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１ 「第３次男女共同参画さっぽろプラン」の概要 

 

(1) 計画策定の趣旨 

「第２次女性計画」を策定した平成６年（1994年）３月以降、少子・高齢化を始め社

会・経済状況の変化の中で男女共同参画社会の実現は緊要な課題となっており、その実

現に向けて、国は平成 11 年（1999 年）６月に男女共同参画社会基本法を制定、さらに

その実施計画である男女共同参画基本計画を平成12年（2000年）12月に策定しました。 

こうした中、札幌市は、平成 15 年（2003 年）１月施行の札幌市男女共同参画推進条

例第8条に規定する「札幌市男女共同参画計画」として「男女共同参画さっぽろプラン」

を策定し、平成 19 年（2007 年）４月に一部見直しを行い「男女共同参画さっぽろプラ

ン（第２次）」を施行、第２次プランの計画期間終了に伴い、平成25年４月には「第３

次男女共同参画さっぽろプラン」を施行しました。 

 

(2) 計画の重点事項 

男女共同参画社会の実現に関する取組は、幅広い分野に及んでいるため、全体的な推

進と併せて、特に重要な課題については、的を絞って取り組んでいく必要があります。 

本プランでは、これまでの取組の進捗状況や現在の経済社会情勢を踏まえ、次の２点

について重点的に取り組むこととしています。 

 

＜重点事項１＞ ―女性の社会参加の推進― 

女性の経済的な自立は、女性の地位向上や自ら望む生き方を実現することにつながり、

男女共同参画を推進する大きな要素にもなります。 

また、女性の視点や潜在的な力を活かすことは、地域や経済の活性化に結び付く重要

なことです。 

しかしながら、女性の就業率が向上し、さまざまな分野において、また、多様な働き

方によって社会で活躍する女性が増えている一方、保育所待機児童数の増加や非正規雇

用などの労働条件に関する課題も多く指摘されています。 

雇用等における女性への支援、地域社会における女性への支援は、男女共同参画社会

実現への具体的な施策であり、将来の札幌経済を支える力となるという観点からも、重

点事項として積極的に取り組みます。 
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＜重点事項２＞ ―女性に対するあらゆる暴力の根絶― 

札幌市では、平成17年（2005年）11月に「札幌市配偶者暴力相談センター」を開設し、

相談体制を整えるなど被害者支援に取り組んできましたが、配偶者等からの暴力（ＤＶ）

に関する相談件数は一向に減少せず、ストーカー行為や性暴力被害など女性への暴力は

後を絶ちません。 

女性に対する暴力は重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克

服すべき重要課題であります。 

第２次プランの数値目標達成状況を踏まえ、引き続き、重点事項として取組を行いま

す。 

 

 

 

 

また、上記２点の重点事項に取り組むほか、札幌市の男女共同参画に関する様々な取

組を推進するための土台として、札幌市が率先して男女共同参画に取り組み、各部局の

取組に対する支援や職員一人ひとりの理解をさらに深めるための啓発・情報提供の充実

を図り、市民や企業、地域などの先導的役割を果たすことを目指します。 

 

(3) 新たな視点 

第３次のプランでは、審議会の答申及び様々な市民の意見を踏まえて、二つの重点事

項を定めたほか、新たな視点として、男性と子どもにとっての男女共同参画、防災（災

害復興を含む）における男女共同参画、性暴力被害者への支援、性的少数者を支援する

ための取組を新たな視点として取り入れています。 

プランに基づく施策については、男性の意識改革をさらに進めるという視点をもって

実施していきます。 

 

(4) 男女共同参画の数値目標 

男女共同参画の実現に向けた取組の進捗状況を把握し、効果的な推進につなげるため、

以下の二つの視点に分けて数値目標を設定しています。 

＜達成目標＞ 「いつまでに、何を、どこまでするか」という数値目標を設定 

＜成果指標＞ 「取組を行った結果」を示す指標として、目指すべき数値を設定 
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＜基本目標Ⅰ あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり＞ 

（注）：40%達成後は40～60%の持続を目指す 

 

＜基本目標Ⅱ 女性の社会参加の推進＞ 

 

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

達成目標 

1 
審議会等委員の女性登用率

向上のための啓発 
― 

2回 

（H27年度） 
年2回以上 

2 男女共同参画の啓発事業 
17回 

（H23年度） 

222回 

（H25～27累計）

300回 

(H25～29累計) 

成果指標 

3 
札幌市の審議会等における

女性委員の登用率 

34.2％ 

（H24年度） 

33.4％ 

（H27年度） 
40％（注） 

4 
札幌市職員の女性管理職割合

【職員部】 

9.1％ 

（H24年度） 

13.4％ 

（H28.4.1） 
13％ 

5 

「男女共同参画社会」という言

葉の認知度(内容を知ってい

る,見聞きしたことがある) 

43.8％ 

（H23市調査） 

― 

（次回市調査） 
50％ 

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

達成目標 

6 

ワーク・ライフ・バランス認

証取得企業数 

【子ども育成部】  

258社 

（H22年度） 

511社 

（H28.4.1） 

640社 

（H29年度） 

7 
認可保育所定員数 

【子育て支援部】 

19,008人 

（H22年度） 

26,075人 

（H28.4.1） 

27,023人 

（H29年度） 

8 
女性のチャレンジ件数 

（事業参加者、相談受付者数等）
― 

972件 

（H25～27累計）

750件 

(H25～29累計) 

成果指標 

9 15～64 歳までの女性労働力率
61.2％ 

（H22年度） 

― 

（国勢調査） 
65％（H27年度）

10 
職場で男女平等と考える人

の割合 

16.7％ 

（H23市調査） 

― 

（次回市調査） 
20％ 

11 待機児童数【子育て支援部】
1339人 

（H23年度） 

764人 

（H28.4.1） 

0人 

（H29年度） 

12 

女性の仕事と家庭生活・地域

活動の関係について、同じよ

うに両立させるのが望まし

いと考える人の割合 

38.8％ 

（H23市調査） 

― 

（次回市調査） 
60％ 
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＜基本目標Ⅲ 男女の人権の尊重＞ 

 

＜基本目標Ⅳ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実＞ 

※市調査：男女共同参画に関する市民意識調査 

 

(5) 基本目標と施策の基本的方向 

男女共同参画社会の実現に向けて、平成15年（2003年）１月に施行した札幌市男女共

同参画推進条例に規定されている次の5つの基本理念を具現化するために、４つの基本目

標に沿った施策を展開します。 

＜条例の基本理念＞ 

 男女の人権が尊重され、性別にとらわれることなく能力が発揮できること 

 男女が制度及び慣行によって、直接又は間接的に差別されないこと 

 政策等の立案及び決定への男女共同参画 

 男女の家庭生活における活動と他の活動の両立 

 生涯にわたる女性の性と生殖に関する健康と権利の尊重 

 

基本目標Ⅰ あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり 

男女が対等なパートナーとして活動に参画できる機会が確保され、自らの意識改革と能

力の向上を図ることができるように、政策方針決定の場をはじめ、社会のあらゆる分野で

男女共同参画の視点を反映させるための環境づくりに取り組みます。 

 

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

達成目標 

13 ＤＶ未然防止講座の実施回数
8回 

（Ｈ23年度） 

46回 

（H25～27累計）

80回 

(H25～29累計) 

14 
DV・性暴力被害防止のための

啓発事業実施回数 

6回 

（H23年度） 

29回 

（H25～27累計）

50回 

(H25～29累計) 

成果指標 

15 

「配偶者暴力防止法」の認知度

（内容を知っている、見聞き

したことがある） 

74.1％ 

（H23市調査） 

― 

（次回市調査） 
80％ 

16 
札幌市配偶者暴力相談セン

ターの認知度 

35.8％ 

（H23市調査） 

― 

（次回市調査） 
50％ 

項 目 策定時数値 現状値 目標値 

達成目標 17 
男女共同参画センターでの

啓発実施回数 

31回 

（H23年度） 

188回 

（H25～27累計）

300回 

(H25～29累計) 

成果指標 18 
男女共同参画センターの認

知度（知っている） 

23.2％ 

（H23市調査） 

― 

（次回市調査） 
50％ 
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《基本的方向》 

１ 政策・方針決定過程等への女性の参画拡大 

２ 男女共同参画の視点に立った意識改革 

３ 男女が共に子育てや介護ができる環境の整備 

４ 国際社会と連動した女性への支援 

５ 防災（災害復興を含む）における男女共同参画の推進 

 

基本目標Ⅱ 女性の社会参加の推進 

女性の潜在的な力を活かすことは、経済社会や地域社会の活性化につながるとともに、

女性の地位向上や自ら望む生き方を実現することにもつながるため、女性が働き続けるた

めの環境整備や地域における啓発などに取り組みます。 

《基本的方向》 

１ 雇用等における男女共同参画を推進するための環境整備 

２ 女性の経済的自立の推進 

３ 地域における男女共同参画の推進 

 

基本目標Ⅲ 男女の人権の尊重 

男女が等しく個人としての人権が尊重されるように、女性に対するあらゆる暴力の根絶

や、メディアにおける女性に対する配慮、女性の性と生殖に関する健康と権利の視点から

の心身両面における健康支援など、幅広い取組を行います。 

《基本的方向》 

１ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

２ メディアにおける女性の人権の尊重 

３ 男女共同参画の視点に立った健康支援 

 

基本目標Ⅳ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実 

男女ともに性別にとらわれることなく、家庭・職場・学校・地域のいずれの場において

も、男女共同参画の視点が活かされるように、学校教育や生涯学習など、あらゆる世代に

向けた取組を行います。 

《基本的方向》 

１ 人権尊重を基盤にした男女平等教育の推進 

２ 男女共同参画の学習の推進 

３ 男女共同参画の活動拠点の充実 
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 (6) 計画の位置づけ 

このプランは、男女共同参画社会基本法第14条第3項及び札幌市男女共同参画推進条

例第8条に基づき策定する基本的な計画であり、札幌市のまちづくりの指針である「札

幌市まちづくり戦略ビジョン」の個別計画に位置付けられます。 

また、札幌市の男女共同参画を総合的に推進する計画であることから、対象とする分

野は幅広く、「さっぽろ子ども未来プラン」「札幌市産業振興ビジョン」をはじめ、関わ

りのある各分野の個別計画とも整合性を図っています。 

 

(7) 計画の期間 

平成25年度（2013年度）から平成29年度（2017年度）までの5年間としています。
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２ 「第３次男女共同参画さっぽろプラン」の体系 
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３ 男女共同参画の推進に関する指標項目 

 

男女共同参画社会の実現には市民の意識改革や社会全体の変革を伴うことから、長期的

な取組が必要とされています。同時に、プランに掲げている基本目標や基本的施策の達成

度やそれに対する評価についても、長期的な視点で総合的に判断していく必要があります。 

札幌市男女共同参画審議会及び札幌市では、市民の皆さんに分かりやすく男女共同参画

社会の進捗状況を確認していただくための具体的な指標として、「男女共同参画の推進に関

する指標項目」を設定し、プランに掲げる基本目標及び施策の基本的方向ごとに分類して

います。札幌市では、これらの指標項目を念頭に置きながら、男女共同参画社会の実現に

向けて、本プランに基づく様々な取組を推進していきます。 

 

＜基本目標Ⅰ＞ あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり 

(1) 札幌市の審議会等における女性委員の登用率 

(2) 札幌市議会議員に占める女性の人数と割合 

(3) 札幌市職員の女性管理職割合 

(4) 札幌市立小中学校長・教頭に占める女性の人数と割合 

(5) 札幌市係長職候補者試験受験者に占める女性の割合 

(6) 札幌市職員のうち女性の占める割合 

(7) 管理的職業従事者における女性の割合 

(8) 役職別管理職に占める女性割合の推移 

(9)  ６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 

(10) 家族介護における介護者の男女別比率 

 

＜基本目標Ⅱ＞ 女性の社会参加の推進 

(11) 合計特殊出生率 

(12) 札幌市職員の育児休業取得率 

(13) 民間企業における育児休業取得率 

(14) 民間企業における介護休業制度の規定状況 

(15) 一般労働者の平均勤続年数 

(16) 正規社員の勤続年数 

(17) 男女の賃金格差 

(18) 就業者数の推移 

(19) 育児期（25～44歳）の女性労働力率 

(20) 第一子出産前後の女性の継続就業率 

(21) 男女別雇用形態比率 
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(22) 産業別雇用者の女性比率 

(23) 男女別自営業主数の推移 

(24) 週労働時間60時間以上の雇用者の割合 

(25) 年次有給休暇取得率 

 

＜基本目標Ⅲ＞ 男女の人権の尊重 

(26) 配偶者暴力に関する相談件数 

(27) 配偶者からの暴力による一時保護件数 

(28) 札幌地方裁判所における保護命令発令件数 

(29) 札幌市配偶者暴力相談支援センターにおける証明発行件数 

(30) 配偶者等からの被害経験 

(31) 企業におけるセクシュアル・ハラスメント規約の策定率 

(32) セクシュアル・ハラスメントの相談件数 

(33) 10歳代の人工妊娠中絶届出数 

 

＜基本目標Ⅳ＞ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実 

(34) 短大・大学・大学院への男女別進学率 

(35) 大学（学部）学生の専攻分野別構成 
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４ 男女共同参画の推進状況の評価 

男女共同参画の推進状況について、男女共同参画の数値目標の達成状況や次項「５ 男

女共同参画社会形成の進捗状況」において確認した現状などを基に、プランに掲げる基本

目標ごとに以下のとおり評価します。 

Ⅰ あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり 

 １ 政策・方針決定過程等への女性の参画拡大 

 【主な取組】 

札幌市の審議会等委員の女性登用率向上に向け、改選期を迎える審議会の所管課へ

の依頼通知や事前協議等を実施した他、女性人材リストの周知・提供を実施した。ま

た、札幌市女性職員の登用促進に向け、任用における男女平等の徹底や昇任意欲を喚

起する取組を行った。 

【評価】 

審議会等委員の女性登用率については、前年度より数値が悪化しており、目標達成

のための一層の取組が急務である。札幌市職員の女性管理職割合については、平成29

年度までの目標値であった13％を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

  【今後の方向性】 

審議会等委員の女性登用率の目標値達成のため、審議会等委員の選任時における事

前協議や、委員改選予定の関係部局への個別働きかけの他、男女共同参画行政推進会

議における情報共有などを通して、より一層の女性委員の登用促進に努めていく。札

幌市職員の女性割合は、職員全体・役職者ともに順調に増加しているため、今後も引

き続き、長期的な視野に立った人材育成を行うとともに、管理監督者の男女共同参画

に関する意識の醸成に取り組む。また、平成28年度の係長試験より、妊娠や出産、育

児を理由として１次試験の免除期間を延長できる制度を導入予定である。 

 

 

 

 

項 目 現状値 目標値 

達成目標 1 
審議会等委員の女性登用率向上の

ための啓発 

2回 

（H27年度） 
年2回以上 

成果指標 

3 
札幌市の審議会等における女性委

員の登用率 

33.4％ 

（H27年度） 
40％ 

4 
札幌市職員の女性管理職割合 

【職員部】 

13.4％ 

（H28.4.1） 
13％ 
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  ２ 男女共同参画の視点に立った意識改革 

  【主な取組】 

男女共同参画意識の醸成のため、男女共同参画週間に合わせて、各区においてパネ

ル展などの啓発事業を実施した。また、男女共同参画センターにおいて男女共同参画

情報誌「りぷる」を発行した他、市内の幼稚園に男女共同参画に関する絵本を、市内

の小中学校に男女共同参画に関する啓発パンフレットをそれぞれ配布した。 

【評価】 

    男女共同参画の啓発事業については、目標を上回るペースで実施しており、平成29

年度までに目標値の達成が見込める。 

 

 

 

【今後の方向性】 

今後も更に男女共同参画意識を浸透させるため、各区におけるパネル展や懸垂幕の

掲出、各種イベント等による啓発事業を実施する他、子どもや若者への男女共同参画啓

発事業や性的少数者の理解促進に関する取組も引き続き実施していく。 

 

３ 男女が共に子育てや介護ができる環境の整備 

【主な取組】 

  男女が共に育児等に携わることの意識啓発のため、両親教室やワーキング・マタニ

ティスクールを実施した。また、男女共同参画センター主催事業における託児の実施

や子育て支援機能を有する施設の整備、子育て世帯の市営住宅への優先入居の取組等

を実施した。 

【評価】 

  ６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間は平成23年度の全国調査の時点で、

１週間当たり67分と年々上昇しているが、妻は461分との結果が出ており、男女格差が

依然として大きい。また、本市における介護者の男女別比率においても、７割程度が

女性という結果が出ており、子育てや介護は女性の役割といった固定的な性別役割分

担意識がいまだ根強いと考えられる。 

【今後の方向性】 

家事･育児や介護などの家庭における責任は、男女が共に担い、支え合うものである

との認識を深めるための意識啓発を更に行うとともに、多様化するライフスタイルに

対応するために、保育・介護のための体制整備、ひとり親家庭への支援の充実に取り

組んでいく。 

 

項 目 現状値 目標値 

達成目標 2 男女共同参画の啓発事業 
222回 

（H25～27累計）

300回 

(H25～29累計)
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  ４ 国際社会と連動した女性への支援 

  【主な取組】 

    女性の国際交流機会の拡大のため札幌市の姉妹都市との交流促進や、外国籍市民の

生活をサポートする取組やボランティア活動の推進を実施した。また、国際交流支援

事業として、農業における男女共同参画やセクシュアリティに関する国際的な情報を

伝える講座を実施した。 

  【評価】 

    姉妹・友好都市交流事業であるミュンヘン・クリスマス市in Sapporoでは体験型イ

ベントや通訳ボランティア等に延べ849人の市民参加があり、国際的な交流を通して市

民の男女共同参画の醸成にも繋がっている。 

  【今後の方向性】 

今後も男女共同参画に関する国際的な情報の収集・提供や、外国籍市民との交流を

通した男女共同参画の醸成に繋がる取組を引き続き実施していく。 

 

  ５ 防災（災害復興を含む）における男女共同参画の推進 

  【主な取組】 

女性の視点を取り入れた避難所運営に関する資料を作成して各区に配布した他、避

難所運営に関する研修を各区で実施した。 

  【評価】 

    災害時の避難場所において、男女のニーズの違いや男女どちらかが過度な負担を抱

える事がないような避難所運営を考える研修を通し、固定的性別役割分担意識や男女

共同参画について考える機会を提供することができた。 

  【今後の方向性】 

今後も災害対策や防災訓練等の場で女性の視点を取り入れる必要性を啓発するとと

もに、女性が参画できる仕組み作りに取り組んでいく。 

 

Ⅱ 女性の社会参加推進 

 １ 雇用等における男女共同参画を推進するための環境整備 

 【主な取組】 

    仕事と育児を両立しやすい環境づくりのため、ワーク・ライフ・バランスに積極的

に取り組む企業を認証し、育児休業取得時の助成金や推進アドバイザーの派遣等、多

様な支援をする取組を実施した。また、私立保育所整備の補助や幼稚園預かり保育運

営支援等、就業継続への支援を実施した。 

  【評価】 

    ワーク・ライフ・バランス認証取得企業数については、順調に数値が伸びている。



15 
 

認可保育所定員数については数値が伸びているものの、依然として待機児童の解消に

は至っていないことから、目標達成のためにはより一層の取組が必要である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

    雇用等の分野における固定的性別役割分担意識を解消し、ワーク・ライフ・バラン

スを推進するとともに、女性が出産や子育て等により就業中断を余儀なくされること

がないような環境整備に引き続き取り組んでいく。 

 

  ２ 女性の経済的自立の推進 

【主な取組】 

    ひとり親家庭の親の就職支援等のため母子家庭等自立支援給付金事業を行った他、

起業を支援するためのセミナーの開催、起業を含めた柔軟な働き方を支援することを

目的としたコワーキングスペースの運用を実施した。また、若年層を対象とした起業

家教育やライフプランニング等の講座を実施した。 

  【評価】 

    女性のチャレンジ件数は、コワーキングスペースの設置をきっかけに増加し、平成

29年度までの目標値であった750件を達成した。 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

  今後も、女性が自ら望む生き方を実現するために、多様な働き方への支援や、起業

に対する支援を継続して実施していく。 

 

 ３ 地域における男女共同参画の推進 

 【主な取組】 

   各区において男女共同参画に関する講演会、学習会、パネル展、映画上映会、懸垂

幕設置等の地域の主体的なまちづくり活動を実施した。 

 

 

項 目 現状値 目標値 

達成目標 

6 
ワーク・ライフ・バランス認証取得企業数

【子ども育成部】  

511社 

（H28.4.1） 

640社 

（H29年度） 

7 
認可保育所定員数 

【子育て支援部】 

26,075人 

（H28.4.1） 

27,023人 

（H29年度） 

成果指標 11 待機児童数【子育て支援部】 
764人 

（H28.4.1） 

0人 

（H29年度） 

項 目 現状値 目標値 

達成目標 8 
女性のチャレンジ件数 

（事業参加者、相談受付者数等） 

972件 

（H25～27累計）

750件 

(H25～29累計)
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 【評価】 

   各区における総事業件数は1,006件、参加者数は約309万人と地域に根付いた男女共

同参画の啓発を実施することができた。 

 【今後の方向性】 

   平成23年度の男女共同参画に関する市民意識調査によると、女性の仕事と家庭生

活・地域活動の関係について、同じように両立させるのが望ましいと考える人の割合

は38.8％に留まっており、今後も地域における固定的な性別役割分担意識に基づく習

慣や慣行を解消するための広報・啓発を実施していく。 

 

Ⅲ 男女の人権の尊重 

  １ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

  【主な取組】 

    「女性に対する暴力をなくす運動」期間にあわせ配偶者暴力根絶のため市民へ普及

啓発した他、市内の高校、大学においてデートＤＶ防止講座を実施した。また、札幌

市配偶者暴力相談センターにおける相談事業や性暴力被害支援センター北海道におけ

る性暴力被害相談を実施した。 

  【評価】 

    ＤＶ未然防止講座の実施回数、ＤＶ・性暴力被害防止のための啓発事業実施回数と

もに、回数は増えているが、目標達成に向けより一層の取組が必要である。 

 

 

 

 

 

  【今後の方向性】 

    札幌市配偶者暴力相談センターの相談員配置の拡充により相談体制の強化を図ると

ともに、引き続き広く市民へのＤＶの未然防止に向けた啓発を実施していく。 

 

  ２ メディアにおける女性の人権の尊重 

  【主な取組】 

    性別に基づく固定観念にとらわれない女性の人権を尊重した適切な表現の普及啓発

のため、ワークショップ事業を実施した。 

  【評価】 

    男女共同参画の視点から情報を主体的に読み解く能力の向上のための教育と啓発に

関する取組を充実させる必要がある。 

項 目 現状値 目標値 

達成目標 

13 ＤＶ未然防止講座の実施回数 
46回 

（H25～27累計）

80回 

(H25～29累計)

14 
DV・性暴力被害防止のための啓発事業実

施回数 

29回 

（H25～27累計）

50回 

(H25～29累計)
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  【今後の方向性】 

    情報を主体的に読み解く能力や情報発信における社会的規範を理解するため、学校

等における教育や学習を充実させていく。 

 

  ３ 男女共同参画の視点に立った健康支援 

  【主な取組】 

    若者の性に関する知識の普及啓発事業として正しい避妊方法や性感染症予防のため

の相談・指導を行った他、保健師や母子保健訪問指導員の訪問により妊娠・出産・育

児などに関する正しい知識の普及啓発を実施した。 

  【評価】 

    人工妊娠中絶件数は、いずれの年代も減少傾向にあったが、平成26年度には微増し

ており、より一層の取組が必要である。 

  【今後の方向性】 

    今後も生涯を通じた女性の健康の保持・増進のため各ライフステージに応じた正し

い情報の提供や支援を行う他、妊娠・出産・避妊を選択する女性の権利を男女双方が

理解するような意識の啓発に取り組んでいく。 

 

 Ⅳ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実 

  １ 人権尊重を基盤にした男女平等教育の推進 

  【主な取組】 

    各種教職員研修会において男女平等教育の啓発を図った他、中学校用男女平等指導

資料副読本の内容を参考とした授業実践や講演会を実施した。 

  【評価】 

    大学進学率及び大学院進学率については、依然として男女差があり、その背景には

性別による固定観念が影響していると推測される。 

  【今後の方向性】 

    今後も教職員の男女共同参画意識を高めることで、児童生徒に対する人権尊重を基

盤とした男女平等教育をより一層推進していく。 

 

  ２ 男女共同参画の学習の推進 

  【主な取組】 

    男女共同参画センターにおいて、男女共同参画に関するさまざまな講座を実施した

他、各区において、各種女性団体・グループ等の自主的な活動に対する支援を行った。 

  【評価】 

    男女共同参画に関するさまざまな分野の講座を実施することで、男女共同参画につ
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いての問題を色々な角度から見つめなおし、理解と関心を深めてもらうことができた。 

  【今後の方向性】 

    今後も、日常生活の身近な固定的性別役割分担の存在に気づく機会を多く作り、繰

り返し男女共同参画についての関心を高めながら、市民の意識の変化を促していく。 

 

  ３ 男女共同参画の活動拠点の充実 

  【主な取組】 

    男女共同参画センターにおける男女共同参画に関する各種講座やイベントの充実を

図った他、女性のための各種相談事業を実施した。 

  【評価】 

    男女共同参画センターでの啓発事業については、概ね目標どおり実施できているた

め、今後も継続して取組を進める必要がある。 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

男女共同参画の推進に関する活動拠点として、より効果的な事業を展開していくと

ともに、男女共同参画に関する各種情報の収集・提供と、市民にとってわかりやすい

発信となるよう努めていく。 

 

  ※本項において、現状値を把握できない数値目標については掲載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 現状値 目標値 

