健康づくり課

53
地域の安全活動に
おける男女共同参
画意識の育成

県の防災指導員への女性の登録の促進
や、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。

継続 市民安全課

⑸ 啓発推進員による出
前講座の実施（再掲）

事業所・各団体等へ啓発推進員による出
前講座を実施し、男女共同参画やワーク・
ライフ・バランス（※）に関する啓発を
行う。

継続 企画課

⒀
ＰＴＡ活動等学校行
事における男女共同
参画の推進（再掲）

保護者が参加しやすい土日を利用して、
ＰＴＡ行事や学校行事を実施する。 継続 学校教育課

（２）� 地域活動団体等の育成支援及びネットワーク化の推進
　地域社会において男女共同参画を推進するため、地域活動を行う団体の支援を行い、さら
にネットワーク化することにより団体の活性化を図ります。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

54
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ＮＰＯ法人・グループ等を育成・支援
する。

継続 企画課

⑹
男女共同参画推進の
ためのネットワーク
の拡充（再掲）

市内関係団体により構成する男女共同参
画推進のためのネットワークを拡充し、
会員相互の連携を図るとともに、市と協
働して啓発活動を行う。

新規 企画課

　　　（※）Ｐ45参照

－ 24 － － 25 －



第２章 計画の内容

基本的施策 6
生涯を通じた男女の健康支援
《現状と課題》
　男女がともに互いの人権を尊重しつつ、健康でいきいきとした生活を営むことがで
きる社会づくりは男女共同参画社会の実現のために重要な要件となります。そのため、
それぞれのライフステージに応じた心と体の健康の維持・増進のための支援が重要で
す。
　また、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、近年は低年齢層の望まない妊娠や性感染症
なども社会問題化しているため、それに対応する情報提供や支援施策が必要となりま
す。

　【関連条文】島田市男女共同参画推進条例（P40）
　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

女性が心身ともに健康であるために大切なこと（静岡県）

25.4

9.4

39.9

2.2

1.1

19.0

10.4

69.6

52.2

0.3

3.1

3.8

38.0

36.6

56.9

5.8

33.6

44.6

妊娠･出産・避妊・中絶に関する
情報の提供

不妊に関する専門的な相談に応じる
機関の整備

思春期、妊娠・出産、更年期、老年期に合わせた
健康づくりの推進

学校における人権尊重及び
健康の視点に立った性教育の実施

受診機会の少ない女性の健康診査の促進

心身の様々な悩みに対応する相談体制の整備

その他

特にない

わからない

0 10 20 30 40 50 60 70 80％

男性
女性

 資料：静岡県の男女共同参画に関する県民意識調査（平成18年）
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　《施策の方向性》

（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・増進のための健康づくり
支援事業を推進します。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

55 性別・年齢に応じた
各種健診等の推進

各種がん検診（子宮がん・乳がん・胃が
ん・大腸がん等）や対象年齢に応じた各
種健診等の実施について広報紙・保健委
員だより・ホームページ等により周知を
図る。

継続 健康づくり課
市民病院

56
性別・年齢に応じ
た各種相談・講座
等の実施

妊産婦・乳幼児に対する相談・講座の実
施、また不妊治療の相談、助成事業の実
施を行う。さらに、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。

継続 健康づくり課
市民病院

57 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、父親と子供が参加しやすい講
座を実施する。

継続 スポーツ課
社会教育課

（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、人格
や人権の尊重に基づく異性観を身に着けるための教育・啓発に努めます。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

