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第１章

計画の策定にあたって計画の策定にあたって
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１ 計画策定の趣旨

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に関わりなく、

その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、少

子高齢化の進展や社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、社会全体で

取り組むべき最重要課題です。

国においては、平成11年６月に「男女共同参画社会基本法」が施行、平成12

年12月に基本法に基づく国の計画として初めての男女共同参画基本計画が策定

され、改定を重ねながら、様々な取組が進められてきました。

本県においても、この法律等の趣旨を踏まえ、平成14年３月に「みやざき男

女共同参画プラン」を策定するとともに、平成15年３月には「宮崎県男女共同

参画推進条例」を制定し、男女共同参画社会の実現に向けた様々な施策を総合

的に推進してきました。

その後、「みやざき男女共同参画プラン（改訂版）」（平成19年３月策定）及

び「第２次みやざき男女共同参画プラン」（平成24年３月策定）を経て、平成

29年３月に、「第３次みやざき男女共同参画プラン」を策定しました。

第３次プランでは、平成27年９月に制定された「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）」の都道府県推進計画にも位置付け、

女性活躍に係る施策の推進もあわせて進めてきました。

しかしながら、本県の現状を見ると、政策・方針決定過程への女性の参画は

十分とは言えず、また、依然として性別による固定的役割分担意識が根強く残

っている状況にあります。

加えて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、特に女性に厳しさを

増している雇用環境や家庭と仕事の両立の問題など男女共同参画に関する課題

が浮き彫りとなり、改めて男女共同参画社会の実現が強く求められています。

「第４次みやざき男女共同参画プラン」は、このような状況やこれまでの取

組の成果を踏まえ、本県の男女共同参画社会の実現に向けた取組を総合的かつ

計画的に推進するため、現行の第３次プランの見直しを図るものです。
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２ 計画の性格及び役割

(1) 男女共同参画社会基本法第14条に基づく「都道府県計画」として定める法定

計画であり、国の「第５次男女共同参画基本計画」を踏まえて策定しました。

(2) 「宮崎県男女共同参画推進条例」（平成15年３月12日公布）の基本理念に基

づき、男女共同参画社会づくりに向けた取組を総合的かつ計画的に推進するた

めの基本的な計画です。

(3) 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）第６条

第１項に基づく本県における推進計画として位置付けます。

推進計画の該当部分：施策の柱Ⅰ

(4) 県はもとより、県民や市町村、民間企業、各種団体等がそれぞれの立場から

男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいくための指針とするものです。

(5) 宮崎県総合計画の部門別計画として位置付けられています。

３ 計画の期間

この計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。
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４ 行政、企業や団体、県民の役割

(1) 行政の役割

県は、各部局が連携・協力して、この計画に基づいた男女共同参画施策を総

合的に推進します。

住民の生活に最も密接な関係にある市町村においても、国や県の計画を勘案

して地域の実情や特性に応じた市町村男女共同参画計画を策定・改定し、その

計画に基づいて施策を推進していく必要があります。

(2) 企業や団体に期待される役割

企業や団体においては、女性を始め多様な人材の能力を十分生かせるよう、

働き方を柔軟に工夫したり、働きやすい環境を整えるなど、より良い雇用・就

業環境づくりに努めることや、出産・育児・介護で離職することなく、働き続

けることができる職場環境づくりを推進することなど、働く場における男女共

同参画推進に取り組むことが求められています。

(3) 県民に期待される役割

県民一人ひとりが、男女共同参画社会の意義を理解し、職場、学校、地域、

家庭等のあらゆる場面において男女共同参画の推進に取り組むことが求められ

ています。
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第２章

計画策定の背景計画策定の背景
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１ 男女共同参画をめぐる社会の状況

(1) 人口減少、少子高齢化

○ 本県の人口は、平成８年（117万7千人）をピークに、減少傾向にあります。

また、65歳以上人口は、昭和40年の７万７千人から令和２年には34万９千

人と約４倍に増加しており、全国より早く高齢化が進んでいます。

■図表１ 年齢３区分別人口の推移（実数）（宮崎県）

資料：令和 2年までは総務省「国勢調査」。ただし、昭和 20年は「人口調査」。

令和 7年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（H30.3推計）」。

○ 出生数は、平成24年以降、１万人を割り込んでいます。

また、合計特殊出生率は、全国的に見て高い水準にあるものの、人口維持

に必要とされる水準（2.07）には達していません。

■図表２ 本県の出生数と合計特殊出生率の推移

資料：厚生労働省「人口動態統計」
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○ 平成８年以降は、65歳以上人口の割合が15歳未満人口の割合を上回る状況

となっており、少子高齢化の進行が顕著です。

■図表３ 宮崎県の15歳未満・65歳以上人口予測（宮崎県）

資料：令和 2年までは総務省「国勢調査」。令和 7年以降は国立社会保障・人口

問題研究所「日本の地域別将来推計人口（H30.3推計）」。

○ 男女の人口を比較すると、20～24歳及び30～54歳について、全国では男性

の人口が女性の人口を上回っていますが、本県では女性が上回っています。

また、本県の人口性比（女性100人に対する男性の数）は89.4であり、全国

と比較して女性の割合が大変多くなっています。（全国94.7）

■図表４－１ 宮崎県の人口(女性－男性) ■図表４－２ 全国の人口(女性－男性)

資料：総務省「令和 2年国勢調査」
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(2) 家族形態の変化

○ １世帯当たりの人員は減り続けており、単身世帯やひとり親世帯が増加す

るなど、家族形態が変化しています。

なお、ひとり親世帯の約９割が母子世帯です。

■図表５ 家族類型別一般世帯割合の推移（宮崎県）

※ 各年10月１日現在の数値。平成17年以前の数値は、新分類区分による遡及集計結果による。

※ 家族類型の割合（「総数」を除く)については、分母に家族類型「不詳」を含まない数値で算出。

※ 平成22年、27年及び令和2年は、世帯の家族類型「不詳」を含む。

資料：令和2年までは総務省「国勢調査」。令和7年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本

の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（2019年推計）。

○ 65歳以上の単身世帯が増加しており、女性が約７割を占めています。

■図表６ 65歳以上単身世帯数（宮崎県）

資料：総務省「国勢調査」
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(3) 雇用・労働情勢

○ 就業者に占める女性の割合は、増加傾向にあります。

■図表７ 就業者数、就業者に占める女性の割合（宮崎県）

資料：総務省「国勢調査」

○ 女性の労働力率は、結婚・出産期に当たる30歳代に一旦低下し、育児が落

ち着いた時期に再び上昇する、いわゆる「Ｍ字カーブ」を描いています。

Ｍ字カーブの底は、年々浅くなっており、また、全国と比較すると、本県

はＭ字カーブの底が浅い傾向にあります。

■図表８ 女性の年齢階級別労働力率（宮崎県）

資料：総務省「国勢調査」
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○ 全国的に、女性の給与水準は男性の約７割という状況が続いており、本県

においても75.9％と、男女間の賃金格差が生じています。

■図表９ 男女の賃金（所定内給与額）の比較

宮崎県 全 国

女性 (A) ２１０．４千円 ２５１．８千円

男性 (B) ２７４．３千円 ３３８．８千円

比率 (A)／(B) ７６．７％ ７４．３％

資料：厚生労働省「令和 2年賃金構造基本統計調査」

○ パート、アルバイトなどの非正規労働者の割合は、男女共に増加傾向にあ
りますが、特に女性は、非正規労働者の割合が正規労働者を大きく上回って
おり、男女間の格差が生じています。

■図表１０ 雇用者（会社などの役員を除く）の雇用形態（宮崎県）

【女性】 【男性】

資料：総務省「就業構造基本調査」
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○ １週間の就業時間が60時間以上の人の割合は、男性では12.5％、女性では
4.1％であり、男性の長時間労働が大変多くなっています。
特に、男性の１週間の就業時間を年代別に見ると、30歳代、40歳代で週60

時間以上働いている人が多いことが分かります。

■図表１１ 年齢階級別１週間の就業時間（宮崎県）

【男性】

【女性】

※ 年間就業日数 200日以上の雇用者

資料：総務省「平成 29年就業構造基本調査」
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トピックス 主要国における女性の年齢階級別労働力率

諸外国の女性の年齢階級別労働力率を見ると、韓国では日本と同様にＭ字カーブ

を描いていますが、欧米諸国ではＭ字カーブは見られません。

※ 労働力率は、「労働力人口（就業者＋完全失業者）」／「15歳以上人口」×100

※ アメリカの15～19歳は、16～19歳の値。

資料 日本：総務省(201９.２)「労働力調査（基本集計・結果原表）」

その他：OECD database 201９年６月現在

トピックス 主要国における長時間（週４９時間以上）労働者の割合

日本は、諸外国と比較して、長時間労働者の割合が大変高くなっています。

※ 2017年の各国の就業者１人当たりの週労働時間を示す。

資料 日本：総務省(2019.2)「労働力調査」

その他：ILO「ILOSTAT Database」2019年7月現在
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２ 女性の活躍に関する状況

(1) 政策・方針決定過程への参画状況

本県においては、県の審議会等委員に占める女性割合は、近年、45％を超え

て推移する状況にありますが、その他の県職員の管理職、議会議員などについ

ては、緩やかな上昇傾向にはあるものの、全国平均を下回って推移しており、

女性の参画が十分に進んでいない状況にあります。

資料：図表１２－５は総務省「国勢調査」。それ以外は県生活・協働・男女参画課調べ。

※ 各年１２月末日現在。

※１ 各年５月１日現在。

※２ 主要なポスト職：教務主任、生徒指導主事、保健主事、

進路指導主事。

※ 各年４月１日現在。

■図表１２－１ 県職員（知事部局）の

管理職に占める女性割合
■図表１２－２ 教職員の教頭以上及び主要な

ポスト職に占める女性割合

■図表１２－５ 雇用者のうち管理的職業従事者

に占める女性割合
■図表１２－６ 自治会長に占める女性割合

■図表１２－３ 議会議員に占める女性割合

※ 各年１０月１日現在。

■図表１２－４ 審議会等委員に占める女性割合

※１ 各年４月１日現在。

※２ 「課長級以上」には、知事部局のほか各種委員会等を含む。
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(2) ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

