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  本市では、平成２４年３月に「第３期おおむら男女共同参画プラン～人がみないきい

き輝く 社会づくり～」を策定し、各分野における男女共同参画、女性の参画促進、男

女の人権の尊重などに取り組んできました。 

この間、国においては、平成２７年９月に、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、豊かで活力ある社会を実現することを目的とした「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律」を制定し、さらに、同年１２月には「第４次男女共同

参画基本計画」を策定し、その中で、男女共同参画社会の実現は、社会全体で取り組む

べき最重要課題であると位置付けています。 

こうした国の動向や、少子高齢化の進展・ライフスタイルの多様化などの社会環境の

変化、そして、本市において平成２８年４月に実施した「大村市男女共同参画に関する

市民意識調査」の結果等を踏まえ、このたび、「第４期おおむら男女共同参画プラン～

誰もが 活躍できる 社会をめざして～」を策定しました。 

  市民一人ひとりが自分らしく、その個性と能力を十分に発揮し、いきいきと暮らし活

躍することのできる社会を実現するためには、市民・事業者・各種団体の皆様と市が一

体となって本プランの施策を推進し、取り組んでいくことが重要であると考えています。 

皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。 

最後に、本プランの策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をいただきました大村市男

女共同参画懇話会の委員の皆様をはじめ、ご協力いただいた多くの市民の皆様に心から

感謝申し上げます。 

 

   平成３０年１月 

                     大村市長  園田  裕史 

は じ め に 
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1 策定の背景と目的 

 

 

 

 

 

 

国においては、男女共同参画社会※の実現に向け、国際社会の取組とも連動しながら、平成１１

年に「男女共同参画社会基本法」を制定し、その後、同法に基づく「男女共同参画基本計画」や

様々な取組を進め、平成２７年１２月には、「第４次男女共同参画基本計画」を閣議決定されま

した。 

また、平成２７年８月には、働く場面において女性が力を十分に発揮できているとは言えない

状況を踏まえ、急速な人口減少による将来の労働力不足の懸念や人材の多様性の確保に対応する

ため「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）」が制定されました。 

県においては、平成１５年に「長崎県男女共同参画基本計画」を策定され、その後２度の改定

が行われ、平成２８年３月には「第３次長崎県男女共同参画基本計画」が策定されています。県

が実施した県民意識調査（平成26年12月）によると、男女共同参画社会に向けた最重要課題と

して固定的な社会通念・慣習・しきたりの改善が挙げられており、行政が力を入れるべき施策と

して、働き方の見直しや子育て・介護支援などが求められています。 

本市では、「男女共同参画社会基本法」の趣旨や理念等を踏まえ、平成１１年に「第１期おお

むら男女共同参画プラン」を策定し、その後２度の改定を行い広報啓発や市民の意識の醸成に努

めるとともに、男女共同参画に関する様々な施策を展開し、「第３期おおむら男女共同参画プラ

ン」(計画期間：平成24年度～28年度)においては、各分野における男女共同参画、女性の参画拡

大、男女の人権の尊重などに取り組んできました。 

第4期おおむら男女共同参画プラン策定に向けて、平成28年4月に、基礎資料とするため、「大

村市男女共同参画に関する市民意識調査」を実施し、翌平成29年1月には「大村市男女共同参画

懇話会」から、重点施策を盛り込んだ提言書が提出されました。 

これらのことを踏まえ、本プランは、女性の活躍推進の取組等に力を入れるとともに、市民一

人ひとりが自分らしく、その個性と能力を十分に発揮し、いきいきと暮らすことのできる社会を

目指し、男女共同参画社会の実現に向けての施策を、総合的、計画的に推進していくことを目的

として策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             第４期おおむら男女共同参画プラン策定にあたって 第１章 

※ 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、共に責任を担うべき社会。(男女共同参画社会基本法第 2 条) 
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２ 大村市の現状と課題 

 

 

 

（１）第3期プランの評価 

第3期プランでは、4つの基本目標を掲げ11項目の指標を設定し、計画を推進してきました。 

目標が達成できたのは、基本目標Ⅲの「８ 放課後児童クラブの設置数」、基本目標Ⅳ の「９ 健

康づくり活動への参加者数」の２項目でした。 

一方、基本目標Ⅰの「3 男女共同参画社会についての理解度」、基本目標Ⅱの「6 家族経営協

定の締結組数」はほぼ目標達成できましたが、その他の項目については、9割以下の達成率とな

っています。なかでも、基本目標Ⅱの「4 地区別ミーティングの参加者のうち女性の参加率」、

基本目標Ⅲ の「7 女性のための再就職・起業講座参加者数」、基本目標Ⅳの「10 乳がん検診

受診率」、「11 子宮がん検診受診率」の達成率は5０％台にとどまっており、さらなる取組が

必要です。 

 

第 3 期指標一覧  
 

 

   
 

 
 

基本目標   第３期指標項目 
目標値    

(H28 年度) 

実績値 

(H28 年度) 
達成率 

Ⅰ 男女共同参

画 社 会 づく り

に 向 け た意 識

の改革 

1 
男女が平等な社会と感じる人

の割合 
60.0% 41.9% 69.8% 

2 
男女共同参画推進センター講

座の参加者数 
2,000 人 1,717 人 85.8% 

3 
「男女共同参画社会」について

理解度 
50.0% 47.0% 94.0% 

Ⅱ 女性の活躍

に よ る 社会 の

活性化 

4 
地区別ミーティングの参加者
のうち女性の参加率 

35.0% 20.0% 57.1% 

5 
審議会等への女性委員の参画

割合 
33.3% 25.6% 76.9% 

6 家族経営協定の締結組数 160 組 152 組 95.0% 

Ⅲ  職 場 ・ 家

庭・地域におけ

る 男 女 共同 参

画の推進 

7 
女性のための再就職・起業講座

参加者数 
60 人 33 人 55.0% 

8 放課後児童クラブの設置数 28 クラブ 35 クラブ 125.0% 

Ⅳ 男女の人権

尊重と誰もが

安心して暮ら

せる社会の実

現 

9 健康づくり活動への参加者数 6,500 人 15,989 人 246.0 % 

10 乳がん検診受診率 49.0% 
26.5 % 

（速報値） 
54.1% 

11 子宮がん検診受診率 53.0% 
30.5 % 

（速報値） 
57.5% 
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（２）男女共同参画についての意識 

本市では、男女共同参画に関する意識の普及啓発のため、これまで講演会や講座を開催すると

ともに、「男女共同参画推進センターだより」、広報紙やホームページによる情報発信、家庭・

地域への男性の参画促進の取組など意識の改革を行ってきました。 

平成２８年度に実施した男女共同参画に関する市民意識調査※では、「男は仕事、女は家庭」と

いう考え方について、反対する人の割合は、女性では36.0％、男性は26.3％で、前回調査時よ

りも割合は高くなってきていますが、まだまだ性別による固定的な役割分担意識が残っていると

考えられます。 

また、男女共同参画社会の認知度は、徐々に高くなってきているものの、内容まで理解してい

る人の割合は、女性で21.1％、男性で29.4％となっており、前回調査時よりも低くなっていま

す。 

男女共同参画社会の実現のためには、その認知度を向上させるとともに、人々の意識の中に長

い時間をかけて形成された「固定的性別役割分担意識」を解消することが課題であり、今後も積

極的に啓発に取り組んでいく必要があります。  
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●「男女共同参画社会」の認知度について  

（大村市男女共同参画に関する市民意識調査に基づく比較） 
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（３）あらゆる分野における女性の活躍の状況 

① 政策・方針決定過程への女性の参画 

本市では、様々な施策に女性の視点を生かしていくため、各種審議会等の委員や管理職等

への女性登用推進に取り組んできました。しかし、平成28年４月時点の審議会等における女

性委員登用率は25.6%であり、平成28年度の目標値33.3%には届いていない状況です。 

また、町内会等の地域活動においても、代表者等の意思決定過程に関わる女性は非常に少

ない状況です。 

女性が政策・方針決定過程へ参画していくためには、男女共同参画社会の必要性を理解し、

あらゆる分野において女性が能力を発揮できる環境を整備することが重要です。そのために

は、行政が率先して女性登用の推進を図るとともに、地域社会や各種団体についても働きか

けを行い、女性の参画を拡大していく必要があります。    

23.2%
24.0% 23.9%

24.9%
25.6%

33.7%

33.4% 33.4%
34.0% 34.4%

32.9%

34.2%
35.4%

36.7% 37.1%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

大村市 長崎県 国

※国は各年9月30日基準、県及び大村市は各年4月1日基準

【 審議会等における女性の登用状況 】

 
 

② 女性活躍のための環境づくり 

市民意識調査において、女性が職業を持ち続けるうえで障害になることは「子どもの世話

を頼める人や施設が不足していること」が61.8%、「家族の協力、理解が得られない」が

29.7%となっています。また、育児休業については男性の未取得が84.5%となっており、

その理由として20歳から40歳代の男性で、「休むと同僚に迷惑がかかるから」や「収入が減

ったり、無くなると困るから」という回答が多くありました。 

これらのことから、子育て支援の充実を図り、男女の雇用環境の整備促進のため関係機関

と連携して、事業所等に対して男女雇用機会均等法など関係法制度の周知に努め、長時間労

働の抑制や多様な働き方の普及啓発を行い、育児・介護の休業取得がしやすい職場環境を整

備していく必要があります。 
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（４）DV等の状況 

配偶者やパートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレンス。※以下「DV」という）

は、犯罪行為を含む重大な人権侵害であり、男女共同参画社会推進の妨げとなっています。 

市民意識調査において、DVを受けた経験の有無については、女性のDV被害では、身体的

DV※は19.4％となっており、前回調査時よりも増加しています。また、精神的DV※26.9%、

経済的DV※17.0%の割合で経験していることがわかりました。女性がDV被害後にどのよう

に対処したかは、「誰にも相談しなかった」と回答した人の割合が最も多く、相談した場合に

おいても家族・親族、友人など身近な人であり、公的機関等への相談は少ない結果となって

います。 

また、男女ともDVやセクハラをなくすために必要なこととして最も多かったのが、「被害

者が安心して相談できる窓口を確保する」でした。 

これらのことから、女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者支援に向けて、多様な機会

を通じてDV、性犯罪、ストーカー行為などに関する意識啓発を行うとともに、相談窓口の周

知や関係機関と連携した相談体制の充実を図る必要があります。 

DV等の防止は早期の教育啓発も重要であることから、学校におけるDV予防教育や人権教

育など意識啓発を推進していく必要があります。 

 

 

　　

9.1 12.9 19.4 

85.1 81.7 80.0 

5.8 5.4 0.6

平成15年 平成21年 平成28年
単位：%

無回答

ない

ある

（ｎ=471） （ｎ=480） （ｎ=335）

●「パートナー（配偶者・恋人）からの身体的暴力」を受けた経験について

（大村市男女共同参画に関する市民意識調査に基づく比較）

【女性の回答】

63
73

49 51

94

26 24

9 13

42

0

20

40

60

80

100

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【大村市男女共同参画推進センター 相談件数の推移】

相談件数

DV相談件数

(件)

※ＤＶ相談件数は、全相談件数の内数
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（５）検診・受診率等の状況 

本市における主な死因は、悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病と

なっています。特定健診※の受診率については、平成29年度の目標値60.0％（大村市国民健

康保険第2期特定健康診査等実施計画）に対し、平成28年度実績は35.1%と目標値を大きく

下回っています。 

女性のがん検診の受診率については、平成28年8月に実施した「第３期おおむら男女共同参

画プラン」進捗状況調査において、乳がん検診受診率は目標値49.0%に対し、平成28年度受診率は

26.5%、子宮がん検診受診率は目標値53.0%に対し、平成28年度受診率は30.5%となっており、国

のがん検診の受診目標値※50%に対しても、目標値を大きく下回っており、乳がん・子宮がんの

早期発見のため、受診率向上に努める必要があります。 

また女性は、固有の健康上の問題に直面することも多く、ライフサイクルを通じて適切な

健康支援も必要です。   

 

12.7 13.4 13.4 13.4 14.1 

22.2 23.4 

23.5 24.0 24.6 

17.9 18.8 19.1 19.4 20.4 

32.4 31.8 31.2 31.7 30.9 

27.0 
25.1 24.9 25.4 25.3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【長崎県のがん検診受診率の推移】

胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 子宮がん検診 乳がん検診

（資料：長崎県がん検診事業評価・精度管理事業各年度実績調査）

（％）
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（６）ひとり親家庭の状況 

平成27年8月に実施された長崎県の「児童扶養手当受給者へのアンケート」調査では、

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯のうち、年間収入額200万円未満の世帯は、母

子家庭で71.9％、父子家庭で36.3％となっており、母子家庭の多くが経済的に厳しい状

況にあると考えられます。また、父子家庭については、家事・育児などの生活面に苦慮す

る状況に陥りやすい現状もあります。 

ひとり親家庭が安心して暮らせるよう、子育て・生活支援、経済的支援などを推進して

いく必要があります。 

 

【大村市児童扶養手当支給状況】

1,038
1,052

1,093

1,120
1,133

960

1,000

1,040

1,080

1,120

1,160

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【受給者数】（人）

19,865

20,640 20,715

21,303

21,690

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【延べ受給対象児童数】（人）

 
                

 
 

 

 

（資料：こども政策課） 

（資料：第３次長崎県男女共同参画基本計画） 
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※ 男女共同参画に関する市民意識調査：平成28年4月28日から5月20日まで、大村市内に居住する

20歳以上70歳未満の市民2,000名を住民基本台帳から無作為に抽出し、郵送により実施。回収率

35.2%(704人：男性293人、女性408人、不明3人) 

※ ドメスティック・バイオレンス（DV）：配偶者や恋人等の親密な関係にあるパートナー又はパー

トナーであった人に振るわれる暴力のこと。 

※ 身体的DV：殴る、蹴る、つねる、物を投げる、突き飛ばす、壁に押し付ける、首を絞める、物を

使ってたたく、刃物などの凶器を突き付ける、髪をひっぱる、引きずり回すなど、体を傷つける暴

力のこと。 

※ 精神的DV：大声で怒鳴る、無視する、脅す、わざと大きな音を立てる、壁をたたいたりドアを蹴

ったりする、相手が大切にしている物を壊す、電話やメールで行動をチェックする、実家や友人と

の付き合いを制限するなど、精神的に追い込む暴力のこと。 

※ 性的DV：性交渉を強要する、避妊をしない、中絶を強制する、異常に嫉妬心をいだくなど、性的

に心身ともに受ける暴力のこと。 

※ 経済的DV：生活費を渡さない、 大きな買物の決定権を渡さない、酒やギャンブルに生活費をつぎ

込む、仕事を制限する等など経済的に自由を許さない暴力のことなど。 

※ 特定健診：40歳から74歳の方を対象に、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目し

て生活習慣病のリスクの有無を検査し、リスクがある方の生活習慣をより望ましいものに変えてい

くための保健指導を受けてもらうことを目的とした健康診査。 

※ がん検診の受診目標値：平成24年6月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」による。受診

率を5年以内に50%（胃、肺、大腸については当面40%）とすることを目標としている。 
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３ 

 

第4期のプラン策定にあたり、大村市男女共同参画懇話会（設置要綱：P72）から、プ

ランを推進していく上での課題や解決策について下記のとおり８項目にまとめられ、平成

29年1月に市長へ提言がありました。 

 

提言１ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革 

①  固定的性別役割分担意識の改革 

    これまでの慣習や固定的な性別役割分担意識の改革に努められ、また、男女共同参画社会の理

念や必要性について正しく理解されるよう啓発に努められたい。 

②  男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

     男女共同参画についての理解を深めるため、人権尊重に基づく男女平等の意識を醸成するため

の幼児期からの教育・学習の充実に努められたい。 

 

提言２ あらゆる分野における女性の活躍 

①  政策・方針決定過程への女性の活躍 

     政策・方針決定過程への女性の参画が拡大するよう、具体的な目標を設定するなど、実効性の

ある方法を検討し、より推進されたい。 

②  男性中心型労働慣行の見直し、仕事と生活の調和と女性の活躍推進 

    あらゆる場面における男女共同参画に対する男性の理解促進を図り、意識の変化が行動変容に

つながるようにしなければならない。 

    特に家事や子育て、介護における男性の参画を促進するためには、働く場における男性中心型

労働慣行が見直されることが必要である。 

    長時間労働等を前提とした従来の働き方を見直し、仕事と生活の調和の実現に向けた取組を進

められたい。 

③  男女共同参画視点に立った防災体制の推進 

    防災関係会議の女性委員の割合30％を達成できるよう、委員選任方法の見直し等の取組を進

めるとともに、防災分野における女性の視点を取り入れるなど女性の参画を進められたい。 

 

