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第１章 第６次くらよし男女共同参画プランの策定にあたって

１ プラン策定の趣旨
本市では、
「倉吉市部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例」
（平成６（1994）年）に基づき、
人権を尊重する社会をめざしたまちづくりを進め、平成９（1997）年に「くらよし男女共同参画プラ
ン」を策定、平成 15（2003）年に倉吉市男女共同参画都市宣言を行い、翌年の平成 16（2004）年には
市民と協働で策定した「倉吉市男女共同参画推進条例」を制定する等、男女共同参画の推進に積極的
に取り組んできました。
国では、平成 11（1999）年に制定された「男女共同参画社会基本法」で、だれもが性別にかかわり
なく互いにその人権を尊重し責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社
会の実現を 21 世紀における最重要課題として位置づけています。
平成 27（2015）年には、少子高齢化や人口減少の急速な到来、格差と貧困の問題などに対応するた
め、女性の活躍を迅速かつ重点的に推進することを目的とする「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律」
（以下、
「女性活躍推進法」といいます。
）が成立しました。令和３年度以降の国の第５
次男女共同参画基本計画では、
「あらゆる分野における女性の参画拡大」を第１の政策領域に上げ、あ
らゆる意思決定の場での女性の参画拡大や女性活躍の機会を一層広げていくことをめざすなど、男女
共同参画社会の実現をさらに加速させる取り組みが進められます。
また、平成 30（2018）年には、ワーク・ライフ・バランス1の実現に必要な働き方改革の推進に向け、
日本法における８本の労働法を改正する「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2」が成立し、男女共同参画や女性活躍の推進に影響のある法改正が進められています。

国際社会においては、平成 27(2015)年に国連サミットにおいて採択された「ＳＤＧｓ（持続可能な
開発目標）3」の一つとして“ジェンダー4平等”が掲げられ、すべての女性と女児に対する差別や暴力
をなくすこと、介護や家事等の無償労働を認識・評価すること、また意思決定における女性の参画と
リーダーシップの機会を確保することなどの具体的な目標が定められ、男女平等に向けた取り組みが
積極的に進められています。
少子高齢社会、人口減少社会における、雇用状況の変化や働き方・ライフスタイルが多様化する中
で、男女がともに健康で充実感を感じながら生活することができる環境づくり、職場・地域・社会の
活性化を図る様々な取り組みが必要です。また、近年、単身世帯やひとり親世帯が増加する中で、女
性は男性に比べ非正規労働者が多いことなどから、生活困難に陥りやすい状況にあります。特に大規
模災害の発生や感染症の流行といった非常時には、女性の方が家庭での家事育児等の責任が集中しが
1ワーク・ライフ・バランス：一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにお

いても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる状態を言い、そのための職場や社会環境を整え
ること。
2

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律：多様な働き方を選択できる社会を実現する「働き方改革」を推進するために８

本の労働に関する法律の改正を行う法律。雇用対策法、労働基準法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、じん肺法、パートタイム労働
者法、労働契約法、労働者派遣法の改正法。
3

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
：P３の６参照

4ジェンダー：男女の生き方、役割、特性、関係性、性別分業などに関して、
「こうあるべき」
「こうあるのが自然」といった社会のなかで共有さ

れている考え方や価値観、社会規範や社会意識などと、それらと関連してつくりだされている社会制度や社会構造における性のありようのこと。
「女らしさ／男らしさ」
「社会的な性役割」など、社会的・文化的な性別の区分の呼称とされることもあります。
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ちになる、職を失いやすい、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス5）や性暴力が増加するなど、平常
時には隠れていた問題が表面化するため、あらゆる施策や活動を男女共同参画の視点で改めて考える
必要があります。
こうした現状を踏まえ、これまでの取り組みを継承しつつ、社会情勢の変化などから生じている新
たな問題に対応するため、諸施策を総合的かつ計画的に推進する「第６次くらよし男女共同参画プラ
ン」を策定します。

２ プランの基本理念
倉吉市男女共同参画推進条例第３条の基本理念を基に、次の４項目をこのプランの基本理念とします。
（１）男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、個人としての個性と能力を発揮でき、男女
の人権が尊重されること。
（２）男女の社会における活動の自由な選択に対し、性別による固定的な役割分担意識が影響を及ぼ
すことがないよう、社会における制度や慣行が配慮されること。
（３）市における施策又は事業者6における方針の立案及び決定に、男女が対等な構成員として参画す
る機会が確保されること。
（４）家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生
活における活動とその他の活動とを両立できるよう配慮されること。

３ プランの目標
このプランは、
「男女共同参画のまちくらよし」の実現を目標とします。
男女がともに支え合い、それぞれの個性と能力を発揮できる、豊かで活力にあふれたまちをめざし
「男女がともに活躍できる環境づくり」
「安心・安全に暮らせる社会づくり」
「男女共同参画社会の実
現に向けた基盤づくり」という３つの基本目標をもって体系化しています。

４ プランの期間
このプランの期間は、
「第 12 次倉吉市総合計画【前期基本計画】
」の期間に合わせて令和３（2021）
年度から令和７（2025）年度の５年間とします。ただし、社会情勢の変化やこのプランの推進に合わ
せ、必要に応じて内容の見直しを行います。

５ プランの位置付け
このプランは、男女共同参画社会基本法第 14 条第３項及び倉吉市男女共同参画推進条例第８条第
１項の規定に基づき、男女共同参画社会の実現に関する施策を、市が市民・事業者と協働で総合的に
推進する計画です。また、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

5ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）
：Domestic Violence の略。配偶者や恋人など親しい人間関係にあるパートナーからの暴力のことを

いい、ＤＶと略されます。殴る、蹴るといった身体的暴力だけでなく、言葉による精神的暴力などいろいろな形で身近に存在します。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は、性別に関わらず配偶者（
「内縁関係」や「事実婚」
、離婚した配偶者を含む。
）等からの
暴力の被害者を対象としており、配偶者暴力相談支援センターの設置や保護命令など被害者保護のための措置を定めています。
6

