
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次あさひかわ男女共同参画基本計画 

（案） 

 

 

 

 

令和 年（２０２ 年） 月 

 
  

資料５

seisakuchosei052
テキストボックス




 

 

 

はじめに 

１ ９ ９ ９ 年に男女共同参画基本法が制定され，これまで２ ０ 年以上にわたり，

男女共同参画社会の実現へ向けた取組が進められてきました。 

この間，我が国においては，非婚や晩婚化，少子化が急速に進展し，労働人口

の減少と高齢化が進んでいます。また，特筆すべき出来事としては，新型コロナウ

イルス感染症の地球規模での大流行があります。社会的距離を保つ必要から，社会

全体でこれまで当たり前だった行動のひとつひとつを見つめ直すこと求められました。

働き方も同様です。さまざまな雇用や就労の形態が模索され，今なお，社会の仕

組みや人との関わり方，個人の価値観にまで，大きな影響を及ぼしています。 

このような状況において持続可能な社会を築いていくためには，未来をつくる資源

となる市民の能力や個性を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現

が，本市のまちづくりを考える上でいっそう重要となっています。 

今後，本計画に基づき男女共同参画社会の実現を目指し，取組を推進してまいり

ますので，市民の皆様にはより一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

最後に，本計画の策定に当たり，御尽力をいただきました旭川市男女共同参画審

議会委員の皆様をはじめ，多くの貴重な御意見をお寄せいただきました市民の皆様，

関係各位に対しまして，心から感謝を申し上げます。 

 

令和２ 年（２ ０ ２ ０ 年）○月 

  

旭川市長 西川 将人 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

あさひかわ男女共同参画シンボルマーク 

この社会をよりよく生活しやすいものにしてい

くためには，男女お互いが，対等な立場での協力

が不可欠です。『ASAHIKAWA』の『WA

（和）』を抽出し，笑顔の男女が手をつないで協

力して社会に参画していくイメージを形にしま

した。『W』の下の『A』は，川の街・旭川に因んで

川の流れ（と川に架かる橋）で表現しています。 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

市民が性別に関わりなく，家庭，職場，学校や地域など，社会のあらゆる分

野において人権を尊重しつつ責任を分かち合い，それぞれの個性と能力を十分

に発揮し，誰もがその利益を均等に享受することができる男女共同参画社会の

実現は，「世界にきらめく いきいき旭川 ～笑顔と自然とあふれる 北の拠点～」

を目指す本市にとって欠かすことができない重要な課題です。 

本市は，平成１５年に「旭川市男女平等を実現し男女共同参画を推進する

条例（以下「条例」という。）を制定し，平成２２年からの１０年間，「あさひ

かわ男女共同参画基本計画（以下「旧計画」という。）」に基づき，様々な取組

を行ってきました。 

しかしながら，実生活ではまだまだ人々の意識や行動の中に性別に基づく固

定的役割分担1意識が根強く残っており，性別によって多様な生き方の選択が阻

害される状況が見受けられます。 

また，少子高齢化の進行による都市機能の担い手不足の顕在化や，新型コロ

ナウイルス感染症の世界的な流行による新しい生活様式2の導入など，社会経済

情勢は大きく変化しています。 

こうした状況を踏まえ，市民が男女平等を実感できる男女共同参画社会の実

現に向け，旧計画における成果と課題を引き継ぎ，社会経済情勢の変化を反映

した，新たな基本的な目標や，施策の方向性について体系的に記述し，旭川市

の男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために，本

計画を策定しています。 

 

   

  

                                            
1 性別に基づく固定的役割分担：男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適
2 新しい生活様式：長期間にわたって感染拡大を防ぐために，飛沫感染や接触感染，さらには近距

離での会話への対策を，これまで以上に日常生活に定着させ，持続させること。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は，条例第１５条に規定する男女共同参画基本計画です。また，「男

女共同参画社会基本法」第１４条第３項に基づく，市町村の基本計画として位

置付けます。 

なお，第８次旭川市総合計画を上位計画とし，その他の関連する計画との整

合性を図りながら策定しています。 

また，この計画の一部を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

第６条第２項に基づく市町村推進計画と位置付け，計画の体系の関連する施策

の方向性にその旨を記載しています。 
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３ 計画の基本理念 

本計画は，条例の７つの基本理念を踏まえています。 

（１）男女の人権の尊重（第３条） 

（２）社会における制度又は慣行についての配慮（第４条） 

（３）政策等の立案及び決定への共同参画（第５条） 

（４）家庭生活における活動と他の活動の両立（第６条） 

（５）教育及び学習における男女共同参画への配慮（第７条） 

（６）性及び生殖に関する個人の意思の尊重及び健康への配慮（第８条） 

（７）国際社会における取組の配慮（第９ 条） 

４ 計画策定の過程 

（１）これまでの取組 

旭川市では，平成８年度に「男女共同参画を目指す旭川女性プラン」（平成

８ ～１７年度）を策定し，平成１４年度に条例を制定，平成１７年度に「あさ

ひかわ男女共同参画基本計画２００６」，平成２２年度に旧計画を策定し，そ

の後，社会情勢などさまざまな変化に対応するため，平成２８年度に必要な見

直しを行いました。 

そして，これらの計画等に基づき，目標の達成のために，各種啓発事業のほ

か，子育て支援のための環境整備や，保健・医療体制の充実など，全庁をあ

げて幅広い取組を行ってきました。 

 

（２）旧計画における課題 

 旧計画では，男女共同参画社会の実現に向けた３つの目標と９つの基本的

方向を定めて取組を進め，目標ごとの検証から導き出された今後の課題を，次

のとおり整理しました。  
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〇旧計画における課題 

～「あさひかわ男女共同参画基本計画の評価と検証」から抜粋～ 

 １ 男女共同参画に関するさらなる啓発周知  

 より多くの市民が男女共同参画の理解を深めるための出前講座や研修会の検討・実施 

 人権教育や，性に関する指導，男女平等の視点に立った教育や学習，教員研修の推進  

 

 ２ 女性の安全と健康  

 関係機関間の緊密な連携による DV被害者支援体制の強化と適切な対応 

 DV 等の未然防止や妊娠・出産期における女性の不安解消に向けた母子健康相談機会の充実 

 関係機関との連携強化，相談技術の向上，専門性の保持等の支援相談体制の充実  

 女性も受診しやすい医療体制の整備 

 

 ３ 方針決定の場への女性参画  

 政策・方針決定への女性登用の働きかけや，意識醸成 

 女性管理職の育成，係長職や課長補佐職への計画的な登用 

 

 ４ 就労の場での男女平等  

 女性の正当な待遇の確保 

 性別に関わらず，個人の能力や希望に応じた多様な働き方ができるような支援  

 

 ５ 家庭生活と他の活動との両立 ～ ワークライフバランス  

 女性の社会参画と男性の家庭参画の両方を進めるための，働き方改革や子育

て・介護支援体制の充実，経済的・社会的自立の支援 

 女性に比べ圧倒的に低い男性の育児休業制度の取得促進 

 仕事と生活を両立し，女性も管理職を担うことができる就労環境の整備 

 ワークライフバランスに関する意識の向上 

 

