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日本における男女共同参画社会の展開（4）
　─彦根市における男女共同参画政策の変遷─
　

Development of gender equal society in Japan Part 4 ：
─ Transition of the gender equality policy in Hikone City ─

　　　　　　　　　富川　拓・木脇奈智子・大束　貢生・新矢　昌昭

要　旨
　
　彦根市の男女共同参画政策の変遷を概観したところ，「かがやきプラン」から「かがやきプラン（改
訂版）」に改定する際に，行動目標を整理し重点事業を定めることによって彦根市の男女共同参画政
策の方向性を明確に示し，独自性を打ち出し始めていた。次の「かがやきプランⅡ」では重点事業と
されていた項目を「行動目標」から「基本目標」に変更することにより，市の強い意志を示し，計画
の独自性を強めていた。また「社会状況の変化や，国の動き」に対応した変更もなされていた。
　一方で，「基本方向」から「施策・事業」までの名称において「男性」「父親」等の表現を使用し，
男性を対象とした取り組みであると明示しているものはなかった。男性対象の政策に関して，彦根市
がその独自性を打ち出す段階には到っていない。

キーワード：地方公共団体，男女共同参画社会，男女共同参画政策，男性

１．目　的

　本論の目的は，滋賀県彦根市における男女共
同参画政策の変遷を，特に男性対象の政策に注
目してまとめることにある。
　日本の「持続可能な発展」「地方創生」の取
り組みにおいて，女性の活躍の促進は喫緊の課
題であり，安倍政権は「女性が輝く社会」の実
現に向けて様々な事業を行いつつある。女性の
活躍の促進については，これまで男女共同参画
政策として1990年代より展開され，1999年の男
女共同参画社会基本法制定や2000年の男女共同
参画基本計画の策定，2001年の男女共同参画会
議の設置など一定の前進をみせてはいるが，世

界経済フォーラムが算出した2016年のグローバ
ル・ジェンダー・ギャップ指数において，日
本は144カ国中111位となっており，その取り
組みは不十分であるといえる（World Economic 
Forum　2016）。
　一方で，「女性が輝く」ためには男性が女
性の活躍を理解し変革することも重要となる。
2010年に策定された第３次男女共同参画基本計
画では「男性・子どもにとっての男女共同参画」
が謳われ，2014年度の男女共同参画白書では初
めて男性をテーマとして「変わりゆく男性の仕
事と暮らし」がまとめられた。また2015年に策
定された第４次男女共同参画基本計画において
も，女性の活躍推進のためにも男性の働き方・
暮らし方の見直しが欠かせないとして，男性中
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心型労働慣行等を変更し，職場，地域，家庭等
あらゆる場面における施策を充実させると定め
られている。

１. １．地方公共団体における男女共同参画政
　このような状況において，国だけではなく地
方公共団体においてもそれぞれの地域特性に応
じた男女共同参画政策，男性対象の政策をより
一層推進することが求められている。男女共同
参画社会基本法においても，第14条の３項に「市
町村は，男女共同参画基本計画及び都道府県男
女共同参画計画を勘案して，当該市町村の区域
における男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策についての基本的な計画（以下「市町村
男女共同参画計画」という。）を定めるように
努めなければならない。」とされている。本論
で取り上げる彦根市も2001年に男女共同参画計
画を策定し，各種政策を推進している。

１. ２．滋賀県の地方公共団体における
　　　  男女共同参画政策
　筆者らが実践研究を進める滋賀県は，未だ固
定的な性別役割分担意識が根強く，男女共同参
画の一層の推進が必要な状況にある（滋賀県　
2014）。　
　また，「湖東」「湖西」「湖南」「湖北」といっ
た地域ごとに，産業構造や人口規模，少子高齢
化率，京都・大阪の通勤圏としてのニュータウ
ン開発等によってその地域特性が大きく異なる
ため，地域ごとの特性に応じた男女共同参画政
策，男性対象の政策形成が県内の地域公共団体
には求められている。
　筆者らは実践研究を通して，「湖東」「湖西」

「湖南」「湖北」の地域特性に応じた政策モデル
の形成を目指しているが，まず本論では「湖東」
に位置する彦根市に焦点をあて，政策モデルの
形成に向けて市の男女共同参画政策の変遷をま
とめていく。

