
第２章 計画策定の背景

１ 田布施町の現状

（１）人口の変化

本町の人口は、減少傾向にあります。年齢別人口構成比では、年少人口が減り、高齢者

人口が増えていることから、少子高齢化の進行がうかがえます。

人口の推移

年齢別人口構成比の推移
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（２）家族形態の変化

本町の世帯数は増加傾向にある一方、一世帯あたりの世帯人数は減少傾向にあります。

家族類型別割合の推移においては、単独世帯やひとり親世帯が増加傾向にあります。

世帯数の推移

一般世帯の家族類型別割合の推移
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（３）社会経済情勢の変化

本町の女性の労働力率は、２５～３４歳で低下し、４５～４９歳をピークに上昇したの

ち、再び低下する「Ｍ字カーブ」を描いており、全国・県と同様の傾向がみられます。こ

れより、女性が結婚や妊娠・出産を理由に離職し、育児等が落ち着いた時期に再就職して

いる状況がうかがえます。

また、男女別就業者割合は、約４割が女性であり、全国・県と同様の結果となっていま

す。

女性の年齢階級別労働力率（平成 27年度）

男女別就業者割合（平成 27 年度）
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２ これまでの取組

（１）「第２次田布施町男女共同参画プラン」における取組内容

●基本目標１ 男女の人権の尊重

重点項目１ 人権尊重の視点に立った男女共同参画の推進

・町民や地域への啓発活動として、町民参加型イベント、人権教育学習講座、男女共

同参画推進月間における図書館展示、町広報紙への掲載等を行いました。

・職員への意識啓発活動として、人権研修を行いました。

重点項目２ 男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進

・学校教育において、男女平等に関する人権教育・学習を行いました。

・家庭生活における学習機会の充実を図るため、両親学級、育児相談・講座、家庭教

育支援等を行いました。

・生涯学習の充実を図るため、地域懇談会や生きがい教室といった公民館活動を行い

ました。

重点項目３ 男性、子どもにとっての男女共同参画の推進

・男性の家庭・地域への参画を支援するため、移住・定住支援、子育て支援、男性料

理教室の実施、家庭充実の日の啓発等を行いました。

・子どもの発達に合わせた教育、健全育成を支援するため、就学前児童に対しての非

認知能力の育成、学習課程における教育を行いました。

・スクールソーシャルワーカー、要保護児童対策地域協議会と連携し、児童虐待の防

止、アフターフォローに努めました。

●基本目標２ 活力のある地域の実現に向けた男女共同参画の推進

重点項目４ 男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の見直しと意識の改革

・人権教育学習講座、男女共同参画推進月間における図書館展示、町広報紙への掲載

等を行いました。

・男女共同参画に関する意識調査を実施しました。

重点項目５ 施策等の立案及び決定の場への女性参画の推進

・女性参画を推進するため、各種委員会、地域おこし協力隊や消防団への女性の登用

を行いました。

・職員への人権研修、管理職への女性の登用を行いました。
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●基本目標３ 働く場における男女共同参画の推進

重点項目６ 男女が共に能力を発揮できる就業環境の整備

・男女雇用機会均等法の普及、雇用管理の改善、就業支援等について、チラシ・ポス

ター等による情報提供、国・県との連携による普及・啓発活動を行いました。

・事業所等に対して、育児・介護休業制度の普及・啓発を行いました。

重点項目７ 多様な働き方を可能にする条件整備

・女性の再就職を支援するため、国・県と連携した取組を行いました。

・非正規雇用労働者や派遣労働者等の労働条件や雇用環境を改善するため、労働関係

機関と連携して、関係法令の周知を行いました。

重点項目８ 貧困など生活上の困難に直面する男女への支援

・ひとり親家庭に対して、ひとり親家庭医療費助成制度の実施、要保護児童対策地域

協議会や母子寡婦福祉センターと連携した支援を行いました。

・求職中の離職者や非正規雇用労働者に対して、国・県と連携した取組を行いました。

重点項目９ 農林水産業、商工業等自営業における男女共同参画の推進

・関係機関と連携し、農業委員への女性登用、家族経営協定の締結促進、女性の認定

農業者の育成に関する支援を行いました。

・起業を希望する女性等を対象とした各種研修会・講習会等への支援を行いました。

●基本目標４ 家庭生活と他の活動の両立支援

重点項目 10 仕事と生活の調和の推進

重点項目 11 家庭、地域における男女共同参画の促進

・ファミリーサポートセンターや関係機関と連携した育児支援、病後児保育事業、多

子世帯保育料の免除等の取組を実施しました。

・共働き家庭の児童に対して、放課後教室、児童クラブ、地域の世代間交流活動を実

施しました。

・在宅介護者や認知症家族に対して、会合やよろず相談を行いました。

・「ワーク・ライフ・バランス」や「育児・介護休業制度」の普及・啓発活動として、

男女共同参画推進月間における図書館展示を行いました。

重点項目 12 高齢者・障がい者等がいきいきと暮らせる条件の整備

・高齢者に対して、介護予防事業（百歳体操等）、見守り支援等を行いました。また、

「人材バンク登録制度」により、高齢者の生涯にわたる社会参加を支援しました。

・障がい者へのサービスや支援体制の充実、レクリエーション活動を行いました。
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●基本目標５ 男女間における暴力の根絶（田布施町ＤＶ対策基本計画）

