
第４章 計画の内容

１ 計画の体系
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第４章 計画の内容

Ⅰ男女共同参画

社会に向けた

意識づくり

基本目標

１男女共同参画の視点

に立った社会制度や

慣行の見直し・意識

の改革

重点項目

２男女共同参画の視点

に立った教育・学習

の推進

３仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・

バランス）の推進

４働く場における

男女共同参画の推進

５男女間における暴力

の根絶

６生涯を通じた

男女共同参画の推進

Ⅲだれもが健康

で安心して

暮らせる環境

づくり

Ⅱ男女が共に活

躍できる社会

づくり

具体的施策

①男女共同参画への意識改革・啓発活動

②男女共同参画に関する調査及び情報

の収集と提供

①学校等における教育・学習機会の充実

②家庭・地域等における教育・学習機会

の充実

③行政における教育・学習機会の充実

①仕事と生活の調和に向けた男女共同

参画の推進

②仕事と生活の調和に向けた子育て・

介護支援

①雇用における男女の均等な機会と待遇

の確保

②多様な働き方を選択できる環境の整備

③地域・防災活動における女性参画

の推進

④農林水産業・商工業等における

女性参画の推進

⑤政策・方針決定過程における女性参画

や登用の推進

①暴力の根絶に向けた啓発活動

②暴力への対策と支援の充実

①生涯を通じた健康支援

②ひとり親家庭への支援

③高齢者への支援

④障がい者への支援



２ 計画の推進

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けた意識づくり

重点項目１ 男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の

見直し・意識の改革

現状 意識調査の結果から、「男は仕事、女は家庭」という考え方に対しては、「賛成」と「反

対」の割合が減り、「どちらでもない」の割合が増えています。

「男女の地位の平等感」の年次比較では、全体的に「平等であると思う」の割合が高

くなってきていますが、「就職の機会・職場」、「社会通念・慣習・しきたり」、「政治・経

済活動」においては、依然「男性の方が優遇されている」との回答が多くなっています。

課題 「固定的性別役割分担」の意識は、時代とともに徐々に薄れているものの、男女の地

位の平等感においては、未だ「男性優位」の分野が多いため、さらなる意識の改革が必

要です。

「男は仕事、女は家庭」という考え方について
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第４章 計画の内容

［町民意識調査］



各分野における男女の平等感について

［町民意識調査］
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第４章 計画の内容



具体的施策

（１）男女共同参画への意識改革・啓発活動

①人権尊重を基本とした男女共同参画意識の形成

・基本的人権の尊重とジェンダー等に関する様々な人権問題への正しい理解、人権に

対する意識を高めるための啓発を行います。

・男女がともに対等なパートナーであることの認識を深め、固定的な性別役割分担意

識の解消に向けた取組を行います。

②国際的協調による男女共同参画社会の形成

・国際交流や国際協力を通じて男女共同参画の意識を高める取組を行います。

（２）男女共同参画に関する調査及び情報の収集と提供

①男女共同参画に関する実態把握、施策への反映

・男女共同参画に関する町民の意識や考え方を把握し、施策へ反映するため、定期的

に調査を実施します。

施策の展開

施 策 取 組 例 主管課

（１） 男女共同参画への

意識改革・啓発活動

人権教育学習講座、町広報紙掲載 社会教育課

町広報紙にて啓発、図書館展示、国際交流 総務企画課

イベント開催、町広報紙掲載 学校教育課

（２） 男女共同参画に関する

調査及び情報の収集
男女共同参画に関する意識調査の実施 総務企画課

14
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第４章 計画の内容



重点項目２ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進

現状 意識調査の結果から、「男女が平等になるために必要なこと」については、「女性に対

する偏見や固定的な社会通念・慣習・しきたりを改めること」、「子どもの時から家庭や

学校で男女平等について教えること」の割合が高くなっています。

課題 男女共同参画に関する認識を深めるため、幼少期からライフステージに応じた教育・

学習を推進していくことが必要です。

男女があらゆる分野でもっと平等になるために必要なこと
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第４章 計画の内容

