令和３年度
第３回会津美里町男女共同参画推進審議会
日時：令和３年８月 31 日（火）
午後２時 00 分～午後３時 30 分
場所：会津美里町役場本庁舎（じげんプラザ）
２階大会議室
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(１)

第４次男女共同参画推進まちづくり行動計画（素案）について

別紙資料にて説明。
(２)

KPI（重要業績評価指標）、具体的取組について

別紙資料にて説明。
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資料２
資料１

会津美里町
第４次男女共同参画推進
まちづくり行動計画
（素案）

令和３年

月

会津美里町

は

じ

め

に

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、ともに責任を担うべき社会です。
会津美里町では、平成 17 年 10 月 1 日の町村合併時に、
「会津美里町男女共同参画推進まちづ
くり条例」を制定しました。さらに、平成 19 年２月には、条例の規定に基づき、その理念を実現
するための具体的計画として「会津美里町男女共同参画推進まちづくり行動計画」、平成 29 年３
月には第３次行動計画を策定し、15 年間にわたりさまざまな取組を行って参りました。
その結果、男女共同参画という言葉、概念が徐々に町民の皆様に浸透し、子育てや教育をはじめ
とした様々な環境において一定の成果が現れ始めております。しかし、少子高齢化の進展に伴う人
口減少社会の到来、家族形態の多様化、地域コミュニティ活動の減退、長時間労働や非正規雇用の
増加など労働環境をめぐる問題意識の変化など、私たちを取り巻く社会環境は、今大きな転換点を
迎えています。
こうした状況の中、人口の減少に歯止めをかけ、将来にわたり魅力と活力のあふれるまちづくり
を進めていくためには、あらゆる分野に女性も男性もともに参画し、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がますます重要となっています。
そこで、引き続き男女共同参画の推進に取り組んで行くため、これまでの取組と進捗状況につい
て検証を加えながら、令和４年度から令和８年度までの５年間を新たな計画期間とした「会津美里
町第４次男女共同参画推進まちづくり行動計画」を策定しました。
これからも、本町が目指す男女共同参画社会の実現に向けた取組を、町民の皆様、事業所、各種
団体等と一体となって進めてまいりたいと考えておりますので、今後も一層の御理解と御協力をお
願い申し上げます。
最後に本行動計画策定にあたり、貴重な御意見や御提言を賜りました会津美里町男女共同参画推
進審議会委員の皆様をはじめ、様々な立場から御指導、御協力をいただきました皆様方に対しまし
て厚くお礼申し上げます。

令和３年

月
会津美里町長

1

杉山

純一

SDGs（持続可能な開発目標）

SDGs（Sustainable Development Goals ）とは 2001 年に策定されたミレニアム開
発目標（ MDGs：Millennium Development Goals ）の後継として 2015 年９月の国
連サミットにおいて全会一致で採択された 2016 年から 2030 年までの国際目標のこと
です。
持続可能な世界を実現するための 17 のゴールと 169 のターゲットとから構成され、
地球上の「誰一人取り残さない（ leave no one behind ）
」ことを誓っており、SDGs
は発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、
現在、国においても積極的に取り組んでいます。
SDGs については、本町としても重要な取り組みであること認識し、町の第３次総合
計画をはじめ、今回の男女共同参画推進まちづくり行動計画においても、基本目標ごとに
SDGs のゴールを関連付け、SDGs の推進に取り組むこととします。
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第１章
基本的な考え方
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１．本行動計画策定の経緯
平成 11 年に公布・施行された「男女共同参画社会基本法」（以下「法」という。）では、男女共
同参画社会を、
「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」と定義しており、女性問題の解決や女
性の地位向上への対応のみならず、男性も含めてすべての人々が社会的・文化的に形成された性別
（ジェンダー※）に縛られず、個性に基づいて共同参画する社会の形成を目指しています。
このため国は、平成 12 年に法第 13 条に基づく「男女共同参画基本計画」を策定し、基本的方
向性や具体的施策の内容を示しました。その後、さまざまな社会情勢の変化を踏まえながら４度の
改定を経て、令和２年 12 月に第５次計画を策定しました。
一方福島県では、平成 13 年に男女共同参画の形成に向けた施策をより一層推進するため、
「ふ
くしま男女共同参画プラン」を策定し、平成 14 年には「福島県男女平等を実現し男女が個人とし
て尊重される社会を形成するための男女共同参画の推進に関する条例」を制定しました。その後５
度の改定を経て、令和３年○月に「ふくしま男女共同参画プラン（令和３年度改定）が策定されま
した。
本町においても、平成 17 年 10 月１日の合併と同時に「会津美里町男女共同参画推進まちづく
り条例」（以下「条例」という。
）を制定し、また平成 19 年２月には条例の規定に基づき「会津美
里町男女共同参画推進まちづくり行動計画」を策定しました。その後、平成 29 年３月には第３次
行動計画を策定し、男女共同参画の推進に係るさまざまな取組を行ってきました。
さらにこの間、東日本大震災をはじめとした大規模な自然災害の多発や、少子高齢化、人口減少
など、社会情勢は大きく変化しています。加えて、令和２年からの新型コロナウイルス感染症の拡
大によって人々の生活様式も大きく変化しました。このような現状に対応していくため、男女の別
なく様々な分野において共同参画し、その個性と能力が十分発揮できる男女共同参画社会の実現が、
より一層求められているところです。
そのような状況を踏まえ、今年度第３次行動計画（平成 29 年度～令和３年度）の最終年度を迎
えるにあたり、現行計画の現在までの取組の進捗状況や社会情勢の変化及び国・県の動向等を踏ま
え、より実効性のある行動計画とするため、基本目標、基本施策及び具体的な取組内容など、計画
全体を見直し、
会津美里町第４次男女共同参画推進まちづくり行動計画（以下「行動計画」という。
）
を策定しました。

２．本行動計画策定の位置付けと性格
本行動計画は、条例第 12 条の規定に基づき、会津美里町第３次総合計画（以下「総合計画」と
いう。
）や会津美里町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（以下「総合戦略」という。
）
をはじめとする各種計画との整合性を図りつつ、男女共同参画社会の実現に向けた事業を展開する
ための計画です。各施策の中で、総合計画や総合戦略と連動し、特に重点的に取り組むべき施策を
重点施策と位置付けます。
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また、
この計画は、平成 27 年８月に成立した「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。）に基づく、本町における推進計画を含みます。
なお、女性活躍推進法により、事業主としての「町」は、「特定事業主行動計画」の策定が義務
付けられたため、本計画では町民や町内事業所等に対する、政策としての男女共同参画推進の取組
に限定し、職員の就業環境等に関する事業主としての「町」の取組は除外しています。

３．本行動計画における基本理念
本行動計画は、条例第３条に規定する次の４つの柱を基本理念とします。
●

男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別による差別的扱いを受けず、ともにその
個性と能力を発揮する機会が確保されるなど、
男女の人権が尊重されるまちであること。

●

男女がそれぞれ自立した個人として、自己の意思で多様な生き方が選択でき、かつ、
その生き方が尊重され、自己決定権が確立されるまちであること。

●

男女が、家族的責任及び社会的責任をともに担い、家庭、職場、学校、地域などあら
ゆる場における活動に平等・対等な立場で参画できるまちであること。

●

男女が、町や事業者における政策又は方針、計画の立案及び決定に、共同して参画する
機会が確保されるまちであること。

４．進捗管理
本行動計画では、基本目標ごとに数値目標（ＫＰＩ：重要業績評価指標）※を設定し、毎年度取
組の効果を検証します。検証結果に基づき、取組の強化や実施方法の見直し等を検討します。

５．計画期間
本行動計画の期間は、令和４年４月から令和９年３月までの５ヵ年間とします。
ただし、計画の実施状況や国、県を始め社会情勢の変化に適切に対応するため、適正な評価を行
いながら必要に応じ見直しを図ります。

【用語の解説】

▶ジェンダー：人間には生まれついての生物学的性別（セックス／ sex）がある。一方社会通念や慣習の中には、
社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的性別（ジェン
ダー／ gender）
」という。
▶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 )：自らの意思によって職業生活を営み、
又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮され、豊かで活力ある社会の実現を目的として平成 27 年８月
に成立した法律。地方公共団体（都道府県、市町村）は、国の定める基本方針に基づき当該区域内における女性
の職業生活における活躍についての推進計画を策定（努力義務）することとされている。また、地方公共団体及
び民間事業主（労働者が 300 人以下については努力義務）は事業主行動計画の策定が義務付けられた。
▶ＫＰＩ（重要業績評価指標）
：Key Performance Indicator

の略称。基本目標ごとの進捗状況を検証するた

めに設定する指標
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６．施策体系
本行動計画は、条例第３条に規定する基本理念に基づき男女共同参画社会の実現を目指し、４つ
の基本目標を掲げてそれぞれの基本施策と具体的な取組を展開します。

