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はじめに

　近年わが国では、少子高齢化の進行と人口減少社会の到来など、社

会情勢が大きく変化しています。国において、平成11年に「男女共同
参画社会基本法」が制定され、男女共同参画社会の実現が21世紀の最
重要課題として位置づけられ、その実現に向けた各種施策が推進され

る中、諏訪市では、これまで「男女いきいき諏訪プランⅠ～Ⅴ」を策
定するとともに、平成15年には「諏訪市男女共同参画推進条例」を制
定し、男女共同参画社会の実現のために、市民と行政の協働により各

種施策の積極的な推進に努めて参りました。

　そして、平成27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（女性活躍推進
法）」が制定され、女性が希望に応じた働き方を実現できるように社会全体で取り組むことが

求められるばかりでなく、少子高齢社会と人口減少時代を迎え、働き方改革や一億総活躍、

人づくり革命へと国をあげての政策を打ち出しており、これからはますます誰もが性別にか

かわらず人権を尊重され、個性と能力を十分に発揮して活躍できる男女共同参画社会の実現

が重要となります。

　諏訪市では、平成29年度から33年度を計画期間とする第五次諏訪市総合計画後期基本計画
の基本政策に位置づけた、誰もが働きやすい雇用環境や自分らしい生き方の実現に向け、互

いに責任を分かち合いながら、多様な生き方、働き方を選択できる暮らしやすい社会づくり

を推進するため、更なる取組を行って参ります。

　このたび、「男女いきいき諏訪プランⅤ」の計画年度が平成29年度をもって終了すること
を受け、これまでの取組の成果を集約するとともに、引き続き平成30年度から5年間を計画
期間とする「男女いきいき諏訪プランⅥ」を策定いたしました。策定にあたって、計画の基
礎資料とするための市民意識調査を実施しました。結果、意識の変化はみられるものの、家

庭や地域社会、職場や政治の場において、いまだ性別による固定観念や習慣が残っているこ

とがわかりました。新プランでは、この課題の解消に取り組むために、「男女共同参画意識の

確立」「多様な人材が活躍できる社会の推進」「人権の尊重と安心・安全な暮らし」の3本の
目標を掲げ、男女共同参画社会の実現に向けた取組をこれまで以上に推進して参ります。本

計画の策定にあたり熱心にご審議いただきました諏訪市男女共同参画審議会の皆様、貴重な

ご意見、ご提言をいただきました市民、市民団体並びに事業者の皆様に心より感謝申し上げ

ますとともに、今後とも皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　　　 平成30（2018）年3月 
諏訪市長　金子　ゆかり　
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第 1章

計画の基本的な考え方
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1　計画策定の趣旨

　諏訪市では、これまでに「男女いきいき諏訪プランⅠ～Ⅴ」を策定し、平成15年3月に
は「男女いきいき諏訪プランⅢ」の策定と同時に「諏訪市男女共同参画推進条例」を制定
し、男女共同参画社会の形成に向けて、様々な取組を進めてきました。

　その結果、男女共同参画社会に対する理解は深まりつつありますが、依然として固定

的な性別役割分担意識が残っており、男女それぞれが個人として自立し、その個性と能

力を十分に発揮できる機会が妨げられています。

　少子高齢化社会の到来、家族や地域社会の変化、非正規労働者の増加など雇用形態の

変化、経済社会のグローバル化など社会情勢は大きく変化し、人々の意識も生き方も多

様化しています。そうした社会の変化に対応していくためには、より一層の女性の活躍

推進が重要であり、男女が互いに責任を分かち合いながら家庭や地域社会での役割を果

たすことが求められています。

　「男女いきいきプランⅤ」の計画期間が平成29年度で満了するにあたり、その成果と課
題等を踏まえて、新たな「男女いきいき諏訪プランⅥ」を策定します。この計画は、市民
と行政が一体となり、地域の特性を生かした男女共同参画の社会づくりを、総合的かつ

効果的に推進するための指針とするものです。
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2　計画策定の背景

≪世界の動き≫

（1）国際婦人年
国連は、1975年（昭和50年）を「国際婦人年」として提唱し、史上初の世界女性会議が開催されました。
各国がとるべき指針となる「世界行動計画」が採択され、1976年（昭和51年）から1985年（昭和60年）ま
でを「国連婦人の10年」と定め、女性の人権の擁護と男女平等の実現にむけて、国際的な取組が始まりま
した。

（2）女子差別撤廃条約
1979年（昭和54年）には、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」が国連総会にて採
択されました。この条約は、あらゆる分野における性による差別の禁止と差別撤廃に必要な法的措置を

講じるとともに、法制度だけでなく、性別役割分担意識を見直し、慣習や慣行など個人の意識の改革を

求めています。

（3）ナイロビ世界会議
「国連婦人の10年」の最終年に当たる1985年（昭和60年）には、取組の成果をもとに、各国の行動計画
のガイドラインとして「西暦2000年に向けての婦人の地位向上のための将来戦略」（ナイロビ将来戦略）
が採択されました。

（4）第4回世界女性会議
1995年（平成7年）、北京で世界女性会議が開催され、「女性の権利は人権である」とうたわれた「北京
宣言」と新たな行動指針である「行動綱領」が採択されました。

（5）女性2000年会議
2000年（平成12年）には、「女性2000年会議」が国連本部で開催され、今後の取組への決意をしめした

「政治宣言」と「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ」（成果文書）が採択さ

れました。

（6）国連婦人の地位委員会 通称「北京＋10」　2005年（平成17年）
  通称「北京＋15」　2010年（平成22年）
  通称「北京＋20」　2015年（平成27年）
国連婦人の地位委員会が開催され、北京＋10（第49回）、北京＋15（第54回）では、「北京宣言及び行動
綱領」及び「女性2000年会議成果文書」の実施状況を主要テーマに協議、確認され、完全実施に向けた一
層の取組を国際社会に求める内容の宣言が採択されました。また、北京＋20（第59回）では、これまでの
取組状況に関する評価などが行われました。
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≪日本の動き≫

（1）婦人問題企画推進本部設置と国内行動計画
このような国際的な流れを背景として、1975年（昭和50年）に「婦人問題企画推進本部」が設置され、

1977年（昭和52年）には「国内行動計画」を策定して、向こう10年間の女性の地位向上のための目標が明
らかにされました。

（2）女子差別撤廃条約の批准、男女雇用機会均等法、新国内行動計画
1985年（昭和60年）には「男女雇用機会均等法」を制定し、家庭科の男女共修などの国内法等の整備を
進め、「女子差別撤廃条約」を批准しました。また1987年（昭和62年）には「西暦2000年に向けての新国
内行動計画」を策定、1996年（平成8年）には「男女共同参画2000年プラン」を策定しました。

（3）男女共同参画社会基本法の制定と男女共同参画基本計画の策定
1999年（平成11年）には「男女共同参画社会基本法」を制定、2000年（平成12年）には、その基本的方
向や具体的施策である「男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の形成を、21世紀の我が国
最重要課題と位置づけました。また、2001年（平成13年）には「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（DV防止法）※」が施行されました。
※平成25年度一部改正「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」（平成26年施行）

（4）男女共同参画基本計画（第2次）の策定
2005年（平成17年）には、「男女共同参画基本計画（第2次）」を閣議決定しました。本計画には、重点的
に取り組む事項として、2020年までに、社会のあらゆる分野において指導的地位に占める女性の割合が
少なくとも30％程度になるように期待し、各分野への取組を推進し、女性の再チャレンジ支援策などが
盛り込まれました。

（5）第3次男女共同参画基本計画の策定
2010年（平成22年）には、「第3次男女共同参画基本計画」が閣議決定されました。この計画では少子
高齢化や経済社会のグローバル化等の社会経済情勢の変化に対応して、15の重点分野があげられまし
た。また、実効性のあるアクション・プランとするため、それぞれの重点分野に「成果目標」が設定されま

した。

（6）女性活躍推進法の施行と第4次男女共同参画基本計画の策定
2015年（平成27年）、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十
分に発揮できる社会を実現するために、「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）」が施行されました。また、「第4次男女共同参画基本計画」が閣議決定され、男性中心型労働慣行等
の変革、あらゆる分野における女性の参画拡大などが改めて強調されています。
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≪長野県の動き≫

（1）女性行政担当組織の変遷と拠点施設
国の「婦人問題企画推進本部」設置の動きを背景に、1977年（昭和52年）、男女共同参画を担当する組
織として社会部労政課に「福祉婦人係」が設置され、1997年（平成9年）に社会部に「女性課」が設置され
ました。現在は、県民文化部に「人権・男女共同参画課」が設置されています。

また、1984年（昭和59年）に、婦人問題を総合的に推進する拠点として、全国で5番目となる「長野県
婦人総合センター」が岡谷市に設置されました。現在は「長野県男女共同参画センター」と改称され“あい

とぴあ”の愛称で親しまれています。2006年（平成18年）には、同センターが「配偶者暴力相談支援セン
ター」に指定され、男女共同参画の総合的拠点施設として位置づけられています。

（2）推進活動
1978年（昭和53年）に、官民一体の推進団体として関係諸団体からなる「長野県婦人問題県民会議」が
発足しました。2001年（平成13年）「長野県男女共同参画推進県民会議」に名称変更し、県民参加のもと
で男女共同参画社会の実現に向けた活動を行っています。

（3）計画の策定・条例の制定
1980年（昭和55年） 「長野県婦人行動計画」策定（計画年度昭和55～60年度）
1986年（昭和61年） 「新長野県婦人行動計画」策定（昭和61～平成2年度）
1991年（平成3年） 「さわやか信州女性プラン」策定（平成3～7年度）
1996年（平成8年） 「信州女性プラン21」策定（平成8～12年度）
2001年（平成13年）  「パ－トナーシップながの21（長野県男女共同参画計画）」策定
　　　　　　　　　  （平成13～17年度）
2002年（平成14年） 「長野県男女共同参画社会づくり条例」公布
2006年（平成18年） 「第2次長野県男女共同参画計画」策定（平成18～22年度）
2011年（平成23年） 「第3次長野県男女共同参画計画」策定（平成23～27年度）

現在、2016年（平成28年）に策定された「第4次長野県男女共同参画計画」（計画年度平成28～32年
度）により、諸施策が推進されています。
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≪諏訪市の動き≫

（1）女性行政担当係の変遷
1982年（昭和57年）6月　教育委員会に「社会教育課青少年婦人係」を設置
1991年（平成3年）10月　「社会教育課婦人係」に名称変更
1996年（平成8年）    4月　「婦人係」を「女性係」に名称変更
1998年（平成10年）4月　「女性係」を「女性室」に名称変更
2000年（平成12年）4月　教育委員会から企画部へ組織変更 「男女共同参画推進室男女共同参画係」
2006年（平成18年）4月　組織改正「まちづくり・男女共同参画推進課男女共同参画係」
2016年（平成28年）4月　組織改正「地域戦略・男女共同参画課男女共同参画係」

（2）男女共同参画に関する計画の策定
①諏訪市女性行動計画「男女いきいき諏訪プラン」（計画期間平成5～9年度）
②第二次女性行動計画「男女いきいき諏訪プランⅡ」（平成10～14年度）

③諏訪市男女共同参画計画「男女いきいき諏訪プランⅢ」（平成15~19年度）
④諏訪市男女共同参画計画「男女いきいき諏訪プランⅣ」（平成20~24年度）
⑤諏訪市男女共同参画計画「男女いきいき諏訪プランⅤ」（平成25~29年度）

（3）諏訪市男女共同参画推進条例の制定
2003年（平成15年）3月　「諏訪市男女共同参画推進条例」を制定。男女共同参画社会へ向けての新た
な動きが開始されました。

（4）市民との協働による推進体制
1993年（平成5年）、「男女いきいき諏訪プラン」の総合的かつ効果的な推進を図るため、助役を会長と
する「女性行政推進協議会」を設置しました。翌年には民間の推進組織として「男女いきいき諏訪市民会

議」が設立され、行政とともに推進が図られました。1998年（平成10年）には、「男女いきいき諏訪プラン
Ⅱ」を効果的に推進するため、「男女共同参画推進懇話会」を設置しました。

2000年（平成12年）4月、男女共同参画社会づくりを総合的かつ計画的に推進するため、「推進協議
会」と「推進懇話会」を廃止し、市民と行政が一体となった新たな組織として「男女共同参画推進本部」を

設置しました。この間、「市民会議」も発展的解消をして市民公募の「男女共同参画市民協議会」となり、

行政と市民が協働し、各種講演会・講座の開催、地域との交流会、情報紙「いきいきすわ」（平成6年～）
「いきいきパ－トナ－」（平成12年～）の発行など多くの事業を推進してきました。「市民協議会」は、2016
年（平成28年）4月に「いきいき市民推進チーム☆輝くSUWA」に名称変更し、更なる推進活動に取り組
んでいます。
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3　計画の性格

　本計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に基づく市町村男女共同参画計画
であり、あわせて「諏訪市男女共同参画推進条例」第9条に規定する基本計画です。
　また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」第6条第2
項に基づく市町村推進計画であり、「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項に基づく市町村基本計画です。

　本計画は、男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画計画「男女いきいき諏訪プラン

Ⅴ」を見直し、その理念をさらに発展させ、諏訪市の進むべき基本方針を示すものです。
　男女共同参画社会の実現のために必要な施策を統合化し、男女共同参画の視点から諏

訪市の取り組むべき課題を明らかにします。

　また、市民と行政がともに男女共同参画社会の実現に向けて積極的に行動するため、

市民の役割、行政の役割を具体的に示し指針となるように策定します。

4　計画の期間

　2018年度を初年度とし、2022年度を目標年度とする5カ年間を対象とします。
　なお、社会情勢の変化等により新たに計画に盛り込むべき事由が生じた場合は、必要

に応じて計画を見直します。

5　基本理念

～誰もがともにいきいきと暮らせる諏訪市をめざして～

　諏訪市男女共同参画推進条例（平成15年条例第3号）第3条には、男女共同参画社会づ
くりのために、市・市民・事業者が共有すべき基本的な考え方として、次の6項目が明記
されており、本計画においても基本理念に位置づけるものとします。