［町民意識調査］



具体的施策

（１）学校等における教育・学習機会の充実
①幼児期からの教育・学習機会の充実

・保育所、幼稚園等において、人への愛情や信頼感を育て、自立と道徳心を養う教育・

学習を推進します。

②児童生徒の発達段階に応じた教育・学習機会の充実

・子どもの将来を見据えた自己形成や能力を発揮するために、個人の尊厳と男女共同

参画の意識、社会性を養う教育・学習を推進します。

・インターネットや携帯電話等を介した有害情報から身を守るための情報モラル教育

を推進します。

③教育関係者等に対する教育の充実

・教育関係者自身が男女共同参画に対する知識を深め、教育環境を整備できるよう支

援します。

（２）家庭・地域等における教育・学習機会の充実
①家庭教育の学習機会・支援体制の充実

・関連機関・団体、保護者主体の講座等を実施し、家庭における男女共同参画への意

識向上に努めます。

・母性の保護の観点から、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健

康と権利）」への理解と知識の普及を図ります。

②地域における教育・学習機会の充実

・町民一人ひとりが生涯にわたり、人権教育や男女共同参画について学べるよう支援

します。

（３）行政における教育・学習機会の充実
①行政職員に対する教育の充実

・行政職員に対して研修等を行い、男女共同参画への理解、意識の向上を図ります。

施策の展開

施 策 取 組 例 主管課

（１） 学校等における

教育・学習機会の充実

非認知能力の育成（就学前児童） 町民福祉課

総合学習・家庭科における教育、

教職員対象の人権研修
学校教育課

（２） 家庭・地域等における

教育・学習機会の充実

育児講座 健康保険課

ブックスタート事業、家庭教育支援事業 社会教育課

子育て講座（就学時健診時） 学校教育課

（３） 行政における

教育・学習機会の充実
職員対象の人権研修 総務企画課
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第４章 計画の内容



基本目標Ⅱ 男女が共に活躍できる社会づくり

重点項目３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

現状 意識調査の結果から、「仕事と家庭生活・地域活動への関わり方」について、望まし

い関わり方は「家庭生活・地域活動と仕事を同じように両立させる」の割合が高くなっ

ていますが、実際の関わり方では、男性は「仕事」、女性は「家庭生活・地域活動」を優

先している割合が高くなっています。

「男性が、家事、育児、介護、地域活動に参加するために必要なこと」については、

「夫婦や家族間でのコミュニケーションを図ること」の割合が最も高く、次いで「男性

自身が、家事等に参加する抵抗感をなくすこと」、「仕事以外の時間が多く持てるように

なること」の割合が高くなっています。

「男女共同参画社会の形成にあたって行政に要望すること」については、「育児・介護

における施設・サービスを整備すること」の割合が高くなっています。

課題 仕事と生活の調和における理想と現実の格差を受け、育児・介護等に関する制度の周

知、支援やサービスを充実させることが必要です。

仕事と家庭生活・地域活動への“望ましい”関わり方について

仕事と家庭生活・地域活動への“実際の”関わり方について
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第４章 計画の内容

