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はじめに 

関ケ原町男女共同参画プラン（第３次）の策定にあたって 

 

急速な人口減少と少子高齢社会の進行により労働力の減

少や地域活力の低下、家族形態やライフスタイルの多様化

が進み、更に人工知能や IoT などコンピューターやインタ

ーネット環境のめざましい発展は社会経済のみならず個人

の生活においても大きな変化をもたらしています。また、

企業収益の回復に伴い今後ますます人材の育成・活用が重

要であり、女性が持つ能力の開発とそれを発揮できる環境

整備の必要性が増しています。このような社会経済情勢の

変化に対し、男女が対等なパートナーとしてお互いに尊重

し合い、それぞれの能力を十分に活かしてあらゆる分野に 

参画して活躍できる「男女共同参画社会」の実現が大きな課題となっています。 

我が国においては、平成 11 年に「男女共同参画社会基本法」を制定し、男女共同参画

社会の実現を重要課題と位置づけて施策の充実に取り組んできました。しかし、国際社会

においては日本のジェンダー平等政策は大きく遅れをとっている現状です。このため、平

成 27 年に「女性の活躍推進法」が成立し、「あらゆる分野での女性の活躍」を柱の一つと

し、その推進のため男性中心型の労働慣行を変革する必要性を強く打ち出しています。 

本町においても、平成 15 年に男女共同参画プラン（第１次）を策定し、「女
ひと

と男
ひと

が共

に輝くまちをめざして」の取り組みを始めました。その後、第２次プランに引き継がれて、

男女共同参加社会の実現を推進してまいりました。 

しかしながら、社会通念や慣習など、人の意識の上では固定的な性別の役割分担意識が

依然として残っている現状です。こうした課題を踏まえつつ社会経済情勢の変化や新たな

問題に対応する男女共同参画社会の実現を一層推進するため、第２次プランに続き、「関

ケ原町男女共同参画プラン（第３次）」を策定いたしました。 

本計画は、男女共同参画社会の形成に向けて取り組みを促進するため、町総合計画をは

じめとする他の諸計画の推進においても配慮を行っていくことや、女性の職業生活におけ

る活躍の推進や家庭における暴力被害の防止や保護等の基本的な計画を位置付けるもの

としております。 

このプランの実現に向けて、町民の皆様をはじめ企業・団体等の皆様のご理解とご協力

をいただき着実な推進をしてまいりますと共に、この計画の策定にあたり、貴重なご意見

やご協力をいただいた関ケ原町男女共同参画プラン策定委員会委員の皆様をはじめ多く

の皆様に心から感謝いたします。 

 

平成３０年 3 月 

関ケ原町長 西脇康世  
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第１章    計画策定にあたって 

 

 

 １  計画策定の目的 

わが国では、少子高齢化が急速に進行し、人口減少が進むなか、地域社会・経済活

動などあらゆる分野での女性の活躍が今まで以上に期待されています。また、共働き

や単身、ひとり親世帯の増加等の家族形態の変化、個人の価値観やライフスタイルの

多様化、さらに性の多様性の顕在化等、男女共同参画を進めるうえで従来より、より

きめ細かな施策の展開が求められています。 

このような中で、平成 27（2015）年に、働く場面で活躍したいという希望を持

つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できるよう、「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）が成立したことで、

わが国における男女共同参画社会の実現に向けた取り組みは新たな段階に入ったと言

えます。 

本町では、「関ケ原町男女共同参画プラン（第２次）」が平成 29（2017）年度で

終了することから、新たに「関ケ原町男女共同参画プラン（第３次）」を策定し、社会

状況の変化に対応した今後の男女共同参画施策の方向性やあり方を示し、男女が共に

生きやすい社会の実現をめざしていきます。 

 

 ２  プランの性格 

プランは、次に掲げる計画として位置づけます。 

（１）男女共同参画社会基本法第 14 条第３項に基づく、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 

（２）関ケ原町総合計画や他の個別の計画との整合性をもたせた計画 

（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６条第２項に基づく女性の

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を含む計画 

（４）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第３項に

基づく、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護のための施策の実施に関する

基本的な計画を含む計画  
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 ３  プランの期間 

このプランの期間は、平成 30 年度（2018 年度）から平成 34 年度（2022 年度）

までの５年間とします。 

ただし、期間内にあっても事業の進捗状況や社会情勢の変化等により、必要に応じ

た見直しを行います。 

 

 

計画名 

平成 
27 年度 
（2015年度） 

平成 
28 年度 
（2016年度） 

平成 
29 年度 
（2017年度） 

平成 
30 年度 
（2018年度） 

平成 
31 年度 
（2019年度） 

平成 
32 年度 
（2020年度） 

平成 
33 年度 
（2021年度） 

平成 
34 年度 
（2022年度） 

第４次男女共同参画 

基本計画 
 

（平成 27（2015）〜37(2025)年度） 

        

岐阜県男女共同参画 

計画（第３次） 
 

（平成 26（2014）〜30(2018)年度） 

        

関ケ原町男女共同参画 

プラン（第３次） 
 
（平成 30（2018）〜34（2022）年度） 

        

 

 

 ４  策定の背景 

（１）男女共同参画を取り巻く社会潮流 

① 日本社会全体における状況の変化と女性活躍推進法 

少子高齢化や人口減少に伴う労働力の不足、年金・医療・介護サービスの維持とい

った社会保障の問題など、さまざまな課題が生じています。一方、長引くデフレによ

り、経済成長が実現できていませんでしたが、企業収益は回復傾向にあることから、

今後ますます、人材の育成、活用が重要であり、女性が持つ能力の開発と、それを発

揮できる環境整備の必要性が増しています。 

こうした状況下、国では、女性の力を「わが国最大の潜在力」として成長戦略の中

核に位置付け、「日本再興戦略 改訂 2014」に、女性の活躍推進に向けた新たな法

的枠組みの構築について盛り込みました。これを受け、働くことを希望する女性が、

職業生活においてその個性と能力を十分に発揮して活躍できるよう、「女性活躍推進法」

が平成 27（2015）年に成立しました。 
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② ライフスタイルの多様化や世帯構造の変化 

平成９（1997）年に、共働き世帯が男性片働き世帯を上回って以降、共働き世帯

は年々増加しているなど、個人の生き方は多様化しています。加えて、従来からの「夫

は仕事、妻は家庭」という固定的な性別による役割分担の下では、事実上女性が多く

を担う家事、子育て、介護等の負担が重くなっていくことなども想定されます。その

ような中で、男女の多様な生き方を可能とする社会への転換が求められています。 

一方、晩婚化、未婚化や高齢者人口の増加による単身世帯、離婚等によるひとり親

世帯が増加しており、特に女性については、出産、育児、介護等による就業の中断や

非正規雇用が多いことなどを背景として、貧困等の生活上の困難に陥りやすい状況に

あることが指摘されています。 

さらに、近年、ＬＧＢＴなど性的マイノリティに関するさまざまな報道が行われる

ようになり、誰もが個人として尊重されるよう、多様な性のあり方について理解を広

めていく取り組みが求められています。 

 

③ 男性の仕事と生活を取り巻く状況 

働く女性の増加など、女性を取り巻く環境は大きく変化していますが、女性の参画は

期待されるほど進んでいません。その大きな原因として、固定的な性別役割分担意識、

男女の能力や適性に関する固定的な見方やさまざまな社会制度・慣行があります。特に、

長時間労働は、家事、子育て、介護等への男性の参画を困難にし、女性が仕事と生活を

両立することを難しくしていると同時に、地域コミュニティーへの参加、本人の健康保

持等を含めた、男性自身の仕事と生活の調和の実現を阻む要因になっています。 

 

④ 東日本大震災等の経験から得た教訓 

東日本大震災等では、物資の備蓄、提供や避難所の運営等において、女性の視点に

立った対応が十分ではなかったなど、さまざまな課題が明らかになりました。これら

の経験から、防災・復興における政策・方針決定過程への女性の参画、災害対応にお

ける男女共同参画の視点が重要であることが、改めて認識されました。 

 

⑤ 女性に対する暴力をめぐる状況 

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、ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービスなど、女性に対する暴力は多様化しており、これを

利用したデートＤＶ、プライベート画像の流出といった性犯罪等の新たな形の暴力に

対しても的確に対応していく必要があります。  
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（２）世界の動き 

国際連合は、昭和 50（1975）年を「国際婦人年」と定め、メキシコで開催され

た「国際婦人年世界会議」において「平等・開発・平和」を目標とした「世界行動計

画」が採択されるなど、女性の自立と地位向上をめざした世界的な議論が展開されま

した。そして、昭和 54（1979）年の国連総会では、男女の完全な平等の達成に貢

献するため、女性に対するあらゆる差別の撤廃を目的とした「女子に対するあらゆる

形態の差別の撤廃に関する条約」が採択されました。 

平成７（1995）年に北京で開催された第４回世界女性会議において「北京宣言及

び行動綱領」が採択され、平成 17（2005）年の「第 49 回国連婦人の地位委員会

（北京＋10）」及び平成 22（2010）年の「第 54 回国連婦人の地位委員会（北京

＋15）」で、女性の自立と地位向上に向けた取り組みを引き続き推進していくことが

確認されました。さらに、平成 27（2015）年３月に開催された「第 59 回国連婦

人の地位委員会（北京＋20）」においては、「第４回世界女性会議から 20 周年にあた

っての政治宣言」が採択されました。 

さらに、国連は平成 27（2015）年９月に「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ」を採択し、人間、地球及び繁栄のための行動計画として「持続可能な開発目

標（SDGs）」を掲げました。この目標には「ジェンダーの平等を達成し、すべての女

性と女児のエンパワーメントを図る」が位置づけられています。 

このように、国連において、地球規模の問題解決のためには、女性の地位向上と参

画が不可欠であることが認識され、昭和 50（1975）年の「国際婦人年」から現在

に至るまで、継続的な動きが取られています。 
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（３）国の取り組み 

国においては、昭和 52（1977）年に初の「国内行動計画」を策定し、以後、国

際的な動きを受けて、国内でも総合的、体系的な取り組みを進めてきました。 

昭和 60（1985）年に「女子差別撤廃条約」を批准し、平成８（1996）年に「男

女共同参画 2000 年プラン」を策定しました。平成 11（1999）年に「男女共同参

画社会基本法」が成立し、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、21 世紀のわが国社会を決定する最重要課題と位置づけ、社会のあらゆ

る分野において施策の充実や法整備に取り組んできました。 

しかし、男女格差を測る国際的指数ＧＧＩ（ジェンダー・ギャップ指数）をみると、

平成 27（2015）年現在、日本は 145か国中 101 位と非常に低く、国際社会にお

いて日本のジェンダー平等政策は大きく後れをとっていると言わざるをえません。 

 

一方で、平成 27（2015）年８月には「女性活躍推進法」が成立し、国における

男女共同参画社会の実現に向けた取り組みは新たな段階に入りました。同年 12 月に

策定された「第４次男女共同参画基本計画」では、「あらゆる分野における女性の活躍」

を柱の一つとして、その推進のために男性中心型の労働慣行を変革する必要性を強く

打ち出すとともに、さまざまな困難を抱えた女性への支援や女性に対するあらゆる暴

力の根絶なども改めて強調しています。 

 

（４）関ケ原町の取り組み 

本町では、男女共同参画社会の実現をめざし、平成 15（2003）年３月に「関ケ

原町男女共同参画プラン」を策定し、その後、平成 25（2013）年３月に「関ケ原

町男女共同参画プラン（第２次）」を策定し、男女が共にその人権を尊重しつつ責任も

分かち合い、社会の対等な構成員としてあらゆる分野に共に参画し、その個性と能力

を十分に発揮できるような「男女共同参画社会」の実現をめざして様々な取り組みを

推進してきました。 

しかし、住民意識調査では、依然固定的な性別役割分担意識が払拭しきれない現状

や職場や地域社会における男女共同参画の推進に課題がみられます。また、少子高齢

化の進行や家族形態の変化、就労形態に対するニーズの多様化、地域社会の変化が進

んでいます。 
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第２章    町の現状 

 

 

 １  関ケ原町の現状 

（１）一般世帯数と世帯区分 

本町の総人口は、男女共に緩やかに減少しており、平成 29 年には 7,249 人とな

っています。 

 

性別総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月 1 日現在）外国人含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在）

