1

2

はじめに
築上町では、平成 19 年 6 月に「築上町男女共
同参画推進宣言」を行い、平成 21 年に施行した
「築上町男女共同参画条例」そして、平成 24 年
に策定した「築上町男女共同参画推進基本計画」
を基に、男女共同参画社会の推進に向け積極的
に取り組んで参りました。
その結果、平成 28 年度の町民意識調査では、
「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識は減少しています。
しかし、家事・育児などの家庭生活では、多くを女性が担っている
のが現状です。
近年、人口減少や少子高齢化、雇用形態の多様化など、私たちを
取り巻く環境は急速に変化しています。国においても、
「女性の職業
生活における活躍の推進に関する法律」が平成２７年９月に施行さ
れ、女性の活躍推進や仕事と子育て等の両立支援をはじめとした男
女共同参画を推進しています。
このような国の動向や社会の変化などを踏まえ、「性別にかかわ
らずお互いを尊重し、支え合い、一人ひとりが活躍できるまち築上」
を基本理念とする「第２次築上町男女共同参画推進基本計画」を策
定いたしました。
今後、男女共同参画社会を実現するためには、この計画に基づき、
町民・企業・関係団体など多くの皆様と連携が必要であり、より一
層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
最後になりましたが、本計画の策定にあたり熱心にご審議いただ
いた築上町男女共同参画審議会の皆様をはじめ、町民意識調査等を
通して貴重なご意見をお寄せいただいた皆様、ご協力をいただきま
した全ての方々に心より厚くお礼申し上げます。
平成 29 年 3 月

築上町長
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第１章 計画の概要

我が国では、少子高齢化や人口減少社会の進展、地域コミュニティの活力低下、
雇用環境の変化などの社会情勢の変化を背景として、男女がともに仕事と家庭・地
域活動を両立させることが重要となっています。
本町では、男女共同参画社会基本法に基づく「築上町男女共同参画推進基本計画」
（以下、
「第１次推進基本計画」という。）を、2012（平成 24）年度を初年度として
策定し、男女がお互いを尊重し、ともに参画し、支えあえる、男女共同参画社会の
確立に向け、さまざまな取組を進めてきましたが、依然として多くの課題が残って
います。
また、人口減少の克服と地域活力の向上を目指し策定した「築上町まち・ひと・
しごと創生総合戦略」の実現を図るためにも、男女共同参画社会の成熟に向け、さ
らに取組を充実していく必要があります。
今後は、家庭や地域、職場、政策・方針決定の場、女性への暴力防止など、社会
のあらゆる分野において男女共同参画を一層推進し、町民一人ひとりが活躍し、自
分らしく暮らせる社会を目指した「第２次築上町男女共同参画推進基本計画」（以
下、
「第２次推進基本計画」という。
）を策定することとしました。

本計画は、
「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に規定される「市町村男女
共同参画計画」及び「築上町男女共同参画推進条例」第 11 条に基づく男女共同参
画社会の実現を目指した基本計画です。また、策定にあたっては、国の「第４次男
女共同参画基本計画」及び福岡県の「第４次福岡県男女共同参画計画」などを踏ま
えるとともに、
「築上町総合計画」をはじめとする各種計画との整合を図ります。
なお、「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（改正ＤＶ防止
法）」第２条の３第３項に基づく市町村基本計画、
「女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律」第６条第２項に基づく市町村推進計画として本計画と一体的に
位置づけ、計画に沿って施策を推進することとします。
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第２次推進基本計画は、2017（平成 29）年度から 2021（平成 33）年度までの５
年間とします。ただし、国内外の動向や社会経済情勢の変化に対応し、適切な施策
の推進を図るため、必要に応じて見直しを行います。

（１）築上町男女共同参画審議会（策定委員会）
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図
るため、築上町男女共同参画審議会委員により議論を重ねました。

（２）アンケート調査の実施
本計画を策定するにあたっては、町民や将来を担う次世代の男女平等に対す
る意識、家庭生活や地域活動における男女共同参画の状況、就労や人権に関す
る意識・実態等を把握するために、「第２次推進基本計画策定に関する町民意
識調査」
（以下、
「町民意識調査」という。）を実施しました。
また、町内の企業・事業所における男女共同参画の推進や女性の活躍に向け
た取組、今後の方針について、事業主や責任者の方の意識や就労実態等を把握
するために、
「第２次推進基本計画策定に関する企業・事業所意識調査」
（以下、
「事業所意識調査」という。）を実施しました。

（３）住民ワークショップの実施
本計画策定に際し、
「築上町男女共同参画に向けた住民ワークショップ」
（以
下、
「ワークショップ」という）を開催しました。ワークショップでは、地域に
関わる様々な立場の住民の参加を得て、町の男女共同に関する意識や課題を把
握し、その課題解決に向けた取組について意見交換を行いました。

（４）関係団体へのヒアリング実施
本計画を策定するにあたり、本町の女性の地位向上、男女共同参画社会を目
指し活動を行う関係団体の意見を把握し、計画に反映するために、関係団体へ
のヒアリング調査を実施し、活動内容や現状、課題などを把握しました。
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（１）国の動向
国においては、1999（平成 11）年に、男女が互いにその人権を尊重し、喜び
を分かち合い、性別にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮でき
る男女共同参画社会の実現を促進するため、
「男女共同参画社会基本法」
（以下、
「基本法」という。
）が施行されました。以降、
「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、「ＤＶ防止法」という。）の制定・改正、
「男女雇用機会均等法」の改正、「女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律」
（以下、
「女性活躍推進法」という。
）の制定など、制度上の改善や啓発
活動が進められてきました。
また、2015（平成 27）年には、更なる男女共同参画社会の推進に向け、
「第
４次男女共同参画基本計画」が策定されました。

（２）福岡県の動向
福岡県においては、2001（平成 13）年に「福岡県男女共同参画推進条例」が
制定され、翌年の 2002（平成 14）年に「福岡県男女共同参画計画」が策定さ
れました。2006（平成 18）年、2011（平成 23）年の改訂を経て、2016（平成
28）年３月には「第４次福岡県男女共同参画計画」が策定されました。

（３）築上町の歩み
本町では、2009（平成 21）年９月に「築上町男女共同参画推進条例」を制定
しました。その後、男女共同参画社会の形成に向けた施策を推進するため、築
上町男女共同参画審議会（策定委員会）を設置し、2012（平成 24）年３月に「第
１次推進基本計画」を策定しました。
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第２章 男女を取り巻く築上町の現状と課題

（１）人口の推移と見込み
本町の人口は、1985（昭和 60）年の総人口 25,706 人をピークに減少へと転
じ、2015（平成 27）年には 18,587 人にまで減少しており、今後も減少傾向は
続くと見込まれています。
また、年齢３区分別人口の推移をみると、年少人口（０～14 歳）と生産年齢
人口（15～64 歳）は減少する一方で、老年人口（65 歳以上）は増加しており、
少子高齢化は今後も進行していくと見込まれています。