２．彦根市における
　　男女共同参画政策の変遷

２. １．滋賀県彦根市の概要
　滋賀県彦根市は県の中東部に位置し，北部は
米原市，東部は多賀町・甲良町・豊郷町，南部
は東近江市・愛荘町に接している。市域面積が
196.8㎢，人口がおよそ11万人（2016年12月現在）
の琵琶湖東北部に位置する，湖東の中心都市で
ある（彦根市　2016a, 2016b）。
　彦根市では，水と緑に恵まれた豊かな自然を
生かして，近江米の生産をはじめとする農業や，
林業，水産業が営まれている。また，名神高速
道路，東海道新幹線等の国土軸上にあって，近
畿圏と中部圏を結ぶ広域交通の結節点となって
おり，バルブや縫製，仏壇といった地場産業と
ともに，電気，機械，ゴム，金属等の企業が立
地している。また，国宝・彦根城を始めとす
る文化財や琵琶湖などの自然を観光資源とし，
2007 年度の国宝・彦根城築城400年祭開催時に
は観光客が400万人あまりに達した（彦根市　
2016b）。
　
２. ２．男女共同参画計画の策定まで
　彦根市では1991年に「女性施策推進室」を設
置し，1992年には「男女共同参画型社会づくり
市民意識と実態アンケート調査」を実施してい
る。その翌年の1993年には庁内の組織として

「男女共同参画型社会づくり推進本部」を設置
している。この男女共同参画型社会づくり推進
本部が庁内の連絡調整を図りながら啓発事業の
実施や女性施策推進状況の調査を行い，併せて
審議会等への女性の登用を推進した（彦根市　
2011b）。
　1994年には「彦根市男女共同参画型社会づく
り市民会議」を設置し，1995年には女性施策を
総合的，計画的に進めるための指針として「彦
根市男女共生プラン」 を策定し，市民と行政が
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一体となった取組を進めた（彦根市　2011b）。
　
２. ３．彦根市男女共同参画計画
　　　  「男女共同参画ひこねかがやきプラン」
　彦根市男女共同参画計画「男女共同参画ひこ
ねかがやきプラン」（以下，「かがやきプラン」
とする。）は2001年に策定された。計画の期間
は2001年から2010年までであったが，国内外の
動向や社会環境の変化に対応し適宜見直しを行
うとされていた（彦根市　2001）。かがやきプ
ランは「総合目標」「基本理念」「基本方向」「行
動目標」「推進課題」「施策の方向」「施策・事業」
から構成されている。
　かがやきプランの目標は「互いに個性を尊重
しあい一人ひとりが輝いて生きられるまち　ひ
こね」とされ，３つの基本理念「あらゆる分野
への男女共同参画」「男女平等の意識づくり」

「自立した豊かな生活の安定」を掲げていた。
　また，これらの「総合目標」と「基本理念」
のもと，４つの基本方向「男女共同参画の実現」

「男女平等をめぐる意識改革」「生活基盤の安定」
「総合的な取組の推進」を示した。
　基本方向「男女共同参画の実現」においては，
３つの行動目標「政策・方針決定等への男女共
同参画の推進」「家庭・地域社会・職場等にお
ける男女共同参画の促進」「就業を支える社会
環境の整備・充実」を掲げ，基本方向「男女平
等をめぐる意識改革」においても，３つの行動
目標「男女平等意識の熟成」「男女平等にかか
る教育・学習の推進」「国際理解と平和への取
組」を掲げた。
　次の基本方向「生活基盤の安定」においては

「母性の尊重および健康づくりの充実」「高齢者
の暮らしを充実させる制度と体制の充実」「多
様な人たちが安心して暮らせる環境の整備」の
３つを，基本方向「総合的な取組の推進」では

「推進体制の整備強化」をその行動目標として
掲げた。
　「かがやきプラン」における男性対象の政策

に注目してみると，「基本方向」「行動目標」「推
進課題」「施策の方向」「施策・事業」の名称に
おいて「男性」「父親」等の表現を使用し，男
性を対象とした取り組みであると明示している
ものはなかった1）。なお，施策・事業の概要等
まで含めると，「男性」「父親」等の表現をいく
つかの項目で確認することができた。

