
第3回阿見町男女共同参画社会推進会議に関する意見書

項目 意見 町の考えと対応

1 「はじめに」の裏面 文字ずれあり。 修正しました。

2
1P
1．計画策定の趣旨
3段落中

　「性別による固定的な役割分担の考え方」という表現がわ
かりやすい。これ以降、「固定的性別役割分担意識」という表
現に代わっており、すこし理解しにくいのが気になる。「固定
的な性別役割分担意識」のほうがよいのでは？

「固定的性別役割分担意識」
⇒「固定的な性別役割分担意識」と修正しました。

3
1P
1．計画策定の趣旨
3段落目　2行目

女性もずっと職業を持っている方がよい
⇒職業につく（就く）

ご意見を取り入れ、わかりやすい表現に変更しました。
⇒「女性もずっと仕事を続ける方がよい」

4
30P
【基本目標1】

（1）男女共同参画の促進に向けた意識の浸透
⇒（1）男女共同参画の促進に向けた意識の形成と浸透

「子供たちも含めて意識を形成し、それを浸透させる。」という
意味で。

「男女共同参画の促進に向けた意識の浸透」
⇒「男女共同参画の促進に向けた意識の形成と浸透」
に変更しました。

5
30P
【基本目標2】1行目

やりがいをもって職業生活を送ることができる社会づくり
⇒活躍できる

「活躍できる」に変更しました。

6
30P
【基本目標2】6行目

意識の啓発を推進する必要があります
⇒推進します

「推進します」に変更しました。

番号
計画素案について
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7
30P
【基本目標2】6行目

　「事業所等や働く世代に対し、意識の啓発を推進する必要
があります。」とある。（ワーク・ライフ・バランスについての意
識のこと）。
施策については37PのNo13「町職員のワーク・ライフ・バラン
スの実践」に留めている。「事業所等や働く世代」という目的
に対し限定的になっているようだが、策はあるか？

事業所等に対して：
町ホームページや、工業懇談会に加盟している事業所等に対し、男性
の育児休業を取得した事例やワーク・ライフ・バランス等に関する周知
を行います。また、女性活躍推進法に基づく事業主行動計画の周知や
促進に繋がる情報を提供しています。【商工観光課】

働く世代：
町ホームページやチラシ等による情報提供を行っています。【商工観光
課】

No.13について：
「町職員のワーク・ライフ・バランスの実践」は、施策推進側である自治
体職員の積極的な実践が必要であることから、あえて設定したもので
す。

8
31P
【基本目標3】

生涯を通して、誰もが健康で安心して暮らせる環境づくり
⇒生涯を通して、誰もが健康で安心して暮らせるまちづくり

健康・安心には地域の環境づくりと住民のアクションが重要
であると思う。

　「まちづくり」とは、「身近な居住環境を改善」し、「地域の魅力や活力
を高める」ということです。生活の質を高めるために身近な居住環境に
対して働きかける持続的な活動のことだということもできます。ハード面
の整備だけでなく、空間や環境の整備、ルール作り、イベントや生業の
整備、人と人とのコミュニケーションづくりなど、豊かな生活をするうえで
必要な整備を全て網羅する言葉になっています。
　また、自治体だけでなく、さまざまな機関や団体、住民などが連携や
協力をし合って進めるのも特徴です。
　一方、プランが掲げている各施策は町が主体となって実施するもので
あることから、「環境づくり」という言葉を使用しました。

9
31P
【基本目標3】2行目

充実を図る必要があります
⇒図ります

「図ります」に変更しました。

10
31P
【基本目標3】

（４）あらゆる暴力を防止する社会づくり
⇒言葉として弱いのでは？「根絶」はどうか？

「（４）あらゆる暴力の根絶」
と変更しました。
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11
33P以降
「担当課等」の欄

役場のすべての課が網羅されているのか？
　「担当課等」には、施策の内容に沿った事業を展開している課名を記
載しています。そのため、施策に関連性のない課名は記載しておりま
せん。

