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ごあいさつ

少子高齢化の一層の進展や人口減少社会の到来，仕事と生活を取り巻く状況の変化など，

社会は大きな転換期を迎えています。

国においては，2015 年（平成 27 年）に第４次男女共同参画基本計画が策定され，2016 年

（平成 28年）には女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が完全施行されるなど，

男女共同参画社会の実現に向けた取組は新たなステージに入りました。

本市では，2014 年（平成 26 年）3月に中間見直しを行った第３次かさおかウィズプランを

基に，すべての市民が様々な分野で，個性と能力を十分に発揮するとともに，互いにその人

権を尊重しつつ共生することのできる男女共同参画社会の実現に向けて，施策を展開してま

いりました。この計画の見直しを行ってから４年が経過し，これまでの取組を継承しつつ，

新たな取組などに対応するため，笠岡市女性活躍推進基本計画も併せて策定，2013 年（平成

25 年）3 月に策定した笠岡市ＤＶ防止基本計画を統合し，第４次かさおかウィズプランを策

定いたしました。

2018 年度（平成 30 年度）からの第７次笠岡市総合計画の将来ビジョンである「元気・快

適・ときめき 進化する笠岡」を念頭に，今後とも，市民，事業者の皆様と課題を共有し，

「誰もがいきいきと心豊かに輝くことのできる社会」を目指して取り組んでまいりたいと考

えております。皆様の引き続きの御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが，この計画の策定に当たり，男女共同参画市民意識調査に御協力いた

だきました皆様，また，貴重な御意見や御提言をお寄せいただきました皆様に心から感謝を

申し上げます。

2018 年（平成 30 年）3月

笠岡市長 小 林 嘉 文
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第１章

プランの策定に当たって
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１ プラン策定の趣旨

すべての人が性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮でき，互いに人権を尊重で

きる「男女共同参画社会の実現」は，少子高齢化や人口減少，雇用・就業形態やライフ

スタイルの多様化等の社会情勢が急速に変化する中で，ますます重要なものとなってい

ます。

本市では，2003 年（平成 15 年）に「笠岡市男女共同参画推進条例」を制定，男女共

同参画推進に向けて取組む基本的な方向を明らかにし，施策の推進に取組んできました。

女性の社会進出の推進や子育て支援に一定の改善が見られる一方で，固定的な性別役

割分担意識等については，時代とともに変わりつつあるものの，依然として根強く残っ

ています。また，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。）の施行といった新たな動きへの対応，ワーク・ライフ・バランスの推進，

男女間のあらゆる暴力の根絶等は，今後も重点的に取組むべき課題となっています。

このような状況を踏まえ，これまでの取組を継続しつつ，発展させる新たな計画とし

て「第４次かさおかウィズプラン」を策定します。

２ プラン策定の背景

（１）国における取組

国では，1975 年（昭和 50 年）の国際婦人年を契機に世界的な動きとも連動しながら，

男女雇用機会均等法などの整備を進め，1985 年（昭和 60年）に女子差別撤廃条約を批准，

1999 年（平成 11年）に男女共同参画社会基本法を施行，法に基づく国の計画として，2000

年（平成 12 年）に「男女共同参画基本計画」，2005 年（平成 17 年）に「第２次男女共同

参画基本計画」，2010 年（平成 22 年）に「第３次男女共同参画基本計画」をそれぞれ策

定するなど，関連施策の推進が図られてきました。

また，2015 年（平成 27年）8月には，女性が職業生活において，その希望に応じて十

分に能力を発揮し，活躍できる環境を整備するため，「女性活躍推進法」が制定され，同

年 12 月には，あらゆる分野における女性の活躍等を盛込んだ「第４次男女共同参画基本

計画」が策定されました。
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（２）岡山県における取組

岡山県では，1997 年（平成 9年）に岡山県男女共同参画推進本部を設置，推進体制を

整備し，1999 年（平成 11 年）には，男女共同参画社会づくりを推進するための拠点施

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。

2001 年（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，2006 年（平成 18年）に

新おかやまウィズプラン，2011 年（平成 23 年）に第３次おかやまウィズプラン，2016

年（平成 28 年）に第４次おかやまウィズプランの策定が行われました。

（３）笠岡市のこれまでの主な取組

本市でも，社会情勢の動きや変化を背景に取組を進めてきました。2003 年（平成 15

年）7 月に，男女共同参画推進に向けて取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，2006 年（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」について取り組みました。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（2014 年（平成 26 年）に見直し）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きました。

３ プランの基本的な考え方

（１）プランの理念

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

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

ア この計画は，笠岡市男女共同参画推進条例第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。

イ この計画は，国の「第４次男女共同参画基本計画」や県の「第４次おかやまウィズ

プラン」，市の「第７次笠岡市総合計画」との整合性を図ります。

ウ この計画の基本目標Ⅱの「重点目標４ 様々な分野における女性活躍の推進」，

「重点目標５ 雇用等における男女共同参画の推進」，「重点目標６ ワーク・ライ

フ・バランスの推進」を女性活躍推進法第６条第２項に規定する市町村推進計画に

位置付けます。

エ この計画の「基本目標Ⅲ 男女間のあらゆる暴力をなくす社会づくり」を配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）第２条の３第３

項に規定する市町村基本計画（第２次笠岡市ＤＶ防止基本計画）に位置付けます。

４ プランの期間

この計画の実施期間は，2018 年度（平成 30 年度）から 2022 年度までの５年間としま

す。
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第２章

プランの体系と内容
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１ プランの体系

重点目標１ 男女共同参画に関する情報収集，広報・啓発

男女共同参画に関する情報収集・提供，メディアにおける人権尊重等について広報・啓発の

推進を図る。

重点目標２ 学校・家庭・地域における男女共同参画に関する教育・学習の推進

学校・家庭・地域における安心・安全な生活や男女共同参画に関する教育・学習の推進を図

る。

重点目標３ 政策・方針の立案，決定過程の場等への男女共同参画の推進

政策・方針の立案，決定過程の場等における女性参画の推進を図る。

笠岡市女性活躍推進計画

重点目標４ 様々な分野における女性活躍の推進

地域社会や職業生活における女性活躍の場を拡大するための推進を図る。

重点目標５ 雇用等における男女共同参画の推進

男女の均等な雇用等の機会と待遇の確保の推進を図る。

重点目標６ ワーク・ライフ・バランスの推進

多様化する職業生活と家庭・地域生活の両立の推進を図る。

重点目標７ 生涯を通じた健康づくりへの支援

生涯を通じた健康支援，また，様々な性に関する正しい認識について普及・啓発の推進を図

る。

重点目標８ 生活困難を抱える人への支援

高齢者・外国人・ひとり親家庭・子育て・障がい・介護・生活困窮等に対する施策の推進を

図る。

重点目標９ 男女間の暴力根絶に向けた施策の推進

男女間における暴力の防止，被害者支援，若年層への啓発等について推進を図る。

基本目標Ⅰ 男女共同参画が実現できる基盤づくり

基本目標Ⅱ 男女の人権が尊重され共に活躍できる社会づくり

基本目標Ⅲ 男女間のあらゆる暴力をなくす社会づくり

（第２次笠岡市ＤＶ防止基本計画）
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２ プランの数値目標

取組の効果が検証できるよう，2022 年度を目標年次とする数値目標を設定します。

基本目標Ⅰ 男女共同参画が実現できる基盤づくり

指　　　標 指標設定時（2017） 目標値（2022）

１３０人 ２００人

（４３．１％） （４０．０％以上）

（2016）

３６．３％

（2016）

審議会等委員に占める女性の割合 ３９．８％ ４０．０％以上

人権推進課・笠岡市男女共同参画推進セ
ンターが実施する啓発講座等への参加者
数（うち男性の参加者数の割合）

性別で役割を固定する考え方に同感しな
い人の割合【笠岡市民意識調査】

６３．１％
７０．０％

地域や職場で男女が対等に活躍できてい
ると感じる市民の割合【笠岡市民意識調
査】

５０．０％
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基本目標Ⅱ 男女の人権が尊重され共に活躍できる社会づくり

