
岬町男女
共同参画推進条例

＆
第２次岬町男女
共同参画プラン

平成25（2013）年３月

岬  町note

note

※参画とは… 単なる「参加」とは違い、立案や意思決定の段階から主体的に関わり意見を反映
させること。

※仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）とは…

※エンパワメントとは…   他者との共感を通して自らの意識と能力を高め、他者と連携しながら様々な分野で力をつけること。

※デートDVとは… カップルの間で起こる暴力のこと。身体的暴力のほかに強い束縛や行動の規制、性的な行為の強要、金銭を貸すように強要されたりするなどの行為がある。

老若男女だれもが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々
な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態であること。

岬町がめざす
男女共同参画社会とは

家庭では

働く場では

地域では

学校では

● 固定的な役割分担意識にとらわれず、家事、育児、
介護等の分担が行われています。

● 子育てや介護等のサービスが充実しており、必要
に応じて利用できます。

● 性別にかかわりなく、子ども自身の個性や自主性
を尊重した子育てが行われています。

● 配偶者や恋人同士がお互いの人権を尊重し、暴力
のない社会で安心して暮らしています。

● 地域活動やボランティア、NPO活動において男
女が積極的に参画し、活力ある住みよいまちづく
りに取り組んでいます。

● 男女の偏りのない役員編成で、様々な立場の意見
が尊重された活動が行われています。

● 地域活動における性別役割分担が解消され、それ
ぞれの個性と能力に応じた役割分担が行われてい
ます。

● 採用、配置、昇進、給与等におい
て男女の差別がなくなっています。

● 育児休暇や介護休業等の制度が充
実し、男女が共に利用できる環境
が整い、仕事と生活の調和が図ら
れています。

● 男女の偏りなく管理職についてい
ます。

● 性別にかかわりなく、一人ひとりの個性や自主性
を尊重した教育が行われています。

● お互いを理解し、協力し合い、人権を尊重するこ
との大切さを学んでいます。

● 進学・就職においては、性別にとらわれず、個人
の意見と能力を尊重した進路指導や幅広い選択が
行われています。

岬町では、性別や年齢、障がいの有無にかかわらず、一人ひとりの人権と個性が

大切にされ、家庭や地域、働く場等あらゆる場面で、すべての人が個性と能力を

発揮して心豊かな生活を営んでいます。

男女平等に基づく
互いの人権の尊重と
男女共同参画※社会

の実現

地域における男女共同参画の推進

男女が共に能力を発揮できる就業環境づくり

生涯を通じた男女の健康づくり支援

職業生活と家庭生活、その他の社会における活動の両立支援

男女間のあらゆる暴力の根絶

高齢者や子育てへの支援、防災、環境問題については、地域での取り組みが重要で
す。男女が対等な立場で地域活動に参加・参画できるよう施策を進めます。

どのような働き方を選んでも、男女がいきいきと働ける職場づくりを進めるととも
に、女性や無業の若者等の自立・就職活動等の支援を充実します。

男女一人ひとりが、共に正確な知識・情報を得て、主体的に健康保持・増進に取り
組めるよう施策を進めます。

男女が共に仕事とその他の生活を両立できるよう、長時間労働の見直し・女性や高
齢者の就労促進等についての事業所への働きかけや、育児・介護への福祉サービス
を充実していきます。

配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）、デートDV※、セクシュアル・
ハラスメント、性暴力、買売春、ストーカー行為等は、犯罪となる行為をも含む重
大な人権侵害です。すべての暴力は決して許さないという意識を高めるとともに、
支援の体制を充実します。

▶女性リーダー育成の支援と女性のエンパワメント※支援
▶あらゆる世代が男女共同参画で取り組む地域づくりの推進
▶防災やその他の分野における男女共同参画の推進

▶働く場における男女平等の促進   　▶女性や若者等の就業支援

▶仕事とその他の生活の調和※の実現のための職場環境の整備
▶仕事とその他の生活の調和の実現のための社会的支援の充実

▶暴力を許さない機運の醸成
▶ セクシュアル・ハラスメント等の女性に対する暴力防止と
被害者支援の強化
▶  DVに対する取り組みの充実

施策の方向

施策の方向

▶生涯を通じた男女の健康づくり支援施策の方向

施策の方向

施策の方向
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岬町で男女共同参画の社会を実現するために、「岬町男女共同参画推進条例」の制定と
「第2次岬町男女共同参画プラン」を策定しました。

note

※固定的な性別役割分担意識とは…
男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが
適当であるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由とし
て、役割を固定的に分けることをいい、男女共同参画社会の実
現の障壁となっている。