事業者：倉吉市男女共同参画推進条例に定義されている事業者。市内に事務所または、事業所を有する法人及び個人その他団体のこと。
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の規定に基づく基本計画及び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項の規定に
基づく推進計画としても位置付けるものです。
そして、このプランは、
「第 12 次倉吉市総合計画【前期基本計画】
」の個別計画であり、関連する市
の他の個別計画と整合性を図るものとします。

６ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ（エス･ディー･ジーズ）:Sustainable Development Goals
（サスティナブル･ディベロップメント･ゴールズ）
）との関係
平成 27（2015）年に国連サミットにおいて採択されたＳＤＧｓは 17 のゴール（目標）の下に 169
のターゲット（具体的目標）を定め、
「誰一人取り残さない」社会の実現をめざし、経済、社会及び環
境をめぐる広い範囲の課題に対して総合的に取り組むこととされ、そのゴール５には「ジェンダー平
等とすべての女性・女児のエンパワーメント7」が掲げられています。このプランでは、国がＳＤＧｓ
を推進するために再構築した８つの優先課題のうち、主に「あらゆる人々が活躍する社会、ジェンダ
ー平等の実現」の達成をめざします。

７ 市民の意見を取り入れたプランづくり
このプランの策定にあたっては、市民の男女共同参画に関する意識や意見等を反映させるために、
次のような方法を用いました。
（１）男女共同参画に関する市民意識調査
男女共同参画についての市民の意識や要望を把握するため、令和２（2020）年度倉吉市男女共同
参画に関する市民意識調査（以下、
「男女共同参画に関する意識調査」と表記します。
）を行いまし

7

女性・女児のエンパワーメント：女性・女児が「力をつけること」をいい、女性・女児一人ひとりが、法的、経済的、政治的な力や自己決定

能力などの力をつけていくことです。そのことにより、女性・女児の社会的な力を高め、政策・方針決定過程へ参画していくことを目指すも
のです。日本ではこの言葉は 1980 年代から広く知られるようになりましたが、女性運動進められる中で、
「本来持っている能力を自ら又は
人との関わりの中で引き出すこと」と再定義されています。
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た。また、毎年実施している倉吉市市民意識調査（以下、
「市民意識調査」と表記します。
）の男女
共同参画に関する部分の結果を参考としました。
（２）くらよし男女共同参画推進スタッフ8によるワークショップ
地域の男女共同参画を推進していくために必要なことについて、市内各地区から男女各１名ずつ
委嘱しているくらよし男女共同参画推進スタッフにワークショップ形式で意見を聞きました。
（３）倉吉市男女共同参画推進市民会議
倉吉市男女共同参画推進条例の規定に基づき、このプランに掲げる施策の内容を諮問し、答申を
受けたものです。
（４）パブリックコメント等
市民の意見を反映させるため、第６次くらよし男女共同参画プラン（案）をホームページに掲載
し意見を募集するとともに、市内で男女共同参画を推進する団体や個人の方に意見を広く求めまし
た。

８ プランを推進するための市の体制等
このプランを推進するため、副市長を本部長とする倉吉市男女共同参画推進本部（市の部長職で構成）
及び幹事会（市の関係課長職で構成）で課題について協議を行い、全庁的に施策の見直し等に取り組み
ます。
また国、鳥取県において推進すべき施策については、連携を図り、あらゆる機会を通じて積極的に
働きかけを行います。
さらに、このプランは、男女共同参画社会の実現のため行政、市民、事業者がお互いに理解と協力
をもって進めるものであり、市民・事業者の皆様の積極的な参画を期待します。
※ 詳細は、P24「男女共同参画を実現するプランの推進」のとおりです。

8くらよし男女共同参画推進スタッフ：くらよし男女共同参画推進スタッフ会設置要綱参照。市内各地区自治公民館協議会等からの推薦や公

募による人で構成されている市の男女共同参画を推進の啓発活動に協力します。
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第２章 基本目標・重点目標・施策
基本目標１ 男女がともに活躍できる環境づくり
（重点目標１）政策・方針決定における男女共同参画の実現
【現状と課題】
倉吉市では、第３次くらよし男女共同参画プラン（平成 18（2006）～22（2010）年度）から審議会
9等における女性登用率の目標を

40％と定め、これを達成するための取り組みを行ってきましたが、そ

の実績は、平成 27（2015）年度に 31.6％、令和２(2020)年度に 30.4％と停滞しています。背景とし
て、団体等から委員として推薦される人がその代表者である場合や、当該団体等の役員に女性が少な
いことが考えられます。
男女共同参画に関する意識調査において
も、
「民生委員や審議会委員など公的な活動」
での役を頼まれた場合に断ると回答した人
は男女全体で 56.5％であり、このうち男性が
50.5％であったのに対して、女性は 61.3％と
いう結果でした。
（図 1）
これは、家事の負担があるため会議に出席
しにくい時間帯がある等、性別による固定的
役割分担意識10等を背景として、女性が活動し
やすい機会の提供と環境づくりが十分でな
いため役員を引き受けることに消極的であ
ること等がうかがえます。
今後、女性があらゆる分野に参画し、審議
会等の委員における男女の割合の均衡を図
るため、男女それぞれが意識改革やさらなる
人材の掘り起こしをする必要があります。ま
た、審議会等の設置に関する規程において女
性委員についての規定を置く等の施策を進
めるため、学習機会の提供等による女性の人
材発掘・人材養成及び市民活動の支援により
女性のエンパワーメントを図ることが重要
です。
図 1

9

審議会：地方自治法（第 202 条の３）に基づく審議会で、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めにより、その事項について調停、

審査、審議又は調査等を行う機関。倉吉市においては国民健康保険運営協議会（令和２年４月１日現在）他 24 の審議会が設置されています。
10性別による固定的役割分担意識：
「男は仕事、女は家庭」等のように、男性、女性という性別を理由として役割を固定的に分ける考え方のこ

と。
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【評価指標】
評価指標
公的審議会・委員会11等の女性登用率
倉吉市女性人材登録制度12による登録者数

基準値(R２)

目標値(R７)

30.4％

40.0％

42 人

55 人

【施策の方向①】審議会等への女性の積極的登用
市政に男女の多様な考え方を反映させるため、市の審議会等の委員における女性登用率を 40％に設
定し、女性参画を推進します。
施