基本目標Ⅲ 男女間のあらゆる暴力をなくす社会づくり

指　　　標 指標設定時（2017） 目標値（2022）

４団体

（2016）

女性活躍推進法で努力義務とされている300人以
下の市内事業主の行動計画策定事業所数

０事業所 ５事業所

子育て応援企業登録数 ６事業所 ７事業所

市一般行政職員の課長相当職以上に占める女性管
理職の割合

８．３％ １３．０％

市職員の係長相当職以上に占める女性管理職の割

合

【笠岡市特定事業主行動計画】

２２．１％ ３０．０％

市職員（３歳未満の子どもがいる男性職員）の育
児休業取得率

【笠岡市特定事業主行動計画】

０．０％ １０．０％

ファミリー・サポート・センター会員数 ９３０人 １，０００人

４４．１％

（2016）

特別保育延べ実施園数

延長保育 ８箇所 10箇所

休日保育 １箇所 ２箇所

病児・病後児保育 １箇所 ３箇所

一時保育 １箇所 ３箇所

１年間に市民活動支援センターがアドバイス・
コーディネートを行った市民活動団体数【男女共

同参画に係るもの】

７団体

安心して子どもを生み育てられると感じている市

民の割合【笠岡市民意識調査】
５０．０％

指　　　標 指標設定時（2017） 目標値（2022）

（2016）

８．３％

（2016）

配偶者等から，一度でも暴力を受けたこ
とがある人の割合【笠岡市民意識調査】

配偶者からの暴力に関する公的相談機関
の認知度（笠岡市男女共同参画推進セン
ターを知っている人）【笠岡市民意識調
査】

根絶をめざす

４０．０％

１２．６％
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３ プランの内容

基本目標Ⅰ 男女共同参画が実現できる基盤づくり

(※)性的指向

人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり，具体的には，恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛，

同性に向かう同性愛，男女両方に向かう両性愛を指します。

(※)性自認

自分の性をどのように認識しているのか，どのような性のアイデンティティ（性同一性）を自分の感覚として持っているか

を示す概念です。「こころの性」と呼ばれることもあります。

性同一性障害は，生物学的な性「からだの性」と性の自己意識「こころの性」が合致していない状態をいいます。

【現状と課題】

男女共同参画の視点に立った法律や制度が整備され，男女共同参画の意識も法律や制

度が整備される以前に比べると浸透してきたといえます。

しかし，2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査では，「社会通念・

慣習・しきたり」「地域社会」「職場」「社会全体」の分野において，男女とも男性が優位

と感じているという結果になっています。性差別，固定的な性別役割分担意識や偏見な

どにつながっている社会制度や慣行は，時代とともに変わりつつあるものの，長い期間

に形成されたものであり，即座に払拭することは難しいといえます。

男女がともに行政や職場，地域などのあらゆる分野の活動に参加することはもちろん，

企画や方針決定など，意思決定過程の段階から参画し，ともに利益を享受し，責任を担

っていくことが重要ですが，地域や職場で男女が対等に活躍できていると感じる市民の

割合（平成 28 年度笠岡市市民意識調査）は 36.3％で，目標の 50.0％に達していないの

が現状です。

ＰＴＡ活動や身近な地域活動等においては，実際の活動の多くを女性が担っている一

方，組織の長には男性が就くという事例が今なお多く見られます。市民の生活基盤であ

る地域社会をより豊かなものにするためには，日常的な活動の担い手として男性の参加

を促進するとともに，地域の意思決定過程への女性の参画を拡大することが必要です。

また，性のありようは，人それぞれ多様ですが，性的指向(※)や性自認(※)における

性的少数派に属する人に対する根強い偏見や，障がいがあること，外国人であること，

同和問題などに加え，女性であることで複合的に困難な状況に置かれている場合などに

ついて，人権尊重，男女共同参画の意識，正しい理解や認識が深まるよう，広報，啓発

を継続的に行うことが重要です。
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男女共同参画推進の意識の浸透を図るため，広報誌やホームページを通じ，また，様々な

機会を捉えて広報活動を積極的に展開していく必要があります。

全国の動向，先駆的な取組など最新の情報を収集し，活用するために，国や県，近隣の市

町との連携を深め，さらに，男女共同参画に関する施策の推進状況や関連情報を取りまとめ

て公表し，現状を検証していくことが重要です。

【数値目標】

施策の方向 推進する施策 所　管

・男女共同参画情報紙「始めの一歩」の発
　行
・男女共同参画関係のパネル展示，資料の
　配布

・男女共同参画啓発講座「すてき・さんか
　く塾」の実施など

・人権啓発指導者講座の実施
・新規採用職員研修の実施

・市民意識調査の実施

・メディア・リテラシーに関する講座，学
　習の実施

○メディアにおける男
女の人権尊重

◆市職員を対象とした男女共同参画に関する
　研修会の実施

◆地域の課題に対する重要度や満足度につい
　ての市民意識の把握

○男女共同参画につい
ての広報，啓発の推進

◆男女共同参画に関する広報等情報提供

◆男女共同参画に関する各種講演会，研修
　会，講座の実施

人事課

企画政策課

人権推進課
学校教育課

人権推進課

◆情報を主体的に読み解き発信できる力（メ
　ディア・リテラシー）の向上への取組の実
　施

指　　　標 指標設定時（2017） 目標値（2022）

１３０人 ２００人

（４３．１％） （４０．０％以上）

人権推進課・笠岡市男女共同参画推進セ
ンターが実施する啓発講座等への参加者
数（うち男性の参加者数の割合）

重点目標１ 男女共同参画に関する情報収集，広報・啓発
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男女共同参画社会の実現に向けて，効果的に理解を促進するためには，学校，家庭，地域

など様々な場を通じた広報・啓発の総合的な実施と，幼児から高齢者に至るそれぞれの年代

において，啓発活動が親しみやすく分かりやすいものとする必要があります。

学校においては，人権の尊重，男女相互の理解と協力の必要性，家庭生活の大切さなどに

ついて子どもたちの理解を深めるため，男女共同参画の理念に基づいた適切な指導方法の工

夫，改善を図ることが重要です。

また，家庭や地域において，親世代の意識や生活態度，地域のしきたりなどは，子どもに

大きな影響を与えます。性別によって役割を固定する考え方に捉われることなく，子ども一

人一人の個性と能力を発揮できるような環境づくりや，あらゆる年代・立場の人が，あらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保されるよう，多様な学習機会の提供が必要です。

【数値目標】

施策の方向 推進する施策 所　管

こども育成課
学校教育課

・いきいきチャレンジ体験事業

・ＰＴＡ人権教育研修会の実施

学校教育課

子育て支援課

・親育ち応援学習プログラム推進事業
・幼児学級育成支援

・出前講座
・地区公民館人権啓発事業の研修会の実施
・公民館協議会における人権研修会の実施
・市民大学教養講座
・女性団体，社会教育団体等の各種団体の
　指導者を対象とした研修会の実施

○家庭における男女共
同参画教育・学習の推
進

生涯学習課

◆地域における研修会等の実施

人権推進課
学校教育課
生涯学習課

○地域における男女共
同参画教育・学習の推
進

◆男女共同参画の視点に立った家庭教育への
　支援

○教職員及び保育士を
対象とした研修等の実
施

○学校等における男女
共同参画教育・学習の
推進

◆人権教育指導資料の活用

◆中学生の職場体験活動の実施
学校教育課

◆人権教育指導者研修事業

◆保育協議会での取組

◆保護者を対象とした研修会等の実施 子育て支援課
学校教育課
生涯学習課

指　　　標 指標設定時（2017） 目標値（2022）

（2016）

３６．３％

（2016）

性別で役割を固定する考え方に同感しな
い人の割合【笠岡市民意識調査】

６３．１％
７０．０％

地域や職場で男女が対等に活躍できてい
ると感じる市民の割合【笠岡市民意識調
査】

５０．０％

重点目標２ 学校・家庭・地域における男女共同参画に関する教育・学習の推進
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【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】

◇各分野での男女の地位は平等になっているとお考えですか。
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◇各分野での男女の地位は平等になっているとお考えですか。
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【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】
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男女の役割分担について社会通念，慣習，しきたりを