 ６ 地域における男女平等  

 家庭や地域における男女共同参画の重要性についての啓発 

 女性の社会参画につながる自主的活動やネットワーク構築の支援 
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（３）市民意識調査の実施 

男女共同参画社会に関する市民の意識や実態，ニーズを把握するため，令和

元年度に「旭川市男女共同参画に関する市民意識調査」（以下「市民意識調査」

という。）を実施しました。 

（４）基本方針の策定 

   旧計画における課題と市民意識調査の結果に，社会情勢等の変化を反映した

本計画の基本方針を策定しました。 

（５）附属機関への諮問と市民意見の聴取 

 旭川市男女共同参画審議会に令和 2年●月○日に，本計画案について諮問し

ました。審議会において，○○や●●についての意見があり，本計画に反映しました。

とのを設けたほか，パブリックコメント（意見提出手続）を実施しました。 

５ 計画の期間 

本計画の期間は，令和３年度（２０２１年度）から令和１２年度（２０３０年

度）までの１０年間とし，国内外の社会経済情勢の変化などを踏まえ，必要に応じ

て計画の見直しについて検討します。  

 

～令和元年度旭川市男女共同参画に関する市民意識調査の概要～ 
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６ 計画の構成 

本計画は，目指す目標像である男女共同参画社会の実現を目指し，次の４つの

基本目標を設定しています。 

また，基本目標の達成に向け，７つの基本的方向を定め，各基本的方向の施策

の方向性と評価指標で構成しています。 

なお，評価指標は成果を計るために設定するもので，目標値を定め，計画の進

捗管理に活用します。 

 

 

 

学校や家庭における子どもへの教育や，生涯学習の場など，あらゆる世代への

啓発活動や学習機会を充実し，男女共同参画社会の実現に向け固定的役割分担

意識の払拭や，性別にとらわれない職業選択意識の醸成を促していきます。 

 

〇基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の促進 

行政や企業等の方針決定の場，地域活動や防災活動等のまちづくりの場など，

組織の性質や規模の大小を問わずあらゆる分野における男女共同参画を促して

いきます。 

 

〇基本目標３ 誰もが働きやすい環境づくり 

  被雇用者や起業家，農業をはじめとする家族経営の参画者など，業種や就労

形態を問わず，男女がともに仕事と家庭に平等に関われるような環境づくりを目指

します。 

 

〇基本目標４ 誰もが安心して暮らせる社会の形成 

  ＤＶ等の防止や被害者支援及び性の多様性についての理解促進などの人権

の尊重と，ライフステージに応じた保健医療制度の充実等を図り，性別にかかわ

らず，安心して暮らせる社会の形成を目指します。  

基本目標１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識変革の促進 

基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の促進 

基本目標３ 誰もが働きやすい環境づくり 

基本目標４ 誰もが安心して暮らせる社会の形成 
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７ 計画の体系 
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 施策の方向性
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８ 評価指標一覧 

 

基本的方向 評価指標 基準値 目標値 

1 

性別に基づく固定的役割分担の考え方に反対の人 

※「反対である」と「どちらかといえば反対である」と回答した人の割合  
52.1%(R1) 62%(R11) 

男女共同参画社会の形成についての満足度 

※「満足」と「まあ満足」と回答した人の割合 
12.6%(R1) 15.6%(R11) 

2 

市の附属機関等における女性委員の割合 25.5％（R2） 36%(R12) 

市職員の管理職における女性の割合 11.1%(R2) 15%(R8) 

企業の管理職における女性の割合 

※課長職以上の女性の割合 
7.9%(R1) 15%(R11) 

3 市の附属機関等における女性委員の割合（再掲） 25.5％（R2） 36%(R12) 

4 女性就業率 39.8%(R1) 43%(R6) 

5 

ワークライフバランスを実現できていると思う人の割合 

※対象年齢 18歳～59 歳 
17.1%(R1) 22%(R11) 

市職員の年次有給休暇取得率 

※標準付与日数（20 日）に対する取得日数の割合 
11.6 日(R1) 15日(R8) 

企業に勤める人の年次有給休暇取得率 

※平均取得率が 60％以上の企業の割合 
19.9%(R1) 35%(R11) 

市職員の男性の育児休業取得率 10.5%(R1) 13%(R8) 

企業に勤める男性の育児休業取得率 

※取得率 10%以上の企業の割合 
6.8%(R1) 13.6%(R11) 

6 
相談機会が確保されていると感じている市民の割合 

※「充実している」と「まあ充実している」と回答した人の割合  
24.9%(R1) 34%(R5) 

7 

健康寿命  平均寿命の

増加分を上回る

健康寿命の増加 

（健康寿命）男性：79.32 歳 女性：83.75 歳(H29) 

（平均寿命）男性：80.70 歳 女性：86.65 歳(H29) 

 

 

 

 



 

 

第１章 計画の策定にあたって 

－10－  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 

基本目標３ 

基本目標４ 

 SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は，2030 年までに達

成するべき，貧困や格差の問題，気候変動対策など，全ての国に適用される普遍的（ユニバーサ

ル）な目標であり，17 のゴール（目標）と 169 のターゲットが掲げられ，その実現に向けた取組が広

がっており，ゴール５ではジェンダー平等の達成と全ての女性及び女児のエンパワーメント（権利と能力

を持たせること）について，次のとおり掲げられており，本計画と共通する内容となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市では，最上位の計画である総合計画のもとで，ゴール５を含めて，子どもの貧困対策や環境・

エネルギー政策，持続可能な都市づくりなど SDGs の要素を推進しており，SDGs の要素を「見える

化」し，  

～SDGs との関係について～ 

 目標５．ジェンダー平等を達成し，すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う 

５.１ あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 

５.２ 人身売買や性的，その他の種類の搾取など，すべての女性及び女性に対する，公共・私的

空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。 

５.３  

５.４ 公共のサービス，インフラ及び社会保障政策の提供，ならびに各国の状況に応じた世帯・家

庭内における責任分担を通じて，無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 

５.５ 政治，経済，公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において，完全かつ効果的な女性の

参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 

５.６ 国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画及び北京行動綱領※，ならびにこれらの検証会

議の成果文書に従い，性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。 

５.ａ 女性に対し，経済的資源に対する同等の権利，ならびに各国法に従い，オーナーシップ及び

 

５.ｂ 女性のエンパワーメント促進のため，ICT をはじめとする実現技術の活用を強化する。 

５.ｃ ジェンダー平等の促進，ならびにすべての女性及び女子のあらゆるレベルでのエンパワーメントの

ための適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。  

※北京行動綱領とは，1995年9月に北京における第4回世界女性会議で採択された文書で，男女共同参画・女性活躍
の国際的基準となっている。 
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第２章 施策の展開 

 基本目標１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識変革の促進 

 

 

 

全ての個人が，互いにその人権を尊重し，喜びも責任も分かち合いつつ，性

別にかかわりなく，その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

は，男女共同参画基本法の施行から２０年が経過した今でもなお，我が国にと

って最も重要な課題とされています。 

 