58 エイズ及び性感染
症対策の推進

性感染症の予防から治療までの情報の提
供を行う。 継続 健康づくり課

学校教育課

⒄
学校教育現場にお
ける性教育の推進・
充実（再掲）

「自他の尊重を基盤にした性教育」を各
学年において実施する。 継続 健康づくり課

学校教育課

－ 26 － － 27 －



第２章 計画の内容

基本的施策 7
就労の場における男女平等の推進
《現状と課題》
　男女がともに性別に関わりなく、その能力や個性を十分発揮できる環境づくりを整
えることは、男女の人権を尊重することであり、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が、雇用の機会や労働環境の格差はいまだに残っているの
が現状です。本市においても 20 歳代後半から 30 歳代にかけての女性の就労率はほか
の年代と比べて大きく落ち込んでおり、女性が子育てのためにいったん仕事を離れて
いることが伺われます。現在の日本では、一度仕事を離れると正規職員としての再就
職が大変難しいといった労働環境にあり、これが男女の賃金格差の原因であると指摘
されています。
　少子高齢化による人口減少が懸念されている現在、性別による固定的な役割分担意
識に基づく雇用・処遇については是正し、多様な人材の確保を図ることが今後の社会
と経済の発展にとって必要不可欠となります。
　今後は、性別に関わらずそれぞれの個性と能力に応じた処遇を確保するとともに、
多様でかつ柔軟な働き方を選択できるような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（P40）
　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（島田市）
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 資料：平成17年国勢調査
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　《施策の方向性》

（１）男女の対等な雇用・労働条件確保のための施策の推進
　雇用・労働条件において男女平等が確保されるよう、男女雇用機会均等法など、法や制
度の周知を図るとともに、職場における男女共同参画を推進するための啓発活動や仕組み
づくりに取り組みます。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

59
総合評価競争入札
（※）の評価基準の
加点制度の導入

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導入
する。

新規 契約検査課

60
育児休業・介護休業
制度、女性の再雇用
制度の普及促進

事業所に対し、ポスターの掲示、チラシ
の配布により啓発を図る。 継続 商工課

61 家族経営協定（※）
の締結促進

農業に従事する女性の就業条件の明確化
を図るため、「家族経営協定」について
啓発し、締結の促進をする。

継続 農林課
農業委員会

⑸ 啓発推進員による出
前講座の実施（再掲）

事業所・各団体等へ啓発推進員による出
前講座を実施し、男女共同参画やワーク・
ライフ・バランス（※）に関する啓発を
行う。

継続 企画課

�

事業主・人事担当者
に対するポジティ
ブ・アクション（※）
に関する研修の実
施（再掲）

事業所等における女性職員の能力発揮の
促進についての取組方法に関する実践講
座を開催し、事業主・人事担当者の参加
の促進を図る。

継続 企画課
商工課

�
優良事業所・団体・
個人の表彰制度の
創設（再掲）

男女共同参画の推進に積極的に取り組ん
でいる事業所・団体・個人を発掘し表彰
する制度を創設する。

新規 企画課

�
「男女共同参画社会
づくり宣言」事業所
の普及促進（再掲）

「男女共同参画社会づくり宣言」（県事業）
についての周知をはかり、宣言をする事
業所数の増加を目指す。

新規 企画課
商工課

　　　（※）Ｐ45
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第２章 計画の内容

（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 分類 担当課

62
セクシュアル・ハ
ラスメント防止に
ついての情報提供

防止啓発パンフレットの配布や講演会・
セミナーの開催により情報提供を行う。 継続 商工課

63
女性就業に関する
資料・情報の収集・
提供の場の整備

法律・税金保険制度等をチラシ・広報紙
等により情報提供する。 継続 商工課

64 パートタイム、派遣
労働等の情報提供 ハローワークと共同し、情報提供を行う。 継続 商工課

65 高等学校と事業所
の就職情報交流

ハローワーク主催の企業と高等学校等と
の交流会に協力する。 継続 商工課

（３）女性の就業意識向上・能力発揮支援
　男女平等の視点を持った職業意識を高めるとともに、女性がその能力を十分に発揮でき
るよう、就労支援や再就職を支援します。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