　①ひとりひとりの人権の尊重

　②社会における制度又は慣行についての配慮

　③政策等の立案及び決定への共同参画

　④家庭生活における活動と他の活動の両立

　⑤生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重

　⑥国際社会の動向を踏まえた取組
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6　計画の体系

誰
も
が
と
も
に
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
諏
訪
市
を
め
ざ
し
て

1. 男女共同参画の視点に立った見直し、意識改革

4. 地域・社会活動における女性の参画の促進

7. 生涯を通じた健康支援

8. あらゆる暴力の根絶　【DV防止基本計画】

2. 男女共同参画を推進する教育・学習の充実

3. 政策・方針決定への女性の参画の促進

5. 男女の仕事と家庭の両立

6. 安心して暮らせる環境の整備

9. 国際的協調と国際理解の推進

Ⅰ

男女共同参画

意識の確立

Ⅱ

多様な人材が活躍
できる社会の推進
～女性活躍の推進～
【女性活躍推進計画】

 Ⅲ

人権の尊重と

安心・安全な

暮らし

①家庭・地域における学習の推進 .............................................................................19

②保育園・幼稚園・学校における教育の充実..............................................................20

①審議会等委員への女性の参画の促進 ......................................................................22

②女性の職域拡大と管理職登用の促進 ......................................................................24

③女性の人材育成のための学習の提供 ......................................................................25

①地域活動における男女共同参画の促進...................................................................26

②防災分野における女性の参画の促進 ......................................................................27

①男女がともに働きやすい職場の環境整備 ...............................................................28

②農業や自営業における男女共同参画の促進 ............................................................29

③仕事と家庭生活の両立支援 ...................................................................................30

①ひとりひとりの人権の尊重 ...................................................................................34

②子育て支援の充実 ................................................................................................35

③ひとり親家庭等の自立支援の充実 .........................................................................37

④皆で支えあう介護の啓発と介護サービスの充実......................................................38

⑤高齢者や障がいのある人の自立支援と社会参加の促進............................................40

①生涯にわたる健康づくりの支援と性と生殖に関する正しい理解...............................41

①暴力をなくすための環境づくり ............................................................................42

②男女間のあらゆる暴力防止対策の推進...................................................................43

①国際理解のための学習や情報の提供 ......................................................................45

②国際化における多文化共生社会実現の取組 ............................................................46

①意識改革のための啓発活動の推進 .........................................................................12

②家庭・地域における慣習・しきたりの見直し ..........................................................14

③職場における慣行・制度の見直し ..........................................................................16

④メディア・リテラシーの向上.................................................................................18

テ－マ 目　標 課　題 施　策

目
標
Ⅰ

目
標
Ⅱ

目
標
Ⅲ
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Ⅲ



─  10 ─

第 2章

計画の内容



目
標
Ⅰ

目標Ⅰ

男女共同参画意識の確立

課題 1　�男女共同参画の視点に立った見直し、意識改革

課題 2　男女共同参画を推進する教育・学習の充実
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①意識改革のための啓発活動の推進
　　　　　　　　～誰もが社会の対等な構成員～

【現状と課題】
誰もがいきいきと幸せに暮らすためには、男女共同参画社会の実現が必要です。

男女共同参画社会とは、誰もが社会の対等な構成員として、自らの意志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、均等に政治的、経済的、社会的、文化的利

益を享受することができ、かつ、ともに責任を担う社会のことです。

諏訪市では、「男女いきいき諏訪プランⅠ～Ⅴ」を策定し、様々な取組を実施してきました。
その結果、市民の皆さんに男女共同参画社会への理解は徐々に深まりつつあります。

平成28年度に実施した男女共同参画についての市民意識調査※（以下「市民意識調査」とい

う。）によると、「男は仕事、女は家庭」という性別により役割を固定する考え方についての質問

に対して、「反対」・「どちらかといえば反対」と回答した人の割合は38.9％で、「賛成」・「どち

らかといえば賛成」と回答した人の割合27.0％を上回っています。

しかし、「反対」・「どちらかといえば反対」と回答した人の割合は、前回平成23年度調査時の

45.4％より減少しており、世代間の違いが顕著になるなど、意識改革は一進一退となっていま

す。また、実生活での男女の地位の平等についての質問でも、「地域社会」で62.3％、「職場」で

は49.3％の割合の人が男性が優遇されていると回答しており、依然として性別による固定的

役割分担が残っていることが伺えます。

社会的・文化的につくりあげられた性差（ジェンダ－※）の意識に囚われず、誰もが個性と能

力を十分に発揮していきいきと活躍できるよう、これからも意識改革のための啓発活動を粘り

強く行っていく必要があります。

【行政の取組】 ※地域戦略・男女共同参画課は、以下「地戦・男女課」とします。

№ 具体的施策・事業 担当課

1 男女共同参画の視点に立って各種事業に取り組みます。 全課

2 男女共同参画の理念を深め定着させるために、「男女共同参画週間」の周知を図る等効果的な
意識啓発活動を行います。

地戦・男女課

3 男女共同参画の視点に立った各種講座・研修会を計画的に企画し、託児など参加しやすい環
境を整えます。

全課

4 広報すわ、ホームページなどを活用して情報を提供します。
地戦・男女課
秘書広報課
企画政策課

5 男女共同参画推進市民団体「いきいき市民推進チーム☆輝くSUWA」等の市民団体と協働し
て、男女共同参画を推進します。

地戦・男女課

6 男女共同参画の推進に関して、庁内への情報発信及び連絡調整をします。
地戦・男女課
総務課

【市民の取組】
・男女共同参画社会への理解を深め、日常の出来事や話題に関心を持ちましょう。
・様々な講演会・研修会などの機会を活かし、固定的な考え方にとらわれない、広い視野を持ちましょう。
・男女共同参画社会の推進に心がけましょう。

目標Ⅰ─1─ ①

男女共同参画の視点に立った見直し、意識改革課題1
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目
標
Ⅰ

※「男女共同参画についての市民意識調査」
　　・市内に在住する20歳以上の男女2,000人（無作為抽出）に対し実施
　　・調査期間：2017年（平成29年）1月25日～2月10日　　　・回収率36.1％
※社会的・文化的につくりあげられた性差（ジェンダー）：人間は生まれついての生物学的性別（セックス /SEX）がある一方で、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・文化的性

別」（ジェンダー /gender）という。「社会的・文化的に形成された性別」はそれ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際
的にも使われている。

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

平成23年度 4.9% 22.9% 23.8% 21.6% 26.5%
0.2%

賛成する

どちらかといえば反対

どちらともいえない

どちらかといえば賛成

反対

無回答

平成28年度 3.7% 23.3% 22.6% 16.3% 32.4%
1.7%

■ 男性

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

■ 女性

16.7% 16.7% 33.3%

0.0%

0.0%
33.3%

0.0%

22.7%4.5% 27.3% 36.4% 9.1%
0.0%

46.3%14.6%

0.0%

14.6% 24.4%
0.0%

18.0%
3.3%

14.8% 31.1% 32.8%
0.0%

17.5%19.3%

0.0%

28.1% 35.1%
0.0%

15.8%
3.0%

29.7% 21.8% 28.7%
1.0%

21.4%
1.2%

21.4% 13.1% 39.3% 3.6%

31.1% 17.8%
0.0%

44.4%
2.2%

30.0% 25.0% 10.0% 35.0%
0.0%

4.9% 22.0% 17.1% 12.2% 43.9%
0.0%

2.4%
22.0% 29.3% 7.3% 39.0%

0.0%

4.0% 25.3% 24.0% 22.7% 24.0%
0.0%

7.7% 30.8% 18.7% 7.7% 30.8% 4.4%

10.8% 40.5% 10.8%

0.0%

29.7% 8.1%

「男性は仕事、女性は家庭」という性別によって役割を固定する考え方がありますが、
この考えについてどう思いますか。

「男女共同参画についての市民意識調査」平成28年度

4.4%
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目標Ⅰ─1─ ②

②家庭・地域における慣習・しきたりの見直し

　　　　～互いの役割を見直し、支え合う家庭・地域づくり～

【現状と課題】
家庭の中での男女平等の意識は徐々にではあるが浸透しており、年齢の若い世代を中心に、

家事や育児に積極的に参加する男性が増えてきています。

その反面、家事、育児は女性の役割とする固定的役割分担の意識が残っていることもまだ多

く、子どもに対しても無意識に、性別による「らしさ」を求めたりすることがあります。市民意

識調査でも、「家庭生活」における男女の平等感の質問に対して、男性の36.3％、女性の52.8％

が男性優遇と回答しています。

一方地域でも、区長やPTA会長として活躍する女性が年々少しずつ増えてきていますが、ま

だまだ責任のある役職には男性が就くといった役割分担意識が残っているのも現実です。市民

意識調査によると、「地域社会」や「慣習やしきたり」の分野でも、男女ともに半数以上が男性優

遇と回答しています。ただしこれに対しては、女性自身にも、責任ある役職を避けるという意

識があることが指摘されています。

男性も女性も、性別による固定的な役割分担意識が残っていることに気づき、家庭や地域で

のお互いの役割を常に見直していく必要があります。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

7
家庭・地域における社会通念・慣習・しきたりを見直すために、男女共同参画の視点に立っ
た講演会・研修会等を開催し、意識啓発を進めます。

地戦・男女課
生涯学習課

8
行政、地域、男女共同参画推進市民団体「いきいき市民推進チーム☆輝くSUWA」等の市民団
体の交流を促進し、ともに意識啓発、見直しに取り組みます。　

地戦・男女課

9
地域での男女共同参画社会づくりのため、身近な場面で慣習やしきたりを見直すように、生
涯学習や地域の公民館活動を支援します。

地戦・男女課
生涯学習課

【市民の取組】
・家庭でのお互いの役割を、性別で無意識に決めつけていることがないか見直しましょう。
・地域社会の慣習・しきたりの中に残る、性別による役割分担を見直しましょう。
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目
標
Ⅰ

■ 家庭生活

平成28年度

平成23年度

男性

女性

計

平成28年度

男性

女性

計

平成28年度

男性

女性

計

■ 地域社会

男性優遇
どちらかといえば

男性優遇 平等
どちらかといえば
女性優遇 女性優遇 わからない 無回答

男性

女性 13.3% 36.9% 35.1% 4.9% 3.1%
3.6%

3.1%

3.3% 26.4% 54.9% 8.2% 2.2%
1.6%

3.3%

平成23年度

男性

女性 19.6% 45.8% 23.1% 0.4%
7.1%

3.1%
0.9%

16.5% 43.4% 30.2% 0.0%
4.4%

1.6%
3.8%

■ 慣習やしきたり

32.4% 40.4% 14.7% 0.4%
6.2%

4.0%1.8%

20.3% 48.4% 24.2% 0.5%
3.3%

2.2%1.1%

平成23年度

男性

女性

男女の地位の平等についてどのように思いますか。
（％）

「男女共同参画についての市民意識調査」（平成28年度）

5.8% 30.5% 43.1% 11.6% 4.5%

2.3％

1.9％

2.1％ 2.8％

3.2％

2.3％

15.3% 37.5% 30.9% 7.5% 3.6%

11.2% 34.5% 36.1% 9.3% 4.0%

10.0% 45.0% 31.8% 3.5% 6.1% 2.6%

1.0%

0.5%

0.7%

48.7% 20.0% 1.9% 6.6% 3.2%

2.9%

19.2%

15.2% 47.1% 25.1％ 2.6％ 6.4％

17.0% 49.2% 23.5% 1.9％
1.0％

0.2％

0.6％

2.6％

3.2％

2.9％

4.8％

6.8％

6.0％

1.9％

1.9％

28.2% 44.5% 15.1%

23.4% 46.5% 18.7%
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③職場における慣行・制度の見直し

　　　　～差別や偏見のない、自らの能力が発揮できる職場づくり～

【現状と課題】
働く場での男女平等は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法などの法整備が進められた

ことにより、徐々に整ってきました。

しかし、男女の職務内容や管理職への登用などにおいては、依然として男性優位の実態が

残っています。市民意識調査でも、「職場」の男女の地位の平等についての質問に対しては、男

性の46.0％、女性の51.9％が男性優遇と回答しています。

慣行や制度による雇用は、働く人の意欲を低下させ、その人の能力発揮を妨げる要因となり

ます。特に近年は人口減少社会に移るとともに少子高齢化が進行しており、男性も女性も社会

の担い手として、それぞれの能力を生かしてともに活躍し、生産性の向上を図ることが求めら

れています。

働きたいすべての人が、自らの能力を最大限に発揮して働くことができるように、また、そ

れぞれのライフステージ※の変化に対応した柔軟な働き方ができるように、職場の慣行や制度

を常に見直していくことが必要です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

10
「男女雇用機会均等月間」などの周知を図り、職場での男女均等について、認識と理解を深め
る意識啓発を行います。

商工課

11
男女労働者間の事実上生じている格差の解消に向けた、企業の自主的かつ積極的な取組の推
進を図ります。

地戦・男女課
商工課

12
職員提案制度など定期的な職場点検を利用して、市の職場における不合理な慣行や制度、職
務内容を見直します。

総務課
企画政策課

【市民の取組】
・男女共同参画の視点で、職場環境をチェックしてみましょう。
・職場の慣行や制度を見直し、改善するための提案や行動をしましょう。

※「ライフステージ」：人間の一生を出生、就学、就職、結婚、出産、子育て、退職などによって、段階に区分したもの。

目標Ⅰ─1─ ③
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目
標
Ⅰ

2.2%

■ 職場

平成23年度

男性

女性 18.7% 29.3% 25.3%
1.3%

14.7% 9.3%1.3%

10.4% 34.6% 36.3%
2.7%

8.2% 5.5%2.2%

■ 制度や法律上

平成23年度

男性

女性 18.2% 35.1% 30.2%
2.2%

10.2%
4.0%0.0%

23.1% 63.2%
2.2%

4.9%
1.6%2.7%

男女の地位の平等についてどのように思いますか。

「男女共同参画についての市民意識調査」（平成28年度）

男性優遇
どちらかといえば

男性優遇 平等
どちらかといえば
女性優遇 女性優遇 わからない 無回答

（％）

平成28年度

男性

女性

計

平成28年度

男性

女性

計

9.0% 37.0% 29.9% 4.2% 11.9% 5.8%

6.3%

6.1%

2.3%

1.0%

1.5%

1.5% 13.1%

2.6% 12.6%

19.5% 32.4% 26.3%

15.0% 34.3% 27.8%

6.1% 29.6% 48.9% 3.5% 7.7%

1.3%

2.9%

3.2%

3.0%

15.1% 36.7% 31.9% 2.4% 10.5%

9.3%

0.2%

0.7%
11.2% 33.7% 39.2% 2.9%
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④メディア・リテラシーの向上
　　　　～収集した情報をチェック、適切に発信～

