
第　2　章

プ ラ ン の 内 容
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政策・方針決定過程への女性の参画拡大

審議会等（法令・条例設置）委員の女性登用率(各年４月現在、国は９月現在)

全体 男性 女性 登用率

平成22年 1,708 1,131 577 33.78%

平成26年 1,854 1,198 656 35.38%

平成22年 846 551 295 34.87%

平成26年 868 549 319 36.75%

平成22年 286 191 95 33.21%

平成26年 290 197 93 32.07%

（市民意識調査）

大府市

愛知県

基本課題１

現状と課題

　政治分野や経済分野を始め様々な分野で多様な価値観や新たな発想を取り入れるためには、

政策・方針決定過程への女性の参画が重要ですが、その割合は国際的にみても低い水準にとど

まっています。国においては、「社会のあらゆる分野において、２０２０年までに、指導的地

位に女性が占める割合が、少なくとも３０％程度になる」という目標の達成に向けて取組を進

めています。

　本市においてもプランⅣにおいて40％を目標に掲げ審議会等への女性委員の登用に取り組ん

でいますが、平成26年4月1日現在で32.07％と、愛知県内では上位にありますがまだ達成できて

いません。

  また、市役所においては出産後働き続ける女性職員が増えていますが、女性管理職の割合は

低く、女性の管理職への登用促進のため人材育成が必要となっています。

　同様に、民間企業や各種団体においても女性の管理職への登用は進んでいないのが実情であ

り、管理職にふさわしい人材の育成や積極的な登用が望まれます。

　女性の活躍による多様性の導入により将来にわたって活力ある社会を実現するためには、女

性自身が政策・方針決定過程に参画する意欲を高め能力を発揮できるよう、また、女性参画の

必要性の理解を深めていけるよう女性の意識改革と関係者へのさらなる働きかけに取り組んで

いく必要があります。

現状データ

国

19.1

19.7

16.8

16.7

15.9

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

男女の自立と女性の社会参加への取組に満足している人の割

合
満足及びおおむね満足（％）
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1

2

（注）部長相当職、課長相当職又はそれに相当する権限を有する地位にある職又は役員。

※雇用対策協議会:大府市内の事業所における新卒採用活動の支援と社員定着活動の支援
を主な目的に活動する協議会。製造業、建設業、情報通信業、卸売・小売業、サービス
業、医療・福祉の事業所が加盟し会員数は７８事業所。（平成２７年２月現在）

数値目標
現状値

（平成27年1月）

目標値

（平成32年4月）

1 雇用対策協議会※会員企業における女性管理職（注）

が在職する企業の割合
38.46% 44%

具体的施策 施策の内容 担当課

1
企業・各種団体に
おける女性の登用
促進のための啓発

・意欲と能力のある女性の管理職への登用促進の
ための啓発等を実施する。

商工労政課

青少年女性課
(H28青少年女性室)

　民間企業・各種団体においても、女性が方針決定・立案に参画できるよう働きか
けを行います。

数値目標
現状値 目標値

（平成26年4月） （平成32年4月）

審議会等（法令・条例設置）委員の女性の割合 32.07%
40%以上
60%以下

市職員の女性管理職（注）（課長級以上）の割合 8.82% 15%

（注）管理職手当を支給されている職員（管理又は監督の地位にある職員）のうち条例等
で指定する職を占める職員。

施策の方向（２）企業・各種団体における女性登用

1
審議会等委員にお
ける女性登用の推
進

・計画的に審議会等委員への女性登用を推進す
る。

青少年女性課
(H28青少年女性室)

各課

2
市女性職員の管理
職への登用推進

・女性職員に対する研修等による能力開発、キャ
リア支援を実施し、管理職にふさわしい人材を育
成する。
・男女共に幅広い分野の職務を経験し職域の拡大
を図るため、職員配置や職務分担に配慮する。

秘書人事課
（H28秘書広報課）

施策の方向（１）市政運営への女性の参画拡大

　市の政策・方針決定過程の場へ女性が参画できるよう、各種審議会等や市職員の
管理職へ女性を積極的に登用します。

具体的施策 施策の内容 担当課
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事業者の役割

・意欲と能力のある女性の管理職への登用を進めましょう。

市民の役割

・女性は、積極的に審議会の一般公募や地域活動に参画しましょう。

・周囲の女性が社会に参画することを後押ししましょう。

1
男女の自立と女性の社会参加への取組に満足して
いる人の割合(市民意識調査)

19.1% 25%

※エンパワーメント:力をつけること。自己決定の力、仕事の技術や能力、経済力、物事
を決定する場の発言力など、一人ひとりが力をつけること。

1

女性のエンパワー
メント※のための学
習機会の充実と意
識改革

・女性が政策・方針決定過程へ参画するための能
力発揮や意識改革のための講座を開催し、社会の
様々な分野に積極的に参加できる女性を育成す
る。

青少年女性課
(H28青少年女性室)

数値目標
現状値 目標値

（平成26年度） （平成32年度）

施策の方向（３）女性の活躍に向けた意識改革

　審議会等の一般公募や地域活動などに女性が積極的に参画できるよう、女性の意
識を高めます。

具体的施策 施策の内容 担当課
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男女共同参画の視点に立った意識の改革

