




ごあいさつ

　新年早々、ＮＨＫが、日本の病巣を探る「ジャパン・シンドローム」と題して、世界
最速のスピードで進む少子高齢化と人口減少が日本を確実に衰退させていくと不吉な警
鐘を鳴らしています。幸い福井県は就職率や共働き、世帯収入の高さ、さらには3世代
同居が多く、元気な高齢者が多いと言われています。男女共同参画社会の実現は、こ
うした病巣を克服するキーワードの一つであると考えます。

　このたび、前期基本計画の成果である男女共同参画都市宣言や越前町男女共同参画推
進条例についての中間評価を行い、町民意識調査の結果を踏まえ、７項目の基本理念に
基づいて施策の見直しや、新たな事業の展開をすすめるための後期基本計画を策定しま
した。

　私は、こうした基本理念や目標の設定も大事だと思いますが、先ずは自分たちの職場
で、男性の育児休暇の取得やワークライフバランスの推進など具体的な取組みが必要と
考えます。また、若い世代が家族ぐるみで自治会活動へ顔を出すことも、結果的に女性
の進出を促すことにつながり、クオータ制や男女共同参画に積極的に取組む企業への
税制優遇措置など、国が検討すべき課題であると考えます。

　新たに改定された男女共同参画プランが、男女共同参画社会の一層の推進につながる
ことを念願し、併せて貴重なご意見をお寄せいただきました町民の皆さまに心からお礼
を申し上げます。また、熱心にご審議いただきました越前町男女共同参画審議会委員の
皆さま並びに越前町議会議員の皆さまに深く感謝を申し上げます。

　平成２３年４月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　越前町長　　関　　敬　信
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第 １ 章

計画の趣旨
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目　 次
１．計画策定の趣旨

　本町では、平成１８年４月に期間を１０年とする「えちぜん男女共同参画プラン」を策定し、平

成１９年１２月に、男女共同参画都市宣言を実施しました。そして、平成２２年４月には「越前町

男女共同参画推進条例」を制定し、これらの条例や基本計画に基づいて、男女共同参画社会の実

現をめざして、さまざまな施策を推進してきました。

　しかしながら、平成２１年度に実施した町民意識調査の結果を見ても、男性と女性の役割をそれ

ぞれ固定化する意識は依然として存在しており、誰もが将来への希望を持てる男女共同参画社会

の実現には、なお一層の努力が必要です。

　こうした状況のもと、「えちぜん男女共同参画プラン」が平成２２年度に中間年度を迎えること

や、社会情勢の変化に的確に対応し、次代を担う子どもたちが夢と希望を持って生き生きと暮ら

せるまちづくりを進め、より積極的に取り組むために、見直しを図るものです。

２．計画の性格と役割

　このプランは、男女共同参画社会基本法第１４条第3項及び越前町男女共同参画推進条例第９

条第1項に基づき、本町におけるあらゆる分野の施策に男女共同参画の視点を反映させ、男女共

同参画のまちづくりを総合的・計画的に推進するための基本となるものです。

　また、「越前町総合振興計画」において、男女共同参画社会の推進が掲げられているとおり、

本町に住み、働き、学ぶすべての人々が主体的に行動し、住民・事業者・行政が協働して取り組

むための指針でもあります。

３．計画の期間

　このプランの計画期間は、平成１８年度(2006年)から平成２７年度(2015年)までの１０年間

とします。

　なお、主な施策については平成２３年度から平成２７年度までの概ね５年間とし、「越前町総

合振興計画」と連動して進めていきます。

４．改定の基本的視点

　平成２１年度に実施した「男女共同参画に関する町民意識調査」の結果等をふまえて作成して

います。

第１章　計画の趣旨
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第 ２ 章

計画の基本的な考え方
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 １．目　　標

　男女共同参画社会の実現　～人と技　海土里　織りなす　快適なまち～

　越前町がめざす男女共同参画のまちづくりとは、一人ひとりが互いの人権を尊重し、お互いを

認め合うことで心豊かな人間性を育み、誰もが性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮で

きる、活力あふれるまちづくりです。

　「人が輝く住民主体のまちづくり」をめざして、“認めあい　男女の心を　つなぐまち”をキャッ

チフレーズに推進していきます。

２．基本理念

本計画では、条例の理念に基づき進めるものとします。

【推進するための７つの基本理念】

(1) 男女の人権の尊重

　男女が性別に関わりなく一人の人間として認め合うこと及び個人として能力を発揮する機会を

得られること等、人権が等しく尊重されること。

(2) 社会における制度または慣行についての配慮

　社会で活動を行う上で、性別による役割分担や習慣等にとらわれることなく、自由な選択を妨

げられないよう配慮されること。

(3) 男女が対等な立場で参画できる機会の提供

　あらゆる場において、男女が対等な立場で参画できる機会を積極的に提供されること。

(4) 家庭生活における活動と他の活動の両立

　家族が互いの協力及び社会の支援を受け、子育て及び家族の介護などを行い、かつ、職場及び

地域における活動ができるようにすること。

(5) 生涯を通じた健康への配慮

　男女が、互いの性を理解し、妊娠、出産その他性に関することについて、互いの意思を尊重し

て健康な生活ができるようにすること。

(6) 教育分野への配慮

　あらゆる学習の場において、人権の尊重と平等の意識が重んぜられること。

第２章　計画の基本的な考え方

み　ど　り

ひ　と
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 (7) 国際的協調

　男女共同参画の推進は、国際社会における取り組みと協調して行うこと。

３．男女共同参画の視点から見た越前町の特性と課題
　本町は海岸部、山間部、平野部から成っており、産業構造や伝統・文化の面においてそれぞれ

に特色を持っています。

　世帯構成としては、三世代同居世帯が約３割（注）を占め、働き手を嫁にもらうという旧来か

らの意識も背景となってか、女性が外で働くことについては比較的寛容です。そのため、近年核

家族化が進む中にあっても本町女性の就業率は 52.3％（注）と高く、家庭や社会の中で経済的、

社会的責任の一端を担っています。その内の 82.6％（注）は常雇者ですが、管理職への登用は

低い状況（注）にあります。

　また、本町の女性は、町の基幹産業である農業や水産業、商工観光業の担い手としても重要な

役割を果たしています。高齢化が急速に進む中、町の活性化に向けて女性のより一層の活躍が求

められていますが、地域社会の中に性別による役割分担意識が根強いため、経営や組合等の方針

決定の場への女性の参画が進みにくい状況にあります。

　このように、固定的な性別役割分担意識や、それに基づく家庭や地域の慣習・しきたりは、社

会のあらゆる場面に影響を与えており、一人ひとりの生き方をせばめ、個性や能力を発揮する機

会を抑えるなど、男女共同参画社会づくりを妨げる大きな要因の一つになっていると指摘されて

います。

　越前町を活力のある住みよい町にするためには、男性も女性も、子どもも老人も、障がいのあ

る人もない人も、越前町に関わるすべての人の意見がまちづくりに反映され、参画できる社会の

確立を図ることが極めて重要です。

（注）p.43 参考統計参照
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第 ３ 章

計画の内容
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第３章　計画の内容

人が輝く　住民主体のまちづくり

「越前町男女共同参画基本計画―えちぜん男女共同参画プラン―」の体系

男女の

人権の尊重

社会における

制度または

慣行についての

配慮

男女が対等な

立場で参画できる

機会の提供

家庭生活に

おける活動と

他の活動の両立

生涯を通じた

健康への配慮

教育分野への

配慮

国際的協調

推進するための
７つの基本理念

基本理念をよく理解し、

自ら取り組みましょう。



9

基　本　目　標

Ⅰともに築く家庭・地域

1.男女がともに担う家庭・地域づくり

2.家庭・地域での習慣の見直しと意識の改革

3.政策・方針決定の場への女性の参画拡大

重　点　目　標

Ⅱともに活躍できる職場

1.働く場における男女平等の実現

2.農林水産業・商工観光自営業等における男女共同参画の実現

3.男女の仕事と家庭生活の両立支援

Ⅲともに安心して暮らせる社会

1.ともに思いやる健康づくり

2.福祉環境の充実

3.あらゆる暴力の根絶

Ⅳともに育てる教育・文化

1.人権尊重の意識づくり

2.多様な選択を可能にする教育・学習の充実

3.国際理解と協力の推進

計画の推進

1.町における推進体制の充実・強化

2.あらゆる施策への男女共同参画の視点の反映

3.男女共同参画社会づくりに関する現状の把握と情報提供

4.関係機関・企業・各種団体・町民との協力・連携の強化



10

重点目標１「男女がともに担う家庭・地域づくり」
　男女共同参画社会のまちづくりには、社会の基礎的単位である家庭をはじめ、最も身近な社会
集団である地域が重要な役割を果たします。
　平成 21年度に実施した男女共同参画に関する町民意識調査（以下「意識調査」という）において、
各分野における男女の地位についてたずねたところ、「家庭生活」「職場」「地域活動」「政治」お
よび「社会全体」の分野において、男女共に約半数（注１）の人が「男性が優遇されている」と
感じています。
　また、家庭生活等では｢男性も子育てや介護・家事に関わり、家庭と仕事の両立を図るようにし
たほうがよい｣と思っている人が 6割（注２）となっています。
身近な家庭や地域から、男女がお互いを思いやり、力を合わせて家庭づくり・地域づくりを進め、
子育てにおいても、性別によってしつけや教育がかたよるのではなく、思いやりと自立・平等の
意識を育むことが求められています。

重点目標２「家庭・地域での習慣の見直しと意識の改革」
　それぞれの地域には、昔からの様々な慣習やしきたりがあり、長い歴史の中で代々受け継がれ
てきた伝統文化として後世に伝えるべきものが多くあります。
　しかし、固定的な性別役割分担意識に基づく慣習・しきたりや「男だから・女だから」の押し
つけは、一人ひとりの個性を抑え、差別につながりやすく、男女共同参画社会の実現を妨げる大
きな要因の一つになっていると指摘されています。
　「意識調査」では、「男女が社会の対等なパートナーとして、互いの人権を尊重しつつ責任も共
に担う社会の実現のためには、何が必要だと思いますか」という問いに対して、「男女とも、パー
トナーとして理解し協力する」が約 8 割（注３）となっており、次いで「男女差別的な習慣やし
きたりの見直し」、「男性自身が意識改革をする」となっています。
　社会や地域の制度・慣行を男女共同参画の視点から見直すとともに、性別による固定的な役割
分担意識や、それに基づく家庭や地域の慣習・しきたりを見直し、意識の改革を図ることが必要
です。