【現状と課題】
情報社会の発展により、誰でも世界中の情報を瞬時に手に入れ、また世界中に発信すること

ができるようになりました。メディアを上手に活用すれば、固定的役割分担の考えにとらわれ

ることなく新たな職域や職種で活躍している人々の情報を収集したり、広く男女共同参画につ

いての正しい知識を受信、発信したりすることもできます。

しかし、その一方で、氾濫する情報を正しく判断する能力を持つことや、情報モラル・情報

マナーを守ることが求められるようになりました。情報の中には、「性」を商品化したり、暴力

表現や固定的役割分担意識に基づく表現もあり、人権を侵害している場合も少なくありませ

ん。また、こうした有害な情報が、子どもたちの男女意識に悪影響を及ぼすことも指摘されて

います。

メディアの発信する多くの情報を無意識、無批判に受け入れるのではなく、主体的に収集して

判断し、更には適切に発信する力であるメディア・リテラシ－※を向上させることが大切です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

13
広報や市刊行物など行政が発信する情報において、ガイドライン※に沿った男女共同参画の
内容掲載や表現の推進に努めます。

全課

14
講演会・講座・研修会や広報媒体を活用して、メディア・リテラシー向上のための意識啓発
をします。

地戦・男女課
秘書広報課
企画政策課
生涯学習課

15 子どもを取りまく情報環境や内容を把握し、男女共同参画の意識育成に努めます。
こども課
教育総務課

【市民の取組】
・行政等が発信する情報を、男女共同参画の視点でチェックしてみましょう。
・多様なメディアからの情報を無意識、無批判に受け入れず、主体的に判断する力を付けましょう。
・公に情報を発信する場合は、人権を侵害する表現とならないよう常にチェックしましょう。

※「メディア・リテラシー」：メディア（新聞・ラジオ・テレビ・雑誌・映画・インターネットなど）から発信される情報をそのまま受
け取るのではなく、主体的、批判的に読み解いて活用する能力のこと、またメディアを活用し自分の考えを表現する能力のこと。

※「ガイドライン」：指針、基本線、判断の基準となるもの。

目標Ⅰ─1─ ④
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目
標
Ⅰ

①家庭・地域における学習の推進
　　　　～家庭・地域は男女共同参画社会の第一歩～

【現状と課題】
市民意識調査によると、「学校教育の場」では男女が平等であると回答している人の割合が

高くなっていますが、「家庭生活」や「地域社会」では男性が優遇されていると回答している人

の割合が依然として高く、家庭や地域社会には、長い歴史の中で積み重ねられてきた慣習やし

きたりがまだまだ深く残されています。

こうした固定的な性別役割分担の意識改革をするためには、次世代を担う子ども、若者世代

をはじめ、各世代、各種団体に向けた男女共同参画について学習する機会が、生涯にわたって

提供されることが必要です。またひとりひとりがそうした機会を積極的に活用して、意識改革

に取り組んでいくことが大切です。

特に家庭は、子どもの人間形成にとって重要な基盤です。家族や地域の人々の意識や生活態

度は、子どもに大きな影響を与えます。このため、男女共同参画の家庭づくり、地域社会づく

りを推進することは非常に大切なことです。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

16
家庭、地域、市民団体、自主グループなどに向けて、ライフ・ステージに応じた講座や研修会
などの学習機会を提供し支援します。

地戦・男女課
生涯学習課

17 男女共同参画社会についての啓発の機会を積極的に取り入れていくよう働きかけます。
全課

地戦・男女課

18 広報すわ・ホームページ等に男女共同参画に関する取組などを掲載します。
地戦・男女課
秘書広報課
企画政策課

【市民の取組】
・男女共同参画の視点を持ち、子育て・家庭づくりをしましょう。
・地域・市民団体・自主グループなどの団体でも、積極的に男女共同参画に関する講座や学習会を開催し、
　話し合いや学習をしましょう。

目標Ⅰ─2─ ①

男女共同参画を推進する教育・学習の充実課題2
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②保育園・幼稚園・学校における教育の充実
　　　　～大切な幼児期からの学び～

【現状と課題】
人間の意識や価値観は、家庭、地域、保育園・幼稚園、学校の中などで形成されていきます。

このため、男女平等の意識を育てる上で、保育園・幼稚園、学校などにおける教育の果たす

役割も、大変重要になっています。

性別に制約されることなく児童・生徒の個性と能力を伸ばし、進路の選択をする際には、性

別の違いによる先入観にとらわれることなく、自分らしい生き方が選択できるように、家庭や

地域と連携し、子ども達の発達段階に応じて、男女共同参画を理解する教育、将来のキャリア

形成を深めるための教育を充実していく必要があります。

また、保育士、教職員等が男女共同参画意識について正しく理解し子ども達に伝えることが

できるように、より意識を高めるとともに、実践的教育のための学習機会の提供が必要です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

19 地域や家庭での意識向上に向けた、情報の提供や研修会などを進めます。 こども課

20 学校教育のすべての分野へ男女共同参画の視点を取り入れていきます。 教育総務課

21
保育士や教職員に対する講演会・講座、各種研修会などを実施し、積極的に参加できるよう
条件整備を図ります。

総務課
こども課
教育総務課

22 PTA、保護者会に向けて、男女共同参画に関する意識啓発の機会を増やすよう努めます。
こども課
教育総務課

23 保育や教育の場において、地域との交流を積極的に進めます。
こども課
教育総務課

【市民の取組】
・男女共同参画の視点で教育現場をチェックし、子どもたちを取り巻く状況について考えましょう。

目標Ⅰ─2─ ②

平成23年度

男性

女性 4.4% 10.2% 55.6% 3.1% 20.４% 5.8%
0.4%

7.1%

0.0%

72.0% 2.2%
0.５%

3.8%14.3%

■ 学校教育の場

男女の地位の平等についてどのように思いますか。

「男女共同参画についての市民意識調査」（平成28年度）

男性優遇
どちらかといえば

男性優遇 平等
どちらかといえば
女性優遇 女性優遇 わからない 無回答

（％）

平成28年度

男性

女性

計

1.9% 9.6% 65.3% 2.6% 15.1% 4.2%

4.2%

4.1%

1.3%

2.4% 16.5% 59.4% 1.0% 16.1%

0.5%

0.8%

2.2% 13.6% 61.9% 1.7% 15.7%
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目
標
Ⅱ
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目標Ⅱ

多様な人材が活躍できる社会の推進
～女性活躍の推進～

 【女性活躍推進計画】

課題3　政策・方針決定への女性の参画の促進

課題4　地域・社会活動における女性の参画の促進

課題5　男女の仕事と家庭の両立
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①審議会等委員への女性の参画の促進
　　　　　　　～性別にとらわれずに社会へ参画～

【現状と課題】
住みよい地域社会を作るためには、性別にとらわれず、多様な人材の能力を生かして、新た

な意見や発想を取り入れていくことが大切です。

しかし、政策・方針などの決定の場への女性の参画は、まだまだ少ないのが現状です。

諏訪市では、各種審議会や委員会などの女性の登用に積極的に取り組み、女性の2017年（平

成29年）10月現在の登用率は35.8％となっています（プランⅤの目標40％）。女性の登用率
は審議会ごとにばらつきがありますが、一人も女性委員のいない審議会の解消にも取り組んで

います。また、市議会議員における女性の占める割合は、15名中2名で13.3％となっていま

す。

女性の参画促進のためには、各種審議会や委員会などの選任方法の見直しなどの積極的改善

措置（ポジティブ・アクション※）も必要です。また、一部の女性リーダーだけでなく、できる

だけ多くの女性が様々な分野に参画できるように、女性の人材育成を推進することも必要で

す。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

24
市の各種審議会や委員会への女性の参画をさらに促進するとともに、その効果の検証に努め
ます。（当面の目標値　40％以上）

全課
地戦・男女課
総務課

25
市の各種審議会や委員会への女性の参画を積極的に促進するために、団体推薦や職務指定のあり
方など選任方法の改善を進め、同一人の兼任の抑制、公募制の導入などの条件整備を図ります。

全課
総務課

26 市の各種審議会や委員会への女性委員長の登用を促進します。 全課

【市民の取組】
・市政に関心を持ち、議会などの傍聴をしてみましょう。
・公募制の各種審議会や委員会などに積極的に応募して、自分の力を活かしましょう。

※積極的改善措置（ポジティブ・アクション）：社会の様々な分野の活動に参画する機会に男女間の格差が生じている場合、その格差を
改善するために、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対して当該機会を積極的に提供すること。

目標Ⅱ─3─ ①

政策・方針決定への女性の参画の促進課題3



目
標
Ⅱ
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32.0% 35.6% 18.7% 9.3% 4.4%0.0%

12.1% 39.0% 40.1% 2.7%
0.0%2.2%

3.8%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

諏訪市の審議会・委員会等における女性委員の割合（％）

「委員会・審議会等への女性参画状況調査」
（平成29年10月1日現在）

H24

33.8
31.9 32.4 32.4 33.1

35.8

H25 H26 H27 H28 H29
0

5

10

15

20

25

（平成29年4月1日現在）

諏訪市議会における女性議員の割合（％）

21.7

17.4

20.0

13.3 13.3

H11 H15 H19 H24 H29

■ 政治の場

平成23年度
男性

女性

平成28年度

男性

女性

計

27.7% 40.9% 18.2%

16.1% 37.0% 36.3% 1.0% 6.4%

8.5%

7.6%

2.9%

3.4%

3.2%

0.3%

0.7%

0.6%
0.7%

0.5%

22.7% 39.2% 26.0%

男性優遇
どちらかといえば

男性優遇 平等
どちらかといえば
女性優遇 女性優遇 わからない 無回答

男女の地位の平等についてどのように思いますか。
（％）

 「男女共同参画についての市民意識調査」（平成28年度）
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②女性の職域拡大と管理職登用の促進
　　　　　　～個人の能力・意欲を活かせる職場～

【現状と課題】
学校で男女平等意識を培って社会に巣立ち、初めてぶつかる壁が就職です。

男女雇用機会均等法なども随時改正され、男女の均等な機会と待遇の確保に向け、法的整備

は整ってきました。平成28年の改正では、事業主に対して妊娠・出産等に関するハラスメント

防止措置義務が新規に追加され、平成29年1月より施行されています。また、平成27年8月に

は「女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）※」が国会で成立し、

施行されています。

しかし、職種、勤務形態、職域、賃金などにおいて、男女の格差はいまだ解消されていませ

ん。女性の管理職への登用も増えつつありますが、その割合は依然として低くなっています。

男女が、ともにその責任を分かち合いながら社会を支えていくためには、男性とともに女性

の能力を十分に活用することが必要です。女性の意欲と能力を生かせるよう、性別にとらわれ

ず意欲のある人が管理職へ登用されるなど、女性が働きやすい職場環境を整備することが事業

主に求められています。また、女性が働きやすい職場環境は、男性にとっても働きやすい環境

でもあります。

国、県、関係機関と連携し、事業主や労働者に各種法律や制度の周知徹底を図り、活用の促

進を進めることが必要です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

27 国・県の関係機関と連携して、企業などに対して男女の雇用機会の均等について周知を図ります。 商工課

28 働く場における女性の職域拡大と管理職への登用について、情報を収集し啓発に努めます。
地戦・男女課
商工課

29 市の女性職員の性差によらない、様々な職域及び昇進等の均等な機会を醸成します。 総務課

【市民の取組】
・性別にとらわれて、職域が狭められていないか見直しましょう。
・各人の意欲と能力を活かせる職場となるように、環境の見直しを提言していきましょう。

※「女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）」：働く場面で活躍したいという希望をもつすべての女性が、
その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、

女性の職業選択に資する情報の公表を事業主（国や地方公共団体、民間企業等）に義務付けた法律（常時雇用する労働者が300人以
下の民間企業等にあっては努力義務）。

目標Ⅱ─3─ ②



目
標
Ⅱ
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③女性の人材育成のための学習の提供
　　　　　　　　　　～育てよう、女性のちから～

【現状と課題】
国連開発計画※が毎年発表する「人間開発報告書2016」によると、長寿で健康な生活（平均

余命）、知識へのアクセス（成人人口の平均就学年数・入学年齢児童の予測就学年数）、一定の

生活水準（国民総所得）の3つの要素の前進を評価する総合指数である「人間開発指数（HDI）」

は、日本は2015年188カ国・地域中17位と、最高位国グループに属しています。

しかし、世界経済フォーラム※が毎年発表する各国内の男女間の格差を数値化しランク付け

した「ジェンダー・ギャップ指数」は、2017年は144カ国中114位と2016年より3つ順位をさ

げ、過去最低となりました。分野ごとの順位では、健康は1位、教育は74位に対して、政治参

画は123位、経済参画は114位となっており、政治的な意思決定の場や経済活動への女性の参

加の割合が低いことが分かります。

世界的にも上位に位置する「基本的能力」を活かしていないことは、個人レベルにとどまら

ず日本社会全体の損失です。それを是正するためには、女性がその能力を発揮し活躍できる社

会づくりが必要です。また、女性自身が対等なパートナ－として自信を持って参画できるよう

に、積極的に自らの意識を高め必要な能力を身につけることも重要となります。女性に様々な

研修や学習の機会を提供し、人材育成に努める必要があります。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

