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現状と課題について 

 

 

 

 

基本的方向 1 ≪政策・方針決定過程等への女性の参画拡大≫ 

【現状と課題】 

政治の場や職場、地域、教育などあらゆる分野において政策や方針の決定過程

に男女が対等な立場で参画することは、男女共同参画社会の実現にとって重要なこ

とです。 

なかでも、政策・方針決定過程において女性の参画が進むことは、バランスのとれ

た質の高 い行 政 サービスの提 供 を可 能 にし、多 様 な価 値 観 を取 り入れた豊 かで活

力のある社会の実現につながります。 

しかしながら、全国的に、政策や方針決定過程における女性の参画は十分になさ

れていない傾向があり、それは札幌市においても同様です。 

男女共同参画さっぽろプラン（第 23 次）においては、数値目標の一つとして、「札

幌市の審議会等における女性委員の登用率」の目標値を 40％と定め、「札幌市審

議会等委員への女性登用促進要綱」（平成元年（1989 年））に基づき、審議会等の

委員の選任にあたっては、男女共同参画を担当する部局への事前協議を義務付け

るなどして、女性登用率の向上に努めてきました。 

しかし、その結果は、平成 18 年（2006 年）4 月 1 日現在、の 30.9％であった女性

登用率はから 10 年の時を経ても、平成 24 年（2012 年）4 月 1 日現在は、34.234.0％

（平成 29 年（2017 年）3 月 31 日）まで上昇したもののと横ばいで推移しており、今後

も引き続き推進する必要があります。 

また、札幌市職員の女性役職者の割合は 12.214.6％（平成 2429 年（20122017

年）4 月）となっており、着実に女性の比率は増加してはいますが、男性の比率が大

きく上回っています。 

このようなことが起きているのは、過去の歴史的な経緯により男性を中心とした社

会が形成され、いまだに、固定的性別役割分担意識が根強いことが大きな要因であ

ると考えられます。 

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 

資料４
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男 女 共 に意 識 の転 換 を図 ること、女 性 一 人 ひとりが政策 ・方 針 決 定 過 程 等 の重

要な場に積極的に参画することができるように力をつけていくことを推進するためのさ

らなる取組が必要です。 

 

図● 審議会等委員への女性登用率 

 

＜備考＞札幌市：男女共同参画課調べ、北海道：北海道資料、 

国：内閣府資料より作成 

 

図● 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 

 

 

基本的方向 2 ≪男女共同参画の視点に立った意識改革≫ 

【現状と課題】 

平成 11 年（1999 年）に男女共同参画社会基本法が制定され、札幌市においても

平成 15 年（2003 年）に施行された札幌市男女共同参画推進条例やそれに基づく計
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画によって、男女共同参画社会実現のためにさまざまな取組が行われてきました。 

また、「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

（男女雇用機会均等法）」や「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）」など法制度の面でも、徐々に環

境が整えられてきました。 

しかし、平成 2328 年（20112016 年）7 月に札幌市が実施した「男女共同参画に関

する市民意識調査」の結果を見ても、社会の制度・慣行などに深く根付いている固

定的な性別役割分担意識は解消されていません。 

このような意 識 は、長い時 間 をかけて社 会 の中 で形 成 されてきたもので、一 朝 一

夕に変えることは困難ですが、すべての人が、性別にとらわれることなくその個性と能

力を発揮できる男女共同参画社会の実現のために、引き続き、地道に意識改革へ

の取組を進めることが重要です。 

 

図● 男女の平等感 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 
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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≫ 