○ 本県では、「夫婦ともに有業」の世帯は131,100世帯です。夫婦のいる世帯

に占める割合は52.1%であり、全国平均を上回っています。

■図表１３ 共働き世帯数（割合）

宮崎県 全 国

共働き世帯数 131,100世帯 13,488,400世帯

夫婦のいる世帯に占める割合 52.1％ 48.8％

資料：総務省「平成 29年就業構造基本調査」

○ 家庭生活において、「家事（掃除、洗濯、食事の支度など）」は、「主に妻

が行っている」又は「主に妻が行い夫が一部分担している」と回答した人が 84.4
％であり、大変高い割合を示しています。

■図表１４ 夫婦の役割分担状況（宮崎県）

資料：「男女共同参画社会づくりのための県民意識調査」（宮崎県 令和 2年）

14



○ 育児休業制度の規定がある事業所は84.7％、介護休業制度の規定がある事

業所は79.8％にとどまっており、また、男性の育児休業取得率は15.8％にと

どまっています。

■図表１５ 県内事業所における育児・介護休業制度の規定の有無（宮崎県）

資料：県雇用労働政策課「令和２年度労働条件等実態調査」

■図表１６ 県内事業所における育児休業制度の利用状況（宮崎県）

資料：県雇用労働政策課「令和２年度労働条件等実態調査」
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○ 男性が家事、育児に参画するためには、「夫婦や家族間でのコミュニケー

ションをよくはかること」が必要と考える人の割合が最も高く、次いで「男

性が家事・育児などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと」

となっています。

■図表１７ 男性が家事、育児に参画するために必要なこと（宮崎県）

資料：「男女共同参画社会づくりのための県民意識調査」（宮崎県 令和２年）
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(3) 女性に対する暴力

○ 内閣府の調査によると、約４人に１人が配偶者から被害（身体的暴行、心

理的攻撃、経済的圧迫、性的強要）を受けた経験があると回答しています。

特に女性は、約 10人に１人は何度も受けていると回答しており、深刻な状
況となっています。

■図表１８ 配偶者からの被害経験（全国）

※「あった(計)」は、「何度もあった」及び「１、２度あった」の合計

資料：内閣府「令和２年度男女間における暴力に関する調査」

○ 本県では、各機関における配偶者等からの暴力（ＤＶ）に係る相談件数は、

年度により増減はあるものの、概ね増加傾向にあります。

■図表１９ 各機関におけるＤＶ相談件数と裁判所の保護命令件数（宮崎県）

※ 保護命令件数は宮崎地方裁判所管内で発令された件数。各年。

※ 県男女共同参画センターの相談には、デートＤＶを含む。

資料：県生活・協働・男女参画課調べ

(30.3)
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○ 女性の３割強、男性の２割強が、夫・妻・恋人から暴力を受けた経験があ

ると回答しており、女性では「大声でどなられる」「『誰のおかげで生活でき

るんだ』とか『甲斐性なし』といわれる」「十分な生活費を渡されない」が

多く、男性では、「大声でどなられる」「交友関係や電話を細かく監視される」

が多くなっています。

■図表２０ 配偶者等から暴力を受けた経験の有無

資料：「男女共同参画社会づくりのための県民意識調査」（宮崎県 令和 2年）
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○ 配偶者等から暴力を受けたとき、「どこ（だれ）にも相談しなかった」人

が５割を超えています。

■図表２１ 配偶者等から暴力を受けたときの相談先（宮崎県）

資料：「男女共同参画社会づくりのための県民意識調査」（宮崎県 令和 2年）
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３ 男女共同参画に関する県民意識
～男女共同参画社会づくりのための県民意識調査（令和2年度）結果から～

(1) 男女の平等感

○ 男女は平等になっていると思うかどうかについて、男性優遇感を持つ人（「男

性の方が非常に優遇されている」及び「どちらかといえば男性の方が優遇さ

れている」の合計）が、「政治の場」「社会通念・慣習・しきたりなど」「社

会全体」においては６割を超えています。

一方、「学校教育の場」においては、「平等」であると感じる人が半数を超

えています。

■図表２２ 男女の平等感（各場面）

○ 「⑧社会全体」について、男女別に見ると、男性優遇感を持つ人の割合は、

男性よりも女性の方が多くなっています。

■図表２３ 男女の平等感（社会全体・男女別）
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(2) 固定的性別役割分担意識

〇 「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」という性別によって役

割を固定する（決めつける）考え方について、「賛成」（「賛成」及び「どち

らかといえば賛成」の合計）と回答とした人は10.2％、「反対」（「反対」及

び「どちらかといえば反対」の合計）が62.6％であり、「反対」が「賛成」

を上回っています。

性別、年齢別で見ると、「賛成」と回答した人の割合は、女性より男性の

方が多く、また、30代が他の年代より多い傾向にあります。

■図表２４ 男女の役割分担意識についての考え方（性別・年齢別）
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(3) 女性の就業についての意識

〇 女性の働き方として、「就業継続型（子どもができてもずっと仕事を続け

る方がよい）」を支持する人が５割強と最も多く、次いで「中断再就職型（子

どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び仕事をもつ方がよい）」（３

割強）となっています。

前回調査（平成27年）と比較すると、「就業継続型」が増加し、「中断再就

職型」が減少しています。

また、全国と比較すると、本県では「中断再就職型」を支持する人の割合

が高くなっています。

■図表２５ 女性の就業についての意識
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(4) 政策の企画・方針決定に関する意識

〇 政策・方針決定に関わる役職において、どのような分野に女性がもっと増

える方がよいかについては、「国会議員・都道府県議会議員・市町村議会議員」

が最も高く、５割弱となっています。次いで、「都道府県知事・市町村長」、

「企業の管理職」の割合が高くなっています。

■図表２６ 女性の社会参画

(5) 「男女共同参画社会」を実現するために県がすべきこと

〇 男女共同参画社会を実現するために県がすべきこととしては、「働きやす

い職場環境の整備」を望む人の割合が最も高く、６割強となっています。

また、「学校教育における男女平等教育の推進」、「保育・介護に関する福

祉の充実」を望む人も４割を超えています。

■図表２７ 「男女共同参画社会」を実現するために県がすべきこと
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４ 男女共同参画をめぐる最近の動き
～第２次みやざき男女共同参画プラン策定後～

１ 国の動き

(1) 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の成立

男女の候補者ができる限り均等となることなどを基本原則とし、政党が所

属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的

に取り組むことや国・地方公共団体の責務など、「政治分野における男女共

同参画の推進に関する法律」が平成３０年５月に公布・施行されました。

また、政党等がより積極的な取組を行うことを促進するため、令和３年６

月に法律が一部改正されました。

(2) 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（働き方改革関

連法）」の成立

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現す

る働き方改革を総合的に推進するため、時間外労働の上限規制や同一企業内

での正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止など、

働き方改革関連法が平成３０年６月に成立し、平成３１年４月から順次施行

されることとなりました。

(3) 「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）」の

改正

女性の職業生活における活躍を一層推進するため、一般事業主行動計画策

定義務の対象拡大（従業員301人以上から101人以上の企業へ拡大）、女性の

活躍に関する情報公表項目の強化など、女性活躍推進法等の一部を改正する

法律が令和元年５月に成立し、令和２年４月から順次施行されることとなり

ました。

(4) 「第５次男女共同参画基本計画」の策定

男女共同参画基本法に基づき、施策の総合的かつ計画的推進を図るため、

「第５次男女共同参画基本計画」が令和２年12月に閣議決定されました。こ

の計画では、指導的地位に占める女性の割合が２０２０年代の可能な限り早

期に３０％程度となるよう目指して取組を進めるなど、男女共同参画社会の

実現に向けた取組をより一層加速させるため、令和７年度までの施策の基本

的な方向と具体的な取組が定められました。
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２ 本県の動き

(1) 「宮崎県犯罪被害者等支援条例」の制定

犯罪被害者等支援のための施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、犯

罪被害者等を支える地域社会づくりを進めることを目的として、本条例を制定

し、令和３年７月に施行しました。

(2) 「第４次ＤＶ対策宮崎県基本計画」の策定

社会情勢の変化やこれまでの取組状況を踏まえ、「第４次ＤＶ対策宮崎県基

本計画」を平成31年３月策定（計画期間 平成31(令和元)年度から令和５年度

までの５年間）しました。

(3) 「第２期みやざき子ども・子育て応援プラン」の策定

社会環境の変化や国による新しい対策の方向性・課題等を踏まえ、「第２期

みやざき子ども・子育て応援プラン」を令和２年３月策定（計画期間 令和２

年度から令和６年度までの５年間）しました。

(4) 「第２期宮崎県子どもの貧困対策推進計画」の策定

改正子どもの貧困対策の推進に関する法律や国が示す大綱を踏まえ、「第２

期宮崎県子どもの貧困対策推進計画」を令和２年３月策定（計画期間 令和２

年度から令和５年度までの４年間）しました。
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トピックス 政治・経済活動等への女性の参画指数の国際比較

ＧＧＩ値（ジェンダー指数、Gender Gap Index）とは、世界経済フォーラ

ムが、各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしているもので、経済分野、

教育分野、政治分野及び保健分野のデータから算出されています。０が完全不平

等、１が完全平等を意味しています。

2021年版の報告書によると、日本は１５６か国中１２０位であり、世界に遅

れをとっています。

順位 国名 ＧＧＩ値
１ アイスランド 0.892
２ フィンランド 0.861
３ ノルウェー 0.849
４ ニュージーランド 0.840
５ スウェーデン 0.823
６ ナミビア 0.809
７ ルワンダ 0.805
８ リトアニア 0.804
９ アイルランド 0.800

