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１ 計画の趣旨 

わが国では、昭和21年の日本国憲法制定により、法の下の平等（第14条）が明記されています。

また、世界では国際連合が提唱した「国際婦人年」（昭和50年）を一つの節目として、同年に「国

際婦人年世界会議」が開催され、「世界行動計画」が採択される等、男女共同参画の取り組みが進

みました。その後の日本における取り組みとして、平成11年の「男女共同参画社会基本法」（平成

11年６月23日法律第78号）の制定により、男女共同参画社会の確立が目指されました。同法第14条

第３項においては、市町村でも「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な

計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。」とさ

れています。 

男女共同参画社会基本法制定から18年が経過し、男女共同参画の取組が進んでいることを受けて、

本町においても、女性も男性も一人ひとりが自らの意思で様々な社会活動に参画する機会を確保し、

活気あるまちづくりを推進するためこの計画を策定します。 

 

２ 計画の位置付け 

（１）市町村男女共同参画計画としての位置付け 

この計画は、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として位

置付けるものであり、本町における男女共同参画社会の実現に向けた総合的な施策の指針です。 

（２）市町村女性活躍推進計画としての位置付け 

この計画の「基本目標１」と「基本目標２」の部分を、女性の職業生活における活躍の推進に係

る法律（平成27年９月４日法律第64号（以下「女性活躍推進法」という。））第６条第２項に基づ

く「女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画」として位置付けるもので

す。 

（３）配偶者暴力防止法に基づく基本計画としての位置付け 

この計画の「基本目標１」の部分を、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

（平成13年４月13日法律第31号（以下「配偶者暴力防止法」という。））第２条の３第３号に基づ

く「配偶者暴力防止法に基づく基本計画」として位置付けるものです。 

（４）法令及び関連計画との位置付け 

この計画は、「男女共同参画社会基本法」、「女性活躍推進法」、「北海道男女平等参画推進条

例（平成13年北海道条例第６号）」、国の「男女共同参画基本計画」、北海道の「男女平等参画基

本計画」、国の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」

及び北海道の「北海道配偶者暴力防止及び被害者保護等・支援に関する基本計画」を踏まえ、「浦

幌町総合振興計画」及びその他の関連計画との整合性を図っています。 

 

