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計画策定の趣旨

個人の尊重と法の下の平等を謳う日本国憲法の下で、男女平等の実現に向けた取組は、
「女子に対す
るあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」を支柱とする国際的な取組と、男女
共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づける「男女共同社会基本
法」とともに進められてきました。
和光市においては、平成 17 年（2005 年）4 月 1 日に「和光市男女共同参画推進条例」を制定し、
条例に基づいた計画として平成 18 年（2006 年）に「第 2 次和光市行動計画男女共同参画わこうプ
ラン【改訂版】－男女共同参画社会の実現をめざして－」を策定しました。平成 23 年（2011 年）
には、平成 23 年度（2011 年度）から平成 32 年度（2020 年度）を計画期間とする「第 3 次和光
市行動計画 男女共同参画わこうプラン－男女共同参画社会の実現をめざして－」を策定し、男女共同
参画社会の実現に向けて様々な施策・事業を展開してきました。
各種法制度の整備は進み、社会の意識も少しずつ変化してきましたが、世界経済フォーラム（WE
F）が発表した「世界男女格差報告書 2014」で、日本は前年より順位を１つ上げたものの、対象の
142 カ国中 104 位と政治・経済活動や意思決定に参加する機会においてまだまだ男女間の格差が解
消されていないことが指摘されているように、様々な分野で性別による固定的な役割分担意識やこれ
に基づく社会習慣が依然として根強く残り、セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオ
レンスなど女性や子どもの人権侵害問題は顕在化し、また、少子高齢化社会の到来による労働力人口
の減少、非正規雇用労働者の増加や貧困・格差の拡大等解決しなければならない新たな課題も浮上し
ています。
さらに、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の経験と教訓から防災・災害復興分野にお
ける男女共同参画推進の必要性や配偶者等からの暴力、ストーカー行為や性犯罪等女性に対するあら
ゆる暴力の根絶に向けた取組の強化が求めれています。
そして、平成 27 年９月 4 日に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
の基本原則に則った「基本方針」を勘案して、地方公共団体は、区域内における女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する施策についての計画（「市町村推進計画」という）を定めることが義務付け
られました。
このような状況を踏まえ、和光市においては、これまでの取り組みを引き継ぎ、新たな課題に対応
すべく、男女がお互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、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目指し、プランの中間年にあたり、計画の一部見
直しを行ったものです。

２

世界の動き

国際社会における女性の地位向上のための取組は、昭和 50 年（1975 年）にメキシコ・シティで
開催された「国際婦人年世界会議」による「世界行動計画」の採択を契機に進められました。この計
画では、昭和 51 年（1976 年）からの 10 年が「国連婦人の十年」と定められ、その目標として「平
等・発展・平和」が掲げられました。
その後、昭和 54 年（1979 年）には、ニューヨークで開催された「第 34 回国連総会」において、
130 カ国の賛成により「女子差別撤廃条約」が採択され、昭和 60 年（1975 年）には、ナイロビで
開催された「国連婦人の 10 年最終年世界会議」において、
「西暦 2000 年に向けての女性の地位向
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上のためのナイロビ戦略（ナイロビ将来戦略）
」が採択されました。
平成 7 年（1995 年）には、北京で開催された「第 4 回世界女性会議（北京会議）」において、
「北
京宣言」と「北京行動綱領」が採択され、女性の地位向上に当たっては、
「平等・開発・平和」の３つ
