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基本施策について 

 

 

 

 

 

 

基本的方向 1 ≪政策・方針決定過程等への女性の参画拡大≫ 

【基本施策】 

（1） 札幌市の審議会等委員への女性の参画促進 

  札幌市が設置する審議会等委員の選任に係る仕組の見直しなどにより、女性委

員の登用を拡大します。 

（2） 札幌市女性職員の登用促進と職域拡大 

  札幌市職員（一般職員）の女性割合は、平成 23 年度（2011 年度）は 34.4％、平成

28 年度（2016 年度）は 35.0％となっており、増加傾向にありますが、引き続き、長期

的な視野に立った人材育成と多様な経験を積むことができるような人員配置を行う

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を行います。 

（3） 意思決定過程への女性の参画についての意識改革の推進 

  行政をはじめ企業、教育機関、町内会・ＰＴＡなど社会全体として女性の意思決定

過程への参画が進むように、意識改革を推進します。 

 

 

基本的方向 2 ≪男女共同参画の視点に立った意識改革≫ 

【基本施策】 

（1） 市民及び民間の団体等に対する広報・啓発活動の充実 

  男女共同参画への理解を推進するために、市民及び民間団体、企業など幅広く

広報・啓発の充実を図ります。広報啓発にあたっては、障がいのあることやアイヌ民

族であることなどに加えて女性であることでさらに困難な状況に置かれている人々、

• 審議会等委員への女性の登用促進

• 意思決定過程への女性の参画の推進
主な事業例

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 

資料６

※主な事業例は、現プランに掲載されている事業を新しいプランの基本施策に沿って

仮に位置付けたものであり、今後変更となる可能性があります。 
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性的マイノリティの人々などさまざまな立場の人々への人権尊重の観点からの理解

を深めるための取組を行います。 

（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 

  市民が企画する男女共同参画の意識を高めるための講座や人材育成の取組を

支援します。 

（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 

  男女共同参画社会の実現には、男女が共にその趣旨を理解することが大切であ

るため、男性への啓発をより一層促進するほか、これからの時代を担う子どもたち

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。します。 

 

 

基本的方向 3 ≪男女が共に子育てや介護ができる環境の整備≫ 

【基本施策】 

（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 

  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に取り組みます。 

（2） 男女が共に子育てや介護ができる施設や制度の充実 

  多様化するライフスタイルに対応するため、地域全体による保育や介護を推進し、

保育・介護のための施設整備、ひとり親家庭への支援の充実に取り組みます。ま

た、保育や介護における人材の確保・支援に取り組みます。 

 

 

 

 

 

• 男女共同参画に関する啓発事業の開催

• 家庭責任の分担意識にかかる啓発
主な事業例

• 子育て支援総合センター事業

• 地域子育て支援推進事業

• 地域支え合い有償ボランティア補助事業

主な事業例
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基本的方向 4 ≪国際社会と連動した女性への支援≫ 

【基本施策】 

（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） 

  女性が力をつけるために必要な国際的な動きなどに関する情報収集・提供を行い

ます。 

（2） 国際的視野に立った男女共同参画の推進 

  札幌に在住の外国人との交流などにより、国際的視野に立った男女共同参画を

推進します。 

 

 

基本的方向 5 ≪地域における男女共同参画の推進≫ 

【基本施策】 

（1） 地域活動での男女共同参画の促進 

  地域においても、固定的な性別役割分担に基づく慣習や慣行を解消し、男女が共

に潜在的な力を発揮してつながりのある地域づくりに参加するための、広報・啓発

などの取組を行います。 

（2） 男女共同参画の理念が基づく防災体制づくり 

  日頃から生活の基盤である地域に男女共同参画の理念を浸透させ、女性の視点

を取り入れた災害対策に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

• 多文化共生の推進（外国籍市民との交流機会の拡充）主な事業例

• 各区における啓発事業の実施

• 女性の視点を取り入れた災害対策事業
主な事業例
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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≫  