３ 計画期間 

平成29年度～平成38年度の10年間とし、国内外の経済・社会情勢等の変化に応じ、見直しについて検討

します。  
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４ 現状と課題 

男女共同参画社会の実現は、男女の人権の尊重にとどまらず、経済・社会情勢の変化に対応でき

る、豊かで活力ある社会を実現するためにも緊要な、我が国の社会にとって最も重要な課題です。女

性の社会のあらゆる分野への参画は、21世紀の社会を活力あるものとするため不可欠なものです。 

我が国の社会制度・慣行の中には、性別による固定的な役割分担を前提とするものが数多く残さ

れており、人々の意識の中にも根強く残っています。これらは女性の社会進出に悪影響を及ぼし、男

女共同参画を阻害する要因となるおそれがあり、意識の変革に向け取り組みが進められていますが、

十分な状況には至っていません。性別による固定的な役割分担は、女性、男性を問わず、個人の自己

実現や能力発揮を妨げるものです。男女共同参画の実現は、男性にとっても、多様な価値観に基づい

て様々な生き方を自ら選択することを可能にするものであり、男性にとっての男女共同参画の意義

と責任についての理解も深めていかなければなりません。 

また、性別による権利の侵害は何人も行ってはならない行為ですが、特に、女性に対する暴力は、

犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、その根絶を目指さなければなりません。女性への

暴力を中心とする男女共同参画を阻害するあらゆる暴力を根絶する手立て、男女の人権の尊重、性

の尊重等、暴力の予防と根絶に向けた社会の認識が徹底されるよう、取り組みを進める必要があり

ます。 

男女共同参画が、社会全体で取り組むべき問題であるとともに、男女共に自らの生活に深く関わ

る問題であるという認識を広く浸透させることが大切です。性別による固定的な役割分担意識や権

利侵害の解消とともに、個を尊重する意識への変革や、仕事、家庭、地域におけるバランスのとれた

生活への転換等、男女共同参画を促進するための社会制度・慣行の見直しを、学校、家庭、地域、職

場等、社会のあらゆる場で進めていかなければなりません。 

職場等における性による差別の解消やワーク・ライフ・バランスの推進、仕事と家庭の両立支援の

推進は、女性にとってばかりでなく、男性にとっても働きやすい職場環境が確保されることになり、

多様性に富んだ職場で、女性も男性も生き生きと活動することにより、企業活動も活性化すること

が期待されます。こうした観点からも、広く企業等の理解も深めていく必要があります。 

浦幌町の平成27年の総人口は4,919人（国勢調査）で、男性が2,361人、女性が2,558人です。この

うち、高齢者人口（65歳以上）は、男性が785人、女性が1,076人、計1,861人となっています。高齢

者人口割合の推移を見ると、昭和30年が4.2％であったことに比べ、平成27年には37.8％となり、人

口の高齢化が一層進行しています。 

なお､全国の平成27年の高齢者人口は26.3%となっています。 

こうした高齢社会を活力あるものとしていくためには、高齢期の男女を、単に支えられる側として

位置付けるのではなく、年齢や性別に基づく従来の固定概念を改め、他の世代と共に社会を支える存

在として積極的に捉える必要があります。 

65歳以上の高齢者の57.8％は女性であり、また、介護の多くも女性によって担われているのが現状

です。高齢者の問題は、女性に関わる面が多いことから、女性にとって特に重要であり、男女が共に

充実した老後を送ることができるよう、社会的な支援体制の充実が求められています。 
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５ 基本目標 

  基本目標１  男女共同参画の実現に向けた意識の変革 

 男女共同参画は、社会全体で取り組む問題であり、性別による固定的な役割分担意識の解消や、

個の尊重、家庭、職場、地域でのバランスのとれた生活への転換等、社会のあらゆる場で意識の変

革を目指します。 

長い歴史の中で培われ、依然として人々の意識や行動、社会の慣習・慣行の中に根強く残ってい

る「男は仕事、女は家庭」という言葉に代表される男女の役割に対する固定的な考え方は、男性、

女性それぞれが主体的に生きるための多様な選択や、能力を発揮していく上での妨げになってい

ます。 

法律や制度の整備はもとより、広く社会の慣習・慣行、人々の意識についても、男女共同参画の

視点から検討し、変革することが求められています。 

特に、男女共同参画社会の実現は、男女の人権の尊重を目指すものであり、豊かで活力ある社会

を実現するためにも緊要で社会全体にとって最も重要な課題であること、また、女性に対するあら

ゆる暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女共同参画社会の実現を阻害する

大きな要因であること、そして、男性にとっても、個人の自己実現や能力発揮など大きな意義を持

つものであり、仕事、家庭、地域におけるバランスのとれた生活への転換が必要とされていること

について、理解を求め、重点的に啓発を進めることが必要です。 

また、あらゆる施策に男女共同参画に関する視点を反映させるため、男女共同参画を阻害するお

それのあるあらゆる要因を客観的、かつ、的確に把握するとともに、男女共同参画に関する先進事

例等の情報収集に努め、町民に提供することが重要です。 

情報通信の高度化が進む中で、メディアからもたらされる情報が社会に与える影響は、さらに拡

大するものと予想されることから、メディアが男女共同参画の理念に配慮し、女性の人権を尊重し

た表現に努めるよう、理解と自主的な取り組みの促進が期待されています。 

特に、インターネット、コンピューターソフト等の新たなメディアが青少年に与える影響は大き

いことから、青少年の段階から男女共同参画の理解を深めていくためにも、青少年の健全育成の観

点をより重視した表現への配慮が求められます。 

メディアの特性に応じ、男女共同参画の理念への配慮や暴力・性差別、性の商品化に関する表現

の是正や利用環境の整備等に向け適正な対応が取られるよう、理解と協力を求めるとともに、青少

年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境の浄化を進める必要があります。 

また、男女共同参画の促進は、国際社会における様々な取り組みと密接な関係を有していること

から、「北京宣言及び行動綱領（※１）」の国際的な理念や、国際社会における先進的な各種の取り

組みの内容を参考として、国際的な視野に立って活動していくことも大切です。 

 

（※１）「北京宣言」は、すべての女性の平等、開発及び平和の目標を推進するため、平成７年（1995年）、北京で

開催された第４回世界女性会議で採択されました。「行動綱領」には、女性の地位向上とエンパワーメン

トを達成するために優先的に取り組むべき12の重大問題領域が明記されました。  
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施策の方向 １ 男性の家庭等への参画促進 

