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Ⅰ 計画の基本的な考え方

１ 計画の趣旨

滋賀県では、平成13年12月に制定された「滋賀県男女共同参画推進条例」を基盤とし

つつ、平成15年３月に策定された、条例に基づく基本的な計画「滋賀県男女共同参画計

画～パートナーしが2010プラン(改訂版)～」（以下「パートナーしがプラン」という。）

のもと、県民、事業者、行政が互いに連携・協力しながら、男女が互いの人権を尊重し、

一人ひとりの個性と能力を存分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた取組が進

められています。

近年、少子高齢化の進行や情報化の進展など社会経済情勢は大きな変化の中にあり、

また、国における男女共同参画をめぐる動きも活発化していることから、男女共同参画

の取組推進に当たっての新たな課題をしっかりと見据え、今後の方向性を明らかにする

ことが必要となっています。

パートナーしがプランは、平成22年度を目標年度とし、平成15年度から19年度までの

取組の方向を示したものであることから、このような新たな課題に対応するため、これ

までの取組を総括するとともに計画を見直し、男女共同参画社会の実現に向けて、さら

なる取組を進めることが必要です。

２ 計画の性格

(1) 男女共同参画社会基本法および滋賀県男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参

画施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画

(2) 県の基本構想や県の関連各種計画との整合性を図った計画

(3) 県民や事業者および市町の意見を反映させた県民参画による計画

(4) 行政はもとより、家庭、地域、学校、職場などにおけるすべての県民が、それぞれ

の立場で、自ら考え、行動するための共有の指針となる計画

(5) パートナーしがプランの内容を継承しつつ、新たな課題への取組を反映させた計画

３ 計画の期間

この計画は、初年度を平成20年度(2008年度)とし、目標年度は、平成22年度(2010年

度)とします。なお、目標年度は、パートナーしがプランを継承するとともに、滋賀県

基本構想および国の男女共同参画基本計画（第２次）と同年とします。
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４ 計画の目標

喜びと責任をわかち合い 一人ひとりが輝く 男女共同参画社会の実現

男女共同参画とは、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
※１

済的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをい

います。（条例第２条第１号）

この計画が目指す滋賀県の姿は、個人としての尊厳が重んじられるとともに、性別に

よる差別的取扱を受けず、かつ男女が共に個性と能力を発揮する機会を確保されるなど

男女が互いに人権を尊重し、家庭、地域、学校、職場など社会のあらゆる分野で、それ

ぞれの持てる個性や能力を存分に発揮して、喜びを共に享受し、共に責任を担うととも

に、人生の段階に応じて多様な選択が可能となり、互いに協力しあいながら、生きがい

を持って意欲的に暮らせる社会です。

５ 基本理念

男女共同参画推進条例に掲げられた次の６つの「基本理念」は、県をはじめ、県民、

事業者のすべてが大切にしなければならない男女共同参画推進に当たっての基本的な考

え方であり、その根幹をなすものです。

男女の人権の尊重

社会における制度や慣行の見直し

団体の方針の立案や決定への共同参画

家庭生活と社会における活動との両立

性の相互理解に基づく意思の尊重と健康への配慮

国際的な取組との協調

県は、男女共同参画施策の推進に当たって、この基本理念にのっとり、総合的かつ計

画的な推進を図ることはいうまでもありません。

※１ 参画

社会のさまざまな場に、単に参加するだけではなく、企画・立案や決定にも自分の意思でかかわり、意

見や考えを出し、負担も責任も担い合うといった主体的かつ積極的な態度や行動をいいます。
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６ 計画の基本目標
パートナーしがプランでは、男女共同参画社会の目指す姿を３つの基本目標に集約し