提言３ あらゆる暴力の根絶 

   女性に対するあらゆる暴力の根絶については、特にDV被害者支援のための対策を講じられたい。 

 

提言４ 生涯を通じた健康づくりの推進 

   自分の健康を主体的につくる考えを基本に、健康相談、健康診査、母子保健事業の推進など、生涯

を通じた女性の健康支援を総合的に取り組まれたい。 

 

提言５ 誰もが安心して暮らせる社会の形成 

   ひとり親、貧困等により困難を抱えた人が、安心して暮らせる環境の整備に向けた取組を進められ

たい。 

３ 提言について 
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４ 

 

（１）国の法律との関係 

① 男女共同参画社会基本法第１４条第３項に規定する、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です。 

② 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項に規定する、女性の職業生  

 活における活躍の推進に関する施策についての計画（女性活躍推進計画）として位置付け

るものです。また、推進計画に該当する施策等は、第３章基本目標Ⅰ及びⅡとなります。 

③ 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2条の3第3項に規定する、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（ＤＶ

対策基本計画）として位置付けるものです。また、基本計画に該当する施策等は、第３章

基本目標Ⅲとなります。 

 

（２）国・県の計画との関係 

国の「第4次男女共同参画基本計画」及び県の「第3次長崎県男女共同参画基本計画」との整

合性を図りながら策定・推進するものです。 

 

（３）市の総合計画、市の関連する各部門計画との関係 

「第５次大村市総合計画」（平成28年度～37年度）の政策「お互いを尊重し、誰もが活躍

できる社会づくり」の中での個別計画として位置付け、整合性を図りながら、関連する各部門

計画と連携する計画です。 

 

（４）市民・事業者・市民団体等との関係 

男女共同参画社会の実現に向けた施策を展開していく上で基本となるものであり、家庭・学

校・職場・地域その他のあらゆる分野において、市、市民、事業者、民間団体等が協働して進

めるものです。   

  　　 連　携

           

　　 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　      整　合(国) 第4次男女共同参画基本計画

(県) 第3次長崎県男女共同参画基

本計画

第４期

おおむら男女共同参画プラン

市における

関連する各部門計画

第５次大村市総合計画

男女共同参画社会基本法

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

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

 

４ 本プランの性格 
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男女共同参画社会基本法（平成 11 年 6 月 23 日公布・施行） 

 

 

男女の個人としての尊厳を
重んじ、男女の差別をなく
し、男性も女性もひとりの人
間として能力を発揮できる
機会を確保する必要があり
ます。 

 

 
男女共同参画づくりのため
に、国際社会と共に歩むこと
も大切です。他の国々や国際
機関と相互に協力して取り組
む必要があります。 

 

 

固定的な役割分担意識にとら
われず、男女が様々な活動が
できるように社会の制度や慣
行の在り方を考える必要があ
ります。 

 

 

男女が対等な家族の構成員と
して、互いに協力し、社会の
支援も受け、家族としての役
割を果たしながら、仕事や学
習、地域活動等ができるよう
にする必要があります。 

 

男女が社会の対等なパートナ

ーとして、あらゆる分野にお

いて方針の決定に参画できる

機会を確保する必要がありま

す。 

基本理念 

  

  

 
 
●基本理念に基づき、男女共同参

画基本計画を策定 
・・・・・・・・・・・・・・・・ 
●積極的改善措置を含む男女共

同参画社会づくりのための施
策を総合的に策定・実施 

 
 

●基本理念に基づき、男女共同
参画社会づくりのための施策
に取り組む 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
●地域の特性を活かした施策の

展開 

 
 
●男女共同参画社会づくりに協

力することが期待されている 

 

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 9 月 4 日公布・施行） 

 

（１）女性に関する採用、昇進等

の機会の積極的な提供及びその

活用と、性別による固定的な役割

分担等を反映した職場慣行が及

ぼす影響に配慮が行われること 

（２）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

整備により、職業生活と家庭生

活との円滑かつ継続的な両立を

可能にすること 

（３）女性の職業生活と家庭生活

と両立に関し、本人の意思が尊重

されるべきこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   基本的な考え方 第２章 

 
男女の人権 

の尊重 

国際的協調 
社会における 

制度又は 
慣行について 

の配慮 

政策等の立案 
及び決定への 

共同参画 

家庭生活に 
おける活動と
他の活動の 

両立 

  

●３つの基本原則 

 

 

 

地方公共団体の責務 国の責務 国民の責務 

この法律では、男女共同参画社会を実現するための 5

本の柱（基本理念）を掲げています。 

また、行政（国、地方公共団体）と国民それぞれが果た

すべき役割（責務、基本的施策）を定めています。 

この法律では、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の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要として 

３つの基本原則を掲げています。 

第３条 

第９条 第８条 

第７条 

第６条 

第４条 

第５条 

第 10 条 
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1 プランの基本理念 

 

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、職場や家庭・地域において市民一

人ひとりが自分らしくその個性と能力を十分に発揮し、いきいきと暮らし活躍することので

きる社会を目指し、本プランの基本理念を次のように定めて、本市における男女共同参画の

取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 プランの基本目標 

 

本プランは、基本理念を踏まえ、次の3つの基本目標を設定し、各種施策を総合的かつ計画

的に推進します。 

 

基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍  

 

政策や方針決定過程への女性の参画を拡大するとともに、家庭、地域社会、防災分野など

へも女性の参画拡大を推進します。また、男女が差別されることなく、一人ひとりが意欲と

能力を活かし、男女が共に仕事と家庭生活等を両立できる暮らしやすい社会となるよう、働

き方の見直し、ワーク・ライフ・バランス等に関する取組を行い、あらゆる分野における女

性の活躍を推進していきます。 

 

 

基本目標Ⅱ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり  

 

男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画の視点に立ち、性別に基づく固定的な役割

分担意識、性差に関する偏見の解消に努め、また、男女共にライフスタイルを柔軟に選択で

きるよう、社会制度・慣行について見直すとともに、それを支える育児・介護の支援基盤の

整備を推進していきます。 

 

 

誰もが 活躍できる 社会をめざして 
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基本目標Ⅲ 男女の人権尊重と安心な暮らしの実現  

 

男女の人権が尊重され、安心して暮らせる社会の実現のため、女性に対するあらゆる暴力

の根絶に向けた施策や、男女が互いの性差に応じた、生涯を通じた健康づくりの推進に取り

組むとともに、ひとり親世帯、高齢者や障がいのある人など生活上の困難を抱える人への支

援を含め、誰もが安心して暮らせるための環境整備を推進していきます。 

 

 

 

 

 

3 プランの期間 

 
このプランの期間は、平成２９年度から平成３３年度までとします。 

なお、計画期間中に社会情勢の変化があった場合は、必要に応じてプランを見直すものと

します。 
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４ 施策の体系 

(1) 審議会等への女性の参画促進 P 20

(2) 役職等への女性の登用推進 P 21

(3) 市政への女性の参画促進 P 21

(1) 女性の雇用環境の整備に向けた取組の推進 P 22

(2) ワーク・ライフ・バランスの推進 P 23

(3) 女性のための再就職・起業支援 P 23

(1) 女性の能力開発（エンパワーメント）の推進 P 24

(2) 自営業における女性の自立の促進 P 25

(1) 家庭における男女共同参画の推進 P 26

(2) 地域社会における男女共同参画の推進 P 27

(3) 防災における男女共同参画の推進 P 27

(1) 子育て支援の充実 P 29

(2) 介護サービスの充実 P 29

(1) 男女共同参画の理解の促進 P 30

(2) 男女共同参画意識の普及啓発 P 31

(1) 学校等における男女平等教育の推進 P 32

(2) 多様な学習機会の充実 P 33

(1) 人権が尊重される社会づくり P 35

(2) 女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者支援 P 36

(1) 生涯を通じた健康支援 P 38

(2) 妊娠・出産等に関する健康支援 P 40

(1) ひとり親家庭の生活安定と自立支援 P 41

(2) 高齢者や障がい者への支援 P 42

(3) 貧困による生活上の困難を抱える人への支援 P 43

具体的な施策
基 本
理 念

4

1

2

制度・慣行の見直
しと意識改革に向
けた普及啓発の推
進

男女共同参画を推
進する教育・学習
の充実

政策・方針決定過
程への女性の参画
拡大

働き方の見直し、
仕事と生活の調和
と女性の活躍推進

Ⅰ　あらゆる分野にお
　　ける女性の活躍

Ⅱ　男女共同参画社会
      の実現に向けた基
　　盤づくり

1

男女共同参画の視
点に立った支援の
充実

ﾍﾟｰｼﾞ

3

　

 
誰
も
が
　
　
活
躍
で
き
る
　
　
社
会
を
め
ざ
し
て

基本目標 施策の方向

女性の経済的地位
と能力の向上

家庭・地域社会に
おける男女共同参
画の推進

互いの人権を尊重
する社会の推進

生涯を通じた健康
づくりの推進

誰もが安心して暮
らせる生活基盤の
整備

2

3

1

2

3

Ⅲ　男女の人権尊重と
　　安心な暮らしの実
      現

基 本

理 念

誰
も
が

活
躍
で
き
る

社
会
を
め
ざ
し
て
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基本目標Ⅰ  あらゆる分野における女性の活躍 

 

プランの推進を図るための指標

25.6 % 35.0 %

20.0 % 35.0 %

33 人 60 人

40.0 %

152 組 177 組

28 人 60 人

1,300 件 1,450 件

53.2 % 80.0 %

ー

地域げんき課

基本目標Ⅰ 施策の方向

あらゆる分
野における
女性の活躍

１　政策・方針決定過程への女性の参画拡大

２　働き方の見直し、仕事と生活の調和と女性の活躍推進

３　女性の経済的地位と能力の向上

４　家庭・地域社会における男女共同参画の推進

基準値
(H28年度)

目標値
(H33年度)

商工振興課

項　　　　　　　目 主管課

審議会等への女性委員の参画割合 男女いきいき推進課

産業支援センターを活用した女性の割合

女性のための再就職講座参加者数 男女いきいき推進課

地区別ミーティングの参加者のうち女性の
参加率

ボランティア団体のボランティアセンター
利用件数

男女いきいき推進課

自主防災組織の結成率 安全対策課

家族経営協定の締結組数 農業委員会

男性の生活自立のための実践講座参加者数
男女いきいき推進課
社会教育課

 

 

 

                                  基本目標と施策の展開 第３章 
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具体的な施策 

 

施策の方向 1  政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

 

〈課題と今後の方向性〉  

近年、女性の社会進出は様々な分野に広がりつつありますが、いまだ男性中心の社会であ

り、行政組織や各種団体等における政策・方針決定の場には女性があまり参画できていない

のが現状です。性別にかかわらず、持てる能力に応じて社会で活躍する機会を得るためには、

個人の能力に応じた人材活用に対する取組が求められています。 

女性の参画拡大について、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

を掲げました。 

なお、参考として、本市の市職員における管理職（課長級以上）に占める女性職員の割合

は、平成27年より2.3ポイント上昇し、8.9％(平成28年4月1日現在)となっています。行政

の政策決定は、一人ひとりの市民生活に大きな影響を与えることから、社会の対等な構成員

としての女性の参画拡大は重要であり、行政が率先して参画を推進する取組を進めることが

必要です。 

また、市の審議会等への女性委員の登用率は25.6％（平成28年4月1日現在）で、年々上

昇はしているものの、平成28年度の目標値33.3％にはとどいていません。 

今後も、審議会等への女性委員の積極的な登用を進めるとともに、地域社会や各種団体に

ついても働きかけを行い、政策・方針決定過程への女性の参画をさらに拡大していきます。 

 

 

 

  

 

① 審議会等への女性の参画促進 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

審議会等委員

への女性の積

極的な登用 

団体推薦委員における女性の登用について、関係団

体への理解と協力を求めるなどの取組を行い、女性

の積極的な選考に努めます。 

男女いきいき推進課

審議会等所管課 

２ 

女性の積極的

な参画に向け

た啓発の推進 

政策・方針決定過程への女性の積極的な参画を推進

するため、女性自らの意識向上、意識改革も必要で

あることから啓発を進めていきます。 

男女いきいき推進課 
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② 役職等への女性の登用推進 

 

 

 

③ 市政への女性の参画促進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

各種機関・各種

団体等への女

性の登用促進 

各種機関・団体等に対し、方針決定の場に女性の参

画が必要であることを啓発し、役員等への登用促進

を働きかけます。特に、ＰＴＡや町内会等の会長な

どへの積極的な女性の参画を推進していきます。 

男女いきいき推進課

地域げんき課 

学校教育課 

社会教育課 

２ 

市における管

理職等への女

性の登用推進 

女性職員が幅広い分野において活躍するために、多

様な職務経験を積めるような人事配置、意欲向上・

能力開発などの人材育成研修を実施し、女性職員の

管理職等への積極的な登用を図ります。 

人事課 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

地区別ミーテ

ィングへの女

性の参加推進 

市政の状況を市民に説明するとともに、広く市民の

声を市政に反映させるため、男女が共に参加する各

地区でのミーティングへの女性の参加促進に努めま

す。 

地域げんき課 

２ 
一日婦人議会

の開催 

教育・子育て・環境などの身近な課題を女性の立場

で取り上げ、市側へ質問し回答を求める一日婦人議

会を開催し、女性の市政への参画を進めていきます。 

男女いきいき推進課

社会教育課 
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施策の方向 ２   働き方の見直し、仕事と生活の調和と女性の 

活躍推進 
 

〈課題と今後の方向性〉 

女性の活躍が進まない要因の１つに、固定的な性別役割分担意識があり、性差に関する偏見

やそれに伴う社会制度・慣行があると考えられます。 

  働く場面では、男性中心の長時間勤務などを前提とした従来の働き方が見受けられ、育児・

介護等と両立して働きたい女性が活躍できない背景となっています。 

また、生活の場面でも、これまで男性は、家事・育児・介護等への参画が十分と言える状況

でなかったため、女性の家事等への負担が大きくなっています。 

こうしたことから、性別にかかわらずその個性と能力を発揮できるよう、多様な働き方への

転換など家庭と仕事の両立を支援し、事業所等に対し関係機関と連携して啓発などを行ってい

きます。また、ワーク・ライフ・バランスについての正しい知識の啓発を行い、男女ともに働

きやすい環境の醸成に取り組んでいきます。 

 

 

具体的な施策 
 

①  女性の雇用環境の整備に向けた取組の推進 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

男女雇用機会均

等法等の普及啓

発 

雇用における男女の均等な機会と待遇を確保するた

めの男女雇用機会均等法※や女性活躍推進法に関す

る情報について、関係機関と連携し周知に努めます。 

男女いきいき推進課

人事課 

商工振興課 

２ 

「Ｍ字カーブの

問題」の解消に

向けた取組の推

進 

女性が出産、子育てなどにより就業を中断すること

なく継続できるよう、関係機関との連携を図りなが

ら「Ｍ字カーブ※の問題」の解消や経営者等の意識

改革に向けた取組を推進していきます。  

男女いきいき推進課

商工振興課 

３ 
ハラスメント防

止対策の推進 

事業所等におけるハラスメントの防止のため、関係

機関と連携し関係法令等の周知に努めます。 

男女いきいき推進課

商工振興課 

４ 

育児休業・介護

休業制度の普及

促進 

男女共に育児休業、育児短時間勤務、介護休暇等の

自主的な取得を促すため、気兼ねなく制度を活用で

きる支援体制など職場環境の整備が必要です。関係

機関と連携し、事業主に対して育児休業・介護休業

制度の定着を図るために情報提供や理解促進に努め

ます。 

男女いきいき推進課

人事課 

商工振興課 
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② ワーク・ライフ・バランスの推進 

 
 

③ 女性のための再就職・起業支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 
意識啓発の推

進 

仕事と家庭の両立に関する意識啓発のための講座の

開催や広報紙等による情報発信を行います。 
男女いきいき推進課 

２ 
働き方の見直

しの推進 

ワーク・ライフ・バランスが図られるよう、関係機

関と連携し、市内事業所等に長時間労働の削減や年

次休暇の取得促進など周知啓発を行い、働き方の見

直しを推進していきます。 

男女いきいき推進課 

人事課 

商工振興課 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 
再就職希望者

に対する支援 

ハローワークやフレッシュワークと連携したきめ細

かな就職相談、情報提供や各種講座を開催します。 

男女いきいき推進課 

商工振興課 

２ 
起業を目指す

女性への支援 

起業を考えている女性を対象に、先輩起業者による

講演、事業の課題や事業計画書の作成などをテーマ

にセミナー等を開催するなど、起業者の育成を図り

ます。 

男女いきいき推進課 

商工振興課 

※ 男女雇用機会均等法：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。 

※ Ｍ字カーブ：日本の女性の労働力人口比率を年齢階級別にグラフ化したとき、３０歳代を谷として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。Ｍ字を描く原因は、出産・子育

