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Ⅳ　男女がともに働き続ける職場づくり

Ⅳー１　働く場における男女共同参画の推進

①男女均等の労働法制の周知徹底
　働くことは、人々が生活していく上での経済的基盤を形成することであり、自らの生
活を維持し、豊かにしていくことは、性別に関わりなくすべての人々に保障された権利
です。女性が働き続けることに対する意欲は年々大きくなり、法制度は整備が進められ
てきましたが、女性を取り巻く就業環境は、マタニティ・ハラスメントをはじめ賃金格
差や結婚、出産時の退職慣行などが依然としてあり、必ずしも女性の能力が生かされて
いるとはいえません。女性と男性があらゆる分野で、持てる能力を発揮し、生き生きと
働くことのできる職場環境の整備や労働法制の周知徹底を図っていくことが男女共同参
画社会の形成の上で重要です。

市民の取り組み
▷働いていることの意味を学習し、働くことが権利であり不可欠であることを理解し
ましょう。
▷経営者、従業員双方が人権及び労働をめぐる法制について学びましょう。

事業者の取り組み
▷人権を理解し、労働法制を遵守しましょう。

行政の取り組み
▷男女均等の労働法制に関する法識字の向上を図る講座を開催し、働くことが権利で
あることの意味を理解し深める機会を作ります。	 （雇用創生課）
▷労働をめぐる人権及び各種法律について企業向け、市民向け周知に努めます。
	 	 （雇用創生課）

②男女均等な雇用機会及び待遇確保
　男女が対等な立場で働くには、就労に関するあらゆる条件が男女均等の視点から整備
される必要があります。そこで、女性も積極的に能力を磨き、仕事に取り組むことが望

Ⅳ　男女がともに働き続ける職場づくり
　　 【女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画】

　「人間として生きる」ために労働があると考え、男女差別をなくし、働く意欲や能
力を「ひとりの個人」として公平に評価される職場づくりを目指して、女性の活躍推
進につなげます。

【男女共同参画の視点】
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まれます。また、事業者は、個人の意欲や能力による公正な評価を行うなど男女均等な
職場づくりをしていく必要があります。

市民の取り組み
▷男女均等な雇用とは何かを考えましょう。
▷女性も男性と対等に働くという意識を持ちましょう。

事業者の取り組み
▷「男女雇用機会均等法」を遵守しましょう。
▷職場における固定的性別役割分担や慣習はないか点検しましょう。

行政の取り組み
▷職場における男女均等についての周知に努めます。	 （雇用創生課）

■ 女性が職業を持つことについて
（回答総数=576人）

出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P44）より作成

③職場における女性活躍の推進
　職場における女性活躍の推進は、男女平等を前提としてなさければなりません。その
上で、職場において女性が能力を十分に発揮し活躍できるようにしていくために女性
の活躍推進に取り組む事業者に対するインセンティブの拡充に努めていくことが必要で
す。

市民の取り組み
▷職場において男女平等について話し合いましょう。

事業者の取り組み
▷「女性活躍推進法」に基づく事業主行動計画の趣旨を理解し計画の策定の検討を行

10.6%

（％）
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

その他
子どもができてもずっと職業を持ち続けるのがよい
職業を持っていても、子どもができたら辞め、子どもが大きくなったら再び職業を持つのがよい
職業を持っていても、子どもができたら辞め、そのまま職業を持たないほうがよい
職業を持っていても結婚したら辞めるのがよい

H17年度時

全体

男性

女性
1.5% 1.8%

41% 40.1% 13%
1.3% 0.4%

50% 34.5% 10.8%
1.4% 1.25%

44.4% 38% 12.2%
2.2% 2.4%

55.4% 29.4%
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います。
▷女性を含む多様な労働者が働きやすい職場を目指し、「働き方改革」を推進しま
す。

行政の取り組み
▷女性の活躍推進に取り組む事業所等を表彰し、市ホームページ等で公表します。
	 	 （人権男女参画課）
▷女性の活躍推進に取り組む事業所等の入札制度における優遇措置。
	 	 （契約課・全庁）
▷女性の活躍事例等のセミナーを開催します。	 （人権男女参画課・商工課）