ています。

これまでの取組の総括を踏まえ、基本目標の達成に向けて、引き続き取り組む必要が

あります。

(1) 男女が共に参画するための基盤づくり

男女が、性別による固定的な役割分担意識を解消し、双方の意見や能力を活かし、
※２

心豊かに暮らすことができるよう、社会制度や慣習・慣行の見直しを進め、方針の
立案段階から主体的に参画し共に活躍できる社会基盤をつくること。

(2) 男女の人権が尊重される土壌づくり

男女が、社会のあらゆる分野で個人としての尊厳が重んじられ、だれもが自らの
存在に誇りを持って生きていけるよう、男女間のあるゆる暴力をなくし、生涯を通
じて健康の増進に努め、互いに思いやり、安心して暮らせる社会の土壌をつくること。

(3) 男女が共に多様な生き方ができる環境づくり

男女が、互いに協力し、支え合い、仕事と生活の調和がとれたゆとりある生活を
送ることができるよう、多様な価値観やライフスタイルに対応しつつ、性別にかか
わりなくそれぞれの個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野で対等に活躍できる
環境をつくること。

７ 施策体系
パートナーしがプランに掲げる６つの重点課題を継承し、取り組むべき施策の方向を

明らかにすることが必要です。さらに、新たな課題に対応するため、重点取組テーマを

設定し、戦略的な取組を加速しつつ展開していくことが必要です。

※２ 性別による固定的な役割分担意識

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当であるにもかかわらず、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ことをいいます。
「男は仕事、女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は固定的な考え方により、男性・

女性の役割を決めている例です。

パートナーしがプランの基本的
枠組を継承し、各課題に対し、
取り組むべき施策の方向を
明らかにする（P10-24)

重点取組テーマを定め、新たな
課題に対応する戦略的な取組を
展開する（P９)

パートナーしがプランの総括
（P29-39）

引き続き課題に取り組む

社会環境の変化

（P40-51）

新たな課題への対応
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２ 男女共同参画意識
を高める

１ 生涯を通じた男女
の性と健康をまも
る

２ 多様な働き方が
できる場をつくる

(1) 行政における女性の参画拡大
(2) 事業者における女性の参画拡大へ

の働きかけ
(3) 民間団体や地域活動における女性

の参画拡大への働きかけ
(4) 女性のエンパワーメント

(1) 男女共同参画社会についての理解
の促進

(2) 男女共同参画の視点に立った学校
教育の推進

(3) 男女共同参画に主体的に取り組む
推進役の育成

(4) 公共の場における男女共同参画の
視点に立った表現の促進

(5) 男女共同参画に関する調査・研究
の推進

(6) 国際的な取組との協調

(1) 性の尊重についての意識の浸透
(2) 性と生殖に関する健康支援の充実

(1) セクシュアル・ハラスメント対策
の推進

(2) ドメスティック・バイオレンス対
策の推進

(3) 性暴力・ストーカー行為等に対す
る取組の推進

(1) 仕事と育児・介護の両立のための
雇用環境の整備

(2) 子育て支援策の充実
(3) 高齢者・障害者等の支援策の充実

(1) 職業能力の開発と多様な就業機
会の確保

(2) 多様な働き方を可能にする就業
環境の整備

(3) 起業家･自営業者･NPO等への支援
(4) 農山漁村における男女のパート

ナーシップの確立
(5) 高齢者・障害者等の自立の支援

Ⅱ 男女の人権が尊重
される土壌づくり

２ 男女間のあらゆる
暴力をなくす

Ⅲ 男女が共に多様な
生き方ができる環境
づくり

１ 県民・事業者・ＮＰ
Ｏ等・市町との協働

● 推進体制

(1) 県民・事業者・ＮＰＯ等との協働
(2) 市町との連携

(1) 庁内における推進体制
(2) 男女共同参画センターの機能充実

２ 県の推進方策

【目標】 【基本目標】

【重点課題】 【施策の方向】

計画の体系

１ 家庭生活と社会参
画を両立させる

１ 政策・方針決定過
程への女性の参画
を進める

Ⅰ 男女が共に参画す
るための基盤づくり

【重点取組テーマ】

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の促進

２ 女性の活躍支援（女性のチャレンジ支援）

３ 県民との協働による広報活動や教育・学習の推進

0
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８ 重点取組テーマ
(1) 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の促進

