第２章 基本目標と施策の内容

基本目標Ⅱ
あらゆる分野への男女共同参画の促進
男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
○ 男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における方針の立案及び
決定に参画する機会が確保されること。
鹿沼市男女共同参画推進条例第３条

施策の方向
1 政策・方針決定過程への女性の参画促進
2 男女共同参画を支える市民活動の促進

現状と課題
女性は人口の半分、労働力人口の 4 割余りを占めているが、政治、経済、社会などの多
くの分野における政策・方針決定過程への女性の参画はまだまだ低く、鹿沼市の審議会等
の女性委員の割合は、平成 28 年 4 月現在 22.3%であり、目標としていた 30％の達成に向
けてなお努力が必要です。意識調査では、「政策方針決定の場への女性の参画について」で
は、「女性が増える方が良い（計）」が 6 割以上であり、そのためには「男性優位の組織運
営を改善すること」、「女性自身が積極的な参画意識を持つこと」や「女性を登用すること
への抵抗感をなくすこと」が必要であるとの回答が多い状況です。
また、地域活動への参画では、参加していない人は、男性・女性とも 30%を超えていま
す。参加していない理由では、
「仕事が忙しいから」が男女ともにトップの理由であると同
時に、
「家事や育児・介護などが忙しいから」が男性より女性の方が 15.1 ポイント高くなっ
ており、長時間労働や女性への家事・育児等負担の偏りも地域活動への参加を阻害してい
る要因の一つであることがうかがえます。
平成 27 年度に制定、平成 28 年 4 月施行された「女性活躍推進法」では、国・地方公共
団体、301 人以上の企業等に女性雇用者の状況の把握と行動計画の策定を義務づけ、女性の
職場での活躍を推進する取組みが求められています。
今後、政策方針決定、地域自治会や、職場などでの重要な決定の場への参画など、あら
ゆる分野への女性の参画を促進していくには、男女ともに参画しやすい組織運営や職場環
境の改善、参画意識の醸成や女性登用の抵抗感の払拭、家事・育児等へ男性の参画促進等
が必要であり、さらに、リーダー育成研修や、より一層の生涯学習の機会の提供を図るこ
とも重要です。また、クオータ制（割当制）などの手段を用いたり、具体的な数値目標を
設定し、実効性のある積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進も必要と考えて
います。
男女ともに、超少子高齢化・人口減の進行、地域における人間関係の希薄化や単身世帯の
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増加等の様々な変化に対応していくことが必要であり、お互いに協力し合いながらあらゆ
る分野への男女共同参画は不可欠です。

MEMO
◇クオータ制 ： クオータ(quota)とは、「割り当て､分配､分け前」の意味。も
ともとは政治における男女間格差を是正するための暫定的な方策で、
国民構成を反映した政治が行われるよう、国会・地方議会議員候補者
など政治家や、国・地方自治体の審議会、公的機関の議員・委員の人
数を制度として割り当てること。また、社会に残る男女の性差別によ
る弊害を解消していくために、積極的に格差を是正して、政策決定の
場の男女の比率に偏りが無いようにする仕組みのことでもある。
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栃木県及び県内の市における女性委員等の割合
栃木県及び県内の市における女性委員等の割合
「平成 28 年度版栃木県男女共同参画に関する年次報告」より

※ 地方自治法(
地方自治法(第 180 条の 5)に基づく委員会等における女性の登用
5)に基づく委員会等における女性の登用状況
に基づく委員会等における女性の登用状況
（教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員 等）
女性委員の占める割合

％

※ 地方自治法(
地方自治法(第 202 条の 3)に基づく審議会等における女性の登用状況
3)に基づく審議会等における女性の登用状況
女性委員の占める割合

％
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※女性管理職の割合
「平成 28 年度版栃木県男女共同参画に関する年次報告」より

％
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どんな地域活動に参加しているか （複数回答）
0%

10%

20%

30%

40%

50%

21.4%
17.0%

自然保護、環境美化、リサイクルなどの環境保全活動
9.0%
10.7%

高齢者福祉、障害者福祉などの社会福祉活動

6.6%
9.7%

健康づくり、医療介護などの保健医療活動

4.1%
2.1%

消費生活に関する活動

13.8%

ＰＴＡ、子ども会などの子どもや青少年の育成活動

20.9%
35.2%
31.9%

自治会、まちづくりなどの地域活動
6.2%

セミナー、講座などを受講したりする生涯学習

14.9%
19.3%
15.2%

文化、スポーツ、教養などのグループ活動
7.9%
9.7%

子どもの見守りやパトロールなどの防犯活動

4.5%
2.6%

国際交流・協力活動

1.4%
1.6%

その他

38.3%
36.4%

参加していない

男性(n=290）

3.1%
2.6%

無回答

女性(n=382）

地域活動に参加していない理由
（複数回答）
0%

10%

20%

30%

35.3%
3.6%
18.7%
16.2%
15.1%

経済的余裕がないから

17.1%
12.9%

地域の団体やグループ活動の情報提供が少ないから

25.2%

一緒に活動する仲間がいないから
家族の理解や協力がないから

17.3%
0.0%
2.2%
10.8%
12.2%

近くに活動の場がないから

25.2%

参加したいと思うものがないから

18.7%
12.6%
13.7%

その他

23.4%
23.0%

関心がないから
無回答

50%
43.2%

仕事が忙しいから
家事や育児・介護などが忙しいから

40%

0.9%
0.7%

男性(n=111）
女性(n=139）

鹿沼市男女共同参画社会に関する意識調査（平成 27 年度）
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― 基本目標Ⅱ ―