基本理念（第3条）

町の男女共同参画を
推進するための
基本となる考え方

男女間のあらゆる
暴力を根絶します

家庭での活動と仕事や
地域での活動を両立で
きるようにします

男女の人権を
尊重します

町政や事業所、地域活
動などの方針の立案や
決定の場には男女が対
等に参画します

一人ひとりの性と
生殖に関する権利を
尊重します

「男だからこう、女
だからこう」という
性別で役割を固定
したような制度や
慣行は改めます

性別による固定的な役割分担※、セクシュアル・
ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、パ
ワー・ハラスメント等を助長・連想させる表現や
人権を侵害する性的な表現をしないようにしま
しょう。

岬町男女共同参画推進条例

　平成25年4月1日、「岬町男女共同参画推進

条例」を制定、施行します。

　岬町では、平成15年3月に「岬町男女共同

参画プラン」を策定し、様々な取り組みを進

めてきましたが、家庭や地域、職場などに性

別で役割を固定した考え方やそれに基づく社

会の制度や慣行が根強く残っており、男女共

同参画への様々な課題の要因となっています。

　そこで、条例を制定することによって、男

女共同参画に関する基本理念や、町・町民・

教育関係者・事業者の責務を明らかにし、町

の男女共同参画を推進するための基本となる

考え方を定め、男女共同参画のまちづくりを

めざします。

男女共同参画が進むように、
町が取り組む施策（第10～18条）

岬町男女共同参画プラン

総合的、計画的に施策を推進するための計画を策定します。

施策の策定にあたっての配慮

町の施策の策定や実施にあたっては男女共同参画の推進に努め
ます。

附属機関等における委員の構成

男女どちらか一方の委員の数が委員総数の10分の4未満になら
ないよう努めます。

町民等の理解を深めるための措置

広報活動、意識啓発、情報提供等によって男女共同参画に関す
る理解を深められるよう取り組みます。

積極的改善措置

施策の立案及び決定に男女が平等に参画できるよう努めます。

推進体制の整備

男女共同参画を総合的、計画的に推進するための推進体制を整
備します。

調査研究

施策の策定や実施に必要な調査研究を行います。

被害者支援

セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンス
等性に基づく人権侵害の被害者に対して必要な措置を講じます。

苦情等及び相談の申出

男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策への苦情
や意見に対して、町長に申し出ることができます。また、その
申出に対して適切な処置を講じます。また、男女共同参画の推
進を阻害する要因によって人権が侵害された場合は相談の申出
をすることができます。この場合は、関係機関と連携をとりな
がら適切な対応に努めます。

男女共同参画を阻害する行為の制限
性別等による権利侵害の禁止（第８条）
公衆に表示する情報に関する配慮（第９条）

男女共同参画を進めるために取り組むこと（第4～7条）

【町民のみなさん】
●  家庭、地域、職場、学校などあらゆる分野に積極的
に参画していきましょう。

●  町が実施する男女共同参画の取り組みに協力しまし
ょう。

【事業者のみなさん】
●  だれもが働きやすく、働きがいのある職場づくりや
仕事と生活のバランスのとれる就労環境づくりに努
めましょう。

●  町が実施する男女共同参画の取り組みに協力しまし
ょう。

【教育関係者のみなさん】
● 基本理念にそって男女共同参画の視点をもった教
育・保育に努めましょう。

【町】
●  町が行うあらゆる施策の策定と実施は、男女共同参
画社会の実現に配慮して進めます。
●  町民や教育関係者・事業者と協力しながら男女共同
参画の施策を進めます。

第2次
岬町男女

共同参画プラン
めざすのは、男女が共に自分らしく、
いきいきと暮らすことのできる

「男女平等に基づく互いの人権の尊重と
男女共同参画社会の実現」

多様な選択を可能にする男女平等・
男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実

男女平等・男女共同参画という考え方の浸透

政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

男女共同参画の実現の大きな障壁の一つは、人々の意識の中に長い時間をかけて形
作られてきた「男はこう、女はこう」という性別で役割を固定した考え方です。男
女平等の考え方が浸透するよう学校教育や家庭教育、生涯学習に取り組みます。