66
再就職支援のため
の講座等の開催と
普及促進

再就職に関する法律・制度を学び自己診
断・体験発表を行う再就職準備セミナー
を開催するとともに、再就職に関する相
談会を開催する。

継続 商工課

－ 30 － － 31 －
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第２章 計画の内容

基本的施策 8
女性に対する暴力の根絶
　《現状と課題》
　配偶者やパートナーからの暴力であるドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）（※）や、
セクシュアル・ハラスメント等は、基本的人権に係る問題であり、その根絶に向けて
継続的に取り組んでいく必要があります。
　これらの問題は、経済力の格差や上下関係など、現在の男女が置かれている社会状
況や女性への差別意識を背景に女性がより多く被害を受けやすいという構造的問題で
あることも指摘されています。
　今後は、女性等に対する暴力根絶に向けての教育や啓発活動をいっそう充実させる
とともに、被害者に対する相談体制や自立支援について、関係機関と連携し推進する
必要があります。

　【関連条文】島田市男女共同参画推進条例（P40,41）
　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

ＤＶに関する相談件数の推移（静岡県）

ＤＶ被害者の一時保護件数（静岡県）

107

(件)

平9

2,000

1,500

1,000

500

0

(件)
200

150

100

50

0

平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 (年度)

平9 平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 (年度)

105 162

※　女性相談センター・女性相談員の設置されている各健康福祉センター・
　　婦人相談員の設置されている各市における相談受付件数

311

621

1,016
1,248

1,620

1,494

1,878

12 11 16
38

60

111
126

165

118

148

 資料：しずおか女と男のデータブック（静岡県）
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　 《施策の方向性》

（１）セクシュアル・ハラスメント、ＤＶ等の防止に向けた啓発と防止対策の推進
　セクハラ・ＤＶ（※）等は犯罪行為をも含む人権侵害であるとの認識を広め、早期発見と
防止対策施策を推進します。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

67 相談体制の充実

市民相談・家庭児童相談室・教育センター
などの相談窓口における電話相談や面
談・カウンセリング等の対応により、早
期発見に努める。また、児童虐待等ケー
ス処遇検討会において DV 等に関する情
報交換、各ケースの処遇検討をする。

継続

企画課
市民安全課
福祉課
児童課
健康づくり課
長寿介護課
学校教育課
市民病院

68

セクシュアル・ハ
ラスメント、DV等
防止のための研修
会等の実施

DV や虐待防止、セクシュアル・ハラス
メント防止について、研修会・パンフレッ
ト等により暴力根絶の啓発活動を実施す
る。

継続

市民安全課
児童課
長寿介護課
学校教育課
社会教育課
市民病院

（２）暴力根絶に対する啓発、教育の充実
　女性に対する暴力を根絶するため、暴力を許さない社会づくりの啓発活動に努めます。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

69 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。
市内全小中学校の保護者に対し、過
激な暴力的なテレビ番組等を子ども
に見せない環境づくりを働きかける。

継続
商工課
学校教育課
社会教育課

70 人権教育の推進
小中学生に対する人権教育を行うこと
で、将来的にまちから一切の暴力をなく
すことを目指す。

継続

児童課
市民安全課
学校教育課
社会教育課

　　　（※）Ｐ45参照
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第２章 計画の内容

基本的施策 9
国際的視野の下での男女共同参画
　《現状と課題》
　男女共同参画社会づくりのためには、国際社会の実例や動向を踏まえて、その成果
を積極的に反映させていくことが重要です。また、本市においても年々在住外国人が
増加しており、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ことが重要とされています。そのため、諸外国の友好都市
との国際交流活動を通して国際理解を深めるとともに、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。

　【関連条文】島田市男女共同参画推進条例（P40）
　第７条　国際的視野の下での男女共同参画

外国人登録者人口の推移（島田市）

1,096

1,239

1,174

1,268

1,251

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

平成16年

人

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

 市民課調べ（旧島田市・旧金谷町・旧川根町合算の数値）
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《施策の方向性》

（１）国際的な動向を踏まえた男女共同参画の推進
　国連の世界女性会議など国際社会における男女共同参画の推進に関する情報を収集し提
供するとともに、在住外国人が地域の中で暮らしやすいよう、支援活動を推進します。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

71 外国人の生活基盤
の整備

在日外国人在住比率に応じ、外国人が多
く利用する場所を中心として案内表示の
見直しを図る。
外国人向け防災パンフレットや母子手帳
等を作成・配布し、外国語による情報提
供を行う。
外国人を対象とした日本語教室を開催す
る。

