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第１章 計画策定にあたって 

 計画策定の趣旨  

 わが国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が掲げられ、男女平等の実現に向け

た様々な取り組みがすすめられてきました。その結果、法律や制度上での男女平等は着実に

進展してきました。 

近年の男女共同参画を取り巻く状況は、男女共同参画社会基本法施行から 15 年を経過し

た今、配偶者等からの暴力などドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）被害や、女性や高齢

者・子どもの人権が侵害される問題などもさらに深刻化するとともに、ワーク・ライフ・バ

ランス（仕事と生活の調和）に関することなどの新たな課題や取り組みも現れてきています。 

しかしながら、固定的な性別役割分担意識や社会習慣・慣行など、男女平等を阻害する要

因は未だに十分解消されず、急速な尐子・高齢化の進行、家族や地域を取り巻く社会状況の

変化、価値観やライフスタイルの多様化が進む中で、政策・方針決定過程への女性の参画や、

子育て世代の女性の労働力率は国際水準より低位にあるなど、より一層の努力が必要である

とされています。 

 このような中で、男女共同参画社会の実現には、男性も女性も、互いにその人権を尊重し、

社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に参画する機会を確保すること、加

えて家庭、学校、地域及び職場などにおいて支え合うことが必要となります。 

 愛媛県では、平成 23 年３月に第２次愛媛県男女共同参画計画を策定し、男女共同参画を

総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現するための施策が展開されています。 

 尐子・高齢化の進行や社会経済状況が目まぐるしく変化する中で、活力ある新しいまちづ

くりを進めていくためには、町民の積極的な参加と協働が必須となる中、松野町における男

女共同参画の推進については、「人心緑化の精神」と人権の尊重を基本に、「仕事と生活の調

和」、「子育て支援」、「若者定住施策」、「人権施策」などの町政の課題解消に向け、総合的に

取り組むものとし、この計画はその指針となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会とは 

 『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』です。 
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 計画の位置づけ  

 本計画は「男女共同参画社会基本法」（第 14 条）に基づく計画であり、「第４次松野町長

期計画」をはじめ、国の「第３次男女共同参画基本計画」、県の「第２次愛媛県男女共同参

画計画」等の関連計画と整合を図った計画です。 

 

 

 計画の期間  

 計画の期間は平成 26 年度から平成 30 年度の５年間とします。なお、国内外情勢の動向

や社会経済情勢の変化、計画の進展状況等に応じて必要な見直しを行います。 

 

 

 松野町の現状  

 松野町の人口は、平成 25 年９月１日現在 4,331 人で、年々減尐傾向をたどっています。 

年齢別にみると老年人口（65 歳以上）の割合が 39.6％、生産年齢人口（15 歳～64 歳）の

割合が 51.2％、年尐人口（０歳～14 歳）の割合が 9.2％と、尐子高齢化が進行しています。 

  

（人）                   人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 国勢調査（平成 25 年については住民基本台帳） 
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計画策定の背景 

① 世界の動き 

 

1975 年（昭和 50 年） 

国際連合において 1975 年が「国際婦人年」とされメキシコで開催された第１回世界女

性会議で「世界行動計画」が採択されました。そして翌年 1976 年からの 10 年間を「国

連婦人の 10 年」と定め、女性の人権擁護と男女平等を推進するための国際的行動が積極

的に始まりました。 

 

1979 年（昭和 54 年） 

国連総会で「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条

約）」が採択され、翌年コペンハーゲンで第２回世界女性会議が開催されました。 

 

1985 年（昭和 60 年） 

  第３回世界女性会議がナイロビで開催され、国連婦人の 10 年の評価が行われ、残され

た課題を解決するための 2000 年に向けてのガイドラインとなる「婦人の地位向上のため

のナイロビ将来戦略」が採択されました。 

 

1995 年（平成７年） 

北京で開催された第４回世界女性会議において「北京宣言及び行動綱領」が採択されま

した。「行動綱領」には、女性の健康、女性に対する暴力、意思決定における女性の参画

など 12 の課題が示され、また「北京宣言」では「平等・開発・平和」のためにあらゆる

分野における女性の参画を求めることが明示されました。 

 