１０ スイス 0.798
１１ ドイツ 0.796
１２ ニカラグア 0.796
１３ ベルギー 0.789
１４ スペイン 0.788
１５ コスタリカ 0.786
１６ フランス 0.784
１７ フィリピン 0.784
１８ 南アフリカ 0.781
１９ セルビア 0.780
２０ ラトビア 0.778

１20 日本 0.656

※ 順位は、１56か国中の順位。

資料 世界経済フォーラム「Global Gender Gap Report 2021」
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第３章

計画の基本的考え方計画の基本的考え方
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１ 計画の基本理念

宮崎県男女共同参画推進条例第３条に掲げる６項目の基本理念の下に、男女が互いに

その人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指します。

(1) 男女の人権の尊重

(2) 社会における制度又は慣行についての配慮

(3) 意思の形成及び決定への共同参画

(4) 家庭生活における活動と他の活動の両立

(5) 男女の生涯にわたる健康への配慮

(6) 国際社会における動向への配慮

２ 計画が目指す男女共同参画社会の姿

【基本理念】

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現

【目指す姿】

自らの意思に基づき、 仕事と生活の調和が図
誰もが人権を尊重し、

個性と能力を十分に発 られ、男女が共に充実
安心して暮らすこと

揮できる、公正で多様 した職業生活及び家庭
のできる社会

性に富んだ持続可能な 生活を送ることができ

社会 る社会

みやざき男女共同参画プラン

宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラン」

～未来を築く新しい「ゆたかさ」への挑戦～
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３ 重点を置く視点と指標

今回のプラン改定に当たっては、骨格となる計画の体系は概ね維持しつつ、国
の計画や社会情勢の変化に応じて見直しを行っています。
その中で、特に地域社会における政策・方針決定過程への女性参画が十分に進

んでいないことや、若い世代から男女平等意識を醸成する必要があること、また、
新型コロナウイルス感染拡大により、多くの非正規雇用の女性が失業したり、家
事・子育ての負担が増すなど、女性により大きな影響が現れているなど、課題が
より顕在化したことから、第４次プランにおいては、以下の事項に重点を置いて
各施策に取り組むこととします。

【 重点を置く視点 】 【 主な取組等 】

○市町村策定の男女共同参画
① 政策・方針決定過程への プランとの連携
女性の参画拡大に向けた
市町村への支援と連携 ○市町村の審議会への女性委員

登用に係るきめ細かな支援

○男女共同参画センターの利用
者増に向けた取組

② 根強く残る固定的性別役割 ○男女共同参画地域推進員の
分担意識の解消に向けた取組 活動の活性化
や若年世代への男女共同参画
の理解の促進 ○若年層に対する男女共同参画

についての学習機会の充実

○みやざき女性の活躍推進会議
を中心とした官民一体となっ
た取組の強化

③ 長時間労働の是正等働き方
改革の推進や、男女ともに ○女性のロールモデル発信及び
育児休業を取得しやすい職場 女性管理職育成のための研修
づくりなど就業環境の整備に 会の実施
向けた関係部局・機関との
連携強化 ○「ひなたの極み」認証制度の

推進等働きやすい職場づくり
に向けた取組

【重点指標】

基準値 目標値
指標項目

年度 数値 年度 数値

①県の審議会委員に占める女性の割合 2 45.9% 8 50%

②市町村の審議会委員に占める女性の割合 2 24.8% 8 40%
③固定的性別役割分担意識（「男性は仕事、女性

2 61.3% 8 75%
は家庭」という考え）にとらわれない人の割合

④社会全体で男女が平等になっていると感じる人の割合 2 12.6% 8 30%

男性 15.8% 男性 30%
⑤県内民間事業所における育児休業取得率 2 8

女性 97.0% 女性 100%

⑥県内民間事業所における年次有給休暇の取得率 2 54.5% 8 70%
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４ 施策の柱

Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大

男女共同参画社会を実現するためには、男女が共に責任を担い、自らの意思に

基づきその個性と能力を十分に発揮することにより、社会のあらゆる分野に参画

できることが重要です。

そのような中で、例えば政策・方針決定過程への女性の参画については、管理

的職業従事者に占める女性の割合など年々上昇しつつありますが、依然として低

い水準にあるなど、社会の中で女性の参画が進んでいない分野も多く存在します。

女性の参画が拡大することは、女性の活躍を促進し、地域経済の発展へつなが

ることはもとより、価値観の多様化が進む中で、様々な視点が確保されることに

より、あらゆる人が暮らしやすい社会の実現につながります。

また、長時間労働や転勤を前提とする「男性中心型労働慣行」は、女性への家

事・育児・介護等の負担の偏重や、男性の家事等への参画などを阻害する要因と

なっており、その見直しが求められています。

このため、職場や地域、家庭等で男女が共に支え合い、いきいきと暮らしてい

けるよう、就業環境の整備や長時間労働の是正等の働き方の見直し、仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現、地域等における男女共同参画を促

進し、あらゆる分野における女性の参画拡大を推進します。

Ⅱ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

男女共同参画社会は、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮することができる社会であり、女性に

とっても男性にとっても暮らしやすい社会です。

近年、男女共同参画意識は高まりつつあるものの、人々の意識の中に形成され

た性別に基づく固定的な役割分担意識は根強く残っており、その意識が影響した

慣習・慣行は依然として存在しています。

また、男女共同参画は、女性のための取組として認識されることも多く、あら

ゆる人々にとって必要であるという意識が十分に広まっているとは言えません。

このため、固定的性別役割分担意識を解消し、あらゆる人々にとって男女共同

参画が必要であるという認識や理解が広まるよう、教育・学習機会の充実や広報

・啓発活動の推進により、男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備を進めて

いきます。
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Ⅲ 一人ひとりの人権が尊重される安全・安心な暮らしの実現

男女共同参画社会の基礎となる理念はすべての人の人権の尊重です。性別にか

かわりなく一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見のない社会を築いていく必

要があります。

特に、暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、その対象の性

別や加害者と被害者がどのような間柄にあるかにかかわらず決して許されるもの

ではなく、暴力を容認しない社会環境整備を進める必要があります。

また、男女が互いの性差に応じた健康についての理解を深め、生涯にわたり健

康を享受できるための取組が必要です。

さらに、新型コロナウイルス感染拡大は、非正規雇用労働者やひとり親世帯、

高齢単身世帯など、社会的に弱い立場にある者に、より深刻な影響をもたらして

おり、このような人々への配慮も求められています。

加えて、地域の防災力の向上を図るため、男女共同参画の視点を取り入れた防

災体制の確立も課題となっています。

性別にかかわりなく一人ひとりの人権が尊重される安全・安心な暮らしが実現

するよう、あらゆる暴力の根絶に向けた環境づくりや、女性の健康支援、困難に

直面する女性等への支援、男女共同参画の視点を取り入れた地域防災力の向上な

ど、総合的な取組を進めていきます。
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取組項目

(1) 政策･方針決定過程への女性の参画拡大

(2) 経済分野における女性の参画拡大

(3) 女性の能力発揮への支援

(4) 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

(5) 多様な就業ニーズを踏まえた就業環境の整備

(6) 女性の就業継続・再就職・起業等のための支援

(7) 仕事と生活の両立支援と働き方の見直し

(8) 家庭･地域活動への男女の共同参画の促進

(9) 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援策の充実

(10) 地域活動､環境の分野における男女共同参画の推進

(11) 活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進

(12) 男女共同参画の視点に立った慣習･慣行の見直し

(13) 理解と共感を広げる広報･啓発活動の推進

(14) 男女共同参画に配慮したメディア表現の促進

(15) 子どもたちの男女共同参画の理解の促進

(16) 男女共同参画を推進する学習機会の充実

(17) 女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた環境づくり

(18) 配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護･支援体制の充実

(19) セクシュアルハラスメント、性犯罪等対策の推進

(20) 性と妊娠･出産等に関する健康と権利に対する支援

(21) 生涯を通じた健康の保持増進対策の推進

(22) 健康に影響を及ぼす問題についての対策の推進

(23) 貧困などの生活上の困難に直面する女性等への支援

(24) 高齢者､障がい者､外国人等が安心して暮らせる環境の整備

１０
防災分野における男女共同参画の
推進

(25) 男女共同参画の視点を反映した地域の防災力向上

５　計画の体系

施策の柱 施策分野

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

Ⅰ

あらゆる分野にお
ける女性の参画拡
大

※ 女性活躍推進法
 の推進計画として
 位置付け

１
社会における政策・方針決定過程
への女性の参画拡大

２ 就業環境の整備

３
働き方の見直しと仕事と生活の調
和

４
様々な分野における男女共同参画
の推進

Ⅱ
男女共同参画社会
の実現に向けた基
盤の整備

５
男女共同参画の推進に向けた
意識改革

６
教育・学習を通じた男女共同参画
の推進

推　進　体　制

(1) 県における推進体制
(2) 宮崎県男女共同参画センターの充実強化
(3) 市町村推進体制への支援、連携強化
(4) 関係機関、ＮＰＯ等との連携・協働
(5) 計画の進行管理

Ⅲ

一人ひとりの人権
が尊重される安全･
安心な暮らしの実
現

７ 女性に対するあらゆる暴力の根絶

８ 生涯を通じた健康支援

９
困難を抱えた女性等が安心して暮
らせる環境の整備
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第４章

計画の内容計画の内容
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Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大

施策分野１ 社会における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

＜基本的考え方＞

男女共同参画社会の形成に当たっては、男女が社会の対等な構成員として、

政策・方針決定に共に参画することが極めて重要です。

しかしながら、本県における女性の政策・方針決定過程への参画状況を見る

と、県の審議会等委員に占める女性の割合は、近年45％を超えて推移し、全国

的に見ても高い水準となっていますが、県職員、市町村職員の管理職に占める

女性の割合など、その他の分野の女性の参画は低調であり、十分に進んでいな

いのが現状です。

また、経済分野においても、多様な人材の能力活用等の観点から、重要な担

い手としての女性の役割を認識し、女性の活躍の機会を拡大していく必要があ

ります。

そのような中、国においては、平成27年に成立した「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）」を令和元年に改正し、順次、