継続 全課
社会教育課

72 外国人の児童生徒
に対する支援活動

外国人児童生徒相談員等が小中学校を訪
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。

継続 学校教育課

73 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。また、国
際交流の推進団体の育成と指導者の養成
に努める。

継続 秘書広報課
学校教育課

（２）国際交流を通しての多様な価値観の理解推進
　国際交流活動を通じて、性別や国籍による差別意識を払拭するとともに多様な価値観の
理解を推進します。

番号 項　目 内　　容 分類 担当課

74 国際的人材の育成
全小中学校において国際教育（ＡＬＴ）
を実施し、交流の様子や学習成果を一般
市民にも広報・HP 等で公表する。

継続 学校教育課

75 国際交流活動の推進

国際交流活動を通じて、諸外国と日本社
会との男女共同参画に関する立場の違い
を広く一般市民に対して普及啓発するた
め、日中友好協会事業・都市提携友好協
会事業を促進する。

継続 秘書広報課
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第３章 計画の推進体制

第３章　計画の推進体制
　計画を着実に実行するため、次のような体制づくりをします。

1.  計画の推進体制の整備
（１）男女共同参画推進会議
　　　 「島田市男女共同参画推進会議」（会長：副市長、委員：関係部長）において、島田

市の男女共同参画推進施策の策定及び総合調整を行います。
（２）男女共同参画推進委員会
　　　 市の条例 25 条に基づく「島田市男女共同参画推進委員会」において、市長の諮問

に応じて意見を述べるほか、男女共同参画の推進に関する事項を調査・審議します。
（３）国・県等関係機関との連携
　　　国・県等関係機関と情報交換を行うとともに、連携強化に努めます。

２. 市民参画による推進体制
（１）男女共同参画啓発推進員
　　　 市の男女共同参画推進施策の着実な実施を図るため、島田市男女共同参画啓発推進

員による事業の企画運営等への協力及び啓発活動を行います。  
啓発推進員については公募により募集します。

（２）男女共同参画推進のためのネットワークの拡充
　　　 市民への男女共同参画の浸透を目的として、市内関係団体・事業所により構成する

男女共同参画推進のためのネットワークを拡充します。

３. 計画の進捗状況の点検・公表
　この計画の進捗状況について、年度ごとに調査し、推進委員会等により点検を行い、そ
の結果を公表します。
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・�島田市男女共同参画推進条例
・�島田市男女共同参画都市宣言文
・島田市男女共同参画行動計画策定の経過
・島田市男女共同参画推進委員会名簿
・島田市男女共同参画啓発推進員名簿
・島田市男女共同参画推進会議名簿
・用語解説

参考資料
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参考資料

○島田市男女共同参画推進条例
 平成19年６月28日
� 条例第17号

目　次
　前文
　第１章　総則（第１条―第16条）
　第２章　 男女共同参画の推進に関する基本施策（第17条―第24条）
　第３章　推進体制（第25条―第28条）
　第４章　雑則（第29条）
　附則

　日本国憲法には、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、国
をはじめ、各自治体においても男女平等を目指した取組が進められ
てきました。昭和50年の国際婦人年から今日まで、世界では、国際連
合を中心として女子差別撤廃条約が採択され、日本でも、男女雇用機
会均等法や男女共同参画社会基本法が制定されるなど、男女平等を
実現するための法律や制度が次第に整備されてきました。
　また、少子高齢化の進展、家族形態の多様化、高度情報化など社会
経済情勢の急速な変化に対応しなければならない状況も起きていま
す。
　島田市は、明治９年７月30日、日本で初めて女性が選挙権を行使し
た歴史をもち、本市の男女共同参画の日はこれに由来しています。
また、これまでの総合計画では、男女共同参画社会の形成を目標に掲
げました。さらに、男女共同参画推進計画については、平成13年に「男
女パートナーシップしまだ21」を、平成15年には「かなや男女生き生
きプラン」を策定し、多様な価値観の下で、男女が共に生きる社会を
目指して努力してきました。
　しかしながら、現実には、性別で役割を決めつけてしまう考え方や
これに基づく制度やしきたりが根強く残っており、男女平等の実現
には、なお多くの課題が残されています。男女が個人として、どう生
き、どう働くかを決めることができ、互いに尊重しあう質の高い豊か
な生活を送るためには、あらゆる分野で、男女が共に参画していくこ
とができる社会の形成が緊要の課題となっています。
　ここに、一人一人が個性と能力を発揮し、責任を分かち合う男女共
同参画社会づくりに、市、市民、事業者及び市民団体が共同して自分
たちの暮らす地域全体で取り組んでいくために、この条例を制定し
ます。