てを期に離職する女性が多いことにある。なお、国際的にみると台形型に近くなっている国が多く、先進

国でＭ字を描く国は日本だけと言われている。 
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施策の方向 ３  女性の経済的地位と能力の向上 

 

〈課題と今後の方向性〉  

 女性が社会の構成員として、様々な分野における活動に参画できるようにするためには、

女性自身の能力を引き出すエンパワーメント※を推進していく必要があります。 

 女性が多様な能力を身に付けて発揮できるように、学習機会を充実させ社会的役割と責任

を担える人材の育成に努めていきます。 

 また、商工業や農林水産業等で自営業に従事する女性が十分に評価されるよう、就業条件

の整備や男女のパートナーシップ※の確立について働きかけていき、女性の経済的自立を側面

から支援します。 

 

 

具体的な施策 

① 女性の能力開発(エンパワーメント)の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 
女性の人材育

成の推進 

女性のエンパワーメントを推進するため講座・セミ

ナーを積極的に開催し、学習機会の提供に努めます。 

男女いきいき推進課

社会教育課 

２ 
女性の地域社

会参画の推進 

地域における女性の新たな活動機会の創出や方針決

定過程の場への女性の積極的な参画を促進していき

ます。 

男女いきいき推進課

社会教育課 
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② 自営業における女性の自立の促進 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

経済的自立を

目指す女性の

創業や経営へ

の支援 

事業経営に必要な知識やノウハウなどの充実を図る

ため、産業支援センターを活用し、経済的自立を目

指す女性の創業や事業経営の売上向上等に関する情

報提供を行います。 

商工振興課 

２ 

女性農業者の

経済的地位の

向上 

農家経営のパートナーとして、労働対価、休日・休

暇の均等な取得など女性の就労環境の改善に向けた

家族経営協定※の普及と充実に努めます。また、地域

農業の中核を担う認定農業者の育成を図り、女性の

認定農業者の拡大を促進します。 

農林水産振興課 

農業委員会 

※ パートナーシップ：友好的な協力関係 

※ エンパワーメント：力をつけること。また、自ら主体的に行動することによって状況を変えていこうと

する考え方のこと。 

※ 家族経営協定：家族農業経営に携わる各世帯が、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などについて、家族間の十

分な話し合いに基づき取り決めるもの。 
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施策の方向 ４  家庭・地域社会における男女共同参画の推進 

 

〈課題と今後の方向性〉  

 共働き世帯が増加傾向にある中、市民意識調査では、家庭内での役割分担について、依然

として、女性が多くの家事や育児を担っている現状がうかがえました。 

女性が地域社会において活躍の機会を拡大していくためには、女性に偏りがちな家事・育

児・地域活動などの負担を見直すことが大きな課題となります。そのためには、パートナー

である男性が家事・育児等を自らのことと捉え、主体的に参画するための意識啓発を推進す

る必要があります。 

 また、地域において、方針決定過程への女性の参画を拡大するため、各種機関・団体等へ

の女性の加入促進、役員・委員への登用促進を働きかけていきます。 

平成２３年３月1１日の東日本大震災を教訓に防災への取組は、地域社会における大きな

課題となっており、男女のニーズの違いや多様な生活者の視点に配慮した防災対策が求めら

れています。地域防災における住民の自助・共助の取組についても、平常時から男女共同参

画の多様な視点をもって防災に取り組んでいきます。 

 

 

具体的な施策 

① 家庭における男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 
啓発と学習機会

の充実 

家族が互いに尊重し協力し合い、家事、育児、介護

などに取り組むよう、啓発活動や学習機会の提供に

努めます。 

男女いきいき推進課 

社会教育課 

こども政策課 

２ 

家事・育児等へ

の男性の参画推

進 

男性が家事・育児等を自らのことと捉え、主体的に

参画する動きを広めるため、男性を対象とした意識

啓発に努めます。 

男女いきいき推進課 

社会教育課 

こども政策課 
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② 地域社会における男女共同参画の推進 

 

 

③ 防災における男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

地域活動にお

ける男女共同

参画促進 

地域活動への男女共同参画の必要性について周知啓

発を行い、地域活動の担い手としての女性の参画を

促進します。 

男女いきいき推進課

社会教育課 

２ 
ボランティア

活動の推進 

ボランティア団体等の活動支援や情報発信、団体間

のネットワーク化を推進します。また、子育てや介

護、障がい者の社会参加活動などのサポートを行う

ための各種養成講座の開催を通じて、ボランティア

活動を促進します。 

男女いきいき推進課 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 
自主防災組織

結成の促進 

男女が共に参画し、自発的に防災活動を行う自主防

災組織結成を促進します。 
安全対策課 

２ 

防災対策にお

ける女性の参

画拡大の推進 

防災対策に男女共同参画の視点を反映するため、防

災会議における女性委員の登用率を高めていきま

す。 

危機管理課 

３ 

男女共同参画の

視点に配慮した

避難所の運営 

災害時の避難所等において、性別や年齢、障がいの

有無、国籍などに関わらず、被災者一人ひとりの人

権が守られ、安全に安心して生活できるようにする

ためには、男女共同参画の視点が必要です。また、

避難所の運営においては、男女のニーズの違いなど

男女共同参画の視点に十分配慮し、男女双方がリー

ダーとして参画するなど防災分野における男女共同

参画の推進を図ります。 

安全対策課 
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基本目標Ⅱ  男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり 

 

プランの推進を図るための指標

41.9 ％ 60.0 ％

47.0 ％ 60.0 ％

1,927 人 2,100 人

254 人 300 人

8,706 件 9,000 件

2,136 人 3,600 人

1,561 人 1,875 人

男女共同参画講座・講演会への参加者数 男女いきいき推進課

地域への男女共同参画出前講座の参加者
数

男女いきいき推進課

項　　　　　　　目 主管課

「男女が平等な社会」と感じる人の割合 男女いきいき推進課

「男女共同参画社会」について理解して
いる人の割合

男女いきいき推進課

基準値
(H28年度)

目標値
(H33年度)

基本目標Ⅱ 施策の方向

１　男女共同参画の視点に立った支援の充実

３　男女共同参画を推進する教育・学習の充実

男女共同参
画社会の実
現に向けた
基盤づくり

２　制度・慣行の見直しと意識改革に向けた普及啓発の推進

放課後児童クラブを利用する児童数 こども政策課

子育て相談件数 こども政策課

病児保育施設を利用する幼児数 こども政策課
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施策の方向 １  男女共同参画の視点に立った支援の充実 
 

〈課題と今後の方向性〉  

 社会における活動や個人の生き方が多様化する中で、男女共同参画の視点に立ち、男女

がともにライフスタイルを柔軟に選択でき、仕事と家庭に関する責任を担える社会の構築

が必要です。 

そのためには、育児・介護の支援基盤の整備が重要であることから、様々な保育ニーズ

に対応するため一時保育や延長保育など保育サービスの充実に努めます。 

 また、在宅医療・介護連携の推進や認知症施策の充実等により家族の介護負担の軽減を

図っていきます。 

 

具体的な施策 

 
① 子育て支援の充実 

 

② 介護サービスの充実 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

仕事と子育て

の両立のため

の教育・保育サ

ービスの充実 

保育所、認定こども園※、幼稚園等における定員の見

直しや施設の計画的な整備を進め、教育・保育環境

の充実を図ります。また、保護者が安心して就労で

きる環境を整えるため、一時保育、延長保育、病児

保育※など保育サービスの充実に努めます。 

こども政策課 

２ 

地域における

子育て支援の

充実 

市内の保育所・認定こども園を地域に密着した子育

て支援拠点「子育て支援センター」として位置付け、

地域住民と親子の交流や子育てサークル活動の支

援、相談対応、子育て講座の開催などを実施し、地

域における子育て支援の充実に努めます。 

こども政策課 

３ 
放課後児童の

居場所づくり 

放課後に保育を要する小学生を対象に、適切な生活

の場を提供する放課後児童クラブの充実を促進しま

す。また、放課後や週末等に子どもの安全・安心な

活動拠点として学校の空き教室を活用して体験や学

習活動の場となる放課後子ども教室を開催します。 

こども政策課 

社会教育課 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 
介護サービス

の充実 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、

介護、医療、疾病予防、生活支援サービスの充実を

図り、特に認知症の支援を強化するなど、地域包括

ケアシステムの構築を目指します。 

長寿介護課 
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施策の方向 2  制度・慣行の見直しと意識改革に向けた 

普及啓発の推進 
 

〈課題と今後の方向性〉  

 男女共同参画社会の実現には、「男女が社会のあらゆる分野で性別にかかわらず個性と

能力を十分に発揮できる社会づくりが重要である」という意識を育てていくことが必要で

す。 

人々の意識の中に長い時間をかけて形成された「固定的性別役割分担意識」は、これま

での取組により徐々に解消されているようですが、まだまだ残っています。 

  女性も男性も固定的な役割分担にとらわれず、様々な活動に参画していける環境を整備

していくことが必要です。男女共同参画社会の視点に立って、社会制度・慣行について見

直すとともに意識改革に向けた普及啓発に取り組んでいきます。 

 

具体的な施策 

体的な施策 
① 男女共同参画の理解の促進 

 

 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 
男女共同参画

講演会の実施 

「おおむら男女共同参画推進事業実行委員会」と連

携し、男女共同参画に関する講演会を開催します。 
男女いきいき推進課 

２ 

男女共同参画

推進センター

を活用した情

報提供 

男女共同参画の視点に立った各種講座・研修会・パ

ネル展示等を実施し情報提供を行います。また、男

女共同参画を推進するため「男女共同参画週間（毎

年6月23日から6月29日）」に合わせ「ハートパル

まつり」を開催します。 

男女いきいき推進課 

３ 
市民意識調査

の実施 

男女共同参画についての現状等を把握するため、プ

ランの見直し時期に合わせて「男女共同参画に関す

る市民意識調査」を実施します。また、男女共同参

画社会の理解度や男女平等観について、毎年市民ア

ンケートを実施します。 

男女いきいき推進課

企画政策課 

４ 

市職員を対象

とした研修の

実施 

男女共同参画について正しく理解し、業務に活かす

ことができるよう、市職員を対象とした男女共同参

画に関する研修を実施します。 

男女いきいき推進課

人事課 
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② 男女共同参画意識の普及啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 
広報による意

識の啓発 

男女共同参画に関する様々な情報の収集に努め、「広

報おおむら」、市ホームページ、ケーブルテレビ等

を活用し、男女共同参画意識の啓発を行います。 

男女いきいき推進課 

２ 

男女共同参画

に関する最新

情報の提供 

「男女共同参画推進センターだより・ハートパル」

を毎月発行し、各種講座・講演会等の告知・報告を

行います。また、「男女共同参画週間」※、「人権週

間」※、「男女雇用機会均等月間」※などを取り上げ、

男女共同参画に関する情報をタイムリーに提供しま

す。 

男女いきいき推進課 

※ 認定こども園：小学校就学前の子どもへの幼児教育・保育の提供及び地域における子育て支援の実施

を行う機能を有するものとして、県から許可・認定された施設。 

※ 病児保育：保護者が働いている場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難なとき、病

院で病気の子どもを一時的に保育する。 

※ 男女共同参画週間：毎年6月23日から29日まで。男女共同参画社会基本法の公布日である6月23日

にちなみ、同法の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるために定められた。 

※ 人権週間：毎年12月4日から10日まで。世界人権宣言が採択された日である12月10日を記念して

世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚を図るために定められた。 

※ 男女雇用機会均等月間：毎年6月。男女雇用機会均等法の公布日である6月1日にちなみ、職場におけ

る男女均等について労使をはじめ社会一般の認識と理解を深める機会とするために定められた。 
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施策の方向 3   男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

 
〈課題と今後の方向性〉  

 次世代を担う子どもたちが、性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮し、多様な生

き方が選択できるようにするためには、学校教育等を通じた男女共同参画への理解促進が重

要です。 

そのためには、幼児期からの家庭教育や学校教育等において、ジェンダー※にとらわれない

男女平等の教育の充実が必要です。 

 学校教育は、子どもが社会性を培う中で重要な役割を担っています。その中で指導者であ

る教師等の言葉や態度は、子どもたちに大きな影響を与えるものであるため、教職員等への

意識啓発に取り組みます。 

また、地域、職場などにおいても、男女共同参画社会への理解を深めるための学習機会を

提供していきます。 

 

 

 

具体的な施策 
 

 

① 学校等における男女平等教育の推進 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 
男女平等を推

進する教育 

子どもの発達段階に応じて、男女の平等、男女の相

互理解と協力の重要性など男女共同参画の視点に立

った教育の充実を図ります。 

学校教育課 

２ 
教職員等の研

修 

教育に携わるすべての職員が男女共同参画の理念を

理解し、意識を高め、教育に反映できるよう研修の

充実に努めます。 

学校教育課 

こども政策課 

３ 
家庭科教育の

充実 

家庭科教育においては、男女が互いに協力し、家庭

を築くことの重要性について認識を深めさせるな

ど、男女共同参画の視点に立った学習指導に努めま

す。 

学校教育課 

４ 

性別にとらわ

れない進路指

導 

進路指導に携わる教育関係者が固定的な性別にとら

われることなく、生徒等一人ひとりが自らの生き方

を考え、主体的に進路を選択する能力、態度を身に

付けるような指導に努めます。 

学校教育課 
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② 多様な学習機会の充実 

                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

男女共同参画

を推進する講

座の開催 

男女共同参画について、理解し行動できる人材を育

成し、意識の高揚を図るため、各種講座を開催しま

す。 

男女いきいき推進課 

２ 

男女共同参画

出前講座の開

催 

一人でも多くの市民に男女共同参画について関心を

もってもらうため、地域の団体やグループ等の活動

の場に出向き、「女性の人権」「子育て」「ワーク・

ライフ・バランス」「ＤＶ」などをテーマに講座を

開催します。 

男女いきいき推進課 

３ 
男性向け講座

の開催 

男性の家庭・地域への参画を促進するため、男性へ

の意識啓発の講座を実施するとともに、男性の家事

への参加を促すため、男性料理教室などを開催しま

す。 

男女いきいき推進課

社会教育課 

※ ジェンダー：「男らしさ、女らしさ」など、それぞれの性にふさわしいとされる行動や態度など社会的、

文化的に形成された性別のこと。生物学的な差異に基づく男女の性別とは区別する。 
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基本目標Ⅲ  男女の人権尊重と安心な暮らしの実現 

 

プランの推進を図るための指標

418 人 500 人

1,790 人 3,000 人

28.1 ％ 60.0 ％

26.5 ％ 50.0 ％

30.5 ％ 50.0 ％

75 ％ 100 ％

78 人 90 人

高等職業訓練促進給付費制度利用による
就職率

こども家庭課

生活保護受給者で就労開始した人の数 保護課

配偶者等からの暴力の相談窓口を知って
いる人の割合

男女いきいき推進課

乳がん検診受診率 国保けんこう課

子宮がん検診受診率 国保けんこう課

項　　　　　　　目 主管課

人権教育啓発のための講演会及び研修会
の参加者数

学校教育課

デートＤＶ予防講座参加者数 男女いきいき推進課

基準値
(H28年度)

目標値
(H33年度)

３　誰もが安心して暮らせる生活基盤の整備

基本目標Ⅲ 施策の方向

１　互いの人権を尊重する社会の推進

２　生涯を通じた健康づくりの推進

男女の人権
尊重と安心
な暮らしの
実現
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施策の方向 1  互いの人権を尊重する社会の推進 

 

〈課題と今後の方向性〉  

誰もが人として尊重され、自由であり、平等であり、差別されてはならないという権利が

あります。しかし現実には、女性や子ども、高齢者等に対する暴力や虐待、学校におけるい

じめ、障害者、外国人市民、性同一性障害を有する人等に対する偏見や差別など、様々な人

権侵害が存在しています。一人ひとりの人権が尊重され、自分らしく生きることができる社

会をつくることが重要です。 

特に、配偶者等からの暴力（DV）、性犯罪、ストーカー行為などの主に女性に対するあら

ゆる暴力は、個人の尊厳を著しく侵害するものであり、暴力を生まないための予防教育を始

めとした暴力を容認しない社会環境づくりも重要な課題です。 

女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者支援に向けて、多様な機会を通じて意識啓発を

行うとともに、関係機関と緊密に連携し、相談窓口の周知や相談支援体制の充実を図ってい

きます。 

また、最近では、性的少数者（LGBT）※の人権問題が顕在化しつつあり、性的指向※や性

同一性障害※への理解の促進など新たな取組が必要となっています。 

     