時の流れと共に少しずつ変化してきてはいるものの，長い歴史の中で培われた

「男女の性別による社会的な役割分担の考え方」や，アンコンシャス・バイアス3が，

依然として人々の意識や行動，社会の制度，慣習や慣行に根強く残っており，主

体的に働き方や生き方を選択し，人それぞれの能力を発揮できる社会の実現の

大きな妨げとなっています。 

 

市民意識調査によると，平成１９年度と比較して，男女平等と考える人の割合

は「家庭生活の場」，「職場」では増加したものの，多くの分野で減少しており，

性別を理由とした役割分担の意識が根強いことがうかがえます。 

 

個人の考え方や無意識の思いこみは，幼少期からの家庭での教育，学校教育，

成人後の社会教育など多様な場面から形成されており，女性にも男性にもあるも

のです。社会全体の意識変革を促すためには，長期間にわたる継続した取組が

必要です。 

 

また，メディアは人の意識や社会に対し大きな影響力を持っています。様々な

形態のメディアを介し，多くの情報があふれている社会において，主体的に情報

を収集し，受け取った情報に対する判断力を養うとともに，適切に発信する力を身

                                            
3 アンコンシャス・バイアス：「無意識の思いこみ」「無意識の偏見」「無意識の偏ったものの見方」

など，さまざまな言葉で表現されている概念。 

基本目標１ 

男女共同参画社会の実現に向けた意識変革の促進 
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につけることができるよう，メディアリテラシー4の向上に向けた取組の推進が必要です。 

男女共同参画は全ての人に関わる社会全体で取り組むべき問題であることを

一人一人が自分のこととして認識し，取り組んでいけるようさまざまな時機を捉え，

啓発を進めていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
4 メディアリテラシー：メディアの情報を主体的に読み解く能力，メディアにアクセスし，活用する能

力，メディアを通じコミュニケーションする能力の 3つを構成要素とする複合的な能力のこと。 

図表１ 各分野の男女の地位の平等感「平等」の推移 
令和元年度旭川市男女共同参画に関する市民意識調査 

％ 
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基本的方向１ 《男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進》 

【評価指標】 

評価指標 実績値 目標値 

性別に基づく固定的役割分担の考え方に反対の人 
52.1% 

(R1) 

62% 

(R11) 

男女共同参画社会の形成についての満足度 
12.6% 

(R1) 

15.6% 

(R11) 

 

【現状と課題】 

① 男女共同参画の視点に立った学校教育の推進  

学校教育は，青少年の意識形成に非常に大きな影響があり，男女を問わず，

生活を営むための必要な知識や技術を習得するのに，重要な役割を果たしてい

ます。 

多様な個性や能力を認め合い，一人一人が尊重される社会を実現するため

の基盤を形成する学びを，より一層充実させて，男女共同参画意識の浸透や

相互理解を深めることが必要です。 

また，SNS5などの新たなコミュニケーションツールの普及に伴い，新たな人

権侵害被害が発生していることから，情報の適切な発信や取扱方法についての

教育を引き続き実施していくことが必要です。 

  

                                            
5 SNS：友人・知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提亭することを目的とする，コミュ

ニティ型のサービスのこと。 
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② 性別にとらわれない職業意識の醸成，意識啓発の実施 

全国的に女性の進学率は上昇していますが，大学・大学院への進学率は未

だ男性が多い状況です。専攻別にみると，特に工学，理学における女性割合

が際立って低い一方，男性は人文科学や薬学・看護学等の割合が低くなって

おり，市民意識調査によると，性別の違いが進路や職業選択に影響しているか

どうかという問いに対して，４割以上が影響を受けていると回答しています。 

持続的な成長を確保する点から，次代を生きる子どもたちがジェンダー6によ

る固定的な概念によって，進路を制限されることがなく，あらゆる分野で多様な

発想や能力を活かすことができる環境を整えていくことが重要です。 

社会的・職業的自立に向けた成長の各段階において，その子がもつ興味や

能力，適性を伸ばし，多様で主体的な進路・職業選択が可能となるよう，今

後より一層キャリア形成に係る教育を充実させていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 ジェンダー：社会的・文化的に形成された性役割。 

図表２ 性別の違いによる進路や職業選択への影響について 
令和元年度旭川市男女共同参画に関する市民意識調査 

図表３  
内閣府：男女共同参画白書 令和元年度版から作成 

% 

専攻 
分野計 

人文 
科学 

社会 
科学 

理学 工学 農学 医学・ 
歯学 

薬学・ 
看護学等 

教育 その他等 
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③ 男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進 

年齢にかかわらず，ライフステージに応じて学び続けることは，自己実現や生

活の質の向上につながります。特に人生１００年時代においては，「教育，仕事，

老後」という単線型の人生設計ではなく，ライフステージに応じた様々な働き方，

学び方，生き方を選べるよう，男女共同参画の視点を踏まえた生涯学習や能力開

発が重要です。 

世代間の認識の違いを解消し，地域や家庭において男女共同参画意識の浸透

や相互理解を深める観点からも，生涯学習の場における啓発を進め，特に家庭教

育は，就学前の子どもに与える影響が大きいことから，長期的な社会変革の視点

から取り組むことが必要です。 

また，市の刊行物は，表現が模範的であると受けとられることが多いことから，

市民に対して無意識のうちに影響を及ぼすことが考えられます。このため，職員に

対し広報における男女共同参画の視点について理解促進を図ることが必要です。 

 【施策の方向性】 

① 男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 

学校教育全般を通じて，男女の人権が尊重され，一人一人が自立して個性と

能力を発揮できるよう，学習内容や学習指導の充実を図り，男女平等教育を一層

推進します。 

 

学校教育に携わる教員に対して人権の尊重や男女共同参画社会に関する理解

を深めるための研修を実施し，男女共同参画の視点を持って，日常的に児童・生

徒に教育活動を実践することにより，男女平等の視点に立った教育を推進します。 

 

  男女がともに家庭生活を築くという観点に立ち，衣食住に関する基礎的基本的

な知識と技術を習得するための教育の充実を図ります。 

 

年齢に応じたインターネット等の正しい利用方法や SNS におけるマナーなど，

メディアリテラシーの向上に向けた学習機会や情報提亭の充実を図り，情報モラ

ルの育成に努めます。 
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② 性別にとらわれない職業意識の醸成，意識啓発の実施 

男女共同参画の意義やワークライフバランスの知識，技術の習得を図るととも

に，キャリア教育の普及を促進し，各人の生き方，能力，適性を考え固定的な性

別役割分担意識等にとらわれずに主体的に進路や職業を選択できるよう，キャリ

ア形成に係る学びを充実させ，一人一人の適性と個性を尊重した進路指導に努め

ます。 

 

  特に女性の理工系や，男性の看護系への進学について，高等教育機関と連携

し進路選択の情報提亭に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進 

男女が対等な社会の構成員として，個性を認め合い協力して社会を支えるため

に，ワークライフバランスの推進など，男女が相互理解のもと協働することに関す

る意識啓発を推進します。 

 

家庭における接し方が子どもの潜在意識の形成に大きな影響があることから，

親をはじめとした幅広い年代を対象とした講演会や研修会等を通じ，男女共同参

画に関する理解を深めるための意識啓発を推進します。また，公的文書等を発出

する立場にある市職員に対し，文書等作成に当たっての男女共同参画の視点につ

いて，理解促進を図ります。 

 