30
国・県の関係機関と連携して、女性の自己啓発やエンパワ－メントのための情報を収集・発
信し、学習機会の提供に努めます。

地戦・男女課

31
企業や各種団体に対して、女性の計画的人材育成が進められるように情報を提供し啓発に努
めます。

地戦・男女課
商工課

32 女性の資格取得拡大に向けて、情報を提供し、意識啓発を進めます。 全課

33 女性の就業や社会参画を進めるため、学習の機会を提供します。
地戦・男女課
商工課

34
各種講習会や研修会へ市の女性職員を積極的に派遣するなど、職員の意識改革と人材育成の
ための研修を拡充します。

総務課

【市民の取組】
・仕事上の能力に対する男女間の差別や偏見をなくしましょう。
・国・県、企業、各種団体から提供される学習の場を積極的に活用して力をつけましょう。

※国連開発計画：開発途上国に対する技術援助活動を目的として1966年に設立された国連の機関。開発途上国の経済・社会的発展のた
めに、プロジェクト策定や管理を主に行っている。所得向上や健康改善、さらには民主的な政治、環境問題とエネルギーなど、あら

ゆる開発に関するプロジェクトが扱われている。1990年から「人間開発報告書」を毎年発行し、各国の平均寿命、教育レベル、実質
所得などを総合した人間開発指数（HDI）を提示し、持続可能な人間開発や後発の開発途上国への重点的資金援助を行うようになっ
た。

※世界経済フォーラム：1971年にスイスのジュネーブに本部を置く非営利財団として設立された。いずれの利害関係にも関与しない独
立・公正な組織で、あらゆる主要国際機関と緊密に連携して活動している。年次総会（通称、ダボス会議）が広く周知されている。

目標Ⅱ─3─ ③



─  26 ─

①地域活動における男女共同参画の促進
　　　～男女でバランスのとれた自治体、PTA、保護者会に～

【現状と課題】
地域を支える自治会、各種団体の活動には、多くの女性が参加し大きな役割を果たしていま

すが、そうした活動の方針決定は、いまだ男性中心と言われています。

諏訪市でも、主要な役員は今までの慣習に従って男性のみ、といった行政区も多く見られま

す。しかし、新しいまちづくりをめざして役員選出規約を改正し、男女半数ずつの役員構成を

実現している区があるなど、進歩が見られるようになってきています。また、PTA役員におい

ても、複数校から女性会長が選出されるなど、着実な進歩が見られます。反対に保育園では、

幼児期の育児は母親の役目であるといった固定的役割分担意識もあり、男性の保護者会役員は

少数となっていますが、諏訪市保育園保護者会連合会でもこの問題に取り組み、男性保護者会

会長が選出されるなど、男性の参画についても積極的な動きがでてきています。

また、女性の参画が進まない原因の1つには、女性自身が参画に消極的であることも指摘さ

れています。多様な考え方を活かした住みよい地域社会を作るためにも、女性自らが積極的に

参画していくことが必要です。　

従来の慣習にとらわれることなく幅広い分野から多くの男女がバランス良く参画し協力し

あえるように、男性だけでなく女性自身の意識改革の啓発や学習の機会を提供し、男女がとも

に参画しやすい制度となるように、具体的な見直しをしていくことが大切です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

35
区役員などへ女性が参画しやすい環境づくりを推進するため、行政、地域、男女共同参画推
進市民団体「いきいき市民推進チーム☆輝くSUWA」等の市民団体の交流を図り、「出前講
座」等の機会を通じ男女共同参画を推進します。

地戦・男女課

36
保育園保護者会、PTA役員などへ男女がバランスよく参画してもらえるよう、積極的な呼び
かけをします。

こども課
教育総務課

37
行政のあらゆる活動において、女性の参画促進のための意識啓発と条件整備を進め、参画意
識の向上を図ります。

総務課

38 各課所管の各種組織（団体）に男女共同参画の促進を積極的に働きかけます。
全課

地戦・男女課

【市民の取組】
・行政区や市民団体などの役員は、前例にとらわれず、男女のバランスが取れた役員構成となるよう積極  
　的に働きかけましょう。
・保護者会や PTA役員の活動に、男女区別なく参加しましょう。
・女性の役員への参画を、家事分担などをして支援しましょう。

目標Ⅱ─4─ ①

地域・社会活動における女性の参画の促進課題4



目
標
Ⅱ

─  27 ─

②防災分野における女性の参画の促進
　　　　　　　～男女の視点を生かした防災体制～

【現状と課題】
諏訪市は、東海地震に係る地震防災対策強化地域、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定

されているほか、糸魚川静岡構造線と中央構造線が地下を走っているため、地震による大きな

被害が予想される場所です。

また近年、局地的な豪雨などにより、河川の氾濫や土石流などの大きな土砂災害の被害も全

国で発生しています。

こうした被害は、日頃から災害に備えることによって、最小限に抑えることができます。ひ

とりひとりが、また家庭や地域において、備えておくことが重要です。

災害時においては、自分自身で避難することが難しく、周りの方の手助けが必要な「災害時

要援護者」の人達が大きな被害を受けやすくなります。また、東日本大震災の際には、性別な

どの配慮を要する事柄への対応が不十分だったため、救護物資の配分や避難所の運営等で課題

が生じました。こうした問題に対応するためには、地域の防災対策に男女がともに参画し、男

女双方の視点でそれぞれのニーズの違いを十分把握して、協働で取り組む必要があります。

これまでは、女性は看護師や保健補導員として、地域の健康増進活動に大きな役割を果たし

てきました。今後はこうした活動を更に幅広い分野へ発展させ、地域の防災においても女性の

参画を進め、女性も活動しやすい体制を整えていくことが必要です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

39 防災に関する施策や方針決定への女性の参画拡大に努めます。 危機管理室

40 自主防災組織の活動における男女共同参画の取組を促進し、女性が参画する体制を整えます。 危機管理室

41 消防団活動への女性の参画拡大に努めます。 消防庶務課

【市民の取組】
・地域の防災対策へ女性の意見を反映させるため、率先して女性役員の選出に努めましょう。
・女性の積極的な参画意識を高めましょう。
・女性の参画を応援する地域づくりをしましょう。

目標Ⅱ─4─ ②



─  28 ─

①男女がともに働きやすい職場の環境整備
　　　　　　　　　　　　　　～生きがいのある職場に～

【現状と課題】
諏訪市の女性（15～64歳）の就業率は65.7％（平成27年国勢調査）で、全国平均の64.6％

を上回っています。諏訪市は県内屈指の観光地であり、また製糸業に端を発した機械工業の最
先端集積地でもあるため、早くから仕事に就く女性も多く、その産業を支えてきました。
近年、人口減少社会の到来、少子高齢化の進行により労働力不足が懸念されるようになりま
したが、このことにより、以前にも増して女性の活躍が期待されています。労働者が性別によ
り区別されることなく、その能力を十分に発揮することができる職場環境を整備することが必
要になっています。
男女雇用機会均等法は、性別を理由とする差別の禁止、セクシュアル・ハラスメント※やマ
タニティハラスメント※、パタニティ・ハラスメント※防止のために対策をとることを事業主
に義務付けています。
また、育児・介護休業法も、働きながら育児・介護を行う労働者が仕事と家庭生活を両立で
きるように、休業の取得方法や要件の緩和などの改正が行われています。
さらに、平成27年には「女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律）」が公布され、事業主は女性の活躍に関する状況を把握分析し、数値目標や取組内容等の事
業主行動計画を策定するよう義務付けられました（300人以下の民間企業等は努力義務）。
男女ともに働きやすい職場をつくるため、職場環境の改善に向けた取組が推進できるよう
様々な法制度について情報を発信し、「社員の子育て応援宣言」・「職場いきいきアドバンスカ
ンパニー制度」※等企業における積極的な取組への支援が必要です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

42
労働基準法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、育児・介護休業法など関係法及び
各種制度について、事業主等へ周知を図ります。

商工課

43
企業などに対してセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント※、マタニィテイ・ハ
ラスメント等の防止啓発に努めます。

商工課

44 働きやすい職場の先進事例等の情報を収集し広報します。 地戦・男女課

45 市職員対象に、各種ハラスメント防止や働きやすい職場環境づくりなどの研修会を実施します。
地戦・男女課
総務課

【市民の取組】
・事業者は各法律を正しく理解し、遵守しましょう。
・男女とも働きやすい職場となるよう、職場環境の改善に取り組みましょう。

※セクシュアル・ハラスメント：相手の意に反する性的な言動によって、相手方に不快感もしくは不利益を与え、就業その他の生活環
境を害すること。また能力の発揮に重大な影響を与えたりすること。

※マタニィテイ・ハラスメント：妊娠・出産・育休などを理由とした、嫌がらせや解雇、雇い止め等の不利益な取り扱いを行うこと。
※パタニティ・ハラスメント：子育て中の父親への職場等での嫌がらせのこと。育児休業などを利用しようとする男性社員に対して降
格や減給をほのめかしたり、育児は女性の役割という考え方を押し付ける言動などがある。

※パワー・ハラスメント：職権などの力を背景として、本来の業務の躊躇を超えて継続的に人格と尊厳を傷つける言動を行い、就労者
の働く環境を悪化させたり、雇用不安を与えたりすること。

※「社員の子育て応援宣言」「職場いきいきアドバンスカンパニー」：長野県が推奨する、仕事と家庭の両立を図りながら働き続けること
のできる職場を増やすための取組。「社員の子育て応援宣言」は、企業経営者に子育て支援などの職場環境の改善を宣言してもらう制
度。「職場いきいきアドバンスカンパニー」は、多様な働き方を導入・実践し、正社員化や非正規社員の処遇改善に取り組む企業を認証
する制度。県のホームページで企業名が公表され、入札参加資格審査での加点などの優遇措置がある。諏訪市でも「社員の子育て応援
宣言」をした企業に対して、「子育て企業サポート事業奨励金」を交付し、企業における社員の子育て制度の充実を推進している。

目標Ⅱ─5─ ①

男女の仕事と家庭の両立課題5



目
標
Ⅱ

─  29 ─

②農業や自営業における男女共同参画の促進
　　　　　　　　　　　　　　～ともに働くパートナー～

【現状と課題】
農業や商工業などの自営業でも、女性は生産や経営の担い手として大きな役割を果たしてき

ました。また、農業の振興や地域資源を活用した新たな産業の創出には、地域で活躍している

女性たちの斬新なアイディアや発想が不可欠です。諏訪市でも、農業に従事している女性を中

心とした「さざなみ新鮮市・味工房」などによる地域おこしの活動や、商店街の「おかみさん」た

ちによる、魅力あるまちづくりに向けての活動など、アイディアを生かした意欲的な取組が行

われています。

しかし、家族だけで労働をすることの多い農業や自営業は、労働時間や休日、報酬などが明

確になっていないなど、「家」と「個」の分離が難しくなっています。また、男性中心の経営・運

営などの慣行から、女性の労働が十分に評価されていない場合もあります。男女とも、健康で

充実した生活を送れるようにするためには、「家族経営協定※」を結び、男女の労働を適正に評

価し、就業環境を整備することも必要です。

また、更なる地域活性化のためにも、農業委員会委員や農業協同組合・商工会役員などの政

策・方針決定の場へ女性も参画しやすい環境づくりや、男女を問わず、起業・創業への支援や

情報提供が必要です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

46 農業や商工業などにおいて、女性の積極的な経営参画意識を啓発します。
商工課
農林課

47 各種起業・地域活動、地域活性化のための活動・イベントなどを支援します。
商工課
農林課

48
女性が共同経営者として主体的に農業経営方針の決定に携われるよう、農業技術・経営等に
関する知識の取得の支援や、家庭経営協定の普及啓発、認定農業者※育成活動、第6次産業化
※取組の促進に努めます。

農林課

49 農業委員など各種団体への女性委員の増員を促進します。 農林課

【市民の取組】
・ともに平等で大切なパートナーとして、「家族経営協定」を結ぶ等、仕事の見直しをしましょう。
・農業委員会や農業共同組合、商工会などに、女性が参画しやすい環境づくりをしましょう。

※家族経営協定：農業経営を担っている世帯員の役割分担や就業条件等のルールについて、文書で取り決めたもの。
※認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本
構想を策定し、この目標を目指して作成した農業経営改善計画が市町村から認定された農業者のこと。認定農業者には、農地利用、

資金、税制などの支援がある。

※第6次産業化：農林漁業者が生産（第1次産業）だけでなく、加工（第2次産業）、流通・販売（第3次産業）にも主体的・総合的に関
わること。「1×2×3＝6次産業化」により、農林水産業の新たな付加価値を創出すること。

目標Ⅱ─5─ ②



─  30 ─

③仕事と家庭生活の両立支援
　　　　～働き続けるための環境整備～

【現状と課題】
人口減少・少子高齢化社会の到来や、家族・地域社会・雇用環境の変化、経済のグローバル化

などにより、社会情勢は大きく変化しています。こうした社会の変化に対応するためには、今

までの就労に関する固定的観念に捉われない、仕事と生活が調和した「ワーク・ライフ・バラ

ンス※」社会の実現が必要となります。

諏訪市の女性の就業率は全国的にも上位にありますが、年齢階級別にみると30歳代前半を
谷とするM字カ－ブ※を描いています。このM字カーブは日本の女性の働き方の特徴といわ
れ、出産・子育て期に就業を中断し、子育てが一段落したところで再就職するという就業パタ

－ンによるものです。「市民意識調査」では、女性が働きつづけるためにどのようなことが妨げ

となっているかの質問に対して、「育児」、「高齢者や病人の介護」、「家事」、「子育て支援制度の

不備」と回答する割合が男女とも高くなっています。

働き続けたい女性が、仕事か家庭かの二者択一を迫られることなく働き続けられることは、

企業にとっても優秀な人材が定着し、生産性の向上につながります。

育児・介護休業法、次世代育成支援行動計画※の策定など、仕事と家庭の両立に向けての法

制度も整備されてきてはいますが、現実には育児、介護休業の取得が困難な場合もあります。

男女が働きながら、安心して子どもを産み育て、家族の介護等ができるようになるために、さ

らなる環境整備と、労使双方の協力が必要です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

50
仕事と家庭を両立することができるように、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調
和）」「イクボス宣言※」を推進します。

