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◇◇見直し箇所の新旧対照表◇◇ 

 
 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現をめざす意識づくり 

見直し後 【変更⇒網掛け、追加⇒下線（波線）】 見直し前【変更⇒網掛け、削除⇒二重取り消し線】 

Ｐ１３（推進の方向） 

【推進の方向１ 男女平等を推進する意識づくり】 

※Ⅰ‐１とⅠ‐２を統合

Ｐ１３（推進の方向） 

【推進の方向１ 家庭・地域社会における男女平等の意識づくり】 

Ｐ１５（推進の方向） 

【推進の方向 2 学校における男女平等の意識づくり】 

Ｐ１３（本文） 

成長過程にある子どもにとって、最も身近な存在である保護者の価値観や

生活習慣などは人格形成に大きな影響を与えます。子どもたちが、家族の人

権を認め合い、共同で家庭責任を分担する家庭環境の中で育つことは、男

女共同参画社会の実現にとって極めて重要です。そのため、保護者への男

女平等意識や男性も家庭責任を分担する意識の啓発とそのための生活技

術の習得機会や情報提供に努めるとともに、地域活動団体への男女平等意

識の醸成のための広報・啓発活動などを通じて、地域社会における男女共

同参画社会の実現に向けた意識づくりを推進します。また、子どもへの影響

という面においては、学校が果たす役割も極めて重要であると言えます。カリ

キュラムに「家庭科の男女共修」が導入されるなど、男女平等教育への取り組

みが行われていますが、学校生活において男女平等の意識が身につくこと

や、教育内容や教材、また生徒指導など、教育活動全般にわたり気づいた

点を是正していく取り組みが必要です。 

Ｐ１３（本文） 

「市民意識調査」によると、保護者の子どもに望む将来像として、男の子に

は「決断力、行動力、判断力」など能動的で自立した人間を期待しているの

に対して、女の子には「思いやり、優しさ、気配り」など受動的で従順な人間を

望む傾向が強く見られます。 

成長過程にある子どもにとって、最も身近かな存在である保護者の価値観や

生活習慣などは人格形成に大きな影響を与えます。子どもたちが、家族の人

権を認め合い、共同で家庭責任を分担する家庭環境の中で育つことは、男

女共同参画社会の実現にとって極めて重要です。そのため、保護者への男

女平等意識や男性も家庭責任を分担する意識の啓発とそのための生活技術の習

得機会や情報提供に努めます。 

また、地域における日常的な市民活動は女性が中心に行われているにもかかわ

らず、責任ある地位には男性が占めているなど男女の役割が固定化しています。 

そのため、地域活動団体への男女平等意識の醸成のための広報・啓発活動など 

※ 『推進の方向』の本文中、グラフからの引用

による内容の見直しについては掲載してお

りません。 

※ 『主な事業の概要』の見直しについては掲

載しておりませんが、追加事業と事業名称

の変更があったものについては、別紙見直

し案に網掛け表示をしております。 
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見直し後 【変更⇒網掛け、追加⇒下線（波線）】 見直し前【変更⇒網掛け、削除⇒二重取り消し線】 

学校教育は、指導する教師の意識の持ち方で大きく変わることから、男女平

等教育をより一層推進するため、校長をはじめ教職員の意識啓発とそのため

の学習機会の提供や、教職員の男女比率の平準化など、男女平等観に立っ

た教育や学校運営が図られるよう努めます。 

を通じて、地域社会における男女共同参画社会の実現に向けた意識づくりを推進

します。 

Ｐ１５（本文） 

学校は子どもたちに知識を教えるだけでなく、家庭とともに子どもの価値観 

や社会的規範などの人格形成に大きな役割を担っています。その意味において、

男女が互いの人格を尊重し、平等に参加できる社会を形成するために学校が果た

す役割は極めて重要であると言えます。 

近年、カリキュラムに「家庭科の男女共修」が導入されるなど、男女平等教育への

取り組みが行われてきていますが、未だジェンダー・バイアス（偏見）による「※隠さ

れたカリキュラム」によって、学級活動や進路指導などにおける男女の偏りや、一部

の教科用図書に固定的な役割分業意識に基づいた記述や押絵が見られます。 

学校教育は、現場の教師の意識の持ち方で大きく変わります。 

男女平等教育をより一層推進するため、校長をはじめ教職員の意識啓発とその

ための学習機会の提供や、ジェンダーの視点に立った教育・指導内容の見直しな

ど、男女平等観に立った教育の実践が図られるよう努めます。 

また、教職員の男女比率の平準化や女性教員の管理職への登用促進など、学校

運営における男女平等の実現に努めるとともに、ＰＴＡ活動などへの父親の参加促

進を進めます。 
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見直し後 【変更⇒網掛け、追加⇒下線（波線）】 見直し前【変更⇒網掛け、削除⇒二重取り消し線】 