2000 年（平成 12 年） 

ニューヨークで開催された国連特別総会「女性 2000 年会議」では、これまでの活動を

評価・検討し、より一層の行動を求める「政治宣言」「成果文書」が採択されました。 

 

2005 年（平成 17 年） 

  ニューヨークで開催された第 49 回国連婦人の地位委員会（北京+10）では、「北京宣言

及び綱領」並びに「女性 2000 年会議」成果文書を再確認する政治宣言が採択され、女性

の自立と地位向上に向けた取組を引き続き推進していくことが確認されました。 

 

2006 年（平成 18 年） 

  東アジアにおける初の会合である「第１回東アジア男女共同参画担当大臣会合」が東京

において開催され、「東京閣僚共同コミュニケ」が採択されました。 
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2010 年（平成 22 年） 

  ニューヨークで開催された第 54 回国連婦人の地位委員会（北京+15）では、「北京宣言

及び行動綱領」と「女性 2000 年会議」成果文書の実施状況の評価が行われ、女性の経済

的地位向上等が決議されました。 

 

2013 年（平成 25 年） 

  ニューヨークで開催された第 57 回国連婦人の地位委員会では、女性及び女児に対する

あらゆる形態の暴力の撤廃と防止について協議が行われました。 

 

② 国の動き 

 

1946 年（昭和 21 年） 

日本国憲法が制定され、個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の尊重、男女平等

が明記されました。 

1984 年（昭和 59 年） 

「女子差別撤廃条約」の批准に向けて国内法の整備が進められ、「国籍法」および「戸

籍法」の改正、1985 年（昭和 60 年）に男女雇用機会均等法の制定が行われるなど、男女

平等に関する法律・制度面の整備が進められました。 

 

1987 年（昭和 62 年） 

「西暦 2000 年に向けての新国内行動計画」が策定されました。 

 

1994 年（平成６年） 

総理府に「男女共同参画室」、「男女共同参画審議会」が設置されるとともに、内閣に置

かれる「男女共同参画推進本部」が設立されました。 

 

1996 年（平成８年） 

  男女共同参画審議会から「男女共同参画ビジョン」が答申されるとともに、「男女共同

参画社会の形成の促進に関する平成 12 年（西暦 2000 年）度までの国内行動計画（案）

－男女共同参画 2000 年プラン」が策定されました。 

 

1997 年（平成９年） 

「男女雇用機会均等法」の改正が行われました。 

 

1999 年（平成 11 年） 

「男女共同参画社会基本法」が制定・公布され、男女共同参画社会の形成に係る国、地

方公共団体、国民の責務が定められました。 
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2000 年（平成 12 年） 

基本法に基づく「男女共同参画基本計画」が策定されました。 

 

2001 年（平成 13 年） 

  「総理府男女共同参画室」から「内閣府男女共同参画局」に改組され、「男女共同参画

会議」が内閣府に設置されました。 

 

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」が改正され、同法に基づく

基本方針が策定されました。 

 

2005 年（平成 17 年） 

「男女共同参画基本計画」を改定し、新たに「第２次男女共同参画基本計画」が策定さ

れました。この中で、新たな取り組みを必要とする分野として「科学技術」、「防災」、「地

域おこし、まちづくり、観光」、「環境」が提言されています。 

 

2006 年（平成 18 年） 

「男女雇用機会均等法」の改正が行われました。 

 

2007 年（平成 19 年） 

  男女共同参画会議において、「ワーク・ライフ・バランス推進の基本的方向」が示され

るとともに、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において、「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」

が策定されました。また、「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」が

改正されました。 

 

2008 年（平成 20 年） 

  「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」が改

定されました。 

 

2010 年（平成 22 年） 

  第３次男女共同参画基本計画が策定され、経済社会情勢の変化等に対応して、15 の重

点分野を掲げ、それぞれについて 2020 年（平成 32 年）までを見通した長期的な施策の

方向性と、2015 年（平成 27 年）度末までに実施する具体的施策が示されました。 

 

2013 年（平成 25 年） 

  「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」が改正され、「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」が改定されまし
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た。 

 

③ 県の動き 

 

1979 年（昭和 54 年） 

女性行政に関する総合的な窓口として「婦人対策班」が設置されました。 

 