［町民意識調査］

［町民意識調査］



男性が、家事、育児、介護、地域活動に参加するために必要なこと

男女共同参画社会の形成にあたって行政に要望すること

第４章 計画の内容
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［町民意識調査］

［町民意識調査］



具体的施策

（１）仕事と生活の調和に向けた男女共同参画の推進

①「ワーク・ライフ・バランス」の普及・啓発

・仕事、家庭生活・地域活動を自分の希望するバランスで両立できるよう、「ワーク・

ライフ・バランス」の意識の浸透に向けた普及・啓発活動を行います。

・国や県等が開催するセミナーの情報や資料をもとに、働き方の意識改革を行います。

②家庭・地域における男女共同参画の推進

・男女が分け隔てなく、個々のライフスタイルに応じて、積極的に地域活動やボラン

ティア活動、自己啓発活動等に参加できるよう支援します。

③仕事と生活の調和に向けた就労環境の整備

・労働時間の短縮や休暇を取得しやすい環境を整えるため、育児・介護休業制度、短

時間勤務制度、子どもの看護休暇制度等の周知を図ります。

・関係機関等との連携を図り、事業所等への制度の普及や定着に努めます。

（２）仕事と生活の調和に向けた子育て・介護支援

①家庭・地域における子育て・介護支援

・夫婦や家族の相互協力による家庭づくりを支援します。

・男性の家事・子育て・介護等への参画を推進します。

・家庭や地域における子育て・介護等への支え合いやネットワークづくりを支援しま

す。

②子育て環境の充実

・男女がともにゆとりある子育てができるよう、多様な保育ニーズに応じた支援を行

います。

・保育サービス、多機能保育（乳児保育、延長保育、一時保育、病児保育、障がい児

保育等）、学童保育（放課後児童クラブ等）、子育てに関する相談体制・相談窓口の

充実を図ります。

・「子育て世代包括支援センター」を設置し、妊娠期から子育てに対する切れ目のない

支援や相談体制の整備に努めます。

・不登校等の問題を抱える家庭に対して、きめ細やかな支援を行うため、「家庭教育支

援チーム」を設置します。

③介護等に対する支援の充実

・介護者が抱える身体的・精神的負担を軽減し、いきいきと過ごせるよう、介護サー

ビス、介護に関する情報提供、仲間づくり等を支援します。

・認知症や介護が必要になった高齢者等への支援を行います。
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第４章 計画の内容



施策の展開

施 策 取 組 例 主管課

（１） 仕事と生活の調和に

向けた男女共同参画

の推進

図書館展示、制度周知 総務企画課

制度周知（事業所）、

長時間労働者への指導
経済課

個別相談、男性料理教室 健康保険課

地域活動、公民館講座 社会教育課

（２） 仕事と生活の調和に

向けた子育て・

介護支援

両親学級、育児相談、育児支援、

子育て世代包括支援センターの設置、

認知症家族・在宅介護者への支援、

介護よろず相談、地域ケア会議の実施

健康保険課

子育て支援センター・ファミリーサポート

センターの活用、保育サービス・制度の拡充、

病児保育事業、児童クラブの活用

町民福祉課

家庭教育支援チームの設立、放課後教室、

関連図書貸出、世代交流行事
社会教育課

就学相談 学校教育課

住宅取得応援事業

（親元同居・近居、子育て世代）
総務企画課
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第４章 計画の内容

▲ 図書館展示の様子



重点項目４ 働く場における男女共同参画の推進

現状 意識調査の結果から、「女性が仕事を持つこと」については、「子どもができてもずっ

と仕事を続ける方がよい」、「子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び仕事を

持つ方がよい」の割合が高くなっています。

「女性が活躍するために必要なこと」は、“仕事・職場環境”においては、「家庭と仕

事の両立について職場の支援体制が整っていること」の割合が高くなっています。“家

庭・社会”においては、「夫の積極的な家事・育児・介護への参加」、「育児サービスの充

実」、「再就職しやすい環境が整っていること」の割合が高くなっています。

「女性の年齢階級別労働力率」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、結婚や妊娠・出産を機に離

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。

「意思決定の場に女性の参画が少ない理由」については、「男性優位の組織運営」の割

合が最も高くなっています。

町の女性登用状況については、町における委員会・審議会等はほぼ横ばい、町職員は

平成２８年度から上昇傾向にあります。

課題 女性の継続就業・再就職について肯定的な回答が多いことから、労働条件や雇用形態

にとらわれず、多様な働き方を選択できる環境を整えることが必要です。

意思決定の場においては、男性が優位であると感じる人が多いことから、地域・防災

活動、農林水産業・商工業、事業所・団体、行政等、様々な分野における女性の参画や

登用、女性リーダーの育成が必要です。

女性が仕事を持つことについて
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第４章 計画の内容

［町民意識調査］



女性が活躍するために「仕事・職場環境」で必要なこと

女性が活躍するために「家庭・社会等」で必要なこと
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第４章 計画の内容