【図１ 人口及び年少・老年人口割合の推移及び推計】

実数

推計

資料：2015 年以前は国勢調査（総人口は年齢不詳含む）
2020 年以降は国立社会保障・人口問題研究所による推計値
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2015（平成 27）年の人口ピラミッドをみると、団塊の世代である「65～69 歳」
の人口が男女ともに多くなっています。
また、子育て世代と言われる「20～49 歳」の人数は、福岡県では女性の人数
が男性の人数を上回っていますが、本町では、男性が 2,996 人、女性が 2,643 人
と、男性の人数が女性の人数をやや上回っています。
【図２ 人口ピラミッド】

築上町
総人口 18,587 人（2015 年）
男性総数

女性総数

8,896 人

9,691 人

2,996 人

2,643 人

（人）

（人）

福岡県
総人口 5,101,556 人（2015 年）
男性総数
2,410,418 人

女性総数
2,691,138 人

（人）

（人）

資料：国勢調査（2015［平成 27］年）
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（２）家族形態・婚姻関係の変化
本町の世帯数の推移は、
「単独世帯」が増加し、
「核家族世帯」と「その他の
親族世帯等」が減少しています。１世帯あたりの平均人数は、1990（平成２）
年では 3.30 人となっていましたが、2015（平成 27）年には 2.57 人にまで減少
しています。
【図３ 世帯数の推移】

資料：国勢調査

本町の一般世帯数に占めるひとり親世帯数は、2015（平成 27）年で 160 世帯
となっています。そのうち、母子世帯数は、1995（平成７）年の 97 世帯から
20 年間で 148 世帯まで増加しています。
【図４ ひとり親世帯数の推移】

資料：国勢調査

※単
独
世
帯：世帯人員が一人の世帯。
※核 家 族 世 帯：夫婦のみの世帯、夫婦と子どもからなる世帯、男親と子どもからなる世帯、女親と子どもからなる世帯。
※その他の親族世帯等：夫婦と両親からなる世帯、夫婦と片親からなる世帯、夫婦・子どもと両親からなる世帯、夫 婦・親と
他の親族（子どもを含まない。
）からなる世帯、夫婦・子ども・親と他の親族からなる世帯、夫婦・子
供と片親からなる世帯、夫婦と他の親族（親・子どもを含まない。）からなる世帯、夫婦・子どもと他
の親族（親を含まない。
）からなる世帯、兄弟姉妹のみからなる世帯、他に分類されない親族世帯。
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第２章 男女を取り巻く築上町の現状と課題

近年の婚姻率（人口千対）は、2007（平成 19）年に 6.82 まで上昇しました
が、その後は低下を続け、2012（平成 24）年では 5.13 と、福岡県の婚姻率 5.55
をやや下回っています。
離婚率（人口千対）は、横ばいで推移しており、福岡県の離婚率とあまり差
はみられません。
【図５ 婚姻率・離婚率の推移】
人口
千対

築上町・婚姻率
築上町・離婚率

福岡県・婚姻率
福岡県・離婚率

8.00
6.82

5.98

6.28

6.00

5.98

5.88

4.00

5.92

5.76

5.87

5.56

5.55

5.25

5.13

4.64
2.25

2.00

5.86

2.21

1.91

2.50

2.20

1.88

1.86

2.52

2.21

2.20

2009

2010

2.09

2.11

2.09

1.82

0.00
2006

2007

2008

2011

2012

（年）

資料：人口動態統計

（３）就労をめぐる状況
１）女性の年齢階級別労働力
2010（平成 22）年における女性の年齢階級別労働力について、本町と福岡
県・全国を比較すると「20～24 歳」
、
「25～29 歳」の年齢層で低くなっており、
「35～39 歳」、「40～44 歳」の年齢層で高くなっています。このことから、本
町では、結婚や出産期に退職し、育児が落ち着いた時期に再就職する女性が多
いことがわかります。
【図６ 女性の年齢階級別労働力率（2010 年）】
全国

（％）

80.0
70.0

66.0
65.9

60.0

61.9

72.5
72.4 65.5

67.7

64.2

64.7

福岡県
69.6
64.8
64.0

50.0

72.8

築上町

73.5

70.5
69.3
72.2
72.1
69.2
68.4
67.8

61.8
60.1
45.7
44.1

54.5

40.0

41.0

30.0
20.0
10.0

14.9 14.9

14.1
11.9

11.7

10.4

0.0
15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～（歳）
資料：国勢調査（2010 年）
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本町の労働力率を年次ごとに比較すると、
「20～24 歳」の年齢層では、1995
（平成７）年の 73.3％から年々低下し、2010（平成 22）年には 61.9％と 15 年
間で 11.4 ポイント減少しています。一方、
「35～39 歳」の年齢層では、1995
（平成７）年の 54.1％から年々上昇し、2010（平成 22）年には 69.6％と 15 年
間で 15.5 ポイント増加しています。よって、本町では結婚や出産を機に退職
し、育児が落ち着いた時期に再び働く女性が、年々増加傾向にあるといえます。

【図７ 女性の年齢階級別労働力率 年次推移】

資料：国勢調査

２）町職員の状況
町の正規職員における男女比は、平成 27 年度４月時点で女性は 91 人と全体
の 46.0％を占めており、同時期における福岡県の女性職員の割合 29.2％を上
回っています。また、技能労務職（清掃センター・給食調理員）や嘱託・臨時
職員については女性の割合が極めて高くなっています。
管理的地位にある職員に占める女性職員数の割合は 9.5％と低い状況です。
（福岡県の課長相当職以上に占める女性職員の割合：9.1％（2015（平成 27）
年度定期異動日現在）
）
過去の実績からも管理的地位にある女性職員は非常に少なく、女性を積極的
に登用する職場風土がないことから、性別に関わらず均等な昇格の機会があっ
たとは言い難い状況です。
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■町職員に占める女性職員の割合【2015（平成 27）年度】
① 正規職員
区分