重点目標３「政策・方針決定の場への女性の参画拡大」
　社会の構成員の約半数は女性であり、その女性の意見や考えを政治、経済、社会、文化などあ
らゆる分野に反映させることは、男女共同参画社会づくりの基礎となる重要なことです。しかし、
本町の政策決定に関わる行政や議会、審議会等における女性の参画の割合は 30.5％（注４）と低く、
また、地域における方針決定の場への参画もまだまだ不十分な状況にあります。
　政策・方針決定の場への男女共同参画を推進するには、「男が主、女は従」といった男女の不平
等や固定的な性別役割分担意識を解消していくとともに、女性自身が意欲を高め、エンパワーメ
ント (※1) を図る必要があります。
　それとともに、積極的改善措置（ポジティブ・アクション）(※2) を講じるなど、女性が参画し
やすい状況を整えることが重要となります。

第３章　計画の内容

基本目標Ⅰ　ともに築く家庭・地域

（注１）p.37 問１参照　　（注２）p.38 問４参照　　（注３）p.41 問 13参照　　（注４）p.43 参考統計参照
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 重点目標１「働く場における男女平等の実現」
　働くことは、一人の人間として経済的にも精神的にも自立し、充実した人生を送るための基本
的な権利の一つです。
　本町女性の就業率は高く、一家の労働力・経済力として重要な役割をはたしていますが、家事・
育児・介護等は女性が担うべきものという社会通念の中で、男性同様の役割を職場で期待される
ことは困難が大きく、結果として女性が仕事を休んだり辞めたりすることが多くなり、給与や昇
格など待遇の面で男女の格差を生む要因の一つになっています。
　職場において、男女が均等な機会を与えられ、意欲と能力に応じ平等な待遇を受けられるよう
職場環境の整備を推進するとともに、男女格差の改善に向けた積極的な取り組み（ポジティブ・
アクション）を図り、女性の管理職登用を推進するなど、一人ひとりの能力を生かす支援を行う
必要があります。

重点目標２「農林水産業・商工観光自営業等における男女共同参画の実現」
　本町の基幹産業のひとつである農林水産業や商工観光自営業等に携わる女性が、その貢献に見合
う評価を受け、仕事・家庭・地域において自信と充実感を持って暮らし、対等なパートナーとして
経営に参画していくことができる社会の形成が求められています。
　そのためには、女性の就業条件や環境を整備し、家族経営協定（※3）等について周知するととも
に、農業委員や各種団体・組合等の方針決定過程の場への女性の参画を促進する必要があります。
　また、今後、過疎化、高齢化の進展が予想される農山漁村において、女性の主体性を生かし、能
力発揮の機会を提供することは、活き活きしたまちづくりに欠かすことはできません。

重点目標３「男女の仕事と家庭生活の両立支援」
　一人ひとりの生き方が多様化する中で、仕事と家庭生活やその他の活動のバランスを図り、生
涯を通じて充実した生活を送れるような環境づくりが求められています。
　そのためには、安心して子どもを産み育て、協力して家庭生活にあたれるよう、育児・介護休
業制度等の周知を図り、制度を利用しやすい環境を整えるとともに、町民の需要に応じた保育サー
ビス・介護サービスの整備や、相談・支援体制の充実を図り、社会全体で育児や介護を支援して
いくことが必要です。
　また、男女ともに働き方の見直しを進め、それぞれの家庭状況に応じて柔軟な働き方ができる
よう、就業時間や雇用形態における選択肢（※4）を増やすとともに、各種制度を利用しやすく復
帰しやすい職場環境の整備を図っていくことが重要となります。

（※１）女性のエンパワーメント：女性が、自身の生活と人生を決定する権利と能力を持ち、様々なレベルの意志決定の場に参画し、社会
　　　 的状況を変えていく力を身につけること。
（※２）積極的改善措置：ポジティブ・アクションともいう。男女間の格差改善のため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、
　　　 必要な機会を積極的に与えること。
（※３）家族経営協定：農業を担う家族一人ひとりの役割と責任を明確化し、男女を問わず意欲を持って取り組めるようにするため、農業
　　　 経営を担っている家族の全員が話し合って、経営方針、労働報酬、休日・労働時間、経営委譲などについて文書で取り決めるもの。
（※４）就業時間や雇用形態における選択肢：フレックスタイム制、短時間正社員制度などがある

基本目標Ⅱ　ともに活躍できる職場
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 重点目標１「ともに思いやる健康づくり」
　生涯にわたって、心身ともに健康でゆとりある生活を送ることは、全ての人の望みであり、自立して
生きていくための基本的要件ともいえます。
　町民一人ひとりが「自分の健康は自分でつくる」という自覚を持ち、それぞれの健康状態に応じて適
切な自己管理を行えるよう、健康教育や相談体制の整備を図るとともに、スポーツ活動などを通じて健
康の保持・増進を図るなど、生涯を通じた健康づくりを推進することが重要です。
　同様に、近年では心の健康づくりも重要な課題となっています。自身の生活や地域の様子に関心を
持つなど、ひとりひとりのやさしい努力から地域ぐるみでの協力が必要となっています。
　また、女性の身体は、妊娠や出産など男性と異なる健康上の問題に直面するため、生涯を通じた健康
支援が求められるとともに、リプロダクティブ･ヘルス／ライツ（※５）の視点に立って、男女がお互いの身
体の特性を十分に理解し合い、お互いの心身を尊重し合う意識を幼少期から育んでいくことが重要です。

重点目標２「福祉環境の充実」
　本町は国や県に比べて高齢化が進んでおり、65 歳以上の高齢者の割合は 26.9%で、75 歳以上の
後期高齢者は15.4%となっており、そのうち6割は女性です。（注１）
　意識調査で「仮に、あなたの体が不自由になったとき、どのような介護を受けたいとお考えですか。」
の設問に対して、全体でみると「自宅で福祉サービス等を利用しながら介護を受けたい」が約 5 割、
次いで「病院や介護施設等を利用する」が約 4 割と高く、「自宅で家族等の介護を受けたい」は 1 割
にも満たない状態です。（注 2）
　肉体的にも経済的にも負担が大きい「老老介護」（※６）の増大が予測される中、介護は家族だけ
の問題ではなく、地域全体で支えるという意識の醸成を図るとともに、多様化するニーズに的確に対
応できる介護体制の整備や充実が求められています。
　それとともに、長寿社会を真に喜べるような健康づくり・生きがいづくりを図り、高齢者も障がいの
ある人も、社会の一員として活力ある地域づくりに積極的に参画していける社会づくり、意識づくりが
必要です。

重点目標３「あらゆる暴力の根絶」
　今日、児童や女性、老人など社会的弱者に対する暴力は後を絶たず、全国的に深刻な社会問題となっ
ています。
　本町における意識調査でも「パートナーから暴行を受けたことがありますか」の問に対し、少ないな
がらも「何度もあった」「1･2 度あった」と答えており、見逃せない状況にあります。（注３）
　女性や児童に対する暴力には、性犯罪、ストーカー行為（※７）、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）
（※８）、児童虐待、セクシュアル・ハラスメント（※９）等があり、このような暴力を受けた人は肉体的
な傷害ばかりか心理的にも大きなダメージを受け、人間として生きる尊厳を著しく侵されます。これら
を未然に防ぐには、町民に情報を提供し、被害者が相談しやすい環境や体制の整備を進めていく必要
があります。
　それとともに、たとえ親しい間柄であっても、暴力を振るうことは決して許されないものであるという認
識を社会全体に徹底することが大事であり、加害者にも被害者にもなることのないよう非暴力の啓発を
進め、幼少期から、男女平等とお互いの尊厳を重んじる対等な関係づくりを図っていくことが重要です。

第３章　計画の内容

基本目標Ⅲ　ともに安心して暮らせる社会
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 重点目標１「人権尊重の意識づくり」
　“男女の平等”や“人権の尊重”についての認識や価値観は、家庭や学校また地域社会の中で形
づくられるものであり、あらゆる機会をとらえて、思いやりと自立の意識を育みながら、幅広く
人権を尊重した男女平等の教育を進める必要があります。
　また、今日の情報化社会においては、メディアによってもたらされる情報が人々の意識や行動に
大きな影響を与えていることから、様々な情報を主体的に読み解いていく能力（メディア・リテラ
シー）（※10）を養うことが必要となります。

重点目標２「多様な選択を可能にする教育・学習の充実」
　男女共同参画社会を実現する基礎となるものは、教育であり、学習です。
　学校教育や社会教育において、自立の意識をはぐくみ男女平等の理念を推進する教育・学習の一
層の充実を図ることが必要です。これらの教育に携わる者が男女共同参画の理念を理解するよう、
意識啓発等に努めることが求められています。
　また、誰もが性別にとらわれず個性や能力を発揮し、社会のあらゆる分野に参画できるよう、
多様な学習機会の確保や充実を図ることが重要です。

重点目標３「国際理解と協力の推進」
　近年、政治・経済・文化などのあらゆる分野において国際化、情報化が進展する中で、国境を越
えた相互交流による信頼や友好、協力関係を推進し、国際社会の動向を男女共同参画社会の促進に
生かすことが必要となっています。
　本町では、様々な価値観や生き方に触れ、幅広いものの見方を養うことを主眼として、児童生徒
を中心にアメリカ・オーストラリア・タイなど諸外国との交流事業を実施していますが、男女共同
参画の視点を取り入れた更なる充実が望まれます。
　また、町内に在住している外国の人達が、同じ町民として生活できるような環境の整備が必要で
あり、町民が身近なところから自主的に国際協力活動に参加できるような情報の提供や体制の整備
が求められています。