基本目標
Ⅰ

男女平等・
人権尊重への
意識づくり

男女間のあらゆ
る暴力の根絶と
安心・安全な
暮らしづくりや
健康への支援

Ⅱ

15 ページ

男女が共に
仕事・家庭生活
などに参画でき
る環境づくり

１ 男女平等・人権尊重意識の醸成

☆２

19 ページ

２ 安心・安全な暮らしづくり

３

Ⅳ

まちづくり

23 ページ

★２

仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）の推進

３ 育児・介護にかかる支援
政策・方針決定の場への
女性参画の推進

★ ２ 女性人材の育成支援

☆３

☆・・・重点施策
★・・・女性活躍推進法における市町村計画
7

生涯を通じた男女の健康・
生活支援

雇用・労働環境の整備と
★
☆ １ 働き方の見直し

１

男女が共に担う

教育の場における男女平等・
人権尊重教育の推進

☆ １ 男女間のあらゆる暴力の根絶

Ⅲ

男女共同参画社会の実現

11 ページ

基本施策

多様な主体によるまちづくりと
移住・定住及び交流の推進

具体的な取組
（１）町広報紙、ホームページ等を活用した啓発及び情報提供
（２）男女共同参画講演会の開催
（３）男女共同参画町民意識調査の実施

（１）意識啓発のため教育関係者の研修会への参加
（２）男女平等に基づく教育の推進

13 ページ

（３）男女平等意識を育む事業の推進
（４）体験学習の充実

13 ページ

（１）虐待、ＤＶ等の相談窓口の設置と支援体制の整備

17 ページ

（１）子どもの安全の確保
（２）防災・防犯体制の整備・強化

17 ページ

（５）働く親が学校行事等に参加しやすい開催日等の配慮

（１）思春期教育など、「生」と「性」についての学習機会の提供
（２）生涯を通じた健康づくりの支援
（３）生活習慣病等の疾病予防及び早期発見のための支援
（４）健康に関する相談体制の充実
（５）障がいのある人への支援と福祉サービスの充実
（６）誰にでもやさしいまちづくりの推進
（１）働きやすい労働環境の整備推進
（２）固定的な性別役割分担意識解消の啓発
（３）事業所への意識調査の実施
（４）自営業における就業環境の向上支援
（５）時間や場所にとらわれない働き方の推進
（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
（２）育児休業・介護休業取得の推進
（３）男性の家事・育児への参加の推進
（４）生涯学習の推進
（５）生涯スポーツの推進

（１）出会い・結婚に対する支援
（２）妊娠・出産・子育てへの切れ目のない支援
（３）子育て支援の充実

17 ページ

18 ページ

21 ページ

21 ページ

22 ページ

（４）介護支援体制の充実

（１）町の各種審議会等への女性の登用及び女性参画の推進
（２）行政活動における町民参加の推進
（１）女性人材育成のための学習機会の提供
（２）女性起業家を支援するための研修等の情報の提供

（３）企業・団体などにおける重要ポストへの女性登用推進のための啓発
（１）町民の地域活動の支援
（２）移住・定住の促進及び交流の推進

25 ページ

25 ページ

25 ページ
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平成 29、30 年度男女共同作文コンクール最優秀賞作品掲載
予定
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第２章
行動計画の内容

10

基本目標Ⅰ
男女平等・人権尊重への意識づくり
■ 現状と課題
現

１

２

状

課

題

人々の意識や行動、社会の慣行の中には
「男はこうあるべき、女はこうすべき」と
いった固 定的な性別役割分担意識が根強
く残っており、人間としての個性や能力を
発揮する機会が制 限されている。
男女共同参画社会を推進するうえで、す
また、平成 27 年 9 月に国連で持続可能
べての男女が人に押し付けられることなく、
な開発目標（SDGs）を含む「持続可能な
自分ら しく生きる権利が尊重されるため
開発のための 2030 アジェンダ」が採択さ
の意識の定着が必要である。
れ、
「誰一人取り残さない」社会を目指し国
際社会が一致し取組を進めている。SDGs
では、ゴール５として、
「ジェンダー平等を
達成し、すべての女性及び女児のエンパワー
メント※を行うこと」が掲げられている。
県実施の意識調査※において、「家事・
育児の大部分を負担している」と回答し
た女性が、「家事」 で 66.1％、
「育児」で
81.5％となっており、家事・育児の負担割
合には依然として偏りがある。
事業所アンケートの結果、
「お茶くみ、掃
除などは主に女性がやっている」と答えた
事業所は、 減少傾向であるものの、依然と
して高い割合となっている。
働き方・暮らし方の根底に、長年にわた
り人々の中に形成された固定的な性別役割
分担意識や性差に関する偏見・固定観念、
無意識の思い込み（アンコンシャス・バイ
アス）※が存在する。

無意識の思い込み（アンコンシャス・バ
イアス）は幼少の頃から長年にわたって形
成され、男女双方に根強く存在し、個人の
生き方の自由な選択を妨げているため、子
どもをはじめ様々な世代で固定的な性別役
割分担意識等を植え付けしないようにして
いく必要がある。
まずは教育の場において「男の子だから・
女の子だから」という性別にとらわれない、
それぞれの個性や人権を大切にする意識づ
くりが必要である。

■ KPI（重要業績評価指標）
指標名
慣習やしきたりによる男女の

不平等を感じている町民の割合

方向性

現状値

目標値

減少

35.9％

30.0％

※現状値：町民アンケート調査の誤差を考慮し、平成 30 ～令和 2 年度の平均値

【目標値設定の考え方】
第３次行動計画の目標値である 30％達成を目指し、毎年 0.8 ～ 0.9％減少させる。
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１

男女平等・人権尊重意識の醸成

男女共同参画は、誰にでも関連する身近な問題であり、男女共同参画を進めることにより、心

豊かで生きがいのある社会が実現されることを理解してもらえるような取組が必要です。
旧来からの社会慣行による固定的な性別役割分担意識を見直し、性自認※や性的指向※にかか
わらず人格と個性が尊重され、共生できる社会の実現に向けてすべての人が男女共同参画を正し
く理解し、意識を深められるよう、広報紙やホームページ、その他の刊行物等を活用し啓発活動
や学習を推進します。

２

教育の場における男女平等・人権尊重教育の推進

将来の社会を担う子どもたちの教育に携わる教育関係者自身も、男女共同参画に関する理解を
高めることが必要です。幼稚園・保育所や学校教育全体を通じて人権（性自認や性的指向に関す
るものも含む。）を尊重する意識を高める教育や、ジェンダーにとらわれない男女平等教育を推
進し、児童・生徒の進路指導にあたっては、児童・生徒自身が自らの生き方を考え、性別にとら
われず個性や能力に応じた進路を選択することができるような指導に努めます。

【用語の解説】
▶エンパワーメント：力をつけること。個々の女性が自ら意識と能力を高め、政治的、経済的、社会的及び文化
的に力を持った存在になること。

▶県実施の意識調査 : 令和元年度に福島県が実施した「男女共同参画・女性活躍促進に関する意識調査」をいう。
【調査地域：福島県全域（会津美里町を含む 33 市町村）調査対象：20 歳以上の男女個人 標本数：2,000 人】
▶無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）：誰もが潜在的に持っている思い込みのこと。育つ環境、所
属する集団の中で無意識のうちに脳にきざみこまれ、既成概念、固定観念となっていく。
▶性自認 : 自分がどの性別であるかの認識。この認識については、自分の生物学的な性別と一致する人もいれば、
一致しない人もいる。また「私はどちらの性別なのかわからない」という認識を持つ人もいる。性自認が生物学

的な性別と一致しない人や、どちらの性別にも違和を感じる人をトランスジェンダーと呼ぶ。
▶性的指向 : 恋愛感情や性的な関心・興味が向かう方向性。例えば性的指向が同姓に向いている人は同性愛（レ
ズビアン、ゲイ）
、同姓にも異性にも向いている人は両性愛（バイセクシュアル）、異性のみに向いている人は異
性愛（ヘテロセクシュアル）等と呼ばれる。また、恋愛感情や性的な関心・興味が生じない人もいる。
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【 基本目標Ⅰ 】 男女平等・人権尊重への意識づくり

■ 基本施策

基本目標Ⅰ

具体的な取組

基本施策：
【１】男女平等・人権尊重意識の醸成
具体的な取組

担当部署

（１）町広報紙、ホームページ等を活用した啓発及び情報提供
●町民に身近な町広報紙、ホームページ、その他の刊行物等を活用し、
男女共同参画に関する啓発・情報提供を行います
（２）男女共同参画講演会の開催
●男女共同参画への理解と知識を深めるために講演会を開催します

政策財政課

政策財政課

（３）男女共同参画町民意識調査の実施
●男女共同参画についての町民の意識を調査するためのアンケートを
実施し、結果を公表します

政策財政課

基本施策：
【２】教育の場における男女平等・人権尊重教育の推進
具体的な取組
（１）意識啓発のため教育関係者の研修会への参加
●県や関係機関が実施する男女共同参画に関する研修会等へ積極的に
参加します

担当部署
各学校
教育文化課

（２）男女平等に基づく教育の推進
●係、当番など、必要以上に男女を性別により分ける慣行の見直しを
行います
●性別にとらわれずそれぞれの個性や能力を活かした教育・指導を
行います
（３）男女平等意識を育む事業の推進
●町内の小中学生を対象に「男女平等に関する作文コンクール」等の
男女平等意識の高揚を図るための事業を実施します

各学校
教育文化課

各学校
教育文化課
政策財政課

（４）体験学習の充実
●職場体験や福祉活動など性別に関わりなく様々な体験をすることで、
将来の職業選択の幅を広げます
（５）働く親が学校行事等に参加しやすい開催日等の配慮
●働く親や複数の子どもをもつ親が参加しやすいよう、授業参観や懇談
会等の行事の日程に配慮します

13

教育文化課

各学校
教育文化課

令和元年度、令和３年度男女共同作文コンクール最優秀賞作品掲載
予定
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基本目標Ⅱ
男女間のあらゆる暴力の根絶と安心・安全な暮ら
■ 現状と課題
現

状

課

題

１

性暴力を含むあらゆる暴力は、自己肯
定感や自尊感情を失わせるなど、その後
の人生に大きな支障を来たし、貧困や様々
な困難にもつながることもある深刻な問
題である。
県実施の意識調査では「相手が大切に
しているものを壊す」など精神的に相手
を傷つけることや、「電話・メール・SNS
の内容を細かくチェックする」など人間
関係や行動を制限することを「暴力」と
思う割合が増加しており、暴力に対する
認識が高くなっている。
東日本大震災時、避難所運営において、
女性の視点が反映されにくい状況にあっ
た経験から、個別のニーズに応じて男女
双方の視点を反映できる環境づくりが求
められている。

