
※根拠資料中　【意】は平成28年度男女共同参画に関する市民意識調査、【年】は平成27年度　男女共同参画プラン実施報告書の略
プランの基本目標 基本的方向 主な取組 評価と課題 参考 今後の方向性

1 政策・方針決定
過程等への女性
の参画拡大

（1）札幌市の審議会等委員への女性の参画推進
●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を実施し
ている。
（2）札幌市女性職員の登用促進と職域拡大など
●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ている。

●審議会等委員の女性登用率につい
ては、啓発等を行っているものの、計
画目標（40％）に到達していない。
●札幌市職員の女性管理職割合につ
いては、順調に推移し、計画目標
（13％）を達成している。
●市民意識調査においては、まだまだ
「男性優位の組織運営」との印象が根
強い状況である。

◆年）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
Ｈ27（2回）（目標　年2回以上）
◆年）Ｐ23
札幌市審議会等女性登用率
H24(34.2%)→Ｈ27（33.4％）→Ｈ28.10末（34.0％）
◆年）Ｐ3
市職員女性管理職
Ｈ24（9.1％）→Ｈ28（13.4％）
▲意）問3
政治や社会など政策・方針決定の場に女性の参画が少ない理由として、
男女ともに「男性優位の組織運営になっている」との割合が高い
（57.8％）。

●審議会等の女性登用率につい
て、40％の目標を達成できていな
いことから、より一層の女性委員
の登用促進に努めていく。
●札幌市女性職員の登用促進と
職域拡大に向けて、今後も長期
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
り組んでいく。

2　男女共同参画
の視点に立った
意識改革

（1）市民及び民間の団体等に対する広報・啓発活動の充実
●各区において、男女共同参画に関するパネル展等の啓発
事業を実施している。
（2）市民が男女共同参画に関する意識を形成するための事
業企画の支援
●男女共同参画センターにおいて、男女共同参画に関する講
演会等の各種啓発事業の実施や、情報誌「りぷる」の発行を
支援した。
（3）男性と子どもにとっての男女共同参画に関する意識啓発
●市内の幼稚園や小中学校に対し、男女共同参画に関する
絵本やパンフレットを配布した。

●男女共同参画に関する啓発事業に
ついては、目標を上回るペースで実施
できている。
●「男女共同参画社会」という言葉の
認知度の上昇や、固定的性別役割分
担意識に対する考え方の変化から、男
女共同参画の意識は、少しずつでは
あるが根付いてきていると言える。
●男女の平等感について、分野（政
治、学校教育など）によりばらつきがあ
り、社会全体としての平等感が依然と
して低い状況である。

◆年）達成目標２
男女共同参画の啓発事業
Ｈ25～Ｈ27累計　222回（目標　Ｈ29までの累計で300回）
◆年）成果指標５
「男女共同参画社会」という言葉の認知度
Ｈ23（43.8％）→Ｈ28（47.6％）（目標　50％）
▲意）問１
男女の地位の平等感（社会全体）で平等と回答した人の割合
Ｈ18（13.3％）→Ｈ23（16.0％）→Ｈ28（13.8％）
・平等感の傾向として、「学校教育」「職場」では、平等感が徐々に高まっ
ているのに対して、特に「政治」「社会通念や慣習」「社会全体」では平等
感が低い。
▲意）問２
「男性は仕事、女性は家事や育児」という考え方については、初めて反対
意見（46.8％）が賛成意見（42.4％）を上回っている。

●引き続き、男女共同参画意識
を根付かせるための啓発事業を
実施していく。
●子供や若者に向けた取組を充
実させていく。

3　男女が共に子
育てや介護がで
きる環境の整備

（1）男女が共に子育てや介護を担うことへの意識啓発の充実
●両親教室やワーキング・マタニティスクールを実施し、意識
啓発をしている。
（2）男女が共に子育てや介護ができる施設や制度の充実
●子育てサロン等、子育て支援機能を有する施設の整備を進
めるとともに、講座の開催や情報提供を行っている。

●男性が育児や介護に参加している
割合は少しずつ高まっているが、なお
家族介護の７割を女性が担うなど格差
が大きい。
●男性の介護に関わることへの意識
が必ずしも高くない。男性の育児・介護
休業取得について、周囲の理解が得
られにくいと考えられている。