女性（人）
91

全体

男性（人）

計（人）

107

女性の割合（％）

198

46.0

内訳

一般事務

63

104

167

37.7

技能労務職
（清掃センター・給食調理員）

20

3

23

87.0

8

0

8

100.0

保育士

②

嘱託・臨時職員

区分

女性（人）

全体

③

135

39

計（人）
174

女性の割合（％）
77.6

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合（正規職員のみ）

区分

課長級

女性（人）
町長部局
議会事務局
教育委員会
監査委員事務局
農業委員会事務局
計

④

男性（人）

男性（人）

計（人）

女性の割合（％）

2
0
0
0
0

14
1
2
1
1

16
1
2
1
1

12.5
0.0
0.0
0.0
0.0

2

19

21

9.5

各役職段階にある職員に占める女性職員の割合（正規職員のみ）

区分

課長
補佐級

女性（人）
町長部局
議会事務局
教育委員会
監査委員事務局
農業委員会事務局

計（人）

女性の割合（％）

5
0
1
0
0

11
0
3
0
0

16
0
4
0
0

31.3
0.0
25.0
0.0
0.0

6

14

20

30.0

7
1
1
0
0

25
0
2
0
0

32
1
3
0
0

21.9
100.0
33.3
0.0
0.0

計

9

27

36

25.0

合計

15

41

56

26.8

計

係長級

男性（人）

町長部局
議会事務局
教育委員会
監査委員事務局
農業委員会事務局

資料：庁内資料
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（４）地域・社会活動における状況
審議会等委員数における女性比率（表①）は、2015（平成 27）年度で 14.6％
と、福岡県の女性比率 29.8％と比較して、非常に低い状況です。委員会等委員
数における女性比率（表②）は、2011（平成 23）年度から 2015（平成 27）年
度まで 14.0％と横ばい傾向にありますが、福岡県では増加傾向にあり、本町の
審議会、委員会等における女性の登用は遅れている状況です。
また、自治会長の女性比率（表③）については、2013（平成 25）年度までは
1.5％と県内町村の女性比率を下回っていましたが、2014（平成 26）年度にな
ると、本町の女性比率は 4.5％まで増加し、県内町村の女性比率を 1.9 ポイン
ト上回るようになりました。ただし、福岡県と比較した場合、女性比率には差
がみられ、今後も地域のリーダーとなる女性の起用を進める必要があります。
表① 審議会等委員数における女性の登用状況
平成
（年度）

23
24
25
26
27

審議会等数
うち女性委員
を含む数
23
12
34
18
34
18
37
19
45
22

総委員数（人）
うち
女性委員数等
303
58
408
75
336
61
367
70
684
100

女性比率（％）
築上町

福岡県

26.3
26.8
27.6
29.1
29.8

19.1
18.4
18.2
19.1
14.6

表② 委員会等委員数における女性の登用状況
平成
（年度）

23
24
25
26
27

委員会等数
うち女性委員
を含む数
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5

総委員数（人）
うち
女性委員数等
43
6
43
6
43
6
43
6
43
6

女性比率（％）
築上町

福岡県

14.0
14.0
14.0
14.0
14.0

12.0
13.2
13.7
14.3
16.7

表③ 自治会長数における女性比率
平成
（年度）

23
24
25
26
27

自治会長数
うち女性自治
会長数
66
1
66
1
66
1
66
3
66
3

女性比率（％）
築上町

1.5
1.5
1.5
4.5
4.5

福岡県

7.1
7.2
7.1
8.1
8.2

県内町村

2.0
2.3
2.4
2.6
2.4

資料：福岡県男女共同参画白書（各年度）
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本町における男女平等に対する意識、家庭生活や地域活動、就労や人権に関する
意識・実態について、前回調査（2011 年）との町民意識の変化等を把握するため、
町民意識調査を実施しました。また、同時に事業所意識調査を実施しました。
調査は、
「男女平等」
、
「結婚・家庭生活」、
「就労」、
「教育」
、
「地域活動」、
「人権」、
「介護」
、
「防災」、
「男女共同参画のまちづくり」の９領域で実施し、男女間の違い
を明らかにしました。

（１）男女平等意識
本町における男女平等意識について、「平等」と感じる場面は【学校教育の
場】が６割と最も高くなっています。一方で、“男性優遇”（「男性の方が優遇
されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を合計した割
合）と感じる場面は【社会通念や習慣・しきたりなど】が６割を超え、高くな
っています。これは、昔からの地域の行事の中で行われてきた男女の固定的な
役割分担や男性中心の習慣が、男性優遇の社会通念となり、生活の中に意識づ
けられ、地域社会のあらゆる場に影響をもたらしていることが現れた結果とな
っています。
【図８ 男女の地位における平等感】

＜今回調査＞
（N=561）

＜前回調査（2011 年）＞
（N=893）
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（２）固定的性別役割分担意識
「男は仕事、女は家庭」という、固定的性別役割分担意識について、「同感
する方」は全体で 13.7％と前回調査（2011 年）より 5.1 ポイント減少し、性
別による役割分担意識はやや解消されています。しかし、性別でみた場合、
「同
感する方」と考える男性が 17.7％と女性に比べて 7.6 ポイント高くなってい
ます。（図９）
また、「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てた方がいい」という、性
別によって区別する子どものしつけに同意する人は、19.6％と前回調査（2011
年）より 7.6 ポイント減少しました。しかし、性別でみた場合、女性 11.1%に
対して、男性では 29.2％と高く、未だ根強く残っています。
（図 10）
これらのことから、固定的性別役割分担意識や男性優位の社会制度、慣行が
根強く残っていることがわかります。また、子どもは周囲の大人をモデルにし
て育っていく上で、性別によって限定された生き方を身に付けてしまうことと
なり、性別による差別や偏見への刷り込みが危惧されます。
【図９ 「男は仕事、女は家庭」という考え方について】

全 体
女
性
男
性

【図 10 子どものしつけについて】

全 体
女
性
男
性
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（３）育児休暇、子育てへの意識および実態
育児休暇取得について、
「男性が取るのは難しい」という考えが 41.2％と最
も高く、前回調査（2011 年）から 11.9 ポイント増加しています。一方、
「男女
共に取るのは当然だ」という考えは 33.2％と、前回調査（2011 年）から 10.9
ポイント減少しています。また、これらの考え方は特に女性の方が強く示して
おり、本町における結婚・出産期に退職する女性が多く、経済的な理由を懸念
する家庭が多いことが影響していると考えられます。
（図 11）
事業所意識調査によると、就業規則などに育児休業制度の規定が「ある」と
回答した割合が 57.7％と半数を超えているものの、実際に育児休業を開始、又
は開始の申し出をしている従業員の数は少ない状況です。
（図 12）
また、働きながら子育てを行う従業員に対する制度について、最も多く実施
されているのは「育児中の所定外労働の制限」
、
「育児中の深夜労働の制限」と
なっており、労働時間の優遇措置を図る事業所が多い状況です。
（図 13）
【図 11 育児休暇取得に対する考え方について】

全 体
女
性
男
性

【図 12 育児休業制度の有無】

【図 13 働きながら子育てを行う従業員に対する制度の有無、今後の予定】
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（４）女性の就労に関する意識
女性が職業を持つことについて、「子どもができても、ずっと職業を続ける
方がよい」という考えが 46.0％と最も多く、専業主婦志向は少ない傾向です。
また、「女性は職業を持たない方がよい」、「結婚するまで、職業を持つ方が
よい」、
「子どもができるまでは、職業を持つ方がよい」の３つはいずれも専業
主婦を志向する項目になりますが、回答割合は低く、女性が職業を持つことが
肯定的に受け止められています。
【図 14 女性が職業を持つことについて】