具体的な施策 

① 人権が尊重される社会づくり 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 
人権教育講演

会の実施 

人権に関する意識の高揚を図るため、人権教育講演

会を開催します。 
学校教育課 

２ 

保育士、幼稚

園 ・小中学校

教諭を対象と

した研修会の

実施   

人権尊重を基本とした、教育・保育を行うため、保

育士、保育教諭、幼稚園教諭・小中学校教諭への研

修を充実させます。 

学校教育課 

こども政策課 

３ 
人権相談の充

実 

「広報おおむら」やホームページ等で人権に関する

情報や人権相談の窓口等について広く情報提供を行

い、人権相談業務を充実させます。 

地域げんき課 

(市民110番) 

４ 

性的指向や性

同一性障害者

等への理解促

進 

性的指向や性同一性障害等に関する正しい情報によ

り人権への理解を深めていくために、研修会・講演

会等により、理解促進に努めます。 

男女いきいき推進課

学校教育課 
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② 女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者支援 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 
DV等防止の意

識啓発の推進 

配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為など

の女性に対する暴力の根絶に向けて、広く市民に対

して「広報おおむら」や「ハートパルだより」、ホ

ームページ等を通じて、意識の啓発を図るとともに、

ＤＶ等が人権侵害であるとの認識を深めるための研

修会や講座を開催します。 

男女いきいき推進課 

２ 
デートDV予防

講座の実施 

DVの防止には、中学・高校生などの早い時期からの

予防教育が有効であることから、学校におけるデー

トDV※予防講座を開催します。 

男女いきいき推進課 

３ 
相談窓口の周

知 

「広報おおむら」や「ハートパルだより」、ホーム

ページ等を活用し相談窓口の周知を図ります。また、

相談機関が記載されたカードとリーフレットを公共

施設や商業施設等に設置します。 

男女いきいき推進課 

４ 
相談体制の充

実 

様々な相談に対応するため相談員を配置し、多様

化・複雑化する相談に対して適切な対応ができるよ

う、相談員の資質向上を図ります。 

男女いきいき推進課 

５ 

ＤＶ等被害者

の支援措置申

出による支援 

警察など関係機関との連携により、ＤＶ等被害者に

対し、住民基本台帳閲覧制限や住民票の発行停止等

支援を行います。 

男女いきいき推進課 

市民課 

６ 

ＤＶ被害者に

対する住居確

保の支援 

ＤＶ被害者に対し、市営住宅などの申込み等に関す

る情報提供を行います。 

男女いきいき推進課 

建築課 

7 
関係機関との

連携強化 

経済面など、多くの問題を抱えているＤＶ等の被害

者を支援するため、関係機関との連携を強化します。 

男女いきいき推進課 

保護課 

こども家庭課 

地域げんき課 

(市民110番) 

長寿介護課 
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※ 性的少数者（ＬＧＢＴ）：セクシュアルマイノリティ（Sexual Minority）ともいう。代表的なものと

しては、女性同性愛者（レズビアン、Lesbian）、男性同性愛者（ゲイ、Gay）、両性愛者（バイセク

シュアル、Bisexual）、体の性と心の性が一致していない状態（トランスジェンダー、Transgender）

が挙げられ、これらの頭文字をとって、LGBTと称される。 

※ 性的指向：人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、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。 

※ 性同一性障害：生物学的な性（からだの性）と性の自己意識（こころの性）が一致しないため、社会生

活に支障がある状態 

※ デートDV：10代や20代などの若い世代に生じる交際相手からの暴力。配偶者からの暴力であるＤＶ

に対して、婚姻関係にない男女間で起こる暴力や行動をデートＤＶと呼んでいる。 

 

 

 

 

 

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク 

 夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシ

ュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する

暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、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。 

パープルリボン運動 

 パープルリボン運動は、1994年アメリカで始まっ

た女性に対する暴力根絶の運動です。今では、40 か

国以上の国々に広がる国際的なネットワークに発展

しています。パープルは、女性に対する暴力をなくす

運動のシンボルカラーとなっています。 
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施策の方向 2    生涯を通じた健康づくりの推進 

 

〈課題と今後の方向性〉  

男女が、互いの人権を尊重しながら思いやりを持って生活していくためには、身体の特徴

を十分理解し合い、生涯を通じて心身ともに健康であることが重要です。 

特に女性は、妊娠・出産などのほか、女性特有の更年期障害に伴う疾患等を経験する可能

性があるなど、生涯を通じて男女が異なる身体の変化や病気の問題に直面することに留意す

る必要があり、「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

視点が重要です。そのため、それぞれのライフサイクルに応じた健康支援を行うともに、疾

病に関する情報提供や検診の充実を図るなど疾病予防に取り組む必要があります。 

本市においては、子宮がん・乳がんなどの検診受診率が伸び悩んでおり各種検診の受診率

向上に向けて、より一層の普及啓発活動に努める必要があります。 

 こうしたことから、生涯を通じて健康で充実した生活を送れるよう、健康講座の開催や健

康相談、健康づくりに必要な情報提供や支援に取り組んでいきます。 

 

具体的な施策 

① 生涯を通じた健康支援 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

健康保持のた

めの相談・指導

の充実 

健康に対する不安を軽減するとともに、本人が家庭

において自ら健康管理を行い、健康の保持・増進が

図れるよう、健康相談を行います。特に女性に対し

ては、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期など

生涯にわたって女性特有の健康について、安心して

相談できる体制の充実を図ります。  

また、仕事や生活と健康の調和を踏まえ、規則正し

い生活習慣が維持できるよう、事業所などと連携し

健康教育や保健指導の充実を図ります。 

国保けんこう課 

こども家庭課 

２ 

心身の健康を

保持するため

の各種健康診

査の実施 

職場などで健診を受ける機会がない人に対し健康診

査を行います。子宮がん・乳がんなどの早期発見の

ためのがん検診及び生活習慣病の予防のための特定

健康診査の受診率向上を図ります。 

国保けんこう課 

３ 
健康講座の実

施 

健康づくりに関する意識の向上を図るとともに必要

な知識の習得のため、健康講座や公民館講座を開催

します。また、健康・福祉に関する講演、健康チェ

ックなどを体験することができる健康福祉まつりを

開催します。 

国保けんこう課 

社会教育課 
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№ 取 組 内 容 主管課 

４ 

健康づくり推

進員の養成、活

動支援 

地域で運動を通じた健康づくりを推進するため、健

康づくり推進員を養成します。また、健康づくり推

進員とともに健康づくり活動の取り組みを行いま

す。 

国保けんこう課 

５ 
食育活動の推

進 

全ての市民が「食」に関する知識と「食」を選択す

る力を習得し、健全な食生活を営めるよう、食育に

ついての情報発信や食育活動を推進します。また、

食生活改善推進員を養成し、その活動の支援を行い

ます。 

国保けんこう課 

６ 
薬物乱用防止

の啓発 

保健学習や保健指導において、薬物による健康への

害についての正しい知識を習得し、判断力を身につ

けられるよう啓発を行います。 

国保けんこう課 

学校教育課 

７ 

HIV/エイズや

性感染症対策

の推進 

HIV/エイズ※や性感染症の防止及び感染者への差

別・偏見の解消を図るため、正しい知識の普及・啓

発を行います。また、世界エイズデーにあわせて、

予防啓発を行います。 

国保けんこう課 

８ 
喫煙、飲酒対策

の推進 

喫煙や飲酒が健康に与える影響について情報提供を

行います。特に妊娠・出産・子育て時期の母子に対

して、喫煙、飲酒が胎児や生殖機能に影響を及ぼす

ことについては、十分な情報提供に努めます。また、

未成年者に対し、喫煙や飲酒が健康に与える影響に

ついて情報提供を行い、家庭、学校、地域が一体と

なってその予防を推進します。 

国保けんこう課 

こども家庭課 

学校教育課 
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② 妊娠・出産等に関する健康支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

妊産婦・新生児

に対する訪問

指導 

産後の母親の体調管理と新生児・乳幼児の順調な発

育を支援するため、乳児家庭の全戸訪問を実施しま

す。 

こども家庭課 

２ 

乳幼児・妊婦の

健康診査の推

進 

妊婦や乳幼児の病気や障害を早期発見し、治療や療

育につなげ、健やかな発達を支援します。また、育

児不安の軽減を図るために、子育てのアドバイスや

育児情報の提供、乳幼児・妊婦の健康診査を実施し

ます。 

こども家庭課 

３ 

不妊症・不育症

等支援対策事

業の実施 

不妊症や不育症※に関する相談対応の強化・充実を図

るとともに、若年層に対する妊娠・出産に関する知

識の普及・啓発を行います。また、特定不妊治療費

用及び不育治療費用の一部助成を行います。 

こども家庭課 

※ 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）：リプロダクティブ・ヘルスとは、

平成6年の国際人口/開発会議の「行動計画」及び平成7年の第4回世界女性会議の「北京宣言及び行動

綱領」において、「人間の生殖システム、その機能と(活動)過程の全ての側面において、単に疾病、障

害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされ

ている。また、リプロダクティブ・ライツは、「全てのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産

間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができると

いう基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利」とされ

ている。 

※ HIV/エイズ：HIVとは、ヒト免疫不全ウイルスのこと。また、エイズとは、HIVに感染することで引き

起こされる病気。 

※ 不育症：一般的には、妊娠はするものの2回以上の流産・死産もしくは生後1週間以内に死亡する早期

新生児死亡によって児が得られない場合。 
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施策の方向 3  誰もが安心して暮らせる生活基盤の整備 

 

〈課題と今後の方向性〉  

ひとり親世帯、特に母子家庭については、その多くが経済的に厳しい状況にあります。 

一方、父子家庭では男性が地域で孤立しがちになるなど生活上困難な状況に陥る家庭が多

いのが実情です。そのため、母子・父子家庭を問わず、子育てと生活の担い手という二つの

役割を一人で担わなければならない、ひとり親世帯への子育て・生活支援、経済的支援等、

各種支援策の充実が必要です。 

 また、高齢者の健康の保持と生活の安定を図り、人生の最後まで自分らしい暮らしを続け

ることができるために、地域で包括的なネットワークづくり等支援体制の整備が必要です。 

 障がいのある人の社会参画や雇用機会の確保については、依然として厳しい状況にはあり

ますが、障がいのある人もない人も共に生活し、社会参画ができるような環境づくりが必要

です。 

 特に、高齢単身女性や障がいのある女性が、女性であることにより困難な状況にある場合

等には、複合的な支援も必要です。 

 これらのことから、様々な生活上の困難を抱える人への相談体制を充実させ、誰もが安心

して生活することのできる環境の整備を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

具体的な施策 

① ひとり親家庭の生活安定と自立支援 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

ひとり親家庭

への経済的支

援 

ひとり親家庭の養育者に対し、生活の安定と自立を

促進するとともに、子どもの福祉の増進を図るため、

児童扶養手当の支給や福祉資金貸付金など経済的支

援を行います。 

こども政策課 

こども家庭課 

２ 
母子・父子家庭

の自立支援 

母子・父子自立支援員による自立のための情報提供

及び相談等の充実を図るとともに、自立支援教育訓

練給付金や高等職業訓練促進給付金を支給すること

で、母子・父子家庭の生活の安定、自立促進を図り

ます。 

こども家庭課 
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② 高齢者や障がい者への支援 

 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

地域包括ケア

システムの推

進体制の確立 

誰もが住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続け

ることができるよう、医療や介護・看護、生活支援

など、地域の包括的な支援やサービス提供のネット

ワークである地域包括ケアシステムの構築を目指

し、関係機関との連携を強化します。 

長寿介護課 

２ 

高齢者の生き

がいづくりと

介護予防の推

進 

高齢者一人ひとりが生きがいを感じながら社会生活

を営むことができるよう環境づくりに取り組みま

す。また、加齢による身体機能の低下や生活習慣病

の発症による要介護化を予防するため、壮年期から

介護予防と生活習慣病予防を連動させた総合的な健

康づくりを推進します。 

長寿介護課 

３ 

高齢者を地域

で支える体制

の整備 

地域包括支援センターの機能を強化するとともに、

認知症総合支援対策を推進します。また、高齢者を

地域で支える拠点施設等の整備に加え、地域の支え

合い活動を推進します。 

長寿介護課 

４ 
障がい者への

支援 

障がい者が安心して自立した生活を送るために、

個々の障がい状況に応じたサービスの提供に努めま

す。また、障がい者の就労機会の拡大を図るため、

関係機関と連携し、障がい者雇用の啓発に努めます。

さらに、障がい者就労施設からの優先調達を推進す

るとともに、地域における販路拡大と障がい者の所

得向上による生活の安定を目指します。 

障がい福祉課 

 

５ 

障がい者相談

支援事業の推

進 

障がい者が自立した日常生活、社会生活を営むこと

ができるよう、様々な相談に応じるとともに、関係

機関との連携を図りながら生活支援を行います。ま

た、障がい福祉に関する普及・啓発のため、各種講

座やイベントを実施するとともに、成年後見制度の

申立てに要する経費等の助成を行います。 

障がい福祉課 

 

６ 

生活環境のバ

リアフリーの

推進 

高齢者や障がい者の社会参画を促進するため、歩道

の段差解消、住宅改修、公園等のバリアフリーを推

進します。 

長寿介護課 

障がい福祉課 

道路課 

河川公園課 

建築課 
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③ 貧困による生活上の困難を抱える人への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 取 組 内 容 主管課 

１ 

貧困による生活

上の困難を抱え

る人への相談体

制の充実 

不安定な雇用状況に置かれやすい女性は、男性に比

べて貧困に陥りやすく、特に高齢単身女性や母子世

帯に見受けられます。貧困による生活上の困難を抱

える人が、安心して生活していくための相談体制を

充実させます。 

こども家庭課 

保護課 

２ 

生活困窮者自立

支援制度に基づ

く支援の充実 

生活困窮者自立支援制度※に基づき、複合的な課題を

抱える生活困窮者からの相談に包括的かつ継続的に

対応し、相談者に寄り添った支援を実施します。 

また、経済的な課題を抱えた世帯の生徒等に対し、

学習会の開催、日常生活上の悩みや進学についての

助言を行い、学習の意欲の向上を図ります。 

福祉総務課 

※ 生活困窮者自立支援制度：官民協働による地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保給付

金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者

の自立の促進に関し包括的な事業を実施する制度。 
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 推進体制の整備・強化  
 

このプランを推進するにあたっては、市における推進体制の充実を図りながら、あらゆる

政策・方針の決定や実施について、男女共同参画の視点が反映できるよう、関係する行政機

関等と連携を強化し、総合的な取組を目指します。 

 また、プランの実行性を高めるためには、各所管が主体的かつ継続的に事業に取り組んで

いく必要があるため、本プランにおいては各取組の主管課を明記し、具体的な行動につなが

るよう推進体制の強化を図ります。  
   
 

1 連携と協働による推進 
 
（1）関係行政機関との連携 

  国・県・他市町村などと連携して、積極的な男女共同参画の情報収集に努め、各施策を

総合的に推進していきます。 

 

（2）市民・事業者・各種団体との協働 

  市民・事業者・各種団体において男女共同参画に関する取組が進むよう、情報提供・研 

 修機会の提供等を行い、男女共同参画の推進に協働で取り組みます。 

 

２ 庁内における推進体制の充実 
 
（1）大村市男女共同参画懇話会 

  学識経験者、女性関係団体に所属する方などで構成される「大村市男女共同参画懇話会」

において、プランの着実な推進を図るための施策について広く意見を聴取し、男女共同参

画に関する総合的な施策の推進を図っていきます。 

 

（2）おおむら男女共同参画推進事業実行委員会 

  大村市男女共同参画推進センター利用団体や一般市民で構成する「おおむら男女共同参

画推進事業実行委員会」と共に、男女共同参画に関する講演会等の啓発事業に取り組みま

す。 

 

（3）男女共同参画庁内推進会議 

  市の関係部長等で構成される「大村市男女共同参画庁内推進会議」において、男女共同

参画社会の形成に関する基本的かつ総合的な施策の検討及び推進を行うとともに、関係部

局及び関係行政機関との連携を充実させます。 

 

 

 