◆年）Ｐ27
６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間（全国）
Ｈ18（60分）→Ｈ23（67分）
◆年）Ｐ27
家族介護における介護者の男女比率（札幌市）
Ｈ22（男24.2％、女70.3％）→Ｈ25（男26.7％、女67.3％）
▲意）問６
男性の育児休業・介護休業について、「男性も育児休業・介護休業を取る
ことは賛成だが現実的には取りづらいと思う」
Ｈ23（66.5％）→Ｈ28(71.6％）
▲意）問９
家族に介護が必要になった場合、
「男性もできるだけ介護に関わる方がよい」
Ｈ23（42.8％）→Ｈ28(42.3％）
「男性も同じように介護すべき」
Ｈ23（42.7％）→Ｈ28（40.9％）

●男性の働き方の改革とともに、
育児休業・介護休業取得促進に
向けた意識啓発を進めていく。
●多様化するライフスタイルに対
応するため、保育や介護の更な
る環境整備を進めていく。

4　国際社会と連
動した女性への
支援

（1）世界の動きと連動した女性が力をつけることへの支援（エ
ンパワーメント支援）
●姉妹都市との周年記念事業等を通し、女性の国際交流機
会の拡大促進を行っている。
（2）国際的視野に立った男女共同参画の推進
●男女共同参画推進に資する国際的な情報を伝える講座を
実施している。

●国際的な交流を通して市民の男女
共同参画意識の醸成に繋がっている。

―

●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
を実施していく。

これまでの施策等に対する評価と課題（札幌市）

 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

資料１ 



プランの基本目標 基本的方向 主な取組 評価と課題 参考 今後の方向性

5　防災（災害復
興を含む）におけ
る男女共同参画
の推進

（1）男女共同参画の理念が基づく防災体制づくり
●女性の視点を取り入れた避難所運営に関する資料の作
成・配布や、各区において避難所運営に関する研修を実施し
た。

●避難所運営に関する資料配布や研
修により、避難所における男女共同参
画について考える機会を提供できてい
る。
●意識改革はある程度進んでいるが、
十分とはいえない。

▲意）問11
避難所における男女共同参画において、必要なこと
「避難所の環境について男女別ニーズに配慮すること」（76.9％）
「運営や運営方針の決定などに男女ともに参加すること」（70.8％）
「相談窓口の設置」（56.3％）
「固定的な性別役割分担意識の解消」（31.1％）

●防災において女性の視点を取
り入れる必要性を啓発していく。
●女性が参画できる仕組み作り
を進めていく。

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

（1）職場における男女共同参画の推進
●建設業における女性の労働環境向上に資する助成を行っ
ている。
（2）ワーク・ライフ・バランスの推進
●ワーク・ライフ・バランスに積極的に取組む企業を認証し、
育児休業取得時の助成や推進アドバイザーの派遣等を実施
している。
（3）継続就業への支援
●男女雇用機会均等法や育児介護休業法の周知徹底を図る
ための啓発を実施しているほか、私立保育所整備の補助や
幼稚園預かり保育運営支援等を行っている。

●ワーク・ライフ・バランス認証取得企
業数について、順調に数値が伸びてい
る。
●認可保育所定員数について数値は
増えているものの、依然として待機児
童の解消には至っていない。
●市民意識調査の結果から、職場に
おける男女の平等感や女性の就業継
続意識が少しずつ高まっていると言え
るが、子育て期の労働力率は依然とし
て低い状況である。

◆年）達成目標６
ワーク・ライフ・バランス認証取得企業数
Ｈ22（258社）→Ｈ28（511社）（目標　640社）
◆年）達成目標７
認可保育所定員数
Ｈ22（19,008人）→Ｈ28（26,075人）（目標　23,008人）
◆年）成果指標11
待機児童数
Ｈ23（1,339人）→Ｈ28（764人）（目標　0人）
◆年）Ｐ30
民間企業における育児休業取得率（北海道）
Ｈ23（男3.3％、女88.2％）→Ｈ25(男2.0％、女89.4％）
▲意）問１
男女の地位の平等感（職場）で平等と回答した人の割合
Ｈ23（16.7％）→Ｈ28（17.5％）
▲意）問４
女性が働くことについて「子どもができても働き続ける方がよい」
Ｈ23（25.5％）→Ｈ28（30.2％）
◆年）Ｐ32
子育て世代の女性の労働力率（30～34歳）
Ｈ17（57.0％）→Ｈ22（63.7％）

●引き続き、雇用等の分野にお
ける固定的性別役割分担意識の
解消を目指し啓発を行っていく。
●ワーク・ライフ・バランスを推進
し、男女がともに仕事と生活の両
立を図るための取組を行ってい
く。
●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
ないように環境を充実させてい
く。