Ｐ１４（施策の推進内容） 

(1) 家庭や地域社会における男女平等の意識づくり 

※Ⅰ‐１‐(1)とⅠ‐１‐(2)を統合

 

 

 

 

Ｐ１４（施策の推進内容） 

(1)家庭における男女平等の意識づくり 

 

 

(2) 地域社会における男女平等の意識づくり 

 

 

Ｐ１４（施策の推進内容） 

(2)男女平等観に立った教育と学校運営の推進 

※Ⅰ‐２‐(1)とⅠ‐２‐(2)を統合

 

 

 

 

Ｐ１６（施策の推進内容） 

（１） 男女平等観に立った教育の推進 

 

 

(2)男女平等観に立った学校運営の推進 

 

 

Ｐ１５（推進の方向） 

【推進の方向２ 多様な選択を可能にする生涯学習の充実】 

Ｐ１７（推進の方向） 

【推進の方向３ 多様な選択を可能にする生涯学習の充実】 

 Ｐ１７（本文／４～５行目） 

「市民意識調査」においても、男女ともに、今後、ボランティア活動や就業

に直接役立つ知識や技術の習得、芸術や文化、趣味などの活動に参加した

いと答えています。 

 

男性が家庭生活へ参画するための学習機会の提供や、男女平等の

意識づくりのための啓発活動に努めます。

男女が共同して地域活動に参画できるよう、男女平等の意識づくりの

ための学習機会の提供や啓発活動に努めます。

充実した家庭生活を営むための学習機会を拡充し、参加の促進を

図ります。また、男女が共同して地域活動に参画できるよう、男女平

等の意識づくりのための啓発活動に努めます。 

人権尊重と男女平等を基本とし、一人ひとりの個性や能力を活かす

ことのできる教育と進路･就職指導に努めます。

人権尊重と男女平等を基本とした学校運営づくりを進めます。 

人権尊重と男女平等を基本とし、一人ひとりの個性や能力を

活かすことのできる教育と男女平等観に立った学校運営づくり

を進めます。 
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見直し後 【変更⇒網掛け、追加⇒下線（波線）】 見直し前【変更⇒網掛け、削除⇒二重取り消し線】 

Ｐ１６（施策の推進内容） 

(1)男女平等観に立った生涯学習の推進 

 

 

Ｐ１８（施策の推進内容） 

(1)男女平等観に立った生涯学習の推進 

 

 

Ｐ１７（推進の方向） 

【推進の方向３ 女性の人権を擁護する意識づくり】 

Ｐ１９（推進の方向） 

【推進の方向４ 女性の人権を擁護する意識づくり】 

Ｐ１７（本文／４～６行目） 

それは配偶者等からの暴力をはじめ、性犯罪、性的虐待、売買春、セクシ

ュアル･ハラスメント、メディアによる性の商品化など広範囲にわたっており、

女性であるというだけの理由で受ける暴力なのです。 

Ｐ１９（本文／４～６行目） 

それは家庭内暴力をはじめ、性犯罪、性的虐待、売買春、セクシュアル･

ハラスメント、メディアによる性の商品化など広範囲にわたっており、女性であ

るというだけの理由で受ける暴力なのです。 

Ｐ１８（施策の推進内容） 

(1)女性の人権尊重についての意識啓発とその視点に立った性教育の充実 

※Ⅰ‐４‐(1)とⅠ‐４‐(3)を統合

 

Ｐ２０（施策の推進内容） 

(1)女性の人権尊重の啓発活動の推進 

 

 

(3)女性の人権尊重の視点に立った性教育の充実 

 

 

Ｐ１９（推進の方向） 

【推進の方向４ 男女共同参画社会への啓発活動の推進】 

Ｐ２１（推進の方向） 

【推進の方向５ 男女共同参画社会への啓発活動の推進】 

ジェンダーに敏感な視点に立った講座内容の充実に努めます。 ジェンダーについて相互理解をより深める学習機会の充実に努めま

す。 

女性の人権尊重やそれに基づいた表現の啓発に努めます。 

人権尊重やリプロダクティブ・ヘルス／ライツの視点に立った性教育

の充実に努めます。 

女性の人権尊重やそれに基づいた表現の啓発とリプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツの視点に立った性教育の充実に努めます。 
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見直し後 【変更⇒網掛け、追加⇒下線（波線）】 見直し前【変更⇒網掛け、削除⇒二重取り消し線】 