改めること

仕事中心という社会全体の仕組みを改めること

仕事と家庭の両立などの問題について相談できる窓

口を設けること

労働時間短縮や休暇制度を普及させること

夫婦の間で家事などの分担をするように十分に話し合

うこと

家事などを男女で分担するように十分に話し合うこと

家事などを男女で分担するようなしつけや育て方をす

ること

男性の男女共同参画に対する関心を高めること

男性の仕事中心の生き方・考え方を改めること

男性が家事などに参加することに対する抵抗感をなく

すこと

夫が家事などをすることに妻が協力すること

妻が夫に経済力や出世を求めないこと

女性が経済的に自立すること

わからない

（％）

◆男女が共に家事，子育てや教育，介護，地域活動に積極的に参加していくためには，どの

ようなことが必要だとお考えですか。【複数回答】

男性 女性 全体



- 15 -

男女共同参画社会の実現には，男女が様々な分野において，企画立案の段階から携わり，

ともに責任を担うことが重要です。

行政サービスの対象は住民であり，行政の政策・方針決定過程において，さらに男女共同

参画を推進する必要があります。

また，行政だけでなく，民間企業における女性の参画促進も重要であり，男女間に生じて

いる差の解消を目指して，各種の施策を積極的に推進します。

【数値目標】

施策の方向 推進する施策 所　管

・公募委員の活用など

人事課

○企業・地域団体等におけ
る女性の参画促進

人権推進課
商工観光課
生涯学習課

◆審議会等への女性の参画促進の取組
○行政分野における女性の
参画促進

◆企業・地域団体等における政策・方針
　決定過程への女性の参画促進のための
　研修や学習機会の提供

◆性別に捉われない採用や人員配置

全　課

指　　　標 指標設定時（2017） 目標値（2022）

審議会等委員に占める女性の割合 ３９．８％ ４０．０％以上

重点目標３ 政策・方針の立案，決定過程の場への男女共同参画の推進
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【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】
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女性の能力発揮の機会が不十分だから

女性の活躍を支援するネットワークが不足しているから

女性側の積極性が十分でないから

女性の職員や構成員の人数自体が少ないから

その他

（％）

◆政策・方針決定にかかわる役職に女性があまり進出していない理由は何だと思い

ますか。【複数回答】

男性 女性 全体
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【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】
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新聞・放送の記者

自治会長・町内会長等

その他

女性は政策・方針の決定にかかわる役職につくべきではない

わからない

（％）

◆政策・方針決定にかかる役職において，今後女性がもっと増える方がよいと思うものは何で

すか。【複数回答】

男性 女性 全体
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基本目標Ⅱ 男女の人権が尊重され共に活躍できる社会づくり

(※)セクシャル・ハラスメント

相手の意に反した性的な言動で，身体への不必要な接触，性的うわさの流布等の性的嫌がらせで，様々な様態のものが含ま

れます。特に雇用の場においては，相手の意に反した性的な性質の言動を行い，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，また，それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させることをいいます。

(※)マタニティ・ハラスメント

妊娠・出産に伴う労働制限・就業制限・産前産後休業・育児休業などによって，業務上支障をきたすという理由で，不利

益な取り扱いをしたり，精神的・肉体的な嫌がらせを行う行為をいいます。

【現状と課題】

誰もが仕事と生活の調和を実現し，いきいきと暮らすためには，家事，育児，介護

などに男女が共に取り組むことが必要ですが，育児・介護休業法などによる制度や環

境の整備は進んできたものの，結婚，出産，育児，介護を機に離職する女性は依然と

して多いのが現状です。男性は，仕事中心とならざるを得ないため，家庭や地域活動

に関われないことが多い状況です。

外国人，障がいのある人，ひとり親家庭など，社会，家族のあり方が多様化する中

で，経済的に不安定になりやすい家庭も多くあります。また，パートタイム労働など

の非正規雇用は，多様な就業ニーズに応えることで女性の能力発揮を促進するという

積極的な意義もある一方，男性に比べて女性の非正規雇用の割合が高い現状において

は，女性が貧困に陥りやすい背景の一つとなっているほか，正規雇用と非正規雇用の

格差は，男女間の格差の一因になっているという問題もあります。

さらに，雇用分野におけるセクシャル・ハラスメント(※)に加え，マタニティ・ハ

ラスメント(※)といった課題も明らかになっています。相談体制の強化，自立支援な

どの実情に応じた対策を実施していく必要があります。

男女が生涯を通じて健康で過ごすためには，互いの性を十分に理解し合い，相手へ

の思いやりをもって生きていくことが重要です。

特に，女性には，妊娠や出産の可能性があるため，生涯を通じて，男性とは異なる

健康上の問題に直面します。発達段階に応じて性に関する正しい知識を身に付け，互

いの性を理解して尊重するとともに，対等な関係の中で，妊娠・出産について決定で

きるよう，教育や啓発を行う必要があります。

男女がそれぞれの年代に応じて，家庭，職場，地域で十分に能力が発揮できるよう，

健康教育や保健指導など健康づくりの支援が求められています。

あらゆる分野で，多様な発想や価値観をいかしていくことは，豊かな社会を形成し

ていくための基盤をなすものであり，今後，従来女性が少なかった分野への新たな活

躍の場の拡大を図るとともに，従来男性が少なかった分野への男性の参画を促進する

取組が必要です。
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全ての女性がその生き方に自信と誇りを持ち，自らの意思で個性と能力を十分に発揮する

ことにより，職場・家庭・地域など，あらゆる場面において活躍できることが重要です。

女性の活躍が進むことで，女性だけでなく，男女が共に仕事と生活を両立できる暮らしや

すい社会の実現につながります。

【数値目標】

施策の方向 推進する施策 所　管

・市民活動支援センターの運営
・まちづくりフォーラム，この指とまれ講座
の実施

協働の
まちづくり課

・公民館活動助成事業 生涯学習課

・アンケート調査の実施
・子育て応援企業の登録・表彰
・優良な取組事例の発信

子育て支援課
商工観光課

◆まちづくりや地域活動への女性活躍の促進

○地域社会における女
性活躍促進

◆企業における女性の活躍状況の「見える
　化」の促進

○職業生活における女
性活躍促進

指　　　標 指標設定時（2017） 目標値（2022）

４団体

（2016）

女性活躍推進法で努力義務とされている
300人以下の市内事業主の行動計画策定事
業所数

０事業所 ５事業所

子育て応援企業登録数 ６事業所 ７事業所

１年間に市民活動支援センターがアドバ
イス・コーディネートを行った市民活動
団体数【男女共同参画に係るもの】

７団体

重点目標４ さまざまな分野における女性活躍の推進

（笠岡市女性活躍推進計画）
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【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】
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（％）

◆一般的に女性が職業をもつことについて，どう思いますか。
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少子化，高齢化が進展する中で，働きたい人が性別にかかわりなくその能力を十分に発揮

できる社会づくりは，地域経済の持続可能な発展や企業の活性化という観点からも，非常に

重要ですが，子育てや介護などの理由で女性が離職せざるをえない現状が，いまだ解消され

ていません。働きたい女性が仕事と子育て・介護などの二者択一を迫られることなく，働き

続けることのできる環境づくりが求められています。

【数値目標】

施策の方向 推進する施策 所　管

・国，県，(財)21世紀職業財団等からの資料
　の配布
・企業等人権問題研究協議会等市内の事業所
　への情報提供
・研修会等の実施

･関係資料，パンフレットの配布など

・勤務評価の実施
・職員研修の充実
・女性職員の登用の推進

商工観光課

人権推進課

○女性が働き続けるこ
とのできる環境づくり

◆労働に関する国，県等からの法制度等の情
　報提供

◆企業における積極的改善措置（ポジティブ
　・アクション）の推進

人権推進課
商工観光課

商工観光課

◆市職員について採用及び管理職への登用に
　おける男女の均等な機会と待遇の確保及び
　研修等の実施

○男女の均等な機会と
待遇の確保の促進

人事課

◆企業等人権問題研究協議会等市内の事業所
　への女性の就労に関する情報提供

◆ワーク・ライフ・バランスの実現のための
　広報・啓発など

指　　　標 指標設定時（2017） 目標値（2022）

市一般行政職員の課長相当職以上に占める女性管

理職の割合
８．３％ １３．０％

市職員の係長相当職以上に占める女性管理職の割

合
【笠岡市特定事業主行動計画】

２２．１％ ３０．０％

重点目標５ 雇用等における男女共同参画の推進

（笠岡市女性活躍推進計画）
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【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】
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1.4 