4,020 3,954 3,885 3,791 3,7103,865 3,809 3,728 3,641 3,539

7,885 7,763 7,613 7,432 7,249

0

2,000

4,000

6,000

8,000

0

2,000

4,000

6,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人）(人)

女性 男性 総人口



 
7 

 

（２）世帯の状況 

① 一般世帯数と世帯区分 

一般世帯数は平成 12 年まで増加傾向にありましたが、平成 17 年以降は減少し、

平成 27 年には 2,618 世帯となっています。世帯区分においては、単身世帯が年々

増加し、核家族世帯も増加傾向にある一方で、三世代世帯が減少しています。 

 

一般世帯数と世帯区分の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

② ひとり親家庭（父子・母子）数 

ひとり親家庭は増加傾向にあり、平成 27 年には母子家庭 171世帯、父子家庭 40

世帯となっています。 

 

ひとり親家庭の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  

351 459 512 566 587

1,443
1,480 1,465 1,470 1495

672
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（３）就労の状況 

性別就業率については、男性に比べ女性の割合が低くなっています。また、推移を

みると、男女共に就業率は低下しています。 

 
 

性別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

女性の年齢別就業率をみると、平成 22 年では 30～34 歳の就業率がいったん落ち

込む「M字カーブ」を描いていましたが、平成 27 年では増加しています。このこと

から、少しずつ結婚や出産・育児で就業を中断する女性が減少していることがうかが

えます。また、25歳以降はいずれの年代も増加傾向にあります。 

 

女性の年齢別就業率の推移 
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 ２  アンケート調査の結果 

（１）男女の平等感 

町民アンケート調査によると、③職場、⑥政治の場、⑦社会通念・慣習について“男

性の方が優遇されている”と思う人は半数を超えています。一方、平成 24 年度調査、

平成 14 年度調査と比べると、⑦社会通念・慣習について「平等」と思う人は増加傾

向となっています。 

男女の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ 職場 ④ 地域活動･ 社会活動の場 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 
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（２）男女共同参画社会の実現に向け、力を入れるべきこと 

町民アンケート調査によると、平成 24 年度調査、平成 14 年度調査と比べて、「学

校教育や社会教育・生涯学習の場で、男女の平等と相互の理解や協力についての学習

を充実する」、「女性の生き方に関する情報提供や交流の場、相談、教育などのセンタ

ーを充実する」の割合が減少しています。 

 

男女共同参画社会の実現に向け、力を入れるべきこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 
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 ３  課題のまとめ 

（１）男女平等と共同参画意識の啓発 

「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識を肯定する人は３割半ばと、社会

の中で性別役割分担意識がうすれていっていることがうかがえます。一方、政治の場

や社会通念・慣習では、依然として男性の方が優遇されているため、今後も引き続い

て、男女平等意識のさらなる啓発を進めていく必要があります。 
 

（２）働く場における男女共同参画の促進 

25歳から29歳の女性の就業率は増加傾向にあり、働き続ける人が増えています。

女性の活躍促進に関する法律等の整備とともに、「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持つ方がよい」と考える人が多いため、子育て中など就業を一

時中断している女性の公正な職場復帰、再就職や起業など、個人の意欲と能力が活か

される環境づくりを進め、女性の活躍を推進していくことが必要です。 
 

（３）ワーク・ライフ・バランスの推進 

男性が家事などにたずさわるためには「仕事と家庭の両立ができるように社会全体

の仕組みを改める」ことが求められており、仕事と生活の調和がとれた、ワーク・ラ

イフ・バランスの推進をしていくことが必要です。 
 

（４）政策・方針決定過程への女性の参画促進 

女性が社会や職場の管理職など社会の指導的立場に“参画すべきだと思う”人が多

くなっています。一方、審議会等の女性委員比率が低いことや自治会女性会長はひと

りもいないことから、政治・経済・地域など、さまざまな分野における政策・方針決

定過程への女性の参画の拡大について、事業者や団体等へ働きかけを行う必要があり

ます。 
 

（５）子育て支援・介護サービスの充実 

子育て環境の未充足や不満、住環境や生活環境に対する不満が多く、「保育サービス

の充実、放課後児童クラブなど地域での子育て支援の充実」が求められていることか

ら、男女がともに家庭生活と仕事を両立し、将来にわたって経済的に自立できるよう、

子育て支援・介護サービスの充実を図ることが必要です。 
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第３章    プランの基本的な考え方 

 

 

 １  基本理念 

男女共同参画社会の実現は、女性にとっても男性にとっても生きやすい社会を作る

ことであり、そのめざすものは、①固定的性別役割分担意識をなくした男女平等の社

会、②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会、③男女

が個性と能力を発揮することによる、多様性に富んだ活力ある社会、④男女共同参画

に関して国際的な評価を得られる社会です。 

日本国憲法第 14 条では、「法の下の平等」について、人々が等しく自由で豊かに生

きる権利を保障しています。また、第 24 条では「家庭生活における個人の尊厳と両

性の平等」について、両性の本質的な平等を保障しています。 

前計画は、このような人権尊重の考え方に基づき、「女(ひと)と男(ひと)が共に輝く

まちをめざして」を基本理念に掲げ、男女が共にその人権を尊重しつつ責任も分かち

合い、社会の対等な構成員としてあらゆる分野に共に参画し、その個性と能力を十分

に発揮できるような「男女共同参画社会」の実現をめざしてきました。 

本計画においても、この基本理念を継承し、男女共同参画社会の実現を引き続きめ

ざします。 

 

 

基本理念 
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 ２  基本的視点 

社会情勢の変化や国の計画の視点などを踏まえて、この計画の推進にあたっては、

以下の基本的視点を位置づけます。 

 

（１）あらゆる分野における女性の活躍 

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ことから、

男性中心型労働慣行等を変革し、職場、地域、家庭等あらゆる場面における施策を充

実させます。 

また、あらゆる分野において女性の参画が拡大することは、社会の多様性と活力を

高め経済が力強く発展していく観点や、男女間の実質的な機会の平等を担保する観点

から極めて重要であることから、女性活躍推進法の着実な施行とともに、更に踏み込

んだポジティブ・アクションの実行等を通じた積極的な女性採用・登用のための取組

や、将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くするための取組を進めます。 

 

（２）男性、子どもにとっての男女共同参画 

男女共同参画社会は、多様な生き方を尊重し、全ての人があらゆる場面で活躍でき

る社会であり、男性にとっても暮らしやすい社会であることから、男女共同参画を男

性の視点から捉えることが不可欠です。長時間労働の抑制等働き方の見直し、直面す

る介護の問題などに対応し、男女共同参画の理解に向けた男性に対する積極的な働き

かけを図ります。 

また、次代を担う子どもたちが、将来を見通した自己形成を図りながら健やかに育

ち、そして幸せに暮らせる社会をめざす観点から、子どもの頃から男女共同参画の理

解を促進します。 

 

（３）安全・安心な暮らしの実現 

非正規雇用労働者やひとり親等、生活上の困難に陥りやすい女性が増加している中

で、公正な処遇が図られた多様な働き方の普及等、働き方の二極化に伴う諸問題への

対応を進めるとともに、困難な状況に置かれている女性の実情に応じたきめ細かな支

援を行うことにより、女性が安心して暮らせるための環境整備を進めます。 
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（４）女性に対するあらゆる暴力の根絶 

女性に対する暴力は重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で

重要な課題です。 

暴力を容認しない社会的認識の徹底等根絶のための基盤整備とともに、防止対策や

被害者支援など、女性に対する暴力の様々な形態に応じた根絶のための幅広い取組を

総合的に推進します。 

 

（５）男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

東日本大震災等の経験と教訓を踏まえ、防災・復興施策への男女共同参画の視点の

導入を進め、防災・復興における女性の参画の重要性について、発信します。 

 

 

 ３  基本目標 

男女共同参画社会の実現に向けて、「女性の活躍推進」を計画の柱とし、男女がとも

に暮らしやすい社会を実現するために、３つの基本目標を掲げるとともに、各基本目

標に具体的目標を掲げて、各分野にわたり様々な施策を推進します。 

 

（１）女性が活躍できる社会の実現（女性活躍推進計画） 

全ての女性がその生き方に自信と誇りを持ち、自らの意思により、その個性と能力を

十分に発揮し、職場、家庭、地域等あらゆる場面において活躍できることが重要です。 

そのためには、政策・方針決定の場をはじめ、家庭や地域社会に性別に関係なく参

画できる機会の確保が重要です。 

政策・方針決定過程での女性の参画をより促進するとともに、家庭、地域活動にお

いては男女が共に参画し、責任を分かちあえるよう啓発活動や情報提供に努めます。 

男女共同参画社会の実現のためには、雇用の分野において、男女の平等と働きやす

い環境が実現されることが必要です。また、家庭、職場や地域活動とのバランスのと

れた生活を確保するためには、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実

現が求められています。 
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法制度の周知・啓発や多様な働き方を選択するための情報提供等の充実を通して、

男女共に働きやすい環境整備を進めるとともに、労働時間の短縮をはじめとする働き

方の見直しや柔軟な就労形態等、ワーク・ライフ・バランスの実現が図れるように努

めます。 

 

（２）人権を尊重した男女共同参画意識の確立 

男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分発揮することができ、また、責

任を分かち合い、多様性に富んだ活力ある社会を実現するためには、社会制度や慣行

の見直し、意識の改革などが必要です。 

私たちは、誰もが自分の生き方を選択し、個性や能力を発揮しながら自分らしく生

きていく権利をもっています。しかし、性別によって個人の生き方を制約する固定的

な性別役割分担意識は、人々の意識の中にいまだ根強く残っています。 

この固定的な性別役割分担意識を解消し、男女共同参画社会を実現するため、情報

提供や学習機会を充実させ意識改革に取り組むとともに、男女がお互いの人権を尊重

し認めあう意識を醸成します。 

 

（３）生涯を通じて安心して暮らせる地域の実現 

男女が生涯にわたって健康で充実した生活を送ることは、男女共同参画社会の最も

基本的な条件です。男女の健康上の課題の違いについて正しい知識をもち、お互いを

理解し、相手に対する思いやりをもって生きていけるよう、情報提供や活動機会の提

供に努めます。 

また、男女共同参画社会形成の基盤をつくるには、生涯を通じて健康で安心して豊

かに暮らせる生活環境を整えることが重要です。しかし、経済・雇用情勢の急激な悪

化など環境の変化により、様々な困難に直面する男女が増えていることから、援助を

必要とする男女の実情を把握し、生活の自立と安定を図るための支援を図ります。 

また、重大な人権侵害である DV などに対応するため、相談窓口の周知や、関係機

関と連携した被害者の支援体制の整備・充実に努めます。 
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 ４  計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔 基本理念 〕 〔 基本目標 〕 〔 施策の方向 〕 

（１）政策方針決定の場への男女共同参画の促進 

女 ひ
と

と
男 ひ

と

が
共
に
輝
く
ま
ち
を
め
ざ
し
て 

（２）地域活動の場への男女共同参画の促進 

（３）仕事と家庭生活を両立できる環境づくり 

（４）女性が多様な働き方を選択できる環境づくり 

（１）男女共同参画に対する意識の醸成 

（２）家庭生活における男女共同参画の促進 

（３）子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進 

（１）生涯を通じた心身の健康づくり 

（２）様々な生活上の困難を抱える人への支援 

（３）女性の人権の尊重 

２ 人権を尊重した 

男女共同参画意識

の確立 

３ 生涯を通じて安心

して暮らせる地域

の実現 

１ 女性が活躍できる

社会の実現（女性活

躍推進計画） 
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〔 具体的な施策 〕 

① 審議会、委員会などにおける女性の登用促進 ② 管理職などへの女性の登用促進 

③ 雇用分野における女性の参画促進【新規】 

① 地域活動の役職などにおける女性の登用促進 ② 地域活動における男女の参画促進 

③ 防災対策への男女共同参画 

① 男性優位の待遇の改善   ② 男女を区別する意識の解消 

③ 保育・子育て支援サービスの充実  ④ 子育てに関する相談体制の整備 

⑤ 子育て期の女性に対する職場の理解の普及・啓発 ⑥ 介護支援体制の充実 

① 女性が働き続けられるための職場環境の改善 

① 男女共同参画に対する意識の向上  ② 男女共同参画に関する学習機会の提供 

③ 男女共同参画に関する情報提供の充実  ④ 男女を区別する慣習の是正 

① 家事への男性の参画促進   ② 子育てにおける男女共同参画の促進 

③ 家庭における性別役割分担意識の解消 

① 家族の間での意識改革   ② 子どもの育て方に対する親の意識改革 

③ 男女共同参画に関する学習の推進  ④ 性に対する正しい知識についての教育の推進 

① 母性保護の向上と母子保健の充実  ② 男女の健康づくりの推進 

① 高齢者、障がい者、ひとり親家庭等の自立支援の充実 ② 生活上の困難を抱える人への支援 

① 女性に対する暴力の根絶   ② 人権侵害に対する相談体制の充実 
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第４章    プランの基本目標と施策の方向 