基本課題２

現状と課題

　市男女共同参画アンケートによると、固定的性別役割分担意識は根強く残っており、家庭、
職場、地域などあらゆる場において男女それぞれの活動を制限してしまうなど障害となってい
ます。また、同アンケートでは「結婚しても必ずしも子どもを持つ必要はない」と答えた女性
は半数を超えています。仕事と家庭の両立ができなければ、家庭より仕事を選択する人が増え
る可能性があります。結婚にせよ、出産にせよ、女性に負担が偏らないよう、男女が共に家庭
責任を担うようにしなければなりません。結婚するかしないか、子どもを産むか産まないかは
男女の別なく個人の自由な決定によります。そのなかで喜んで結婚したい、喜んで子供を産み
たい、という決定ができるようにするためにも意識を変えなければなりません。
　市民一人一人が固定的性別役割分担意識を見直し、性別に関わりなく、それぞれの個性と能
力を活かした多様な生き方を認め合うことの大切さや、男女が共に責任を分担しながら支え合
うことの大切さを理解し、男女共同参画社会を形成していくよう意識啓発や情報提供を行って
いく必要があります。固定的性別役割分担意識の解消のため、対象を絞って効果的な啓発を行
う必要もあります。また、そういった啓発を行う上で、発信する側の市職員等に対しても、意
識の啓発を行う必要があります。
　次世代を担う子どもたちが、性別によってその可能性が狭められることなく、個性と能力を
発揮できるようしていくことは重要です。学校教育の場では男女平等教育が進み、市男女共同
参画アンケートでも平等感は高い結果となりましたが、今後も、男女平等の意識を育み、男女
が協力して家庭生活を築くことや社会へ参画していくことの重要性への理解を深めることが求
められます。また、固定的性別役割分担意識にとらわれない主体的な進路選択ができるよう、
進路指導においても男女共同参画の視点に立って行っていく必要があります。
　本市では、石ヶ瀬会館を男女共同参画の推進施設と位置付け、男女共同参画に関する様々な
講座等を開催する市民の学びの場となっていますが、公民館など他の施設ではあまり行われて
いないのが現状です。多くの人に身近な問題として学んでもらうよう、身近な施設における学
習の場の提供が必要です。

現状データ

 （平成２５年　市男女共同参画アンケート）

7.3

8.7

10.8

57.9

62.1

59.1

19.1

17.2

24.6

4.0 

4.9 

3.4 

0.6

0.4

0.4

7.8

4.7

1.8

3.4

2

大府市（25）

大府市（19）

国（24）

社会全体に対する男女の地位の平等感

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等 どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答
（％）
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1

2

※男女共同参画講座:指定管理業務として石ヶ瀬会館等で実施する男女共同参画に関す
る講座

施策の方向（4）男女共同参画意識の啓発 重 点 施 策

　男女共同参画社会への理解を深めるよう効果的な啓発を行います。

具体的施策 施策の内容 担当課

1
広く市民に対する男
女共同参画意識を高
める啓発活動の実施

・広報媒体により広く市民に情報発信し、男女
共同参画に対する意識を高める啓発を行う。
・石ヶ瀬会館での男女共同参画公開講座や男女
共同参画週間事業などの、講座やイベントによ
る啓発を実施する。
・市が発行する刊行物等について男女共同参画
の視点に配慮をするよう市職員に働きかける。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

2
固定的性別役割分担
意識解消のための啓
発

・高齢者に対する固定的性別役割分担意識解消
のための意識啓発を行う。
・定年前後や高齢の男性の育児に対する理解と
支援を促進する講座等を開催する。
・若年世代に対する固定的性別役割分担意識解
消のための意識啓発を行う。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

高齢障がい支援課
（H28高齢者支援室）

協働推進生涯学習課
（H28生涯学習課）

数値目標
現状値 目標値

（平成26年度） （平成32年度）

男女共同参画講座※延べ受講者数 2,054人 2,500人

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」
に反対する人の割合（市男女共同参画アンケー
ト） 52.2% 60.0%

重点目標１
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市民の役割

・男女共同参画に関する講座や講演会に積極的に参加しましょう。

教育関係者の役割

・児童生徒の手本となるよう、教職員自身も男女共同参画の取組を実践しましょう。

1
人権教育・キャリア
教育※の充実

・人権教育の一環として、学校や家庭で男女が
互いに理解し、協力し合う教育を推進する。
・個性尊重、男女平等の視点から生活指導や進
路指導を行うとともに、キャリア教育として性
別にとらわれない職業観・勤労観を育成する。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

学校教育課

数値目標
現状値 目標値

（平成2６年度） （平成32年度）

施策の方向（5）男女平等と自立を目指す学校教育

　学校教育の場で、男女平等教育を引き続き行うとともに、進路や職業選択に
おいても児童生徒の個性や能力を活かせるよう性別にとらわれない指導を行い
ます。

具体的施策 施策の内容 担当課

具体的施策 施策の内容 担当課

1
市内小中学校における児童会・生徒会会長の女
性の割合

23.1%
40%以上
60%以下

※キャリア教育:一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度
を育てることを通して、キャリア発達を促す教育（中央教育審議会「今後の学校におけ
るキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」（平成 23 年１月 31 日））