■ 性別による仕事の内容・接遇・評価について
（回答総数=378人）

出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P54〜56）

④女性の職域拡大、育成及び登用の推進
　企業等の女性登用の進展を期待し、事業体である市役所においては、「女性活躍推進
法」によって義務づけられた特定事業主行動計画に基づき女性職員の職域拡大、男女で
偏りのないバランスの取れた職員配置、幅広い職務経験や研修の充実により女性職員の
育成及び意識の改革を進めます。また、地方公務員法に定める平等取り扱いと成績主義
の原則を前提としつつ、女性の管理職等への積極的な登用に取り組みます。
　また、市の関係団体及び企業等に女性活躍に関する情報を提供し女性の職域拡大や育
成及び登用の推進を図ります。

事業者の取り組み
▷女性の能力を活かし、女性が活躍できる場の環境をつくるため、経験の積める配置
や研修育成に努めていきます。
▷女性の能力・資質を活用するため役員・管理職等へ登用し男女共同参画を推進します。

7.1％

（％）
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無回答わからない

女性が優遇さらている平等である男性が優遇されている

昇進・昇格

賃金

仕事の内容・配置

能力評価 15.3％ 52.9％
1.3％

22.5％ 7.9％

16.4％ 51.3％ 5％ 19.6％ 7.7％

19.6％ 50.8％
0.8％

21.7％ 7.1％

25.7％ 41％
1.1％

25.1％
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行政の取り組み
▷「甲府市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」に基づき甲
府市役所における推進状況を公表していきます。	 （人事課）

▷市の関係団体や、市が補助金を交付する団体及び企業に対し、「女性活躍推進法」
に関する情報提供を行い団体等への女性職員の職域拡大、育成及び登用の促進を働
きかけます。	 （人権男女参画課）
▷市内企業に対し、女性の職域拡大、育成及び登用等の促進のため「女性活躍推進
法」の情報提供を行います。	 （雇用創生課・人権男女参画課）

Ⅳー２　生き生きと働くための社会的環境の整備

①仕事と育児･介護の両立支援
　男女が共に働ける法制度は整ってきていますが、現実には、まだまだ育児・介護など
が女性の負担になっている場合が多く、そのために仕事を辞めなければならない人も少
なくありません。子育てや介護をしている人が安心して働き続けるためには、家族みん
なが育児等を積極的に担うことが大切です。また、地域社会においては、多様な就労形
態を考慮した育児・介護の支援体制を充実させ出産や介護による離職者の減少を図るこ
とが必要です。

市民の取り組み
▷男性も女性も、育児サービスや介護保険制度について積極的に勉強しましょう。
▷育児･介護保険サービスを上手に利用して、家族みんなで助け合いましょう。

行政の取り組み
▷育児･介護を担いつつ働き続けられる体制づくりに努めます。
	 	 （子ども保育課･介護保険課）
▷子育てガイドブックの配付等、ニーズにあった情報提供に努めます。
	 	 （子ども支援課）
▷育児・介護についてきめ細かい情報の提供に努めます。
	 	 （子ども保育課・介護保険課）

②ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
　男女の労働者が安心して仕事を続けるためには、育児･介護などの家庭責任や地域活
動と仕事を両立できる職場環境が必要です。特に、育児･介護については、女性に大き
な負担がかかります。職場では、より一層の育児・介護休暇制度の定着と利用促進が図
られ、子育てをしながらキャリア形成が図れる社会を目指すと共に、働く男女が、家庭
と仕事の両立が可能となるよう、保育、介護施設の整備・充実、また内容の充実等を
図っていきます。そして、仕事中心の価値観を見直し、女性も男性も職場、家庭、地域
において調和のとれた活動のできる男女共同参画社会の実現に向けて、多様な生き方、
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働き方を選択できる環境をつくることが必要です。