全課

51
特別保育（未満児保育・延長保育、一時保育など）へのさまざまな保護者からの要求を把握検
討し、充実を図ります。

こども課

52 保護者のさまざまな要望を把握検討し、放課後児童クラブの充実を図ります。 教育総務課

53
諏訪広域連合において策定される第7期介護保険事業計画（平成30年度～32年度）に基づき、
介護保険サービスと在宅サービスの充実を図ります。

高齢者福祉課

【市民の取組】
・「ワーク・ライフ・バランス」社会の実現を目指し、各種制度を理解し、改善に努めましょう。
・日頃から保育・福祉サービス、介護保険制度などに関する情報を積極的に収集しましょう。

※ワーク・ライフ・バランス：「仕事と生活の調和」。仕事と家庭生活や地域活動などの「仕事以外の活動」とのバランスをとり、多様
な働き方や生き方が選択できるようにすること。個人の生活の充実とともに、企業の生産性の向上さらには社会・経済の活性化に寄

与するといわれる。

※M字カーブ：日本の女性の労働率を年齢階層別にグラフに表すと、30歳代を谷とし、20歳代後半と40歳代後半が山となるアルファ
ベットのMのような形を描くこと。結婚・出産・育児の期間は仕事を辞めて家事・育児に専念し、子育てが終了した時点で再就職す
るという日本女性のライフスタイルの現れ。

※次世代育成支援行動計画（一般事業主行動計画）：次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るた
めの目標や、目標達成のための対策等を定めた計画。従業員101人以上の企業には、行動計画の策定、届出、公表・周知が義務付け
られている。また行動計画を策定、届出し、計画に定めた行動目標を達成するなど一定の要件を満たすと、子育て応援企業として「く

るみん認定」「プラチナくるみん認定」をうけることができる。

※イクボス宣言：目標Ⅲ－6－②で用語解説。

目標Ⅱ─5─ ③



目
標
Ⅱ

─  31 ─

男性

女性

女性が働き続けるためには、どのようなことが支障になると思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3つまで選択）

「男女共同参画についての市民意識調査」（平成28年度）

育児

子どもの教育

家事

高齢者や病人の介護

家族の協力が得られない

結婚・出産退職の慣例

長時間労働

子育て支援制度の不備

法律や制度の不備

その他

無回答

55.2%

62.1%

11.6%

11.4%

34.1%

34.8%

39.2%

49.9%

18.6%

26.8%

27.7%

13.9%

23.8%

33.3%

38.6%

29.9%

16.1%

18.2%

3.2%

2.4%

3.5%

3.9%

男性

女性

女性が再就職しようとする場合、どのようなことが問題になると思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3つまで選択）

67.2%

47.9%

44.1%

33.3%

45.7%

42.1%

19.0%

20.7%

20.3%

25.5%

40.8%

32.8%

30.5%

26.8%

19.0%

15.6%

1.9%

3.6%

6.4%

4.4%

年齢制限

低賃金

労働条件の低下

家族が協力的でない

技術的についていけない

再雇用制度が確立されていない

希望する職種がない

法律や制度の不備

その他

無回答



─  32 ─

男性

女性

男女共同参画社会の推進のために、どのようなことが重要だと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3つまで選択）

男女の固定的な社会通念、慣習、
しきたりなどを解消させる

男女平等のための法律や制度を
充実させる

行政機関や企業などの重要な
役職へ女性を登用する

雇用機会や昇進など、職場に
おける男女の対等な処遇を

徹底する

仕事と家事・育児・介護を
両立できるための
支援策を充実させる

女性自身が積極的に社会活動や
政策・方針決定の場に参加する

男性が家事・育児・介護を
行うことの評価を高める

　　　　　　　　　　　　　 その他   　　 

　　　　　　　　　　　　　無回答          

56.3%

49.4%

33.1%

24.1%

27.0%

18.5%

36.3%

36.7%

27.3%

28.7%

26.0%

2.6%

2.9%

4.5%

3.6%

41.6%

64.3%

71.0%

 「男女共同参画についての市民意識調査」（平成28年度）
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目標Ⅲ

人権の尊重と安心・安全な暮らし

課題6　安心して暮らせる環境の整備

課題7　生涯を通じた健康支援

課題8　あらゆる暴力の根絶【DV防止基本計画】

課題9　国際的協調と国際理解の推進



─  34 ─

①ひとりひとりの人権の尊重
　　　　　　　～人間らしく、自分らしく～

【現状と課題】
日本国憲法に定める「基本的人権の確立」により、人はすべて生まれながらにして自由であ

り、個人として等しく尊重されることが保障されています。

21世紀は人権の時代とも言われています。男性も、女性も、性的マイノリティ※の人も、い

ろいろな生き方や違いを認め合い、お互いに尊重し合い、誰もが平等で、大切に守られている

社会でなければなりません。

しかし、現実には、性別による差別をはじめとしたさまざまな差別や偏見、暴力が存在して

います。これらは基本的人権を侵し、個人の生き方を制約するものです。

諏訪市では、1996年（平成8年）に「人権尊重都市宣言」を行い、市民ひとりひとりが基本的

人権を正しく理解し、あらゆる人権侵害を根絶することを誓いました。これからも、人権問題

に関心をもち、お互いの人権を尊重し合える意識づくりを推進し、差別や暴力のない、ともに

いきいきと幸せに暮らせる社会づくりに向けて、一層の取組が必要です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

54 人権尊重についての各種講演会や研修会を開催し、連携して啓発に努めます。
地戦・男女課
社会福祉課
生涯学習課

55
保育園・幼稚園・学校を通じて、自分の大切さとともに他人の大切さを認めることができる
人権感覚の養成に努めます。

こども課
教育総務課

56
いじめをはじめとする人権問題は、いつ、どこでも起り得る身近な問題として受け止め、学
校、家庭、地域と連携・協力して迅速な取組を行います。

教育総務課

57 関係機関との連携を図り、人権相談機能の充実・相談窓口の周知に努めます。

地戦・男女課
市民課
社会福祉課
こども課

【市民の取組】
・ひとりひとりが基本的人権を正しく理解し、行動しましょう。
・「自分らしさ」を大切にし、お互いの個性を認め尊重しましょう。
・家庭や地域において、幼児期より命の大切さや他人への思いやりの心を育て、人との関わりを深め、支
え合いましょう。

※性的マイノリティ：こころの性（性自認）と体の性（性別学的な性）が一致しないために違和感を覚える人や、恋愛等の対象が同性
や両性など従来の男性・女性のわくにあてはまらない性感覚を持つ人のこと。

目標Ⅲ─6─ ①

安心して暮らせる環境の整備課題6



目
標
Ⅲ

─  35 ─

目標Ⅲ─6─ ②

②子育て支援の充実
　　　　～家族で、地域で、社会で子育て～

【現状と課題】
少子高齢化の急速な進展や核家族化、地域社会の人間関係の希薄化などにより、子育てをめ

ぐる状況は大きく変化しています。

そうした中で、次世代を担う子どもたちの健やかな成長のために、男女ともに子育てに関わ

り、安心して子育てができる環境を整えることは、非常に大切なことです。

近年は、子育てを楽しみ積極的に育児に関わる男性＝「イクメン」がみられるようになりま

した。また、組織の業績の結果を出しつつ、部下の「ワーク・ライフ・バランス」を考え、その人

のキャリアと人生を応援する「イクボス」宣言の取組が行われており、諏訪市でも、理事者・部

局長が長野県が取り組む「イクボス・温かボス宣言」を行い、子育て世帯の支援を行っていま

す。育児・介護休業法も随時改正され、法的には子育てする環境は整えられています。

しかし、男性の育児休業取得は進んでおらず、家庭における育児の役割の多くを女性が担っ

ています。父親が子育てに積極的に参加できるよう、働き方の見直し、家事・育児への参加の

促進が引き続き必要です。

また、子育て中の母親が社会と関わりを持つことは大切なことです。働くことを希望するす

べての女性が働き続けられるように、仕事を続けやすい仕組みづくりが必要です。

また、子どもたちは地域社会の中で育ちます。「地域の子どもは地域全体で育てる」といった

意識を持ち、地域の文化の継承も含め、子どもの健全育成に向けた活動に積極的に取り組むな

ど、社会全体で子育てを支える体制づくりが重要です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

58
男女がともに子育てに携わり子育てを楽しむために、保護者などを対象にした出産・育児・
子育てについての学習の機会及び各種情報の提供に努めます。

こども課
健康推進課
教育総務課
生涯学習課

59
児童センタ－や子育て支援センターなどで、子育て中の保護者と子どもが交流できる場・機
会を提供して、子育ち・子育てを支援していきます。

こども課

60
保護者の要望に対応する一時保育や延長保育などの特別保育の拡充を進めるとともに、障が
いのある児童や気になる児童の支援や相談に努めます。

社会福祉課
こども課

61 気軽に育児・教育の相談ができるよう、関係機関の連携による相談体制の充実に努めます。
こども課
健康推進課
教育総務課

62 親子を対象にした体験型学習等地域活動の充実を図ります。 生涯学習課

【市民の取組】
・男女がともに協力して、家事・育児に取り組みましょう。
・地域での子育て支援の活動に積極的に取り組みましょう。



─  36 ─

■ 炊事

■ 清掃

■ 洗濯

■ 育児

■ 教育

■ 介護

あなたのご家庭では次のことについてどのようになっていますか。

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

主に男性がやっている

該当しない

どちらとも決めていない、できる人がやっている

無回答

主に女性がやっている

11.6 %

16.1%

15.4% 16.7% 63.0% 2.3%

4.6%

2.6%

2.2%7.3%

12.2% 30.5% 48.9% 7.4%

12.2% 47.4% 36.0% 4.4%

83.2%

29.6% 49.5%

74.2%17.3%

2.6%

4.6%

2.3%

2.2%

10.6 %

5.8 %

2.2 %

1.7%

2.7%

1.0%

0.0%

3.9% 26.4% 16.7% 45.7% 7.4%

21.9% 34.8% 37.2% 4.4%

6.1% 12.5% 18.6% 56.6% 6.1%

1.5%

9.0% 32.4% 53.5% 3.6%

71.1%

84.9%

4.2%

4.9%

2.6%

2.2%

1.7%

 「男女共同参画についての市民意識調査」（平成28年度）
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③ひとり親家庭等の自立支援の充実
　　　　　　～すべての家庭が健康的で文化的な生活～

【現状と課題】
生活様式や婚姻に対する意識の変化により、母子・父子家庭などのひとり親家庭が増えてき

ています。ひとり親家庭では、一人で生計を維持するとともに家事や育児も担っているため、

精神的・肉体的に多大な負担を抱えている家庭が多くなっています。

特に、母子家庭では、非正規雇用に従事している母親も多く、社会的に自立しづらい状況に

おかれるている家庭が多くなっています。

すべての家庭が健康で文化的な生活を送ることができるように、また生活上の困難を抱える

世帯の子どもが、その置かれている環境に関わらず心身ともに健やかに成長できる環境を確保

するために、相談体制を充実し、それぞれのニーズに合わせた生活支援や経済的支援、就業支

援を行っていく必要があります。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

63
ひとり親家庭などの自立と安定した生活の確立のために、就業や生活面などにおける自立支
援や福祉施策の向上に努めます。

こども課

64 相談援助体制を充実し、それぞれのニーズにあわせた情報提供を行います。
社会福祉課
こども課

65 ひとり親家庭の住宅確保のため、市営住宅への入居に配慮します。 都市計画課

66
ひとり親家庭などが安心して医療を受けることができるように、医療費の助成を行い負担軽
減を図ります。

市民課

67
関係機関との連携により、生活に困窮する世帯に貸付制度の活用を図るとともに就労支援を
行います。

社会福祉課

68
生活保護法による保護を要する世帯について適正な保護を行うとともに、生活相談・援助指
導を通じ生活の安定と自立に向けた支援を行います。

社会福祉課

【市民の取組】
・さまざまな家庭環境があることを理解し、支え合いましょう。

目標Ⅲ─6─ ③



─  38 ─

④皆で支えあう介護の啓発と介護サービスの充実
　　　　　　　　～安心とゆとりの介護～

【現状と課題】
諏訪市の高齢化率は、2017年（平成29年）4月現在で29.9％で、全国平均の27.5％を上回

る状況で高齢化が進んでいます。

団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据え、重度な要介護状態となっても、住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるように、住居・医療・介護・予防・生

活支援サービスが一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の実現を目指しています。介

護や支援が必要になっても、ひとりひとりの現状を把握して、その状況に即した適切で効果的

なサービスを総合的に提供できる体制が必要です。

また、今までは女性に大きな負担を強いることが多かった介護を、性別に関わらず、全ての

人が自分のこととして、どう関わっていくかを考えていくことも重要です。住み慣れた我が家

や地域で暮らしていくためには、状況に合わせたきめ細やかな在宅サービスとともに、介護者

のリフレッシュなど家族全体を支援していく仕組みや、地域全体で支援していく仕組みづくり

が必要となります。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

69
男女がともに介護を担うために、意識啓発や介護技術・知識普及のための学習機会の提供に
努めます。また、介護が必要となる前から理解を深めてもらえるように、出前講座や地域で
のサロン等あらゆる機会を通して介護予防や介護に対する学習を積極的に進めます。

高齢者福祉課
生涯学習課

70
在宅支援サービス、施設サービス （訪問介護・看護、居宅介護、通所介護、短期入所、福祉用
具の貸与、配食サービス、タクシー利用助成など）を充実します。

社会福祉課
高齢者福祉課

71
介護者の心身のリフレッシュを図る休養の場の提供や介護者同士の交流機会の提供などの
諸事業を推進します。

高齢者福祉課

72
社協のボランティア市民活動センター事業と連携し、サロンや地域住民ボランティアグルー
プの支援、ボランティアの育成に努めます。

社会福祉課
高齢者福祉課

73
地域包括支援センターを中心に、在宅介護支援センターによる地域における相談体制の充実
と介護に関する情報提供及びきめ細かい調査等を進めます。

高齢者福祉課

74 保健・医療・福祉のサービスの情報提供に努めます。
社会福祉課
高齢者福祉課
健康推進課

【市民の取組】
・介護は男女がともに担うものという意識をもち、地域でも助けあえるような環境づくりをしましょう。
・近隣の支え合いやボランティアなどの活動に積極的に参加しましょう。