少子高齢化が進み、人口減少局面を迎えた日本社会において、新たな社会の構築が

求められる中、男女共同参画をはじめ、労働政策、少子化対策・子育て支援、経済財

政等さまざまな施策分野において、議論され取組が始まりつつあるのが、「仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」です。

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）とは、男女がともに、人生の段階

に応じて、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、さまざまな活動につい

て、自らの希望に沿った形でバランスを取りながら展開できる状態のことです。

個人にとっては、仕事と家庭の両立が可能となり、仕事上の責任を果たしつつ子育

てや介護など家庭や、地域活動への参加がしやすくなるなど、健康な生活を送りなが

ら希望するバランスが実現でき、社会全体にとっては、少子化の流れを変え、地域の

つながりを深めるほか、労働力の確保など社会経済の活力向上や持続可能性につなが

り、個々の企業にとっては、経営戦略の重要な柱として、多様な人材を活かして生産

性を高め競争力を強化することにつながるものです。

現状を振り返ると、男性も女性も仕事と家事・育児を同時に重視したいとの希望が

高いものの、男性の多くは仕事を優先し、女性の多くは家事・育児を優先、あるいは、

家事・育児に専念しています。独身の男女は、プライベートな時間を優先したいとの

希望に対して仕事を優先しているなど、既婚者、独身者ともに希望する生活スタイル

にはなっていません。

この背景には、男性を中心とした長時間労働の働き方と仕事中心の生活スタイルが

あります。男性では４割以上が週49時間以上働いており、男性の家事・育児や地域活

動への参画を困難にしています。また、雇用環境が厳しい中にあって、家長として家

族を扶養するのが当然とする意識の存在なども影響し、心身ともに疲弊し、健康を害

したり、うつや自殺につながることもあるなど命にかかわる問題にもつながっていま

す。

また、こうした男性の仕事中心の生活が、女性にとっては、家庭責任の多くを担う

ことにつながっており、仕事と家庭の二重の負担、あるいは、仕事と家庭の二者択一

を余儀なくされる状況をつくり出すなど、女性の能力の発揮や多様な選択を妨げてい

ます。

一方、少子化の急速な進行に伴う労働力不足の深刻化や、経済のグローバル化に伴

い競争が激化する中で、企業・組織が生き残るため、社会の活力を維持し続けるため

には、労働者の能力が最大限発揮されることと、多様な人材の確保が不可欠となって

います。そのためには、育児や介護をはじめとする労働者のさまざまな事情や希望に

配慮しつつ、労働者の意欲と能力、組織への貢献を引き出すとともに、生産性を高め

る組織づくりが不可欠となっており、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

が可能となるマネジメントへの転換を図っていく必要があります。
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このように、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を進めることは、男