達成目標 17 男女共同参画センターでの啓発実施回数 
188回 

（H25～27累計）

300回 

(H25～29累計)
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５ 男女共同参画社会形成の進捗状況 

 

【基本的指標の現状】 

 

◆ 人口と世帯数の推移（札幌市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：総務省「国勢調査」ベース。人口は各年10月1日現在。 

 

表1 人口と世帯数の推移（札幌市） 

年次 
人口（人） 性比 

（女＝100） 
世帯数 

1世帯当 

たり人員 総数 男 女 

T  9 102,580  53,018 49,562 107.0 20,041 5.12 

14 145,065  73,980 71,085 104.1 28,726 5.05 

S  5 168,576  85,509 83,067 102.9 32,752 5.15 

10 196,541  98,150 98,391 99.8 38,019 5.17 

15 206,103  102,112 103,991 98.2 40,602 5.08 

22 259,602  128,264 131,338 97.7 56,146 4.62 

25 313,850  156,290 157,560 99.2 67,492 4.65 

30 426,620  214,941 211,679 101.5 90,764 4.70 

35 523,839  264,367 259,472 101.9 135,783 3.86 

40 794,908  400,145 394,763 101.4 224,681 3.54 

45 1,010,123  503,157 506,966 99.2 312,234 3.24 

50 1,240,613  614,533 626,080 98.2 419,475 2.96 

55 1,401,757  691,057 710,700 97.2 508,823 2.75 

60 1,542,979  753,216 789,763 95.4 566,287 2.72 

H  2 1,671,742  809,185 862,557 93.8 646,647 2.59 

7 1,757,025  843,170 913,855 92.3 718,473 2.45 

12 1,822,368  868,883 953,485 91.1 781,948 2.33 

17 1,880,863  889,054 991,809 89.6 837,367 2.25 

22 1,913,545  896,850 1,016,695 88.2 885,848 2.16 

26 1,942,648 906,109 1,036,539 87.4 932,974 2.08

備考：総務省「国勢調査」ベース。人口は各年10月1日現在。なお、H26年は推計人口（「国勢調査」の 

数値を基礎に、毎月の住民基本台帳による人口の増減を加えて算出）             
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◆ 年齢３区分別人口割合の推移（札幌市） 

 

備考：総務省「国勢調査」ベース。人口は各年10月1日現在。 

 

 

◆ 婚姻数・率、離婚数・率の推移（全国） 

  
備考：厚生労働省「人口動態統計」より作成。     備考：厚生労働省「人口動態統計」より作成。 
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備考：厚生労働省「人口動態統計」より作成。     備考：厚生労働省「人口動態統計」より作成。 
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【男女共同参画の推進に関する指標の現状】 

 

＜基本目標Ⅰ＞ あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり 

 

(1) 札幌市の審議会等における女性委員の登用率 

 

備考：札幌市は男女共同参画室調べ（平成24年まで各年4月1日、平成25年以降は3月31日現在）、 

道は北海道資料、国は内閣府資料より作成。 

 

 
備考：男女共同参画室資料より作成。各政令指定都市等の最新公表数値。 
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(2) 札幌市議会議員に占める女性の人数と割合 

 

備考：議会事務局資料より作成。 

 

(3) 札幌市職員の女性管理職割合（係長以上） 

 

備考：総務局職員部資料より作成。企業局、消防局、 

病院局、教員、技能職員を除く。 
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表２ 札幌市職員の女性割合 

年度 役職者数 女性役職者数 女性管理職 全職員数 女性職員数 女性職員 

H15 2,714 253 9.3 7,483 2,212 29.6 

16 2,718 259 9.5 7,918 2,214 28.0 

17 2,732 268 9.8 7,931 2,262 28.5 

18 2,701 280 10.4 7,808 2,265 29.0 

19 2,681 283 10.6 7,801 2,280 29.2 

20 2,604 279 10.7 7,788 2,298 29.5 

21 2,528 284 11.2 7,762 2,331 30.0 

22 2,448 281 11.5 7,791 2,367 30.4 

23 2,375 286 12.0 7,778 2,415 31.0 

24 2,354 287 12.2 7,907 2,543 32.2 

25 2,381 296 12.4 8,002 2,632 32.9 

26 2,418 308 12.7 8,089 2,700 33.4 

27 2,431 324 13.3 8,128 2,779 34.2

28 2,442 345 14.1 8,230 2,884 35.0

備考：総務局職員部資料より作成。企業局、消防局、 

病院局、教員、技能職員を除く。 

 

(4) 札幌市立小・中学校長・教頭に占める女性の人数と割合 

 

備考：平成28年4月現在。教育委員会学校教育部資料より作成。 

 

(5) 札幌市係長職候補者試験受験者に占める女性の割合 

 

備考：人事委員会事務局資料より作成。 
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(6) 札幌市職員のうち女性の占める割合（年代別） 

 

備考：平成28.4.1現在。総務局職員部資料より作成。   

再任用短時間職員及び臨時・非常勤職員を除く。  

 

備考：平成28.4.1現在。総務局職員部資料より作成。   

再任用短時間職員及び臨時・非常勤職員を除く。  

 

(7) 管理的職業従事者における女性の割合（札幌市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：総務省「国勢調査」より作成。「管理的職業従事者」は「日本標準職

業分類」による分類で、「専ら経営体の全般又は課以上の内部組織の経

営管理に従事するもの（公務員含む）」を指す。 
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(8) 役職別管理職に占める女性割合の推移（全国） 

 

備考：厚生労働省「賃金構造基本統計調査（平成27年）」より作成。 

 

(9) ６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：文部科学省「社会生活基本調査」より作成。 

 

(10) 家族介護における介護者の男女別比率（札幌市） 

 

備考：保健福祉局「要介護（支援）認定者意向調査」より作成。 
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＜基本目標Ⅱ＞ 女性の社会参加の推進 

 

(11) 合計特殊出生率 

 

備考：厚生労働省「人口動態調査」より作成。 

 

 

 

備考：厚生労働省「人口動態調査」より作成。年齢階級別の数値は 

各歳別出生率を合計したものであり、15歳及び49歳にはそれ 

ぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。           
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備考：「大都市比較統計年表（平成26年）」より作成。 

 

 

(12) 札幌市職員の育児休業取得率 

 

表３ 札幌市職員の育児休業取得率 

  
女性職員 男性職員 

対象者数 取得者数 取得率（％） 対象者数 取得者数 取得率（％）

H14 198 198 100.0 403 1 0.2 

15 205 204 99.5 309 2 0.6 

16 168 164 97.6 498 0 0.0 

17 174 171 98.3 365 1 0.3 

18 185 174 94.1 286 6 2.1 

19 199 187 94.0 377 6 1.6 

20 201 185 92.0 424 1 0.2 

21 216 211 97.7 437 3 0.7 

22 265 262 98.9 443 7 1.6 

23 254 249 98.0 425 9 2.1 

24 258 257 99.6 452 6 1.3 

25 295 295 100.0 457 8 1.8 

26 295 293 99.3 489 8 1.6 

27 326 326 100.0 519 15 2.9 

備考：総務局職員部資料より作成。 
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(13) 民間企業における育児休業取得率（全国・北海道） 

表4 民間企業における育児休業取得率 

  
全国 北海道 

女 男 女 男 

16 70.6% 0.50% 76.6% 1.01% 

18 88.5% 0.56% 84.9% 2.8% 

20 90.6% 1.23% 73.2% 2.9% 

21 85.6% 1.72% 81.3% 1.5% 

22 83.7% 1.38% 80.9% 0.9% 

23 87.8% 2.63% 88.2% 3.3% 

24 83.6% 1.89% 84.3% 3.9% 

25 83.0% 2.03% 89.4% 2.0% 

26 86.6% 2.30% ― ― 

備考：厚生労働省「女性雇用管理基本調査（～平成18）」「雇用均等基本調査（平成19～）」 

北海道「労働福祉実態調査」より作成。      

 

(14) 民間企業における介護休業制度の規定状況（札幌市・全国） 

 

備考：札幌市は札幌市「男女共同参画に関する企業の意識調査（平成21年）」、 

全国は厚生労働省「雇用均等基本調査」より作成。          

 

 (15) 一般労働者の平均勤続年数（全国） 

 
備考：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。 
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 (16) 正規社員の勤続年数（全国） 

 

備考：厚生労働省「賃金構造基本統計調査（平成26年）」より作成。 

 

 (17) 男女の賃金格差（札幌市・北海道・全国） 

 
備考：札幌市は札幌市統計書（平成27年）、北海道、全国は 

賃金構造基本統計調査（平成26、27年）により作成。      
※数字は勤労者1人あたりに決まって支給される現金給与月額の平均を表す。  

 

 (18) 就業者数の推移（札幌市） 

 

備考：総務省「国勢調査」より作成。   
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(19) 育児期（25～44歳）の女性労働力率（札幌市） 

 

備考：総務省「国勢調査（平成22年）」より作成。    

 

 (20) 第１子出産前後の女性の継続就業率（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

備考：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査（夫婦調査）」により作成。 

 

(21) 男女別雇用形態比率（札幌市・全国） 
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備考：総務省「就業構造基本調査」より作成。   

(22) 産業別雇用者の女性比率（全国） 

 
備考：総務省「労働力調査（平成27年）」より作成。 
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 (23) 男女別自営業主数の推移（全国） 

 

備考：総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。    

(24) 週労働時間60時間以上の雇用者の割合（全国） 

 

備考：総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。    

(25) 年次有給休暇取得率（全国・北海道） 

 

備考：厚生労働省「就労条件総合調査」より作成。   
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＜基本目標Ⅲ＞ 男女の人権の尊重 

 

(26) 配偶者等からの暴力に関する相談件数 

 

備考：男女共同参画室調べ。札幌市配偶者暴力相談センター、北海道立女性相談援助センター、

各区母子・婦人相談、札幌法務局、北海道警察（札幌方面本部分）、男女共同参画センター、

北海道被害者相談室、民間シェルター、北海道家庭生活カウンセリングセンター、北海道

マリッジ・カウンセリングセンターにおける相談件数の合計。なお、民間シェルターの集

計方法を平成22年度より変更（一時保護中の被害者を除いたＤＶ相談件数を計上）した。 

 

 

(27) 配偶者等からの暴力による一時保護件数 

 
備考：男女共同参画室調べ。北海道立女性相談援助センター、札幌市緊急一時保

護施設、民間シェルター等における一時保護件数（札幌市民分）の合計。 
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(28) 札幌地方裁判所における保護命令発令件数 

 

 
備考：最高裁判所調べ。 

 

 

(29) 札幌市配偶者暴力相談支援センターにおける証明発行件数 

 

備考：男女共同参画室調べ。 
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(30) 配偶者等からの被害経験（全国） 

 

備考：内閣府「男女間における暴力に関する調査（平成26年）」より作成。 

   配偶者から身体的暴行、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要のいずれか１つでも受けた割合。 

 

(31) 企業におけるセクシュアル・ハラスメント規約の策定率（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

備考：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」より作成。   

なお、当該調査は平成18年度で終了している。    

 

(32) セクシュアル・ハラスメントの相談件数 

表５ セクシュアル・ハラスメントの相談件数  

年度 H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

札幌市 61 59 47 32 26 24 45 37 35 21

北海道 127 99 93 82 61 60 72 73 88 83

全国 1,793 1,511 1,367 1,235 1,127 1,256 1,189 1,014 1,209 1,077

備考：法務省「人権侵犯事件統計」より作成。「札幌市」は「札幌法務局管内」、 

「北海道」は「札幌法務局、函館・旭川・釧路各地方法務局管内の合計」 

の件数。                              
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(33) 10歳代の人工妊娠中絶届出数（全国） 

 

備考：保健福祉局「札幌市衛生年報」より作成。 
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＜基本目標Ⅳ＞ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実 

 

(34) 短大・大学・大学院への男女別進学率 

 

 

 

備考：文部科学省「学校基本調査（平成27年度）」、「札幌市統計書（平成27年）」より作成。 

平成21～22年の短大、大学については札幌市の男女別の統計なし。 
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(35) 大学（学部）学生の専攻分野別構成 

 
備考：文部科学省「学校基本調査（平成27年度）」より作成。 



 

 

 

 

Ⅱ 男女共同参画施策実施状況 
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１ 男女共同参画関係事業の実施状況 

男女共同参画社会の実現に向けた施策・事業について、第３次男女共同参画さっぽろプラ

ンに掲げる基本目標ごとに実施状況を報告します。 

 なお、実施状況の表の読み方については、以下(1)から(8)のとおりとなります。 

(1)   基準時点 

    平成28年4月1日 

 

(2)   担当局・区、担当部・室 

当該事業を所管する局・区名及び部・室名を記載している。 

※ いずれの場合も複数に跨る場合は、事業を主に所管する部・室を記載 

 

(3)   基本的方向－基本施策 

当該事業に対応する基本目標における「基本的方向-基本施策」の番号を記載している。 

 

(4)  平成27年度実績（決算見込額・実施内容） 

「決算見込額」は平成27年度の当該事業費の決算見込額（千円）を記載し、「実施内

容」は平成27年度実施事業の具体的な内容を記載している。 

※ 経費を伴わない事業、もしくは事業費が算出できない場合は、「－」としている。 

 

(5)  自己評価 

 平成 27 年度実績について第３次男女共同参画さっぽろプランに掲げる基本施策に係

る事業としての観点で下記基準表に基づき評価を行っている。 

自己評価 基         準 

Ａ 積極的に推進し、高い効果が得られた 

Ｂ 十分ではないが推進し、一定の効果が得られた 

Ｃ あまり推進せず、効果が得られなかった 

※ 実施しなかった事業については「－」としている。 

 

(6) 平成28年度実施計画（計画内容・予算額） 

「計画内容」には、平成28年度実施予定事業の具体的な内容を記載し、「予算額」欄

には、平成28年度の当該事業費の予算額（千円）を記載している。 

※ 経費を伴わない事業、もしくは事業費が算出できない場合は、「－」としている。 
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(7) 今後の課題と目標 

当該事業の課題及び目標（今後の方向性など）を記載している。なお、平成27年度に

事業を実施しなかった場合、平成27年度で当該事業を終了した場合及び平成28年度に

事業を実施しない場合は、その理由を記載している。 

 

(8) 関連計画、計画期間 

   当該事業に関連する計画がある場合に計画名及び計画期間を記載している。 



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

Ｂ A

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

今後も女性人材の発掘に努めるとと
もに、情報提供の充実を図る。

平成29年度までに女性委員の登用
率を40％とする。また、達成後は
40％～60％の持続を目指す。

女性管理職割合が平成28年4月時点
で13.4％に達し、第3次男女共同参
画さっぽろプランで目標としている
13％を達成。平成28年3月には札
幌市子育て・女性職員応援プランを
策定し、平成31年度までに女性管
理職割合を15％以上とすることを
新たな数値目標とした。
13％の目標は達成したが、引き続
き男女差のない任用や女性の職域拡
大など環境整備を推進していく。

― ― ―

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

「女性人材リスト」について、常に
利用可能な情報とするため、庁内イ
ントラネットホームページで周知を
図る。

引き続き、事前協議制度や、女性登
用促進要請分の全庁送付、個別働き
かけ、女性人材情報の提供を行い、
女性登用を促進する。

１　任用における男女平等の徹底
２　適材適所主義の積極的推進

女性職員数及び登用状況
（平成2８年４月１９日）
（単位：人・％）
　　　　　女性職員数　女性割合
総職員数　　3,866　　　31.7
役職者計　　　458　　　14.4
局長職　　　　　 3　　　  6.8
部長職　　　　  26　　　  9.7
課長職　　　　103　　　15.4
係長職　　　　326　　　14.9
※　教員、現業職員を除く

実施
内容

附属機関等所管部局に対し情報提供
し、附属機関等への女性委員登用を
促進するために作成した「女性人材
リスト」について、常に利用可能な
情報とするため、庁内イントラネッ
トホームページで周知を図った。

職員向けの庁内ホームページにおい
て、審議会等委員への女性登用促進
を呼びかけたほか、改選期の事前協
議制度を通じて要請を行った。
また、40％に満たない審議会等が
改選期を迎える際には、各部局に対
する女性登用の個別要請を強化する
とともに、各部局における委員選任
事務の参考として、必要に応じ女性
人材情報を提供した。
H28.3.31現在登用率：33.4％

１　任用における男女平等の徹底
２　適材適所主義の積極的推進

女性職員数及び登用状況
（平成2７年４月15日）
（単位：人・％）
　　　　　女性職員数　女性割合
総職員数　　3,755　　　31.1
役職者計　　　431　　　13.6
局長職　　　　　 2　　　  4.2
部長職　　　　  22　　　  8.3
課長職　　　　  93　　　13.9
係長職　　　　314　　　14.4
※　教員、現業職員を除く

平
成
２
７
年
度
実
績

― ― ―

事業概要

社会活動のあらゆる分野における女
性の人材を広く発掘し、審議会等へ
の登用促進に活用します。

市政における政策・方針決定過程へ
の女性の参画を拡大するため、審議
会等への女性の登用の目標を40％
とし、この目標値の早期達成を目指
します。

市女性職員の積極的な登用や職域拡
大に努めます。

事業名
女性の人材発掘とデータの収集・整
備

審議会等委員への女性の登用促進
札幌市女性職員の登用促進と職域拡
大

基本的方向
-基本施策

1-1 1-1 1-2

担当部・室 男女共同参画室 男女共同参画室 職員部

担当局・区 市民文化局 市民文化局 総務局

事業番号 1 2 3

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

自己評価 Ａ
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

Ａ Ｂ

①②平成27年度～平成31年度計画期間

関連計画
①札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン
2015　②札幌市子育て・女性職員応援プラン

家庭、職場、学校、地域などあらゆ
る場で市民レベルの取り組みを進
め、実践的な活動への発展を促す。

今後の課題と
目標

平成28年3月に策定された「札幌市
子育て・女性職員応援プラン」にお
いて、女性管理職割合や女性職員の
係長試験受験率に数値目標が設定さ
れたことを踏まえ、総務局等と連携
しながら、職員の昇任意欲の向上に
つながる取組を引き続き進めてい
く。

平成29年度までに女性委員の登用
率を40％とする。また、達成後は
40％～60％の持続を目指す。

－ ― 233

計画
内容

・平成28年度の係長試験から、妊
娠・出産、育児を理由として１次試
験免除期間を延長できる制度を導入
する。また、制度導入に当たり、制
度の利用方法等について、庁内ホー
ムページ等で周知する。
・男女を問わず、職員の昇任意欲を
喚起する取組について、総務局等と
連携しながら、引き続き実施してい
く。

引き続き、事前協議制度や、女性登
用促進要請分の全庁送付、個別働き
かけ、女性人材情報の提供を行い、
女性登用を促進する。

27年度の取組を継続するととも
に、性的少数者に関する市民向けの
パンフレットを作成し、市民の理解
を促す。

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

職員向けの庁内ホームページにおい
て、審議会等委員への女性登用促進
を呼びかけたほか、改選期の事前協
議制度を通じて要請を行った。
また、40％に満たない審議会等が
改選期を迎える際には、各部局に対
する女性登用の個別要請を強化す
る。
Ｈ28.3.31現在登用率：33.4％

悩みを抱える方のため、札幌市公式
ホームページに市内の相談窓口一覧
を掲載し、広報啓発を行った。

実施
内容

・職員の昇任意欲を喚起するため、各局区に対
し、職員への受験の動機づけを依頼したほか、
庁内ホームページに試験情報等を掲載し、試験
勉強の参考となるよう職員への情報提供を行っ
た。
・家庭や育児と昇任後の仕事との両立に対する
不安を和らげ、男女共に子育てをしながら昇任
できる環境の整備を進めるため、妊娠・出産、
小学校就学前の子どもを養育している職員を対
象として、係長試験の１次試験免除期間を延長
できる制度を検討し、平成28年度から導入す
ることを決定した。新たな免除制度について
は、平成28年３月に庁内周知を行った。

平
成
２
７
年
度
実
績

－ ― ―

審議会等委員の外部団体への推薦依
頼において、女性委員の登用につい
て積極的に働きかけます。

性的少数者の理解促進を図るため
に、ホームページなどを利用して広
報啓発を行います。

事業概要

男女を問わず多様で有能な人材の登
用が組織の活性化や市民サービスの
向上につながることから、市職員の
昇任意欲を喚起する取組を推進す
る。

事業名 市職員の昇任意欲を喚起する取組 意思決定過程への女性の参画の推進 性的少数者の理解促進

1-3 2-1
基本的方向
-基本施策

１-２

担当部・室 人事委員会事務局 男女共同参画室 男女共同参画室

担当局・区 人事委員会事務局 市民文化局 市民文化局

事業番号 4 5 6

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

自己評価 A

ああああ44



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

A AA

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

時勢に合ったテーマを設定し、ユニ
バーサルデザインを意識した発行に
努める。

市民が男女共同参画を身近な問題と
感じられるような企画に努める。

目標達成に向けた課題解決のため対
象に合わせた企画を行う。また、市
民が自分ごととして主体的に関われ
るような形態を工夫する。

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

市民に向け、男女共同参画の意識の
浸透を目的に男女共同参画情報誌
「りぷるさっぽろ」を発行する。
・第42号
・第43号
・第44号
各5,000部

男女共同参画に関する視点への気づ
きを促すパネル展を実施する。

男女共同参画の諸分野についての講
演会、シンポジウムなどを実施す
る。
・子ども・若者への男女共同参画啓
発事業
・男性のエンパワーメント事業 講演
会
・女性のためのキャリア支援事業
　シンポジウム 他

1,115 ― ―

実施
内容

市民に向け、男女共同参画の意識の
浸透を目的に男女共同参画情報誌
「りぷるさっぽろ」を発行した。
・第39号　7月
・第40号　2月
・第41号　3月
各5,000部

男女共同参画に関するキーワードを
身近な視点から提示する内容のパネ
ル展を実施した。
・男女共同参画センター　通年

男女共同参画の諸分野についての講
演会、シンポジウム、セミナー等を
実施した。
・男女共同参画週間講演会
・男性のエンパワーメント事業 講演
会
・女性のためのキャリア支援事業
　シンポジウム 他　102件

平
成
２
７
年
度
実
績

973 ― ―

事業概要

男女の固定的な性別役割分担意識や
女性への偏見を是正し、男女共同参
画への理解を深めるとともに啓発広
報の充実を目指します。

男女共同参画の意識啓発を行うこと
を目的にパネル展を実施します。

男女共同参画について市民の理解を
深めるため、講演会などの各種啓発
事業を行います。

事業名
男女共同参画に関する各種啓発資料
の充実

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

基本的方向
-基本施策

2-1 2-1 2-1

担当部・室 男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

担当局・区 市民文化局 市民文化局 市民文化局

事業番号 7 8 9

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

自己評価

45ああああ



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

関連計画

例年、男性の来場者が伸び悩んでい
るので、男女共同参画を意識しつ
つ、男性の視点からも興味を持たれ
るような講演内容となるよう、講師
選びを考えていく。また、地区発表
についても、中央区連合町内会女性
部連絡会議とともに内容を検討して
いきたい。

男女共同参画に関する効果的な啓発
事業について検討し、区民の意識が
高まるよう取り組んでいきたい。

東区女と男のつどい実行委員会に参
加されている各団体の協力の枠組み
を強化し、より円滑な運営を目指す
とともにより多くの区民に理解を得
られるよう取り組む。今後の課題と

目標

男女共同参画週間パネル展
期間：6月23～29日
会場：北区役所1階ロビー
内容：パネル展及び開発物品の配布
【パネル内容】
・男女共同参画週間について
・家庭、職場、暮らし、地域の中で
の男女共同参画

東区女と男のつどい実行委員会事業
①講演会
日時：平成２８年９月２５日（日）
会場：東区民センター　大ホール
②盲導犬チャリティーバザー
日時：平成２８年９月３０日（金）
場所：東区民センター　大ホール
<実行委員会構成〉
主管：東区女性サークル連絡会、東区食
生活改善推進員協議会、東区女性学級連
絡会、東区連合町内会女性部連絡会
協力：東区年輪の会、東区民センター

110 376

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

日時：10月18日（火）
　　　12時～15時
場所：札幌市教育文化会館
　　　小ホール
講師：大平まゆみ
テーマ：「未定」
入場予定者数：400名
その他：地域住民組織による活動発
表（ステージ発表、パネル展）を行
う。

538

78 310

男女共同参画週間パネル展
期間：6月23～29日
会場：北区役所1階ロビー
内容：パネル展及び開発物品の配布
【パネル内容】
・男女共同参画週間について
・家庭、職場、暮らし、地域の中で
の男女共同参画

東区女と男のつどい実行委員会事業
①講演会
日時：平成２７年１１月１日（日）
会場：東区民センター　大ホール
②盲導犬チャリティーバザー
日時：平成２７年１１月７日（土）
場所：東区民センター　大ホール
<実行委員会構成〉
主管：東区女性サークル連絡会、東区食
生活改善推進員協議会、東区女性学級連
絡会、東区連合町内会女性部連絡会
協力：東区年輪の会、東区民センター

平
成
２
７
年
度
実
績

321

実施
内容

日時：10月19日（月）
　　　12時半～15時半
場所：札幌市教育文化会館
　　　小ホール
講師：西谷雅史
テーマ：「若さと健康の秘訣教えま
す。～気功と呼吸でいきいきライフ
～」
入場者：462名
その他：地域住民組織による活動発
表（ステージ発表、パネル展）を
行った。

