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1 策定の背景と目的 

 

 

 

 

 

 

国においては、男女共同参画社会※の実現に向け、国際社会の取組とも連動しながら、平成１１

年に「男女共同参画社会基本法」を制定し、その後、同法に基づく「男女共同参画基本計画」や

様々な取組を進め、平成２７年１２月には、「第４次男女共同参画基本計画」を閣議決定されま

した。 

また、平成２７年８月には、働く場面において女性が力を十分に発揮できているとは言えない

状況を踏まえ、急速な人口減少による将来の労働力不足の懸念や人材の多様性の確保に対応する

ため「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）」が制定されました。 

県においては、平成１５年に「長崎県男女共同参画基本計画」を策定され、その後２度の改定

が行われ、平成２８年３月には「第３次長崎県男女共同参画基本計画」が策定されています。県

が実施した県民意識調査（平成26年12月）によると、男女共同参画社会に向けた最重要課題と

して固定的な社会通念・慣習・しきたりの改善が挙げられており、行政が力を入れるべき施策と

して、働き方の見直しや子育て・介護支援などが求められています。 

本市では、「男女共同参画社会基本法」の趣旨や理念等を踏まえ、平成１１年に「第１期おお

むら男女共同参画プラン」を策定し、その後２度の改定を行い広報啓発や市民の意識の醸成に努

めるとともに、男女共同参画に関する様々な施策を展開し、「第３期おおむら男女共同参画プラ

ン」(計画期間：平成24年度～28年度)においては、各分野における男女共同参画、女性の参画拡

大、男女の人権の尊重などに取り組んできました。 

第4期おおむら男女共同参画プラン策定に向けて、平成28年4月に、基礎資料とするため、「大

村市男女共同参画に関する市民意識調査」を実施し、翌平成29年1月には「大村市男女共同参画

懇話会」から、重点施策を盛り込んだ提言書が提出されました。 

これらのことを踏まえ、本プランは、女性の活躍推進の取組等に力を入れるとともに、市民一

人ひとりが自分らしく、その個性と能力を十分に発揮し、いきいきと暮らすことのできる社会を

目指し、男女共同参画社会の実現に向けての施策を、総合的、計画的に推進していくことを目的

として策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             第４期おおむら男女共同参画プラン策定にあたって 第１章 

※ 男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野 

における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的 

利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。(男女共同参画社会基本法第 2 条) 
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２ 大村市の現状と課題 

 

 

 

（１）第3期プランの評価 

第3期プランでは、4つの基本目標を掲げ11項目の指標を設定し、計画を推進してきました。 

目標が達成できたのは、基本目標Ⅲの「８ 放課後児童クラブの設置数」、基本目標Ⅳ の「９ 健

康づくり活動への参加者数」の２項目でした。 

一方、基本目標Ⅰの「3 男女共同参画社会についての理解度」、基本目標Ⅱの「6 家族経営協

定の締結組数」はほぼ目標達成できましたが、その他の項目については、9割以下の達成率とな

っています。なかでも、基本目標Ⅱの「4 地区別ミーティングの参加者のうち女性の参加率」、

基本目標Ⅲ の「7 女性のための再就職・起業講座参加者数」、基本目標Ⅳの「10 乳がん検診

受診率」、「11 子宮がん検診受診率」の達成率は5０％台にとどまっており、さらなる取組が

必要です。 

 

第 3 期指標一覧  
 

 

   
 

 
 

基本目標   第３期指標項目 
目標値    

(H28 年度) 

実績値 

(H28 年度) 
達成率 

Ⅰ 男女共同参

画 社 会 づく り

に 向 け た意 識

の改革 

1 
男女が平等な社会と感じる人

の割合 
60.0% 41.9% 69.8% 

2 
男女共同参画推進センター講

座の参加者数 
2,000 人 1,717 人 85.8% 

3 
「男女共同参画社会」について

理解度 
50.0% 47.0% 94.0% 

Ⅱ 女性の活躍

に よ る 社会 の

活性化 

4 
地区別ミーティングの参加者
のうち女性の参加率 

35.0% 20.0% 57.1% 

5 
審議会等への女性委員の参画

割合 
33.3% 25.6% 76.9% 

6 家族経営協定の締結組数 160 組 152 組 95.0% 

Ⅲ  職 場 ・ 家

庭・地域におけ

る 男 女 共同 参

画の推進 

7 
女性のための再就職・起業講座

参加者数 
60 人 33 人 55.0% 

8 放課後児童クラブの設置数 28 クラブ 35 クラブ 125.0% 

Ⅳ 男女の人権

尊重と誰もが

安心して暮ら

せる社会の実

現 

9 健康づくり活動への参加者数 6,500 人 15,989 人 246.0 % 

10 乳がん検診受診率 49.0% 
26.5 % 

（速報値） 
54.1% 

11 子宮がん検診受診率 53.0% 
30.5 % 

（速報値） 
57.5% 
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（２）男女共同参画についての意識 

