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男女共同参画プラン
平成 23 年 2 月

概要版



　伊達市においては、「新市建設計画」の中に男女共同参画社会の実現が位置付けられ、合併後

の「伊達市第１次総合計画」の中に男女共同参画社会の実現を目指した取り組みを進めること

が示されました。

　伊達市男女共同参画プランは、国の「男女共同参画基本計画」及び県の「ふくしま男女共同

参画プラン」、市民アンケート調査の結果や伊達市男女共同参画プラン策定委員会などの意見を

踏まえ、市民が家庭、職場、地域社会で、性別による固定的な役割意識を解消すると同時に責

任を分かち合い、その個性と能力が発揮できる社会《男女共同参画社会の実現》に向け、４つ

の基本目標を掲げ、さまざまな事業に取り組むことを推進します。

　すべての市民が性別による差別を受けることなく個人として尊重され、自らの意思

によって、社会のあらゆる分野に参画し、男女がともに支えあう社会を目指します。

　　 人権の尊重及び男女共同参画社会に向けての意識改革
　　 すべての人が性別による差別を受けることなく、互いの性と人権を尊重しあう

社会づくり

　　 意思決定過程への男女共同参画の拡大
　　 性別に関わりなくすべての人が社会のあらゆる領域における政策・方針決定の

場に共同参画できる社会づくり

　　 男女がともに仕事と生活の調和をはかれる環境づくり
　　 男女がともに家庭・職場・地域におけるさまざまな活動を自らの選択により実

現できるような社会と環境づくり

　　 健康で安心して生活できる環境づくり

　　 男女が生涯を通して健康であり、かつ、女性に対する暴力のない環境づくり

伊達市男女共同参画プランの基本的な考え方

基　本　理　念

基　本　目　標

プ
ラ
ン
の
体
系

①行政・事業者・市民・NPOなどと相互の連携のもと、広報・啓発活動

人権尊重及び

男女共同参画社会に

向けての意識改革

意思決定過程への

男女共同参画の拡大

男女がともに仕事と

生活の調和をはかれる

環境づくり

健康で安心して

生活できる環境づくり

(2) 家庭・地域での男女共同参画　の実践

(1) さまざまな機会における男女　平等意識の普及と啓発

(3) 多文化共生を目指す活動の推　進

(1) 政策・方針決定過程への女性　の参画拡大と女性の意見の反映

(2) 地域・職場・団体などにおけ　る男女共同参画の推進

(3) 女性の社会参加の推進

(1) 安心して働き続けることので　きる環境整備

(2) 仕事と家庭生活を両立するた　めの支援

(1) 男女間のあらゆる暴力の根絶

(2) 生涯にわたる健康の支援

②学校教育や生涯学習、家庭生活における男女平等の教育

①男女共同参画に関する調査
②家庭・地域における慣行の見直しと男女共同参画の実践

①女性の地位向上のための国際的情報収集と提供
②多文化交流の推進

①市の付属機関などにおける女性の参画拡大
②行政の女性職員の採用と登用、人材育成と活用
③市政への女性の意見や提言の反映と促進

①企業・団体などとの連携・協力要請
②地域活動における女性参画の促進と啓発

①女性のエンパワーメントのための広報・学習
②働く女性の職業意識と能力向上の支援
③市政への関心を高める学習の促進

①働く場での男女平等
②仕事と家庭のバランスの良い働き方の重要性の啓発
③育児・介護休業法制度など利用の促進

①育児・介護など家庭生活への男性の参画の啓発・支援
②子育て支援の充実
③介護サービスと相談体制の充実

①女性に対する暴力根絶についての広報・啓発
②相談体制の充実

①生涯を通じた健康管理、保持増進のための広報・教育・支援・相談
②妊娠・出産に関する支援
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男女平等について