［町民意識調査］

［町民意識調査］



意思決定の場に、女性の参画が少ない理由

町における委員会・審議会等への女性登用状況

町職員の女性登用状況
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第４章 計画の内容

［町民意識調査］



具体的施策

（１）雇用における男女の均等な機会と待遇の確保

①男女雇用機会均等法に基づく普及・啓発

・法や制度の周知を行い、就業において男女の均等な機会や待遇が確保されるよう推

進します。

・ポジティブ・アクションの推進、ハラスメントの防止等、様々な課題の解決に努め

ます。

（２）多様な働き方を選択できる環境の整備

①女性の就業・起業、リーダー育成における支援

・女性が多様な働き方を選択でき、適切な処遇や労働条件が確保できるよう支援しま

す。

・女性のリーダーの育成支援を行い、女性の能力開発・向上に努めます。

②労働条件の向上促進

・非正規雇用労働者等の雇用環境の改善、労働条件の明示、職業能力開発機会の充実、

関係法令の周知を行います。

③再就職、就職機会の支援

・育児や介護等により離職した人の再就職を支援します。

・就職困難者の就職を支援し、職業的自立を促します。

（３）地域・防災活動における女性参画の推進

①地域活動における女性の活躍推進

・男女がともに地域社会の一員として主体的に活動できるよう支援します。

②防災活動における女性の活躍推進

・災害時の男女のニーズの違いに配慮した防災対策が必要であるため、男女双方が円

滑に防災活動を行えるよう支援します。

（４）農林水産業・商工業等における女性参画の推進
①農山漁村等における女性の活躍推進

・農林漁業団体、農業委員会、商工団体等への女性の起用、女性の能力開発支援等を

行います。

②家族経営協定の普及・啓発

・家族経営協定の締結促進、女性起業家・起業グループ活動の支援を行います。

③認定農業者、指導農業士等の育成

・地域の農山漁村生活において提言できる女性リーダーの育成を支援します。
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第４章 計画の内容



（５）政策・方針決定過程における女性参画や登用の推進

①事業所・団体等における女性登用の拡大

・さらなる地域の活性化、経営の発展を図るため、事業所・団体等における政策・方

針決定の場への女性の積極的な登用を行います。

②行政における女性委員・職員の登用拡大

・男女が対等な構成員であることの認識を深め、委員会・審議会等における政策・方

針決定の場への女性の積極的な登用を行います。

施策の展開

施 策 取 組 例 主管課

（１） 雇用における男女の

均等な機会と待遇の確保

チラシ・ポスター等による情報提供、

雇用に関する窓口の紹介
経済課

（２） 多様な働き方を

選択できる環境の整備

チラシ・ポスター等による情報提供、

女性の再就職支援の検討
経済課

（３） 地域・防災活動における

女性参画の推進

地域おこし協力隊の女性登用 経済課

自治会長や消防団員の女性登用 総務企画課

（４） 農林水産業・商工業等

における女性参画の推進

農業委員・認定新規就農者の女性登用、

関係機関を通じた相談窓口の設置
経済課

（５） 政策・方針決定過程に

おける女性参画や登用の

推進

事業所・団体等における女性登用

町における委員会・審議会等への女性登用
関係各課
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第４章 計画の内容