事業概要

男女共同参画について、区民の理解
を深めるため、講演会や地域住民組
織による活動発表を行う。

パネル展を実施し、区民の男女共同
参画に関する意識を高めることを目
指します。

女性団体を中心とした実行委員会の
チャリティーバザー実施支援及び男
女共同参画に関する理解を深める講
演会を共催実施。

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

事業名 中央区みんなの講演会

基本的方向
-基本施策

2-1 2-1 2-1

市民部 市民部担当部・室 市民部

担当局・区 中央区 北区 東区

11 12事業番号 10

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

自己評価 A B B

ああああ46



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

関連計画

今後も、男女共同参画に関する広
報・啓発に取り組み、区民に理解を
得られるよう継続していく

今後の課題と
目標

区民に男女共同参画の意義をこれま
で以上に理解してもらうため、今後
も継続していく。

より効果的な広報、啓発活動ができ
るよう、パネル展示の他にも関係情
報誌の配架を行うなど、より多くの
区民に理解が得られるよう努めて行
く。

男女共同参画週間パネル展
期間：6月23日～29日
会場：豊平区役所情報提供スペース
内容：パネル展及びパンフレット・
啓発品の配布。自由意見の募集。横
断幕の掲示。

10

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

①男女共同参画パネル展
１ 実施期間
平成２８年６月２０日～６月２４日
２ 実施場所
白石区民センター２階ロビー
３ 実施内容
男女共同参画センターとの共催によるパ
ネル展を実施。
②懸垂幕掲示
１ 実施期間
平成２８年６月１６日～２９日
２ 実施場所
白石区民センター外壁

男女共同参画推進パネル展
期間　6/22～6/26
会場　厚別区民センター１階ロビー
内容　パネル展及び区民センター壁
面への懸垂幕の掲出（懸垂幕掲出は
622～6/29）

12 52

男女共同参画推進パネル展
期間　6/22～6/26
会場　厚別区民センター１階ロビー
内容　パネル展及び区民センター壁
面への懸垂幕の掲出（懸垂幕掲出は
622～6/30）

男女共同参画週間パネル展
期間：6月23日～26日
会場：豊平区民センター
内容：パネル展及びパンフレット・
啓発品の配布。自由意見の募集。横
断幕の掲示。

平
成
２
７
年
度
実
績

11 58 ―

実施
内容

①男女共同参画パネル展
１ 実施期間
平成２７年６月２９日～７月３日
２ 実施場所
白石区民センター２階ロビー
３ 実施内容
男女共同参画センターとの共催によるパ
ネル展を実施。
②懸垂幕掲示
１ 実施期間
平成２７年６月１６日～２９日
２ 実施場所
白石区民センター外壁

男女の固定的な性別役割分担意識や
女性への偏見を是正し、男女共同参
画への理解を深めるとともに啓発広
報の充実を目指します。

男女の固定的な性別役割分担意識や
女性への偏見を是正し、男女共同参
画への理解を深めるとともに啓発広
報の充実を目指します。

事業概要

①男女共同参画パネル展
男女共同参画啓発を目的としたパネ
ル展。
②懸垂幕掲示
男女共同参画啓発を目的とした標語
の掲示。

事業名
男女共同参画に関する啓発事業の開
催

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

2-1 2-1
基本的方向
-基本施策

2-1

担当部・室 市民部 市民部 市民部

厚別区 豊平区担当局・区 白石区

事業番号 13 14 15

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

自己評価 B Ｂ B
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

区民に男女共同参画への関心を高め
てもらえるよう、当該事業を今後も
継続していく。

今後も継続して意識啓発等を進め、
より多くの区民に理解を得られるよ
う取り組む。

区民に男女共同参画への意識を高め
てもらうため、今後も継続してい
く。

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

男女共同参画パネル展
内容：パネル展及びパンフレット・
啓発品の配布、懸垂幕掲出

男女共同参画パネル展
期間：６月28日～７月４日
会場：南区民センター
内容：パネルの展示、啓発物品の配
布及びアンケート調査

懸垂幕の設置
期間：６月23日～29日
場所：南区役所壁面

― ―

西区女性のつどいは今年度休止のた
め、男女共同参画をテーマとした映
画の上映会とそれに併せて啓発品の
配布を実施予定。

350

実施
内容

男女共同参画パネル展
期間：6月24日～29日
会場：清田区役所1階ロビー
参加者：75人
内容：パネル展及びパンフレット・
啓発品の配布

男女共同参画パネル展
期間：６月24日～29日
会場：南区民センター
内容：パネルの展示、リーフレッ
ト・啓発物品の配布及びアンケート
調査

懸垂幕の設置
期間：６月23日～29日
場所：南区役所壁面

第４３回西区女性のつどいの開催に
併せて、啓発品の配布と映画「おに
いちゃんのハナビ」の上映会を開
催。
日程：平成２７年１０月２日（金）
場所：西区民センター
内容：世界一の花火が打ち上げられ
る新潟県小千谷市片貝町を舞台に、
兄妹愛を描いた実話に基づく物語

平
成
２
７
年
度
実
績

― ― 161

事業概要

男女共同参画にについて、市民の理
解を深めるため、パネル展及びパン
フレット・啓発品等の配布、懸垂幕
掲出を行う。

男女の固定的な性別役割分担意識や
女性への偏見を是正し、男女共同参
画への理解を深めるとともに、啓発
広報の充実を目指します。

男女共同参画事業に関する映画上映
会の開催

男女共同参画社会の実現に向けた意
識啓発の一環として、男女共同参画
をテーマとした映画の上映会を開催
する。

事業名
男女共同参画に関する啓発事業の開
催

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

男女共同参画に関する啓発事業の開
催

基本的方向
-基本施策

2-1 2-1 2-1

担当部・室 市民部 市民部 市民部

担当局・区 清田区 南区 西区

事業番号 16 17 18

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

自己評価 B B Ａ

ああああ48



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

A A

計画期間

関連計画

一人でも多くの区民が男女共同参画
社会への関心を持てるような啓発事
業を今後も継続する。

男女共同参画に関する市民の自主的
な活動の支援を継続していく。

男女共同参画の地域の担い手を育成
することを目的にサポーター登録お
よび研修会などを継続していく。

今後の課題と
目標

【男女共同参画週間に併せた活動】
(１)公開学習会
　「男女共同参画とワーク・ライフ・バランス」

　　日時：6/2２
　　場所：区民センター第１・第２会議室
(２)男女共同参画パネル展
　　日時：6/2３～6/29
　　場所：手稲駅自由通路あいくる
(2３懸垂幕掲示
　　日時：6/23～6/29
　　場所：区役所玄関横
【その他】
スポ・レク（9/2５）等のイベントでの啓発物
品の配布

男女共同参画団体などの活動支援を
実施する。
・共催事業
・協力事業

継続的に男女共同参画センターが実
施する事業に関わるスタッフとして
サポーター事業を実施する。
・サポーター事業
・サポーター研修

28 ― 28

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

平
成
２
７
年
度
実
績

26 ― 47

男女共同参画団体などの活動支援と
して事業を実施した。
・共催事業の実施32件
・協力事業の実施22件

継続的に男女共同参画センターが実
施する事業に関わるスタッフとして
サポーター事業を実施した。
・サポーター事業 4～3月
・サポーター研修　2月

実施
内容

【男女共同参画週間に併せた活動】
(1)男女共同参画パネル展
　　日時：6/23～6/29
　　場所：手稲駅自由通路あいくる
(2)懸垂幕掲示
　　日時：6/23～6/29
　　場所：区役所玄関横
(3)公開学習会「知っておきたい高齢者の財産
管理と相続」
　　日時：6/28
　　場所：区民センター第１会議室

【その他】
スポ・レク（9/27）等のイベントでの啓発物
品の配布

事業概要

男女共同参画について市民の理解を
深めるため、市民団体「ジェンダー
フリーていね」との共催によりパネ
ル展や公開学習会などの各種事業を
実施するとともに、懸垂幕の掲示や
啓発物品の配布を行います。

男女共同参画の視点に基づく問題解
決をめざす事業などについて自ら事
業を企画・調査研究を行う女性団
体・グループを公募し、その活動を
支援します。

女性の社会参画などを促進するた
め、託児や編集ボランティア講座な
ど、ボランティア活動の機会を提供
するとともに、ボランティアに携わ
る人材の養成を図ります。

女性団体自主企画事業への支援
男女共同参画ボランティア事業の推
進

事業名
男女共同参画に関する啓発事業の開
催

基本的方向
-基本施策

2-1 2-2 2-2

男女共同参画室 男女共同参画室担当部・室 市民部

担当局・区 手稲区 市民文化局 市民文化局

20 21事業番号 19

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

自己評価 B

49ああああ



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

AA Ａ

計画期間

関連計画

性的搾取や暴力の対象になりやす
く、またライフイベントにおける性
別役割分担の影響を受けやすい女性
ならでは課題解決に向けたアプロー
チを検討する。今後の課題と

目標

男性に対する男女共同参画の意識啓
発として、意見交換やロールモデル
を探すことができる男性のネット
ワーク構築を進める。

今後も子どもの男女共同参画の理解
促進に取り組み、固定的な性別役割
分担意識の解消を目指す。

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

男性に対する男女共同参画の意識啓
発として講座等を実施し意見交換な
どを行い、コミュニティ形成を図
る。
・講座、セミナー

小学校４年生及び中学校２年生を対
象として、固定的な性別役割分担意
識の解消を目的としたパンフレット
をそれぞれ製作し、札幌市立小学校
及び中学校に提供する。

将来の男女共同参画の担い手である
子どもや若者層に対して、男女共同
参画の啓発を広めることを目的に実
施。
・ガールズ事業
・共催事業

281 569 514

平
成
２
７
年
度
実
績

828 628 442

実施
内容

男性に対する男女共同参画の意識啓
発として講座等を実施し意見交換や
ロールモデルの提示を行った。
・「産後の夫 産後の妻～ホントは
優しくしたいのに」8月
・メンズカフェさっぽろ　3月

小学校４年生及び中学校２年生を対
象として、固定的な性別役割分担意
識の解消を目的としたパンフレット
をそれぞれ製作し、札幌市立小学校
及び中学校に提供した。また、男女
共同参画に関する幼児向け絵本を購
入し、市立幼稚園に提供した。

ありのままの自分と相手を認め合
い、男女共同参画について考える機
会の提供を目的に思春期の問題を同
世代の立場から支援し合うピアカウ
ンセラーを中心に事業を実施した。
・中高生の居場所づくり事業　6～
12月
・出張たまりんぱ　10月～2月
・お仕事研究会　9月～3月
・支援者向け講座　1月
・「就活女子講座～ワタシらしい
キャリアプラン～」3月
・共催事業

子どもたちが男女共同参画の理念を
理解したうえで自己形成ができるよ
う、子どもの頃からの男女共同参画
への理解促進に取り組みます。

将来の男女共同参画の担い手である
子どもや青年層に対して、男女共同
参画の啓発を広めることを目的に事
業を実施します。

事業概要

男女共同参画社会の実現のために、
男性に対し、家庭内での家事・育
児・介護などの意識を深めることを
目的に各種啓発を行います。

事業名 家庭責任の分担意識にかかる啓発
子ども向け男女共同参画意識啓発事
業

子ども・若者への男女共同啓発事業

2-3 2-3
基本的方向
-基本施策

2-3

担当部・室 男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

市民文化局 市民文化局担当局・区 市民文化局

事業番号 22 23 24

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

自己評価

ああああ50



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

A A A

計画期間 平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度

新・さっぽろ子ども未来プラン 新・さっぽろ子ども未来プラン関連計画

今後の課題と
目標

妊娠・出産に関する正しい知識や育
児の方法の普及とともに、父親の育
児参加を促進する契機とする。

勤労している初妊婦とその配偶者の
ニーズに合わせた内容を工夫し、知
識や情報が得られ、参加者同士の交
流が図られる機会とする。

主催事業において託児事業と合わ
せ、ジェンダーの視点を持った保育
者の人材育成を念頭においた講座な
ども実施していく。

１　講話
２　参加者同士の交流
３　育児体験・実習

１　講話
２　参加者同士の交流
３　育児に関する情報提供

主催事業において託児業務を実施す
る。子育て支援を行う市民団体に託
児を依頼し、社会全体で子育てに取
り組む啓発とする
・子育て支援事業 主催事業における
託児

3,767 1,300 301

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

平
成
２
７
年
度
実
績

3,348 1,330 301

実施
内容

１　実施回数　38回
２　参加者数　2,670人

１　実施回数　６回
２　参加者数　284人（うち、夫の
参加数 40人）

主催事業において託児業務を実施。
子育て支援を行う市民団体に託児を
依頼し、社会全体で子育てに取り組
む啓発とした。
・子育て支援事業 主催事業における
託児　6～3月

事業概要

核家族化の進行や共働き世帯の増加
に伴い、夫婦で協力して育児ができ
るよう初めてのお産を迎える妊婦と
その夫を対象に、育児に関する講話
と実習を各区保健センターで実施し
ます。

勤労している初妊婦及び配偶者に対
し、妊娠・出産・育児に関する正し
い知識の普及啓発や育児と仕事の両
立を支援するために、妊娠中の健康
管理や育児に関する講話、交流の機
会などを提供します。

乳幼児を持つ親が札幌市の主催する
講座や催事に参加できるようにする
ため、一時的な託児を実施するよう
努めます。

事業名 両親教室 ワーキング・マタニティスクール 公的な催事における託児の実施

基本的方向
-基本施策

3-1 3-1 3-2

担当部・室 保健所 保健所 男女共同参画室

担当局・区 保健福祉局 保健福祉局 市民文化局

事業番号 25 26 27

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

自己評価

51ああああ



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

AA

計画期間 平成27年度～平成31年度 平成2７年度～平成３１年度

新・さっぽろ子ども未来プラン関連計画 新・さっぽろ子ども未来プラン

育成した人材が社会で活躍できるよ
う雇用側とのマッチングに取り組む
よう努める。

参加者数増加に努めるほか、地域な
どとの連携をさらに推進し、子育て
支援の区の拠点施設としての役割・
機能をより強化する。

男女や家族等が育児にかかわるとと
もに、社会全体で子育てを支えてい
けるような取組を進めていく。

今後の課題と
目標

平成27年4月1日から南区保育・子
育て支援センターが開設し、計8区
で実施。
1 保育所事業
南区以外では、1施設あたりの定員
120人（清田60人）、延長・一
時・障がい児保育を実施（北区・豊
平区・西区は休日保育も実施）
南区では、小規模保育Ａ型（定員
19名）を実施。

2 子育て支援センター事業
Ｈ27年度と同様に実施

上記１～４について27年度と同規
模で実施予定
  世代を問わず多くの市民が参加で
きる子育て支援の取組として実施し
ている「子育て未来フェスタさっぽ
ろ」をコンベンションセンターの自
主事業との同時開催で実施する。

1,288,101 27,200

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

子育て中の女性や男性が性別役割分
担意識から解放されるために必要な
気づきを促すことを目的に実施す
る。必要な気づきを促し、子育てだ
けではなく仕事やさまざまな活動を
担える環境を整えることを目的に実
施する。
・保育者人材育成事業

117

1,156,612 25,346

北区、東区、白石区、豊平区、清田区、
南区、西区、手稲区の8区で実施。
1 保育所事業1施設あたりの定員120人
（清田60人）、延長・一時・障がい児
保育を実施（北区・豊平区・西区は休日
保育も実施）
2 子育て支援センター事業
（1）常設の子育てサロン
参加組数　53,990組
（2）子育て相談　3,342件
（3）子育て講座
275回、参加者数　8,976人

1 常設子育てサロンの運営
　年末年始を除く土・日・祝も開催
し、父親・祖父母等も参加する機会
となっている。
　参加親子数51,923人
２ 子育て講座開催数・参加者数
　33回人996人
３ 子育て相談件数　1,069件
４ 次世代育成支援
　児童・学生等に親子とふれあう機
会を提供し、男女が共に育児にかか
わることの大切さを伝える機会とし
た。参加者数1,147人

平
成
２
７
年
度
実
績

112

実施
内容

子育て中の女性や男性が性別役割分
担意識から解放されるための学習機
会を提供した。
・保育者人材育成事業　2月～3月
・フィンランド育児パッケージ展
3月

事業概要

子育て中の女性や男性が性別役割分
担意識から解放されるために必要な
気づきを促すことを目的に実施しま
す。

安心して子どもを生み育てられる環
境づくりのため、従来の保育所機能
に加え、子育てサロンをはじめとす
るさまざまな子育て支援機能を有す
る施設を整備し、子育て家庭に対す
る支援を進めます。

すべての子育て家庭が安心して子育
てができるように、地域社会全体に
よる子育て支援を推進し、家庭と地
域の子育て力向上を図ることを目的
として常設の子育てサロンの運営、
利用者支援事業である情報提供、相
談などを行い、子育て支援の常設拠
点施設として全市レベルで事業を展
開します。

区保育･子育て支援センター事業 子育て支援総合センター事業事業名
誰もが子育てしやすい環境づくり事
業

基本的方向
-基本施策

3-2 3-2 3-2

子育て支援部 子育て支援部担当部・室 男女共同参画室

担当局・区 市民文化局 子ども未来局 子ども未来局

29 30事業番号 28

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

自己評価 A

ああああ52



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

A A

平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度 平成2７年度～平成３１年度計画期間

関連計画 新・さっぽろ子ども未来プラン 新・さっぽろ子ども未来プラン 新・さっぽろ子ども未来プラン

地域と行政が連携して、子育て家庭
を支える環境づくりにつながる事業
を推進していく。

今後の課題と
目標

当該施設の利用者数は高い数値で推
移しており、また、長期化する不況
の影響により、今後も利用増の傾向
が続くと考えられる。

社会全体で子育てを支えていけるよ
うな取組を進めていく。

1 子育て相談
2 情報提供
3 子育てサロン運営支援

49,200

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

平成27年度と同内容で実施。利用
者は256人を見込む。

１ 常設の子育てサロンの運営
２ 子育て講座開催
３ 子育て相談
４ 出張ひろばの実施

112,503 215,510

平
成
２
７
年
度
実
績

96,193 184,593 36,147

実施
内容

経済的に入院助産が困難な妊産婦に
対し助産を実施した。

27年度中途に２施設増となる。
１ 施設数 ５施設
２ 人数 214人

１ 常設の子育てサロンの運営
参加数309,815人
２ 子育て講座
346回　5,300人参加
３ 子育て相談
相談件数　2,003件

1 子育て相談
相談件数 3,353件
2 情報提供
子育て情報室
利用者数 51,471人、利用件数
33,860件
3 子育てサロン運営支援
134件

事業概要

保健上、必要があるにもかかわら
ず、経済的な理由により病院で入院
助産を受けることができない妊産婦
に対し助産を実施します。

全中学校区へ常設の子育てサロンを
設置するため、NPO活動拠点等や児
童会館を活用した地域子育て支援拠
点事業を実施します。

地域で安心して子育てができる環境
づくりのため、就学前の子どもを育
てている家庭を対象に交流の場の提
供、講座の開催、相談、情報提供を
行い、子育てに関する不安感や負担
感の軽減を図るほか、関係機関の
ネットワークづくりを進めます。

事業名 助産施設の提供 子育てサロン事業 地域子育て支援推進事業

3-2 3-2
基本的方向
-基本施策

3-2

担当部・室 子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

事業番号 31 32 33

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

A自己評価

53ああああ



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

平成25年度～平成29年度計画期間 平成25年度～平成29年度 平成27年度～平成31年度

札幌市ひとり親家庭等自立促進計画 新・さっぽろ子ども未来プラン 札幌市ひとり親家庭等自立促進計画関連計画

今後の課題と
目標

母子家庭等の自立を支える事業であ
るため、今後も継続する

離婚等による母子家庭が増加してお
り、当施設の果たす役割は大きく、
入所率も高い数字で推移しているた
め、今後も継続する。

離婚等による母子・父子家庭の増加
に伴い、世帯の経済的自立を果たす
ために有効な事業であるため、今後
も継続する。

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

母子父子家庭及び寡婦が、自立を
促進するために必要な事由や疾
病等により、一時的に生活を支援
する者を必要とする場合に家庭
生活支援員（ヘルパー3級以上取
得者）を派遣する。

平成27度と同内容で実施する。入
所世帯数は延1,320世帯を見込む。

貸付件数・金額の動向を見極めなが
ら実施する。
1 貸付件数 406件
(1)母子 366件
(2)父子 24件
(3)寡婦 16件
2 貸付金額 199,000千円
(1)母子 176,800千円
(2)父子 14,200千円
(3)寡婦 8,000千円

※下記予算額には事務費100千円含

3,265 333,998 199,100

324,959 110,650

実施
内容

1 派遣家庭件数
(1)母子家庭 　  99件
(2)寡婦        　 10件
(3)父子家庭        4件
2 派遣延べ回数
(1)母子家庭    233件
(2)寡婦            10件
(3)父子家庭        7件

配偶者のいない女性またはこれに準
ずる事情にある女性が生活や住宅、
就職等解決困難な問題を抱えている
ため、児童の福祉に欠ける場合、そ
の女性と児童を当該施設において保
護し、自立のための支援を行った。

１ 施設数 6施設
２ 定員 114世帯
３ 入所世帯数 延1,060世帯（年
間）

母子家庭、父子家庭、寡婦の経済的
自立の助成と生活意欲の助長を図
り、福祉を増進するために必要な
12種類の資金の貸付を行ってい
る。
1 貸付件数 221件
(1)母子 209件
(2)父子 ５件
(3)寡婦 ７件
2 貸付金額 11,650千円
(1)母子 105,299千円
(2)父子 1,259千円
(3)寡婦 4,092千円

平
成
２
７
年
度
実
績

2,875

事業概要

母子家庭、父子家庭及び寡婦の世帯
が、疾病などの事由により、一時的
に生活援助が必要な場合又は生活環
境等の激変により、日常生活を営む
のに支障が生じている場合等に、そ
の生活を支援する家庭生活支援員を
派遣します。

配偶者のいない女子又はこれに準ず
る事情がある女子が、生活、住宅、
就職等の解決困難な問題を持ってい
るため、児童の福祉に欠ける場合
に、その女子と児童を保護するとと
もに、自立促進のための生活を支援
し、相談、指導等を行います。

母子家庭、父子家庭、寡婦に経済的
自立の助成と生活意欲の助長を図る
ために事業や修学などの各種資金の
貸付を行います。

事業名 ひとり親家庭等日常生活支援事業 母子生活支援施設の運営 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

基本的方向
-基本施策

3-2 3-2 3-2

担当部・室 子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

子ども未来局 子ども未来局担当局・区 子ども未来局

事業番号 34 35 36

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

A AA自己評価

ああああ54



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 平成25年度～平成29年度 平成23年度～平成32年度

関連計画 札幌市ひとり親家庭等自立促進計画 札幌市住宅マスタープラン2011

ＤＶ相談・女性（婦人）相談を含
め、当該ＤＶ・女性施策所管課と事
業の在り方や連携については引き続
き検討課題として認識している。

真に住宅に困窮する世帯が入居でき
るよう、今後も随時見直しを行う。

・周年記念事業等のイベントを通し
て、姉妹友好都市間の相互理解を促
進し、行政のみならず市民間の草の
根交流のさらなる活発化を図る。

今後の課題と
目標

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

平成27年度と同様に実施する。
相談員数18人

　引き続き、子育て支援住宅及び若年層
世帯申込枠により募集及び抽選優遇措置
を実施する。東雁来団地は現在、２棟を
供用しているが、平成２９年度から新た
に１棟供用開始し、入居者を募集する。

・2015年の札幌・ノボシビルスク
市姉妹都市提携25周年記念事業の
一環として、市長が市長就任後初め
てノボシビスク市を訪問する。当訪
問には、山鼻南小学校校長が同行
し、ノボシビルスク市の学校と姉妹
校提携を結ぶ予定であり、両市間の
ネットワークの構築と、より緊密な
姉妹都市交流を進める。

58,433 ― 2,675

平
成
２
７
年
度
実
績

53,439

実施
内容

母子家庭及び寡婦、ＤＶ被害者等に
対し、各種相談、援助、指導等を行
うことにより、母子寡婦等の福祉の
向上を図るため、各区に母子・婦人
相談員を配置している。

1 相談員数 18人
2 相談件数 年間14,766件

― 17,073

　子育て支援住宅（東雁来団地）及び若
年層世帯申込枠による募集を実施し、入
居率100％であった。
　市営住宅の入居者選考は公開抽選によ
り実施しているが、一定の条件に該当す
る世帯（高齢者、ひとり親、低所得者な
ど）を優遇の対象としており、ひとり親
世帯や多子世帯は、抽選番号を一般世帯
より１個多く付与している。

・札幌・瀋陽友好都市提携35周年記念事業及
び札幌・ノボシビルスク姉妹都市提携25周年
記念事業を実施。瀋陽とは市長団や市民訪問団
による両市の相互訪問を行い、ノボシビルスク
市からは市長訪問団が来札するなど、両市の友
好の絆をさらに深めた。
・「さっぽろ国際人材育成事業」では、市立高
校生に向けた国際理解セミナーや在札留学生と
の交流会を実施し、若者の国際感覚を醸成させ
るとともに、姉妹・友好都市をはじめとする海
外への興味・関心を高めることができた。
・ミュンヘン・クリスマス市in Sapporoを開
催し、体験型イベントを実施したり、食器洗
浄・通訳ボランティアなどを募集し多数の市民
参加（延べ849人）があった。

事業概要

母子家庭及び寡婦に対し、母子・寡
婦福祉資金の貸付や就職、住宅、結
婚等の各種相談に応じるため、母
子・婦人相談を推進します。
（父子相談は札幌市ひとり親家庭支
援センターにて実施）

　安心して子供を産み育てられる居住環境づく
りの一環として、入居対象を子育て世帯に限定
した募集を行っています。
　また、東雁来団地以外の一部市営住宅につい
て、ひとり親世帯、多子世帯、小学校卒業前の
子供がいる世帯等が優先入居できる若年層世帯
の特定申込枠を設定し、子育て世帯に配慮した
募集を行っています。
　なお、全ての市営住宅の入居者募集では、応
募者多数の場合の抽選に際し、ひとり親世帯や
多子世帯の方等の当選確率が高まるように優遇
措置を行っています。