12
33P　No.1
34P　No.7

No.1の施策の内容のなかに「男女共同参画センターの充実
を図ります」とあり、No.7の内容と重複している。

No.1からNo.7と重複する部分を削除しました。

13 37P　No.12

『育児・介護休業制度の普及・啓発のための環境づくり』

　No12にもNo.13と同様に、「ワーク・ライフ・バランスの普及、
啓発」も加えた方が良いのではないか。

　内閣府によると、ワーク・ライフ・バランスとは、「国民一人ひとりがや
りがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家
庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各
段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」と定義されていま
す。
　また、ワーク・ライフ・バランスの実現のため、事業所側には様々な制
度の利用促進をはじめとした、働きやすい職場環境の整備が求められ
ています。
　町はそのような事業所等の取組を支援するため、事業所等へ育児・
介護休業制度の普及・啓発を図ります。
　以上のことから、現行のままとさせていただきます。

14 37P　No.13

『町職員のワーク・ライフ・バランスの実践』

・時間外勤務命令の上限設定
⇒上限設定の啓発
・年次休暇の計画的な取得促進
⇒取得啓発
・男性職員の育児休業取得促進
⇒取得啓発

　人事課では、働きやすい職場づくりを行うとともに、女性職員の一層
の活躍を推進するため、職員に対し周知徹底を図るとともに、職場内で
の応援体制づくり（ノー残業デーの徹底・代替要員の確保等）を図りま
す。制度の啓発だけでなく、働く環境を整備することにより、職員が自
主的に、働きやすい職場の実現に取り組むことを目指しています。
　以上のことから、左記の表現は現行のままとさせていただきます。
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15 37P　No.14

『働きながら子育てする人の支援』

　「子育てによってキャリアを中断したくない人のために」が、
子育て＝マイナスイメージ、子育て＝女性のもの　という感じ
がする。そもそもこの部分は不要では？

「子育てによってキャリアを中断したくない人のために、保育サービスの
充実を図り」
⇒「家庭生活と仕事の両立支援に向け、多様なニーズに対応した保育
サービスの充実を図り」
と変更しました。

16 39P

『施策の方向性（2）　働く場における男女共同参画の推進』
　
　女性消防団のような、女性の活躍事例を紹介するプロモー
ション的な活動は実行しないのか？

　町ホームページや広報紙、男女共同参画センターの広報活動等を活
用しながら、女性の活躍事例を紹介していきたいと思います。【町民活
動課】

　防災危機管理課では、消防団を支援するとともに、女性消防員の加
入促進を行っています。44Pに施策の一つとして加えました。

17 40P No.19→No.20

『各種審議会等女性委員比率の向上』

また、公募制の導入等、委員構成の見直しを図り、多様な人
材の参画が促進される環境を整えます。

登用に向けての取り組み方法が記載されています。この項
目以外は「促進します」とだけで、どう取り組むのか不明。記
載できると良い。

いただいたご意見を踏まえ、項目ごとにプラン内容を修正いたしまし
た。

18 40P No.21→No.22

『自治会等における方針決定過程への女性参画の促進』

女性役員の登用について働きかけを行い
⇒女性役員の登用について、自治会責任者、各種団体責任
者等に働きかけを行い

上記のように、働きかけの対象者を明記しては如何か。

　町では区長会と連携し、女性の積極的な参画を推進しています。
　また、自治会は自主的に結成・運営されている地域コミュニティであ
り、町は自治会の自主性や独自性を尊重しながら、協働して地域づくり
を進めています。
　以上のことから、働きかけの対象を明記することは控え、自治会の考
えを尊重しながら、地域全体で女性の参画拡大を図ってもらえるよう、
継続して区長会の協力をいただきながら、推進してまいります。
　以上のことから、左記の表現は現行のままとさせていただきます。
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19
40P No.22→
39P No.19

『事業所等への女性の活躍促進』

　39P　「施策の方向性（2）働く場における男女共同参画の推
進」に含まれるべき内容では？

　No.22を39P「施策の方向性（2）」へ移動し、No.19としました。

20 40P No.23

『事業所等への啓発と理解促進』

情報提供を行い、理解の促進を図ります。
⇒情報提供を行い、理解の促進を図るとともに、女性参画
の実態調査にも努めます。

上記のように、事業所等への啓発活動の内容を明記しては
如何か。

　ご意見の通り、事業所等の実態を把握するため、調査を実施すること
は非常に有用であると考えます。
　町では5年毎に町民意識調査を実施し、3年毎に小中学生意識調査
を実施していますので、今後事業所等に対しても同様に実施していけ
るよう、担当課等と検討してまいります。
　なお、前述の2つの調査の実施については、個別施策に記載していな
いことから、事業所等への調査を実施していく場合も同様にしたいと考
えます。
　以上のことから、左記の表現は現行のままとさせていただきます。
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21 42P　No.26