策

施策の内容

所

管

審議会等の設置に関する規程 女性委員の割合が低い分野の審議会等に 人権政策課
に女性委員についての規定を おいて、審議会等の設置に関する規程に 審議会・各種委員会の
置く等の施策の実施

女性委員に関する規定を置く施策の実施

関係課

女性人材登録制度の周知と登 女性人材登録制度について市報やホーム 人権政策課
録の推進

ページ等での情報提供

【施策の方向②】女性の能力開発と人材育成の推進
政策・方針決定における女性のエンパワーメントを図るため、啓発講座等を開催し女性の能力開発
の機会を確保するとともに人材育成を推進します。
施

策

施策の内容

所

管

日本女性会議 2022 in 鳥取く 日本女性会議 2022 in 鳥取くらよしの開 人権政策課
らよしの開催及びその後の継 催に向けた準備等各種取り組み及び大会
続した女性活躍の機運醸成

開催により女性活躍の機運醸成と人材育
成につなげる

市内の男女共同参画推進団体 男女共同参画推進団体や労働団体と連携 人権政策課
等市民団体や労働団体との連 し、その企画・意見を取り入れた講座の開
携・協働による啓発

催による人材育成の推進を図る

鳥取県男女共同参画センター よりん彩職員及びよりん彩登録の講師に 人権政策課
「よりん彩」13との連携

よる研修会の開催及びよりん彩主催の人
材育成事業の情報提供。

11

委員会:地方自治法（第 180 条の５）に基づく委員会で、法律の定めにより設置が義務付けられています。倉吉市においては、教育委員会、

選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会が設置されています。
12倉吉市女性人材登録制度：審議会等の市の政策・方針決定の場で積極的に女性に参画する機会を提供するため、また、地域における女性リ

ーダーの要請を促進するために専門的な知識、経験等をもつ女性を登録する制度。登録者の専門分野等を参考に審議会委員等の委員選考時に
活用します。
13鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」
：鳥取県の男女共同参画社会をつくるための啓発、情報提供、相談、活動支援を行う拠点施設。誰

でも自由に利用ができる交流サロンや図書の貸し出し、保護者同伴で利用できる子ども室などが完備されています。
（倉吉未来中心１階）
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（重点目標２）働く場における男女共同参画の実現（女性活躍推進法に基づく推進計画）
【現状と課題】
女性の就業環境は、法律や制度等の改正が進み、性別による固定的役割分担意識や男性中心の職場
意識にもわずかに変化がある一方で、雇用機会や待遇の面等でいまだ男女格差があります。
男女共同参画に関する意識調査では、職場について、「男性が優遇されている」と回答した人は
55.6％あり、
「管理職に男性が多い」と回答した人は 55.0％、
「賃金・昇給・定年制など待遇に男女格
差がある」と回答した人は 19.8％で、「男性が優遇されている」と感じる人の割合は前回調査時と比
較してあまり変わらないものの、具体的な管理職や待遇の男女格差について「格差がある」とする回
答の割合は若干減少傾向にあります。
（図 2）
働く場における女性の活躍推進に関連する設問では、
「女性がいきいきと仕事をしている」と回答し
た人は 38.9％あり、「子どもの学校行事などへ参加するための休暇が取りやすい」と回答した人は
58.0％でした。また、男女が対等に働くために必要なこととして、
「結婚や出産にかかわらず働き続け
られる職場の雰囲気をつくる」
、
「男女ともに能力に応じた昇進、昇格を行う」
、
「男女ともに、能力が
発揮できるように配置を行う」などへの回答が多くありました。女性の働きやすい職場環境づくりに
向けた取り組みが求められていることがうかがえます。
育児休業制度及び介護休業制度について、
「給与の補償があれば利用したい」
と回答した人の割合は、
育児休業制度で 64.0％、介護休業制度で 62.9％でした。また、これらの制度について、
「利用すれば
収入が減る」と回答した人は 56.4％、
「仕事が忙しく利用できない」と回答した人は 37.3％、
「職場で
の理解が得られない」と回答した人は 28.1％でした。前回調査よりも育児休業制度･介護休業制度を
利用したい人が増加しており、また、その職場においても休暇を取りやすい制度の整備がなされつつ
あり、徐々に女性活躍推進法等による国の施策の効果が現れてきていると考えられます。
人口減少や少子高齢化が進む中、働き方や暮らし方、家族のあり方も多様化しています。そして、
長時間労働を前提とした働き方は、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現を阻むも
のです。

図 2
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このため、男女ともにそれぞれのライフスタイルに合わせた仕事と家庭の両立ができる多様な働き
方を可能とする雇用環境の整備や男性の働き方の見直し等による働き方改革の推進が求められるとと
もに、女性が自らの意思でその個性と能力を発揮し、職業生活において活躍するための積極的な女性
の登用、就労、起業等に向けた一層の取り組みの推進及び相談体制の整備を行っていく必要がありま
す。
また、ハラスメント（相手方に不利益や損害を与え、個人の尊厳や人格を侵害する行為）が社会的
な問題となっており、だれもが生き生きと働き続けるためには、これらを防止する取み組みを推進す
る必要があります。
【評価指標】
評価指標

基準値(R2)

男女ともに働きやすい職場環境を構築する市内の男女共同参画

102 社

推進企業の認定数

(R2.6 末)

農業経営における「家族経営協定」14の締結件数

38 件(R1)

目標値(R7)
140 社
53 件

【施策の方向①】性別に関係なく能力が発揮できる職場環境の整備の推進
性別に関係なく個性と能力を十分に発揮することのできる環境の整備が、人材の有効活用や経営の
効率化につながるという意識啓発を推進します。
施

策

施策の内容

所

管

事業所への情報提供及びＰＲ ホームページでの情報提供や関連する制 人権政策課
活動

度の周知

【施策の方向②】ワーク・ライフ・バランスの推進
男女がともにライフスタイルに応じて仕事、家庭生活、地域活動に参画することが企業や経済社会
の活性化や個人のゆとりある生活の充実につながるという意識啓発を推進します。
施