札幌市の姉妹都市であるポートラン
ド市、ミュンヘン市、瀋陽市、ノボ
シビルスク市、大田広域市との交流
促進は、女性の国際交流機会の拡大
につながることから、今後も一層の
充実を図ります。

市営住宅への優先入居の推進 姉妹・友好都市交流事業の推進事業名 母子・婦人相談の推進

基本的方向
-基本施策

3-2 3-2 4-1

市街地整備部 国際部担当部・室 子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 都市局 総務局

38 39事業番号 37

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

B AA自己評価
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

A

平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度計画期間

関連計画
札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2015

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2015

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2015

ボランティアが自主的な活動を拡充
していけるような研修方法について
検討していく。

今後の課題と
目標

札幌に在住する外国籍の市民が、で
きるだけ不自由や不安を感じること
のなく、快適に過ごしてもらうため
の取り組みを、継続的に実施してい
く。

ボランティアの自主的な活動を拡充
できるよう、関係団体との調整や環
境整備に努める。

計画
内容

・「くらしのガイド」の冊子版およ
びweb版の更新。
・市内留学生支援団体を通じ、留学
生に対する無主自転車の譲渡事業を
実施する。
・民間団体が発行する英字情報誌の
内容充実を支援。
・医療通訳に携わる人材の育成。
・災害時の部内の役割を明記したマ
ニュアルの抜本的な見直しや、外国
籍市民らへの防災知識の普及・啓
発。

・札幌国際プラザにおける外国語ボ
ランティアの登録・運営
・ボランティアの自主的な活動の支
援（さっぽろ雪まつりや時計台案内
業務など）

・札幌国際プラザ外国語ボランティ
ア研修会の開催
・他機関と連携したボランティア交
流講座の実施

2,900 － －

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

・転入する外国籍市民に対し、生活する
上で必要な情報をまとめた冊子「くらし
のガイド」を区役所等で配布。
・web版「くらしのガイド」を制度改正
などを反映したものに更新。
・市内留学生支援団体を通じ、留学生に
対する無主自転車の譲渡事業を実施す
る。
・札幌市公式外国語ホームページで避難
情報(英語）の発信準備。
・外国籍市民や日本人支援者の防災訓練
や防災講座への参加を促進による防災知
識の普及・啓発を実施。

・札幌国際プラザにおける外国語ボ
ランティアの登録・運営
・ボランティアの自主的な活動の支
援（さっぽろ雪まつりや時計台案内
業務など）

・札幌国際プラザ外国語ボランティ
ア研修会の開催
・他機関と連携したボランティア交
流講座の実施

平
成
２
７
年
度
実
績

99 ― ―

実施
内容

外国語ボランティアの登録を進め、
多文化共生を進める際に障害となる
言葉の壁を解消し、多様な交流活動
やコンベンション、スポーツ大会な
どの支援を行います。

国際交流や観光、多文化共生等の、
外国語ボランティア活動に役立つ技
術や知識を身につけるためにボラン
ティア研修会などを開催します。

事業概要

札幌に在住する外国籍の市民に札幌
での生活を不安なく快適に過ごして
もらうための取り組みを進めます。

事業名 多文化共生推進事業
多文化共生の推進（外国語ボラン
ティア活動の推進）

多文化共生の推進（外国語ボランティアに対す
る学習機会の提供）

4-1 4-1
基本的方向
-基本施策

4-1

担当部・室 国際部 国際部（国際プラザ） 国際部（国際プラザ）

総務局 総務局担当局・区 総務局

事業番号 40 41 42

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

自己評価 A A
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度計画期間 平成27年度～平成31年度

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2015

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2015

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2015

関連計画

幅広い情報をよりわかりやすく提供
できるよう、サロンの資料整備や
ホームページの充実を図る。また、
国際交流関係機関や団体との連携を
強化し、情報発信・共有に努める。今後の課題と

目標

札幌国際プラザ・サロンカウンター
を拠点として、外国籍市民を対象と
した情報提供、相談体制を充実させ
る。

－

・札幌国際プラザ・サロンカウンターに
おける情報提供、相談体制の充実
・札幌国際プラザでの外国籍市民向け相
談事業の実施（行政書士及び弁護士無料
相談会及びセミナー）
・子育て中の外国籍市民向けの母子保
健・子育てサービスセミナーや親子の交
流の場を定期的に開催
・医療通訳セミナーの開催
・ホームページ、ブログ及びメールマガ
ジンによる情報提供の実施

①異文化理解事業
（レッツトーク、各国を知るセミナー、
総合的な学習支援や地域での講座への講
師派遣、SAPPOROこども領事、姉妹都
市紹介パネルの貸出）
②人材育成事業
（学生サポーター事業、大学生・留学生
のインターンシップ受入）
③社会参加支援事業
（地域住民と外国籍市民、留学生との交
流事業

－ －

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

・札幌国際プラザ・サロンカウン
ターでの情報提供
・関係機関との連携による国際協力
NGOに関する情報提供

A

平
成
２
７
年
度
実
績

― －－

・札幌国際プラザ・サロンカウン
ターでの情報提供
・関係機関との連携による国際協力
NGOに関する情報提供

実施
内容

・札幌国際プラザ・サロンカウンターに
おける情報提供、相談体制の充実
・札幌国際プラザでの外国籍市民向け相
談事業の実施（行政書士及び弁護士無料
相談会及びセミナー）
・子育て中の外国籍市民向けの母子保
健・子育てサービスセミナーや親子の交
流の場を定期的に開催
・医療通訳セミナーの開催
・ホームページ、ブログ及びメールマガ
ジンによる情報提供の実施

①異文化理解事業
（レッツトーク、各国を知るセミナー、
総合的な学習支援や地域での講座への講
師派遣、SAPPOROこども領事、姉妹都
市紹介パネルの貸出）
②人材育成事業
（さっぽろ国際人材育成事業（国際理解
セミナー、留学生との交流会事業、学生
サポーター事業、大学生・留学生のイン
ターンシップ受入）
③社会参加支援事業
（地域住民と外国籍市民、留学生との交
流事業）

地域における国際交流活動の最新情
報を提供するなど、市民の国際交流
を支援するため、各種相談に応じま
す。

事業概要

外国籍市民が社会生活を送るうえで
生じる問題や観光を目的に来札され
た外国人が気軽に情報収集や問い合
わせができるような相談体制を充実
します。

国際プラザなどで外国籍市民や市民
を対象としたセミナーなどを開催
し、国際理解につながるさまざまな
事業を展開します。

多文化共生の推進（国際交流活動に
関する相談窓口の充実）

事業名
多文化共生の推進（外国籍市民の生
活相談窓口の充実）

多文化共生の推進（国際理解のため
の学習機会の提供）

4-1
基本的方向
-基本施策

4-1 4-1

国際部（国際プラザ）担当部・室 国際部（国際プラザ） 国際部（国際プラザ）

総務局担当局・区 総務局 総務局

事業番号 43 44 45

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

A自己評価 A
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

A

計画期間 平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2015

関連計画
札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2015

国際協力に寄与するものとして、今
後も貸付を継続する。

事業の実施にあたってはより地域に
根差したものとなるよう、各地域や
関係団体との連携した形で実施す
る。

時代のニーズに即したホームステイ
プログラムの運営について検討を進
めるとともに、各家庭や大学等依頼
元へ理解を求めていく。また、近年
は大型プログラムが減少傾向にある
ため、バラエティー豊かなプログラ
ムをホームステイ家庭に提供できる
よう、市内関連機関と連携し新規開
拓を行う。

今後の課題と
目標

・札幌国際プラザでのレッツトーク
プログラム
・日本文化体験事業の実施
・地域住民と外国籍市民との交流事
業の実施
・留学生との交流イベントの実施

札幌国際プラザにおけるホームステ
イボランティアへの登録・運営

－ －

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

独立行政法人国際協力機構札幌国際
センター（JICA札幌）への市有地
貸付

10,966
(JICA北海道への市有地貸付分)

自己評価

平
成
２
７
年
度
実
績

11,376
(JICA札幌への市有地貸付分)

実施
内容

独立行政法人国際協力機構札幌国際
センター（JICA札幌）への市有地
貸付

－ －

・札幌国際プラザでのレッツトーク
プログラム
・ミュンヘン・クリスマス市におけ
る交流イベントの実施
・日本文化体験事業の実施
・地域住民と外国籍市民との交流事
業の実施
・留学生との交流イベントの実施

札幌国際プラザにおけるホームステ
イボランティアへの登録・運営

事業概要

発展途上国の「ひとづくり」に資す
るため、国際協力事業団と協力して
海外からの技術研修員の受け入れや
専門技術者の派遣などの海外技術協
力を推進します。

市民が外国人と身近に交流できるよ
う、札幌国際プラザや札幌国際交流
館などにおいてさまざまな催しを行
います。

日本の暮らしを体験したいと望む外
国人を一般の家庭に受け入れて、日
本の家庭生活や文化を体験する機会
を提供します。

多文化共生の推進（外国籍市民との
交流機会の拡充）

多文化共生の推進（ホームステイ活
動の推進）

事業名 海外技術協力の推進

基本的方向
-基本施策

4-2 4-2 4-2

国際部（国際プラザ） 国際部（国際プラザ）担当部・室 国際部

担当局・区 総務局 総務局 総務局

47 48事業番号 46

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

A A

ああああ58



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

A

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

国際的な情報の提供を十分に行える
ようネットワーク拡大を目指す。

家庭、職場、学校、地域などあらゆ
る場で市民レベルの取り組みを進
め、実践的な活動への発展を促す。

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

男女共同参画の推進にあたり、国際
的な情報を持ち、多様な事業展開を
図るための情報交換や国際交流活動
の支援を実施する。
・共催事業

男女共同参画の観点から避難場所運
営の具体例をまとめた「女性の視点
を取り入れた避難場所運営につい
て」の活用促進について各局区に通
知し、事業実施の参考としてもら
う。

23 ―

Ａ

本市中央区、北区、東区、白石区、
厚別区、豊平区、南区、手稲区にお
いて、女性の視点を取り入れた避難
場所運営研修を実施した。

平
成
２
７
年
度
実
績

― 17

実施
内容

農業における男女共同参画や、セク
シュアリティに関する国際的な情報
を伝える講座を実施した。
・共催事業

女性の視点を取り入れた避難所運営
事業の実施のため、災害対策や、防
災訓練などの場での男女共同参画を
推進する事業を実施します。

事業概要

男女共同参画の推進にあたり、国際
的な情報を持ち多様な事業展開を図
るため情報交換や国際交流活動の支
援を実施します。

事業名 国際交流支援事業
女性の視点を取り入れた災害対策事
業

5-1
基本的方向
-基本施策

4-2

担当部・室 男女共同参画室 男女共同参画室

市民文化局担当局・区 市民文化局

事業番号 49 50

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

自己評価
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

B

計画期間 H27～31 平成27年度～31年度

アクションプラン2015、札幌市強
靭化計画、さっぽろ未来創生プラン

新・さっぽろ子ども未来プラン関連計画

今後の課題と
目標

当該事業は、中長期的に取組んでい
くことが重要であり、実施状況や利
用者などの意見を踏まえながら、継
続していくこととする。

市内企業のワーク・ライフ・バラン
スへの取組状況を正しく把握し、一
層の取組推進と取組企業の拡大を図
る。また、若者への情報発信を強化
することで、若者自らが主体的にＷ
ＬＢを実践する意識を醸成し、希望
するライフプランの実現を支援す
る。

男性のエンパワーメント事業や勤労
初妊婦とその配偶者対象の事業など
で啓発を継続していく。

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

１）建設局所管工事の現場におい
て、女性用トイレ・更衣室を設置す
ると、設置費用について５０万円を
上限に助成
２）建設局所管工事の受注業者また
は同工事の下請け業者などが、女性
の作業服などの装備品を購入する際
の費用として、1人３万円（１企業
１５万円）を上限に助成

１）、２）併せて30件の申請を予
定する

○企業の認証
○普及啓発
○育児休業取得等助成金
○推進アドバイザー派遣
○研修会の実施
○企業訪問
○若者への情報発信

勤労初妊婦とその配偶者を対象に家
庭内での男女共同参画の啓発の機会
を設定する。
・制度の活用を男女共同参画（共催
事業「ワーキング・マタニティ・ス
クール」での講話）

17,550 36,200 ―

A

○企業の認証
認証企業511社（累計）
○普及啓発
・パンフレットの配布
○育児休業取得等助成金：18社
○推進アドバイザー派遣：3社

勤労初妊婦とその配偶者を対象に家
庭内での男女共同参画の啓発の機会
を設定した。
・制度の活用を男女共同参画（共催
事業「ワーキング・マタニティ・ス
クール」での講話） 5～3月

平
成
２
７
年
度
実
績

5,907 6,553 ―

実施
内容

１）建設局所管工事の現場におい
て、女性用トイレ・更衣室を設置す
ると、設置費用について５０万円を
上限に助成（実績14件）
２）建設局所管工事の受注業者また
は同工事の下請け業者などが、女性
の作業服などの装備品を購入する際
の費用として、1人３万円（１企業
１５万円）を上限に助成（実績４
件）

事業概要

近年、建設業は人材難に直面してお
り、これへの対策の一環として、女
性の登用が期待されるところであ
る。しかしながら、女性からは従来
の男性を中心とした労働環境が障害
となっており、中でもトイレ・更衣
室や作業服などの装備品に対して改
善を望む声が多い。この状況に鑑み
工事現場における女性の労働環境の
向上に資する助成を行うものであ
る。

働きながら子育てしやすい環境づくりの
ため、ワーク・ライフ・バランスの普及
啓発を進めるとともに、積極的に取り組
む企業を独自の基準で認証し、推進にか
かる多様な支援を実施します。
【主な支援内容】
・育児休業取得時等の助成金
・推進アドバイザーの派遣
・札幌市との契約上の優遇
・研修会の実施

男女双方の労働者が仕事と家庭の両
立を進められるよう男女雇用機会均
等法や育児介護休業法の一層の周知
徹底を図るなど、女性が継続して働
き続けられるような啓発を行いま
す。

事業名 建設業人材確保・育成支援事業
仕事と暮らしのライフプラン支援事
業

女性の継続就業に関する啓発

基本的方向
-基本施策

1-1 1-2 1-3

担当部・室 土木部 子ども育成部 男女共同参画室

担当局・区 建設局 子ども未来局 市民文化局

事業番号 51 52 53

【基本目標Ⅱ　女性の社会参加の推進】

自己評価 B
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 平成２７年度～平成３１年度 平成２７年度～平成３１年度 平成27年度～平成31年度

新・さっぽろ子ども未来プラン関連計画 新・さっぽろ子ども未来プラン 新・さっぽろ子ども未来プラン

平成31年度までに、小学校区単位
でみた児童クラブの過密化を解消す
る。

平成31年度までに、小学校区単位
でみた児童クラブの過密化を解消す
る。

一時保育への需要は増加しており、
今後も保護者のニーズに応えるべく
一時保育実施施設の拡大を図ってい
く。

今後の課題と
目標

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

１　ミニ児童会館の整備（１館）
　茨戸小ミニ児童会館
　※平成29年４月開館予定
2　ミニ児童会館の面積拡大（１
館）
　元町北小ミニ児童会館

「児童クラブの運営」と「民間児童
育成会」への助成金交付の２形態で
の事業を引き続き推進する。

実施施設を拡大して実施。
（1）一般型（非在園児対象）
　　・保育所　171施設
　　・認定こども園　29施設
　　・幼稚園　8施設
（2）幼稚園型（在園児対象）
　　・幼稚園　49施設
　　・認定こども園　36施設

27,400 2,628,009 544,862

309,566

平成26年度に整備したミニ児童会
館８館において児童クラブを開設し
た。
また、民間児童育成会を、新たに２
か所認定した。

留守家庭対策事業実施か所数、登録
児童数（H28.3.1時点）

以下の施設で実施
（1）一般型（非在園児対象）
　　・保育所　163施設
　　・認定こども園　18施設
　　・幼稚園　10施設
（2）幼稚園型（在園児対象）
　　・幼稚園　51施設
　　・認定こども園　22施設

平
成
２
７
年
度
実
績

34,631

実施
内容

1　ミニ児童会館の整備（３館）
(1)和光小ミニ児童会館
(2)北野平小ミニ児童会館
(3)手稲宮丘小ミニ児童会館
※平成28年４月開館
２　放課後子ども館の整備（１館）
　札苗緑小放課後子ども館
　※平成27年11月開館

2,191,215

事業概要

共働き家庭の増加などによる、児童
の放課後などの居場所確保のため、
小学校区内に児童会館がない地域の
小学校の余裕教室等を活用してミニ
児童会館を整備します。
また、ミニ児童会館の整備が当面困
難な小学校において、放課後子ども
館を整備します。

就労などにより放課後帰宅しても保
護者が不在である小学校児童の安全
を確保し、健全に育成するために、
「児童クラブ」(児童会館等で開設)
と「民間児童育成会」で事業を推進
します。

保護者の短時就労や傷病、リフレッ
シュなど一時的に保育が必要なとき
に保育所や幼稚園等において保育を
実施します。
平成27年度から子ども・子育て支
援新制度において法定事業に位置付
けられました。

留守家庭児童対策事業の促進 一時預かり事業事業名 ミニ児童会館等の整備事業

基本的方向
-基本施策

1-3 1-3 1-3

子ども育成部 子育て支援部担当部・室 子ども育成部

担当局・区 子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

55 56事業番号 54

【基本目標Ⅱ　女性の社会参加の推進】

自己評価 A AA
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度 平成27年度計画期間

関連計画 新・さっぽろ子ども未来プラン 新・さっぽろ子ども未来プラン 新・さっぽろ子ども未来プラン

―
今後の課題と

目標

多様化する保護者の保育ニーズに対
応し、保育所等待機児童数の減少に
つなげていく。

保育需要の多様化や利用者負担がな
くなることにより利用の増大も想定
されており、今後も保護者の就労支
援のため、ニーズの見込み・動向を
見極めて実施保育所の増加を図る。

計画
内容

前年同様保育ママ14人で実施。 前年の5施設に加え、実施施設の1
施設増を目指します。

対象施設のうち１施設を除き、平成
28年度から認可施設に移行したこ
とに伴い、平成27年度で事業終了
しています。

160,706 ― ―

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

自己評価

平
成
２
７
年
度
実
績

162,899 ― 65,450

実施
内容

保育ママ14人で実施
・定員　5人（ママ1人当）
・定員総数　70人
・保育日・保育時間
　月～金曜の9時から17時まで（一
部は7時から18時まで、土曜保育あ
り、国民の祝日・年末年始を除く）

勤労形態の多様化により、日曜日・祝祭日等の
需要が高まる状況に対応し、乳幼児の福祉の向
上を図る観点から休日保育を公立保育所３か
所、私立保育所2か所で実施。
(1)北区保育・子育て支援センター、豊平区保
育・子育て支援センター、西区保育・子育て支
援センター及び元町にこにこ保育園、青葉興正
保育園において実施
(2)受入人員 概ね各施設20人
(3)開所日数 66日
(4)利用人員 延べ　3,705人
（1日平均56人）

下記にて事業を実施。
（1）施設数
　　Ａ型：４施設
　　Ｂ型：２施設
（2）定員数
　　Ａ型：１９８人
　　Ｂ型：９５人

就労形態の多様化に伴い、休日にお
ける保育に欠ける乳幼児を対象に休
日保育を実施します。
平成27年度から施行された子ど
も・子育て支援新制度において、施
設運営費に組み込まれることとなり
ました。

一定の基準を満たす認可外保育施設を認定し、
その運営にかかる費用の一部を補助することに
より、保育の質の向上と保護者の利用負担軽減
を図ります。
対象施設が平成27年４月に認可保育所等に移
行するまでの支援策として実施したものであ
り、平成26年度いっぱいで事業終了予定でし
たが、一部施設の移行が平成28年４月まで準
備期間を要することとなったため、平成27年
度まで実施期間を延長しました。

事業概要

保育ママの居宅において、補助者と
ともに常時2人以上で、保育の必要
性の認定を受けた3歳未満の乳幼児
を、定員５人で保育。
平成27年度から子ども・子育て支
援新制度における認可事業に位置付
けられました。

事業名 家庭的保育事業（保育ママ） 休日保育事業 さっぽろ保育ルーム運営支援事業

1-3 1-3
基本的方向
-基本施策

1-3

担当部・室 子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

子ども未来局 子ども未来局担当局・区 子ども未来局

事業番号 57 58 59

【基本目標Ⅱ　女性の社会参加の推進】

A AA
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

平成27年度～平成31年度計画期間 平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度

新・さっぽろ子ども未来プラン 新・さっぽろ子ども未来プラン 新・さっぽろ子ども未来プラン関連計画

今後の課題と
目標

時間外保育に対するニーズは依然と
して増加しており、今後も保護者の
ニーズに応えるべく時間外保育実施
施設の拡大を図っていく。

多様化する保護者の保育ニーズに対
応し、保育所等待機児童数の減少に
つなげていく。

多様化する保護者の保育ニーズに対
応し、保育所等待機児童数の減少に
つなげていく。

対象施設を拡大して実施。
(1)公立保育所・認定こども園（21施設）
すべて1時間延長
(2)公設民営（夜間保育園）（3施設）
午前8～10時
(3)私立保育所・認定こども園（263施設）
・1時間延長施設241施設
・2時間延長22施設
(4)私立地域型保育事業（59事業所）
・1時間延長50事業所
・2時間延長9事業所

6事業所で実施。
・定員計112人（うち地域枠45
人）

58事業所で実施。
・定員総数　976人

355,337 160,495 2,068,129

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

自己評価

5事業所で実施。
・定員計93人（うち地域枠39人）

39事業所で実施。
・定員　10～19人
・定員総数　617人
・保育日・保育時間
　月～土曜の７時から１８時まで
（ただし国民の祝日・年末年始を除
く、一部土曜保育なし）

平
成
２
７
年
度
実
績

355,095 135,765 1,090,890

実施
内容

主に通常の開所時間（7時～18時）を超えて1
時間又は2時間の延長保育を実施。
(1)公立保育所・認定こども園（21施設）
すべて1時間延長
(2)公設民営（夜間保育園）（3施設）
午前8～10時
(3)私立保育所・認定こども園（241施設）
・1時間延長施設225施設
・2時間延長16施設
(4)私立地域型保育事業（40事業所）
・1時間延長35事業所
・2時間延長5事業所

事業概要

保護者の就労形態の多様化等に伴う
保育時間の延長に対応するため、保
育所の自立的な延長保育への取組を
促進します。

主として従業員の子どもを対象とす
る施設に、地域の保育を必要とする
子どもの枠を設け保育を提供しま
す。
平成27年度から子ども・子育て支
援新制度における認可事業に位置付
けられました。

交通利便性の高い地域の賃貸物件等
で、保育の必要性の認定を受けた３
歳未満の乳幼児を、定員６～１９人
で保育。
平成27年度から子ども・子育て支
援新制度における認可事業に位置付
けられました。

事業名 時間外保育事業 事業所内保育事業 小規模保育事業

基本的方向
-基本施策

1-3 1-3 1-3

担当部・室 子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

事業番号 60 61 62

【基本目標Ⅱ　女性の社会参加の推進】

B AB

63ああああ



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度

新・さっぽろ子ども未来プラン関連計画 新・さっぽろ子ども未来プラン 新・さっぽろ子ども未来プラン

「子ども・子育て支援事業計画」に
基づき、市民のニーズに応えること
ができるように保育サービスの供給
量を増やしていく。

―

「子ども・子育て支援事業計画」に
基づき、市民のニーズに応えること
ができるように保育サービスの供給
量を増やしていく。

今後の課題と
目標

―

１ 幼保連携型認定こども園の整備
    ５件整備し、288人の定員増
2  幼稚園型認定こども園の整備
    2件整備し、45人の定員増

― 1,847,929

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

１ 私立認可保育所の新設
　 ３件整備し、240人の定員増
２ 私立保育所の増改築
    既存保育所を１件増改築し、30
    人の定員増
3  私立保育所の改築
　 既存保育所を１件改築
※認定こども園については、認定こ
ども園の整備に移行。

740,443

― ―

H27実施なし

平成27年度から子ども・子育て支
援新制度において「一時預かり事
業」が法定事業に位置付けられたこ
とに伴い、本事業は平成26年度で
終了となり、平成27年度以降は一
時預かり事業に移行。

Ｈ28　新規（私立保育所の整備より移
行）平

成
２
７
年
度
実
績

927,330

実施
内容

１ 私立認可保育所の新設
    ４件、220人の定員増
２ 既存私立認可保育所の増改築
　 1件、30人の定員増
３ 幼保連携型認定こども園の整備
    ３件、220人の定員増
※このほか、法人自主整備での認可保育所新設
３件130人、幼保連携型認定こども園の整備１
件65人の定員増。認可外保育施設からの移行
による認可保育所５件210人の定員増。既存幼
稚園から幼稚園型認定こども園4件120人の定
員増。認可保育所から幼保連携型認定こども園
への移行に伴う10人の定員増。

事業概要

増加する保育需要に対応するため、
保育所の新設、既存の老朽化した保
育所を増改築して、定員増を図りま
す。また、老朽化している既存保育
所について、改築を実施すること
で、入所児童の安全確保、保育環境
の改善及び保育定員の維持を図りま
す。