施策の方向（6）男女共同参画についての学習の場の提供

　身近な場所で、身近な問題として男女共同参画について学ぶことができるよ
う学習の場を提供します。

（注2）公民館(9)、石ヶ瀬会館(1)、児童（老人福祉）センター(8)、子どもステーショ
       ン(1)を対象とする。

1
地域における学習の
場の提供

・男女共同参画が身近な問題として関心を持た
れるよう、石ヶ瀬会館や公民館等の施設におい
て男女共同参画に関する講座を開催する。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

子育て支援課
（H28児童課）

協働推進生涯学習課
（H28生涯学習課）

数値目標
現状値 目標値

（平成2６年度） （平成32年度）

1
男女共同参画に関する講座等（注1）を実施した公
民館等（注2）の公共施設数

４施設 １３施設

（注1）男性を主な対象とした家事・育児に関する講座やイベント、交流会も含む。
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地域における男女共同参画の促進

（平成２５年　市男女共同参画アンケート）

基本課題３

現状と課題

　市男女共同参画アンケートでは、「自治会等地域でのつきあい」について主に夫の役割と回
答した割合は2割に満たない結果でしたが、自治会長などの方針決定を行う役員は男性が占める
割合が高い傾向がみられます。新たな視点や発想を取り入れ、地域での様々な課題を解決する
ためにも、男女が共同して行っていく必要があります。
　東日本大震災において、女性に必要な物資の不足や避難所生活で困難を強いられるなど女性
に対する配慮が欠けていた事例が報告されています。こうしたことを背景に、平成25年には国
において、男女共同参画の視点から必要な対策・対応について地方公共団体が取り組む際の基
本的事項を示した指針が策定されました。この指針に基づき、これまで地域防災対策に反映さ
れていなかった女性の視点を取り入れるためにも、防災に関する政策・方針決定過程や防災活
動における女性の参画拡大が求められます。
　地域における男女共同参画の促進のためには、地域において活動を展開する市民団体の推進
力が不可欠です。本市においては、大府市を中心に活動する団体の代表が集まって、男女共同

参画社会の実現を目的に連携と学習活動を行う「おおぶ男女共同参画ネットワーク※」が組織さ
れています。こういった地域団体が実施する活動の支援や、男女共同参画を推進するＮＰＯな
どとの連携、協働により地域における男女共同参画を促進していく必要があります。

現状データ

2.7 25.2 47.2 6.7 14.0
4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域活動の場に対する男女の地位の平等感

男性の方が非常に優遇されている
どちらかといえば男性の方が優遇されている
平等
どちらかといえば女性の方が優遇されている
女性の方が非常に優遇されている
わからない
未回答

（％）

37.2 46.2 14.8 1.8

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

家庭生活での夫婦の役割分担（自治会等地域のつきあい）

主に妻の役割 夫と妻と同程度 主に夫の役割 その他 （％）
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1

2

市民の役割

・地域の女性が地域社会へ参画できるよう後押ししましょう。

　地域における課題解決、防災・災害時への取組に男女でともに参画するよう働
きかけます。

施策の方向（７）地域活動での男女共同参画の促進

具体的施策 施策の内容 担当課

1
自治区やコミュニ
ティにおける女性
役員の参画促進

・地域において女性の視点や発想を取り入れるた
め、自治区やコミュニティの役員に女性が参画す
るよう働きかける。

協働推進生涯学習課
(H28協働促進課)

2
防災・災害時にお
ける男女共同参画
の促進

・男女共同参画の視点に立った防災対策を推進す
るため、地域防災の計画段階での女性の参画や地
域防災活動への女性の参加を促進する。
・女性や子どもに配慮した避難所運営など災害時
対策に女性の視点を取り入れる。

危機管理課
（H28危機管理室）

数値目標
現状値 目標値

（平成26年度） （平成32年度）

1
地域団体等の男女
共同参画に関する
活動の支援と協働

・おおぶ男女共同参画ネットワーク※などによる男
女共同参画に関する学習活動やネットワークづく
りを支援する。
・男女共同参画を推進するＮＰＯなどの活動を支
援し、協働して事業を実施する。

協働推進生涯学習課
(H28協働促進課)

青少年女性課
（H28青少年女性室）

コミュニティの女性役員（副部長以上）の割合 26.80% 30%

自治区における自主防災組織で女性のいない組織
数

２ ０

施策の方向（８）地域団体等の男女共同参画に関する活動の
                       支援と協働
　男女共同参画に関する活動を行っている地域団体を支援し、協働して事業を実
施します。

具体的施策 施策の内容 担当課

※おおぶ男女共同参画ネットワーク：大府市内を中心に活動する団体から女性の代表
が集まり、平成9年に発足した組織。団体の連携と情報交換、男女共同参画社会の実現を
目的に活動。平成25年に男性も参加できるよう規約と名称を改正。

数値目標
現状値 目標値

（平成2６年度） （平成32年度）

1
おおぶ男女共同参画ネットワーク※が主催した学
習会等の参加者満足度

75.3% 85%
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男女が働きやすい職場環境の整備への支援