1.4 
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1.4 

3.8 

13.1 

0 5 10 15 20 25 30

家族の介護が必要になる

家族の転勤や転居

勤め先の都合により自分の仕事がなくなる

仕事を続けることに配偶者などが反対する

勤め先での待遇が悪くなる

職場の人間関係が悪くなる

自分の健康を害する

結婚

出産

保育施設や子どもの世話をしてくれる人がいない

子どもの悪影響が出る

その他

特に不安はない

（％）

◆今の仕事を続けられなくなるかもしれないという不安があるとすれば何ですか。

【複数回答】

男性 女性 全体
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【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】
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結婚のため

出産・育児（出産休暇・育児休暇を除く）のため

親や病気の家族の介護・看病するため

家事の負担が大きいから

家族の理解・協力が得にくいから

自分の健康や体力的な問題のため

職場に育児・介護休業などの制度がないため

長期間勤続しにくい職場の雰囲気のため

労働条件に対して不満があったから

仕事の内容があわなかったから

勤め先の都合のため

男女が対等に働ける職場ではなかったため

セクシャルハラスメント（性的嫌がらせ）やパワーハラスメント（職場内の優位性を背景に業

務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える等の行為）があったため

マタニティハラスメント（妊娠を理由とした嫌がらせ）があったため

大学に行ったり，資格を取ったりするため

家業につくため

高齢になったから

よりよい条件の仕事があったから

その他

特に理由はない

今までに仕事をやめたり，中断したり，転職したことはない

（％）

◆仕事をやめたり，中断したり，転職したことがある場合，その理由は何ですか。【複数回答】

男性 女性 全体
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一人一人が，仕事や子育て，介護，自己啓発，地域活動，ボランティアなど様々な活動を

自分の希望するバランスで展開できるようになると，仕事も仕事以外の生活も充実し，好循

環が生まれ，社会全体の活性化につながります。

仕事と生活の調和の実現のためには，行政だけでなく，事業者・労働者などが一体となっ

て，その考え方や意義を広め，社会的気運を盛り上げていくことも重要です。

施策の方向 推進する施策 所管

人権推進課

商工観光課

人事課

・子ども・子育て支援事業計画の策定及び
　推進
・子育て世代包括支援センター事業
・地域子育て支援拠点事業
・子どもの食と居場所づくり支援事業

・地域包括ケアシステムの構築
・認知症施策推進事業
・認知症介護研修センター事業
・在宅医療・介護連携推進事業
・生活支援サービス体制整備事業
・地域福祉サポーター養成事業
・島しょ部介護サービス事業の確保

○職業生活と家庭・地
域生活の両立支援

○多様なライフスタイ
ルに対応した子育て・
介護の支援体制の充実
や環境整備

子育て支援課

長寿支援課
地域包括ケア
推進室

子育て支援課

◆子育て支援環境の充実

◆介護支援環境の充実

◆仕事と生活の調和の実現のための広報・啓発等

◆保育サービスの充実

◆放課後児童クラブ事業

◆ファミリー・サポート・センター事業

◆事業主に対する育児・介護休業制度の周
　知・啓発など

◆市の職場における育児休業・介護休業を取
　得しやすい環境整備

重点目標６ ワーク・ライフ・バランスの推進

（笠岡市女性活躍推進計画）
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【数値目標】

【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】

指　　　標 指標設定時（2017） 目標値（2022）

市職員（３歳未満の子どもがいる男性職
員）の育児休業取得率
【笠岡市特定事業主行動計画】

０．０％ １０．０％

ファミリー・サポート・センター会員数 ９３０人 １，０００人

４４．１％

（2016）

特別保育延べ実施園数

延長保育 ８箇所 10箇所

休日保育 １箇所 ２箇所

病児・病後児保育 １箇所 ３箇所

一時保育 １箇所 ３箇所

安心して子どもを生み育てられると感じ
ている市民の割合【笠岡市民意識調査】

５０．０％
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ある

あまりない

ない

その他

わからない

（％）

◆家庭や地域活動に関わりたいと思っても，長時間労働や休日出勤などのため，

関われないということがありますか。

男性 女性 全体
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【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】
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6.3 

0.4 

2.4 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

労働時間の短縮や休日の増加を促進する

保育施設や介護のための施設・サービスを拡充する

育児や介護のための休暇制度を充実する

育児や介護休暇中の諸手当を充実する

結婚・出産・介護などで退職した女性の再雇用制度を

充実する

賃金，仕事内容等，労働条件面での男女差をなくす

昇進，昇格の機会で，男女差をなくす

研修や職業訓練の機会を拡充する

仕事と家庭の両立などの問題について相談できる窓

口を設ける

フレックスタイム制，短時間労働，在宅勤務制度など

を導入する

管理職の意識改革

その他

わからない

（％）

◆「仕事と生活の調和」を図るためには，どのような条件の整備が必要だと考えますか。

【複数回答】

男性 女性 全体
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男女共同参画社会の形成において，男女が互いを尊重し，身体的性差を十分理解し合い，

相手に対する思いやりを持つことが重要です。

特に，女性は妊娠や出産の可能性があることなど，生涯を通じて男性とは異なる身体的，

精神的，社会的な健康上の変化や問題に直面することに留意する必要があり，「性と生殖に関

する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）」(※)の視点に基づく，命の大切さや

正しい性の知識の教育など意識の啓発が必要です。

さらに，近年は女性の就業等の増加や晩婚化等婚姻をめぐる変化，平均寿命の伸長等に伴

う女性の健康に関わる諸問題の変化に応じた対策の充実が期待されています。

こうした視点を踏まえ，男女が互いの性別による違いについて理解を深め，男女の健康を

生涯にわたり総合的に支援するための取組を進める必要があります。

(※)性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）

平成 6(1994)年の国際人口／開発会議で提唱された考え方で，女性の重要な人権のひとつとされています。

性と生殖に関する健康（リプロダクティブ・ヘルス）

人間の生殖システム，その機能と（活動）過程のすべての側面において，単に疾病，障がいがないというばかりでなく，身

体的，精神的，社会的に完全に良好な状態にあること。

性と生殖に関する権利（リプロダクティブ・ライツ）

すべてのカップルと個人が自分たちの子どもの数，出産間隔，並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき，そのため

の情報と手段を得ることができるという基本的権利，並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る

権利

施策の方向 推進する施策 所管

・児童生徒の発達段階に応じた性に関する
　教育の実施
・小中学校の保健活動等における性感染症
　等の予防に関する教育の実施

学校教育課

・学校保健委員会における研修やＰＴＡ研
　修会の実施

子育て支援課
学校教育課

・リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関
　する講座の実施

人権推進課

・ウォーキング大会
・ぐるりんウォーク
・60日間6,000歩チャレンジ
・ウォーキングマップの作成
・健康ポイント事業

・母子保健事業
・特定健康診査
・各種がん検診
・糖尿病性腎症等重症化予防事業
・保健指導事業

健康推進課○生涯を通じた健康支
援

○互いの性の理解と尊
重

◆リプロダクティブ・ヘルス／ライツの重要
　性についての普及・啓発等

◆市民の健康づくりへの支援

◆病気の発症予防・重症化予防の推進

重点目標７ 生涯を通じた健康づくりへの支援
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【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】
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重要な権利だと思う

どちらかといえば重要な権利だと思う

どちらかといえば重要な権利だとは思わない

重要な権利だとは思わない

わからない

（％）

◆リプロダクティブ・ヘルス/ライツが，どの程度女性にとって重要な権利だとお考えですか。

男性 女性 全体
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社会や経済の状況が急激に変化していく中で，外国人，障がいのある人，ひとり親家庭な

