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第４章 計画の展開 
 

 

 

 

 



 

基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくり 

 

 

● 男女がそれぞれの個性と能力を十分に発揮し、自らの意思によって社会のさまざまな

分野に参画していくためには、誰もが男女共同参画に対する理解を深め、互いの人権

を尊重し、男女平等意識の醸成を図ることが大切です。 

● しかし、社会制度や慣行には、性別によって役割を固定する考え方が根強く残ってお

り、男女双方の個性や能力の発揮を妨げることにもつながりかねません。そのため、

学校教育はもちろん生涯学習などさまざまな学習の機会を提供することで、日常的な

男女平等についての意識づくりを促し、その定着と浸透を図ることが必要になります。 

● 平成 22 年に実施した「吉川市男女共同参画計画策定基礎調査」によると、男女平等

意識について、この 10年間で平等感は向上しているものの、性別で違いがみられま

す。男性では「平等」、女性では「男性優遇」と感じている割合が高く、特に社会通

念や風潮、法律や制度上、学校教育の分野でその差が大きくなっています。（14ペー

ジ図表９参照） 

● 男女共同参画社会づくりの基盤として、市民一人ひとりが固定的な性別役割分担意識

にとらわれず、学校、家庭、地域などのあらゆる場面において男女平等の視点をもつ

ことができるよう、国際社会との協調のもと、効果的な広報・啓発活動や市民の生涯

を通じた学習機会の確保に努めることが求められています。 

 

 

 



 

１ 男女共同参画に関する啓発 

 

男女が個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現のためには、市民一人

ひとりが男女共同参画社会について正しく理解し、男女平等の視点に立って行動できる

ことが重要となります。 

吉川市ではこれまで、広報や啓発紙による男女共同参画に関する情報の提供、フォー

ラムや講座の実施等による啓発活動を実施してきました。しかし、依然として、正しい

情報や理解を得る機会が尐ないと感じている市民もおり、男女共同参画についての認識

が行き届いていないことがうかがえます。 

そのため、男女平等意識に基づく男女共同参画について市民の理解をさらに深められ

るよう、内容等に工夫と改善を加えながら、今後もさまざまな機会や媒体を通じた情報

提供や啓発活動に努めることが求められています。 

 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 

１ 

男女平等に関す

る情報の収集・提

供 

 男女共同参画に関する情報や資料等を収集し、市民への提供

に努めます。 

 

 ☑ 啓発紙の発行と充実 

  ・市民と協働により男女共同参画啓発紙を発行するとと

もに、その充実に努めます。 

市民参加推進課 

☑ おあしす男女共同参画コーナーの充実 

  ・おあしす共生プラザの男女共同参画コーナーにおける

情報提供の充実に努めます。 

おあしす 

生涯学習課 

市民参加推進課 

☑ 広報紙と市ホームページの活用 

  ・「広報よしかわ」及び「市ホームページ」を活用し、男

女共同参画についての情報を掲載します。 

政策室 

市民参加推進課 

☑ 関連図書・資料の収集及び提供 

  ・男女共同参画に関する図書や資料の収集及び提供を図

ります。また、男女共同参画週間を利用し関連図書を

紹介するなど、情報提供に努めます。 

市立図書館 

生涯学習課 

市民参加推進課 

☑ 多様な情報提供の場の充実 

  ・男女共同参画に関するポスターやチラシを公共機関等

へ掲示・配置するほか、「おあしすだより」に男女共同

参画情報を掲載するなど、多様な情報提供を行います。 

市民参加推進課 

おあしす 

生涯学習課 



 

 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 

２ 

男女共同参画に

関する学習機会

の提供 

 男女平等・男女共同参画に関する意識啓発を図るため、各種

講座・学習会等を開催します。 
 

 ☑ 市民との協働による啓発事業の実施 

  ・市民と協働により、フォーラムやイベントなどさまざ

まな形態・対象の啓発事業を実施し、多くの市民へ効

果的な啓発を図ります。 

市民参加推進課 

☑ 男女共同参画に関する講座の開催・充実 

  ・市単独または市民と協働で、男女共同参画に関する講

座を開催するとともに、テーマを増やすなど充実を図

ります。 

生涯学習課 

市民参加推進課 

健康増進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「男のくせに」、「女の子らしく」など、言ってしまうことはありませんか？ 

あらゆる場面において、性別役割分担意識にとらわれない、男女共 

同参画の意識をもちましょう。 
 

●「たんぽぽ 99」からのメッセージ 

「たんぽぽ 99」は、「男女共同参画」の啓発を目的に

活動している市民グループです。 

言葉だけだとわかりにくい「男女共同参画にまつわ

る、日常生活のこんなことある、あるシーン」を寸劇

やロールプレイにして、わかりやすく伝えています。 

ご覧いただいた方に「なるほど、そうよね。」と男女

共同参画について改めて考える機会を提供できたらう

れしいですね。 

家庭で、学校で、地域で、職場で 



 