【基本施策】 

（1） 職場における男女共同参画の推進 

  男女雇用機会均等法等の関係法令を浸透させるための広報・啓発や職場におけ

るセクシュアル・ハラスメント防止など、女性が力を発揮できる環境づくりに取り組み

ます。 

（2） ワーク・ライフ・バランスの推進 

  固定的性別役割分担意識を解消し、男女が共に仕事と生活の両立を図るための

取組を行います。 

（3） 就業継続への支援 

  女性が、出産、子育て、介護などにより就業中断を余儀なくされることがないような

環境整備に取り組みます。 

 

 

基本的方向 2 ≪女性の経済的自立の推進≫ 

【基本施策】 

（1） 女性の就業機会の拡大 

  女性の就労における能力開発の支援や再就職に向けた講座・相談の実施による

雇用機会の拡大に取り組みます。 

（2） 多様な働き方に対応するための支援 

  「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム労働法）」や「労

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関す

る法律（労働者派遣法）」を浸透させ適正な労働条件を確保するなど非正規雇用

で働く女性を支援するほか、ライフステージにあった多様な働き方の実現に資する

相談の実施や情報提供に取り組みます。 

• 仕事と暮らしのライフプラン支援事業

• 事業所内保育事業

• 私立保育所の整備

主な事業例

基本目標Ⅱ 

女性の多様な働き方の推進 
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（3） 起業に対する支援 

  起業のためのや経営に関する各種講座や相談、情報提供など、女性が自分のラ

イフスタイルにあった働き方をするための支援に取り組みます。 

 

 

基本的方向 3 ≪女性の活躍に取り組む企業への支援≫ 

【基本施策】 

（1） 企業における女性の活躍を促進するための啓発活動の充実 

  企業で活躍している女性のロールモデルの紹介や、先進的な取組を行う企業の事

例に関する情報提供など、企業における女性の活躍促進に向けた広報・啓発など

の取組を行います。 

（2） 女性の活躍に積極的に取り組む企業への支援 

  企業における女性の活躍状況の「見える化」の促進など、女性の活躍に積極的に

取り組む企業に対し、その実情にあわせた支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 一時保育促進事業

• 子育てママ再就職支援事業

• 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」

主な事業例

• 女性社員の活躍応援事業主な事業例
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基本的方向 1 ≪生涯を通じた男女の健康支援≫ 

【基本施策】 

（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 

  性と生殖に関する健康と権利に関する意識を広く市民に浸透させ、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を男女双

方が理解するような意識の啓発に取り組みます。 

（2） 生涯を通じた男女の健康保持・増進 

  生涯を通じた男女の健康の保持・増進のための本人及びパートナーの思春期、妊

娠・出産期、更年期、高齢期など各ライフステージや心身の状況に応じた正しい情

報の提供や支援を行うほか、健康診査体制の強化及び健康づくりに向けたさまざ

まな取組を行います。 

（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 

  児童生徒に対して、人権尊重を基盤とした医学的な見地からの正しい性教育を実

施し、性に関する自己決定能力を育む取組のほか、親に対する情報提供など、家

庭での性教育の必要性についての啓発に取り組みます。 

 

 

基本的方向 2 ≪多様な性のあり方への理解の促進と支援≫ 

【基本施策】 

（1） 多様な性のあり方への理解の促進と支援 

  性の多様性について市民理解の促進に取り組むほか、パートナーシップ制度など

さまざまな困難を抱える性的マイノリティに対する支援に取り組みます。 

 

• 若者の性に関する知識の普及啓発事業

• 妊娠期からの相談支援の充実
主な事業例

• 性的少数者の理解促進主な事業例

基本目標Ⅲ 

男女の人権の尊重 
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基本的方向 1 ≪暴力を許さない社会づくりの推進≫ 