ど，社会，家族のあり方が多様化し，経済的，身体的，精神的な困難を抱えている人も多く

います。

特に，ひとり親家庭については，経済的な困難だけでなく，一人で育児，家事等を行うな

どの負担が大きく，子どもの養育や健康面への悪影響も懸念されることから，相談体制の強

化，自立支援などの世帯や子どもの実情に応じた対策を実施していく必要があります。

また，高齢社会の進行とともに，一人暮らしの高齢者も増加しています。地域で高齢者の

生活を支えていくための地域包括ケアシステムの構築や介護保険制度による適切なサービス

の実施など，高齢者や介護する家族を支援する必要があります。

施策の方向 推進する施策 所管

・一般介護予防事業
・特定健康診査
・保健指導事業

・高齢者生きがいと健康づくり事業
・生きがい対応デイサービス
・いきいき百歳体操

・障がいのある人への移動・コミュニケー
　ション・就労等の支援
・生活保護受給者への就労支援

地域福祉課

・地域包括支援センター事業 長寿支援課

・障害者相談支援事業 地域福祉課

・子ども医療費公費負担制度
・保育料負担軽減の拡充

・母子自立支援相談
・家庭児童相談（要保護児童）

・笠岡国際交流協会との協働による交流事
　業
・白石島国際交流ヴィラ運営支援

・在住外国人向け日本語講座の実施支援
・日本語指導ボランティア養成講座の実施
　支援
・在住外国人向け情報提供，相談窓口の充
　実

○ひとり親家庭に対す
る支援

子育て支援課
こども育成課

長寿支援課
健康推進課

協働の
まちづくり課

○高齢者や障がいのあ
る人が安心して暮らす
ための支援

○外国人が暮らしやす
い環境の整備

◆介護予防に関する情報提供，講座等の実施

◆生きがい対策事業の推進

◆相談体制の充実

◆自立支援

◆交流の促進

◆環境づくり

◆自立支援

◆相談体制の充実

重点目標８ 生活困難を抱える人への支援
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基本目標Ⅲ 男女間のあらゆる暴力をなくす社会づくり

（第２次笠岡市ＤＶ防止基本計画）

(※)ＪＫビジネス

女子高生（ＪＫ）による男性への親密なサービスを売りにしたビジネスの総称です。制服姿の女子高生が一緒に散歩をする

「ＪＫお散歩」，個室で添い寝や簡単なリフレクソロジー（マッサージ）を行う「ＪＫリフレ」などがあります。

【現状と課題】

すべての暴力は，犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり，当事者の性別や間

柄を問わず，決して許されるものではありません。男女間の暴力は，配偶者等からの暴

力（ＤＶ），性犯罪，セクシュアル・ハラスメント，ストーカー行為など様々です。

男性にも女性にも被害を受けている人はいますが，相談が多いのは女性からであり，

その背景には，性別に関わる固定的な意識，社会的地位や経済力の格差など，社会的，

構造的な問題が存在すると考えられています。一方，男性からの相談が少ないのは，「男

性は強くあるべき」，「男性は弱音を吐いてはいけない」といった固定的な意識から相談

せず，表面化していないとも考えられます。

特に，若い世代においては，交際相手などからの暴力（デートＤＶ，ストーカー），そ

して，ＪＫビジネス(※)やアダルトビデオへの出演強要のような若年層の女性に対する

性的な暴力も問題となっています。これらのことについては，若年層がスマートフォン

やインターネットにより容易に情報入手できることが，高度情報化社会を背景とした問

題として現れています。

また，平成 29年度笠岡市男女共同参画市民意識調査では，相手の行為によって命の危

険を感じたにもかかわらず，「誰（どこ）にも相談しなかった」人が半数近くという結果

に加え，相談しなかった理由として，「相談しても無駄だと思った」「どこに相談したら

よいかわからなかった」という回答が多い結果となりました。このことは，数値目標の

笠岡市男女共同参画推進センターの認知度の低さからも明らかなように，相談窓口の周

知不足を示しています。

このような中，広報や予防啓発，相談窓口の周知，被害者のニーズに応じた支援体制

が求められています。
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男女間のあらゆる暴力の根絶は，男女共同参画社会を実現していく上で，社会全体で取り

組み，克服すべき重大な課題にほかなりません。そのためには，暴力の発生を防ぎ，暴力を

容認しない社会風土の醸成に努めるとともに，被害者のニーズに応じた支援体制の充実が求

められています。

【数値目標】

施策の方向 推進する施策 所　管

人権推進課

学校教育課
生涯学習課

長寿支援課

人事課

商工観光課

・ＤＶ，デートＤＶに関する相談 人権推進課

・子ども，子育てに関する相談 子育て支援課

・障がいのある人に関する相談 地域福祉課

・高齢者に関する相談 長寿支援課

人権推進課
子育て支援課

人権推進課

・住居確保への支援
・企業等の雇用等の情報提供
・各種保健福祉支援制度の活用

人権推進課

・住民基本台帳事務における支援措置 市民課

・教育機関・保育所への周知
子育て支援課
学校教育課

人権推進課
地域福祉課
子育て支援課
都市計画課
学校教育課

◆男女間のあらゆる暴力を許さない社会環境
　づくりにむけての啓発

◆市の職場におけるハラスメント防止対策の
　推進

◆職場におけるハラスメント防止対策の普及
　・啓発

○男女間のあらゆる暴
力の発生を防ぐ環境づ
くりの推進

◆地域・学校・ＰＴＡを対象とした研修会の
　開催

◆高齢者虐待防止の推進

○被害者への相談・支
援・救済体制の充実

◆被害者に関する個人情報保護

◆配偶者等からの暴力防止啓発

◆相談窓口の周知

◆被害者の緊急一時保護と自立支援

◆女性相談所，県ウィズセンター，警察等，
　関係機関との連携による相談・支援

◆被害者の自立支援

指　　　標 指標設定時（2017） 目標値（2022）

（2016）

８．３％

（2016）

配偶者等から，一度でも暴力を受けたこ
とがある人の割合【笠岡市民意識調査】

配偶者からの暴力に関する公的相談機関
の認知度（笠岡市男女共同参画推進セン
ターを知っている人）【笠岡市民意識調
査】

根絶をめざす

４０．０％

１２．６％

重点目標９ 男女間の暴力根絶に向けた施策の推進



- 32 -

【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】
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0

0
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誰（どこ）にも相談しなかった

家族・親せきに相談した

友人・知人に相談した

警察に連絡・相談した

裁判所に相談した

法務局・地方法務局，人権擁護委員に相談した

笠岡市男女共同参画推進センター「てらすセンター」に相談した

女性相談所，女性相談員に相談した

岡山県男女共同参画推進センター（ウィズセンター）に相談した

市役所・町村役場に相談した

その他の公的機関に相談した

弁護士に相談した

医師・カウンセラーに相談した

民間の相談機関（民間シェルターなど）に相談した

その他の公的機関に相談した

（％）

◆配偶者等の親しい関係にある人から暴力を受けたとき，誰かに打ち明けたり，相談したりしました

か。（相手の行為によって命の危険を感じたことがあると回答した方のみ）【複数回答】

男性 女性 全体
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【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】
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どこに相談したらよいかわからなかった

相談しても無駄だと思った

恥ずかしくて（世間体が悪くて）相談できなかった

他人を巻き込みたくなかった

相談窓口の担当者の言動により，不快な思いをすると思った

自分さえがまんすれば，なんとかこのままやっていけると思った

そのことについて思い出したくなかった

相談したことがわかると，仕返しを受けたり，もっとひどい暴力を受けると思った

誰にも言わないよう，相手におどされた

自分にも悪いところがあると思った

相手の行為は自分に対する愛情表現だと思った

相談するほどのことではないと思った

その他

（％）

◆相談しなかった理由は何ですか。（相手の行為によって命の危険を感じたことがある方で，どこに

も相談しなかったと回答した方のみ）【複数回答】

男性 女性 全体
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【2017 年度（平成 29 年度）笠岡市男女共同参画市民意識調査】
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幼いときから男女が平等であることの教育をしっかり行う