待機児童解消につなげるため、認可
保育所と同程度の時間や期間の預か
り保育を実施する私立幼稚園が保育
に欠ける児童を預かる場合に、運営
費を支援します。

増加する保育ニーズに対応するた
め、幼稚園から幼保連携型認定こど
も園及び幼稚園型認定こどもへの移
行を促進し、保育定員の拡大を図り
ます。

私立幼稚園預かり保育運営支援事業 認定こども園の整備事業名 私立保育所の整備

基本的方向
-基本施策

1-3 1-3 1-3

子育て支援部 子育て支援部担当部・室 子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

64 65事業番号 63

【基本目標Ⅱ　女性の社会参加の推進】

自己評価 ―A ―

ああああ64



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度 平成25年度～平成29年度計画期間

関連計画 新・さっぽろ子ども未来プラン 新・さっぽろ子ども未来プラン 札幌市ひとり親家庭等自立促進計画

　引き続き、就業に必要な能力の開
発や、就職に有利な資格の取得の支
援を行う。

今後の課題と
目標

夜間保育事業の果たす役割は大き
く、今後も保護者のニーズにこたえ
るべく、夜間保育事業を継続してい
く。

―

　ひとり親家庭の経済的自立を促進
するため、対象講座を受講した場合
に費用の一部を支給する自立支援教
育訓練給付金事業と、２年制以上の
養成機関で対象資格の取得を目指す
場合に給付金を支給する高等職業訓
練促進給付金事業を実施する。

198,178

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

前年同様3施設にて実施。

―

― ―

A

H27実施なし

平成27年度から子ども・子育て支
援新制度において「一時預かり事
業」が法定事業に位置付けられたこ
とに伴い、本事業は平成26年度で
終了となり、平成27年度以降は一
時預かり事業に移行。

平
成
２
７
年
度
実
績

― ― 126,093

実施
内容

夜間保育事業を３園で実施

開所時間
10：00～24：00…２園
10：00～22：00…１園

なお、平成27年度から施行された
子ども・子育て支援新制度におい
て、施設運営費に組み込まれること
となった。

①自立支援教育訓練給付金事業
(1)支給人数　8人
(2)就業人数　ー（調査中）
②高等職業訓練促進給付金事業
(1)支給人数　118人
(2)資格取得者数　59人
(3)うち就業人数   51人
※ 、 は最終学年に属する者のみ

一定の基準を満たす幼稚園の空き教
室を活用した保育事業を認定し、そ
の運営にかかる費用の一部を補助す
ることにより、保育の質の向上と保
護者の利用負担軽減を図ります。

①自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の親の職業能力の開発のた
め、市が指定した講座を受講し教育訓練
を終了した場合に、給付金を支給しま
す。
②高等職業訓練促進給付金事業
ひとり親家庭の経済的自立に効果が高い
対象資格を２年制以上の養成機関で受講
する場合に、生活の負担軽減を図るため
に給付金を支給します。

事業概要

保護者の就労時間の多様化により、
夜間の保育を必要とする児童のため
夜間保育を実施します。

事業名 夜間保育事業 幼稚園保育室運営支援事業 母子家庭等自立支援給付金事業

1-3 2-1
基本的方向
-基本施策

1-3

担当部・室 子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

子ども未来局 子ども未来局担当局・区 子ども未来局

事業番号 66 67 68

【基本目標Ⅱ　女性の社会参加の推進】

自己評価 ―B

65ああああ



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

平成27年度～平成31年度計画期間 平成25年度～平成29年度

札幌市ひとり親家庭等自立促進計画 新・さっぽろ子ども未来プラン関連計画

今後の課題と
目標

関係機関とは一層の連携を図り、対
象者のニーズ、状況に合わせた柔軟
性を持った支援を徹底する。

女性を取り巻く雇用情勢や求職者の
ニーズ等を踏まえた上で、きめ細や
かで効果的な就職支援の在り方を適
宜検討していく。

※「求職者の再就職支援業務」とし
て委託しているため、予算額は女性
部分に限らず、事業全体の額。ま
た、事業統合のため、平成2８年度
予算額は前年度から増額している。

―

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

母子家庭、父子家庭及び寡婦等を対
象として就労に関する各種相談、知
識や技能を習得する各種講習会、求
人情報の提供、セミナー開催、就業
支援バンク（希望する雇用条件等を
登録）就職斡旋等の就業支援を実施
します。

引き続き、女性を含む再就職を目指
す求職者を対象に、就職支援セミ
ナー、個別カウンセリング、職業相
談・紹介、職場定着までを含めた総
合的支援を実施する。
・実施予定期間
平成2８年4月～2９年3月
・場所　札幌市就業サポートセン
ター

―

34,848 68,460 ―

H27実施なし

平成27年度から子ども・子育て支
援新制度において「一時預かり事
業」が法定事業に位置付けられたこ
とに伴い、本事業は平成26年度で
終了となり、平成27年度以降は一
時預かり事業に移行。

―

平
成
２
７
年
度
実
績

34,848 30,716

実施
内容

1 就業支援講習会
(1)ワードエクセル　5回、77人
(2)パワーポイント　3回、26人
(3)調剤薬局事務 　  1回、20人
(4)医療事務 1回、20人
(5)介護事務 1回、15人
(6)介護職員初任者研修 1回、20人
(7)メンタルヘルスⅡ種 1回、23人
(8)メンタルヘルスⅢ種 1回、23人
(9)簿記1回、19人
(10)フードマイスター 1回、20人
(11)ペン字（美文字） 1回、11人
2 相談件数等
相談件数7,725件　就業実績218件

再就職を目指す女性を対象に、再就職支
援セミナー、個別カウンセリング、職業
相談・紹介、職場定着支援までを含めた
総合的支援を実施した。
・実施期間
平成2７年4月～2８年3月
・セミナー受講人数　116人
・場所　札幌市就業サポートセンター
※受講人数は女性対象のセミナーのみ。
※「求職者の再就職支援事業」として委
託しているため、決算額は女性部分に限
らず、事業全体の額。

事業概要

母子家庭、父子家庭及び寡婦等を対
象として就労に関する各種相談、知
識や技能を習得する各種講習会、求
人情報の提供、セミナー開催、就業
支援バンク（希望する雇用条件等を
登録）就職斡旋等の就業支援を実施
します。

再就職を目指す女性を対象に、再就
職支援セミナー、個別カウンセリン
グ、職業紹介、職場定着支援を一体
として行います。

パート就労等の女性の就労形態の多
様化に伴う一時的な保育、保護者の
疾病・冠婚葬祭等による緊急時の保
育、保護者の育児に伴う心理的・身
体的負担による私的理由による保育
などに対応するため、保育所の機能
を活用して実施します。

事業名 母子家庭等自立促進対策事業 再就職支援事業の実施 一時保育促進事業

基本的方向
-基本施策

2-1 2-1 2-2

担当部・室 子育て支援部 雇用推進部 子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 経済観光局 子ども未来局

事業番号 69 70 71

【基本目標Ⅱ　女性の社会参加の推進】

自己評価 A A ―

ああああ66



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度

新・さっぽろ子ども未来プラン関連計画 新・さっぽろ子ども未来プラン 新・さっぽろ子ども未来プラン

活動数・会員数の増加に努めてい
く。

活動数・会員数の増加に努めてい
く。

病後児保育に対応するため、今後も
施設数の拡大を検討しながら、病後
児デイサービス事業を継続してい
く。

今後の課題と
目標

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

男女の職業生活と家庭生活の両立と
専業主婦家庭を含めた、全ての子育
て家庭の支援を目的として実施す
る。
病児・病後児預かりにおける利用料
補助制度をH25.3から実施。

男女の職業生活と家庭生活の両立と
専業主婦家庭を含めた、全ての子育
て家庭の支援を目的として実施す
る。

平成29年度の１施設増を目指し、
病院等に参入を働き掛けていく。

14,334 12,606 57,800

A Ａ

14,332

実施
内容

男女の職業生活と家庭生活の両立と
専業主婦家庭を含めた、全ての子育
て家庭の支援を目的に実施した。

活動数　1,419回
会員数　4,568人

平
成
２
７
年
度
実
績

12,614 35,482

男女の職業生活と家庭生活の両立と
専業主婦家庭を含めた、全ての子育
て家庭の支援を目的に実施した。

活動数 13,728件
会員数　4,385人

市内５施設で実施
(1)対象
市内在住の生後5か月から小学校６
年生までの児童。
(2)開所時間等
月～土曜日の8時～18時まで。（た
だし、国民の祝日、8月15日、年末
年始は除く）
(3)延利用児童数
　2,216人

事業概要

急な発病や緊急を要する子どもの預
かり等を希望する人（依頼会員）と
援助をしたい人（提供会員）が会員
組織をつくり、会員相互による子育
て援助活動の橋渡しを行います。

子育てについて、援助を受けたい人
（依頼会員）と援助をしたい人（提
供会員）が会員組織をつくり、保育
所の送り迎えなどのサービスを行う
など地域で子育て家庭を支えます。

子育てと就労の両立を支援するた
め、病気回復期にあって集団保育が
困難な児童を、勤務の都合等によ
り、家庭で保育できない保護者に代
わり、病院等に付設した施設で一時
的に預かる事業を推進します。

子育て援助活動支援事業（さっぽろ
子育てサポートセンター事業）

病後児デイサービス事業事業名
子育て援助活動支援事業（札幌市こども
緊急サポートネットワーク事業）

基本的方向
-基本施策

2-2 2-2 2-2

子育て支援部 子育て支援部担当部・室 子育て支援部

担当局・区 子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

73 74事業番号 72

【基本目標Ⅱ　女性の社会参加の推進】

A自己評価

67ああああ



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

A

H26.4～H29.3計画期間

関連計画 札幌市創業支援事業計画

雇用情勢は改善しているが、利用者
からの労働条件・職場環境をはじめ
とする相談内容等を踏まえ、効果的
な支援の在り方を検討していく。

今後の課題と
目標

女性利用者が多いコワーキングス
ペースを運営する事業者やその他の
創業支援事業者と連携し、創業希望
者に対して一気通貫の創業支援を行
う。

国（北海道労働局）と一体的に実施
する関連事業（子育てをしている女
性が抱いている、就職することの不
安を緩和するためのセミナー）との
連携を相互に深め、より効果的な事
業となるよう、情報共有や参加者へ
の周知を強化していく。

計画
内容

引き続き、関連機関と連携し、「コ
ワーキング」の取組について情報提
供などの支援を行う。

キャリアコンサルティングを通じて
現在就職を阻害している要因を特定
するとともに、希望条件の設定及び
キャリアプランニングを行うことに
より具体的な就職への意識付けを行
う。
併せて、参加者の希望に沿った体験
先の個別開拓や、きめ細かなキャリ
アコンサルティングによりその後の
就職までのサポートを行う。

引き続き、就業ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ・あいﾜｰｸ
において、ﾊﾛｰﾜｰｸ等との連携を図り
ながら、職業相談員による相談を実
施するほか、専門の相談員による
「労働問題・社会保険等に関する相
談」についても実施する。
なお、「仕事の悩み相談」について
は、就業サポートセンターでの相談
業務として実施する。

－ 21,000 58,156

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

自己評価 A ―

平
成
２
７
年
度
実
績

－ ― 50,276

実施
内容

北海道経済産業局等の関連機関とと
もに、コワーキングスペースなどで
活動する起業家やベンチャー企業の
取引促進を図ることを目的とした
マッチングイベント「北海道ベン
チャースタートアップＥＸＰＯ
2015」を開催。
また、一部のコワーキングスペース
において、関連機関と連携した出張
相談窓口を開設。

H28新規 就業ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ・あいﾜｰｸにおいて、
ﾊﾛｰﾜｰｸ等と連携を図りながら、職業
相談員による相談を実施した。
また専門の相談員による「仕事の悩
み相談」、「労働問題・社会保険等
に関する相談」を実施し、仕事等に
関する幅広い相談を受け付けた。
職業相談件数　53,166件
仕事の悩み相談室相談件数　823件
労働問題・社会保険等に関する相談
件数　208件

有業率が低調である、未就学児を育
てる女性の就職を支援するため、
キャリアカウンセラーによるきめ細
かな相談支援により働くことに対す
る不安や阻害要因を解消するととも
に、女性の雇用に理解がある企業を
開拓して職場体験を実施することに
よりブランクなどによる不安を解消
し、その後の再就職の実現を支援し
ます。

労働・職場環境が厳しくなる中、職
場でストレスを感じる労働者が増え
ている状況において、面談または電
話による相談に応じるとともに、専
門の相談機関を紹介するなど、問題
解決に向けて助言を行います。事業概要

各個人が独立して働きつつも、働く場所
を共有することで、アイディアや情報を
互いに交換し、協働して新たなビジネス
を生み出していく新しい仕事の仕方「コ
ワーキング」の取組について、札幌市が
関係機関と連携し、情報提供や訪問相談
などの支援を行います。

事業名 コワーキングの取組支援 子育てママ再就職支援事業 仕事に関する相談の実施

2-2 2-2
基本的方向
-基本施策

2-2

担当部・室 産業振興部 雇用推進部 雇用推進部

経済観光局 経済観光局担当局・区 経済観光局

事業番号 75 76 77

【基本目標Ⅱ　女性の社会参加の推進】

ああああ68



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

A Ａ

計画期間 平成27年度～平成31年度

さっぽろ未来創生プラン
アクションプラン2015

関連計画

今後の課題と
目標

前年度においては、育休中と失業中
の女性が混在することでセミナー内
容が参加者のニーズに応えきれない
部分があったため、対象者を明記す
るなどわかりやすい周知に努める。
また、『結婚・出産前セミナー』の
参加者が低調であることから、啓発
イベント等を通じ、より多くの女性
社員の参加意欲が高まるカリキュラ
ム内容、開催方法等の検討に努め
る。

―

女性リーダーの育成と併せて、経営
者や管理職のマネジメントスキル育
成を図る。

女性社員向けには『啓発イベント』
及び『結婚・出産前セミナー』及び
『子育てママ復職セミナー』を開催
予定。
企業向けには『集合セミナー』及び
『出前講座』を開催予定。
女性向け、企業向けともに、幅広い
ニーズに対応できるようカリキュラ
ム内容や開催方法等を再検討。
周知に関しても、前年度以上に幅広
い広報活動に努め、SNS等のWEB
を活用した広報にも一層注力する。

―

起業を含めた柔軟な働き方を支援す
ることを目的にセミナーや講座を実
施。また、働く女性のコミュニティ
形成等を行う。
・企業向けセミナー
・起業支援講座
・個別支援（相談）
・ブックトーク

12,700 ― 1,740

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

自己評価 ―

平
成
２
７
年
度
実
績

12,204

実施
内容

女性社員並びに企業等を対象に、各
種セミナーを実施。
【女性社員向けセミナー】
　①ライフスタイルセミナー
　　18回/69名
　②復職セミナー
　　18回/139名
【企業向けセミナー】
　①集合セミナー
　　5回/57社・67名
　②出前講座
　　25回/23社・443名

市内高校や大学にて、ライフプラン
ニング等のプログラムを作成し、講
座を実施した。
【大学生向け講座】
3回/10名
【高校生向け講座】
7回/627名

起業を含めた柔軟な働き方を支援す
ることを目的にセミナーや講座を実
施した。また、働く女性のコミュニ
ティ形成を行った。
・コミュニティ学習会　7月～3月
・チャレンジ相談　4月～3月
・キャリア講座　11月～1月
・企業向け講座　11月～12月
・起業講座　1月～2月
・シンポジウム　2月
・共催事業

1,002 2,317

事業概要

　企業等で働き続けることを希望する女
性を支援するため、女性社員向けに仕事
と子育ての両立のコツ等が学べるセミ
ナーを開催するとともに、企業向けにも
既に子育て中の女性社員が活躍している
企業の先進事例等を紹介し、自社での取
組に繋げるきっかけとしていただくため
のセミナー等を開催することにより、子
育て女性が働きやすい職場環境の整備を
支援します。

女性の社会参加推進のため、就職活
動前の大学生や短大生、高校生など
の若年層向けに、起業家教育やライ
フプランニング等の講座を実施す
る。

起業を含めた柔軟な働き方を支援す
ることを目的にセミナーや講座を実
施した。また、働く女性のコミュニ
ティ形成を行う。

事業名 女性社員の活躍応援事業 若年層向け女性人材育成事業 働く女性のためのキャリア支援事業

基本的方向
-基本施策

2-2 ２-3 2-3

担当部・室 雇用推進部 男女共同参画室 男女共同参画室

担当局・区 経済観光局 市民文化局 市民文化局

事業番号 78 79 80

【基本目標Ⅱ　女性の社会参加の推進】

69ああああ



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

Ａ

計画期間 Ｈ23.4～Ｈ33.3 H27.4～H32.3

札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2015

関連計画 札幌市産業振興ビジョン

起業支援を行うと同時に、起業支援
者の育成を行う。

起業支援や経営に関する情報提供な
どを行い、女性の起業を支援する。

起業セミナーなど他の起業支援事業
と連携を図り、女性の起業促進に向
けた支援を継続して実施する。

今後の課題と
目標

引き続き、札幌市産業振興センター
指定管理者が各種セミナー開催及び
インキュベーション施設の入居者支
援を実施。
セミナーは全76回実施予定で、
内、33回はソーシャルビジネスを
含む起業者向けセミナーとする予
定。

引き続き、女性中小企業診断士によ
る起業や経営に関する相談窓口を開
設するほか、女性起業家交流会を実
施する。

9,582 2,300

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

起業における個別の課題解決支援
や、ネットワークの構築、起業支援
者の育成のための事業を実施する。
・相談事業
・起業セミナー
・支援者育成セミナー
・ビジネス発表会

3,297

自己評価 A Ａ

平
成
２
７
年
度
実
績

2,846

実施
内容

起業における個別の課題解決支援
や、ネットワークの構築のための事
業を実施した。
・相談事業
・起業セミナー
・ビジネス発表会

9,585 2,091

札幌市産業振興センター指定管理者
の各種セミナー開催及びインキュ
ベーション施設の入居者支援に関
し、補助金を交付。
セミナーは、全72回の開催、合計
参加者数1,129名（内、ソーシャル
ビジネスを含む起業者向けセミナー
は33回開催、参加者数328名）。

女性起業家や起業を志望する女性を
対象に、女性中小企業診断士による
起業や経営に関する相談窓口を開
設。
・窓口相談件数　7５件
人脈形成や悩みの共有、創業セミ
ナーなどの他の支援策活用につなげ
ることを目的とした女性起業家交流
会を実施。
・交流会参加者数　46名

事業概要

起業を含めた柔軟な働き方を支援す
ることを目的にコワーキングスペー
スの運用を実施します。

起業を支援するため「創業支援セミ
ナー」を開催するほか、より実践的
な「起業道場」では具体的な経営相
談・指導も行います。

女性ならではの視点による付加価値
の向上や新たな市場の開拓を進め、
地域経済の活性化をめざし、女性の
起業を支援します。

起業家に対する支援や講座 女性の起業に対する支援事業名
働く女性のためのキャリア支援事業
「コワーキングスペース」

基本的方向
-基本施策

2-3 2-3 2-3

産業振興部 産業振興部担当部・室 男女共同参画室

担当局・区 市民文化局 経済観光局 経済観光局

82 83事業番号 81

【基本目標Ⅱ　女性の社会参加の推進】

ああああ70



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

Ａ B

H27.4～H32.3計画期間

関連計画
札幌市まちづくり戦略ビジョン・ア
クションプラン2015

今後の課題と
目標

女性起業家からも高い関心を集める
ソーシャルビジネスに関する起業支
援や経営に関する情報提供などを行
い、女性の起業を支援する。

「市民が主役のまちづくり」の実現
に向け、地域主体のまちづくり 活動
に対する支援を継続して実施してい
く。

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、札幌学院大学と連携し
て、「さっぽろソーシャルビジネス
スクール」及び「さっぽろソーシャ
ルビジネスカフェ」を実施する。
また、平成28年度から日本政策金
融公庫と連携したソーシャルビジネ
スセミナーを実施予定

平成28年度より「未来へつなぐ笑
顔のまちづくり活動推進事業」とし
て改編し、引き続き、地域主体のま
ちづくり活動を支援し、より効果的
な事業展開を図る。

418 412,000

自己評価

各区が行う男女共同参画推進事業に
関して、講演会、学習会、パネル展
などといった、地域の主体的なまち
づくり活動に関して、区への予算措
置による支援を実施した。
（H27事業報告… 総事業件数
1,006件、総参加者数 約309万
人）

平
成
２
７
年
度
実
績

419 317,877

実施
内容

札幌学院大学と連携して、ソーシャ
ルビジネスの専門的かつ実践的な担
い手育成のための連続講座（計15
回）である「さっぽろソーシャルビ
ジネススクール」を実施。
・連続講座受講者数　19名
少人数形式のセミナー・交流会であ
る「さっぽろソーシャルビジネスカ
フェ」を5回実施。
・合計参加者数　41名

区や地域の特性を生かした元気で魅
力あふれる地域づくりを推進するた
め、男女共同参画に関する講演会、
学習会、パネル展、映画上映会、懸
垂幕設置等の地域の主体的なまちづ
くり活動に対し、区への予算措置に
よる支援を行います。

事業概要

社会や地域の課題をビジネスの手法
で解決しようとする「ソーシャルビ
ジネス」について、起業希望者のた
めの連続講座やセミナーを実施しま
す。

事業名 ソーシャルビジネス講座 元気なまちづくり支援事業

3-1
基本的方向
-基本施策

2-3

担当部・室 産業振興部 市民自治推進室

市民文化局担当局・区 経済観光局

事業番号 84 85

【基本目標Ⅱ　女性の社会参加の推進】

71ああああ



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

Ａ A

平成26年度～平成30年度計画期間 平成26年度～平成30年度

第2次札幌市配偶者等からの暴力の
防止及び被害者の支援に関する基本
計画

第2次札幌市配偶者等からの暴力の
防止及び被害者の支援に関する基本
計画

関連計画

今後の課題と
目標

今後も継続的な普及啓発活動を進め
る。

女性に対する暴力を許さない社会を
つくるための啓発事業を継続してい
く。

今後も広く情報収集・情報交換に努
める。

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

ＤＶ防止パンフレット及びカード、
デートＤＶ防止リーフレットの配布
生活情報紙への広告掲載
公共交通機関等への広告掲載
映画館への広告上映
携帯サイト・ホームページ更新
さっぽろテレビ塔パープルライト
アップ、街頭啓発

DVや性暴力、セクシャルハラスメ
ント、ストーカー行為等、女性に対
する暴力を許さない社会をつくるた
めに、若年層や男性も含め市民に広
く意識啓発を行う。
・講演会
・パネル展示

被害者の視点に立った施策や効果的
な対策の推進に向け、国や他地方自
治体等の配偶者暴力の被害の現状や
被害者の状況などの情報収集・情報
交換に努める。

－ 218 －

自己評価 Ａ

実施
内容

ＤＶ防止パンフレット及びカード、
デートＤＶ防止リーフレットの配布
生活情報紙への広告掲載
公共交通機関等への広告掲出
携帯サイト・ホームページ
女性に対する暴力をなくす運動期間
（11/12～11/25）さっぽろテレ
ビ塔パープルライトアップ、街頭啓
発

DVや性暴力、セクシュアルハラス
メント、ストーカー行為等、女性に
対する暴力を許さない社会をつくる
ための講演会を実施した。
・講演会　12月
・パネル展示（クローズラインプロ
ジェクト）9～11月
・共催事業

被害者の視点に立った施策や効果的
な対策の推進に向け、国や他地方自
治体等の配偶者暴力の被害の現状や
被害者の状況などの情報収集・情報
交換に努めた。

130 －

平
成
２
７
年
度
実
績

－

事業概要

配偶者暴力は犯罪となる行為をも含
む重大な人権侵害であることを理解
してもらうため、パンフレットや各
種広報媒体の活用、集中的な啓発活
動の実施など、継続的な普及啓発活
動を進めます。

配偶者暴力は犯罪となる行為をも含
む重大な人権侵害であることを理解
してもらうため、パンフレットや各
種広報媒体の活用、集中的な啓発活
動の実施など、継続的な普及啓発活
動を進めます。

被害者の視点に立った施策や効果的
な対策の推進や加害者対策につい
て、国内の動向を注視し情報収集に
努めることが必要であるため、調査
研究等の情報の収集に努め、施策へ
の反映について検討します。

事業名
配偶者暴力根絶のための市民への普
及啓発

配偶者暴力根絶のための市民への普
及啓発

配偶者暴力に関する調査研究の推進

基本的方向
-基本施策

1-1 1-1 1-1

担当部・室 男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

担当局・区 市民文化局 市民文化局 市民文化局

事業番号 86 87 88

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】

ああああ72



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間 平成26年度～平成30年度 平成26年度～平成30年度

関連計画
第2次札幌市配偶者等からの暴力の
防止及び被害者の支援に関する基本
計画

第2次札幌市配偶者等からの暴力の
防止及び被害者の支援に関する基本
計画

今後も配偶者暴力に関する啓発を進
め、通報や相談の必要性について周
知を図る。

今後も被害の未然防止及び早期相談
促進のため、継続的な啓発活動を進
める。

配偶者暴力根絶について、より多く
の区民に周知し理解してもらえるよ
う今後も普及啓発活動を継続してい
く。

今後の課題と
目標

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

医療関係者向け配偶者暴力防止に関
する講演会（北海道・札幌市）参加
者：道内の医療関係者等
若年層における交際相手からの暴力
防止に関する全道セミナー（北海
道・札幌市）参加者：道内の教育関
係者等

関係機関と連携し、市内の高校、大
学でのデートＤＶ防止講座を実施す
る。

男女共同参画パネル展
「気にしてみると気になる言葉のパ
ネル展」
期間：平成２８年９月２５日～
　　　９月２８日（４日間）
会場：東区民センター１階ロビー

－ 360 ―

自己評価

―

平
成
２
７
年
度
実
績

－

実施
内容

医療関係者向け配偶者暴力防止に関
する講演会（北海道・札幌市）8/２
７参加者：道内の医療関係者等（計
167人）
若年層における交際相手からの暴力
防止に関する全道セミナー（北海
道・札幌市）1/2４、参加者：道内
の教育関係者等（計１３４人）

