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第１章 計画の策定に当たって 

１．１ 計画策定の趣旨   

 

「男女共同参画社会基本法」においては、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任

も分かち合い、性別にかかわりなく、その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、２１世紀の我が国の社会を決定する最重要課題であり、社会の

あらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進していく

ことが重要であると位置付けられています。 

 本市においては、平成１９年度（２００７年）、「米沢市男女共同参画基本計画」を

策定し、男女共同参画社会の実現に向けた施策に取り組んできました。本市で行った

男女共同参画の意識調査のアンケート等からは、意識の改革が少しずつ進んでいるこ

とがうかがえます。 

 しかし、社会全体としては性別による固定的な役割分担意識や慣習、配偶者等への

暴力や各種ハラスメント、政策・方針決定過程への女性の参画、ワーク・ライフ・バ

ランスなど、多くの課題があります。また、女性の職業生活における活躍、貧困等に

より困難を抱えた女性等への対応、災害時の女性の人権の擁護など、社会情勢の変化

等により生じた新たな課題もみられます。 

このような状況の中、国においては、平成２７年(２０１５年)９月、豊かで活力あ

る社会を実現することを目的として、女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置等を定める「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。）を公布しました。同年１２月には「第４次男女共同参画基本計

画」が策定され、「あらゆる分野における女性の活躍」、「安全・安心な暮らしの実現」、

「男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備」の３つの政策領域について効果的な

推進を図ることとしています。 

県においては「山形県男女共同参画計画」（平成２８年度(２０１６年)から３２年度

（２０２０年））、また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以

下「ＤＶ防止法」という。）に基づいたＤＶ被害者へのきめ細かな支援を実現するため

の新たな「山形県ＤＶ被害者支援基本計画」も策定されました。 

 このような動向を踏まえ、米沢市では、「米沢市男女共同参画基本計画」が平成 28

年度に終了することに伴い、これまでの取組から引続き、さらなる男女共同参画社会

の実現を目指し、職業生活における女性の活躍を推進し、また、女性等※への暴力の

根絶を目指すための新たな計画を策定します。 

 

 

※女性等・・・生物学的性別による女性や男性のみではなくジェンダー問題にも配慮し、また、性別による視

点だけではなく、高齢者、障がい者、子ども等への支援を検討していくことからこのような表現を使用して

います。 

資料２ 資料２ 資料２ 
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１．２ 計画の基本的な考え方 

 

◇計画の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基本目標Ⅰ 人権尊重と男女共同参画の意識づくり 

 

  基本目標Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画を推進するまちづくり 

        （一部「女性活躍推進法」の推進計画） 

 

基本目標Ⅲ 男女が互いに支え合い安心して暮らせるまちづくり 

      （一部「ＤＶ防止法」の基本計画） 

 

基本目標Ⅳ 男女共同参画を推進する体制づくり 

 

  ◇計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

男女がお互いを尊重し、支え合う男女共同参画の意識や考え方が市民

や社会に浸透しているまちを目指すため、必要な推進体制について、目

標を定め施策を推進していきます。 

 また、計画の一部に「女性活躍推進法」に定める推進計画及び「ＤＶ

防止法」に定める基本計画を定め、施策を推進していきます。 

 

人権・平等 あらゆる分野への共同参画 自立・福祉 推進体制 

 

 

 

男女共同参画社会とは 

 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、も

って男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会 

目 的 

具体的な取組 

男女共同参画社会の実現 

基本目標 

基本方針 

主な施策 
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 ◇計画の位置付け 

（１）この計画は、男女共同参画社会基本法第９条及び第１４条第３項に基づ

き、国の「第４次男女共同参画基本計画（平成２７年１２月２５日閣議決

定）及び「山形県男女共同参画計画（平成２８年３月策定）」を勘案し、策

定します。 

 

（２）この計画は、「米沢市まちづくり総合計画」及び関連する市の部門別計画

と整合性を図り、「米沢市男女共同参画基本計画」（平成１９年度から２８

年度）を継承し、新たな課題に対応するために改定を行ったものです。 

 

（３）この計画は、「女性活躍推進法」第６条第２項に規定する市町村区域内に

おける女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画

（以下「市町村推進計画」という。）と一体をなすものです。 

 

（４）この計画は、「ＤＶ防止法」第２条の３第３項に規定する配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以

下「市町村基本計画」という。）と一体をなすものです。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇計画の期間 

    この度の計画期間は、平成２９年度（２０１７年）から平成３８年度（２０

２６年）までの１０年間とします。 

ただし、社会情勢等の変化に対応した施策を推進するため、今後も必要に応

じて見直しを行います。また、国が策定した「施策の基本的方向」及び「具体

的な取組」が見直された場合は、その内容を勘案して見直しを行います。 

男女共同参画社会基本法 

女性活躍推進法 

DV 防止法 

国の男女共同参画基本計画 

山形県男女共同参画計画 

第２次米沢市男女共同参画 

基本計画 

 

米沢市まちづくり総合計画 

（2016-2025） 

関連部門別計画 

・米沢市特定事業主行動計画 

・米沢市地域福祉計画 

・米沢市子ども・子育て支援事業計画 

等 

整合性 勘 案 
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第２章 計画策定に向けた課題と視点  

２．１ アンケート調査結果からみる課題 

 

「夫は働き、妻は家庭を守る」という性別による固定的な役割分担意識について、

市民アンケート調査を実施して以来、今回大きく「反対」が「賛成」を上回りました。

引き続き、性別による役割分担意識の解消に向けて取り組む必要があります。 

 

（H18.H21.H28 ライフスタイルに関するアンケート調査結果（米沢市）より） 

 

 

男女が共に家族としての責任を果たしながら、仕事と家庭・地域生活の両立を可能

にするバランスのとれたライフスタイルが取れるような支援が求められています。 

【男女が共に仕事と家庭の両立をしていくために必要だと思うこと】 

 

 （H28 ライフスタイルに関するアンケート調査結果（米沢市）より） 



5 
 

２．２ 審議会等への女性の登用状況からみる課題 

 

 各種審議会等への女性委員の登用について、女性委員の割合を平成２８年まで３

０％とすること、女性委員ゼロの審議会等を解消すること等を目標にしましたが、達

成することができませんでした。今後も力強く推進していかなければなりません。 

 

◆審議会等における女性委員の割合 

年 審議会等の委員総数 うち女性委員数 割合（％） 

平成２８年度 ６４５ １６３ ２５.３ 

平成２７年度 ６６３ １７２ ２５.９ 

平成２６年度 ６３５ １６９ ２６.６ 

平成２５年度 ６１６ １６４ ２６.６ 

平成２４年度 ５８５ １６０ ２７.４ 

平成２３年度 ５４４ １４１ ２５.９ 

平成２２年度 ６４２ １６２ ２５.２ 

平成２１年度 ６５６ １６０ ２４.４ 

平成２０年度 ４４１ １０５ ２３.８ 

平成１９年度 ４４６ １１２ ２５.１ 

平成１８年度 ４５３ １０７ ２３.６ 

◆女性委員を含む審議会等の割合 

年 審議会等の総数 うち女性委員のいる審議会等の数 割合（％） 

平成２８年度 ５１ ４０ ７８.４ 

平成２７年度 ５２ ４１ ７８.９  

平成２６年度 ５０ ４１ ８２.０ 

平成２５年度 ４９ ３９ ７９.６ 

平成２４年度 ４５ ３７ ８２.２ 

平成２３年度 ４０ ３４ ８５.０ 

平成２２年度 ４６ ３８ ８２.６ 

平成２１年度 ４５ ４０ ８８.９ 

平成２０年度 ３０ ２６ ８６.７ 

平成１９年度 ３０ ２７ ９０.０ 

平成１８年度 ３０ ２６ ８６.７ 

※ 平成２１年度からは、設置要綱・要領等に基づく審議会等も含んでいます。 

※ 平成２２年度からは、年度内に設置した審議会等の実績も含んでいます。  

※ 平成２１年度までは、３月３１日の時点で調査した数等を掲載しています。 
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２．３ 計画策定の視点 

 

 ◇市民、関係機関との連携・協働 

 男女共同参画の推進は、行政のみが取り組んでも実現するものではなく、また個人

での活動も広がりにくいものです。展開する施策についても行政だけではなく市民一

人ひとりの主体性や団体の活動の力が重要です。これまで個々に活動してきた個人・

団体とネットワークを形成し、実践活動の支援を行うことにより、活動の継続を図る

ことで男女共同参画社会の推進が期待できます。 

 また、高等教育機関、県との連携により人材育成やリーダー養成の研修等の機会を

確保し、より多くの市民に学習の機会を提供することにより男女共同参画の意識を醸

成していくことも大切です。 

 市職員自らも、男女共同参画について意識啓発し、適正な認識を持つことで、あら

ゆる取組に男女共同参画意識が反映されるようになります。市民や団体の活動に市職

員が積極的に参画し、一丸となって男女共同参画の推進に努めます。 

「米沢市まちづくり総合計画（２０１６－２０２５）」の基本理念である「市民が積

極的に参加するまちづくり」のもと、市民との協働や関係機関との連携に視点をおい

た取組により、男女共同参画社会の実現を目指します。 
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第３章 計画の内容 