                                   プランの推進 第４章 
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（4）各課庁内推進員 

   積極的な施策事業の展開を図るため、庁内の各部署に推進員を置き、全庁的な推進体制

の強化を図ります。 

   また、推進員に対し、男女共同参画の視点を養い、市の施策に活かすことを目的とした

研修を行います。 

 

（5）大村市男女共同参画推進センター 

   「大村市男女共同参画推進センター（ハートパル）」は、男女共同参画社会を目指して、

意識啓発や人材育成、学習機会の提供、相談事業、情報提供事業等の諸事業を実施すると

ともに、団体、グループ、地域との連携・協働を推進し、市民の自発的な活動を積極的に

支援します。          

   

 

３ プランの進行管理 
    
（1）進捗状況の管理 

    毎年度具体的な施策の実施状況をとりまとめて、その進捗状況を把握し、計画期間内

における目標達成に向けた事業展開を図り、着実な進行管理を行います。 

 

（2）市民への情報公開（広報・ホームページでの公表） 

各事業等の実施状況について「進捗状況報告書」を作成し、広報おおむらやホームペー

ジ等を通じて公表します。 
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連
携

庁 内 推 進 員

大　村　市

　
　
　
　
市
 

民
・
事
業
者
・
市
民
団
体

協　働

男女共同参画庁内推進会議

連　携

関　係　部　局

　大村市男女共同
　参画懇話会

構成　学識経験者、女性
         関係団体に所属す
         る者、公募による
         者など10人以内
役割　男女共同参画に関
         する重要事項の検
         討・プランの進捗
         状況に関する協議

　 　国・県・
   　関係機関

男女いきいき推進課
（男女共同参画推進センター）

　

　推進会議
　　会長　副市長
　　委員　関係部長　9人
　　役割　本市の男女共同参画社会の
　　　　　形成に関する基本的かつ総
　　　　　合的な施策に関すること等
　

　

　幹 事 会
　　幹事長　男女いきいき推進課長
　　幹事　　関係課長　２０人
　　役割　　推進会議で決定した施策
　　　　　　に関し、必要な事務を処
　　　　　　理する。
　

　ワーキンググループ
　　部員　　関係課職員
　　役割　　男女共同参画に関する調
　　　　　　査研究

   協　議
   報　告

提　言

連　携

第4期おおむら男女共同参画プラン推進体制図
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１ 第４期おおむら男女共同参画プラン策定経過 

H

H

H

H

H

H

H

H 第4期おおむら男女共同参画プランにかかる重要施策についての提言書を市長へ提出

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

事   業 ・ 会   議 内   容

男女共同参画に関する市民意識調査
 （H28. 4.28～H28. 5.20）

20歳以上70歳未満、2000人を対象。
回収率35.2％（704人）

大村市男女共同参画懇話会(第1回) 市民意識調査の報告

大村市男女共同参画庁内推進会議
幹事会ワーキンググループ会議(第1回)

第4期おおむら男女共同参画プラン(素案)の検討

大村市男女共同参画庁内推進会議
幹事会ワーキンググループ会議(第2回)

第4期おおむら男女共同参画プラン(素案)の検討

大村市男女共同参画庁内推進会議
幹事会(第1回)

第4期おおむら男女共同参画プラン(素案)の検討

大村市男女共同参画懇話会(第2回) 提言書(素案)の検討

大村市男女共同参画懇話会(第3回) 提言書(素案)の検討

大村市男女共同参画庁内推進会議
幹事会(第2回)

第4期おおむら男女共同参画プラン(素案)の検討

大村市男女共同参画庁内推進会議(第1回) 第4期おおむら男女共同参画プラン(素案)の検討

大村市男女共同参画庁内推進会議(第2回) 第4期おおむら男女共同参画プラン(素案)の検討

大村市男女共同参画庁内推進会議(第3回) 第4期おおむら男女共同参画プラン(素案)の検討

大村市男女共同参画庁内推進会議(第4回) 第4期おおむら男女共同参画プラン(素案)の検討

平成29年12月定例市議会 全員協議会においてプラン素案の説明

大村市男女共同参画庁内推進会議(第5回) 第5期おおむら男女共同参画プラン(素案)の検討

第4期おおむら男女共同参画プランの公表 プラン製本・概要版作成・ホームページ掲載

パブリックコメント
（H29.12.26～H30. 1.19）

プラン素案に対する意見の募集
結果：意見なし

大村市男女共同参画庁内推進会議(第6回)
パブリックコメント結果報告
プラン(案)の決定

大村市男女共同参画懇話会(第4回)
第4期おおむら男女共同参画プラン最終案につい
ての意見交換

年　月　日

28． 4

28． 9．27

28．11．25

30．   2．  8

28．11．30

28．12．11

28．12．19

29．  1．23

29．  1．27

29． 12

30．   1．30

30．   2

29．  6．30

29．  7．31

29．  8．24

29．10．  6

29．10．31

29．12．19

29．11．16
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２ 第４期おおむら男女共同参画プラン策定体制図 

 
 

　

 

   大村市男女共同
     参画懇話会

　　     （構　成）
　　学識経験者、女性
      関係団体に所属す
   　る者、公募による
　   者など10人以内

　
 

市
 
 
 
 
 
 
 

民

　　　　　関　係　各　課
　 　（具体的施策の検討・作成）

市　　　長
（プランの策定）

　

　　　　　推　進　会　議
　　会長　副市長
　　委員　関係部長　9人
　

　

　　　　　　幹 　事　 会
　　幹事長　男女いきいき推進課長
　　幹事　　関係課長　２０人
　

　　　　ワーキンググループ
　　部員　　幹事会代表課長　9人

男女共同参画庁内推進会議
（プラン素案の検討・最終案の決定）

プラン最終案報告

プランの

公表

パブリック

コメント

市民意識

調査

提 言
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３ 第４期おおむら男女共同参画プランに関するデータ 

基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍  

１１１ 

施策の方向１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大  

 

6.5 
6.8 

7.2 

7.7 8.5 

2.9 
3.1 

4.0 4.0 

5.0 

3.4 3.4 

4.4 

5.0 

6.2 

5.9 

6.7 
6.5 6.6 

8.9 

0.0

1.0
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(%)

 

 

都道府県県職員の管理職(課長相当職以上)に占める女性の割合は年々上昇している。 

平成28年4月1日現在の長崎県における割合は県（知事部局＋教育長＋警察）５.0％、

知事部局６.２％で全国平均８.５％を下回り、大村市は８.9％で上回っています。 
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施策の方向２  働き方の見直し、仕事と生活の調和と女性の活躍推進  

 

 

 

仕事と家庭の関係については、全体でみると、「仕事も家庭も両方充実しているのが理想

だが、現実的には難しい」と思う人が 90.3％で最も多く、次いで、「個人のライフスタイル

に応じた多数な働き方が選べるように社会の仕組みを変えるべきだ」87.1％、「家庭生活も

大事なので、残業時間を減らす等するべきである」と思う人が 85.2％となっています。 
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女性が再就職するために必要なことについては、全体でみると、「保育施設や子育て支援

サービス、高齢者介護の施設やサービスを充実させる」が66.2％と最も多く、次いで、「労

働時間の短縮やフレックスタイム制(自由勤務時間制)を導入する」56.7％となっています。 
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（資料 総務省統計局（平成24年）「就業構造基本調査」）

（％）

（歳）

 

 

長崎県の育児期の女性の有業率は全国平均よりも高く、育児期においては、就業を希望し

ている潜在有業率と有業率の差が大きく、働きたくても働けない層が多いことがうかがえま

す。 

 

 

 施策の方向３ 女性の経済的地位と能力の向上  

 

 

   

長崎県の平成29年３月31日現在の家族経営協定の締結数は、2,２23件であり、前年よ

り2.5％伸びています。 
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大村市の平成29年３月31日現在の家族経営協定の締結数は、152件であり、前年より

1.3％伸びています。 

 

  施策の方向４  家庭・地域社会における男女共同参画の推進 
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家庭内での役割分担については、「食事のしたく」79.3％、「洗濯」69.4％、「食料品

等の買い物」68.0％、「食事の片づけ」63.4％と多くの家事を担っているのは「妻」と回

答しています。「育児」や「PTA活動等学校行事への参加」についても、夫が積極的に関わ

っていない状況がうかがえます。 

 

 

 

 

 
 

家庭内での最終的な意思決定については、「家計費の管理」は「主として妻が行う」59.8％、

一方、「土地・家屋の購入」では「夫が行う」48.3％と半数近くを占めています。 
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平日の家事時間については、男性で最も多かったのは30分未満で32.1％、次いで30分

以上1時間未満25.9％、女性では3時間以上40％、次いで2時間以上3時間未満20.6％と

なっており、男女間では大きな差がでているようです。  

 

 

 

 

休日の家事時間については、男性が30分以上1時間未満が２８%と最も多く、次いで１時

間以上２時間未満が21.8%となっており、女性では3時間以上47.8%と最も多く、次いで

2時間以上3時間未満が20.8%、男女とも休日は家事に長い時間を掛けているようです。 
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基本目標Ⅱ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり 
         

施策の方向１  男女共同参画の視点に立った支援の充実 

 

   

大村市の平成28年度の病児保育施設年間延べ利用児童数は、2,136人であり、前年度よ 

り12.8%伸びています。 

 

 

  大村市の平成28年度の放課後児童クラブ利用登録児童数は、1,561人であり、前年度よ

り7.3%伸びています。 
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施策の方向２  制度・慣行への配慮と意識改革に向けた普及啓発の推進  

 

 

 

社会全体における男女の地位の平等観については、「社会通念や習慣・しきたり」69.7％、

「社会全体として見た場合」66.0％が男性が優遇されていると感じています。 一方、「学

校教育の場」では59.1％が平等であると感じています。 
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 施策の方向３  男女共同参画を推進する教育・学習の充実  

 

 

 

男女共同参画に関する言葉の認知度については、「イクメン」が94.4%と最も高く、次

いで、「男女共同参画社会」74.7％、「ワーク・ライフ・バランス」48.0％、「ジェンダ

ー」43.2％となっています。 
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 基本目標Ⅲ 男女の人権尊重と安心な暮らしの実現  

 
施策の方向１  互いの人権を尊重する社会の推進 

 

【ＤＶ（被害・加害）に関する経験】

（平成28年度　大村市男女共同参画に関する市民意識調査）
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DVを受けた経験等については、すべてのDVについて男性より女性の方が経験者の比率が

高くなっています。女性の回答では、「怒鳴る・無視する・脅す」の精神的DVは26.9％、

「殴る・蹴る・物を投げる、壊す」の身体的DVは19.4％、「生活費を渡さない・高価な買

い物を勝手にする・ギャンブルに入れ込む」の経済的DVは17.0％と女性が被害を受けてい

ます。 
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DV被害後の対処状況については、全体でみると、「誰にも相談しなかった」28.8％、「家

族・親族に相談した」16.9％、「友人に相談した」12.5％で、公的機関等への相談は少な

い結果となっています。 

特に男性は、「誰にも相談しなかった」と６割近くが答えています。 
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DV被害について、女性の回答でみると、誰にも相談しなかった理由は、「相談するほど

のことでもないと思ったから」47.7%と女性の半数近くが答えています。次に、「自分に

も悪いところがあると思ったから」27.7%、「自分さえ我慢すれば、なんとかこのままや

っていけると思ったから」、「相談しても無駄だと思ったから」26.2%と3割近くが答えて

います。 
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大村市では、学校等へのＤＶ予防教育をＮＰＯ法人「ＤＶ防止ながさき」に講師派遣を依

頼し、市内の中学校、高等学校生徒に対し、「デートＤＶ予防講座」を実施しており、平成

28年度は中学校615人、高等学校1,048人に対し実施しました。 

 

 

   施策の方向２  生涯を通じた健康づくりの推進 
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特定健診受診率 特定保健指導実施率

（資料：国保けんこう課）

（％）

 
特定健診受診率の５か年の推移をみると、30％台で増減を繰り返しています。本市に 

おける特定健診の受診率は、国の目標値60％を大きく下回っています。 
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【健康づくり推進員が計画した活動への市民参加者数】

（資料：国保けんこう課）

 

  健康づくり推進員が計画した各地域でのウォーキングや健康体操などへの市民の参加 

者数は、平成28年度は15,989人でした。 
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【食生活改善推進員による対話・訪問活動への市民参加者数】

 

  食生活改善推進員による対話・訪問活動への市民の参加者数は、平成28年度は 

15,206人でした 

 

（資料：国保けんこう課） 

（人） 

（人） 
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  施策の方向３  誰もが安心して暮らせる生活基盤の整備  

  

 

   高齢化の急速な進展により、昭和22年から昭和24年生まれのいわゆる団塊世代が75 

歳となる平成37年には、総人口の4分の1以上(26.5%)が65歳以上の高齢者になると見 

込まれています。                         

 

 

若い時からの働き方の影響と平均寿命の長期化とあいまって、高齢期になるほど女性が

経済的に厳しい状況に置かれるという状況が見られます。高齢者の中でも、経済的に厳し

い状況に置かれているのが高齢単身女性であり、さらに特に厳しい状況に置かれているの

が離別女性で、3人に1人が年収120万円未満です。 



67 

 

 

 

付属資料 

   

 

１ 大村市男女共同参画懇話会設置要綱 

２ 大村市男女共同参画庁内推進会議設置要綱 

３ 男女共同参画社会基本法  

４ 配偶者からの暴力の防止及び被害者に関する法律  

５ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律  

６ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律  

７ 男女共同参画の推進に関する年表  
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１

  

大村市男女共同参画懇話会設置要綱 

平成 9年 5月 30日 

告示第 106号 

（設置） 

第１条 男女共同参画社会の形成促進を図るための施策について広く意見を聴取し、男女共同参

画に関する総合的施策の推進に資するため、大村市男女共同参画懇話会(以下「懇話会」という。)

を設置する。 

（平 15告示 223・一部改正） 

（組織） 

第２条 懇話会は、委員 10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 女性関係団体に所属する者 

(3) 一般公募による者 

(4) 関係行政機関の職員 

（平 15告示 223・平 19告示 34・一部改正) 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（平 14告示 104・一部改正） 

（座長） 

第４条 懇話会に座長を置き、委員の互選により定める。 

２ 座長は、会務を総理し、懇話会の会議の議長となる。 

３ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。 

（平 15告示 223・一部改正） 

（会議） 

第５条 懇話会の会議は、必要に応じ座長が招集する。 

（庶務） 

第６条 懇話会の庶務は、総務部男女いきいき推進課において処理する。 

（平 11告示 86・平 14告示 104・平 16告示 77・平 19告示 74・平 23告示 67・平 25告 

示 37・一部改正） 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、座長が懇話会に諮って定め

る。 

（平 15告示 223・一部改正） 

 

附 則 

この要綱は、平成 9年 6月 2日から施行する。 

附 則(平成 11年 3月 31日告示第 86号) 

この告示は、平成 11年 4月 1日から施行する。 
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附 則(平成 14年 3月 29日告示第 104号) 

この告示は、平成 14年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 15年 5月 26日告示第 223号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則(平成 16年 3月 31日告示第 77号) 

この告示は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 19年 3月 23日告示第 34号) 

この告示は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 19年 3月 31日告示第 74号) 

この告示は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 23年 3月 31日告示第 67号) 

この告示は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 27日告示第 37号) 

この告示は、平成 25年 4月 1日から施行する。 
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  大村市男女共同参画庁内推進会議設置要綱 

平成 9年 5月 30日 

告示第 107号 

（設置） 

第 1 条 本市における男女共同参画社会の形成の促進に関し、本市の内部機関相互の総合的な連

絡調整を図るため、大村市男女共同参画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 

（平 14告示 105・一部改正） 

（所掌事項） 

第２条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 男女共同参画社会の形成に関する基本的かつ総合的な施策に関すること。 

(2) 男女共同参画社会の形成に係る関係部局及び関係行政機関との連絡調整に関すること。 

(3) その他男女共同参画に係る行政施策の推進に必要な事項に関すること。 

（平 15告示 189・追加） 

（組織） 

第３条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、副市長をもって充て、委員は別表第 1に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 推進会議で決定した施策に関し必要な事務を処理するため推進会議に幹事会を置き、調査研