情報通信技術（ICT）の進化や SNS など
の新たなコミュニケーションツールの広がり
に伴い、女性に対する暴力の被害は一層多様
化しており、新たな形の暴力に対し、迅速か
つ的確に対応していく必要がある。
暴力の背景には、社会における男女が置か
れた状況の違いや根深い偏見等が存在してお
り、女性に対する暴力根絶には、社会におけ
る男女間の格差是正及び意識改革を地域一丸
となって行う必要がある。
防災面において、東日本大震災で得た経験
や教訓を踏まえ、男女共同参画の視点に立っ
た取組が必要である。

２

男女が、互いの身体的特質を十分理解
し合い、思いやりをもって生きていくこ
とは、男女共同参画社会の実現の前提と
言えます。
県実施の意識調査において男女が生涯
にわたり心身共に健康であるために大切
なこととして、
「思春期、青年期、更年期、
老年期に合わせた健康づくりの推進」と
の回答が最も多くなっていることからも、
男女共同参画社会を推進するうえで、男
女が生涯を通じ心身ともに健康で充実し
た生活を送ることが求められている。

男女がその健康状態及び思春期、青年期、成
人期、更年期、高齢期などの人生の各ステー
ジに応じた課題に対し、的確に自己管理がで
きるよう健康教育や相談体制の充実が必要。
特に女性は、妊娠や出産など思春期から更年
期を通して、男性とは異なる健康上の問題に
直面することから、その健康状況に応じて適
切に自己管理ができるよう、健康支援や相談
体制を確立するとともに、社会全体の理解と
確かな情報の提供が必要である。

■ KPI（重要業績評価指標）
指標名

方向性

（現状値）

（目標値）

A：人権を侵害されたことのある
町民の割合

減少

9.9％

7.0％

増加

78.6％

82.9％

B：保健体制の充実と医療の確保
に関する満足度

※現状値：A、B ともに町民アンケート調査の誤差を考慮し、平成 30 ～令和 2 年度の平均値

【目標値設定の考え方】
A：令和 2 年度実績値である 7.9％から更なる減少を目指し、毎年 0.1 ～ 0.2％減少させる。
B：第 3 次総合計画の目標値に合わせ、毎年 0.2 ～ 0.3％増加させる。
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らしづくりや健康への支援
１

男女間のあらゆる暴力の根絶

あらゆる暴力を根絶する社会をめざし、問題の早期発見や未然防止のための啓発活動を行いま

す。また、虐待・ＤＶ等の問題について、関係機関との連携強化、相談体制の充実を図り、事案
に応じた被害者の支援に取り組みます。

２

安心・安全な暮らしづくり

人々の平穏な暮らしを脅かす災害や事件、事故はいつ発生するか分かりません。安心安全な暮

らしづくりを目指し、防災・防犯体制の整備・強化に努めます。

３

生涯を通じた男女の健康・生活支援

性と生殖に関する健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス / ライツ）※の概念の浸透を図るた
め、各種相談体制の充実に努めるとともに、正しい情報及び学習機会等の提供を行います。
思春期から高齢期まで、男女の性差に応じ、自己の健康管理意識を向上させるための情報提供
や各種検診の受診の拡大に努め、心身の健康に関する相談体制の充実を図っていきます。
また、男女という性別のみではなく、高齢者やひとり親家庭、障がいのある方など、生活上の
困難に直面しやすい人にも配慮した、すべての人にやさしいまちづくりを進めることが男女共同
参画の基本的な考え方です。公共施設等においても、高齢者、障がい者等にも配慮し、誰もが使
いやすい施設整備に努めます。

【用語の解説】

▶性と生殖に関する健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス / ライツ）
：生涯を通じて、自らの身体について自
己決定を行い健康を享受する権利のこと。子どもを産む、産まない、いつ何人産むかなどを選ぶ自由、安全で満
足のいく性生活、安全な妊娠・出産や、子どもが健康に生まれ育つこと、さらには思春期や更年期における健康
上の問題も含まれ、生涯を通じての性と生殖に関する幅広い課題を対象としている。
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【 基本目標Ⅱ 】 男女間のあらゆる暴力の根絶と安心・安全な暮らしづくりや健康への支援

■ 基本施策

基本目標Ⅱ

具体的な取組

基本施策：
【１】男女間のあらゆる暴力の根絶
具体的な取組

担当部署

（１）虐待、ＤＶ等の相談窓口の設置と支援体制の整備
●虐待、ＤＶ等の問題に対応するための相談窓口を設置します
●虐待防止ネットワーク会議による関連機関との情報共有と連携協力を
図ります
●児童相談所、保健福祉事務所、一時保護所、警察など関係機関との
連携を強化し暴力から身を守るための迅速な対応を行います
●児童虐待防止法や DV 防止法、ストーカー規制法など、暴力や人権
侵害から身を守る法律について周知を行います
●人権に関する相談窓口を設置します
●セクハラ、パワハラ等様々な「ハラスメント」防止のための啓発・
情報提供を行います

政策財政課
健康ふくし課
教育文化課
町民税務課

基本施策：
【２】安心・安全な暮らしづくり
具体的な取組

担当部署

（１）子どもの安全の確保
●子どもの登校・下校時の交通安全等、地域ぐるみで子どもの安全の
確保に努めます
●歩道の確保、街路灯・防犯灯の設置などを行います
●子どもたちの抱える悩みや問題を積極的に受け止め、いじめや暴力を
許さない環境づくりに努めます

総務課
教育文化課
建設水道課

（２）防災・防犯体制の整備・強化
●消防団員の確保に努めます
●自主防災組織の設立・育成を支援します
●地域防災計画や災害における避難所運営等において、十分に女性や多
様な背景を持つ人々の視点が反映されるよう努めます
●警察や関係機関と連携し、消費者問題、防犯に関する相談体制の充実
を図ります

総務課
町民税務課

基本施策：
【３】生涯を通じた男女の健康・生活支援
具体的な取組
（１）思春期教育など、「生」と「性」についての学習機会の提供
●発達段階に応じた性教育を実施します

担当部署
教育文化課

（２）生涯を通じた健康づくりの支援
●生活習慣病予防や健康づくりのためのレクリエーション教室など各種
講座を実施します
●年齢によって変化する女性の健康問題について年齢に応じた健康講座
を実施します
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健康ふくし課
教育文化課

具体的な取組
（３）生活習慣病等の疾病予防及び早期発見のための支援
●健康診査及び各種がん検診を実施します
（４）健康に関する相談体制の充実
●生活習慣病予防のための健康相談やこころの健康相談等を実施します

担当部署
健康ふくし課
健康ふくし課

（５）障がいのある人への支援と福祉サービスの充実
●障がいのある方が安心して日中活動や交流活動を行える場の提供を行
います

健康ふくし課

（６）誰にでもやさしいまちづくりの推進
●高齢者・障がい者にも配慮し、性別や個別ニーズに応じた誰もが活動
しやすい環境を整備します
（※ユニバーサルデザインに基づく施設整備）

全庁
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基本目標Ⅲ
男女が共に仕事・家庭生活などに参画できる環境
■ 現状と課題
現

１

２

状

課

男性の働き方に多く見られる長時間労働
は、男性の家事・育児・介護等への参画を
困難にするだけでなく、仕事と家庭の両立
を図ろうとする女性の活躍を妨げる一因と
なっている。
女性が働き続けるために、職業と家庭の
調和が図られるような制度や環境づくり、
労働時間の短縮等「働き方の見直し」とと
もに、「家庭は男女が共同で担うもの」との
共通認識が必要。

県実施の意識調査によると、女性は「出産・
育児」等を理由に退職している状況が明ら
かになっている。また同じ調査で、自宅で
介護する場合、男女ともに「自分」を主な
介護の担い手と答えた人が最も多く、男性
は 42.4％、女性は 77.9％となっている。
また、「自分の配偶者」が介護の担い手と答
えた男性は 30.3％で、依然として女性の負
担割合が大きくなっている。
また、男性の多くが仕事中心の環境に置
かれ、家事等を担うことを難しくしている。
育児・介護休暇取得者も圧倒的に女性が多
く、女性が働く時間を調整することで育児
や介護を行っている実情があり、女性の社
会参画への障害となるばかりでなく、男性
にとっても家族とのコミュニケーション不
足や子育てに十分に関われないなどの問題
を生じさせている。

題

新型コロナウイルス感染症拡大を契機に
オンライン活用が拡大したことで、男女と
もに新しい働き方の可能性が広がり、働く
場所や時間が柔軟化していくことが考えら
れる。
今後は、こうした社会変化等も踏まえて、
更に総労働時間の短縮を進めるとともに、
男女を問わず短時間勤務や在宅勤務（テレ
ワーク※）など柔軟で多様な就業形態、育
児・介護休業等を取得しやすい職場環境の
整備など、多様な生活スタイルやライフス
テージに応じた、
仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）※が実現できる雇用環
境の整備が必要である。

現在女性が多くを担っている育児・介護
について、男女が協力して担うことや社会
全体で支え合うことができるよう、子育て
支援、介護支援体制の充実などの環境づく
りが必要である。

■ KPI（重要業績評価指標）
指標名
A：男女共同参画推進まちづくり行動計画
  を知っている事業所の割合
B：子育てしやすい環境（育児や保育など）
のまちだと思う町民の割合

方向性

現状値

目標値

増加

46.7％

50.0％

増加

72.8％

83.2％

※現状値：A は事業所アンケートの令和 2 年度実績値
  B は町民アンケート調査の誤差を考慮し、平成 30 ～令和 2 年度の平均値

【目標値設定の考え方】
A：２事業所中 1 事業所が行動計画を認知していることを目標に更なる増加を目指し、
  毎年 0.5 ～ 0.6％増加させる。
B：第 3 次総合計画の目標値に合わせ、毎年 0.6 ～ 0.9％増加させる。
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境づくり
１