 

 

 １  女性が活躍できる社会の実現（女性活躍推進計画） 

（１）政策方針決定の場への男女共同参画の促進 

現状と課題 

男女が喜びも責任も分かち合う男女共同参画社会の形成を図っていく上で、政策・

方針決定過程への男女共同参画はその基盤をなすものです。国は、平成 15 年に「社

会のあらゆる分野において、2020 年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少

なくとも 30％程度となるよう期待する」との目標を掲げ、取組を進めてきました。

この目標は社会の多様性と活力を高めていく観点や、男女間の実質的な機会の平等を

担保する観点から極めて重要な目標であり、広く共有される必要があります。 

平成 24 年に発足した第二次安倍内閣では「女性活躍」を政府の最重要課題として

重視し、ポジティブ・アクション（積極的改善措置）等について様々な取組を進めて

います。女性の活躍に関する機運の高まりをチャンスと捉え、女性の参画拡大の動き

を更に加速していく必要があります。 

関ケ原町の町議会議員及び町職員における管理職以上の職員の女性比率は、全国と

比較して大きく下回っています。 

アンケート調査では、政治の場で男性が優遇されていると感じる割合は６割と高く、

政策・方針決定過程への女性の参画を含めた女性の活躍が求められています。 

町政や地域活動の場など、物事を決めるあらゆる場面において、企画・立案から決

定まで男女が共に参画することが重要であり、女性の参画を進めていくためには、男

性主体の組織運営の改革や女性の意識の変革が必要です。 
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男女の平等感について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 

 

 

 

方 向 性 

① 審議会、委員会などにおける女性の登用促進 

政策・方針決定過程へ女性が参画する意義や効果について周知を図り、審議会等へ

の女性の登用を進めます。また、女性自身の政策・方針決定過程への参画意欲を引き

出すため、教育・学習機会の充実を図ります。 

事業 事業内容 担当課 

審議会等への女性の 

積極的登用 

町に設置されている各種審議会、委員

会、その他団体等の委員への積極的な

女性の参画の拡大と女性委員登用を促

進します。 

総務課 

  

回答者数 =

①家庭生活の場 557

②学校教育の場 554

③職場 553

④地域活動･
    社会活動の場

549

⑤法律や制度 551

⑥政治の場 556

⑦社会通念・慣習 552

8.3

1.4

10.1

5.3

4.5

16.9

13.4

41.7

10.3

47.0

39.9

35.2

45.9

52.4

38.6

64.6

23.7

37.0

39.9

22.3

20.7

4.1

2.2

4.7

7.5

4.2

1.1

1.8

1.1

0.7

0.5

0.7

0.5

0.4

6.3

21.5

13.7

9.8

15.4

13.3

11.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

わからない
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② 管理職などへの女性の登用促進 

方針決定過程へ女性が参画する有効性を事業所に向けて周知し、女性の管理職登用

を促進します。また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する施策

と連携を図り職業能力の開発支援を行い、女性が参画しやすい環境づくりを促進しま

す。 

事業 事業内容 担当課 

町女性職員の管理職への 

登用 

女性職員の職域拡大や管理職への登用

を進めます。 
総務課 

 

③ 雇用分野における女性の参画促進【新規】 

企業等における方針の立案や決定の場への女性の参画を促進します。 

事業 事業内容 担当課 

女性の職域拡大と 

管理職への登用【新規】 

女性の職域の拡大と管理職への登用を

促進するよう働きかけます。 
地域振興課 

職場における男女共同参画 

意識の高揚【新規】 

企業における女性の参画拡大及び女性

の能力の開発・発揮のための取組を促

進するため、国や県と連携して情報提

供等を行い、企業の理解促進を図ると

ともに男女共同参画の意識の高揚に積

極的に働きかけます。 

地域振興課 

 

 

 

Topics  女性のチャレンジ応援プラン 

 

ご家庭で、家事や⼦育て、家族の介護などをしている⼥性のみなさん。家庭を⽀える

ことは、⼈々の安⼼や未来を⽀えるとても重要な役割です。同時に、もう少し地域や社

会で活動してみたいと思っている⽅もいるのではないでしょうか。国では、「すべての

⼥性が輝く社会」の実現のために様々な施策を進めていますが、いま外で働いている⼥

性だけではなく、ご家庭にいる⼥性が、ふだんの⽣活からあと⼀歩踏み出してみたいと

いう希望を実現していくことも重要だと考えています。そこで、これから就職や地域貢

献、起業にチャレンジしてみたいと思っている⼥性を応援するために、「⼥性のチャレ

ンジ応援プラン」として、⽀援策をまとめました。「⼥性の⼒」は、我が国最⼤の潜在

⼒です。このプランを通じ、⼥性のみなさんが希望に合った⾝近なチャレンジを実現で

きるようにして、「すべての⼥性が輝く社会」をいっそう確かなものにしていくことを

⽬指します。 
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（２）地域活動の場への男女共同参画の促進 

現状と課題 

近年、社会情勢が大きく変動する中、人々の価値観も多様化し、地域が抱える課題

や住民ニーズも複雑化・多様化しています。自治会をはじめ、NPO 法人等の住民活

動団体、企業等により地域課題を自ら解決しようとする公益的な活動が活発に行われ、

まちづくりに大きな役割を果たしています。 

これまで、女性は地域活動において、大きな役割を果たしてきました。例えば、食

生活改善推進員等の地域の健康ボランティアは、住民の健康づくり活動に貢献しまし

た。しかしながら、自治会やＰＴＡ等における会長等の役職については、男性がその

多くを占めてきました。地域活動において、女性をはじめとする多様な人材が参画し、

多様な視点を取り入れていくことが求められています。また、女性のリーダーシップ

を促し、地域活動への男女共同参画を推進する必要があります。 

アンケート調査では、自治会・町内会・コミュニティー活動、消防団活動、ＰＴＡ・

保護者会、老人クラブ、子ども会などの地域活動のいずれかに参加しているかについ

て、７割の方が参加している中で、地域活動への参加者名簿に書かれた人の名前と実

際に参加する人が、地域活動によって違っていると半数の方が回答しているとともに、

肩書きは男性、実務は女性という性別による差別を感じる割合が３割近くとなってい

ます。 

男女共同参画社会の実現には、身近な暮らしや仕事の場である地域に根づいた取組

が重要です。男女共同参画を推進する人たちの活動を支援し、協働して取り組む必要

があります。 

また、育児・介護等の経験を生かした地域活動への参画等、女性が中心となって地

域の課題を解決する活動を、多様な分野において一層推進する必要があるとともに、

女性によるソーシャルビジネス等、地域の課題解決にも資する起業を促進する必要が

あります。 
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地域活動への参加状況について 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 

 

地域活動への参加者名簿に書かれた人の名前と実際に参加する人について 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 

 

差別を感じることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 

 

  

回答者数 =

平成29年度調査 563

平成24年度調査 605

73.9

70.7

26.1

29.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ

回答者数 =

平成29年度調査 401

平成24年度調査 421

50.4

45.1

1.0

1.7

48.6

53.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全て同じである 全て違っている 地域活動によって違っている

％

「男は仕事、女は家庭」といわれ
る固定的な役割分担

夫や恋人から女性に向けられる
暴力（ドメスティック・バイオレン
ス）

セクシュアル・ハラスメント

地域活動等における、肩書きは
男性、実務は女性というあり方

女性を商品化した経済活動の
あり方

容姿に価値をおく社会のあり方

婚姻や戸籍など民法上の制度

その他

51.2

18.3

24.1

27.2

9.5

17.5

12.3

2.7

52.5

18.7

19.0

32.6

11.9

15.3

14.8

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

平成29年度調査 （回答者数 = 514）

平成24年度調査 （回答者数 = 562）

系列1
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方 向 性 

① 地域活動の役職などにおける女性の登用促進 

地域活動における方針決定過程への女性の参画を呼びかけ、参画を促進する環境づ

くりを行います。 

事業 事業内容 担当課 

各種会議などでの啓発 

地域の様々な代表者が集まる会議の場

で、女性の積極的な登用を呼びかけま

す。 

総務課 

 

 

② 地域活動における男女の参画促進 

地域活動における特定の性別や年齢による固定的な役割分担意識を払拭し、性別に

かかわらず、地域で暮らす誰もが地域社会の担い手となる意識を啓発し、男女双方の

視点による地域活動の活性化を促進します。 

事業 事業内容 担当課 

広報紙やホームページ等を 

活用した地域活動に 

関する意識啓発 

広報紙やホームページ等を活用して、

住民主体の地域活動の重要性や地域活

動における男女共同参画の推進を呼び

かけます。 

総務課 

 

 

③ 防災対策への男女共同参画 

地域の防災などのまちづくりの推進について、女性の視点を取り入れ、高齢者や子

ども、障がい者を含めた誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを推進します。 

事業 事業内容 担当課 

地域防災計画での規定 

避難経路・避難所運営について男女双

方の視点に立ち配慮すべき事項につい

て、地域防災計画において規定します。 

総務課 

防災会議へ女性委員の参加

の推奨【新規】 

防災対策等において女性の視点が反映

されるよう、女性委員の参加を推奨し

ます。 

総務課 
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（３）仕事と家庭生活を両立できる環境づくり 

現状と課題 

少子高齢化やグローバル化が進展する中で、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、多様な人材の能力を生かすダイバーシティの推

進につながり、我が国の経済社会の持続可能な発展や企業の活性化という面からも、

極めて重要な意義を持ちます。働きたい女性が仕事と子育て・介護等の二者択一を迫

られることなく働き続け、その能力を十分に発揮することができるよう、仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進や、希望に応じた多様で柔軟な働き方の

実現、またパートナーである男性の子育て・介護等への参画が重要課題となっていま

す。 

我が国では、共働き世帯が増加し続けている中で、子育て期にある 30 歳代及び 40

歳代の男性は、他の年代に比べ長時間労働の割合が高く、男性の家事・育児等に費や

す時間は他の先進国と比較して低水準にとどまっています。 

アンケート調査では、女性が仕事（職業）を持つことについて、「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持つ方がよい」の割合が最も高く、次いで「子

どもができても、ずっと仕事を続ける方がよい」の割合が高くなっています。 

また、女性が働きにくい理由について、「仕事と家庭の両立の制度が整備されていな

い」の割合が最も高く、次いで「結婚や出産時の退職の慣例や圧力がある」の割合が

高くなっています。働きたい女性が仕事と子育て・介護等の二者択一を迫られること

なく働き続け、その能力を十分に発揮するためには、ワーク・ライフ・バランスの推

進とともに、パートナーである男性の子育て・介護への参画等の実現がますます重要

になっています。 

また、初婚年齢や出産年齢が上昇する中、子育てと介護が同時進行する「ダブルケ

ア」に直面する女性も増えています。一方で近年は男性介護者も増加しており、男性

の介護離職も課題となっています。ライフイベントに応じた柔軟な働き方や、男性の

子育て・介護等への参画の拡大に向けて事業者・就業者に対して普及啓発を図る必要

があります。 

長時間労働を前提とした働き方では、仕事と家庭生活との両立は困難であり、男性

の家庭生活への参加と、女性の就業継続に影響を与えております。働き方改革などに

より男性の家庭生活、地域活動への参画を社会全体で進めていく視点が不可欠です。 
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アンケート調査では、女性が出産後も離職せずに同じ職場で働き続けるために、家