2　女性の経済的
自立の推進

（1）女性の就業機会の拡大
●ひとり親家庭への自立支援給付金の支給や再就職を目指
す女性を対象としたセミナーを実施している。
（2）多様な働き方に対応するための支援
●一時保育への対応促進や就業継続を希望する女性を対象
とした相談事業やセミナーの開催を実施している。
（3）起業に対する支援
●コワーキングスペースを運用し、女性の起業を支援するた
めの相談窓口の開設や、経営相談・指導等を行っている。

●女性のチャレンジ件数は、コワーキ
ングスペースの設置により増加し、目
標値であった750件を達成している。
●市民意識調査によると、家事・育児・
介護と仕事の両立が大変であり、女性
が働く上で支障となると考える人が多
い状況である。

◆年）達成目標８
女性のチャレンジ件数（男女共同参画センターでの起業支援に関する取
組の参加者数）
Ｈ25～Ｈ27累計　972件（目標　750件）
◆年）Ｐ31
男女の賃金格差（札幌市）
Ｈ27（男365千円、女196千円）
◆年）Ｐ31
就業者数の推移（札幌市）
Ｈ17（358千人（42.6％））→Ｈ22（381千人（44.3％））
▲意）問５
女性が働く上で支障となること
「家事・育児・介護と仕事の両立が大変」
Ｈ23（83.1％）→Ｈ28（82.7％）
「保育施設や老人福祉施設、介護サービスなどが利用しにくい」
Ｈ23（42.0％）→Ｈ28（43.5％）

●今後も女性が自ら望む生き方
を実現するため、多様な働き方
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

（1）地域活動での男女共同参画の促進
●各区において、男女共同参画に関する講演会、学習会、映
画上映会、懸垂幕設置等の啓発事業を実施している。

●市民意識調査によると、仕事と家庭
生活・地域活動を同じように両立させ
るのが望ましいと考える人の割合につ
いて、男性は数値が上昇している一方
で、女性は数値が下がっている状況で
ある。

◆年）成果指標12・▲意）問10
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
・男性の位置づけ　Ｈ23（24.9％）→Ｈ28(28.4％）
・女性の位置づけ　Ｈ23（38.8％）→Ｈ28（37.3％）
（目標　60％）

●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。

1　女性に対する
あらゆる暴力の

 　

 　

Ⅱ女性の社会参
加の推進

配偶者等からの暴力に関する部会で検討のため省略 



プランの基本目標 基本的方向 主な取組 評価と課題 参考 今後の方向性

2 メディアにおけ
る女性の人権の

尊重

（1）男女共同参画の視点による女性の人権を尊重した表現の
啓発
●男女共同参画の意識を高めることを目的としたワークショッ
プを実施している。
（2）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
●教員に対して情報通信技術活用に関する研修を行ってい
る。

●市民意識調査では、各種メディアに
おいて、依然として固定的な役割分担
の描写があるとの回答が半数を超え
ている。

▲意）問12
各種メディアの性・暴力・固定的な役割分担の描写について、感知派（よく
感じる＋ときどき感じる）の回答割合は、「女性の性的側面を強調してい
る」が63.1％、「女性に対する暴力を助長する恐れがある」は43.6％、「女
性や男性の役割を固定的にとらえている」が57.8％となっている。

●女性の人権を尊重した適切な
表現を行うよう啓発を実施してい
く。
●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

（1）性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/ラ
イツ）に関する意識の普及
●若者に対し、女性の妊娠・出産に関わる機能の重要性や、
妊娠・出産・避妊を選択する女性の権利について男女双方の
理解が進むよう啓発を行っている。
（2）生涯を通じた女性の健康保持・増進
●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を行っている。
（3）男女共同参画の視点による学校・家庭における性教育の
充実
●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
講義を行っている。

●市民意識調査では、リプロダクティ
ブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する
女性の健康と権利）の認知度が低い
状況である（11.3％）。
●市民意識調査によると、女性の生涯
にわたる健康づくりの支援策として、女
性専門外来の設置と女性の健康に関
する情報の提供が求められている。

◆年）Ｐ38
10代の人工妊娠中絶件数
Ｈ23（516件）→Ｈ26（468件）
▲意）問22
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する女性の健康と権利）の
認知度
Ｈ23（11.1％）→Ｈ28（11.3％）
▲意）問21
女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策として必要なこと
「医療機関での女性専門外来の設置」
Ｈ23（60.8％）→Ｈ28（55.7％）
「女性の健康に関する情報の提供」
Ｈ23（55.3％）→Ｈ28（50.5％）