1983 年（昭和 58 年） 

「愛媛の婦人対策基本指針」が策定され、女性に関する施策についての連絡調整と総合

的な企画・推進を図るために「愛媛県婦人対策推進会議」が設置されました。また、婦人

対策班を改め婦人対策室が設置されました。 

 

1987 年（昭和 62 年） 

愛媛県婦人総合センター（現：愛媛県男女共同参画センター）が開館されました。 

 

1991 年（平成 3 年）                                                                                                                              

男女共同参画社会づくりの中核機構として「（財）えひめ女性財団」が設立されました。

また、愛媛県婦人総合センターが愛媛県女性総合センターに改称されました。 

 

1992 年（平成４年） 

「愛媛県女性行動計画」が策定されました。 

 

1997 年（平成 9 年） 

  「愛媛県女性行動計画（改定版）」が策定されました。 

 

2001 年（平成 13 年） 

愛媛県女性行動計画（改定版）の目標年度が 2000 年（平成 12 年）で最終年度を迎え

たことから、2010 年（平成 22 年）度を目標年度とする「愛媛男女共同参画計画～パート

ナーシップえひめ 21～」が策定されました。 

 

2002 年（平成 14 年） 

愛媛県の特性や実態に即して実効性ある男女共同参画を進める根拠として「愛媛県男女

共同参画推進条例」が制定されました。 

 

2006 年（平成 18 年） 

「愛媛県男女共同参画計画～パートナーシップえひめ 21～」の中間改定が行われ、「愛

媛県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」が策定されました。 
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2009 年（平成 21 年） 

  「愛媛県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」が改定されまし

た。 

 

2011 年（平成 23 年） 

目標年度を 2020 年（平成 32 年）度とする「第２次愛媛県男女共同参画計画」が策定

され、引き続き県民、企業、団体、市町、県等が一体となった、男女共同参画社会の実現

に向けた取り組みが進められています。 

愛媛県女性総合センターが愛媛県男女共同参画センターに改称されました。 

 

 

基本理念に基づいて次の４つを基本目標として設定し、これらを実現するために現状と課

題を掲げ、施策の基本的方向を示すとともに、具体的な施策・事業を実施します。 

 

計画の体系 

 

基本理念      基本目標          基本的施策        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 男女共同参画社会に 

向けての意識改革 

① 意識改革と啓発活動 

② 教育学習の充実 

Ⅱ 人権尊重と 

男女間における暴力根絶 

 ① 人権の尊重 

 ② あらゆる暴力の根絶 

   ～松野町虐待・DV 防止基本計画～ 

Ⅲ あらゆる分野における 

男女共同参画の推進 

① 政策方針決定の場への女性参画の推進 

② 就労の場における環境の整備 

③ 仕事と家庭を両立できる環境づくり 

Ⅳ 安心して暮らせる 

活力あるまちづくり 

① 社会的支援体制の充実 

② 心と身体の健康づくり 

③ 若者定住施策 

④ 防災分野における男女共同参画の推進 

誰
も
が
住
み
た
い
、
住
み
続
け
た
い
町
、
森
の
国
を
め
ざ
し
て 
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第２章 計画の内容 

基本目標Ⅰ  男女共同参画社会に向けての意識改革 

Ⅰ－① 意識改革と啓発活動 

＊現状と課題＊ 

 

町で男女共同参画に関するアンケートを実施した結果、従来の性別による固定的な役割分

担意識が未だ根強く残っていることなどから、男女共同参画が進んでいない現状が予想され

ます。 

このような現状を踏まえ、男女共同参画社会を推進し、その視点を活かしたまちづくりを

実現するためには、社会的性別（ジェンダー※）意識を改革し、男女共同参画とは何か、ど

のような考えなのか、具体的な内容、取り組みについてさまざまな方法を使って最新の情報

を共有する必要があります。 

 