男性は外で働き、女性は家庭を守るべき

男性優遇 16％男性優遇 16％

どちらかといえば
男性優遇 34％
どちらかといえば
男性優遇 34％

平等 37％平等 37％

どちらかといえば
女性優遇　5％
どちらかといえば
女性優遇　5％

女性優遇 4％女性優遇 4％ わからない 4％わからない 4％

0% 20% 40% 60% 80％ 100%

①18～29歳①18～29歳

そう思う

どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない

そう思わない

そう思う

どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない

そう思わない

②30～39歳②30～39歳

③40～49歳③40～49歳

④50～59歳④50～59歳

⑤60～69歳⑤60～69歳

職場において企画や方針決定の場に女性が少ない理由は何か？

男性優位の
組織になっているから
26％

男性優位の
組織になっているから
26％

男性の役割分担についての
社会通念や風習が残っているから
28％

男性の役割分担についての
社会通念や風習が残っているから
28％

仕事と家庭を両立できる
社会制度が十分でない
25％

仕事と家庭を両立できる
社会制度が十分でない
25％

家族の理解・協力が
えられないから 5％
家族の理解・協力が
えられないから 5％

女性に対する研修・訓練の場が
不十分だから 8％
女性に対する研修・訓練の場が
不十分だから 8％

女性に積極性が
かけている 6％
女性に積極性が
かけている 6％ その他 2％その他 2％

すべての人が性別による差別を受けることなく、

互いの性と人権を尊重しあう社会づくり

① 男女共同参画社会の実現のため、市民一人ひとりが依然として根強く残る固定的な
役割分担意識の問題点に気づき、お互いの人権を尊重し、性別にとらわれずに多様
な生き方を選択できるよう男女平等の意識の普及と啓発を図ります。
② 家庭・地域での男女共同参画を推進し、社会全体における男女共同参画の実践拡大
を目指します。
③ 国際社会における女性問題への取り組みを理解し、外国人との交流の場をつくるな
ど、海外派遣を通して国際感覚の育成と交流を図ります。