の目標が必要不可欠であり、一体として機能するものであることが改めて確認されました。
北京会議の 5 年後、平成 12 年（2000 年）には、ニューヨークで国連特別総会「女性 2000 年
会議」が開催され、各国が「北京宣言」と「北京行動綱領」の実施状況を評価・検討するとともに、
男女平等の実現に向けたさらなる行動を明らかにした「政治宣言」と「北京宣言及び北京行動綱領実
施のための更なる行動とイニシアティブ（成果文書）」が採択され、
「政治宣言」では、会議に参加し
た各国が「北京宣言」及び「北京行動綱領」並びに「ナイロビ将来戦略」を実施する決意が再確認さ
れました。また、
「女子差別撤廃条約」の批准や男女平等の推進に向けた男性の関与と共同責任が強調
されるとともに、NGO 及び女性団体の役割と貢献も確認され、
「成果文書」では、
「北京行動綱領」に
比べ、女性に対する暴力への対応を充実させること、開発や平和達成のために女性が政策や方針の立
案・決定の場へ積極的に参画すること、情報技術分野の教育や訓練等を通じて女性の雇用を向上させ
ること等の点が強調されました。また、同年、ニューヨークで開催された「国連ミレニアム・サミッ
ト」において、21 世紀の国際社会の目標として、より安全で豊かな世界づくりへの協力を約束する「国
連ミレニアム宣言」が採択されました。この「国連ミレニアム宣言」と 1990 年代に開催された主要
な国際会議やサミットで採択された開発目標を統合してまとめられた「ミレニアム開発目標（MDG
ｓ）
」全 8 目標のうち、第 3 目標が「ジェンダー平等の推進と女性の地位向上」で、2005 年までに
初等・中等教育における男女格差の解消を達成し、2015 年までにすべての教育レベルにおける男女
格差を解消することとさています。
同じくこの年、
「女子差別撤廃条約」に違反する差別により被害を受けた女性（個人または集団）が、
国連の女子差別撤廃委員会に対して通報できる制度を定めた「女子差別撤廃条約の選択議定書」が発
効され、日本政府もこの批准を検討するとともに、平成 15 年（2003 年）、女子差別撤廃委員会に国
内の取組について第４次及び第５次レポートの報告を行い、それに対する同委員会からの評価と指
摘・勧告を受け、間接差別の禁止や民法改正、マイノリティ女性の問題等を検討しています。
その後、北京会議の 10 年後である平成 17 年（2005 年）には、「第 49 回国連婦人の地位委員
会（北京＋10 ハイレベル会合）
」がニューヨークで開催され、
「北京宣言」及び「北京行動綱領」、
「成
果文書」が再確認されるとともに、「北京宣言」及び「北京行動綱領」の実施が 2000 年国連総会で
採択されたミレニアム開発目標の達成に深く関与している点などが確認され、今後に向けた視点がさ
らに盛り込まれることとなりました。
平成 18 年（2006 年）には、
「第 50 回国連婦人の地位委員会」がニューヨークで開催され、各国
代表や国連機関、ＮＧＯ代表等による 110 以上のステートメントの発表、「国内開発戦略へのジェン
ダー視点の統合」をテーマとしたハイレベル円卓会合、
「開発における女性の参画促進」
、
「意思決定過
程における男女の平等な参画」に関するパネルディスカッションや合意結論、決議・決定等について
の討議が行われました。
平成 19 年（2007 年）には、「第 51 回国連婦人の地位委員会」がニューヨークで開催され、各
国代表や国連機関、ＮＧＯ代表等によるステートメントの発表、
「女児に対するあらゆる形態の差別及
び暴力の撤廃」をテーマとしたハイレベル円卓会合、対話型専門家パネルや、
「ジェンダー平等の達成
における男性及び男児の役割」合意結論（第 48 回国連婦人の地位委員会合意結論）の実施進捗状況
の評価に関する対話型専門家パネル討議、合意結論、決議等についての討議等が行われ、女児が「児
童」や「青年」というカテゴリーで一括りにされがちである不可視な存在として十分な対策がとられ
てこなかった現状が改めて認識され、女児固有のニーズの分析、関連統計の必要性とその整備等につ
いての議論が深められました。
平成 20 年（2008 年）には、
「第 52 回国連婦人の地位委員会」がニューヨークで開催され、各 国
代表や国連機関、ＮＧＯ代表等によるステートメントの発表、
「ジェンダー平等及び女性のエンパワー
メントのための資金調達」をテーマとしたハイレベル円卓会合、対話型専門家パネルや、
「紛争予防・
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管理・紛争解決及び紛争後の平和構築への女性の平等参画」