町民一人ひとりの望む生き方が尊重されるよう、男女平等・男女共同参画の考え方
の定着に取り組みます。

どのような立場の人にとっても住みやすい岬町をつくるため、町政や地域活動、企
業などの政策・方針決定過程に、男女が共に参画できるよう取り組みを進めます。

▶保育所・幼稚園・学校等における男女平等保育・教育の推進
▶多様なニーズに対応した楽しい生涯学習の推進
▶男性にとっての男女共同参画の推進

▶固定的な性別役割分担意識の解消
▶男女共同参画に関する情報の収集・分析と提供
▶町職員の男女共同参画意識の向上
▶相談の充実

▶あらゆる分野における政策・方針決定過程への男女共同参画
▶女性の人材育成

施策の方向

施策の方向

施策の方向

基本的
施策

基本的
施策

基本的
施策

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

プランの期間

平成25（2013）年度から
平成34（2022）年度までの10ヵ年
プランの推進

● 条例に基づいて施策を推進していきます。
● 岬町男女共同参画推進本部の整備・強化を図ります。
● 岬町男女共同参画審議会の機能を強化します。
● 国・大阪府・他市町村との連携を図りながら、町民、
事業所、グループ、団体等と連携・協力して、男女
共同参画社会の実現に取り組みます。

本計画は８つの基本的施策を掲げ、それぞれに施策の方向を示しています。

つ づ き は 表 紙 裏 へ
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note

※固定的な性別役割分担意識とは…
男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが
適当であるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由とし
て、役割を固定的に分けることをいい、男女共同参画社会の実
現の障壁となっている。

基本理念（第3条）

町の男女共同参画を
推進するための
基本となる考え方

男女間のあらゆる
暴力を根絶します

家庭での活動と仕事や
地域での活動を両立で
きるようにします

男女の人権を
尊重します

町政や事業所、地域活
動などの方針の立案や
決定の場には男女が対
等に参画します

一人ひとりの性と
生殖に関する権利を
尊重します

「男だからこう、女
だからこう」という
性別で役割を固定
したような制度や
慣行は改めます

性別による固定的な役割分担※、セクシュアル・
ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、パ
ワー・ハラスメント等を助長・連想させる表現や
人権を侵害する性的な表現をしないようにしま
しょう。

岬町男女共同参画推進条例

　平成25年4月1日、「岬町男女共同参画推進

条例」を制定、施行します。

　岬町では、平成15年3月に「岬町男女共同

参画プラン」を策定し、様々な取り組みを進

めてきましたが、家庭や地域、職場などに性

別で役割を固定した考え方やそれに基づく社

会の制度や慣行が根強く残っており、男女共

同参画への様々な課題の要因となっています。

　そこで、条例を制定することによって、男

女共同参画に関する基本理念や、町・町民・

教育関係者・事業者の責務を明らかにし、町

の男女共同参画を推進するための基本となる

考え方を定め、男女共同参画のまちづくりを

めざします。

男女共同参画が進むように、
町が取り組む施策（第10～18条）

岬町男女共同参画プラン

総合的、計画的に施策を推進するための計画を策定します。

施策の策定にあたっての配慮

町の施策の策定や実施にあたっては男女共同参画の推進に努め
ます。

附属機関等における委員の構成

男女どちらか一方の委員の数が委員総数の10分の4未満になら
ないよう努めます。

町民等の理解を深めるための措置

広報活動、意識啓発、情報提供等によって男女共同参画に関す
る理解を深められるよう取り組みます。

積極的改善措置

施策の立案及び決定に男女が平等に参画できるよう努めます。

推進体制の整備

男女共同参画を総合的、計画的に推進するための推進体制を整
備します。

調査研究

施策の策定や実施に必要な調査研究を行います。

被害者支援

セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンス
等性に基づく人権侵害の被害者に対して必要な措置を講じます。

苦情等及び相談の申出

男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策への苦情
や意見に対して、町長に申し出ることができます。また、その
申出に対して適切な処置を講じます。また、男女共同参画の推
進を阻害する要因によって人権が侵害された場合は相談の申出
をすることができます。この場合は、関係機関と連携をとりな
がら適切な対応に努めます。