３．１ 計画の体系図 

目的 基本目標 主な施策

Ⅰ （１）性別による固定的な役割分担意識の解消や社会慣行の見直し

（２）人権尊重と男女共同参画意識の高揚と体制づくり

（３）人権尊重と男女共同参画の視点に立った学校教育の推進

（４）人権尊重と男女共同参画の視点に立った生涯学習の促進

Ⅱ （５）政策・方針決定の過程に女性が参画できる体制づくり

（６）事業所や各種団体等の方針決定の場への女性の参画促進

（７）女性の能力向上と参画意識の高揚

（８）地域社会活動における男女共同参画の促進

（９）防災における男女共同参画の推進

（10）男女の均等な雇用機会と待遇の確保

（11）農林業･商工業等の自営業に従事する女性の就業環境の改善

（12）ハラスメント防止対策の促進

（13）女性の再就業支援

（14）女性の多様な働き方の実現に向けた支援

（15）女性の登用促進（市・企業等）

（16）仕事と生活の調和を図るための環境づくり

（17）男性の積極的な家事・育児・介護への参加の促進

（18）子育てや介護しやすい環境づくり

Ⅲ
（19）女性等に対する暴力防止の啓発の強化

（20）DV等根絶のための相談機能・支援体制の充実

（21）子育て支援体制の充実と子育て環境の整備促進

（22）高齢者及び障がい者の社会活動への参画促進と介護体制の充実

（23）生活上の様々な困難を抱える人への支援

（24）地域社会における共生を支える社会環境の整備

（25）母性保護・母子保健の充実

（26）生涯にわたる健康づくりの推進

Ⅳ （27）推進体制の整備

（28）市民・地域団体・事業所・大学等との連携

基本方針

人
権
尊
重
と
男
女

共
同
参
画
の
意
識

づ
く
り

2

人権尊重と男女共同参画の

視点に立った教育・学習を
推進します

3
意思決定の過程における男

女共同参画を推進します

男
　
女
　
共
　
同
　
参
　
画
　
社
　
会
　
の
　
実
　
現

1

男女が互いの人権を尊重し

男女共同参画の意識を確
立します

7
ワーク・ライフ・バランス（仕
事と生活の調和）を推進しま
す

5
雇用等における男女共同参
画を推進します

6
女性の職業生活における活
躍を促進します

4

8
女性等に対するあらゆる暴
力の根絶

あ
ら
ゆ
る
分
野
へ
の
男
女
共
同
参
画
を

推
進
す
る
ま
ち
づ
く
り

地域社会における男女共同

参画を促進します

10

男女が生涯を通じて健やか

に暮らすための健康づくりを
推進します

男
女
が
互
い
に
支
え
合
い

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

9
支えあい自立し暮らすため
の社会環境づくりを推進しま
す

男女共同参画を推進するた

めの体制の充実を図ります
男

女

共

同

参

画

を

推

進

す

る

体

制

づ

く

り

11

『ＤＶ防止法』の基本計画

『女性活躍推進法』の推進計画
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３．２ 施策の展開 

基本目標Ⅰ 人権尊重と男女共同参画の意識づくり 

男女が共にいきいきと生活できる男女共同参画社会の実現には、一人ひとりの人間

をいたわり尊重することと、男女が性別による差別的な扱いを受けないことが大切で

す。男女共同参画社会基本法では「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、男女が性別による差別的扱いを受けないこと、男女が個人とし

て能力を発揮する機会が確保されること、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。」と基本理念に定めています。 

男女共同参画の推進に当たり、この基本理念を市民の方に理解いただけるよう普及

啓発し、人権の尊重の意識を醸成していく必要があります。 

 

 

◆ 基本方針１ 男女が互いの人権を尊重し男女共同参画の意識を確立します 

 

主な施策 

（１）性別による固定的な役割分担意識の解消や社会慣行の見直し 
 
 

長い間、人々の生活の中で培われてきた意識や慣行の中には、「男は仕事、女は家庭」

に代表される性別による固定的な役割分担意識や、家庭・職場・地域・しきたりなどで

男性が優遇されている状況が依然として根強く残っている状況にあります。性別によっ

て役割が決まるのではなく、「わたしらしく」、「あなたらしく」生きることができる社

会の実現を目指します。 

具体的な取組 

 ① 性別による固定的な役割分担意識の解消や社会慣行の見直しを図るため

の意識改革の啓発を行います。 

    ② 人権や男女共同参画に関する実態・意識調査を実施し、公表していきます。 

 

（２）人権尊重と男女共同参画意識の高揚と体制づくり 
 
 

人権尊重や男女共同参画の意識は日常生活の中で形成されるものです。人権尊重の理

念を定着させ、男女は互いに対等な存在であるとの認識を深めていくことが必要であ

り、また、一人ひとりの人権を守る体制を整えていかなければなりません。 

具体的な取組 

    ① 市の広報やホームページ等で人権尊重・男女共同参画意識を高める広報・

啓発を行います。 

    ② 市が作成する公的な印刷物、ウェブサイトや SNS（ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス）※への掲載等の表現は、人権尊重と男女共同参画

の視点に立って十分配慮します。 

    ③ 人権啓発活動にかかわる機関等（法務局、人権擁護委員等）と連携・協

力し、積極的に人権啓発活動を推進します。 

    ④ 「男女共同参画週間」、「人権週間」などの機会に国・県と連動し広報・

啓発活動を行います。 
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⑤ 人権に関する相談窓口の周知を図るとともに、相談者にスムーズに対応

できるよう市役所内の連携を強化します。 

⑥ 担当職員が人権に配慮した対応ができるように研修機会等の確保や情報

提供を行います。 

 

※ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）：登録された利用者同士が交流できるウェブ

サイトの会員制サービス 

 

【男女の地位の平等感（社会全体で）】 

 

（H28 ライフスタイルに関するアンケート調査結果（米沢市）より） 

 

 
 

◆ 基本方針２ 人権尊重と男女共同参画の視点に立った教育・学習を推進します 

 

主な施策 

（３）人権尊重と男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 
 
 

学校教育は人権尊重や男女平等の意識づくりに大きな影響を及ぼします。将来を担う

子どもたちが自然にそれらの意識を身につけられるような教育を推進し、男女共同参画

を実践する人を育てていくことが重要です。 

また、男女共、それぞれの意欲と能力に合った職業選択をするために、子どものころから

キャリア教育※を充実し、仕事と生活の調和の重要性を認識できる勤労観・職業観を持ち、

自己の将来像を描きながら、キャリア形成ができる教育を推進します。 

具体的な取組 

 ① 性別にとらわれずに、一人ひとりの個性や能力を伸ばす教育を充実しま

す。 

   ② 性別や障がいの有無にとらわれずに、互いに協力し助け合う、思いやり

のこころを育む教育を充実します。 

③ インターネットや携帯電話、スマートフォンの普及により、性情報が氾

濫している中、児童生徒の発達段階に応じた適切な性に関する知識・情

報が得られるよう性教育を充実します。 

④ かけがえのない生命や人権を尊重する教育を充実します。 
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⑤ 職場見学や職場体験等の実践を通して、児童・生徒が自らの進路選択を

主体的に捉え、将来を考える教育を推進し、キャリア教育の充実を図り

ます。 

 

※キャリア教育：児童生徒が「働くこと」を理解し、必要な知識や技術を身につけ、主体的に進路を

選択する能力や態度を高められるようにする教育 

 

（４）人権尊重と男女共同参画の視点に立った生涯学習の促進 
 
 

何気ない言葉や行動が人権を侵害することがあります。また、無意識に性別によって

差別していることもあります。一人ひとりがそういった日常生活における現状に気づ

き、人権問題や男女差別に敏感な視点を養うことが、人権尊重の意識や男女共同参画意

識の醸成につながります。すべての人が暮らしやすい社会の実現のためこれらの視点に

立った生涯学習の促進が必要です。 

具体的な取組 

    ① 地域や家庭における男女共同参画を推進するための講演会や講座等の開

催を推進します。 

② 人権尊重や男女共同参画の意識を高めるための学習に対して支援を行い

ます。 

③ 市が講演会や講座等を開催する場合は、一時託児室を設置するなど誰も

が参加しやすい環境を整えるように努めます。 
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基本目標Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画を推進するまちづくり 

男女共同参画社会を形成していくためには、性別にとらわれずに一人ひとりが個性と

能力を十分に発揮できる社会にしていかなければなりません。 

労働の分野では、男女が共に意欲的に生き生きと働き続けられる環境の整備を進める

とともに、あらゆる業種で仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス※）の取組が

促進され、併せて女性の活躍の推進について企業経営者などがしっかりと意識を持つ必

要があります。その中で男性中心型労働慣行等の働き方を見直し、仕事だけでなく、家

庭や地域等で様々な活動に参加する時間や、自己啓発の時間を確保するなど、誰もが充

実した豊かな生活を過ごすことができる社会の実現を図ることが重要です。 

事業主としての本市が率先して女性の登用促進やワーク・ライフ・バランスの取組を

行うとともに、企業や関係団体、地域等と連携し、こうした取組が地域全体に波及する

よう施策を推進していきます。 

また、農林業や商工業等の自営業においては、女性の役割を適正に評価し、経営の意

思決定への参画が進められるよう就業環境の改善を進める必要があります。 

地域社会においては、様々な分野に女性が進出する中で、政策や方針を決定する場や

町内会など地域団体等の意思決定に参画している女性が少ないのも現状です。さらに、

防災の分野での男女共同参画のあり方も課題となっています。 

多様化する地域課題をみんなで共有し、暮らしやすく活力あふれる地域社会を形成し

ていくためには、女性自身の参画意識を高揚させるとともに、女性の能力を十分に活か

し、男女が社会の対等な構成員として共に責任を担い、あらゆる分野に参画していく意

識の醸成と参画できる環境の整備を進めることが必要です。 

 

◆ 重点目標１ 男女が互いの人権を尊重し男女共同参画の意識を確立します 

   ※ワーク・ライフ・バランス：「仕事と生活の調和」と訳され、国民一人ひとりがやりがいや充実感を

持ちながら働き、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・実現できることを指す。平成 19年に、

政府、地方公共団体、経済界、労働界の合意により、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

ンス）憲章」が策定され、現在、官民を挙げて様々な取組が進められている。 

 

 

◆ 基本方針３ 意思決定の過程における男女共同参画を推進します 

 

主な施策 

（５）政策・方針決定の過程に女性が参画できる体制づくり 
 
 

市政に市民の意見や要望を反映させることを目的とする審議会、委員会でも女性の参

画が求められていますが、審議会等の女性委員の割合は、２５.３％（平成２８年度（２

０１６年））と、まだまだ男性に比べて少ない状況にあります。 

女性も市民の生活にかかわる市の政策・方針決定に参画し、意見を反映させ、同時に

責任も担っていかなければなりません。 

女性が参画していく力をつけるための支援を行い、女性の登用を推進するための体制

を整えていきます。 
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具体的な取組 

 ① 各種審議会等への女性委員の登用を推進します。 

・女性委員の割合を平成３３年（２０２１年）まで３５％とすることを目

標とします。 

・女性委員ゼロの審議会等を解消することを目標とします。 

② 各種審議会等への女性委員の登用を推進するため女性人材情報の収集と

活用を図ります。 

③ 各種研修等により市の女性職員の能力の向上を目指すとともに、登用を

推進します。 

 

（６）事業所や各種団体等の方針決定の場への女性の参画促進 
 
 

 事業所や各種任意団体等の運営は自主的に行われ、本来行政が強く指導する立場には

ありません。 

しかし、事業所で働く女性や各種団体等の活動に携わる女性が、事業所や各種団体等

の方針決定に参画することは、行政などの公的分野と同様に活力ある社会を実現するた

めに重要です。 

具体的な取組 

 ① 女性の登用を積極的に推進している事業所等の取組を広報・啓発するな 

ど、事業所や各種団体等における男女共同参画意識の高揚を図ります。 

    ② 女性の交流会等を通して、さまざまな分野で活躍する女性の力を分かち

合い、女性が自分自身を高め、方針決定過程へ参画する意欲を醸成する

機会を拡大します。 

 