第１章　総則

　　（目的）
第 １条　この条例は、男女共同参画の推進についての基本理念を定

め、市、市民、事業者及び市民団体の責務を明らかにし、並びに男女
共同参画に関する基本施策を定め、これを総合的かつ計画的に推
進することにより、互いに尊重し合う質の高い豊かな社会を実現
することを目的とする。

　　（定義）
第 ２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。
　⑴ 　男女共同参画　男女が、性別で役割を決められることなく、社

会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる
分野の活動に参画する機会が確保されることにより、等しく政
治的、経済的、社会的及び文化的利益を受け、かつ、共に責任を担
うことをいう。

　⑵ 　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を
改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対
し、当該機会を積極的に提供することをいう。

　⑶ 　セクシュアル・ハラスメント　性的な言動により相手方を不
快にさせ、若しくはその者の生活環境を害し、又は性的な言動に
対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをい
う。

　⑷ 　市民　市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。
　⑸ 　事業者　市内において商業、工業その他の事業を行うもの（次

号に規定するものを除く。）をいう。
　⑹ 　市民団体　自治会、PTA等の地域社会において住民の福祉

の向上のための活動を行う団体をいう。

（男女の人権の尊重）
第 ３条　男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜ

られること、直接又は間接にかかわらず性別により差別した取扱
いを受けないこと、個人として能力を発揮する機会が確保される
こと、人権侵害である身体的、精神的、経済的、性的暴力等あらゆる
暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されることを旨
として、行われなければならない。

（社会における制度又は慣行についての配慮）
第 ４条　男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役

割分担意識に基づく社会における制度又は慣行が、個人の自由な
活動の選択を妨げることのないよう配慮されなければならない。

（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 ５条　男女共同参画の推進に当たっては、男女が社会の対等な構

成員として、市、事業者、市民団体における政策又は方針の立案及
び決定に共に参画する機会が確保されなければならない。

（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 ６条　男女共同参画の推進に当たっては、男女が、相互の協力と社
会の支援の下に、子の養育、介護その他の家庭生活における活動に
ついて、家族の一員として責任を持ち、その役割を円滑に果たすと
ともに、職業生活その他の社会における活動を行うことができる
ようにしなければならない。

（国際的視野の下での男女共同参画）
第 ７条　男女共同参画の推進は、世界の国々で取り組むべき目標で

あると認識し、国際的視野の下に、積極的に行われなければならな
い。

（互いの性の尊重及び生涯にわたる健康への配慮）
第 ８条　男女共同参画の推進に当たっては、互いの性を尊重すると

ともに、妊娠、出産その他の生殖と性に関し、自らの決定が尊重さ
れること及び生涯にわたる心身の健康に配慮されなければならな
い。

（市の責務）
第 ９条　市は、第３条から前条までに規定する男女共同参画の推進

についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共
同参画の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下「男女共
同参画推進施策」という。）を総合的に策定し、実施するとともに、
その他の施策についても、男女共同参画の視点に立って実施する
責務を有する。

２ 　市は、男女共同参画推進施策の策定及び実施に当たっては、財政
上の措置、実施体制の整備及び情報の提供に努めるものとする。

３ 　市は、男女共同参画を率先して推進し、当該推進に当たっては、
市民、事業者及び市民団体（以下「市民等」という。）と連携し、協力
するとともに、市民等が男女共同参画の推進のために行う活動の
支援に努めるものとする。