主要施策 施策の内容 

男女共同参画に関する情報提供、 

啓発活動 

国や県などが発行する各種パンフレットの収集、町の

ホームページや広報、イベント時の紹介などを通じて

男女共同参画に関する情報提供や啓発活動に努める 

男女の平等意識の啓発 
固定的な性別役割分担や慣習・慣行を見直すため、学

習会・セミナー等、さまざまな機会で啓発活動を行う 

差別的な表現に対する掲載の 

配慮 

行政が発行する刊行物に対して、適切な表現が用いら

れているか点検し、男女共同参画の視点に立った表現

の浸透に努める 

  

                

※社会的性別（ジェンダー）：人間には生まれついての生物学的性別（セックス/sex）がある。一方、社

会通念や慣習の中には、社会的・文化的に作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男

性、女性の別を「社会的性別」（ジェンダー/gender）という。 
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Ⅰ－② 教育学習の充実 

＊現状と課題＊ 

 

 乳幼児期、学童期は、人間形成の基礎が培われる重要な時期であり、男女共同参画を構築

していく上でも、保育園や小中学校での教育は重要な役割を担っています。 

児童・生徒が社会人となって、自然に男女共同参画意識を持つために、学校教育の中で、

男女共同参画についての学習を推進し、体験する機会を提供する必要があります。 

教育者は発達段階に応じた教育を推進し、児童・生徒一人ひとりの個性や能力を尊重し、

進路指導においては生徒が主体的に進路を選択できるように指導を行うことが大切です。 

 

 主要施策 施策の内容 

学校等における男女平等教育・ 

学習の推進 

保育園における男女共同参画意識の基礎づくり、および

小・中学校における発育段階に応じた男女共同参画や男

女相互理解、協力のための教育の推進を行う 

図書館においても男女共同参画の書籍の充実を図る 

教育関係者等の研修の実施 
保育士・教師・学校教育関係者への意識啓発・研修の充

実を図る 

地域社会における男女平等教

育・学習の推進 

公民館活動、地域活動を通して男女が相互理解を深める

ための交流活動、学習機会の充実を図る 

保護者への意識啓発 
「学校・園だより」や参観を通して、保護者への意識啓

発に取り組む 
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基本方針Ⅱ  人権尊重と男女間における暴力根絶    

Ⅱ－① 人権の尊重 

＊現状と課題＊ 

 

日本国憲法では「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身

分、又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、人

権の尊重がうたわれ、男女共同参画基本法などにより、男女平等の実現に向けて様々な取り

組みが進められてきましたが、なお一層の努力が必要とされています。 

男女が互いに人権を尊重し合い、あらゆる場において男女の人権が保障されるような社会

を実現しなければなりません。 

 

 主要施策 施策の内容 

男女の人権尊重と平等意識の 

啓発 

一人ひとりが人権尊重の観点から性別にとらわれるこ

となく、互いの個性を尊重し認め合い、男女平等の意識

を育むよう、各種パンフレットを収集し配布 

意識啓発のための学習機会の 

充実 

各種セミナーや学習会など、人権意識を高めるための学

習機会を提供 
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Ⅱ－② あらゆる暴力の根絶 ～松野町虐待・DV 防止基本方針～ 

  

＊現状と課題＊ 

 

暴力は基本的人権を大きく侵害する深刻な問題であり、誰に対しても許されるものではあ

りません。特に女性に対する暴力は、男女共同参画社会を形成していくうえで克服すべき重

要な課題です。なかでもドメスティック・バイオレンス※（ＤＶ、デートＤＶ）は配偶者や

恋人など親しい関係の間でおこっているため、潜在化しやすく加害者に罪の意識が薄いとい

う場合が多く見受けられます。家庭内・男女間個人の問題であり、被害を受けても外部に相

談することに抵抗を感じる人が多く、早期発見・対応が難しいというのが現状です。 

また、子どもの目の前で行われる配偶者に対する暴力は児童虐待であると定義されており、

暴力を目撃した子どもは心が深く傷つき、さまざまな心身の症状があらわれることもありま

す。 

近年においてはストーカー行為、子どもをはじめ高齢者、障害者に対する虐待、職場等に

おけるセクシュアル・ハラスメント※、パワー・ハラスメント※の問題も深刻化しています。 

こうしたことを未然に防ぐためにも相談窓口の周知、体制の整備を徹底させ、関係機関の

ネットワーク強化を図り、取り組みを進めていかなければなりません。 

      

                