男性、子ども、若年層等を含め、あらゆる人が男女共同参画の必要性に共感できるよう情報発信

を進める等、町民的広がりを持った広報・啓発活動に努め、特に男性が共感できる男女共同参画を

推進するための啓発に取り組みます。 

また、男女の固定的な性別役割分担意識を解消し、男性が家事・育児、介護等の家庭生活等に積

極的に参画できるよう、啓発や支援に努めます。 

 

具体的施策 男性への意識啓発と、家庭生活等への参画促進 

施策の内容 

●固定的な性別役割分担意識が解消されていないことが男性の長時間労働や、育児

休業取得の妨げになっており、男性自身のワーク・ライフ・バランスも阻害する

要因になっていることや、男女共同参画の必要性について、男性にも共感できる

よう意識啓発に努めます。 

●男性の家事・育児・介護等への参画についての社会的気運を醸成するため長時間

労働の削減等、働き方の見直しを促進するとともに、様々な場における男性自身

の意識啓発を目的とした講座や父子を対象とした講座の実施、情報の提供等、男

性の家庭生活等への参画を促進する取り組みを進めます。 

●ボランティア、ＮＰＯ活動等への男性の参画を促進するための啓発を進めます。

特に、シニア世代の男性が豊富な経験を活かして参画し、生きがいのある生活が

送れるよう支援します。 

主な 事業  

●男女共同参画講演会のうち、主に男性を対象とするもの 

●町民グループ活動支援 

●町民や企業と協働した子育て支援 

●主体的な男女共同参画推進活動への支援 

具体的施策 生活的自立のための様々な学習機会の提供 

施策の内容 
●生活面での自立に必要な基礎的な生活技術を習得できる学習機会を提供すると

ともに、健全な食生活のための食育の推進に取り組みます。 

主な 事業  ●男女共同参画講演会のうち、主に男性を対象とするもの 

具体的施策 男性のための相談の充実 

施策の内容 ●男性が抱える様々な問題に対応するため、男性のための相談の充実を図ります。 

主な 事業  ●男性のための相談に関する情報提供 
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施策の方向 ２ 子育て・高齢者・障がい者支援の充実 

保育サービスの充実等子育て支援の拡充や介護保険サービス及び障がい者に対する支援の充実

を図る等、誰もが安心して仕事と育児や介護を両立できる環境を整備し、仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）の実現に向けた基盤づくりを進めます。 

 

具体的施策 多様なニーズに対応した保育サービス等の充実 

施策の内容 

●質の高い教育・保育を確実に提供するため、認定こども園の整備を推進し、子育

てと仕事の両立を支援するとともに、多様な保育・子育てニーズに対応するため

のサービスの充実を図ります。 

主な 事業  
●延長保育、一時保育 

●認定こども園の整備 

具体的施策 子育て支援の充実 

施策の内容 

●地域で子どもを見守り育む環境づくりを進める等、社会全体で子育てを支援する

環境づくりに取り組みます。また、託児付きでの事業実施や、子育てをテーマと

した講座を開催し、子育て中の男女の支援に努めます。 

●子どもを取り巻く様々な問題に対する相談・支援に取り組みます。あわせて子ど

もや子育てに関する不安や悩みを気軽に相談できるよう保健福祉センター等に

おける相談体制についても充実・強化を図ります。 

●安全に安心して子どもを産み育てることができるよう、子育て家庭の支援に努め

ます。 

主な 事業  

●地域子ども育成事業 

●男女共同参画講演会のうち、子育てをテーマとするもの 

●保健福祉センター等における相談 

●町民グループ活動支援 

●子育て支援事業 

具体的施策 高齢者支援の充実 

施策の内容 

●高齢者が住み慣れた地域や家庭で、安心して暮らし続けられるよう、介護予防と

生活支援の推進に努めます。また、地域における身近な総合相談機能の充実に努

め介護者の負担軽減を図ります。 

主な 事業  

●介護保険事業 

●地域支援事業及び高齢者の在宅支援サービス 

●地域包括支援センター事業等における相談 

具体的施策 障がい者支援の充実 

施策の内容 
●障がいのある方が地域において自立した生活ができるよう相談体制及び障がい

福祉サービスの施策を推進します。 

主な 事業  
●障がい者相談体制の充実 

●地域生活支援事業 
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施策の方向 ３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

長時間労働の削減や労働生産性の向上等働き方改革を進めることや、男性の育児休業の取得促

進、ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の導入の重要性等について周知していくととも

に、企業等におけるワーク・ライフ･バランスを実現するための取り組みが推進されるよう支援を

行います。 

 