雇用・労働環境の整備と働き方の見直し

職場における男女平等を実現するために、事業所や自営業者等に関係する法律や制度の正しい

理解とその普及、啓発を図るとともに、意識の改革を進め、男女がともに働きやすい環境づくり
を推進します。
性別に関わりなく、適性に応じて、その能力と意欲を活かせる職場環境を目指すとともに、仕
事と育児・介護その他の活動とのバランスの取りやすい職場環境づくりを促進します。
なお、この施策は女性活躍推進法における市町村計画と位置付け、取組を推進します。

２

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の啓発と、男女がバランスよく家庭生活や地
域活動に参画できる環境づくりに取り組みます。
なお、この施策は女性活躍推進法における市町村計画と位置付け、取組を推進します。

３

育児・介護にかかる支援

育児・介護について、男女が協力して担うことができるよう、様々な家族や家庭のあり方にも
応じた多様な子育て支援、介護支援体制の充実を図ります。

【用語の解説】
▶テレワーク：情報通信技術（ICT）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。在宅勤務も
テレワークのひとつの勤務形態である。

▶仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
：男女がともに、ライフステージに応じて、仕事や家庭、地域生活、
個人の自己啓発など、様々な活動を含めた生活スタイルを自らの選択によるバランスで形成すること。
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【 基本目標Ⅲ 】 男女が共に仕事・家庭生活などに参画できる環境づくり

■ 基本施策

基本目標Ⅲ

具体的な取組

基本施策：
【１】雇用・労働環境の整備と働き方の見直し
具体的な取組

担当部署

（１）働きやすい労働環境の整備推進
●男女雇用機会均等法、女性活躍推進法及びその他の労働関係法令の
周知を行います
●長時間勤務の是正や各種休暇取得を推進します
●事業所を対象として啓発活動を行います
●事業主行動計画の策定を支援します
（２）固定的な性別役割分担意識解消の啓発
●男女の職域拡大や役割分担の見直しに向けた啓発を行います
●女性が働きやすい環境づくりのための啓発を行います

政策財政課
産業振興課

政策財政課
産業振興課

（３）事業所への意識調査の実施
●事業主を対象に男女共同参画に関する意識調査を実施し、結果を公表
します
（４）自営業における就業環境の向上支援
●商工会等と連携し男女共同参画の啓発を行います

政策財政課

産業振興課

（５）時間や場所にとらわれない働き方の推進
●サテライトオフィス※等の時間や場所にとらわれない働き方ができる
環境整備を図ります

政策財政課

基本施策：
【２】仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
具体的な取組

担当部署

（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
●広報、講演会等により仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の考え方を啓発・推進します
（２）育児休業・介護休業取得の推進
●男女の育児休業・介護休業の取得推進と制度の周知を行います
（３）男性の家事・育児への参加の推進
●男性の家事・育児への参加の推進や家庭技術講座を実施します

政策財政課

政策財政課
政策財政課
教育文化課

（４）生涯学習の推進
●学習機会の提供、学習環境の整備及び町民の自主的な学習活動の支援
を行います
●子どもとその保護者を対象とした講座や男性向けの生活技術講座など
を実施します
（５）生涯スポーツの推進
●多くの町民がスポーツに参加できる環境づくりを行います
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教育文化課

教育文化課

基本施策：
【３】育児・介護にかかる支援
具体的な取組

担当部署

（１）出会い・結婚に対する支援
●出会い・結婚に関する相談体制（結婚・子育てコンシェルジュ※の配
置等）の充実を図ります
●民間団体による婚活イベント等の実施を支援します
●出会いの機会を創出するため、婚活イベント等を実施します

政策財政課

（２） 妊娠・出産・子育てへの切れ目のない支援
●妊娠期から子育て期における相談体制を充実させるため、子育て世代
包括支援センター・子ども家庭総合支援拠点の利用促進を図ります

健康ふくし課

（３） 子育て支援の充実
●子育てに関する相談体制（結婚・子育てコンシェルジュの配置等）の
充実を図ります
●一時保育や延長保育の充実や乳児保育の拡充を図ります
●放課後児童館・児童クラブの充実を図ります
●子育て支援センターの利用促進を図ります
●子育てネットワークづくりや子育てサポーターの養成を行います
●乳幼児・児童生徒医療費助成及び各種予防接種に対する助成を
行います
●多子世帯に対する保育料の軽減措置を実施します

健康ふくし課
教育文化課

（４）介護支援体制の充実
●介護サービス等の充実を図るため、計画的な基盤整備を推進します
●地域全体での介護予防への取組を強化し、家族介護者への支援を行い
ます
●在宅介護者の交流や介護うつ防止のためのリフレッシュ事業の実施及
び相談体制の充実を図ります
●認知症施策の推進、認知症サポーターの育成を行い、福島県一認知症
にやさしい町をめざします

健康ふくし課

【用語の解説】
▶サテライトオフィス：本社から離れたところに設置されたオフィスや勤務者が遠隔勤務をできるよう通信設備を整えた
オフィスのこと。
▶結婚・子育てコンシェルジュ：少子化対策事業の一環で実施する結婚から子育て支援の総合窓口となる方です。婚活や
結婚に対する悩みや相談等にお応えします。
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基本目標Ⅳ
男女が共に担うまちづくり
■ 現状と課題
現

状

課

題

１

政治、経済、社会、文化など社会のあら
ゆる分野の意思決定の場に男女が等しく参
画することが、男女共同参画社会を実現す
るためには必要であり、特に公的機関にお
いては、そこに暮らす男女の生活に影響を
与える政策・方針を決定する場であること
から、その決定過程への女性の参画がこれ
まで以上に求められている。
町審議会・委員会における女性の割合は、
令和 2 年度から増加に転じ、令和 3 年度に
は 27.8％の割合を占めるが、目標値である
30％には到達していない。

方針決定の場への女性の参画は、民間企
業、団体、地域における各自治会や各種団
体等あらゆる場で行なわれてこそ男女共同
参画社会の実現につながることから、今後
も引き続き方針決定の場への女性の参画を
推進する必要がある。

２

町内事業所アンケートにおいて、女性管
理職の割合は平成 29 年度から増加傾向に
あり、令和 3 年度には 25.2％の割合を占め
るが、国の基本計画での目標である 30％程
度には到達していない。
また、「女性が管理職に就くことについて
どう思うか」の質問に対し、令和３年度は
45 事業所中 42 事業所が「意欲と能力のあ
る女性は管理職につくべき」と回答してい
る。

女性自身が意欲を高く持ち行動すること
ができるよう、女性活躍についての個人へ
の啓発や社会全体への働きかけを進めると
ともに、意欲ある女性に対し能力向上の支
援や情報の提供等を行い、責任を果たせる
女性人材を育成していく必要がある。

３

地域活動については、担い手の確保や高
齢化が課題となっている。
また、近年、若い女性の大都市圏への流
出が増大しているが、その一方で「田園回帰」
の動きも見られ、移住や定住などで地方と
関わる女性は増加している。

地域活動を支援する体制整備や住民同士
の交流機会の確保が必要となっている。
近年ますます加速する人口減少に歯止め
をかけ、地域活動の維持、活性化を図るため、
他地域からの移住・定住を促進する必要が
ある。

■ KPI（重要業績評価指標）
指標名
A：町審議会・委員会における
女性の割合
B：移住・定住相談窓口を通じた
   移住・定住世帯数（累計）

方向性

現状値

目標値

増加

27.8%

30.0％

増加

79 世帯

151 世帯

※現状値：A、B ともに令和 2 年度の実績値

【目標値設定の考え方】
A：第 3 次行動計画の目標値である 30％達成を目指し、毎年 0.3 ～ 0.4％増加させる。
B：累計 150 世帯を目標に更なる増加を目指し、毎年 12 世帯増加させる。
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１

政策・方針決定の場への女性参画の推進

町の施策・方針決定の場への女性参画を推進し幅広い意見や要望を行政活動に反映させるため、

各種審議会・委員会等への女性の登用率の向上と、女性だけでなくすべての町民が行政活動に参
画しやすい体制整備と参加推進に取り組みます。
政治や行政の公的分野や企業・団体・地域等において女性の参画が進まない要因として、固定
的な性別役割分担意識が根強く残っていることなどが考えられます。
あらゆる分野に女性が参画し、責任ある役割を果たしていくためには、まず女性の意識を高め
ていく必要があります。

２

女性人材の育成支援

結婚・出産とともに一度家庭に入り、育児が一段落してから職場復帰しようとする女性に対し
て再チャレンジ、再就職の支援が求められています。
国、県と連携し、女性のエンパワーメントのための教育・学習活動の充実を図り、女性があら
ゆる分野で活躍できる環境づくりのため、機会の確保や情報提供に努めます。
女性自らが、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、学習会やセミナー等に参加し、能力開
発の機会を得られるよう環境整備を図ります。
女性管理職の極端に少ない企業や団体等に対しては、女性登用等に関する情報提供や、さまざ
まな機会を通じ、女性の登用についての理解を得ながら、社会的機運の醸成を図ります。
なお、この施策は女性活躍推進法における市町村計画と位置付け、取組を推進します。

３

多様な主体によるまちづくりと移住・定住及び交流の推進

ＮＰＯ、ボランティア又はまちづくり団体等の町民主体による活動及び交流等を支援します。
また、町では近年急速に進む人口減少対策として、移住・定住を推進しています。新型コロナ
ウイルス感染症の影響により地方移住への関心が高まっているとともに、テレワークの導入やオ
ンラインの活用が進み、地方の女性の働き方に関する新たな可能性ももたらされています。こう
した意識や行動の変化を踏まえ、地方との関わりを希望する女性の積極的な受入れや地方の女性
の多様で柔軟な働き方を支えるための環境づくりに取り組みます。
町総合計画や総合戦略においても特に重要な課題として位置付けていることから、本行動計画
においても重点施策と位置付け、取組を強化していきます。
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【 基本目標Ⅳ 】 男女が共に担うまちづくり