（注１）p.43 参考統計参照
（注２）p.38 問６参照
（注 3）p.40 参照
（※５）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」
（※６）老老介護：高齢者が高齢者を在宅で、多くの場合一人で介護する状況をいう。
（※７）ストーカー行為：同一のものに対して「つきまとい等」を反復して行うこと。
（※８）ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）：日本では一般的に、「夫や恋人など親密な関係にある又はあった男性から女性に向けられ
　　　 る暴力」の意味。
（※９）セクシュアル・ハラスメント：性的ないやがらせ。略してセクハラとも言われる。
（※10）メディア・リテラシー：メディア（情報流通媒体）からの情報を取捨選択し、使いこなす能力。最近では、従来のマスメディア（新
　　　 聞、テレビ、ラジオなど）に加えて、インターネットや携帯電話など新しい形態のメディアが台頭しており、トラブルや混乱を避
　　　 けるためにも重要性が高まっている。

基本目標Ⅳ　ともに育てる教育・文化
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第３章　計画の内容

主な施策の内容と協働体制

住民 企業 行政

男女共同参画室

生涯学習センター

男女共同参画室

保育所

生涯学習センター

区長会等において意識啓発に努め、地域における様々な活動の
中で積極的な導入を図る。

総務課
住民サービス室

地域の様々な活動の中に、男女共同参画の視点の導入を働きか
け、男女がともに参画する地域づくりを促進する。

男女共同参画室

職員に対する意識啓発を行い、それぞれの地域における住民の
自主的な活動を推進する。

総務課

行政改革推進室

男女共同参画室

生涯学習課
生涯学習センター

区長会を通じて、各区で実施する事業や行事の中での慣習やし
きたりについて見直しを進める。

総務課
住民サービス室

男女共同参画室

生涯学習センター

各区長や委員に対し、地域における活動の促進を働きかける。
総務課
住民サービス室

地域への啓発を推進し、男女共同参画に対する理解を広める。 男女共同参画室

町の各種審議会等への女性の登用を積極的に進め、平成２７年
度末までの早い時期に３５％とする。

○ ○ ● 全  庁

審議会等への女性の登用状況を調査し、その結果を公表する。 ○ ● 男女共同参画室

総務課
住民サービス室

男女共同参画室

総務課
住民サービス室

男女共同参画室

総務課
住民サービス室

男女共同参画室

生涯学習課
生涯学習センター

1

●

●
女性のエンパワーメント（※）
の促進

●
女性が様々な分野に意欲的に参画することができるよう、生涯に
わたる学習機会の確保・充実を図り、女性のエンパワーメントを促
進する。

●

●

地域への啓発活動の促進

男女共同参画に対する理解を深めるとともに、家庭や地域におけ
る慣習やしきたりの見直しを進める。

●

※　エンパワーメント：政治的・経済的・社会的および文化的に力を身につけること（巻末の用語解説を参照）

2

地域の様々な活動の中に、男女共同参画の視点の導入を働きか
け、女性の参画を促進する。

●

地域の女性登用状況を調査し、その結果を公表する。

家庭生活における
男女共同参画の促進

1
家事・育児・介護等は、家族が共同して行うという意識の啓発に
努め、家庭における男女の参画を促進する。

4
男女共同参画を推進する活動への支援を図り、男女が共に地域
活動やボランテイア活動などに参画する町民の自主的な活動を
促進する。

協働体制
担当課

協働体制：「●」は主体となる組織、「○」は支援・連携組織

施策の方向

基本目標Ⅰ　ともに築く家庭・地域

主な施策の内容
重点
目標

3 ●

町民の自主的な活動の支援
促進

●

男女共同参画の視点からの
慣習・しきたりの見直し

●

●
男女がともに参画する
地域づくりの推進

1

地域の政策・方針決定過程
への女性の参画の促進

3

審議会等への
女性の参画の促進

2

2
家庭における
男女平等と自立の促進

幼少期から、男女で差別をすることのないような子育ての啓発に
努め、家庭における男女平等と自立を促進する。

●

○ ●

● ○

○

○

●

１
　男
女
が
と
も
に
担
う
家
庭
・
地
域
づ
く
り

３
政
策
・
方
針
決
定
の
場
へ
の
女
性
の
参
画
拡
大

２
　
家
庭
・
地
域
で
の
習
慣
の

　
見
直
し
と
意
識
の
改
革
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住民 企業 行政

協働体制
担当課

協働体制：「●」は主体となる組織、「○」は支援・連携組織

施策の方向

基本目標Ⅱ　ともに活躍できる職場

主な施策の内容
重点
目標

実質的な男女の機会均等を確保する方策について検討するとと
もに、職員の意識改革を進め、町内に範を示す。

● 総務課

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の定着促進を図る。

待遇の男女格差解消のための積極的改善措置（※）や、職務拡
大および就業環境の整備について啓発し、改善を図る。

男女ともの意識改革を推進し、積極的改善措置による登用の拡
大を図り、範を示す。

総務課

女性の登用について、企業や民間団体の理解を求めるとともに、
事業者等が行う自主的な積極的改善措置を支援する。

商工観光課

保健衛生課
健康増進室

商工観光課

総務課

総務課

総務課

商工観光課

農林水産業に積極的に取り組む女性への支援 ● ●
農林水産課
水産振興室

労働時間の適正化や労働環境の整備など、快適に働ける環境を
整える。

○ ● ○ 商工観光課

農林水産課
水産振興室

商工観光課

農林水産課
水産振興室

商工観光課

適正な人員配置により男女ともに働きやすい勤務環境の整備に
努め、男女共同参画推進の範を示す。

●

パートタイム労働法の趣旨や内容の周知に努めるとともに、多様
化している就業形態の情報提供に努める。

● ● 商工観光課

●「特定事業主行動計画」を策定・実施し、範を示す。

「越前町次世代育成支援地域行動計画」に基づき、多様なニーズ
に応じた保育サービス等の充実をはかり、働きながら安心して産
み育てられる環境を整備する。

● ●
子育て支援課
保育所
児童館

働きながら安心して介護ができる体制の充実を図る。 ● ●
高齢福祉課
地域包括支援センター

子育て支援課
子育て支援センター

保健衛生課
健康増進室

育児・介護休業制度の周知徹底を図るとともに、労働時間の短縮
や、年次有給休暇を含めた各種休暇を取りやすい環境の整備を
呼びかける。

○ ● ●

「一般事業主行動計画」の策定と子育て・介護への配慮呼びかけ ○ ● ○

●

○

2

2

両立のための
子育て・介護支援

● 商工観光課

●

男女ともへの、自己啓発・能力開発への援助や情報提供を図ると
ともに、研修機会の充実・拡大を図る。

働く女性の母性保護の推進

4

固定的な性別役割分担意識の見直しを働きかけ、農林水産業・
商工・観光業関連団体の役員など、方針決定過程への女性の参
画を促進する。

雇用における
男女の均等な機会と
待遇の確保

多様な働き方を可能にするた
めの職場環境の整備

女性の主体性が生かせる就
業条件や環境の整備

方針決定過程への
女性の参画の促進

男女の職業能力開発および
能力発揮の支援

○ ○ ●

女性就業者のエンパワーメント促進

女性が、妊娠・出産・育児期にも不利益を受けずに働き続けられ
るよう、母性保護に関する法律の周知徹底に努め、母性保護へ
の認識と理解を深める。

1

2

1

●

● ●

● ●

○

1

●

女性の管理職登用の拡大 ●

●

3

●

○

●○ ●

地域における男女の協力体制を支援し、相談体制の整備や情報
提供を行う。

※　積極的改善措置（ポジティブアクション）：男女間の格差改善のため、一方に対し、必要な機会を積極的に与えること（巻末の用語解説を参照）

商工観光課

１
　働
く
場
に
お
け
る
男
女
平
等
の
実
現

３
　
男
女
の
仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立
支
援

２
　
農
林
水
産
業
・
商
工
観
光
自
営
業

　
等
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
実
現
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第３章　計画の内容