家庭で保護者が子どもに対し，暴力を防止するための教育を行う

学校・大学で児童・生徒・学生に対し，暴力を防止するための教育

を行う

地域で，暴力を防止するための研修会，イベントなどを行う

職場で，暴力を防止するための研修会などを行う

メディアを活用して，広報・啓発活動を積極的に行う

被害者が早期に相談できるよう，身近な相談窓口を増やす

被害者を保護する体制を整備する

被害者が自立して生活できるように支援する

被害を受けて悩んでいる人へ相談窓口や解決方法等の情報を提

供する

被害者を発見しやすい立場にある警察や医療機関関係者などに対

し，研修や啓発を行う

地域住民同士で関わり合い（見守り）を強めていく

暴力を振るったことのある者に対し，二度と繰り返さないための教

育を行う

加害者への罰則を強化する

暴力を助長するおそれのある情報（雑誌，コンピューターソフトなど）

を取り締まる

その他

特に対策の必要はない

わからない

（％）

◆暴力をなくすためには何が必要だと思いますか。【複数回答】

男性 女性 全体
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第３章

プランの推進体制
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推進体制の充実

（１） 笠岡市男女共同参画推進委員会の設置

男女共同参画社会の実現に向けて，市民，事業者，有識者等による，男女共同参画推進委

員会を設置し，意見を聴きながら，より効果的な推進に努めます。

（２） 男女共同参画推進についての職員の意識の高揚

男女共同参画の推進はあらゆる分野に関係していることから，職員を対象に，研修や情報

提供等を行い，男女共同参画についての意識の高揚に努めます。

（３） 男女共同参画推進についての庁内組織の充実

男女共同参画に関する施策を総合的，効果的に推進するため，庁内の連携を強化し，推進

体制を充実させ，具体的に取り組みます。

（４） 市民・事業者との連携，協力

男女共同参画社会の実現には，行政の取組だけでなく，市民・事業者の主体的な取組が不

可欠です。そのため，男女共同参画の推進に自主的に取り組み，活動を行っている市民（団

体・グループ等）への支援をするとともに，市民・事業者と協働で男女共同参画の推進を図

ります。

（５） 国，県等との連携

国，県等と連携し，協力しながら，男女共同参画の効果的な推進に努めます。
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男女共同参画社会の形成の促進に関する庁内推進体制

市 長

笠岡市男女共同参画推進条例 笠岡市男女共同参画推進委員会

第４次かさおかウィズプラン

男女共同参画行政推進会議

☆男女共同参画行政を総合的，効果的に

推進するための庁内組織

☆男女共同参画行政に関する施策の連絡

調整及び調査研究を行う。

☆各部長・主務課長で構成し，会長の命

を受けた事項を協議する。 事務局（人権推進課）

会長 副市長

（人権施策推進チームをもって充てる） ☆男女共同参画行政に関する施策の推進

☆男女共同参画行政を推進する担当窓口

☆男女共同参画行政施策の総合的企画・

調整及び計画の進行管理を行う。

☆審議会等の積極的改善措置に係る審査

会（男女共同参画行政推進会議メンバ

ーのうち９名で構成。総括部長：副市長）

笠岡市男女共同参画推進センター

人権・男女共同参画推進業務担当職員 各課

☆各課から選出された職員で構成 ☆男女共同参画行政に関する施策の推進

☆各課における「第４次かさおかウィズプラン」

の進行管理

☆ 市長が委嘱する委員 15 人以内をも

って組織する委員会

☆ 男女共同参画行政を効果的に推進

するための委員会
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資 料 編

【男女共同参画関係年表】

【関係法令】

・男女共同参画社会基本法

・笠岡市男女共同参画推進条例

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

・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
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男 女 共 同 参 画 関 係 年 表

年 国際機関 日本 岡山県 笠岡市

1975年
（昭和50年）

●国際婦人年（目標：平等，開発，
平和）
●「国際婦人年世界会議」（第１回
世界女性会議）を開催
　(メキシコシティ、6～7月）
●「世界行動計画」採択

●婦人問題企画推進本部設置（9
月）
●婦人問題企画推進本部設置（9
月）

1977年
（昭和52年）

●「国内行動計画」，「婦人の政策
決定参加を促進する特別活動推
進要綱」決定(1月）

1978年
（昭和53年）

●「婦人問題行政連絡協議会」設
置
●県政モニターアンケート「婦人の
地位向上に関する意識調査」実施
（10月）

1979年
（昭和54年）

●（第３４回国連総会）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」採択（12月）

●県の婦人問題担当課を「県民
課」に位置付ける
●「岡山の婦人問題を考える会」が
発足，意見書を発表

1980年
（昭和55年）

●「国連婦人の十年　中間年世界
会議」（第2回世界女性会議）を開
催（コペンハーゲン、7月）
●「国連婦人の十年後半期行動プ
ログラム」採択

●「岡山県婦人問題会議」を設置，
同会議は「婦人の地位と福祉の向
上に関する提言」を答申

1981年
（昭和56年）

●「国内行動計画後期重点目標」
決定（5月）

●「岡山県婦人問題協議会」設置
（4月）
●県の婦人問題担当課が「県民生
活課」に移り，「婦人班」新設（4月）

1982年
（昭和57年）

●婦人広報資料「おかやまの婦
人」創刊
●県政世論調査「家庭と婦人」実
施（1～2月）

1984年
（昭和59年）

●「国連婦人の十年ESCAP地域政
府間準備会議] 開催
（東京、3月）

●「おかやま婦人のバス事業」開
始

1985年
（昭和60年）

●「国連婦人の十年ナイロビ世界
会議」　（第3回世界女性会議）を開
催（7月）
●（西暦2000年に向けての）「婦人
の地位向上のためのナイロビ将来
戦略」採択

●国籍法の改正施行（父母両血統
主義の採用，配偶者の帰化条件
の男女同一化）(1月）
●「男女雇用機会均等法」の公布
（6月）
●「女子差別撤廃条約」批准（6月）

●岡山県婦人問題協議会が「女性
の地位と福祉の向上に関する提
言」を答申
●「岡山県婦人海外派遣事業」開
始
●婦人問題調査「女性の地位向上
に関する生活と意識」実施

1986年
（昭和61年）

●婦人問題企画推進本部拡充：構
成を全省庁に拡大，任務も拡充（1
月）
●婦人問題企画推進有識者会議
開催（2月）
●「男女雇用機会均等法」の実施
（4月）

●県民生活課婦人班を「婦人青少
年対策室婦人企画班」に改組（4月
）
●「地域婦人問題推進センター」設
置（県内3カ所）

1987年
（昭和62年）

●「西暦2000年に向けての新国内
行動計画」策定（5月）

●「岡山県婦人情報バンク」開設
●「地域婦人問題推進センター」設
置（県内3カ所）

1988年
（昭和63年）

●「地域婦人問題推進センター」設
置（県内3カ所）
●「女性による地域福祉実践事
業」開始

1989年
（平成元年）

●新学習指導要領の告示（家庭科
教育における男女同一の教育課
程の実現等）(3月）

●「働く女性相談コーナー」開設
●「農山漁村婦人の日」設定
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年 国際機関 日本 岡山県 笠岡市

1990年
（平成2年）

●国連婦人の地位委員会拡大会議
（ウィーン、2～3月）
●国連経済社会理事会「婦人の地位
向上のためのナイロビ将来戦略に関
する第1回見直しと評価に伴う勧告及
び結論」採択（5月）

●「21世紀に生きる岡山の女性」シ
ンボルマーク決定
●県政世論調査「女性の地位向上
に関する生活と意識」実施（10月）

1991年
（平成3年）

●「西暦2000年に向けての新国
内行動計画」改定（第1次改定）（5
月）
●「育児休業法」の公布(5月）

●「第4次岡山県総合福祉計画」策
定（女性の項目新設）
●「男女共同参加型社会の実現を
めざして」策定

1992年
（平成4年）

●「育児休業法」実施（4月）
●初の婦人問題担当大臣を任命
（12月）

●「女性県政アドバイザー事業」開
始
●「女性農業士制度」発足

1993年
（平成5年）

●「男女共同参画社会づくりに関
する推進体制の整備について」決
定(7月）

●「女性青少年対策室女性政策
課」を新設（4月）

1994年
（平成6年）

●「開発と女性」に関する第2回アジ
ア･太平洋大臣会議（ジャカルタ、6月）
●「ジャカルタ宣言及び行動計画」採
択
●国際人口・開発会議で「行動計画」
を採択（カイロ、9月）