究を行うため必要に応じワーキンググループを置くことができるものとする。 

（平 14告示 105・旧第 3条繰上、平 15告示 189・旧第 2条繰下、平 19告示 73・一部改 

正） 

（会長の職務） 

第４条 会長は、会務を総理し、推進会議の議長となる。 

２ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 

（平 14告示 105・旧第 4条繰上、平 15告示 189・旧第 3条繰下） 

（会議） 

第５条 会議は、会長が招集する。 

（平 14告示 105・旧第 5条繰上、平 15告示 189・旧第 4条繰下） 

（意見の聴取等） 

第６条 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係部課長その他の者の出席を求め、

意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。 

（平 14告示 105・旧第 6条繰上、平 15告示 189・旧第 5条繰下） 

（幹事会） 

第７条 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 

２ 幹事長は、男女いきいき推進課長をもって充てる。 

３ 幹事は、別表第 2に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 幹事は、会長の命を受け、会務に従事する。 

５ 幹事会の会議は、幹事長が招集しその会議の議長となる。 

６ 幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹事長が指名する幹事がその職務を代理する。 

（平 11告示 87・一部改正、平 14告示 105・旧第 7条繰上・一部改正、平 15告示 189・ 

旧第 6条繰下、平 16告示 78・平 19告示 73・平 23告示 68・平 25告示 38・一部改正） 

２

３ 

http://www1.g-reiki.net/omura/reiki_honbun/q306RG00000091.html#e000000212#e000000212
http://www1.g-reiki.net/omura/reiki_honbun/q306RG00000091.html#e000000232#e000000232
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（ワーキンググループ） 

第８条 ワーキンググループは、調査研究の内容に応じ、会長が委嘱した部員で組織する。 

２ ワーキンググループに部長を置く。 

３ 部長は、部員のなかから互選する。 

４ ワーキンググループの会議は、必要に応じ部長が招集し、その議長となる。 

５ 部長に事故があるときは、あらかじめ部長が指名する部員がその職務を代理する。 

（平 14告示 105・旧第 8条繰上、平 15告示 189・旧第 7条繰下） 

（庶務） 

第９条 推進会議の庶務は、総務部男女いきいき推進課において処理する。 

（平 11告示 87・一部改正、平 14告示 105・旧第 9条繰上・一部改正、平 15告示 189・ 

旧第 8条繰下、平 16告示 78・平 19告示 73・平 23告示 68・平 25告示 38・一部改正) 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が定める。 

（平 14告示 105・旧第 10条繰上、平 15告示 189・旧第 9条繰下） 

 

附 則 

この要綱は、平成 9年 6月 2日から施行する。 

附 則(平成 11年 3月 31日告示第 87号) 

この告示は、平成 11年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 14年 3月 29日告示第 105号) 

この告示は、平成 14年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 15年 4月 25日告示第 189号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則(平成 16年 3月 31日告示第 78号) 

この告示は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 19年 3月 31日告示第 73号) 

この告示は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 20年 3月 31日告示第 69号) 

この告示は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 23年 3月 31日告示第 68号) 

この告示は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

   附 則(平成 25年 3月 27日告示 38号) 

この告示は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

   附 則(平成 28年 3月 31日告示第 50号) 

この告示は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 3月 30日告示第 60号) 

この告示は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

  

   

http://www1.g-reiki.net/omura/reiki_honbun/q306RG00000091.html#l000000000#l000000000
http://www1.g-reiki.net/omura/reiki_honbun/q306RG00000091.html#l000000000#l000000000
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別表第１(第３条関係) 

（平 23告示 68・全改、平 29告示 60・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２(第 7 条関係) 

（平 19 告示 73・全改、平 23 告示 68・平 25 告示 38・平 28 告示 50・平 29 告示 60・ 

一部改正） 

企画政策部 企画政策課長 

総務部 総務課長 

人事課長 

財政部 財政課長 

市民環境部 地域げんき課長 

市民課長 

環境保全課長 

福祉保健部 福祉総務課長 

国保けんこう課長 

長寿介護課長 

障がい福祉課長 

こども未来部 こども政策課長 

こども家庭課長 

産業振興部 農林水産振興課長 

商工振興課長 

都市整備部 都市計画課長 

教育委員会 教育総務課長 

学校教育課長 

社会教育課長 

文化振興課長 

 

企画政策部長 

総務部長 

財政部長 

市民環境部長 

福祉保健部長 

こども未来部長 

産業振興部長 

都市整備部長 

教育次長 
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   男女共同参画社会基本法 

(平成 11年 6月 23日法律第 78号) 

改正  平成 11年 ７月 16日法律第 102号 

 同 平成 11年 12月 22日法律第 160号 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第 1条－第 12条） 

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（第 13条－第 20条） 

第３章 男女共同参画会議（第 21条－第 28条） 

附則 

 

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、次の各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。 

一 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。 

３ 
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二 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） 
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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。 

一 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 

二 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 前二項の規定は、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） 

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。 

一 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 

二 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） 
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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。 

一 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。 

二 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。 

三 前二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。 

四 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） 
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第 25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 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 

二 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。 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）

第１条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第２１条第１項の規定により置かれた審

議会となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４条第１項の規定により任命された男女共同参画

審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第 23条第１項の規定により、審議会の委員

として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任

期は、同条第２項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第４条第２項の規定によ

り任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第１項の規定により定められた男女共同参画

審議会の会長である者又は同条第３項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、こ

の法律の施行の日に、第 24条第１項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第３

項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。 
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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。 

（施行の日＝平成 13年１月６日） 

一 略 

二 附則第 10条第１項及び第５項、第 14条第３項、第 23条、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。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（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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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 4月 13日法律第 31号) 

改正 平成 16年 6月 2日法律 第 64号 

同 平成 19年 7月 11日法律第 113号 

同 平成 25年 7月 3日法律 第 72号 

同 平成 26年 4月 23日法律 第 28号 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第 1章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の２・第２条の３） 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等（第３条－第５条） 

第３章 被害者の保護（第６条－第９条の２） 

第４章 保護命令（第 10条－第 22条） 

第５章 雑則（第 23条－第 28条） 

第５章の２ 補則（第 28条の２） 

第６章 罰則（第 29条・第 30条） 

附則 

 

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。 

４ 
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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。 

一 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 

二 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 

三 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。 

一 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 

二 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 

三 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。 
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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。 

一 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。 

二 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。 

三 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。 

四 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。 

五 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。 

六 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
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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、

前二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
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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。 

一 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。 

二 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。 

一 面会を要求すること。 

二 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。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 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。 

五 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。 

六 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。 

七 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。 

八 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
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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。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 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。 

一 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 

二 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 

三 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 
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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 

四 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 

五 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条ノ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。 

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
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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、前二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
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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) 
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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） 

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。 

一 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。) 

二 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 

三 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 

四 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。 

一 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 

二 市が前条第２項の規定により支弁した費用 

 

  第５章の２ 補則 

（この法律の準用） 

第 28条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関 

係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手から

の暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身

体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあ

った者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用

する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第 28条の２に規

定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
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第２条 被害者 被害者（第 28 条の２に規定する関係にある

相手からの暴力を受けた者をいう。以下同

じ。） 

第６条第１項 配偶者又は配偶者であった

者 

同条に規定する関係にある相手又は同条に

規定する関係にある相手であった者 

第 10 条第１項か

ら第４項まで、第

11 条第２項第２

号、第 12 条第２

項第１号から第

４号まで及び第

18条第１項 

配偶者 第 28条の２に規定する関係にある相手 

第 10条第１項 離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合 

第 28条の２に規定する関係を解消した場合 

 

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） 
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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。 

一 略 

二 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 

三 略 

（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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 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 

(昭和 47年 7月 1日法律第 113号) 

最終改正 平成 28年 3月 31日法律 第 17号                       

 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 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 

第１節 性別を理由とする差別の禁止等（第５条－第 10条） 

第２節 事業主の講ずべき措置（第 11条－第 13条） 

第３節 事業主に対する国の援助（第 14条） 

第３章 紛争の解決 

第１節 紛争の解決の援助（第 15条－第 17条） 

第２節 調停（第 18条－第 27条） 

第４章 雑則（第 28条－第 32条） 

第５章 罰則（第 33条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における

男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産

後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。  

（基本的理念）  

第２条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあ

つては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本

的理念とする。 

２ 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生

活の充実が図られるように努めなければならない。 

（啓発活動） 

第３条 国及び地方公共団体は、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つい

て国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 

（男女雇用機会均等対策基本方針） 

第４条 厚生労働大臣は、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施策

の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるものとする。 

２ 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 

一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項 

二 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ついて講じようとする施策の基

本となるべき事項 

５ 
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３ 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識

及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働

政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 

５ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公

表するものとする。 

６ 前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。 

 

第２章 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 

第１節 性別を理由とする差別の禁止等 

（性別を理由とする差別の禁止） 

第５条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与え

なければならない。 

第６条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをして

はならない。 

一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練 

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの 

三 労働者の職種及び雇用形態の変更 

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 

  (性別以外の事由を要件とする措置) 

第７条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性

別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情

を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定め

るものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の

遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必

要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。 

 (女性労働者に係る措置に関する特例) 

第８条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支

障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを

妨げるものではない。 

 (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 

第９条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する

定めをしてはならない。 

２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない 

３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和 22 年

法律第 49号)第 65条第１項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第２項の規定に

よる休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを

理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

４ 妊娠中の女性労働者及び出産後１年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効
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とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明

したときは、この限りでない。 

（指針） 

第 10条 厚生労働大臣は、第５条から第７条まで及び前条第１項から第３項までの規定に定める

事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定

めるものとする。 

２ 第４条第４項及び第５項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、

同条第４項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるも

のとする。 

 

第２節 事業主の講ずべき措置 

（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置） 

第 11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により

当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業

環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な

体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な

実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 

３ 第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合におい

て、同条第４項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替え

るものとする。 

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置） 

第 11条の２ 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者

が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第 65条第１項の規定による休業を請求し、又は同

項若しくは同条第２項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつ

て厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることの

ないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他

の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な

実施を図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。 

３ 第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合におい

て、同条第４項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替え

るものとする。  

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置） 

第 12条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法

(昭和 40年法律第 141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保

することができるようにしなければならない。 

第 13条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を

守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければ
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ならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な

実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 

３ 第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合におい

て、同条第４項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替え

るものとする。 

 

第３節 事業主に対する国の援助 

第 14条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、

事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善

することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対

し、相談その他の援助を行うことができる。 

一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析 

二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつて

いる事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成 

三 前号の計画で定める措置の実施 

四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備 

五 前各号の措置の実施状況の開示 

 

第３章 紛争の解決 

第１節 紛争の解決の援助 

（苦情の自主的解決） 

第 15 条 事業主は、第６条、第７条、第９条、第 12 条及び第 13 条第１項に定める事項(労働者

の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理

機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の

労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な

解決を図るように努めなければならない。 

（紛争の解決の促進に関する特例） 

第 16 条 第５条から第７条まで、第９条、第 11 条第１項、第 11 条の２第１項、第 12 条及び第

13条第１項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛

争の解決の促進に関する法律(平成 13年法律第 112号)第４条、第５条及び第 12条から第 19条

までの規定は適用せず、次条から第 27条までに定めるところによる。 

（紛争の解決の援助） 

第 17条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方か

らその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又

は勧告をすることができる。 

２ 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他

不利益な取扱いをしてはならない。 
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第２節 調停 

（調停の委任） 

第 18条 都道府県労働局長は、第 16条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を

除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の

申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係

紛争の解決の促進に関する法律第６条第１項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調

停を行わせるものとする。 

２ 前条第２項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。 

（調停） 

第 19条 前条第１項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、３人の調停

委員が行う。 

２ 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。 

第 20条 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その意見

を聴くことができる。 

２ 委員会は、第 11 条第１項及び第 11 条の２第１項に定める事項についての労働者と事業主と

の間の紛争に係る調停のために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるとき

は、関係当事者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動又は同項に規定する言動を行

つたとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 

第 21条 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が

置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働

者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。 

第 22条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。 

第 23条 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調

停を打ち切ることができる。 

２ 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなけれ

ばならない。 

（時効の中断） 

第 24条 前条第１項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が

同条第２項の通知を受けた日から 30 日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起し

たときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。 

（訴訟手続の中止） 

第 25 条 第 18 条第１項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に

訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の

共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、４月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の

決定をすることができる。 

一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。 

二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によって当該紛争の解決を図る旨の合意

があること。 

２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 
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３ 第１項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第１項の決定を取り消す決定に対して

は、不服を申し立てることができない。 

（資料提供の要求等） 

第 26 条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、

関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 

（厚生労働省令への委任） 

第 27条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

第４章 雑則 

（調査等） 

第 28条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研

究を実施するものとする。 

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要

な協力を求めることができる。 

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることが

できる。 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第 29 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、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。 

２ 前項に定め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、その一部を都道

府県労働局長に委任することができる。 

（公表） 

第 30 条 厚生労働大臣は、第５条から第７条まで、第９条第１項から第３項まで、第 11 条第１

項、第 11条の２第１項、第 12条及び第 13条第１項の規定に違反している事業主に対し、前条

第１項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたとき

は、その旨を公表することができる。 

（船員に関する特例） 

第 31 条 船員職業安定法(昭和 23 年法律第 130 号)第６条第１項に規定する船員及び同項に規定

する船員になろうとする者に関しては、第４条第１項並びに同条第４項及び第５項(同条第６項、

第 10 条第２項、第 11 条第３項、第 11 条の２第３項及び第 13 条第３項において準用する場合

を含む。)、第 10条第１項、第 11条第２項、第 11条の２第２項、第 13条第２項並びに前三条

中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第４条第４項(同条第６項、第 10 条第２

項、第 11 条第３項、第 11 条の２第３項及び第 13 条第３項において準用する場合を含む。)中

「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第６条第２号、第７条、第９条第３項、

第 11条の２第１項、第 12条及び第 29条第２項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」

と、第９条第３項中「労働基準法(昭和 22年法律第 49号)第 65条第１項の規定による休業を請

求し、又は同項若しくは同条第２項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和

22 年法律第 100 号)第 87 条第１項又は第２項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、

第 11 条の２第 1 項中「労働基準法第 65 条第１項の規定による休業を請求し、又は同項若しく
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は同条第２項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第 87条第１項又は第２項の規

定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第 17条第１項、第 18条第１項及び第 29条第２項

中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第 18条第１

項中「第６条第１項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第 21条第３項

のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。 

２ 前項の規定により読み替えられた第 18 条第１項の規定により指名を受けて調停員が行う調

停については、第 19条から第 27条までの規定は、適用しない。 

３ 前項の調停の事務は、３人の調停員で構成する合議体で取り扱う。 

４ 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その地位を

失う。 

５ 第 20 条から第 27 条までの規定は、第２項の調停について準用する。この場合において、第

20 条から第 23 条まで及び第 26 条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第 21 条中「当

該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監

理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第 26 条中「当該委員会に

係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、第 27条中「この節」とあるの

は「第 31条第３項から第５項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働

省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。 

（適用除外） 

第 32条 第２章第１節及び第３節、前章、第 29条並びに第 30条の規定は、国家公務員及び地方

公務員に、第２章第２節の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律

(昭和 23 年法律第 257 号)第２条第２号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和 26 年法

律第 299号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和 22年法律第 85号)の適用を受ける国

会職員及び自衛隊法(昭和 29年法律第 165号)第２条第５項に規定する隊員に関しては適用しな

い。 

 

第５章 罰則 

第 33条 第 29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は、20万円以下の過

料に処する。 

 

附 則 抄 

(施行期日) 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 (昭和 58年 12月２日法律第 78号) 

１ この法律(第１条を除く。)は、昭和 59年７月１日から施行する。 

２ この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施

行の日以降は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下

｢関係政令｣という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他こ

の法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めること

ができる。 
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附 則 (昭和 60年６月１日法律第 45号) 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、昭和 61年４月１日から施行する。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

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（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第 20条  政府は、この法律の施行後適当な時期において、第１条の規定による改正後の雇用の

分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第

２条の規定による改正後の労働基準法第６章の２の規定の施行状況を勘案し、必要があると認

めるときは、これら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。 

  附 則 （平成３年５月１５日法律第 76号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成４年４月１日から施行する。 

 附 則 （平成７年６月９日法律第 107号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成７年 10月１日から施行する。 

（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女子労働者の福祉の増進に関する法

律の一部改正に伴う経過措置） 

第９条 この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家については、前条の規定による改

正前の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女子労働者の福祉の増進に関す

る法律第 30条及び第 31条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 

２ この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家に関し、厚生労働省令で定めるところ

により、当該働く婦人の家を設置している地方公共団体が当該働く婦人の家を第２条の規定に

よる改正後の育児休業、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第 34条

に規定する勤労者家庭支援施設に変更したい旨の申出を厚生労働大臣に行い、厚生労働大臣が

当該申出を承認した場合には、当該承認の日において、当該働く婦人の家は、同条に規定する

勤労者家庭支援施設となるものとする。 

附 則 （平成９年６月 18日法律第 92号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 11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 