策

施策の内容

所

管

ワーク・ライフ・バランスに関 ワーク・ライフ・バランス推進に関する講 人権政策課
する情報提供

演会の開催や好事例の紹介等

男性の働き方を見直す取り組 男性の家事・育児・介護における参画に関 人権政策課
みの推進

連する各種講演会、研修会の開催

【施策の方向③】女性の職業生活における活躍の推進
正規雇用、非正規雇用といった雇用形態、自営業等の就業形態にかかわらず、知識・経験を蓄積し
た女性の出産・育児等による離職を防ぎ、女性の働きやすい職場環境づくりの推進と継続就業につな
がる情報提供を行います。
14

家族経営協定：家族経営が中心の農業において、家族一人ひとりの役割と責任を明確化し、男女を問わず意欲を持って取り組めるようにす

るため、農業経営方針、労働報酬、休日などについて家族の十分な話し合いに基づき文書で取り決めるものです。
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また、起業をめざす女性に対して、事業経営に関する知識や情報を提供することで女性の起業を推
進します。
施

策

施策の内容

所

管

女性が働きやすい労働条件や 倉吉市男女共同参画推進まちづくり表彰 人権政策課
職場環境の整備に関する啓発 制度による好事例について市報及びホー
及び女性の職域拡大や管理職 ムページ等での紹介による啓発
登用に向けた啓発
女性の就労相談事業の実施及 関係機関と連携した就労相談事業の実施

子ども家庭課

び就労・子育てサービスに関
する情報提供
関係機関との連携による再就 県及び関係機関が開催する再就職のため 人権政策課、子ども家
職のための情報提供

の相談窓口に関する情報提供

起業に関する相談・指導及び チャレンジショップに関する情報提供
チャレンジ支援の啓発と情報
提供

庭課、商工観光課
商工観光課

関係機関による起業に関する相談会の開 図書館
催及び情報提供

セクシュアル・ハラスメント15 セクシュアル・ハラスメント等各種ハラ 人権政策課
等各種ハラスメント防止のた スメント防止のための講座の開催
めの啓発及び相談・支援体制 国・県・市その他の相談・支援体制に関す
の情報提供

る情報の提供

【施策の方向④】農業、商工業等における女性労働者の権利の確保
農業、商工業に従事する女性に対して、女性の役割の重要性と一人の労働者としての権利が確保さ
れるよう研修機会の提供に努めます。
施

策

施策の内容

所

管

農業経営における「家族経営協 経営方針や役割分担、家族全員が働きや 農林課
定」の制度周知と締結の推進

すい就業環境等について、家族間の十分
な話し合いに基づき取り決める「家族経
営協定」の制度周知と締結の推進

働きやすい職場環境づくりに 国の施策、制度を活用促進する研修会を 人権政策課
向けた商工会議所等と連携し 商工会議所等と連携して開催
た啓発事業の実施

15セクシュアル・ハラスメント：相手の気持ちに反した性的ないやがらせのことを指し、身体への不必要な接触や性的な発言、不快な環境な

どがあげられます。特に職場で問題になることが多いことから、男女雇用機会均等法で事業主の防止義務が規定されています。男女雇用機
会均等法(昭和 60 年制定)は、職場での男女平等を確保し、女性が差別を受けずに、家庭と仕事が両立できるよう作られた法律で、平成 19
年に改正され、
「間接差別」の禁止、妊娠や出産などを理由とする退職強要や職種・配置転換などの不利益な扱いの禁止、さらに女性だけで
なく男性へのセクハラ防止対策を企業へ義務付けています。
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（重点目標３）地域における男女共同参画の実現
【現状と課題】
男女共同参画に関する意識調査では、地域活動への参加について 25.7％の人が「町内会や自治会
活動」に参加しており、
「イベントや祭り」は 17.1％、
「環境美化・リサイクル活動」は 10.2％、
「活
動していない」人は 17.3％でした。
（図 3）
また、自治会や町内会の役員（館長や部長）を頼まれた場合、男性の 26.0％、女性の 38.1％が
「理由をつけて断る」
、
「絶対に引き受けない」と回答する等、多くの人が地域での活動に積極的に参
画しておらず、また、かかわりを避けようとする状況がうかがえます。
地域活動に関わる性別の傾向として、子ども会（育成会）や保護者会、PTA など、子どもに関わる
活動については女性の比率が高く、それ以外の活動においては男性中心となっている状況がみられま
す。自治公民館においては、館長をはじめ役員に占める女性の割合は低く、総会など物事を決めてい
く会議等への出席については男性中心の傾向にあります。これは、家庭内の役割分担において、女性
は家事や子育てが中心となり、一方男性は外部との付き合いが中心となっていることが原因と考えら
れます。
少子高齢化等の地域が抱える課題が多くある中で、活力ある地域社会を維持・向上していくために
は、男性女性双方の視点による地域づくりの推進と、子どもから高齢者までの地域の構成員が男女、
年代を超えて交流・参画し、誰もがその個性と能力を発揮し、みんなで補い合い支えあう男女共同参
画社会の実現が求められます。

図 3
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【施策の方向①】地域活動への男女の積極的参画の推進
自治公民館活動などの地域活動への女性参画を促すため、組織の役員への女性登用や地域の慣行、
しきたりについて、男女共同参画の視点に立った啓発を推進します。
施

策

施策の内容

所

管

地域における男女共同参画に くらよし男女共同参画推進スタッフ等に 人権政策課
関する学習の推進

よる同和教育・人権教育町内学習会等に
おける男女共同参画に関する学習の推進

自治公民館活動などの地域活 同和教育・人権教育町内学習会等の地域 人権政策課
動への参画を促すための啓発 で開催される研修における男女共同参画
及び促進

をテーマとした啓発の推進

【施策の方向②】みんなで支えあう地域づくりの推進
地域における防災・防犯活動、福祉活動、環境保全・美化活動などの地域課題の解消や地域づくり
に向けた自主的な取り組みを支援し、女性の参画が拡大する取り組みを推進します。
施