住民 企業 行政

協働体制
担当課

協働体制：「●」は主体となる組織、「○」は支援・連携組織

施策の方向

基本目標Ⅲ　ともに安心して暮らせる社会

主な施策の内容
重点
目標

１
　と
も
に
思
い
や
る
健
康
づ
く
り

２
　福
祉
環
境
の
充
実

３
　
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

住民課

保健衛生課

健康増進室

織田病院

健康増進室

農林水産課

学校教育課

社会福祉支援室

高齢福祉課

保健衛生課
健康増進室

生涯学習センター

文化スポーツ室

2
リプロダクティブ・ヘルス/ライ
ツ（※）に関する意識の浸透

妊娠・出産に関わる自由や健康について、女性自身が自己決定
権を持つことの大切さを啓発する。

○ ●
保健衛生課
健康増進室

性感染症の予防と正しい理解を図る。
保健衛生課
健康増進室

織田病院

学校教育課

子育て支援課
子育て支援センター

保健衛生課
健康増進室

織田病院

安心して介護ができる環境を整える。
高齢福祉課
地域包括支援センター

2 介護・支援体制の充実 安心して暮らせる介護・支援体制の整備と充実を図る。 ○ ●
高齢福祉課
地域包括支援センター

社会福祉支援室

高齢福祉課

まちづくり課

高齢福祉課

小学校

生涯学習センター

文化スポーツ室

社会福祉支援室

保健衛生課

健常児と障がい児が一緒に学習し、お互いが理解し合う。 ● ●
学校教育課
小・中学校

庁  全●●。るす進推を化ーリフアリバのどな路道、設施

社会福祉支援室

商工観光課

総務課

男女共同参画室

子育て支援課

社会福祉支援室

保健衛生課
健康増進室

男女共同参画室

学校教育課

男女共同参画室

住民課
社会福祉支援室

子育て支援課

高齢福祉課

保健衛生課
健康増進室

住宅政策室

織田病院

学校教育課

●

○

広報・啓発に努めるとともに、関係機関との連携を図る。

○

家庭内暴力等の防止に向け
た教育・啓発

1
●

●

●3

●

○

障がいのある人等への配慮
の重視

●

障害者自立支援法に基づき、介護サービスなどを必要とする人
が有する能力や適正に応じて、自立した日常生活や社会生活が
営めるような施策の充実を図る。

4

広報・啓発を推進するとともに、関係機関や民生委員・児童委員
と連携し、被害防止に努める。

●

●

○

○

○

●

●

○

●1
安心して子育て・介護ができ
る環境づくり

生涯にわたり、スポーツ活動などを通じて健康の保持・増進を図
れるような環境を整備する。

1

健康診査体制の充実を図るとともに、予防についての正しい情報
を提供し町民の健康づくりを促進する。

生涯を通じた
健康づくりの推進

● ●

●

高齢者の就業機会の充実を図り、社会参加を促進する。

雇用促進の普及啓発

高齢者の社会参加の促進

○

3
高齢者の社会活動等を支援するとともに、生きがいづくりや学習
機会等の提供を通して社会参加を促進する。

●

安心して子育てができる環境を整える。

○
食育を通じた健康づくりの推進

自殺予防、薬物乱用防止および飲酒・喫煙の害等について啓発
し、町民の理解を深める。

健康をおびやかす問題につ
いての対策の推進

※　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」（巻末の用語解説を参照）

被害者に対する相談・支援体
制の推進

2

○

○ ●

相談窓口を設置し、町民への周知を図る。

被害者が相談しやすい環境の整備を図る。

関係機関との連携を図る。
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協働体制：「●」は主体となる組織、「○」は支援・連携組織

基本目標Ⅳ　ともに育てる教育・文化

計　画　の　推　進

住民 企業 行政

協働体制
担当課施策の方向 主な施策の内容

重点
目標

１
　人
権
尊
重
の
意
識
づ
く
り

３
　
国
際
理
解
と
協
力
の
推
進

２
　
多
様
な
選
択
を
可
能
に
す
る
教
育
・
学
習

の
充
実

男女共同参画室

社会福祉支援室

保育所

学校教育課
小・中学校

生涯学習課
生涯学習センター

図書館

各機関等が発行する刊行物やホームページについて、人権侵害
につながる表現を行わないように努める。

○ ○ ● 全  庁

保育所

小・中学校

男女平等の視点に立って、一人ひとりを大切にする意識の醸成を
図る。

男女共同参画室

2 性に関する教育・啓発の推進
学校教育において、男女が、お互いの身体の特徴を正しく理解し
尊重し合い、自ら自己管理ができるよう、リプロダクティブヘルス/
ライツの観点から性教育および健康教育を行う。

○ ● 小・中学校

生涯学習事業を積極的に進めていく中で、男女共同参画の視点
に立ち、それぞれの年代や性別、状況等に応じた学習機会を提
供する。

● ●
生涯学習課
生涯学習センター

男女の平等や、一人ひとりの可能性を育む図書等の充実を図る
とともに、情報の提供に努める。

● 図書館

男女共同参画室

生涯学習課
生涯学習センター

実充・備整点拠流交際国たしざ根に域地

国際交流室

国際交流室

学校教育課
小・中学校

国際交流室

生涯学習センター

国際交流室

生涯学習センター

1 室画参同共女男●○○

●○○

町および庁内の推進体制の充実・強化

2 「えちぜん男女共同参画プラン」に基づく施策の実施および評価 全　　庁

●○○ 全　　庁

●●● 全　　庁

3
男女共同参画推進施策の実施状況等に関する報告書の作成・公
表
広報誌やホームページ等による各種情報の提供

4
男女共同参画社会の実現を目指し、関係機関や企業、団体、町
民との協力体制を強化するとともに、男女共同参画の視点に立っ
た活動を要請していく。

●

1

● ●
身近で自主的な国際協力活動を支援し、互いの信頼や協力関係
を育てる。

町内に在住する外国人との
交流や支援

男女共同参画を進める生涯
学習の推進

国際的な視野を持った
住民の養成

　

2

●
男女の平等と自立を図る学
校教育の推進

各種団体等に対する
啓発活動の推進

4

3

男女平等および人権尊重の意識を深く根づかせる。

●○

外国語の学習を通して他文化への興味を育て、幅広いものの見
方を養う。

●

●

国境を越えた相互交流により、信頼や友好、協力関係の推進を
図り、幅広いものの見方を養う。

性別に関わりなく、誰もが様々な分野に意欲的に参画することが
できるよう、各種団体活動等を通して地域に密着した推進を図
る。

●

●

幼少期から、男女で差別をすることのないような教育に努め、男
女平等と自立の意識を確立させる。

1

● ○ ●
人権を守り尊重する
意識の啓発

関係機関・企業・各種団体・町
民との協力・連携の強化

町における推進体制の充実・強
化

あらゆる施策への男女共同参
画の視点の反映

男女共同参画社会づくりに関す
る現状の把握と情報提供

　

1
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男女共同参画社会基本法
　　（平成十一年六月二十三日法律第七十八号）
　改正　平成十一年　七月　十六日法律第　百二号
　　　　同　十一年十二月二十二日同　第百六十号

目次
　前文
　第一章　総則（第一条―第十二条）
　第二章　男女共同参画社会の形成の促進に関す　
　　　　る基本的施策（第十三条―第二十条）
　第三章　男女共同参画会議（第二十一条―第二　
　　　　十八条）
　附則

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重
と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に
向けた様々な取組が、国際社会における取組と
も連動しつつ、着実に進められてきたが、なお
一層の努力が必要とされている。
　一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成
熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に
対応していく上で、男女が、互いにその人権を
尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわり
なく、その個性と能力を十分に発揮することが
できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題
となっている。
　このような状況にかんがみ、男女共同参画社
会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定す
る最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野
において、男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策の推進を図っていくことが重要で
ある。
　ここに、男女共同参画社会の形成についての
基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来
に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共
同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ
計画的に推進するため、この法律を制定する。

第一章　総則 
（目的）
第一条　この法律は、男女の人権が尊重され、
かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊か
で活力ある社会を実現することの緊要性に
かんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、
基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及

資 料 １

　び国民の責務を明らかにするとともに、男女
共同参画社会の形成の促進に関する施策の
基本となる事項を定めることにより、男女共
同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推
進することを目的とする。 

（定義）
第二条　この法律において、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。 
 一　男女共同参画社会の形成 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
べき社会を形成することをいう。

 二　積極的改善措置 前号に規定する機会に
係る男女間の格差を改善するため必要な範
囲内において、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。 

（男女の人権の尊重）
第三条　男女共同参画社会の形成は、男女の個
人としての尊厳が重んぜられること、男女が
性別による差別的取扱いを受けないこと、男
女が個人として能力を発揮する機会が確保
されることその他の男女の人権が尊重され
ることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮）
第四条　男女共同参画社会の形成に当たって
は、社会における制度又は慣行が、性別によ
る固定的な役割分担等を反映して、男女の社
会における活動の選択に対して中立でない
影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会
の形成を阻害する要因となるおそれがある
ことにかんがみ、社会における制度又は慣行
が男女の社会における活動の選択に対して
及ぼす影響をできる限り中立なものとする
ように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画）
第五条　男女共同参画社会の形成は、男女が、
社会の対等な構成員として、国若しくは地方
公共団体における政策又は民間の団体にお
ける方針の立案及び決定に共同して参画す
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　る機会が確保されることを旨として、行われ
なければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第六条　男女共同参画社会の形成は、家族を構
成する男女が、相互の協力と社会の支援の下
に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活
における活動について家族の一員としての
役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の
活動を行うことができるようにすることを
旨として、行われなければならない。 

（国際的協調）
第七条　男女共同参画社会の形成の促進が国
際社会における取組と密接な関係を有して
いることにかんがみ、男女共同参画社会の形
成は、国際的協調の下に行われなければなら
ない。 

（国の責務）
第八条　国は、第三条から前条までに定める
男女共同参画社会の形成についての基本理
念（以下「基本理念」という。）にのっとり、
男女共同参画社会の形成の促進に関する施
策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を
総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第九条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、
男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の
施策に準じた施策及びその他のその地方公
共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、
及び実施する責務を有する。 

（国民の責務）
第十条　国民は、職域、学校、地域、家庭その
他の社会のあらゆる分野において、基本理
念にのっとり、男女共同参画社会の形成に
寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等）
第十一条　政府は、男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策を実施するため必要な法
制上又は財政上の措置その他の措置を講じ
なければならない。

（年次報告等）
第十二条　政府は、毎年、国会に、男女共同参
画社会の形成の状況及び政府が講じた男女
共同参画社会の形成の促進に関する施策に
ついての報告を提出しなければならない。
２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同
参画社会の形成の状況を考慮して講じよう
とする男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策を明らかにした文書を作成し、これ
を国会に提出しなければならない。 

第二章　男女共同参画社会の形成の促進
に関する基本的施策 
（男女共同参画基本計画） 
第十三条　政府は、男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策の総合的かつ計画的な推
進を図るため、男女共同参画社会の形成の促
進に関する基本的な計画（以下「男女共同参
画基本計画」という。）を定めなければなら
ない。 
２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項
について定めるものとする。 
 一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

 二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画
社会の形成の促進に関する施策を総合的か
つ計画的に推進するために必要な事項 

３　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見
を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成
し、閣議の決定を求めなければならない。 
４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の
決定があったときは、遅滞なく、男女共同参
画基本計画を公表しなければならない。 
５　前二項の規定は、男女共同参画基本計画の
変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等）
第十四条　都道府県は、男女共同参画基本計画
を勘案して、当該都道府県の区域における男
女共同参画社会の形成の促進に関する施策
についての基本的な計画（以下「都道府県男
女共同参画計画」という。）を定めなければ
ならない。 
２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる
事項について定めるものとする。 
 一　都道府県の区域において総合的かつ長期
的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策の大綱

資 料 １
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 二　前号に掲げるもののほか、都道府県の区
域における男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るために必要な事項 