（７）女性の能力向上と参画意識の高揚 
 
 

これまで、政策や方針決定の場に参画する機会が少なかった女性の参画を推進してい
くためには、女性の能力を引き出し、高めていくための学習機会等の充実を図ることや、
女性の人材に関する情報を整備していく必要があります。 

また、女性自身が意欲を持ち能力を高めていくために、女性のエンパワーメント※に
つながる施策を推進します。 

具体的な取組 

 ① 県や大学との連携により、様々な分野における女性リーダーを育成する
ための情報の提供や講座等の開催を推進します。 

② 女性が様々な分野に参画するための意欲の向上や意識の高揚を図るため
の広報・啓発を行います。 

③ 男女共同参画を進める団体やグループの活動を支援します。 

④ 女性団体のネットワーク化に向けて支援を行い、ネットワーク活動に市
の女性職員も積極的に参画します。 

 

※エンパワーメント：「力をつけること」 具体的には、自ら意識と能力を高め、政治的、経済的、 

社会的及び文化的に力をもった存在になること。 
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◆ 基本方針４ 地域社会における男女共同参画を促進します 

 

主な施策 

（８）地域社会活動における男女共同参画の促進 
 
 

地域の活性化を図り、誰もが暮らしやすい地域づくりを進めていくためには、男女が
共に地域社会活動に参画することが重要です。男性が、ともすれば職場（仕事）を中心
とする生活になりがちな中、町内会やＰＴＡ等の団体の活動に参加している女性の数は
多く、活動の原動力になっていますが、団体等の役員等は男性が多い状況も見られます。 

男女が共に地域社会活動に参画することにより、活力ある地域社会の形成に貢献し、
活動や地域でのつながりの中で心豊かな生活を送ることができる環境整備を進めます。 

具体的な取組 

 ① 性別による固定的な役割分担意識の解消や社会慣行の見直しを図り、男
女共同参画についての理解が深まるように講演会や講座等を開催します。 

② 地域社会における自主的な活動の中心的な役割を担う女性を養成するた
めの機会を拡大します。 

③ 男女共同参画に関する図書や資料等（ビデオ、ＤＶＤ等）を充実し、情
報提供を行います。 

④ 地域社会活動に誰もが参加しやすい体制を整えるために、一時預かり事業や
ファミリー・サポート・センター事業に関する情報提供を行います。 

⑤ 市民の男女共同参画に関する自主的な事業を支援します。 

⑥ 地域の課題解決に向けて、地域づくりへの地域住民の積極的な参画を促

進するとともに、市民主体の地域づくり活動を支援します。 

 

（９）防災における男女共同参画の推進 
 
 

東日本大震災で明らかになったように、災害時には、性別による固定的な役割分担が
さらに強化され、育児や介護などの家庭的責任が女性に集中することや、防災（復興）
対策に女性の視点が入らず配慮が足りないなどの問題が起こっており、防災や復興に関
する意思決定の段階から女性の参画が必要であることがわかりました。災害時や復興段
階における女性をめぐる諸問題に対応するため、男女共同参画の視点を取り入れた防災
（復興）対策が求められています。 

具体的な取組 

   ① 防災分野での性別による固定的な役割分担意識を見直すとともに、防災
分野における政策・方針決定過程への女性の参画を推進します。 

② 災害時における男女のニーズの違いに配慮した支援を行います。 
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≪女性活躍推進法の推進計画≫ 

基本方針５「雇用における男女共同参画を推進します」、６「女性の職業生活にお

ける活躍を推進します」、７「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に

配慮した環境づくりを推進します」を「女性活躍推進法」第６条第２項に基づく

「市町村推進計画」と位置付け、職業生活を営む、又は営もうとする女性の職業

生活における活躍を推進します。 

 

 

◆ 基本方針５ 雇用等における男女共同参画を推進します 

 

主な施策 

（10）男女の均等な雇用機会と待遇の確保 
 
 

「男女雇用機会均等法」や「労働基準法」が改正される等、法律や制度の整備も着実

に進みつつありますが、職場における性別役割分担や職場慣行を見直し、就労における

男女平等を推進させるための積極的な取組が必要です。 

職場に働く誰もが性別により差別されることなく、その能力を十分発揮できる労働環

境づくりのため、制度の定着を図る必要があります。 

具体的な取組 

 ① 事業所等に対して「男女雇用機会均等法」、「女性活躍推進法」等関係法

の周知のための広報・啓発を行います。 

② 事業所等に対して女性労働者の母性保護と母性健康管理についての周

知・啓発を行います。 

 

（11）農林業・商工業等の自営業に従事する女性の就業環境の改善 
 
 

農林業や商工業等の自営業に従事する女性は、生産や経営の重要な担い手になってお

り、その貢献に対する正当な評価が必要です。 

また、一般的に労働の場と生活の場が密着していることが多いため、労働時間や報酬

などが明確になっていないことや、経営方針などの決定は男性が中心になっているなど

の現状にあります。 

自営業に従事する女性の就業環境の改善を促進します。 

具体的な取組 

 ① 男性と女性、お互いが経営のパートナーであるとの認識の浸透を図るた

めの意識啓発を行います。 

② 農業従事者の就業環境改善と意欲や能力が十分発揮できるように家族経

営協定※の普及・ＰＲを行います。 

 

※家族経営協定：農業経営を発展させていくため、家族一人ひとりの役割と責任を明確にし、働きが 

いや将来の展望を持って農業に取り組むための話し合いを行い、農業経営や生活面について取り決 

めを行うこと。 
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（12）ハラスメント防止対策の促進 
 
 

 セクシャル・ハラスメント※、マタニティ・ハラスメント※、パワー・ハラスメント※、

モラル・ハラスメント※など、労働環境におけるハラスメントに関する相談は、事例の

多様化から労働者、事業主双方から寄せられており、また、労働局への相談件数も増加

傾向にあります。各種ハラスメントは人権侵害であるとの認識に立ち、防止にむけた啓

発活動や対策の一層の促進が必要です。 

具体的な取組 

 ① 事業所等に対して各種ハラスメント防止のための広報・啓発を行います。 

       

※セクシャル・ハラスメント：相手の意に反した性的な性質の言動を行い、それに対する対応によっ

て、仕事をするうえで一定の不利益を与えたり、又はそれを繰り返すことによって就業環境を著し

く悪化させること。 

      ※マタニティ・ハラスメント：妊娠、出産・育児休業等を理由に不利益な取り扱いを行うこと。 

      ※パワー・ハラスメント：同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性

を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる

行為。 

      ※モラル・ハラスメント：言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけ

たり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、

職場の雰囲気を悪くさせること。パワハラと同様に、うつ病などのメンタルヘルスの不調の原因と

なることもある。 

 

 

◆ 基本方針 6 女性の職業生活における活躍を促進します 

 

 主な施策 

（13）女性の再就業支援 
 
 

経済情勢・雇用情勢が未だ厳しい中にあって、結婚や出産を契機に仕事をやめた女性

がパートタイム・派遣労働者等として再就職する場合が多くあります。様々な就業形態

で働く方々の労働条件を向上させ、安心して働くことができる労働環境の整備を促進し

ます。 

具体的な取組 

 ① パートタイム労働法、労働者派遣法、家内労働法、最低賃金法等の法的

権利に関する啓発を行います。 

 ② 結婚・育児・介護等で仕事を一時中断した後再就職を希望する人に対し

て、再就職セミナー等を開催するなどの支援を行います。 

 

（14）女性の多様な働き方の実現に向けた支援 
 
 

創業をはじめ、在宅ワーク等多様な働き方を求める意欲のある人がいつでも働くこと

ができるよう、女性の様々なライフスタイルにあった就業機会の拡大を図るとともに、

女性が様々な分野に参画し、能力を発揮するために、新しい知識や技術を身につけられ

るよう職業能力の向上や支援及び雇用環境の整備に努めます。 
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具体的な取組 

  ① 県などの関係機関と連携し、創業を志す女性に対して情報提供・相談等

の支援を行います。 

② 女性のキャリアアップのための講座等を支援します。 

③ 仕事に必要な資格や技術などの情報収集を行い、情報提供と相談体制を

充実します。 

 

（15）女性の登用促進（市・企業等） 
 
 

 市の女性職員の能力が十分に発揮されるよう、将来の幹部職員登用も展望しながら活

躍の場を広げるなど、女性活躍推進法に基づき定める特定事業主行動計画に沿った体制

整備を推進し、女性職員の積極的な登用を行います。 

企業等においても、女性が活躍できる環境整備が進むよう、女性の活躍推進に向けた

取組を促進します。 

具体的な取組 

 ① 女性活躍推進法に基づき定める特定事業主行動計画に沿って、女性職員 

の活躍推進に向けた体制を整備します。 

② 各種研修等により市の女性職員の能力の向上を目指すとともに、登用を 

推進します。（再掲） 

    ③ 女性の登用を積極的に推進している事業所等の取組を広報・啓発するな 

ど、事業所や各種団体等における男女共同参画意識の高揚を図ります。

（再掲） 

 

 

 

◆ 基本方針７ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進します 

 

主な施策  

（16）仕事と生活の調和を図るための環境づくり 
 
 

男女が共に家族としての責任を果たしながら、職場中心の意識・ライフスタイルから、

仕事と家庭・地域生活の両立を可能にするバランスのとれたライフスタイルへの転換を

図るための支援が求められています。働き方を見直し、仕事と生活の調和を図ることが

できる労働環境づくりを推進していきます。 

企業や各種団体等への啓発を行うとともに、事業主としての本市が率先してワーク・

ライフ・バランスに取り組みます。 

具体的な取組 

 ① 男女が共に仕事と生活の調和の取れた働き方ができるよう、事業主や従

業員双方に働き方の見直しを行うための啓発を行います。 

② 労働時間短縮のための啓発を行います。 

③ 育児・介護休業制度の周知を図り、取得促進のための啓発を行います。 

④ イクボス※制度の広報・周知を行います。 

⑤ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度、認定マーク(くるみん)※の

広報・周知を行います。 
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⑥ 市自らが率先して、職員のワーク・ライフ・バランスに取り組みます。 