214

市内高校、大学において、在校生へ
デートＤＶ防止講座を実施
　３大学、11高校、１中学で全1７
回

男女共同参画パネル展
「気にしてみると気になる言葉のパ
ネル展」
日時：平成２７年１１月５日
会場：東区民センター１階ロビー

事業概要

配偶者暴力被害の深刻化の防止に
は、配偶者暴力を早期に発見し、警
察や支援センターなどへの通報や相
談を促す必要があるため、配偶者暴
力を発見しやすい立場にある関係機
関に対して啓発を進め、通報や相談
の必要性について周知を図ります。

若者の交際相手からの暴力（デート
DV）について正しく理解してもら
うために、学校や教育委員会と連携
した学生向けのＤＶ未然防止講座を
実施します。

男女共同参画に関して意識の啓発を
はかるためパネル展を実施

若い世代へのＤＶ未然防止啓発の推
進

配偶者暴力根絶のための市民への普
及啓発

事業名
配偶者暴力の早期発見のための啓発
促進

基本的方向
-基本施策

1-1 1-1 1-1

男女共同参画室 市民部担当部・室 男女共同参画室

担当局・区 市民文化局 市民文化局 東区

90 91事業番号 89

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】

Ａ Ａ B
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

関連計画

今後も配偶者等女性に対する暴力根
絶のため、広報・啓発に取り組み、
区民に理解を得られるよう継続して
いく。

今後の課題と
目標

女性に対する暴力は、当事者だけの
問題ではないことをより多くの区民
に周知するよう今後も継続してい
く。

　今後も、継続して配偶者等暴力
（DV)根絶に関する広報・啓発に取
り組み、より多くの区民に理解を得
られるよう努めていく。

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

１ 実施期間
平成２８年１１月１８日～２５日
２ 実施場所
白石区複合庁舎１階元気カフェ前
３ 実施内容
男女共同参画センターとの共催によ
るパネル展を実施。

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展
期間　11/11～16
会場　厚別区民センター１階ロビー
内容　パネル展及びパンフレットの
配布。

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展
期間：11月14日～25日
場所：豊平区役所情報提供スペース
内容：パネル展及び啓発品の配布。
自由意見の募集。

― ― ―

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展
期間：11月12日～25日
場所：豊平区役所情報提供スペース
来場者：約140名
内容：パネル展及び啓発品の配布。
自由意見の募集。

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展
期間　11/16～20
会場　厚別区民センター１階ロビー
内容　パネル展及びパンフレットの
配布。

平
成
２
７
年
度
実
績

― ― ―

実施
内容

１ 実施期間
平成２７年１１月１９日～２５日
２ 実施場所
白石区民センター２階ロビー
３ 実施内容
男女共同参画センターとの共催によ
るパネル展を実施。

配偶者等からの暴力行為は、単に身
体に対するものだけではないこと
（DV・・ドメスティック・バイオ
レンス）の知識を、区民に深く理解
してもらうため、パンフレットの配
布や関係ポスターを使用しながら啓
発活動の推進を進めます。

配偶者暴力根絶のための普及啓発を
目的としたパネル展を行う。

事業概要

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展
性暴力についての正しい認識を持っ
てもらうためのパネル展。

事業名
配偶者暴力根絶のための市民への普
及啓発

配偶者暴力根絶のための区民への啓
発推進

配偶者暴力根絶のための市民への普
及啓発

1-1 1-1
基本的方向
-基本施策

1-1

担当部・室 市民部 市民部 市民部

厚別区 豊平区担当局・区 白石区

事業番号 92 93 94

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】

自己評価 B Ｂ B
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

女性に対する暴力根絶のための市民
への普及啓発

女性に対する暴力根絶のための市民
への普及啓発

配偶者暴力根絶のための市民への普
及啓発

女性に対する暴力の根絶を目指し、
市民の理解を深めるため、パネル展
及びパンフレット・啓発品等の配布
を行う。

女性の人権尊重に向けた意識啓発や
教育の充実を進めます。

配偶者暴力根絶について市民の理解
を深めるため、市民団体「ジェン
ダーフリーていね」との共催により
パネル展や公開学習会などの各種事
業を実施しています。

― ― 50

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展
期間：11月12日～25日
会場：清田区役所1階ロビー
参加者：130人
啓発品配布：パネル展及びパンフ
レット・啓発品の配布

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展
期間：12月２日～８日
会場：南区民センター
内容：パネルの展示、啓発物品の配
布及びアンケート調査

(1)DVパネル展
　　日時：11/12～11/25
　　場所：手稲駅自由通路あいくる

(２)公開学習会「職場のセクシャルハラスメン
ト・パワーハラスメント」
　　日時：11/16
　　場所：区民センター第１・第２会議室

B B Ｂ

清田区 南区 手稲区

市民部 市民部 市民部

1-1 1-1 1-1

計画期間 平成26年度～平成30年度

第２次札幌市配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の支援に関する基本計画関連計画

今後の課題と
目標

女性に対する暴力について、より多
くの区民の理解を得られるよう、当
該事業を今後も継続していく。

今後も継続して意識啓発等を進め、
より多くの区民に理解を得られるよ
う取り組む。

DVの根絶は容易ではないが、一人
でも多くの区民が関心を持てるよう
根気強く活動を続けていく。

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展
内容：パネル展及びパンフレット・
啓発品配布

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展
期間：11月24日～30日
会場：南区民センター
内容：パネルの展示、啓発物品の配
布及びアンケート調査

(1)DVパネル展
　　日時：11/12～11/25
　　場所：手稲駅自由通路あいくる

(２)公開学習会「テーマ未定」
　　日時：11月下旬
　　場所：区民センター第１・第2会議室

― ― 28

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

実施
内容

平
成
２
７
年
度
実
績

事業概要

事業名

基本的方向
-基本施策

担当部・室

担当局・区

事業番号 95 96 97

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】

自己評価
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

702 ―

計画期間 平成26年度～平成30年度 平成26年度～平成30年度 平成26年度～平成30年度

第2次札幌市配偶者等からの暴力の
防止及び被害者の支援に関する基本
計画

関連計画
第2次札幌市配偶者等からの暴力の
防止及び被害者の支援に関する基本
計画

第2次札幌市配偶者等からの暴力の
防止及び被害者の支援に関する基本
計画

今後も引き続き補助金を交付し、支
援していく。

今後も相談員に対し、相談技術の向
上を図る研修等を実施する。

今後も地域で活動する方々に対する
情報提供などを行う。

今後の課題と
目標

配偶者からの暴力相談関係職員研修
配偶者からの暴力相談ケース検討会
　受講者：配偶者暴力相談センター
相談員、母子・婦人相談員

ＤＶに関する情報提供を行う。

173 0

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

夫・恋人からの暴力による被害女性
とその同伴家族の保護・救済・自立
支援を行っている民間団体への補助
金交付を継続する。

3,700

Ａ ＡＡ

2,000

平
成
２
７
年
度
実
績

配偶者からの暴力相談関係職員研修
10/26、11/25、12/9、
1/12、2/15、3/1
受講者：配偶者暴力相談センター相
談員、母子・婦人相談員他

ＤＶに関する情報提供を行った。

実施
内容

平成11年度より、夫・恋人からの
暴力による被害女性の保護・救済・
自立支援を行っている民間団体に補
助金を交付し、支援の強化を図って
いる。

事業概要

加害者からの被害者に対するさらな
る暴力を防ぐため、公的施設を補完
する民間シェルターに対し助成を行
うほか、相談機関に対し、被害者を
安全かつ迅速に一時保護施設に保護
するための適切な情報提供を行いま
す。

配偶者暴力に関する特性の理解、被
害者の安全確保、被害者の状況や心
身状態への配慮のため相談員に対
し、相談技術の向上を図る研修等を
実施します。

被害者に対して長期的な支援を行う
ため、ＤＶ被害者支援ボランティア
の養成や育成に努めるとともに、地
域で活動する方々に対する情報提供
などを行います。

相談等に携わる職員への研修等の充
実

地域やボランティアと連携した支援事業名
安心できる迅速な一時保護体制づく
り

基本的方向
-基本施策

1-2 1-2 1-2

男女共同参画室 男女共同参画室担当部・室 男女共同参画室

担当局・区 市民文化局 市民文化局 市民文化局

99 100事業番号 98

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】

自己評価

ああああ76



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

1,361

平
成
２
７
年
度
実
績

平成26年度～平成30年度 平成26年度～平成30年度 平成26年度～平成30年度計画期間

関連計画
第2次札幌市配偶者等からの暴力の
防止及び被害者の支援に関する基本
計画

第2次札幌市配偶者等からの暴力の
防止及び被害者の支援に関する基本
計画

第2次札幌市配偶者等からの暴力の
防止及び被害者の支援に関する基本
計画

今後も適切な相談・支援体制を維持
していく。

今後の課題と
目標

今後も「配偶者等からの暴力関係機
関会議」を定期的に開催する。

相談件数は増加傾向にあることか
ら、今後も適切な相談・支援体制を
維持していく。

配偶者暴力相談センター等における
自立支援の情報提供や助言を行う。

1,414

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

「配偶者等からの暴力関係機関会
議」を定期的に開催し、関係機関の
取組報告のほか、協議及び情報交換
を行う。

札幌市配偶者暴力相談センターの相
談員配置の拡充により相談体制の強
化を図る。

39 18,714

自己評価 ＡＡ

15,64765

配偶者暴力相談支援センター等での
相談業務を継続実施した。
相談件数　1,124件（相談センター
1,104、男女共同参画室２０）
区の母子・婦人相談
ＤＶ関係相談件数　1,157件

配偶者暴力相談センター等における
自立支援の情報提供や助言を行った
ほか、住民基本台帳、選挙人名簿の
閲覧等の制限等、被害者の情報の保
護を行った。
配偶者暴力相談証明発行件数　270
件（うち保護命令関係1件）
ＤＶ被害者の生活再建を支援するた
めのステップハウスを運営した。
（入居者　1世帯1人）

「配偶者等からの暴力関係機関会
議」に名称を変更した。

実施
内容

配偶者暴力相談センター等における
相談業務を実施し、支援機能の充実
に努めるとともに、配偶者暴力相談
状況の検証を行い、相談体制の強
化、相談内容に合わせた適切な情報
提供や助言を行います。

安全な住居の確保や離婚、子どもの
養育、就業などさまざまな問題に直
面する被害者に対し、適切な情報提
供や助言を行います。

事業概要

「配偶者からの暴力関係機関会議
（旧：女性への暴力（家庭内暴力）
対策関係機関会議）」の構成員の拡
充など機能の充実を図るとともに、
情報交換やワーキンググループにお
ける個別事例の検討により被害者や
子どもへの適切な対応のための連携
強化に努めます。

事業名
配偶者暴力関係機関との連携協力の
強化

配偶者暴力相談支援センター等の相
談体制の充実

被害者に対する適切な情報提供及び
各種支援

1-2 1-2
基本的方向
-基本施策

1-2

担当部・室 男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

市民文化局 市民文化局担当局・区 市民文化局

事業番号 101 102 103

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】

Ａ
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

BA

計画期間 平成27年度～平成31年度

新・さっぽろ子ども未来プラン関連計画

今後の課題と
目標

ＤＶ相談・女性（婦人）相談を含
め、当該ＤＶ・女性施策所管課と事
業の在り方や連携については引き続
き検討課題として認識している。

関係機関と協力し、より被害者の立
場に立った支援体制を検討し、相談
事業を実施する。

今後もセクシュアル・ハラスメント
防止に向けた啓発及びより相談しや
すい環境づくりに取り組む。

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

平成27年度と同内容で実施。
・施設数 1施設（2室）

女性を対象に、性暴力やそれによる
被害に関する相談窓口を通年で実施
する。

１ 相談窓口の運営・周知
２ 職員研修での啓発
３ 服務管理員等連絡会議での
啓発
４ ｅ－ラーニングセクハラ講座
の活用促進

7,300 1,899 ―

自己評価

平
成
２
７
年
度
実
績

7,096 1,501 ―

実施
内容

母夫の暴力等により緊急に保護を必
要とする女性及びその者の監護する
児童を、一時的に保護し、相談、指
導、援護を実施している。

1 施設数 1施設（2室）
2 入所件数 20件
3 入所日数 延382日（年間）

女性を対象に、性暴力やそれによる
被害に関する相談窓口を北海道と共
同で設置。
祝祭日を除く月～金、午後１時から
８時まで相談を実施した。相談件数
386件。

１ 相談窓口の運営・周知
２ 職員研修での啓発
３ 服務管理員等連絡会議での
啓発
４ ｅ－ラーニングセクハラ講座
の活用促進

事業概要

夫の暴力等により緊急に保護する女
性とその児童を、一時的に保護し、
必要な相談、指導、援助を行い、母
子等の緊急時の当面の生活の確保を
図ります。

精神的ダメージが大きく、一人でそ
の苦痛を抱え込むことが多い性暴力
の被害者が相談しやすい環境を整え
るため、専門相談員による相談を実
施します。

人権を侵害する行為として、特に職
場におけるセクシュアル・ハラスメ
ントがあります。こうした行為の防
止に向けて、今後も各種研修や服務
通知等を通じて、職員全体に対する
意識啓発を行います。

事業名 母子緊急一保護事業 女性のための性暴力被害相談
セクシュアル・ハラスメント防止に
関する啓発

基本的方向
-基本施策

1-2 1-3 1-4

担当部・室 子育て支援部 男女共同参画室 職員部

担当局・区 子ども未来局 市民文化局 総務局

事業番号 104 105 106

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】

Ｂ
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

B A

・校務や教科指導におけるICT機器
およびデジタルコンテンツの活用を
充実させるため、「情報教育担当者
連絡会議」を開催するとともに、札
幌市の教育用コンテンツの授業での
活用に関する研修や実物投影機を活
用した学習指導についての研修を実
施した。
・研究開発事業実践校においてICT
活用パンフレットやデジタル教科書
と電子黒板等の実践研究を行い、そ
の成果についての普及啓発を図っ
た。

1　人工妊娠中絶・性感染症の予防
に関する保健指導の実施
・医療機関による指導・相談
10,560件
・保健センターによる相談
101件
２　普及啓発
大学・専門学校の学生及び児童・生
徒の保護者への普及啓発
3回　50人
３　職員研修の実施
・職場外研修
思春期保健に関する研修29名参加

平
成
２
７
年
度
実
績

―

実施
内容

男女共同参画の意識を高めることを
目的にワークショップ事業を実施し
た。
・出張講座　6～11月

計画期間 平成26年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度

新・さっぽろ子ども未来プラン関連計画 札幌市教育振興基本計画

男女共同参画に関するワークショッ
プ事業を実施するとともに企業や地
域、家庭に向けた啓発活動に展開し
ていく。

校務や教科指導における教員の日常
的なICTの活用が一層充実するよ
う、教育政策担当課、研修担当課と
連携して、研修内容の充実や校内研
修資料などの提供に努める。

人工妊娠中絶経験者・性感染症罹患
者を含め、より広い対象に予防知識
の普及啓発を図る。

今後の課題と
目標

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

男女共同参画の意識を高めることを
目的にワークショップ事業を実施す
る。
・出張講座

・校務や教科指導でのICT機器の活
用を充実させるため、「情報教育担
当者連絡会議」を開催。
・札幌市の教育用コンテンツの授業
での活用に関する研修やICT機器機
器を活用した学習指導についての研
修を実施する。
・研究開発事業実践校においてPC
（タブレットPC含）、デジタルコ
ンテンツ等を活用した教科等におけ
る学習指導に係る実践研究を行い、
その成果についての普及啓発を図
る。

1　人工妊娠中絶・性感染症の予防
に関する保健指導の実施
・医療機関による指導・相談
・保健センターによる相談
２　普及啓発
大学・専門学校の学生及び児童・生
徒の保護者への普及啓発
３　職員研修の実施

153 249
2,080

思春期ヘルスケア事業と合算

自己評価 A

100
2,307

思春期ヘルスケア事業と合算

事業概要

性別に基づく固定観念にとらわれな
い女性の人権を尊重した適切な表現
の普及に取り組みます。

インターネットを始めとしたさまざ
まなメディアが社会や生活に及ぼす
影響を理解し、情報化の進展に主体
的に対応できる能力の育成に努めま
す。

10～20代の人工妊娠中絶及び性感
染症の罹患・反復防止のため、医療
機関と保健センターが連携し正しい
避妊方法や性感染症予防のための相
談・指導を行います。

メディア・リテラシー向上のための
教育の推進

若者の性に関する知識の普及啓発事
業

事業名
男女共同参画の視点からの広報の周
知・啓発

基本的方向
-基本施策

2-1 2-2 3-1

学校教育部 保健所担当部・室 男女共同参画室

担当局・区 市民文化局 教育委員会 保健福祉局

事業番号 107 108 109

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】

79ああああ



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

平
成
２
７
年
度
実
績

107,757 3,044 68,979

実施
内容

産婦人科救急医療機関への搬送依頼
に迅速に対応するため、空きベッド
状況を確認し搬送コーディネートを
する「産婦人科救急情報オペレート
業務」及び産婦人科疾患に関する相
談を受けることで妊婦の不安を解消
する「産婦人科救急相談電話」を引
き続き実施した。

相談時間：19時～翌日7時
相談件数：1,384件

平成24年度～平成29年度 平成27年度～平成31年度 平成27年度～平成31年度計画期間

関連計画 さっぽろ医療計画 新・さっぽろ子ども未来プラン 新・さっぽろ子ども未来プラン

訪問時に使用するリーフレット等を
整備し、指導内容の充実を図る。

今後の課題と
目標

早急な受診が必要と考えられる患者
の受入を行う産婦人科救急医療機関
の安定的な確保に努めていく。

妊娠期から出産・育児期へと切れ目
ない支援ができるよう、リスクアセ
スメントを行う。

計画
内容

引き続き、「産婦人科救急情報オペ
レート業務」及び「産婦人科救急相
談電話」を実施し、必要な方へ適切
な救急医療の提供を図っていく。
また、平成28年10月1日より、相
談時間を19時～翌日9時に拡大す
る。

母子健康手帳交付時に保健師が面接
し、相談・助言・保健指導を行う。

妊娠届・出生届等を基に対象者に訪
問指導を行う。

115,200 3,829 73,810

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

自己評価 A

１母子健康手帳の交付数
　14,902人
〔内訳〕
　妊娠11週以内の交付数
　14,268人（95.7％）
　妊娠12週以降の交付数
　634人（4.3％）
２　母子健康手帳交付時の面接
　　面接相談実施数　14,810人
３　面接相談により把握したハイリ
スク妊婦への支援
　　家庭訪問  90人　面接相談  93
人

電話相談 298人

母子保健訪問指導
　妊産婦 延 未定　人
　新生児 延 未定　人
（未熟児を含む）
総件数 延 未定　人

事業概要

産婦人科救急医療機関への搬送依頼
に迅速に対応するため、空きベッド
状況を確認し搬送コーディネートを
する「産婦人科救急情報オペレート
業務」及び産婦人科疾患に関する相
談を受けることで妊婦の不安を解消
する「産婦人科救急相談電話」を実
施します。

安心・安全な妊娠・出産及び児童虐
待予防のために、母子健康手帳交付
時に妊婦と面接し、リスクアセスメ
ントを実施することで、妊婦の不安
を軽減するとともに、ハイリスク妊
婦を早期に把握し、継続的な支援を
行います。

保健師や母子保健訪問指導員の訪問
により、妊娠・出産・育児などに関
する正しい知識の普及啓発ととも
に、乳児及び妊産婦の心身の状況や
養育環境の把握を行うなど、育児相
談・保健指導を実施します。

事業名 産婦人科救急医療対策事業 妊娠期からの相談支援の充実 母子訪問指導事業の推進

3-2 3-2
基本的方向
-基本施策

3-2

担当部・室 保健所 保健所 保健所

保健福祉局 保健福祉局担当局・区 保健福祉局

事業番号 110 111 112

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】

A A

ああああ80



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

B

希望する小中高等学校等へ、産婦人
科医師・助産師を派遣した。

派遣実施回数　58回

・小学校          39回
・中学校          14回
・中等教育学校　1回
・高等学校　　　3回
・高等養護学校　1回

・平成26年度の研究開発事業にお
ける実践研究の成果に基づき「性教
育の手引」の改訂を行い、「性に関
する指導の手引」として各学校に配
布した。

平成26年度～平成31年度計画期間 平成27年度～平成31年度 平成26年度～平成31年度

新・さっぽろ子ども未来プラン 札幌市教育振興基本計画 札幌市教育振興基本計画関連計画

今後の課題と
目標

継続して、教育委員会との連携の強
化や学校の主体的な実施に対する支
援等を行う。

講師の人材確保について、引き続き
派遣の協力団体と連携するととも
に、関係部局と連携するなどして、
事業の充実を図る。

「性に関する指導の手引」を参考と
した効果的な指導方法等に係る実践
研究を継続するとともに、その成果
を教育委員会ホームページに掲載す
るなどして、学校への普及啓発を行
うとともに、市民への周知を図る。

１　授業支援事業
２　連携推進事業
３　親世代の思春期セミナー事業

希望する小中高等学校等へ、産婦人
科医師・助産師を派遣する。

派遣予定回数    59回

・小学校          39回
・中学校          15回
・中等教育学校　1回
・高等学校　　　3回
・高等養護学校　1回

各学校における指導のより一層の充
実を図るため、平成27年度に改訂
した「性に関する指導の手引」を、
教員研修会等で活用するなど、普及
啓発を行う。

2,080
若者の性に関する知識の普及啓発事業と合算

721 177

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

自己評価

実施
内容

１　授業支援事業
①　実施学校数　　120校
②　実施回数　　　161回
③　参加児童生徒数　15,268名
２連携推進事業
①　実施学校数　　１校
②　実施回数　　　１回
３親世代の思春期セミナー事業
①　実施学校数　　３校
②　実施回数　　　３回
③　参加者数　　　５０名

平
成
２
７
年
度
実
績

2,307
若者の性に関する知識の普及啓発事業と合算

709 144

子どもの発達の段階や実態に応じた
性に関する指導が、学校の教育活動
全体を通じて推進されるよう「性に
関する指導の手引」を参考とした効
果的な指導方法に係わる実践研究を
行います。事業概要

性に関する正しい知識の普及と健全
な父性・母性の育成及び保健・医
療・福祉・教育などの関係機関との
ネットワークづくりを図るため、思
春期の児童・生徒に対し、学校授業
の一環として性や健康に関する講義
を行います。

性に関する専門的な知識を要する学
習内容について、専門医師や助産師
が直接学校に出向いて指導すること
により、学校における性に関する指
導の充実を図ります。

事業名 思春期ヘルスケア事業の推進
産婦人科医師及び助産師による学校
への講師派遣事業の推進

性に関する指導資料の活用

基本的方向
-基本施策

３－３ 3-3 3-3

担当部・室 保健所 学校教育部 学校教育部

担当局・区 保健福祉局 教育委員会 教育委員会

事業番号 113 114 115

【基本目標Ⅲ　男女の人権の尊重】

BA

81ああああ



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

自己評価

計画期間 平成26年度～平成31年度 平成26年度～平成31年度

関連計画 札幌市教育振興基本計画 札幌市教育振興基本計画

今後も男女平等教育の啓発を図り、
教職員が真の男女平等意識を高める
よう、男女平等教育等に関する研修
内容の充実を図る。

副読本や指導資料のより効果的な活
用方法について検討する。

男女共同参画団体の活動支援とし
て、企画事業の支援や団体同士の交
流機会の提供を継続していく。

今後の課題と
目標

人権教育推進事業の研究課題「男女
平等教育」の研究推進校において、
中学校男女平等教育副読本「むすぶ
心ひろがる未来」の今後の活用方法
ついて検討し、実践事例等をホーム
ページに掲載するなど、学校への普
及啓発を行うとともに、市民への周
知を図る。

男女共同参画団体等の企画事業の支
援や活動支援を行った。
・共催事業
・協力事業

140 ―

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

・札幌市新任管理職研修（新任園
長・校長）
6/16（木）「男女共同参画社会に
向けて」（対象者51名）
・教育課題研修コース
７/31(金)「性教育・薬物乱用防止
教育の現状と課題」（予定参加者
60名程度）
・新規採用養護教諭研修
６/2(木)「保健教育の理解と進め方
～性・飲酒・喫煙・薬物乱用（食育
を含む）～」（対象者13名）

24

A

平
成
２
７
年
度
実
績

24

実施
内容

・札幌市新任管理職研修（新任園
長・校長）
6/19（金）「男女共同参画社会に
向けて」（対象者60名）
・教育課題研修コース
７/31(金)「性教育・薬物乱用防止
教育の現状と課題」（参加者65
名）
・新規採用養護教諭研修
６/５(木)「保健教育の理解と進め方
～性・飲酒・喫煙・薬物乱用（食育
を含む）～」（対象者15名）

140 ―

人権教育推進事業の研究課題「男女
平等教育」の研究推進校において、
中学校男女平等教育副読本「むすぶ
心ひろがる未来」の内容を参考とし
て、授業実践や講演会を実施した。

男女共同参画団体等の企画事業の支
援や活動支援を行った。
・日本女性会議などの大会への参画
機会の提供
・共催事業
・協力事業

事業概要

各種教職員研修会において、男女平
等教育の啓発を図り、教職員の真の
男女平等意識を高めていくよう、男
女平等教育に関する研修内容を充実
させます。

中学校用男女平等指導資料副読本
「むすぶ心広がる未来」を活用し、
男女平等教育の一層の充実を図りま
す。

女性団体・グループ等の自主的な活
動に対して団体情報や活動の場を提
供するとともに、各種女性団体の活
動状況を把握し、団体情報システム
を活用した情報提供やネットワーク
づくりへの支援を行います。