３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道
府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町
村の区域における男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策についての基本的な計
画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）
を定めるように努めなければならない。 
４　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同
参画計画又は市町村男女共同参画計画を定
め、又は変更したときは、遅滞なく、これを
公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮）
第十五条　国及び地方公共団体は、男女共同参
画社会の形成に影響を及ぼすと認められる
施策を策定し、及び実施するに当たっては、
男女共同参画社会の形成に配慮しなければ
ならない。 

（国民の理解を深めるための措置）
第十六条　国及び地方公共団体は、広報活動
等を通じて、基本理念に関する国民の理解を
深めるよう適切な措置を講じなければなら
ない。 

（苦情の処理等）
第十七条　国は、政府が実施する男女共同参画
社会の形成の促進に関する施策又は男女共
同参画社会の形成に影響を及ぼすと認めら
れる施策についての苦情の処理のために必
要な措置及び性別による差別的取扱いその
他の男女共同参画社会の形成を阻害する要
因によって人権が侵害された場合における
被害者の救済を図るために必要な措置を講
じなければならない。 

（調査研究）
第十八条　国は、社会における制度又は慣行が
男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関
する調査研究その他の男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策の策定に必要な調
査研究を推進するように努めるものとする。

（国際的協調のための措置）
第十九条　国は、男女共同参画社会の形成を国
際的協調の下に促進するため、外国政府又は
国際機関との情報の交換その他男女共同参
画社会の形成に関する国際的な相互協力の
円滑な推進を図るために必要な措置を講ず
るように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第二十条　国は、地方公共団体が実施する男女
共同参画社会の形成の促進に関する施策及
び民間の団体が男女共同参画社会の形成の
促進に関して行う活動を支援するため、情報
の提供その他の必要な措置を講ずるように
努めるものとする。 

第三章　男女共同参画会議 
（設置）
第二十一条　内閣府に、男女共同参画会議（以
下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務）
第二十二条　会議は、次に掲げる事務をつかさ
どる。 
 一　男女共同参画基本計画に関し、第十三条
第三項に規定する事項を処理すること。 

 二　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣
又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参
画社会の形成の促進に関する基本的な方針、
基本的な政策及び重要事項を調査審議する
こと。 

 三　前二号に規定する事項に関し、調査審議
し、必要があると認めるときは、内閣総理
大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べる
こと。 

 四　政府が実施する男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策の実施状況を監視し、
及び政府の施策が男女共同参画社会の形成
に及ぼす影響を調査し、必要があると認め
るときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に
対し、意見を述べること。 

（組織）
第二十三条　会議は、議長及び議員二十四人以
内をもって組織する。

資 料 １
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（議長）
第二十四条　議長は、内閣官房長官をもって充
てる。
２　議長は、会務を総理する。 

（議員）
第二十五条　議員は、次に掲げる者をもって充
てる。 
 一　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、
内閣総理大臣が指定する者 

 二　男女共同参画社会の形成に関し優れた識
見を有する者のうちから、内閣総理大臣が
任命する者 

２　前項第二号の議員の数は、同項に規定する
議員の総数の十分の五未満であってはなら
ない。 
３　第一項第二号の議員のうち、男女のいずれ
か一方の議員の数は、同号に規定する議員の
総数の十分の四未満であってはならない。 
４　第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期）
第二十六条　前条第一項第二号の議員の任期
は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期
は、前任者の残任期間とする。
２　前条第一項第二号の議員は、再任されるこ
とができる。 

（資料提出の要求等）
第二十七条　会議は、その所掌事務を遂行する
ために必要があると認めるときは、関係行政
機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料
その他の資料の提出、意見の開陳、説明その
他必要な協力を求めることができる。
２　会議は、その所掌事務を遂行するために特
に必要があると認めるときは、前項に規定す
る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼
することができる。 

（政令への委任）
第二十八条　この章に定めるもののほか、会議
の組織及び議員その他の職員その他会議に
関し必要な事項は、政令で定める。 

附　則　（平成十一年六月二三日法律第七八
　　　　号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から施行する。

（男女共同参画審議会設置法の廃止）
第二条　男女共同参画審議会設置法（平成九年
法律第七号）は、廃止する。 

附　則（平成十一年七月十六日法律第百二
　　　号）　抄 
（施行期日）
第一条　この法律は、内閣法の一部を改正する
法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の
日から施行する。ただし、次の各号に掲げる
規定は、当該各号に定める日から施行する。 
　　　　（施行の日＝平成十三年一月六日） 
 一　略 
 二　附則第十条第一項及び第五項、第十四条
第三項、第二十三条、第二十八条並びに第
三十条の規定　公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置）
第二十八条　この法律の施行の日の前日にお
いて次に掲げる従前の審議会その他の機関
の会長、委員その他の職員である者（任期の
定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、
委員その他の職員の任期を定めたそれぞれ
の法律の規定にかかわらず、その日に満了す
る。 
 一から十まで　略 
 十一　男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置）
第三十条　第二条から前条までに規定するも
ののほか、この法律の施行に伴い必要となる
経過措置は、別に法律で定める。 

附　則（平成十一年十二月二十二日法律第百
　　　六十号）　抄 
（施行期日）
第一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）
　は、平成十三年一月六日から施行する。ただ
し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める日から施行する。
　　（以下略）

資 料 １



24

男女共同参画社会基本法案に対
する附帯決議

　平成１１年５月２１日 参議院総務委員会
政府は、本法施行に当たり、次の事項について
配慮すべきである。
一　政策等の立案及び決定への共同参画は、
男女共同参画社会の形成に当たり不可欠の
ものであることにかんがみ、その実態を踏ま
え、国及び地方公共団体において、積極的改 
善措置の積極的活用も図ることにより、その
着実な進展を図ること。
一　家庭生活における活動と他の活動の両立
については、ＩＬＯ第１５６号条約の趣旨に
沿い、家庭生活と職業生活の両立の重要性に
留意しつつ、両立のための環境整備を早急に
進めるとともに、特に、子の養育、家族の介
護については、社会も共に担うという認識に
立って、その社会的支援の充実強化を図る
こと。
一　男女共同参画社会の形成の促進に関する
施策の策定に当たっては、現行の法制度につ
いても広範にわたり検討を加えるとともに、
施策の実施に必要な法制上又は財政上の措
置を適宣適切に講ずること。
一　女性に対する暴力の根絶が女性の人権の
確立にとって欠くことができないものであ
ることにかんがみ、あらゆる形態の女性に対
する暴力の根絶に向けて積極的に取り組む
こと。
一　男女共同参画社会の形成の促進に関する
施策の推進については、男女共同参画会議の
調査及び監視機能が十全に発揮されるよう、
民間からの人材の登用を含め、体制を充実さ
せること。
一　本法の基本理念に対する国民の理解を深
めるために、教育活動及び広報活動等の措置
を積極的に講じること。
一　各事業者が、基本理念にのっとり、男女共
同参画社会を形成する責務を自覚するよう
適切な指導を行うこと。
一　苦情の処理及び人権が侵害された場合に
おける被害者救済のための措置については、
オンブズパーソン的機能を含めて検討し、苦
情処理及び被害者救済の実効性を確保でき
る制度とすること。

一　男女共同参画社会の形成を国際的協調の
下に促進するため、女子差別撤廃条約その
他我が国が締結している国際約束を誠実に
履行するため必要な措置を講ずるとともに、
男 女共同参画の視点に立った国際協力の一
層の推進に努めること。

男女共同参画社会基本法案に対
する附帯決議

　平成１１年６月１１日 衆議院内閣委員会
政府は、本法施行に当たり、次の事項に配慮
すべきである。
一　家庭生活における活動と他の活動の両立
については、ＩＬＯ第１５６号条約の趣旨
に沿い、両立のための環境整備を早急に進
めるとともに、特に、子の養育、家族の介
護については、社会も共に責任を担うとい
う認識に立って、その社会的支援の充実強
化を図ること。
一　女性に対する暴力の根絶が女性の人権の
確立にとって欠くことができないものであ
ることにかんがみ、あらゆる形態の女性に
対する暴力の根絶に向けて積極的に取り組
むこと。
一　男女共同参画社会の形成の促進に関する
施策の策定に当たっては、性別によるあら
ゆる差別をなくすよう、現行の諸制度につ
いても検討を加えるとともに、施策の実施
に必要な法政上又は財政上の措置を適切に
講ずること。
一　男女共同参画社会の形成の促進に関する
施策の推進に当たっては、その施策の推進
体制における調査及び監視機能が十分に発
揮されるよう、民間からの人材の登用を含
め、 その体制の整備の強化を図ること。
一　各事業者が、基本理念にのっとり、男女
共同参画社会の形成に寄与する責務を有す
ることを自覚して、男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策の推進を図るよう、
適切な 指導を行うこと。
一　男女共同参画社会の形成には、男女の人権
の尊重が欠かせないことにかんがみ、苦情の
処理及び被害者の救済が十分図られるよう、
実効性のある制度の確立に努めること。
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越前町男女共同参画推進条例
平成２２年　３月２５日公布

条例第１号

目次
　前文
　第１章　総則（第１条―第８条）
　第２章　男女共同参画を進めるための
　　　　　基本的施策（第９条―第１４条）
　第３章　越前町男女共同参画審議会
　　　　　（第１５条―第１７条）
　第４章　雑則（第１８条）
　附則

前文
　豊な自然環境や古くから継承されてきた歴
史・伝統文化が数多く存在している越前町は、
その特性を活かし「人と技　海土里織りなす　
快適なまち」を実現するため、町民が一体と
なってまちづくりに取り組んでいる。
　我が国では、日本国憲法において個人の尊
重と法の下の平等がうたわれ、男女の人権は、
性別にかかわりなく尊重されなければならな
いとし、男女共同参画社会基本法を制定した。
そして、誰もがその個性と能力を十分に発揮
できる社会の実現に向けて、様々な施策の推
進を図っている。
　そこで越前町でも、次代を担う子どもたち
が夢と希望を持って生き生きと暮らせるまち
づくりを進める必要がある。
　よってここに、町、町民及び事業者が一丸
となって男女共同参画社会の実現に向けて取
り組むことを決意し、この条例を制定する。