Ｐ２０（施策の推進内容） 

(1) ジェンダー・女性問題に関する広報・啓発活動の推進 

※Ⅰ‐５‐(1)とⅠ‐５‐(2)を統合

 

 

 

Ｐ２２（施策の推進内容） 

(1) ジェンダー・女性問題に関する広報・啓発活動の推進 

 

 

(2) ジェンダー・女性問題に関する情報収集と提供 

 

 

 
 

基本目標Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

見直し後 【変更⇒網掛け、追加⇒下線（波線）】 見直し前【変更⇒網掛け、削除⇒二重取り消し線】 

Ｐ２５（施策の推進内容） 

(1) 家庭生活・地域社会活動への男女共同参画の促進 

※Ⅱ‐１‐(1)とⅡ‐１‐(2)を統合

 

 

 

Ｐ２７（施策の推進内容） 

(1) 家庭生活への男女共同参画の促進 

 

 

(2) 地域・社会活動への男女共同参画の促進 

 

 

 
 

ジェンダーや女性問題について、広く市民に向けて広報・啓発活動

に努めます。

ジェンダーや女性問題に関する国内外の各種情報の収集・提供に

努めます。

ジェンダーや女性問題について、国内外の各種情報を収集し、市民

に向けて広報・啓発活動に努めます。

男性の家庭生活への参画を促進するための学習機会の提供に努め

ます。 

様々な活動へ多くの市民の参加を促すと共に、女性の人材養成に

努めます。

充実した家庭生活を営むための学習機会の拡充と様々な活動への

市民の参加促進に努めます。 
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基本目標Ⅲ 就業における男女共同参画の促進 

見直し後 【変更⇒網掛け、追加⇒下線（波線）】 見直し前【変更⇒網掛け、削除⇒二重取り消し線】 

Ｐ２８（推進の方向） 

【推進の方向１ 就業における男女平等の環境づくり】 

※Ⅲ‐１とⅢ‐３を統合

Ｐ３０（推進の方向） 

【推進の方向１ 雇用の場における男女平等の環境づくり】 

Ｐ３４（推進の方向） 

【推進の方向３ 女性の就業機会の拡大】 

Ｐ３０（施策の推進内容） 

(2) 女性の就業や起業化への支援 

※Ⅲ‐３‐(1)とⅢ‐３‐(2)を統合

 

 

Ｐ３５（施策の推進内容） 

(1) 女性の就業への支援 

 

 

(2) 女性の起業化への支援 

 

 

 
 

基本目標Ⅳ 自立を支える社会環境の整備 

見直し後 【変更⇒網掛け、追加⇒下線（波線）】 見直し前【変更⇒網掛け、削除⇒二重取り消し線】 

Ｐ３３（本文／６行目～８行目） 

女性も男性も固定的な役割分業意識にとらわれず、家事や育児、介護を両

性の責任において共同で行い、同時に※石狩市次世代育成支援行動計画

を推進するとともに、地域社会からの支援を充実させることが、女性の自立は

もちろん、男性の自立と豊かな生き方にもつながっていきます。 

Ｐ３６（本文／６行目～８行目） 

女性も男性も固定的な役割分業意識にとらわれず、家事や育児、介護を両

性の責任において共同で行い、同時に保育制度や地域社会からの支援を

充実させることが、女性の自立はもちろん、男性の自立と豊かな生き方にもつ

ながっていきます。 

関係機関と連携を図りながら、能力開発支援や情報提供の充実

に努めます。

事業を起こそうとする女性に対し、情報の提供や相談、各種助

成支援に努めます。

関係機関と連携を図りながら、能力開発支援や情報提供の充実と

雇用の促進に努めます。また、事業を起こそうとする女性に対し、情

報の提供や相談、各種助成支援に努めます 
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見直し後 【変更⇒網掛け、追加⇒下線（波線）】 見直し前【変更⇒網掛け、削除⇒二重取り消し線】 