男女共同参画を阻害する行為の制限
性別等による権利侵害の禁止（第８条）
公衆に表示する情報に関する配慮（第９条）

男女共同参画を進めるために取り組むこと（第4～7条）

【町民のみなさん】
●  家庭、地域、職場、学校などあらゆる分野に積極的
に参画していきましょう。
●  町が実施する男女共同参画の取り組みに協力しまし
ょう。

【事業者のみなさん】
●  だれもが働きやすく、働きがいのある職場づくりや
仕事と生活のバランスのとれる就労環境づくりに努
めましょう。
●  町が実施する男女共同参画の取り組みに協力しまし
ょう。

【教育関係者のみなさん】
● 基本理念にそって男女共同参画の視点をもった教
育・保育に努めましょう。

【町】
●  町が行うあらゆる施策の策定と実施は、男女共同参
画社会の実現に配慮して進めます。
●  町民や教育関係者・事業者と協力しながら男女共同
参画の施策を進めます。

第2次
岬町男女

共同参画プラン
めざすのは、男女が共に自分らしく、
いきいきと暮らすことのできる

「男女平等に基づく互いの人権の尊重と
男女共同参画社会の実現」

多様な選択を可能にする男女平等・
男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実

男女平等・男女共同参画という考え方の浸透

政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

男女共同参画の実現の大きな障壁の一つは、人々の意識の中に長い時間をかけて形
作られてきた「男はこう、女はこう」という性別で役割を固定した考え方です。男
女平等の考え方が浸透するよう学校教育や家庭教育、生涯学習に取り組みます。

町民一人ひとりの望む生き方が尊重されるよう、男女平等・男女共同参画の考え方
の定着に取り組みます。

どのような立場の人にとっても住みやすい岬町をつくるため、町政や地域活動、企
業などの政策・方針決定過程に、男女が共に参画できるよう取り組みを進めます。

▶保育所・幼稚園・学校等における男女平等保育・教育の推進
▶多様なニーズに対応した楽しい生涯学習の推進
▶男性にとっての男女共同参画の推進

▶固定的な性別役割分担意識の解消
▶男女共同参画に関する情報の収集・分析と提供
▶町職員の男女共同参画意識の向上
▶相談の充実

▶あらゆる分野における政策・方針決定過程への男女共同参画
▶女性の人材育成

施策の方向

施策の方向

施策の方向

基本的
施策

基本的
施策

基本的
施策

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

プランの期間

平成25（2013）年度から
平成34（2022）年度までの10ヵ年
プランの推進

● 条例に基づいて施策を推進していきます。
● 岬町男女共同参画推進本部の整備・強化を図ります。
● 岬町男女共同参画審議会の機能を強化します。
● 国・大阪府・他市町村との連携を図りながら、町民、
事業所、グループ、団体等と連携・協力して、男女
共同参画社会の実現に取り組みます。

本計画は８つの基本的施策を掲げ、それぞれに施策の方向を示しています。

つ づ き は 表 紙 裏 へ



岬町で男女共同参画の社会を実現するために、「岬町男女共同参画推進条例」の制定と
「第2次岬町男女共同参画プラン」を策定しました。

note

※固定的な性別役割分担意識とは…
男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが
適当であるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由とし
て、役割を固定的に分けることをいい、男女共同参画社会の実
現の障壁となっている。

基本理念（第3条）

町の男女共同参画を
推進するための
基本となる考え方

男女間のあらゆる
暴力を根絶します

家庭での活動と仕事や
地域での活動を両立で
きるようにします

男女の人権を
尊重します

町政や事業所、地域活
動などの方針の立案や
決定の場には男女が対
等に参画します

一人ひとりの性と
生殖に関する権利を
尊重します

「男だからこう、女
だからこう」という
性別で役割を固定
したような制度や
慣行は改めます

性別による固定的な役割分担※、セクシュアル・
ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、パ
ワー・ハラスメント等を助長・連想させる表現や
人権を侵害する性的な表現をしないようにしま
しょう。