●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
供を支援を行っていく。
●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。

1　人権尊重を基
盤にした男女平
等教育の推進

（1）人権尊重を基盤にした男女平等教育の一層の推進
●各種教職員研修会において男女平等教育の啓発を図って
いるほか、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ている。

●大学進学率については、依然として
男女差がある状況である。
●市民意識調査の結果から、学校教
育現場における男女の平等感は高い
ものの、なお半分程度に留まってい
る。

◆年）Ｐ39
大学進学率（札幌）
Ｈ23（男：51.8％、女：39.6％）
Ｈ27（男：53.4％、女：43.5％）
▲意）問１
男女の平等感（学校教育の場で）平等と回答した人の割合
Ｈ23（49.9％）→Ｈ28(50.4％）
▲意）問24
男女共同参画社会を目指すために学校教育で必要なこと
「互いの性を尊重しあうことや子どもを産み育てることの大切さを教える」
Ｈ23（50.1％）→Ｈ28（47.9％）
「性別にかかわりなく児童・生徒の個性や能力に応じた生活指導・進路指
導を行う」
Ｈ23（47.3％）→Ｈ28（46.2％）

●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

（1）男女共同参画に関する学習の推進
●男女共同参画センターにおいて、男女共同参画に関する
様々な講座を実施している。
（2）男女共同参画の視点に立った生涯学習の充実
●男女共同参画センターや情報センターにおいて、男女共同
参画に資する自主的な活動を推進する多種多様な情報を広く
市民に提供している。

●男女共同参画に関する様々な分野
の講座を実施することで、男女共同参
画について色々な視点から理解や関
心を深めてもらうことができている。
●市民意識調査の結果から、男女共
同参画社会を目指す上で学習機会の
充実の重要性は高い状況である。

▲意）問25
男女共同参画社会を目指すために重要なこと
「女性に対する偏見、固定的な社会通念、慣習・しきたりを改める」
Ｈ23（44.6％）→Ｈ28（46.5％）
「法律や制度の見直しを行い、女性差別につながるものを改める」
Ｈ23（33.1％）→Ｈ28（32.2％）
「学校教育や社会教育の場で男女の人権を尊重する学習を充実する」
Ｈ23（30.2％）（※選択肢の書きぶりが若干異なる）→Ｈ28（29.9％）

●日常生活の身近な固定的性別
役割分担意識の存在に気付く機
会を多く作り、男女共同参画につ
いての関心を高め、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

（1）男女共同参画センターにおける事業展開
●男女共同参画に関する各種講座・イベントの充実を図って
いるほか、家庭や社会の中で生じる女性の様々な問題に対
する各種相談事業を実施している。
（2）男女共同参画に関する情報収集・提供の充実
●ホームページやフェイスブックの内容充実を図っているほ
か、男女共同参画に関する団体やイベント情報を収集・発信
している。

●男女共同参画センターでの啓発事
業については、概ね目標通りに実施で
きている。
●市民意識調査の結果から、男女共
同参画センターの認知度が依然として
低い状況である。

◆年）達成目標17
男女共同参画センターでの啓発実施回数
Ｈ25～Ｈ27累計　188回（目標Ｈ29までに300回）
◆年）成果指標18・▲意）問23
・男女共同参画センターの認知度
Ｈ23（23.2％）→Ｈ28（20.4％）（目標　50％）
・センターの事業の認知度
「各種講座や講演会」
Ｈ23（42.3％）→Ｈ28（52.5％）
「研修室などの有料貸室」
Ｈ23（22.7％）→Ｈ28（28.6％）
「電話相談・面接相談」
Ｈ23（28.1％）→Ｈ28（26.2％）

●男女共同参画の推進に関する
活動拠点として、男女共同参画
センターの認知度を上げ、より効
果的な事業を展開していく。
●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よ
りわかりやすい情報発信に努め
ていく。

その他
その他（性的マイ
ノリティへの支
援）

●性同一性障害にお悩みの方が利用できる相談窓口の紹介
●ＬＧＢＴについての理解促進のためのリーフレット作成

●ＬＧＢＴについて、認知度は比較的
高いが、内容まで知っている人は少な
い状況である（23.4％）。

▲意）問22
ＬＧＢTについての認知度
Ｈ28(64.1％）

●性的マイノリティに対する一層
の理解促進の取組が必要であ
る。

 Ⅲ　男女の人権
の尊重

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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