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第１章 基本的な考え方 

 

１．計画の趣旨 

 

 三沢市では、２００２（平成１４）年３月に男女共同参画社会実現に向けた基本

計画として「みさわハーモニープラン」を策定し、それぞれの基本目標に沿って事

業を推進して参りました。 

 依然として進展する少子高齢化や、家族や地域社会の変化、景気の低迷など昨今

の社会情勢には、女性と男性が尊重し合い、様々な分野で参画する男女共同参画社

会の構築が、欠くことのできない要件となっています。 

 我が国では、１９９９（平成１１）年６月に「男女共同参画基本法」が施行され

ました。さらに２０１０（平成２２）年７月には男女共同参画会議からの答申を踏

まえ、同年１２月に「第３次男女共同参画基本計画」が策定されました。 

 男女共同参画への意識は、社会に浸透されつつあるものの、いまだに女性への差

別や、固定的な考え方が残っているのが現状です。 

 第１次計画である「みさわハーモニープラン」が計画期間の１０年を経過するこ

とを機に、「市民アンケート調査」の結果等を踏まえて、これまで行ってきた事業

を見直し、今後も男女共同参画社会の実現に向けた施策を推進することにより、性

別にこだわることなく、あらゆる分野、地域において「協働」の視点に立って、安

心して暮らせる社会をつくるため第２次計画として本プランを策定するものです。 
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２．策定の背景 

 

 これまでの男女共同参画の計画は、女性の社会進出、女性の地位向上といった女

性に主眼をおいた施策が多くを占めていました。 

 しかし、近年の少子高齢化や生活様式の変化などにより、地域社会における男女

共同参画の推進、男性や子どもの視点や福祉の観点から捉えていく必要があります。 

 

（１）地域社会における男女共同参画 

 少子高齢化による人口減少が加速する中で、男性も女性も、そして老いも若きも

安心して暮らせる社会を作るには、地域力を高めていくことが必要となってきます。 

 そのためには、男女共同参画においても「協働」の観点に立ち、最も身近な地域

における取り組みが必要です。 

 

 

 

（２）男性や子どもの視点からみた男女共同参画 

 女性の就労人口が増加してきている昨今においても、男性の労働時間はいまだ減

っていないのが現状です。男女共同参画社会の実現は、男性にとっても暮らしやす

い社会であるため、これからは男性の視点に立った、ワークライフバランス（仕事

と生活の調和）の推進など、長時間労働の抑制や休暇の取りやすい環境づくりが必

要となります。 

 また、子どもたちが健やかに育ち、将来幸せに暮らせる社会を目指して、成長過

程における男女共同参画意識を促進することも必要となります。 

 

 

 

（３）福祉の観点からみた男女共同参画  

 景気の低迷などにより、出産・育児などにより職場を離れた女性や障がいのある

女性の就業問題、また、ひとり親世帯や高齢者世帯の増加などの問題に対して、福

祉の観点に立った取組みとして、女性が働きやすい環境づくり等が必要となります。 
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３．国・県・市の動き 

 