（市民の責務）
第 10条　市民は、基本理念にのっとり、性別による固定的な役割分担

意識に基づく社会における制度及び慣行を改善し、家庭、職場、学
校、地域その他の社会のあらゆる分野における男女共同参画を推
進するよう努めなければならない。

２ 　市民は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努
めなければならない。

（事業者の責務）
第 11条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において男女

共同参画を推進し、就労者の職業生活と家庭生活における活動の
両立を支援するため、就労環境を整備するよう努めなければなら
ない。

２ 　事業者は、就労者に対し、男女共同参画の推進に役立つ情報を提
供するよう努めなければならない。

３ 　事業者は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう
努めなければならない。
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（市民団体の責務）
第 12条　市民団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努

めるとともに、方針の決定、計画の立案等において、男女が共に参
画する機会を確保するよう努めなければならない。

２ 　市民団体は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよ
う努めなければならない。

（地域における男女共同参画の推進）
第 13条　何人も、地域活動において、男女共同参画の推進に努めると

ともに、方針の決定、計画の立案等において、男女が共に参画する
機会を確保するよう努めなければならない。

（教育の場における男女共同参画の推進）
第 14条　何人も、家庭教育、職場教育、学校教育、社会教育その他のあ

らゆる教育の場において、男女共同参画を推進するよう努めなけ
ればならない。

（性別による権利侵害の禁止）
第 15条　何人も、あらゆる場において、性別により差別した取扱いを

してはならない。
２ 　何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを

行ってはならない。
３ 　何人も、夫婦をはじめとするすべての男女間において、身体的、

精神的、経済的、性的暴力等あらゆる暴力行為を行ってはならな
い。

（公衆に表示する情報の表現への配慮）
第 16条　何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な

役割分担、セクシュアル・ハラスメント及び暴力行為を助長する
表現その他男女共同参画の推進を妨げる表現を用いないよう配慮
しなければならない。

第２章　男女共同参画の推進に関する基本施策

（行動計画）
第 17条　市長は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施

するため、男女共同参画の推進のための行動計画（以下「行動計画」
という。）を策定する。

２ 　行動計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  
⑴　 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画推進施策の大綱 

　⑵ 　前号に掲げるもののほか、男女共同参画推進施策を実施する
ために必要な事項

３ 　市長は、行動計画の策定に当たっては、第25条の島田市男女共同
参画推進委員会へ諮問し、かつ、市民の意見を聴かなければならな
い。

４ 　市長は、行動計画を策定したときは、速やかに、これを公表する
ものとする。

５ 　前２項の規定は、行動計画の変更について準用する。

（進ちょく状況の公表）
第 18条　市長は、各年度における行動計画の進ちょく状況を公表す

るものとする。

（調査及び研究）
第 19条　市は、男女共同参画推進施策を策定し、かつ、実施するため、

必要な調査及び研究を行うものとする。

（情報提供及び広報活動）
第 20条　市は、男女共同参画の推進について、市民等の理解を深める

ために、あらゆる機会を通じて、情報を提供し、及び広報活動を行
うよう努めるものとする。

（男女共同参画の日）
第 21条　市は、広く市民等の男女共同参画についての関心と理解を

深めるとともに、積極的に男女共同参画の推進に関する活動を行
う意欲を高めるため、男女共同参画の日を設ける。

２ 　前項の男女共同参画の日は、７月30日とする。

（研究機関等との連携等）
第 22条　市は、男女共同参画を推進するため、研究機関及び教育機関

と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

（事業者の協力）
第 23条　市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共

同参画に関する事項について助言し、及び資料の提出その他の協
力を求めることができる。

（苦情及び相談の申出）
第 24条　市民等は、市長に対し、次に掲げる事項に係る苦情及び相談

を申し出ることができる。  
⑴　男女共同参画に係る人権侵害に関すること。  
⑵　男女共同参画推進施策に関すること。

２ 　市長は、前項に規定する申出を処理する苦情相談窓口を置き、適
切に対応するものとする。

第３章　推進体制

（設置）
第 25条　男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、島田市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を置
く。