第１章　総則
（目的）
第１条　この条例は、男女共同参画の推進に
関し、基本理念を定め、町及び町民の責務
を明らかにし、事業者の連携のもと、町の
施策の基本となる事項を定めることにより、
男女共同参画社会の実現を図ることを目的
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、それぞれ当該各号に定め
るところによる。

（１）男女共同参画　男女が性別にかかわり
なく、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の活
動に参画する機会が確保されることによ
り、男女が均等に政治的、経済的、社会
的及び文化的利益を受け、かつ、共に責
任を担うことをいう。

（２）積極的改善措置　前号に規定する機会
についての男女間の格差を改善するため
必要な範囲内において、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。

（３）セクシュアル・ハラスメント　相手の
意に反した性的言動により、相手の尊厳
を傷つけ、生活環境を害することをいう。

（４）ドメスティック・バイオレンス　配偶
者等に身体的又は精神的な苦痛を与える
暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言
動をいう。

（５）町民　町内に居住する者、勤務する者
及び在学する者をいう。

（６）事業者　町内において事業活動を行う
法人その他の団体及び個人をいう。

（基本理念）
第３条　男女共同参画の推進は、次に掲げる
基本理念により行う。
（１）男女が性別に関わりなく一人の人間と
して認め合うこと及び個人として能力を
発揮する機会を得られること等、人権が
等しく尊重されること。

（２）社会で活動を行う上で、性別による役
割分担や慣習等にとらわれることなく、
自由な選択を妨げられないよう配慮され
ること。

（３）あらゆる場において、男女が対等な立
場で参画できる機会を積極的に提供され
ること。

（４）家族が互いの協力及び社会の支援を受
け、子育て及び家族の介護などを行い、
かつ、職場及び地域における活動ができ
るようにすること。

（５）男女が、互いの性を理解し、妊娠、出
産その他性に関することについて、互い
の意思を尊重して健康な生活ができるよ
うにすること。

（６）あらゆる学習の場において、人権の尊
重と平等の意識が重んぜられること。

（７）男女共同参画の推進は、国際社会にお
ける取り組みと協調して行うこと。

資 料 ２
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（町の責務）
第４条　町は、男女共同参画の推進を重要な
施策として位置付け、前条に定める基本理
念に従い、男女共同参画を推進する施策（積
極的改善措置を含む。以下同じ。）を策定し、
これを実施しなければならない。
２　町は、男女共同参画の推進に当たっては、
町民、事業者、国、県及び他の地方公共団
体と連携し、相互に協力して取り組まなけ
ればならない。

（町民の責務）
第５条　町民は、基本理念を十分理解し、家
庭、地域、職場、学校その他社会のあらゆ
る場において、男女共同参画を推進するよ
う努めなければならない。
２　町民は、町が実施する男女共同参画を推
進するための施策に協力するよう努めなけ
ればならない。

（事業者の連携）
第６条　事業者は、基本理念を十分理解し、
その事業活動において、町が実施する男女
共同参画を推進するための施策と連携し、
相互に協力して取り組まなければならない。

（性別による権利侵害の禁止）
第７条　何人も、性別による不当な差別的扱
いを行ってはならない。
２　何人も、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、ドメスティック・バイオレンス
を行ってはならない。

（情報に関する配慮）
第８条　何人も、広報、報道、広告等におい
て、性別による固定的な役割分担及び性的
な暴力を助長し、人権を侵害する性的な表
現を行わないよう配慮しなければならない。

第２章　男女共同参画を進めるための
基本的施策
（基本計画）
第９条　町長は、男女共同参画に関する施策
を総合的かつ計画的に推進するための計画
（以下「基本計画」という。）を策定する。
２　基本計画は、次に掲げる事項を定める。

（１）男女共同参画社会の実現に向けて総合
的かつ長期的に講ずべき施策の基本的事
項

（２）前号に掲げるもののほか、男女共同参
画の推進に関する施策を総合的かつ計画
的に推進するために必要な事項

３　町長は、基本計画の策定に当たっては、
あらかじめ第１５条に規定する越前町男女
共同参画審議会の意見を聴くとともに、町
民及び事業者の意見を反映することができ
るように必要な措置を講じなければならな
い。
４　町長は、基本計画を策定したときは、速
やかにこれを公表する。基本計画を変更し
たときも、また同様とする。

（町民及び事業者への支援等）
第１０条　町は、男女共同参画を推進するた
めに、町民及び事業者に対し支援又は措置
を講ずる。

（啓発活動）
第１１条　町は、情報提供、広報活動などを
通じて、家庭、地域、職場、学校、その他
社会のあらゆる場において、男女共同参画
の推進に関する町民及び事業者等の理解を
深めるよう適切な啓発活動を積極的に行う。

（相談及び苦情の処理）
第１２条　町民等は、町が実施する男女共同
参画の推進に関する施策等に関し、町長に
相談及び苦情（以下「相談等」という。）
を申し出ることができる。
２　前項の規定による相談等のほか、町民等
は、性別による差別又は男女共同参画を阻
害する人権侵害について、その旨を町長に
申し出ることができる。
３　町長は、前２項の規定により相談等の申
出を受けたときは、当該相談等に適切かつ
迅速に対応する。
４　町長は、相談等に対応するにあたり必要
があると認めるときは、調査を行うことが
できる。この場合において、関係者は、当
該調査に協力しなければならない。
５　町長は、前項の調査結果により必要があ
ると認めるときは、関係者に対し、適切な
指導助言を行うとともに、国、県、他の関
係機関と協力を図り、必要な措置を講ずる。
　また、必要があると認めるときは、越前町
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　男女共同参画審議会の意見を聞くことがで
きる。

（推進体制の整備）
第１３条　町長は、男女共同参画を推進する
ための体制及び措置を講ずる。

（年次報告）
第１４条　町長は、毎年、男女共同参画推進
施策の実施状況等について、報告書を作成
し、公表するものとする。

第３章　越前町男女共同参画審議会
（設置）
第１５条　町長は、基本計画その他男女共同
参画の推進に関する事項を調査審議するた
め、越前町男女共同参画審議会（以下「審
議会」という。）を置く。

（所掌事務）
第１６条　審議会は、町長の諮問に応じ、男
女共同参画の推進に関する事項について調
査及び審議し、町長に答申する。

（組織）
第１７条　審議会は、委員１０人以内で組織
する。
２　委員は、町民、事業者の代表者、学識経
験者及びその他町長が必要と認める者のう
ちから町長が委嘱する。
３　男女いずれか一方の委員の数は、委員の
総数の１０分の４未満とならないものとす
る。
４　委員の任期は２年とし、再任を妨げない。
ただし、当該委員が欠けた場合における補
欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。

第４章　雑則
（委任）
第１８条　この条例の施行に関し必要な事項
は、規則で定める。

附　則
（施行期日）
１　この条例は、平成２２年４月１日から施
行する。

資 料 ２

（経過措置）
２　この条例の施行の際、現に策定され、公
表されている男女共同参画の推進に関する
町の計画であって、男女共同参画の施策を
総合的かつ計画的に実施するためのものは、
第９条の規定により策定され、公表された
ものとみなす。
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越前町男女共同参画推進条例施行規則
平成２２年　３月２５日

規則第３号
目次
　第１章　総則（第１条）
　第２章　相談及び苦情の処理（第２条―第
４条）
　第３章　越前町男女共同参画審議会（第５
条―第１０条）
　第４章　雑則（第１１条）

第１章　総則
（趣旨）
第１条　この規則は、越前町男女共同参画推
進条例(平成２２年越前町条例第１号。以下
「条例」という。) の施行に関し、必要な事
項を定めるものとする。

第２章　相談及び苦情の処理
（相談及び苦情の申出）
第２条　条例第１２条第１項及び２項に規定
する相談及び苦情（以下「相談等」という。）
の申出をしようとする者（以下「申出者」と
いう。）は、相談申出書（様式第１号）を町
長に提出しなければならない。

（相談等の処理）
第３条　町長は、前条に規定する相談等を処
理したときは、相談の申出に対する回答書
（様式第２号）により、その結果を申出者
に通知するものとする。
２　町長は、相談等の処理において必要があ
ると認めるときは、申出に係る施策を行う
町の他の執行機関に対し、関係資料の提出
又は説明を求めることができる。

（処理しない申出）
第４条　町長は、次の各号のいずれかに該当す
る申出については、処理しないものとする。
（１）判決、裁判等により確定した事項
（２）裁判所において係争中の事案又は行政
庁において不服申立ての審理中の事案に
関する事項

（３）議会に請願又は陳情を行った事項
（４）相談の申出に係る処理の結果に関する
事項

（５）この制度の趣旨から受け付けることが
適当でないと認められる事項

第３章　越前町男女共同参画審議会
（審議会の会長等）
第５条　条例第１５条に規定する越前町男女
共同参画審議会（以下「審議会」とい
う。）に会長及び副会長をそれぞれ１人置
き、委員の互選によりこれを定める。
２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故が
あるとき又は会長が欠けたときは、その職
務を代理する。

（審議会の会議）
第６条　審議会の会議は、会長が招集し、議
長となる。
２　会議は、委員の過半数が出席しなければ、
これを開くことができない。
３　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、
可否同数のときは、議長の決するところに
よる。

（審議会への関係者の出席等）
第７条　会長は、審議会において必要がある
と認めるときは、関係者の出席を求めてそ
の意見若しくは説明を聴き、又は必要な資
料の提出を求めることができる。

（委員の守秘義務）
第８条　審議会の委員（以下「委員」という。）
は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなら
ない。その職を退いた後も、また同様とする。

（委員の解職）
第９条　町長は、委員が心身の故障のため職
務の遂行に堪えないと認めたとき又は職務
上の義務違反その他委員としてふさわしく
ない行為があると認めたときは、これを解
職することができる。