  ○市職員の育児休業等の取得について、米沢市特定事業主行動計画に基

づき、次のとおり目標とします。（平成 31 年度までの第一期計画） 

   ・育児休業取得については、女性職員 90％以上の取得に努めると共に、

男性職員 5％程度の取得及び、取得期間についても 1 か月を目指し

ます。 

・「父親の育児参加のための休暇」取得については、平成 29 年度まで

75％程度、平成 31 年度までに 100％程度の完全取得（5 日間）を目

指します。 

・特定事業主行動計画第二期計画においては、第一期計画の実績を踏

まえ、数値目標等を検討します。 

 

    ※イクボス：職場で働く部下・従業員の育児・介護・地域活動への参加に理解のある経営者や上司の

こと。仕事と生活の調和を考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出

しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司を指す。（女性管理職含む。） 

※認定マーク（くるみん）：次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業

のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子

育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができその証とな

るもの。 

 

（17）男性の積極的な家事・育児・介護への参加の促進 
 
 

「男は仕事、女は家庭」という性別による固定的な役割分担意識は徐々に解消されて
きていますが、家事や育児などは女性の負担が大きい状態にあります。 

家族を構成する男女が、共に家庭生活の責任と役割を分かち合う意識を高め、互いに
協力し合い、互いを対等なパートナーとして尊重することが求められます。男性も家事・

育児・介護への参画を推進し、家庭における男女共同参画を推進します。 

具体的な取組 

 ① 家庭における性別による固定的な役割分担意識の解消を図るために、市
の広報やホームページ等での広報・啓発や講演会・講座等の開催を推進
します。 

② 家事、育児、介護等をテーマにした男性を対象とする講座を開催し、生
活技術の習得のための支援を行うとともに、家事等への参画を促進しま
す。 

 

（18）子育てや介護しやすい環境づくり 
 
 

男女が共に担うべき子育てや介護等の家庭責任を主に女性が担うことにより働く女

性が多くの負担と不安を抱えている現状があります。また、子育てや介護を理由に仕事

を続けたくてもやめざるを得ない場合もあります。 

女性のみならず男性にとっても、仕事を持ちながら子育てや介護しやすい環境づくり

を推進します。 

具体的な取組 

① ファミリー・サポート・センター※や地域子育て支援センター※を充実し

ます。 

② 特定教育・保育施設※における乳児保育や延長保育、病児保育など、多
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様な就労形態に対応した保育サービスを確保します。 

③ 放課後児童クラブ（学童クラブ）を充実します。 

④ 介護サービスの充実を図ります。 

⑤ 介護に関する相談体制を強化します。 

 

※ファミリー・サポート・センター：育児の援助を行いたい会員と育児の援助を受けたい会員で構成

される会員組織で、その会員相互により育児の援助活動を行うもの。 

※地域子育て支援センター：就学前の子どもと保護者が一緒に遊べる場、保護者間の情報交換の場、

育児についての相談の場として設置される地域の育児支援を目的とする施設のこと。 

※特定教育・保育施設：市町村長が施設型給付費の支給を受ける施設として確認した教育・保育施設

（認定こども園・保育所・小規模保育事業所等） 
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基本目標Ⅲ 男女が互いに支え合い安心して暮らせるまちづくり 

女性等*に対する様々な形の暴力は犯罪行為を含む重大な人権侵害であり、その根絶

を図ることは、男女共同参画社会を形成していく上で重要な課題です。いかなる暴力

も許さない、見過ごさないという認識のもと、一人ひとりの人権が尊重される安心し

て暮らせる社会の実現が求められています。 

また、価値観やライフスタイルが多様化している中、家族の形態も変わってきていま

す。男女が安心して子どもを産み育てることができる子育て支援体制の充実と環境の整

備が求められています。 

さらに、本格的な高齢化社会の到来を踏まえ、介護の負担を女性に集中することなく、

社会全体で支えていく介護体制の充実を図ることが必要です。 

経済の低迷に伴う雇用就業を巡る環境の変化やグローバル化、ひとり親世帯の増加等

が進む中で、貧困や地域での孤立など、生活上の様々な困難を抱えている人が増えてい

ます。特に高齢者、障がい者、外国人、性的少数者※と呼ばれる人などは日々の生活に

不安や困難を抱えやすいため、その対応が必要です。 

様々な人ができる限り自立して暮らすことができるまちづくりを進めることは、すべ

ての人にとって暮らしやすいまちづくりにつながります。 

男女が共に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のた

めにも、一人ひとりが生涯にわたって健康で充実した生活を送ることができるように、

ライフステージに合わせた健康づくりを推進していくことが必要です。 

 

*女性等・・・生物学的性別による女性や男性のみではなくジェンダー問題にも配慮し、また、性別

による視点だけではなく、高齢者、障がい者、子ども等への支援を検討していくことからこのよ

うな表現を使用しています。 

 

※性的少数者：性自認（自分の性をどうとらえるか）や性的指向に関しての少数者、先天的に身体

上の性別が不明瞭である人などの総称。性的マイノリティともいう。具体的には、同性愛者、両

性愛者、非性愛者、無性愛者、全性愛者、性同一性障がい者※など。（参照：ＬＧＢＴ※） 

※性同一性障がい：生物学的性別と、性別に対する自己意識あるいは自己認知が一致しない状態。 

※ＬＧＢＴ：Ｌ（レズビアン）女性同性愛者、Ｇ（ゲイ）男性同性愛者、Ｂ（バイセクシャル）両

性愛者、Ｔ（トランスジェンダー）性同一性障がいなど、体と心の性が一致しない人の頭文字で、

性的少数者を限定的に指す。 

 

 

 

 

≪ＤＶ防止法の基本計画≫ 

基本方針８「女性等に対するあらゆる暴力の根絶」を「ＤＶ防止法」第２条の３

第３項に基づく「市町村基本計画」と位置付け、ＤＶ等を防止し、根絶するため

の取組を推進します。 
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◆ 基本方針８ 女性等に対するあらゆる暴力の根絶 

 

主な施策  

（19）女性等に対する暴力防止の啓発の強化 
 
 

ＤＶ※等は犯罪となる行為をも含む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。多くの場合、被害者は女性であり、その被害の多くは、夫婦喧嘩や家庭内

の問題といったプライバシーに関わるものとして見過ごされたり、自分でＤＶと認めた

くないことなどもあり、潜在化する傾向にあります。また、若年層でデートＤＶ※が広

がっているなど、内容が多様化・複雑化しています。 

被害者は、女性に限らず男性の場合もありますし、高齢者、障がい者等であるケース

もあります。間接的な被害が子どもに及ぶことも考えられます。すべての人がお互いを

一人の人間として尊重し、思いやることのできる社会の形成に向けた取組が必要です。

一人ひとりの人権意識を高め、あらゆる暴力を未然に防止する啓発活動を行います。 

具体的な取組 

① 関係機関、女性団体等と連携して、あらゆる世代の人に対してＤＶ防止

について、より効果的な啓発を実施します。 

② 虐待の防止について、普及啓発を強化します。 

③ 若年層に向けた啓発講座を行います。 

④ かけがえのない生命や人権を尊重する教育を充実します。（再掲） 

 

（20）ＤＶ等根絶のための相談機能・支援体制の充実 
 
 

ＤＶ等の被害者の早期発見のためには、相談しやすい環境の整備や相談窓口の周知が

重要です。また、被害の多様化や被害者が抱えている問題の複雑化に対応し、被害者の

立場にたった救済・支援を充実するための体制を整えていくことが急務です。 

具体的な取組 

① ＤＶ等に関する相談窓口の周知を図るとともに、相談者にスムーズに対

応できるよう市役所内の連携を強化します。 

② 相談担当職員の資質向上を図るため、研修機会等を確保します。 

③ 被害者の安全を確保しつつ、適切な対応が行えるよう関係機関等と連携

し支援体制を整備します。 

 

※ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス(domestic violence)一般的には、「配偶者や恋人など親密な

関係にある又はあった人から加えられる暴力」をいう。(配偶者からの暴力には、身体的暴力のみな

らず、精神的性的暴力も含まれる。) 

※デートＤＶ：交際相手に対する体、言葉、態度による暴力のこと。暴力の種類として、身体的暴力、 

 精神的暴力、行動の制限、性的暴力、経済的暴力などがある。 
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◆ 基本方針９ 支えあい自立し暮らすための社会環境づくりを推進します 

 

 主な施策 

（21）子育て支援体制の充実と子育て環境の整備促進 
 
 

核家族化が進み、地域社会における人間関係も希薄になり、子育ての悩みを相談する

相手が身近にいないなどの現状があります。社会全体で子育てに対する支援を行う体制

を作り、子どもを安心して産み育てられる環境の整備を促進していくことが重要です。 

具体的な取組 

① ファミリー・サポート・センターや地域子育て支援センターを充実しま

す。（再掲） 

② 特定教育・保育施設における乳児保育や延長保育、病児保育など多様な

就労形態に対応した保育サービスを確保します。（再掲） 

③ 放課後児童クラブ（学童クラブ）を充実します。（再掲） 

④ 子育てボランティアの育成と子育てサークルのネットワーク化を推進

します。 

⑤ 子育て短期支援事業※（ショートステイ）について周知を図ります。 

⑥ 公共施設内の育児支援機能を充実します。 

 

※子育て短期支援事業：保護者の病気や出産、家族の看護、冠婚葬祭、事故、出張等で、数日間にわ

たって子どもの保育ができないとき、宿泊を含めて子どもを預かる事業。 

 

（22）高齢者及び障がい者の社会活動への参画促進と介護体制の充実 
 
 

高齢者や障がい者が社会参加の機会を持ち、地域社会において地域住民と関係を持ち

ながら、安心して暮らすことができるように支援することが必要です。高齢者等の意欲

や能力をいかして、生きがいを持って生活できるよう、社会参画を進めるための支援を

充実します。 

高齢社会の到来に伴い、介護はますます重要な問題になります。家庭における介護は

女性が多くを担っている現状にありますが、男性も同様に介護を担っていくことが大切

であり、介護を社会全体の問題と捉え、負担の軽減が図られるよう介護体制の充実に努

める必要があります。 

具体的な取組 

   ① 高齢者の生きがいづくりと社会参加を支援します。 

② 障がいに応じたサービスや地域社会における共生に向けた支援について

相談体制を強化します。 

③ ケアマネジャー※や介護サービス事業者が提供するサービスの質の向上

を推進します。 

④ 介護に関する相談体制を強化します。（再掲） 

 

※ケアマネジャー：介護保険の要介護認定で要支援・要介護と認定された人などが、適切なサービス

を受け、自立した日常生活を送れるように、ケアプランを作成したり、市町村・居宅サービス事業

者・介護保険施設との間で連絡調整を行う人のこと。 
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（23）生活上の様々な困難を抱える人への支援 
 