（１）国内の動き 

  １９７５（昭和５０）年、閣議決定により、総理府（現・内閣府）に婦人問題

企画推進本部を設置し、「国際婦人年世界会議」における決定事項の国内施策へ

の取入れを図り、女性に関する総合的な施策を推進することを決定しました。 

  １９７７（昭和５２）年１月、「国内行動計画」を策定し、法律・制度の改革

など種々の女性問題への取組みを進めてきました。 

  １９８１（昭和５６）年５月、「国内行動計画後期重点目標」を決定しました。 

  １９８５（昭和６０）年２月、「女子差別撤廃条約」が批准されたことに伴い、

翌年４月に、「男女雇用機会均等法」を施行し、男女平等の基礎的条件を整備し

ました。 

  １９８７（昭和６２）年には、２１世紀に向けての長期的展望に立って推進す

べき基本的方向を示した「西暦２０００年に向けての新国内行動計画」を決定し、

さらに１９９１（平成３）年５月には、「新国内行動計画」の第１次決定を行い

ました。 

  翌年４月に「育児休業法」が施行されるなど、男女平等社会への歩みが着実に

進み、同年１２月には、初の女性問題担当大臣も誕生しました。 

  １９９４（平成６）年７月、男女共同参画推進本部を設置し、男女共同参画社

会の実現の促進に関する施策の円滑、かつ効果的な推進を図ることにしました。 

  １９９６（平成８）年７月に、男女共同参画審議会は、「男女共同参画ビジョ

ン」を答申し、それを受けて国は１２月に「男女共同参画２０００プラン」を決

定しました。 

  翌年、「男女雇用機会均等法」が改正されました。 

  １９９９（平成１１）年 6 月に、男女共同参画社会の形成に関する方針・基

本理念を定めた、「男女共同参画社会基本法」が施行され、同年８月、男女共同

参画審議会から内閣総理大臣に対し、「男女共同参画基本計画策定にあたっての

基本的な考え方－２１世紀の最重要課題－」が答申されました。 

  この答申を受けて、翌年１２月、「男女共同参画基本計画」を策定しました。 

  ２００１年（平成１３年）1月、内閣府に、基本的な政策及び重要事項の調査

審議や監視等を行う「男女共同参画会議」及び「男女共同参画局」が設置され、

男女共同参画に向けた推進体制が強化されました。 

  ２００５（平成１７）年７月、男女共同参画会議から「男女共同参画基本計画
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改定に当たっての基本的な考え方－男女が共に輝く社会へー」の答申を受け、同

年１２月に、「第２次男女共同参画基本計画」を決定しました。 

  ２００７（平成１９）年４月、改正男女雇用機会均等法が施行され、同年１２

月には、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と

生活調和のための行動指針」を策定しました。 

翌年、内閣府に「仕事と生活の調和推進室」が設置されました。 

  ２０１０（平成２２）年 7 月、男女共同参画会議から「第３次男女共同参画

基本計画策定に当たっての基本的な考え方」の答申を受け、同年１２月に、第３

次男女共同参画基本計画を策定しました。 

 

（２）青森県の動き 

１９８０（昭和５５）年５月に、「青森県婦人行動計画」を策定しました。 

翌年６月、婦人行動計画の具体的施策を進めるため「青森県婦人行動計画推進

計画」を策定しました。 

  １９８９（平成元）年、「青森県婦人行動計画」の基本的な継承しつつ、青森

県婦人問題対策推進委員会から提出された提言及び国の新国内行動計画の趣

旨を踏まえ、「新青森県婦人行動計画」を策定しました。 

２０００（平成１２）年１月、「あおもり男女共同参画プラン２１」を策定し

ました。 

翌年７月、「青森県男女共同参画推進条例」が施行されました。 

２００４（平成１６）年１２月に策定した、県の基本計画「生活創造推進プラ

ン」の仕組みづくりの中で、男女共同参画の推進を位置づけました。 

２００７（平成１９）年３月、県の男女共同参画の推進に関する基本計画とし

て必要な改定を行い、第２次となる基本計画「新あおもり男女共同参画プラン２

１」を策定しました。 

  ２０１２（平成２４）年１月、新たに「第３次あおもり男女共同参画プラン２

１」を策定しました。 

（３）三沢市の動き 

  １９９８（平成１０）年に策定した「第３次三沢市総合開発計画」の中で男女

共同参画社会形成のための企画・推進に努めてきました。 

  ２０００（平成１２）年５月には、「三沢市男女共同参画社会推進計画」を策

定するための基礎資料となる「男女共同参画社会に関する三沢市民アンケート調

査」を実施し、同年８月に「三沢市の政策を考える女性の会」を設置しました。 

  同年２月に「三沢市の政策を考える女性の会」から男女共同参画づくりを目指
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した提言書が提出されたことを受け、翌年３月に第１次の計画である「みさわハ