（平成２５年　市男女共同参画アンケート）

（平成２２年　国勢調査）

（注）常用労働者のうち短時間労働者以外の者。短時間労働者は1日の所定労働時間が短い労働者又は1
日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者（賃金構造基本統計調査）

基本課題４

現状データ

　男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の改正など、法制度の整備は進んでいますが、募集
や採用、配置、昇進などの雇用機会や待遇において、性別による差別は解消されていません。

また、男女の賃金格差は縮小しつつありますが、平成25年において一般労働者（注）の女性の賃
金が男性の71．3％と格差は依然として存在しており、先進諸外国と比較してもその格差は大き
い状況です。
　市男女共同参画アンケートにおいても職場における男女の地位の平等感では、「男性優遇」
と回答した割合は6割を超え、就職活動においても5割を超える結果となっています。また、女
性は男性に比べて非正規雇用に就くことが多く、正規雇用と非正規雇用の格差が男女間の賃金
格差につながっていたり、女性の貧困の背景の一つとなっています。
　「働きやすい社会環境をつくるために重要なこと」を尋ねた同アンケートでも、「女性の労
働条件を向上させること」が最も多い結果となっています。制度上は整備が進んでいる就業環
境を実質的に確保するために、また、非正規労働者の雇用環境を整備するために各種法制度の
周知、啓発及び情報提供等を行う必要があります。
　一旦離職した女性の再就職については、仕事をしていなかったブランクへの不安が生じた
り、意欲はあっても希望する仕事に就くことが難しいなど再就職を阻む状況が多くあります。
就業を希望する女性の就職活動や不安解消のための支援や情報提供を行う必要があります。

現状と課題
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1

事業者の役割

・労働に関する法制度を守り、男女平等の労働環境を整備しましょう。

（平成32年度）

1
職場における男女の地位の平等感（市男女共同参
画アンケート）

19.7% 25%

数値目標
現状値 目標値

（平成25年度）

61.7% 70%

施策の方向（１０）女性の就業機会の拡大

　女性の就業希望を実現できるよう、就業支援を積極的に進めます。

具体的施策 施策の内容 担当課

1
就業・再就職支援
の充実

・求人情報の提供やセミナーの開催など、ハロー
ワークと連携し、女性の就業や再就職についての
支援を充実させる。

商工労政課

数値目標
現状値 目標値

（平成2２年度） （平成32年度）

※労働力率：「15歳以上人口」に占める「労働力人口」の割合。「労働力人口」は「就
業者」と「完全失業者」を足したもの。

商工労政課

　職場における性別による差別的な待遇を解消するよう、環境整備に向けての啓
発を行います。

具体的施策 施策の内容 担当課

1
職場での性差別解
消のための啓発、
情報提供

・雇用機会や待遇における性別による差別や不利
益な取扱いが行われることがないよう、事業者及
び労働者に対し必要な法制度の周知を図る。
・非正規雇用における雇用環境の整備について、
関係機関と連携し、情報の周知、啓発を行う。

施策の方向（９）職場における男女の均等な機会と待遇の
　　　　　　　　確保

大府市における女性３０代の労働力率※（国勢調
査）
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仕事と家庭の両立支援

  （平成２５年 市男女共同参画アンケート）

基本課題５

現状と課題

　市男女共同参画アンケートでは、家庭生活での夫婦の役割分担はほとんどの項目において妻
に偏っているという結果でした。出生動向基本調査によれば、仕事を持つ女性の約6割が第1子
の出産を機に退職しており、勤務時間の長さや両立支援制度の不足のために離職する女性が多
い状況となっています。
　また、少子化による労働力人口の減少に対応するため、女性の労働市場への参加が必要とさ
れています。そのため国は、「女性の活躍推進」を成長戦略の中核として位置付けています
が、妻の家事負担が多く残ったままでは、女性が社会進出し男女が職場や家庭をともに支えあ
うことは困難です。男性の家庭生活への参加を可能にするとともに、女性の就業継続や政策・
方針決定過程への参画拡大を進める上では、長時間労働を前提とする従来の働き方を見直し、
多様で柔軟な働き方が選択できるよう、ワーク・ライフ・バランスを実現することが望まれま
す。ワーク・ライフ・バランスが実現すると、働く人の健康の維持や、育児・介護など家庭生
活の維持だけでなく、趣味や学習、地域活動などにより自己実現が可能となり、仕事上でもや
りがいや充足感を感じながら働き、職場責任を果たすことができます。ワーク・ライフ・バラ
ンスの概念を社会に広く浸透させるため、個人や企業に積極的に働きかけていく必要がありま
す。また、実行性を高めるためにも、市役所が率先して取り組み、モデルとなって浸透を促進
することも求められます。
　かつては三世代同居が最も一般的な家族形態でした。その後、親と子どもだけの家族や夫婦
のみの家族という核家族化が急速に進んできました。最近では高齢化に伴って高齢者のみの独
居世帯や生涯未婚の単独世帯も増えてきています。こうして家族の規模がだんだん小さくなる
ことによって、家族が本来もっていた親が子どもの世話をしたり、子どもが老親の介護をした
りという扶養機能が弱くなり、育児や介護を理由に離職する人も増加しています。本市では子
ども・子育て支援新制度※や次世代育成支援対策推進法※等に基づき計画的に子育て支援策の充
実を図っていますが、女性の活躍促進に伴い、今後ますます子育て支援のニーズが高まること
が予測されます。現役の子育て世代が働きながら安心して子育てできるだけでなく、若い世代
が子どもを持つことに不安を感じずに前向きになれるように、今後も、子育て支援の充実を図
る必要があります。
　介護については、少子高齢化による年齢構造の変化により、介護ニーズが増えても介護サー
ビスの供給が間に合わず、家族への負担が大きくなっています。また、子育てと異なり発生す
る時期や関わる期間の予測がつかないことや、介護者が働き盛りの男女であることが多いた
め、介護による離職が増加することが懸念されます。介護により離職することがないよう、介
護支援策の充実を図ることが重要です。