庭・社会・職場において必要なこととして、「保育園や放課後児童クラブなど、子ども

を預けられる環境の整備」の割合が最も高く、次いで「職場における育児・介護との

両立支援制度の充実」の割合が高くなっています。共働き世帯が勤労世帯の過半数を

占める中、保育環境の整備や介護サービスの充実等社会基盤の整備を一層推進する必

要があります。 
 

女性が仕事（職業）を持つことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 

女性が働きにくい理由について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 

％

募集・採用の機会が少ない

賃金が低い

補助的な業務・雑用が多い

能力が正当に評価されない

昇進・昇格が遅い

管理職に登用されない

結婚や出産時の退職の慣例や
圧力がある

中高年女性に対する退職の圧
力がある

定年年齢が男性より低い

女性の教育訓練機会が少ない

仕事と家庭の両立の制度が整
備されていない

女性の勤労や能力に対する意
識が低い

その他

17.5

23.9

21.2

19.2

7.8

5.7

38.0

6.6

1.5

4.0

66.4

19.2

3.3

23.1

20.7

19.5

20.2

6.8

2.7

39.7

9.3

1.2

3.1

66.1

19.5

3.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

平成29年度調査 （回答者数 = 548）

平成24年度調査 （回答者数 = 590）

系列1

回答者数 =

平成29年度調査 531

平成24年度調査 581

0.9

0.9

3.4

4.1

5.6

6.4

30.9

26.0

47.1

51.1

7.2

5.2

4.9

6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性は仕事を持たない方がよい

結婚するまでは、仕事を持つ方がよい

子どもができるまでは、仕事を持つ方がよい

子どもができても、ずっと仕事を続ける方がよい

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持つ方がよい

その他

わからない
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女性が同じ職場で働き続けるために必要なことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 

  

回答者数 = 560 ％

保育園や放課後児童クラブな

ど、子どもを預けられる環境の

整備

介護支援サービスの充実

家事・育児支援サービスの充実

男性の家事参加への理解・意

識改革

女性が働き続けることへの周囲

の理解・意識改革

働き続けることへの女性自身の

意識改革

男女双方の長時間労働の改善

を含めた働き方改革

職場における育児・介護との両

立支援制度の充実

短時間勤務制度や在宅勤務制

度などの導入

育児や介護による仕事への制

約を理由とした昇進などへの不

利益な取扱いの禁止

その他

特にない

わからない

72.3

37.1

30.7

48.0

46.8

18.9

28.6

53.4

35.2

20.9

1.4

0.5

2.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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方 向 性 

① 男性優位の待遇の改善 

男女雇用機会均等法などの関係法令や男女の賃金格差、昇進・昇格の格差の是正などに

ついて周知を図り、性別により差別されることのない職場環境づくりを促進します。 

自営業・農業等の従事者については、意欲と能力を存分に発揮し、魅力ある経営を

確立するため、家族経営協定制度等の普及啓発に努めます。 

事業 事業内容 担当課 

労働関係法 

（男女雇用機会均等法等）

の情報提供と啓発 

役場窓口において、関係するパンフレ

ットやポスターの掲示による啓発を行

います。 

地域振興課 

農林水産業における 

男女共同参画の推進 

男女共同参画の視点に立った取り組み

を通じて、農林水産業の担い手である女

性の能力を適正に評価し、さらに主体的

に参画できる環境整備を図ります。 

産業建設課 

 

② 男女を区別する意識の解消 

事業所において男女共同参画が進むよう、固定的な性別役割分担意識の払拭につい

て働きかけるとともに、男女共同参画の取組事例の紹介や、育児・介護休業制度に関

する情報提供を行います。 

事業 事業内容 担当課 

事業所に対する啓発 

地域の事業所が集まる会議の場で、育

児・介護休暇が取得しやすい職場環境

づくりに向けて意識啓発を図ります。 

地域振興課 

 

③ 保育・子育て支援サービスの充実 

家庭生活と仕事の両立支援に向け、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、

多様なニーズに対応した子育てサービスの充実に努めます。 

事業 事業内容 担当課 

各種保育サービスの充実 

保護者の就労形態や勤務時間帯の多様

化に対応するため、時間外・一時保育

等多様な保育サービスの充実を図り、

仕事と子育ての両立を支援します。 

住民課 

放課後児童クラブの充実 
児童を対象にした放課後対策のため、

放課後児童クラブを設置・運営します。 
教育課 

子育てコミュニティーの充

実 

未就園児親子の交流を促進し、子育て

に関する情報提供を行うことで子育て

家庭の孤立を防ぎます。 

住民課 
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④ 子育てに関する相談体制の整備 

男女が共に協力し合い、子育てに参画するため、講座等による育児支援や相談体制

を充実します。 

事業 事業内容 担当課 

相談窓口の充実 

基本的生活習慣を含め育児について、

保護者が安心して相談できるよう相談

窓口を設置します。 

健康増進課 

仕事と生活の調和 

（ワーク・ライフ・バランス） 

のとれた働き方の促進 

育児・介護休業制度の利用促進に向け

て、関係機関や関係課と連携しながら、

普及啓発を促進します。 

総務課 

住民課 

 

 

⑤ 子育て期の女性に対する職場の理解の普及・啓発 

女性が出産・育児を経験しながら、生涯にわたり、希望に応じた働き方ができるよ

う、子育て世帯への職場の理解と協力について啓発します。 

事業 事業内容 担当課 

事業所に対する啓発 

地域の事業所が集まる会議の場で、子

育て世帯への理解について意識啓発を

図ります。 

地域振興課 

 

 

⑥ 介護支援体制の充実 

性別にかかわらず家族の協力のもとで行われる介護の在り方について啓発を行いま

す。また、介護の負担感や不安の解消を図るため、関係機関と連携した介護支援や相

談体制の充実を図ります。 

事業 事業内容 担当課 

相談窓口の充実 

（総合相談事業） 

地域包括支援センターにて、介護に関

する相談を行います。 
健康増進課 

各種介護サービスの充実 

就労形態や勤務時間帯の多様化に対応

するため、通所介護、訪問介護など多

様な介護サービスの充実を図り、仕事

と介護の両立を支援します。 

住民課 

健康増進課 

地域包括ケア体制の推進 

【新規】 

高齢者が住み慣れた地域で可能な限り

継続して生活できるよう、地域包括支

援センターを中心に必要とされる支援

を提供する体制に努めます。 

健康増進課 
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（４）女性が多様な働き方を選択できる環境づくり 

現状と課題 

将来にわたり持続可能で活力ある社会を築いていくためには、経済分野での女性の

活躍が求められています。我が国は、様々なポジティブ・アクションを進め、女性の

継続就業や再就職に対する支援等を進めてきましたが、女性の能力が十分に発揮でき

ているとは言えない状況です。働きたいという希望を持ちつつも働いていない女性や、

職場でステップアップしたいと希望する女性等、自らの意思によって働き、または働

こうとする女性がその思いを叶えることができる社会、ひいては男女が共に多様な生

き方、働き方が実現でき、それにより、ゆとりある豊かで活力あふれた、生産性が高

く持続可能な社会の実現を図る必要があります。 

本町における女性の労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口の割合）は、結

婚・出産期に当たる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇する「Ｍ字

カーブ」を描いています。 

アンケート調査では、出産などで一旦離職した女性が、再び社会で活動する仕方と

して、いいと思うものは、「仕事と家事・育児・介護の両立しやすさなどを重視し、正

社員として再就職する」の割合が最も高く、次いで「これまでの知識・経験を生かし

て働けることを重視し、正社員として再就職する」、「これまでの知識・経験を生かし

て働けることと、働く時間や場所の両方を重視して、パート・アルバイトなどで再就

職する」の割合が高くなっています。 

新しい発想や多様な能力の活用の観点から、女性のチャレンジを推進するとともに、

子育てや介護等で一旦仕事を中断した女性の再就職や起業支援など、女性の潜在力を

生かすための取組を積極的に進め、個人の意欲と能力が生かされるよう、女性の活躍

を推進していくことが重要です。 
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出産などによる離職後女性が再び社会で活動する仕方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 

 

方 向 性 

① 女性が働き続けられるための職場環境の改善 

男女平等の視点に立った職業観や就労意識を高めるため、事業所に向けて、女性が

出産・育児後の再就職制度の普及などを図ります。 

事業 事業内容 担当課 

事業所に対する 

啓発および周知 

県やハローワークとより一層の連携を

取りながら、支援事業への協力および

参加啓発を行います。 

地域振興課 

非正規労働者から正社員へ

の雇用環境の整備【新規】 

女性が正社員として働く必要性を企業

に理解浸透させるために情報提供を行

い、パートや契約社員から正社員への

登用推進を図ります。 

地域振興課 

学生向けキャリア支援事業

【新規】 

高校生や大学生が自分の将来像を描

き、切れ目のない多様な働き方の選択

が可能になるよう、キャリア支援を行

います。 

教育課 

 

 

 

回答者数 = 556 ％

これまでの知識・経験を生かして働けることを重視し、
正社員として再就職する

仕事と家事・育児・介護の両立しやすさなどを重視し、
正社員として再就職する

これまでの知識・経験を生かして働けることと、働く時
間や場所の両方を重視して、パート・アルバイトなどで
再就職する

働く時間や場所を最も重視して、パート・アルバイトな
どで再就職する

家事・育児・介護の経験を生かした仕事により地域に
貢献する（ヘルパー、保育補助、家事代行など）

これまでの経験を生かしてボランティアやＮＰＯ活動で
地域に貢献する（育児・介護ボランティア、ＰＴＡ、防災・
治安パトロール、リサイクル活動など）

これまでの経験を生かして起業又はＮＰＯの立ち上げ
を行う（小売店経営、ＩＴ企業設立、ボランティア団体設
立など）

家事以外で活動する必要はない

その他

特にない

わからない

54.7

61.0

40.8

34.7

16.4

11.0

5.2

0.9

1.1

1.6

4.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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 ２  人権を尊重した男女共同参画意識の確立 

（１）男女共同参画に対する意識の醸成 

現状と課題 

男女共同参画社会を実現させるためには、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の解消、性差に関する固定観念や偏見の解消、社会制度や慣

行の見直し、人権尊重を基本とした男女平等感の形成などが課題となっています。男

女ともそれぞれが望む多様なライフスタイルが選択できる社会を実現するために、住

民一人ひとりが男女共同参画に関する認識やその意義について理解を深めるとともに、

男女平等の意識を高めることが必要です。 

アンケート調査では、「男は仕事、女は家庭」という考え方について、「賛成」と「ど

ちらかといえば賛成」をあわせた“賛成”の割合が 36.9％、「どちらかといえば反対」

と「反対」をあわせた“反対”の割合が 49.5％となっており、平成 24 年度調査と

比較すると、“賛成”の割合が減少し、“反対”の割合が増加しています。 

現実には、性別による役割分担が依然として根強く残っていることから、社会制度

や慣行の見直しを進めるなど固定的性別役割分担意識の解消に向けて、幅広い年齢層

に身近でわかりやすく、実践につながる啓発活動を積極的に推進していくことが必要

です。 

 

 

「男は仕事、女は家庭」という考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 

 

  

回答者数 =

平成29年度調査 567

平成24年度調査 622

3.9

5.3

33.0

39.4

34.0

32.3

15.5

10.9

13.6

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対

反対 わからない
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方 向 性 

① 男女共同参画に対する意識の向上 

家庭や地域をはじめあらゆる場面で男女共同参画社会に関する周知を図り、男女共

同参画の考え方に基づいた一人ひとりの行動を促します。 

事業 事業内容 担当課 

男女共同参画週間の啓発 
「男女共同参画週間」において、町民の

男女共同参画意識の啓発を行います。 
総務課 

 

② 男女共同参画に関する学習機会の提供 

幅広い年齢層を対象に、男女共同参画社会の意義や必要性について理解を深める機

会を提供します。 

事業 事業内容 担当課 

男女共同参画に関する 

講座の開催 

食生活改善推進協議会等との連携によ

り、親子料理教室等の実施や、ワーク

ショップの充実を図り、固定的な性別

役割分担意識の改革をめざします。 

健康増進課 

人権教育研修会 
町職員及び住民に対し、人権に関する

学習機会を提供します。 
教育課 

 

③ 男女共同参画に関する情報提供の充実 

関係機関との連携により、男女共同参画に関する取り組みの先進事例をはじめ、様々

な情報収集を行い、男女共同参画週間を活用しながら、広報紙やホームページ等の媒

体を通じて情報提供を行います。 

事業 事業内容 担当課 

広報紙・ホームページによ

る男女共同参画意識の啓発 

広報紙やホームページ等において男女共

同参画に関連するテーマを掲載し、男女

共同参画意識の普及・啓発を行います。 

総務課 

 