【現状と課題】 

 これまで、我が国では、「男性は仕事、女性は家事や育児」という役割分担意識の

もと、男性が長時間労働で経済社会を支え、女性は家事・育児・介護などの家庭責

任を担ってきましたが、近年、少子高齢化が進み、家庭や経済社会にも変化が生ま

れてきました。 

そのような状況において、札幌市の合計特殊出生率は、全国平均を大きく下回っ

ているのが現状です。 

  少子化が進む要因としては、未婚率や婚姻年齢・初産年齢の上昇、家事・育児

の女性への大きな負担、養育費・教育費などの経済的負担、家族や地域社会の変

化などさまざまなことが考えられます。 

平成 2328 年（20112016 年）7 月に札幌市が実施した「男女共同参画に関する市

民意識調査」によると、子育てや介護に関しては、女性に負担がかかる傾向があり

ます。また、昨今では、育児と介護に同時に直面する世帯（いわゆる「ダブルケア」）

など複合的な支援を必要とする状況がみられ、女性の社会進出が進む中で、地 域

において住民がつながり支え合う取組が求められるなど、子育てや介護のあり方が

課題となっています。 

男女共同参画の理念は、少子高齢化にかかるさまざまな課題への対策にも寄与

し、活力ある社会の実現を可能にします。 

子育てや介護は、「家庭の中のことで、個人で解決すべき」と考えられがちですが、

男女が共に、その個 性と能力を発揮して生き生きと暮らすために、地域における社

会的課題でもあることの認識を深め、環境整備を進めることが必要です。 
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図● 合計特殊出生率の推移 

 

＜備考＞札幌市：札幌市衛生年報、 

北海道・全国：厚生労働省人口動態調査より作成 

 

図● 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% 87.9% 3.0% 
27 81.5% 2.65% 81.2% 4.0% 
28 ― ― 82.5% 2.5% 

＜備考＞全国：厚生労働省雇用均等基本調査、 

北海道：就業環境実態調査より作成 
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図● 男性が家事・育児・介護に参加するために必要なこと 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 

 

図● 家族介護における介護者の男女別比率（札幌市） 

 

＜備考＞札幌市保健福祉局「要介護（支援）認定者意向調査」 
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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≫ 

【現状と課題】 

 政治や経済、文化等あらゆる分野において、私たちの暮らしは、国際的な関わりの

中で成り立っており、男女共同参画を推進するにあたっても国際的な視野を持ち、多

様な価値観を尊重することを通じて女性が力をつけていくために、国際的な交流等

の取組が必要です。 

 

図● 市内の外国人登録者数 

 

＜備考＞札幌市統計書 

 

基本的方向 5 ≪地域における男女共同参画の推進≫ 

【現状と課題】 

地域は、高齢者、障がい者、子どもなどを含め、世代や背景の異なるすべての人々

の生活の本拠です。急速な人口減少、少子高齢化が進む中、地域を基盤として人と

人のつながりを育むことが求められています。 

今までも、女性は地域での活動の担い手としての役割を果たしてきましたが、女性

が地域活動に参画したとしても、リーダーは男性である傾向があります。 

また、平成 7 年（1995 年）1 月 17 日に発生した「阪神淡路大震災」、平成 16 年

（2004 年）10 月 23 日に発生した「新潟県中越地震」、そして平成 23 年（2011 年）3

月 11 日に発生した「東日本大震災」、そして平成 28 年（2016 年）4 月 14 日に発生し

た「熊本地震」を通じて、災害時の避難所の運営等において、女性の視点の必要性

が認識されるようになってきましたています。 

男女のニーズの違いに配慮するとともに、「男性はこうあるべき、女性はこうあるべ
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き」という意識から、男女どちらかが過 度な負担を抱えることがないよう、日頃から男

女共同参画の考えを共有することが重要です。あり、男女共同参画社会を実現する

ためには、雇用等における女性への支 援とともに、生活の基盤である地域での女 性

への支援誰もが地域づくりに参画しやすい環境整備を進めることが大切必要です。 

女性の潜在的な力を引き出し、一人ひとりが生き生きと暮らすために、地域におけ

る男女共同参画を推進するための取組が必要です。 

また、災害時あるいは災害復興について、女性の意見が反映されるためには、災

害対策決定の場や防災活動の場に女性が参画できる仕組づくりも必要です。 

 

図● 仕事と家庭生活・地域活動の望ましい位置付け 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 
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図● 避難所における男女共同参画について必要なこと 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

 

 

 