全
体
女
性
男 性

事業所意識調査では、女性労働者の活 【図 15 女性労働者の活躍推進に向けた取組状況】
躍推進への取組状況は、
「今のところ取
り組む予定はない」とした割合が
52.1％と半数を超えています。
一方で、
「取り組んでいる」と回答し
た事業所は、従業員規模が大きくなる程、
その割合が高くなる傾向にあり、町内企
業・事業所の規模によって、男女共同参
画への意識に差がみられます。
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（５）人権問題に関する意識
配偶者や恋人など身近な人からの暴力であるＤＶ（ドメスティック・バイオ
レンス）について、「自分自身がＤＶを受けたことがある」と回答したのは多
くが女性であり、女性がＤＶ被害者となることが多い状況です。
また、セクシュアル・ハラスメント（以下、
「セクハラ」という。
）について
も、
「自分が直接経験したことがある」と回答した女性が 15.8％と高くなって
います。ＤＶやセクハラの被害者となるのは、ほとんどが女性であり、この背
景には、異性に対する差別意識や男女の経済力の格差など構造的な問題がある
と考えられます。
【図 16 ＤＶ・セクハラを経験したり、見聞きしたことの有無】
＜ＤＶ＞

＜セクハラ＞

事業所意識調査では、セクハラに対する取組について、「就業規則や社内規
定などにセクシュアル・ハラスメント禁止を規定している」と回答した割合が
31.0％と最も多くなっています。しかし、「必要性を感じていない」と回答し
た割合は、従業員規模が小さくなる程、その傾向は高まっています。女性従業
員がいない又は少ないことも影響していると考えられますが、女性の有無に関
わらず、女性の人権について理解を求めることが重要です。
【図 17 セクハラに対する取組の実施状況】
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（６）地域活動・防災活動における男女共同参画への意識
地域活動において、男女が平 【図 18 地域活動において男女平等でないと感じる場面】
等でないと感じる場面につい
て、「自 治会 な どの 役職 」が
55.3％と最も高く、次いで、
「活
動内容や役割分担」
（46.0％）と
なっており、どちらも男性の回
答割合が女性の回答割合を上
回っており、地域活動は依然、
男性中心であることがうかが
えます。

防災・災害復興対策において
性別に配慮した対応で必要な

【図 19 防災・災害復興対策において、
性別に配慮した対応で必要なこと】

ことは、
「避難所の設備（男女別
のトイレ、更衣室、洗濯干場な
ど）
」が 87.1％と最も高くなっ
ています。
また、
「災害復旧・復興対策計
画に男女がともに配置され、計
画に男女両方の視点が入るこ
と」、
「防災会議に男女ともに参
画し、防災計画に男女両方の視
点が入ること」と回答した男性
の割合が、女性の割合を上回っ
ており、防災・災害復興に関す
る政策・方針決定の場への女性
参画について、男性の意識が高
いことがわかります。
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（７）男女共同参画のまちづくりに関する意識
築上町の男女共同参画を推進していくために、行政が今後力を入れていくべ
きことは、「子育てや介護中であっても仕事が続けられるよう支援し、またい
ったん仕事を辞めた人であっても再就職が可能になるように支援する」という
考えが最も多く、次いで「育児や介護のための施設やサービスを充実する」と
続きます。また、上位２項目ともに、女性の回答割合が男性の回答割合を上回
っており、育児や介護の支援を充実することが、男女共同参画社会および女性
活躍社会の形成に必要であると考えられています。
一方、「町の管理職や審議会委員など政策・方針決定の場に積極的に女性を
登用する」、「民間企業・団体などの管理職に女性の登用が進むよう支援する」
と回答した男性の割合は、女性の割合をやや上回っており、男性が女性の主体
的な参画を求めていることがわかります。
【図 20

男女共同参画を推進していくために、築上町が今後力を入れるべきこと】
＜今回調査＞
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＜前回調査（2011 年）＞
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築上町の男女共同に関する意識や課題を把握するために、地域に関わる様々な立
場の住民に参加してもらい、ワークショップを実施しました。
「男女の差を感じる場面」、「男女共同参画社会実現のために解決すべき課題」、
「課題を解決するためのアイデア出し」の３つのテーマについて、異なる性別や年
齢、職種など様々な立場から、男女共同参画に関して意見を交換し合いました。
住民から出された意見を整理すると以下の通りになります。

＊「男は泣くな、女は優しく」といった、性別によってあるべき姿が根強く残っ
ているように感じます。
＊重要な決定権は男性が持っており、男性中心の風潮は変わらず残っているよう
に思います。
＊男女共同について、教育・学習する機会を増やし、特に男性の意識を変えるこ
とが必要です。
＊男女が互いに歩み寄り、コミュニケーションをとることが大事だと思います。

＊仕事内容や給与や管理職等昇進への評価で男女の差を感じます。男女の同一労
働、同一賃金など、事業者の経営方針を見直すことが必要です。
＊女性の採用や管理職等への登用を増やすことが必要です。
＊女性が早期に職場復帰でき、働きやすい環境づくりが必要です。
＊男女が互いの立場を認め合い、男女が同等に働ける職場づくりが必要です。

＊男女ともに、育児や介護のために休みやすい職場づくりが必要です。
＊母親は父親より子どもや地域と関われる時間に差があります。男性の育児休暇を
促進し、父親と子ども、父親と地域とのつながりを見直すことが必要です。
＊子育てや家事、介護は女性の仕事だという意識が定着しています。男性も家庭
のことに積極的に協力し、主体的に参加するよう、意識啓発が必要です。
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＊町の議員や地域の役員（自治会長など）は男性が多く、女性に関する事も男性
が決めるなど、男性中心・男性優位のまちづくりとなっているように思います。
＊女性は役員を頼まれると消極的になることが多いため、地域やまちづくりの場、
政策決定の場に積極的に女性が参画することが必要です。
＊地域やまちづくりの場、政治・政策決定の場への女性の参加と、意見を受け入
れる体制、男性の意識が必要です。

＊ＤＶやセクハラの被害者は女性が多く、被害者が声を出しやすい環境をつくる
ことが必要です。
＊ＤＶの被害を受けている人と危害を加える人が互いにＤＶであると意識してい
ないことも考えられます。小さい頃から、教育や学習する機会を増やし、意識
を変えることが必要です。
＊セクハラ的言動をコミュニケーションだと思っている男性が多く、男性が女性
の人権について学ぶ機会が必要です。
＊母子家庭の貧困が生じる背景には、母親にかかる養育負担が大きく、子育ては
母親の責務であるという社会の風潮や制度に問題があると思います。