施行されていますが、令和４年４月からは、女性の採用・登用・能力開発等の

ための事業主行動計画の策定義務が従業員301人以上から101人以上へ拡大され

ることとなりました。

一方、本県においては、平成27年10月、企業や関係団体、行政が一体となっ

て、女性はもちろん男性もいきいきと働き、共に活躍する活力ある宮崎の実現

を目指して設立した「みやざき女性の活躍推進会議」において、女性の多様な

働き方の実現に向けた講演会や研修会などを開催し、賛同する会員企業も増加

しています。

今後とも、市町村や企業における女性活躍の取組を推進するため、更なる働

きかけや支援を行うとともに、ポジティブ・アクション（積極的改善措置）の

推進や「みやざき女性の活躍推進会議」の取組の充実を図ることなどにより、

政策・方針決定過程への女性の参画拡大や経済分野における女性の活躍を進め

ます。また、ロールモデルとなる女性の情報発信、講座や研修等の学習機会の

充実により、政策・方針決定に参画する意欲と能力を高め、あらゆる分野に参

画できるよう支援します。
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取組項目(1) 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

具体的施策

● 女性県職員の登用機会の拡大を図るため、様々な研修、ジョブ・ローテーシ
ョン及び職員の意欲と能力を生かす庁内公募制の活用等により、性別にかかわ
らず管理職員として必要な経験や能力を備える職員の育成に努めます。

● 女性教職員の積極的な主任層への登用や、女性が管理職として働きやすい環
境づくりに努めます。

● 女性警察官の職域拡大や管理職等への登用を推進するなど、女性警察官の採
用・登用拡大に努めます。

● 県の審議会等委員について、幅広い分野から女性の人材についての情報の収
集を進め、女性委員の登用を推進します。

● 市町村等の審議会等委員や市町村職員の女性登用を促進するため、市町村策
定のプランが着実に実行されるよう、必要となる情報の提供など支援に努めま
す。

● 女性の政治分野への参画拡大に向けた気運の醸成を図るための広報・啓発を
行います。

● 自治会等の地域活動における運営・方針決定の場への女性の参画が進むよう、
関係機関等が連携を取りながら、必要な情報の提供などの支援を行います。

取組項目(2) 経済分野における女性の参画拡大

具体的施策

● 「みやざき女性の活躍推進会議」の趣旨に賛同する会員企業を増やすととも
に、女性はもちろん男性もいきいきと働くことができる環境づくりを進めるた
めに当会議が行う研修会の開催や情報発信等を支援します。

● ロールモデルとなる女性の積極的な情報発信とともに、女性管理職を育成す
るための研修会や女性リーダー育成塾等を実施し、女性の管理職登用を促進し
ます。

● ひなたＭＢＡ(みやざきビジネスアカデミー)を始めとする各種研修講座等を
実施し、本県の産業振興を支える重要な担い手である女性の経済分野での活躍
を促進します。

● 宮崎大学等と連携し、理工系に進学を希望する女子生徒を対象とした体験学
習会の開催を支援し、女子生徒の理工系への進学意欲を促進します。

● 創業セミナーの開催や事業計画の策定支援などを行うことにより、創業を目
指す女性を支援します。

● 商工会等の方針決定過程に女性の意見が反映されるよう普及啓発に努めます。

● 県内で新たに事業を始めようとする場合の資金調達のための融資制度につい
て、情報提供、利用促進を行います。

● 県内中小企業等の新商品開発、販路拡大等の相談に対応することによって、
新事業への進出を支援します。
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● 宮崎労働局と連携しながら、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法

の事業主行動計画の届出や助成金等について、周知啓発に努めます。

● 企業が積極的かつ自主的に雇用管理の改善を行うよう、ポジティブ・アクシ

ョンの取組促進の啓発に努めます。

● 各農業協同組合や農業委員会等において女性役員や委員の登用を進め、農林

漁業に携わる女性が経営などの方針決定の場に参画するよう推進します。

取組項目(3) 女性の能力発揮への支援

具体的施策

● 女性が社会で指導的役割を果たす力をつけることができるよう、意欲と能力

を高めるための講座や研修を開催します。

● 男女共同参画センター「わたしの働き方相談窓口」において、就職・再就職、

起業、キャリアアップ、社会貢献など、女性の働き方に関する相談や必要な情

報提供を行います。

● 政策方針決定過程や女性の参画が少なかった分野へチャレンジし活躍されて

いる方を「女性のチャレンジ賞」として表彰し、様々な分野で活躍する女性の

身近なロールモデルを紹介します。

● 女性が活躍する農業の実現に向け、地域のリーダーである農業経営指導士の

女性農業者への委嘱を更に進めるとともに、地域女性農業者グループ等の活動

を支援します。

● 地域貢献活動等で活躍するする女性（個人、団体）の顕彰に努めるとともに、

みやざき学び応援ネットを通して、地域における女性参画の事例や学習機会の

情報を提供します。

【重点指標】

基準値 目標値
指標項目

年度 数値 年度 数値

県の審議会委員に占める女性の割合 ２ 45.9% ８ 50%

市町村の審議会委員に占める女性の割合 ２ 24.8% ８ 40%
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トピックス えるぼしマーク

＜プラチナ＞ ＜３段階目＞ ＜２段階目＞ ＜１段階目＞

女性活躍推進法に基づいて行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った事業主

のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主は、都道府県労

働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。この認定を受

けた企業の証が「えるぼしマーク」です。

えるぼし認定の段階は、３段階あります。また、えるぼし認定企業のうち、より

高い水準の要件を満たした企業は「プラチナえるぼし認定」を受けることができま

す。

トピックス みやざき女性の活躍推進会議

企業、関係団体、行政が一体となって、平成27年10月に

設立されました。女性が多様な働き方を実現できる環境づく

りを進め、女性はもちろん男性もいきいきと働き、共に活躍

する活力ある宮崎を実現することを目的として、研修会等の

開催や情報発信などを行っています。
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施策分野２ 就業環境の整備

＜基本的考え方＞

女性活躍推進法や働き方改革関連法に基づく取組などにより、女性の年齢階

級別労働力率のいわゆる M 字カーブ問題は解消に向かっていますが、依然とし
て、育児や介護等を理由に就業を希望しながら実現していない状況は多くあり

ます。

また、本県の女性の就業者の約半数が非正規雇用であり、男女の賃金格差も

縮小傾向にはあるもののいまだ解消にはいたっておらず、雇用の分野における

男女の均等な機会の確保等が十分に進んでいるとは言えません。

一方、少子高齢化が本格化し、労働力人口が減少する中で、働きたい人が性

別に関わりなくその能力を十分に発揮できる社会づくりは、ダイバーシティの

推進や多様な視点によるイノベーションの促進につながり、社会の持続可能な

発展や企業の活性化という点からも極めて重要な意義を持っています。

男女が、価値観やライフスタイル等に応じ、多様かつ柔軟な働き方を選択で

きるよう、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保を推進するとと

もに、就業の継続や起業あるいは一旦離職しても再就職できる環境整備や、就

業意欲と能力を十分に発揮できるための支援を行うことにより、就業環境の整

備に取り組みます。

取組項目(4) 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

具体的施策

● 女性の能力活用や職域拡大に努めるなど、雇用上の男女の均等な機会の確保

等に関し成果をあげている事業者の表彰を行い、優れた取組を広く紹介します。

● 労働者が性別により差別されることなく、また、仕事と家庭の両立が図られ

るよう、男女雇用機会均等法などの関係法令や国の助成金制度について、宮崎

労働局と連携しながら周知を図ります。

● 企業が積極的かつ自主的に雇用管理の改善を行うよう、ポジティブ・アクシ

ョンの取組促進の啓発に努めます。【再掲】

● 労働条件や就業環境などに関する相談窓口を設け、労働に関する様々な相談

について助言を行います。

38



取組項目(5) 多様な就業ニーズを踏まえた就業環境の整備

具体的施策

● 宮崎労働局と連携しながら、育児・介護休業制度、短時間勤務制度、その他

の両立支援制度の周知を図るとともに、労働者がこれらの制度を活用しやすい

環境の整備を働きかけます。

● 育児・介護等で長期間離職した女性等に対し、デュアル訓練（企業における

実習訓練と教育訓練機関における座学を組み合わせた訓練）を実施するほか、

求職者支援制度の活用の促進を図ります。

● パートタイム労働等の多様な形態で働く労働者の雇用の安定や適正な労働条

件等を確保するため、宮崎労働局と連携し、パートタイム労働法及び労働者派

遣事業法等の周知を図ります。

● 家内労働を希望する方に対し、宮崎家内労働相談窓口や各就職相談支援セン

ターにおいて情報提供やあっせん等の支援を行います。

● 育児・介護等で長期間離職した女性や就職を希望する母子家庭の母等に対し、

職業訓練や就職支援を一体となって実施することで、離職した女性の再就職等

を促進します。

取組項目(6) 女性の就業継続・再就職・起業等のための支援

具体的施策

● 男女共同参画センター「わたしの働き方相談窓口」において、就職・再就職、

起業、キャリアアップ、社会貢献など、女性の働き方に関する相談や必要な情

報提供を行います。【再掲】

● 県内の様々な分野で活躍する女性を「ひむかＷＯＭＡＮ」ホームページで紹

介するほか、相談・助言のための面談を希望する場合に職場等へメンターとし

て派遣し、相談者自身のキャリアアップや女性が活躍できる職場づくりを支援

します。

● 政策方針決定過程や女性の参画が少なかった分野へチャレンジ、出産・育児

後の再チャレンジで活躍されている方を「女性のチャレンジ賞」として表彰し、

様々な分野で活躍する女性の身近なロールモデルを紹介します。【再掲】

● 女性医師等医療従事者の離職防止・復職支援のための雇用環境の整備を図り

ます。

● 男女がともに仕事と家庭生活を両立させ、継続して就業できるように、また、

出産・育児等で一旦離職した女性が再就職できるように、セミナーの実施等、

働きやすい職場環境づくりを支援します。

● 育児・介護等で長期間離職した女性や就職を希望する母子家庭の母等に対し、

職業訓練や就職支援を一体となって実施することで、離職した女性の再就職等

を促進します。【再掲】
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施策分野３ 働き方の見直しと仕事と生活の調和