※ドメスティック・バイオレンス（DV, デート DV）：夫婦や恋人などの親しいパートナー間で行われる

暴力のことで、殴る、蹴る、の身体的暴力だけでなく、精神的暴力や性的暴力なども含まれます。 

※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、不利益を与えたり、不快な思

いをさせたり、能力の発揮に重大な影響を与えたりすること。 

※パワー・ハラスメント：職場などの権力を利用した嫌がらせで、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。 

 

◆松野町虐待・ＤＶ防止基本方針◆ 

 

 国では平成 12年に「児童虐待の防止等に関する法律」、翌年には「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（以下「ＤＶ防止法」という。）」が、平成 17 年には「高

齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」、平成 23年には「障害者虐

待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が制定されました。とくに平成

20 年からの改正「ＤＶ防止法」では「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する基本的な計画」の策定が市町村の努力義務となりました。 

これらの社会的背景から、松野町では「ＤＶ防止法」に基づく計画であることを基本とし

つつ、深刻化する虐待についても同じ福祉課題としてとらえ、町の基本的な方針を下表のと

おりとします。 
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 主要施策 施策内容 

暴力は人権侵害であるとの意識

の啓発 

配偶者等からの暴力は大きな社会問題となっており、

こうしたことを未然に防ぐためにも、パンフレットの

配布や講演等で暴力は人権侵害である、という意識の

啓発に努める 

DV 等あらゆる暴力・虐待の防止、 

根絶 

子どもや女性、障害者、高齢者に対する暴力・虐待の

予防と早期発見、対応のため各機関との連携の強化に

努める 

また DV、10 代 20 代の若い世代で生じるデート DV

などの暴力の根絶について、講演会や資料の作成・配

布、情報提供を通じて、暴力は犯罪であるとの意識の

啓発に努める 

セクシュアル・ハラスメント及び 

パワー・ハラスメント防止に向け

た意識啓発 

職場だけでなく学校や地域においてもセクシュア

ル・ハラスメント、パワー・ハラスメント防止に向け

た広報、啓発を行い、人権尊重の意識づくりを推進 

被害者に対する相談体制の充実

と支援 

被害者が相談しやすい窓口の体制づくり、各種専門・

関係機関と連携し、被害者の心身の回復等効果的な支

援、また情報管理の徹底に努める 

早期発見体制の整備 
教職員、保育士、保健師、保護者等へ被害者保護の正

しい理解や通報などの義務について啓発する 
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【相談窓口】 

◆配偶者暴力相談支援センター 

愛媛県婦人相談所 089-927-3490 

（一般相談） 

月曜～金曜 

（祝日・年末年始休

み） 

8：30～17：15 

（女性のための夜間

相談） 

毎日 

（祝日・年末年始休

み） 

18：00～20：00 

 

 

 

 

愛媛県男女共同 

参画センター 
089-926-1644 

（一般相談） 

火曜～金曜 

（祝日・年末年始休

み） 

8：30～16：30 来所 

8：30～17：30 TEL 

土曜・日曜 

8：30～16：30 来

所・TEL 

（心理相談） 

毎週木曜日 

（第 5 木曜除く、祝

日・年末年始休み） 

13：00～17：00 

臨床心理士対応 ※

一般相談を受けた方

対象 

（法律相談） 

毎月第１・２・４木曜

日 

（祝日・年末年始休

み） 

13：30～15：30（予

約制） 

弁護士対応（1 人 30

分） 

 

◆警察 

愛媛県警察本部 

警察総合相談室 

089-931-9110 

＃9110（短縮） 

月曜～日曜 

終日 

宇和島警察署 0895-22-0110 
月曜～日曜 

終日 

 

◆婦人相談員 

愛媛県南予地方局 

地域福祉課 

  0895-22-5211（代） 

0895-28-6106 

月曜～金曜 

（土日・祝日除く） 

8：30～17：15 

 

◆児童相談所 

南予児童相談所 0895-22-1245 

月曜～金曜 

（土日・祝日除く） 

8：30～17：15 
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基本方針Ⅲ  あらゆる分野における男女共同参画の推進 

Ⅲ－① 政策方針決定の場への女性参画の推進 

＊現状と課題＊ 

 