＊映画館にはレディースデーがあったり、お会計は男性が払う風潮があったりと、
女性の方が得することが多いように思います。
＊女性専用車両があるのに、男性専用車両がありません。
＊トイレの数や広さなど、男女に差があります。
＊女性の方がファッションの幅は広いが、化粧など身だしなみに費用がかかります。
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女性の地位向上を図り、男女共同参画社会を目指した豊かな地域づくりを目的と
して活動を行う「築上町男女共同参画ネット」へのヒアリング調査を実施し、町の
現状や地域性、課題等を把握しました。
「ワーク・ライフ・バランス」、「まちづくり・方針決定の場への女性の参画」、
「意識啓発・町民の意識」、
「町の推進体制」の４つをテーマとして、活動状況や意
識、普段の生活を通して感じることについて、意見を出し合いました。
団体から出された意見を整理すると以下の通りになります。

＊男性も女性も、「男性は仕事、女性は家庭」という意識が根付いています。
＊農家や個人事業主は、ワーク・ライフ・バランスという言葉に接する機会が少な
いため、言葉として認知されていません。
＊ワーク・ライフ・バランスの達成には、労働時間の短縮と家族の協力が必要です。

＊審議会等の開催時間は、昼間や夕方が多く、女性は参加しづらい状況です。また、
参加しても、実際に意見を伝えられているかは疑問です。
＊女性消防団の設立はかないましたが、女性参画の重要性の認識は統一できていま
せん。また、町の防災会議は男性のみで運営されており、約半数は女性が参画で
きるような条例に改正することが課題です。

＊教育や育ってきた家庭環境に違いがあり、世代によって、男女のあり方に対する
意識差がみられます。特に、子どもは保育所や学校で受ける教育に大きく影響を
受け、無意識のうちに性別による役割分担が身についてしまいます。教育や指導
に携わる方への意識啓発が必要です。
＊古くからの集落文化の名残で、男女の役割が分担された行事が見受けられます。

＊役場の職員においても、意識や関心に温度差を感じます。管理職から一般職まで
含めた啓発研修が必要だと思います。
＊男女共同参画と女性の活躍推進は、町全体で推進すべきと考えます。総合的に関
わり、積極的に働きかけることができる男女共同参画課の設置を求めます。
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2012（平成 24）年度を初年度として策定された、第１次推進基本計画では「男女
がお互いを尊重し

ともに参画し

支えあえるまち

築上」を目指し、３つの基本

目標と６つの目標を掲げ、各施策に取り組んできました。それらの施策に基づく具
体的事業の取組状況と課題を整理します。
※取組状況の評価
◎･･･十分取り組むことができた
○･･･ある程度取り組んだが、課題が残る
▲･･･十分に取り組むことができず、改善・見直しが必要

基本目標１ 性別にかかわらず お互いを尊重しあう社会の実現
目標１

男女がお互いを尊重しあうための意識づくり

【主な取組】
① 広報・啓発活動の充実
② ともに社会を担う意識づくり
③ 男女共同参画の視点に立った教育・学
習の充実
④ 保育・教育関係者に対する研修の充実

⑤ 多様な選択を可能にする指導の充実
⑥ 男女共同参画意識を高める学習機会
の提供
⑦ 生涯学習活動への参加促進
⑧ 国際的視野の獲得

【取組状況と課題】

◎

男女共同参画の実現に向けた意識啓発は、広報やホームページ、パンフレッ
トなどの活用により、周知できました。研修会や講座などの内容も年々充実
しており、今後は、関心のある人だけでなく、より多くの町民が男女共同参
画について、学習できる機会を提供することが必要です。

○

男性（父親）の子育て参画を推進する上で、男性に直接面会する機会が少な
いことが課題として残りました。

▲

町職員に向けた研修の実施が不十分であり、男女共同参画に関する意識向上
のための研修等を積極的に実施することが必要です。
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目標２

性の尊重とあらゆる暴力の根絶

【主な取組】

⑦
⑧
⑨
⑩

個人情報の保護
在留外国人への支援
住居の確保に向けた支援
性差別等を背景とした暴力を根
絶するための基盤づくり
⑪ セクシュアル・ハラスメント等
の防止対策

① ＤＶ防止のための周知と啓発
② ＤＶに関する相談窓口の充実
③ ＤＶ被害者の安全の確保
④ 心的ケア
⑤ 法的な助言、情報提供
⑥ 子どもに対する支援

【取組状況と課題】

◎

社会的に弱い立場になりやすい子どもや外国人などの人権を守るため、関係
機関との連携を深め、支援に努めました。

◎

セクシュアル・ハラスメント等の防止対策に向けて意識啓発を行いました。

○

ＤＶ防止、ＤＶ被害者の保護のために、行政や関係機関による連携体制の
構築が進められてきました。今後も相談窓口の周知徹底と庁内の連携強化
はもとより、対応が困難な場合は、県などの専門機関と連携を図り、被害
者の安全性を高めることが必要です。また、専門性のある担当者の配置と
庁内全体の危機管理体制の構築が必要です。
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基本目標２ 男女が地域や社会へともに参画する社会の実現

目標１

社会における意思決定過程への女性の参画の促進

【主な取組】
①
②

各種広報媒体を活用した女性の登用についての啓発活動
積極的改善措置に関する情報提供の推進

【取組状況と課題】

◎

女性の登用、女性の能力の積極的活用に向けた啓発活動を行いました。今後
も、女性の能力や意見が仕事や地域で発揮することが重要であることを周知・
啓発する必要があります。また、女性の意思による参画を促すため、男女と
もに意識を変革することが必要です。

目標２

地域社会への男女共同参画の促進

【主な取組】

① 地域活動での男女共同の意識啓発
② 高齢者の自立支援と地域活動への参画
促進
③ 障害者の自立支援と地域活動への参画
促進

④ 国際理解と国際交流の推進
⑤ 地域を基盤とした団体活動の
促進
⑥ 地域活動団体のネットワーク
化の推進

【取組状況と課題】

◎

築上町男女共同参画ネットなど、地域団体の活動について周知を行い、活動を
支援しました。

◎

子育て中の親を支援するため、子育てに関する情報や集いの場の提供や地
域活動団体のネットワーク化による子どもの療育支援などに取り組みまし

○

人口減少と高齢化が進み、自治会などの地域活動が重要とされる中、健康
サロンが実施されていない箇所もあり、全自治会の実施に向けた働きかけ
が必要です。また、今後は、個々のサロンが自立するような取組も必要で

○

地域住民による地域活動の活性化を促進するため、地域おこし協力隊の導
入等、外部人材の活用を地域活動に取り入れていくことが必要です。

▲

国際交流活動の促進については、人員不足もあり取り組めていないため、
今後、何らかの対策・改善が必要です。
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基本目標３ 男女が仕事も家庭もともに担い支え合う社会の実現

目標１

家庭における男女共同参画の促進

【主な取組】

① あらゆる機会を捉えた家庭での
男女共同参画についての意識の
醸成
② 男性の生活力アップによる自立
促進
③ 育児・介護サービスの利用によ
る固定的役割分担の解消