本市では、男女共同参画に関する意識の普及啓発のため、これまで講演会や講座を開催すると

ともに、「男女共同参画推進センターだより」、広報紙やホームページによる情報発信、家庭・

地域への男性の参画促進の取組など意識の改革を行ってきました。 

平成２８年度に実施した男女共同参画に関する市民意識調査※では、「男は仕事、女は家庭」と

いう考え方について、反対する人の割合は、女性では36.0％、男性は26.3％で、前回調査時よ

りも割合は高くなってきていますが、まだまだ性別による固定的な役割分担意識が残っていると

考えられます。 

また、男女共同参画社会の認知度は、徐々に高くなってきているものの、内容まで理解してい

る人の割合は、女性で21.1％、男性で29.4％となっており、前回調査時よりも低くなっていま

す。 

男女共同参画社会の実現のためには、その認知度を向上させるとともに、人々の意識の中に長

い時間をかけて形成された「固定的性別役割分担意識」を解消することが課題であり、今後も積

極的に啓発に取り組んでいく必要があります。  
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●「男女共同参画社会」の認知度について  

（大村市男女共同参画に関する市民意識調査に基づく比較） 
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（３）あらゆる分野における女性の活躍の状況 

① 政策・方針決定過程への女性の参画 

本市では、様々な施策に女性の視点を生かしていくため、各種審議会等の委員や管理職等

への女性登用推進に取り組んできました。しかし、平成28年４月時点の審議会等における女

性委員登用率は25.6%であり、平成28年度の目標値33.3%には届いていない状況です。 

また、町内会等の地域活動においても、代表者等の意思決定過程に関わる女性は非常に少

ない状況です。 

女性が政策・方針決定過程へ参画していくためには、男女共同参画社会の必要性を理解し、

あらゆる分野において女性が能力を発揮できる環境を整備することが重要です。そのために

は、行政が率先して女性登用の推進を図るとともに、地域社会や各種団体についても働きか

けを行い、女性の参画を拡大していく必要があります。    

23.2%
24.0% 23.9%

24.9%
25.6%

33.7%

33.4% 33.4%
34.0% 34.4%

32.9%

34.2%
35.4%

36.7% 37.1%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

大村市 長崎県 国

※国は各年9月30日基準、県及び大村市は各年4月1日基準

【 審議会等における女性の登用状況 】

 
 

② 女性活躍のための環境づくり 

市民意識調査において、女性が職業を持ち続けるうえで障害になることは「子どもの世話

を頼める人や施設が不足していること」が61.8%、「家族の協力、理解が得られない」が

29.7%となっています。また、育児休業については男性の未取得が84.5%となっており、

その理由として20歳から40歳代の男性で、「休むと同僚に迷惑がかかるから」や「収入が減

ったり、無くなると困るから」という回答が多くありました。 

これらのことから、子育て支援の充実を図り、男女の雇用環境の整備促進のため関係機関

と連携して、事業所等に対して男女雇用機会均等法など関係法制度の周知に努め、長時間労

働の抑制や多様な働き方の普及啓発を行い、育児・介護の休業取得がしやすい職場環境を整

備していく必要があります。 
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（４）DV等の状況 

配偶者やパートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレンス。※以下「DV」という）

は、犯罪行為を含む重大な人権侵害であり、男女共同参画社会推進の妨げとなっています。 

市民意識調査において、DVを受けた経験の有無については、女性のDV被害では、身体的

DV※は19.4％となっており、前回調査時よりも増加しています。また、精神的DV※26.9%、

経済的DV※17.0%の割合で経験していることがわかりました。女性がDV被害後にどのよう

に対処したかは、「誰にも相談しなかった」と回答した人の割合が最も多く、相談した場合に

おいても家族・親族、友人など身近な人であり、公的機関等への相談は少ない結果となって

います。 

また、男女ともDVやセクハラをなくすために必要なこととして最も多かったのが、「被害

者が安心して相談できる窓口を確保する」でした。 

これらのことから、女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者支援に向けて、多様な機会

を通じてDV、性犯罪、ストーカー行為などに関する意識啓発を行うとともに、相談窓口の周

知や関係機関と連携した相談体制の充実を図る必要があります。 

DV等の防止は早期の教育啓発も重要であることから、学校におけるDV予防教育や人権教

育など意識啓発を推進していく必要があります。 

 