Ｐ３３（本文／１０行目～１３行目） 

また、核家族化や少子・高齢化の進展に伴い家族形態が多様化し、地

域には高齢者や障がいを持つ人、ひとり親家庭などが増加しています。

これらの人たちは、その自立に多くの困難を伴い、生活面、経済面で不

安定になりがちなため、生活の安定と自立に向けた支援を行っていく必

要があります。 

Ｐ３６（本文／９行目～１２行目） 

また、核家族化や少子・高齢化の進展に伴い家族形態が多様化し、地

域には高齢者や障がいを持つ人、ひとり親家庭などが増加しています。

これらの人たちは、その自立に多くの困難を伴い、生活的、経済的にも

不安定になりがちなため、生活の安定と自立に向けた支援を行っていく

必要があります。 

Ｐ３４（本文／４行目～９行目） 

このように、働く女性にとって、子育てと仕事の両立を図ることは大

きな課題となっており、女性が働き続けるためには、保育サービスの充

実とともに、地域社会や父親の子育てへの参加が必要です。 
そのため、多様な就業形態に対応できる保育や放課後児童対策のほか、

地域での子育て支援体制を確立するなど、石狩市次世代育成支援行動計

画を推進し、安心して働き続ける育児環境の整備に努めます。 

Ｐ３７（本文／３行目～７行目） 

このように、働く女性にとって、子育てと仕事の両立を図ることは大きな負

担となっており、女性が働き続けるためには、保育体制の充実とともに、地域

社会や父親の子育てへの参加が必要です。 

そのため、多様な就業形態に対応できる保育や放課後児童対策のほか、地

域での子育て支援体制を確立するなど、安心して働き続ける育児環境の整

備に努めます。 

Ｐ３５（施策の推進内容） 

(1)多様な子育てニーズに対応する保育施策の推進 

 

Ｐ３８（施策の推進内容） 

(1)多様な子育てニーズに対応する保育施策の推進 

 

Ｐ３８（本文／８行目～９行目） 

また、独居高齢者が、住み慣れた家で、経済的に不安がなく、安心して暮

らし続けるための支援にも努めます。 

Ｐ４１（本文／８行目～９行目） 

また、平均寿命が長い女性の独居高齢者が、住み慣れた家で、経済的に

不安がなく、安心して暮らし続けるための支援にも努めます。 

Ｐ３９（推進の方向） 

【推進の方向４ 社会的援助を必要とする人への支援】 

Ｐ４２（推進の方向） 

【推進の方向４ 社会的援助を必要とする女性への支援】 

就労形態の多様化に対応できる保育事業の充実とともに、地域での

子育て支援体制の整備に努めます。

就労形態の多様化に対応できる保育サービスの充実とともに、地域

での子育て支援体制の整備に努めます。
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見直し後 【変更⇒網掛け、追加⇒下線（波線）】 見直し前【変更⇒網掛け、削除⇒二重取り消し線】 

Ｐ３９（本文／４行目～１５行目） 

障がい者が、将来にわたって生活面、経済面で自立するためには、その

偏見を取り除くとともに、誰もが多様な生き方ができ、自立や自己決定権を有

するという社会的気運の醸成に加え、将来ビジョンが持てるような生活設計や

精神的なケア、就労支援が必要です。 

また、家族形態の多様化により、ひとり親家庭が増加する傾向にあります

が、仕事や家事、介護などを一人で果たさなければならないとなど、生活を

する上で様々な困難を抱えていることから、ひとり親家庭は、経済的にも、精

神的にも厳しい状況に置かれており、精神的ケアや生活の安定化のための

支援が求められています。 

そのため、相談体制の充実を図るとともに、各種制度の周知や職業訓練機

会や就業情報の提供など、生活面、経済面での自立への支援を行います。 

また、近年、配偶者等からの暴力などの被害を受ける女性が増加し、迅速

かつ適切な対応が求められていることから、その実態把握に努めるとともに、

被害女性に対する相談体制の充実や保護を必要とする女性への支援に努

めます。 

Ｐ４２（本文／３行目～１４行目） 

障がい者が、将来にわたって生活的、経済的に自立するためには、その

偏見を取り除くとともに、誰もが多様な生き方ができ、自立や自己決定権を有

するという社会的気運の醸成に加え、将来ビジョンが持てるような生活設計や

精神的なケア、就労支援が必要です。 

また、家族形態の多様化により、ひとり親家庭が増加する傾向にあります

が、仕事や家事、介護などを一人で果たさなければならないとなど、生活を

する上で様々な困難を抱えています。特に母子家庭は、経済的にも、精神的

にも厳しい状況に置かれており、精神的ケアや生活の安定化のための支援

が求められています。 

そのため、相談体制の充実を図るとともに、各種制度の周知や職業訓練機

会や就業情報の提供など、生活的、経済的自立への支援を行います。 

また、近年、家庭内暴力などの被害を受ける女性が増加し、迅速かつ適切

な対応が求められています。そのため、市内における家庭内暴力等の実態

の把握に努めるとともに、被害女性に対する相談体制の充実や保護を必要と

する女性への支援に努めます。 
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基本目標Ⅴ 生涯にわたる女性への健康支援 