■ 基本施策

基本目標Ⅳ

具体的な取組

基本施策：
【１】政策・方針決定の場への女性参画の推進
具体的な取組

担当部署

（１）町の各種審議会等への女性の登用及び女性参画の推進
●審議会・委員会等への女性の登用を推進し、登用率目標を令和 8 年度
までに 30％とし、毎年登用率の調査を実施します

全庁

（２）行政活動における町民参加の推進
●みんなの声をまちづくりにいかす条例に基づく町民参加制度の周知と
推進を行います
●提案箱やホームページを活用し、町民の意見や提案の聴取を行い、
まちづくりに活かします

全庁

基本施策：
【２】女性人材の育成支援
具体的な取組
（１）女性人材育成のための学習機会の提供
●女性人材育成のため関係機関等が開催する講座への積極的な参加を
促進します
（２）女性起業家を支援するための研修等の情報の提供
●女性起業家育成講座や支援事業などの情報を提供します

担当部署
政策財政課
教育文化課
政策財政課
産業振興課

（３）企業・団体などにおける重要ポストへの女性登用推進のための啓発
●パンフレット等を配布するなどして事業主へ積極的な女性登用に
関する啓発を行います
●事業主行動計画の策定を支援します（再掲）

政策財政課
産業振興課

基本施策：
【３】多様な主体によるまちづくりと移住・定住及び交流の推進
具体的な取組

担当部署

（１） 町民の地域活動の支援
●ＮＰＯ、ボランティア、コミュニティ組織などの地域を支える多様な
活動の支援及び新たなＮＰＯ法人設立のための支援を行います
●集落支援員を活用し、集落活動や集落間の連携構築を支援します

政策財政課

（２） 移住・定住の促進及び交流の推進
●移住・定住に関する相談体制（移住定住支援コーディネーターの配置
等）の充実や田舎ぐらし体験事業等により移住・定住の促進を図ります
●空き家バンク制度等による空き家の利活用を推進し、移住・定住の促
進を図ります
●地域おこし協力隊制度を活用し、地域の活性化を図ります
●Ｕ・Ｉターン者や外国人が地域に溶け込み、多様な主体によるなまち
づくりを推進します
●姉妹・友好都市等自治体交流・民間交流を推進します
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政策財政課

第３章
行動計画の推進
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男女共同参画社会を実現するため、行政が中心になって関連施策を展開することはもとより、す
べての町民、家庭、地域、学校、職場等がそれぞれの立場で自主的に男女共同参画に取り組むこと
が大切です。そして、相互に理解を深めながら、共に目標に向かって着実な歩みを進めます。

１．行政における推進体制の整備と充実
（１）男女共同参画推進審議会

この審議会は、会津美里町男女共同参画推進まちづくり条例により、男女共同参画に

よるまちづくりを推進するため、町民の代表者、各機関の代表者及び学識経験者で構成
された審議会です。条例の規定により定められた事項を審議するほか、町長が諮問する
男女共同参画の推進に関する事項の審議や施策の実施状況の確認を行います。
また、男女共同参画の推進について町長に意見を述べることができます。

（２）庁内推進体制の整備

男女共同参画社会の実現に向け、総合的かつ効果的に推進するうえで、特定の部署だ

けで対応することは困難であることから、全庁一丸となって取り組みます。また、本行
動計画を総合的に推進するため、まちづくり政策課において、各部門、各機関相互の連
絡調整を図ります。
また、本行動計画の進捗状況及び成果をより正確に把握するため、各年度当初に、各
課における当該年度の取組計画を作成し、
年度末にその実績を取りまとめ、
町ホームペー
ジ等で公表します。
さらに、狭義の男女共同参画施策だけでなく、結果的に男女共同参画社会の形成に影
響を及ぼすと思われる関連施策も視野に入れて取り組むためには、職員の資質が大きく
影響します。行政職員が男女共同参画に対する認識を高め、その視点を養い、各種施策
をより一層推進するため、職員研修の充実を図ります。

（３）調査・研究機能の充実及び報告

条例及び本行動計画をはじめ、男女共同参画に係る諸施策が町民に与えた影響等につ

いて町民意識調査等により定期的に調査します。
また、主要課題の調査・研究を行うとともに、事業所や民間団体等の調査も行い、男
女共同参画推進のための施策に反映させます。
調査結果については、ホームページや広報紙等により公表します。

２．町民・事業者及び民間団体等との協力
（１）町民・事業者及び民間団体等における取組

家庭、職場、地域社会、学校等あらゆる場において、男女共同参画の視点を反映させ

た取組を展開することが求められます。
特に自治会やＰＴＡ、農業団体等の民間団体、その他の団体における社会制度や慣行
に根付いている男女の固定的な役割分担意識について、その解消に向けた自主的な取組
を求めていきます。
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（２）民間団体等とのネットワーク化

男女共同参画社会の実現には、様々な分野で独自の視点に立って自主的な活動をして

いる民生委員、社会福祉協議会、事業主団体、ＮＰＯ法人及びボランティア・まちづく
り団体等の果たす役割は重要であり、
行政と対等な立場に立って協力体制を組むことは、
男女共同参画の推進を図る上で、欠くことのできない要件です。
女性の自立支援など直接的な活動をしているグループのみならず、会津美里町を拠点
とし活動するすべての団体と協働し、行政と一体となった取組により男女共同参画社会
の実現をめざします。

３．国・県との連携協力
男女共同参画の推進に関する事項は非常に広範囲にわたるため、町の取組だけでは解決につなが
りません。国や県等からの情報提供や活動支援をはじめ、各種男女共同参画に関する会議等、協力・
連携を深めます。
特に福島県の男女共同参画社会形成のための実践的活動拠点である「男女共生センター」と連携・
協力を図りながら、情報提供、自立促進、研修会・交流事業への参加を促進します。
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会津美里町男女共同参画推進まちづくり条例
平成 17 年 10 月１日
条例第７号

目次
前文
第１章
第２章
第３章
第４章
第５章
附則

総則（第１条―第８条）
男女共同参画推進体制（第９条―第 11 条）
行動計画等（第 12 条）
相談窓口の設置（第 13 条）
補則（第 14 条）

前文
日本国憲法は、個人の尊重と法の下の平等がうたわれている。
すべての人は、その性別にかかわりなく、個性ある一人の個人として尊重され、一人ひとりの尊
厳を確保する地域社会でなければならない。
しかしながら、長い歴史の中で性別による役割分担意識や慣習が根強く残っており、男女平等の
実現には更なる努力が求められている。会津美里町は、すばらしい文化と歴史を持つ町であるが、
反面、旧来の社会慣行やしきたりが家庭をはじめ職場、そして地域の中にも強く残っており、女性
の活動があらゆる分野で制約を受けてきている。
いま過疎化に加え、少子高齢化が急速に進む我が町においては、その変化に対応するため男女の
別なく様々な分野に共同参画することが求められている。特に女性が持てる能力を十分発揮できる
まちづくりが重要課題とされている。
会津文化発祥の地、会津美里町ではこのような現状を踏まえ、町民一人ひとりが大切にされる町、
真に豊かで活力ある町をめざし、町民の総意として男女共同参画の推進に取り組んでいくことを決
意して、ここに会津美里町男女共同参画推進まちづくり条例を制定する。

第１章

総則

（目的）
第１条 この条例は、男女共同参画によるまちづくりの基本理念を定め、実現すべき姿並びに町、
町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることによって町民
一人ひとりの個性が輝き、明るく活力に満ちたまちづくりに寄与することを目的とする。
（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１） 男女共同参画…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、ともに責任を担うことをいう。
（２） 事業者…町内において公的機関、民間の別、及び営利、非営利の別を問わず事業を行う
ものをいう。
（３） 積極的改善措置…社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の
格差を改善するため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積
極的に提供することをいう。
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（４） セクシュアル・ハラスメント…性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、
又は性的言動により相手方の生活環境を害することをいう。
（基本理念）
第３条 町、町民及び事業者等は、次に掲げる事項を基本理念として男女共同参画によるまちづ
くりを進めるものとする。
（１） 男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別による差別的扱いを受けず、ともにその個
性と能力を発揮する機会が確保されるなど、男女の人権が尊重されるまちであること。
（２） 男女がそれぞれ自立した個人として、自己の意思で多様な生き方が選択でき、かつ、そ
の生き方が尊重され、自己決定権が確立されるまちであること。
（３） 男女が、家族的責任及び社会的責任をともに担い、家庭、職場、学校、地域などあらゆ
る場における活動に平等・対等な立場で参画できるまちであること。
（４） 男女が、町や事業者における政策又は方針、計画の立案及び決定に、共同して参画する
機会が確保されるまちであること。
（実現すべき姿）
第４条 町、町民及び事業者は、次に掲げる事項を男女共同参画によるまちづくりに当たっての
実現すべき姿として、これに努めるものとする。
（１） 家庭において実現すべき姿
ア 「男だから」・「女だから」といった性別ではなく、それぞれの個性を重視し、
「その人ら
しさ」を大切にする家庭になること。
イ 家族一人ひとりが多様な生き方を選択でき、その能力、適性をみんなが認め合い、明る
く充実した家庭になること。
ウ 「男は仕事」・「女は家庭」の意識を超えて、家事、育児、介護などの家庭の営みに家族
全員がかかわり、苦楽をともに分かち合い、家族のつながりが深まること。
（２） 職場において実現すべき姿
ア 個人の意欲、個性などが合理的かつ適切に評価され、採用、配置、賃金、昇進などにつ
いて性別を理由とする差別がない、いきいきとした職場になること。
イ 効率的かつ効果的な労働によって、長時間労働やストレスがたまる職場環境の改善が図
られ、家庭生活や地域活動が、活力とゆとりのある充実したものとなること。
ウ 育児休業や介護休業を男女等しく積極的に取得できるようになるなど、仕事と家庭が両
立するようになること。
エ 妊娠・出産期、更年期など女性特有の生涯の各段階に応じた適切な健康管理が行われる
こと。
オ セクシュアル・ハラスメントのない、快適で安心して仕事ができる職場環境が作られる
こと。
（３） 学習・教育により実現すべき姿
ア 「男の子だから」・「女の子だから」という性別にとらわれない、それぞれの個性や人権
を大切にする子供が育つこと。
イ 男女の別なく、育児、介護、ボランティアなどの体験を重視した学習が進むこと。
ウ 進学や就職などにおいて、性別にとらわれない、個人の能力や適性を考慮した選択が尊
重されること。
エ 家庭、職場、学校、地域などにおいて、性別にとらわれない係や当番などの役割分担が
行われること。
オ 老若男女を問わず、町民が等しく男女共同参画社会について学習する機会が増進される
こと。
（４） 地域において実現すべき姿
ア 男女が連帯して地域の活動に参画し、企画や実践にかかわることによって生きがいと活
力のあるまちづくりが進められること。
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イ

