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計画策定にあたって 
～第３次男女共同参画基本計画 改定のポイント ～ 
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男女共同参画基本計画＋ＤＶ対策基本計画、さらに女性活躍推進計画への対応も念頭に置く 

 男女共同参画基本計画 ＤＶ対策基本計画 女性活躍推進計画 

内容 
男女共同参画を推進していくための施策

の基本的方向や具体的な内容を定める計

画 

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保

護、自立支援等の体制を整備し、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図る

計画 

女性の職業生活における活躍を進める

ための計画 

・市町村女性活躍推進計画  

・事業主行動計画  

根拠法 男女共同参画社会基本法 

配偶者暴力防止法  

（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）  

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）  

国 
第４次男女共同参画基本計画  

Ｈ27.12 策定 

（10 年間を見越した方針と 5 年間の実施計画）  

基本方針 Ｈ25．12 策定 

（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

のための施策に関する基本的な方針）  

基本方針 Ｈ27.9 閣議決定 

（女性の職業生活における活躍の推進に関す

る基本方針）  

都 

男女平等参画のための東京都行動計画  

H28 年度末策定 

東京都配偶者暴力対策基本計画  

H24．3 策定 

東京都女性活躍推進白書 

Ｈ28．2 策定 

市 
東村山市第２次男女共同参画基本計画 

計画期間：Ｈ24 年度～Ｈ28 年度 

（市町村配偶者暴力対策基本計画と一体）  

（市町村女性活躍推進計画）  

 

 

  

計画の位置づけ 

第３次計画 【Ｈ29～Ｈ33 年度】 

男女共同参画基本計
画の中に包含される
ものとして位置づけ
る。  
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■ 女性活躍推進法の成立（Ｈ28.4 施行） 

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要。このため、女性の職業生活における活躍を推

進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。 

＜基本原則＞  ＜市町村の役割＞  

●女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性

別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮

が行われること 

●職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職

業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること 

●女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重される

べきこと 

●当該区域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画を

策定（努力義務）。 

●地域の特性を踏まえた主体的な取り組みを推進する。また、女性やその家

族からの相談・助言等に努めることとする。 

●地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を

組織することができることとする（任意）。 

 

■ （国）第４次男女共同参画基本計画策定（Ｈ27.12） 

＜目指すべき社会＞ ＜基本的方向性（強調している視点）＞ 

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、多様性に

富んだ豊かで活力ある社会  

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会   

③男性中心型労働慣行等の変革等を通じ、仕事と生活の調和が図られ、

男女が共に充実した職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送るこ

とができる社会  

④男女共同参画を我が国における最重要課題として位置付け、国際的な

評価を得られる社会  

●あらゆる分野における女性の活躍  

  男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍、仕事と生活の調和 など 

●安全・安心な暮らしの実現  

  女性の健康支援、ＤＶの根絶、困難を抱えた女性への対応 など 

●男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備  

  各種制度の整備、意識改革・理解促進、防災・復興体制の確立  など 

●推進体制の整備・強化 

  地域における推進体制の強化 など 

 

男女共同参画行動計画改定のポイント （関連制度の動向） 



 
4 

 

■ 男女共同参画を取り巻くその他のキーワード 

人口減少社会  
我が国の人口は、少子・高齢化が進み、2005（平成 17）年に人口減少局面に入ったとされている。急速な人口減

少は国や社会の存立基盤にかかわる問題であり、家族や地域、職場のあり方など様々な側面で課題が生じている。 

働き方の二極化（正規・

非正規） 

正規と非正規との行き来が極めて難しく、働き方が二極化し、多様な働き方に対応できなくなっている。また、非正規労

働には処遇面（給与・昇進・雇用安定・キャリア形成）などの問題があり、正規労働においては長時間労働やサービス

残業などの問題がある。 

待機児童問題  
保育所を必要とする家庭が増え、特に人口の多い都市部を中心に待機児童問題が解消できないままとなっている。１

９９０年代初め（バブル経済崩壊後）以降、共働き世帯が専業主婦世帯を上回っているのが現状。 

介護離職  

家族の介護を抱えている労働者が仕事と介護を両立できず、介護のために離職すること。介護は育児と異なり突発的に

問題が発生することや、介護を行う期間・方策も多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難となることも生じてい