男女が年齢や性別にかかわりなく，多様な知識や技術を習得でき，多彩な選択

や社会参加ができるよう生涯にわたる学習を支援します。 

内閣府男女共同参画局 

 

リコちゃん 
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 基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の促進 

 

 

 

政治，職場，地域など，あらゆる分野の意思決定過程に男女が対等な立場で積

極的に参画し，共に責任を担い，多様な意見が政策・方針決定に公平・公正に反

映され，均等に利益を享受できることは，男女共同参画社会の基盤をなすものです。 

 

令和元年（２０１９）年１２月に発表された日本の GGI7（２０２０）は１５３

か国中１２１位と，過去最低の順位でした。我が国は経済と政治分野における意

思決定に参加する機会等における男女格差が非常に大きく，管理的職業従事者に占

める女性の割合は，世界的にみても際立って低い水準となっています。 

 

国においては，政策・方針決定過程への女性の参画拡大は我が国の社会の喫緊

の課題であると捉え，官民を挙げて取組を強化・加速させていかなければならない

としています。 

 企業活動をみてみると，資本市場に大きな影響力を持つ年金積立金管理運用独

立行政法人が PRI8へ署名したことにより，ESG 投資 8が加速していることを受け，

ジェンダーだけでなく，障がい者や国際化など，あらゆる多様性を活かす「ダイバ

ーシティ２．０行動ガイドライン9」に沿った取組が大企業を中心に進められており，

中小企業へ波及していくことが期待されています。 

  

また，地方の人口減少について，若年の女性が一度転出した場合，男性と比

較して，大都市圏から戻らない傾向が高いことが既存の統計から示唆されています。 

若年女性が東京で暮らし始めた目的や理由として，進学や就職だけでなく，「地

元や親元を離れたかったから」といったことが挙げられており，その背景として，

                                            
7 GGI：ジェンダー・ギャップ指数のこと。世界経済フォーラムが，各国内の男女間の格差を数値

化しランク付けしたもので，経済分野，教育分野，政治分野及び健康分野のデータから算出され，

0が完全不平等，1が完全平等を意味しており，性別による格差を明らかにできる。 
8 PRI及び ESG投資：PRIは正式名称を「United Nations Principles for Responsible 

Investment(UNPRI=国連責任投資原則)」といい，解決すべき課題を Environment（環境），Social

（社会），Governance（ガバナンス）の３ つの分野（総称して ESG と呼ぶ）に整理し，財務情報

だけでなく，ESGに配慮した責任投資を行うことを宣言したものである。 
9 ダイバーシティ 2.0行動計画ガイドライン：19ページ「ダイバーシティについて」に記載。 

基本目標２ 

あらゆる分野における男女共同参画の促進 
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地方では固定的役割分担意識や性差に関する偏見，アンコンシャス・バイアスが

根強く存在しており，女性の居場所と出番を奪っていることや，地方の企業経営者

等の理解が足りず女性にとってやりがいが感じられず働きにくい環境であること，

女性も男性も問題意識を持ちながらも具体的な行動変容に至っていないことが報

告されています10。 

若年女性の転出は将来の出生数の減少につながり，人口減少を加速化させて

いくため，持続可能な活力あるまちづくりを進める上で，早急に対応すべき問題で

す。 

 

さらに，地域の多様化する課題・ニーズに対応していくためには，様々な視点

から課題解決ができる多様な人材の確保が必要であり，地域活動の担い手が，

性別や年齢で多様であること，また，性別や年齢等により役割が固定化されること

がないことが重要です。  

 

男女双方からのバランスの取れた意見や新たな発想，視点を組織や活動に反映さ

せることは，多様なニーズに対応した豊かなサービスにつながる持続的成長のため

に不可欠なものです。職場だけでなく地域活動においても政策・方針決定過程への

女性参画を進め，同時に社会全体で女性の能力や感性を活かす環境を整えていくこ

とが求められています。 

 

 

  

                                            
10 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局「移住等の増加に向けた広報戦略の立案・実施の

ための調査事業報告書（令和 2年 3月）」 

図表５ GGI(2020)各分野の比較 
内閣府：共同参画令和 2 年３・４月号から作成 

※０が完全不平等，１が完全平等を示しています。 

図表４ GGI(2020)の各分野におけるスコアと順位 
内閣府：共同参画令和 2 年３・４月号から作成 

分　野 スコア（順位）
昨年の

スコア（順位）

総　合 0.652(121位） 0.662(110位）

経　済 0.598(115位) 0.595(117位)

政　治 0.049(144位) 0.081(125位)

教　育 0.983(91位) 0.994(65位)

健　康 0.979(40位) 0.979(41位)

※153カ国中 ※149カ国中
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ダイバーシティについて 

ダイバーシティとは「多様性」のことを指し，性別や国籍，年齢，障がいの有無などに関わりなく，

多様な個性が力を発揮し，共存できる社会のことをダイバーシティ社会といいます。また企業などの組

織におけるダイバーシティを進めることで，多様な価値観やライフスタイルを持つ人材を取り入れ，組

織内の発想やアイディアの活性化につながるというメリットがあります。 

少子高齢化に伴う労働人口の確保や企業の社会的責任（CSR）など，政府や社会的要請

のもと，女性活躍や障がい者雇用など，組織におけるダイバーシティが進められてきました。しかし，

受け身的な発想で多様な人材を雇用しポストを用意したとしても，多様性を認める習慣がない組

織では，暗黙的な排斥が起こり，成果が得られことは少なく，ダイバーシティの多くは形骸化してい

ました。 

そこで国は，中長期的な施策の実施やトップコミットメント（代表者による公約・確約，責任を持

つ関与）などの取組むべきポイントや，ダイバーシティと企業価値の関係を明示した「ダイバーシティ

2.0行動計画ガイドライン」を定め，ダイバーシティを更に推進しています。 

※平成 29年 5月 経済産業省 ダイバーシティ 2.0検討報告書から作成 
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基本的方向２ 《政策・方針決定過程への女性の参画の拡大》 

【評価指標】 

評価指標 実績値 目標値 

市の附属機関等における女性委員の割合 
25.5% 

(R1) 

36% 

(R12) 

市職員の管理職における女性の割合 
11.1% 

(R2) 

15% 

(R8) 

企業の管理職における女性の割合 
7.9% 

(R1) 

15% 

(R11) 

 

【現状と課題】 

① 女性の登用の促進 

   これまで市の附属機関や市職員の管理職への女性の登用促進に努めてきま

したが，今なお十分とはいえない状況にあります。 

   附属機関の女性の登用については，推薦母体となる団体・業界の代表や管

理職等に女性が少ないことが課題となっています。また，市職員については，

職員採用試験の受験段階から男性に比べて女性が少なく，女性の受験者を増

やしていく取組や，管理職を担える人材の育成には長い期間を要すことから，

採用後においても中長期的な視点での対策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表６ 旭川市行政職の採用試験受験者，採用者，各役職段階の性別割合 
旭川市特定事業主行動計画から作成 