【基本施策】 

（1） 配偶者等からの暴力に関する普及啓発の強化 

   ＤＶなど女性に対するあらゆる暴力の防止に向けて、ＤＶ等に関する正しい知識・

現状を、さまざまな媒体を利用して、関係部局と連携しながら効果的に周知・啓発

していきます。 

<主な取組> 

(ｱ)   配偶者等からの暴力の防止にかかるパンフレット・カードなどを、さまざまな機会

を活用して広く配布し、市民への意識啓発に取り組みます。 

(ｲ)   女性に対する暴力をなくす運動期間などに、ＤＶや性暴力に加えて、さまざまな

複合的な暴力の防止に向けた啓発を実施します。 

 

（2） 暴力未然防止を目指した若年層への予防教育の推進 

   若年層に対する暴力未然防止の講座を実施するほか、男女平等教育を含む人

権教育を推進していきます。 

<主な取組> 

(ｱ)   学生を対象としたデートＤＶ防止講座について、より若年層に拡充して進めま

す。 

(ｲ)   男女平等教育及び性教育に関する指導の充実のため、発達段階に応じた指

導資料を活用します。 

 

 

 

 

 

• 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発

• 若い世代へのＤＶ未然防止教育の推進
主な事業例

基本目標Ⅳ 

女 性 に 対 す る あ ら ゆ る 暴 力 の 根 絶
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基本的方向 2 ≪ＤＶに関する総合的な支援体制の強化≫ 

【基本施策】 

（1） 早期相談の促進 

   ＤＶの被害が深刻化する前に、被害者が早期相談をするよう、さらに、周囲の人

がＤＶに気づいて、被害者に相談を促すよう、ＤＶ問題の重大さや専門相談窓口に

ついて、若年者から高齢者に至るまで、広く市民への周知の強化に取り組んでいき

ます。 

<主な取組> 

(ｱ)   被害の潜在による深刻化の未然防止を図り、早期相談を促進するため、被害

者の年代などに合わせた効果的な啓発活動を工夫するほか、庁内連携を推進し

ていきます。 

(ｲ)   ＤＶが多くの人に関わる社会的問題であるという認識を広げるため、区役所来

庁者へ向けたパネル展や、市民団体と共同した女性に対する暴力防止の啓発行

事などを実施します。 

 

（2） 相談体制の充実 

   市内における相談件数が増加傾向にある中、被害者の立場に配慮した、態様に

応じた的確な相談対応を行います。 

<主な取組> 

(ｱ)   被害者の抱える問題を的確に理解し、解決に向けた情報提供や助言を行うた

め、被害者の立場に立った対応を引き続き行います。また、若年層や高齢者、性

別や障がいの有無など、被害者の態様に配慮した情報提供を引き続き行います。 

(ｲ)   市民に身近な窓口である区役所において、必要な情報を提供し、適切な助言を

行うため、母子・婦人相談員による相談を引き続き行います。 

 

（3） 被害者対応機関との連携強化 

   ＤＶの認識が広がるに伴い、高齢者、障がい者からの相談も増加が見込まれ、さ

らに、被害者自身の状況や相談内容が多様化する中、安全確保を図りながら、的

確な対応・情報提供を行っていくために、被害者に対して相談、支援等を行う関係

機関との連携強化に取り組みます。 
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<主な取組> 

(ｱ)   被害者や同伴した子どもへの適切な対応と連携強化を図るため「配偶者等から

の暴力関係機関会議」等において、北海道をはじめとする関係機関と連携し、情

報交換や事例検討などを引き続き行います。 

(ｲ)   高齢者や障がい者、子どもを同伴しているなどの被害者の態様や暴力の形態

に応じた対応と、切れ目のない支援を行うため、地域包括支援センターや障がい

者相談支援事業所、児童相談所など、関係機関との連携を行います。 

(ｳ)   ＤＶの特性の理解、被害者の安全確保及び二次的被害の防止を図るため、被

害者対応をする部局を中心に、市職員に対する研修を行います。 

 