中学校用男女平等教育副読本の活用 各種女性団体・グループへの支援事業名
男女平等教育に関する職員研修の充
実

基本的方向
-基本施策

1-1 １-１ 2-1

学校教育部 男女共同参画室担当部・室 学校教育部

担当局・区 教育委員会 教育委員会 市民文化局

117 118事業番号 116

【基本目標Ⅳ　男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実】

Ｂ A

ああああ82



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

自己評価

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

男女共同参画に関する啓発事業を推
進し男女共同参画センター各事業に
関連する講座の実施を継続してい
く。

東区女と男のつどい実行委員会に参
加されている各団体の協力の枠組み
を強化し、より円滑な運営を目指す
とともにより多くの区民に理解を得
られるよう取り組む。

豊平区ママさんバレーボール大会（春季）
5月26日　豊平区体育館

豊平区ママさんバレーボール大会（秋季）
9月15日　豊平区体育館

豊平区ママさんソフトボール大会（春季）
6月9日　清田公園

豊平区ママさんソフトボール大会（秋季）
9月15日　月寒公園

60

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

男女共同参画に関する諸分野につい
ての講座を実施した。
・子ども・若者への男女共同参画啓
発事業
・男性のエンパワーメント事業
・キャリア支援事業
・誰もが子育てしやすい環境づくり
事業
・共催事業

東区女と男のつどい実行委員会事業
①講演会
日時：平成２８年９月２５日（日）
会場：東区民センター　大ホール
②盲導犬チャリティーバザー
日時：平成２８年９月３０日（金）
場所：東区民センター　大ホール
<実行委員会構成〉
主管：東区女性サークル連絡会、東区食
生活改善推進員協議会、東区女性学級連
絡会、東区連合町内会女性部連絡会
協力：東区年輪の会、東区民センター

― 376

東区女と男のつどい実行委員会事業
①講演会
日時：平成２７年１１月１日（日）
会場：東区民センター　大ホール
②盲導犬チャリティーバザー
日時：平成２７年１１月７日（土）
場所：東区民センター　大ホール
<実行委員会構成〉
主管：東区女性サークル連絡会、東区食
生活改善推進員協議会、東区女性学級連
絡会、東区連合町内会女性部連絡会
協力：東区年輪の会、東区民センター

豊平区ママさんバレーボール大会（春季）
5月21日　豊平区体育館
参加者　約160名
豊平区ママさんバレーボール大会（秋季）
9月1日　豊平区体育館
参加者　約160名
豊平区ママさんソフトボール大会（春季）
6月9日　清田公園
参加者　約60名
豊平区ママさんソフトボール大会（秋季）
9月25日　月寒公園
参加者　約60名

実施
内容

男女共同参画に関する諸分野につい
ての講座を実施した。
・子ども・若者への男女共同参画啓
発事業
・男性のエンパワーメント事業
・キャリア支援事業
・男女共同参画座談会
・共催事業

平
成
２
７
年
度
実
績

― 310 56

女性団体を中心とした実行委員会の
チャリティーバザー実施支援及び男
女共同参画に関する理解を深める講
演会を共催実施。

豊平区内の女性団体主催の体育大会
に対して後援を行い、開催場所及び
必要物品の提供などの支援を実施す
る。

事業概要

男女共同参画に関する問題をさまざ
まな角度から見つめ直し、理解と関
心を深めてもらうとともに、男女共
同参画についての取り組みを促すた
めの講座などを開催します。

事業名 男女共同参画に関する講座の推進 各種女性団体・グループへの支援 各種女性団体・グループへの支援

2-1 2-1
基本的方向
-基本施策

2-1

担当部・室 男女共同参画室 市民部 市民部

東区 豊平区担当局・区 市民文化局

事業番号 119 120 121

【基本目標Ⅳ　男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実】

A B B

83ああああ



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

自己評価

計画期間

関連計画

今後の課題と
目標

協議会の目的である、団体間の理解
と協力を推進するための自主的な活
動を支援する。

今後も団体の自立性を高めるため、
必要とされる支援の在り方を検討し
ていく。

団体の自立性を高めながら、今後も
支援を継続する。

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

南区女性団体協議会
日時：平成28年７月７日
　　　平成29年３月３日
会場：南区役所
内容：事業計画の審議・検討

南区女性交流のつどい
日時：平成28年11月８～10日の
いずれか一日
会場：南区民センター
内容：日赤奉仕団による出前講座
「健康生活支援講習会」

バドミントン大会
・５月26日、91名
卓球大会
・６月２日、92名
・８月４日、90名
バレーボール大会
・７月10日（24日に延期の可能性
あり）、150名
・９月11日、140名

(1)ジェンダーフリーていね定例会
　　日時：毎月第2火曜日19:00～
　　場所：手稲区役所会議室
(2)手稲区長杯ママさんバレーボール大
会（区内10チーム）
　　日時：9/11
　　場所：手稲区体育館

42 91 39

B Ｂ

実施
内容

南区女性団体協議会
日時：平成27年７月７日
　　　平成28年３月３日
会場：南区役所
内容：事業計画の審議・検討

南区女性交流のつどい
日時：平成27年11月16日
会場：南区民センター
内容：「いのちの大切さ」をテーマ
にした講演会

バドミントン大会
・５月22日、83名
卓球大会
・６月４日、86名
・８月20日、87名
バレーボール大会
・8月30日、150名
・12月13日、140名
ミニバレー大会
・10月15日、76名

(1)ジェンダーフリーていね定例会
　　日時：毎月第2火曜日19:00～
　　場所：手稲区役所会議室
(2)手稲区長杯ママさんバレーボー
ル大会（区内10チーム）
　　日時：8/30
　　場所：手稲区体育館

平
成
２
７
年
度
実
績

24 89 39

事業概要

南区内において、地域社会の福祉、
教育文化、衛生等の活動をしている
女性団体の相互間の理解と協力を促
します。

南区内の女性スポーツ団体の主催大
会に対して共催・後援するととも
に、必要物品提供等の支援を行いま
す。
※各大会とも主管は関係団体。

市民団体の自主的な活動に対し、活
動の場や必要物品などを提供しま
す。

事業名
各種女性サークル等の交流事業の推
進

女性スポーツ団体・グループへの支
援

各種市民団体・グループへの支援

基本的方向
-基本施策

2-1 2-1 2-1

担当部・室 市民部 市民部 市民部

担当局・区 南区 南区 手稲区

事業番号 122 123 124

【基本目標Ⅳ　男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実】

B

ああああ84



決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

計画期間

関連計画

一人でも多くの区民が男女共同参画
社会への関心を持てるような学習機
会を今後も提供する。

情報センターにおいて、効果的な情
報提供を行っていく。

情報センターにおいて市民が気軽に
情報を提供できるようインターネッ
ト等の情報だけではなく、団体から
の情報発信も手がけていく。

今後の課題と
目標

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

男女共同参画週間に併せた活動】
(１)公開学習会
　「男女共同参画とワーク・ライフ・バランス」
　　日時：6/2２
　　場所：区民センター第１・第２会議室
(２)男女共同参画パネル展
　　日時：6/2３～6/29
　　場所：手稲駅自由通路あいくる

(1)DVパネル展
　　日時：11/12～11/25
　　場所：手稲駅自由通路あいくる
(２)公開学習会「テーマ未定」
　　日時：11月下旬
　　場所：区民センター第１・第2会議室

男女共同参画、消費生活、市民活
動、環境保全分野の情報発信支援と
して事業を実施。
・イベントスペース
・情報センター事業（インフォメー
ションリテラシー 他）

男女共同参画分野の活動団体情報、
図書情報などを市民に提供。
・図書閲覧スペース
・図書配架スペース
・情報検索用パソコン２台設置
・視聴覚資料閲覧コーナー

56 ― ―

自己評価 A A

― ―

男女共同参画、消費生活、市民活
動、環境保全分野の情報発信支援と
して事業を実施した。
・イベントスペース
・情報センター事業（インフォメー
ションリテラシー 他）

男女共同参画分野の活動団体情報、
図書情報などを市民に提供した。
・図書閲覧スペース
・図書配架スペース
・情報検索用パソコン２台設置
・視聴覚資料閲覧コーナー

平
成
２
７
年
度
実
績

77

実施
内容

【男女共同参画に併せた活動】
(1)男女共同参画パネル展
　　日時：6/23～6/29
　　場所：手稲駅自由通路あいくる
(2)公開学習会「知っておきたい高齢者の財産管理と相
続」
　　日時：6/28
　　場所：区民センター第１会議室
【女性に対する暴力をなくす運動に併せた活動】
(1)DVパネル展
　　日時：11/12～11/25
　　場所：手稲駅自由通路あいくる
(2)公開学習会「職場のセクシャルハラスメント・パ
ワーハラスメント」
　　日時：11/16
　　場所：区民センター第１・第2会議室

事業概要

男女共同参画について市民の理解を
深めるため、市民団体「ジェンダー
フリーていね」との共催によりパネ
ル展や公開学習会などの各種事業を
実施しています。

男女共同参画に関する自主的活動を促進
するため、男女共同参画センターなどに
おいて、多種多様な情報を広く市民に提
供します。

情報化社会の中で男女がともに自立
した生活が行えるよう男女共同参画
センター内の情報センターに設置し
たパソコン等による情報提供を行い
ます。

事業名
男女共同参画に関する学習事業の実
施

生涯学習情報の提供 情報化社会に対応した情報提供

基本的方向
-基本施策

2-1 2-2 2-2

男女共同参画室 男女共同参画室担当部・室 市民部

担当局・区 手稲区 市民文化局 市民文化局

事業番号 125 126 127

【基本目標Ⅳ　男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実】

Ｂ
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

A A

計画期間

関連計画

男女共同参画の推進に関する総合的
な拠点施設として、より効果的な事
業の実施を検討していく。

今後の課題と
目標

今後も各団体の自主性、自立性を高
めながら、継続して活動を支援す
る。

若年層女性が相談しやすい時間設定
や相談方法、情報発信に努める。

70 2,611 ―

計画
内容

※各種女性スポーツ団体への支援
・厚別区ママさんソフトボール大会
の事業後援（6/2）主催：厚別区マ
マさんソフトボール連盟予定参加
者：50名
・近隣３市家庭婦人スポーツ交流大
会の共催（10/14～15）主催：厚
別区・江別市・北広島市予定参加
者：250名
※各種女性団体への支援
・厚別区女性サークル連絡会への事
業後援及び活動支援【登録会員数
3サークル41名】

男女共同参画センター相談事業を実
施した。
・女性のための総合相談
・女性のための法律相談
・女性のための仕事の悩み相談
・ガールズ相談

男女共同参画センターの設置目的を
達成するための事業を実施。
・学習機会の提供
・相談業務
・健康支援業務
・交流のひろば業務
・就労・起業支援業務
・調査・研究業務
・普及・啓発、情報収集・提供業務
・ネットワーク支援業務
・国際交流支援業務

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

Ｂ自己評価

男女共同参画センター相談事業を実
施した。
・女性のための総合相談
・女性のための法律相談
・女性のための仕事の悩み相談
・男性のための悩み相談
4～3月

男女共同参画センターの設置目的を
達成するための事業を実施。
・自己開発支援機能
・相談機能
・情報・広報機能
・就労・起業支援機能
・健康支援機能
・交流のひろば機能
・調査・研究機能
・ネットワーク支援機能
・国際協力・交流支援機能

平
成
２
７
年
度
実
績

75 3,610 ―

実施
内容

※各種女性スポーツ団体への支援
・厚別区ママさんソフトボール大会
（6/4）主催：厚別区ママさんソフ
トボール連盟　参加者：48名
・近隣３市家庭婦人スポーツ交流大
会（6/19～20）主催：厚別区・江
別市・北広島市　参加者：280名
※各種女性団体への支援
・厚別区女性サークル連絡会【登録
会員数　3サークル41名】

家庭や社会の中で生じる女性のさま
ざまな問題に対して、各種相談を通
し、女性自らが解決できる力をつけ
るよう適切なアドバイスを行いま
す。

男女共同参画センターにおける男女
共同参画に関する各種講座・イベン
トの充実を図るとともに、男女共同
参画に関するさまざまな活動を行っ
ている市民の利用促進に努めます。

事業概要

女性団体・グループ等に対して活動
の場を提供し、自主的な活動への支
援を行います。

男女共同参画センター相談事業の推
進

男女共同参画センターにおける事業
の充実と利用促進

事業名 各種女性団体・グループへの支援

3-1 3-1
基本的方向
-基本施策

2-2

担当部・室 市民部 男女共同参画室 男女共同参画室

市民文化局 市民文化局担当局・区 厚別区

130事業番号 128 129

【基本目標Ⅳ　男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実】
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決算見込額
(千円)

予算額
(千円)

A

【基本目標Ⅳ　男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実】

事業番号 131

担当局・区 市民文化局

担当部・室 男女共同参画室

基本的方向
-基本施策

3-2

今後の課題と
目標

市民が親しみやすい表示に努め、利
便性の高い内容の掲載と新鮮な情報
提供を目指す。

関連計画

計画期間

事業名
ホームページや情報システムによる
情報収集・提供

事業概要

市民のニーズに応じた男女共同参画に関
する情報を適時適切に提供するため、
ホームページの充実を図るほか、男女共
同参画センターの情報システムにより男
女共同参画に関する団体やイベント情報
を収集・発信します。

平
成
２
７
年
度
実
績

410

実施
内容

ホームページにて男女共同参画に関
する団体やイベントなどの情報提供
を実施した。
・男女共同参画センターホームペー
ジ
・男女共同参画センターフェイス
ブックページ

平
成
２
８
年
度
実
施
計
画

計画
内容

ホームページにて男女共同参画に関
する団体やイベントなどの情報提供
を実施。
・男女共同参画センターホームペー
ジ
・男女共同参画センターフェイス
ブックページ

500

自己評価
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２　部局別施策一覧表

 (1)　事業番号順

局 部 事業名 事業番号 基本目標 基本的方向 基本施策

市民文化局 男女共同参画室 女性の人材発掘とデータの収集・整備 1 I 1 1

市民文化局 男女共同参画室 審議会等委員への女性の登用促進 2 I 1 1

総務局 職員部 札幌市女性職員の登用促進と職域拡大 3 I 1 2

人事委員会事務局 人事委員会事務局 市職員の昇任意欲を喚起する取組 4 I 1 2

市民文化局 男女共同参画室 意思決定過程への女性の参画の推進 5 I 1 3

市民文化局 男女共同参画室 性的少数者の理解促進 6 I 2 1

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画に関する各種啓発資料の充実 7 I 2 1

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画に関する啓発事業の開催 8 I 2 1

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画に関する啓発事業の開催 9 I 2 1

中央区 市民部 中央区みんなの講演会 10 I 2 1

北区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 11 I 2 1

東区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 12 I 2 1

白石区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 13 I 2 1

厚別区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 14 I 2 1

豊平区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 15 I 2 1

清田区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 16 I 2 1

南区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 17 I 2 1

西区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 18 I 2 1

手稲区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 19 I 2 1

市民文化局 男女共同参画室 女性団体自主企画事業への支援 20 I 2 2

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画ボランティア事業の推進 21 I 2 2

市民文化局 男女共同参画室 家庭責任の分担意識にかかる啓発 22 I 2 3

市民文化局 男女共同参画室 子ども向け男女共同参画意識啓発事業 23 I 2 3

市民文化局 男女共同参画室 子ども・若者への男女共同啓発事業 24 I 2 3

保健福祉局 保健所 両親教室 25 I 3 1

保健福祉局 保健所 ワーキング・マタニティスクール 26 I 3 1

市民文化局 男女共同参画室 公的な催事における託児の実施 27 I 3 2

市民文化局 男女共同参画室 誰もが子育てしやすい環境づくり事業 28 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 区保育･子育て支援センター事業 29 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 子育て支援総合センター事業 30 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 助産施設の提供 31 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 子育てサロン事業 32 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 地域子育て支援推進事業 33 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭等日常生活支援事業 34 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 母子生活支援施設の運営 35 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 36 I 3 2

子ども未来局 子育て支援部 母子・婦人相談の推進 37 I 3 2

都市局 市街地整備部 市営住宅への優先入居の推進 38 I 3 2

総務局 国際部 姉妹・友好都市交流事業の推進 39 I 4 1

総務局 国際部 多文化共生推進事業 40 I 4 1

総務局 国際部 多文化共生の推進（外国語ボランティア活動の推進） 41 I 4 1

総務局 国際部 多文化共生の推進（外国語ボランティアに対する学習機会の提供） 42 I 4 1

ああああ88



総務局 国際部 多文化共生の推進（外国籍市民の生活相談窓口の充実） 43 I 4 1

総務局 国際部 多文化共生の推進（国際交流活動に関する相談窓口の充実） 44 I 4 1

総務局 国際部 多文化共生の推進（国際理解のための学習機会の提供） 45 I 4 1

総務局 国際部 海外技術協力の推進 46 I 4 2

総務局 国際部 多文化共生の推進（外国籍市民との交流機会の拡充） 47 I 4 2

総務局 国際部 多文化共生の推進（ホームステイ活動の推進） 48 I 4 2

市民文化局 男女共同参画室 国際交流支援事業 49 I 4 2

市民文化局 男女共同参画室 女性の視点を取り入れた災害対策事業 50 I 5 1

建設局 土木部 建築業人材確保・育成支援事業 51 II 1 1

子ども未来局 子ども育成部 仕事と暮らしのライフプラン支援事業 52 II 1 2

市民文化局 男女共同参画室 女性の継続就業に関する啓発 53 II 1 3

子ども未来局 子ども育成部 ミニ児童会館等の整備事業 54 II 1 3

子ども未来局 子ども育成部 留守家庭児童対策事業の促進 55 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 一時預かり事業 56 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 家庭的保育事業（保育ママ） 57 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 休日保育事業 58 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 さっぽろ保育ルーム運営支援事業 59 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 時間外保育事業 60 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 事業所内保育事業 61 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 小規模保育事業 62 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 私立保育所の整備 63 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 私立幼稚園預かり保育運営支援事業 64 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 認定こども園の整備 65 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 夜間保育事業 66 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 幼稚園保育室運営支援事業 67 II 1 3

子ども未来局 子育て支援部 母子家庭等自立支援給付金事業 68 II 2 1

子ども未来局 子育て支援部 母子家庭等自立促進対策事業 69 II 2 1

経済観光局 雇用推進部 再就職支援事業の実施 70 II 2 1

子ども未来局 子育て支援部 一時保育促進事業 71 II 2 2

子ども未来局 子育て支援部 子育て援助活動支援事業（こども緊急サポートネットワーク） 72 II 2 2

子ども未来局 子育て支援部 子育て援助活動支援事業（さっぽろ子育てサポートセンター） 73 II 2 2

子ども未来局 子育て支援部 病後児デイサービス事業 74 II 2 2

経済観光局 産業振興部 コワーキングの取組支援 75 II 2 2

経済観光局 雇用推進部 子育てママ再就職支援事業 76 II 2 2

経済観光局 雇用推進部 仕事に関する相談の実施 77 II 2 2

経済観光局 雇用推進部 女性社員の活躍応援事業 78 II 2 2

市民文化局 男女共同参画室 若年層向け女性人材育成事業 79 II 2 3

市民文化局 男女共同参画室 働く女性のためのキャリア支援事業 80 II 2 3

市民文化局 男女共同参画室 働く女性のためのキャリア支援事業「コワーキングスペース」 81 II 2 3

経済観光局 産業振興部 起業家に対する支援や講座 82 II 2 3

経済観光局 産業振興部 女性の起業に対する支援 83 II 2 3

経済観光局 産業振興部 ソーシャルビジネス講座 84 II 2 3

市民文化局 市民自治推進室 元気なまちづくり支援事業 85 II 3 1

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 86 III 1 1

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 87 III 1 1

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力に関する調査研究の推進 88 III 1 1
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市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力の早期発見のための啓発促進 89 III 1 1

市民文化局 男女共同参画室 若い世代へのＤＶ未然防止啓発の推進 90 III 1 1

東区 市民部 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 91 III 1 1

白石区 市民部 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 92 III 1 1

厚別区 市民部 配偶者暴力根絶のための区民への普及啓発 93 III 1 1

豊平区 市民部 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 94 III 1 1

清田区 市民部 女性に対する暴力根絶のための市民への普及啓発 95 III 1 1

南区 市民部 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 96 III 1 1

手稲区 市民部 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 97 III 1 1

市民文化局 男女共同参画室 安心できる迅速な一時保護体制づくり 98 III 1 2

市民文化局 男女共同参画室 相談等に携わる職員への研修等の充実 99 III 1 2

市民文化局 男女共同参画室 地域やボランティアと連携した支援 100 III 1 2

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力関係機関との連携協力の強化 101 III 1 2

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力相談支援センター等の相談体制の充実 102 III 1 2

市民文化局 男女共同参画室 被害者に対する適切な情報提供及び各種支援 103 III 1 2

子ども未来局 子育て支援部 母子緊急一時保護事業 104 III 1 2

市民文化局 男女共同参画室 女性のための性暴力被害相談 105 III 1 3

総務局 職員部 セクシュアル・ハラスメント防止に関する啓発 106 III 1 4

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画の視点からの広報の周知・啓発 107 III 2 1

教育委員会 学校教育部 メディア・リテラシー向上のための教育の推進 108 III 2 2

保健福祉局 保健所 若者の性に関する知識の普及啓発事業 109 III 3 1

保健福祉局 保健所 産婦人科救急医療対策事業 110 III 3 2

保健福祉局 保健所 妊娠期からの相談支援の充実 111 III 3 2

保健福祉局 保健所 母子訪問指導事業の推進 112 III 3 2

保健福祉局 保健所 思春期ヘルスケア事業の推進 113 III 3 3

教育委員会 学校教育部 産婦人科医師及び助産師による学校への講師派遣事業の推進 114 III 3 3

教育委員会 学校教育部 性に関する指導資料の活用 115 III 3 3

教育委員会 学校教育部 男女平等教育に関する職員研修の充実 116 IV 1 1

教育委員会 学校教育部 中学校用男女平等教育副読本の活用 117 IV 1 1

市民文化局 男女共同参画室 各種女性団体・グループへの支援 118 IV 2 1

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画に関する講座の推進 119 IV 2 1

東区 市民部 各種女性団体・グループへの支援 120 IV 2 1

豊平区 市民部 各種女性団体・グループへの支援 121 IV 2 1

南区 市民部 各種女性サークル等の交流事業の推進 122 IV 2 1

南区 市民部 女性スポーツ団体・グループへの支援 123 IV 2 1

手稲区 市民部 各種市民団体・グループへの支援 124 IV 2 1

手稲区 市民部 男女共同参画に関する学習事業の実施 125 IV 2 1

市民文化局 男女共同参画室 生涯学習情報の提供 126 IV 2 2

市民文化局 男女共同参画室 情報化社会に対応した情報提供 127 IV 2 2

厚別区 市民部 各種女性団体・グループへの支援 128 IV 2 2

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画センター相談事業の推進 129 IV 3 1

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画センターにおける事業の充実と利用促進 130 IV 3 1

市民文化局 男女共同参画室 ホームページや情報システムによる情報収集・提供 131 IV 3 2
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 (2)　機構順

局 部 事業名 事業番号 基本目標 基本的方向 基本施策

姉妹・友好都市交流事業の推進 39 I 4 1

多文化共生推進事業 40 I 4 1

多文化共生の推進（外国語ボランティア活動の推進） 41 I 4 1

多文化共生の推進（外国語ボランティアに対する学習機会の提供） 42 I 4 1

多文化共生の推進（外国籍市民の生活相談窓口の充実） 43 I 4 1

多文化共生の推進（国際交流活動に関する相談窓口の充実） 44 I 4 1

多文化共生の推進（国際理解のための学習機会の提供） 45 I 4 1

海外技術協力の推進 46 I 4 2

多文化共生の推進（外国籍市民との交流機会の拡充） 47 I 4 2

多文化共生の推進（ホームステイ活動の推進） 48 I 4 2

札幌市女性職員の登用促進と職域拡大 3 I 1 2

セクシュアル・ハラスメント防止に関する啓発 106 III 1 4

市民自治推進室 元気なまちづくり支援事業 85 II 3 1

女性の人材発掘とデータの収集・整備 1 I 1 1

審議会等委員への女性の登用促進 2 I 1 1

意思決定過程への女性の参画の推進 5 I 1 3

性的少数者の理解促進 6 I 2 1

男女共同参画に関する各種啓発資料の充実 7 I 2 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 8 I 2 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 9 I 2 1

女性団体自主企画事業への支援 20 I 2 2

男女共同参画ボランティア事業の推進 21 I 2 2

家庭責任の分担意識にかかる啓発 22 I 2 3

子ども向け男女共同参画意識啓発事業 23 I 2 3

子ども・若者への男女共同啓発事業 24 I 2 3

公的な催事における託児の実施 27 I 3 2

誰もが子育てしやすい環境づくり事業 28 I 3 2

国際交流支援事業 49 I 4 2

女性の視点を取り入れた災害対策事業 50 I 5 1

女性の継続就業に関する啓発 53 II 1 3

若年層向け女性人材育成事業 79 II 2 3

働く女性のためのキャリア支援事業 80 II 2 3

働く女性のためのキャリア支援事業「コワーキングスペース」 81 II 2 3

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 86 III 1 1

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 87 III 1 1

配偶者暴力に関する調査研究の推進 88 III 1 1

配偶者暴力の早期発見のための啓発促進 89 III 1 1

若い世代へのＤＶ未然防止啓発の推進 90 III 1 1

安心できる迅速な一時保護体制づくり 98 III 1 2

相談等に携わる職員への研修等の充実 99 III 1 2

地域やボランティアと連携した支援 100 III 1 2

配偶者暴力関係機関との連携協力の強化 101 III 1 2

配偶者暴力相談支援センター等の相談体制の充実 102 III 1 2

総務局

国際部

職員部

市民文化局
男女共同参画室
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被害者に対する適切な情報提供及び各種支援 103 III 1 2