古い慣習、しきたりなどの制約を克服し、男女の相互理解によってそれぞれの行動や考
え方が尊重され、意思が決定されること。
ウ 女性の積極的な社会参画により、女性の多様なリーダーシップが発揮されること。
エ すべての人の人権が尊重され、差別のない心豊かな地域社会が作られること。
（性別による権利侵害等の禁止）
第５条 何人も、性別を理由とする権利侵害や差別的取扱いを行ってはならない。
２ 何人も、地域、職場、学校などのあらゆる場においてセクシュアル・ハラスメントを行って
はならない。
３ 何人も、夫婦間を含むすべての男女間において、個人の尊厳を踏みにじる暴力や虐待を行っ
てはならない。
（町の責務）
第６条 町は、男女共同参画のまちづくりのため、次に掲げる事項について、積極的改善措置の
責務を有する。
（１） 積極的な啓発、学習促進等…この条例が広く町民及び事業者等の理解が得られるよう啓
発、学習促進等に積極的に努めること。
（２） 情報の収集、公表等…男女共同参画に関する情報の収集を行い、分析をするとともに、
これを町民及び事業者等に公表に努めること。
（３） 町民等への支援…町民や事業者等が実施する男女共同参画のまちづくり活動を支援する
ため、情報の提供を行い、その他必要な措置を講ずるよう、活動拠点施設の整備に努め
ること。
（４） 他の自治体との連携・協力…国及び県の施策等と調整を図りながら、他の自治体との広
域的連携・協力に努めること。
（５） 国際的な協力等…情報交換、会議参加促進など国際的な協力・連帯に努めること。
２ 町は、人事管理及び組織運営において、個人の能力を合理的かつ適切に評価し、率先して男
女共同参画の実現に努めるものとする。
（町民の責務）
第７条 町民は、男女共同参画の推進に関する理解を深め、従来の慣行にとらわれることなく、
生活のあらゆる場面において、その実現に努めることとする。
２ 町民は、町が行う男女共同参画推進に向けた施策に協力するよう努めることとする。
（事業者の責務）
第８条 事業者は、男女共同参画推進に関する理解を深め、その事業活動のあらゆる場面におい
て、積極的に改善措置を講ずるなどその実現に努めることとする。
２ 町長は、男女共同参画の促進に必要と認める場合、事業者に対して男女共同参画推進につい
て報告を求めることができる。また、必要と認める場合には、当該事業者に対して助言等を行うこ
とができる。

第２章

男女共同参画推進体制

（男女共同参画推進審議会）
第９条 町長は、男女共同参画のまちづくりを推進するため、
男女共同参画推進審議会（以下「審
議会」という。）を置く。
（所掌事務）
第 10 条 審議会は、この条例の規定により定められた事項を審議するほか、町長の諮問に応じ、
男女共同参画の推進に関する事項を調査審議する。
２ 審議会は、男女共同参画の推進に関する事項について町長に意見を述べることができる。
（組織）
第 11 条 審議会は、委員 10 人以内をもって組織する。
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２ 委員の構成については、男女のいずれか一方の委員の数が、委員総数の 10 分の４未満であっ
てはならない。
３ 審議会の委員は、次の者から町長が委嘱する。
（１） 町民を代表する者
（２） 事業者等及び各種機関を代表する者
（３） 学識経験を有する者
４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を
妨げないものとする。

第３章

行動計画等

（行動計画の策定）
第 12 条 町長は、男女共同参画のまちづくり実現のため、
総合的かつ具体的な施策を取りまとめ、
会津美里町男女共同参画推進まちづくり行動計画
（以下
「行動計画」
という。
）
を策定するものとする。
２ 町長が、行動計画を策定するに当たっては、審議会の意見を聴取し、町民及び事業者の意見
が反映するように努めるものとする。
３ 町長は、行動計画を策定したときは、議会に報告するとともに町民及び事業者に周知し、理
解と協力を促すものとする。

第４章

相談窓口の設置

（男女共同参画相談窓口）
第 13 条 町は、男女共同参画によるまちづくりに関する問題等を処理するため、男女共同参画
相談窓口を置き、関係機関等と連絡をとり、相談者に対し、必要な支援を行うなど解決に努めるも
のとする。

第５章
（委任）
第 14 条

附

補則
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

則

（施行期日）
１ この条例は、平成 17 年 10 月１日から施行する。
（経過措置）
２ 第 11 条第４項の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて委嘱される委員の任期は、平
成 19 年３月 31 日までとする。
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男女共同参画推進審議会委員名簿
委員区分

役

職

等

氏

名

第 11 条第 3 項第 1 号
（町民代表）

公募委員

長谷川

第 11 条第 3 項第 1 号
（町民代表）

公募委員

秋本

尚恵

第 11 条第 3 項第 1 号
（町民代表）

公募委員

櫻井

知子

第 11 条第 3 項第 1 号
（町民代表）

公募委員

髙山

由佳

安達

和重

塚原

徳美

第 11 条第 3 項第 2 号
（各種機関等を代表する者）
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元会津美里町職員
前男女共同参画推進審議会会長

川島

忠夫

第４次男女共同参画推進まちづくり行動計画策定経過
開催時期

審議会

令和 3 年 6 月 10 日

第 1 回男女共同
参画推進審議会

協議内容
策定スケジュール確認

令和 3 年 7 月 30 日

第 2 回男女共同
参画推進審議会

基本目標及び基本施策について

令和 3 年 8 月 31 日

第 3 回男女共同
参画推進審議会

具体的な取組、KPI 及び計画素案について

令和 3 年

月

日

第 4 回男女共同
参画推進審議会

令和 4 年

月

日

第 5 回男女共同
参画推進審議会
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令和２年度男女共同参画に関するイラスト付きメッセージ
最優秀賞作品掲載

予定
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会津美里町
第 4 次男女共同参画推進
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資料２
資料3

KPI設定資料

標記されている年度は、事業を実施した年度として捉える。したがって、その成果として町民アン

＊KPIの年度の捉え方

ケート調査・事業所アンケートにより実績値を把握できるのは翌年度となる。

基本目標Ⅰ 男女平等・人権尊重への意識づくり
指標名
年度
値
平均値

習慣やしきたりによる男女の不平等を感じている町民の割合
平成30年

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

現状値
35.6

36.9

令和5年度

令和6年度

令和7年度

見込値
35.2

34.4

33.4

32.6

目標値
31.7

35.9

■現状値：町民アンケート調査の誤差を考慮し、平成30年度～令和2年度の平均値
■目標値設定の考え方：第３次行動計画の目標値である30％達成を目指し、毎年0.8～0.9％減少させる。

1

令和8年度

30.8

30.0

基本目標Ⅱ 男女間のあらゆる暴力の根絶と安心・安全な暮らしづくりや健康への支援
指標名
年度
値

人権を侵害されたことのある町民の割合
平成30年

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

現状値
12.6

令和5年度

令和6年度

令和7年度

見込値
9.1

7.9

7.8

7.7

令和8年度
目標値

7.6

7.4

7.0

7.2

9.9

平均値

■現状値：町民アンケート調査の誤差を考慮し、平成30年度～令和2年度の平均値
■目標値設定の考え方：更なる減少を目指し、毎年0.1～0.2％減少させる。

指標名
年度
値

保健体制の充実と医療の確保に関する満足度【新規設定】
平成30年

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

現状値
80

平均値

77.4

令和5年度

令和6年度

令和7年度

見込値
78.5

81.5

81.9

82.2

令和8年度
目標値

82.5

82.7

82.9

78.6
※R3～R7は第3次総合計画での目標値

■新規設定の理由：健康分野を広く評価する指標が必要であり、各種検診や健康管理意識の向上、心身の健康に関する相談体制
の充実等の取組成果を評価するものとして、第3次総合計画の政策「健やかで人にやさしいまちづくり」で設定されている上記
指標を用いることとした。
■現状値：町民アンケート調査の誤差を考慮し、平成30年度～令和2年度の平均値
■目標値設定の考え方：第3次総合計画の目標値に合わせ、毎年0.2～0.3％増加させる
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基本目標Ⅲ 男女が共に仕事・家庭生活などに参画できる環境づくり
指標名
年度
値