※受験者は令和 2 年度採用（R1 年実施）に対する数値，その他は R2 の数値 
※行政職とは保育士・消防職・医療技術関係職などを除いた，行政職全体のもの 

受験者 採用者 部長職 次長職 課長職 課長補佐職 係長職 その他

439人 24人 28人 41人 132人 137人 458人 603人

(67.7%) (70.6%) (90.3%) (89.1%) (88.6%) (83.0%) (79.0%) (64.1%)

209人 10人 3人 5人 17人 28人 122人 337人

(32.3%) (29.4%) (9.7%) (10.9%) (11.4%) (17.0%) (21.0%) (35.9%)

男性

女性
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② 女性の能力や感性を活かすための環境整備 

本市の人口の社会増減は，男性と比較して女性の転出超過が多くなってい

ます。人口減少を抑制していくためには，あらゆる分野においてダイバーシテ

ィをすすめる必用性を共有し，地域や働く場における男性優位の固定概念が，

女性のやる気と居場所を奪っている状況を改善することが必要です。 

  市民意識調査では，女性の政策・方針決定の場への参画が少ない理由とし

て，固定的役割分担意識に基づいた男性優位の組織運営や，政策・方針決定

の場への女性参画に対する社会的意識の低さが挙げられています。また，家

族の支援・協力が得られず，様々な活動に参加しても，女性の家事負担が減

らないことも課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表８ 女性の政策・方針決定への参画が少ない理由（性別/複数回答） 
令和元年度旭川市男女共同参画に関する市民意識調査 

% 

図表７ H26~H30 の本市の転出超過人数の累計（性別比較） 
旭川市人口ビジョン（改訂版）から作成 

人 １５７７ 

７４６ 
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【施策の方向性】 

① 女性の登用の促進 

性別にとらわれない職業意識の醸成，職域拡大など，職場慣行の見直しを

促すとともに，市の審議会等の委員選出に当たっては，各分野で活躍する女性

の発掘や人材情報の紹介のほか，各団体に対し，団体推薦への協力を要請す

ることにより，女性の登用を促進します。 

また，市では，中長期的な視点をもった採用活動の実施，能力や適性を発

揮できる多様な職務機会の付与，ライフプランに応じたキャリア形成の支援や，

研修を通じた，計画的な人材育成を図りながら，ポジティブアクション11による

女性の登用の加速化を図っていきます。 

② 女性の能力や感性を活かすための環境整備 

  ダイバーシティの必要性及び有効性についての周知を図るため事業主に対

する啓発活動を実施します。また，仕事に限らず様々な分野で活躍する女性を

支援するため，男性の家庭参画を進めるとともに，多様なニーズに対応する子

育て支援施策の充実を図ります。 

  

                                            
11 ポジティブアクション：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亭する

ものであり，個々の状況に応じて実施していくもの。 
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基本的方向３《男女共同参画の視点に立ったまちづくりの推進》 

【評価指標】 

評価指標 実績値 目標値 

市の附属機関等における女性委員の割合 

（再掲） 

25.5% 

(R2) 

36% 

(R12) 

 

【現状と課題】 

① 地域活動における男女共同参画の推進 

PTAや町内会，消防団など多くの地域の活動において，引受け手が少ない役

職者を男性が担う一方で，女性部の設置や実際の活動は女性が広く担うなど，役

割を分担して活動を行ってきました。 

 

女性が働くことが当たり前となった現在，少子高齢化の進行，人間関係の希薄

化や単身世帯の増加なども影響し，地域社会における活動も，役職者と実際の活

動の担い手がともに不足しており，性別にかかわらず，地域での役割を果たして

いくことが求められています。 

 

多様な視点を活かし，地域社会をより豊かなものにしていくためにも，誰もが地

域活動に参加しやすい環境を整備していくことが重要です。 
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② 男女共同参画の視点に立った防災活動の推進 

東日本大震災などの過去の災害において，避難所運営に当たっての家庭的責

任が女性に集中したことや，意思決定過程における女性の参画が十分に確保され

なかったために，女性の視点からのニーズが反映されていなかったことなど，社

会要因により災害時の困難が増大していたことが明らかとなっており，防災対策に

男女共同参画の視点を取り入れることの重要性が新たに認識されています。 

 

非常時には平常時の固定的性別分担意識が強化・拡大して反映されることを

踏まえ，平常時からあらゆる施策の中に，男女共同参画の視点を含めることが肝

要であり，非常時においては，女性に負担が集中したり，困難が深刻化したりし

ないような配慮が必要とされています。 

③ 男女共同参画を推進する市民団体等への情報提供及び活動への支援 

 男女共同参画の視点に立ったまちづくりのためには，広く理念の理解を図ってい

くことが重要です。男女共同参画社会の実現に寄与する活動を行っている団体の

活動や交流に対する支援，情報提亭などを積極的に行い，着実に男女共同参画

社会の基盤づくりを進める必要があります。 

 

【施策の方向性】 

① 地域活動における男女共同参画の促進 

男女がともに地域活動に参加しやすい環境を整備するため，多様な視点をまち

づくりに活かすことの重要性の周知を図るとともに，Ｐ Ｔ Ａ，町内会をはじめ，地

域活動団体等への役員の選出や行事参加など，様々な場面で男女がともに参加

することを促します。 

② 男女共同参画の視点に立った防災活動の推進 

  自主防災組織における女性参画など平常時の備えや，初動，避難生活，復旧・

復興の全ての段階において，女性も主体的な担い手であることを認識し，意思決

定の場や災害対応の場への女性の参画を進めるなど，男女共同参画の視点を取

り入れた地域防災力の向上に努めます。 
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③ 男女共同参画を推進する市民団体等への情報提供及び活動への支援 

男女共同参画を推進する市民団体の活性化のため，関係団体との交流や情

報の提亭などの支援の充実を図ります。また，活動の拠点として，ときわ市民

ホール政策調整課分室「ハーモニー」の有効活用を図ります。 
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 基本目標３ 誰もが働きやすい環境づくり 

 

 

 

 少子高齢化が深刻化し，都市機能の担い手不足が顕在化する中，持続可能で

活力ある社会を築いていくために，就労を希望する女性の力と，それを後押しす

る男性の家庭参画が同時に求められており，その実現には，男女ともに働きやす

いワークライフバランスがとれた職場環境が不可欠です。 

 

 女性活躍推進法の施行，育児・介護休業法の改正と制度の導入などM字カー

ブ12の改善に向け，官民を挙げて様々な取組が進められてきました。しかし労働

の場では，依然として長時間労働や転勤が当然とされる男性中心型労働慣行を基

準とした働き方が求められるため，結婚等のライフイベントを機に，離職せざるを

得ない女性が多くいることも事実です。 

 

性別にかかわらず，仕事と子育て・介護等の二者択一を迫られることなく働き

続けることができ，その能力を十分に発揮するとともに，正当な評価と報酬を得ら

れる社会の実現のためには，引き続き雇用の場や農業等自営業における機会や

賃金の男女格差の解消を目指すとともに，自己の裁量で自由に仕事ができる女性

起業家の支援など，多様な働き方を支援していく必要があります。 

また，共働き世帯における女性の家事・育児等の負担感が女性の社会参画の

障害となっていることから，男性の一層の家庭参画が必要です。 

一方で，望まない介護離職については男女を問わず進行しており，個人，企業

を問わず社会全体の損失となっています。就業者数の維持・増加を図るためには，

介護休業制度の普及とともに，柔軟な働き方の導入など，ワークライフバランスの

実現に向けた働き方改革が必要です。２０２５年（令和７年）には，団塊の世

代が後期高齢者を迎え，さらなる介護需要の増加が見込まれており，対策が喫緊

の課題となっています。 

 