性別に関わりなくすべての人が社会のあらゆる領域における

政策・方針決定の場に共同参画できる社会づくり

① 女性の意見を政策の方針決定に反映し、責任を担うことのできる女性人材を育成し、

あらゆる分野への男女共同参画の拡大を目指します。

② 地域・職場・団体などにおいて、男女共同参画による意思決定がされるよう、女性

の参画を推進します。

③ 女性が社会の重要な意思決定の場に、参画できるための力量を高める取り組みを推

進します。

◇市民の半数が「男性は優遇されている」と感じています。

◇ 男性は外で働き、女性は家庭を守るべきであるという固定的な役割分担意識がまだまだ

残っています。

伊達市市民アンケート（2009年 11月調査より）

◇ 職場において企画や方針決定の場に女性が少ない理由は、「男性優位の組織になってい

る」が26％、「男女の役割分担についての社会通念や風習が残っている」28％、「仕

事と家庭を両立できる社会制度が十分でない」25％との回答がありました。

◇ 伊達市においても、女性の管理職登用の割合は4.9％（平成22年 4月現在）とまだ

まだ低い状況です。

人権の尊重及び
　男女共同参画社会に向けての意識改革1基本目標 意思決定過程への男女共同参画の拡大2基本目標

伊達市市民アンケート（2009年 11月調査より）



女性が仕事を持つことについてどれが望ましいか？

女性が働き続けるために必要なことは何か？（複数回答）

生涯仕事を持ち、
結婚・出産後も家庭と両立
43％

生涯仕事を持ち、
結婚・出産後も家庭と両立
43％

結婚を機に退職、
家庭に専念 1％
結婚を機に退職、
家庭に専念 1％

保育施設の充実や保育時間の延長 
44％
保育施設の充実や保育時間の延長 
44％

育児休業制度や介護休暇制度などの導入促進 
38％
育児休業制度や介護休暇制度などの導入促進 
38％

福利厚生施設や福利厚生制度の充実
9％
福利厚生施設や福利厚生制度の充実
9％労働時間の短縮や

休日を増やすなどの
制度の充実 15％

労働時間の短縮や
休日を増やすなどの
制度の充実 15％

働くうえで
性別による
差をなくす7％

働くうえで
性別による
差をなくす7％

女性の管理職を増やして、
経営・政策方針決定の
機会に参加させる 4％

女性の管理職を増やして、
経営・政策方針決定の
機会に参加させる 4％

病人や高齢者などの世話に対する
社会的サービスの充実 24％
病人や高齢者などの世話に対する
社会的サービスの充実 24％

再雇用制度の導入の充実 19％再雇用制度の導入の充実 19％

パート労働条件の改善 13％パート労働条件の改善 13％

ワークシェアリングの導入 9％ワークシェアリングの導入 9％
その他 2％その他 2％

出産を機に退職、
家庭に専念 6％
出産を機に退職、
家庭に専念 6％

出産後いったん退職し、
子どもが大きくなったら
再び仕事を持つ
47％

出産後いったん退職し、
子どもが大きくなったら
再び仕事を持つ
47％

女性は仕事を
持たない方が良い 1％
女性は仕事を
持たない方が良い 1％

その他 2％その他 2％

セクハラ被害の相談先

友人・知人に相談した友人・知人に相談した

家族や親戚に相談した家族や親戚に相談した

警察に連絡・相談した警察に連絡・相談した

民間の専門家や専門機関（弁護士・弁護士会、カウンセラー・
カウンセリング機関、民間シェルターなど）に相談した

民間の専門家や専門機関（弁護士・弁護士会、カウンセラー・
カウンセリング機関、民間シェルターなど）に相談した

医療関係者（医師、看護師など）に相談した医療関係者（医師、看護師など）に相談した

学校関係者（教員、養護教員、
スクールカウンセラーなど）に相談した

学校関係者（教員、養護教員、
スクールカウンセラーなど）に相談した

警察以外の公的な機関に相談した警察以外の公的な機関に相談した

その他その他

どこ（だれ）にも相談しなかったどこ（だれ）にも相談しなかった

無回答無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1.6％1.6％

22.0％22.0％

8.1％8.1％

4.1％4.1％

1.6％1.6％

1.6％1.6％

－－

1.6％1.6％

62.6％62.6％

5.7％5.7％

◇ 「生涯仕事を持ち家庭と両立」と「いったん退職しても再び仕事を持つ」を含めると

90％は、女性が仕事を持つことを望んでいます。

◇ 女性が働き続けるために必要なことは、「保育施設の充実や保育時間の延長」「育児休業

制度や介護休暇制度などの導入促進」など、働くための制度の充実や労働条件の柔軟性

を求める回答が多く見られます。　

◇ 伊達市市民アンケートの結果でも、「友人や知人に相談した」は1％、「家族に相談した」

は3％で、セクハラ被害を受けても、誰にも相談しないでしまうことが多いようです。

男女がともに家庭・職場・地域におけるさまざまな活動を

自らの選択により実現できるような社会と環境づくり

① 男女がともに健康で安心して働き、女性が継続して働くことができる環境の整備を

図ります。

② 男女がともに仕事と家庭生活を両立できる環境づくりに努めます。

男女が生涯を通して健康であり、

かつ、女性に対する暴力のない環境づくり

① 男女がお互いの人権を尊重し合いながら、対等な関係が築けるよう、暴力の根絶に

向けた意識の啓発や相談体制の充実を図ります。

② 男女の生涯を通じた健康を支援するための総合的な対策の推進を図ります。

男女がともに仕事と
　生活の調和をはかれる環境づくり3基本目標 健康で安心して生活できる環境づくり4基本目標

伊達市市民アンケート（2009年 11月調査より）

内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成20年より）



伊達市　市民生活部市民協働課

〒 960-0692　福島県伊達市保原町字舟橋 180 番地

TEL 024-575-1177　FAX 024-576-7199

E-mai l  :  kyodou@city.date.fukushima. jp