④ 育児・介護休業取得に向けた意識の
醸成
⑤ ワーク・ライフ・バランスの考え方
の普及
⑥ 子育て支援のための環境整備の促
進
⑦ 介護者支援の充実

【取組状況と課題】

◎

子どもと保護者、認知症本人と家族介護者が、地域で安心して暮らすため、
居場所の拡充に取り組みました。

○

育児・介護休業取得による不利益な取扱い禁止について、企業の雇用主や管
理職に正しい理解を求めるため、周知を図りました。今後も、性別に関わら
ず育児・介護休業を取得しやすい環境づくりに取り組むことが必要です。

▲

健康サロンへの男性の参加比率が低く、加齢に伴う体力と生活力の低下が
懸念されます。男性が興味や関心を持って参加できるように企画の内容を
見直すことが必要です。
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目標２

職場における男女共同参画の促進

【主な取組】

① 職場における性別役割分担意識解消へ
の啓発
② セクシュアル・ハラスメント等の防止
に関する情報の収集と提供
③ 就業相談の実施

④ 起業の支援
⑤ 農林水産業や自営の商工業の
分野における、家族経営・小規
模事業所などへの意識啓発
⑥ 家族経営協定の推進

【取組状況と課題】

◎

人農地プラン作成検討会への女性委員の登用、女性農村アドバイザー就任
による女性の就農・就業が実現するなど、地域農業の将来に女性の力を取
り入れることができました。

○

昇進や賃金、職種などで職場での男女格差是正に向けた啓発を行っていま
すが、各団体で男女平等となるにはまだ困難な状況にあり、さらなる普及
啓発に取り組むことが必要です。

○

家族経営協定について、普及・啓発を行いましたが、締結件数は０件でし
た。農家経営者の減少や高齢化により、家族協定締結農家の増加は困難で
あると考えられます。今後は、農業経営に限らず、あらゆる自営業者への
男女共同参画の意識啓発や、女性が活躍できる場の創出に取り組むことが
必要です。

▲

女性のための就業相談への利用件数は少なく、就業相談窓口の周知を徹底
する必要があります。

▲

町内の就労環境が把握できておらず、町内の女性の就労環境の現状を把握
し、実態に即した就労環境の改善や意識啓発が必要です。
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2011（平成 23）年度に策定した、第１次推進基本計画では、家庭・地域・学校・
職場など、あらゆる分野で性別にとらわれず個性や能力が認められ、男女が平等に
責任を分かち合う社会を目指し、取組を進めてきました。
男女共同参画に関する認識を深め、定着させるため、広報紙や町のホームページ
などによる広報活動のほか、各種講座や講演会等を通じて啓発活動を展開してきま
した。また、子育て中の親や高齢者、子ども、障害者、在留外国人、同和地区出身
者などの人権を守るため、地域の関係機関や関係団体との連携や居場所の拡充を進
めてきました。さらに、働く場における男女格差是正に向け事業主への意識啓発、
地域の活性化に女性活躍の視点を取り入れるなど、男女が充実した働き方、生き方
ができる社会づくりを推進に取り組んできました。
こうした取組の結果、「男は仕事、女は家庭」という、固定的性別役割分担意識
を否定する人の割合が前回調査（2011 年）を上回っており、町全体の男女平等、男
女共同の意識が高まっています。しかし、男性や高齢者では、固定的性別役割分担
意識に肯定的な人が多く、長い時間をかけて意識づけられてきた、性別に基づく固
定的な性別役割分担意識や男性優位の社会制度や慣行は根強く残っているといえ
ます。さらに、ヒアリング調査からは、幼少期に受ける教育や各家庭環境の違いに
よって、無意識のうちに性別による役割分担が身についてしまうため、小さい頃か
らの教育や学びの場の充実が課題として挙げられました。
就業・雇用等の労働環境について、町民意識調査では、女性が結婚や妊娠・出産
に関わらず、職業を持ち続けることは肯定的に受け止められていますが、実態とし
て、本町の女性は、結婚や出産を機に退職し、子育てが落ち着いた頃に再び就職す
る傾向にあります。また、住民ワークショップでは、仕事内容や給与、昇進に男女
差を感じるという意見が出されました。結婚や出産を機に生じる女性のキャリア中
断が、賃金や雇用待遇の面における男女の格差に影響していることが懸念されます。
また、本町における自治会長の女性比率は 4.5％と低く、地域活動は依然、男性
が中心で、地域行事の世話や後片付けなど、裏方の仕事は女性が行うケースが多く
みられます。ヒアリング調査からも、自治会やＰＴＡ等の首長は男性、実際に活動
を行うのは女性であるという意見が挙げられました。その背景には、男性が女性の
意思を軽視していること、女性自身が主体的にまちづくりへ関わることに消極的で
あること、双方の意識が相まって地域・社会活動における男女共同参画の進展を妨
げているといえます。
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暴力や性的ないやがらせを含め、女性の尊厳を傷つける人権侵害が社会的な問題
となっている中、町民意識調査結果からも、ＤＶを受けたことがある女性は 9.1％、
セクハラを受たことがある女性は 15.8％みられました。女性への暴力は人権侵害
であると同時に、男女共同参画を進める上で克服しなければならない重要な課題で
す。
また、全国的に離婚や未婚などによるひとり親家庭が増加傾向にあるとともに、
非正規による雇用形態が広がりつつあることが、特に、母子家庭の経済的自立を妨
げ、教育格差や子どもの貧困問題を生み出す要因となっています。本町でも母子世
帯や単独世帯が占める割合は年々増加しており、ひとり親家庭等の安定した就業と
収入を保障し、貧困の再生産を阻止する必要があります。
さらに、虐待や差別などの人権侵害を受けやすい子ども、高齢者、障害者、同和
地区出身者、性的少数者等が均しく、安心して生活できるよう、教育や就業の機会
を確保するとともに、全ての町民への人権教育・啓発の拡充が必要です。
第１次計画において残された課題の解決を図るとともに、社会情勢等の変化を展
望した実効性のある施策・取組を推進する必要があります。
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第３章 計画の基本理念・目標の設定

男女共同参画社会とは、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、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社会です。
本町では、2011（平成 23）年度に策定した第１次推進基本計画において、
「男女が
お互いを尊重し、ともに参画し、支えあえるまち、築上」を基本理念として定め、男
女共同参画の確立に向けて取組を進めてきました。しかし、依然として家庭や地域、
職場、社会通念や習慣などに男女の不平等感は根強く、多くの課題が残っています。
今後、少子高齢化や地域社会が大きく変化する中で、町民一人ひとりが自分らしく
生き生きと暮らすことができる社会を築くためには、全ての町民が性別に関わりなく
個人として尊重され、男女が対等な立場で多様な働き方・生き方ができる機会を保障
する必要があります。
そこで、本計画の基本理念は、第１次計画の基本理念を踏襲しつつ、以下のように
定めます。