具体的施策 育児・介護休業制度等に関する広報と情報提供 

施策の内容 
●国や北海道と連携して育児・介護休業法や労働基準法について、広報・啓発・情

報提供に努めます。 

主な 事業  
●ワーク・ライフ・バランスの推進（ワーク・ライフ・バランスに関する講演会） 

●育児・介護休業制度等に関する広報と情報提供 

具体的施策 仕事と生活の調和のとれた生き方の普及 

施策の内容 

●ワーク・ライフ・バランスに関する講座・講演会の実施や、ワーク・ライフ・バ

ランスをテーマに活動する町民グループを支援するなど、仕事と生活の調和に対

する町民の認知度を高め、男女共に仕事と生活の調和がとれた生活の普及促進に

努めます。 

主な 事業  
●男女共同参画講演会のうち、ワーク・ライフ・バランスをテーマとするもの 

●広報紙による啓発 

具体的施策 町役場における意識啓発 

施策の内容 

●すべての職員が仕事と生活の調和の必要性を理解し、その実現に取り組んでいく

よう、パンフレットの配布等を通じた意識啓発や浦幌町特定事業主行動計画に基

づく仕事と家庭の両立支援施策を推進します。 

主な 事業  ●浦幌町特定事業主行動計画に基づく仕事と家庭の両立支援策の推進 
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施策の方向 ４ 女性への暴力等の根絶についての認識の浸透 

女性への暴力等の防止及び被害者の保護を図るほか、配偶者暴力防止法、ストーカー規制法等関

係法令の趣旨、内容等について広く周知徹底に努めます。 

また、加害を予防する観点から、男性に対する広報・啓発の重要性に留意しつつ、若者や高齢者

を含む広い層への啓発を進めます。 

 

具体的施策 家庭内暴力に対する取り組み 

施策の内容 

●女性への暴力等に関する実態を把握し、社会的関心を喚起するとともに、相談窓

口の所在等について広く周知徹底します。 

●民生委員・児童委員をはじめ、地域と連携し、より身近な地域レベルでの相談支

援体制を充実・強化します。 

主な 事業  

●ドメスティックバイオレンス防止事業 

●児童虐待防止事業 

●虐待防止等強化事業 
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  基本目標２  働く場において男女が対等に参画し女性が活躍できる社会 

企業において女性活躍推進の取り組みが進み、働く場における男女の均等な機会と待遇が確保さ

れるとともに、働きやすい職場環境がつくられ、男女がその能力を十分に発揮することで企業活動

も活性化し、活力ある社会となることを目指します。 

働く女性の増加に伴い、法制面の整備は進んできていますが、現実には、結婚、出産、育児を機

に仕事を中断する傾向はいまだに解消されておらず、非正規雇用として働く女性の割合は、男性に

比べ依然として高くなっています。非正規雇用が多様な就業ニーズに応えているという側面もあ

りますが、男女間の平均賃金には依然として開きがあります。また、管理職等における女性の比率

は上昇傾向にあるものの、女性の能力の発揮機会は十分とは言えない状況であり、働く場における

男女間格差はいまだ解消されていないと言えます。 

平成28年４月には「女性活躍推進法」に基づき、労働者が301人以上の事業主には女性の活躍状

況を把握・分析し、数値目標や取り組み内容等を盛り込んだ一般事業主行動計画の策定と公表が義

務付けられています。 

働くことの意義は、経済的な自立を促進するだけでなく、自己実現や社会貢献の手段にもなり得

ます。働く場における女性の活躍の機会の拡大を図り、男女を問わず、それぞれの個性と能力を十

分に発揮できる環境づくりに取り組むことにより、将来にわたって多様性に富んだ持続可能な社

会の実現を目指します。 
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施策の方向 １ 企業における女性活躍推進の支援 

女性活躍推進の必要性を企業に広く働きかけていくため、女性活躍推進法に基づく一般事業主行

動計画の策定を支援するとともに、女性活躍に取り組む企業を評価する取り組みや企業における女

性のキャリアアップ支援等を行います。 

 

