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計画策定の趣旨

計画の基本理念

　男女共同参画社会は難しく考えられがちですが、『女性だから、男性だから、という理由だけで
したいことができなかったり、特定の仕事や役割が偏っていたりする社会ではなく、女性も男性も
自分の意志で社会に参画し、互いに支えあいながら、自分らしく力を発揮できる社会』だと考えれ
ば、男女共同参画社会がより身近に感じられるのではないでしょうか。

　本計画では、女性・男性といった性別にとらわれることなく、一人ひとりが尊重され、力を発揮

できる男女共同参画社会を目指し、以下の基本理念を設定します。

　牛久市では、平成２５年度～平成２９年度を計画期間とする「牛久市男女共同参画推進基本計画・

実施計画（第２次）」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを進めてきました。徐々

に男女共同参画への意識が浸透してきましたが、この間、少子高齢化の進展や雇用環境の悪化など

とともに、生活様式の多様化など、市民を取り巻く環境が変化しています。

　第２次計画から５年が経過し、社会情勢の変化やライフスタイルの多様化による新たな課題への

対応と、一人ひとりの個性と能力を生かし、充実した生き方を選択できる男女共同のまちづくりを

目指し、行政のみならず市民や事業者などが一体となって男女共同参画を推進するため、この度「牛

久市男女共同参画推進基本計画・実施計画（第３次）」を策定いたしました。

(１)人権の尊重と男女平等  

(２) 男女の自立とパートーナーシップ

(３)まちづくりへの男女共同参画
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　男女共同参画社会は、男女共同参画社会基本法第２条で「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社会」とされています。

男女共同参画とは

男女共同参画って何をしたらいいの？男女共同参画って何をしたらいいの？
　行政の取り組みだけではなく、市民一人ひとりがそ

れぞれの生活の中で、男女共同参画意識を持って行動

することが求められます。身近なところで男女共同参

画を実践しましょう。

個人では個人では

男らしさ、女らしさという固定

概念にとらわれていませんか。

男女それぞれの人権を尊重し

助け合いましょう。

地域では地域では

性別によって役割を分けている

現状はありませんか。

多様な意見を取り入れ、誰もが

参加しやすい地域活動を実施し

ましょう。

職場では職場では

性別に関わらず、能力を発揮で

きる職場環境づくりをしましょ

う。ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）が企業や

地域に有効なものであることを

理解し、尊重しましょう。

家庭では家庭では

家庭で性別による役割分担がさ

れていませんか。

家事・子育て・介護などは家族

全員が協力して行いましょう。

- 2 -- 3 -



基本目標

基本目標１

男女が互いの人権を尊重するための意識の改革
　個人の尊厳と男女の平等に対する意識づくり、男女共同参画に関する教育・学習の推進、男女間のあらゆる

暴力の根絶、情報化社会における男女共同参画の推進を図るための施策展開を進め、「笑顔があふれ　やすら

ぎのあるまち」の実現に向け、一人ひとりの意識の醸成を図ります。

１ 男女共同参画の意識づくり

主要課題と施策の方向

２ 男女共同参画を推進するた

めの教育の充実

３ 男女間におけるあらゆる

暴力の根絶

４ メディア社会における

男女共同参画の推進

家庭・地域・職場において、性別による固定的な役割分担をもつ慣
習の見直しや意識啓発に対する施策を展開します。

学校教育では、男女が互いに認め合い、自らの主体性を育てる学習
を発達段階に応じて実施します。また家庭や地域では、男女が共に
自立し積極的に社会へ参画する為の生涯学習の充実を図ります。

男女間における暴力の根絶を目指し、被害者が相談しやすい体制の
整備を進めるとともに、関係機関と協力体制を確立しながら、卑劣
な犯罪の撲滅に取り組みます。

人権に配慮し、男女共同参画の視点を取り入れた情報発信に努めま
す。また、すべての人にに情報が届くよう情報の共有化を図ると共に、
様々な情報を主体的に収集、判断し、適切に発信することができるよ
う、メディア・リテラシーを向上させる取り組みを実施していきます。