（第 48 回国連婦人の地位委員会合意結論）
の実施進捗状況の評価に関する対話型専門家パネル討議、合意結論、決議等についての討議等が行わ
れました。
平成 21 年（2009 年）には、「第 53 回国連婦人の地位委員会」がニューヨークで開催され、各
国代表や国連機関、ＮＧＯ代表等による討議が行われ、
「第 54 回国連婦人の地位委員会への準備」等
6 つの決議及び「ＨＩＶ／ＡＩＤＳのケア提供を含む男女間の平等な役割分担」の合意結論が採択さ
れました。
平成 22 年（2010 年）には、
「第 54 回国連婦人の地位委員会」がニューヨークで開催され、平成
7 年（1995 年）に開催された「第 4 回世界女性会議（北京会議）」から 15 年目にあたることを記
念し、「北京宣言及び行動綱領」と第 23 回国連特別総会「女性 2000 年会議」成果文書の実施状況
の評価が主要テーマとされ、各国代表や国連機関、ＮＧＯ代表等によるステートメント発表、
「ミレニ
アム開発目標達成に向けた「北京宣言及び行動綱領」実施のインパクト」をテーマとしたハイレベル
円卓会合、
「ミレニアム開発目標達成及び「北京行動綱領」実施との関連性」、
「ジェンダー平等に関す
る国内機構の変化する役割と地位」 等 6 つのテーマに関する対話型専門家パネル等が行われました。
平成 23 年（2011 年）には、既存のジェンダー関連 4 機関であるジェンダー問題事務総長特別顧
問室（ＯＳＡＧＩ）
、女性の地位向上部（ＤＡＷ）、国際婦人調査訓練研修所（ＩＮＳＴＲＡＷ）が統
合され、
「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関（ＵＮ Ｗomen）
」の活動が開
始されました。
平成 24 年（2012 年）には、
「第 56 回国連婦人の地位委員会」がニューヨークで開催され、
「農
山漁村女性のエンパワーメント及び貧困・飢餓撲滅・開発・今日的課題における役割」をメインテー
マとして、各国代表や国連の関係機関、NGO 代表等によるステートメントの実施、ハイレベル円卓会
合や対話型専門家パネルの開催、合意結論や決議についての協議等が行われました。東日本大震災の
経験や教訓を各国と共有し、東日本大震災や世界の全ての地域の自然災害が脆弱な人々に直接的かつ
負の影響を与えること、防災、災害救援、復旧・復興のあらゆる段階において女性や脆弱な人々の特
有のニーズを平等に考慮し、女性が防災と復興において極めて重要な役割を果たすこと、女性の災害
に対処する能力を強化する必要があることを認識し、意思決定の場に女性の平等な参画の機会を確保
すべきとした「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」決議が採択されました。
平成 27 年（2015 年）には、
「第 59 回国連婦人の地位委員会」がニューヨークで開催され、平成
7 年（1995 年）に開催された第 4 回世界女性会議（北京会議）から 20 年目に当たることを記念し、
「北京宣言及び行動綱領」と第 23 回国連特別総会「女性 2000 年会議」成果文書の実施状況及び評
価が主要テーマとされ、各国代表や国連機関等の代表によるステートメント発表、
「男女共同参画、女
性のエンパワーメント並びに女性と女児の人権を実現するための将来の取組への優先課題」をテーマ
としたハイレベル円卓会合、
「男女共同参画のため資源―行動及び進展のための優良事例及び計画」等
をテーマとしたパネル・ディスカッション等が行われました。また、同年、ニューヨークで開催され
た国連総会首脳級サミットにおいて現行「ミレニアム開発目標（MDGｓ）
」を基礎とし、その経験と
教訓を踏まえ、新たな課題に対処した『ポスト 2015 年開発アジェンダ』が採択されました。

３

国・県の動き

国においては、昭和 52 年（1977 年）に最初の「国内行動計画」が策定され、昭和 62 年（1987
年）には、
「西暦 2000 年に向けての新国内行動計画」
、平成 8 年（1996 年）には、
「男女共同参画
2000 年プラン」が策定されました。
その後、昭和 60 年（1985 年）の「女子差別撤廃条約」の批准に伴い、様々な法整備が進められ
ました。平成 11 年（1999 年）には、
「男女共同参画社会基本法」が施行され、男女共同参画社会の
実現が「21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題」として位置づけられるとともに、男女共同参画