 

　　

9.1 12.9 19.4 

85.1 81.7 80.0 

5.8 5.4 0.6

平成15年 平成21年 平成28年
単位：%

無回答

ない

ある

（ｎ=471） （ｎ=480） （ｎ=335）

●「パートナー（配偶者・恋人）からの身体的暴力」を受けた経験について

（大村市男女共同参画に関する市民意識調査に基づく比較）

【女性の回答】
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【大村市男女共同参画推進センター 相談件数の推移】

相談件数

DV相談件数

(件)

※ＤＶ相談件数は、全相談件数の内数
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（５）検診・受診率等の状況 

本市における主な死因は、悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病と

なっています。特定健診※の受診率については、平成29年度の目標値60.0％（大村市国民健

康保険第2期特定健康診査等実施計画）に対し、平成28年度実績は35.1%と目標値を大きく

下回っています。 

女性のがん検診の受診率については、平成28年8月に実施した「第３期おおむら男女共同参

画プラン」進捗状況調査において、乳がん検診受診率は目標値49.0%に対し、平成28年度受診率は

26.5%、子宮がん検診受診率は目標値53.0%に対し、平成28年度受診率は30.5%となっており、国

のがん検診の受診目標値※50%に対しても、目標値を大きく下回っており、乳がん・子宮がんの

早期発見のため、受診率向上に努める必要があります。 

また女性は、固有の健康上の問題に直面することも多く、ライフサイクルを通じて適切な

健康支援も必要です。   

 

12.7 13.4 13.4 13.4 14.1 

22.2 23.4 

23.5 24.0 24.6 

17.9 18.8 19.1 19.4 20.4 

32.4 31.8 31.2 31.7 30.9 

27.0 
25.1 24.9 25.4 25.3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【長崎県のがん検診受診率の推移】

胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 子宮がん検診 乳がん検診

（資料：長崎県がん検診事業評価・精度管理事業各年度実績調査）

（％）
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（６）ひとり親家庭の状況 

平成27年8月に実施された長崎県の「児童扶養手当受給者へのアンケート」調査では、

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯のうち、年間収入額200万円未満の世帯は、母

子家庭で71.9％、父子家庭で36.3％となっており、母子家庭の多くが経済的に厳しい状

況にあると考えられます。また、父子家庭については、家事・育児などの生活面に苦慮す

る状況に陥りやすい現状もあります。 

ひとり親家庭が安心して暮らせるよう、子育て・生活支援、経済的支援などを推進して

いく必要があります。 

 

【大村市児童扶養手当支給状況】

1,038
1,052

1,093

1,120
1,133

960

1,000

1,040
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1,160

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【受給者数】（人）
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18,500
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21,500

22,000
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【延べ受給対象児童数】（人）

 
                

 
 

 

 

（資料：こども政策課） 

（資料：第３次長崎県男女共同参画基本計画） 
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※ 男女共同参画に関する市民意識調査：平成28年4月28日から5月20日まで、大村市内に居住する

20歳以上70歳未満の市民2,000名を住民基本台帳から無作為に抽出し、郵送により実施。回収率

35.2%(704人：男性293人、女性408人、不明3人) 

※ ドメスティック・バイオレンス（DV）：配偶者や恋人等の親密な関係にあるパートナー又はパー

トナーであった人に振るわれる暴力のこと。 

※ 身体的DV：殴る、蹴る、つねる、物を投げる、突き飛ばす、壁に押し付ける、首を絞める、物を

使ってたたく、刃物などの凶器を突き付ける、髪をひっぱる、引きずり回すなど、体を傷つける暴

力のこと。 

※ 精神的DV：大声で怒鳴る、無視する、脅す、わざと大きな音を立てる、壁をたたいたりドアを蹴

ったりする、相手が大切にしている物を壊す、電話やメールで行動をチェックする、実家や友人と

の付き合いを制限するなど、精神的に追い込む暴力のこと。 

※ 性的DV：性交渉を強要する、避妊をしない、中絶を強制する、異常に嫉妬心をいだくなど、性的

に心身ともに受ける暴力のこと。 

※ 経済的DV：生活費を渡さない、 大きな買物の決定権を渡さない、酒やギャンブルに生活費をつぎ

込む、仕事を制限する等など経済的に自由を許さない暴力のことなど。 

※ 特定健診：40歳から74歳の方を対象に、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目し

て生活習慣病のリスクの有無を検査し、リスクがある方の生活習慣をより望ましいものに変えてい

くための保健指導を受けてもらうことを目的とした健康診査。 

※ がん検診の受診目標値：平成24年6月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」による。受診

率を5年以内に50%（胃、肺、大腸については当面40%）とすることを目標としている。 
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第4期のプラン策定にあたり、大村市男女共同参画懇話会（設置要綱：P72）から、プ