資料：「平成２８年牛久市男女共同参画に関する市民意識調査報告書」より

◆男女平等意識について

①家庭生活（家事・育児など）

②職場

③学校教育の場

④政治の場

⑤行政区、自治会などの住民組織

⑥市民活動やボランティア組織

⑦社会通念・慣習・しきたりなど

⑧法律や制度

⑨社会全体
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１ 政策・方針決定過程への

女性参画の促進

２ 男性、子どもにとっての

男女共同参画の推進

３ 地域社会における

男女共同参画の推進

　男女が社会の対等な構成員として参画し、意見や考えを反映させるため、企業や団体における女性の参画

拡大を促進します。また、「男性にとっても暮らしやすい社会である」との認識にたち、男性にとっての男

女共同参画を推進するとともに、次代を担う子どもたちが個性と能力を十分発揮できるように、子どもの頃

からの男女共同参画の理解を促進します。さらに、防災、防犯、交通安全、環境など、あらゆる分野におい

て男女共同参画の視点で取り組むよう、活動を支援します。

◆家庭内での夫婦の役割分担

男女があらゆる分野に参画できる環境の整備　　　　　　　　　

民間の企業や団体でも方針決定過程への女性参画が促進されるよう、
情報の提供や啓発活動を行います。また、市において女性管理職の
登用を促進します。

長時間労働の見直し、地域生活や家庭生活への参画について、男性
の理解を深めるほか、子どもの頃から男女共同参画の理解を促進す
ることで、子どもたちが将来を見通した自己形成ができるよう取り
組みを進めます。

地域における様々な課題を男女共同参画の視点にたって解決してい
くため、組織の運営や活動の進め方など方針決定への女性の参画を
促進するとともに、地域の実情に合わせた、よりきめ細やかな問題
解決をするための基盤づくりを進めます。

基本目標 2

主要課題と施策の方向
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資料：「平成２８年牛久市男女共同参画に関する市民意識調査報告書」より

①食事のしたく

②食事の後片付け

③洗濯

④掃除

⑤育児（子どもがいる方のみ）

⑥子どものしつけ、教育（子どもがいる方のみ）

⑦高齢者、病人の介護・看護（対象者がいる方のみ）

⑧行政区など地域のつきあい

⑨役所等の公共機関への手続きや用事

⑩家庭における全体的な決定権



  少子高齢化が急速に進む中、女性労働力の必要性が高まっています。男女が共にやりがいや充実感を感じ

ながら働き、家庭や地域生活でライフスタイルに応じた多様な生き方が選択できるような取り組みを進めて

いきます。  また、高齢化が進むなか、生涯を通して生きがいを持って社会生活に参加できるよう、人生の

各段階（ライフステージ）の希望に応じた就労の支援を進めます。  さらに、農業や商工業等の自営業にお

ける家族従業者の実態の把握と、労働条件の改善を図り、誰もがいきいきと働ける社会環境づくりに取り組

みます。

１ あらゆる就労の場における

男女共同参画の推進

２ 男女の仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）

の推進

３ 男女の生涯にわたる雇用

・就業の支援

雇用のあらゆる面で男女平等が確保され、女性の能力が十分に発揮
できるよう、関係機関との連携を図り、女性が働きやすい職場環境
づくりを進めます。

男性も女性も安心して働き続けるために、就労形態に対応した、仕
事と生活の両立支援の推進を図ると共に、民間企業への育児・介護
休業制度の周知・啓発を進めます。

生涯を通じて働きたい人が性別にかかわりなく能力を十分に発揮で
きるよう、多様な就労形態に対応した、講座・セミナーの開催、情
報提供、相談窓口等の充実を図り、就職や起業を支援します。