（審議会の庶務）
第１０条　条例第１２条に規定する相談等の
申出の受付及び審議会の庶務は、男女共同
参画室において処理する。

第４章　雑則
（その他）
第１１条　この規則に定めるもののほか、必
要な事項は、町長が別に定める。

附 則
　この規則は、平成２２年４月１日から施行
する。

資 料 ３
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資 料 ３
資料３ 

- 29 - 
 

様式第１号（第２条関係） 
 

相談申出書 
（町の男女共同参画施策等に関する相談） 

年   月   日 
越前町長 様 

(申出者) ※１ 
                 〒 

住所                        
 
氏名             電話番号        
 

越前町男女共同参画推進条例第１２条第１項第２項の規定に基づき、次のとおり相談を申し出
ます。 
 

申出の趣旨及び 
具体的な内容 

 

申出の経緯及び 
理由 

 

他の機関等への 
申出の有無 
※２ 

□ 有 
その申出先 
（                 ） 

□ 無 
 

その他苦情の処理
に当たって必要と
なる事項 

 

※１ 事業者等としての申出であれば、その所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。 
※２ 該当する□に を記入してください。 
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資料３ 

- 30 - 
 

様式第２号(第３条関係) 
 

相談の申出に対する回答書 
年   月   日 

 
                様 
 

越前町長              印 
 

年   月   日付け、相談申出書により申出があった相談に関し、町の対応について
越前町男女共同参画推進条例施行規則第３条第１項の規定により次のとおり回答します。 
 

申出の趣旨及び 
具体的な内容 

 

調査の結果及び 
町の対応 

 

備 考 

 

 

資 料 ３
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資 料 4

越前町男女共同参画審議会委員名簿

（敬称略・順不同）

（平成２２年度）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

女

男

男

女

男

女

男

女

男

女

仁愛大学
人間学部心理学科　教授 会　長

副会長越前町商工会
会長

越前町区長会連合会
会長

武生人権擁護委員協議会
丹生地区委員会

越前町社会教育委員の会議
議長

越前町立常磐小学校
校長

えちぜん男女共同参画
まちづくり推進員会　会長

越前町男女共同参画
ネットワーク　会長

公募者

公募者

赤　澤　淳　子

渡　辺　　　惠

上　坂　貞　行

寺　井　宣　子

澤　　　善　英

近　藤　洋　子

坂　下　栄　一

木　村　道　子

田　中　太　平

増　田　とも江

氏　名

人数　：　男性　　５名　　　女性　　５名　　　　計　１０名

任期　：　平成 22 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

性 別 備　考団 体 名 称
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えちぜん男女共同参画まちづくり推進員会設置要綱

（目的および設置）
第１条　男女がともに協力して行う住民の主体的な地域活動を通して、本町における男女共同参画
社会の形成に資するため、えちぜん男女共同参画まちづくり推進員会（以下「まちづくり推進員
会」という。）を設置する。

（役割）
第２条　まちづくり推進員会の役割は、次のとおりとする。
 （１） 男女共同参画のまちづくりを推進するための方策を検討し、実施すること。
 （２） 町の男女共同参画推進基本プランの策定等について協議すること。
 （３） 町の男女共同参画に関する施策の推進に協力し、普及啓発を図ること。

（構成）
第３条　まちづくり推進員会は推進員３０名以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから町長が
委嘱する。
 （１） 男女共同参画社会の形成に意欲のある人
 （２） 積極的に地域において活動している人、又は活動しようとしている人
 （３） その他町長が認める者
２　上記条件を満たす者で、議会代表者、地域代表者、各区長推薦者、企業代表者（企業長が推薦
する者）、一般公募者で構成する。
３　前項の場合における推進員の推薦については、男女の数に配慮するものとする。

（任期）
第４条　推進員の任期は２年間とし、期間は、前条の委嘱する日の属する翌年度末をもって終了す
るものとする。なお、再任は妨げないものとする。

（会長および副会長）
第５条　この会に会長１名および副会長２名を置き、推進員の互選によって定める。
２　会長は、必要に応じ推進員を招集し、会務を総括する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
４　会長は、必要に応じ、推進員以外の者の出席を求めてその意見を聞くことができる。

（庶務）
第６条　まちづくり推進員会の庶務は、男女共同参画室において行う。

（その他）
第７条　この要綱に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項が生じた場合は、その都度協議
して定める。

附　則
　この要綱は平成１７年　８月１７日から施行する。
　この要綱は平成２２年１２月　２日から施行する。

資 料 ５
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資 料 6

越前町男女共同参画推進体制

男女共同参画社会の実現

任意団体

・総合調整
・推進、啓発活動

事務局
（男女共同参画室）

・施策の総合的推進
・関係部署間の連絡調整

・推進施策の企画、実施

越前町男女共同参画推進会議
設置要綱

庁内推進会議

ワーキンググループ

えちぜん男女共同参画
まちづくり推進員会

えちぜん男女共同参画まち
づくり推進員会設置要綱

＜議会代表＞ ＜区長会代表＞
＜各地区代表＞ ＜企業代表＞　等

・「気づき事業」の企画、実施
・施策や行事等への協力

＜学識経験者＞
＜町民＞　　＜団体等＞

越前町男女共同参画
推進条例

男女共同参画
審議会

・実践
・施策や行事等への協力

町　　　民
事　業　者
各 種 団 体
学　　　校

＜趣旨に賛同する団体、個人＞

・自己学習や、加盟団体間での
啓発推進
 ・施策や行事等への協力

町男女共同参画
ネットワーク

町　　長
指示

報告

諮問

連携連携・推進連携・協力・推進

答申（提言）

推進
啓発

推進
啓発
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20代
87人
9.8%

30代
140人
15.8%

40代
180人
20.3%50代

195人
22.0%

60代
157人
17.7%

70代
127人
14.3%

41.9

11.6

13.7

18.6

21.6

58.1

8.5

17.3

21.6

22.3

16.1

14.2

0 10 20 30 40 50 60

全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代

男性 女性

(％)

19.9

14.6

資 料 ７
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未婚
136人
15.3%

既婚
698人
78.8%

その他
48人
5.4%

無回答　4人　0.5%

18.9

77.4

3.5

0.3

12.8

79.8

6.8

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

未　婚

既　婚

その他

無回答

男性 女性

（％）

男性 女性

（％）

夫婦
106人
12.0%

二世代
429人
48.4%

三世代
308人
34.8%

その他
19人
2.1%

無回答  3人  0.3% 一人  21人  2.4%

2.7

13.5

47.7

34.0

1.6

0.5

2.1

10.9

48.9

35.3

2.5

0.2

0 10 20 30 40 50 60

一　人

夫　婦

二世代

三世代

その他

無回答

資 料 ７
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会社・団体・官
公庁等に勤務

463人
52.1%

農林漁業  42人  4.7%

自営業
104人
11.7%

家事専業
88人 9.9%

無職
156人
17.6%

その他
31人
3.5%

無回答　4人  0.5%

56.1

7.0

13.2

0.8

3.0

19.4

0.5

49.3

3.1

10.6

16.4

3.9

16.2

0.4

0 10 20 30 40 50 60

勤　　務

農林漁業

自　　営

家　　事

そ の 他

無　　職

無 回 答

（％）

（％）

正規雇用
281人
72.2%

非正規雇用
104人
26.7%

無回答　4人　1.0%

88.8

10.1

1.1

58.3

40.8

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

正 規 雇 用

非正規雇用

無　回　答

男性 女性

男性 女性

資 料 ７
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（％）

（％）

（％）

Ⅰ　男女共同参画に関する意識について

Ⅱ　家庭生活等について

資 料 ７
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Ⅲ　就業について

（％）

（％）

（％）

（％）

資 料 ７
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Ⅳ　社会参画について

（％）

（％）

（％）

資 料 ７
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Ⅴ　パートナーからの暴力について

問１１　あなたはこれまでに、パートナーから、次のようなことをされたことがありますか

問１２　あなたは、そのことについて誰かに打ち明けたり、相談したりしましたか

資 料 ７
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Ⅵ　男女共同参画社会の実現に向けて

（％）

（％）

（％）

37.4

18.2

75.4

28.2

57.9

33.1

1.7

4.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性自身が意識改革をする

女性自身が自覚する

男女とも、パートナーとして理解協力する

職場での意識改革と環境見直し

男女差別的な慣習やしきたりの見直し

男女平等の視点からの、家庭教育や学校教育の見直し

その他

無回答

お互いの立場を尊重し合う

身の回りのことは自分でする

子どもへの平等教育

育児・家事の分担・協力

家庭や地域で話し合う

社会活動に積極的に参加する

その他

無回答

家庭教育における男女共同参画の啓発・推進
地域づくりにおける男女共同参画の啓発・推進
学校教育における男女平等と自立の推進
社会教育の場における男女共同参画の推進・啓発
職場への啓発や法律・制度遵守の周知徹底
安心して子育てができる保育サービスの充実
高齢者や障がい者等への福祉サービスの充実
政策・方針決定の場への女性の参画促進
家庭内暴力等の根絶に向けての支援体制の整備
男女共同参画を推進する団体・リーダーの養成
男女共同参画に関する現状把握と情報提供
その他
無回答

資 料 ７
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※１　エンパワーメント（empowerment）
　本来持っている能力を引き出し、社会的な権
限を与えること。
　「女性のエンパワーメント」とは、女性が自
分自身の生活と人生を決定する権利と能力を持
ち、様々なレベルの意志決定の場に参画し、社
会的・経済的・政治的な状況を変えていく力を
持つことを意味する。

※２ 積極的改善措置（positive action） 
　積極的改善措置（ポジティブ・アクション）
とは、様々な分野において、活動に参画する機
会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲
内において、男女のいずれか一方に対し、活動
に参画する機会を積極的に提供するものであり、
個々の状況に応じて実施していくもの。
（例：国の審議会等委員への女性登用のための
目標設定、女性国家公務員の採用・登用促進等）
　男女共同参画社会基本法では、積極的改善措
置は国の責務として規定され、また、国に準じ
た施策として地方公共団体の責務にも含まれて
いる。