２. ４．彦根市男女共同参画計画「男女共同
　　　  参画ひこねかがやきプラン（改訂版）」
　かがやきプラン策定後の2002年には「男女
共同参画を推進する彦根市条例」が施行され，
2003年には「彦根市男女共同参画センター」を
設置，2006年には「彦根市男女共同参画センタ
ー」に指定管理者制度が導入されている（彦根
市　2007）。
　2005年度の彦根市男女共同参画審議会では，
かがやきプランの計画期間の中間時点における
推進状況等についての審議が行われ，「意思決
定の場への女性の登用」の更なる取組の推進や

「女性に対する暴力防止」に関する内容の充実
など，計画の見直しが必要であるとの意見が出
され（彦根市　2007），審議会からの答申を踏
まえて2007年に彦根市男女共同参画計画「男女
共同参画ひこねかがやきプラン」の改定がなさ
れた（彦根市　2007）。
　この改訂版の「男女共同参画ひこねかがやき
プラン」（以下，「かがやきプラン（改訂版）」と
する。）は「総合目標」「基本方向」「行動目標」

「推進課題」「施策の方向」「施策・事業」から
構成されている。
　かがやきプランの内容を引き継ぎつつ，基本
方向の３つ目を「生活基盤の安定」から「多様
な生き方のできる環境整備」に変更し，その行
動目標も「母性の尊重および健康づくりの充実」
が「生涯を通じた女性等の健康づくりの推進」
に変更され，「高齢者の暮らしを充実させる制
度と体制の充実」が「推進課題」に変更となっ
た。同様に，基本方向「男女平等をめぐる意識



46

佛大社会学　第41号（2016）

改革」の行動目標には「女性に対する暴力防止
に向けた取組の推進」が追加され，それぞれ新
たに設定された「重点事業」とも対応する形で
整理が進められている。
　「重点事業」とは「かがやきプラン（改訂版）」
から追加されたものであり，基本方向ごとに「重
点的に取り組む事業」を定めている。この点も

「かがやきプラン（改訂版）」における特徴的な
変更であるといえよう。
　基本方向「男女共同参画の実現」では重点事
業として「意思決定過程への女性の参画」「仕
事と家庭等との両立支援と働き方の見直し」が
示された。同様に，基本方向「男女平等をめぐ
る意識改革」では「女性に対する暴力防止に向
けた取組」，基本方向「多様な生き方のできる
環境整備」では「思春期における心と体の発達
についての学習の推進」「ひとり親家庭の自立
支援」が重点事業とされた。　
　このようにあくまで「改定」であるため，総
合目標や基本理念には変更を加えず，行動目標
を整理し重点事業を定めることで，彦根市の男
女共同参画政策の方向性を明確に，また具体的
にしたことがこの「かがやきプラン（改訂版）」
の特徴であり，市の独自性が打ち出され始めた
とも考えることができる。
　「かがやきプラン（改訂版）」における男性対
象の政策に注目してみると，「基本方向」「行動
目標」「推進課題」「施策の方向」「施策・事業」
の名称において「男性」「父親」等の表現を使
用し，男性を対象とした取り組みであると明示
しているものは「かがやきプラン」と同様に確
認できなかった。なお，施策・事業の概要等ま
で含めると「男性」「父親」等の表現をいくつ
かの項目で確認することができたが，男性対象
の政策に関しては，市の方向性，独自性を打ち
出すまでには到っていないといえよう。

２. ５．彦根市男女共同参画計画「男女共同
　　　  参画ひこねかがやきプランⅡ」

　彦根市男女共同参画計画「男女共同参画ひこ
ねかがやきプランⅡ」（以下，「かがやきプラン
Ⅱ」とする。）は2011年に策定された。計画の
期間は2011年度から2020年度までであるが，社
会情勢の変化等に対応し，適宜見直しを行うと
されていた（彦根市　2011）。かがやきプラン
Ⅱは「めざす将来像」「基本理念」「基本方向」

「基本目標」「推進課題」「施策の方向」「施策・
事業」から構成されており，「かがやきプラン

（改訂版）」から大きな変更が加えられている。
　かがやきプランⅡでは，めざす将来像を「性
別にかかわりなく多様な生き方が認められ一人
ひとりが輝いて生きられるまち　ひこね」とし，
基本理念として「男女を問わず，一人ひとりが
自立した人間として，個性や自主性が尊重され，
誰もが社会の様々な場で対等に参画し，ともに
支え合う男女共同参画社会を実現する」ことを
掲げている2）。
　次にこれらの「めざす将来像」と「基本理念」
のもと，３つの基本方向「男女が共に参画する」

