H19.8.22：滋賀県政策調整部男女共同参画課

仕事と生活の調和がとれた暮らし改革
「滋賀県男女共同参画計画」の改定に当たっての
基本的考え方について（答申） −概要−
《滋賀県男女共同参画審議会》

【答 申】 平成19年(2007年)8月22日（水） 9時〜9時15分
【場 所】 知事室
【出席者】 ・ 滋賀県知事 嘉田 由紀子
・ 滋賀県男女共同参画審議会
会長 渡辺 峻 （立命館大学大学院教授）

計画の基本的な考え方
◆

計 画 の 趣 旨

社会経済情勢の変化に伴う新たな課題をはじめ、関係法令の改正や基本計画の策定など
国の動きなどに対応するため、現行計画である「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）〜」の取組を総括し、改定計画を策定

◆

計 画 の 期 間

平成20年度(2008年度）〜 平成22年度(2010年度）

◆

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

基

滋賀県男女共同参画推進条例に掲げる６つの理念
（１）男女の人権の尊重
（２）性別による固定的な役割分担を前提とした社会制度や慣行の見直し
（３）団体の方針の立案や決定への共同参画
（４）家庭生活と社会における活動との両立
（５）性の相互理解に基づく意思の尊重と健康への配慮
（６）国際的な取組との協調

◆

本

理

念

◆

計画の基本目標

（１）男女が共に参画するための基盤づくり
・政策・方針決定過程への女性の参画
・性別による固定的な役割分担意識の解消など県民意識の醸成
（２）男女の人権が尊重される土壌づくり
・生涯を通じた男女の性と健康をまもる
・男女間のあらゆる暴力をなくす
（３）男女が共に多様な生き方ができる環境づくり
・家庭生活と社会参画の両立
・多様な働き方ができる場づくり

◆

施

（１）基本的枠組みは現計画を継承
（２）新たに、重点取組テーマを設定し、戦略的な取組を展開

策

体

系

ポイント
1

仕事と生活の調和がとれた暮らし改革（答申概要）
６つの重点課題への取組

＋

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ
・バラ ンス）の促進

(1) ワーク・ライフ・バランスの意義の普及に努め、

男女共同参画意識を
たかめる

長時間労働を前提とした働き方の見直しを推進
(2) 少子化対策と連携し、事業者における仕事と家庭
・地域生活との両立支援の取組を推進
(3) 男性にとっての男女共同参画社会の意義や責任に
ついて一層の普及

生涯を通じた男女の性と
健康をまもる

テーマ２

家庭生活と社会参画を
両立させる

多様な働き方ができる
場をつくる

(1) 政策・方針決定過程への女性の参画を促進
(2) 出産・子育てや介護などで離職した女性の再チャ
レンジ支援
(3) 新たな取組を必要とする分野への女性の参画推進

テーマ３

県民との協働による広報活動や
教育・学習の推進

(1) 世代、人生の段階等で異なるニーズに配慮した
啓発・広報による社会意識の醸成
(2) 学校、家庭、地域の協働による男女共同参画意識
をはぐくむ環境づくり

○女性は、男性の家庭参画で、
「家庭と仕事」の二重負担や
「家庭か仕事か」の二者択一
から能力発揮が可能に
○男性は、「長時間労働」が改
善され、健康を維持しつつ、希
望する生活スタイルが実現でき
るように
○男女の参画で活性化する地
域の活動
○多様な人材の活用を経営戦
略に。企業・組織は競争力ＵＰ!
○地域活動や経済活動の活発
化で社会の活力もＵＰ!
○子育ての不安感･負担感の解
消で少子化対策にも有効
○性別による固定的な役割分
担意識が解消し、さまざまな制
度が生きる!

男女共同参画社会の実現

男女間のあらゆる暴力を
なくす

女性の活躍支援
（女性のチャレンジ支援）

推進を加速

喜びと責任をわかち合い
一人ひとりが輝く

テーマ１
政策･方針決定過程への
女性の参画をすすめる

３つの重点取組テーマの設定

○主体性をもった子どもが、社
会で健やかにはぐくまれる
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重点取組テーマ設定の背景と必要性
■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
→男性の家事・育児や地域活動への参画を困難に
→雇用環境が厳しい中、心身ともに疲弊
健康を害したり、うつや自殺につながることも
→仕事と家庭の二重負担、あるいは仕事か家庭かの二者択一を
余儀なくされる女性
→女性の能力発揮、多様な選択を阻害
→子育ての不安・負担感は少子化にも影響
■少子化に伴う労働力不足、経済のグローバル化に伴う競争の激化
→企業・組織が生き残るため、労働者の能力が最大限発揮される
こと、多様な人材の確保が不可欠
■出産・子育て期に多くの女性が離職
■就労を継続するも、能力の開発や発揮の機会が均等でなかった
ことにより生じた格差の存在
→さまざまな分野における女性の参画、方針決定過程への参画は
いまだ不十分

■さまざまな問題の根底に、性別による固定的な役割分担意識
の存在
→法令や制度などの枠組みが実態として機能することを阻害
■行政だけでは限界
→県民、事業者，ＮＰＯ等との協働、自助・共助の視点からの
県民自らの取組、事業者やＮＰＯ等の取組への期待