ーモニープラン～男女共同参画社会をめざして～」を策定しました。 

  その後１０年間、この「ハーモニープラン」の計画に沿って、各種施策を実施

してきましたが、計画の目標年度である２０１２（平成２３）年を迎えるにあた

り、計画の見直しや新たな課題を提起するため、２０１０（平成２２）年に市職

員により構成された「みさわハーモニープラン推進会議ワーキンググループ」、

また翌年には市民により構成された「市民ワーキンググループ」を設置し、既施

策の検証と新たな課題について検討を重ねてきました。 

  同年１１月には、両ワーキンググループより第２次の計画策定に向けた提言書

が提出されました。 
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４．計画の推進にあたって 

  

三沢市では、市民一人ひとりが持つ豊かで多様な知識と経験を活かし、「人とま

ち みんなで創る 国際文化都市」を基本理念として、市民が主体となった、にぎわ

いのあるまちづくりを進めています。 

この三沢市が目指すまちづくりには、職場、学校、地域など、あらゆる分野で性

別にとらわれることなく、男女が対等なパートナーとして社会に参画し、自立的な

生活を営むことで、将来にわたって安心して暮らせる、男女共同参画社会の実現が

丌可欠です。 

男女共同参画社会の実現のためには、行政のみならず市民や市民団体、事業所等

からの協力を得ながら、職場、地域、家庭などにおける男女共同参画の推進が必要

です。 

 新たな課題が出てくる中で、行政は、推進体制の充実と市民や市民団体に対し支

援するとともに、市民一人ひとりが参画しやすい社会を目指して、全庁的に推進し

ます。 

 また、市全体が「協働」の視点に立ち、行政、市民、事業所等を含め、女性も男

性も一体となった男女共同参画社会を目指します。 

 

５．基本目標 

  三沢市が男女共同参画社会実現のために掲げる目標は、下記のとおりです。 

 

Ⅰ 男女共同参画の地域社会づくり 

Ⅱ 福祉の向上と健康の増進 

Ⅲ 労働の場における条件整備 

Ⅳ 男女共同参画への意識改革 

 

６．計画の期間 

 

 基本計画の目標年度を２０２２（平成３３）年度とし、この計画を基にして、具

体的に取組みます。 

 ただし、計画の進捗状況・社会情勢の変化などにより、随時必要な見直しを行う

ものとします。 
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第２章 計画の内容 

基本目標 Ⅰ 男女共同参画の地域社会づくり 

課題 ① 地域社会活動への女性の参画推進 

 地域社会活動（町内会や様々な市民活動）では男性の活動が多く見られ、特に会

長や役員はほとんどが男性です。男女共同参画社会を実現するためには、女性が積

極的に参加できる環境づくりが必要となってきます。 

そのためには、女性の持っている個性や能力を発揮できる機会の確保や能力を活

かすための人材育成など、様々な場面での女性の登用を図るための施策が求められ

ます。 

 

 

 

課題 ② 国際理解・交流の推進 

 米軍基地が所在し、外国人との接触の多い三沢市では、国際的な視野を広げるた

めの国際交流事業が数多くあります。 

 国際化が進む近年、今後さらに外国人と市民が様々な場面で交流できる機会の拡

大と、国際的な人材を育てるための教育の充実が必要です。 

 また、在住する外国人女性に対する、様々な支援も必要です。 

 

 

 

 

課題 ③ 防災活動への男女共同参画の推進 

 地域における防災活動の場では男性が多く、女性の参画がまだ少ないのが現状で

す。女性の目線に立った活動や女性ならではのきめ細やかな配慮などを地域の防災

活動に活かすことが大切です。 

 また、災害などの非常時に備え、女性特有の問題や子ども、高齢者や外国人など

様々な対象に対応したマニュアルを策定することが必要です。 
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基本目標 Ⅱ 福祉の向上と健康の増進 

課題 ① 子育て支援の充実 

 子育ての場において、障がいを持った子どもや病後の子どもの受け入れなど、多

様化する保育サービスのニーズへの対応が求められています。特別保育事業の拡充、

子育て支援センターの充実や、産後支援サポーター派遣の推進を図り、安心して子

どもを育てられる支援が必要です。 

 