一 第１条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第３条（次号に掲げる改正規定を除く。）、

第５条、第６条、第７条（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第３条、第６条、第

７条、第 10条及び第 14条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定 公布の日から起算し

て６月を超えない範囲内において政令で定める日 

   （平成９年政令第 292号で平成９年 10月１日から施行） 
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二 第１条中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女子労働者の福祉の増進

に関する法律第 26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定（「事業主は」の下に「、労

働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなけ

ればならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。）、同法第 27

条の改正規定（「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改め

る部分及び同条に２項を加える部分に限る。）、同法第 34条の改正規定（「及び第 12条第

２項」を「、第 12条第２項及び第 27条第３項」に改める部分、「第 12条第１項」の下に「、

第 27条第２項」を加える部分及び「第 14条及び」を「第 14条、第 26条及び」に改める部

分に限る。）及び同法第 35条の改正規定、第３条中労働基準法第 65条第１項の改正規定（「10

週間」を「14週間」に改める部分に限る。）、第７条中労働省設置法第５条第 41号の改正

規定（「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。）

並びに附則第５条、第 12条及び第 13条の規定並びに附則第 14条中運輸省設置法（昭和 24

年法律第 157号）第４条第１項第 24号の２の３の改正規定（「講ずるように努めるべき措置

についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。） 平成 10年

４月１日 

附 則 （平成 11年７月 16日法律第 87号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 12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。 

一 第１条中地方自治法第 250条の次に５条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同

法第 250条の９第１項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、

第 40条中自然公園法附則第９項及び第 10項の改正規定（同法附則第 10項に係る部分に限

る。）、第 244条の規定（農業改良助長法第 14条の３の改正規定に係る部分を除く。）並び

に第 472条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第６条、第８条及び第 17条の改正規定

に係る部分を除く。）並びに附則第７条、第 10条、第 12条、第 59条ただし書、第 60条第

４項及び第５項、第 73条、第 77条、第 157条第４項から第６項まで、第 160条、第 163条、

第 164条並びに第 202条の規定 公布の日 

（国等の事務） 

第 159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前に

おいて、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の

地方公共団体その他公共団体の事務（附則第 161条において「国等の事務」という。）は、こ

の法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務

として処理するものとする。 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第 160条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附

則第 163条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の

処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際

現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条

において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行
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政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第２条から前条までの規定又は改正後の

それぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、

この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞ

れの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し

報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手

続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるものの

ほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に

対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされてい

ないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

（不服申立てに関する経過措置） 

第 161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この

条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下こ

の条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについ

ては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政

不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政

庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、

当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第２条第

９項第１号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第 164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（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第 250条 新地方自治法第２条第９項第１号に規定する第一号法定受託事務については、できる

限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新

地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適

宜、適切な見直しを行うものとする。 

第 251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地

方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を

勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成 11年７月 16日法律第 104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。 

    （施行の日＝平成 13年１月６日） 

附 則 （平成 13年７月 11日法律第 112号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 13年 10月１日から施行する。 
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附 則 （平成 13年 11月 16日法律第 118号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成 14年５月 31日法律第 54号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 14年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

第 28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命

令（以下「旧法令」という。）の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運

支局の事務所の長（以下「海運監理部長等」という。）がした許可、認可その他の処分又は契

約その他の行為（以下「処分等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、この法

律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」という。）の規

定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事

務所の長（以下「運輸監理部長等」という。）がした処分等とみなす。 

第 29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他

の行為（以下「申請等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定に

より相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。 

附 則 （平成 14年７月 31日法律第 98号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 

(施行の日＝平成 15年４月１日) 

附 則 （平成 18年６月 21日法律第 82号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 19年４月１日から施行する。 

（紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置） 

第２条 この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成 13年法律第

112号）第６条第１項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）に係属している同法第５

条第１項のあっせんに係る紛争については、第１条の規定による改正後の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（以下「新法」という。）第 16条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

（時効の中断に関する経過措置） 

第３条 この法律の施行の際現に委員会に係属している第１条の規定による改正前の雇用の分野

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第 14条第１項の調停に関し当該調

停の目的となっている請求についての新法第 24条の規定の適用に関しては、この法律の施行の

時に、調停の申請がされたものとみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第４条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（検討） 
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第５条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、新法及び第２条の規定による

改正後の労働基準法第 64条の２の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、こ

れら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。 

附 則 （平成 20年５月２日法律第 26号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 20年 10月１日から施行する。 

（処分等に関する経過措置） 

第２条 この法律による改正前の法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」 

という。）の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関（以下この条において「旧機関」

という。）がした許可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政

令で定めるところにより、この法律による改正後の法律（これに基づく命令を含む。以下この

条において「新法令」という。）の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機

関（以下この条において「新機関」という。）がした許可、指定その他の処分又は通知その他

の行為とみなす。 

１ 国土交通大臣(第１条の規定による改正前の国土交

通省設置法(以下「旧設置法」という。)第４条第

21号から第 23号までに掲げる事務に係る場合に限

る。) 

観光庁長官 

２ 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会 

３ 海難審判庁 海難審判所 

４ 船員中央労働委員会(旧設置法第４条第 96号に掲

げる事務に係る場合に限る。) 

中央労働委員会 

５ 船員中央労働委員会(旧設置法第４条第 97号及び

第 98号に掲げる事務に係る場合に限る。) 

交通政策審議会 

６ 船員地方労働委員会(旧設置法第４条第 96号に掲

げる事務に係る場合に限る。) 

中央労働委員会又は都道府県労働

委員会 

７ 船員地方労働委員会(旧設置法第４条第 97号及び

第 98号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解

決の促進に関する法律及び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に

係る事務に係る場合に限る。) 

地方運輸局長(運輸監理部長を含

む。) 

８ 船員地方労働委員会(旧設置法第４条第 97号及び

第 98号に掲げる事務に係る場合(７の項に掲げる

場合を除く。)に限る。) 

地方運輸局に置かれる政令で定め

る審議会 

９ 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第

４条第 96号に掲げる事務に係る場合に限る。) 

厚生労働大臣又は都道府県知事 

２ 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第 

４条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で 

定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立 
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 てその他の行為とみなす。 

３ 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事 

項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、 

政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしな 

ければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規 

定を適用する。 

（罰則に関する経過措置） 

第６条 この法律の施行前にした行為及び前条第４項の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。 

（政令への委任） 

第７条  附則第２条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 

（検討） 

第９条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定

の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点か

ら運輸安全委員会の機能の拡充等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。 

附 則 （平成 24年６月 27日法律第 42号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 26年６月 13日法律第 67号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成 26年法律第 66号。以下

「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。 

   （施行の日＝平成 27年４月１日） 

（罰則に関する経過措置） 

第 29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することと

される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

附 則 （平成 28年３月３１日法律第 17号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 29年１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。 

一 第７条の規定並びに附則第 13条、第 32条及び第 33条の規定 公布の日 

（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等の紛争の解決の促進

に関する特例に関する経過措置） 

第 11条 この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成 13年法律

第 112号）第６条第１項の紛争調整委員会又は同法第 21条第１項の規定により読み替えて適用
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する同法第５条第１項の規定により指名するあっせん員に係属している同項のあっせんに係る

紛争については、第５条の規定による改正後の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第 16条及び第８条の規定による改正後の育児休業、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第 52条の３の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

（罰則に関する経過措置） 

第 13条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

（検討） 

第 14条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、第５条、第６条及び第８条の

規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第 33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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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 9 月 4 日法律第 64 号）  

                  改正  平成 29 年３月 31 日法律第 14 号  

 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 基本方針等（第５条・第６条） 

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） 

第２節 一般事業主行動計画（第８条－第 14条） 

第３節 特定事業主行動計画（第 15条） 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表（第 16条・第 17条） 

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（第 18条－第 25条） 

第５章 雑則（第 26条－第 28条） 

第６章 罰則（第 29条－第 34条） 

附則 

 

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

６ 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%96%40%8e%b5%94%aa&REF_NAME=%92%6a%8f%97%8b%a4%93%af%8e%51%89%e6%8e%d0%89%ef%8a%ee%96%7b%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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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。 

一 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 

二 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 

三 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 

四 前三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 前二項の規定は、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。 
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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。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 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 

三 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。 

一 計画期間 

二 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 

三 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、前項第二号の目標については、採用する労働者
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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。 

一 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。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 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。 
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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 42条第１項、第 42条の２、

第 48条の３第１項、第 48条の４、第 50条第１項及び第２項並びに第 51条の規定は前項の規

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３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３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、前条第四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。 
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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。 

一 計画期間 

二 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 

三 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、毎年少なくとも一回、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。 
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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一部を、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。 

（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。 
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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。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（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 前二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、その一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 50万円以下の罰金に処する。 

一 第 18条第４項の規定に違反した者 

二 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 30万円以下の罰金に処する。 

一 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 
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二 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 

三 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、30万円以下の罰金に処する。 

一 第 10条第２項の規定に違反した者 

二 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 

三 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 

四 第 12条第５項において準用する職業安定法第 51条第１項の規定に違反して秘密を漏らし

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、20万円以下の過料に処

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
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要な措置を講ずるものとする。 

附 則（平成 29年３月 31日法律第 14号） 抄 

(施行期日) 

第１条 この法律は、平成 29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。 

一 第１条中雇用保険法第 64条の次に１条を加える改正規定及び附則第 35条の規定 公布の   

 日 

二及び三 略 

四 第２条中雇用保険法第 10条の４第２項、第 58条第１項、第 60条の２第４項、第 76条第

２項及び第 79条の２並びに附則第 11条の２第１項の改正規定並びに同条第３項の改正規定

(「100分の 50を」を「100分の 80を」に改める部分に限る。)、第４条の規定並びに第７条

中育児・介護休業法第 53条第５項及び第６項並びに第 64条の改正規定並びに附則第５条か

ら第８条まで及び第 10条の規定、附則第 13条中国家公務員退職手当法(昭和 28年法律第 182

号)第 10条第 10項第５号の改正規定、附則第 14条第２項及び第 17条の規定、附則第 18条(次

号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第 19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭

和 46年法律第 68号)第 38条第３項の改正規定(「第４条第８項」を「第４条第９項」に改め

る部分に限る。)、附則第 20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51年法律第

33号)第 30条第１項の表第４条第８項の項、第 32条の 11から第 32条の 15まで、第 32条

の 16第１項及び第 51条の項及び第 48条の３及び第 48条の４第１項の項の改正規定、附則

第 21条、第 22条、第 26条から第 28条まで及び第 32条の規定並びに附則第 33条(次号に掲

げる規定を除く。)の規定 平成 30年１月１日 

（罰則に関する経過措置) 

第 34条 この法律(附則第１条第４号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任) 

第 35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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７

  

 男女共同参画の推進に関する年表  

年 世界の動き 日本の動き 長崎県の動き 大村市の動き 

昭和２０年 

（１９４５） 

・国際連合誕生 

・国連憲章採択 

(男女の同権は基本的人権であ

る) 

・婦人参政権の実現 

 

  

昭和２１年 

（１９４６） 

・婦人の地位委員会発足 

 

・第２２回総選挙で初の婦人参政

権を行使 

・「日本国憲法」公布 

（男女平等の明文化） 

  

昭和２３年 

（１９４８） 

・「世界人権宣言」採択    

昭和２４年 

（１９４９） 

 ・第１回婦人週間 

（４月１０日～１６日） 

  

昭和４７年 

（１９７２） 

・１９７５年を「国際婦人年」に

決定 

   

昭和４９年

（１９７４） 

・国連婦人の地位委員会で国際婦

人年活動計画を採択 

・外務省が国際婦人年のための関

係各省庁連絡会議を設置 

  

昭和５０年 

（１９７５） 

・ＩＬＯ第６０回総会「婦人労働

者の機会及び待遇の均等を促進

するための行動計画」を採択 

・「国際婦人年世界会議」（第１回

世界女性会議）を開催し、「世界

行動計画」を採択(メキシコシテ

ィ) 

・１９７６年から１９８５年まで

を「国連婦人の十年」に決定 

・総理府に「婦人問題企画推進本

部」（本部長は内閣総理大臣）を

設置し、婦人問題担当室を設置 

・「婦人問題企画推進会議」設置 

・「国際婦人年記念日本婦人問題

会議」開催 

  

昭和５１年 

（１９７６） 

・「国連婦人の十年」始まる 

 （ ～１９８５年） 

・ＩＬＯ事務局に婦人労働問題担

当室が新設 

・育児休業法（女子教育職員、看

護婦、保母等）の施行 

・民法（離婚復氏制度。離婚後も

婚姻中の氏を使えることになる）

の改正 

・労働省「第１回日本婦人問題会

議」の開催（以降毎年度） 

・「婦人問題の窓口（労政課の

設置 

 

昭和５２年 

（１９７７） 

・ＩＬＯ第６３回総会で看護職員

条約ならびに勧告を採択 

・婦人問題企画推進本部「国内行

動計画」の策定 

・労働省「若年定年制・結婚退職

制等改善年次計画」の策定 

・総理府婦人問題担当室「国内行

動計画前期重点目標」を決定 

・国立婦人教育会館開館 

  

昭和５３年 

（１９７８） 

 ・総理府「国内行動計画第１回報

告書－婦人の施策と現状－」の公

表 

・「長崎県婦人問題懇話会」の

設置 

・「長崎県婦人関係行政推進会

議」設置 

 

昭和５４年 

（１９７９） 

・「国連婦人の十年ＥＳＣＡＰ地

域会議」を開催（ニューデリー） 

・「女子に対するあらゆる形態の

差別の撤廃に関する条約」を採択 

・法務省「相続に関する民法改正

要綱試案」を公表 

・「長崎県婦人問題懇話会」の

提言 

 

昭和５５年 

（１９８０） 

・ＯＥＣＤ「婦人の雇用に関する

ハイレベル会議」を開催 

・「国連婦人の十年中間年世界会

議」（第２回世界女性会議）を開

催（コペンハーゲン） 

・国連婦人の十年後半期行動  

プログラムの採択 

・「女子差別撤廃条約(略称)」の

署名式 

・総理府「国内行動計画第２回報

告書ー婦人の施策と現状―」を発

表 

・「女子差別撤廃条約」に署名 

・総理府「国連婦人の１０年中間

年全国会議」を開催 

・民法の一部を改正（配偶者の相

続分 1/3 から 1/2 へ） 

・「生きがいを育てる長崎県の

婦人対策」の策定 

・「婦人問題担当企画主幹」の

配置 

・「第１回市町村担当課長会議」 

の開催 

 

昭和５６年 

（１９８１） 

・「ＩＬＯ第１５６号条約「男女

労働者特に家族的責任を有する

労働者の機会均等及び均等待遇

に関する条約」及び「同勧告」を

採択 

・「女子差別撤廃条約」発効 

・「民法及び家事審判法の一部を

改正する法律」を施行（配偶者の

相続分引き上げ等） 

・婦人問題企画推進本部「婦人に

関する施策の推進のための国内

行動計画後期重点目標」を決定 

・労働省「パートバンク」の設置 

・法務省は法制審議会に国籍法部

会を設置 
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年 世界の動き 日本の動き 長崎県の動き 大村市の動き 

昭和５７年 

（１９８２） 

 ・労働省 男女平等問題専門会議

「雇用における男女平等の判断

基準の考え方について」を報告 

・「国民年金法等の一部を改正す

る法律」が成立 

・「長崎県内職相談センター」

を「長崎県婦人就業センタ

ー」に改組 

 

昭和５８年 

（１９８３） 

 ・法制審議会国籍法部会「国籍法

改正に関する中間試案」が決定 

・婦人少年問題審議会婦人労働部

会「男女雇用平等法審議」中間報

告 

・「婦人施策のガイド」の作成 

・「長崎県婦人問題調査」の実

施 

 

昭和５９年 

（１９８４） 

「国際婦人年の十年ＥＳＣＡＰ

地域会議」（東京）を開催 

・文部省「家庭科に関する検討会

議」報告書提出 

  

昭和６０年 

（１９８５） 

 

・「国連婦人の十年世界会議」（第

３回世界女性会議）を開催し、「婦

人の地位向上のためのナイロビ

将来戦略」（～２０００年）を採

択（ナイロビ） 

 

・「国籍法及び戸籍法」一部改正

施行（父系血統主義から父母両血

統主義に） 

・「男女雇用機会均等法」が制定 

・「女子差別撤廃条約」に批准 

 