 女性の社会進出は以前より進んでいますが、まだ十分に参画が進んでいるとは言えません。

活力あるまちづくりを進めるためには、女性が本来持っている能力を伸ばし、その考え方や

意見を方針・施策決定過程などに活かし、男女の意見がともに反映され、バランスがとれた

施策が当たり前にできるよう、あらゆる分野へ女性が参画しやすい環境を整える必要があり

ます。 

 また行政においても、性別を問わず、能力により、管理職にふさわしい人材育成に努める

とともに、管理職の女性登用を積極的に推進していく必要があります。 

 

 主要施策 施策内容 

審議会等への女性委員登用の 

促進 

政策方針決定の場において女性の意見を十分に反映する

ために、各種審議会、行政委員会等への女性の登用を積

極的に推進し、女性委員の占める割合の向上に努める 

自治会、地域役員への女性の 

参画を推進 

女性の能力・技能の向上（エンパワーメント※）に向けた

学習活動、女性リーダーの育成等の講座・研修会等への

参加の推進、また、女性が地域において活躍できるよう

環境づくりに努める 

管理職などへの女性職員の登用 能力のある女性を積極的に管理職に登用する 

 

                

※エンパワーメント：「力をつける」の意で、一人ひとりが社会の一員として自覚と能力を高め、政治的、

経済的、社会的、文化的に力を持った存在になること。 
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Ⅲ－② 就労の場における環境の整備 

＊現状と課題＊ 

 

町がおこなったアンケート調査の結果では、職場において休暇の取得や福利厚生について

は男女平等になっているという意見はあるものの、昇進・昇格や幹部への登用については、

男性の方が優遇されているという回答が多く、まだ男女で差があるのが現状です。 

男女が共に、その能力に応じて働きやすい職場環境づくりをめざしていく上では、職場に

おける現状の改善が必要です。女性においても、男だから女だからという意識をなくし、能

力を積極的に発揮していくことが必要です。 

  

主要施策 施策内容 

職場における男女共同参画の 

促進 

職場の現状や問題点を把握し、それぞれに対応した研修

や資料の収集、情報提供等の支援を行う 

男性優位の待遇の確認・改善 
職場での男女の差別をなくし、一人ひとりの能力に対す

る正当評価の促進 

女性の再就職支援 
女性の再就職・職域拡大に向けて関係機関と連携し、雇

用・労働環境に関する情報を提供する 

個人の能力の適正評価 職場における個人としての能力の適正評価及び活用促進 

積極的改善措置（ポジティブア

クション※）の促進 

男女の平等の確保に向けて男女の労働者間の格差を是正

するための積極的改善措置（ポジティブアクション）の

促進 

 

                

※積極的改善措置：様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な

範囲において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々

の状況に応じて実施していくもの。男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規

定され、また、国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含まれている。 
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Ⅲ－③ 仕事と家庭を両立できる環境づくり 

＊現状と課題＊ 

 

尐子高齢化や核家族化などの家族形態の多様化が進む中、男女がともに仕事と家庭を両立

させ、安心して充実した生活を送るためには、地域や社会全体で支援することが重要となり

ます。しかしながら、「男は仕事」「女は家庭」といった性別による固定的な役割分担意識が

残され、家庭と仕事の両立について、女性の負担が大きくなっています。女性が働き続ける

上で、結婚・出産・子育て・介護は大きな問題となり、退職をよぎなくされることも多いよ

うです。    

男性においても育児休業、介護休業等の取得について遠慮がある、又は周囲からの理解が

得られず取りづらい、など本人が望む場合でも家庭生活に関わることが困難という状況にな

っています。 

子育てや介護を女性だけでなく、男性に対しても職場が理解し、男女がともに家庭生活に

積極的に参加できるように、育児・介護休業制度などの利用促進を図り、労働時間短縮など

働き方の見直し、「ワークライフバランス（仕事と生活の調和）※」の意識啓発、職場環境

の整備を進めていく必要があります。 

 

 

※ワークライフバランス：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

や地域などにおいても、充実した生活を実現させるという考え方 

  