基本目標Ⅱ
あらゆる分野への男女共同参画の促進
施策の方向 １ 政策・方針決定過程への女性の参画促進
施策概要 (１) 市政への女性の参画促進
内容
事業
市の審議会や委員会における女性委員の総 * 鹿沼市総合計画を策定する上で積極的に
数増加に努める。
女性を登用し「鹿沼市総合計画審議会」を
開催する。

担当課
企画課

* 鹿沼市の使用料・手数料等を定める上で、
積極的に女性を登用し「鹿沼市使用料手
数料等審議会」を開催する。

財政課

* 審議会・委員会における女性委員の割合
が増加するように啓発する。
* 審議会・委員会の男女別の委員数・割合を
調査し公表する。

人権推進課

施策概要 (２) 団体等の方針決定の場への女性の参画促進
内容
事業
男女雇用機会均等法やポジティブ･アクション * 国･県からの情報を広報紙などで周知す
についての情報を提供する。
る。

担当課
産業振興課

MEMO
◇ポジティブアクション（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、必要な範囲内におい
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、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。

施策概要 （３）企業等における管理職への女性登用の推進
内容
事業
企業等における管理職への女性登用の推進 * 国･県からの情報を広報紙などで周知す
る。
* 「女性活躍推進法」に基づく特定事業主行
動計画の推進

担当課
産業振興課
人事課

MEMO
◇女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画 : 特定事業主（国や地方公共
団体）が実施する「女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律」(女性活躍推進法）に基づく計画。「女性活躍推進法」において、
国の各府省や地方公共団体を「特定事業主」とし、女性職員の雇用
状況を把握し女性職員の活躍推進のための行動計画を策定すること
とされている。
同法では、国や地方公共団体による取組だけでなく。301人以上の
労働者を雇用する事業主に「一般事業主行動計画」の策定と届出を
義務付けており雇用する労働者が300人以下の事業主には、同様の努
力義務があるとしている。
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― 基本目標Ⅱ ―

施策の方向 ２ 男女共同参画を支える市民活動の促進
施策概要 (１) 男女共同参画の視点に立った地域活動の促進
内容
防火意識を高めるため防火クラブに加入し、
地域活動へ参画するよう促進する。
男女共同参画社会の実現のため、市民自ら
現状を調査・研究し情報を発信する。
生涯学習大学講座等における受講男女比の
格差解消を図る。
ボランティア養成講座の開催及び修了者へ、
活動の場を提示する。

事業
* 婦人防火クラブへの加入促進

社会教育施設の充実を図る。

* 視聴覚ライブラリー機器、教材の貸し出し
* 東中学校、西中学校、板荷中学校、中央小
学校の学校開放施設の貸出し管理

* 男女共同参画情報紙「かれんと」の市民編
集員による発行
※再掲
* 男性向け講座の開催など、男性受講者増
を狙う。
* ボランティア養成講座の開催と修了後の活
動の場の提示
対象：12歳～20歳代までの若者

担当課
予防課
人権推進課
生涯学習課

施策概要 (２) 団体活動における女性リーダーの育成
内容
消費者団体の活動支援を図る。

事業
* 消費者リーダーの活動支援

担当課

環境に関する分野への女性の参画を促進す
る。
一人ひとりがリーダーとなれるよう各種研修
会等を充実する。
男女が共に築く豊かで活力ある農村社会の
形成を目指す。
各種研修会への参加を促進する。

* 環境学習リーダーの活用を図る。

環境課

* 婦人防火クラブ員の研修の充実

予防課

* 農村女性リーダーの育成

農政課

* 女性の人材づくり研修への参加促進及び
助成
* 各種リーダー育成研修会への参加促進

生活課

人権推進課

施策概要 (３) 女性のエンパワーメントの促進
内容
女性農業者のエンパワーメントの促進

事業
* 女性の認定農業者数を増やす。
* 女性農業士の育成
女性のエンパワーメントのための学習機会や * 県や市が主催する研修事業等を周知し、
情報の提供
参加を促進
* 広報紙等により学習機会の情報を提供

MEMO
◇エンパワーメント ： 女性でも男性でも人間は、自分の人生を管理できると
いうことを意味する。自ら計画を定め、技術を習得し（または持って
いる技術や知識を認めてもらい）、自信を持ち、問題を解決し、自己
信頼性を身につける などがその例である。
エンパワーメントは、過程であり、結果でもある。
◇認定農業者 ： 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村
の認定を受けた農業経営者・農業生産法人
農業を職業として選択していこうとする意欲のある人であれば、性別
や経営形態等の要件にとらわれず認定の対象となる。
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担当課
農政課
人権推進課