＜基本的考え方＞

一人ひとりが仕事と家庭、地域活動、趣味や自己啓発などをバランスよく充

実させ、自分の望む生き方ができる「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）」の実現は、私たちの健康を維持し、自己実現を可能にするとともに、

男性の家庭生活・地域活動への参画や、女性の就業継続、政策・方針決定過程

への参画を進める上でも不可欠です。

しかしながら、働く場面においては、勤続年数を重視しがちな年功的な処遇

の下、長時間労働や転勤を当然とする男性中心型労働慣行が依然として根付い

ており、育児・介護等と両立しつつ能力を十分に発揮して働きたい女性が思う

ように活躍できない背景となっています。また、男性の長時間労働は、家事・

育児・介護等への男性の主体的な参画を困難にし、男性自身の仕事と生活の調

和を阻害する要因になっています。

その結果、男性の家事・育児・介護等への参画は進んでおらず、負担が女性

に偏っているのが現状です。

さらに、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、女性により負担が偏る結果

となりましたが、一方で、短時間勤務や時差出勤の活用、テレワークの導入な

どが進み、多様で柔軟な働き方に関する新たな可能性もでてきています。

男女が共に働きやすく、暮らしやすい社会を実現するため、行政、企業、団

体、労働者などが連携して長時間労働の是正等の働き方を見直し、子育て・介

護支援策の充実等に取り組むことにより、仕事と生活の調和の実現に向けた取

組を推進します。

取組項目(7) 仕事と生活の両立支援と働き方の見直し

具体的施策

● 「みやざき女性の活躍推進会議」の趣旨に賛同する会員企業を増やすととも
に、女性はもちろん男性もいきいきと働くことができる環境づくりを進めるた
めに当会議が行う研修会の開催や情報発信等を支援します。【再掲】

● 県庁が、率先して職員の仕事と子育ての両立支援に取り組むことにより、民
間事業所の取組の促進を図ります。

● 仕事と生活の両立支援に積極的な企業を広く紹介することで先進企業の社会
的評価の向上を図るとともに、仕事と生活の両立支援制度等の情報提供に努め
ます。

● 仕事と生活の両立が可能となるよう、講演会の開催や広報誌等への掲載によ
る周知広報により、働き方の見直しや多様な働き方について、理解の促進を図
ります。

● 宮崎労働局と連携しながら、育児・介護休業制度、短時間勤務制度、その他
の両立支援制度の周知を図るとともに、労働者がこれらの制度を活用しやすい
環境の整備を働きかけます。【再掲】
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● 育児・介護休業の取得や休業後の円滑な職場復帰を促すため、事業主等に対
し、国の助成金や給付金制度について、宮崎労働局と連携しながら周知を図り
ます。

● 宮崎労働局と連携し、雇用の維持、長時間労働の抑制等の「働き方改革」や
男性も含めた育児休業の取得促進の取組、正規雇用の拡大や労働条件の改善等
について、企業・関係団体へ継続して働きかけます。

● 働きやすい職場環境づくりへの優れた取組成果が認められる企業を認証する
制度を運用し、県内におけるワーク・ライフ・バランスの推進を図ります。

取組項目(8) 家庭･地域活動への男女の共同参画の促進

具体的施策

● 男女が相互に協力し、家事、育児、介護や地域活動への参画を促進するため
の広報・啓発活動を推進します。

● ボランティアやＮＰＯ活動の活性化を通じて、各種地域活動への男女の積極
的な参画を促進します。

● 仕事と生活の両立が可能となるよう、講演会の開催や広報誌等への掲載によ
る周知広報により、働き方の見直しや多様な働き方について、理解の促進を図
ります。【再掲】

● 地域学校協働活動や家庭教育支援、読書活動推進のための研修会や講座を開
催し、男女共同参画の意識を醸成するとともに、地域ぐるみによる子育て支援
の環境づくりに努めます。

取組項目(9) 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援策の充実

具体的施策

● 医師等医療従事者が働きやすい勤務環境を整備するため、病院内保育施設の
運営支援等に努めます。

● 家庭での介護負担が軽減されるとともに、高齢者が安心して暮らせるよう、
介護サービス提供体制の充実や情報の提供に努めます。

● 未来みやざき子育て県民運動の展開により、地域における子育て支援体制の
充実に取り組みます。

● 放課後児童クラブの運営支援を行うなど、放課後児童対策を推進します。

● 県民同士の共助の仕組みであるファミリー・サポート・センターの運営等を
支援します。

● 保育人材の確保等により、保育所等における待機児童対策を推進します。

● 宮崎労働局と連携しながら、育児・介護休業制度、短時間勤務制度、その他
の両立支援制度の周知を図るとともに、労働者がこれらの制度を活用しやすい
環境の整備を働きかけます。【再掲】

● 子育て中の保護者に対する学習機会の提供や家庭教育を支援する人材養成の
ための講座を実施します。
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● 安全・安心な子どもの居場所づくりのために、地域における学習・体験支援
活動（放課後子供教室、地域人材を活用した地域体験活動、地域未来塾）を支
援します。

【重点指標】

基準値 目標値
指標項目

年度 数値 年度 数値

男性 15.8% 男性 30%
県内民間事業所における育児休業取得率 ２ ８

女性 97.0% 女性 100%

県内民間事業所における年次有給休暇の取得率 ２ 54.5% ８ 70%

トピックス くるみん・プラチナくるみんマーク

くるみんマーク・プラチナくるみんマークとは、「子育てサポート企業」として、
厚生労働大臣の認定を受けた証です。

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、

計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによっ

て「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受ける

ことができます。この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。

さらに、平成27年４月１日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の

制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的

な取組を促進するため、新たにプラチナくるみん認定が始まりました。

プラチナくるみん認定を受けた企業は、「プラチナくるみんマーク」を広告等に表

示し、高い水準の取組を行っている企業であることをアピールできます。
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施策分野４ 様々な分野における男女共同参画の推進

＜基本的考え方＞

人口減少や少子高齢化が進展する中、それぞれの地域において、男女とも希

望に応じて安心して働き、暮らしていくことができる活力ある地域社会の実現

が必要です。

これまで、高齢者福祉や子育て、防災・防犯活動、環境保全活動等、地域で

行われる様々な活動は、専業主婦を始めとした女性が多く担ってきました。一

方、自治会・町内会等、地域団体における役職については、男性がその多くを

占めています。しかしながら、地域社会を、活力ある持続可能なものとするた

めには、性別にかかわらず誰もが地域活動や地域づくりに参画することが重要

です。また、持続可能な社会の実現に向けて、社会貢献活動や環境保全等に関

する女性の高い関心や実践的な経験等をより広く生かすことが必要です。この

ようなことから、地域活動や環境分野における男女共同参画を推進します。

一方、農山漁村においては、農業従事者の約４割を女性が占めており、６次

産業化の進展に伴い、女性の役割の重要性はますます高まっています。女性が

男性の対等なパートナーとして経営等に参画できるよう、女性の経営上の位置

付けの明確化に向けた取組を推進するほか、特産品の加工・販売やネットワー

クづくりを行う女性グループの支援等を行い、農山漁村における男女共同参画

を推進します。

取組項目(10) 地域活動､環境の分野における男女共同参画の推進

具体的施策

● 地域づくり団体への情報提供や地域づくりのリーダー的人材の育成、団体間

の連携・交流促進を通して、男女を問わず地域住民による自主的な地域づくり

活動を支援します。

● 男女共同参画に関して自主的活動を行っている団体・グループの活動の支援

を行います。

● 地域推進員等に対する男女共同参画の学習機会の提供や活動支援を行い、男

女共同参画推進の活動の活性化を図ります。

● 市町村と地域推進員との合同研修会や交流会を開催し、地域推進員間の連携

を強化することにより、地域の課題解決につながる実践的活動を支援します。

● 宮崎県男女共同参画センターにおいて、男女共同参画推進に取り組むグルー

プ登録の促進とネットワークづくりの支援を行います。
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● 自治会等の地域活動における運営・方針決定の場への女性の参画が進むよう、

関係機関等が連携を取りながら、必要な情報の提供などの支援を行います。

【再掲】

● 環境保全に関する女性の高い関心や経験などを生かした環境保全活動を促進

するため、環境保全アドバイザーや地球温暖化防止活動推進員による活動を支

援します。

● 男女を問わず地域住民が郷土の魅力を高める取組に参加できるよう、地域主

導の観光地域づくりを支援します。

● 地域において男女共同参画推進に取り組んでいる婦人会の活動を支援します。

● ボランティアやＮＰＯ活動の活性化を通じて、各種地域活動への男女の積極

的な参画を促進します。【再掲】

取組項目(11) 活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進

具体的施策

● 女性林業研究グループが行う森林・林業教育や地域資源を活用した特産品開

発等の活動を支援します。

● 林業女子会「ひなたもりこ」の交流研修会や技能講習会等の開催を通じて、

森林・林業・木材産業に関わりや興味がある女性同士の交流を促進し、女性参

入を図るとともに、女性の視点による森林・林業の情報発信を推進します。

● 農水産業分野において、女性がいきいきと活躍することで、経営の発展や地

域の活性化につながるよう、固定的役割分担意識の解消などの意識改革に努め、

働きやすい環境の整備と経営参画を推進します。

● 女性の知恵と感性を生かした地域特産品の加工・販売・農林漁家民泊などの

経営多角化や起業活動の取組を支援します。

● 農協や漁協の女性部や女性加工グループなどが行うネットワークづくりや、

食育・地産地消の取組などを支援します。

● 女性が活躍する農業の実現に向け、地域のリーダーである農業経営指導士の

女性農業者への委嘱を更に進めるとともに、地域女性農業者グループ等の活動

を支援します。【再掲】
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Ⅱ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