策

施策の内容

所

管

様々な地域活動における女性 各地域課題に関する取り組みにおける男 人権政策課、関係課
リーダーの人材育成講座等の 女共同参画の視点の必要性を啓発し、女
開催

性の参画が進んでいない分野における人
材育成に関する研修会の実施
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基本目標２ 安心・安全に暮らせる社会づくり
（重点目標１）配偶者等に対する暴力の根絶（倉吉市ＤＶ防止計画）
【現状と課題】
配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった人から振るわれる暴力(以下、
「ＤＶ」といいま
す。)は、重大な人権侵害行為です。男女が社会の対等なパートナーとして様々な分野で活躍するため
には、その前提として、このような暴力は絶対にあってはならないことです。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(以下、
「ＤＶ防止法」といいます。)において、その被害者を女性に
限定していませんが、実態としてＤＶ被害者の多くは女性です。 また、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響による外出自粛や休業などによる生活不安やストレスを原因とする配偶者からの暴力や性暴
力の増加・深刻化が懸念されています。
男女共同参画に関する意識調査では、男女を合
わせた全体で、
「最近５年間に被害を受けた」と回
答した人は 1.5％、
「過去に被害を受けた」と回答
した人は 5.0％、
「身近に被害を受けた人がいる」
と回答した人は 10.5％でした。
男女別の割合では、
「最近５年間に被害を受けた」又は「過去に被害
を受けた」と回答した女性の割合は 10.4％、男性
は 2.5％でした。
（図 4）
その中で、男女あわせた全体で「どこにも誰に
も相談しなかった」と回答した人は 25.9％ありま
した。相談しなかった理由は、
「どこ（だれ）に相
談してよいのかわからなかった」と回答した人は
12.7％、
「相談しても無駄と思った」と回答した人
は 14.1％、
「自分にも悪いところがあると思った」
と回答した人は 8.5％でした。
（図 5）ＤＶが解決し
たかどうかについて、
「解決していない」と回答し

図 4

た人は、
26.7％と前回調査が 0％であったのに対し
大きく増加しています。
本市へのＤＶ相談件数は、平成 29（2017）年度
に 19 件、平成 30（2018）年度に 28 件、令和元
（2019）年度に 22 件で推移しており、この他、警
察や配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関
への相談、届出があります。その一方で、相談先が
わからなかったり、被害を受けていても我慢して
いたりするなど相談につながらないケースもある
と思われることから、潜在的被害件数はさらに多
い可能性があります。また、被害を受けてもそれ
をＤＶ被害と受け止めていない場合や、自らの行
動がＤＶであるという自覚がない加害者がいると
考えられます。
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図 5

ＤＶを許さない社会の実現のためには、性別による固定的な役割分担意識や経済力の格差などの上
下関係の解消に向けた取り組みが必要です。若年層をはじめとした市民へのＤＶ防止のための予防教
育・啓発を強化し、被害者も加害者も作らない暴力を許さない意識の醸成をしていきます。そして、
被害者が相談しやすい体制づくりと相談窓口の周知、また、被害者の発見から保護、自立までの切れ
目のない支援を行うため、関係各課・関係機関が連携して取り組みます。
【評価指標】
評価指標

基準値(R２)

目標値(R７)

－

80.0％

ＤＶの相談窓口を把握している人の割合

【施策の方向①】配偶者等の人権を侵害するあらゆる形態の暴力の防止と啓発活動の推進
ＤＶが重大な人権侵害であることを認識し、あらゆる形態の暴力の防止に向け、市民をはじめ、学
校、地域、事業所等に対する啓発活動及び学習機会の提供を行います。
施

策

施策の内容

所

管

ＤＶの防止に関する講演会等 県や関係機関と連携した街頭キャンペー 子ども家庭課
の開催、情報提供、啓発活動

ン、ホームページ・チラシ等による啓発や
情報提供
防止月間における講演会等による啓発

人権政策課

【施策の方向②】相談・支援体制の充実
ＤＶについて、関係機関と連携して被害者への相談体制等の整備と支援の充実を図るとともに、被
害者及びその家族の一時保護、自立に向けて、市の関係部局、母子生活支援施設、配偶者暴力相談支
援センター、女性相談所、児童相談所などの関係機関との連携による被害者及びその家族の支援を行
います。
施

策

施策の内容

所

管

ＤＶに関する相談・支援体制 女性相談員の設置及び関係機関と連携し 子ども家庭課
の充実

た相談体制の構築

関係機関と連携した被害者 県、警察、保護施設等と連携した被害者及 子ども家庭課
及びその家族に対する支援 びその家族の生活の立て直しや法的手続
の充実

きに関する支援等の推進
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（重点目標２）男女の生涯を通じた健康支援
【現状と課題】
男女がお互いの身体的特質を十分に理解し合い、人権を尊重して思いやりを持って生きていくこと
は、男女共同参画社会の形成の前提となるものです。生涯にわたって健康で自分らしい生活を送るた
めには男女の異なる健康上の問題を社会全体で
総合的に支援することが必要です。特に女性は、
その心身状況が思春期、出産期、更年期、老年期
等の各段階に応じて大きく変化する特性があり、
その生涯にわたって適切な健康の保持増進が求
められます。
倉吉市における女性のがん検診の受診状況は、
平成 30（2018）年度の調査で、子宮がん検診が
19.2％、乳がん検診が 11.1％であり、県内受診率
(子宮がん検診 24.7％、乳がん検診 16.5％)に比
べて低い状況となっています。
（図 6）
生涯を通じて地域の中で心豊かに暮らすため
に、男女がそれぞれの健康課題に対応できるよ
う、健康づくりや介護予防についての正しい知識
を普及し、健康づくり支援の充実を図ります。

図 6

【評価指標】
評価指標

基準値(R２)

目標値(R7)

子宮がん検診受診率(市検診対象者に対する率)

19.2％(H30)

20.0％

乳がん検診受診率(市検診対象者に対する率)

11.1％(H30)

20.0％

【施策の方向①】生涯にわたる男女の健康支援
心身及びその健康についての正確な知識・情報を得るための学習機会の提供や健康の維持・向上に
向け、男女が生涯を通じて健康で過ごせる環境づくりを推進します。
施

策

施策の内容

所

性別、年齢等かかわらず、全て ・男女の健康支援と妊娠・出産など女性の 健康推進課
の人が生涯を通じて心身とも 健康と権利の啓発及びがん検診を実施
に健康で活力ある生活を送る し、女性特有のがんに関する特定の年齢
ための環境整備・健康支援