る。現政権においては「介護離職ゼロ」を目標とする政策を展開している。 

ダブル・ケア 
親の介護と子育てを同時にしなければならない状況。少子化と高齢化の同時進行が続いていること、また晩婚化により

出産年齢が高齢化していることなどにより、近年注目され始めている社会問題の一つ。 

ＬＧＢＴ 
L＝レズビアン、G＝ゲイ、B＝バイセクシュアル、T＝トランスジェンダーの頭文字をつないだ言葉で性的少数者を意味す

る。なお、トランスジェンダーについては医学上の診断名「性同一性障害」よりも広い概念とされる場合もある。 

リベンジポルノ防止法  
正式には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」。近年のＳＮＳの急速な発達とともに問題

化し、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的として施行された。  

マタニティ・ハラスメント 
職場において、妊娠や出産をしたことが業務上支障をきたすという理由で行われる、精神的・肉体的な嫌がらせ。妊娠･

出産を理由とする不利益な取り扱いは男女雇用機会均等法等により禁止されている。 

ジェンダー統計  

国連の定義では、「ジェンダー統計とは、生活のあらゆる分野の女性と男性の状況における差異及び不平等を適切に反

映している統計」と定義されている。社会的・文化的に形成された男女の生活や意識における偏り、格差、差別を明らか

にする統計であり、データが性別に収集・表章されること、ジェンダー問題を映し出していること、男女の多様性を反映して

いることなどがその要件とされている。 
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東村山市第 4 次総合計画基本構想 
将来像  「人と人  人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」 

基本目標  

１．みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

２．みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち 

３．みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

４．みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

後期基本計画（平成 28 年度～平成 32 年度） 

施策大綱  

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 基本目標４ 

 
１ 安心して子育てができる環境を 
整備する 

 
２ だれもがいきいきと生活できるよう 
支援する 

 
３ 生涯にわたる健康づくりを支援する 
 
４ 互いに認め合える社会をつくる 

１ 生きる力を育む学校教育を充実する 
 
２ 健やかで豊かな心を持つ青少年  
を育成する 

 
３ 生涯にわたる文化・学習活動を 
充実する 

１ 人とまちにやさしい自然と生活環  
境を醸成する 

 
２ 地球環境にやさしい循環型社会を 
形成する 

 
３ 安全で安心なくらしを守る 

１ 快適に暮らせる住みやすいまちを 
つくる 

 
２ 交通ネットワークと交通環境の 
整ったまちをつくる 

 
３ 豊かさとにぎわいを創出する産業を 
振興する 

 
４ まちの機能を支える情報環境を 
整備する 

 

施策  

１ 多文化共生・男女共同参画の推進  
２ 人権・平和意識の醸成  
３ 協働による地域コミュニティの醸成  

参考：市の総合計画（第４次基本構想・後期基本計画） 
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■ 東村山市の現行計画の状況 

【条例】 

東村山市男女共同参画条例 

↓ 

【基本理念】＜６つの基本理念＞   （基本理念は条例に基づいて設定されている。） 

個人としての人権尊重・性別にとらわれない生き方や活動の選択・意思決定過程に対等な構成員として参画  

男女がともに家庭生活と社会生活を両立・ひとりひとりの生涯にわたる健康の保持・国外、国内との協調  

 