④ 男女を区別する慣習の是正 

広報紙やホームページ等あらゆる媒体を通じ男女共同参画社会を広報・啓発すると

同時に、行政情報等は性別にとらわれない表現に配慮します。 

事業 事業内容 担当課 

ジェンダーに基づく 

表現をなくすため、 

広報紙の内容点検 

広報原稿の製作及び決裁時に、ジェン

ダー※に基づく表現のみならず不適切

と思われる表現は排除し、徹底した内

容の点検に努めます。 

総務課 

 

※ジェンダー：男らしさ、女らしさといった社会的・文化的に形成された男女の違いのこと 
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（２）家庭生活における男女共同参画の促進 

現状と課題 

男女共同参画社会を実現するためには、一人ひとりが多様な生き方を選択できるよ

うにすることが重要です。そのためには、生活の基盤である家庭において、家族がお

互いの生き方を認め、相互に協力しながら責任を果たしていくことが重要です。 

しかし、アンケート調査結果によると、家庭での男女の役割について、理想と比べ、

現状では、「すべて女性が担当」と「主に女性が担当し男性は手伝う程度」をあわせた

“女性が中心”の割合が高くなっています。 

今後も、固定的な性別役割分担意識を払拭する啓発を行い、社会生活と同様に男女

が共に家庭生活を担う必要性について周知を図ることが必要です。 

 

家庭での男女の役割について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査  

回答者数 =

①食事の支度 565

②掃除・洗濯 566

③ゴミ出し 566

④近所づきあい 563

⑤乳幼児の世話 531

⑥子どもの教育 534

⑦介護 527

⑧家計の管理 563

⑨家や車など高額
    なものの購入

562

50.1

42.9

31.4

10.1

18.1

11.2

15.4

34.3

5.2

37.2

39.6

25.3

17.4

35.0

30.9

23.9

24.0

5.0

7.1

10.8

14.5

47.6

9.4

25.7

15.2

25.0

39.3

0.5

1.6

13.3

17.4

0.6

0.6

0.9

7.3

26.0

1.1

1.2

11.7

3.2

0.2

0.2

1.5

5.0

19.2

4.1

3.9

3.9

4.3

36.7

31.5

43.1

4.4

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すべて女性が担当

主に女性が担当し男性は手伝う程度

男女同じ程度

主に男性が担当し女性は手伝う程度

すべて男性が担当

該当する人がいない・該当する選択肢がない
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方 向 性 

① 家事への男性の参画促進 

自発的に家事へ参画している男性を紹介するなど、男性の家事への参画意欲を育て

るとともに、技術支援を行います。 

事業 事業内容 担当課 

男性の意識改革を図る機会

を提供 

男性向けの教室を開催し、家事参加を

啓発します。 
健康増進課 

 

 

② 子育てにおける男女共同参画の促進 

子育て家庭に対して、各種教室や講座等学習機会を活用し、男女が協力して子育て

を行う意識啓発を行います。 

事業 事業内容 担当課 

子育てに関する学習会の 

開催 

親の意識改革をめざし、子育てに関す

る学習会などの場を提供します。 
健康増進課 

 

 

③ 家庭における性別役割分担意識の解消 

性別にかかわらず、家族が協力して家事を担う必要性と責任の重要性について啓発

します。 

事業 事業内容 担当課 

男性の意識改革を図る機会

を提供 

（再掲） 

男性向けの教室を開催し、家事参加を

啓発します。 健康増進課 
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（３）子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進 

現状と課題 

次代を担う子どもたちが健やかに育ち、幸せに暮らせる社会を実現するためには、

一人ひとりが性別にとらわれず、主体的で多様な生き方を選択し、個性と能力を発揮

できる男女共同参画社会を実現することが不可欠となります。そのためには、子ども

の頃から男女共同参画意識を育てていくことが重要です。 

アンケート調査結果では、男女の平等感について、他の分野に比べて学校で男女が

平等だと感じる人の割合が高く、家庭や職場、地域に比べて男女共同参画が進んでい

ることがうかがえます。 

子どもたちの周囲にいる保護者や教職員などの意識が、子どもたちに無意識のうち

に影響を与えることが考えられ、今後も、子どもたちが成長する過程において、性別

にかかわりなくそれぞれの豊かな人間性を育むことができるよう、ジェンダーの視点

に立った環境の改善や、保護者や教職員などへの男女共同参画の意識啓発を積極的に

進めていくことが必要です。 

男女の平等感について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 

  

回答者数 =

①家庭生活の場 557

②学校教育の場 554

③職場 553

④地域活動･
    社会活動の場

549

⑤法律や制度 551

⑥政治の場 556

⑦社会通念・慣習 552

8.3

1.4

10.1

5.3

4.5

16.9

13.4

41.7

10.3

47.0

39.9

35.2

45.9

52.4

38.6

64.6

23.7

37.0

39.9

22.3

20.7

4.1

2.2

4.7

7.5

4.2

1.1

1.8

1.1

0.7

0.5

0.7

0.5

0.4

6.3

21.5

13.7

9.8

15.4

13.3

11.4
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男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

わからない
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方 向 性 

① 家族の間での意識改革 

家庭内における固定的な性別役割分担を柔軟にし、男女が共に協力して責任を担う

意識を高めます。 

事業 事業内容 担当課 

男女共同参画意識の啓発 

関係課と連携し、広報紙やホームペー

ジ、男女共同参画推進事業等あらゆる

機会をとらえて家庭における男女共同

参画の推進を呼びかけます。 

総務課 

 

② 子どもの育て方に対する親の意識改革 

性別ではなく、子ども一人ひとりの個性や能力を大切にし、人権を尊重する感性を

育む家庭教育の必要性について周知を図ります。 

事業 事業内容 担当課 

家庭教育学級による 

男女共同参画の啓発 

教育・学習の機会を通じて、男女共同

参画意識の啓発を図ります。 
教育課 

学校を通じた家庭への 

男女共同参画の啓発 

学校教育を通じて、家庭に対して男女

共同参画意識の啓発を図ります。 
教育課 

 

③ 男女共同参画に関する学習の推進 

子どもの頃から男女共同参画意識を身につけ、行動できるよう、固定的ではなく、

一人ひとりがもつ個性や能力を発揮できる教育環境を整えます。 

事業 事業内容 担当課 

特色ある学校教育事業の 

推進 

全ての学校において、「特別活動」「道

徳」等の時間を活用し、男女共同参画

をテーマにした教育の実践を行いま

す。 

教育課 

男女共同参画の 

視点に立った保育の実践 

乳幼児の集団保育を通して男女平等の

意識を浸透させ、個性豊かな保育・教

育を推進します。また、各種研修会へ

の積極的な参加による保育士の質の向

上をめざします。 

住民課 
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④ 性に対する正しい知識についての教育の推進 

男女共同参画社会を実現するため、子どもの頃から男女共同参画に関する意識づく

りを行うとともに、児童生徒が命の大切さを正しく理解し、適切な対応ができる教育

を推進します。 

事業 事業内容 担当課 

学校生活の役割における 

男女共同参画の浸透 

全ての学校で、日常の清掃・給食当番

や委員会活動等を通して、男女が協力

して自主的に行動しようとする態度を

培います。 

教育課 

親子教室での性教育 
親子で性について学ぶ機会を提供しま

す。 
教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topics  家事・育児・介護等に男性が参画可能となるための環境整備 

 

厚生労働省では、育児を積極的にする男性「イクメン」を応援し、男性の仕事と育児

の両立を推進する「イクメンプロジェクト」を引き続き実施し、「イクメン企業アワー

ド」等を通じた好事例の周知のほか、参加型公式サイトの運営やハンドブックの配布を

行う。平成 29 年度は中小企業が職場内研修で活用できる資料を作成するほか、公式サ

イトの充実等情報発信を強化し、男性の仕事と育児の両立のための職場環境改善を促進

する取組を進め、男性が育児をより積極的に楽しみ、かつ、育児休業を取得しやすい社

会の実現をめざす。 

さらに、改正され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

法律及び育児休業、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に基

づき、妊娠、出産、育児休業・介護休業等の申出・取得等をした労働者の就業環境が害

されることのないよう、改正男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の周知徹底を図る

とともに、指導等により、同法の着実な履行確保を図る。 

（「男女共同参画白書 平成 29 年版」より抜粋） 
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 ３  生涯を通じて安心して暮らせる地域の実現 

（１）生涯を通じた心身の健康づくり 

現状と課題 

人権を尊重しつつ、身体的個人差を十分に理解し合い、相手に対する思いやりを持

って生きていくことは、男女共同参画社会の形成に当たっての基本と言えます。心身

及びその健康について正確な知識・情報を得ることは、主体的に行動し、健康を享受

できるようにしていくために必要です。特に女性は妊娠や出産をする可能性があるな

ど、生涯を通じて男女は異なる健康上の問題に直面することを男女とも留意する必要

があり、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」の視点が重要です。こうした観点から、

子どもを産む・産まないに関わらず、また、年齢に関わらず、すべての女性の生涯を

通じた健康を支援するための総合的な取組を推進する必要があります。 

女性の就業率の増加、平均寿命の延伸等に伴い、女性の健康に関わる環境が急速に

変化している今日、女性の生涯を通じた健康支援はますます重要な課題となっていま

す。各種健康診査を受け積極的に健康増進ができる推進体制が必要です。 

薬物乱用や喫煙・飲酒等は、生涯にわたる健康保持に影響があり、特に女性は生殖

機能や胎児に悪影響があることなどから、受動喫煙防止対策を徹底するとともに健康

被害に関する正しい知識と情報を提供していく必要があります。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

※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｣と訳される。身体的、精神的、社会的

に良好な状態にあり、安全な性生活を営み、子どもをいつ何人産むかまたは産まないかなどを、当事者であ

る女性に幅広い自己決定権を認めようとする考え方で、妊娠、出産、中絶に関わる女性の生命や安全や健康

を重視するといった自分の健康を守る権利を意味する。 
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方 向 性 

① 母性保護の向上と母子保健の充実 

妊娠・出産は、女性の健康支援にとっての大きな節目であり、働きながら妊娠・出

産を迎える女性の増加も見据えながら、地域において安心して安全に子どもを産み育

てることができるよう支援体制を充実します。また、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）の尊重について男女が共に正しい知識を持ち、双方

がより良い協力関係を保つことができるよう、理解の促進に努めます。 

事業 事業内容 担当課 

各種母子保健事業の充実 

妊娠・出産期は、女性にとって健康管

理が特に重要であり、安心して産み育

てることができるよう支援します。ま

た、子どもの健全な育成のため、乳幼

児健診、健康相談、教室及び訪問等を

実施し、子育て家庭への育児支援を行

います。 

健康増進課 

リプロダクティブ・ヘルス

／ライツの浸透 

（いのちの授業） 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツに

ついての情報提供、普及啓発を進めま

す。学校においては、一人ひとりはか

けがえのない存在であるという観点の

「生命の誕生」「生命の尊重」の学習を

進めます。 

健康増進課 

 

② 男女の健康づくりの推進 

男女は、各ライフステージにより異なる健康上の課題があるため、心身の違いや健

康課題を正しく理解し、一人ひとりの積極的な健康づくりへの取組を支援します。 

事業 事業内容 担当課 

こころの健康問題の啓発 

こころの健康づくりの重要性を理解

し、推進していくための機会を提供し

ます。 

健康増進課 

相談窓口の充実 
専門機関と連携し、｢こころの健康相

談｣窓口を設置します。 
健康増進課 

各種健康増進事業の実施 

住民が、自分自身で健康状態の確認を

しながら、必要な生活習慣の改善や治

療ができ、年齢にかかわらず生きがい

を持って過ごすことができるよう、各

種健（検）診・相談・教育及び訪問指

導などを実施し、健康支援を行います。 

健康増進課 
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（２）様々な生活上の困難を抱える人への支援 

現状と課題 

非正規雇用労働者やひとり親、高齢の単身女性等、生活上の困難に陥りやすい女性

が増加している中で、セーフティネットの機能として、貧困等生活上の困難に対応す

るとともに、貧困等を防止するための取組が重要です。また、性的指向や性同一性障

がいを理由として困難な状況に置かれている場合や、障がいがあること、日本で生活

する外国人であること、同和問題等に加え、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については、人権侵害があってはならないなどの人権尊重の観

点からの配慮が必要です。 

高齢単身女性世帯や母子世帯等ひとり親世帯が、貧困など生活上の困難に直面する

ことが多いため、生活上の困難に対応するとともに、貧困等を防止するための取組が

必要です。さらに、貧困等の次世代への連鎖を断ち切るため、個人の様々な生き方に

沿った支援が必要です。 

 