『妊娠から出産・子育て期に渡る切れ目のない支援』

　「妊娠から出産」は女性しかできないものなので、「産後ケ
ア事業」など女性向け施策につながるが、「子育て期」は男
性も主体のはず。切れ目のない支援を目指すのはよいが、
「妊娠から出産、子育て期に～」と表現することで、「子育て
期」も女性が主体となることを前提としているように感じる。
　今の子育て世代は、パパたちも子どもを予防接種に連れて
行ったり、幼児期から「子育て」に参加しようとしている人が
多いと思う。行政側（さわやかセンターなど）ももっとパパが
入り込みやすい雰囲気づくりなど、妊娠～出産～子育てと女
性ばかりが主体にならない工夫をすべきだと考える。

　ご意見の通り、女性のみのサービス強化と捉えかねないため、

・『妊娠から出産・子育て期に渡る切れ目のない支援』
→『妊娠期から子育て期に渡る切れ目のない支援』と変更しました。

・「切れ目のない母子保健サービスを一層充実させ」
→「母子保健サービスの充実や関係機関との連携により」と変更しまし
た。

・「不育症治療費助成事業」
→「助成事業の充実」と変更しました。（町では男性不妊も含めた不妊
治療の助成事業も実施しているほか、あらゆる事業を通じて継続的に
子育て世帯を支援しているため。）

　男性の育児参加の推奨や妊娠期からのサポートについて、妊娠届出
時や各種教室等で啓発を図っています。
　マタニティクラスでは参加しやすい日曜開催の設定や、パパの役割に
ついて講話を行っており、父親・パートナーの参加率は80％以上の高
い参加率になっています。また、乳幼児健診や予防接種の手続きな
ど、父親が来館する機会も多く、家庭内における男性の育児参加や意
識の変化がみられています。
　今後も、男性が父親として積極的に子育てに関わられるよう、また、
夫婦が協力して子育てできるよう、事業の推進を図ります。

22 42P　No.27
『疾病予防と健康づくりの充実』

「受診率の増加」を追加項目に加えては如何か。

　「受診率の増加」は、施策というよりむしろ目標であると考えます。した
がって、No.27の記載に加えるのではなく、50Pに掲載予定の目標値の
設定に、「子宮頸がん、乳がん検診受診率」を加えてはどうかと考えて
います。
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23 43P　No.29

『相談窓口の周知』

できるよう、相談窓口の周知徹底を図ります。
⇒できるよう、「もろもろ相談窓口」を設置し相談を受け付
け、その後担当係に繋ぎます。

上記のように、どの課で対応しているかが分からない相談が
あるので。

　どこに相談すればよいか、悩まずに気軽に相談できるよう、各課がそ
れぞれの窓口に関する周知を徹底すること、また、相談した方がたらい
回しにならないよう、関係各課が連携して相談に応じることに努めてい
ます。一層の庁内組織等の連携を進めてまいります。

　ご意見を取り入れ、包括的な支援を行うことを目指し、No29の内容を
以下の通り修正しました。

・『相談窓口の周知』
⇒『相談窓口の周知と相談体制の充実』

施策の内容に、「また、支援を必要としている人の早期発見・早期対応
を図るため、関係各課と連携します。」を追記しました。

24 「健康」について

　さまざまなご意見をいただき、ありがとうございました。

　WHOによると、「健康とは、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であり、単に病気がないとか虚弱でないということではな
い」と定義されています。
　また、「健康とは、『からだ』『こころ』『社会』における３つの力が調和したものであり、
『からだ』は、体調管理や病気の予防をし、もし体調を崩してもうまく対処する意思決定ができること、『こころ』は、問題や困難を乗り越
えるために、自分らしい意思決定ができて、それを幸せだと感じられること、
『社会』は、問題や困難に直面している人たちを孤立させず、適切な意思決定ができるよう互いに協力し、喜び合い、信頼関係をつく
ること。」とも言われています。
（中山和弘氏（聖路加国際大学 看護情報学）より）

　プランでは、上記の意味で「健康」という言葉を使用しました。
「健康＝病気がないこと」というイメージもありますが、31P【基本目標3】の1行目「生涯を通じて一人ひとりが幸せに暮らすことができ
る」ことを「健康」という言葉で表現しました。
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