【施策体系】 

基本目標 施策の方向性（抜粋） 

Ⅰ人権尊重にたった教育の推進と男女平等意識の形成  
DV や児童虐待防止の推進、性に関する指導、意識形成の推進  

固定的性別役割分担意識の解消、男性の地域社会への参画の支援  

Ⅱ男女が生き生きと働くための就労環境の整備と支援  
保育・子育てニーズへの整備、意識啓発、WLB の推進、 

男性の家庭参加の推進、就労支援  

Ⅲ男女がともに健康で、安心して暮らせる社会への環境づくり 
経済的・社会的支援、社会的資源の連携強化、女性参画の推進  

相談体制、正しい知識の普及、子育てサービスの充実  

Ⅳ人権擁護と男女平等社会の形成へ 
啓発活動の推進、環境整備、関係機関との連携、 

性犯罪・セクハラ・ストーカーの防止対策、行政及び地域の連携  

Ⅴ男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の充実  
女性管理職登用の推進、男女別統計の推進、周知の推進  

まちづくりの推進、手続きの一元化の検討  

●現在の計画においても、取り組みの分野としてはすでに網羅されている。 

→現行計画をベースに、これまでの取り組みの成果と課題を確認し、それらへの対応を中心に見直し 

→上位計画で示されている重点や、社会情勢、地域に即した新たな取り組みも検討 

（男性中心型労働慣行等の変革、女性の活躍など） 

●仕組みづくりの一つとして、市としてのジェンダー統計及び重要施策における数値目標・指標の整備も要検討 
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（参考）国の第３次計画と第４次計画との構成の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第３次計画＞ 

第１部 基本的な方針  

第２部 施策の基本的方向と具体的施策  

 第１分野  政策・方針決定過程への女性の参画の拡大  

 第２分野  男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 

 第３分野  男性、子どもにとっての男女共同参画  

 第４分野  雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保  

 第５分野  男女の仕事と生活の調和  

 第６分野  活力ある農村漁村の実現に向けた男女共同参画の推進  

 第７分野  貧困など生活上の困難に直面する男女への支援  

 第８分野  高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備  

 第９分野  女性の対するあらゆる暴力の根絶  

 第10分野  生涯を通じた女性の健康支援  

 第11分野  男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

 第12分野  科学技術・学術分野における男女共同参画  

 第13分野  メディアにおける男女共同参画の推進  

 第14分野  地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進  

 第15分野  国際規範の尊重と国際社会の「平等・開発・平和」への貢献  

第３部 推進体制  

＜第４次計画＞ 

第１部 基本的な方針  

第２部 施策の基本的方向と具体的施策  

Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍推進  

 第1分野  男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍  

    ※旧第2分野（慣行）及び旧第3分野（男性）を充実、女性の活躍推進を独立 

 第2分野  政策・方針決定過程への女性の参画の拡大  

     ※各分野に散らばっていた女性の参画拡大のための取組を統合 

 第3分野  雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和  

     ※旧第４分野（雇用）及び旧第５分野（仕事と生活の調和）を統合 

 第4分野  地域・農村漁村、環境分野における男女共同参画の推進  

     ※旧第６分野（農村漁村）及び第１４分野（地域・防災・環境）の一部を統合 

 第5分野  科学技術・学術における男女共同参画の推進  

Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現  

 第6分野  生涯を通じた女性の健康支援  

 第7分野  女性に対するあらゆる暴力の根絶  

 第8分野  貧困、高齢、障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備  

     ※旧第７分野（貧困等生活上の困難）と旧第８分野（高齢者等）を統合 

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

 第9分野  男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備  

     ※子育て介護支援含む 

 第10分野  教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進  

 第11分野  男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立  

       ※旧第14分野（地域・防災・環境）のうち防災部分を独立 

 第12分野  男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献  

Ⅳ 推進体制の整備・強化 
    ※ジェンダー統計、予算編成・立法過程、地域の推進体制等を追加 

＜ポイント＞ 
・ 目的を異にする計画分野が混在しており、計画全体のターゲットが分かりにく
いことから、目的別の大分類となる３本柱を設定  
・ 計画の施策が広範にわたり、特に注力すべき重点項目が分かりにくいことか
ら、重要なステークホルダーとなる「男性」の視点を計画全体にわたる視点に位
置付けるとともに、「防災・復興」の独立、推進体制への「地域の推進基盤づく
り」の追加などを実施 