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≫  

【現状と課題】 

少子高齢化による生産年齢人口の減少が進む中、女性の視点や潜在的な力を活

かすことは、経済社会の活性化という点において重要なことです。 

「男女雇用機会均等法」や「育児・介護休業法」、「次世代育成支援対策推進法

（次世代法）」、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進

法）」などにより、女性が社会で活躍するための法的整備が進められてきています。 

しかし、長時間勤務や転勤を当然とする男性中心の働き方等を前提とする労働慣

行により、男性に正社員が多く、女性にパートタイム、派遣・契約社員が多い現状や

基本目標Ⅱ 

男女の多様な働き方の推進 
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勤続年数、職階の違いなどから、男性に比べて、女性の賃金が低い現状にあります。 

また、雇 用 等 の分 野 においても固 定 的 性 別 役 割 分 担 意 識 は根 強 く、女 性 が、結

婚・出産により離職する場合が多く、一度離職してしまうと、再就職等をすることは容

易なことではありません。平成 28 年（2016 年）7 月に札幌市が実施した「男女共同参

画に関する市民意識調査」の結果を見ても、男性は女性に比べて育児休業・介護休

業を取りづらいという傾向が強く、男性が育児休業・介護休業を取得できるよう意識

啓発やサポートも欠かせません。 

さらに、保育所の整備や小学校児童の放課後の居場所の確保なども依然として求

められています。 

これからの札幌の地域社会を支えるうえで、雇用等の分野における男女共同参画

やワーク・ライフ・バランスの推進のための環境整備が必要です。 

 

図● 女性の労働力率（全国・札幌市） 

 

＜備考＞総務省平成 27 年国勢調査より作成 
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図● 認可保育所定員数および待機児童数 

 

＜備考＞札幌市子ども未来局資料より作成 

 

図● 女性が働くことについて 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 
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図● 男性の育児休業・介護休業への考え方 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

基本的方向 2 ≪女性の経済的自立の推進≫ 

【現状と課題】 

女性が経済的に自立することは、経済社会の活性化という視点のほか、男女共同

参画社会を実現するという視点からも重要なことです。 

今までの政治的、歴史的背景から、「男性は仕事、女性は家事や育児」「女性は男

性によって養われるもの」という役割分担意識が根強く、母子家庭における貧困等の

課題も指摘されています。 

 女性が、自ら望む生き方を実現するために、さまざまなライフスタイルやライフステー

ジにあった多様な働き方への支援が必要です。 
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図７ 女性が働く上で支障となること 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 
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図● 男女の賃金格差（平成 27 年度） 

 

＜備考＞札幌市：毎月勤労統計調査、北海道：北海道資料、 

全国：賃金構造基本統計調査より作成 

 

 

基本的方向 3 ≪女性の活躍に取り組む企業への支援≫ 

【現状と課題】 

 企業における女性の活躍を促進するためには、活躍の場となる各企業において積

極的かつ主体的に取組が実施されることが重要です。 

 札幌市の女性の労働力率をみると、Ｍ字カーブは緩和されていますが、解消には至

っていません。また、女性の正規雇用者割合は全国と比べて低く、賃金も低位な状況

です。 

 このように、働く場面において女性の力が十分に発揮できているとはいえず、働くこと

を希望する女性が、その希望に応じた働き方を実現できるよう、女性が多く活躍して

いる企業やロールモデルに関する情報を広く提供する取組などが求められます。 

 また、社 会 全 体 において女 性 の活 躍 を推 進 していくためには、雇 用 の多くを占 める

中小企業に対する支援が必要です。 
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図● 女性の労働力の推移（札幌市） 

 

＜備考＞総務省平成 27 年国勢調査より作成 

 

図● 男女別雇用形態比率（札幌市） 

 

 

図● 男女別雇用形態比率（全国） 

 

＜備考＞総務省就業構造基本調査より作成 
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基本的方向 1 ≪生涯を通じた男女の健康支援≫ 