                                            
12M字カーブ：日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき，30歳代を谷とし，20歳

代後半と 40歳代後半が山になるアルファベットのMのような形になること。結婚や出産を機に労働

市場から退出する女性が多く，子育てが一段落すると再び労働市場に参入するという特徴による。 

基本目標３ 

誰もが働きやすい環境づくり 
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ワークライフバランスがとれた生活は，一人一人の健康を維持し，生涯を通じ

て子育て・介護との両立や自己実現を可能にするなど，個人の生活を豊かにする

だけでなく，男性の家庭参画が，女性の社会参画を後押しし，多様な人材が活

躍する持続可能で活力ある社会の構築につながるものです。男性も女性も仕事と

家庭生活を両立できる，ハラスメントがない誰もが働きやすい環境づくりが求めら

れています。 

 

折しも新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式の導入により，時差出勤や，

テレワーク等の ICT 技術を用いた働き方改革が急速に進行しています。しかし，

男性の家庭参画が進まない状況におけるテレワークを妻の側から見ると，休校や

休園による育児負担と，在宅勤務する夫の食事の用意などが仕事にプラスされる

こととなり，より一層妻の負担が重くなることが明らかになっています。 

働き方に対する意識変革と合わせて男性の家庭参画を促し，男性中心型労働

慣行の是正とワークライフバランスの実現に向けた，積極的な推進が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表９ 子どもがいる女性の働き方の実態 
令和元年度旭川市男女共同参画に関する市民意識調査 

図表 10 全国の介護離職者の推移 
厚生労働省：雇用動向調査から作成 
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基本的方向４ 《男女の多様な働き方の促進》 

【評価指標】 

 

評価指標 実績値 目標値 

女性就業率 
39.8% 

(R1) 

43% 

(R6) 

 

【現状と課題】 

① 男女の均等な雇用機会と待遇の確保 

  職場における固定的役割分担意識に基づく男性中心型労働慣行が根強く，ま

た，男性に正規従業員が，女性に非正規従業員が多い現状にあり，新型コロナ

ウイルス感染症が流行するような非常時には，より女性が職を失いやすくなる懸

念があります。 

さらに，結婚・出産等を理由とした女性の離職が多く，一度離職してしまうと

キャリアを活かした身分や賃金など，同じ条件で再就職等をすることは容易なこ

とではありません。女性が潜在的に有しているスキルを活かすことが出来ないこ

とは，社会にとっても大きな損失です。 

ひとり親家庭においては，雇用の場における機会や賃金の男女格差が経済的

自立の阻害要因となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 11 非正規従業員の年齢別・男女別人数 
令和元年度旭川市労働基本調査報告書から作成 

人 
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② 農業・商工自営業等従事者の労働環境の整備 

  本市の基幹産業の一つである農業や商工自営業の多くは家族経営であり，多

くの女性が就業していますが，その労働はアンペイド・ワーク13が多くみられま

す。女性の労働が正当に評価され，意欲とやりがいを持って働くことができるよ

うな，働きかけが必要です。 

 

③ 女性起業家の支援等さらなる女性活躍の促進 

自己のライフスタイルの実現や，男性中心の働き方に合わせるのではなく，

自分の好きな仕事を自分が働きたいように働く，個人起業家14として活動する女

性が増えています。 

男性起業家と比較して，経営や事業に関する知識や経験を得る機会が少なく，

ノウハウや人脈が不足していることや，家庭や育児・介護等との両立などを課

題とする人が多く，女性起業家ならではの課題解決に向けた支援が必要です。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 アンペイド・ワーク：無償労働と訳され，賃金，報酬が支払われない労働，活動を意味する。 

14 個人起業家：法人設立を行わず，個人事業主として，スモールビジネスやマイクロビジネスと言

われるような，小さな事業を行う人のこと。 

図表 12 開業後に苦労したこと 
経済産業省：平成 2７年度産業経済研究委託事業（女性起業家等実態調査）から作成 

％ 
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【施策の方向性】 

① 男女の均等な雇用機会と待遇の確保 

  男女雇用機会均等法等の関係法令を浸透させ，職場におけるハラスメントが

ない，女性が安心して力を発揮できる職場環境で，正当な能力評価と登用が

受けられるよう広報・啓発に努めるとともに，男女労働者間の格差解消を加速

化するためのポジティブアクションの実施や，再就職制度の創設などの取組事

例について事業主に対する情報提亭に努めます。 

 

  女性の就労や再就職を促進するため，相談体制や情報提亭の充実，雇用の

ミスマッチの解消に向けた取組や職業能力開発などの就業支援を推進します。 

 

② 農業・商工自営業等従事者の労働環境の整備 

  農業や商工自営業等に従事する女性の労働時間や健康管理等を考慮した労

働条件の向上と，経営能力・技術の向上を図り，経営への参画を促進するた

め，関係団体等に対して啓発に努めます。 

 

  また，女性農業者が意欲を持って活き活きと能力を発揮できるよう，市や関

係機関が連携しながら，経営者としての資質向上に向けた取組や家族経営協

定の普及啓発などを進め，女性の経営参画や社会参画の促進を図ります。 

 

③ 女性起業家の支援等さらなる女性活躍の促進 

  相談に乗り，助言を与えてくれる存在や，ロールモデル15となる人との交流，

意見交換を促すため，先輩起業家の体験談や交流会を内容とする講座の開催

や，女性起業家のネットワークづくりの支援等を行い，さらなる女性活躍の促進

を目指します。 

  

                                            
15 ロールモデル：将来像を描いたり，自分のキャリア形成を考える際に参考とする役割モデルをいう。 
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基本的方向５ 《ワークライフバランスの推進》 

【評価指標】 

評価指標 実績値 目標値 

ワークライフバランスを実現できていると思う人の割合 
17.1% 

(R1) 

22% 

(R11) 

市職員の年次有給休暇取得率 
11.6日 

(R1) 

15日 

(R8) 

企業に勤める人の年次有給休暇取得率 
19.9% 

(R1) 

35% 

(R11) 

市職員の男性の育児休業取得率 
10.5% 

(R1) 

13% 

(R8) 

企業に勤める男性の育児休業取得率 
6.8% 

(R1) 

13.6% 

(R11) 

 

【現状と課題】 

① 男女が仕事と家庭生活を両立できる働き方改革 

仕事と家庭生活の両方を優先したい人であっても，男女ともに約半数がそれを

実現出来ていないのが現状であり，両立できないことが特にひとり親家庭の再就

職を難しくし，経済的自立を阻害する要因ともなっています。 

男女のワークライフバランスの実現に向けては，長時間労働の是正や

ICT技術を使った新たな働き方の導入など，従来型の働き方からの変革が必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 13 「「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい」人の現実のライフスタイルについて 
令和元年度旭川市男女共同参画に関する市民意識調査 