男女共同参画社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、次の４つ
を基本目標として設定します。

基本目標１

性別にかかわらず、お互いを尊重しあう社会の実現

基本目標２

仕事や家庭、地域で男女が支え合う社会の実現

基本目標３

一人ひとりが健やかに暮らせる社会の実現

基本目標４

多くの分野で女性が輝ける社会の実現
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（ １）男女共同参画推進のための
広報・啓発活動の充実

１

（ ２）意識改革のための意識啓発

Ⅰ
（ ３ ）学校教育等における男女共同
参画の推進

２

（４）男女共同参画意識を高める社
会教育等の推進
（５）ワーク・ライフ・バランスの
推進

１

（６）仕事と子育て・介護が両立で
きる環境の整備

Ⅱ

（７）地域活動における男女共同参
画の促進

２

（８）地域防災体制における男女共同
参画の推進
（９）審議会等における女性登用に
ついての啓発の推進

３

（10）管理職などへの登用推進
（11）ＤＶ防止の周知・啓発
（12）ＤＶ被害者の安全の確保の強化
及び被害者の自立支援

１

（13）ハラスメント等の防止対策
（14）ひとり親家庭等への支援

Ⅲ

２

（15）子ども、高齢者、障害者、外国人、
同和地区出身者、性的少数者等が
安心して暮らせる社会づくり
（16）生涯を通じた心とからだの健康
づくり

３

（17）発達段階に応じた性と健康に
ついての意識の醸成
（18）均等な雇用及び待遇の確保

１
（19）企業等事業所における女性登用の
推進

Ⅳ

（20）女性が希望する働き方を支援する
相談体制・能力開発の充実

２

（21）女性の起業支援及び起業促進
（22）農林水産・商工等の自営業におけ
る女性の経営参画の促進

３

（23）地域振興における男女共同参画の
促進
29
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第４章 施策の展開 基本目標Ⅰ
性別にかかわらず、
お互いを尊重しあう社会の実現

性別にかかわらず、お互いを尊重しあう社会の実現
基本方針１

性別にかかわらず、お互いを尊重しあうための意識づくり

本町では、広報紙や町のホームページなどによる広報・啓発や講演会・講座等の開
催により、男女共同参画社会の意識啓発に努めてきました。
町民意識調査では、「男は仕事、女は家庭」という考え方に「同感する」と回答し
た人は全体で 13.7％と前回調査（2011 年）より 5.1 ポイント減少しました。しかし、
「同感する」と回答した割合は、女性の 10.1％に対して、男性では 17.7％と高く、
男性の固定的な性別役割分担意識は根強く残っていることがわかります。
今後も、町全体の男女共同参画社会の実現を図るため、関係団体等の協力のもと、
家庭や地域、職場など、あらゆる場面への意識啓発を展開します。
施策の方向

１

具体的施策

担当課

男 女 共 同 参 画 推 １） 広報紙、ホームページを活用した男女共同参画の意
識啓発を行います。
進のための広報・
啓発活動の充実
２） 関係団体との共同により講演会・講座を開催します。

人権課

１） 家庭や地域、職場など、社会慣行等の是正を目指した
意識啓発を行います。

２

意識改革のための
２） 男性の家庭や地域への参画を促す意識改革を働きか
意識啓発
けます。

総務課
人権課

３） 町職員の意識改革を進めます。

◇◆管理指標と⽬標◆◇
管理指標

現状値

目標値
（平成 33 年度）

「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感しない町民の割合

35.1％
（平成 28 年度）

65.0％

男女平等や男女共同参画をテーマにする話題に関心がある
町民の割合

52.6％
（平成 28 年度）

0.0％
（平成 28 年度）

町職員における男性の育児休業取得率

33

70.0％
2％以上

第４章 施策の展開 基本目標Ⅰ
性別にかかわらず、
お互いを尊重しあう社会の実現

基本方針２

男女共同参画を推進する学習・教育の充実

本町では、性別に関わらず、将来の進路や仕事、結婚、家庭生活など多様な生き方
を可能にするため、幼少期から子どもの発達段階に応じ、男女共同参画社会について
学習する機会を設けてきました。
しかし、町民意識調査では「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てた方がいい」
という考え方は、特に男性の中で解消されていません。保護者の価値観や地域社会に
あるしきたりなどが、子どもの行動や自由な考え方、発想を制限する場合もあります。
そのため、学校教育だけでなく、生涯にわたって男女平等・男女共同参画について学
べる機会を確保し、性別にとらわれることなく、一人ひとりの個性と能力が発揮でき、
互いに支え合う社会の実現を目指します。
具体的施策

施策の方向

担当課

１） 保育・幼児期における、男女共同参画の学習機会の充
実を図ります。
２） 学校教育における、男女共同参画の勉強・学習機会の
拡充を図ります。

３

学校教育等におけ
る男女共同参画の ３） 性別に関わらず、多様な生き方を可能にする指導の
充実を図ります。
推進

福祉課
学校教育課
生涯学習課

４） 自立と協調性を育み、互いの個性を尊重し合える学
習機会の充実を図ります。
５） 多様な生き方を可能にするキャリア教育を行います。
１） 男女共同参画に関する学習機会の充実を図ります。

４

男 女 共 同 参 画 意 ２） 生涯学習活動への参加を促進します。
識を高める社会教
３） 自治会における人権啓発を推進します。
育等の推進

総務課
生涯学習課
企画振興課

４） 町職員の意識を向上する取組を実施します。

◇◆管理指標と⽬標◆◇
管理指標

現状値

目標値
（平成 33 年度）

「男の子も女の子も一人の人として同じようにしつけた方が
いい」と考える町民の割合

53.7％
（平成 28 年度）

75.0％

男女平等や男女共同参画について「学校や職場で話し合っ
たり学習したことがある」と回答した町民の割合

34.4％
（平成 28 年度）

50.0％

庁内における男女共同参画の意識を高める研修会の開催

0回
（平成 28 年度）

2回
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第４章 施策の展開 基本目標Ⅱ
仕事や家庭、地域で
男女が支え合う社会の実現

仕事や家庭、地域で男女が支え合う社会の実現
基本方針１

仕事と家庭生活などの両立支援

現在、働く女性が増加する一方で、結婚や出産、子育てをしながら働き続けること
は女性自身に負担が集中してしまいます。この社会構造は、結婚へのためらいを増長
させ、未婚化や晩婚化、少子化、強いては人口減少を加速させる要因となることが考
えられ、家庭における男女共同参画の推進は非常に重要です。
町民意識調査では、男女ともに「仕事と家庭生活、地域生活の両立を優先したい」
と望む一方で、実際には、男性は「仕事」を、女性は「仕事と家庭生活」を優先させ
ている状況です。また、出産・育児・介護などの理由で、女性が仕事を辞めずに働き
続けるためには、男女ともに「育児、介護休業を取りやすい環境の整備」という意見
が最も多くなっています。
本町では、これまで、男性の家庭生活への参画を促すため、広報、啓発活動に取り
組んできました。今後、仕事と家庭生活、地域活動など、一人ひとりが希望するバラ
ンスで取り組むことができるよう、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組みます。
また、育児や介護等に対する家庭や職場の協力と支援を得るため、労働条件の整備や
休みを取りやすい環境づくりについて、普及・啓発を強化します。
施策の方向

