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第１章 プランの策定に当たって 

 

１ プラン策定の趣旨 

   人口減少社会の到来や少子高齢化，グローバル化の進展など社会経済情勢の急速な変化に

より，社会は大きな転換期を迎え，これからの時代を豊かで活力のあるものにするための様々

な取組が求められています。 

   全国的にも施策を進めていく中で，新たに様々な課題も明らかになってきており，その中

で，性別により役割を固定した意識は個人の生き方を狭め，今なお女性の経済的自立を困難

にし，男性は家庭生活から疎外され，地域社会とのつながりも希薄であるというような，女

性だけでなく，男女双方にとって生きにくい社会を形成していることがわかってきました。 

このような状況の中，男女が互いの人権を尊重し，性別にかかわりなく，その個性や能力

を十分に発揮することのできる男女共同参画社会の実現はより一層重要な課題となっていま

す。 

こうしたことを背景に，平成 18 年３月に策定した「第２次かさおかウィズプランⅡ」の取

組の成果を継承しつつ，新しい課題にも対応するため，平成 22 年３月に「第３次かさおかウ

ィズプラン」を策定し，引き続き総合的，計画的に施策を推進しています。 

 

２ プラン策定の背景 

国際社会では，昭和 20（1945）年に，国際連合憲章が国際連合（国連）において採択され

て以来，女性の地位向上に向けた様々な取組が行われています。国連は，昭和 50（1975）年

を「国際婦人年」と定め，メキシコシティにおいて，国際婦人年世界会議を開催し，各国の

取るべき措置のガイドラインとなる「世界行動計画」を採択するとともに，昭和 51（1976）

年から昭和 60（1985）年を「国連婦人の 10 年」とし，「平等，開発，平和」をスローガンに，

世界各国で男女平等へ向けた取組が行われました。また，昭和 54（1979）年には，国連総会

で「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（女子差別撤廃条約）が採択され

ました。 

 

我が国では，昭和 50（1975）年の「国際婦人年」以降，国連を中心とした「平等，開発，

平和」という目標達成に向けた国際社会の動きと連動し，国内における行動計画を策定し，

施策を推進してきました。昭和 60 年には，国籍法の一部改正，男女雇用機会均等法の公布な

ど法律・制度面の整備を進め，女子差別撤廃条約を批准しました。        

平成８年には，改正後の新たな国内行動計画である「男女共同参画 2000 年プラン」を策定，

平成 11 年には「男女共同参画社会基本法」を施行，平成 12 年にはこの法に基づく「男女共

同参画基本計画」を策定，平成 17 年には「第２次男女共同参画基本計画」，平成 22 年に「第

３次男女共同参画基本計画」を策定し，様々な施策に取り組んでいます。 
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岡山県では，平成３年の「第４次岡山県総合福祉計画」の策定において，基本計画の中で

初めて「女性」が項目として設置され，県政の重要施策として位置づけられました。平成８

年には「第５次岡山県総合福祉計画」において女性行政の基本方向を定めました。平成９年

には，「男女共同参画推進本部」が設置され，平成 11 年には，男女共同参画社会づくりを推

進していくための総合的拠点施設として，「岡山県男女共同参画推進センター」（ウィズセン

ター）が開設されました。 

そして，平成 13 年には，「おかやまウィズプラン 21」を策定するとともに，男女共同参画

を総合的かつ計画的に推進し，男女共同参画社会を実現することを目標とした「岡山県男女

共同参画の推進に関する条例」が施行されました。また，平成 18 年に「新おかやまウィズプ

ラン」，平成 23 年に「第３次おかやまウィズプラン」の策定が行われました。 

 

  ＜笠岡市のこれまでの主な取組＞ 

   本市では，平成 15 年７月に男女共同参画推進に向けて市，市民，事業者が取り組む基本的

な方向を明らかにした「笠岡市男女共同参画推進条例」（以下「条例」という。）を制定しま

した。そして，それまであった笠岡市男女共同参画基本計画を見直し，平成 18 年３月に「第

２次かさおかウィズプランⅡ」を策定し，「男女平等意識の高揚」「男女共同参画の推進」「男

女の人権尊重」「男女共同参画推進体制の充実」について取り組んできました。さらに，平成

22 年３月に「第３次かさおかウィズプラン」を策定し，これまでの取組を継承しながら，市

民，事業者と協働で施策を推進しています。 

 

３ プランの基本的な考え方 

（１） プランの理念  

「第６次笠岡市総合計画」で，目標とする都市像を「市民協働で築くしあわせなまち 活

力ある福祉都市かさおか」としており，男女共同参画社会の実現はまちづくりを進めていく

うえでも重要な課題となっています。 

このため，条例に規定する次の理念に基づいて男女共同参画社会の実現をめざします。 

 