２ 男女平等教育の推進 

 

男女共同参画社会の実現に向け、学校・家庭・地域等のあらゆる場における教育・学

習が果たす役割は極めて重要となっています。 

吉川市の学校教育は、「男女の別なく、ともに助けあい、協力すること」を基本に展開

されています。しかし、児童・生徒の意識や習慣の形成には、指導する教職員をはじめ、

基本的な生活の場としての家庭や地域社会における親や家族などの生活習慣や態度が大

きな影響を及ぼします。 

そのため、引き続き学校教育の場で男女平等意識を育む教育を推進するとともに、家

庭や地域においても男女共同参画が実践されるよう、生涯にわたり学習を続けられる環

境づくりが大切です。 

 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 

１ 

学校等における

男女平等教育の

推進 

 「男女の別なく、ともに助けあい、協力すること」を基本と

した教育を推進するとともに、男女共同参画について正しい理

解をもった指導者の養成に努めます。 

 

 ☑ 男女平等の意識を促す教育の充実 

  ・男女平等の意識を高める教育を推進し、人権の尊重、男

女の平等、男女相互の理解と協力について指導します。 

学校教育課 

☑ 教職員等に対する男女平等に関する教育指導法の研究と

研修 

  ・学校教職員については、「男女平等教育推進委員会※1」

における、男女平等教育指導方法の研究の充実を図る

とともに、その研究成果を活用し、学校ごとに教職員

の育成を図ります。 

  ・保育所保育士や学童保育室指導員については、男女共

同参画の意識をもって保育活動が行えるよう、研修を

実施します。 

学校教育課 

子育て支援課 

☑ 体験学習の充実 

  ・性別にとらわれず、個性や能力を活かすことができる

よう、学校において職場体験や福祉活動などさまざま

な体験活動を推進します。 

学校教育課 

☑ 生徒指導・キャリア教育の充実 

  ・性別にとらわれず、個性や能力を活かした進路選択が

できるよう、指導の充実を図ります。 

学校教育課 

 

                                           
※1 男女平等教育推進委員会 

 男女平等教育推進委員会とは、吉川市の小中学校より教員各１名と校長１名の計 11名で構成され、主に男女平

等教育に関する児童・生徒の意識啓発や教職員自身の意識の高揚を図るために設置している組織です。 



 

 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 

１ 

学校等における

男女平等教育の

推進 

  

 ☑ 教育の場への保護者や地域の参画促進 

  ・性別に関わらず、また、仕事をもつ保護者の参画を促

すため、学校行事等の開催日時に配慮します。 

また、学校における男女平等教育と地域における教育

が連携して行われるよう、地域住民が学校教育を見守

る体制を推進します。 

学校教育課 

子育て支援課 

２ 

家庭における男

女平等教育の推

進 

 家庭における男女共同参画を推進するため、家庭教育に関す

る学習機会を提供します。 
 

 ☑ 子育て情報・家庭教育情報の提供 

  ・男女ともに育児参加できるよう、「子育てガイドブック」

や広報、ホームページ等を通じ、子育てや家庭教育に関

する情報を積極的に提供します。 

子育て支援課 

生涯学習課 

☑ 家庭教育講座・子育て講座の充実 

  ・男女の性差にとらわれない家庭教育や子育てが行える

よう、充実した家庭教育講座や子育て講座を実施しま

す。 

生涯学習課 

子育て支援課 

☑ 男性の育児参加の推進 

  ・男性の育児参加に関する講座や、活動団体の取り組み

を広く紹介するなどの啓発を実施するほか、活動団体

の支援を行います。 

生涯学習課 

子育て支援課 

市民参加推進課 

☑ ブックスタートの推進 

  ・男女がともに参加する子育てのはじめの一歩を支援す

るため、ブックスタートを推進します。 

生涯学習課 

市立図書館 

３ 

地域における男

女平等教育の推

進 

 市民が生涯にわたり男女共同参画について理解を深められ

るよう、多様な学習機会の提供に努めます。 
 

 ☑ 男女共同参画地域リーダー制度の創設・実施 

  ・男女共同参画地域リーダーの登録制度を設け、市から

リーダー、リーダーから地域へ男女共同参画について

広く啓発します。 

市民参加推進課 

☑ 男女共同参画に関する講座の開催・充実【再掲】 

  ・市単独または市民と協働で、男女共同参画に関する講

座を開催するとともに、テーマを増やすなど充実を図

ります。 

生涯学習課 

市民参加推進課 

健康増進課 

☑ 学習情報の提供 

  ・生涯学習メニューブック等を活用し、男女共同参画に関

する市の講座や団体等の情報提供の充実を図ります。 

生涯学習課 

☑ 各種事業の参加促進に向けた配慮 

  ・性別に関わらず、市が開催する講座や行事、事業など

に参加しやすいよう、開催日時に配慮します。 

関係各課 

☑ 青尐年相談員活動の支援 

  ・男女の性差にとらわれない家庭教育が行える意識を育

てるため、青尐年と子どもたちが触れ合う体験活動の

支援を行います。 

子育て支援課 

 