具体的施策 企業等への啓発 

施策の内容 

●女性の活躍推進の必要性や、長時間労働の削減等の働き方改革、テレワーク（在

宅勤務）等の多様で柔軟な働き方等に関する経営者や管理職の意識改革を促すた

めの講演会等を開催するとともに、妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益

な取扱いをなくすため、企業におけるマタニティ・ハラスメント防止等について

も啓発を行います。 

主な 事業  ●ワーク・ライフ・バランスの推進（ワーク・ライフ・バランスに関する講演会） 

具体的施策 企業の女性活躍推進の取り組み支援 

施策の内容 

●女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定が義務化されていない労働

者が300人以下の中小企業を対象に、計画策定を支援し女性活躍の「見える化」

を推進するとともに、社会貢献優良企業優遇制度の認定基準に新たに女性活躍の

視点を追加して実施する等、女性の活躍推進に向けた企業の取り組みを支援しま

す。 

●より多くの女性が能力を発揮できるよう、企業において今後のリーダーとして期

待される女性を対象とした研修を実施する等、企業における人材育成の支援を行

います。 

主な 事業  
●ワーク・ライフ・バランスの推進（ワーク・ライフ・バランスに関する講演会） 

●女性のチャレンジ支援のための講座（女性リーダー育成研修）の情報提供 
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施策の方向 ２ 働く女性への支援 

働きたい女性が仕事と出産・子育て・介護等の二者択一を迫られることなく、その能力を十分に

発揮し、生き生きと働き続けることができるよう、女性のキャリアアップ・能力向上のための研修

や労働関係の情報提供等を行います。 

 

具体的施策 働く女性の能力向上、キャリアアップ支援 

施策の内容 

●管理職に占める女性の割合を高めるため、働く女性を対象としたリーダー育成や

能力向上のための講座や研修を開催します。 

●働く女性が抱える問題や悩みを共有し、解決を図るため、働く女性に交流の場を

提供します。 

主な 事業  
●女性のチャレンジ支援のための講座（女性リーダー育成研修、資格・技術習得講

座）の情報提供 

具体的施策 働く女性への労働に関する広報と情報提供 

施策の内容 
●男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法、労働基準法等法

制度の周知を含めた労働関係情報の提供を行います。 

主な 事業  
●町ホームページでの情報提供 

●男女共同参画講演会のうち、女性の人生サポートをテーマとするもの 

具体的施策 相談の充実 

施策の内容 ●働く女性が抱える様々な問題や悩みに対する相談機能の充実を図ります。 

主な 事業  ●広報紙による女性の活躍支援センター等の周知 
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施策の方向 ３ 女性の就業・起業支援 

働きたい女性がライフスタイルやライフステージに応じて、多様な働き方ができるよう、関係機

関と連携し、就業や再就職の支援を行います。 

また、町が創業・雇用創出支援に取り組むなかで女性の創業への関心を高め、本格的な創業につ

ながるよう支援します。 

 

具体的施策 女性の起業支援 

施策の内容 

●起業を目指す女性を対象とした、起業や事業経営に必要な知識や手法を学ぶセミ

ナーや交流会、相談会等を実施し、ネットワークづくりを行うとともに、「おう

ち起業」「プチ起業」に関心のある女性を対象としたセミナー等を行います。 

主な 事業  ●女性のチャレンジ支援のための講座等（女性の起業を支援する講座）の情報提供 

具体的施策 再就職の支援 

施策の内容 ●再就職等を支援するための相談窓口において、就業に関する相談に応じます。 

主な 事業  ●浦幌町就労相談窓口 
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  基本目標３  地域において男女が共に支え合い、安全・安心で住みよい地域社会 