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社会の形成に向けて、国、地方公共団体、国民の責務が定められました。
翌年、平成 12 年（2000 年）には、
「男女共同参画社会基本法」に基づき、１１の重点目標を掲げ
る「男女共同参画基本計画」が策定され、平成 22 年（2010 年）までを見通した長期的な政策の方
向性と平成 17 年（2005 年）度末までに実施する具体的な施策が定められました。
そして、平成 13 年（2001 年）には、中央省庁再編に伴い、内閣府内に「男女共同参画局」が設
置され、
「男女共同参画審議会」は内閣官房長官を議長とする「男女共同参画会議」として、国の重要
政策に関する会議の一つとして機能が強化されました。
これらの取組とともに、平成 11 年（1999 年）に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）」として、育児休業に加えて介護休業が法制化さ
れ、平成 13 年（2001 年）には、これらの休業の取得に対する不利益取扱いの禁止が定められまし
た。また、同時に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進
に関する法律（男女雇用機会均等法）」や「労働基準法」が大幅に改正され、雇用における平等取扱い
の努力義務が差別禁止規定となり、母性保護規定が強化された反面、女性保護規定は原則としてなく
なりました。
さらには、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
（労働者派遣事業法）
」も改正され、原則として職種を問わず派遣労働契約が可能となり、平成 11 年
（1999 年）に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、平成
12 年（2000 年）には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律（ストーカー規制法）」が制定さ
れました。
平成 13 年（2001 年）には、
「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（DV 防止
法）」が制定され、これまで「家庭内のもめごと」とされてきた家庭内での暴力に対し、通報義務や警
察による被害防止措置等が明記され、保護命令制度、配偶者暴力相談支援センターの創設等、被害者
の保護体制の強化が図られました。そして、この法律は、平成 16 年（2004 年）に改正され、暴力
の定義に「心身に有害な影響を及ぼす言動」という表現で精神的暴力を加え、今まで配偶者に限って
いた保護の対象を子どもと離婚した元配偶者まで拡大し、市町村においても配偶者暴力相談支援セン
ターが設置できるようになりました。また、同年には、
「人身取引対策行動計画」も策定され、被害者
を保護の対象として位置づけ、きめ細やかな対応を行うこと等が定められました。
このほか、仕事と子育ての両立支援を図るため、平成 11 年（1999 年）に「少子化対策推進基本
方針」が閣議決定され、関係省庁により「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画（新エン
ゼルプラン）
」が策定されました。また、少子化に対する従来の取組をさらに進めるため、「男性を含
めた働き方の見直し」を大きな柱の一つに掲げた方針に基づき、
「次世代育成支援対策推進法」及び「児
童福祉法の一部を改正する法律」が平成 15 年（2003 年）に公布されました。
平成 14 年（2002 年）には、内閣総理大臣の指示を受けて、男女共同参画会議において、「女性
のチャレンジ支援策」についての審議が行われ、平成 15 年（2003 年）に内閣総理大臣及び関係大
臣に対し、
「女性のチャレンジ支援策の推進に向けた意見」が取りまとめられました。
また、平成 17 年（2005 年）には、「男女共同参画基本計画（第 2 次）」が閣議決定されました。
この計画には、従来の 11 の重点目標に新たな取組を必要とする科学技術や防災などの分野が加えら
れ、さらには、「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」について、
「2020 年までに指導的地位
に女性が占める割合が少なくとも 30％程度になるよう期待する」との目標を踏まえる施策が明記され
るなど、12 の重点目標が掲げられました。平成 18 年（2006 年）には、