 

 

Topics  配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 

 

内閣府では、配偶者暴力相談支援センターにおいて、被害者に配慮した相談対応が行

われるようにするため、相談員等に研修を実施している。 

警察では、各都道府県警察の相談窓口の利便性を向上させ、被害者からの事情聴取に

当たっては、プライバシーの保護に配意されたソフトな雰囲気の相談室等で行うなどし

て、被害者が相談・申告しやすい環境の整備を図っている。 

法務省の人権擁護機関では、法務局等における人権相談所、「女性の人権ホットライ

ン」及びインターネットによる人権相談受付窓口において、配偶者からの暴力を含めた

相談に応じているほか、被害者の申告等により、配偶者からの暴力事案を認知した場合

は、速やかに所要の調査を行い、必要に応じて、配偶者暴力相談支援センター、警察等

と連携を図りながら、被害者に必要な助言、一時保護施設への紹介等の援助をし、加害

者に対しては、事案に応じて、改善を求める説示等の措置を講じている。 

厚生労働省では、婦人相談所における DV 等に関する相談・援助等において、弁護士

等による法的な調整や援助を得る「法的対応機能強化事業」を実施している。また、平

成 28 年 6 月に「婦人相談所ガイドライン」を一部改訂し、相談体制等の充実を図って

いる。              （「男女共同参画白書 平成 29 年版」より抜粋） 
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方 向 性 

① 高齢者、障がい者、ひとり親家庭等の自立支援の充実 

あらゆる立場の男女が共に自立して社会に参画し、安心して暮らすため、男女共同

参画の視点に立ち、障がい者、高齢者、ひとり親家庭、外国人等の社会参加への支援

を行うとともに、自立支援に向けた必要なサービスの充実に努めます。 

事業 事業内容 担当課 

生活管理指導員派遣事業 

在宅において高齢者が自立した生活を

継続できるように、日常生活で支援や

援助を必要とする高齢者に指導員を派

遣し、家事支援や外出時の付き添い等

を支援します。 

住民課 

障がい者の相談事業 
障がいのある方の特性に応じた相談支

援を行います。 
住民課 

ひとり親家庭相談の充実 

ひとり親家庭等に対する福祉向上のた

め関係機関と連携し、多様な生活相談

に応じられる体制を確保します。 

住民課 

 

 

② 生活上の困難を抱える人への支援 

単身や離別等生活上で特に経済的な困難を抱える男女の相談支援を行います。また、

長期的な経済自立が可能となるよう、若年層からの就労支援等を行い、生涯にわたり

安全・安心な暮らしを支援します。 

事業 事業内容 担当課 

安心して相談できる 

窓口の充実 

社会福祉協議会で、心配ごと相談を月

２回（月に１度は弁護士による法律相

談）、巡回相談を年４回、人権相談を月

１回行います。 

住民課 

子どもの貧困対策の実施 

【新規】 

子どもたちの将来が、その生まれ育っ

た家庭の事情に左右されないよう乳幼

児等医療費助成などの経済的支援や学

習・生活への支援を実施するほか、教

育、福祉等の関係機関が連携して必要

な支援につなげます。 

住民課 

教育課 

生活困窮者の相談および 

自立支援【新規】 

相談者の抱える課題を把握し、県生活

支援相談センター（県社会福祉協議会）

等関係機関と連携し、自立を支援しま

す。 

住民課 

ＬＧＢＴ等性的少数者に対

する理解促進と支援【新規】 

ＬＧＢＴ等の性的少数者への理解促進

を進めるため、広報紙等による啓発に

努めます。 

住民課 
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（３）女性の人権の尊重 

現状と課題 

女性に対する暴力は、犯罪となる行為も含め重大な人権侵害です。その予防と被害

からの回復のための取組を推進し、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、ストーカー行為等

の被害は引き続き深刻な社会問題となっており、こうした状況に的確に対応する必要

があります。また、近年、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、これを利用し

た交際相手からの暴力・性犯罪・売買春・人身取引等、暴力は一層多様化しており、

そうした新たな形の暴力に対して迅速かつ的確に対応していく必要があります。 

アンケート調査では、配偶者や恋人から何らかの暴力を受けた経験がある女性が 2

割と男性の被害者の 2倍以上となっています。配偶者からの暴力は、被害者のみなら

ずその子どもにも悪影響を与えることを考慮する必要があります。 

被害者が相談しやすい相談体制の整備を進めるとともに、的確な対応等の取組の推

進が必要です。支援に当たっては、関係機関が連携し、その背景事情を十分に配慮し、

暴力の形態や被害者の属性等に応じてきめ細かく対応することが必要です。 

また、職場における性別を理由とする差別的取扱いやセクシュアル・ハラスメント、

パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントなど妊娠・出産・育児休業等を理

由とする不利益な扱い等が根絶され、女性の働く権利を確立するための各種法制度が

十分に活用されることが必要です。 

 

 

配偶者や恋人から暴力を受けた経験について 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関するアンケート調査 

  

回答者数 =

女性 272

男性 238

5.1

1.7

18.0

8.4

76.8

89.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

何度もあった １、2 度あった まったくない
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方 向 性 

① 女性に対する暴力の根絶 

男女共同参画の意識づくりを進めるとともに、ＤＶは重大な人権侵害であるという

認識を高め、絶対に許さない社会気運を醸成します。 

事業 事業内容 担当課 

配偶者・パートナー等から

の暴力（ＤＶ）の防止に関

する啓発 

配偶者・パートナー等からの暴力は重

大な人権侵害であり、決して許される

ものでないことの認識を徹底するた

め、啓発活動を積極的に行います。 

住民課 

 

② 人権侵害に対する相談体制の充実 

ＤＶやセクシュアル・ハラスメント等をはじめ、人権侵害を受けた被害者が安心し

て相談できる窓口の充実を図り、関係機関と連携して被害者の救済対策を講じます。 

事業 事業内容 担当課 

ＤＶに関する職員研修の 

質の向上 

相談窓口による対応を迅速に行うた

め、県主催の研修を受講します。 
住民課 

ＤＶ被害者への支援体制の 

整備 

被害者に関する住民基本台帳のほか、

国民健康保険、介護保険、子ども手当

など、住民基本台帳からの情報に基づ

き事務処理を行う部署における情報の

管理を徹底します。 

住民課 

犯罪の警察への通報体制の 

整備 
警察との通報体制の強化を図ります。 住民課 

人権相談・女性相談を 

安心して相談できる体制の 

整備 

暮らしの中で起こる様々な人権に関す

る問題や、ＤＶ、セクシュアル・ハラ

スメントに関する問題についての相談

体制を関係機関と連携し、整備します。 

住民課 

人権擁護に関する活動の 

推進 

人権尊重に関する意識啓発活動を実施

するとともに、人権擁護委員の活動を

支援します。 

住民課 

セクシュアル・ハラスメント

防止に関する啓発 

セクシュアル・ハラスメント等は、人

権侵害であるとの認識を広く浸透させ

るため、広報紙等による意識啓発を行

います。 

住民課 

役場におけるハラスメント

防止対策【新規】 

男女がともに働きやすい職場環境を築

くため、パワー・ハラスメントやセク

シュアル・ハラスメント、モラル・ハ

ラスメント等各種ハラスメントの防止

及び相談体制を構築し、職員に周知を

図るとともに正しい認識と理解を得る

ための研修を実施します。 

総務課 

庁内の連携体制の充実 

庁内の連携体制の充実を図り、各所管

課で把握した人権に関する問題を共有

し、適切な支援につなげます。 

住民課 
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第５章    プランの推進体制 

 

 

 １  推進体制 

男女共同参画に関する施策は、町政のあらゆる分野にわたっています。より効果的に施策

を進めていくため、庁内の連携を強化するとともに、推進体制について検討します。 

また、男女共同参画社会の形成を推進していくためには、行政だけでなく住民・地

域・事業者・各種団体等が連携し、本計画に基づいた取組を様々な場面で展開してい

くことが必要です。このため、住民の参画を広く求め、協働のもとに推進していきま

す。 

 

 ２  プランの進行管理と評価の実施 

本計画をより実効性のあるものとするためには、施策の効果等を検証・評価し、必

要に応じて実施方法などを見直していくことが重要です。 

このため、本計画に位置づけられる各施策・事業については、関連する各課におい

て毎年実施状況を点検し、進捗の管理を行います。進捗管理は「ＰＤＣＡサイクル」

による「継続的改善」の考え方を基本とし、「ＰＬＡＮ（計画）」「ＤＯ（実施）」「ＣＨ

ＥＣＫ（評価）」「ＡＣＴＩＯＮ（改善）」のサイクルを回していくことにより、事業の

継続的な改善を図る（充実させる）ことを年度ごとに繰り返していきます。 

また、基本目標別に具体的な数値目標を掲げ、計画の最終年度に評価し、目標や取

組の見直しを行います。 

 

 

  計画の策定・PLAN 
現状の課題をもとにして
計画を作成する 

計画の評価・CHECK 
実施された取り組みの効

果を計る 

計画の改善・ACTION 
評価結果を元に、さらなる
取り組みの改善を図る 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

計画の実施・DO 
計画に沿って取り組みを
実施する 
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 ３  数値目標 

評価の指標として基本目標別の数値目標を以下のとおりに設定します。 

 

 

指標 現状値（H29） 目標値（H34） 

① 男女共同参画社会に向けての意識改革と人権尊重 

「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感しない人の

割合 
49.5% 

（55.0％） 
55.0% 

人権同和研修会で女性の人権をテーマに設定する回数 
年 0 回 

（年１回） 
年 1 回 

男女共同参画にかかる職員研修の実施回数 
年 0 回 

（年１回） 
年 1 回 

配偶者等における暴力防止法の認知度 
― 

（50％） 
50.0% 

② あらゆる分野への男女共同参画の促進 

審議会等への女性委員登用比率 
15％ 

（30％） 
30% 

自治会長やＰＴＡ会長における女性会長の人数 
0 名 

（2 名） 
2 名 

③ 男女が共に働きやすい環境の整備 

家庭生活において男女が平等であるという意識 
38.6% 

（55.0％） 
55.0% 

庁内男性職員の育児休業取得率 
０％ 

（2.0％） 
2.0% 

④ 健康な心身と安心できる生活環境を支える福祉の充実 

子宮がん検診の受診率 
16.7％※２ 
（50％） 

40.0% 

乳がん検診の受診率 
22.1％※２ 
（50％） 

40.0% 

弁護士等による専門相談の開催 
月 1 回 
（継続） 

継続 

※１ （ ）内の数値は第二次男女共同参画プラン策定時の H29年目標値 

※２ 平成 27年度からがん検診受診率算出方法変更（分母が推定対象者数から全人口に変更） 
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         資料編 
 

 

 １  男女共同参画社会基本法 

 平成１１年法律第７８号 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々

な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要と

されている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、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は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題

と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っ

ていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに

国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の名号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による

差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女

の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役

割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、

男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は

慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮



 

 
47 

されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体に

おける政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを

旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、か

つ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかん

がみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。

以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準

じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

（国民の責務） 

第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければな

らない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定

めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画

を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 
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第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県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「都道府県男女共同参画計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、都道府県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を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 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。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適

切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別

的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被

害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第１８条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究

その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努め

るものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第１９条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関と

の情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必

要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第２０条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体

が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置

を講ずるように努めるものとする。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の

促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

(3) 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各

大臣に対し、意見を述べること。 

(4) 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策
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が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関

係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。 

（議長） 

第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

(2) 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の１０

分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対

し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の

者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項

は、政令で定める。 

 

附 則（平成１１年６月２３日法律第７８号）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。 

 

附 則（平成１１年７月１６日法律第１０２号）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) （略） 

(2) 附則（中略）第２８条並びに第３０条の規定 

 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第２８条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その

他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定

めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

(1)から(10)まで 略 

(11) 男女共同参画審議会 
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（別に定める経過措置） 

第３０条 第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。 

 

附 則（平成１１年１２月２２日法律第１６０号）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く）は、平成１３年１月６日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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 ２  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 

平成１３年法律第３１号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第２８条の２において「身体に対する暴力等」と総称する。）

をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消

された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものと

する。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上

離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援すること

を含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第５項

において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する

基本的な方針（以下この条並びに次条第１項及び第３項において「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市

町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら
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ない。 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当