目標Ⅲ─6─ ④



目
標
Ⅲ

─  39 ─

男性

女性

介護が必要になった時、主に誰に介護してもらいたいですか。

配偶者（夫・妻）

子ども

子どもの配偶者

その他の親族

介護保険施設

その他

無回答

75.2%

48.4%

32.8%

45.0%

5.5%

4.4%

3.9%

3.9%

60.1%

69.8%

5.1%

4.9%

2.3%

1.7%

　（2つまで選択）

 「男女共同参画についての市民意識調査」（平成28年度）
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⑤高齢者や障がいのある人の自立支援と社会参加の促進
　　　　　　　　～誰もが自立、誰もが社会参加～

【現状と課題】
2017年（平成29年）4月1日現在、諏訪市の高齢者（65歳以上）の人口は14,735人で、高齢

化率は29.9％となっており、その6割近くが女性です。近年は高齢者のひとり暮らしも増加傾

向にあります。

また、障がいのある人が、住み慣れた家庭や地域の中で生活することができるように、障が

い福祉サービスを提供する事業所が諏訪地方にも増えてきています。

高齢者や障がいのある人が、生きがいを持っていきいきと自分らしく生活する環境を作って

いくためには、相談体制の充実や啓発活動に加え、環境整備を更に推進していく必要がありま

す。

また、高齢者や障がいのある人を単に支えられる側として位置付けるのではなく、まちづく

りの重要な一員として、地域の人々とともに積極的に活動できるように、意識啓発と社会参加

の支援を行うことが必要です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

75
高齢期をむかえても男女がそれぞれいきいきと暮らすことができるように、男女共同参画意
識の啓発に努めます。

地戦・男女課
高齢者福祉課
健康福祉課

76
高齢者や障がいのある人の生きがい増進のための講座や、スポーツ・レクリエーション教室
の開催および交流支援を推進します。

社会福祉課
高齢者福祉課
生涯学習課

77 障がい者自立支援センターを中心に、障がいのある人の自立支援と相談体制の充実を図ります。 社会福祉課

78 障がいのある人が地域であたりまえに暮らせるように、啓発活動を推進します。 社会福祉課

79
ユニバーサルデザイン※、バリアフリー※（ハード＆ソフト）を推進し、ノーマライゼーショ
ン※社会の実現を目指します。

社会福祉課
高齢者福祉課
都市計画課

80 社協・地区社協が活動をすすめている福祉ボランティアの育成と地域交流を推進します。
社会福祉課
高齢者福祉課

【市民の取組】
・高齢者や障がいのある人が、気軽に地域活動に参画できるように、環境整備を進めましょう。
・高齢者や障がいのある人も、積極的に社会との関わりを持ち、自らの能力を活かしましょう。

※ユニバーサルデザイン：障がいの有無、年齢、性別、人種等に関わらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインす
る考え方。

※バリアフリー：高齢者や障がいのある人などが、日常生活を送るうえで障壁（バリア）となっているものをなくすこと。制度的ある
いは精神的な障壁などを除くことにも用いられる。

※ノーマライゼーション：障がい者を特別視したり排除したりするのではなく、障がいがある人も障がいのない人たちと均等に当たり
前に生活できる社会であることが通常な社会であるという考え方。北欧の知的障がい者の処遇において提唱された考え方。

目標Ⅲ─6─ ⑤
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目標Ⅲ─7─ ①

①生涯にわたる健康づくりの支援と性と生殖に関する正しい理解
　　　　　　　～心とからだ・認め合い支えあう社会～

【現状と課題】
自分自身の健康について正しい情報・知識を得て、主体的に健康づくりをしていくことは、

すべての人が活躍するために重要なことです。諏訪市では各種がん検診やワクチン接種などの

サービスや健康相談を行っていますが、生涯を通じた健康づくりを支援するために、健診内容

の見直しや追加を行うなどサービスの充実や啓発活動を進めていきます。

また、各人の性や身体の特徴を十分に理解しあい、思いやりの気持ちを持って生きていくこ

とは、男女共同参画社会を形成していくうえで最も基本的なことです。特に女性は生殖上の特

質から、特有の健康上の問題が生じやすくなります。女性自身も、自らの健康に関して自らの

意思で決定していくことを保障する「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※ ）」を理解し、行動することが大切です。　

また、性行動の低年齢化、ネット社会による性犯罪の増加など社会環境は大きく変化してお

り、ひとりひとりが、性に対する正しい知識や情報を得て理解を深め、自らの責任を自覚し行

動することが求められています。そのためにも、幼児期から思春期・成人にいたる、それぞれ

のライフステージに沿った教育や学習機会の充実が必要です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

81
すべての人々が平等の精神に基づく性認識や判断力を養えるよう、家庭・学校・行政が一体
となった人間教育としての性教育の推進に努めます。

教育総務課

82
女性の健康に関する自己決定権を保障する「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の啓発を行
います。

地戦・男女課
健康推進課

83
生活習慣病予防のための特定健診、特定保健指導を実施し、どの年齢においても健やかに暮
らしていけるように、自分の健康は自分で守ることを目指します。

健康推進課

84
健康づくりのための講座、スポーツ、ウォーキングなどの活動などを通して、心と身体の健
康づくりを支援します。

地戦・男女課
生涯学習課
スポーツ課

【市民の取組】
・健康教室や学習の場に積極的に参加するなど、自分の心と身体の健康に関心をもち、「自分の身体は自分
で守る」という意識を高めましょう。

・心や身体の問題に一人で悩まず、信頼できる関係機関などに相談しましょう。

※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）
1994年（平成6年）国際人口・開発会議において提唱された概念。リプロダクティブ・ヘルスは、人間の生殖システムが単に疾病、障
害がないだけでなく、身体的、精神的、社会的に良好な状況、つまり人々が安全で満ち足りた性生活を営むことができ、生殖能力を持

ち、子どもを産むか産まないか、いつ産むか、何人産むかを決める自由を持つこと。生涯に渡り、性と生殖に関する健康を意味し、子

どもを持たないライフスタイルを選択した人々も含めた、すべての個人に保障されるべき健康概念。リプロダクティブ・ライツは、そ

れをすべての人々が自由に責任を持って決定でき、そのための情報を得ることができるという権利、性に関する健康を享受する権利で

ある。差別、共生、暴力を受けることなく、生殖に関する決定を行える権利も含まれている。

生涯を通じた健康支援課題7
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①暴力をなくすための環境づくり
　　　　～「暴力行為」をしない、させない、許さない～

【現状と課題】
人は誰でも安心して自分らしく生きる権利をもっています。
この権利を奪うものの一つが暴力です。暴力はいかなる場合においても、人間の尊厳や生命
の尊さを侵害する許されない行為です。しかし、近年においても悲惨な事件が数多く発生して
います。特に、情報化社会の発展により、薬物・出会い系・詐欺などの違法サイト、ネット中
傷、盗撮など精神的に大きなダメージを与える新種の暴力行為が多発しています。
また、子どもへの虐待も大きな社会問題となっています。2000年（平成12年）には「児童虐
待の防止等に関する法律※」が制定されました。さらに、社会全体で学校におけるいじめ問題
に対峙するため、2013年（平成25年）には「いじめ防止対策推進法※」が成立しました。
当市でも深刻かつ複雑化する児童虐待等に対応するため、平成17年に「要保護児童対策地域
協議会」、平成28年には「いじめ問題対策連絡協議会」を設置し、各関係機関と連携しながら、
包括的な支援を行っています。また、子ども自身が暴力から身を守るためのサポートをする市
民団体の活動も、活発に行われています。
暴力のない安心して暮らせる社会をつくるためには、偏見、差別、極端な社会格差をなくし、
お互いを思いやり、認め合いながら生命、人権を尊重する心を持つことが最も大切です。幼児
期からの情操教育や意識啓発を行うとともに、実態の把握と適切な対処、被害者の救済や相談
体制をさらに充実していく必要があります。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

85 暴力をなくすための各種情報を収集・広報し、暴力根絶の意識啓発に努めます。
地戦・男女課
総務課

86 暴力根絶のための教育活動を、人間教育の根幹にすえる取組をします。 教育総務課

87 防犯に配慮した安心・安全な道路、公園などの施設の普及に努めます。
建設課
都市計画課

88 関係機関などとの連携を強化し、児童虐待等に関する対応と相談業務の充実に努めます。
こども課
健康推進課
教育総務課

【市民の取組】
・いかなる暴力も、させない、許さない勇気を持ち、行動しましょう。
・子育てや家庭内の悩みを一人で抱え込まず、相談しましょう。
・児童虐待、いじめなどの暴力から子どもを守るための活動に、地域全体で取り組みましょう。

※児童虐待の防止等に関する法律：深刻化する児童虐待に対応するため、平成12年に制定。児童虐待の定義、早期発見努力、通告義
務、強制捜査、警察の介入、保護者の接触制限等を定めている。

※いじめ防止対策推進法：いじめを定義し、防止に向けた国や自治体、学校などの責務を明確化した法律。いじめの定義を、対象となっ
た児童生徒が心身の苦痛を感じているものとし、仲間はずれやインターネットへの悪意ある書き込みもいじめとして明確に禁止して

いる。

目標Ⅲ─8─ ①

あらゆる暴力の根絶【DV防止基本計画】課題8



目
標
Ⅲ

─  43 ─

②男女間のあらゆる暴力防止対策の推進
　　　　　　　～お互いが安心して暮らせる社会へ～

【現状と課題】
男女間の暴力では、女性が被害者となることが多いのですが、男性が被害者となることも少

なくありません。

「市民意識調査」でも、配偶者や恋人・パートナーからの暴力を受けたことがあるか尋ねたと

ころ、「何度もあった」・「数回あった」とする回答がみられます。配偶者等からの暴力であるド

メスティック・バイオレンス（以下「DV※」）や交際相手からの暴力（デートDV※）の被害に多

くの人が苦しんでいます。デートDVでは、高校生、大学生の間にも被害が増えています。そし

て、DVは、児童虐待とも深い関係があることにも留意する必要があります。また、DVを受け

ても、「自分がDVを受けている」と気づかない人や、誰にも相談できない人が大勢いることも

問題となっています。

雇用の場でも、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメン

ト、パタニティ・ハラスメント※などの、不利益な取り扱いや精神的・身体的な苦痛を与える

行為が問題になっています。

いかなる暴力も決して許されないことを念頭に、DV等に関する意識啓発や情報提供を行

い、被害者が安心して相談できる環境を整備し、関係機関が連携して問題解決に取り組むこと

が必要です。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

89
職場・学校・地域などにおける各種ハラスメント、ストーカー行為等の防止のための啓発を
します。

全課

90 DV及びストーカー行為の被害者に対する支援措置を行います。 市民課

91
男女間のあらゆる暴力を防止するため、啓発活動、研修会への参加促進など根絶のための活
動を行います。

地戦・男女課

92
専任の女性相談員を新たに配置し、DV相談・支援体制を強化します。また、関連機関と連携
して暴力の防止と対応に努めます。

地戦・男女課
こども課

【市民の取組】
・DV、デート DV、各ハラスメントについて関心を持ち、正しく理解しましょう。
・一人で悩まず相談しましょう。

※ DV（ドメスティック・バイオレンス）：配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった者からふるわれる暴力のこと。殴る、蹴ると
いった身体的暴力だけではなく、暴言などの精神的暴力、性行為の強要などの性的暴力、生活費を渡さないといった経済的暴力も含

む。

※デート DV：交際相手からの暴力。結婚していない恋人同士、学生や若い世代の男女間での体、言葉、態度による暴力のこと。殴る・
蹴るということだけではなく、貸したお金を返さない、性行為の強要、避妊に協力しない、携帯電話を勝手に見る、友人関係を制限

するなどの行為も含まれる。

※各ハラスメント：目標Ⅱ－5－①で用語解説。

目標Ⅲ─8─ ②
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① どなる、ののしるなど言葉の暴力や、無視するなどの精神的暴力

② 殴る、けるなど身体的暴力

③ 性行為の強要など性的な暴力

配偶者や恋人・パートナーから暴力を受けたことがありますか。

何度もあった 数回あった まったくない 配偶者・恋人等いない 無回答

男性

女性

17.0％3.5％ 65.3% 10.9% 3.2%

22.1%11.9% 54.5% 8.3% 3.2%

男性

女性

80.1% 11.6% 3.2%

2.7%

0.6%

7.5%

4.5%

77.9% 8.8% 3.2%

男性

女性

0.3％
0.6％ 83.3% 12.2% 3.5%

7.3%

2.2%

79.1% 8.5% 2.9%

 「男女共同参画についての市民意識調査」（平成28年度）
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目標Ⅲ─9─ ①

①国際理解のための学習や情報の提供
　　　　～グローバルな視点で～

【現状と課題】
情報通信技術や交通網の発達により、ひとりひとりが国際社会と関わりを持つ機会が増えて

きました。世界には多様な文化があり、様々な価値観を持つ人々が暮らしています。

政治・経済・文化などあらゆる分野で国際化が進む中、男女共同参画は、国際的な動きと密

接に連動しています。国際的視点に立ち、国連総会で採択された「女性差別撤廃条約」※や世界

女性会議での「北京宣言」※など国際的な模範や基準、「国際女性デー」※などの取組の普及、啓

発を図り、男女共同参画を推進していくことが必要となっています。

そのためには、若い世代を中心に国際感覚を持つ人材の育成が重要となります。国際情報の

収集・提供、国際交流事業の推進、文化を相互理解する講座や講演会等の開催など、国際理解

のための学習の機会の提供に取り組む必要があります。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

93 女性に関する諸問題や男女共同参画に関する国際的な動向などの情報を収集し広報します。 地戦・男女課

94 国際理解を深めるための教育を推進します。 教育総務課

95 多様な国際文化を理解するための講座・研修会等、学習の機会を提供します。 生涯学習課

96 学生のセントルイスでのホームステイなど、海外研修の支援、情報提供を進めます。 総務課

97
国際文化アカデミー研修への派遣など、職員に対する国際感覚の向上並びに外国籍市民との
コミュニケーション能力の向上を図るための研修へ積極的に参加します。

総務課

【市民の取組】
・国際社会の一員として、世界の人々が抱えるいろいろな問題に関心を持ちましょう。
・国際理解のための事業や講演会等に積極的に参加しましょう。

※「女性差別撤廃条約」・「北京宣言」：計画策定の背景《世界の動き》を参照。
※「国際女性デー」：毎年3月8日は、女性の権利と世界平和をめざす「国際女性デー」として、世界各国で記念行事や催しが開催され
る。国連では、国際婦人年（1975年）に初めて「国際女性デー」が実施され、1977年には国連総会で「国際女性デー」（3月8日）が
決議された。