男女共同参画推進まちづくり行動計画を知っている事業所の割合【新規設定】
平成30年

令和元年度

実績値

令和2年度

令和3年度

令和4年度

35.7

令和6年度

令和7年度

見込値

現状値

36.7

令和5年度

46.7

47.2

47.7

48.2

令和8年度
目標値

48.8

49.4

50.0

■新規設定の理由：男女が共に仕事・家庭生活などに参画できる環境づくりには、仕事と生活の調和（ワークライフバランス）
の推進が必要であり、より多くの事業所で仕事と家庭生活のバランスが保てる職場環境づくりが求められる。したがって、まち
づくり行動計画が広く浸透することは、より多くの事業所での職場環境づくりのきっかけにつながることから、上記指標を用い
ることとした。
■現状値：事業所アンケートの令和2年度実績値
■目標値設定の考え方：２事業所中1事業所が行動計画を認知していることを目標に更なる増加を目指し、 毎年0.5～0.6％増加
させる

指標名
年度
値
平均値

子育てしやすい環境（育児や保育など）のまちだと思う町民の割合【新規追加】
平成30年

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

現状値
76.5

70.1

令和5年度

令和6年度

令和7年度

見込値
71.7

79.7

80.6

81.3

令和8年度
目標値

82.0

82.6

83.2

72.8
※R3～R7は第3次総合計画での目標値

■新規設定の理由：男性が仕事中心の環境に置かれることで、女性に負担がかかる育児については、事業所における職場環境づ
くりのほか、子育てしやすい環境のまちづくりを行っていく必要があることから、上記指標を用いることとした。
■現状値：町民アンケート調査の誤差を考慮し、平成30年度～令和2年度の平均値
■目標値設定の考え方：第3次総合計画の目標値に合わせ、毎年0.6～0.9％増加させる
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基本目標Ⅳ 男女が共に仕事・家庭生活などに参画できる環境づくり
指標名

町審議会・委員会における女性の割合
平成30年

年度

令和元年度

実績値

値

23.4

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和6年度

令和7年度

見込値

現状値
27.4

令和5年度

27.8

28.1

28.4

28.8

令和8年度
目標値

29.2

29.6

30.0

■現状値：令和2年度の実績値
■目標値設定の考え方：第３次行動計画の目標値である30％達成を目指し、毎年0.3～0.4％増加させる。
指標名

移住・定住相談窓口を通じた移住・定住世帯数（累計）

年度
値

平成30年

令和元年度

実績値
26

令和2年度

【新規設定】

令和3年度

令和4年度

令和6年度

令和7年度

見込値

現状値
49

令和5年度

79

91

103

115

令和8年度
目標値

127

139

151

■新規設定の理由：近年のテレワークやオンライン活用の急速な発展により新たな働き方の可能性がもたらされ、地方との関わ
りを希望する移住定住希望者を積極的に受け入れられる環境づくりが必要であることから、それを評価できる上記指標を用いる
こととした。
■現状値：令和2年度の実績値
■目標値設定の考え方：累計150世帯を目標に更なる増加を目指し、毎年12世帯増加させる
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資料３
第３次男女共同参画推進まちづくり行動計画取組内容
基本目標Ⅰ 男女平等・人権尊重への意識づくり
具体的な取組み
内

担当部署

容

事務局案

（１） 町広報紙・ホームページ等を活用した啓発及び情報提供
政策財政課
・町民に身近な町広報紙、刊行物等を活用し、男女共同参画に関する啓発・情報提供を行います

基本施策１
（２）男女共同参画講演会の開催

男女平等・
人権尊重意識の醸成

政策財政課
・男女共同参画への理解と知識を深めるために講演会を開催します

（３）男女共同参画町民意識調査の実施
政策財政課
・男女共同参画についての町民の意識を調査するためのアンケートを実施し、結果を公表します

（１） 意識啓発のため教育関係者の研修会への参加

教育文化課
・県や関係機関が実施する男女共同参画に関する研修会等へ積極的に参加します

（２） 男女平等に基づく教育の推進

教育文化課

・係、当番など、必要以上に男女を分ける慣行の見直しを行います
・性別にとらわれずそれぞれの個性や能力を活かした教育・指導を行います

基本施策２

（３） 男女共同参画に関する作文コンクールの実施
男女平等意識を育む事業の推進

教育の場における男女平
等・人権尊重教育の推進

・町内の中学生を対象に、男女共同参画に関する作文コンクールを実施し、優秀作品を表彰及び公
表
・町内の小中学生を対象に「男女平等に関する作文コンクール」等の男女平等意識の高揚を図るた
めの事業を実施します

政策財政課
教育文化課

作文コンクール以外の事業も実施できるように修正。

（４） 体験学習の充実
・職場体験や福祉活動など性別に関わりなく様々な体験をすることで、将来の職業選択の幅を広げ
ます

教育文化課
健康ふくし課

所管外のため健康ふくし課を削除する。

（５） 働く親が学校行事等に参加しやすい開催日等の配慮
・働く親や複数の子どもをもつ親が参加しやすいよう、授業参観や懇談会等の行事日程に配慮しま
す

教育文化課

（１） 家庭・地域における役割分担意識の見直し
・社会慣行などにある男女共同参画社会の実現を阻害している性別による役割分担意識の見直し
に向けた啓発を行います

政策財政課

意味合いが似ているため、「基本施策１（1）町広報紙・ホームページ等
を活用した啓発及び情報提供」に統合。

基本施策3
（２） 男女共同参画の視点からの生涯学習の充実

家庭・地域における男女平
等意識の普及・啓発

・子どもとその保護者を対象とした講座や男性向けの生活技術講座などを実施します

政策財政課
教育文化課

「基本目標Ⅲ基本施策２（４）生涯学習の推進」に統合。

※基本施策３を削除。家庭
は基本目標Ⅲ、地域は基本 （３） 各種事業の開催日の配慮
目標Ⅳにて取り扱う。
・様々な年代、様々なライフスタイルの人が町主催の事業に参加できるよう開催日時を配慮します
・子育て世代を対象とした行事などを開催する際には、必要に応じ託児室の設置等に配慮します

1

全庁

全庁に浸透されており、あえて計画に載せる必要がないため削除。

第３次男女共同参画推進まちづくり行動計画取組内容
基本目標Ⅱ 多様性の尊重と安心・安全な地域づくり
基本目標Ⅱ 男女間のあらゆる暴力の根絶と安心・安全な暮らしづくりや健康への支援
具体的な取組み
内

基本施策１
男女間のあらゆる暴力の
根絶
※従来の基本施策１を分
離

担当部署

容

事務局案

（１） 虐待、ＤＶ等の相談窓口の設置と支援体制の整備
・虐待、ＤＶ等の問題に対応するための相談窓口を設置します
・虐待防止ネットワーク会議による関連機関との情報共有及び連携協力を図ります
・女性のための相談支援センターや児童相談所、保健福祉事務所、警察など関係機関との連携を
強化し暴力から身を守るための迅速な対応を行います
・児童虐待防止法やDV防止法、ストーカー規制法など、暴力や人権侵害から身を守る法律につい
て周知を行います
・人権に関する相談体制の充実人権に関する相談窓口を設置します
・セクハラ、パワハラ等様々な「ハラスメント」防止のための意識醸成を図ります啓発・情報提供を行
います

政策財政課
健康ふくし課
教育文化課
町民税務課

「人権に関する相談体制の充実」を「人権に関する相談窓口
の設置」に修正。
文言の修正。

（１） 子どもの安全の確保

基本施策２

・子どもの登校・下校時の交通安全等、地域ぐるみで子どもの安全の確保に努めます
・歩道の確保、街路灯・防犯灯の設置などを行います
・子どもたちの抱える悩みや問題を積極的に受け止め、いじめや暴力を許さない環境づくりに努め
ます

総務課
教育文化課
建設水道課

安心・安全な暮らしづくり
（２） 防災・防犯体制の整備・強化

※従来の基本施策１を分
離

・消防団員、女性消防団員の確保に努めます
・自主防災組織の設立・育成を支援します
・地域防災計画や災害における避難所運営等において、十分に女性や多様な背景を持つ人々の
視点が反映されるよう努めます
・警察や関係機関と連携し、消費者問題、防犯に関する相談体制の充実を図ります

総務課
町民税務課

文言修正。新規取組追加。

健康ふくし課
教育文化課

「（３） 生涯を通じた健康づくりの支援」に統合する。

健康ふくし課
教育文化課

所管外のため健康ふくし課を削除する。

健康ふくし課
教育文化課

「（１） 思春期から更年期における女性の健康づくりの支援」
から移動。

（１） 思春期から更年期における女性の健康づくりの支援

・年齢によって変化する女性の健康問題について年齢に応じた健康講座を実施します

（２） 思春期教育など、「生」と「性」についての学習機会
の提供
・発育段階に応じた性教育を実施します

基本施策３
生涯を通じた男女の健康
生活支援

（３） 生涯を通じた健康づくりの支援
・生活習慣病予防や健康づくりのためのレクリエーション教室など各種講座を実施します
・年齢によって変化する女性の健康問題について年齢に応じた健康講座を実施します

（４） 生活習慣病等の疾病予防及び早期発見のための支援

健康ふくし課
・健康診査及び各種がん検診を実施します

（５） 健康に関する相談体制の充実

健康ふくし課
・生活習慣病予防のための健康相談やこころの健康相談等を実施します

（１） 高齢者の支援と社会参加の推進
・老人クラブ活動をはじめ高齢者向けのセミナーやレクリェーション活動を支援し、生きがい活動の
充実を図るとともに介護予防に向けた事業を実施します
・関係機関等と連携した一人暮らしの高齢者の見守り活動の推進、ネットワークの構築を行います

