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男女共同参画プラン・とくしま 

ひとりひとりが輝く社会をめざして 

（改訂版） 

徳 島 市  



 １　プラン策定の趣旨 
 

　徳島市では、平成15（2003）年に「男女共同参画プラン・とくしま～ひとりひとりが輝く

社会をめざして～」を策定し、市民と協働で男女共同参画社会の実現に向け、さまざまな施

策を展開してきました。 

　この間、各種法制度の整備も進み、社会の意識も少しずつ変化してきていますが、雇用・

就業をめぐる変化、家族関係の変化など、さまざまな分野において、新たな課題も浮上して

きているところであり、社会情勢の変化に対する適切な対応が求められています。 

　このような状況のもと、計画期間が平成22（2010）年度で終了することから、これまでの

本市の取組成果を継承しつつ、現状を踏まえ新たな課題に対応しながら、男女共同参画社会

の実現に向けての施策を推進するため、「男女共同参画プラン・とくしま～ひとりひとりが輝

く社会をめざして～（改訂版）」を策定しました。 

 

 ２　プランの位置づけ 

   

（1）男女共同参画社会基本法に基づき、男女共同参画社会形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するための基本的な計画です。 

（2）本市のまちづくりの指針となる「第４次徳島市総合計画」の趣旨・方針のもと、他の

個別計画等と連携を図りながら、市の各分野の施策を男女共同参画の視点で横断的に捉

えて、総合的に取組みを進めていきます。 

 

 ３　プランの期間 

 

　計画期間は平成23（2011）年度から平成28（2016）年度までの６年間とします。 

　ただし、この間国内外の動きや社会情勢の変化等に伴い、必要に応じて見直しを行います。 

 

 ４　プランの基本理念 

 

　基本理念 

 

だれもが人として心豊かに生きることができる男女共同参画社会の創造 

 

　すべての人の基本的人権を尊重し、社会生活のあらゆる場面で、真の平等が達成され、男

女がともに支えあえる社会を目指します。 
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基本方向Ⅰ　人権の尊重と男女平等の意識づくり 

　日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等が基本的人権として保障されています。これ

が「男女共同参画社会基本法」の理念の一つとなっています。 

　女性も男性も、個人として尊重され、性別による差別的な扱いを受けず、個人としての能

力を発揮する機会を確保され、それぞれの人権が尊重されることは、男女共同参画社会の前

提となるものです。 

　国においては、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の改正施行など、法制度の進展が

みられ、男女の不平等感は、徐々に解消が進んできています。 

　平成20（2008）年度実施の市民意識調査の分野別男女の地位の平等感では、「学校教育の現

場」の分野において「男女の地位が平等だ」と感じる人の割合が６割強と高い反面、「社会通念・

習慣・しきたり等」や「社会全体」では、１割前後と低い数値になっています。 

　市民意識調査の結果や現状等を踏まえて、一人ひとりが相手を思いやり、認めあい、お互

いの人権を尊重しあう社会の実現のため、さまざまな人権施策を積極的に推進していきます。 

資料：平成20年度　男女共同参画に関する市民意識調査 
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基本方向Ⅱ　あらゆる分野への男女共同参画の推進 

　男女共同参画社会を形成していく上で、あらゆる分野における女性の一層の参画が望まれ

ており、男女がともに参画することにより、多様な発想がうまれたり、その分野における活

動が活性化するなど、新たな発展が期待できます。 

　地域におけるさまざまな分野で活躍している女性は増えてきており、その内容も多岐にわ

たっていますが、議員や自治会長など地域のリーダー的役割を担う女性は少ない状況にあり、

政策・方針決定過程への女性の参画の推進が課題であります。 

　また、少子高齢化や単身世帯の増加などの影響を受け、地域におけるつながりが希薄化し

てきており、男女が共に地域活動へ参画し、活性化を図ることが重要な課題となっています。 

　新しく地域づくり、防災、環境の分野、さらに観光の分野においても、男女共同参画の視

点からの取組みを推進していくとともに、国際化・情報化が進展する中、国際理解や国際交

流の進展を図るとともに、外国人住民との共生をめざすまちづくりを推進していきます。 

 資料：平成20年度　男女共同参画に関する市民意識調査 
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基本方向Ⅲ　男女がともに働きやすい環境づくり 