の自己負担金を軽減
・健康教室や相談、研修会等における市民
の健康に対する意識向上を図る啓発活動
の実施
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管

【施策の方向②】妊娠・出産等女性の健康と権利の啓発
女性が妊娠・出産期において、安心して子どもを産み育てられるよう健康保持増進を図ります。
また、喫煙、アルコール、性感染症等、女性の健康をおびやかす問題について啓発に取り組みます。
施

策

施策の内容

所

管

妊娠・出産に関する制度の

安心して出産・育児ができるよう、妊産婦 子ども家庭課

充実

の健康保持のための啓発、健康診査や不
妊治療に関する助成の実施

妊娠・出産等の女性の健康と 妊娠・出産に関する正しい知識、思いがけ 健康推進課、子ども家
権利（リプロダクティブ・ヘル ない妊娠を防ぐという観点を含めた発達 庭課、学校教育課
ス／ライツ16 ）に関する情報 段階に応じた性に関する教育及び啓発
提供

すべてのカップルと個人が持つ性と生殖 人権政策課
に関する権利(リプロダクティブ・ライツ）
に関する啓発

（重点目標３）だれもが安心に暮らせる環境整備
【現状と課題】
日本各地で地震や台風などの大規模な自然災害が頻発する中、過去の災害経験から、大規模災害に
おいては、特に女性や子ども、様々な困難を抱える人々が、より多くの影響を受けることが指摘され
ています。
このため、災害などの非常時に一方の性別に負担が集中し困難が深刻化しないよう、男女共同参画
の視点に立った防災・復興の取り組みの促進や、様々な困難を抱える個人の主体性を尊重しつつ必要
な支援を行うことで、その持てる力を引き出し、誰もが安心して暮らすことのできる環境の整備が求
められています。
また、性別や国籍、障がいの有無、家族の状況にかかわらず、一人ひとりの個性と能力を十分に発
揮できるような生活環境を確保していく必要があります。そのためには、多文化共生の視点から外国
にルーツを持つ人17に対する支援や、性的マイノリティ18 に対する人権侵害等が生じないよう啓発す
る等社会における理解促進を図ることが必要です。
そして、高齢者や障がい者、ひとり親家庭、外国にルーツを持つ人、性的マイノリティを社会全体
で支えていく考え方に立ち、女性であることで複合的に困難な状況に置かれることなく、一人ひとり
が安心して充実した生活を送ることができる支援が必要です。

16リプロダクティブ・ヘルス／ライツ：1994 年の国際人口・開発会議で提唱された概念。自分の生涯にわたる性と生殖に関する健康を主体

的に確保する必要があるという考え方。
「リプロダクティブ・ヘルス」＝妊娠・出産できる年齢にある男女だけでなく、思春期以降生涯にわ
たる性と生殖に関する健康のこと。
「リプロダクティブ・ライツ」＝すべてのカップルと個人が、子どもの数、出産時期、子どもを産むか産
まないかを選ぶ自由や、安全な妊娠、出産、子どもを健康に生み育てるための情報と手段を得ることができる権利などが含まれています。
17

外国にルーツを持つ人：日本に在住する日本国籍を有しない人、又は、両親・祖父母等のいずれかが、外国に祖先（ルーツ）を持つ日本

国籍を有する人。
18

性的マイノリティ：同性を好きになる人や、自分の性に違和感を覚える人、又は性同一性障害などの人々のこと。ＬＧＢＴ(レズビアン、

ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)のほか、体の性と心の性が一致しており異性を好きになるタイプにあてはまらないＬＧＢＴ以
外の人も含み、
「性的少数者」
、
「セクシュアルマイノリティ」ともいいます。
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【評価指標】
評価指標

基準値(R1)

目標値(R7)

37.6％

65.0％

支え愛マップづくりに取り組む自治会作成率

【施策の方向①】高齢者、障がい者、ひとり親家庭への支援と自立促進
家庭生活における自立を図るとともに、社会を支える一員として地域とのつながりを深めるための
取り組みを推進します。
施

策

施策の内容

所

管

高齢者虐待の防止について、 地域包括支援センター職員等による、同 長寿社会課
あらゆる機会を捉えて市民に 和教育・人権教育町内学習会等における
周知

高齢者虐待防止研修の実施

｢倉吉市障がい者プラン｣に基 障がい者の自立及び社会参加の支援等の 福祉課
づいた支援サービスの充実

ために必要な障がい福祉サービス等の提
供体制の確保

「倉吉市ひとり親家庭等自立 ひとり親家庭等の自立支援のために必要 子ども家庭課
支援計画19」に基づいた支援サ な相談体制及び関係機関と連携した支援
ービスの充実

サービスの提供

【施策の方向②】多様な性を認める地域づくり
性的マイノリティの人が自分らしく暮らせる環境を整備するため、引き続き社会全体の正しい認識
と理解を促進する取り組みを進め、関係機関と連携して相談体制の構築を図ります。
施

策

施策の内容

所

管

多様な性のあり方についての 啓発資料の作成及び啓発講座の開催よる 人権政策課
社会的な理解の促進

推進

性の多様性に関する相談体制 鳥取県や関係機関と連携した相談窓口の 人権政策課
の強化、居場所づくり等

設置及び居場所づくりの推進

申請書等の性別記載欄の見

性的マイノリティの人権擁護の観点から 関係課

直し

の申請書や証明書等の公文書における性
別記載欄の見直しの徹底

【施策の方向③】外国にルーツを持つ人が暮らしやすい環境づくりの推進
外国にルーツを持つ人が安心して暮らしやすい環境の整備を推進するため、情報提供や相談窓口の
充実を推進します。

19

倉吉市ひとり親家庭等自立支援計画：倉吉市子ども・子育て支援事業計画の部門計画。近年増えているひとり親家庭(母子家庭・父子家

庭)の自立支援策を計画的に推進するものです。
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施

策

相談機関の充実と情報提供

施策の内容
・市報・ホームページで相談窓口の周知

所

管

地域づくり支援課

・よくある相談などの情報をホームペー
ジで公表
行政文書の平易化や外国語 ふりがなを振る、理解しやすい表現に置 地域づくり支援課
表記等による情報提供体制 き換えるなどの工夫の実施