 

一人暮らしの高齢者やひとり親家庭など家庭内での支え合いが困難な状況にある人、

障がいがあり生活支援が必要な人、言語・文化・価値観の違いから課題を抱えている外

国人など、生活上様々な困難を抱えている人が、地域社会で安心して暮らすことができ

るよう、生活全般に関して支援の体制を整備することが必要です。 

また、性同一性障がいや同性愛者など、多様な性のあり方を理由とした偏見や差別を

なくすため、理解を深めるとともに、性的少数者への支援も必要です。 

具体的な取組 

 ① 地域包括支援センター※の機能を充実します。 

② 障がいに応じたサービスや地域社会における共生に向けた支援について

相談体制を強化します。（再掲） 

③ 障がい児支援のため、関係機関等による支援体制を構築します。 

④ 母子・父子自立支援員、家庭児童相談員による相談体制を強化します。 

⑤ ひとり親家庭に対して、医療給付、ひとり親家庭子育て生活支援事業等 

により支援を行います。 

⑥ 関係団体（米沢市国際交流協会等）と連携し、日本語教室やサポート講 

 座等の開催により、日本語や日本文化の学習機会を提供するとともに外 

国語による生活相談の窓口を設置し、外国人の生活の支援を行います。  

   ⑦ ＬＧＢＴなど多様な性のあり方についての理解を促進し、性的少数者へ

の支援のあり方を検討します。 

 

※地域包括支援センター：高齢者が住みなれた地域で生活していくために、様々な社会資源を利用し

て、その人に必要な支援を行い、総合的に支えていくための機関で介護予防ケアプラン作成のほか、

高齢者のための相談業務などを行っている。本市では、現在４か所設置しており、東西南北中の５

地域に区割りしている。 

 

（24）地域社会における共生を支える社会環境の整備 
 
 

高齢者や障がい者、外国人にとって暮らしやすいまちは、すべての人が暮らしやすい

まちです。誰もが住み慣れた地域で安全で快適な社会生活を送ることができるよう、ハ

ード面、ソフト面を含めた社会全体のバリアフリー※化やユニバーサルデザイン※の普

及に取り組む必要があります。 

具体的な取組 

 ① 公共施設、公共空間、公共交通機関のバリアフリー化を推進します。 

② 高齢者や障がい者に配慮した計画的な市営住宅の改修を行います。 

③ 市街地における高齢者向け優良賃貸住宅の利用を促進します。 

④ 多言語生活ガイドブック等の発行や、案内の多言語表記を拡充します。 

 

※バリアフリー：建築設計において、段差や仕切りをなくすなど障がい者や高齢者に配慮をすること。

障がい者などの社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という、

より広い意味でも用いられる。 

※ユニバーサルデザイン：バリアフリーの考え方を発展させたもので、障がいの有無、年齢、性別、

国籍、人種などにかかわらず、誰もが使いやすく、また、気持ちよく使えるようあらかじめ設計す
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る考え方のこと。 

 

 

◆ 基本方針 10 男女が生涯を通じて健やかに暮らすための健康づくりを推進し

ます 

 

 主な施策 

（25）母性保護・母子保健の充実 
 
 

母性が尊重される社会の形成には、男女がそれぞれの身体の特徴を理解し、女性が持

つ妊娠や出産の可能性に配慮し、母性についての正しい知識の普及啓発を行うことが必

要です。 

具体的な取組 

① 母性保護の重要性と正しい知識の啓発を行います。 

② 妊娠・出産期と乳幼児の母子保健体制を充実します。 

③ 不妊治療に関する相談や助成、情報提供などの支援を行います。 

 

（26）生涯にわたる健康づくりの推進 
 
 

生涯にわたり健康ではつらつとした生活を送ることは、誰にとっても望ましいことで

す。高齢社会の到来に伴い、幼年期から高齢期まで誰もがライフステージに合わせた健

康を保持・増進できるよう、健康づくりを推進します。 

また、ストレスの多い現代社会においては、心の健康にも配慮した施策を推進してい

く必要があります。 

具体的な取組 

 ① リプロダクティブ・ヘルス／ライツ※の意識啓発を行います。 

② 自己健康管理の意識を持ち、健康の保持・増進に対する意識の啓発を行

います。 

③ 生活習慣病予防のための健康づくりを推進します。 

④ 心の健康づくりをめざし、保健・医療・福祉・教育の総合的施策の展開

に努めます。 

⑤ 女性特有の健康上の問題や女性に多く見られる疾病について情報提供

を行い、相談体制を充実します。 

⑥ 性感染症・エイズ・薬物に対する情報提供と知識の啓発を行います。 

⑦ 関係機関との連携により健康・体力づくりを推進します。 

⑧ 高齢者の健康づくりのためのスポーツ活動への参加を促進します。 

⑨ 高齢者が要介護状態等にならないよう介護予防を推進します。 

 

※リプロダクティブ・ヘルス／ライツ：１９９４年カイロで開催された国際人口・開発会議において

提唱された概念。女性のからだや性の問題を「健康と人権」という観点からとらえ、女性が自分の

健康や生活状況をみつめ、子どもの人数や出産の時期、思春期や更年期における健康上の問題など、

生涯にわたって自分のからだについて主体的に選択し、自己決定する権利を保障しようという考え

方。 
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基本目標Ⅳ 男女共同参画を推進する体制づくり 

男女共同参画社会基本法には、国、地方公共団体そして国民の責務が定められていま

す。男女共同参画を推進していくためには、それぞれが取り組むとともに、互いの協力・

連携が重要です。 

推進体制を充実し、計画の実効性を高め、総合的かつ計画的に取組を進めて行きます。 

 

 

◆ 基本方針 11 男女共同参画を推進するための体制の充実を図ります 

 

主な施策 

（27）推進体制の整備        
 
 

男女共同参画社会の実現のための施策はさまざまな分野にわたります。本市の推進体

制を充実し、国・県等と連携しながら着実に計画を推進していきます。 

市職員自らも、男女共同参画について意識啓発し、適正な認識を持つことで、あらゆ

る取組に男女共同参画意識が反映されるようになります。市民や団体の活動に市職員が

積極的に参画し、一丸となって男女共同参画を推進します。 

具体的な取組 

① 市長を本部長とした米沢市男女共同参画推進本部による計画の進行管理

を行います。 

② 国・県や近隣市町との情報の交換等、協力・連携を図ります。 

③ 市職員の男女共同参画についての意識を啓発すると共に、市民や団体等

の活動に積極的に参画していきます。 

 

（28）市民・地域団体・事業所・大学等との連携 
 
 

計画の推進には市民・地域団体・事業所等の理解・協力が必要です。市民等の意見を

施策に反映し、十分な連携を図りながら計画に取り組みます。 

市内で活動する女性団体等のネットワークを活かし、協働して事業に取り組み具体的

活動の場を確保することで、男女共同参画の取組を市民に身近なものと捉えてもらうよ

うにします。 

また、大学と連携することにより、より高度な研修等の機会を提供できるようになり

ます。幅広く連携することで、協働で男女共同参画を推進します。 

具体的な取組 

 ① 市民から成る米沢市男女共同参画推進委員会にこの計画の進捗状況を

定期的に報告するとともに、施策の推進に関する提言をしてもらいます。 

② 市民・地域団体・事業所等に対して男女共同参画の趣旨が正しく理解さ

れるよう、意識の啓発や計画の普及を行います。 

③ 女性団体等のネットワークを活かし、協働で活動を展開し、市民が身近

に感じる活動の場を広めます。 

④ 大学と相互に情報交換を行い、協働で施策を推進します。 
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３．３ 施策一覧表  

 

基本目標Ⅰ 人権尊重と男女共同参画の意識づくり 

基本方針１ 男女が互いの人権を尊重し男女共同参画の意識を確立します 

主な施策→具体的な取組 担当課 

(1) 性別による固定的な役割分担意識の解消や社会慣行の見直し 

 ① 性別による固定的な役割分担意識の解消や社会慣行の見

直しを図るための意識改革の啓発を行います。  

総合政策課 

社会教育・体育課 

 ② 人権や男女共同参画に関する実態・意識調査を実施し、

公表していきます。  

総合政策課 

(2) 人権尊重と男女共同参画意識の高揚と体制づくり 

 ① 市の広報やホームページ等で人権尊重・男女共同参画意

識を高める広報・啓発を行います。    

総務課 

総合政策課 

 ② 市が作成する公的な印刷物、ウェブサイトや SNS（ソーシ

ャル・ネットワーキング・サービス）への掲載等の表現

は、人権尊重と男女共同参画の視点に立って十分配慮し

ます。 

全課 

 

 ③ 人権啓発活動にかかわる機関等（法務局、人権擁護委員

等）と連携・協力し、積極的に人権啓発活動を推進しま

す。  

総務課 

 

 ④ 「男女共同参画週間」、「人権週間」などの機会に国・県

と連動し広報・啓発活動を行います。  

総務課 

総合政策課 

 ⑤ 人権に関する相談窓口の周知を図るとともに、相談者に

スムーズに対応できるよう市役所内の連携を強化しま

す。 

秘書広報課 

こども課 

高齢福祉課 

 ⑥ 担当職員が人権に配慮した対応ができるように研修機会

等の確保や情報提供を行います。 

総務課 

総合政策課 

   

基本方針２ 人権尊重と男女共同参画の視点に立った教育・学習を推進します 

主な施策→具体的な取組 担当課 

(3) 人権尊重と男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 

 ① 性別にとらわれずに、一人ひとりの個性や能力を伸ばす

教育を充実します。  

学校教育課 

 ② 性別や障がいの有無にとらわれずに、互いに協力し助け

合う、思いやりのこころを育む教育を充実します。 

学校教育課 

 ③ インターネットや携帯電話、スマートフォンの普及によ

り、性情報が氾濫している中、児童生徒の発達段階に応

じた適切な性に関する知識・情報が得られるよう性教育

を充実します。 

学校教育課 

 

 ④ かけがえのない生命や人権を尊重する教育を充実しま

す。   

学校教育課 
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 ⑤ 職場見学や職場体験等の実践を通して、児童・生徒が自

らの進路選択を主体的に捉え、将来を考える教育を推進

し、キャリア教育の充実を図ります。 

学校教育課 

 