岬町男女共同参画推進条例

　平成25年4月1日、「岬町男女共同参画推進

条例」を制定、施行します。

　岬町では、平成15年3月に「岬町男女共同

参画プラン」を策定し、様々な取り組みを進

めてきましたが、家庭や地域、職場などに性

別で役割を固定した考え方やそれに基づく社

会の制度や慣行が根強く残っており、男女共

同参画への様々な課題の要因となっています。

　そこで、条例を制定することによって、男

女共同参画に関する基本理念や、町・町民・

教育関係者・事業者の責務を明らかにし、町

の男女共同参画を推進するための基本となる

考え方を定め、男女共同参画のまちづくりを

めざします。

男女共同参画が進むように、
町が取り組む施策（第10～18条）

岬町男女共同参画プラン

総合的、計画的に施策を推進するための計画を策定します。

施策の策定にあたっての配慮

町の施策の策定や実施にあたっては男女共同参画の推進に努め
ます。

附属機関等における委員の構成

男女どちらか一方の委員の数が委員総数の10分の4未満になら
ないよう努めます。

町民等の理解を深めるための措置

広報活動、意識啓発、情報提供等によって男女共同参画に関す
る理解を深められるよう取り組みます。

積極的改善措置

施策の立案及び決定に男女が平等に参画できるよう努めます。

推進体制の整備

男女共同参画を総合的、計画的に推進するための推進体制を整
備します。

調査研究

施策の策定や実施に必要な調査研究を行います。

被害者支援

セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンス
等性に基づく人権侵害の被害者に対して必要な措置を講じます。

苦情等及び相談の申出

男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策への苦情
や意見に対して、町長に申し出ることができます。また、その
申出に対して適切な処置を講じます。また、男女共同参画の推
進を阻害する要因によって人権が侵害された場合は相談の申出
をすることができます。この場合は、関係機関と連携をとりな
がら適切な対応に努めます。

男女共同参画を阻害する行為の制限
性別等による権利侵害の禁止（第８条）
公衆に表示する情報に関する配慮（第９条）

男女共同参画を進めるために取り組むこと（第4～7条）

【町民のみなさん】
●  家庭、地域、職場、学校などあらゆる分野に積極的
に参画していきましょう。

●  町が実施する男女共同参画の取り組みに協力しまし
ょう。

【事業者のみなさん】
●  だれもが働きやすく、働きがいのある職場づくりや
仕事と生活のバランスのとれる就労環境づくりに努
めましょう。

●  町が実施する男女共同参画の取り組みに協力しまし
ょう。

【教育関係者のみなさん】
● 基本理念にそって男女共同参画の視点をもった教
育・保育に努めましょう。

【町】
●  町が行うあらゆる施策の策定と実施は、男女共同参
画社会の実現に配慮して進めます。
●  町民や教育関係者・事業者と協力しながら男女共同
参画の施策を進めます。

第2次
岬町男女

共同参画プラン
めざすのは、男女が共に自分らしく、
いきいきと暮らすことのできる

「男女平等に基づく互いの人権の尊重と
男女共同参画社会の実現」

多様な選択を可能にする男女平等・
男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実

男女平等・男女共同参画という考え方の浸透

政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

男女共同参画の実現の大きな障壁の一つは、人々の意識の中に長い時間をかけて形
作られてきた「男はこう、女はこう」という性別で役割を固定した考え方です。男
女平等の考え方が浸透するよう学校教育や家庭教育、生涯学習に取り組みます。

町民一人ひとりの望む生き方が尊重されるよう、男女平等・男女共同参画の考え方
の定着に取り組みます。

どのような立場の人にとっても住みやすい岬町をつくるため、町政や地域活動、企
業などの政策・方針決定過程に、男女が共に参画できるよう取り組みを進めます。

▶保育所・幼稚園・学校等における男女平等保育・教育の推進
▶多様なニーズに対応した楽しい生涯学習の推進
▶男性にとっての男女共同参画の推進

▶固定的な性別役割分担意識の解消
▶男女共同参画に関する情報の収集・分析と提供
▶町職員の男女共同参画意識の向上
▶相談の充実

▶あらゆる分野における政策・方針決定過程への男女共同参画
▶女性の人材育成

施策の方向

施策の方向

施策の方向

基本的
施策

基本的
施策

基本的
施策

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

プランの期間

平成25（2013）年度から
平成34（2022）年度までの10ヵ年
プランの推進

● 条例に基づいて施策を推進していきます。
● 岬町男女共同参画推進本部の整備・強化を図ります。
● 岬町男女共同参画審議会の機能を強化します。
● 国・大阪府・他市町村との連携を図りながら、町民、
事業所、グループ、団体等と連携・協力して、男女
共同参画社会の実現に取り組みます。