関係課

の充実
市民と外国にルーツを持つ人 国際交流事業、国際理解講座の推進

地域づくり支援課

が共同で取り組む交流活動
外国にルーツを持つ人のため 外国にルーツを持つ人のための日本語学 人権政策課
の日本語学習機会の提供

習講座の開催による言葉及び文化の理解
支援

【施策の方向④】男女共同参画の視点に立った防災活動の推進
市防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の
参画を拡大し、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域防災力の向上
を図ります。

施

策

施策の内容

所

管

女性の視点を取り入れた防災 男女共同参画その他の多様な視点を取り 防災安全課、人権政策
体制の推進

入れた訓練・研修の実施及び避難所資機 課
材の整備

【施策の方向⑤】メディアリテラシーの向上
ＳＮＳや携帯ゲーム機等の新たなコミュニケーションツールの広がりに伴い、性犯罪をはじめ、多
様化する犯罪や人間関係上のトラブルに巻き込まれないよう、インターネットをはじめ、新聞雑誌、
テレビ、ラジオなどのメディアを通じて流れる情報を子どもたちが適切に収集・判断し活用すること
ができる能力（メディアリテラシー）を高めます。また、青少年の健全な育成が図られる環境づくり
を推進します。
施
学校での学習活動

策

施策の内容

所

管

情報モラル教育を推進し、正しい情報を 学校教育課
選択活用する基礎的能力の育成と、情報
処理端末の正しい活用の理解促進

地域住民、保護者等を対象に メディアリテラシーに関する情報につい 学校教育課、人権政策
した学習活動

ての研修会開催等による普及
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課

基本目標３ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり
（重点目標１）男女共同参画を実現する啓発活動の推進
【現状と課題】
男女共同参画に関する意識調査において、各分
野における男女の平等感を聞いたところ、
「学校教
育の場」では 52.6％の市民が平等であると回答し
ています。しかし、
「社会通念・習慣、しきたり」
では 76.8％、
「政治や行政の施策・方針決定」では、
65.4％、
「職場」では 55.6％の人が「男性のほうが
優遇されている」と回答しています。
（図 7）依然と
して男女の不平等感が根強いことが表れており、
「社会通念・習慣、しきたり」では、男性のうち
16.7％、女性のうち 29.4％の人が「男性が非常に
優遇されている」と感じており、女性の方がより多
く不平等感を感じています。この傾向は「学校教育
の場」を除く各分野において見られます。
また、
「男は男らしく、女は女らしく育てる」に
肯定的な回答は 30.7％、否定的な回答は 39.7％、
「男性が仕事中心なのは仕方がない」という考え
方に肯定的な回答は 33.1％、否定的な回答は
39.8％でした。そして、
「夫は外で働き、妻は家庭
を守るべき」という考え方に肯定的な回答は

図 7

10.6％、否定的な回答 58.3％でした。
（図 8）性別による固定的役割分担意識は徐々に解消されつつあ
りますが、依然として根強く存在していることがうかがえます。

図 8
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このような意識を変えていくことにより、だれもが互いにその人権を尊重し、性別にかかわりなく、
男女の特性を踏まえその個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実現するために、様々な
機会を通じて積極的に広報・啓発活動に取り組む必要があります。
【評価指標】
評価指標

基準値(R２)

目標値(R７)

45.0％(R1)

53.0％

83.5％(R1)

88.5％

56.9％(R1)

67.0％

社会における男女の機会均等が図られていると思っている市民
の割合(市民意識調査で「そう思う」「どちらかといえばそう思
う」と回答した人の割合)
男性は外で働き女性は家庭を守るべきという考え方に反対する
市民の割合(市民意識調査で「そう思わない」
「どちらかといえば
そう思わない」と回答した人の割合)
家庭における家事、子育て、介護等を男女で分担して行っている
市民の割合

【施策の方向】性別による固定的役割分担意識の解消と男女共同参画社会の形成に向けた理解の促進
男女が性別による固定的役割分担意識にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮できる環境
をつくるとともに、男女がお互いに人権を尊重し、協力し合える人間関係を築くための啓発・広報活
動を推進します。
男女共同参画推進のための取り組みをより効果的に推進するため、くらよし男女共同参画推進スタッフを
設置し、市民啓発を行います。

施

策

施策の内容

所

管

「倉吉市男女共同参画推進月 「倉吉市男女共同参画推進月間」におけ 人権政策課
間20」における啓発の推進

る啓発活動、男女共同参画推進講演会の
開催

市の広報紙、ホームページ等 市の広報紙、ホームページ等による男女 人権政策課
による広報・啓発活動

共同参画推進施策に関する情報提供及び
啓発活動の実施

市民意識や実態の調査・分 市民意識調査や実態調査を実施し、分 人権政策課
析・研究、これらの成果につい 析・研究し、それらの成果についてホーム
ての情報提供の充実

ページで情報提供

20

倉吉市男女共同参画推進月間：国の男女共同参画週間（６月 23 日～29 日）に合わせ、６月を倉吉市における男女共同参画を推進する取

り組みを重点的に行う月間としています。
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（重点目標２）男女共同参画を実現する教育・保育・学習活動の推進
男女共同参画社会を実現するためには、男女共同参画に関する正しい認識と自立と自己実現を求め
る意識が必要です。人の意識や価値観は幼児期から形成されることから、発達段階に応じた教育を進
めるとともに、各ライフステージにおける教育・保育・学習活動が重要です。そのためには、教育や
保育の場、家庭、地域における教育・保育・学習活動が重要です。
【施策の方向】教育・保育の場、家庭、地域における男女共同参画に向けた教育・保育・学習活動の推進
教育・保育の場、家庭、地域において、男女平等を推進する教育、保育の充実と推進を図ります。
施

策

施策の内容

所

管

就学前教育・保育・学校教育に 就学前教育・保育における人権教育・保育 子ども家庭課
おける人権の尊重、男女平等、 指針に基づいた「人権を大切にする心を
相互理解・協力について指導
の充実