「仕事」を優先している  「家庭生活」を優先している  「地域・個人の生活」を優先している 
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② 子育て・介護支援体制の充実と固定的役割分担意識の解消 

  本市では，平成３０年に待機児童ゼロを達成するなど，仕事と家庭生活の両

立に向けた施策を実施してきましたが，男性の育児休業の取得について，賛成す

る人は多いものの取得率は低迷している現状があり，制度の充実とともに固定的

役割分担意識の解消が課題となっています。 

  また，介護離職は男女ともに増加しており，離職者が４０代～５０代の企業に

とって中核をなす人材であることが多く，人手不足に拍車をかけています。介護休

業の取得に向けた企業理解と受入体制の整備を進め，被介護者に対する在宅サ

ービスの充実などが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 14 男性の育児・介護休業について 
令和元年度旭川市男女共同参画に関する市民意識調査 

（N＝652） 

図表 15 男性が家事，育児，介護に積極的に参加していくために必要なこと（複数回答） 
令和元年度旭川市男女共同参画に関する市民意識調査 

全体 
（N＝652） 

％ 
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 【施策の方向性】 

① 男女が仕事と家庭生活を両立できる働き方改革 

仕事と家庭生活の両立が図られるよう，時間外労働の削減や有給休暇の

取得など労働環境の改善に向けた啓発事業に取り組むとともに，オンラインで

の会議や手続きを推進するなど，ICT技術の活用により，働き方の多様化を

促し，長時間労働や転勤を前提とした男性中心型労働慣行の変革を目指しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 子育て・介護支援体制の充実と固定的役割分担意識の解消 

待機児童ゼロの維持と多様化する保育ニーズに対応するため，既存施設の

活用による子どもの預け先の確保や，各種保育サービス等の提亭により，保護

者の多様な働き方を支援するとともに，介護サービス基盤の充実や在宅医療と

介護の連携体制を強化するなど，地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組

み，介護者の負担軽減を図ります。 

 

育児・介護休業の取得について，企業側のメリットや必要性についての理解

を進め，子育てや介護に配慮した労働環境の整備に向けた制度の普及に努め

ます。また，働く人が，育児・介護休業を活用しながら継続就業できるよう，

制度の利用促進に向け，男性の家庭参画に係る各種啓発活動を実施します。 

特に市職員については，特定事業主行動計画に基づき男性職員の家庭生活

への積極的な関与を進め，市内企業の規範となるよう努めます。 

「カエル！ ジャパン」キャンペーンシンボルマーク 

内閣府男女共同参画局 

働き方改革のロゴマーク 

旭川市 
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 基本目標４ 誰もが安心して暮らせる社会の形成 

 

 

 

誰もがその人権を尊重され，健康でいきいきと暮らしていける社会は，男女共同

参画社会の実現の前提となるものです。 

 

性別による人権の侵害は何人も行ってはならない行為です。しかし，DV やデー

ト DV，セクハラ等は被害が潜在化しやすく，個人的な問題として捉えられる傾向が

ありますが，固定的な役割分担意識や男女の社会的・経済的な格差など社会状況

に根ざした構造的な問題であり，社会全体で対応すべき問題です。 

典型的とされていない性的指向及び性自認をもつ人々16に対する差別的発言や

アウティング17なども暴力と同じく人権侵害であり，決して許されるものではありませ

ん。近年ではそういった人々の自殺念慮の高さが指摘されており，国においても性

的指向や性自認を人権課題として取り上げています。 

 

また，誰もが健康でいきいきと暮らしていくためには，市民一人一人が「自分の

健康は自分でつくる」という意識を高めながら，それぞれのライフステージに応じた

主体的な健康づくりが必要です。特に，生活習慣病は，本人の身体機能の低下や

生活の質を低下させるほか，その治療や介護に必要な人の増加は，介護離職の増

加など，社会全体に大きな負担をもたらしています。 

さらに，女性は妊娠や出産に係る女性特有の問題を抱える場合があり，性と生殖

に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）18という考え方について，

国連などでも指摘されているように，守られなければならない人権の一つです。 

 

                                            
16 典型的とされていない性的指向及び性自認をもつ人々：35ページ「LGBTs と SOGIについて」

に記載。 

17 アウティング：本人の同意なく，その人の性的指向や性自認に関する情報を第三者に暴露するこ

と。 

18 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）：いつ何人子どもを産むか産

まないかを選ぶ自由，安全で満足のいく性生活，安全な妊娠・出産，子どもが健康に生まれ育つこ

と，思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題など，女性が自

らの身体について正しい情報を入手し，自分で判断し，健康を享受できるようにしていくこと。 

基本目標４ 

誰もが安心して暮らせる社会の形成 
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誰もが安心して暮らせる社会の形成に向けては，あらゆる人権侵害の防止ときめ

細かな被害者支援に努めるともに，生涯を通じて誰もが充実した生活を送るための，

正しい知識を持ち，行動していくことが必要です。 

  

 

LGBTs と SOGI について 

セクシュアリティの構成要素は，ジェンダー以外にも次のように分類することができます。 

１ 生物学的性（biological sex）身体的特徴により判断する性別 

２ 社会的性役割（gender role）社会的・文化的に形成された性役割 

３ 性的指向（sexual orientation）ある特定の性を持つ人に対する持続的な魅力の感じ方 

４ 性自認（gender identity）「私は女性である」「私は男性である。」といった自己認識 

（アメリカ心理学会による分類による） 

性自認と生物学的性が一致し，かつ

異性を好きになる人が多数であることか

ら，これと異なる要素の組み合わせを持

つ人々を「性的マイノリティ」，頭文字をと

って「LGBTｓ」と総称することがあります。 

一方，SOGI（ソジ）は，「性的指

向（Sexual Orientation）」と「性自

認（Gender Identity）」の頭文字を

とった言葉です。すべての人に関係する概

念であり，そのあり方は人によりさまざまで

す。 

女性に惹かれる人，男性に惹かれる人，どちらにも惹かれる人，どちらにも惹かれない人，自分は男

性だと思う人，自分は女性だと思う人，どちらでもないと思う人，両方だと思う人もおり，組み合わせも

多様です。性自認や性的指向は自分で選択出来るものではありません。 
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基本的方向６ 《男女の人権の尊重》 

【評価指標】 

評価指標 実績値 目標値 

相談機会が確保されていると感じている市民の割合 
24.9% 

(R1) 

34% 

(R5) 

 

【現状と課題】 

① DV等の防止のための啓発と被害者の支援 

本市では，平成３１年に第３次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策定し，配偶者等からの暴力の根絶を目指しています。 

セクハラ，ストーカー行為などあらゆる暴力の防止に向けた啓発活動を実施

してきたところですが，DV等について，被害を受けた，または被害について知

っている人の割合はほぼ横ばいで推移しています。 

引き続き防止に向けた啓発活動等と被害者に対する支援が必要です。特に

交際経験の少ない若年層に対して，被害者にも加害者にもならないために，デ

ート DVの防止について啓発活動を継続する必要があります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 16 DV，セクハラ等について，「直接被害を受けたことがある」，「相談を受けたことがある」
「相談を受けたことはないが，被害を受けた人を知っている」人の割合 