国際的協調と国際理解の推進課題9
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②国際化における多文化共生社会実現の取組
　　　　　　　　　～国際的視野を持ち、ともに暮らす～

【現状と課題】
経済、文化などあらゆる分野において国際化が進んでおり、諏訪市でも多くの企業が海外へ

進出しています。また、諏訪市の外国人登録人口は、平成15年度末の2,100人をピークとし

て、平成28年度末は1,174人と減少しつつも、多くの外国籍市民が地域社会の一員として暮ら

しています。

世界には、言語、宗教、文化、習慣、価値観などが異なる様々な人々が暮らしています。国際

化が進展する中、お互いの文化や習慣などを理解し、尊重し合う多文化共生社会※となること

が求められています。

このためには、学校・職場・地域など身近に生活している外国籍市民と、日常生活の中で交

流を重ねながら理解を深めていくことが大切です。また、文化や習慣の違いによる生活の困難

を解消するために、多言語による情報提供や支援が必要です。特に国際結婚をした外国籍市民

が抱える問題について関心を持ち、解決のための支援を行う必要があります。

【行政の取組】
№ 具体的施策・事業 担当課

98 学校、保育園、幼稚園での国際交流の推進をします。
こども課
教育総務課

99 多文化理解のための講座、研修会等の学習機会の提供を支援します。
地戦・男女課
生涯学習課

100 国際交流協会や日中友好協会などと協力して、国際交流活動への市民参加推進を図ります。 総務課

101
外国籍市民に向けて、生活情報や行政サービス情報の外国語による提供や対応語の拡充（5
カ国語）に努めます。（生活ガイドブック、市内ガイドマップ、母子手帳、予防接種予診票、指
定ごみ袋、ごみ収集カレンダー、健康カレンダー）

地戦・男女課
総務課
市民課
生活環境課
健康推進課

102 外国籍市民のための相談室を設置します。 地戦・男女課

【市民の取組】
・外国籍市民と日常的に交流し、多文化共生社会を目指して取組を行いましょう。
・外国籍市民の抱える問題に関心を持ち、ボランティア活動などの支援に参加しましょう。

※「多文化共生」：国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化の違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員
としてともに生きていくこと。

目標Ⅲ─9─ ②
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第 3章

計画の推進
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1. 諏訪市男女共同参画審議会の役割

　「諏訪市男女共同参画審議会」において、男女共同参画の推進に関する重要事項について調

査・審議を行います。

2. 諏訪市男女共同参画推進本部の役割

　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、庁内組織として

「諏訪市男女共同参画推進本部」を置いています。本部は庁内推進体制を整備・充実させ、あら

ゆる分野に男女共同参画の視点に立った施策の実施を図ります。

3. 計画の推進状況の進行管理

　計画に基づいて行う施策・事業のさまざまな男女共同参画の取組が、市民生活にどのように

浸透し、成果として現れたか見るための成果指標を設定します。その結果及び実施状況の公表

をします。

4. 市民団体との協働方針

　男女共同参画社会形成に向けて、行政は男女共同参画推進市民団体「いきいき市民推進チー

ム☆輝くSUWA」や各種市民団体と協働して施策を展開します。

計画の総合的な推進に向けて

諏訪市男女共同参画推進条例

諏訪市男女共同参画推進計画

重要事項の調査審議 施策の推進

庁内各課

総合調整

主体的なプラン推進

協働でプラン推進

市民

事業者等

諏訪市男女共同
参画審議会

会長

副会長

委員

本部長
（市長）

副本部長
本部員

地域戦略・男女共同参画課

諏訪市男女共同
参画推進本部

いきいき市民推進
チーム☆輝くSUWA

男女共同参画計画の推進体制
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計画の推進状況の評価指標・目標

目標 課題 施策 № 具体的施策 評価指標
計画期間中の

目標

（　）は現状

方
向
性

Ⅰ
　
男
女
共
同
参
画
意
識
の
確
立

1.男女共同参画の
視点に立った見直
し、意識改革

① 意識改革のため
の啓発活動の推
進 2

男女共同参画の理念を深め
定着させるために、「男女
共同参画週間」の周知を図
る等効果的な意識啓発活動
を行います。

「男は仕事、女は
家庭」という考え
方に反対する市民
意識の割合

向上50％
（38.9％）

② 家庭・地域にお
ける慣習・しき
たりの見直し

7

家庭・地域における社会通
念・慣習・しきたりを見直
すために、男女共同参画の
視点に立った講演会・研修
会等を開催し、意識啓発を
進めます。

講演会・研修会等
の開催数

取組増

Ⅱ
　
多
様
な
人
材
が
活
躍
で
き
る
社
会
の
推
進

3.政策・方針決定への
女性の参画の促進

① 審議会等委員へ
の女性の参画の
促進

24

市の各種審議会や委員会へ
の女性の参画をさらに促進
するとともに、その効果の
検証に努めます。
（当面の目標値　40％以
上）

市の各種審議会・
委員会の女性の参
画の割合

向上40％
（35.8％）

26
市の各種審議会や委員会へ
の女性委員長の登用を促進
します。

市の各種審議会・
委員会への女性委
員長の占める割合

取組増

② 女性の職域拡大
と管理職登用の
促進

29

市の女性職員の性差によら
ない、様々な職域及び昇進
等の均等な機会を醸成しま
す。

市の女性職員の管
理職の割合

向上
（2名）

③ 女性の人材育成
のための学習の
提供 34

各種講習会や研修会へ市の
女性職員を積極的に派遣す
るなど、職員の意識改革と
人材育成のための研修を拡
充します。

各種講習会や研修
会への市の女性職
員の参加の割合

取組増

4.地域・社会活動に
おける女性の参画
の促進

① 地域活動におけ
る男女共同参画
の促進

35

区役員などへ女性が参画し
やすい環境づくりを推進す
るため、行政、地域、いき
いき市民推進チーム☆輝く
SUWA等の市民団体の交
流を図り、男女共同参画を
推進します。

区の議決機関に女
性がいる割合

各区長への働
きかけの増

36

保育園保護者会、PTA役員
などへ男女がバランスよく
参画してもらえるよう、積
極的な呼びかけをします。

PTA役員の女性
の割合、保護者会
役員の男性の割合

取組増

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

No.1
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No.2

目標 課題 施策 № 具体的施策 評価指標
計画期間中の

目標

（　）は現状

方
向
性

Ⅱ
　
多
様
な
人
材
が
活
躍
で
き
る
社
会
の
推
進

② 防災分野におけ
る女性の参画の
促進

39
防災に関する施策や方針決
定への女性の参画拡大に努
めます。

防災会議女性委員
の割合

女性委員増
（8名、23.5％）

5.男女の仕事と
　家庭の両立

③ 仕事と家庭生活
の両立支援

50

仕事と家庭を両立すること
ができるように、「ワーク・
ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）」「イクボス宣
言」を推進します。

「ワーク・ライフ・
バランス」「イク
ボス宣言」の啓
発・周知回数の増

あらゆる分野
への取組向上

51

特別保育（未満児保育・延
長保育、一時保育など）へ
のさまざまな保護者からの
要求を把握検討し、充実を
図ります。

就労環境に配慮し
た特別保育の充実

特別保育実施
園の充実
未満児保育
（11）
延長保育
（11）
一時保育
＜未満児＞
（4）

Ⅲ
　
人
権
の
尊
重
と
安
心
・

安
全
な
暮
ら
し

6.安心して暮らせ
　る環境の整備

② 子育て支援の充
実

58

男女がともに子育てに携わ
り子育てを楽しむために、
保護者などを対象にした出
産・育児・子育てについて
の学習の機会及び各種情報
の提供に努めます。

父親の研修会・イ
ベントへの参加者
数

取組増

8.あらゆる暴力の
　根絶

② 男女間のあらゆ
る暴力防止対策
の推進

91

男女間のあらゆる暴力を防
止するため、啓発活動、研
修会への参加促進など根絶
のための活動を行います。

DV問題の認識と
啓発回数、根絶の
ための周知回数の
増

取組増

↑

↑

↑

↑

↑
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資　　料

1.諏訪市男女共同参画推進条例

2.男女共同参画に関する国内外の動き

3.計画策定の経過
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目次
　前文

　第1章　総則（第1条―第8条）

　第2章　男女共同参画の推進に関する基本的施策（第9条―第16条）

　第3章　諏訪市男女共同参画審議会（第17条―第19条）

　第4章　補則（第20条）

　附則

　日本国憲法には、個人の尊重と法の下の平等がうたわ

れ、国連が定めた女子差別撤廃条約の批准や、男女雇用機

会均等法の制定など、私たちの社会では、男女平等の実現

に向けたさまざまな取組が進められてきている。

　諏訪市においてもこのような動向を踏まえ、男女平等に

向けた取組を進めてきたが、私たちの周りには、依然とし

て性別で役割を固定的にとらえる意識がまだまだ残ってお

り、社会のさまざまな場面においてそのことに起因する男

女間の不平等などの問題が存在している状況にある。加え

て、諏訪市は、女性の就業率が高く、女性が産業の重要な

担い手になっているという地域特性を持っている。こうし

た中で、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が緊急かつ重要

な課題となっている。

　このような認識に基づき、全ての市民が性別によって生

き方を制約されることなく、男女がともにいきいきと暮ら

せる諏訪市を、市と市民と事業者等が協働して築き上げて

いくことを目指して、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、市、市民及び事業者等の責務を明らかにする

とともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的事

項を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進すること

により、本市における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、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ことをいう。

（2）　積極的格差是正措置　前号に規定する機会に係る男女

間の格差を是正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）　事業者等　市内に事務所又は事業所を有する法人、

個人その他の団体をいう。

（基本理念）

第3条　男女共同参画の推進に当たっては、男女が性別に
よる差別的扱いを受けることなく、個人として能力を発

揮する機会が確保され、男女の個人としての人権が尊重

されなければならない。

2　男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的

な役割分担等を反映した、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自由な選択に対して影響

を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。

3　男女共同参画の推進に当たっては、男女が社会の対等

な構成員として、政策又は方針の立案及び決定の場に共

同して参画する機会が確保されなければならない。

4　男女共同参画の推進に当たっては、男女がそれぞれの

家庭生活における活動と職業生活その他の社会生活にお

ける活動に協力し責任を分かち合いながら、自らの意思

で参画できるように配慮されなければならない。

5　男女共同参画の推進に当たっては、男女の対等な関係

の下に、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊

重されなければならない。

6　男女共同参画の推進に当たっては、国際社会での取組

が反映されなければならない。

（市の責務）

第4条　市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進
に関する施策（積極的格差是正措置を含む。以下同じ。）

を総合的に策定し、実施しなければならない。

2　市は、施策を推進するに当たり、市民、事業者等、国及

び県と連携を図るよう努めなければならない。

（市民の責務）

第5条　市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、
地域その他の社会のあらゆる分野において、従来の慣行

にとらわれることなく、自ら進んで男女共同参画の推進

に努めるとともに、市が実施する施策に協力するように

努めなければならない。

（事業者等の責務）

第6条　事業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動を
行うに当たり、男女が共同して参画することができる環

平成15年3月25日
条例第3号　1.諏訪市男女共同参画推進条例
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境の整備に積極的に取り組むとともに、市が実施する施

策に協力するように努めなければならない。

（性別による権利侵害の禁止）

第7条　何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあ
らゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならな

い。

（1）　性別を理由とする差別的扱い

（2）　セクシュアル・ハラスメント（相手の意に反した性

的な言動により、相手の尊厳を傷つけ、又は不利益を

与える行為をいう。）

（3）　男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える

暴力的行為

（情報の表示に関する留意）

第8条　何人も、公衆に情報を表示する場合、性別による
固定的な役割分担若しくは男女間の暴力を助長し、又は

連想させる表現を行わないように努めなければならな

い。

第2章　男女共同参画の推進に関する基本的施策

（男女共同参画計画）

第9条　市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合
的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画を策定し

なければならない。

（市民及び事業者等の理解を深めるための措置）

第10条　市は、男女共同参画の推進について市民及び事
業者等の理解を深めるため、広報活動及び交流活動等適

切な措置を講ずるものとする。

（市民及び事業者等への教育及び情報提供）

第11条　市は、市民及び事業者等が男女共同参画の推進
に関して行う活動を支援するため、学習及び教育の推進

並びに情報提供その他必要な措置を講ずるものとする。

（家庭生活における活動と他の活動の両立支援）

第12条　市は、男女が共に家庭生活における活動及び職
業生活その他の社会生活における活動を両立することが

できるように、必要な支援を行うよう努めるものとす

る。

（附属機関の委員の構成）

第13条　市長その他の市の執行機関は、附属機関の審議
会等の委員の任命又は委嘱に当たり、積極的格差是正措

置を講じ、附属機関の委員の構成において男女の均衡を

図るよう努めるものとする。

（相談の対応等）

第14条　市は、性別に基づく人権の侵害等に関する市民の
相談に対応するものとし、その対応については、関係機関

と連携を図る等必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。

（調査研究及び公表）

第15条　市は、施策の策定及び実施に当たり、男女共同参
画に関する調査研究を行い、その結果及び実施状況の公

表を行うものとする。

（推進体制の整備）

第16条　市は、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、必要な体制を整備するものと

する。

第3章　諏訪市男女共同参画審議会

（設置）

第17条　男女共同参画の推進に資するため、諏訪市男女
共同参画審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