＜基本理念＞ 

１ 男女の人権尊重 

２ 社会における制度又は慣行についての配慮（見直し） 

３ 政策又は方針の立案及び決定への共同参画 

４ 家庭生活及び社会生活における活動への共同参画 

５ 性と生殖に関する権利の尊重と健康への配慮 

６ 国際社会における取組と協力 
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（２） プランの位置付け 

① この計画は，条例第７条に規定する基本計画として策定するもので，本市における男 

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の基本となる計画で

す。 

② この計画は，「第６次笠岡市総合計画」の部門別計画であり，施策の推進に当たっては， 

当該総合計画との整合性を図ります。 

 

（３） プラン策定の方針 

① 市民協働で進める計画 

条例では，男女共同参画社会の実現に向け，市，市民，事業者が一体となって男女共 

同参画社会の実現に向けた取組を総合的，計画的に推進していくことを求めています。

そのため，計画の中で，行政の取組だけでなく，市民や事業者の皆様の取組の手掛かり

となるよう，具体的な取組事例を示し，協働で推進する計画とします。  

② 幅広い意見が反映された計画 

この計画は，市民ニーズに沿った具体的な施策を盛り込むため，笠岡市男女共同参画 

推進委員会の意見，市民意識調査及びパブリックコメント等を行い，広く市民等の意見

が反映された計画とします。 

③ 評価のできる計画 

この計画の実施に当たっては，数値目標を設定し，施策の進捗状況や実効性が客観的 

に評価できるような計画とします。 

 

４ プランの目標 

この計画は，「男女共同参画社会の実現」に向けて，基本理念に基づき次の３つの項目を基

本目標とします。 

Ⅰ 男女の人権を尊重し，男女共同参画について理解を深めましょう。 

Ⅱ 男女がともに積極的に社会活動や意思決定過程に参画し，多様な意見をいかしま

しょう。 

Ⅲ 多様な生き方を認め合い，男女がともに支え合い暮らせる環境をつくりましょう。 

   このプランは，これまでの計画の内容を継承しつつ，その課題や市民意識調査の結果を踏 

まえ，次の項目について重点的に取り組みます。 

＜仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進＞ 

    個々人の求めるライフスタイルは多様化し，男女を問わず仕事と生活をバランスよく充 

実させたいと願っている人が増えています。こうした中で，男女がともに自分らしい生き 

方を選択でき，各年代において，仕事と子育て，介護などが両立できる社会にするために 

「ワーク・ライフ・バランス」の考えに沿って取組を進めます。また，そのためには事業 

者の理解を深め，取組を進めるための支援も必要となります。 
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 ＜暴力の根絶に向けた取組＞ 

    配偶者等からの暴力をはじめとする，男女間のあらゆる暴力は，犯罪となる行為をも含

む重大な人権侵害であり，決して許されるものではありません。子どもの時からの教育や

防止に向けた取組及び被害者に対する相談，自立支援等の取組を進めます。 

 

  ＜女性のチャレンジ支援＞ 

    様々な分野において，男女がバランスよく参画できる機会をつくる支援をすることが暮

らしやすい社会づくりには必要です。その中で，特に女性の参画について，方針決定過程

への参画（上へのチャレンジ），従来女性が少なかった分野への新たな参画（横へのチャレ

ンジ），子育てや介護等でいったん仕事を中断した人への支援（再チャレンジ）を推進し，

女性の多様な能力や新しい発想をいかせる環境づくりを進めます。 

 

５ プランの期間 

   この計画の実施期間は，平成 22 年度から平成 29 年度までの８年間とします。 

 

＜「第３次かさおかウィズプラン」の中間見直し＞ 

    平成 26 年３月「第３次かさおかウィズプラン」の策定から概ね４年が経過したことから，

この間の状況の変化に対応するため，プランの見直しを行いました。中間見直しでは，プ

ランの構成や基本目標・重点目標など施策の体系に係る基本的な部分については見直しの

対象とせず，記述の時点修正やプランに位置付ける施策の加除・修正を行うとともに，新

たに数値目標において平成 25 年度の指標設定を行いました。 

 

６ 男女共同参画をめぐる法制度の整備 

 