該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計

画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が

配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター

としての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業

務を行うものとする。 

(1) 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を

紹介すること。 

(2) 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

(3) 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第６

号、第５条及び第８条の３において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

(4) 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の

利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

(5) 第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援

助を行うこと。 

(6) 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他

の援助を行うこと。 

４ 前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第３章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章



 

 
53 

において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に

通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通

報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前

２項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用

について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説

明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和２９

年法律第１６２号）、警察官職務執行法（昭和２３年法律第１３６号）その他の法令の定めるところに

より、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につ

いては、方面本部長。第１５条第３項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けてい

る者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その

申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定

めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の

発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の３ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福

祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）、児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）その他の法令の定めるとこ

ろにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関そ

の他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携

を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出

を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第４章 保護命令 

（保護命令） 

第１０条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下こ

の章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者から

の更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴

力。第１２条第１項第２号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者であ

る場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後
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に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引

き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受け

るおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以

下この条、同項第３号及び第４号並びに第１８条第１項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事

項を命ずるものとする。ただし、第２号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当

該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

(1) 命令の効力が生じた日から起算して６月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としてい

る住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被

害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

(2) 命令の効力が生じた日から起算して２月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去する

こと及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者

に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して６月を経

過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるも

のとする。 

(1) 面会を要求すること。 

(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

(4) 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

(5) 緊急やむを得ない場合を除き、午後１０時から午前６時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装

置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る

状態に置くこと。 

(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ､若しくはその知り得る状態に置き､又はその性的羞恥心を害

する文書､図画その他の物を送付し､若しくはその知り得る状態に置くこと｡ 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに

第１２条第１項第３号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子

を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居して

いる子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるとき

は、第１項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、そ

の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日

以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、当該子の住

居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校

その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常

所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が１５歳以

上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接

な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次

項並びに第１２条第１項第４号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴

な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会する

ことを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第１項第１号の規定による命

令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられ

ることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効
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力が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の

本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につ

きまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら

ないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の１５歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意

（当該親族等が１５歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）が

ある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第１１条 前条第１項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がない

とき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすること

ができる。 

(1) 申立人の住所又は居所の所在地 

(2) 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第１２条 第１０条第１項から第４項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

(1) 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

(2) 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者

から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに

足りる申立ての時における事情 

(3) 第１０条第３項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に

関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認

めるに足りる申立ての時における事情 

(4) 第１０条第４項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配

偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足

りる申立ての時における事情 

(5) 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第５号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に

は、申立書には、同項第１号から第４号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で

公証人法（明治４１年法律第５３号）第５８条の２第１項の認証を受けたものを添付しなければなら

ない。 

（迅速な裁判） 

第１３条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第１４条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを

発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することが

できない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第１２条第１項第５号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該

配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を

求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。こ

の場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずる

ものとする。 
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３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定によ

り書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第１５条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を

経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第１２条第１項第５号イから

ニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその

内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載され

た配偶者暴力相談支援センターが２以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第１６条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることに

つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ず

るまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原

裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第１０条第１項第１号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第２項から第４項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停

止をも命じなければならない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第１０条第１項第１号の規定による命令を取り消す場合において、同条第２項から第

４項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければ

ならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護命令について、第３項若しくは第４項の規定により

その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。 

（保護命令の取消し） 

第１７条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当

該保護命令を取り消さなければならない。第１０条第１項第１号又は第２項から第４項までの規定に

よる命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して３月を経過した後において、

同条第１項第２号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して２週間を経過

した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者

に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、第１０条第１項第１号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により

当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第１５条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の場合について準用する。 

（第１０条第１項第２号の規定による命令の再度の申立て） 

第１８条 第１０条第１項第２号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理
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由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命

令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しよ

うとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日

から起算して２月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の同

号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発する

ものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認

めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第１２条の規定の適用については、同条第１項各号列記以外の部

分中「次に掲げる事項」とあるのは「第１号、第２号及び第５号に掲げる事項並びに第１８条第１項

本文の事情」と、同項第５号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第１号及び第２号に掲げる事項

並びに第１８条第１項本文の事情」と、同条第２項中「同項第１号から第４号までに掲げる事項」と

あるのは「同項第１号及び第２号に掲げる事項並びに第１８条第１項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第１９条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しく

は謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することが

できる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審

尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第２０条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がそ

の職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に

勤務する法務事務官に第１２条第２項（第１８条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第２１条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反

しない限り、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第２２条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則

で定める。 

 

第５章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第２３条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において

「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境

等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及

び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理

解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第２４条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及

び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第２５条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の

更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並

びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第２６条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 
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第２７条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

(1) 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げ

る費用を除く。） 

(2) 第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第４項に規定する厚生労働大

臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

(3) 第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

(4) 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託し

て行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけれ

ばならない。 

（国の負担及び補助） 

第２８条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、

同項第１号及び第２号に掲げるものについては、その１０分の５を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の１０分の５以内を補助することができる。 

(1) 都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第３号及び第４号に掲げるもの 

(2) 市が前条第２項の規定により支弁した費用 

 

第６章 罰則 

第２９条 保護命令（前条において読み替えて準用する第１０条第１項から第４項までの規定によるも

のを含む。次条において同じ。）に違反した者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第３０条 第１２条第１項（第１８条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第２８

条の２において読み替えて準用する第１２条第１項（第２８条の２において準用する第１８条第２項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のあ

る申立書により保護命令の申立てをした者は、１０万円以下の過料に処する。 

 

附則抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。ただし、第２章、第６条

（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶者暴力相談支援センター

に係る部分に限る。）、第２７条及び第２８条の規定は、平成１４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成１４年３月３１日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関し

て相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事

件に関する第１２条第１項第４号並びに第１４条第２項及び第３項の規定の適用については、これら

の規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第３条 この法律の規定については、この法律の施行後３年を目途として、この法律の施行状況等を勘

案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附則（平成１６年６月２日法律第６４号） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の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（次項において「旧法」という。）第１０条の規定による命令の申立てに係る同条の規定に

よる命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第１０条第２号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による
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改正後の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（以下「新法」という。）第１０条第

１項第２号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった場合に

おける新法第１８条第１項の規定の適用については、同項中「２月」とあるのは、「２週間」とする。 

（検討） 

第３条 新法の規定については、この法律の施行後３年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検

討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附則（平成１９年７月１１日法律第１１３号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律第１０条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、

なお従前の例による。 

 

附則（平成２５年７月３日法律第７２号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。 

 

附則（平成２６年４月２３日法律第２８号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

１ 第１条中次世代育成支援対策推進法附則第２条第１項の改正規定並びに附則第４条第１項及び第２

項、第１４条並びに第１９条の規定 公布の日 

２ 第２条並びに附則第３条、第７条から第１０条まで、第１２条及び第１５条から第１８条までの規

定 平成２６年１０月１日 

（政令への委任） 

第１９条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
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 ３  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成２７年法律第６４号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と

能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）

が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）の基本理

念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方

公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の

職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活にお

ける活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、

国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを

目的とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏

まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、

職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、

性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して

及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなけ

ればならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その

他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由

が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の

支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果

たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活

との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第５条第１項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の

推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業

生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境

の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、

国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければな

らない。 

 

第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ

一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
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(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

(2) 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

(3) 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

(4) 前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけ

ればならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における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（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定める

よう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における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（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第１項に規定

する一般事業主行動計画及び第１５条第１項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主

行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めな

ければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

(1) 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

(2) 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

(3) その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第２節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働

者の数が３００人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事

業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を

定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し

たときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 計画期間 

(2) 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

(3) 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の
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差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この

場合において、前項第２号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その

他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業

主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が３００人以下のものは、事業主行動計画策定指針

に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出

るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場

合について、第４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、

又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める

基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第１０条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第２０条第１項において「認定一般事業主」とい

う。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信

その他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示

を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。 

（認定の取消し） 

第１１条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第９条の認定を

取り消すことができる。 

１ 第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

２ この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

３ 不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第１２条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が３００人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体

をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせよ

うとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法

（昭和２２年法律第１４１号）第３６条第１項及び第３項の規定は、当該構成員である中小事業主に

ついては、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団

法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに

限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生
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労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を

行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で

定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第３７条第２項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第５条の３

第１項及び第３項、第５条の４、第３９条、第４１条第２項、第４８条の３、第４８条の４、第５０

条第１項及び第２項並びに第５１条の２の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

る者について、同法第４０条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対す

る報酬の供与について、同法第５０条第３項及び第４項の規定はこの項において準用する同条第２項

に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第３７条第２項中

「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第

１２条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第４１条第２項

中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第３６条第２項及び第４２条の２の規定の適用については、同法第３６条第２項中「前

項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の

者に与えようとする」と、同法第４２条の２中「第３９条に規定する募集受託者」とあるのは「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第１２条第４項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及び援助の実施状況について報告を求

めることができる。 

第１３条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事

業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該

募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとす

る。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第１４条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一

般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働

者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他

の援助の実施に努めるものとする。 

第３節 特定事業主行動計画 

第１５条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定

事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行

動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。

以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 計画期間 

(2) 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

(3) 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるとこ

ろにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管

理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活にお

ける活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情につ

いて分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第

２号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の

割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定め
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なければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけ

ればならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定め

られた目標を達成するよう努めなければならない。 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第１６条 第８条第１項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営

み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍

に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

２ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又

は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関す

る情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第１７条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の

職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期

的に公表しなければならない。 

 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第１８条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業

の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活

を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その

他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の１部を、その事務を適切に実施することができ

るものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、

当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第１９条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第２０条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融

公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件

の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活

躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業

主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を

実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第２１条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を

深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 
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（情報の収集、整理及び提供） 

第２２条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性

の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第２３条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業

を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第１８条第１項の

規定により国が講ずる措置及び同条第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他

の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関

により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第１８条第３項の規定による事

務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として

加えることができる。 

(1) 一般事業主の団体又はその連合団体 

(2) 学識経験者 

(3) その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連

絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携

の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組につ

いて協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表

しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第２４条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会

の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第２５条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第２６条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第８条第１項に規定す

る一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（権限の委任） 

第２７条 第８条から第１２条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める

ところにより、その１部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第２８条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第６章 罰則 

第２９条 第１２条第５項において準用する職業安定法第４１条第２項の規定による業務の停止の命令

に違反して、労働者の募集に従事した者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５万円以下の罰金に処する。 

１ 第１８条第４項の規定に違反した者 

２ 第２４条の規定に違反した者 

第３１条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は３万円以下の罰金に処する。 

１ 第１２条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

２ 第１２条第５項において準用する職業安定法第３７条第２項の規定による指示に従わなかった者 



 

 
66 

３ 第１２条第５項において準用する職業安定法第３９条又は第４０条の規定に違反した者 

第３２条 次の各号のいずれかに該当する者は、３万円以下の罰金に処する。 

１ 第１０条第２項の規定に違反した者 

２ 第１２条第５項において準用する職業安定法第５０条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をした者 

３ 第１２条第５項において準用する職業安定法第５０条第２項の規定による立入り若しくは検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第３３条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、第２９条、第３１条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又

は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第３４条 第２６条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、２万円以下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３章（第７条を除く。）、第５章（第２８条を

除く。）及び第６章（第３０条を除く。）の規定並びに附則第５条の規定は、平成２８年４月１日から

施行する。 

（この法律の失効） 

第２条 この法律は、平成３８年３月３１日限り、その効力を失う。 

２ 第１８条第３項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密に

ついては、同条第４項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定す

る日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第２４条の規定（同

条に係る罰則を含む。）は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有す

る。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第１項の規定にかかわ

らず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。 

（社会保険労務士法の一部改正） 

第５条 社会保険労務士法（昭和４３年法律第８９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１第２０号の２５の次に次の１号を加える。 

２０の２６ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号） 

（内閣府設置法の一部改正） 

第６条 内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）の一部を次のように改正する。 

附則第２条第２項の表に次のように加える。 

 

平成３８年３月３１日 

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（平成２７年法律第６４号）第５条第１項に規定するものをいう。）の策定及び推進に関すること。 
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 ４  関ケ原町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 関ケ原町における男女共同参画社会の実現に向けて、女性問題の現状と課題等について広

く町民の意見を聴き、総合的かつ計画的に関ケ原町男女共同参画プランを策定するために、関ケ

原町男女共同参画プラン策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 策定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