2　審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関す

る重要事項について調査審議するほか、男女共同参画の推

進に関する施策について、市長に意見を述べることができ

る。

（組織）

第18条　審議会は、委員14人以内で組織する。

2　委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

（1）　学識経験者

（2）　関係行政機関の職員

（3）　市民

（4）　その他市長が必要と認める者

3　委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4　審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

5　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

6　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その

職務を代理する。

（会議）

第19条　審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長とな
る。

2　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開く

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、可否同数の時

は、議長の決するところによる。

第4章　補則

（補則）

第20条　この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別
に定める。

附　則

（施行期日）

1　この条例は、平成15年4月1日から施行する。

（諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正）

2　諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関

する条例（昭和32年諏訪市条例第21号）の一部を次のよ

うに改正する。

（次のよう略）
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　2.男女共同参画に関する国内外の動き
　

年 世界の動き 日本の動き 長野県の動き 諏訪市の動き

1945年
（昭和20年）

◎国際連合設立 ◎衆議院議員選挙法改正公布
　（初めて婦人参政権実現）

1946年
（昭和21年）

◎国連婦人の地位委員会を設置 ◎日本国憲法公布
◎第22回総選挙で初の婦人参政権
行使（女性議員39人当選）

1947年
（昭和22年）

◎改正民法公布
 （家父長制廃止）

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（メキシコシ
ティ）「世界行動計画」採択

◎婦人問題企画推進本部設置
◎婦人問題企画推進会議開催
◎内閣府婦人問題担当室開設

1976年
（昭和51年）

◎国連婦人の10年
　（1976～1985年）

◎「民法」改正（離婚復氏制限廃止）

1977年
（昭和52年）

◎「国内行動計画」（昭和52～61年度）
　「国内行動計画前期重点目標」策定

◎社会部労政課福祉婦人係設置
◎長野県婦人問題協議会設置

1978年
（昭和53年）

◎長野県婦人問題県民会議設立

1979年
（昭和54年）

◎国連第34回総会
　「女子差別撤廃条約」採択

1980年
（昭和55年）

◎「国連婦人の10年」中間年世界会
議（コペンハ－ゲン）
　「国連婦人の10年後半期行動プ
ログラム」採択

◎「長野県婦人行動計画」策定
　（昭和55～60年度）
◎労政課「婦人係」設置

1981年
（昭和56年）

◎ ILO156号条約
　「家族的責任条約」採択

◎「国内行動計画後期重点目標」
　策定

◎社会部青少年家庭課に婦人室
　設置

1982年
（昭和57年）

◎教育委員会社会教育課
　青少年婦人係設置

1984年
（昭和59年）

◎国籍法の一部を改正
　父系血統主義→父母両系
　血統主義

◎長野県婦人総合センタ－設置
　（全国5番目）

1985年
（昭和60年）

◎「国連婦人の10年」最終年世界会
議（ナイロビ）
　「婦人の地位向上のためのナイロ
ビ将来戦略」採択
◎第71回 ILO総会にて雇用におけ
る男女の均等な機会及び待遇に
関する決議

◎「男女雇用機会均等法」公布
◎「女子差別撤廃条約」批准

1986年
（昭和61年）

◎婦人問題企画推進本部拡充
◎婦人問題企画推進有識者会議

◎「新長野県婦人行動計画」策定
　（昭和61～平成2年度）

1987年
（昭和62年）

◎「西暦2000年に向けての新国内
行動計画」策定
　（昭和62～平成12年度）

◎諏訪市婦人団体連絡協議会発足

1989年
（平成元年）

◎学習指導要領の改訂
　（家庭科の男女共修）

1990年
（平成2年）

◎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

1991年
（平成3年）

◎「西暦2000年に向けての新国内
行動計画（第1次改定）」策定

◎育児休業法公布

◎「さわやか信州女性プラン」策定
　（平成3～7年度）

◎教育委員会社会教育課婦人係
　に名称変更

1992年
（平成4年）

◎国連環境開発会議（環境サミッ
ト）リオ宣言　第20原則
　　 女性は環境管理と開発におい
て重要な役割を有する。

◎初代婦人問題担当大臣設置 ◎「婦人室」「婦人総合センタ－」
　「婦人問題県民会議」の「婦人」を
「女性」に名称変更
◎「婦人問題協議会」を「女性行政
推進協議会」に名称変更
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1993年
（平成5年）

◎世界人権会議（ウィーン）
◎国連総会
　「女性に対する暴力の撤廃に関す
る宣言」採択

◎パートタイム労働法公布
◎中学校家庭科男女共修実施

◎「男女いきいき諏訪プラン」策定
　（平成5～9年度）
◎諏訪市女性行政推進協議会設置

1994年
（平成6年）

◎アジア・太平洋大臣会議
　「ジャカルタ宣言、行動計画」採
択
◎国際人口・開発会議（カイロ）

◎男女共同参画審議会設置（政令）
◎男女共同参画推進本部設置
◎高等学校家庭科男女共修実施

　　

1995年
（平成7年）

◎第4回世界女性会議
　「北京宣言及び行動綱領」採択

◎育児休業法改正
　（介護休業制度の法制化）
◎ ILO156号条約（家庭的責任条
約）批准

1996年
（平成8年）

◎「男女共同参画ビジョン」答申
◎男女共同参画推進連携会議発足
◎「男女共同参画2000プラン」
　策定（平成8年12月～12年度）

◎「信州女性プラン21」策定
　（平成8～12年度）
◎女性プラン推進委員会設置
◎地域女性コミュニケ－タ－設置

◎「婦人係」を「女性係」に名称変更

1997年
（平成9年）

◎男女共同参画審議会設置（法律）
◎男女雇用機会均等法、労働基準
法改正
◎介護保険法公布（2000年施行）

◎社会部に女性課設置

1998年
（平成10年）

◎「男女共同参画社会基本法につい
て」答申

◎「男女いきいき諏訪プランⅡ」
　策定（平成10～14年度）
◎「女性係」を「女性室」に名称変更
◎諏訪市男女共同参画推進懇話会
　設置

1999年
（平成11年）

◎ESCAPハイレベル政府間会議
　（バンコク）

◎男女共同参画社会基本法
　公布・施行　（6月23日）
◎「食料・農業・農林基本法」公布・
施行（女性の参画の推進）

2000年
（平成12年）

◎国連特別総会女性2000年会議
　（ニュ－ヨ－ク）
　「成果文書」「政治宣言」採択

◎スト－カ－規制法施行
◎「女性に対する暴力に関する基本
的方策について」答申
◎「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」答申
◎「男女共同参画基本計画」閣議決定

◎女性総合センタ－の愛称
　「あいとぴあ」に決定
◎男女共同参画推進委員会設置
　（女性プラン推進委員会を改組）

◎「教育委員会社会教育課女性室」
を「企画部男女共同参画推進室男
女共同参画係」へ組織変更

◎諏訪市男女共同参画推進本部設置
◎諏訪市男女共同参画市民協議会
設立

2001年
（平成13年）

◎「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」施行
◎内閣府男女共同参画局設置
◎男女共同参画会議設置
◎第1回男女共同参画週間
◎「仕事と子育ての両立支援策の方
針について」閣議決定

◎「パ－トナ－シップながの21」
　策定（平成13～17年度）
◎男女共同参画推進本部設置
　（女性行政推進協議会の改組）
◎男女共同参画コミュニケ－タ－
設置
◎「女性課」を「男女共同参画課」、
「女性総合センタ－」を「男女共
同参画センター」、「女性問題県
民会議」を「男女共同参画推進県
民会議」に名称変更

2002年
（平成14年）

◎男女共同参画課を企画局に移管
◎「長野県男女共同参画社会づくり
条例」公布

2003年
（平成15年）

◎「次世代育成支援対策推進法」公布
◎男女共同参画推進本部決定
　「女性のチャレンジ支援の推進に
ついて」
◎「少子化社会対策基本法」
　　公布・施行

◎「男女共同参画審議会」「男女共
同参画推進指導委員」設置

◎「男女いきいき諏訪プランⅢ」
　策定（平成15～19年度）
◎「諏訪市男女共同参画推進条例」
施行（4月1日）

◎男女共同参画審議会設置

2004年
（平成16年）

◎「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」改正及
び同法に基づく基本方針策定

◎男女共同参画課と人権尊重推進
課統合により、企画局ユマニテ・
人間尊重課設置
◎男女共同参画センターを「配偶者
暴力相談支援センター」に指定
◎「パートナーシップ21」一部改定

2005年
（平成17年）

◎第49回国際婦人の地位委員会
　「北京＋10」世界閣僚級会合を開
催（ニューヨーク）

◎「男女共同参画基本計画（第2
次）」閣議決定
◎「女性のチャレンシﾞ支援プラン」
策定
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2006年
（平成18年）

◎男女共同参画推進本部決定「国の
　審議会等における女性委員の登
用の促進について」
◎「男女雇用機会均等法」改正

◎「第2次長野県男女共同参画計
画」策定（平成18～22年度）
◎男女共同参画センターに指定管
理者制度を導入
◎人権・男女共同参画課に名称変更

◎まちづくり・男女共同参画推進
課へ組織改正

2007年
（平成19年）

◎「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
　（平成20年1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
◎「短時間労働者の雇用管理の改善
等に関する法律」改正

◎「長野県男女共同参画社会づくり
条例」改正

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」
◎「次世代育成支援対策推進法」
　改正

◎「男女いきいき諏訪プランⅣ」
　策定（平成20～24年度）

2009年
（平成21年）

◎「子ども・若者育成支援推進法」
制定
◎「育児・介護休業法」改正

2010年
（平成22年）

◎第54回国連婦人の地位委員会
　「北京+15」記念会合を開催
　（ニューヨーク）

◎「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」改定
◎「第3次男女共同参画基本計画」
　閣議決定

2011年
（平成23年）

◎男女共同参画会議提言
「東日本大震災の復興にあたって
　～復興に男女共同参画の視点を～」
◎男女共同参画推進連携会議議員
　提言「東日本大震災復興へ、女性
の視点と力を」
◎男女共同参画の視点を踏まえた
東日本大震災の被災者に対する
さまざまな支援

◎「第3次長野県男女共同参画計
画」策定（平成23～27年度）

2012年
（平成24年）

◎国連持続可能な開発会議
　「リオ+20」
◎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
　平等と女性のエンパワーメント」
　決議案採択

◎改正「育児・介護法」全面施行
◎「災害対策基本法」の一部改正
　防災に関する政策・方針決定過
程等における女性の参画の拡大
◎女性の活躍による経済活性化を
推進する関係閣僚会議設置及び
行動計画決定

◎「諏訪市防災会議条例」「諏訪市
災害対策本部条例」の一部改正

2013年
（平成25年）

◎「配偶者暴力防止法」の一部改正
　（平成26年1月施行）
◎「日本再興戦略」（平成25年6月
閣議決定）の中核に「女性の活躍
推進」が位置付けられる

◎「男女いきいき諏訪プランⅤ」
　策定（平成25～29年度）

2014年
（平成26年）

◎第58回国連婦人の地位委員会
　「自然災害におけるジェンダー
　平等と女性のエンパワーメント」
　決議案採択

◎「日本再興戦略」改訂2014（平成
26年6月閣議決定）に「女性が輝
く社会の実現」が掲げられる。

2015年
（平成27年）

◎第59回国連婦人の地位委員会
　「北京+20」記念会合を開催
　（ニューヨーク）

◎「女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律」公布
◎「第4次男女共同参画基本計画」
閣議決定

2016年
（平成28年）

◎「育児・介護休業法」改正
◎「男女雇用機会均等法」改正

◎「第4次長野県男女共同参画計
画」策定（平成28～32年度）

◎地域戦略・男女共同参画課へ組
織改正
◎諏訪市男女共同参画市民協議会
が「いきいき市民推進チーム☆輝
くSUWA」へ名称変更

2017年
（平成29年）

◎「育児・介護休業法」改正

2018年
（平成30年）

◎「男女いきいき諏訪プランⅥ」
　策定（平成30年度～）
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　3. 計画策定の経過

平成 28年度

第1回男女共同参画審議会
市長から諮問
素案検討・審議

市長
計画の決定

平成29年1月

男女共同参画について
市民意識・事業者調査

地
域
戦
略
・
男
女
共
同
参
画
課
（
事
務
局
）

第2回男女共同参画審議会
素案検討・審議

第3回男女共同参画審議会
素案検討・審議

第4回男女共同参画審議会
最終案の決定
市長へ答申

担当各課
具体的施策見直し

担当各課
再検討・修正

市民からの
パブリックコメントを

募集

7月

9月

11月

２月

8月

11月

12月

平成 29年度
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諏訪市男女共同参画審議会　委員名簿

（敬称略、五十音順）

№ 職　名 氏　　　名 所　　　　属　　　　等 備　考

1 会長 佐　藤　よし江 諏訪市女声ネットの会　会員

2 副会長 久保田　正　彦 いきいき市民推進チーム☆輝くSUWA　副代表

3 河　西　美惠子 諏訪市農業委員会　委員

4 鴨志田　明　子 いきいき市民推進チーム☆輝くSUWA　代表

5 小　林　浩　人 諏訪公共職業安定所　総括職業指導官

6 五　味　武　嗣 諏訪商工会議所　精密電機工業部会　部会長

7 桜　井　幸　雄 諏訪市社会福祉協議会　事務局長

8 白　鳥　和　美 諏訪観光協会　すわ姫会　会長

9 内　田　朋　希 諏訪市労務対策協議会　理事

10 中　嶋　博　美 ママ育プロジェクト　事務局

11 水　 石　　 晃 長野県福祉大学校　教授
（任期）
平成29年7月29日～

12 宮　坂　早　苗 学識経験者

13 宮　坂　みづ江 諏訪市人権擁護委員

14 吉　江　徳　男 諏訪市社会教育委員　副議長
（任期）
平成29年7月29日～

伊　東　めぐみ 長野県福祉大学校　教授
（任期）
～平成29年7月28日

小　池　玲　子 諏訪市社会教育委員　議長
（任期）
～平成29年7月28日
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