見直し後 【変更⇒網掛け、追加⇒下線（波線）】 見直し前【変更⇒網掛け、削除⇒二重取り消し線】 

Ｐ４３（本文／４行目～５行目） 

女性は、その身体に妊娠や出産等の生理的特性が備わっていることから

生涯を通じて男性とは異なる健康上の問題に直面しており、女性の身体の変

化に伴う適切な対応が求められています。 

Ｐ４６（本文／４行目～６行目） 

女性は、その身体に妊娠や出産の仕組みが備わっていることから生涯を

通じて男性とは異なる健康上の問題に直面しており、女性の身体の変化（初

潮、妊娠・出産可能期、閉経期）に伴う各ライフステージに応じた適切な対応

が求められています。 

Ｐ４３（本文／１３行目～１４行目） 

また、生涯を通じた健康づくりのために、年齢や体力に応じたスポー

ツ・レクリエーションに気軽に参加できる機会の提供とそのための施設

の整備に努めます。 

Ｐ４３（本文／１３行目～１５行目） 

また、年齢や体力に応じたスポーツ・レクリエーションに参加すること

は、生涯を通じた健康づくりにもつながることから、気軽に参加できる

機会の提供とそのための施設の整備に努めます。 

Ｐ４４（施策の推進内容） 

(1)女性の健康を支援する体制づくり 

※Ⅴ‐１‐(1)からⅤ‐１‐(4)までを統合

 

Ｐ４７（施策の推進内容） 

(1)母性機能の尊重についての啓発活動の推進 

 

 

(2)健康教育・相談体制の充実 

 

 

(3)妊娠・出産可能期における健康支援 

 

 

 

 

子どもを産み育てることは、社会全体の責任であることを周知するた

めの啓発に努めます。

健康の自己管理のための意識づくりと正しい知識の普及のため、講

座等の開催や相談体制の充実に努めます。 

すべての年代において健康が保持できるよう自己管理の意識づくり

と相談体制の充実に努めます。また、母性機能の尊重についての啓

発に努めます。 

母親の育児に対する不安を解消するため、日常生活や精神面につ

いての相談・指導の充実に努めます。 
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見直し後 【変更⇒網掛け、追加⇒下線（波線）】 見直し前【変更⇒網掛け、削除⇒二重取り消し線】 

 Ｐ４８（施策の推進内容） 

(4)閉経期以降における健康支援 

 

 

Ｐ４５（施策の推進内容） 

(2)スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 

 

Ｐ４８（施策の推進内容） 

(5)スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 

 

Ｐ４６（本文／１行目～２行目） 

私たちを取り巻く環境問題は、生活排水や生活ごみなどの日常生活に

よる地域環境から地球温暖化やオゾン層の破壊など地球規模にまで汚

染が広がり、環境保全のための個人の意識が重要視されるようになって

きました。しかも、今日、環境汚染は、人間の健康を蝕むだけに止まらず、

「羊水の汚染」や「精子の減少」、「生殖機能の低下」など生殖系をも危うくす

るまでに至っています。 

Ｐ４９（本文／1 行目～５行目） 

環境問題は、長い間、企業が加害者で市民が被害者という「公害問題」と

してとらえられてきました。しかし、それが昭和 40 年代に入ると、自動車の排

気ガスや生活排水、生活ゴミなど日常生活による環境汚染が広がり、市民も

加害者としてその責任が問われることになりました。しかも、今日、環境汚染

は、人間の健康を蝕むだけに止まらず、「羊水の汚染」や「精子の減少」、「生

殖機能の低下」など生殖系をも危うくするまでに至っています。 

Ｐ４６（施策の推進内容） 

(1)家庭・地域社会における環境保全の促進 

※Ⅴ‐２‐(1)とⅤ‐２‐(2)を統合

 

 

Ｐ４９（施策の推進内容） 

(1)環境保全についての啓発活動の推進 

 

(2) 家庭・地域社会における環境保全の促進 

 

 

 

閉経期以降における女性特有の病気や習慣病などの早期発見のた

め、各種検診等の充実に努めます。 

環境保全への意識を普及するため、その啓発に努めます。 

家庭や地域における環境保全の取り組みを促進します。 
環境保全への意識を啓発し、家庭や地域における環境保全への取

り組みを促進します。 

年齢や体力に応じて気軽に参加できるスポーツ・レクリエーションの

普及に努めるとともに、施設の充実に努めます。 

年齢や体力に応じて気軽に参加できるスポーツ・レクリエーションの

普及に努めるとともに、施設の充実に努めます。 