 主要施策 施策内容 

育児休業・介護休業等の取得 

推進 

男性の家事・育児・介護に参画することを促進・支援し、

育児・介護休業制度の普及に向けた事業者、労働者への啓

発及び休業取得者への円滑な職場復帰のための環境づく

り 

休日保育・放課後児童クラブの 

充実 

多様なニーズに対応した保育プランや児童が放課後、安全

に過ごすことができるよう児童クラブの充実を図る 

ワークライフバランス(仕事と

生活の調和)の啓発・推進 

仕事・家庭生活・個人の自己啓発など、様々な活動につい

て、自ら希望するバランスで展開できるように、情報提供、

啓発・推進に努める 
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基本方針Ⅳ  安心して暮らせる活力あるまちづくり 

Ⅳ－① 社会的支援体制の充実 

＊現状と課題＊ 

 

子育てや介護について、女性に大きな負担がかかることが多く、多様な選択が困難になっ

ている状況があります。子育てや介護をしながらでも、安心して仕事や地域活動等に参画で

きる環境の整備が必要です。また、高齢者等が安心して暮らせるように、保健・医療・福祉

の連携を強化し、地域ケア体制の整備など総合的なサービスの充実を図ります。 

町民のライフスタイルの変化とともに、きめ細かいサービスを提供するためには、個々の

ニーズに即した最適な支援策を把握することが重要であり、介護・子育てに関する相談体制

を強化し、社会全体で支えていけるような体制を作っていく必要があります。 

 

主要施策 施策内容 

介護の負担軽減 

男女がともに介護の担い手となり、協力して高齢者等の介

護ができるように、介護方法、介護予防等の情報提供や学

習機会の充実を図る 

地域包括センターにおける相談体制の充実を図るととも

に、介護保険サービスの適切な利用に関する啓発活動を行

う 

福祉・介護サービスの充実 

介護を要する高齢者とその家族を社会的に支援し、可能な

限り住み慣れた地域や家庭で安心して生活できるよう、介

護サービスの基盤の充実、保健福祉施策の推進を図る 

また、障害のある人が主体的に福祉サービスを選択できる

よう、自立支援法に基づく福祉サービスの充実を図り、相

談体制や療育体制の充実を図る 

ひとり親家庭に対する 

相談体制の整備・経済的支援 

体制の普及 

ひとり親家庭に対する助成制度や手当等の経済的支援制

度の普及に努めるとともに、民生・児童委員と密接に連携

しながら相談体制の整備、支援の充実を図る 
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Ⅳ－② 心と身体の健康づくり 

＊現状と課題＊ 

 

 生涯を通じて、明るく楽しく過ごす上で、健康の維持増進を図ることは重要なことです。 

女性は、妊娠・出産などの男性とは異なる身体上の特性から、健康上の様々な問題に直面す

ることがあります。男女が互いの心身の健康について、正しい知識を身につけ、それぞれが

健康管理とライフステージに応じた健康づくりに主体的に取り組めるよう、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※）の視点に立って、年齢や健康状況に応

じて的確に自己管理ができるようにするための健康教育、相談体制の整備を進めます。さら

に、男性は女性に比べて、悩みを相談しない人が多く、精神面で孤立しやすい傾向がみられ

ることから、こころの健康づくりについての取組も推進していきます。 

  

 

※リプロダクティブ・ヘルス/ライツ：「性と生殖に関する健康と権利」と訳されます。身体的、精神

的、社会的に良好な状態にあり、安全な性生活を営み、子どもをいつ何人産むか、また産まないか

などを当事者である女性に幅広い自己決定権を認めようとする考え方で、妊娠、出産、中絶に関わ

る女性の生命の安全や健康を重視したものです。 

 

 主要施策 施策内容 

健康を脅かす問題についての 

啓発 

健康を脅かし、特に胎児にも影響を及ぼす喫煙等の問題に

ついて、あらゆる機会を通じて啓発する 

HIV/エイズ、性感染症、薬物

の使用防止 

HIV/エイズ、性感染症の感染及び、薬物の使用等を防止

するために、正しい知識の啓発及び学習機会の充実を図る 

相談・診療を受けやすい環境 

づくり 

女性の身体的な特性を踏まえ、女性に特有な病気や健康づ

くりについて、相談・診療を受けやすい環境づくりに努め

る 

母性保護の向上と母子保健 

医療の充実 

妊娠・出産期における女性の健康保持・増進を図り、また

安心して出産し子育てができるように母子保健医療の充

実を図る 

各種健康診断、保健指導の充実 

性別や年代で変化する健康問題に対応できるように、各種

健診や保健指導等を通じて、健康づくりに関する情報を提

供する 
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心と身体の健康づくりの促進 
心と身体の健康づくりをテーマとした講演会、学習会等を