（所掌事務）
第 26条　委員会は、第17条第３項の規定により、市長の諮問に応じ、

行動計画に関する事項その他男女共同参画の推進に関する必要な
事項を調査審議する。

２ 　委員会は、前項の規定による調査審議を行うほか、男女共同参画
の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

（組織）
第 27条　委員会は、委員10人以内をもって組織し、男女いずれか一方

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。

（委員）
第 28条　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

⑴　学識経験者  
⑵　公益を代表する者  
⑶　市民  
⑷　前３号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

２ 　市長は、前項第３号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方
法によるよう努めるものとする。

３ 　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任
者の残任期間とする。

４ 　委員は、再任されることができる。

第４章　雑則

（委任）
第29条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

（施行期日）
１　この条例は、平成19年７月30日から施行する。
（経過措置）

２ 　この条例の施行の日以後に最初に第28条第１項の規定により委
嘱される委員の任期は、同条第３項本文の規定にかかわらず、委嘱
された日から平成21年３月31日までとする。
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参考資料

島田市男女共同参画都市宣言

みどり香る豊かなまち　しまだ　ここに住む私たちは、
大井川の流れのようなちから強さ、清らかさをもって、
一人ひとりが尊重しあい、共に高めあい、
性別も世代も地域も関わりなく、
恒久に平和で生きいきと暮らせるまちであるよう、
ここに「男女共同参画都市」を宣言します。

一、互いの個性を尊重し、支えあおう
一、男女がともに家事・子育て、介護に協力しあおう
一、仕事と個人や家族の生活との調和をめざそう

２００８年８月２日　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　島　田　市

「男女共同参画都市の宣言に寄せて」

わたしたちは強い　だけど　わたしたちは弱い
　

だれもが　一人ぼっちじゃ生きられない
だから　手を取り　助け合い　ともに生きよう

だれが欠けてもいけない
あなたがいてのわたし　わたしがいてのあなただから

一人じゃなく　ともに分かち合おう
あなたとわたしで　生きる喜びを分かち合えたら　どんなにすばらしいだろうか

だれもが　自分らしく　イキイキと輝けるまち　島田
そんなまちをめざして　性別や世代にかかわりなく　

お互いを尊重しあい　支えあう未来に向かって
ともに歩んでいきましょう

　

　　　　　2008 年 8 月 2 日 

 静岡県立大学国際関係学部　　犬塚ゼミ一同　　　　　
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島田市男女共同参画行動計画策定の経過
2007（平成19）年

７月
島田市男女共同参画推進条例制定・施行
島田市男女共同参画標語　最優秀賞決定
「みとめあい　たすけあい　わかちあい　いきいき男女の　いい笑顔」

８月 平成19年度　第１回島田市男女共同参画推進会議
　～行動計画策定スケジュール～

10月
平成19年度　第１回島田市男女共同参画推進委員会
　～行動計画策定方針(案）～
平成19年度　第２回島田市男女共同参画推進会議
　～行動計画策定方針(案）～

12月 平成19年度　第２回島田市男女共同参画推進委員会
　～基本目標・基本理念・基本的施策～

2008（平成20）年

１月 平成19年度　第３回島田市男女共同参画推進会議
　～基本目標・基本理念・基本的施策～

２月
平成19年度　第３回島田市男女共同参画推進委員会
　～基本理念と施策の方向性～
平成19年度　第４回島田市男女共同参画推進会議
　～基本理念と施策の方向性～

３月
パブリックコメント（市民意見募集）３／５～４／４
　行動計画に関する基本目標～基本的施策の方向性まで
島田市男女共同参画啓発推進員会議
　～行動計画（案）に対する意見聴取～

４月 平成20年度　第１回島田市男女共同参画推進委員会
　～パブリックコメント実施結果報告と策定スケジュール～

５月 平成20年度　第１回島田市男女共同参画推進会議
　～パブリックコメント実施結果報告と策定スケジュール～

８月 男女共同参画都市宣言の実施（内閣府共催事業）

10月 島田市男女共同参画啓発推進員会議
　～行動計画（素案）に対する意見聴取～

11月
平成20年度　第２回島田市男女共同参画推進委員会
　～行動計画（素案）の検討～
平成20年度　第２回島田市男女共同参画推進会議
　～行動計画（素案）の検討～