・「婦人の十年記念事業」 

（１９８５年ＮＧＯフォーラ

ム派遣事業）（論文・意見募集） 

・「長崎パートバンク」設置 

・ラジオ・ミニ講座「女あれこ

れ」開始 

・女性情報誌「女性ながさき」

創刊 

 

昭和６１年 

（１９８６） 

 

 

 

・「男女雇用機会均等法」が施行 

・総理府「婦人問題企画推進有識

者会議」を設置 

・「企画部婦人対策室」の設置 

・「生きがいを育てる長崎県婦

人行政の歩み」の作成 

 

昭和６２年 

（１９８７） 

 ・婦人問題企画推進本部「西暦２

０００年に向けての新国内行動

計画」を策定 

  

昭和６３年 

（１９８８） 

・女子差別撤廃条約履行状況に関

する我が国の報告書審議（第１

回） 

 ・「長崎県女性海外研修事業」

の開始 

 

平成元年 

（１９８９） 

 ・「法令の一部を改正する法律」

（婚姻・親子関係等についての男

性優先規定の改正等）が成立 

  

平成２年 

（１９９０） 

・「婦人の地位向上のためのナイ

ロビ将来戦略に関する第１回見

直しと評価に伴う勧告及び結論」

採択 

 

 

 

 

・「２００１ながさき女性プラ

ンの」の策定 

・「企画部婦人対策室」を「企

画部女性行政推進室」に改称 

・「佐世保パートサテライト」

の設置 

 

平成３年 

（１９９１） 

 

 

 

・「西暦２０００年に向けての新

国内行動計画」第１次改定 

・「育児休業等に関する法律」を

公布 

 

 

 

 

平成４年 

（１９９２） 

・国連環境会議 ・「育児休業等に関する法律」の

施行 

・初の婦人問題担当大臣が任命

（内閣官房長官兼任） 

・「審議会等の委員への女性の

登用促進要網」の策定 

 

平成５年 

（１９９３） 

・「世界人権会議」(ウイーン) 

・「女性に対する暴力の撤廃に関

する宣言」採択 

・中学校の家庭科の男女必修が実

施 

・「短時間労働者の雇用管理の改

善等に関する法律」（パートタイ

ム労働法）を公布・施行 

・第４回世界女性会議日本国内委

員会の設置 

・「育児休業生活資金」の創設  

平成６年 

（１９９４） 

・「国際人口・開発会議」開催 

・１９９５年から２００４年まで

を「人権教育のための国連十年」

とする決議を採択 

・女子差別撤廃条約履行状況に関

する我が国の報告書審議(第２・

３回) 

・ＥＳＣＡＰ政府間会議（アジア

太平洋経済社会委員会） 

・総理府の「婦人問題企画推進本

部」を「男女共同参画推進本部」

に改組、「婦人問題担当室」を「大

臣官房男女共同参画室」に改組、

「婦人問題企画推進有識者会議」

を「男女共同参画審議会」に改組 

・婚姻制度に関する民法改正要綱

試案を提示 

・高等学校の家庭科の男女必修、

学年進行により実施 

・「２００１ながさき女性プラ

ン」第一次改定－男女共同参画

社会の形成を目指して－ 

・企画部参事監（女性行政担当）

を新設 

・「長崎県婦人就業援助センタ

ー」を「長崎県女性就業援助セ

ンター」に改称 

 

平成７年 

（１９９５） 

・「第４回世界女性会議」開催、 

「北京宣言」及び「行動綱領」の

採択（北京） 

 

・「育児休業等に関する法律」一

部改正し、「育児・介護休業法」

が成立 

・「ＩＬＯ１５６号条約（家族的

責任を有する男女労働者の機会

及び待遇の均等に関する条約）」

に批准 

・「企画部参事監（女性行政担

当）」を「生活環境部参事監 

（女性行政担当）」に改組、「企

画部女性行政推進室」を「生活

環境部女性行政推進室」に改組 
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年 世界の動き 日本の動き 長崎県の動き 大村市の動き 

平成８年 

（１９９６） 

 

 

 

 

・男女共同参画審議会答申「男女

共同参画ビジョン」－２１世紀の

新たな価値の創造－ 

・「男女共同参画２０００年プラ

ン」を策定 

・「ながさきキラキラ・ライフ

プラン」策定－２００１長崎県

農山漁村女性ビジョン－ 

・女性参政権行使５０周年記念

事業 

 

平成９年 

（１９９７） 

 ・男女共同参画審議会設置及び男

女共同参画審議会令を公布・施行 

・「改正男女雇用機会均等法」公

布（一部を除き平成１１年４月か

ら施行。差別解消努力義務から差

別禁止規定へ。セクハラ防止、ポ

ジティヴ・アクションへの対応） 

・「労働基準法」を一部改正（女

性の時間外・休日労働、深夜業規

制を解消等） 

・「育児・介護休業法」を一部改

正(働者の深夜業制限の制度創

設) 

・「『人権教育のための国連十年』

に関する国内行動計画」を策定 

・「労働省婦人局」を「労働省女

性局」に、「婦人少年室」を「女

性少年室」に改称 

・介護保険法成立 

・女性国会開催(議院５０周年記

念） 

・男女共同参画社会に向けての

県民意識調査 

・日韓海峡沿岸女性団体交流支

援事業開始（平成 9年～１２年） 

・企画調整課に「女性行政推進

室」を設置 

・「大村市女性行政推進会議設

置要綱を策定 

・大村市女性行政推進会議で

「審議会等に女性委員の登用

を２０００年までに３０％に

なるように」女性の登用促進要

綱を制定 

・「大村市女性行政推進住民意

識調査」実施（第１回） 

平成１０年 

（１９９８） 

 

 

・男女共同参画審議会答申「男女

共同参画社会基本法―男女共同

参画社会を形成するための基礎

的条件づくり―」 

・「男女共同参画フォーラム」

開催 

・「市長との対話集会」をワー

キンググループ等が開催 

平成１１年 

（１９９９） 

・国際人口会議を開催（ハーグ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「育児・介護休業法」を施行 

・「改正男女雇用機会均等法」を

施行 

・男女共同参画審議会答申「女性

に対する暴力のない社会を目指

して」 

・「男女共同参画社会基本法」の

成立（平成１３年１月同法施行） 

・「食料・農業・農村基本法」の

公布、施行（女性の参画の促進を

規定） 

・「長崎県女性問題懇話会」を

「長崎県男女共同参画懇話会」

に改称 

 委員の選任に公募制を導入 

・「生活環境部参事監（女性行

政担当）」を「県民生活環境部

参事監（男女共同参画担当）」

に、「生活環境部女性行政推進

室」を「県民生活環境部男女共

同参画室」に改称 

・ラジオ・ミニ講座「女あれこ

れ」を「With You」に改称 

・女性情報誌「女性ながさき」

を「男女共同参画だより」に改

称 

・「人権教育のための国連１０

年」長崎県行動計画策定 

・「市長と語る女性の集いを」

開催（４地区で実施） 

・「女性行政行動計画」を策定 

・「第 1 期おおむら男女共同参

画プラン」を策定 

平成１２年 

（２０００） 

・国連特別総会「女性２０００年

会議」）を開催（ニューヨーク国

連本部 

・男女共同参画審議会答申「女性

に対する暴力に関する基本方策

について」 

・同審議会答申「男女共同参画基

本計画策定に当たっての基本的

な考え方－２１世紀の最重要課

題－ 

・「ストーカー規制法」を施行 

・「男女共同参画基本計画」を策

定 

・「新世紀創造フォーラム」の

開催 

・「第１次長崎県男女共同参画

計画」の策定 

・長崎県男女共同参画推進本部

設置 

 

平成１３年 

（２００１） 

 ・「男女共同参画会議」を設置 

・中央省庁等改革により内閣府に

男女共同参画局を設置 

・「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」（Ｄ

Ｖ防止法）が成立、施行 

・第１回男女共同参画週間 

・男女共同参画推進本部決定「女

性に対する暴力をなくす運動」に

ついて 

・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一部施

行（配偶者暴力相談支援センター

を除く） 

・男女共同参画社会に向けての

県民意識調査の実施（第 2 回） 

・「大村市男女共同参画推進セ

ンター」を開館 
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平成１４年 

（２００２） 

 ・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完全施

行 

・「長崎県男女共同参画推進条

例」を施行 

・長崎県男女共同参画審議会の

設置 

・長崎県男女共同参画推進員の

設置 

 

平成１５年 

（２００３） 

「女子差別撤廃条約履行状況に

関する我が国の報告書審議」（第

４・５回） 

・母子及び寡婦福祉法等の一部を

改正する法律を施行 

・男女共同参画推進本部決定「女

性のチャレンジ支援策の推進に

ついて」 

・次世代育成支援対策推進法及び

少子化社会対策基本法を成立 

長崎県男女共同参画基本計画

の策定 

 

・第 3 期大村市男女共同参画懇

話会が市長へ提言書の提出 

（H15.3.26） 

・「大村市男女共同参画に関す

る市民意識調査」実施 

（第２回） 

平成１６年 

（２００４） 

 ・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の一部

改正（１２月施行） 

・「女性のチャレンジ大賞」「女性

のチャレンジ支援大賞」を制定 

・育児・介護休業法改正（平成１

７年４月施行） 

 ・「第 2 期おおむら男女共同参

画プラン」策定 

平成１７年 

（２００５） 

・第４９回国連婦人の地位委員会

「北京＋１０」を開催（ニューヨ

ーク国連本部） 

・改正育児・介護休業法施行 

・男女共同参画会議答申「男女共

同参画社会の形成の促進に関す

る施策の基本的な方向について 

・女性の再チャレンジ支援策検討

会義「女性の再チャレンジプラ

ン」を策定 

・「男女共同参画基本計画（第２

次）」を閣議決定 

・「長崎県男女共同参画推進セ

ンター」の開設 

・「ハートパル」の愛称決定 

平成１８年 

（２００６） 

・第５０回国連婦人の地位委員会

の開催（「国内開発戦略へのジェ

ンダー視点の統合」など）（ニュ

ーヨーク国連本部） 

 

・男女共同参画推進本部決定「国

の審議会等における女性委員の

登用の促進について」 

・「男女雇用機会均等法」を改正

（平成１９年４月施行） 

・「女性の再チャレンジ支援プラ

ン」を決定 

・東アジア男女共同参画担当大臣

会合開催 

・「長崎県ＤＶ対策基本計画」

の策定 

・「県民生活環境部参事監（男

女共同参画担当）を県民生活部

参事監（男女共同参画担当）」

に改組 

・「県民生活環境部男女共同参

画室」を「県民生活部男女共同

参画室」に改組 

・「長崎県男女共同参画推進本

部」を「長崎県男女共同参画推

進会議」に改称 

・男女共同参画社会に向けての

県民意識調査（第３回）の実施 

・｢大村市男女共同参画推進セ

ンター｣は大村市西三城町 8 番

地（総合福祉センター3 階）に

移転開館 

 

平成１９年 

（２００７） 

・第５１回国連婦人の地位委員会

を開催（「女児に対するあらゆる

形態の差別及び暴力撤廃」等）（ニ

ューヨーク国連本部） 

・「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律」を改

正（平成２０年１月施行） 

・「短時間労働者の雇用管理の改

善等に関する法律」を改正 

・「子どもと家庭を応援する日本」

重点戦略とりまとめ 

・「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）憲章」及び「生

活と仕事の調和推進のための行

動指針」を策定 

・「長崎県男女共同参画基本計

画（改訂版）」の策定 

・「県民生活部参事監（男女共

同参画担当）」を「県民生活部

次長」に改組 

 

 

平成２０年 

（２００８） 

・第５２回国連婦人の地位委員会

を開催（「ジェンダー平等及び女

性のエンパワーメントのための

資金調達」等）（ニューヨーク国

連本部） 

・女子差別撤廃条約実施状況の報

告（第６回） 

・「仕事と生活の調和推進室」の

設置 

・男女共同参画推進本部決定「女

性の参画加速プログラム」 

・「次世代育成支援対策推進法」

の改正（平成２１年４月施行） 

・「長崎県子育て条例」の施行 

・「県民生活部男女協働参画室」

を「県民生活部男女共同参画・

県民協働課」に改組 

・「男女共同参画フォーラム in

ながさき」を開催 

 

平成２１年 

（２００９） 

・第５３回国連婦人の地位委員会

を開催（「HIV/AIDS のケア提供を

含む男女間の平等な責任分担」

等）（ニューヨーク国連本部） 

・「育児・介護休業法」の改正（平

成２２年６月施行） 

・男女共同参画会議「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及

び今後の取組に向けての意見」の

決定 

・「第２次長崎県ＤＶ対策基本

計画」の策定 

・男女共同参画社会に向けての

県民意識調査（第 4 回）の実施 

・「大村市男女共同参画に関す

る市民意識調査」を実施 

（第３回） 
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平成２２年 

（２０１０） 

・第５４回国連婦人の地位委員会

（「北京＋１５」記念会合）の開

催（ニューヨーク国連本部） 

・「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）憲章」及び「仕

事と生活の調和推進のための行

動指針」を改定 

・男女共同参画会議答申「第３次

男女共同参画基本計画の策定に

当たっての基本的な考え方」 

・「第３次男女共同参画基本計画」

閣議決定 

 ・第 7 期大村市男女共同参画懇

話会が市長へ提言書の提出 

（H22.10．28） 

平成２３年 

（２０１１） 

・ジェンダー平等と女性のエンパ

ワーメントのための国連機関（略

称：ＵＮ Ｗｏｍｅｎ）」の正式

発足 

 ・「第２次長崎県男女共同参画

計画～ながさき“輝き”プラ

ン～」の策定 

・「第 3 期おおむら男女共同参

画プラン」の策定 

平成２４年 

（２０１２） 

・第５６回国連婦人の地域委員会

「自然災害におけるジェンダー

平等と女性のエンパワーメント」

の決議案採択 

・「「女性の活躍促進による経済活

性化」行動計画」女性の活躍によ

る経済活性化を推進する関係閣

僚会議の決定 

・「県民生活部男女共同参画・

県民協働課」を「県民生活部男

女共同参画室」に改組 

・長崎県男女共同参画推進セン

ターに男性相談窓口を開設 

・「第３次長崎県ＤＶ対策基本

計画」の策定 

 

平成２５年 

（２０１３） 

 ・「日本再興戦略」の中核に「女

性活躍推進」が位置づけられる 

・配偶者からの暴力防止及び被害

者の保護等に関する法律の一部

改正（平成２６年１月施行） 

  

平成２６年 

（２０１４） 

・第５８回国連婦人の地位委員会

「ジェンダー平等と女性のエン

パワーメント」の決議案採択 

・「女子差別撤廃条約実施状況報

告（第７・８回） 

・「日本再興戦略」改訂2014に「『女

性が輝く社会の実現』」が掲げら

れる 

・「ながさき女性活躍推進フォ

ーラム」の開催 

・ながさき女性活躍推進会議の

策定 

・男女共同参画社会に向けての

県民意識調査（第５回）の実施 

 

平成２７年 

（２０１５） 

・第５９回国連婦人の地位委員会

（「北京＋２０」記念会合）の開

催（ニューヨーク国連本部） 

・「女性活躍加速のための重点方

針２０１５」策定 

・「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」が成立 

・男女共同参画会議答申「第 4 次

男女共同参画基本計画策定に当

たっての基本的な考え方」 

・第 4 次男女共同参画基本計画閣

議決定 

・「ウーマンズジョブほっとス

テーション」の開設 

・長崎県男女共同参画推進セン

ター及び情報誌「長崎県男女共

同参画推進センターだより」の

愛称を「きらりあ」に決定 

 

平成２８年 

（２０１６） 

・第６０回国連婦人の地位委員会

（「女性のエンパワーメントと持

続可能な開発の関連性」）の開催 

・「育児・介護休業法」の改正（平

成２９年１月施行） 

・「女性活躍加速のための重点方

針２０１６」の策定 

・「県民生活部男女共同参画室」

を「県民生活部男女参画・女性

活躍推進室」に改組 

・「第４次長崎県ＤＶ対策基本

計画」の策定 

・「第３次長崎県男女共同参画

計画～ながさき“輝き”プラン

２０２０～」の策定 

・「ながさき女性活躍フォーラ

ム」の開催 

・「大村市男女共同参画に関す

る市民意識調査」を実施 

（第４回） 

平成２９年 

（２０１７） 

・第６１回国連婦人の地位委員会

の開催 

・「女性活躍推進のための重点方

針２０１７」の策定 

 ・第 10 期大村市男女共同参画

懇話会が市長へ提言書の提出 

（H29.1.27） 

・「第 4 期おおむら男女共同参

画プラン」の策定 
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