ランを推進していく上での課題や解決策について下記のとおり８項目にまとめられ、平成

29年1月に市長へ提言がありました。 

 

提言１ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革 

①  固定的性別役割分担意識の改革 

    これまでの慣習や固定的な性別役割分担意識の改革に努められ、また、男女共同参画社会の理

念や必要性について正しく理解されるよう啓発に努められたい。 

②  男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

     男女共同参画についての理解を深めるため、人権尊重に基づく男女平等の意識を醸成するため

の幼児期からの教育・学習の充実に努められたい。 

 

提言２ あらゆる分野における女性の活躍 

①  政策・方針決定過程への女性の活躍 

     政策・方針決定過程への女性の参画が拡大するよう、具体的な目標を設定するなど、実効性の

ある方法を検討し、より推進されたい。 

②  男性中心型労働慣行の見直し、仕事と生活の調和と女性の活躍推進 

    あらゆる場面における男女共同参画に対する男性の理解促進を図り、意識の変化が行動変容に

つながるようにしなければならない。 

    特に家事や子育て、介護における男性の参画を促進するためには、働く場における男性中心型

労働慣行が見直されることが必要である。 

    長時間労働等を前提とした従来の働き方を見直し、仕事と生活の調和の実現に向けた取組を進

められたい。 

③  男女共同参画視点に立った防災体制の推進 

    防災関係会議の女性委員の割合30％を達成できるよう、委員選任方法の見直し等の取組を進

めるとともに、防災分野における女性の視点を取り入れるなど女性の参画を進められたい。 

 

提言３ あらゆる暴力の根絶 

   女性に対するあらゆる暴力の根絶については、特にDV被害者支援のための対策を講じられたい。 

 

提言４ 生涯を通じた健康づくりの推進 

   自分の健康を主体的につくる考えを基本に、健康相談、健康診査、母子保健事業の推進など、生涯

を通じた女性の健康支援を総合的に取り組まれたい。 

 

提言５ 誰もが安心して暮らせる社会の形成 

   ひとり親、貧困等により困難を抱えた人が、安心して暮らせる環境の整備に向けた取組を進められ

たい。 

３ 提言について 
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４ 

 

（１）国の法律との関係 

① 男女共同参画社会基本法第１４条第３項に規定する、男女共同参画社会の形成の促進に  

関する施策についての基本的な計画です。 

② 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項に規定する、女性の職業生  

 活における活躍の推進に関する施策についての計画（女性活躍推進計画）として位置付け

るものです。また、推進計画に該当する施策等は、第３章基本目標Ⅰ及びⅡとなります。 

③ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第2条の3第3項に規定する、配 

 偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（ＤＶ

対策基本計画）として位置付けるものです。また、基本計画に該当する施策等は、第３章

基本目標Ⅲとなります。 

 

（２）国・県の計画との関係 

国の「第4次男女共同参画基本計画」及び県の「第3次長崎県男女共同参画基本計画」との整

合性を図りながら策定・推進するものです。 

 

（３）市の総合計画、市の関連する各部門計画との関係 

「第５次大村市総合計画」（平成28年度～37年度）の政策「お互いを尊重し、誰もが活躍

できる社会づくり」の中での個別計画として位置付け、整合性を図りながら、関連する各部門

計画と連携する計画です。 

 

（４）市民・事業者・市民団体等との関係 

男女共同参画社会の実現に向けた施策を展開していく上で基本となるものであり、家庭・学

校・職場・地域その他のあらゆる分野において、市、市民、事業者、民間団体等が協働して進

めるものです。   

  　　 連　携

           

　　 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　      整　合(国) 第4次男女共同参画基本計画

(県) 第3次長崎県男女共同参画基

本計画

第４期

おおむら男女共同参画プラン

市における

関連する各部門計画

第５次大村市総合計画

男女共同参画社会基本法

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

 

４ 本プランの性格 

 