(4) 人材育成の推進 

   相談等に携わる職員（以下「相談員」という。）が配偶者暴力の特性を理解し、被

害者の安全を確保しながら的確に対応できるよう、十分な知識や技術を習得し、資

質向上を図ります。加えて相談員自身の精神的負担を考慮して、相談員同士の連

携と専門家からの助言を受けられるような体制づくりに取り組みます。 

<主な取組> 

(ｱ)   相談員には、多様かつ細心の支援知識が求められるため、専門研修の内容充

実を図ります。また、関係部局・機関との連携により、合同研修や相互交流などを

実施します。 

(ｲ)   相談員の心身の健康を保つため、事例研究等のケース検討の実施や、組織全

体で対応する体制や仕組みを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

• 配偶者暴力相談支援センター等の相談体制の充実

• 相談員への研修
主な事業例
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基本的方向 3 ≪ＤＶ被害者の安全確保の徹底と自立生活再建のための

支援体制の整備≫ 

【基本施策】 

（1） 安全かつ迅速な一時保護体制の充実 

   加害者からのさらなる暴力を防いだうえで、速やかに被害者やその子どもが安全

と安心を取り戻すため、一時保護の制度充実に努めます。 

<主な取組> 

(ｱ)   被害者が暴力から逃れて心身の安全を確保するため、一時保護が必要とされ

る場合に制度についての適切な情報提供を行うとともに、北海道をはじめとする関

係機関と連携し、安全かつ迅速に一時保護施設へ保護されるよう努めます。 

(ｲ)   当面の生活を確保し一人ひとりの心身の状況に応じた支援を行うため、ＤＶ被

害者が利用できる緊急一時保護事業を引き続き実施します。 

(ｳ)   公的な一時保護施設を補完する民間シェルターへの助成を引き続き行います。 

 

（2） 安心して暮らせる生活の確保 

   ＤＶ被害者が加害者の追跡から身を守るために、住み慣れた居所を離れて新た

な生活を安心して始めるためのさまざまな支援を行います。また、一時保護施設退

所後の安全な生活再建のために、関係機関と連携した支援を実施します。 

<主な取組> 

(ｱ)   被害者の安全確保のため、保護命令制度が適切に利用されるよう情報提供を

行い、申し立てにあたっての助言、警察や裁判所との連絡調整などの支援を行い

ます。 

(ｲ)   加害者からの追跡を防ぐため、住民基本台帳事務における支援措置により、被

害者情報の保護を引き続き図ります。また、関連部局では対象となった被害者の

情報管理の徹底により安全の確保を図ります。 

(ｳ)   一時保護施設を退所した後も、自立に向けた準備に、継続した指導・助言を必

要とする被害者のため、自立までの中間施設としてステップハウス事業を引き続き

実施します。 

(ｴ)   ＤＶ被害者の住居確保を支援するため、市営住宅の当選確率を高める優遇措

置を引き続き行います。 
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(3) 被害者の自立に向けた適切な情報提供及び総合的な支援 

   暴力の影響により心身の回復に時間がかかったり、経済的生活基盤を確立でき

ず、貧困に悩む被害者に対して、関係機関と連携しながら、それぞれのおかれた立

場に応じた総合的な支援を進めていきます。 

<主な取組> 

(ｱ)   被害者の自立のために各種自立支援事業について情報提供するとともに、関

係機関等へ手続きにおもむく際の付き添い支援（同行支援）を状況に応じて行い

ます。また、安全な生活再建のため、健康保険の被扶養者脱退のための証明、

及びＤＶに関する相談等をしている旨の証明を発行します。 

(ｲ)   被害者の心身の健康を回復させるため、心理学的な指導その他の必要なケア

を行います。  

(ｳ)   ひとり親家庭等になった場合の経済的自立の促進のため、就業に向けた知識

や技能を習得する各種講習会の実施や、児童扶養手当及び児童手当制度、母

子寡婦福祉資金貸付制度についての情報提供を行います。 

(ｴ)   同伴児がいる場合の養育費に関する問題解決のため、母子・婦人相談員、母

子寡婦福祉センター、弁護士等による養育費に関する相談を実施します。 

(ｵ)   さまざまな事情により生活に困窮する方からの相談を受け付ける窓口を設置し、

被害者からの相談に対しては、関係機関との連携により、各種制度の利用に関す

る情報提供、関係機関との連絡調整を行い、本人の状況に応じて、支援計画の

作成による継続的な支援を行います。 

 

