
市内男女共同参画推進団体 リレー紹介 ⑤

＜団体名＞

国際ソロプチミスト旭川若葉

＜活動目的＞

国際ソロプチミストは，「女性と女児の生活を向上させる」ことを目的とし，１９２１年に創設

された世界的な女性のボランティア団体で国連の諮問資格を与えられているＮＧＯです。

今なお，日本はもとより世界各国で女性や女児への暴力や虐待，人

身売買など心痛む悲しい出来事が起きています。国際ソロプチミスト

は，扶養家族を抱えながら生活の向上，人生のステップアップを目指

して勉強や技術を磨いている女性を支援することに力を注いでいます。

国際ソロプチミスト旭川若葉は，地域に根差した奉仕活動を行っており，

その一つとして，旭川藤女子高等学校，旭川商業高等学校，旭川医科大学の

学生とともに，地域のごみ拾いなどの奉仕活動を行っています。

また，東日本大震災復興支援を継続するとともに，バーサーロペット・ジャパンや食べマルシェなど，市

の行事のサポートも行っています。

＜認証２０周年記念事業＞

１０月２６日，国際ソロプチミスト旭川若葉の「認証２０周年式典・祝賀会」

が旭川グランドホテルで開催されました。

国際ソロプチミスト旭川若葉は，２０周年記念事業として，旭川駅南広場の

ガーデニングセット，旭川空港のキッズスペース，旭川市男女共同参画担当に

プロジェクターなど寄贈しました。

式典では，こうした活動に対して，西川市長から感謝状が贈呈されました。

＜認証２０周年の主な寄贈＞

旭川駅南広場のパラソルとチェア 旭川空港のキッズスペース プロジェクター

＜主な活動＞

映画「玄牝～げんぴん～」上映 デートＤＶ出前講座① デートＤＶ出前講座②

＆岡野眞規代さん講演会 旭川商業高等学校 旭川藤女子高等学校

問合せ 国際ソロプチミスト旭川若葉 事務局 高橋 直子 TEL/FAX 0166-31-1742
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平成２５年度の事業経過を報告します

今年度における，各種取組経過について報告します。

○平成２５年度男女共同参画出前講座

月日 受講団体 受講人数 演 題

6月10日 BPW旭川クラブ 7名 家事への参加から男女共同参画へ 男だって子育てしたい など

6月17日 北海道公立学校事務職員協会旭川支部研究協議会 33名 男女共同参画社会って？

7月3日 シニア大学 41名 男女共同参画にかかわって

8月21日 神居百寿大学 61名 「いきいき人生」～男女の力で魅力ある社会づくり

9月2日 旭川経済クラブ 10名 「あさひかわ男女共同参画基本計画」について

9月9日 (株)日本政策金融公庫旭川支店 20名 「女性活躍推進のための男女共同参画」

9月11日 国際ソロプチミスト旭川 7名 デートDV

10月10日 旭川市市民活動センター 10名 ジェンダーのないメガネで世の中を見てみよう

○旭川市男女共同参画塾inキャンパス ○小中学校教員研修

と き 平成２５年７月４日 と き 平成２５年８月５日

ところ 北海道教育大学旭川校（２９０名） ところ 上川教育研修センター（２６名）

演 題 男女共同参画社会の実現に向けて 演 題 男女共同参画研修

講 師 鳴海良司氏，男女共同参画担当課長 講 師 男女共同参画担当課長

○男女共同参画週間パネル展

男女共同参画週間とは，男女共同参画社会基本法の公布・施行日

である平成１１年６月２３日を踏まえ，毎年，６月２３日から6月

２９日までを強化運動期間として設定しているものです。

内閣府では今年のキャッチフレーズを「紅一点じゃ、足りない。」

と定めて，男女共同参画基本法の目的や基本理念について理解を深

めるため，全国で様々な取組を実施しています。

本市では，男女共同参画週間に合わせ，６月１５日から６月２９

日，旭川市役所１階ロビーに啓発パネルを展示しました。
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ドメスティックバイオレンス（DV）について