健康ふくし課
教育文化課

男女共同参画との関りが薄いと思われるため削除する。

健康ふくし課

「基本目標Ⅲ基本施策３ 育児・介護にかかる支援」に移動。

健康ふくし課

男女共同参画との関りが薄いと思われるため削除する。

（２） 介護支援体制の充実

基本施策３

・介護サービス等の充実を図るため、計画的な基盤整備を推進します
・地域全体での介護予防への取組を強化し、家族介護者への支援を行います
・在宅介護者の交流や介護うつ防止のためのリフレッシュ事業の実施及び相談体制の充実を図り
ます
・認知症施策の推進、認知症サポーターの育成を行い、福島県一認知症にやさしい町を目指します

すべての人にやさしい福祉
推進
（３） ひとり親家庭の支援
※意味合いが似ているた
め、（新）基本施策３に統
合、集約する。

・児童扶養手当の交付やひとり親医療費助成を実施します

（４） 障がいのある人への支援と福祉サービスの充実
・障がいのある方が安心して日中活動を行える場所を提供し、交流活動や生きがい活動の充実
・障がいのある方が安心して日中活動や交流活動を行える場の提供を行います

健康ふくし課

（取組内容の修正）
・障がいのある方が安心して日中活動や交流活動を行える場
の提供

（５） 誰にでもやさしいまちづくりの推進
・高齢者・障がい者などにも配慮し、性別や個別ニーズに応じた誰もが活動しやすい環境の整備し
ます
（※ユニバーサルデザインに基づく施設整備）
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全庁

文言修正。

第３次男女共同参画推進まちづくり行動計画取組内容
基本目標 Ⅲ 男女が共に仕事・家庭生活などに参画できる環境づくり
具体的な取組み
内

容

担当部署

事務局案

政策財政課
産業振興課

「事業所を対象としたセミナー等を開催します」を「事業所を対象として啓発活
動を行います」に修正。
（理由）
活動の中心はセミナーの開催ではなく、チラシ等による啓発活動のため。

政策財政課
産業振興課

表現の変更。

（１） 働きやすい労働環境の整備推進
・男女雇用機会均等法、女性活躍推進法及びその他の労働関係法令の周知を行います
・長時間勤務の是正や各種休暇取得を推進します
・事業所を対象としたセミナー等を開催します事業所を対象として啓発活動を行います
・事業主行動計画の策定を支援します

（２） 性別による役割分担意識解消の啓発
固定的な性別役割分担意識解消の啓発
・男女の職域拡大や役割分担の見直しに向けた啓発を行います
・女性が働きやすい環境づくりのための啓発を行います

基本施策1

（３） 事業所への意識調査の実施

政策財政課
・事業主を対象に男女共同参画に関する意識調査を実施し、結果を公表します

雇用・労働環境の整備と働
（４） 自営業における就業環境の向上支援
き方の見直し
産業振興課

農業における家族経営協定の締結支援については、男女共同参画と関わり
が薄いため削除する。

産業振興課

創業支援及び後継者育成の取組については、性別により特に必要となる支
援はなく、事業が成功するためには男女とも同様の支援が必要となるため、こ
の項目は削除する。

政策財政課

新規取組追加。

政策財政課
教育文化課

教育文化課所管外のため課名削除。

・農業における家族経営協定の締結を支援します
・商工会等と連携し男女共同参画の啓発を行います

（５）地域雇用の創出
・金融機関等と連携した創業（起業）支援を行います
・地場産業、伝統工芸等の後継者育成を支援します

（６）時間や場所にとらわれない働き方の推進
・サテライトオフィス等の場所や時間にとらわれない働き方ができる環境整備を図ります

（１） ワークライフバランスの推進
・広報、講演会等によりワークライフバランスの考え方を啓発・推進します

（２） 育児休業・介護休業取得の推進
政策財政課
・男女の育児休業・介護休業の取得推進と制度の周知を行います

基本施策２
ワークライフバランス（仕事
と生活の調和）の推進

（３） 男性の家事・育児への参加の推進
・男性の家事・育児への参加の推進や家庭技術講座を実施します
・イクメン推進のためのキャンペーン活動等を実施します

（４） 生涯学習の推進
・学習機会の提供、学習環境の整備及び町民の自主的な学習活動の支援を行います
・子どもとその保護者を対象とした講座や男性向けの生活技術講座などを実施します

政策財政課
教育文化課

イクメン推進について、流行が終わったため削除。

教育文化課
政策財政課

「基本目標Ⅰ基本施策３（２）」から移動。

（５） 生涯スポーツの推進
教育文化課
・多くの町民がスポーツに参加できる環境づくりを行います

（１） 出会い・結婚に対する支援
・出会い・結婚に関する相談体制（結婚・子育てコンシェルジュの配置等）の充実を図ります
・民間団体による婚活イベント等の実施を支援します
・出会いの機会を創出するため、婚活イベント等を実施します

政策財政課

文言修正。
新規取組追加。

健康ふくし課

内容見直し。
（２）妊娠・出産・子育てへの切れ目のない支援
・妊娠期から子育て期における相談体制を充実させるため、子育て世代包括
支援センター・子ども家庭総合支援拠点の利用促進を図ります

教育文化課
政策財政課
健康ふくし課

政策財政課所管外のため課名削除。

（２） 妊娠から出産までの一貫した母子保健サービス
妊娠・出産・子育てへの切れ目のない支援

基本施策３
育児・介護にかかる支援

・来庁時や電話等での相談又は家庭訪問の実施により、相談しやすい体制を整備するとともに適
切な情報提供を行います
・妊娠届出時に妊娠・出産に関する刊行物の配布及び相談対応を行います
・家族計画についての指導を行います
・妊婦一般健康診査時の費用負担を行います
・妊娠期から子育て期における相談体制を充実させるため、子育て世代包括支援センター・子ども
家庭総合支援拠点の利用促進を図ります

結婚・妊娠・出産・子育てに
対する切れ目のない支援 （３） 子育て支援の充実
・子育てに関する相談体制（結婚・子育てコンシェルジュの配置等）の充実を図ります
・一時保育や延長保育の充実や乳児保育の拡充を図ります
・放課後児童館・児童クラブの充実を図ります
・子育て支援センターの利用促進を図ります
・子育てネットワークづくりや子育てサポーターの養成を行います
・乳幼児・児童生徒医療費助成及び各種予防接種に対する助成を行います
・多子世帯に対する保育料の軽減措置を実施します

（４） 介護支援体制の充実
・介護サービス等の充実を図るため、計画的な基盤整備を推進します
・地域全体での介護予防への取組を強化し、家族介護者への支援を行います
・在宅介護者の交流や介護うつ防止のためのリフレッシュ事業の実施及び相談体制の充実を図り
ます
・認知症施策の推進、認知症サポーターの育成を行い、福島県一認知症にやさしい町を目指しま
す
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健康ふくし課

「基本目標Ⅱ基本施策３」から移動。

第３次男女共同参画推進まちづくり行動計画取組内容
基本目標 Ⅳ 男女が共に担うまちづくり
具体的な取組み
内

担当部署

容

各課意見

（１） 町の各種審議会等への女性の登用及び女性参画の推進

基本施策1

・審議会・委員会等への女性の登用を推進し、登用率目標を令和８年度までに30％とし、毎年登用
率の調査を実施します

政策・方針決定の場への女 （２） 行政活動における町民参加の推進
性参画の推進

・みんなの声をまちづくりにいかす条例に基づく町民参加制度の周知と推進を行います
・提案箱やホームページを活用し、町民の意見や提案の聴取を行い、まちづくりに活かします

全庁

年度の修正。

全庁

（１） 女性人材育成のための学習機会の提供
政策財政課
教育文化課
・女性人材育成のため関係機関等が開催する講座への積極的な参加を促進します

基本施策２
女性人材の育成支援

（２） 女性起業家を支援するための研修等の情報の提供

政策財政課
産業振興課

・女性起業家企業育成講座や支援事業などの情報を提供します

（３） 企業・団体などにおける重要ポストへの女性登用推進のための
啓発
・パンフレット等を配布するなどして事業主へ積極的な女性登用に関する啓発を行います
・事業主行動計画の策定を支援します（再掲）

文言の修正。

政策財政課
産業振興課

（１） 町民の地域活動の支援

基本施策３

・ＮＰＯ、ボランティア、コミュニティ組織などの地域を支える多様な活動の支援及び新たなＮＰＯ法
人設立のための支援を行います
・集落支援員を活用し、集落活動や集落間の連携構築を支援します

政策財政課
教育文化課

（２） 移住・定住の促進及び交流の推進

多様な主体によるまちづくり
と移住・定住及び交流の推
進

・移住・定住に関する相談体制（移住・定住コンシェルジュ移住定住支援コーディネーターの配置
等）の充実や田舎ぐらし体験事業等により移住・定住の促進を図ります
・空き家バンク制度等によるの創設により、空き家の利活用を推進し、移住・定住の促進を図りま
す
・地域おこし協力隊制度を活用し、地域の活性化を図ります
・Ｕ・Ｉターン者や外国人が地域に溶け込み、多様な主体によるなまちづくりを推進します
・姉妹・友好都市等自治体交流・民間交流を推進します
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政策財政課
産業振興課

文言の修正。交流事業は産業振興課所管のため課名追加。

資料４
男女共同参画 計画策定スケジュール（変更後）

・８月 31 日（火） 第３回審議会
素案提示、取組内容、KPI について検討
・９月１日（水）～３日（金） 審議会意見による修正
・９月６日（月）～９月 17 日（金） 各課依頼２回目
・９月 21 日（火）～30 日（木） 各課回答による修正
・10 月中旬～下旬 第４回審議会
諮問、答申
・11 月 1 日 庁議
・11 月中旬～下旬 全員協議会
・12 月～1 月 パブリックコメント
・1 月中旬 パブコメによる修正
・1 月下旬 第５回審議会
・3 月議会提出