「男女雇用機会均等法」に
おいて、男性に対する差別の禁止や間接差別の禁止等の一部改正が行われ、平成 19 年（2007 年）
には、
「DV 防止法」の一部改正が行われ、保護命令制度の拡充や市町村における基本計画策定の努力
義務等が定められました。
平成 22 年（2010 年）には、児童扶養手当法が改正され、児童扶養手当が父子家庭にも支給され
ることになりました。また、同年、
「男女共同参画基本計画（第 3 次）
」が閣議決定されました。
平成 23 年（2011 年）には、「育児・介護休業法」が改正され、育児休業・介護休業の対象労働
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者の拡大や育児休業期間の延長等が盛込まれました。
平成 25 年（2013 年）には、
「男女雇用機会均等法施行規則」が改正され、間接差別となり得る措
置の範囲の見直しが行われ、また、同年、「DV 防止法」の一部改正が行われ、「生活の本拠を共にす
る交際する関係にある相手からの暴力」について、適用対象が拡されました。
平成 26 年（2014 年）には、閣議決定された「「日本再興戦略」
（改訂 2014）ー未来への挑戦ー」
において、
「我が国最大の潜在力」である女性の力を最大限に発揮し、
「女性が輝く社会」を実現する
ことが日本の成長戦略の鍵であるとして、
「女性の更なる活躍推進」を目指した施策が盛込まれました。
平成 26 年（2014 年）には、
「すべての女性が輝く社会づくり本部」が内閣に設置され、「すべて
の女性が輝く政策パッケージ」が取りまとめられ、男女共同参画基本計画に基づく総合的な施策の推
進と女性が輝くための施策をさらに充実していくことが決定されました。
平成 27 年（2015 年）には、
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）
」
が施行され、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針が策定されました。これにより、
地方公共団体へ推進計画の策定が義務付けられるとともに女性の活躍に関する現状把握と分析を必須
とし、数値目標や取組内容などを盛込む「事業主行動計画」の策定が事業主に義務付けられました。
また、同年、
「男女共同参画基本計画（第 4 次）
」が閣議決定され、
「202030」達成に向けさらに踏
み込んだポジティブ・アクションの実行や男性の子育て・介護等への参画及び雇用の分野における男
女間格差の是正、女性に対する暴力の予防と根絶、様々な困難を抱えた女性等への支援、男女共同参
画の視点に立った防災・復興体制の確立等に向けた取組が盛込まれました。
埼玉県においても、世界や国における取組と呼応しながら様々な取組が進められてきており、昭和
55 年（1980 年）には、
「婦人の地位向上に関する埼玉県計画」が策定され、昭和 61 年（1986 年）
には、「男女平等社会確立のための埼玉県計画」が策定されました。また、平成 2 年（1990 年）に
は計画の見直しが行われ、さらに平成７年（1995 年）には、第 3 次計画として「2001 彩の国男女
共同参画プログラム」が策定されました。
また、平成 12 年（2000 年）には、全国に先駆けて「埼玉県男女共同参画推進条例」が制定され、
平成 14 年（2002 年）には、条例に基づく初めての計画として、平成 22 年（2010 年）までの「埼
玉男女共同参画推進プラン 2010」が策定され、
「埼玉県男女共同参画推進センター（With You さい
たま）
」が開設されました。
平成 18 年（2006 年）には、
「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」の改正を
踏まえ、
「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（平成１８年度～平成２０年度）」が策定
され、平成 19 年（2007 年）には、男女の人権が尊重された活力ある男女共同参画社会・埼玉の実
現をめざした「埼玉県男女共同参画推進プラン」が改訂され、平成 21 年（2009 年）には、平成 19
年（2007 年）に行われた「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」の改正に伴い、
新たに「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（平成 21 年度～平成 23 年度）」が策定さ