 

 

課題 ② 母子保健施策の推進 

少子高齢化により、出産可能な医療機関や小児科が減少する中、安心して出産で

きる環境の整備、小児医療体制の確立は緊急の課題です。また、乳幼児の健康診査

や、様々な医療に応じた各種助成制度など、母子ともに健康な生活が送れるよう、

充実した医療体制の推進が望まれます。 

 

 

 

課題 ③ 高齢者福祉施策の充実 

 高齢化が進むことに伴い、在宅支援や福祉サービスなどの利用率が上がり、更な

る充実した支援が必要となっています。また、誰もが健康で安心した老後を送れる

よう、家庭生活における自立した生活を支援するための料理教室や介護予防教室な

ど、福祉事業の充実を図ることが必要です。 

 

 

 

課題 ④ 男女が共に参画できる健康づくりの推進 

 男女が共に健康な状態でいられることこそ、男女共同参画社会の実現につながる

ものであることから、健康な生活を送るための食生活や環境の確保、気軽に参加で

きるスポーツやレクリエーションなどの活動の推進が求められます。 
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基本目標 Ⅲ 労働の場における条件整備 

課題 ① ワークライフバランスの推進 

共働き世帯が増加することにより、今まで女性が行ってきた家事や育児について、

男性も積極的に参加することが必要となってきています。そのためには、労働条件

の整備や有給休暇・育児休暇が取得しやすい環境を作り、ワークライフバランス（仕

事と生活の調和）を推進することが大切です。 

 

 

課題 ② 就業援助に関する情報提供 

 女性の社会進出が進む中、労働の場における妊産婦、出産や介護を理由とした離

職者の再雇用問題は、大きなものとなっております。育児などをしながら働くこと

ができる環境の整備や就業に関する情報提供などの各種支援が必要です。 

 

 

 

課題 ③ 実質的な平等意識の確立及び啓発 

職場における女性の丌平等感はいまだに残っていることが現実であり、様々な場

面での平等意識の確立は、これからも必要です。 

また、職場内での様々な暴力に対する対策や、女性の地位向上、社会に進出する

ために必要なスキルを身につけるための支援が必要となっています。 

 

 

課題 ④ 家族従業員の地位向上 

 農業など、自営業を営む家庭では、各々の労働時間や報酬が的確ではないことが

多いのが現状です。家族一人ひとりが尊重される家族関係を作るための施策により、

家族従業員の地位向上が必要です。 

また、女性労働者同士の意見交換や交流を図るための場を提供するなどの支援も

必要です。 

 

 



12 

 

基本目標 Ⅳ 男女共同参画への意識改革 

課題 ① 男女共同参画意識の醸成 

 平成２１年度に行われた「市民アンケート」によると、当市における男女共同参

画に対する平等意識は、家庭や学校教育の場においては、多くの方が平等だと感じ

ていますが、職場や慣習においては、まだ、男性が優位と感じていることが多いよ

うです。そのため、引き続き男女共同参画社会実現のための意識改革に向けた講演

会や広報・啓発活動が必要です。 

 

 

 

課題 ② 教育における男女共同参画の推進 

 男女が平等であるという意識啓発は、教育の場において始めることが大変重要で

あることから、平等意識を学校教育のカリキュラムの一環として取り入れることや、

教職員への男女共同参画の意識啓発を図ることが必要です。 

 

 

 

課題 ③ 日常生活における男女共同参画の推進 

 日常の生活の中で、家庭における女性の負担がいまだに大きいことが現状です。

家庭生活においては、男性も女性もお互いできることを役割分担し、負担を減らす

努力が必要です。そのためには、様々な啓発活動はもとより、事業所等や団体、関

係機関との連携が必要です。 

 

 

 

課題 ④ 男女共同参画に関する情報等の収集・提供 

 男女共同参画社会を実現するためには、男女を取り巻く様々な場面においての状

況や問題を把握し、その情報を広く発信することにより意識の啓発につなげること

が必要です。 

 