施策分野５ 男女共同参画の推進に向けた意識改革

＜基本的考え方＞

固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観念、無意識の思い込

み（アンコンシャス・バイアス）は、往々にして年少の頃から長年にわたり形

成されており、このような意識や固定観念は、女性のみならず男性にとっても、

多様な生き方を選択する際の障害となっています。

男女共同参画社会を実現するためには、固定的性別役割分担意識にとらわれ

ず、職場、学校、地域、家庭等のあらゆる場面で男女がお互いを尊重し、共に

責任を分かち合いながら支え合うこと、性別に関わりなくそれぞれの個性や能

力を生かした多様な生き方を認め合うことの大切さを一人ひとりが理解するこ

とが重要です。男女共同参画に関する認識を深めていけるよう、分かりやすい

広報・啓発や情報提供などによる意識改革に取り組みます。

取組項目(12) 男女共同参画の視点に立った慣習･慣行の見直し

具体的施策

● 地域のしきたりや慣習が、男女共同参画に配慮され、必要に応じて見直され

るよう、広報・啓発に取り組みます。

● 職場、家庭などにおいて、男性と女性に中立でない慣行等については、男女

共同参画の視点に立って見直しが進められるよう、広報・啓発に取り組みます。

● 男女共同参画苦情処理制度の周知を図るとともに、苦情に対して適切な処理

を行います。

● 男女共同参画の視点に立った慣習・慣行の見直しが図られるよう、男女共同

参画に関する相談体制の充実に努めます。

● 「男女共同参画週間」や「人権啓発強調月間」、「人権週間」など、各種の機

会を通じて、男女共同参画や人権等に関する県民の認識を深める広報・啓発を

推進します。
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取組項目(13) 理解と共感を広げる広報･啓発活動の推進

具体的施策

● 男女共同参画の理解促進を図るため、対象やテーマ、年代に応じ、戦略的に
広報・啓発に取り組みます。

● 男女共同参画の意識や現状を把握するための統計資料・関連情報を広く収集
し、県民に分かりやすい形で提供します。

● 男女共同参画に関する法令や県の計画について、理解を広げるための広報・
啓発を推進します。

● 男女共同参画の意義について男性自身が理解を深めることができるよう、広
報・啓発活動を推進します。

● 新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等、多様なメディアを通じて、固定
的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観念、無意識の思い込みの解
消につながる広報・啓発を推進します。

● 若年層を主なターゲットとして、男女共同参画センターにおいて、ホームペ
ージに加え、ＳＮＳ等の積極的な活用による情報発信の強化に努めます。

● 「男女共同参画週間」や「人権啓発強調月間」、「人権週間」など、各種の機
会を通じて、男女共同参画や人権等に関する県民の認識を深める広報・啓発を
推進します。【再掲】

● 学校や家庭において児童生徒と保護者が人権について話し合うための啓発資
料を作成・配付し、人権尊重の精神の醸成を図ります。

取組項目(14) 男女共同参画に配慮したメディア表現の促進

具体的施策

● 県が作成する広報、出版物について、性別に基づく固定観念にとらわれず、
男女共同参画の視点に立った表現となるよう配慮します。

● 学校における情報教育を通して、男女共同参画に関する情報を正しく理解す
る能力の育成や、自他の権利を尊重して責任ある行動をとる態度の育成など、
メディア・リテラシーの育成・向上に努めます。

【重点指標】

基準値 目標値
指標項目

年度 数値 年度 数値

固定的性別役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」
２ 61.3% ８ 75%

という考え）にとらわれない人の割合

社会全体で男女が平等になっていると感じる人の割合 ２ 12.6% ８ 30%
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施策分野６ 教育・学習を通じた男女共同参画の推進

＜基本的考え方＞

男女共同参画社会を築いていくためには、次代を担う子どもたちが、子ども

の頃から男女共同参画の理解を深め、性別によってその可能性を狭められるこ

となく、それぞれの個性と能力を発揮できるよう成長していくことが重要です。

子どもたちが、男女が協力して家庭生活を築くことや社会へ参画することの

重要性について理解を深め、固定的性別役割分担意識にとらわれることなく将

来を見通した自己形成ができるよう、子どもの頃からの男女共同参画の理解の

促進を図ります。

また、あらゆる世代の人々が生涯にわたって男女共同参画の視点を学んだり、

社会参画の意識を高めることができるよう、講座の開催や情報提供等による学

習機会の充実を図ります。

取組項目(15) 子どもたちの男女共同参画の理解の促進

具体的施策

● 子どもの頃からの男女共同参画の理解を促進し、将来を見通した自己形成が

できるよう、広報・啓発を推進します。

● 小中高校生を対象に人権に関する作文、図画・ポスターを募集することによ

り、その制作を通じて、子どもたちが豊かな人権感覚を身に付けられるよう促

します。

● 「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」に基づく有害図書類等

の指定や、書店・コンビニエンスストア等への立入調査活動を実施するととも

に、地域ぐるみの環境浄化活動を促進します。

● 児童生徒が、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、社会性や勤労観・職

業観を持ち、主体的に進路選択できる力を身に付けることができるよう、職場

体験やインターンシップなどの体験活動等も実施しながら、総合的にキャリア

教育を推進します。

● 子どもたちが性に関して正しく理解するとともに、自己や他者の命を大切に

し、適切な意思決定や行動選択ができるように性に関する指導を、医療機関等

と連携しながら推進します。

● 教職員の人権感覚の高揚と人権教育に関する専門的指導力の向上を図るため

に、参加体験型学習（ワークショップ）等の研修を推進します。

● 児童生徒の人権感覚を育む人権尊重に関する正しい知識や望ましい価値観、

更により良い人間関係を育てるための技能の育成を推進します。
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● 児童が使用する携帯電話のフィルタリング普及、インターネット、携帯電話

の使用に絡む児童被害防止のための広報・啓発を推進するとともに、インター

ネット上の違法・有害情報の取締り、削除要請など、サイバー空間の環境浄化

を推進します。

取組項目(16) 男女共同参画を推進する学習機会の充実

具体的施策

● 県内各地に出向いて講座を開催するなど、県民が身近な場所で男女共同参画

について学習できる機会を増やすよう努めます。

● 男女共同参画を学習する対象者の年代や課題に対応した学習機会の提供に努

めます。

● 男女共同参画の意義について男性自身が理解を深めることができるよう、男

性を対象とした学習機会の提供に努めます。

● 「男女共同参画週間」、「人権週間」、「農山漁村女性の日」等、多様な機会を

捉えて研修会を開催するなど、より多くの県民に対して男女共同参画を学習す

る機会を提供します。

● 人権問題に関する研修や学習のための人材の育成や手法の充実、教材・資料

等の整備を図ります。

● 男女平等等人権問題に関する研修会の開催や研修会への講師派遣を行うなど、

より多くの県民に人権問題を学習する機会を提供します。

● 市町村社会教育行政担当者等を対象とした人権教育研修会を開催するととも

に、みやざき学び応援ネットを通して、男女共同参画に関する学習機会の情報

を提供します。
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トピックス 宮崎県男女共同参画センター

本県における男女共同参画社会づくり推進の拠点として、平成13年9月に設置

されました。情報提供、啓発、相談、交流事業などを実施しています。
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Ⅲ 一人ひとりの人権が尊重される安全・安心な暮らしの実現

施策分野７ 女性に対するあらゆる暴力の根絶

＜基本的考え方＞

全ての暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、その対象の

性別や、加害者と被害者との間柄を問わず、許されるべきものではありません。

暴力による被害は、自己肯定感や自尊感情を失わせるなど、心への影響も大

きく、その後の人生に大きな支障を来たすことにつながることもある深刻な問

題です。

特に女性は、配偶者等からの暴力（ＤＶ）や、性暴力・性犯罪の被害者にな

ることが多く、その被害も深刻です。また、近年、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、これを利用した性犯罪

など、暴力をめぐる状況は一層多様化しています。

女性に対する暴力の背景には、固定的な性別役割分担意識や社会的地位、経

済力の格差など、男女が置かれた状況の違いや根深い偏見等が存在します。

暴力の根絶を図ることは、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき

重要な課題です。配偶者等からの暴力（ＤＶ）、性犯罪、売買春、人身取引、

ストーカー行為、セクシュアルハラスメントなど、女性に対するあらゆる暴力

の予防と根絶に向けた広報・啓発活動の推進や被害者の保護、自立支援に向け

た対策の充実を進めます。

取組項目(17) 女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた環境づくり

具体的施策

● 「女性に対する暴力をなくす運動」期間のほか、様々な機会を捉え、女性に
対する暴力を許さない社会環境づくりに向けて、広報・啓発活動を推進します。

● 安全・安心の確保に役立つ情報の提供及び防犯指導等を実施し、県民の生活
空間の安全対策を一層強化するとともに、配偶者等暴力事案等への迅速かつ的
確な対処に努めます。

取組項目(18) 配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護･支援体制の充実

具体的施策

● ＤＶを未然に防止するための広報・啓発を進めるとともに、ＤＶに関する相
談窓口の周知を図ります。

● 中・高校生及び大学生等の若年層を対象に、交際相手からの暴力（デートＤ
Ｖ）の防止に関する広報・啓発を進めます。
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● 被害者の置かれた多様な状況に適切に対応するため、各種相談窓口における