育てる」教育・保育の積極的な推進
学校教育における人権教育の指導計画に 学校教育課
基づいた指導

保護者活動への男性の参画と ＰＴＡ活動における父親への活動参加の 学校教育課
リーダー職への女性参画の

呼びかけと活動の工夫の推進及び諸会議

促進

委員への女性登用に努める

各地区の公民館、自治公民館、 同和教育町内学習会、部落解放研究倉吉 人権政策課
保護者会活動等における学習 市集会において男女共同参画をテーマと
機会の提供・住民への情報提 した学習の実施及び啓発講座の開催によ
供

る情報提供

（重点目標３）家庭における男女共同参画の実現
男女共同参画に関する意識調査における「家庭での仕事の役割分担」について、男女別の集計にお
いて「自分が担っている」と回答した女性の割合は、
「食事のしたく」の項目では 78.3％（平成 27 年
度 86.3％）
、
「食事の片付け」75.9％（同 83.2％）
、
「洗濯」74.9％（同 81.3％）で、これらの割合は平
成 27 年度調査より低くなり、その代わりに「自分が担っている」とした男性の割合が増加していま
す。このほか、
「日常の買い物」
、
「小さい子どもの世話」
、
「介護・看護」などについても同様の変化が
見られます。男性の意識も少しずつ変化していますが、女性が家庭での仕事を担っている割合は依然
として高い状況にあります。
（図 9）
家庭の構成員がいきいきと生活し、それぞれが自己実現を図っていくとともに、男女がともに多様
な活動に参加できる社会を実現するためには、女性に偏りがちな家庭での仕事の分担の見直しを行う
とともに、男女が働きながら子どもを生み育てることができ、地域活動等にも参加しやすい環境を整
備していくことが必要です。
また、固定的な性別役割分担意識を変革し、男性の家庭生活での自立を図る必要があります。その
ためにも、ワーク・ライフ・バランスの意義について、社会全体に浸透させていく必要があります。
さらに、子どもの頃から家庭の中で、性別に関係なく家事の分担や手伝いをするなど、家庭内の役
割分担を見直していく必要があります。

- 20 -

図 9

【施策の方向①】家事・育児・介護への男性の参画の促進
各種研修会等において、家庭生活における責任を男女がともに担う意識を高め、男性の家事、育児、
介護に関する技術習得等を支援します。
施

策

施策の内容

所

管

男性の家庭生活における家 男性の家事・育児・介護への参画に関連す 人権政策課
事・育児・介護への参画を促進 る各種講演会、研修会の開催［再掲］
する啓発
子どもの頃から家事の分担や ・学校における家庭科での家族における 学校教育課、人権政策
手伝いを習慣づけていくため 役割の学習の実施
の啓発

課

・家庭との連携として長期休業中を中心
に、家庭での家事分担の推奨、通信や学級
懇談等での保護者への啓発
・ＰＴＡ教育講演会での啓発

相談体制の充実と情報提供

男性が家事・育児・介護に参画の上での相 人権政策課
談支援について、関係機関との連携及び
情報提供
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【施策の方向②】両立支援に関する情報の提供と関連制度の理解促進
育児・介護休業制度等の定着を促進するとともに働き続けやすい環境づくりを進めます。
施

策

施策の内容

所

管

育児・介護に関する支援サー 保育所、放課後児童クラブによる子育て 子ども家庭課
ビスの充実と情報提供

支援の充実と情報提供
家族介護者の負担軽減につながる支援

長寿社会課

各種機関団体との連携による 地域包括支援センターにおける家族介護 長寿社会課
相談体制の充実と情報提供

者の相談支援及び関係機関への情報提供
各種相談窓口の情報提供

両立支援に関する制度・施策 両立支援に関する制度の情報提供
の企業への情報提供

人権政策課
商工観光課

両立支援に関する制度・施策の情報収集 人権政策課
及び関連研修会の開催
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◆ 男女共同参画を実現するプランの推進
男女共同参画社会の実現のためには、市が全庁的に男女共同参画の視点で地域づくり、まちづくり
の諸施策を総合的かつ効果的に推進することが必要です。また、施策の実施に当たっては、市民のニ
ーズを把握し、市民、事業者との協働、また国、県その他の地方公共団体との連携を図ることを通じ
て、市民生活の中に男女共同参画の視点や考え方が広がる取り組みを推進します。
そして、プランの成果を把握するため年次報告書を作成し、倉吉市男女共同参画推進市民会議の意
見を求め市民に公表します。

【施策①】推進体制の充実
＜主な施策・事業＞
○倉吉市男女共同参画推進市民会議の開催
○倉吉市男女共同参画推進本部会議・幹事会21の開催
○市民からの男女共同参画に関する施策に対する苦情、性別による差別的取扱いその他についての相
談窓口の充実
○女性職員の昇進・管理的役職への積極的登用に向けた計画的育成
○ハラスメント防止に関する職員の相談・苦情窓口の充実
○次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく「特定事業主行動計画」の推進
〇くらよし男女共同参画推進スタッフの設置による啓発推進

【施策②】市民・事業者との連携・協働と啓発の充実
＜主な施策・事業＞
○｢くらよし男女共同参画推進スタッフ｣、
「あすをつくる倉吉女性塾」等の男女共同参画関係団体等と
の連携・共同による啓発の推進
○国及び他の地方公共団体と連携した啓発等の推進
○市民・事業者・団体及びＮＰＯ法人22等との連携・協働による研修会・講座等の開催

【施策③】点検・評価
＜主な施策・事業＞
○プランの進捗について各課の状況を毎年取りまとめ、倉吉市男女共同参画推進市民会議に報告し、
情報を市民に公開します。

21

倉吉市男女共同参画推進本部会議・幹事会：倉吉市男女共同参画推進条例第 17 条の規定に基づき、男女共同参画社会の形成に関する施策

を円滑かつ効果的に推進するため、倉吉市男女共同参画推進本部を設置し、推進本部の所掌事務を効果的に遂行するため幹事会を置くもの
です。
22

ＮＰＯ法人：Non-Proﬁt Organization の略。特定非営利活動法人。行政や企業とは別に社会に貢献する活動を行う非営利の民間組織。
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