行う 

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）の啓発・普及 

女性は妊娠・出産の機能を有し、障害を通じて男性とは異

なる健康上の問題に直面することから、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）に関す

る意識を広く社会に浸透させるため、その重要性について

正しい知識・情報の提供を行う 

 

Ⅳ－③ 若者定住施策 

＊現状と課題＊ 

 

 人口減尐や尐子高齢化、過疎化の進行に伴い集落機能の低下、担い手不足による基幹産業

の衰退、雇用情勢の悪化による地域活力の低下など、多くの課題があり、地域ににぎわいが

失われているのが現状です。 

 近年、社会経済情勢が変化する中で、故郷、田舎暮らしに魅力を感じる人も増えており、

都会から地方へ、U ターン・I ターンという形で移動していく若者も見られます。若者が住

んでみたいと思えるまちづくりをしていく必要があります。 

 また地域おこし協力隊の導入により、町特産品である桃栽培の再生、茶・柚子・水稲等の

栽培をおこない、農業後継者の育成や後継者不足による耕作放棄地の解消を図り、若者の移

住・定住、地域活性化につなげていくことを目指します。 

 

 

 主要施策 施策内容 

町営住宅の整備・空き家の活用 
若者定住促進住宅等、町営住宅の修繕、住環境の整備に努

め、また空き家の活用や情報収集・提供を図る 

働く場所の確保 農林公社・観光公社等からの情報収集、提供 

子育て世代の移住・定住促進 

これまで実施してきた母子保健サービスや保育サービス

の充実、子ども医療費無料など、子育て世代が移住、定住

しやすい環境づくりに加え、更なる定住促進を推進するた

め定住促進計画を策定します 

人材育成事業 
次世代を担う有意な人材を図ることを目的として、修学金

貸付事業や語学研修・農林業研修生等の助成事業を行う 
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Ⅳ－④ 防災分野における男女共同参画の推進 

＊現状と課題＊ 

 

従来、男性が支えてきた防災や災害支援ですが、東日本大震災以降、男女共同参画の視点に

立った「防災分野」の取組が見直され、災害時における女性の視点が今まで以上に重要とな

ってきました。防災会議などの政策・方針決定過程や被災者支援に女性の参画を拡大するこ

とが重要です。また、消防団活動は、災害対策のほか各種警戒や救命講習の受講・指導など

多岐にわたっています。女性の視点で活躍が期待される消防団への女性の入団を促進してい

くことが必要です。 

 

 主要施策 施策内容 

防災分野における女性参画の

拡大 

防災分野での固定的な役割分担意識を見直し、政策・方針

決定の場・被災者支援への女性の参画を拡大する 

平常時・災害時における対応 
男女のニーズの違いに配慮した災害要備品の購入、避難所

の更衣室や授乳場所等を優先的に設置するよう努める 

男女共同参画の視点に立った

災害時対応マニュアルの策定 

災害発生時の対応に関する各種マニュアルについて、男女

共同参画の視点を取り入れた内容にするよう努める 

消防団への入団促進 
消防団活動拠点等の環境整備を推進し、団員募集パンフレ

ットの配布等を充実させ、女性団員の入団を促進する 

 

数値目標 

目標内容 平成 23 年現在 平成 30 年目標 備 考 

「男女共同参画」と

いう言葉の認識度 
76.3% 100.0% 県計画有 

地域において男女の

地位が平等であると

の認識度 

22.4% 50.0%  

審議会等における女

性委員の割合 
11.9% 30.0% 県計画有 
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資料編 

 

  ・男女共同参画社会基本法 

  ・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 

・第２次愛媛県男女共同参画計画 

・松野町男女共同参画に関するアンケート調査結果 

 