●男女共同参画室（総理府）設置
（6月）
●男女共同参画審議会設置（政
令）（6月）
●男女共同参画推進本部設置（7
月）

●所管部を地域振興部から企画
部に移管（4月）
●岡山県婦人問題協議会に「女性
の地位と福祉の向上のための総
合的方策」について諮問
●県政世論調査「女性の地位向上
に関する生活と意識」実施（7～8
月）

1995年
（平成7年）

●第4回世界女性会議―平等，開
発，平和のため行動－を開催（北京）
●「北京宣言及び行動綱領」採択（9
月）

●「育児休業法」の改正（介護休
業制度の法制化）（6月公布/10月
施行）

●岡山県婦人問題協議会が「女性
の地位と福祉の向上に関する提
言」答申
●岡山県婦人問題協議会を「岡山
県男女共同参画推進協議会」に改
称（10月）

1996年
（平成8年）

●男女共同参画審議会から「男
女共同参画ビジョン」答申（7月）
●男女共同参画推進連携会議
（えがりてネットワーク）発足（9月）
●「男女共同参画2000年プラン」
策定（12月）

●「男女共同参画社会の実現をめ
ざして」策定

●総務部自治振興課に「女性政策担
当」設置
●「市内女性団体連絡会」の発足
●「庁内女性ネットワーク」の発足
●「市政レディ」の設置

1997年
（平成9年）

●男女共同参画審議会設置（法
律）（4月）
●「男女雇用機会均等法」の改正
（女性に対する差別の禁止等）
（6月公布/1999年4月施行）
●「介護保険法」成立
（12月公布/2000年4月施行）

●「岡山県男女共同参画推進本
部」設置（4月）
●「岡山県女性センター整備構想
検討委員会」設置（6月）
●「男女共同参画アドバイザー養
成事業」開始

●「市役所に働く男女の意識調査」実
施
●地域の女性団体合同で研修会

1998年
（平成10年）

●男女共同参画審議会「男女共
同参画社会基本法－男女共同参
画社会を形成するための基礎的
条件づくり－」答申（11月）

●所管部を企画部から生活環境
部に移管（4月）
●「ウィズウィーク（11/11～17）」決
定
●「中国･四国･九州地区男女共同
参画推進地域会議」開催（11月）

●笠岡市男女共同参画推進体制の
設置
●「市民の男女平等意識の調査」実
施
●「かさおか・すてき女性塾」開校

1999年
（平成11年）

●ESCAPハイレベル政府間会議開催
（バンコク、10月）

●「男女共同参画社会基本法」公
布･施行（6月）
●「食料・農業・農村基本法」公
布，施行（女性の参画の促進を規
定）（7月）

●「岡山いきいき子どもプラン」策
定（3月）
●岡山県男女共同参画推進セン
ター（愛称：ウィズセンター）開館（4
月）

●啓発紙「始めの一歩」発行
●「かさおかウィズプラン」策定

2000年
（平成12年）

●国連特別総会「女性2000年会議:21
世紀に向けての男女平等・開発・平
和」
（ニューヨーク、6月）

●男女共同参画審議会「女性に
対する暴力に関する基本的方策
について」答申（7月）
●「国の審議会等における女性
委員の登用について」決定（8月）

●「男女共同参画社会に関する県
民意識調査」実施（1～2月）
●岡山県人権政策審議会答申（3
月）

●「すてき女性塾」を「すてき・さんかく
塾」として男性にも呼びかける
●啓発紙「始めの一歩」の発行
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2001年
（平成13年）

●男女共同参画会議・男女共同参
画局（内閣府）設置（1月）
●「女性国家公務員の採用・登用
等の促進について」，「女性に対す
る暴力をなくす運動について」決定
（6月）
●「仕事と子育ての両立支援策の
方針について」閣議決定（7月）
●「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」成立
（4月公布/10月施行）
●「育児休業法」改正（対象となる
子の年齢引き上げ等）（11月）

●「おかやまウィズプラン２１」策定
（3月）
●「岡山県人権政策推進指針」策
定（3月）
●「女性青少年対策室女性政策
課」を「男女共同参画課」に改組（4
月）
●「岡山県男女共同参画の促進に
関する条例」（6月公布/10月施行）
●男女共同参画推進月間始まる
（11月）

●組織機構の改革により，女性政策
を「企画総務部企画政策課」におく
●「男女共同参画推進センター」（旧
郵便局跡）開館
●「明日てらす大学」開校
●「塾」公開講座 講師 向井万起男
●啓発紙「始めの一歩」の発行

2002年
（平成14年）

●「岡山県男女共同参画審議会」
を設置
（4月）

2003年
（平成15年）

●男女共同参画推進本部「女性の
チャレンジ支援策の推進について」
決定（6月）

●「男女共同参画フォーラムinおか
やま」開催（2月）
●「男女共同参画グローバル政策
対話岡山会議」開催（11月）

●笠岡市男女共同参画推進条例公
布・施行
●笠岡地域女性活性化支援事業実
施
●「男女共同参画地域フォーラム」開
催　講師　落合恵子
●啓発紙「始めの一歩」の発行

2004年
（平成16年）

●男女共同参画推進本部決定「女
性国家公務員の採用，登用の拡
大等について」決定（4月）
●男女共同参画社会の将来像検
討会報告書取りまとめ（6月）
●「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」の改
正（暴力の定義の拡大等）（6月公
布/12月実施）及び同法に基づく基
本方針の策定（12月）

●「女性のチャレンジ支援策岡山
アピール」開催（8月）
●「男女共同参画社会に関する県
民意識調査」実施（10～11月）
●「新岡山いきいき子どもプラン」
策定（12月）

●「男女共同参画推進センター」をサ
ンライフ笠岡内に移転
●啓発紙「始めの一歩」の発行

2005年
（平成17年）

●第49回国連婦人の地位委員会
／「北京＋10」閣僚級会合（ニュー
ヨーク、2～3月）

●男女共同参画会議「男女共同参
画社会の形成の促進に関する施
策の基本的な方向について」答申
（7月）
●男女共同参画会議「男女共同参
画基本計画の変更について」答申
（12月）
●「男女共同参画基本計画（第2
次）」閣議決定（12月）

●岡山県配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に関する基
本計画策定
●「女性副知事フォーラム2005　お
かやま」開催

●組織機構の改革により，担当を
「政策部人権政策課」におく
●「知ってナットク塾」の開講
●「パパッと簡単クッキング」開催
●「再就職準備セミナー」開催
●人権・男女共同参画推進業務担当
職員の選出
●「男女共同参画推進委員会」の設
置（市民公募含む）
●「男女共同参画地域フォーラムin
かさおか」開催　講師：深江誠子
●啓発紙「始めの一歩」の発行

2006年
（平成18年）

●第１回東アジア男女共同参画担
当大臣会合
（東京、6～7月）

●「男女雇用機会均等法」の改
正（性差別禁止の範囲の拡大等）
（6月公布/2007年4月施行）

●「改訂岡山県人権政策推進指
針」策定（2月）
●「新おかやまウィズプラン」策定
（3月）

●「第２次かさおかウィズプランⅡ」策
定
●「すてき・さんかく塾」の開催
●「パパッと簡単クッキング」開催
●「再就職準備セミナー」開催
●啓発紙「始めの一歩」の発行
●人権・男女共同参画推進担当者会
議開催
●「男女共同参画行政推進会議」設
置（人権施策推進チームを充てる）
●男女共同参画推進委員会開催

2007年
（平成19年）

●第2回東アジア男女共同参画担
当大臣会合
（ニューデリー、12月）

●「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」改正
（保護命令制度の拡充等）（7月公
布/2008年1月施行）
●「パートタイム労働法」改正（パー
トタイム労働者の雇用環境の整
備）　　　　　　　　　　　　　　　　（6月
公布/2008年4月施行）
●「仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）憲章」及び「仕事と生
活の調和推進のための行動指針」
策定（12月）