　男女共同参画社会の形成に向けて、男女がともに社会のあらゆる活動に参画していくため

には、職場、家庭、地域においてバランスのとれた生活ができるよう環境を整備することが

必要です。 

　職業生活においては、男女が性別により差別されることなく、その能力を十分に発揮する

ことができる雇用環境の整備を促進するとともに、長時間労働の抑制等の働き方の見直しや

育児・介護休業の取得の推進など就業環境の整備が重要です。 

　地域社会においては、男女がともに生涯を通じて、各ライフステージにおいて自主的に参画

することができるよう環境づくりを進め、地域活動の活性化を図ることも重要であり、男女が

ともに参画しやすい環境づくりの周知及び啓発を積極的に推進していきます。 

 資料：平成20年度　男女共同参画に関する市民意識調査 
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基本方向Ⅲ　男女がともに働きやすい環境づくり 



基本方向Ⅳ　心豊かに暮らせるための生活環境づくり 

　めざすべき男女共同参画社会とは、性別・年齢や障害の有無等にかかわらず、だれもが人

として心豊かに暮らせる社会です。このような社会の実現をめざして、一人ひとりが多様な

生き方を選択できるような福祉サービス等の充実を図ることが求められています。 

　介護の分野については、従来、ともすれば女性が中心にかかわってきていましたが、少子

高齢化の進展や単身世帯の増加などに伴い、男性も共に携わり、男女一人ひとりが家族の一

員として主体的に担っていくことが必要です。 

　また、介護に携わっている家族や近隣の援助者に対する精神的、身体的、経済的負担の軽減

を図るための施策を推進することが重要であることから、総合的に相談、支援できる機関等の

充実及び広報に努め、必要なサービスを円滑に利用できる環境を整備することが課題です。 

　近年、性の違いを踏まえた性差医療への取組みも進んでおり、健康の保持・増進について

の考え方や出産・育児への取組み方も変わってきています。 

　女性も男性も一人ひとりがそれぞれの身体的特徴を十分に理解し合い、お互いに思いやり

を持って生きていくことは、男女共同参画社会の形成に当たっての前提であり、心身両面か

らの健康支援や相談体制の充実など、総合的な施策を推進していきます。 

 資料：平成20年度　男女共同参画に関する市民意識調査 
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基本方向Ⅳ　心豊かに暮らせるための生活環境づくり 



男女共同参画プラン・とくしまの施策体系 
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基本理念 基 本 目 標  基本方向 

①　男女共同参画の視点に立った意識啓発 

②　男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

③　あらゆる暴力の根絶 

④　メディアにおける男女共同参画の推進 

⑤　相談体制の整備 

⑥　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

⑦　国際交流の推進 

⑧　新たな取組を必要とする分野における 

　　男女共同参画の推進 

⑨　就業の分野における男女共同参画の推進 

⑩　農林漁業・商工自営業における男女共同 

　　参画の推進 

⑪　男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援 

⑫　高齢者・障害者等の福祉の充実 

⑬　生涯を通じた健康づくりの推進 

庁内の推進体制の充実 

市民・関係団体等との協働の推進 
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男女共同参画プラン・とくしまの施策体系 



男女共同参画実現のための仕組みづくり 

プランの 
推進 

　男女共同参画の視点に基づく施策を推進するため、推進体制を整備するとともに、関係機

関等と連携し、市民、事業者、ＮＰＯ等と協働して、諸施策を総合的に推進します。 

 

１　庁内の推進体制の充実 

　（1）「男女共同参画プラン推進会議」を中心に庁内の関係部課と連携し、総合的かつ計

画的な施策の推進に努めます。 

　（2）年度ごとに各施策の実施状況を把握し、評価・再調整などの継続的な取組みを行い、

計画の実効性を確保します。 

　（3）職員研修を充実し、意識啓発に努めます。 

 

２　市民・関係団体等との協働の推進　 

　（1）ＮＰＯ、事業者、ボランティア等との連携・交流し、協働を進め、人材の育成と活

用の促進を図ります。 

　（2）ホームページやパンフレット、広報紙等を積極的に活用し、プランの市民への普及

啓発・周知を図ります。 

男女共同参画プラン・とくしま 

～ひとりひとりが輝く社会を　めざして～（改訂版） 
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