相談機能を更に充実するとともに、関係機関が相互に協力し緊密な連携の下、

被害者の意志を尊重したきめ細かな支援を行います。

● 配偶者暴力相談支援センター（女性相談所）において、被害者それぞれの状

況に応じた迅速で安全な保護体制を強化するとともに、自立に必要な情報提供

及び助言等による支援を推進します。

● 各市町村における、ＤＶ相談窓口の明確化や県と市町村による合同研修会の

実施、ＤＶ対策基本計画策定の促進など、地域の実情に応じたＤＶ対策への取

組を支援します。

● 県営住宅の入居抽選に当たって、居住の安定を図る必要があるＤＶ被害者世

帯に対して、一般世帯より当選倍率を優遇する優先的選考を実施します。

● ストーカー、配偶者からの暴力等の恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事

案については、被害者やその家族等の安全確保を最優先に、認知の段階からの

組織的な対処を推進します。

取組項目(19) セクシュアルハラスメント、性犯罪等対策の推進

具体的施策

● 「若年層の性暴力被害予防月間」期間のほか、様々な機会を捉え、性犯罪・

性暴力は決して許されるものではないという社会の意識を醸成するとともに、

未然に防止するための広報・啓発活動を推進します。

● 性暴力被害者等の心身の負担が軽減され、安心して相談、医療、カウンセリ

ングなどを受けることができるよう、性暴力被害者支援センター「さぽーとね

っと宮崎」において総合的な支援を行います。

● 県職員に対するセクシュアルハラスメント防止のため、相談員（所属長等、

連絡調整課課長補佐、人事課職員）を配置して迅速かつ適切な対応を図るほか、

研修・会議等を通じて職員への周知や意識啓発を図ります。

● 宮崎労働局と連携し、事業所等で各種ハラスメント防止対策が促進されるよ

う啓発に努めます。

● 学校におけるセクシュアルハラスメント防止に向けた研修会等の実施を推進

します。また、教職員課によるセクシュアルハラスメント防止に向けた研修会

の充実を図ります。

● 性犯罪等被害者の支援に関する広報・啓発を強化するとともに、性犯罪被害

者への精神的、経済的支援など、総合的な支援を推進します。
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トピックス パープルリボン

「パープルリボン運動」は、子どもや女性に対する暴力の

被害者にとって、世界をより安全なものとすることを目的と

して、1994年、アメリカ・ニューハンプシャー州の小さな

町で、近親姦やレイプの被害者によって始められたと言われ

ています。

女性に対する暴力を許さない社会づくりに取り組んでいる

世界各地の個人や団体が、暴力の下に身を置いている人々に

勇気を与えようとの願いから、「パープル」をシンボルカラー

として布リボンやバッジなどにより「パープルリボン」を広

めており、現在では40か国以上に広がっています。

トピックス さぽーとねっと宮崎

「さぽーとねっと宮崎」は、性暴力被害に遭われた

方やその家族の方などが、安心して相談し、必要な支

援を受けることができるよう、県が開設した相談窓口

です。

無料電話相談 0985-38-8300

月曜日～金曜日（10時～16時）

※祝日、年末年始を除く。
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施策分野８ 生涯を通じた健康支援

＜基本的考え方＞

男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対

する思いやりを持って生きていくことは、男女共同参画社会を形成するに当た

っての基本的な条件と言えます。

特に女性は、思春期、妊娠・出産期、更年期、老年期と、心身の状況が年代

によって大きく変化する特性があることを男女ともに留意する必要があります。

本県の女性の健康を取り巻く状況としては、周産期の医療の充実は図られて

きましたが、人工妊娠中絶実施率が全国よりも高い水準で推移しており、女性

特有のがんである子宮がん・乳がんの検診受診率も低調であるなどの課題があ

ります。

国際的に重要視されている「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖

に関する健康と権利）」の視点に配慮しつつ、男女が互いを尊重し、性差を理

解し合って健やかに暮らすことができるよう、生涯を通じた健康支援に総合的

に取り組みます。

取組項目(20) 性と妊娠･出産等に関する健康と権利に対する支援

具体的施策

● 安心して子どもを産むことができる体制の一層の推進を図るため、周産期医

療体制を支える関係者に研修会を実施するとともに、相互のネットワークを強

化し、周産期母子医療センターの運営を支援します。

また、不妊治療や不育症治療を受ける夫婦に対する経済的支援を行うととも

に、不妊に悩む夫婦に対する相談体制の充実及び不妊治療等への理解を深め、

治療を受けやすい環境とするための啓発に取り組みます。

● 思いがけない妊娠で悩む女性への相談窓口を設置するとともに、思春期の健

康教育やピアカウンセリング事業を推進します。また、産科医療機関における

家族計画指導の充実・強化を図ります。

● 子どもたちが性に関して正しく理解するとともに、自己や他者の命を大切に

し、適切な意思決定や行動選択ができるように性に関する指導を、医療機関等

と連携しながら推進します。【再掲】

53



取組項目(21) 生涯を通じた健康の保持増進対策の推進

具体的施策

● 女性がライフステージに応じた的確な自己管理を行うことができるよう、思

春期の健康教育等に取り組みます。

● 生涯を通じた健康づくりへの支援を図るため、健康づくり関係者への研修に

取り組みます。

● 女性特有の疾患や健康問題の相談に応じるため、相談体制の充実を図るとと

もに、専門相談員の資質の向上に努めます。

取組項目(22) 健康に影響を及ぼす問題についての対策の推進

具体的施策

● 薬物に関する正しい知識の普及啓発を行い、乱用防止を推進します。

● 女性特有のがんの予防と早期発見のため、がんに関する正しい知識の普及啓

発やがん検診の受診率向上対策に取り組むほか、相談支援体制の充実など総合

的ながん対策の推進を図ります。

● HIV や性感染症について、無料、匿名で相談検査を実施するほか、自身で感
染防止が図れるよう、正しい知識の普及啓発に努めます。
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施策分野９ 困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備

＜基本的考え方＞

高齢化の進展、単身世帯やひとり親世帯の増加、非正規雇用労働者の増加な

ど、社会の変化を背景に、幅広い層で困難を抱える人が増加しています。特に

女性は、高齢単身世帯に占める割合が高いこと、ひとり親世帯の多くが母子世

帯であること、非正規雇用労働者の割合が高いこと、賃金の男女格差があるこ

となどから、貧困などの生活上の困難に陥りやすい状況にあります。さらに、

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、女性の非正規雇用者の割合が高い飲食

サービス業等の就業者数が大きく減少するなど、女性により大きな影響が現れ

ており、これまで表面化してこなかった女性の窮状、貧困等の問題が顕在化し

てきました。

また、施策の推進に当たっては、障がいがあること、外国人であることなど

に加え、女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれている場合がある

ことや、性的指向や性自認を理由として困難な状況に置かれている場合がある

ことに留意する必要があります。

男女共同参画の視点に立ち、様々な困難を抱えた女性等が安心して暮らせる

環境の整備を進めます。

取組項目(23) 貧困などの生活上の困難に直面する女性等への支援

具体的施策

● 男女共同参画の推進とあわせて、「宮崎県子どもの貧困対策推進計画」に基

づき、生活に困窮する世帯の保護者に対する生活支援及び就労支援に取り組む

ととともに、市町村における子どもの貧困対策推進計画の策定を推進します。

● ひとり親家庭の経済的な自立や負担の軽減を図るため、医療費助成事業や各

種貸付金制度等の広報を行い、利用を促進し、経済的支援を推進します。

● ひとり親家庭が安定した生活を送ることができるよう、効果的な就業相談や

情報提供、職業能力開発のための教育訓練等の受講促進に取り組み、就業に結

びつく可能性の高い資格や技能の習得の支援を推進します。

● 子どもや家庭に関する様々な相談に適切に対応するための児童相談所等の体

制強化や、地域において児童虐待の発生予防から、早期発見・早期対応、保護

・支援に至るまでの切れ目のない支援体制づくりを推進します。

● 修学や就業のいずれもしていないなど、社会生活を円滑に営む上で困難を抱

える子どもや若者が社会の一員として自立し成長できるよう、社会全体による

支援の取組を促進します。

● 育児・介護等で長期間離職した女性や就職を希望する母子家庭の母等に対し、

職業訓練や就職支援を一体となって実施することで、離職した女性の再就職等

を促進します。【再掲】
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● 就労相談窓口の設置や就職面談会の実施等、高齢者が健康で意欲と能力のあ

る限り年齢に関わりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に努めま

す。

● 県営住宅の入居抽選に当たって、居住の安定を図る必要があるひとり親世帯

に対して、一般世帯より当選倍率を優遇する優先的選考を実施します。

取組項目(24) 高齢者､障がい者､外国人等が安心して暮らせる環境の整備

具体的施策

● 性的指向や性自認などを理由とする差別や偏見を解消するため、人権教育・

啓発活動を推進します。

● 市町村の地域共生社会の実現に向けた地域福祉の取組を推進するとともに、

県が養成している地域福祉コーディネーター等を活用し、「ともに支え合い、

自分らしく活躍できる 地域共生社会の実現」を目指します。

● 高齢者の権利擁護支援について、市町村や地域包括支援センターからの相談

に応じるとともに、市町村、社会福祉協議会、中核機関の職員を対象とする研

修等を実施し、関係職員の資質の向上を図ります。

● 成年後見制度を円滑に利用できるよう、後見の担い手となる市民後見人を養

成するとともに、市町村と連携し、法人後見受任体制の整備を促進します。ま

た、制度の利用が必要な人を発見し、適切な支援につなげるため、普及啓発等

により成年後見制度の活用促進を図ります。

● 地域において住民主体で運営される「通いの場」での介護予防教室について、

市町村と連携しながら全県下への普及・定着を図ります。

● 「人にやさしい福祉のまちづくり条例」等を踏まえ、「思いやりのある心づ

くり」と「バリアフリーの施設づくり」を柱とし、年齢や性別、障がいの有無、

国籍など個人の特性にかかわらず、全ての人にやさしいまちづくりを推進しま

す。

● 障がい者の地域生活への移行を進め、自立した生活を支援するとともに、障

がい者が身近な地域で必要なサービスを受けられるよう、サービスの量の確保

と質の向上を図ります。

● 障がい者の雇用について、企業等の理解を深めるとともに、就労支援機関の

一層の連携により、障がい者の就業を促進します。

● 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等を踏まえ、障がい者

の活動を制限し、社会への参加を制約する障がいを理由とする差別の解消及び

社会的障壁の除去に関する取組を推進するとともに、「障害者虐待の防止、障

害者の養護者に対する支援等に関する法律」等を踏まえ、障がい者虐待の防止

等障がい者の権利擁護のための取組を行います。
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● 高年齢者に対し、臨時的、短期的な就業の場を提供するシルバー人材センタ