地域において、男女が共に日常の活動や意志決定の場に参画し、高齢者、子ども、障がい者、安

全・安心なまちづくり等、様々な地域課題の解決に手を携えて取り組むことで、住みよい豊かな地

域社会づくりを目指します。 

男女共同参画が広く町民に浸透していくには、最も身近な暮らしの場である地域における啓発

活動が重要です。また、少子高齢化、単身世帯の増加、人間関係の希薄化等、様々な変化が起きる

中、地域課題の解決に向けた活動や自治組織の運営についても、性別や世代の偏りなく取り組まな

ければ立ち行かなくなる状況が生じています。 

地域活動において男女が対等に発言し、方針決定に関わっているか、いつも男性が主体で女性は

補佐役になっていないか、次代を担う子どもたちの健全育成や、支援が必要な高齢者等を男女を問

わず共に支えているか等をみると、地域における男女共同参画は十分とは言えません。日常的な地

域活動には女性も多く参加しているにも係らず、諸団体の代表への就任は圧倒的に男性が多いと

いう状況が依然として続いています。国は「指導的地位に占める女性の割合が2020年までに30％程

度」という目標を掲げていますが、地域の諸団体等への女性の就任率の増加は進んでいません。 

町では、地域の意志決定過程への女性の参画を促進するため、地域の様々な場で活動している女

性が今後リーダーになっていくための資質向上の機会提供に取り組むとともに、自治組織や地域

諸団体への働きかけを行います。 

東日本大震災でクローズアップされたように、災害時には男女が直面する困難の違いへの対策

や、多様な人々への配慮が必要です。防災に係る意志決定の場に女性が参画し、日頃から男女共同

参画の視点に基づいて事前の備えや避難所運営等の地域防災の取り組みを進めていかなければな

りません。また、女性の就業が進んだ今、男女に関わらず誰もが地域活動に参画しやすいように工

夫し、活動の担い手を増やすことも今後さらに必要になってきます。 
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施策の方向 １ 地域における男女共同参画意識の浸透と活動支援 

男女共同参画の視点をもって地域の様々な活動が展開されるよう、地域の主体的な取り組みの支

援、広報・啓発等、地域との協働による取り組みを進めます。 

 

具体的施策 地域の主体性を尊重した男女共同参画の推進と活動支援 

施策の内容 

●男女共同参画が広く地域に浸透し、地域が主体的に男女共同参画の推進に取り組

めるよう支援します。 

●男女共同参画の推進に向けて地域や諸団体が行っている取り組みを支援し、先進

的な取り組みや課題解決の事例に関する情報を様々な機会をとらえて情報提供

します。 

主な 事業  

●男女共同参画地域づくり事業 

●地域団体における主体的な男女共同参画推進活動への支援 

●男女共同参画推進担当者研修 

具体的施策 行政区等を中心とした男女共同参画意識の浸透 

施策の内容 
●男女共同参画活動が行政区活動等に広がるよう、地域と協働で取り組みを進め、

男女共同参画の視点に立った運営が行われるよう支援します。 

主な 事業  ●地域における男女共同参画講座・講演会への支援 
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施策の方向 ２ 地域活動の方針決定への女性の参画促進 

地域で活躍が期待できる新たな人材を対象に、リーダーに求められる資質向上の機会を提供する

とともに、新たな女性リーダーの活動を後押しできるような環境づくりを進める等、地域活動の方

針決定過程への女性の参画を促進します。 

 

具体的施策 行政区等への女性役員の参画促進 

施策の内容 

●様々な機会をとらえて、日頃から地域活動の方針決定過程に女性が参画していく

必要性について理解を促し、諸団体役員への女性の就任を進めるための提案等、

働きかけを行います。 

●地域における様々な団体の役員が改選される時期に合わせて、それぞれの団体の

活動の方針決定過程への女性の参画の必要性について、理解を促す取り組みを進

めます。 

主な 事業  ●地域における諸団体の長への就任率向上に向けた支援 

具体的施策 地域の女性リーダー育成と活躍支援 

施策の内容 

●地域が自主的に行う様々な事業の計画・立案、男女共同参画に関する研修の実施

等を支援し、地域における女性リーダーの育成を推進します。 

●地域で自治活動に携わっており、活躍が期待される女性の人材を対象に、リーダ

ーに求められる資質の向上のための学習機会等を提供します。 

●地域活動の中で、新たな女性リーダーが活動しやすいよう見守り、後押ししてい

く意識が醸成されるよう支援します。 

主な 事業  ●地域における男女共同参画講座、講演会への支援 
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施策の方向 ３ 男女共同参画の視点に立った地域防災の推進 

防災の現場における女性の参画を促進するとともに、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制

の確立を推進します。 

 

具体的施策 男女共同参画の視点に立った地域防災の推進 

施策の内容 

●防災分野における女性の参画促進や男女共同参画の視点を取り入れることの必

要性について、理解を促す取り組みを進めます。 

●避難所における備蓄や災害時の避難所運営において、男女のニーズの違いを配慮

する等、男女共同参画の視点をもって取り組むとともに、地域への働きかけを行

います。 

主な 事業  
●災害時ボランティア活動への支援 

●出前講座 

 

 

６ 計画の推進体制と進捗管理 

（１）推進体制 

浦幌町男女共同参画基本計画の推進は、浦幌町課長会議（以下「課長会議」という。）において施

策や取組の管理を行います。 

（２）進捗管理 

浦幌町男女共同参画基本計画は、課長会議において地方公共団体における男女平等参画社会の形

成又は女性に関する施策の推進状況調査の結果等により施策の効果や取組を検証したうえで、必要

な見直しと改善を図ることにより進捗管理を行います。 

 

 

 