個人にとっては、健康な生活
を送りながら、仕事と生活の希
望するバランスが実現
社会全体にとっては、少子化
の流れを変え、地域の絆を深め
るほか、社会経済の活力向上、
持続可能性につながる
企業にとっては、多様な人材
を生かして生産性を高め、競争
力を強化するための経営戦略
の重要な柱

仕事と生活の
調和（ワーク・
ライフ・バラン
ス）の促進

女性の活躍支
援（女性のチャ
レンジ支援）
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
労働力としての期待の高まり
多様な人材の必要性の高まり

性別や年代によって異なる意
識、人生の段階によって異なる
ニーズへの対応
青少年期からの男女共同参
画意識のはぐくみ

県民との協働
による広報活
動や教育・学
習の推進
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重点取組テーマのポイント
男女共同参画社会の早期実現を目指した新たな道筋づくり
少子化の進行など社会経済情勢の変化に対応する男女共同参画社会の早期実現を目指す新たな道筋として、
３つの重点的取組テーマによる戦略的な展開を提言

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
◇だれもが、仕事と子育て、地域活動など人生の段階に
応じてバランスよく暮らせる「働き方」の見直しが必要
◇「働き方」の問題にメスを入れなければ根本的な解決
にならない。少子化対策としても必要

テーマ３

→

「女性の力」を活かす

(1) 政策・方針決定過程への女性の参画を促進
(2) 出産・子育てや介護などで離職した女性の再チャレンジ
支援
(3) 新たな取組を必要とする分野への女性の参画推進

県民との協働による広報活動や教育・学習の推進

◇制度やしくみが機能するために、性別による差別的取扱を
解消すること、県民の理解を深めることが必要

「働き方」を変える

(1) ワーク・ライフ・バランスの意義の普及に努め、長時間
労働を前提とした働き方の見直しを推進
(2) 少子化対策と連携し、事業者における仕事と家庭 ・地域
生活との両立支援の取組を推進
(3) 男性にとっての男女共同参画社会の意義や責任につい
て一層の普及

テーマ２ 女性の活躍支援（女性のチャレンジ支援）
◇女性の能力・意欲を活かすことは、企業の競争力を高め、
経済・社会の活力につながる
◇女性が継続して働き、能力を発揮でき、離職しても再チャ
レンジが可能な労働環境や子育て支援、女性のエンパワ
ーメントなど社会的環境づくりが必要不可欠

→

→

「意識」を変える

(1)
世代、人生の段階等で異なるニーズに配慮した啓発・
広報による社会意識の醸成
(2) 学校、家庭、地域の協働による男女共同参画意識を
はぐくむ環境づくり
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参考データ
•

仕事と生活の
調和（ワーク・
ライフ・バラン
ス）の促進

•
•

•

女性の活躍支
援（女性のチャ
レンジ支援）

•
•

•

県民との協働
による広報活
動や教育・学
習の推進

•

男性の家事・育児・介護等の従事時間（滋賀県）
（「社会生活基本調査（平成13年）」総務省統計局）
⇒ 1日あたり21分（女性は3時間15分）
男性はもっと家庭生活における活動に参画する必要がある
（「男女共同参画社会づくりに向けた
⇒ 同感する（どちらかといえば同感する含む。） 89.0％
県民意識調査(平成18年度)」滋賀県）
男性の1週間の平均就業時間（滋賀県）
（「国勢調査(平成17年)」総務省統計局）
⇒ 30歳代から40歳代前半の半数以上が週49時間以上働いている
そのうち約半数が週60時間以上働いている

第1子出生1年半後の女性の就業状況(全国）
(「出産前後の就業変化に関する統計(人口動態
⇒ 約7割(74.1％)が出産前後に離職
特殊報告)(平成15年度）」厚生労働省）
30歳代前半の女性の労働力率(滋賀県）
(「国勢調査(平成17年)」総務省統計局）
⇒ 59.6％（全国43位）
さまざまな場における女性の参画状況(滋賀県）
⇒ 管理的職業に占める女性の割合 8.7％（全国46位）
(「国勢調査(平成12年)」総務省統計局）
⇒ 女性が代表または副代表である自治会の割合 8.8％
(平成19年度滋賀県調べ)
⇒ 県管理職に占める女性の割合
5.5％
(平成19年度滋賀県調べ)
⇒ 県審議会等委員に占める女性の割合
31.3％
(平成18年度末滋賀県調べ)

性別による固定的な役割分担意識にとらわれない人の割合
「男性は仕事、女性は家庭」という考え方に
⇒ 同感しない（どちらかといえば同感しない含む。） 46.8％
男性が優遇（どちらかといえば男性が優遇含む。）と考える割合
⇒ 社会全体でみて
77.4％
⇒ 社会通念・慣習・しきたりなど
77.4％

（「男女共同参画社会づくりに向けた
県民意識調査(平成18年度)」滋賀県）
（「男女共同参画社会づくりに向けた
県民意識調査(平成18年度)」滋賀県）
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