現状データ

1.1 

7.1 

10.4 

14.5 

11.7 

5.0 

11.7 

8.4 

7.8 

9.7 

12.6 

0.8 

7.8 

8.7 

13.0 

12.4 

3.5 

15.7 

7.1 

5.0 

16.0 

10.0 

その他

ホームヘルパーや福祉施設を充実させる

育児・介護休暇制度などの普及を図る

保育園、学童保育などの育児環境を充実させる

出産後も職場復帰できる再雇用制度を充実させる

再就職を希望する人のための講座、セミナーの充実

パートタイムなどの女性の労働条件を向上させること

職場での男女の昇進、待遇の格差をなくす

男女の雇用機会を均等にする

男性の家事・育児・介護への参加を進める

男女ともに労働時間の短縮をはかる

男女ともに働きやすい社会環境をつくるために重要なことは
女性 男性 （％）
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1

2

3

（注1）企業等には、市役所は含まない。
（注2）特別職、出向・派遣職員、育児休業者、学校給食調理員を除く。

　仕事や家庭において、男女がともに支えあうよう個人の意識改革と職場における
環境整備を促します。

具体的施策 施策の内容 担当課

1
男性の家事育児等
への参加促進

・男性の家事等への参加の理解を深めるため、講
演会や講座、情報提供を実施する。
・男性の育児参加を促進するための意識啓発を行
う。
・長時間労働などの働き方の見直しについての啓
発を行う。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

子育て支援課
（H28児童課）

健康増進課
（H28健康推進課）

施策の方向（１１）ワーク・ライフ・バランスの
　　　　　　　　　推進

重点施策

2
企業等における両
立支援のための職
場環境整備の促進

・長時間労働の解消を始め、育児・介護休業制度
等の利用と、多様で柔軟な働き方を可能とする環
境整備を促進するため、企業等に向けた啓発を行
う。
・両立支援に関する企業活動の取組事例の紹介を
行う。
・ファミリーフレンドリー企業への登録を促進す
る。
・県等関連機関及び市役所関係部署と連携し、
ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業等への
支援策の検討を行う。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

商工労政課

3
市役所における
ワーク・ライフ・
バランスの推進

・他の事業所のモデルとなるよう市役所において
ワーク・ライフ・バランスの推進を図る。

秘書人事課
（H28秘書広報課）

青少年女性課
（H28青少年女性室）

数値目標 現状値
目標値

（平成３２年度）

家事・育児を夫と妻が同程度分担している率（市
男女共同参画アンケート）

家事9.5%
育児26.5%

（平成25年度）

家事20%
育児35%

職場環境整備に関する企業等（注1）に向けたセミ
ナー等の開催回数

０回
（平成26年度）

１回

市役所職員の一人当たり年次有給休暇取得日数（注2） 9.8日
（平成26年度）

12日

※ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活の調和。一人ひとりがやりがいや充足感を感
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を選択・実現できること。

※子ども・子育て支援新制度：平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法に基づく
制度。「認定こども園」の普及や多様な保育の確保による待機児童の解消、地域の様々な
子育て支援の充実など、子育て中のすべての家庭を支援する制度。

※次世代育成支援対策推進法：平成17年4月施行。次代の社会を担う子どもが健やかに生
まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、国による行動計画策定指針並びに地方公
共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進
するために必要な措置を講ずることを規定した法。

※ファミリーフレンドリー企業：仕事と育児・介護・地域活動など仕事以外の生活を両
立することができる制度と職場環境を持ち、ライフステージに応じた多様で柔軟な働き方
を選択できるような取組を行う企業。