一 関ケ原町男女共同参画プランの策定に関する事項について調査、研究及び審議を行う。 

二 関ケ原町男女共同参画まちづくりプラン策定に関すること。 

三 その他目的を達成するために必要な事項 

（組 織） 

第３条 策定委員会は、15 名以内の委員で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

一 識見を有する者 

二 公募による町民の代表 

三 企業及び各種団体関係者 

四 関係行政機関の職員 

五 その他町長が認める者 

（任 期） 

第４条 委員の任期はプラン策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けたときの補欠委員は、

前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。 

３ 委員長は策定委員会を代表し会務を統括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会 議） 

第６条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の委

員会は、町長が招集する。 

２ 策定委員会の議長は、委員長とする。ただし、委員長が出席できないときは、副委員長がその

職務を代理する。 

３ 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 

（庶 務） 

第 7 条 策定委員会の庶務は、総務課において行う。 

（委 任） 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が

定める。 

附 則（平成１４年訓令甲第１４号） 

この訓令は、平成１４年７月１日から施行する。 
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 ５  関ケ原町男女共同参画プラン（第３次）策定委員会名簿 

 

  肩 書 名前 備考 

有
識
者 

町議会議員  中川  武子   

町議会議員 川瀨  方彦 
 

住
民 

代
表 

女性防火クラブ 会長 北村 美代子 委員長 

企
業
及
び
各
種
団
体 

町内企業 十六銀行関ケ原支店長 
松原  俊彰 

若森  信一 

第１回 

第２回、第３回  

商工会長  澤頭  健治   

町 PTA連合会長  坂 東  崇   

自治会連合会 会長  淡川  貞夫 副委員長 

関
係
行
政
機
関 

小中学校校長会 代表 曽我  広孝   

社会福祉協議会 事務局長  西脇  哲郎   

西保育園 保育士 吉 田  香   

順不同・敬称略 
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 ６  関ケ原町男女共同参画プラン（第３次）策定経過 

 

年月日 事   項 

平成 29 年（2017年） 

７月 24 日 

～８月  8日 

関ケ原町男女共同参画プラン（第３次）アンケート調査の

実施 

【調査対象】20 歳以上の町民 1,500 通 

11 月 14 日 

第１回 関ケ原町男女共同参画プラン策定委員会 

・計画の策定にあたっての基本的な考え方について 

・町民アンケートの報告 

・今後のスケジュール 

平成30年（2018年）

1 月 26 日 

第２回 関ケ原町男女共同参画プラン策定委員会 

・計画の課題と取り組みについて 

平成 30 年（2018年） 

2 月 15 日 

～２月 28 日 

・パブリックコメント実施 

３月 13 日 

第３回 関ケ原町男女共同参画プラン策定委員会 

・パブリックコメントの結果について 

・計画最終案について 
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 ７  男女共同参画に関する動向（年表） 

 

年 代 世 界 国 岐 阜 県 

1975 年 

（昭和 50 年） 

・国際連合で「国際婦人年」

提唱 

・国連世界女性会議開催(メ

キシコシティ) 

・「世界行動計画」採択 

・総理府内に「婦人問題企画

推進本部」設置 

 

1976 年 

（昭和 51 年） 

・｢国連婦人の 10 年｣（～

1985 年） 

 ・「婦人問題担当」設置 

1977 年 

（昭和 52 年） 

 ・「国内行動計画」策定  

1979 年 

（昭和 54）年 

・「女子に対するあらゆる形

態の差別の撤廃に関する条

約」（女子差別撤廃条約）

採択 

  

1985 年 

（昭和 60 年） 

・「婦人の地位向上のための

ナイロビ将来戦略」採択 

・「女子差別撤廃条約」批准  

1986 年 

（昭和 61 年） 

  ・「岐阜県婦人行動計画」策

定 

1987 年 

（昭和 62 年） 

 ・「新国内行動計画」策定  

1991 年 

（平成 3 年） 

 ・「新国内行動計画」の第一

次改定 

 

1994 年 

（平成 6 年） 

 ・内閣府に｢男女共同参画推

進本部｣設置 

・「岐阜県男女共同参画社会

づくり推進本部」設置 

・「女と男のはあもにいプラ

ン―ぎふ女性行動計画―」

策定 

1995 年 

（平成 7 年） 

・「第４回世界女性会議」開

催（北京） 

・「北京宣言」「行動綱領」

採択 

・「育児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」制定 

 

1996 年 

（平成８年） 

 ・「男女共同参画 2000 年

プラン」策定 

 

1999 年 

（平成 11 年） 

 ・「男女共同参画社会基本法」

制定 

・「ぎふ男女共同参画プラン」

策定 

2000 年 

（平成 12 年） 

・「女性 2000 年会議：21

世紀に向けての男女平等・

開発・平和」開催（ニュー

ヨーク国連本部） 

・「政治宣言」「北京宣言及

び行動綱領実施のための更

なる行動とイニシアティ

ブ」採択 

・「男女共同参画基本計画」

策定 

 

2001 年 

（平成 13 年） 

 ・「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」（ＤＶ防止法）制定 
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年 代 世 界 国 岐 阜 県 

2002 年 

（平成 14 年） 

  ・「ぎふ男女共同参画プラン」

一部改訂 

2003 年 

（平成 15 年） 

 ・「次世代育成支援対策推進

法」制定 

・「岐阜県男女が平等に人と

して尊重される男女共同参

画社会づくり条例」制定 

2004 年 

（平成 16 年） 

  ・「岐阜県男女共同参画計画」

策定 

2005 年 

（平成 17 年） 

・「第 49 回国連婦人の地位

委員会（北京＋10)」開催

（ニューヨーク） 

・「行動綱領」「女性 2000

年会議成果文書」の実施状

況について評価・見直し 

・「男女共同参画基本計画（第

２次）」策定 

 

2006 年 

（平成 18 年） 

・「東アジア男女共同参画担

当大臣会合」開催（東京） 

・「東京閣僚共同コミュニケ」

採択 

  

2007 年 

（平成 19 年） 

・「東アジア男女共同参画担

当大臣会合」第２回会合開

催（インド） 

・「改正男女雇用機会均等法」

制定 

・「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲

章」「仕事と生活の調和推

進のための行動指針」 

策定 

 

2008 年 

（平成 20 年） 

 ・「女性の参画加速プログラ

ム」決定 

・「パートタイム労働法」「Ｄ

Ｖ防止法」 

改正 

 

2009 年 

（平成 21 年） 

 ・「育児・介護休業法」改正 ・「第２次岐阜県男女共同参

画計画」策定 

2010 年 

（平成 22 年） 

・「第 54 回女性の地位委員

会（北京＋15）」開催（国

連本部） 

・「第３次男女共同参画基本

計画」策定 

・「改正育児・介護休業法」

施行 

 

2013 年 

（平成 25 年） 

 ・「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関す

る法律」に法律名改正 

 

2014 年 

（平成 26 年） 

  ・「岐阜県男女共同参画計画

（第３次）」策定 

2015 年 

（平成 27 年） 

 ・「第４次男女共同参画基本

計画」策定 

 

2017 年 

（平成 29 年） 

 ・「改正男女雇用機会均等法」

施行 

・「改正育児・介護休業法」

施行 
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 ８  用語説明 

 

 ア 行  

ＮＰＯ 

環境保全や医療、福祉、文化・芸術、まちづくり、人権・平和、教育、女性等様々な分野で、自発

的な意思によりボランティア活動をはじめとする公共サービスを行う民間の非営利団体のこと。 

 

Ｍ字カーブ 

日本の女性の就業率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳

代後半が山になるアルファベットのＭのような形になること。結婚や出産を機に労働市場から退出す

る女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入するという特徴があることによる。なお、

国際的にみると、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では、子育て期における就業率の低下は

みられない。 

 

エンパワーメント 

「力をつけること」の意で、一人ひとりが社会の一員として自覚と能力を高め、政治的、経済的、

社会的、文化的に力を持った存在になること。 

 

 カ 行  

家族経営協定 

家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経営に参画できる魅力的な農業経

営をめざし、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境等について、家族間の十分な話

し合いに基づき、取り決めるもの。 

 

管理職 

管理又は監督の地位にある職員（課長級から部長級まで）を指す。 

 

グローバル化 

グローバリゼーション（globalization）のことで、社会的あるいは経済的な連関が、国家や地域な

どの境界を超えて、地球規模に拡大して様々な変化を巻き起こす現象。 

 

固定的な性別役割分担意識 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、男性、

女性という性別を理由として、役割を固定的に分けること。 

「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は、固定的な考え方により男

性・女性の役割を決めている例である。 
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 サ 行  

ジェンダー 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セックス／

sex）がある一方、社会通念や慣習の中に、社会によってつくり上げられた「男性像」、「女性像」が

あり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／gender）と

いう。 

 

女子差別撤廃条約 

正式名称は「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」という。1979 年の国連総会

において採択された。政治、経済、社会、文化をはじめ、あらゆる分野における性差別の撤廃と、性

差別の背後にある性別役割分業の見直しが強く打ち出されている。日本においては、1984 年の国籍

法改正（父系主義から父母両系主義へ）、1985 年の男女雇用機会均等法の制定、家庭科の男女選択

必須などの国内法などを一定の整備の上、1985 年に同条約を批准している。 

 

女性 2000年会議 

2000 年 6 月に国連特別総会としてニューヨークで開催された。第 4 回世界女性会議で採択され

た北京行動要領の実施状況の検討･評価が行われるとともに、更なる行動とイニシアティブの検討が行

われ、その結果が「政治宣言」及び「北京宣言及び行動要領実施のための更なる行動とイニシアティ

ブ」（いわゆる成果文書）として取りまとめられた。 

 

ストーカー行為 

一方的に相手に恋愛感情や関心を抱き執念深くつきまとい、相手に迷惑や攻撃の被害を与える行為。

その行為をする人をストーカーという。 

 

性的指向 

恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すもの。具体的には、恋愛・性愛の対象が異性に向

かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指す。一方、生物学的な性別（からだ

の性）と自己意識（心の性）の不一致により違和感を覚えることは「性別違和」という。 

 

性的マイノリティ 

「性的指向」・「性別違和」などに関しての当事者の総称で、ＬＧＢＴと言われるレズビアン（女性

同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（性同一性障

害など心と体の性が一致しない人）など。 

 

セクシュアル・ハラスメント 

継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言動のこ

と。単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における構

成員間等、様々な生活の場で起こり得るもの。 

 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ） 

Social Networking Service（ソーシャル ネットワーキング サービス）の略。Facebook LINE

ツイッター等の人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型の Web サイトのこと。  
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 タ 行  

ダイバーシティ 

「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などにかかわりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる

社会のことをダイバーシティ社会という。 

 

男女共同参画社会 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することが

でき、かつ、ともに責任を担うべき社会。 

 

ＤＶ 

夫婦や恋人等婚姻の有無を問わず親密なパートナー間の身体的・心理的暴力のこと。暴力とは、身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの、またはこれに準ずる心身に有害な

影響を及ぼす言動をいう。平成 13 年（2001 年）にＤＶ防止法が制定された。 

 

デートＤＶ 

恋人同士での身体、言葉、態度による暴力。 

 

 ハ 行  

パブリックコメント 

町の基本的な政策等を策定する際に、事前にその案やその他必要な事項を公表し、町民等からの意

見を参考に政策や条例等を決定するとともに、寄せられた意見と町の考え方を公表する制度のこと。 

 

パワー・ハラスメント 

職権などの力を背景として本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を傷つける言動を行い、

就労者の働く環境を悪化させたり、雇用不安を与えたりすること。 

 

ポジティブ・アクション 

固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、男女労働者の間に差が生じている場合、このよう

な差を解消しようと、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組のこと。 

 

 マ 行  

マタニティ・ハラスメント 

妊娠・出産・育休などを理由とする、解雇・雇い止め・降格などの不利益な取り扱いを行うこと。 

 

 ラ 行  

ライフステージ 

出生・就学・就職・結婚・出産・子育て・退職などの年齢に伴って変化する生活段階のこと。 
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リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 

平成 6 年（1994 年）にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、今日、

女性の人権の重要な一つとして認識されるに至っている。リプロダクティブ・ヘルス／ライツの中心

課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・

出産、子どもが健康に生まれ育つこと等が含まれており、また、思春期や更年期における健康上の問

題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広く議論されている。 

 

ワ 行 

ワーク・ライフ・バランス 

仕事と生活の調和がとれた状態のこと。仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章では

これを実現した社会を「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果た

すとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多

様な生き方が選択・実現できる社会」とされている。 
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