12月 平成20年度　第３回島田市男女共同参画推進委員会
　～行動計画（最終案）の検討～

2009（平成21）年

１月
平成20年度　第３・４回島田市男女共同参画推進会議
　～行動計画（最終案）の検討～
総務消防常任委員会報告

３月 島田市男女共同参画行動計画を発表
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参考資料

島田市男女共同参画推進委員会委員名簿
　 選出区分 氏　　名 所属等 備考

1 学識経験者 犬塚　協太 静岡県立大学国際関係学部国際関係学科教授
アドバイザー兼務 委員長

2 公益代表 飯塚　　亘 島田地区保護司会

3 公益代表 小関　昇策 島田市自治会長連合会

4 公益代表 成岡　武志 島田市小中学校PTA連絡協議会

5 公益代表 酒井　昌浩 島田商工会議所

6 市長が認めるもの 杉本　章子 島田市男女共同参画啓発推進員

7 市長が認めるもの 寺川百合子 島田市男女共同参画啓発推進員 副委員長

8 市長が認めるもの 種本　鏡子 川根町婦人会

9 市民 田代　保廣 公募

10 市民 堀川　延代 公募

島田市男女共同参画啓発推進員委員名簿（50音順）
　 氏　　名 氏　　名 氏　　名
1 置塩　葉子 6 鈴木　隆之 11 藤田　初美
2 小澤　康恵 7 田代　保廣 12 牧野　高彦
3 杉村　行子 8 寺川百合子 13 山田　知里
4 杉本　章子 9 中村　真理
5 鈴木愼一郎 10 福田　　薫

島田市男女共同参画推進会議委員名簿
職　　名 氏　　名 備　考

1 副市長 高木　博之 会長
2 企画部長 渡辺　　学 副会長
3 総務部長 大久保陽一
4 市民福祉部長 伊藤　　巧
5 環境経済部長 仲安　　寛
6 スポーツ文化部長 前田　勇夫
7 建設部長 高橋　敏夫
8 市民病院事務部長 小塚三千夫
9 市民病院看護部長 内藤　歌子
10 教育部長 太田　末廣
11 消防長 橋山　正嗣
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【用語解説】
家族経営協定 （P29）
　農家における家族員の平等な経営参画を保障するために、家族員相互間で、就業条件や経営の役割
分担、収益配分、生活等に関する取り決めを行うこと

ジェンダー （P9）
　人間には、生まれついての生物学的性別（セックス /sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、
社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的性
別」（ジェンダー /gender）という。「男性は仕事、女性は家庭」などの性別による固定的な役割分
担などの例がある。

総合評価競争入札 (P29)
　従来の価格のみでの競争により落札業者を決めるものではなく、価格と価格以外の要素 (企業の技
術力や社会貢献度等 )を総合的に評価し、落札業者を決める入札方式

男女共同参画の日 (P10)
　1876年 ( 明治 9年 )7月 30日、浜松県榛原郡横岡村・嶋村 (現島田市 ) などにおいて、日本で
初めて女性が浜松県公選民会の投票を実施。こうした歴史を踏まえ、島田市では7月 30日を「男
女共同参画の日」と定めた。

ドメスティック・バイオレンス（DV） (P32,33)
　配偶者・パートナーからの身体的・精神的な暴力のこと。単に殴る蹴る等の身体的暴力だけでなく、
威嚇 ･無視 ･行動の制限など、心理的な苦痛を与えることも含まれる。

ポジティブ・アクション（積極的改善措置） (P17,29)
　雇用や教育の場などで、男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方
に対し、一定の登用率を設けるなどの性別格差解消のための積極的格差改善措置のことをいう。

ワーク・ライフ・バランス (P10,14,18,20,23,25,29)
　国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地
域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実
現できる状態
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