●「すてき・さんかく塾」の開催
●人権・男女共同参画推進業務担当
者会議開催
●啓発紙「始めの一歩」の発行
●男女共同参画行政推進会議開催
●男女共同参画推進委員会開催
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2008年
（平成20年）

●男女共同参画推進本部決定「女
性の参画加速プログラム」（4月）
●「次世代育成支援対策推進法」
の改正（一般事業主行動計画の公
表の義務化等）
（１２月公布/2009年4月施行）

●岡山県配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に関する基
本計画改定（7月）
●岡山県男女共同参画推進セン
ター（ウィズセンター）岡山県総合
福祉・ボランティア・NPO会館（きら
めきプラザ）へ移転（9月）
●「全国シェルターシンポジウム
2008inおかやま」開催（後援）（11
月）

●「すてき・さんかく塾」の開催
●「男女共同参画地域フォーラムｉｎ
かさおか」開催　講師：沖田孝司＆沖
田千春
●相談体制の整備（女性相談員の配
置）
●審議会等における積極的改善措
置に係る審査会設置
●男女共同参画推進委員会委員改
選（市民公募含む）
●人権・男女共同参画推進担当者会
議開催
●市民意識調査実施（ウィズプラン
策定資料）
●啓発紙「始めの一歩」の発行
●男女共同参画行政推進会議開催
●男女共同参画推進委員会開催

2009年
（平成21年）

●「DV相談ナビ」開設（1月）
●男女共同参画シンボルマーク決
定（4月）
●育児・介護休業法改正（短時間
勤務制度導入等）（６月公布/2010
年6月施行）
●男女共同参画会議「新たな経済
社会の潮流の中で生活困難を抱え
る男女について」公表（11月）

●「新おかやまウィズプラン」中間
見直し（3月）
●「男女共同参画社会に関する県
民意識調査」実施（10～11月）

●「すてき・さんかく塾」の開催
●ＤＶ被害者サポーター養成講座開
催
●審議会等における積極的改善措
置に係る審査会開催
●人権・男女共同参画推進業務担当
者会議開催
●男女共同参画行政推進会議開催
●啓発紙「始めの一歩」の発行
●男女共同参画推進委員会開催

2010年
（平成22年）

●第54回国連婦人の地位委員会/
「北京+15」記念会合（ニューヨー
ク、3月）

●男女共同参画会議「第3次男女
共同参画基本計画策定に当たって
の基本的な考え方について答申（7
月）
●男女共同参画会議「男女共同参
画基本計画の変更について」答申
（12月）
●「第3次男女共同参画基本計画」
閣議決定（12月）

●「岡山いきいき子どもプラン
2010」策定（3月）
●所管部を生活環境部から県民
生活部に移管（4月）
●「男女共同参画課」を「男女共同
参画青少年課」に改組（4月）

●「すてき・さんかく塾」の開催
●ＤＶ被害者サポーター研修会開催
●審議会等における積極的改善措
置に係る審査会開催
●人権・男女共同参画推進業務担当
者会議開催
●男女共同参画行政推進会議開催
●啓発紙「始めの一歩」の発行
●男女共同参画推進委員会委員改
選（市民公募含む）
●男女共同参画推進委員会開催
●「第３次かさおかウィズプラン」策定
●組織機構の改革により，担当を
「市民生活部人権推進課」におく
●「男女共同参画推進センター」を分
庁第４に移転

2011年
（平成23年）

●UN  Women正式発足（1月）
●第4回東アジア男女共同参画三
角担当大臣会合
（シェムリアップ、11月）

●「第3次おかやまウィズプラン」
策定（3月）
●「第3次岡山県人権政策推進指
針」策定（3月）

●「すてき・さんかく塾」の開催
●ＤＶ被害者サポーター研修会開催
●審議会等における積極的改善措
置に係る審査会開催
●人権・男女共同参画推進業務担当
者会議開催
●男女共同参画行政推進会議開催
●啓発紙「始めの一歩」の発行
●男女共同参画推進委員会開催

2012年
（平成24年）

●第56回国連婦人の地位委員会
「自然災害におけるジェンダー平
等と女性エンパワーメント」決議採
択
（ニューヨーク、３月）

●「女性の活躍促進による経済活
性化」行動計画策定（6月）

●「すてき・さんかく塾」の開催
●ＤＶ被害者サポーター研修会開催
●審議会等における積極的改善措
置に係る審査会開催
●人権・男女共同参画推進業務担当
者会議開催
●男女共同参画行政推進会議開催
●啓発紙「始めの一歩」の発行
●男女共同参画推進委員会委員改
選（市民公募含む）
●男女共同参画推進委員会開催
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2013年
（平成25年）

●若者・女性活躍フォーラムの提
言（5月）
●「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」の改
正（7月公布）及び同法に基づく基
本方針の策定（12公布）

●「すてき・さんかく塾」の開催
●ＤＶ被害者サポーター研修会開催
●審議会等における積極的改善措
置に係る審査会開催
●人権・男女共同参画推進業務担当
者会議開催
●男女共同参画行政推進会議開催
●啓発紙「始めの一歩」の発行
●男女共同参画推進委員会開催

2014年
（平成26年）

●「岡山県男女共同参画の促進に
関する条例」の一部改正について
（1月）
●「岡山県配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に関する基
本計画」改定（9月）
●「男女共同参画社会に関する県
民意識調査」実施（10～11月）

●「すてき・さんかく塾」の開催
●ＤＶ被害者サポーター研修会をＤＶ
防止啓発講座として，一般市民にも
呼びかける
●審議会等における積極的改善措
置に係る審査会開催
●人権・男女共同参画推進業務担当
者会議開催
●男女共同参画行政推進会議開催
●啓発紙「始めの一歩」の発行
●男女共同参画推進委員会委員改
選
●男女共同参画推進委員会開催
●「第3次かさおかウィズプラン」中間
見直し

2015年
（平成27年）

●「女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律」の成立（9月
公布・施行/一般・特定事業主行動
計画の策定及び公表など2016年4
月施行）
●男女共同参画会議「第4次男女
共同参画基本計画策定に当たって
の基本的な考え方について」答申
（12月）
●男女共同参画会議「男女共同参
画基本計画の変更について」答申
（12月）
●「第4次男女共同参画基本計画」
閣議決定（12月）

●「すてき・さんかく塾」の開催
●「パープルリボンセミナー（ＤＶ防止
啓発講座）」の開催
●審議会等における積極的改善措
置に係る審査会開催
●人権・男女共同参画推進業務担当
者会議開催
●男女共同参画行政推進会議開催
●啓発紙「始めの一歩」の発行
●男女共同参画推進委員会開催

2016年
（平成28年）

●「第4次おかやまウィズプラン」及
び「岡山県女性活躍推進計画」策
定（3月）
●「第4次岡山県人権政策推進指
針」策定（3月）

●「すてき・さんかく塾」の開催
●「パープルリボンセミナー（ＤＶ防止
啓発講座）」の開催
●審議会等における積極的改善措
置に係る審査会開催
●人権・男女共同参画推進業務担当
者会議開催
●男女共同参画行政推進会議開催
●啓発紙「始めの一歩」の発行
●男女共同参画推進委員会委員改
選（市民公募含む）
●男女共同参画推進委員会開催
●「第3次かさおかウィズプラン」改訂

2017年
（平成29年）

●「すてき・さんかく塾」の開催
●「パープルリボンセミナー（ＤＶ防止
啓発講座）」の開催
●審議会等における積極的改善措
置に係る審査会開催
●市民意識調査実施（ウィズプラン
策定資料）
●人権・男女共同参画推進業務担当
者会議開催
●男女共同参画行政推進会議開催
●啓発紙「始めの一歩」の発行
●男女共同参画推進委員会開催
　

2018年
（平成30年）

●男女共同参画行政推進会議開催
●男女共同参画推進委員会委員改
選
●男女共同参画推進委員会開催
●「第4次かさおかウィズプラン」策定