(4) 人権尊重と男女共同参画の視点に立った生涯学習の促進 

 ① 地域や家庭における男共同参画を推進するための講演会

や講座等の開催を推進します。 

総合政策課 

社会教育・体育課 

 ② 人権尊重や男女共同参画の意識を高めるための学習に対

して支援を行います。   

総合政策課 

社会教育・体育課 
 ③ 市が講演会や講座等を開催する場合は、一時託児室を設

置するなど誰もが参加しやすい環境を整えるように努め

ます。   

全課 

 

基本目標Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画を推進するまちづくり 

基本方針３ 意思決定の過程における男女共同参画を推進します 

主な施策→具体的な取組 担当課 

(5) 政策・方針決定の過程に女性が参画できる体制づくり   

 ① 各種審議会等への女性委員の登用を推進します。 

・女性委員の割合を平成３３年（２０２１年）までに３

５％とすることを目標とします。 

・女性委員ゼロの審議会等を解消することを目標としま

す。 

全課 

 ② 各種審議会等への女性委員の登用を推進するため女性人

材情報の収集と活用を図ります。  

総合政策課 

 ③ 各種研修等により市の女性職員の能力の向上を目指すと

ともに、登用を推進します。 

総務課 

(6) 事業所や各種団体等の方針決定の場への女性の参画促進  

 ① 女性の登用を積極的に推進している事業所等の取組を広

報・啓発するなど、事業所や各種団体等における男女共

同参画意識の高揚を図ります。 

商工課 

新

規 

② 女性の交流会等を通して、さまざまな分野で活躍する女

性の力を分かち合い、女性が自分自身を高め、方針決定

過程へ参画する意欲を醸成する機会を拡大します。 

総合政策課 

(7) 女性の能力向上と参画意識の高揚 

 ① 県や大学との連携により、様々な分野における女性リー

ダーを育成するための情報の提供や講座等の開催を推進

します。 

総合政策課 

商工課 

社会教育・体育課 

 ② 女性が様々な分野に参画するための意欲の向上や意識の

高揚を図るための広報・啓発を行います。 

総合政策課 

 

 ③ 男女共同参画を進める団体やグループの活動を支援しま

す。 

総合政策課 

 

 ④ 女性団体のネットワーク化に向けて支援を行い、ネット

ワーク活動に市の女性職員も積極的に参加します。 

総合政策課 

全課 
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基本方針４ 地域社会における男女共同参画を促進します 

主な施策→具体的な取組 担当課 

(8) 地域社会活動における男女共同参画の促進  

 ① 性別による固定的な役割分担意識の解消や社会慣行の見

直しを図り、男女共同参画についての理解が深まるよう

に講演会や講座等を開催します。 

総合政策課 

 ② 地域社会における自主的な活動の中心的な役割を担う女

性を養成するための機会を拡大します。 

総合政策課 

社会教育・体育課 

 ③ 男女共同参画に関する図書や資料等（ビデオ、ＤＶＤ等）

を充実し、情報提供を行います。 

総合政策課 

 ④ 地域社会活動に誰もが参加しやすい体制を整えるため

に、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター

事業に関する情報提供を行います。 

こども課 

 ⑤ 市民の男女共同参画に関する自主的な事業を支援しま

す。 

総合政策課 

 ⑥ 地域の課題解決に向けて、地域づくりへの地域住民の積

極的な参画を促進するとともに、市民主体の地域づくり

活動を支援します。 

総合政策課 

社会教育・体育課 

(９) 防災における男女共同参画の推進 

 ① 防災分野での性別による固定的な役割分担意識を見直す

とともに、防災分野における政策・方針決定過程への女

性の参画を推進します。 

環境生活課 

 ② 災害時における男女のニーズの違いに配慮した支援を行

います。 

環境生活課 

 

基本方針５ 雇用等における男女共同参画を推進します 

主な施策→具体的な取組 担当課 

(10) 男女の均等な雇用機会と待遇の確保 

 ① 事業所等に対して「男女雇用機会均等法」、「女性活躍推

進法」等関係法の周知のための広報・啓発を行います。 

商工課 

 ② 事業所等に対して女性労働者の母性保護と母性健康管理

についての周知・啓発を行います。 

商工課 

(11) 農林業・商工業等の自営業に従事する女性の就業環境の改善 

 ① 男性と女性、お互いが経営のパートナーであるとの認識

の浸透を図るための意識啓発を行います。 

農林課 

商工課 

 ② 農業従事者の就業環境改善と意欲や能力が十分発揮でき

るように家族経営協定の普及・ＰＲを行います。 

農林課 

農業委員会 

(12) ハラスメント防止対策の促進 

 ① 事業所等に対して各種ハラスメント防止のための広報・

啓発を行います。 

商工課 
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基本方針６ 女性の職業生活における活躍を促進します 

主な施策→具体的な取組 担当課 

(13) 女性の再就業支援  

 ① パートタイム労働法、労働者派遣法、家内労働法、最低

賃金法等の法的権利に関する啓発を行います。 

商工課 

 ② 結婚・育児・介護等で仕事を一時中断した後再就職を希

望する人に対して、再就職セミナー等を開催するなどの

支援を行います。 

商工課 

(14) 女性の多様な働き方の実現に向けた支援  

 ① 県などの関係機関と連携し、創業を志す女性に対して情

報提供・相談等の支援を行います。 

商工課 

 

 

② 女性のキャリアアップのための講座等を支援します。 

 

商工課 

③ 仕事に必要な資格や技術などの情報収集を行い、情報提

供と相談体制を充実します。 

総合政策課 

商工課 

(15)女性の登用促進（市・企業等） 

 ① 女性活躍推進法に基づき定める特定事業主行動計画に沿

って、女性職員の活躍推進に向けた体制を整備します。 

総務課 

再

掲 

② 各種研修等により市の女性職員の能力の向上を目指すと

ともに、登用を推進します。（再掲） 

総務課 

再

掲 

③ 女性の登用を積極的に推進している事業所等の取組を広

報・啓発するなど、事業所や各種団体等における男女共

同参画意識の高揚を図ります。（再掲） 

商工課 

 

基本方針７ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進します 

主な施策→具体的な取組 担当課 

(16) 仕事と生活の調和を図るための環境づくり 

 ① 男女が共に仕事と生活の調和の取れた働き方ができるよ

う、事業主や従業員双方に働き方の見直しを行うための

啓発を行います。 

総合政策課 

商工課 

 ② 労働時間短縮のための啓発を行います。 

 

商工課 

 ③ 育児・介護休業制度の周知を図り、取得促進のための啓

発を行います。 

総務課 

商工課 

新

規 

④ イクボス制度の広報・周知を行います。 

 

総合政策課 

 ⑤ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度、認定マー

ク（くるみん）の広報・周知を行います。 

商工課 

新

規 

 

⑥ 市自らが率先して、職員のワーク・ライフ・バランスに

取り組みます。 

○市職員の育児休業等の取得について、 米沢市特定事業

主行動計画に基づき、次のとおり目標とします。（平成

総務課 

全課 
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３１年度までの第一期計画） 

・育児休業取得については、女性職員９０％以上の取得

に努めると共に、男性職員５％程度の取得及び、取得

期間についても１か月を目指します。 

・ 「父親の育児参加のための休暇」取得については、平

成２９年度まで７５％程度の取得、平成３１年度まで

に１００％程度の取得（５日間）を目指します。 

・特定事業主行動計画第二期計画においては、第一期計

画の実績を踏まえ、数値目標等を検討します。 

(17) 男性の積極的な家事・育児・介護への参加の促進  

 ① 家庭における性別による固定的な役割分担意識の解消を

図るために、市の広報やホームページ等での広報・啓発

や講演会・講座等の開催を推進します。 

総合政策課 

社会教育・体育課 

 ② 家事、育児、介護等をテーマにした男性を対象とする講

座を開催し、生活技術の習得のための支援を行うととも

に、家事等への参画を促進します。 

総合政策課 

高齢福祉課 

健康課 

社会教育・体育課 

(18) 子育てや介護しやすい環境づくり 

 ① ファミリー・サポート・センターや地域子育て支援セン

ターを充実します。 

こども課 

 ② 特定教育・保育施設における乳児保育や延長保育、病児

保育など、多様な就労形態に対応した保育サービスを確

保します。 

こども課 

 ③ 放課後児童クラブ（学童クラブ）を充実します。 

 

こども課 

 ④ 介護サービスの充実を図ります。 

 

高齢福祉課 

 ⑤ 介護に関する相談体制を強化します。 

 

高齢福祉課 

 

基本目標Ⅲ 男女が互いに支え合い安心して暮らせるまちづくり 

基本方針８ 女性等に対するあらゆる暴力の根絶 

主な施策→具体的な取組 担当課 

(19) 女性等に対する暴力防止の啓発の強化 

 ① 関係機関、女性団体等と連携して、あらゆる世代の人に

対してＤＶ防止について、より効果的な啓発を実施しま

す。 

総合政策課 

こども課 

新

規 

② 虐待の防止について、普及啓発を強化します。 社会福祉課 

高齢福祉課 

こども課 

新

規 

③ 若年層に向けた啓発講座を行います。 総合政策課 
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再

掲 

④ かけがえのない生命や人権を尊重する教育を充実しま

す。（再掲） 

学校教育課 

(20)ＤＶ等根絶のための相談機能・支援体制の充実 

 ① ＤＶ等に関する相談窓口の周知を図るとともに、相談者

にスムーズに対応できるよう市役所内の連携を強化しま

す。 

総合政策課 

市民課 

社会福祉課 

高齢福祉課 

こども課 

 ② 相談担当職員の資質向上を図るため、研修機会等を確保

します。 

総合政策課 

こども課 

新

規 

③ 被害者の安全を確保しつつ、適切な対応が行えるよう関

係機関等と連携し支援体制を整備します。 

市民課 

社会福祉課 

高齢福祉課 

こども課 

 

基本方針９ 支えあい自立し暮らすための社会環境づくりを推進します 

主な施策→具体的な取組 担当課 

(21) 子育て支援体制の充実と子育て環境の整備促進 

再

掲 

① ファミリー・サポート・センターや地域子育て支援セン

ターを充実します。（再掲） 

こども課 

再

掲 

② 特定教育・保育施設における乳児保育や延長保育、病児

保育など、多様な就労形態に対応した保育サービスを確

保します。（再掲） 

こども課 

再

掲 

③ 放課後児童クラブ（学童クラブ）を充実します。（再掲） こども課 

 ④ 子育てボランティアの育成と子育てサークルのネットワ

ーク化を推進します。 

こども課 

 ⑤ 子育て短期支援事業（ショートステイ）について周知を

図ります。 

こども課 

 ⑥ 公共施設内の育児支援機能を充実します。 

 