平成１９年度及び令和元年度旭川市男女共同参画に関する市民意識調査から作成 
％ 
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② 女性にかかわる各相談窓口体制の充実と連携 

女性の抱えている悩みは，出産や就労，DVなど内容が多岐にわたり，児童

虐待なども含めて相互に関連して問題が複雑化しており，解決に向けては，関

係機関が連携して取り組む必要があります。 

本市では女性相談室・配偶者暴力支援センター等の専門性を活かした各相

談窓口を設置しているとともに，関係機関及び団体を構成メンバーとする旭川

市・子ども女性支援ネットワークを設置しており，情報交換，支援方策の検討

等を行っていますが，女性の社会進出や結婚観など，女性を取り巻く社会環境

の変化により，相談内容がさらに複雑化してきています。 

また，悩みや問題の発覚が遅れるほど解決に向けての課題や時間が増える

傾向にあることから，早期に相談を受けられるよう，相談窓口の周知が必要で

す。DVについては，被害者を発見しやすい立場にある身近な人や医療，福祉，

教育機関などの職務関係者が，被害者に気付き，警察に通報したり，相談機

関へつなぐことを促進していくことが必要です。 

    

③ 性別による人権侵害防止等に関する啓発 

典型的とされていない性的指向及び性自認をもつ人々への理解が十分に進

んでおらず，その多くが日常生活において深刻な困難を抱えている実態が明ら

かになってきました。近年の民間調査など19で９％前後の割合で存在している

とされており，特に学童期や青年期における自己肯定感の低下により，自殺念

慮が高くなりやすいと言われています。 

本市では当事者支援として，発達段階における相談相手となる養護教諭等へ

の研修を実施しているほか，小中学校における制服のスカート・スラックスの

選択方式や混合名簿を導入しています。また，市民向けに研修会の開催等の

取組を進めています。 

誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて，当事者への支援とともに，多

様な性のあり方に対する市民理解の促進が必要です。  

                                            
19電通ダイバーシティ・ラボ「LGBT調査 2018」8.9% 

  株式会社 LGBT総合研究所「LGBT意識行動調査 2019」10.0% 

  日本労働組合総連合会「LGBTに関する職場の意識調査」(2016) 8.0% 
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 【施策の方向性】 

① DV等の防止のための啓発と被害者の支援 

  「女性に対する暴力をなくす運動」などの機会における，セクシャルハラスメ

ントやストーカー行為などを含む女性に対するあらゆる人権侵害の防止に向け

た，高校生に対する講座の実施など，啓発活動の実施や，第３次旭川市配偶

者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画に基づき，被害者の早

期発見，適切な保護，自立に向けた支援の充実など，必要な施策を継続して

実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 女性にかかわる各相談窓口体制の充実と連携 

  各相談窓口の周知と，相談員の専門性の維持・向上に努めるとともに，庁内

の関係部署や警察等の関係機関，民間団体が連携して支援を行います。 

 

③ 性別による人権侵害防止等に関する啓発 

典型的とされていない性的指向及び性自認をもった特に児童生徒等の発達

段階における当事者への適切な対応と相談体制の充実を図り，性の多様性に

ついての研修会等を通じて，市民理解の促進に努めます。 

 

 

  

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク 

内閣府男女共同参画局 
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基本的方向７ 《生涯を通じた健康の保持・増進》 

【評価指標】 

評価指標 実績値 目標値 

健康寿命 

（健康寿命） 

男性:79.32歳 

女性:83.75歳 

(H29) 

（平均寿命） 

男性:80.70歳 

女性:86.65歳 

(H29) 

 

 

 

平均寿命の増加分を上

回る健康寿命の増加 

 

【現状と課題】 

① 保健・医療体制の充実とライフステージに応じた健康推進 

核家族化の進行や女性の就業等の増加により，子どもを生み育てる環境も変

化しており，妊娠・出産・子育てに関する不安を和らげ，安心した暮らしを送

ることができる支援が必要です。 

医療分野では，医師不足や救急医療におけるいわゆるコンビニ受診の増加

などが課題となっており，治療の際に安心して受診できる医療体制の充実に向

け，市民理解と協力が不可欠です。 

また，晩婚化や初産年齢の上昇，疾病構造の変化に加え，特定健康診査の

受診率が低迷しており，将来の介護負担の抑制に向けた取組が必要です。人

生１００年時代を迎え，市民の健康づくりへの意識向上を図るとともに，各種

健診の受診促進や多様な運動機会の提亭など，ライフステージに応じた健康増

進への支援が必要です。 
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② 性及び生殖に関する個人の意思の尊重についての意識啓発 

女性は思春期，妊娠，出産期，更年期，老年期といった人生の各段階に応

じて心身の状態が大きく変化する特性があることから，長期的かつ包括的な観

点に立った支援が必要です。 

また，本市の１０代の人口妊娠中絶実施件数は減少傾向にありますが，妊

娠中絶の必要性をなくすため，望まない妊娠の防止が重要です。全てのカップ

ルと個人が妊娠・出産またこれらに関連する性と生殖に関する自己決定権が保

障されるよう，引き続き「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）」の概念の浸透・市民理解が必要とされています。 

 

 

  

図表 17 10 代の人口妊娠中絶実施件数推移 
旭川市保健衛生年報から作成 
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 【施策の方向性】 

① 保健・医療体制の充実とライフステージに応じた健康増進 

妊娠・出産期における健康診査・保健指導をはじめ，不妊治療に対する支

援，特定健康診査と検査結果に基づく保健指導の実施，スポーツ大会の開催

や運動施設の整備等の運動機会の提亭，介護予防運動教室の実施など，ライ

フステージに応じた切れ目のない心身の健康づくりの支援に努めます。 

 

女性の医師の確保など，女性も受診しやすい医療体制づくりを進めるととも

に，休日・夜間における救急医療体制の維持など安心して医療を受けられる環

境づくりを進めます。 

 

② 性及び生殖に関する個人の意思の尊重についての意識啓発 

思春期，妊娠・出産期，更年期，老年期といった女性のライフステージに応

じて，心身の状況の変化に対応した施策を包括的に推進します。 

 

また，望まない妊娠を防止し，性及び生殖に関する個人の意思を尊重できる

よう意識啓発や情報提亭を行います。 
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第３章 計画の推進 

１ 計画の推進状況の管理・公表 

     本計画に基づく各施策を計画的に推進するため，年次報告書を作成し，毎年

進捗状況を的確に把握・評価するとともに，その内容を公表します。 

 

２ 旭川市男女共同参画審議会の機能活用 

   男女共同参画の推進について幅広い視点からの意見や専門的意見を市の施

策に反映させるため，「旭川市男女共同参画審議会」で，男女共同参画の推進

に関する基本的かつ重要な事項について，調査・審議を行い，審議会の機能が

十分に発揮されるよう努めます。 

 

３ 庁内における推進体制 

   計画に基づく各施策の推進においては，市役所内において関係部局が連携し

ながら取組を進めることが必要であることから，庁内組織の「旭川市男女共同参

画推進本部」で庁内情報の共有化と連携を強化するとともに，計画に基づいた

事業の推進状況の把握を行うなど，男女共同参画施策を総合的かつ効果的に推

進します。 

 



 

   

 

 