性も女性も人生の段階に応じて、多様な生き方が選択ができる環境をつくり、生涯に

わたって心身ともに健康に過ごすことができる土壌をつくる、男女共同参画社会づく

りにおいて、急ぎ取り組むべき重要な課題です。

(2) 女性の活躍支援（女性のチャレンジ支援）

少子高齢化が進み、社会の活力を維持するためには、職場、地域など社会のあらゆ

る分野で多様な人材が求められています。女性が性別を理由として能力を発揮できな

いことがあってはならないことはいうまでもありませんが、本県において、さまざま

な分野における女性の参画、さらには方針決定過程への女性の参画はいまだ不十分な

状況です。

男性を中心とした長時間労働を見直し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

ンス）を進め、女性が能力を発揮できる環境を整えることはもとより、これまで出産

・子育て期に離職し、能力の開発の機会が十分でなかったり、就労を継続していても

能力の開発や発揮の機会が均等に与えられてこなかったことにより生じた格差がある

など、女性自身の活躍を支援することが必要です。

滋賀県では、管理的職業に占める女性の割合が全国的にみても低く、また、女性の

労働力率の30歳代の落ち込み度合いが全国で８番目に深いなど、出産・子育て期に離

職する女性が多くなっています。

このことから、子育て期にあっても働き続けることができる環境整備や、いったん

出産・子育てなどさまざまな理由により離職した女性も、意欲を高め、挑戦し、活躍

できる社会づくりが必要となっています。

(3) 県民との協働による広報活動や教育・学習の推進

性別による固定的な役割分担意識は、男女をめぐるさまざまな問題の根底に深くか

かわるものであり、法令や制度などの枠組みが実態を伴うものとして機能するかどう

かにも影響を与えます。滋賀県では、「男性は仕事、女性は家庭」という考え方に同

感しない人の割合は半数程度にとどまっており、性別や年代による考え方の違いも大

きくなっています。

このことから、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を促進し、女性の

活躍を支援することをはじめ施策の推進にあっては、社会全体で男女の多様な選択を

尊重し、活躍を支援する意識の醸成を、併せて行っていく必要があります。このため

には、性別や年代による意識の違いや人生の段階に応じて異なるニーズ等に配慮する

とともに、学校と家庭や地域が力を合わせて、子ども・青少年期から男女共同参画意

識をはぐくんでいくことが必要です。

あらゆる場において、男女共同参画の視点を意識した取組が進むよう、県はもとよ

り、事業者、ＮＰＯをはじめとする民間団体（以下「ＮＰＯ等」という。）および市
※３

町が、それぞれの立場で主体的に取り組むとともに、協力し、共に進めていくことが

大切です。
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９ 計画の推進のために

男女共同参画は、社会のあらゆる分野において、社会的性別（ジェンダー）による差
※４

別的な取扱を解消し、男女の均等な社会参画の機会を確保しようとするものであり、そ

の推進には県行政の総合力の結集と発揮が求められます。

この計画は、社会のあらゆる分野において男女共同参画の取組が推進されるよう、男

女共同参画施策を総合的、計画的に推進していくための行動指針となるものであり、あ

らゆる県行政の分野における取組に深く関連するものです。このことから、関係部局が

連携、協力しながら戦略的に取り組むことが何よりも重要です。

併せて、県民、事業者、ＮＰＯ等および市町との協働と連携を図りながら、総合的な

推進体制をより一層強化していく必要があります。とりわけ、県と市町がそれぞれの役

割をしっかりと果たしていくことが必要です。県は、住民により身近な市町において、

それぞれの地域特性に応じた自主的・自立的な取組が進むよう、支援していく必要があ

ります。

一方、県民の思いや願いを施策に活かし、多様なニーズに対応するためには、事業者

やＮＰＯ等の地域のさまざまな主体がもつ特性をいかし、それぞれの自主性や主体性を

尊重しながら、協働の視点からの取組を進めることが、今後より一層必要となってきま

す。また、自助（個人でできることは個人で行う）・共助（地域やＮＰＯ等でサポート）

の視点から、自らの地域を自らの手でよりよいものにしようと活動するＮＰＯ等に対し、

積極的な情報の提供を行うことが必要です。

計画を推進するに当たっては、計画の内容をよりわかりやすく示しながら、この計画

に対する県民の理解を深め、共に行動していくため、対話を重視し、共感をもって互い

の取組を進めていくことが大切です。

※３ ＮＰＯ Non-Profit Organization

行政、企業とは別に社会的活動をする非営利の民間組織。福祉、まちづくり、男女共同参画、環境な

ど、さまざまな分野で活動を行っています。平成10年、これに法人格を与え、活動を支援するための特定

非営利活動促進法（いわゆるＮＰＯ法）が成立。

※４ 「社会的性別」（ジェンダー）

人間は生まれついての生物学的性別(セックス／sex）があります。一方、社会通念や慣習の中には、

社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的性別」（ジ

ェンダー／gender）といいます。「社会的性別」は、それ自体に良い悪いの価値を含むものではなく、国際

的にも使われています。

「社会的性別」（ジェンダー）の視点

「社会的性別」が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につながっている場合もあ

り、これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとする視点です。