■ あなたが働く職場の「仕事と家庭の両立支援制度」について
（回答総数=336人；20歳〜60歳代）

出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P59）

市民の取り組み
▷男性も女性も共に育児・介護休暇をとりやすい環境をつくりましょう。

事業者の取り組み
▷育児・介護休暇の取得しやすい職場づくりに努め、家庭や地域を大切にできる労働
条件の整備に努めましょう。

行政の取り組み
▷事業者に対し、育児・介護休暇制度等の利用しやすい職場環境の整備や長時間労働
の削減などの働き方改革についての啓発を行うと共に、労働者に対し、育児・介護
休暇制度の利用促進の啓発活動を行います。	 （雇用創生課・人権男女参画課）

③働く妊産婦への健康支援
　働く妊産婦が、安心して出産ができ、赤ちゃんを育てられるよう妊婦相談等の充実に
努めます。

市民の取り組み
▷夫婦等が共に育児について話し合い、妊婦相談や講座に参加してみましょう。

事業者の取り組み
▷妊娠中、出産後の女性が働きやすい環境整備に努めましょう。
▷女性の産む権利を尊重する職場環境を整備しましょう。

行政の取り組み
▷夫婦等が力を合わせて、安心して出産・育児等ができるための理解と普及を図りま
す。	 （母子保健課）
▷働く女性が安心して妊娠・出産・育児できる健康の維持と労働等を両立する職場環
境づくりに理解を求めます。	 （雇用創生課）

（％）0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無
回
答 

6%
わからない 37.5%実施していない 24.7%実施している 31.8%両立支援制度
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Ⅳー３　多様な働き方を可能とする就業環境の整備

①パートタイム・派遣労働等の就業環境の整備
　結婚、出産を機に退職した女性が再就職をする場合、パートタイムや派遣労働、在宅
就労など時間の制約が少ない労働を選択する人が増えています。これらは、比較的簡単
に採用してもらえる反面、雇用調整の対象になりやすく、正社員との賃金、社会保障な
ど待遇面での格差が生じ、問題点も指摘されています。どのような形態であってもすべ
ての労働者が安心して働けるよう、就業環境の整備が必要です。

市民の取り組み
▷パートタイム労働者や派遣労働者等の労働条件の向上について考えましょう。

事業者の取り組み
▷「パートタイム労働法」を遵守し、正規労働者とのバランスを考慮した待遇に努め
ましょう。

行政の取り組み
▷パートタイム・派遣労働者等の労働条件改善の啓発に努めます。	 （雇用創生課）

②女性の職業能力開発への支援
　社会構造の変化に伴い、雇用形態も変化しつつあります。経済情勢や景気状況などの
影響によって、就職や転職を希望する女性への雇用状況は、依然として厳しいものがあ
ります。一方では、就業形態の多様化に伴い、社会が女性に求める労働力のあり方も変
化し、起業家や在宅勤務、派遣社員、契約社員など様々な形態があります。今後女性に
求められる労働力への期待に応え、女性が十分に活躍し、個性と能力を発揮しながら安
心して働けるような就業条件の整備が必要です。また、情報化、国際化の進展により、
新しい時代に必要な資格や技術の習得への支援も求められています。

市民の取り組み
▷転職及び再就職等就職や求人情報を積極的に活用しましょう。

行政の取り組み
▷女性の就職や転職、再就職希望者の就職を援助するために、就職相談、求人情報の
提供を行います。	 （雇用創生課）

③経営の主体となる女性の育成・支援
　結婚・出産を機に退職した女性が時間の制約が少ない在宅就労など、家事と両立しな
がら起業するケースが増えています。そうした人たちに対して起業の仕方や情報を提供
します。また、パート、派遣社員の増加などにより就労形態の変化が進行し、生活様式
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に合わせた労働時間の短縮など多様な働き方や、就業環境の充実が求められています。
雇用の創出・確保に向けた総合的な支援や勤労者の福祉向上を図ってまいります。

市民の取り組み
▷起業の仕方等新しい就業形態について考えましょう。
▷新しい就業形態等について学習しましょう。

行政の取り組み
▷起業や企業管理を目指す女性に対する、相談体制の確立や事業者への啓発に努めま
す。	 （雇用創生課）

目標指標
・市職員の女性管理職比率　　10％以上
・女性の活躍事例のセミナーの開催　　年1回
・女性活躍推進事業所等の表彰及び公表　　年１回