【現状と課題】 

｢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)｣という考え方は

国連などでも指摘されているように、女性の人権の一つとして、重要なことです。 

女 性 の身 体 には妊 娠 や出 産 のための仕 組 が備 わっており、さまざまな女 性 特 有

の問題を抱えることもあります。このため、女性が生涯を通じ、自分の体に関する正

しい知識と自分の健康の維持・管理を行うため、性と生殖に関する健康と権利の視

点から、心身両面における健康支援や相談体制の充実、男性に対する啓発など総

合的な取組が必要です。 

また、低年齢層の性感染症や薬物乱用が依然として社会問題となっています。 

札幌市においては、全国に比べ人工妊娠中絶率も高い傾向にあり、これらは、自

分自身の健康に害をもたらすだけではなく、次世代への悪影響が懸念されます。 

性別に関わらず、学校や家庭において、生命尊重・人権尊重の観点から性教育

等の啓発をしていくことが必要です。 

 

図● 10 代の人工妊娠中絶率（女子人口千対）の推移 

 

＜備考＞札幌市：札幌市衛生年報、全国：厚生労働省衛生行政報告例より作成 

基本目標Ⅲ 

男女の人権の尊重 
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図● 女性の生涯にわたる健康づくりのための支援策として必要だと思うこと 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

基本的方向 2 ≪多様な性のあり方への理解の促進と支援≫ 

【現状と課題】 

 典型的とされていない性自認や性的指向をもつ性的マイノリティは、近年の民間調

査などで人口の８％前後の割合で存在しているとされていますが、理解が十分に進ん

でおらず、その多くが日常生活において深刻な困難を抱えている実態が明らかになっ

てきました。 

 また、性的マイノリティの自殺念慮の高さが指摘されており、国においても、性的指

向や性自認について人権課題として取り上げています。 

誰もが生 きがいと誇 りをもつことができる社会の実 現のためには、多 様な性・性 別

のあり方に対する理解の促進と、性的マイノリティや周囲の人々が抱える困難の解消

に向けた支援が必要です。  
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図● 性的指向に関し起きていると思う人権問題 

 

図● 性同一性障害者に関し起きていると思う人権問題 

 

＜備考＞内閣府人権擁護に関する世論調査より作成 

 

 

 

 

基本的方向 1 ≪暴力を許さない社会づくりの推進≫ 

【現状と課題】 

 暴力は、重大な人権侵害であり、男女問わず、いかなる場合にも許されるものでは

ありません。特に女性に対する暴力は固定的な性別役割分担意識や男女の社会的・

経済的な格差など社会状況に根ざした構造的な問題であることを考え合わせると、引

き続き、手厚い対策が必要です。 

  女性に対する暴力は個人の問題ではなく、多くの人々に関わる社会的問題である

という認識を市民に広く浸透させ、暴力による人権侵害を起こさないための啓発を行

うこと、特に、交際経験の少ない若年層に対して、被害者にも加害者にもならないた

基本目標Ⅳ 

女 性 に 対 す る あ ら ゆ る 暴 力 の 根 絶
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めに、お互いに尊重できる関係性の大切さを教える人権教育を進めていくことが重要

です。を行うとともに、被害を受けた女性への支援体制の整備などの充実を図る必要

があります。 

 なお、配偶者等からの暴力や性暴力等の被害者の多くは女性ですが、男性、性的

少数者マイノリティの被害もあります。女性への支援とともに、すべての被害者への対

応が求められます。 

 また、加害者更生を含む加害者対策については調査研究段階にあり、国や他機関

の取組について情報の収集や動向把握に努める必要があります。 

 

図● 配偶者からの被害経験の有無（全国） 

 

＜備考＞平成 26 年内閣府「男女間における暴力に関する調査」より 

 

図● 交際相手からの被害経験の有無（全国） 

 

＜備考＞平成 26 年内閣府「男女間における暴力に関する調査」より 
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図● 配偶者やパートナー間での行為についての暴力としての認識 

  

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 
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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≫ 

【現状と課題】 

 国は、平成 13 年（2001 年）4 月に「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」を制定しました。  

 札幌市においても、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、その後、相談センターの相談員の体制を拡充したり、電話回線を増やすなど

して、平成 18 年（2006 年）には「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」、平成 21 年（2009 年）には「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（平成 21 年度～25 年度）」を策定して、被害者の支援体制