女性のための性暴力被害相談 105 III 1 3

男女共同参画の視点からの広報の周知・啓発 107 III 2 1

各種女性団体・グループへの支援 118 IV 2 1

男女共同参画に関する講座の推進 119 IV 2 1

生涯学習情報の提供 126 IV 2 2

情報化社会に対応した情報提供 127 IV 2 2

男女共同参画センター相談事業の推進 129 IV 3 1

男女共同参画センターにおける事業の充実と利用促進 130 IV 3 1

ホームページや情報システムによる情報収集・提供 131 IV 3 2

両親教室 25 I 3 1

ワーキング・マタニティスクール 26 I 3 1

若者の性に関する知識の普及啓発事業 109 III 3 1

産婦人科救急医療対策事業 110 III 3 2

妊娠期からの相談支援の充実 111 III 3 2

母子訪問指導事業の推進 112 III 3 2

思春期ヘルスケア事業の推進 113 III 3 3

仕事と暮らしのライフプラン支援事業 52 II 1 2

ミニ児童会館等の整備事業 54 II 1 3

留守家庭児童対策事業の促進 55 II 1 3

区保育･子育て支援センター事業 29 I 3 2

子育て支援総合センター事業 30 I 3 2

助産施設の提供 31 I 3 2

子育てサロン事業 32 I 3 2

地域子育て支援推進事業 33 I 3 2

ひとり親家庭等日常生活支援事業 34 I 3 2

母子生活支援施設の運営 35 I 3 2

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 36 I 3 2

母子・婦人相談の推進 37 I 3 2

一時預かり事業 56 II 1 3

家庭的保育事業（保育ママ） 57 II 1 3

休日保育事業 58 II 1 3

さっぽろ保育ルーム運営支援事業 59 II 1 3

時間外保育事業 60 II 1 3

事業所内保育事業 61 II 1 3

小規模保育事業 62 II 1 3

私立保育所の整備 63 II 1 3

私立幼稚園預かり保育運営支援事業 64 II 1 3

認定こども園の整備 65 II 1 3

夜間保育事業 66 II 1 3

幼稚園保育室運営支援事業 67 II 1 3

母子家庭等自立支援給付金事業 68 II 2 1

母子家庭等自立促進対策事業 69 II 2 1

一時保育促進事業 71 II 2 2

子育て援助活動支援事業（こども緊急サポートネットワーク） 72 II 2 2

子育て援助活動支援事業（さっぽろ子育てサポートセンター） 73 II 2 2

子ども未来局

子ども育成部

子育て支援部

保健福祉局 保健所
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病後児デイサービス事業 74 II 2 2

母子緊急一時保護事業 104 III 1 2

コワーキングの取組支援 75 II 2 2

起業家に対する支援や講座 82 II 2 3

女性の起業に対する支援 83 II 2 3

ソーシャルビジネス講座 84 II 2 3

再就職支援事業の実施 70 II 2 1

子育てママ再就職支援事業 76 II 2 2

仕事に関する相談の実施 77 II 2 2

女性社員の活躍応援事業 78 II 2 2

建設局 土木部 建築業人材確保・育成支援事業 51 II 1 1

都市局 市街地整備部 市営住宅への優先入居の推進 38 I 3 2

中央区 市民部 中央区みんなの講演会 10 I 2 1

北区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 11 I 2 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 12 I 2 1

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 91 III 1 1

各種女性団体・グループへの支援 120 IV 2 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 13 I 2 1

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 92 III 1 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 14 I 2 1

配偶者暴力根絶のための区民への普及啓発 93 III 1 1

各種女性団体・グループへの支援 128 IV 2 2

男女共同参画に関する啓発事業の開催 15 I 2 1

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 94 III 1 1

各種女性団体・グループへの支援 121 IV 2 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 16 I 2 1

女性に対する暴力根絶のための市民への普及啓発 95 III 1 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 17 I 2 1

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 96 III 1 1

各種女性サークル等の交流事業の推進 122 IV 2 1

女性スポーツ団体・グループへの支援 123 IV 2 1

西区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 18 I 2 1

男女共同参画に関する啓発事業の開催 19 I 2 1

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 97 III 1 1

各種市民団体・グループへの支援 124 IV 2 1

男女共同参画に関する学習事業の実施 125 IV 2 1

メディア・リテラシー向上のための教育の推進 108 III 2 2

産婦人科医師及び助産師による学校への講師派遣事業の推進 114 III 3 3

性に関する指導資料の活用 115 III 3 3

男女平等教育に関する職員研修の充実 116 IV 1 1

中学校用男女平等教育副読本の活用 117 IV 1 1

人事委員会事務局 人事委員会事務局 市職員の昇任意欲を喚起する取組 4 I 1 2

手稲区 市民部

教育委員会 学校教育部

豊平区 市民部

清田区 市民部

南区 市民部

東区 市民部

白石区 市民部

厚別区 市民部

経済観光局

産業振興部

雇用推進部
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札幌市男女共同参画推進条例 

 

平成14年10月7日 

条例第27号 

 

目次 

前文 

第1章 総則(第1条―第7条) 

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第8条―第19条) 

第3章 札幌市男女共同参画審議会(第20条) 

第4章 雑則(第21条) 

附則 

 

日本国憲法では、すべての国民の基本的人権の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女は、

性別により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないこととされている。 

そして、国においては、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准、

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に関する法律及び男女共同参画社

会基本法の制定等、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性と

能力を十分に発揮し、利益を均等に享受することができる男女共同参画社会の実現に向け

た取組が進んでいる。 

また、札幌市においても、これまで、女性の自立と地位向上を図り、さらには、男女共

同参画を推進するため、さまざまな施策を長期的、総合的に進めてきたところである。 

しかし、社会全体では、男女の人権の尊重に関する認識がいまだ十分であるとは言えず、

性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく制度・慣行や男女間の不平等な取扱いが

依然として根強く残っていることから、男女平等の達成にはなお一層の努力が必要である。

加えて、少子高齢化の進行、経済環境の変化や情報社会の進展等の社会情勢に対応する上

でも、男女共同参画をより一層推進し、男女共同参画社会を実現することが緊要な課題と

なっている。 

ここに札幌市は、男女共同参画を推進することにより、男女の人権が十分尊重され、豊

かで活力のある社会を実現することが重要であるという認識の下、男女共同参画社会の実

現を目指し、この条例を制定する。 

 

第1章 総則 

 (目的) 

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者
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の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女

共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的

とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 男女共同参画 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

済的、社会的及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

う。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な

範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。 

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人に不快感を

与え、その者の職場などの生活環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応

により当該個人に不利益を与えることをいう。 

(基本理念) 

第3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的にも間接的にも性別に

よる差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として性別にとらわれることなく能力

を発揮できる機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。 

(2) 社会における制度及び慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女共

同参画を阻害する要因となるおそれがあることを考慮し、社会のあらゆる分野におけ

る活動の選択に関して、男女が、制度及び慣行によって直接的又は間接的に差別され

ないよう配慮されること。 

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策及び民間の団体における方針

の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下、子の養育、家族の介護その

他の家庭生活における共同責任を担い、かつ、職場、学校、地域その他の社会におけ

る家庭以外のあらゆる分野において活動を行うことができるよう配慮されること。 

(5) 男女が互いの性に関する理解を深め、性に関する個人の意思が尊重されるとともに、

女性の性と生殖に関する健康と権利が生涯にわたり尊重されること。 

(市の責務) 

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同

参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を策定し、及び実施しな
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ければならない。 

(市民の責務) 

第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる

分野において、男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。 

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければな

らない。 

(事業者の責務) 

第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の

推進に関する取組(積極的改善措置を含む。)を行うよう努めなければならない。 

2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、直接的

にも間接的にも性別を理由とする差別的取扱いを行ってはならない。 

2 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・

ハラスメントを行ってはならない。 

3 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、配偶者等に身

体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為その他の男女共同参画を阻害する暴力的行

為を行ってはならない。 

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

(男女共同参画計画) 

第8条 市長は、男女共同参画の推進に関する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(以下「男女共同参画計画」という。)を策定しなければならない。 

2 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、札幌市男女共同参画審議会の意見

を聴かなければならない。 

3 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、市民、事業者及び民間の団体(以

下「市民等」という。)の意見を反映させることができるよう適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

4 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

5 前3項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

(年次報告) 

第9条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、年次報告書を作

成し、これを公表しなければならない。 

(推進体制の整備及び財政上の措置) 
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第10条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画し、調整し、及び実施す

るための推進体制を整備するものとする。 

2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずる

よう努めるものとする。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第11条 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに

当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 

(調査研究) 

第12条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとす

る。 

(審議会等における男女共同参画の推進) 

第13条 市は、市が設置する審議会等の委員の委嘱等を行う場合には、男女の委員の数の

均衡を図るよう努めなければならない。 

(広報及び啓発) 

第14条 市は、情報提供、広報活動等を通じて、家庭、職場、学校、地域その他の社会の

あらゆる分野において、男女共同参画の推進に関する市民等の理解を深めるよう適切な

広報及び啓発を行うものとする。 

(教育及び学習の振興) 

第15条 市は、市立学校等において、男女共同参画の推進に関する教育及び学習の振興を

図るよう必要な措置を講ずるものとする。 

2 学校その他の民間の団体及び事業者は、男女共同参画の推進に関する教育及び学習の振

興を図るよう努めるものとし、市は、それに対する必要な支援を行うよう努めなければ

ならない。 

(市民等に対する支援等) 

第16条 市は、市民等が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援し、又はそれと連携

するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

2 市は、別に条例で定めるところにより、市民等が行う男女共同参画の推進に関する活動

の総合的な拠点施設を設置するものとする。 

(雇用の分野における男女共同参画の推進) 

第17条 市は、事業者に対し、雇用の分野において男女共同参画が推進されるように、情

報提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。 

2 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の実態を把握するため

の調査について、協力を求めることができる。 

(苦情等の申出) 

第 18 条 市民等は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に対する苦情等があると
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き、又は男女共同参画の推進を阻害すると認められるものがあるときは、その旨を市長

に申し出ることができる。 

2 市長は、前項の規定による申出を受ける相談窓口を設置するとともに、当該申出を受

けたときは、関係機関と連携して適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(国際的協調) 

第19条 市は、男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係があることを考

慮し、男女共同参画の推進に当たっては、国際的連携を図るなど国際的協調に努めるも

のとする。 

第3章 札幌市男女共同参画審議会 

 (札幌市男女共同参画審議会) 

第 20 条 市長の附属機関として、札幌市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)

を置く。 

2 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策に関する

事項について調査審議し、及び意見を述べること。 

(2) 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について調査審議し、及び意見を述べ

ること。 

3 審議会は、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。この場合において、委員

の一部は、公募した市民の中から委嘱しなければならない。 

4 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。 

5 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

6 委員は、再任されることができる。 

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

第4章 雑則 

(委任) 

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。 

(委員の任期に関する特例) 

2 第 20条第3項の規定によりこの条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、

同条第5項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。 

(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正) 

3 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和 26 年条例第 28 号)の一部を次のように
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改正する。 

別表その他の附属機関の委員の項中「中高層建築物紛争調整委員会委員」を「／中高

層建築物紛争調整委員会委員／男女共同参画審議会委員／」に改める。 
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男女共同参画行政関係年表 
 

年 世界 日本 札幌市 

1974年 

(昭和49) 
  ■厚生局婦人主査設置 

1975年 

(昭和50) 
■国際婦人年世界会議開催（メ

キシコシティ）。「世界行動計画」

採択 

■「婦人問題企画推進本部」及び「総

理府婦人問題担当室」設置 

■「婦人問題企画推進会議」スタート

■市民局青少年婦人部青少年婦人主

幹新設 

■「札幌市婦人会館」市民局へ移管 

1976年 
(昭和51） 

■「国連婦人の十年」スタート ■民法等の一部を改正する法律成立

（離婚復氏制度） 

■各区に「区青少年婦人活動推進員」

を設置 

1977年 

(昭和52) 
 ■「国内行動計画」策定 

■「国立婦人教育会館」開館 

■「女性のための講演会」(後に「女

と男のための講演会」に改称)開催 

1978年 

(昭和53) 
 ■「婦人白書」発表 ■札幌・ポートランド婦人交流事業開

始 

1979年 

(昭和54) 
■第 34 回国連総会「女子に対

するあらゆる形態の差別撤廃

条約」採択 

 ■「婦人の現状調査研究」発行 

1980年 

(昭和55) 
■「国連婦人の十年」中間年世

界会議開催 (コペンハーゲ

ン)。「国連婦人の十年後半期行

動プログラム」採択 

■「女子差別撤廃条約」署名 

■「女子差別撤廃条約」署名 

■「民法及び家事審判法の一部を改正

する法律」 成立 

（配偶者の相続分引上げ等） 

■市民局青少年婦人部婦人主幹新設 

■「百万都市の婦人―婦人の生活構造

と生活志向に関する報告書」発行 

1981年 

(昭和56) 
■「女子差別撤廃条約」発効 

■ＩＬＯ156号条約採択 

■「国内行動計画後期重点目標」決定 ■「札幌市婦人特定調査報告書」発行

 ■「札幌市婦人問題懇話会」発足 

 ■「札幌市婦人文化センター」開館 

1982年 

(昭和57) 
  ■札幌市婦人問題懇話会。「札幌市の

女性のための施策への提言－女性の

自立と地位向上をめざして」を提出 

1984年 

(昭和59) 
■国連婦人の十年エスカップ

地域政府間準備会議開催（東

京） 

■「国籍法及び戸籍法の一部を改正す

る法律」成立（父母両系主義へ） 

■「札幌市女性のための計画」策定 

■「札幌市女性のための行政推進会

議」設置 

1985年 

(昭和60) 
■「国連婦人の十年」世界会議

開催 (ナイロビ) 

■「婦人の地位向上のためのナ

イロビ将来戦略」 採択 

■「国籍法」改正 

■「男女雇用機会均等法」公布 

■「女子差別撤廃条約」批准 

■サッポロフォーラム（後に「女と男

のトークセッション」に改称）開催 

■女性消防吏員採用開始 

■ナイロビ世界会議ＮＧＯフォーラ

ムに女性8名を派遣 

1986年 

(昭和61) 
 ■「婦人問題企画推進有識者会議」開

催 

■「男女雇用機会均等法」施行 

■市民局青少年婦人部婦人課婦人係

新設 

■「札幌市女性のための計画推進懇談

会」開催 

■「男女平等教育指導資料」（教師用）

作成 

1987年 

(昭和62) 
 ■「西暦2000年に向けての新国内行動

計画 －男女共同参加型社会の形成を

目指す」策定 

■男女平等教育副読本「むすぶ心ひろ

がる未来」発行 

1989年 

(平成元) 
■国連総会「子どもの権利条約」

採択 

■新学習指導要領告示（家庭科の男女

共修） 

■「札幌市審議会等委員への女性登用

促進要綱」制定 

■婦人文化センター拡充 

■現業職員の採用選考基準の改正（市

長部局の現業職員の採用にあたり、男

女の性区分を撤廃） 

1990年 

(平成2) 
■国連経社理「婦人の地位向上

のためのナイロビ将来戦略に

関する第 1 回見直しと評価に

伴う勧告及び結論」採択 

 ■水道局現業職員の女性受験制限撤

廃 
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年 世界 日本 札幌市 

1991年 

(平成3) 
 ■「西暦 2000 年に向けての新国内行

動計画（第一次改定）－男女の共同参

画型社会の形成 を目指す」策定 

■「育児休業法」公布 

■「札幌市女性計画提言委員会」発足

1992年 

(平成4) 
■「環境と開発に関する国連会

議」開催（リオデジャネイロ） 

■「育児休業法」施行 

■婦人問題担当大臣の任命 

■「女性問題に関する市民意識調査 

報告書」発行 

■部課係名を「青少年女性部」「女性企

画課」「推推係」に名称変更 

■婦人文化センターを女性センターに

名称変更 

1993年 

(平成5) 
■「国連世界人権会議」開催 

（ウィーン） 

■国連総会「女性に対する暴力

の撤廃に関する宣言」採択 

■「パートタイム労働法」成立・施行 ■札幌市女性計画提言委員会「第2次

札幌市女性計画への提言－男女の共同

参画によって築き上げる社会を目指し

て」を提出 

1994年 

(平成6) 
■国際家族年 

■ＩＬＯ総会「パートタイムに

関する条約」採択 

■「国際人口・開発会議」開催

（カイロ） 

■総理府に「男女共同参画室」及び「男

女共同参画審議会」を設置 

■内閣総理大臣を本部長とし閣僚を

本部員とする「男女共同参画推進本

部」を内閣に設置 

■「男女の共同参画型社会を目指す  

さっぽろ計画」策定 

1995年 

(平成7) 
■「社会開発サミット」開催（コ

ペンハーゲン） 

■国連人権委員会「女性に対す

る暴力をなくす決議」採択 

■「第4回世界女性会議」開催

（北京）。「北京宣言及び行動綱

領」採択 

■「ＩＬＯ156 号条約（家族的責任を

有する男女労働者の機会及び待遇の

均等に関する条約）」批准 

■「育児・介護休業法」成立・施行（「育

児休業法」の改正） 

■「男女雇用機会均等法」の見直し作

業開始 

■「女性計画推進懇話会」設置 

■戦後 50 年記念事業「女性たちの歩

み、そして未来」（講演会）開催 

■「ＮＧＯフォーラム北京’95」に女

性14名を派遣 

1996年 

(平成8) 
 ■法制審議会「民法の一部を改正する

法律案要綱」を法務大臣に答申 

■男女共同参画審議会「男女共同参画

ビジョン」を答申 

■「男女共同参画 2000 年プラン」策

定 

■男女共同参画推進連携会（えがりて

ネットワーク）発足 

■「第2女性センター基本構想検討委

員会」設置 

■同委員会「第2女性センター基本構

想」を提出 

■北海道・東北・関東甲信越地区男女

共同参画推進地域会議開催 

1997年 

(平成9) 
■第 41 回婦人の地位向上委員

会開催（ニューヨーク） 

■男女共同参画審議会設置（法律） 

■「男女雇用機会均等法」改正 

■「介護保険法」公布 

■労働基準法の女子保護規定の一部

改正 

■男女共同参画白書発表 

■女性問題に関する市民意識調査実施

■「女性への暴力（家庭内暴力）」対策

関係機関会議の設置 

■女性計画推進懇話会に公募市民枠を

設定 

■小学校用男女平等教育副読本「心の

ハーモニー」発行 

1998年 

(平成10) 
 ■男女共同参画審議会「男女共同参画

社会基本法－男女共同参画社会を形

成するための基礎的条件づくり－」答

申 

■機構改革により女性企画室を設置。

これに伴い女性企画課を男女共同参画

課へ名称変更 

■「女性のための心とからだの相談員」

「男女共同参画推進員」設置 

■女性への暴力に関する調査研究報告

書発行 

1999年 

(平成11) 
■エスキャップハイレベル政府

間会議（バンコク） 

■「男女共同参画社会基本法」公布、

施行 

■「食料・農業・農村基本法」の公布、

施行（女性の参画促進を想定） 

■男女共同参画審議会「女性に対する

暴力のない社会を目指して」答申 

■（仮称）男女共同参画センター基本

計画の策定 

■男女共同参画に関する企業意識調査

実施 
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2000年 

(平成12) 
■国連特別総会「女性 2000 年

会議」（ニューヨーク）におい

て「政治宣言」及び「成果文書」

採択 

■「ストーカー行為等の規制等に関す

る法律」、「児童虐待の防止等に関する

法律」成立（平成12年11月施行） 

■男女共同参画審議会「女性に対する

暴力に関する基本的方策について」 

答申 

■男女共同参画審議会「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」答申 

■「男女共同参画基本計画」閣議決定

■「男女共同参画週間について」男女

共同参画推進本部決定 

■女性企画室を男女共同参画推進室へ

名称変更 

■女性計画推進懇話会を男女共同参画

推進懇話会に名称変更 

■「札幌市女性計画行政推進会議」を

「札幌市男女共同参画行政推進会議」

に名称変更 

■札幌市男女共同参画推進懇話会。「21

世紀における札幌市の男女共同参画社

会の形成に向けて」諮問 

■「人権フォーラム」開催 

2001年 

(平成13) 
 ■「男女共同参画会議」設置 

■内閣府男女共同参画局設置 

■「男女共同参画週間」開始 

■「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」成立（平成13

年10月施行；一部平成14年4月施行）

■(仮称)札幌市男女共同参画センター

実施事業検討会議設置 

■男女共同参画に関する市民意識調査

の実施 

■札幌市女性センター開館 20 周年記

念女性センターフェスティバル開催 

2002年 

(平成14) 
 ■アフガニスタンの女性支援に関す

る懇談会設置 

■札幌市男女共同参画推進懇話会から

「21 世紀における札幌市の男女共同

参画社会の形成に向けて」を答申 

■（仮称）札幌市男女共同参画事業運

営会議設置 

■「札幌市男女共同参画推進条例」公

布（平成14年10月７日）、施行（平成

15年1月1日） 

■「札幌市男女共同参画推進懇話会」

廃止 

2003年 

(平成15) 
 ■「次世代育成支援対策推進」成立（平

成15年7月施行） 

■「性同一性障害者の性別の取扱いの

特例に関する法律」成立（平成16年7

月施行） 

■「女性のチャレンジ支援策の推進に

ついて」男女共同参画推進本部決定 

■第 4 回、5 回女子差別撤廃条約実施

状況報告審議 

■「男女共同参画さっぽろプラン」 

策定（平成15年1月）、施行（4月）

■札幌市男女共同参画審議会設置。

「（仮称）札幌市男女共同参画計画素案

について」諮問・答申 

■自営業者の家族従業者等実態調査の

実施 

■札幌市女性センター閉館 

■札幌市男女共同参画センター開館 

2004年 

(平成16) 
 ■「女性国家公務員の採用・登用の拡

大等について」男女共同参画推進本部

決定 

■「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」改正（平成16

年12月2日施行） 

■札幌・ポートランド男女共同参画交

流事業(派遣)実施 

■男女共同参画に関する企業の意識調

査の実施 

2005年 

(平成17) 
■第 49 回国連婦人の地位委員

会（国連「北京＋10」世界閣僚

級会合）（ニューヨーク） 

■「男女共同参画基本計画（第２次）」

閣議決定 

■「女性の再チャレンジ支援プラン」

策定 

■札幌市男女共同参画審議会「札幌市

のＤＶ対策の方向性について」諮問・

答申 

■札幌市配偶者暴力相談ｾﾝﾀｰ開設 

■札幌市男女共同参画審議会「札幌市

男女共同参画センター使用料の一部変

更について」諮問・答申 

■札幌市男女共同参画センター条例改

正（女性料金制度廃止、指定管理者制

度導入） 

■札幌市男女共同参画審議会「男女共

同参画さっぽろプランの見直しについ

て」諮問 
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2006年 

(平成18) 
 ■「国の審議会等における女性委員の

登用の促進について」男女共同参画推

進本部決定 

■「男女雇用機会均等法」改正 

■「東アジア男女共同参画担当大臣会

合」開催 

■「女性の再チャレンジ支援プラン」

改訂 

■「札幌市配偶者暴力の防止及び被害

者の支援に関する方針」策定 

■男女共同参画に関する市民意識調査

の実施 

■札幌市男女共同参画審議会「男女共

同参画さっぽろプランの見直しについ

て」答申 

2007年 

(平成19) 
 ■「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」改正 

■「短時間労働者の雇用管理の改善等

に関する法律」改正 

■「子どもと家族を応援する日本」重

点戦略取りまとめ 

■「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

活の調和推進のための行動指針」策定

■男女共同参画さっぽろプラン（第 2

次）策定（平成19年3月）、施行（平

成19年4月） 

■「男女平等教育指導資料」（教師用）

改訂 

2008年 
(平成20) 

 ■「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策に関する基本

的な方針」改訂 

■「女性の参画加速プログラム」男女

共同参画推進本部決定 

■女子差別撤廃条約実施状況第6回報

告提出 

■男女共同参画審議会「札幌市におけ

る配偶者暴力対策の基本的方向性につ

いて」諮問、答申 

2009年 
(平成21) 

 ■育児・介護休業法の一部改正公布 

■女子差別撤廃条約実施状況第6回報

告に対する女子差別撤廃委員会の最

終見解公表 

■「札幌市配偶者等からの暴力の防止

及び被害者の支援に関する基本計画」

策定、施行 

■男女共同参画に関する企業の意識調

査の実施 

2010年 

(平成22） 

■第 54 回国連婦人の地位委員

会（国連「北京+15」記念会合）

（ニューヨーク） 

■「第３次男女共同参画基本計画」策

定 

 

2011年 

(平成23） 

  ■男女共同参画に関する市民意識調査

の実施 

■札幌市男女共同参画審議会「次期男

女共同参画さっぽろプランの基本的方

向性について」諮問 

2012年 

(平成24） 

  ■札幌市男女共同参画審議会「次期男

女共同参画さっぽろプランの基本的方

向性について」答申 

2013年 

(平成25） 

  ■「第3次男女共同参画さっぽろプラ

ン」策定、施行（平成25年4月） 

2014年 

(平成26） 

  ■日本女性会議 2014 札幌開催（平成

26年10月） 

■「第2次札幌市配偶者等からの暴力

の防止及び被害者の支援に関する基本

計画」策定、施行 

2015年 

(平成27） 

■第 59 回国連婦人の地位委員

会（国連「北京+20」記念会合）

（ニューヨーク） 

■「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」公布、施行 

■「第4次男女共同参画基本計画」策

定 
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