※３　家族経営協定 
　家族経営が中心の日本の農業が、魅力ある職
業となり、男女を問わず意欲をもって取り組め
るようにするためには、経営内において家族一
人一人の役割と責任が明確となり、それぞれの
意欲と能力が十分に発揮できる環境づくりが必
要である。
　家族経営協定は、これを実現するために、農
業経営を担っている世帯員相互間のルールを文
書にして取り決めたものである。

※４　就業時間や雇用形態における選択肢 
・フレックスタイム制：労働者が自由に出退社
　時刻を決めることができる制度。
・育児時短：育児期間中の時間短縮勤務。
・短時間正社員制度：正社員の身分のまま、勤
　務日数や１日の労働時間を減らす制度。
　仕事の質はフルタイム社員と同じで、年金も
　働いた時間に比例して支払われる。
・派遣労働：人材派遣会社に雇用されて、派遣
　先の業務を行うこと。給与は派遣会社から支
　給される。
などがある。

※５ リプロダクティブ・ヘルス/ライツ　
　「性と生殖に関する健康/権利」
　1994年のカイロ国際人口・開発会議で提唱さ
れた概念で、今日、全ての個人に保障されるべ
き重要な人権の一つとして認識されている。
　中心課題には、いつ何人子どもを産むか産ま
ないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、
安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つ
ことなどが含まれており、また、思春期や更年
期における健康上の問題等生涯を通じての性と
生殖に関する課題が幅広く議論されている。

※６　老老介護 
　高齢者が高齢者を在宅で、多くの場合ひとり
で介護する状況をいう。

※７　ストーカー行為 
　同一の者に対して「つきまとい等」を反復し
て行うこと。「つきまとい等」とは、特定の者
に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが
満たされなかったことに対する怨念の感情を充
足する目的で、その特定の者又は家族などに対
して行う下記のこと。
１．「つきまとい、待ち伏せ、押しかけ」
２．「監視していると告げる」
３．「面会、交際の強要」
４．「乱暴な言動」
５．「無言電話、連続した電話、ファクシミリ」
６．「汚物などの送付」
７．「名誉を傷つける」
８．「性的羞恥心を侵害する」　ことなど。

※８　ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）
（Domestic Violence）
　日本では一般的に、「夫や恋人など親密な関
係にある、又は、親密な関係にあった男性から
女性に向けられる暴力」の意味。
　暴力には、殴る、蹴るといった身体的暴力ば
かりでなく、無視したり罵倒したりする精神的
暴力、性的行為の強要などの性的暴力、金銭的
自由を与えない経済的暴力、人間関係や行動を
監視したり制限したりするなどの社会的暴力な
どがある。
　平成１６年改正の「配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関する法律」では、性別に
関わらず、配偶者（事実婚や元配偶者も含む）
等から受ける暴力の防止及び被害者保護のため
の措置を定めている。

資 料 ８

＜用語の解説＞
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※９　セクシュアル・ハラスメント 
　セクシュアル・ハラスメント（「セクハ
ラ」）は、継続的な人間関係において、優位な
力関係を背景に、相手の意に反して行われる性
的な言動であり、身体への不必要な接触、性的
な関係の強要、性的なうわさの流布、衆目に触
れる場所でのわいせつな写真の掲示など様々な
ものが含まれる。
　それは、単に雇用関係にある者の間のみなら
ず、施設職員とその利用者との間や、団体にお
ける構成員間など、様々な生活の場で起こりえ
るものである。
　特に雇用の場においては、それに対する対応
によって仕事をする上で一定の不利益を与えた
り（対価型セクシュアル・ハラスメント）、ま
たはそれを繰り返すことによって就業条件を著
しく悪化させる（環境型セクシュアル・ハラス
メント）ことを言い、男女雇用機会均等法には、
事業主の雇用管理上の配慮義務が規定されてい
る。

※１０　メディアリテラシー 
　メディア（情報流通媒体）によってもたらさ
れる情報を、そのまま受け取るのではなく、送
り手によって構成されたものとして読み解くと
同時に、自分の意見や思いをメディアによって
表現していくという、複合的な能力を言う。
　インターネットや携帯電話など新しい形態の
メディアの台頭で混乱やトラブルが頻発してお
り、メディアリテラシーの重要性はますます高
まっている。

資 料 ８

＜参 考 統 計＞

項　目

３世代同居率

核家族率

女性就業率

女性常雇率

高齢化率

後期高齢化率

女性の割合（後期高齢者）

審議会等への女性登用率

管理的職業従事者に占める
女性の割合

平成17年国勢調査より

平成17年国勢調査より

平成17年国勢調査より

平成17年国勢調査より

平成22年 4月 1日現在

平成22年 4月 1日現在

平成22年 4月 1日現在

平成19年
就業構造基本調査

30.7%

49.8%

52.3%

82.6%

26.9%

15.4%

62.9%

越前町 福井県 国 備　　考

30.5%
(H.22.4. 末 )

20.2%

52.0%

41.3%

80.6%

24.9%

13.2%

62.6%

30.9%
(H.22.6.30)

9.2%
(全国 33位 )

17.6%

66.2%

45.5%

76.1%

23.0%

11.0%

62.0%

11.0%

33.2%
(H.21.9.30)
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資 料 ９

男女共同参画に関する越前町・福井県・日本・世界の動き

2005年
新越前町誕生（町村合併）
男女共同参画室　設置
男女共同参画推進会議　設置
えちぜん男女共同参画まちづくり推進
員会　設置
男女共同参画ネットワーク　設立

国連「北京＋10」世界閣僚級会合
（ニューヨーク）
・「男女共同参画基本計画（第２次）」策定

（平成17年）

2003年 旧織田町 男女共同参画推進室　設置
旧越前町 意識調査実施
年度末　旧越前町「男女共同参画推進
プラン」策定

・内閣府に｢男女共同参画局｣「同会議」設置
・「男女共同参画週間」実施
・「配偶者からの暴力防止及び被害者の保
護に関する法律」施行

・2004年「配偶者からの暴力防止及び被害
者の保護に関する法律」改正

（平成21年）

2007年
男女共同参画都市宣言

2009年
町民意識調査　実施

（平成19年）

・「男女共同参画社会基本法」公布・施行
（平成11年）

2002年

1999年

（平成13年）

男女共同参画室を男女参画・県民活動課に
改組

「配偶者暴力防止および被害者保護のため
の福井県基本計画」策定
「福井県男女共同参画計画」改定

（平成15年）

2001年

旧織田町 意識調査　実施

・総理府に「男女共同参画室」、「審議会」、
「推進本部」設置
・高校で家庭科の男女共修開始（平成6年）

2000年

・「男女雇用機会均等法」改正
・東アジア男女共同参画担当大臣会合開催

（平成18年）

2006年 「えちぜん男女共同参画プラン」策定

旧朝日町 意識調査　実施
年度末　旧朝日町・宮崎村・織田町「男
女共同参画プラン」策定

福井県男女共同参画推進条例公布
「福井県男女共同参画計画－ふくい男女共
同参画プラン－」策定（平成14年）

・中学校で技術・家庭科の男女共修開始
（平成3年）

1995年

1994年

旧宮崎村 意識調査　実施 女性政策室を男女共同参画室に改称
国連特別総会「女性2000年会議」
（ニューヨーク）
・「男女共同参画基本計画」策定（平成12年）

「福井県生活学習館」開館
（財）ふくい女性財団　設立
1998年「ふくい男女共同参画プラン」策定

第4回世界女性会議（北京）
・「育児・介護休業法」施行
・1997年男女雇用機会均等法改正（平成7年）

・女性問題担当大臣の設置
・「育児休業法」施行
1993年「女性に対する暴力の撤廃に関する
宣言」採択（平成4年）

（昭和55年）

1987年

1985年
婦人の地位向上推進連絡会　設立

第3回世界女性会議（ナイロビ）
・｢国籍法｣の施行
・｢男女雇用機会均等法｣公布
・｢女性差別撤廃条約｣の批准（昭和60年）

（昭和50年）

1975年

1980年

（昭和53年）

1992年

1991年

1978年

「21世紀をめざすふくい女性プラン」県内行
動計画策定

・「西暦2000年に向けての新国内行動計画」
策定（昭和62年）

婦人児童課に婦人問題担当を設置
・1977年「国立婦人教育会館」開館
1979年「女子差別撤廃条約」採択

2010年 男女共同参画推進条例　施行
越前町男女共同参画審議会　設置

・「男女共同参画基本計画（第３次）」策定

（平成22年）

1983年青少年婦人課に婦人対策室を設置 第2回世界女性会議（コペンハーゲン）

年 越 前 町 の 動 き 福 井 県 の 動 き 日 本 ・ 世 界 の 動 き

国際婦人年（目標：平等、発展、平和）
第1回世界女性会議（メキシコシティ）
・総理府に婦人問題担当室設置



 

 

男女共同参画都市宣言
海土里織りなすふるさと越前町

平成 19年 12月１日

越　前　町

み　ど　り

　わたしたちは、お互いの人権を尊重し、認めあい、
誰もが性別に関わりなく個性と能力を発揮できるまち
をめざして、ここに男女共同参画都市を宣言します。

１．家事・子育て・介護は家族みんなで分かち
　合い、協力しあう家庭づくりをめざします。

１．昔からの役割や習慣にとらわれず、誰もが
　参画できる地域づくりを進めます。

１．お互いの個性を認めあい、誰もが意欲や
　能力を吐きできる職場づくりに努めます。

１．幼い頃から、自立・平等の意識をはぐくみ、
　思いやりのある人づくりをめざします。

１．世界の平和を願い、民族や文化の違いを
　理解し、共に生きるまちをめざします。

越前町男女共同参画計画

えちぜん男女共同参画プラン
[改 定]

～人が輝く　住民主体のまちづくり～

発行：越前町男女共同参画室
〒916-0192　福井県丹生郡越前町西田中13-5-1
TEL 0778-34-8715(直通)　FAX 0778-34-1236
E-mail danjo@town.echizen.lg.jp
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