◆職場における差別の実態

①募集や採用時の男女差別

②賃金、昇格などにおける男女格差

③女性が結婚や出産を理由に退職する慣例

④育児・介護休業を取りにくい職場の雰囲気

⑤有給休暇を取りにくい職場の雰囲気

⑥性的いやがらせ（セクシュアル・ハラスメント）など

⑦男女で職務内容を固定的に分ける

⑧女性だけが雑用を期待される

⑨無理な転勤、異動などによって女性を退職に追い込む

⑩能力・成果の評価における男女格差

⑪研修機会や研修内容での男女格差

基本目標３

男女が多様なライフスタイルを可能にする環境の整備

主要課題と施策の方向 資料：「平成２３年牛久市男女共同参画に関する市民意識調査報告書」より
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　男女が生涯にわたって健康で充実した生活を送ることは、男女共同参画社会の最も基本的な条件です。

からだの健康はもちろんのこと、ストレスの多い現代社会においては、様々な悩みや不安を解決するため

の相談体制を整備し、心のケアをしていくことが大切です。また、妊娠中及び出産後も継続して働き続け

る女性が増加していることを踏まえ、女性が引き続きその能力を十分に発揮する機会を確保するための環

境整備も重要です。さらに、近年子育てに悩む親が増えているため、子どもを安心して産み育てるための

環境整備も引き続き進めます。

男女が健やかに安心して暮らせる生活環境の整備

１ 生涯を通じた男女の健康支援

２ 誰もが安心して暮らせる

環境の整備

子育て世代、介護者、高齢者、障がい者、ひとり親家庭、生活
困窮家庭、外国人など、すべての人が生きがいを持ち、お互い
に思いやりを持ち、安心して暮らすことができる環境づくりを
進めます。

疾病の予防だけでなく、市民一人ひとりが健康管理とライフサ
イクルに応じた健康づくりに主体的に取り組めるような支援を
進めます。さらに、女性の妊娠・出産の悩みや不安を解消する
ための相談体制を充実するとともに、精神的にゆとりをもった
子育てができる環境づくりを進めます。

基本目標４

・特定検診受診率 ３１ .4％→４５％

４1 .３％→  5２％

303 人→320 人

424 人→437 人

・ インフルエンザ予防接種接種率（高齢者）

・かっぱつ体操普及員数

・一家にひとり地域ヘルパー養成講座受講者数

※数値目標とは、行政が事業を行う上で目標とする数値のことです。

H2 8 現状値 H3 4 目標値

H2 8 現状値 H3 4 目標値

主要課題と施策の方向

主な数値目標

主な数値目標
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牛久市男女共同参画推進条例（前文）

推進体制の整備・充実

牛久市男女共同参画推進基本計画（第３次）（ダイジェスト版）

（前略）牛久市においては、首都圏近郊整備地帯の指定を受けて以来、首都圏の衛星都市として人口及び世帯が

増加傾向にあり、特に、核家族の割合が高いことが特徴となっていることから、出産や子育てを機に働きつづけ

ることを断念する女性が多く、依然として性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行が根強く

残っており、自らの選択による多様な生き方が可能となる社会の達成には、なお一層の努力が必要である。

　ここに、男女が、それぞれの個性と能力を十分に生かし、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できる男女共同参画社会の実現を目指し、牛久市を支えるすべての人々が

一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。

発行

編集

〒300-1292　茨城県牛久市中央 3-15-1

TEL　029-873-2111　FAX　029-873-2512

こちらから電子版をご覧いただけます→http://www.city.ushiku.lg.jp/

牛久市市民部市民活動課男女共同参画推進室

平成３０年　　牛久市

平成１5 年 3 月 26 日
条例第 1 号

男女共同参画推進会議

市民活動課男女共同参画推進室

男女共同参画
ネットワーク

男女共同参画審議会

男女共同参画推進会議
ワーキングチーム

・男女共同参画に関する調査・分析を基に企画立案を行う

・情報収集及び広報活動、啓発活動を行う

市内男女共同参画関連団体

 ・市と市民のパートナーシップ 

　による地域に根ざした活動を　

　行う

 ・市内団体・事業所の連携強化

・施策の策定及び推進につい

て調整・協議を行う

・推進会議の下部組織として、

資料収集及び現状分析を行う

市職員２２名で構成

委 員 長→副市長

副 委 員 長→市民部長

委 員→部長・次長及び関係課長

・諮問機関として施策及び重

要事項を調査審議する

市民（公募含む）

学識経験者

関係機関及び団体の構成員
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