重点目標２
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市民の役割

・家族全員が協力して、家事、育児、介護などの家庭の役割を担いましょう。

事業者の役割

・仕事と家庭の両立を支援しましょう。

・長時間労働の解消など働き方の見直しをしましょう。

具体的施策 施策の内容 担当課

施策の方向（１２）仕事との両立のための子育て支援策の充実

　現役子育て世代だけでなく後に続く若い世代のためにも、働きながら子育てがで
きるよう子育て支援策の充実を図ります。

　介護による離職をしないよう、介護者への支援策の充実を図ります。

具体的施策 施策の内容

数値目標
現状値

（平成２６年度）
目標値

（平成３２年度）

1
子どもを産み育てやすい環境の整備への満足度
（市民意識調査）

43.5% 55%

施策の方向（１３）仕事との両立のための介護支援策の充実

2
介護サービスの充
実

・在宅医療・介護連携の推進を図り、可能な限り
在宅生活が継続できるためのサービスを充実させ
ることなどにより仕事との両立支援を図る。

高齢障がい支援課
（H28高齢者支援室）

1
介護に関する情報
発信、相談事業の
充実

・介護保険サービス、市の独自サービスの相談窓
口を周知する。
・介護者の精神面での負担軽減のため、対象者に
合わせた講座の開催や情報提供等の充実を図る。

高齢障がい支援課
（H28高齢者支援室）

2
高齢者の施設や福祉サービスの満足度（市民意識
調査）

37.6% 45%

1
保育園や放課後児
童健全育成事業の
充実

・延長保育、休日保育等、仕事との両立支援のた
めの保育の充実を図る。
・放課後クラブ等、仕事との両立支援のための放
課後児童の育成支援を充実させる。

保育課
（H28児童課）

協働推進生涯学習課
（H28生涯学習課）

数値目標
現状値

（平成２６年度）
目標値

（平成３２年度）

1
困ったときに相談できる人・機関の充実（市民意
識調査）

24.5% 30%

担当課
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生涯を通じた男女の性に関する健康支援

現状データ

  （資料  国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」）

基本課題６

　男女が生涯にわたって健康で充実した生活を送ることは、男女共同参画社会の実現の前提と
なることです。そのため、男女が互いの身体的性差を十分に理解しあい、相手に対する思いや
りをもって生活することが重要です。
　近年、少産化とともに晩婚化、晩産化が進み、不妊治療を受ける人の数も増えていますが、
高齢出産のリスクや不妊治療の成功率の低さなどについての啓発や教育が十分には行われてい
ません。子どもを望む男女が安心・安全な妊娠・出産を迎えることができるよう、正しい知識
の普及と啓発が必要です。
　また、日本は先進国の中で唯一エイズ患者・感染者が増加している国です。特に若い男性の
感染率が高くなっています。わが国の人工中絶率が高いことはよく知られていますが、中でも
20歳代や30歳代前半の人の中絶実施率が高くなっています。学校教育における性教育の充実を
図り、若い世代への正しい知識の普及と啓発を行うことが必要です。
　女性は、妊娠や出産の可能性があり、妊娠・出産期の母性保護はもちろん思春期から更年
期、高齢期に至るまでの生涯を通じて、男女は異なる健康上の課題に直面することに留意し、

「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ※」の視点に配慮しつつ男女の性差に応じた健康づくりを
支援していく必要があります。

現状と課題
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1

2

現状値

※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）：リプロダクティブ・ヘル
ス（性と生殖に関する健康）は、1994年に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
概念で、人間の生殖システム及びその機能と活動過程の全ての側面において、単に疾病、障害がないと
いうばかりではなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあること。
リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、全てのカップルと個人が、自分たちの子ども
の数、出産間隔、並びに出産する時期を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得るこ
とができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る
権利のこと。

1
妊娠・出産や性に
関する健康支援と
学習機会の提供

・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ※に関する情
報提供や啓発を行う。
・学校教育において発達段階に応じて、専門家に
よる性に関する適切な指導を行う。
・安心・安全な妊娠・出産への支援や不妊治療に
対する支援を行う。
・若い世代に対する望まない妊娠や性感染症予
防、高齢出産のリスク回避等妊娠、出産に関する
正しい知識の普及と啓発を行う。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

健康増進課
（H28健康推進課）

学校教育課

OBUママ＆パパサロン参加人数
856人

（平成26年度）
1,050人

数値目標
目標値

（平成32年度）

妊産婦健康診査受診率
81.8%

（平成26年度）
85%

具体的施策 施策の内容 担当課

2
性差に配慮した生
涯を通じた健康づ
くりの支援

・ライフステージにより変化する心身の問題につ
いて、段階に応じた講座、相談、健診等を実施す
る。

健康増進課
（H28健康推進課）

　全ての男女が自由にかつ責任をもって性に関する健康と権利を享受できるよ
う、必要な知識の普及を図ります。

施策の方向（１4）生涯を通じた男女の性に関する健康
　　　　　　　　　支援の充実
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女性に対するあらゆる暴力の根絶

（石ヶ瀬会館調査）

基本課題７

現状と課題

　男女間における暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。男性優位社会であるこ
とや男女の経済格差など社会構造を背景に女性が被害者となるケースがほとんどです。女性に対
する暴力の根絶は、男女共同参画社会の実現のための重要な課題の一つといえます。
　石ヶ瀬会館女性悩み事相談窓口においては、近年急激にＤＶ相談が増加しています。女性に対
する相談体制を確立し、きめ細かな対応をしていますが、今後も増加する相談にも対応できるよ
う相談体制の充実を図りながら、相談窓口の周知にも努めていく必要があります。
　ＤＶ相談では、危険性や緊急性が高い場合、相談者を速やかに安全な場所に保護する必要があ
り、保護から自立への過程において情報の漏えいがないよう、情報管理の徹底を図ることも重要
です。また、相談者は、暴力によって心身に支障をきたしていることも多いため、必要に応じて