＜町における委員会・審議会等＞

○委員会……政治的中立性や公平性が求められる分野や、慎重な手続きを必要とする特定の

分野に限って設置される。

［教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会］

○審議会等…法律や条例に基づいて設置される。執行機関の要請によって審議や調査を行

い、意見を述べる機関。



基本目標Ⅲ だれもが健康で安心して暮らせる環境づくり

重点項目５ 男女間における暴力の根絶

現状 意識調査の結果から、「配偶者等からの暴力と認識される行為」について、身体的・

性的暴力は、「暴力である」との回答が多いのに対し、「何を言っても長時間無視する」

といった精神的暴力、「交友関係や電話を細かく監視する」といった社会的暴力は、「暴

力である」との認識が低くなっています。

「配偶者等から暴力を受けたこと」については、９割以上が「ない」と回答していま

すが、「ある」と回答した人の「相談の有無」については、「相談していない」の割合が

高くなっています。

「暴力に対する相談窓口」の認知度は、「警察」が最も高く、年次比較においては、多

くの窓口で認知度が上昇しているのに対し、「山口県男女共同参画相談センター」は依然

低いままです。

課題 現状から、暴力に対する認識を深めるための教育や啓発活動を行うとともに、相談窓

口のさらなる周知や相談体制の充実を図り、被害者が暴力について相談しやすい環境を

整えることが必要です。

配偶者等からの暴力と認識される行為
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第４章 計画の内容

［町民意識調査］



配偶者等から暴力を受けたこと

相談の有無

暴力に関する相談窓口について、知っている機関（年次）
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第４章 計画の内容

［町民意識調査］

［町民意識調査］

［町民意識調査］



具体的施策

（１）暴力の根絶に向けた啓発活動

①暴力の根絶に向けた教育・啓発活動の充実

・個人の尊厳を傷つける暴力を許さない意識の醸成、啓発活動を行います。

・子どもの頃から発達段階に応じた道徳・情操教育を行うとともに、インターネット

上のコミュニケーションツールを利用した暴力や犯罪の防止に努めます。

（２）暴力への対策と支援の充実

①相談窓口・相談体制の充実

・暴力の潜在化・深刻化を防止するため、相談窓口の周知や相談体制を強化し、被害

者が相談しやすい環境を整えます。

②被害者の安全確保と自立支援

・関係機関・団体と連携し、被害者の早期発見、保護、自立支援に向けた取組を行い

ます。

③子どもの健全育成の推進

・若年層のデートＤＶや児童虐待の未然防止、アフターフォローの支援体制を強化し

ます。

施策の展開

施 策 取 組 例 主管課

（１） 暴力の根絶に向けた

啓発活動

ポスター掲示、チラシ配布 総務企画課

「非認知能力」の育成保育（就学前児童） 町民福祉課

（２） 暴力への対策と支援の

充実

無料法律相談、困りごと相談、

住基支援措置、被害者保護・安全確保
町民福祉課

相談窓口の活用・周知、

被害者等への支援措置、

関係課・関係機関と連携・情報共有

総務企画課

相談窓口の周知、情報収集、

個別訪問（関係機関と連携）
健康保険課

町営住宅入居の許可、関係機関と情報共有 建設課
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重点項目６ 生涯を通じた男女共同参画の推進