各施設担当課 

(22) 高齢者及び障がい者の社会活動への参加促進と介護体制の充実 

新

規 

① 高齢者の生きがいづくりと社会参加を支援します。 高齢福祉課 

 ② 障がいに応じたサービスや地域社会における共生に向け

た支援について相談体制を強化します。 

社会福祉課 

 ③ ケアマネジャーや介護サービス事業者が提供するサービ

スの質の向上を推進します。 

高齢福祉課 

 

再

掲 

④ 介護に関する相談体制を強化します。（再掲） 高齢福祉課 

(23) 生活上の様々な困難を抱える人への支援 

 ① 地域包括支援センターの機能を充実します。 高齢福祉課 
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再

掲 

② 障がいに応じたサービスや地域社会における共生に向け

た支援について相談体制を強化します。（再掲） 

社会福祉課 

 ③ 障がい児支援のため、関係機関等による支援体制を構築

します。 

社会福祉課 

こども課 

 ④ 母子・父子自立支援員、家庭児童相談員による相談体制

を強化します。 

こども課 

 ⑤ ひとり親家庭に対して、医療給付、ひとり親家庭子育て

生活支援事業等により支援を行います。 

こども課 

 ⑥ 関係団体（米沢市国際交流協会等）と連携し、日本語教

室やサポート講座等の開催により、日本語や日本文化の

学習機会を提供するとともに、外国語による生活相談の

窓口を設置し、外国人の生活の支援を行います。 

秘書広報課 

新

規 

⑦ ＬＧＢＴなど多様な性のあり方についての理解を促進

し、性的少数者への支援のあり方を検討します。 

総合政策課 

学校教育課 

(24) 地域社会における共生を支える社会環境の整備 

 ① 公共施設、公共空間、公共交通機関のバリアフリー化を

推進します。 

各施設担当課 

 ② 高齢者や障がい者に配慮した計画的な市営住宅の改修を

行います。 

都市整備課 

 ③ 市街地における高齢者向け優良賃貸住宅の利用を促進し

ます。 

都市整備課 

新

規 

④ 多言語生活ガイドブック等の発行や、案内の多言語表記

を拡充します。 

秘書広報課 

全課 

 

基本方針 10 男女が生涯を通じて健やかに暮らすための健康づくりを推進します 

主な施策→具体的な取組 担当課 

(25) 母性保護・母子保健の充実 

 ① 母性保護の重要性と正しい知識の啓発を行います。 

 

健康課 

学校教育課 

 ② 妊娠・出産期と乳幼児の母子保健体制を充実します。 健康課 

 ③ 不妊治療に関する相談や助成、情報提供などの支援を行  

います。 

健康課 

(26) 生涯にわたる健康づくりの推進 

 ① リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識啓発を行いま

す。 

健康課 

学校教育課 

 ② 自己健康管理の意識を持ち、健康の保持・増進に対する

意識の啓発を行います。 

健康課 

 

 ③ 生活習慣病予防のための健康づくりを推進します。 

 

健康課 

 ④ 心の健康づくりをめざし、保健・医療・福祉・教育の総

合的施策の展開に努めます。 

 

健康課 

高齢福祉課 

学校教育課 
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 ⑤ 女性特有の健康上の問題や女性に多く見られる疾病につ

いて情報提供を行い、相談体制を充実します。 

健康課 

 

 ⑥ 性感染症・エイズ・薬物に対する情報提供と知識の啓発

を行います。 

健康課 

学校教育課 

 ⑦ 関係機関との連携により健康・体力づくりを推進します。 健康課 

社会教育・体育課 

 ⑧ 高齢者の健康づくりのためのスポーツ活動への参加を促

進します。 

高齢福祉課 

社会教育・体育課 

新

規 

⑨ 高齢者が要介護状態等にならないよう介護予防を推進し

ます。 

高齢福祉課 

 

基本目標Ⅳ 男女共同参画を推進する体制づくり 

基本方針 11 男女共同参画を推進するための体制の充実を図ります 

主な施策→具体的な取組 担当課 

(27) 推進体制の整備 

 ① 市長を本部長とした米沢市男女共同参画推進本部による

計画の進行管理を行います。 

総合政策課 

 ② 国・県や近隣市町との情報の交換等、協力・連携を図り

ます。 

総合政策課 

 ③ 市職員の男女共同参画についての意識を啓発すると共

に、市民や団体等の活動に積極的に参画していきます。 

総合政策課 

(28) 市民・地域団体・事業所・大学等との連携 

 ① 市民から成る米沢市男女共同参画推進委員会にこの計画

の進捗状況を定期的に報告するとともに、施策の推進に

関する提言をしてもらいます。 

総合政策課 

 ② 市民・地域団体・事業所等に対して男女共同参画の趣旨

が正しく理解されるよう、意識の啓発や計画の普及を行

います。 

総合政策課 

新

規 

③ 女性団体等のネットワークを活かし、協働で活動を展開

し、市民が身近に感じる活動の場を広めます。 

総合政策課 

新

規 

④ 大学と相互に情報交換を行い、協働で施策を推進します。 

 

総合政策課 
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参考資料 

○計画策定の背景 

 世界の動き 

  【国際婦人年】 

   国際連合は、昭和５０年（１９７５年）を「国際婦人年」とし、それに続く  

１０年間（１９７６年～１９８５年）を「国連婦人の十年」と定め、女性の地位

向上のための行動を展開することを決めました。 

   また、メキシコシティで「国際婦人年世界会議」が開催され、各国政府が今後

１０年間で行うべき女性問題解決の指針となる「世界行動計画」を採択しました。 

 

  【女子差別撤廃条約】 

昭和５４年（１９７９年）「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条

約」（女子差別撤廃条約）が国連総会において採択され、この条例の批准に向けて

各国の取り組みが進められました。 

 

  【婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略】 

   「国連婦人の十年」の最終年の昭和６０年（１９８５年）に、第３回世界女性

会議がナイロビで開催され、１０年間の成果の検討、評価を行い、今後の各国の

行動計画のガイドラインとなる「西暦２０００年に向けての婦人の地位向上のた

めのナイロビ将来戦略」が採択されました。 

 

  【北京宣言及び行動綱領】 

   平成７年（１９９５年）に北京で開催された第４回世界女性会議では、全人類

のためにあらゆる場所のすべての女性の平等、開発及び平和の目標を推進するこ

とを決意する「北京宣言」及び「女性のエンパワーメントに関する※アジェンダで

ある」とする「行動綱領」が採択されました。「行動綱領」では、１２の重大問題

領域において各国は戦略的行動をとるよう要請されました。 

 

【女性２０００年会議】 

   平成１２年（２０００年）に国連特別総会「女性２０００年会議」がニューヨ

ークで開催され、「北京行動綱領」採択５年後の実施状況について検討・評価され

ました。各国の決意表明や理念による「政治宣言」と、「北京行動綱領」の実施促

進のための「更なる行動とイニシアティブに関する文書」が採択されました。 

  

  【「北京＋１０」世界閣僚級会合】 

   平成１７年（２００５年）に開催された「北京＋１０」世界閣僚級会合におい

て、平成７年（１９９５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」及び平成１２年（２０００年）の「女性２０００年会議」の成果文書

の実施状況を評価し、さらに推進していくための今後の戦略について議論がなさ

れました。 
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【「北京＋１５」記念会合】 

 平成２２年（２０１０年）に開催された「北京＋１５」記念会合において、ジ

ェンダー平等の達成に向けて「女性機関の設置によって国連の機構を強化するこ

と」「女性の経済エンパワーメントの推進」を求めるなどの決議が７本採択されま

した。 

 

【ＵＮ Ｗｏｍｅｎ発足】 

 平成２３年（２０１１年）、国連総会決議において、既存のジェンダー関連機関

４機関を統合し「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関（Ｕ

Ｎ Ｗｏｍｅｎ）が設立されました。 

 

【持続可能な開発のための２０３０アジェンダ国連採択】 

 平成２７年（２０１５年）、国連サミットにおいて採択された２０３０アジェン

ダの前文には「すべての人の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性と女

児の能力強化を達成することを目指す」と明記されました。１７のゴールの一つ

として「ジェンダー平等、すべての女性・女児の能力強化（ゴール５）」を掲げま

した。 

 

国の動き 

  【婦人問題企画推進本部の設置】 

   昭和５０年（１９７５年）に「国際婦人年」を契機とする世界的な動きの中、

内閣総理大臣を本部長とする「婦人問題企画推進本部」が設置され、昭和５２年

（１９７７年）には、「世界行動計画」を受けて「国内行動計画」が策定されまし

た。 

 

  【女子差別撤廃条約の批准】 

   昭和５９年（１９８４年）に「国籍法」、「戸籍法」の一部が改正され、昭和６０

年（１９８５年）には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女

子労働者の福祉の増進に関する法律」（「男女雇用機会均等法」）が制定されるなど、

国内法制度の整備が進められ、昭和６０年（１９８５年）に「女子差別撤廃条約」

が批准されました。 

 

  【西暦２０００年に向けての新国内行動計画】 

   昭和６２年（１９８７年）に第３回世界女性会議で採択された「婦人の地位向

上のためのナイロビ将来戦略」を受け「西暦２０００年に向けての新国内行動計

画」が策定されました。平成３年（１９９１年）には「ナイロビ将来戦略勧告」

の趣旨に沿って「新国内行動計画」の第一次改定が行われ、「社会のあらゆる分野

へ男女が平等に共同して参画することが不可欠である」との認識で、目標がそれ

までの「男女共同参加型社会」から「男女共同参画社会」に改められました。 

 

  【男女共同参画推進本部の設置】 

   平成６年（１９９４年）に内閣総理大臣を本部長、全閣僚を本部員とする「男

女共同参画推進本部」と、その諮問機関として「男女共同参画審議会」が設置さ
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れました。 

 

  【男女共同参画２０００年プラン】 

   平成８年（１９９６年）に男女共同参画審議会から目指すべき男女共同参画社

会について明らかにした「男女共同参画ビジョン」が答申され、そのビジョンを

踏まえて、我が国が直面する少子・高齢化の進展等の社会経済環境の急速な変化

に対応するため、「男女共同参画２０００年プラン－男女共同参画社会の形成の促

進に関する平成１２年（西暦２０００年）までの国内行動計画－」が策定されま

した。 

 

  【男女共同参画社会基本法の制定】 

   平成１１年（１９９９年）６月に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行さ

れ、男女共同参画社会の実現は、２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と

位置付けられました。 

 