（１） 仕事と家庭の両立支援 

    「次世代育成支援対策推進法」（◆１）が平成 15 年７月に施行され，平成 17 年４月から

従業員数 301 人以上の事業所には，仕事と育児を両立するための行動計画の策定が義務付

けられました。平成 21 年４月には，従業員数 301 人以上（平成 23 年４月から 101 人以

上 300 人以下）の事業所に行動計画の公表及び従業員への周知が義務付けられました。 

また，平成 17 年４月には「育児・介護休業法」（◆２）も改正され，期間雇用者のうち，

一定の要件を満たす者の育児・介護休業取得機会の拡大，育児休業期間の延長，子の看護

休暇の創設等が規定されました。さらに平成 21 年７月には子育て期間中の働き方の見直

し，父親も子育てができる働き方の実現，仕事と介護の両立等，男女ともに子育てや介護

をしながら働き続けることができる社会をめざして法が改正されました。 
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（２） 男女の雇用機会均等の推進 

    平成 18 年６月に「男女雇用機会均等法」（◆３）が改正され，平成 19 年４月からは「女 

性に対する差別の禁止」が「男女双方に対する差別の禁止」に拡大されるとともに，妊娠・ 

出産・産休取得等を理由とする不利益な取扱いなどの禁止や男性に対するセクシュアル・ 

ハラスメントも含めた対策を講じることが義務付けられました。また，募集・採用に当た 

って，合理的な理由がない場合は，身長・体重や体力を要件としたり，総合職に転居を伴 

う転勤に応じることができることを要件とすることは，間接差別（◆４）とみなされ禁止さ

れました。 

 

（３） 男女間における暴力の防止策等の充実 

     平成 19 年７月に「配偶者暴力防止法」（◆５）が改正され，配偶者からの暴力防止・ 

被害者保護のための施策の実施に関する基本計画の策定を市町村の努力義務とすること， 

生命等に対する脅迫を受けた被害者について保護命令の対象とすることになりました。さ 

らに，平成 25 年６月の改正により，同居する交際相手からの暴力も準用されることとな 

り，被害者に対する支援の充実が図られました。 

 また，平成 25 年７月に「ストーカー規制法」（◆６）が改正され，拒まれたにも関わらず 

連続して電子メールを送信する行為も，規制の対象である「つきまとい等」に追加されま 

した。  

 平成 17 年６月の刑法改正では，女性や子どもに対する重大な人権侵害である人身取引を

取り締まるために，人身売買罪が創設されています。 

 

 

 

（◆１）次世代育成支援対策推進法 

  平成 17 年度から 10 年間，地方公共団体及び一定の事業主に対して次世代育成支援対策（少

子化対策）を集中的に推進するための行動計画の策定を義務付け，平成 15 年に制定，平成 17

年４月に全面施行されました。 

 

（◆２）育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 

（育児・介護休業法） 

  少子化対策の一環として，平成４年に施行された育児休業法に介護休業制度を平成７年に導

入。平成 11 年には，休業の申出や取得を理由とする不利益取扱いの禁止が盛り込まれ，さらに

平成 17 年には育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進する改正が行わ

れ施行されました。 
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（◆３）雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 

（男女雇用機会均等法） 

  雇用の分野において，男女の意欲や能力に応じた対等な機会や待遇を確保するため，昭和 61

年に施行。平成 11 年には，募集・採用・配置・昇進等における女性に対する差別の禁止などが

盛り込まれ施行されました。さらに，平成 19 年には，性差別禁止の範囲の拡大（男女双方を対

象），妊娠，出産等を理由とする不利益取扱いの禁止，母性健康管理措置，セクハラ対策，ポジ

ティブアクション実施への支援等，より実効性のあるものに改正，施行されました。 

 

（◆４）間接差別 

  表面上は男女で異なる扱いを行っていないが，結果として，一方の性に相当程度の不利益を

与え，しかも，その基準等が職務と関連性がないなど合理性，正当性が認められないものを指

します。 

 

（◆５）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（配偶者暴力防止法） 

  配偶者からの暴力（身体的，経済的，性的，精神的な暴力等をいう。）に係る通報，相談，保

護及び自立支援の体制を整備することにより，配偶者からの暴力を防止し被害者の保護を図る

ため，平成 13 年に施行。被害者からの申立てにより，地方裁判所が加害者を被害者から引き離

すための「保護命令制度」が創設されました。 

また，「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の一部を改正する法律」が平

成 25 年６月に成立，平成 26 年１月に施行され，生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及

びその被害者についても，配偶者からの暴力及びその被害者に準じて，法の適用対象とされる

こととなりました。これにより，法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律」に改められました。 

 

（◆６）ストーカー行為等の規制等に関する法律 

（ストーカー規制法） 

  「つきまとい等」（つきまとい，面会要求，無言電話等）を繰り返すストーカー行為に対する

規制・罰則と，被害者に対する援助措置を定めた法律。平成 12 年に施行。 
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