現状 健康面において、町の健康診断（特定健診）及び各種がん検診の受診率は、全体的に

低い水準で横ばいとなっています。

生活面においては、貧困や生活上の困難に陥りやすい、ひとり親家庭や高齢者等が増

加しています。

課題 性別や年齢、障がいの有無にかかわらず、だれもが生涯を通じて健康で自立した生活

を送るためには、社会的・経済的な支援、地域と連携した包括的な支援を行っていくこ

とが必要です。

健康診断（特定健診）受診率

各種がん検診受診率
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第４章 計画の内容

［健康保険課データ］

［地域保健・健康増進事業報告］



具体的施策

（１）生涯を通じた健康支援

①健康づくりの推進に向けた支援の充実

・健康診断（検診）の受診率向上、運動習慣の定着等、男女の性差に応じた健康づく

りの推進に向けた支援を行います。

（２）ひとり親家庭への支援

①相談体制、自立に向けた支援の充実

・母子・父子自立支援員等による相談体制・支援の充実を図ります。

・子育て、就労、経済面において自立に向けた支援を行います。

（３）高齢者への支援

①高齢者に対するサービスの充実

・訪問指導等を行い、高齢者の虐待防止、権利擁護に向けた支援を行います。

・高齢者の社会参加や介護予防に対する包括的な支援を行い、健康寿命の延伸、医療

費負担の軽減につなげます。

（４）障がい者への支援

①障がい保健福祉サービス・生活支援の充実

・ノーマライゼーションの考え方に基づき、障がい者が安心して生活できるよう、施

設や情報のバリアフリー化を図り、環境整備に努めるとともに、自立や社会参加に

向けたサービス・支援体制を充実させます。

施策の展開

施 策 取 組 例 主管課

（１） 生涯を通じた

健康支援

健康診断・各種検診の実施、健康教室の開催 健康保険課

スポーツ推進員等と連携した運動の推進 社会教育課

（２） ひとり親家庭

への支援

支援員の派遣、講習会・交流会の開催、要保護児

童対策地域協議会・母子寡婦福祉センターの活用、

ひとり親家庭医療費助成制度実施

町民福祉課

スクールソーシャルワーカーの活用、ケース会議 学校教育課

（３） 高齢者への

支援

高齢者ボランティアの育成、見守り体制強化、

介護予防事業（百歳体操等）、相談業務・訪問指導
健康保険課

生きがい教室・公民館講座の実施 社会教育課

（４） 障がい者への

支援

在宅サービスの充実、相談・支援体制強化、

スポーツ大会・余暇活動の開催、制度拡充
町民福祉課
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３ 計画の指標及び目標値

男女共同参画プランを推進するための評価指標として、２５項目の目標値を設定しました。

項 目
現状値

（平成 29 年度）
目標値

基
本
目
標
Ⅰ

男女の地位の平等感

（平等と感じる人の割合）

家庭生活の場 34.1% 60%以上

学校教育の場 72.1% 75%以上

就職機会・職場 23.9% 30%以上

地域活動の場 51.8% 60%以上

法律や制度 45.3% 50%以上

社会通念・慣習・しきたり 22.1% 30%以上

政治や経済活動 23.6% 30%以上

「男は仕事、女は家庭」という考え方（肯定する人の割合） 26.4% 下げる

仕事と家庭生活・地域活動を両立させている人の割合 31.5% 上げる

待機児童数
保育園 0人 維持

放課後児童クラブ 1人 0人

子育て世代包括支援センターの設置数 0か所 1か所

基
本
目
標
Ⅱ

自治会長に占める女性の割合 6.8% 10%以上

消防団員に占める女性の割合 5.3% 15%以上

農業委員に占める女性の割合 14.3% 15%以上

家族経営協定締結数
農家 6戸 8戸

漁家 6戸 7戸

認定農業者に占める女性の割合 0.0% 10%以上

女性起業家・グループ数 5グループ 8グループ

町の審議会等における女性の登用割合 14.9% 30%以上

基
本
目
標
Ⅲ

配偶者等からの暴力を受けたことがある人の割合 6.2% 減少させる

ＤＶ被害を相談した人の割合 42.1% 上げる

ＤＶに関する相談窓口を知っている人の割合 87.3% 上げる

山口県男女共同参画相談センターの認知度 12.7% 50%以上

健康診断（特定健診）受診率 25.5%※1 70%以上
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※1 平成 28年度の値



４ 計画の推進体制

男女共同参画社会の実現に向けた計画の推進にあたっては、町民、事業者、関係機関・団

体、行政等が一体となって取り組むことが必要です。

（１）町民との協働・連携

積極的な町民の参画を期待するとともに、各種団体や事業者等とのネットワークづくり

を行い、男女共同参画に関する意見交換や情報共有の場の充実、活動の支援を行います。

（２）庁内の推進体制の充実

関係各課との連携を強化し、計画推進に関する情報共有、具体的施策や取組状況につい

ての意見交換を行います。

（３）国、県、関係機関との連携

国、県、関係機関との連携を図り、男女共同参画に関する情報の収集・提供を行います。

第４章 計画の内容
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田布施町男女共同参画プラン策定委員会委員名簿

役 職 氏 名 所 属

委 員 長 中村 享郎 民生委員

職務代理者 平井 洋子 連合婦人会

委 員 小野 孝子 農業委員会

委 員 川上 眞美枝 母子保健推進協議会

委 員 坂本 靖子 商工会

委 員 錢谷 忠義 人権擁護委員

委 員 髙橋 邦子 行政相談員
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（敬称略、委員 50 音順）