れました。
平成 24 年（2012 年）には、国の「第３次男女共同参画基本計画」を踏まえた「埼玉県男女共同
参画基本計画」、「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」が相次いで策定されました。さ
らに、働く女性を支援するため、産業労働部内に「ウーマノミクス課」が新設され、女性の活躍によ
る経済の活性化を目標に掲げて、女性の就業支援や企業内保育所の整備促進などに取組む「埼玉版ウ
ーマノミクスプロジェクト」が立上げられました。

４

和光市の動き

和光市においては、平成３年度（1991 年度）に女性問題の解決に向けた総合的指針として、
「第
１次和光市行動計画 男女共同参加型社会わこうプラン」を策定して以降、計画に基づいて様々な
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取組を進めてきましたが、平成 13 年（2001 年）に「第 2 次和光市行動計画 男女共同参画わこ
うプラン」を策定してからは、男女共同参画の推進を担う「和光市男女共同参画協議会」、
「男女共
同参画わこうプラン推進委員」、
「和光市男女共同参画庁内連絡会議」、
「みんなでわこう男女共同参
画ネットワーク」の 4 つの機関と連携しながら取組を進めてきました。
知識経験者や関係団体代表者等で構成する「和光市男女共同参画協議会」は、平成 14 年（2002
年）に「和光市女性問題協議会」から名称を変更し、男女共同参画に関する重要事項について調査・
審議し、計画の総合的な推進を進めてきました。次に、市民で構成する「男女共同参画わこうプラ
ン推進委員」は、平成 14 年（2002 年）に「和光市女性問題行動計画推進委員」から名称を変更
し、計画に基づく施策として、年１回発行している和光市男女共同参画情報紙「おるご～る」の企
画・運営や、市広報における「男女共同参画わこうプラン推進委員だより」の毎月１回の掲載など
の啓発活動を進めてきました。次に、庁内の各課等の職員で構成する「和光市男女共同参画庁内連
絡会議」は、平成 14 年（2002 年）に「和光市女性問題庁内連絡会議」から名称を変更し、各課
等との調整や男女共同参画に関する調査及び検討を行い、職員の男女共同参画意識の醸成に努めて
きました。
次に、
個人及び団体で構成する「みんなでわこう男女共同参画ネットワーク」
は、
平成 15 年（2003
年）に「（仮称）和光市男女共同参画ネットワーク」から名称を変更し、毎年１回開催する男女共同
参画フォーラムや男女共同参画講座等の企画・運営に携わり、相互の情報交流や啓発活動を進めて
きました。
また、これら取組を進める中、平成 14 年（2002 年）には、
「和光市女性相談」を開設し、専門
の心理カウンセラーを通じて、女性が抱える様々な悩みに対応してきました。
その後、平成 17 年（2005 年）4 月 1 日には、「和光市男女共同参画推進条例」を施行し、男
女共同参画社会の実現に向けて基本理念を掲げるとともに、男女共同参画の推進の担い手となる市、
市民、事業者の責務を明らかにし、男女共同参画に関する基本的な施策等を定めました。また、こ
の条例の施行に伴い、
「和光市男女共同参画協議会」を廃止し、行動計画及び男女共同参画の推進に
関する重要事項を審議する機関として、
「和光市男女共同参画推進審議会」を設置し、男女共同参画
に関する苦情や相談に対応するために「男女共同参画苦情処理相談の窓口」を設置しました。
平成 18 年（2006 年）3 月には、
「和光市男女共同参画推進条例」に基づき、
「第２次和光市行
動計画 男女共同参画わこうプラン【改訂版】
」を策定し、平成 21 年（2009 年）2 月には、
「和
光市ドメスティック・バイオレンス対策ネットワーク（和光市ＤＶ対策ネットワーク）」を設置し、
関係機関と連携しながらドメスティック・バイオレンスの防止並びにその被害者の保護及び自立支
援に関する対策を総合的に推進してきました。
平成 23 年（2011 年）3 月、男女共同参画市民意識調査等の結果から重点課題を抽出し、更な
る取組を加えた「第３次和光市行動計画 男女共同参画わこうプラン」を策定しました。
そして、平成 26 年（2014 年）には、本計画の中間見直しに向けた基礎資料とするため男女共
同参画市民意識調査を実施し、平成 28 年（2016 年）３月、本計画を策定しました。
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