ーへの支援に取り組むとともに、高年齢者の雇用促進について県民や企業に対

する啓発に努めます。

● 生活者としての外国人が安心して暮らせる環境を整備するため、行政・生活

全般に関する情報提供や相談対応を多言語で一元的に行う相談窓口の運営や、

日本語教育体制の拡充、防災セミナーなど外国人住民への支援を行うとともに、

異文化理解など日本人住民の意識啓発に取り組み、国籍や民族などの異なる人

々が、互いの文化的違いを認め合い、地域社会の構成員として共に生きていく

多文化共生社会づくりを進めます。

● 民間の賃貸住宅に入居を希望する高齢者世帯、障がい者世帯、外国人世帯、

子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない「セーフティネット登録住

宅」及び入居・居住する際の様々な支援を行う「住宅確保要配慮者居住支援法

人」等に関する情報を広く提供することにより、これらの世帯の居住の安定を

支援します。

● 民間の事業者等に対し、サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の周知に努

め、制度の普及を図ることにより、高齢者の居住に適した良質な賃貸住宅の供

給を促進します。

● 県営住宅の入居抽選に当たって、居住の安定を図る必要がある高齢者世帯、

障がい者世帯に対して、一般世帯より当選倍率を優遇する優先的選考を実施し

ます。
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施策分野１０ 防災分野における男女共同参画の推進

＜基本的考え方＞

東日本大震災や熊本地震など、これまでの大規模災害では、避難所において

女性用の物資が不足したり、プライバシーが十分に確保されていなかったりす

るなど、様々な場面において男女共同参画の視点が不十分な状況が報告されま

した。

近年は自然災害が多発するとともに、南海トラフ地震の発生が予測されてい

るところでもあり、過去の経験や課題を踏まえ、男女共同参画の視点を取り入

れた災害対応が不可欠となっています。

本県では、「宮崎県地域防災計画」において、避難所運営や物資調達におけ

る女性への配慮など男女共同参画の視点が盛り込まれており、これを着実に実

施することが必要です。

今後とも、県民、事業者、自主防災組織及び行政が、それぞれの立場で自助、

共助及び公助を実践し、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場にお

ける女性の参画を拡大するなど、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の

確立を図ります。

取組項目(25) 男女共同参画の視点を反映した地域の防災力向上

具体的施策

● ＮＰＯやボランティアが被災地において支援を行う際には、男女のニーズの

違いなど、男女共同参画の視点からの配慮がなされるよう、社会福祉法人宮崎

県社会福祉協議会とともに、必要な情報の提供や周知に取り組みます。

● 災害対応における様々な課題について、男女のニーズの違いなど具体的な配

慮がなされるよう、地域防災計画の見直し作業の中で関係団体の意見を聞くな

どの取組を進めます。

● 避難所の運営や避難生活者のニーズ把握には男女それぞれの視点が必要であ

るため、地域防災のリーダーとなる女性防災士の育成とスキルアップに取り組

むとともに、市町村における防災政策の方針を決定する場や、地域の防災活動

の場などにおいて、女性がリーダーシップを発揮できるよう、市町村に対する

助言を行います。

● 地域防災力の要である消防団の活動を活性化するため、防災教育や応急手当

の普及指導などに取り組む女性消防団員の育成を図ります。
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第５章

推進体制推進体制
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１ 県における推進体制

男女共同参画に関する施策は広範多岐にわたっており、全ての部局に関係す
るとともに、あらゆる施策が男女共同参画社会づくりに配慮して企画、立案、
実施される必要があります。このため、知事を会長とし、副知事、各部長、企
業局長、会計管理者、病院局長、教育長及び警察本部長で組織する「宮崎県男
女共同参画推進会議」において、関係部局の連絡調整を行い、男女共同参画に
関する施策の総合的運営を図ります。
また、男女共同参画に関する有識者からなる「宮崎県男女共同参画審議会」

の意見を積極的に取り入れ、取組に反映させていきます。

２ 宮崎県男女共同参画センターの充実強化

「宮崎県男女共同参画センター」は、本県の男女共同参画社会形成のための
拠点施設であり、地域が抱える様々な課題を男女共同参画の視点から解決する
ため、情報提供、啓発、相談、交流事業などを積極的に展開するほか、各種団
体等とのネットワーク拡大に努めています。今後ともその活動の充実強化を図
ります。

３ 市町村推進体制への支援、連携強化

市町村は、住民にとって最も身近な行政主体であり、その果たす役割は重要
です。
県は、市町村との情報交換を行い、状況把握に努めるとともに、市町村担当

職員への研修の実施、審議会への女性委員登用についての情報提供など、男女
共同参画推進施策の支援を行い、連携して本県の男女共同参画を推進します。

４ 関係機関、ＮＰＯ等との連携・協働

男女共同参画社会の実現に向けた課題を、関係機関や「みやざき女性の活躍
推進会議」などの団体、ＮＰＯ等と共有し、その課題解決に向けて、互いに連
携・協働しながら取組を推進していきます。

５ 計画の進行管理

具体的施策について掲げた指標について、その進捗状況を毎年度把握し、男女
共同参画推進会議及び男女共同参画審議会において、施策の妥当性や達成度を評
価していきます。
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第４次プランの指標一覧第４次プランの指標一覧

61



１　重点指標

年
度

年
度

1 県の審議会委員に占める女性の割合 2 8

2 市町村の審議会委員に占める女性の割合 2 8

3
固定的性別役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」という考
え）にとらわれない人の割合

2 8

4 社会全体で男女が平等になっていると感じる人の割合 2 8

男性 15.8％ 男性 30％

女性 97.0％ 女性 100％

6 県内民間事業所における年次有給休暇の取得率 2 8

２　取組指標

　 施策分野１　社会における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

年
度

年
度

1 県職員の副主幹ポスト職以上に占める女性の割合（知事部局） 3 8

2
教職員の教頭以上及び主要なポスト職（教務主任、生徒指導主
事、保健主事、進路指導主事）に占める女性の割合

3 8

3 全警察官に占める女性の割合 3 8

4
県内民間事業所の管理職（係長相当職以上）に占める女性の割
合

2 8

5 みやざき女性の活躍推進会議会員企業数 2 8

6 女性の農業委員割合 3 8

7 農業協同組合（総合農協）の役員に占める女性の割合 1 8

　 施策分野２　就業環境の整備

年
度

年
度

8
育児休業制度を就業規則に整備している事業所（従業員10人以
上）の割合

2 8

9 25～44歳の育児をしている女性の有業率 29 8

54.5％ 70％

16.2％ 30％

8.7％
10％(早期)

更に15％
を目指す

20.0％ 30％

16.0％ 20％

28.4％ 40％

9.4％ 12％程度

指標項目

基準値
(プラン策定時）

目標値

数値 数値

345社 450社

91.2％ 100％

72.8％ 80％

5 県内民間事業所における育児休業取得率 2 8

指標項目

基準値
(プラン策定時）

目標値

数値 数値

61.3％ 75％

12.6％ 30％

第４次プランの指標一覧

指標項目

基準値
(プラン策定時）

目標値

数値 数値

45.9％ 50％

24.8％ 40％
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　 施策分野３　働き方の見直しと仕事と生活の調和

年
度

年
度

10 男性県職員の育児休業取得率（知事部局） 2 8

11 「仕事と生活の両立応援宣言」を行う事業所数 2 8

12 放課後児童クラブの受入人数（登録児童数） 3 8

13 保育所等の待機児童数 3 8

　施策分野４　様々な分野における男女共同参画の推進

年
度

年
度

14 自治会長に占める女性の割合 3 8

15 森林・林業女性の会「ひなたもりこ」登録者数 3 8

16 認定農業者に占める女性の割合 1 8

17 漁協女性部による食育等の活動数 1 8

　 施策分野６　教育・学習を通じた男女共同参画の推進

年
度

年
度

18
宮崎県男女共同参画センターの利用者数（出前講座参加者等も含
む）

2 8

19 人権教育指導者養成研修会の受講者数（累計） 2 8

　 施策分野７　女性に対するあらゆる暴力の根絶

年
度

年
度

20 女性相談員を設置している市町村の数 3 8

21 ＤＶ基本計画を策定している市町村の数 3 8

22
セクシュアルハラスメント防止に向けた校内研修会を年間で複
数回実施する学校の割合

3 8

6市町村 10市町村

23市町村 26市町村

96％ 100％

5,420人 6,000人

指標項目

基準値
(プラン策定時）

目標値

数値 数値

12,719人 15,000人

87人 100人

4.6％ 10％

指標項目

基準値
(プラン策定時）

目標値

数値 数値

指標項目

基準値
(プラン策定時）

目標値

数値 数値

6.9％ 9％

15回 20回

12,893人 14,182人

1人 0人

1,300事業所 1,800事業所

17.6％ 30％

指標項目

基準値
(プラン策定時）

目標値

数値 数値
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　 施策分野８　生涯を通じた女性の健康支援

年
度

年
度

23 子宮（頸）がん検診受診率 1 8

24 乳がん検診受診率 1 8

25 人工妊娠中絶率（女子人口千対） 1 8

　 施策分野９　困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備

年
度

年
度

26 子どもの貧困対策推進計画を策定した市町村 2 8

27  法人後見に取り組む市町村社会福祉協議会数 2 8

　 施策分野１０　防災分野における男女共同参画の推進

年
度

年
度

28 県内女性防災士の数 2 8

29 消防団員に占める女性の割合 3 8

　 推進体制

年
度

年
度

30 庁内推進会議設置市町村の数 3 8

31 女性の活躍に関する推進計画を策定している市町村の数 3 8

24市町村 26市町村

19市町村 26市町村

指標項目

基準値
(プラン策定時）

目標値

数値 数値

1,353人 2,115人

3％ 3.2％

指標項目

基準値
(プラン策定時）

目標値

数値 数値

８市町村 １６市町村

２２市町村 ２６市町村

47.3％ 50％

8.8 6.2

指標項目

基準値
(プラン策定時）

目標値

数値 数値

41.6％ 50％

指標項目

基準値
(プラン策定時）

目標値

数値 数値
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