(4) 子どもに対する各種支援の強化 

   被害者の子どもに対して、学校、児童相談所などと連携し、安心して生活できる

環境を整え、教育や心理面における支援を引き続き行うほか、ＤＶからの避難によ

る生活環境の変化を踏まえた学習面の支援に取り組みます。そして各種支援につ

いて、積極的に情報提供を行います。 

<主な取組> 

(ｱ)   被害者の同伴児は一時保護施設等に入所するなど、環境の変化が大きなスト

レスとなり日常生活に影響することもあるため、要保護児童対策地域協議会等を

活用し、関係機関と連携した長期的な支援を検討していきます。 
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(ｲ)   生活保護世帯の中学生に学習の場を提供するさっぽろまなびのサポート事業

や、ひとり親家庭の児童の基礎学力の定着等を図るひとり親家庭への学習支援

ボランティア事業等により、一時保護やその後の生活環境の変化で学習が遅れが

ちな児童に対する学習面での支援を行います。 

(ｳ)   環境の変化などにより子どもが抱える不安や悩みの教育相談を行うため、教育

支援センターやスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーを活用します。 

(ｴ)   児童に対しても、面前で行われるＤＶは心理的虐待にあたるため、18 歳未満の

児童に関する各種相談及び支援を行います。 

(ｵ)   民間シェルターに入所した被害者の同伴児の支援に引き続き取り組みます。 

 

 

基本的方向 4 ≪性暴力に関する啓発と被害者の支援≫ 

【基本施策】 

（1） 性暴力に関する啓発と被害者の支援 

   潜在化しやすい性暴力の被害者が、躊躇することなく必要な支援が受けられる

よう、相談窓口の周知啓発を実施するほか、引き続き被害者への支援を実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 一時保護施設の活用

• 被害者の安全確保のための情報提供及び支援措置

• カウンセリング事業

• 被害者及び同伴児のための各種自立支援事業

主な事業例

• 女性のための性暴力被害相談主な事業例
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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≫ 

【基本施策】 

（1） 人権尊重を基盤にした男女平等教育の一層の推進 

  学校教育活動全体を通じて、児童生徒に対する人権尊重を基盤とした男女平等

教育を一層推進します。 

 

 

基本的方向 2 ≪男女共同参画の学習の推進≫ 

【基本施策】 

（1） 男女共同参画に関する学習の推進 

  これからの時代を担う子どもたちが、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むほか、

地 域 等 さまざまな場 で人 権 や男 女 共 同 参 画 に関 する身 近 な課 題 の学 習 ができる

機会を提供します。 

（2） 男女共同参画の視点に立った生涯学習の充実 

  一人ひとりが個性と能力を発揮して自分の生き方を自由に選択するための学習や、

男女共に生活力を身に付け自立の意識を醸成するための学習など、男女共同参

画に資する学習機会を提供します。 

 

 

 

 

 

• 中学校用男女平等教育副読本の活用主な事業例

• 子ども向け男女共同参画意識啓発事業

• 男女共同参画に関する講座の推進
主な事業例

基本目標Ⅴ 

男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実 
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基本的方向 3 ≪男女共同参画の活動拠点の充実≫ 

【基本施策】 

（1） 男女共同参画センターにおける事業展開 

  男女共同参画の推進に関する活動の総合的な拠点として、男女共同参画に関す

る市民の自主的な活動及び交流の支援や、調査研究、企画立案など各種事業を

展開するほか、相談支援体制の充実に取り組みます。 

（2） 男女共同参画に関する情報収集・提供の充実 

  男女共同参画に関するイベントや団体、関係図書など、各種情報の収集・提供・

発信の充実に取り組みます。 

 

• 男女共同参画センターにおける事業の充実と利用促進主な事業例