「多様な生き方を尊重する」「男女間のあらゆる
暴力をなくす」と，５つの基本目標「男女共同
参画への一人ひとりの気づきを広める」「社会
的な意思決定などの場で男女共同参画を推進す
る」「働き方や職場環境を見直す」「男女が共に
仕事や地域でチャレンジできる環境をつくる」

「性暴力を許さない社会をつくる」を定めてい
る3）。
　基本方向には新たに「性暴力を許さない社
会をつくる」が追加された。「かがやきプラン

（改訂版）」においても「女性に対する暴力防止
に向けた取組」が重点事業とされていたものの，
その位置付けは「基本方向」における「行動目標」
に留まっていた。暴力防止に関する項目を「基
本方向」に追加したことに，彦根市の強い意志
を確認することができ，計画の独自性が強まっ
たと捉えることもできる4）。
　また「かがやきプランⅡ」では，基本目標「働
き方や職場環境を見直す」のもと，推進課題
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として「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）の推進」が示されている。「仕事と
生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」は，
2010年に策定された国の第3次男女共同参画基
本計画でも重点分野の一つとして挙げられてお
り，彦根市が「社会状況の変化や，国の動き」
に対応した変更を加えたことがわかる。　
　次に「かがやきプランⅡ」における男性対象
の政策に注目してみると，その「基本方向」「基
本目標」「推進課題」「施策の方向」「施策・事
業」の名称において「男性」「父親」等の表現
を使用し，男性を対象とした取り組みであると
明示しているものは「かがやきプラン」「かが
やきプラン（改訂版）」と同様に確認できなかっ
た。なお，施策・事業の概要等まで含めると「男
性」「父親」等の表現をいくつかの項目で確認
することができた。
　かがやきプランⅡの策定時には，国の第３次
男女共同参画基本計画において「男性・子ども
にとっての男女共同参画」が重点分野の一つと
して新設されているが，彦根市における男性対
象の政策は，そのような独自性を打ち出す段階
には到っていないようである。

３．結びに代えて

　彦根市の男女共同参画政策の変遷を概観した
ところ，「かがやきプラン」から「かがやきプ
ラン（改訂版）」に改定する際に，行動目標を
整理し重点事業を定めることによって彦根市の
男女共同参画政策の方向性を明確に示し，独自
性を打ち出し始めていた。次の「かがやきプラ
ンⅡ」では，重点事業とされていた暴力防止に
関する項目を「行動目標」から「基本目標」に
変更することにより，市の強い意志を示し，計
画の独自性を強めていた。また「仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）」を推進課
題とするなど，

「社会状況の変化や，国の動き」に対応した変

更もなされていた。
　一方で，「基本方向」から「施策・事業」ま
での名称において「男性」「父親」等の表現を
使用し，男性を対象とした取り組みであると明
示しているものはなかった。男性対象の政策に
関して，彦根市がその独自性を打ち出す段階に
は到っていないといえよう。
　以上，本論では彦根市の男女共同参画計画を
もとに，その男女共同参画政策の変遷をまとめ
た。今回のまとめを踏まえて，今後の研究では
彦根市の担当部署を対象とした調査を実施して
男女共同参画政策の現状や課題を整理し，市の
地域特性に応じた男性政策モデルの形成に向け
て検討を進めたい。

注

1） それぞれの名称において「男性」「父親」等の
表現を使用し，男性を対象とした取り組みであ
ると明示しているものをカウントした。

2）「かがやきプランⅡ」における「めざす将来像」
は，「かがやきプラン」「かがやきプラン（改訂
版）」の「総合目標」にあたるものとして考え
ることができる。

3）「かがやきプランⅡ」における「基本目標」は，
「かがやきプラン」「かがやきプラン（改訂版）」
の「行動目標」にあたるものとして考えること
ができる。

4）かがやきプランⅡの基本目標「性暴力を許さな
い社会をつくる」にかかる施策・事業計画は，

　「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」で規定されている「市町村基本計

　画」として位置づけられている（彦根市　2011）。
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