  【男女共同参画基本計画の策定】 

   平成１２年（２０００年）１２月に「男女共同参画基本計画」が策定され、男

女共同参画社会の形成に向けて様々な施策が総合的かつ計画的に推進されること

となりました。 

 

  【「男女共同参画会議」と「男女共同参画局」の設置】 

   平成１３年（２００１年）１月の中央省庁等改革に伴い、新たに設置された内

閣府に、重要政策に関する会議の一つとして「男女共同参画審議会」を発展的に

継承する「男女共同参画会議」が置かれたほか、内閣府に男女共同参画局が設置

され、男女共同参画社会の形成に向けた推進体制が強化されました。 

 

  【男女共同参画基本計画（第２次）】 

   平成１７年（２００５年）１２月に第１次基本計画期間中の取組を評価・総括

した「男女共同参画基本計画（第２次）」が策定されました。 

 

 【仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章】 

平成１９年（２００７年）１２月に、関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団

体の代表等からなる「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」において、「仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」と「仕事と生活の調和推進のた

めの行動指針」が策定され、官民一体となって取組みが進められることになりま

した。 

  

【女性の参画加速プログラム】 

女性の参画をあらゆる分野で加速するため、平成２０年（２００８年）４月に、

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」、「女性の能力開発・

能力発揮に対する支援の充実」、「意識の改革」を基本的方向とする、「女性の参画

加速プログラム」を策定しました。 
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【男女共同参画基本計画（第３次）】 

平成２２年（２０１０年）１２月に、実効性のあるアクションプログラムとし

て「男女共同参画基本計画（第３次）」が策定されました。 

 

【「すべての女性が輝く社会づくり本部」の設置】 

 平成２６年（２０１４年）１０月に、様々な状況におかれた女性が、自らの希

望を実現して輝くことにより、最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮さ

れ、社会の活性化につながるよう、内閣府に「すべての女性が輝く社会づくり本

部」（本部長：内閣総理大臣）が設置されました。 

 

【「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の制定】 

 平成２７年（２０１５年）８月に、女性の採用・登用・能力開発等のための事

業主行動計画の策定を事業主に義務付ける「情勢の職業生活における活躍の推進

に係る法律」が成立し、同年９月に公布・施行されました。 

 

【男女共同参画基本計画（第４次）】 

   平成２７年（２０１５年）１２月に、あらゆる分野における女性の活躍を柱の

一つとした「男女共同参画基本計画（第４次）」が策定されました。 

 

 本市の動き 

  【「第７次米沢市総合計画」】 

平成８年度（１９９６年度）から平成１７年度（２００５年度）までの１０箇

年を計画期間とする「第７次米沢市総合計画」に「男女共同参画型の社会づくり」

を盛り込み、「男女平等意識と男女共同参画意識の啓発」、「女性が働きやすい環境

の整備」、「社会活動への女性の参画促進」を施策として掲げました。 

 

  【米沢市まちづくり総合計画】 

   平成１８年度（２００６年度）から平成２７年度（２０１５年度）までの１０

箇年を計画期間とする「米沢市まちづくり総合計画」に「男女共同参画社会づく

りの推進」を盛り込み、「女性の参画機会の確保」、「男女共同参画社会に向けた市

民意識の高揚」、「女性の権利擁護」を施策とし、具体的には「男女共同参画プラ

ンの策定」等を行っていくこととしました。 

 

  【「米沢市男女共同参画推進委員会」と「米沢市男女共同参画推進本部」の設置】 

   本市の男女共同参画に関する基本計画の策定や施策の推進を図るため、平成  

１８年４月に市民の有識者などから成る「米沢市男女共同参画推進委員会」を設

置するとともに、庁内に「米沢市男女共同参画推進本部」を設置し、男女共同参

画社会の実現に積極的に取り組むための体制を整備しました。 

 

【米沢市まちづくり総合計画 後期基本計画】 

 前期基本計画期間の５箇年が平成２２年度をもって終了するに当たり、「米沢市

まちづくり総合計画 後期基本計画」を策定し、仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）の推進や女性の健康を支援するための相談機能の充実を新たな
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具体的施策として盛り込みました。 

 

【米沢市男女共同参画基本計画<改訂版>】 

 平成１９年度（２００７年度）から取組んできた米沢市男女共同参画基本計画

について、社会情勢や国・県の計画の策定に伴い、平成２４年度に見直しを行い

ました。 

 

【米沢市まちづくり総合計画】 

 平成２８年度（２０１６年度）から平成３７年度（２０１５年度）までの１０

箇年を計画期間とする新たな「米沢市まちづくり総合計画」が策定され、「市民が

積極的に参加するまちづくり」を基本理念とし、引き続き「男女共同参画社会づ

くりの推進」が盛り込まれました。 

   

 

 ○使用している用語について 

  用      語 解          説 

ア
行 

アジェンダ 「予定表」 日本語でこの語が用いられる場合の多くは、国

際的に取り組むべき「検討課題」や、政府や官公庁などで

公式に実施すべき「行動計画」などを指す。 

イクボス 職場で働く部下・従業員の育児・介護・地域活動への参加

に理解のある経営者や上司のこと。仕事と生活の調和を考

え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も

結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる

上司を指す。（女性管理職含む。） 

ＬＧＢＴ 

（エルジービーティー） 

Ｌ（レズビアン）女性同性愛者、Ｇ（ゲイ）男性同性愛者、Ｂ

（バイセクシャル）両性愛者、Ｔ（トランスジェンダー）性同一

性障がいなど、体と心の性が一致しない人の頭文字で、性

的少数者を限定的に指す。 

エンパワーメント 「力をつけること」 具体的には、自ら意識と能力を高め、政

治的、経済的、社会的及び文化的に力をもった存在になる

こと。 

カ
行 

家族経営協定 農業経営を発展させていくため、家族一人ひとりの役割と責

任を明確にし、働きがいや将来の展望を持って農業に取り

組むための話し合いを行い、農業経営や生活面について取

り決めを行うこと。 

キャリア教育 児童生徒が、「働くこと」を理解し、必要な知識や技能を身

につけ、主体的に進路を選択する能力や態度を高められる

ようにする教育。 
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ケアマネジャー 

（介護支援専門員） 

介護保険の要介護認定で要支援・要介護と認定された人

などが、適切なサービスを受け、自立した日常生活を送れ

るように、ケアプランを作成したり、市町村・居宅サービス事

業者・介護保険施設との間で連絡調整を行う人のこと。 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 

保護者の病気や出産、家族の看護、冠婚葬祭、事故、出

張等で、数日間にわたって子どもの保育ができないとき、宿

泊を含めて子どもを預かる事業。 

サ
行 

参画 「参加」が単に仲間に加わることを意味しているのに対して、

「参画」は主体的に政策等の企画や決定に関わり、意見を

反映していくという意味。 

性同一性障がい 生物学的性別と、性別に対する自己意識あるいは自己認

知が一致しない状態。 

性的少数者 性自認（自分の性をどうとらえるか）や性的指向に関しての

少数者、先天的に身体上の性別が不明瞭である人などの

総称。性的マイノリティともいう。 

セクシュアル・ハラスメント   

（セクシャル・ハラスメント）          

(sexual harassment) 

相手の意に反した性的な嫌がらせのこと。身体への不必要

な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、衆目に触

れる場所へのわいせつな写真の掲示など、様々なものが含

まれる。 

タ
行 

地域子育て支援センター 就学前の子どもと保護者が一緒に遊べる場、保護者間の

情報交換の場、育児についての相談の場として設置される

地域の育児支援を目的とする施設のこと。 

地域包括支援センター 高齢者が住みなれた地域で生活していくために、様々な社

会資源を利用して、その人に必要な支援を行い、総合的に

支えていくための機関で介護予防ケアプラン作成のほか、

高齢者のための相談業務などを行っている。本市では、現

在４か所設置しており、東・西・南・北・中部の５地域に区割

りしている。 

デートＤＶ 交際相手に対する体、言葉、態度による暴力のこと。暴力

の種類として、身体的暴力、精神的暴力、行動の制限、性

的暴力、経済的暴力などがある。 

 

特定教育・保育施設 市町村長が施設型給付費の支給を受ける施設として確認

した教育・保育施設（認定こども園・保育所・小規模保育事

業所等） 

 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

(domestic violence) 

一般的には、「配偶者や恋人など親密な関係にある又はあ

った人から加えられる暴力」をいう。(配偶者からの暴力に

は、身体的暴力のみならず、精神的性的暴力も含まれる。) 

ハ
行 

バリアフリー 建築設計において、段差や仕切りをなくすなど障がい者や

高齢者に配慮をすること。障がい者などの社会参加を困難

にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去

という、より広い意味でも用いられる。 
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パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの

職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、

精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる

行為。 

ファミリー・サポート・センター 育児の援助を行いたい会員と育児の援助を受けたい会員

で構成される会員組織で、その会員相互により育児の援助

活動を行うもの。 

母性の尊重（母子保健法） 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てら

れる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護され

なければならない。 

マ
行 

マタニティ・ハラスメント 妊娠、出産・育児休業等を理由に不利益な取り扱いを行う

こと。 

モラル・ハラスメント 言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格

や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、そ

の人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職

場の雰囲気を悪くさせること。パワハラと同様に、うつ病など

のメンタルヘルスの不調の原因となることもある。 

ヤ
行 

ユニバーサルデザイン バリアフリーの考え方を発展させたもので、障がいの有無、

年齢、性別、国籍、人種などにかかわらず、誰もが使いやす

く、また、気持ちよく使えるようあらかじめ設計する考え方の

こと。 

ラ
行 

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ     

(reproductive health/rights)  

１９９４年カイロで開催された国際人口・開発会議において

提唱された概念。女性のからだや性の問題を「健康と人権」

という観点からとらえ、女性が自分の健康や生活状況をみ

つめ、子どもの人数や出産の時期、思春期や更年期におけ

る健康上の問題など、生涯にわたって自分のからだについ

て主体的に選択し、自己決定する権利を保障しようという考

え方。 

ワ
行 

ワーク・ライフ・バランス 「仕事と生活の調和」と訳され、国民一人ひとりがやりがいや

充実感を持ちながら働き、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

ることを指す。平成 19 年に、政府、地方公共団体、経済

界、労働界の合意により、「仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）憲章」が策定され、現在、官民を挙げて様々

な取組が進められている。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/家庭
http://ja.wikipedia.org/wiki/人生
http://ja.wikipedia.org/wiki/財界
http://ja.wikipedia.org/wiki/財界
http://ja.wikipedia.org/wiki/労働組合
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