の充実を図ってきました。や関係機関との連携、各種啓発リーフレットの発行による人

権意識の啓発など、積極的に取組を進めてきました。しかし、行政等公的な相談先へ

の相談割合はいまだに低い水準であるため、関係機関と連携しながら、今後さらなる

取組が必要です。 

 しかし、配偶者等からの暴力のほか、性暴力、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー

行 為 など、命 に関 わることもある女 性 への暴 力 は、一 向 に後 を絶 たないのが現 状 で

す。 

   

図● 札幌市配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数 

 

＜備考＞市民文化局男女共同参画室男女共同参画課調べ 
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図● ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の経験について（男女別） 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 

 

図● ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の相談窓口の認知度 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 
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図● ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）を経験した際の相談先 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 
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図● ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）被害者が相談しやすくするための取組 

 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 
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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≫ 

【現状と課題】 

 札幌市では、DV 被害者が自立に至るまでの間、被害者に係る情報保護の徹底を

図るほか、住居、就業などの生活支援や同伴児への支援など、安心して暮らせる状

況を確保するためのさまざまな支援を、関連部局や関係機関が連携して取り組んで

います。引き続き、DV 被害者の相談対応に加えて、今後も被害者の安全確保や自

立支援のための適切な情報提供を行うほか、一時保護や自立のための支援施設の

提供などを行っていきます。 

 

 

 

基本的方向 4 ≪性暴力に関する啓発と被害者の支援≫ 

【現状と課題】 

 札幌市では、平成 24 年 10 月に北海道と共同設置でワンストップ支援センターとなる

性暴力被害者相談センター北海道 SACRACH（さくらこ）を開設し、また、最近では、

特に潜在化しやすい性暴力被害者への積極的な支援の必要性も指摘されています。

を積極的に行っています。 

 近年は、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）など、インターネット上の新た

なコミュニケーションツールの広がりに伴い、これらを利用した性暴力の形態が多様化

しています。また、複数の困難な状況を抱えていることから、性的、経済的に搾取され

貧困に陥る若年女性が多く存在し、その貧困を理由とする性の商品化など新たな形

の暴力に対して、的確な対応が求められます。 

女性への暴力は、身近な問題でありその根絶のためのさらなる取組が必要です。 
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図● 性暴力被害相談窓口の認知度  

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

 

 

 

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≫ 

【現状と課題】 

一人ひとりの個性と能力を認め、互いを「個」として尊重し合い自立する精神を育

むことは、男女共同参画社会を実現するための基盤となるものです。性別に関する

人々の意識の形成にあたっては、教育の果たす役割は極めて大きく、家庭、職場、

学校、地域などさまざまな場面で、男女共同参画の視点に基づく教育や学習を推進

することが重要です。 

また、進路指導や生徒指導などにおいても、性別による固定観念にとらわれず、

人権意識、権利義務意識、職業意識について、多様な生き方を尊重する男女共同

参画の視点を取り入れて啓発していくことが必要です。 

 

 

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 2 ≪男女共同参画の学習の推進≫ 

【現状と課題】 

長い時間をかけて形成された｢男性は仕事、女性は家事や育児｣という意識等は

まだまだ残っているのが現状です。 

このため、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

ていくことが重要です。 

男女共同参画の視点に立った意識改革を行うために、市民の自主的な取組や男

女共同参画に関する活動に取り組む団体等への支援など、市民と協力しながら取り

組む必要があります。 

 

図● 男は仕事、女は家事や育児という考え方について 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 
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基本的方向 3 ≪男女共同参画の活動拠点の充実≫ 

【現状と課題】 

札幌市男女共同参画センターは、男女共同参画の推進に関する活 動の総合的

な拠点施設として、平成 15 年（2003 年）9 月に設置され、活動拠点としての機能（場

の提供）のほか、女性が力を発揮するための支援や男性の生活面での自立支援、

男女共同参画意識の啓発などを目的とする各種講座や情報提供、相談支援などさ

まざまな事業を展開してきました。 

札幌市の男女共同参画を進めるためには、この施設の認知度をさらに高め、より

広く市民に活用してもらうことが重要であり、今後は、情報発信の場としての機能強

化や特色ある事業展開が必要です。 

 

 

図● 男女共同参画センターの認知度 

 

＜備考＞平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査 