重点項目 13 男女間の暴力を根絶するための基盤づくり

重点項目 14 相談体制の充実

・「田布施町犯罪被害者等支援条例」を柳井警察署管内（１市４町）で制定し、被害者

支援における相談窓口を設置しました。

・非暴力の啓発に関するポスターの掲示、窓口にてチラシの配布を行いました。

・事例に対し、関係課・関係機関と連携し、被害者の支援措置と情報共有を行いまし

た。

・無料法律相談、困りごと相談の実施、暴力に関する相談窓口の周知を行いました。

（２）目標の達成状況

２０項目中、「達成」が３項目、「改善」が８項目、「変化なし」が３項目、「後退」が６

項目となっています。

【達成状況 ○：達成、↑：改善、↓：後退、－：変化なし】

項 目
基準値

（H24）
目標値

現状値

（H29）

達成

状況

家庭生活で男女平等と感じる人の割合 50.8% 60%以上 34.1% ↓

学校教育で男女平等と感じる人の割合 68.9% 75%以上 72.1% ↑

就職の機会や職場で男女平等と感じる人の割合 26.4% 30%以上 23.9% ↓

地域活動で男女平等と感じる人の割合 48.1% 60%以上 51.8% ↑

法律や制度面で男女平等と感じる人の割合 37.5% 40%以上 45.3% ○

社会通念等で男女平等と感じる人の割合 21.7% 30%以上 22.1% ↑

政治・経済活動で男女平等と感じる人の割合 18.9% 22%以上 23.6% ○

本町の審議会等における女性委員の登用率 17.6% 20%以上 14.9% ↓

自治会長に占める女性の割合 4.1% 10% 6.8% ↑

認定農業者に占める女性の割合 4.2% 10% 0.0% ↓

女性起業活動数（個人・グループ） 5グループ 8グループ 5 グループ －

農業委員会委員に占める女性の割合 0.0% 14.2% 14.3% ○

農家生活改善士認定数 3名 4名 3名 －

家族経営協定締結数（農家） 7戸 8戸 6戸 ↓

家族経営協定締結数（漁家） 6戸 7戸 6戸 －

「平手でうつ」をどんなときでも暴力にあたる行

為だと思う人の割合
59.7% 85% 74.5% ↑

「なぐるふりをしておどす」をどんなときでも暴

力にあたる行為だと思う人の割合
50.8% 75% 58.3% ↑

「何を言っても長時間無視する」をどんなときで

も暴力にあたる行為だと思う人の割合
36.4% 50% 35.9% ↓

暴力に関する相談窓口の認知度 75.6% 90% 87.3% ↑

配偶者から暴力を受けたことがある人 31 人 0 人 19 人 ↑
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３ 国・県の動き

（１）国の動き

●「女性活躍推進法」の制定

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が平成２７年

９月に施行されました。働く場面において活躍を望むすべての女性が能力を発揮できる

社会を実現するために、国や地方公共団体、民間企業等の事業主に対し、行動計画の策

定及び公表等が義務づけられました。

●「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（ＤＶ防止法）」の改正

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を目的とした法律であり、平成２６年１

月の法改正では、配偶者のみならず、生活本拠を共にする交際相手からの暴力について

も準用されることになりました。

●「次世代育成支援対策推進法」の改正

少子化対策として、「次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される

社会の形成に資すること」を目的とした時限立法でしたが、平成２６年４月の改正によ

り、法の適用が１０年延長されました。

●国の「第４次男女共同参画基本計画」の閣議決定

男女共同参画社会基本法に基づく、国の「第３次男女共同参画基本計画（平成２２年

１２月策定）」の改定が行われ、平成２７年１２月に「第４次男女共同参画基本計画」が

閣議決定されました。

（２）県の動き

●「元気創出やまぐち！未来開拓チャレンジプラン」の策定

新たな県政運営の指針をまとめた総合計画として、平成２７年３月に策定されました。

具体的な施策に「女性が輝く地域社会の実現」を掲げ、仕事と子育ての両立支援、女性

の再チャレンジ支援、地域における女性の活躍の促進等に取り組むこととしています。

●「第４次山口県配偶者暴力等対策基本計画」の策定

「ＤＶ防止法」に基づく、「山口県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本計画」が平成１８年１月に策定され、その後、平成２１年３月の第１次改定、平成

２５年３月の第２次改定を経て、「第４次山口県配偶者暴力等対策基本計画」が平成２８

年３月に策定されました。

●「第４次山口県男女共同参画基本計画」の策定

「男女共同参画社会基本法」及び「山口県男女共同参画推進条例（平成１２年山口県

条例第３４号）」に基づく、「第４次山口県男女共同参画基本計画」が平成２８年３月に

策定されました。
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