 

３ 男女の人権の尊重 

 

日本国憲法に個人の尊重と法のもとの平等がうたわれ、男女共同参画社会基本法の理

念に男女の人権の尊重が掲げられているように、人権の尊重は男女共同参画社会を形成

するための基本となります。 

吉川市では、セミナー・研修の実施やパンフレットの配布等による人権意識の啓発に

取り組んでいるほか、人権や男女平等に配慮した刊行物等の作成を行っています。 

今後も、市民が互いの人権を尊重し、人権問題に敏感に反応できるよう啓発を進める

ことが必要です。 

 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 

１ 人権意識の醸成 

 人権意識の向上に向け、さまざまな機会を通した啓発や情報

提供に努めます。 
 

 ☑ あらゆる場における人権学習の充実 

  ・「女性の人権」について、学ぶことができる人権セミナ

ー等を開催し、男女平等意識の啓発を図ります。 

生涯学習課 

庶務課 

☑ 人権啓発パンフレット等の作成・配布 

  ・「女性の人権」ほかすべての人権問題の啓発を図るため、

パンフレット等を作成・配布します。 

庶務課 

☑ 人権相談の実施 

  ・地域や職場などにおけるさまざまな差別問題に対応す

るため、人権擁護委員による人権相談を実施します。 

庶務課 

☑ 虐待等の人権侵害の防止 

  ・性差はもちろん、年齢や障がいの有無等による虐待等

の人権侵害を防止するため、周知や啓発、相談支援に

努めます。 

子育て支援課 

市民参加推進課 

いきいき推進課 

社会福祉課 

 



 

 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 

２ 
メディア等にお

ける人権の尊重 

 メディア等において人権尊重・男女共同参画を阻害する表現

がないよう啓発を進めるとともに、メディア・リテラシー※2能

力の育成を図ります。 

 

 ☑ 刊行物作成ガイドブックの改訂と活用 

  ・市が発行する印刷物等が男女共同参画の視点に配慮し

た表現となるよう、新たに、「刊行物作成ガイドブック」

を作成し、周知を図ります。 

市民参加推進課 

政策室 

関係各課 

☑ 有害環境対策の推進 

  ・「埼玉県青尐年健全育成条例」に基づき、性に対する誤

った認識をもたらす有害な環境や情報から青尐年等を

保護します。 

学校教育課 

☑ メディア・リテラシーに関する情報提供 

  ・あふれる情報に対し主体的な判断ができるよう、メデ

ィア・リテラシーに関する情報提供を行います。 

市民参加推進課 

学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
※2 メディア・リテラシー 

 メディアからの情報を無意識に受け取るのではなく、その内容の背景や社会的な課題などについて読み解く力

や、あふれる情報を選択し、使いこなす力のことをいいます。また、情報を受け取るだけではなく、メディアを

使って発信する力のこともいいます。 



 

４ 国際的な視野に立った男女共同参画の推進 

 

これまでの男女共同参画の推進が、国際社会における取り組みと成果を活かしながら

進められている中、さらなるグローバル化の進展を踏まえ、さまざまな社会的・文化的

背景をもつ人々が同じ地域の一員として認めあい、ともに男女共同参画社会の実現をめ

ざすことが必要です。 

吉川市においても、外国人登録者数が増加傾向にある中で、フォーラムやイベント等

により市内在住外国人との交流機会を提供し、国際的な視点からの男女共同参画に関す

る情報の共有などを進めています。 

今後も、男女共同参画をめぐる世界的動向についての情報収集・提供に努め、市民の

国際理解を深めるとともに、在住外国人が暮らしやすく、必要な支援が受けられる体制

づくりが求められています。 

 

№ 施策 施策及び取り組み内容 担当課 

１ 

多文化共生社会

における男女共

同参画の推進 

 国際的な男女共同参画に関する情報の収集・提供を図るととも

に、すべての人が安心して暮らせる多文化共生を推進します。 
 

 ☑ 国際的動向についての情報の収集・提供 

  ・男女共同参画に関する国際的な動向についての情報を

収集するとともに、提供に努めます。 

市民参加推進課 

☑ 行政の国際化の推進 

  ・外国人市民が行政情報を正しく習得できるよう、市行

政情報の翻訳・通訳や市ガイドブックの活用など、行

政の国際化に努めます。 

市民参加推進課 

関係各課 

☑ 地域の多文化共生の推進 

  ・外国の男女共同参画の状況やライフスタイル等につい

て、理解が深まる交流の機会を提供し、地域の多文化

共生を推進します。 

市民参加推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