本計画は８つの基本的施策を掲げ、それぞれに施策の方向を示しています。

つ づ き は 表 紙 裏 へ



岬町男女
共同参画推進条例

＆
第２次岬町男女
共同参画プラン

平成25（2013）年３月

岬  町note

note

※参画とは… 単なる「参加」とは違い、立案や意思決定の段階から主体的に関わり意見を反映
させること。

※仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）とは…

※エンパワメントとは…   他者との共感を通して自らの意識と能力を高め、他者と連携しながら様々な分野で力をつけること。

※デートDVとは… カップルの間で起こる暴力のこと。身体的暴力のほかに強い束縛や行動の規制、性的な行為の強要、金銭を貸すように強要されたりするなどの行為がある。

老若男女だれもが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々
な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態であること。

岬町がめざす
男女共同参画社会とは

家庭では

働く場では

地域では

学校では

● 固定的な役割分担意識にとらわれず、家事、育児、
介護等の分担が行われています。

● 子育てや介護等のサービスが充実しており、必要
に応じて利用できます。

● 性別にかかわりなく、子ども自身の個性や自主性
を尊重した子育てが行われています。

● 配偶者や恋人同士がお互いの人権を尊重し、暴力
のない社会で安心して暮らしています。

● 地域活動やボランティア、NPO活動において男
女が積極的に参画し、活力ある住みよいまちづく
りに取り組んでいます。

● 男女の偏りのない役員編成で、様々な立場の意見
が尊重された活動が行われています。

● 地域活動における性別役割分担が解消され、それ
ぞれの個性と能力に応じた役割分担が行われてい
ます。

● 採用、配置、昇進、給与等におい
て男女の差別がなくなっています。

● 育児休暇や介護休業等の制度が充
実し、男女が共に利用できる環境
が整い、仕事と生活の調和が図ら
れています。

● 男女の偏りなく管理職についてい
ます。

● 性別にかかわりなく、一人ひとりの個性や自主性
を尊重した教育が行われています。

● お互いを理解し、協力し合い、人権を尊重するこ
との大切さを学んでいます。

● 進学・就職においては、性別にとらわれず、個人
の意見と能力を尊重した進路指導や幅広い選択が
行われています。

岬町では、性別や年齢、障がいの有無にかかわらず、一人ひとりの人権と個性が

大切にされ、家庭や地域、働く場等あらゆる場面で、すべての人が個性と能力を

発揮して心豊かな生活を営んでいます。

男女平等に基づく
互いの人権の尊重と
男女共同参画※社会

の実現

地域における男女共同参画の推進

男女が共に能力を発揮できる就業環境づくり

生涯を通じた男女の健康づくり支援

職業生活と家庭生活、その他の社会における活動の両立支援

男女間のあらゆる暴力の根絶

高齢者や子育てへの支援、防災、環境問題については、地域での取り組みが重要で
す。男女が対等な立場で地域活動に参加・参画できるよう施策を進めます。

どのような働き方を選んでも、男女がいきいきと働ける職場づくりを進めるととも
に、女性や無業の若者等の自立・就職活動等の支援を充実します。

男女一人ひとりが、共に正確な知識・情報を得て、主体的に健康保持・増進に取り
組めるよう施策を進めます。

男女が共に仕事とその他の生活を両立できるよう、長時間労働の見直し・女性や高
齢者の就労促進等についての事業所への働きかけや、育児・介護への福祉サービス
を充実していきます。

配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）、デートDV※、セクシュアル・
ハラスメント、性暴力、買売春、ストーカー行為等は、犯罪となる行為をも含む重
大な人権侵害です。すべての暴力は決して許さないという意識を高めるとともに、
支援の体制を充実します。

▶女性リーダー育成の支援と女性のエンパワメント※支援
▶あらゆる世代が男女共同参画で取り組む地域づくりの推進
▶防災やその他の分野における男女共同参画の推進

▶働く場における男女平等の促進   　▶女性や若者等の就業支援

▶仕事とその他の生活の調和※の実現のための職場環境の整備
▶仕事とその他の生活の調和の実現のための社会的支援の充実

▶暴力を許さない機運の醸成
▶ セクシュアル・ハラスメント等の女性に対する暴力防止と
被害者支援の強化
▶  DVに対する取り組みの充実

施策の方向

施策の方向

▶生涯を通じた男女の健康づくり支援施策の方向

施策の方向

施策の方向

基本的
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基本的
施策

基本的
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基本的
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