平成２５年６月２６日に「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」

が公布され，平成２６年１月３日に施行されます。

配偶者以外の交際相手からの暴力への対処やその被害者の保護の在り方が課題となっておりますが，今回

の改正により，生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても，法の適用対象とされ

ることとなります。

内閣府では，この法律の改正に併せて，「配偶者からの暴力防止及び被害者保護のための施策に関する基

本的な方針」の見直しを予定しています。

また，平成２５年７月３日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律」が公布さ

れ，電子メールを送信する行為の規制に係る部分については７月２３日から，その他の部分については１０

月３日から施行されています。

この改正により，国及び地方公共団

体は，ストーカー行為等の相手方に対

する婦人相談所その他適切な支援に努

めなければならないことが明記されま

した。

本市においては，平成２１年に「旭

川市配偶者等からの暴力防止及び被害

者支援に関する基本計画」を定め，市

や警察，医療機関，民間シェルター，

児童相談所，学校関係者，民生児童委

員といった関係機関が連携して被害者

の相談や支援を行っています。

ストーカーやDVによる被害は，事

件が起きてしまってからでは手遅れで，

事件が起きる前に，未然に防止できる

体制を整備することが重要です。

関係機関としっかりと連携し，市民

の誰もが安全で安心して暮らせるまち

となるよう，各種施策を推進していき

ます。
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○男女共同参画研修会

今年度の取組の一つとして，企業関係者，市町村職員等を対象に，国の成長戦略としてもあげられている

「経済分野における女性の活躍」の推進に向けた研修会を開催しました。

【研修テーマ】働きやすい職場とは～パワハラ・セクハラのない職場を目指して～

【会場】ときわ市民ホール４階 多目的ホール

【日時】平成２５年１１月２１日（木）13:30～16:00

【講座】演 題：職場に潜むパワハラ・セクハラの実態

講 師：特定社会保険労務士（セクシャルハラスメント・パワーハラスメント防止コンサルタント）

猫塚 優 氏（羽川社会保険労務士事務所）

【情報提供】内 容：仕事と家庭の両立支援制度

説明者：北海道労働局雇用均等室 厚生労働事務官

曽根 浩太 氏

【参加人数】６７名

○男女共同参画審議会

平成２５年１１月５日から旭川市男女共同参画推進協議会委員が改選され，１２月３日に，新体制によ

る第１回目の会議を開催しました。

審議会の会長に勝浦氏，副会長に大野氏が選任され，「平成２４年度

主要事業実施報告書」「平成２５年度の男女共同参画推進事業の実施状

況」「平成２６年度における男女共同参画推進事業の取組」「旭川市配偶

者からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画（素案）」について

議論が行われました。

審議会委員の構成は次のとおりです。

旭川市男女共同参画審議会委員（H25.11.5～H27.11.4）

淺野 綾子（弁護士会） 足立 浩哉（経営管理者）

大久保義邦（学校関係者） ○ 大野 剛志（大学関係者）

香川 君子（農業関係者） ◎ 勝浦 恭子（男女共同参画推進団体） 会議の様子～市長からのあいさつ～

佐藤 肇（公募） 塩尻 曜子（市民委員会女性部会）

島倉千香絵（保育士会） 須藤 衣美（公募）

山地 一（経済団体） 山本 明美（医師会）

（◎会長 ○副会長）
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あさひかわ男女共同参画基本計画について

本市では，男女共同参画社会の実現を目指し，平成２３年度から平成３２年度までを期間とする「あさひかわ

男女共同参画基本計画」を策定し，計画に基づき，各種事業を実施しています。

【目標１】男女共同参画の意識づくりと人権の尊重
施策の方向性１ 男女共同参画の啓発
施策の方向性２ 男女平等の視点に立った教育・学習の推進
施策の方向性３ 男女の人権尊重と平等意識の浸透

【目標２】あらゆる分野における男女共同参画の促進
施策の方向性１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
施策の方向性２ 男女の家庭生活と他の活動との両立支援
施策の方向性３ 就労等の場における男女共同参画の促進
施策の方向性４ 家庭や地域における男女共同参画の促進

【目標３】生涯を通じた男女の健康支援
施策の方向性１ 男女の健康の保持・増進
施策の方向性２ 女性の健康づくりの推進

平成２５年４月１日現在の，数値目標の状況をお知らせします。
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中間目標
５年後
(H28.4)

最終目標
１０年後
(H33.4)

1 市の附属機関における女性委員の割合
３０．９％

（平成22年4月1日現在）
３４.３％

（平成25年4月1日現在）
３７．０％ ４０．０％

2
市の附属機関における女性委員割合10％未満の
数

７機関
（平成22年4月1日現在）

２機関
（平成25年4月1日現在）

３機関 ０機関

3 市の私的諮問機関等における女性委員の割合
３３．３％

（平成22年4月1日現在）
２２.０％

（平成25年4月1日現在）
３７．０％ ４０．０％

4 市職員の管理職における女性の割合
５．７％

（平成22年4月1日現在）
８．５％

（平成25年4月1日現在）
８．０％ １５．０％

行政職（企業職）給料表
適用者のうち，保育士，
消防士，技能労務職を
除いたもの

5 市職員の男性の育児休業取得率
０％

（平成21年度）
４．３％

(平成24年度）
５．０％

（H26年度）
- 次世代育成支援特定事業主

行動計画後期計画

6 男女共同参画塾，出前講座，研修等受講者数
５６８人

（平成21年度）
１，０３２人

（平成24年度）
７００人 １，０００人

7
家族経営協定締結農家数
（女性農業者に関わるもの）

４１件
（平成22年3月31日現在）

６７件
（平成25年3月31日現在）

６１件 ８１件

8 女性農業者の起業件数
２２件

（平成22年3月31日現在）
３０件

（平成25年3月31日現在）
２７件 ３２件

9 旭川市総合体育館スポーツ教室　女性受講者数
４９７人

（平成21年度）
５０４人

(平成24年度）
６００人 ８００人

10 地域子育て支援センターの設置数
３か所

（平成22年3月31日現在）
　５か所

（平成25年3月31日現在）

６か所
（H26年度

末）
- 次世代育成支援行動計

画後期計画

11 つどいの広場設置数
１か所

（平成22年3月31日現在）
　１か所

（平成25 年3月31日現在）

４か所
（H26年度

末）
- 〃

12 留守家庭児童会設置数
４１校４７か所

（平成22年3月31日現在）
　４１校５１か所

（平成25年3月31日現在）

41校58か所
（H26年度

末）
- 〃

13 認可保育所定員数
４，０３４人

（平成22年3月31日現在）
　４，３３７人

（平成25年3月31日現在）

４，２５６人
（H26年度

末）
- 〃

14 延長保育実施数
１９か所

（平成22年3月31日現在）
　２３か所

（平成25年3月31日現在）

２４か所
（H26年度

末）
- 〃

15 休日保育の実施数
１か所

（平成22年3月31日現在）
１か所

（平成25年3月31日現在）

２か所
（H26年度

末）
- 〃

16 一時預かりの実施数
８か所

（平成22年3月31日現在）
　９か所

（平成25年3月31日現在）

９か所
（H26年度

末）
- 〃

17 病児・病後児保育の実施数
１か所

（平成22年3月31日現在）
　２か所

（平成25年3月31日現在）

３か所
（H26年度

末）
- 〃

備考No. 項目 策定時数値

目標値

現状値