相談員の同行支援※等を行い、自立までの生活再建を支援する必要があります。増加する相談者に
対応するため、支援体制の更なる充実が望まれます。
　本市においては、市内だけではなく市外のＤＶ被害者からの相談も増えています。ＤＶ被害者
への対応は、他市町や関係機関との連携が不可欠であり、引き続き、一層の連携強化を図り被害
者への対応に取り組む必要があります。

　ＤＶ※に対する認知度は高くなっており、相談件数も増加していますが、家庭内のこととして外
部からは被害がわかりにくかったり、被害者自身にＤＶを受けているという認識がなかったりす
ることもあります。引き続きＤＶに関する正しい理解を深め、ＤＶの早期発見や防止に努めてい
く必要があります。

現状データ
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大府市の女性悩み事相談におけるＤＶ相談件数

ＤＶ以外の相談件数 ＤＶ相談件数

（件）
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1

　早期相談により被害を最小限に留めるよう、相談体制の充実と周知、女性問題相
談員の資質向上を図ります。

※相談員の同行支援：警察や病院、市役所窓口等、各種手続き等を行うため、相談員が被
害者に同行し支援すること。

※ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス。一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にあ
る、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多い。法律上は「配
偶者からの暴力」という言葉を使用し、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影
響を及ぼす言動を指す。「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含
む。また、離婚後も引き続き暴力を受ける場合を含む。

※シェルター：ＤＶシェルター。ＤＶにあった被害者を、加害の原因たる配偶者等から隔
離し保護するための施設。

具体的施策 施策の内容 担当課

1
ＤＶ相談体制の充
実と相談窓口の周
知

・石ヶ瀬会館において電話・面接による女性悩み事
相談や弁護士による女性相談を実施する。
・男性のＤＶ被害者への対応のため、よろず相談員
に対しＤＶに関する研修等を実施する。
・研修等により女性問題相談員の資質向上を図る。
・広報紙やホームページ、公共施設へのパンフレッ
トの設置により相談窓口の周知を図る。

協働推進生涯学習課
（H28協働促進課）

青少年女性課
（H28青少年女性室）

1
ＤＶ被害者支援の
充実と情報管理の
徹底

・被害者の精神面、生活面での安定のため、女性問
題相談員による同行支援等を通じ一貫した支援を行
う。
・シェルター※整備の支援を行う。
・住宅の確保や就労に関する情報提供を行う。
・被害者の安全確保のため、加害者への情報の漏え
いがないよう関係各課による情報管理を徹底する。
・住民基本台帳の閲覧制限などの制度について被害
者へ周知する。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

施策の方向（１５）ＤＶ相談体制の充実と相談窓口の周知

数値目標
現状値 目標値

（平成26年度） （平成32年度）

大府市のＤＶ相談件数 270件 210件

施策の方向（１６）ＤＶ被害者の安全確保と自立支援の充実

　被害者が暴力から逃れ、自立して新しい生活を始めることができるよう、サポー
トを行います。

具体的施策 施策の内容 担当課

数値目標
現状値 目標値

（平成2６年度） （平成32年度）

1 シェルター※の利用日数 124日 90日
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市民の役割

・暴力を受けたときは、一人で悩まずに専門機関などに相談しましょう。

・周りの人が暴力の被害で悩んでいたら、声をかけて話を聞いてあげましょう。

※デートＤＶ：主に10代や20代などの若い世代で生じる、婚姻関係がない交際相手などの異性
からの暴力のこと。

（注1）大府市が主催する連携、情報交換を目的とした会議。構成員は次ページ。

1
庁内外との協力、
連携の強化

・ＤＶ連絡会（注1）の開催や、知多地域ＤＶ被害者保
護支援連絡会議（注2）への参加により関係各課、関係
機関との連携を強化する。
・警察等との連携により被害者・女性問題相談員の
安全を確保する。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

施策の方向（１７）連携機能の強化

　被害者への迅速な対応を図るため、関係各課、関係機関との連携を図ります。

具体的施策 施策の内容 担当課

（注3）大府市が発行する、ＤＶ被害者からの相談を受ける場合の基本的な心構えや知識を
まとめたもの。

（注2）愛知県が主催。地域の関係機関の連携、適切な対応が目的。知多地域の各市町、警
察、保健所等が構成員。

施策の方向（１８）ＤＶ防止のための教育と啓発の充実

　女性に対する暴力根絶のため、ＤＶへの認識を深め防止する啓発に努めます。

2
ＤＶ相談マニュア
ルの充実

・ＤＶ相談マニュアル（注3）を随時見直し、関係各課
等へ配布し周知する。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

数値目標
現状値 目標値

（平成2６年度） （平成32年度）

1 ＤＶ連絡会の開催数 ２回 ３回

2 ＤＶ相談マニュアルの改定回数 ０回 １回

具体的施策 施策の内容 担当課

2
広報紙等を活用し
た啓発

・広報紙や情報誌への記事の掲載や、パンフレット
の作成・配布によりＤＶの防止啓発を行う。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

1
講座やイベントに
よる啓発

・ＤＶに関するイベントの開催や、若年層を対象と
したデートＤＶ※講座等の実施により、ＤＶに対す
る理解を促進する。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

数値目標 現状値
目標値

（平成32年度）

1 ＤＶシンポジウム（注）の参加者数
114人

（平成26年度）
150人

2
「ＤＶ」という言葉を知っている又は聞いたことがあ
る人の割合（市男女共同参画アンケート）

90.8%
（平成25年度）

100%

（注）「女性に対する暴力をなくす運動期間」に合わせて、大府市が主催するシンポジウム。
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＜参考＞ ＤＶ支援体制

ＤＶに悩む女性

知人

家族 友人

・女性問題相談員

・専門相談員

・弁護士

ＤＶ被害からの脱却

大府市相談窓口（石ヶ瀬会館）地方裁判所

保護命令

調停

離婚裁判

民間シェルター

保護

病院
診断書
治療

カウンセリング

自立支援
住居の相談、就業支援

警察

法テラス

カウンセリングルーム

自助グループ

建築住宅課

社会福祉協議会

母子生活支援施設

36

知多保健所 健康相談

知多児童・障害者相談センター 母子分離

東海警察署 緊急保護、加害者対応、被害発生防止のための必要な措置

あいち小児保健医療総合センター 心のケア

大府市高齢者・障がい者虐待防止
センター

高齢者、障がい者支援

教育委員会、学校 就学手続、安全対策

市民課 住民基本台帳の閲覧規制

青少年女性課 相談窓口、外国人支援

地域福祉課 生活保護

子育て支援課 母子生活支援

健康増進課 健康相談、心のケア

Ｄ
Ｖ
連
絡
会
（
青
少
年
女
性
課
）

愛知県女性
相談センター



国際的動向への配慮

世界男女格差年次報告書（2014年）

順位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

・

・

・

104

基本課題８

現状と課題

　国が、昭和55年に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に署名し、昭和
60年に同条約を国会で可決、批准して以来、男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法な
どの法整備が進められ、国際的な理解と協調の下に男女共同参画政策が推進されています。
　しかしながら、世界経済フォーラムが公表した2014年版「世界男女格差年次報告書」による
と、日本の評価は「経済活動の参加と機会」102位、「教育機会」93位、「健康と生存」37位、
「政治参加」129位で、調査対象国142か国中総合104位と先進国の中では最低水準でした。
　国会議員や企業の管理職に女性が少ないことや男女の賃金格差が影響しており、国際的に比
較すると、日本は男女の格差が大きい社会といえます。諸外国の先進事例を学び、情報提供や
啓発を通して国際理解や国際感覚を高めることで男女共同参画への理解を促すことが必要で
す。
　また、平成20年度以降、市内在住外国人は減少傾向ではありますが、平成25年度末現在で
1,872人の外国人が市内で暮らしています。地域社会の一員として、外国人も含めた男女共同参
画の啓発と取組が必要です。

現状データ

総合
経済活動への参加と

機会
教育機会 政治参加

アイスランド ブルンジ

１位：ノルウェー
　　　　　他26か国

アイスランド

フィンランド ノルウェー フィンランド

ノルウェー マラウイ ノルウェー

スウェーデン アメリカ ニカラグア

デンマーク バハマ スウェーデン

ニカラグア ベラルーシ ルワンダ

ルワンダ アイスランド デンマーク

アイルランド ボツワナ アイルランド

フィリピン ケニア オランダ

ベルギー モンゴル バングラデシュ

日本 102位 93位 129位

世界経済フォーラムが発表したグローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート（世界男女格差年次報告書）
2014版。同レポートは、142か国を対象に「経済活動の参加と機会」「教育機会」「健康と生存」「政治参
加」の4分野において、男女格差縮小への取組をもとに国の順位付けを行っている。
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1

2

市民の役割

・男女共同参画に関する海外の先進事例を参考に、出来ることを家庭や職場で実践しましょう。

国際交流団体の役割

・国際交流活動に男女共同参画の視点を加えましょう。

施策の方向（１９）国際的な視点に立った男女共同参画への
　　　　　　　　　取組

　国際的な視点から市民に向けて男女共同参画に関する情報提供を行うととも
に、市内在住外国人に対して男女共同参画の理解を促進する啓発を行います。

具体的施策 施策の内容 担当課

1
男女共同参画に関
する国際的情報の
提供

・国際的な比較や海外の先進事例を発信して、男
女共同参画についての関心を高め理解を促進す
る。

青少年女性課
（H28青少年女性室）

2
外国人を含めた男
女共同参画の啓発

・外国人の参加する講座やイベントにおいて、パ
ンフレットを配布するなど男女共同参画の視点を
加え、外国人を含めた男女共同参画の啓発を行
う。

協働推進生涯学習課
（H28協働促進課）

外国人の参加するイベント等での男女共同参画に
関する啓発回数

０回 ２回

数値目標
現状値 目標値

（平成26年度） （平成32年度）

男女共同参画に関する国際的な情報の提供回数 ０回 ２回
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