５

具体的施策

担当課

１） ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及・啓発を行
います。

総務課

２） 育児・介護休業取得に向けた意識の向上を図ります。
ワーク・ライフ・バラ
３） 男性の生活力アップによる自立を促進します。
ンスの推進
４） 家庭での男女共同参画推進に向けた意識啓発を行い
ます。

人権課
生涯学習課
福祉課

１） 子育て、保育環境の充実を図ります。

６

仕 事 と 子 育 て ・ ２） 家族介護者への支援と情報提供の充実を図ります。
介護が両立できる ３） 職場における性別役割意識の解消に努めます。
環境の整備
４） 育児・介護休業制度の設置及び取得促進に向けた事
業主への啓発を行います。

35

総務課
福祉課
人権課

第４章 施策の展開 基本目標Ⅱ
仕事や家庭、地域で
男女が支え合う社会の実現

◇◆管理指標と⽬標◆◇
管理指標

現状値

目標値
（平成 33 年度）

育児休暇について「男女共に取るのは当然だ」と思う町民
の割合

33.2％
（平成 28 年度）

75.0％

家庭の中で家事を主に妻が負担している町民の割合

71.6％
（平成 28 年度）

50.0％

実際の生活の中での「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の
生活」のいずれも優先できている町民の割合
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6.2％
（平成 28 年度）

30.0％

第４章 施策の展開 基本目標Ⅱ
仕事や家庭、地域で
男女が支え合う社会の実現

基本方針２

地域における男女共同参画の推進

わが国は、核家族化の進行や価値観の多様化を背景に、相互扶助機能の低下や社会
的なつながりの希薄化が進んでいます。
町民意識調査では、地域社会活動への参加は少なく、余暇活動や社会参加をするこ
とに家族の協力が得にくい傾向がみられます。また、参加している人の中でも、自治
会役員や活動内容によって、男女の立場が平等でないと感じる人も多く、地域社会に
おいて、固定的な性別役割分担意識が根強く残っていることがうかがえます。
本町でも高齢化の進行ならびに人口減少は続くと予想されており、性別や年齢に関
わらず、地域で暮らす全ての町民が主体となって支え合い、住みやすいまちづくりを
進めることが重要と考えられます。また、活動を通して、男女共同参画意識が芽生え、
男女の区別なく、主体的な活動ができるよう周知・啓発に努めるとともに、関係団体
等と協力・協働しながら、地域社会における男女共同参画意識の醸成を図ります。
また、近年の震災等の経験から、男女の人権を尊重した安全・安心の確保が求めら
れており、平常時から、男女共同参画の視点のもとに、防災・復興体制の整備を推進
します。
施策の方向

具体的施策

担当課

１） 男女共同参画に関する情報提供と周知を行います。

７

８

地域活動における ２） 自治会等における地域活動に女性が参画した事例な
男女共同参画の
どの発信を行い女性の参画を促進します。
促進
３） 男女共同参画を推進する団体の活動を支援し、ネッ
トワーク化を図ります。

企画振興課

地域防災における １） 地域における防災活動への女性の参画を促進します。
男女共同参画の
２） 女性の視点を取り入れた防災対策を推進します。
推進

総務課

人権課

◇◆管理指標と⽬標◆◇
管理指標

現状値

目標値
（平成 33 年度）

「地域活動の場における男女の地位は平等である」と考える

43.3％
（平成 28 年度）

60.0％

町民の割合

11.3％

自治会における女性役員の割合

（平成 28 年度）

13 人
（平成 28 年度）

女性消防団員の人数
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20.0％
15 人

第４章 施策の展開 基本目標Ⅱ
仕事や家庭、地域で
男女が支え合う社会の実現

基本方針３

政策・方針決定過程への女性の参画拡充

本町の男女共同参画を形成していくためには、男女がともに政策・方針決定の場に
参画し、男女双方の意見を反映させることが重要です。しかし、現状は各種審議会等
への女性の登用率は 14.6％と低く、女性の参画は多くありません。
町民意識調査では、町から審議会などの委員に就任してほしいと依頼された場合、
就任に前向きな割合は男性で 67.3％に対して、女性では 51.7％となっており、男女
双方の意識改革が必要です。
今後、女性の政策・方針決定過程への参画を促すため、情報提供を行うとともに、
人材の発掘や育成に努めます。また、各種審議会においても、女性が参加しやすい環
境づくりを推進します。
施策の方向

９

担当課

具体的施策

１） 男女平等の視点に立ったまちづくりを推進します。
審議会等における
女性登用について ２） 町の審議会等における女性委員の比率の向上を目指して
の啓発の推進
啓発を行います。

人権課

１） 女性職員における管理職への登用を推進します。

10

管理職などへの
登用推進

２） 女性職員の職域拡大に向けた育成を行います。

総務課

３） 町政への女性の積極的な参画を促進します。

◇◆管理指標と⽬標◆◇
管理指標

現状値

「女性の意見が反映されている」と考える町民の割合
町から審議会などの委員に就任してほしいと依頼された場
合に就任に前向きな女性の割合

15.9％
（平成 28 年度）

51.7％
（平成 28 年度）

14.6％

審議会の委員における女性の割合

（平成 27 年度）
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目標値
（平成 33 年度）

50.0％
75.0％
40.0％

第４章 施策の展開 基本目標Ⅲ
一人ひとりが
健やかに暮らせる社会の実現

一人ひとりが健やかに暮らせる社会の実現
基本方針１

あらゆる暴力の根絶と被害者支援

ＤＶやハラスメント、売買春などの身体的・精神的暴力は、個人の尊厳を傷つける
重大な人権侵害です。これらの暴力とその背景にあるのは、異性に対する差別意識や
経済力の格差など構造的な問題であり、男女共同参画社会を推進する上で、克服する
べき重要な課題です。
町民意識調査では、女性の「実際にＤＶを受けたことがある」割合は 9.1％、
「実際
にセクシュアル・ハラスメントを受けたことがある」割合は 15.8％と、それぞれ男
性の約４倍となっています。ＤＶやハラスメント等は重大な人権侵害であること、あ
らゆる暴力を許さないことを改めて周知し、特に若い世代に対してデートＤＶに関す
る啓発に取り組みます。
本町では、ＤＶ被害者の保護のために、関係機関による連携体制の構築を進めてき
ました。今後もＤＶ被害者の安全確保を強化するため、相談窓口の周知徹底と専門性
のある担当者の配置を行い、庁内全体の危機管理体制を構築するとともに、県などの
専門機関との連携を図ります。さらに、被害者の心のケア、自立に向けた支援につい
て、関係機関と連携して取り組みます。
施策の方向

11

具体的施策

１） ＤＶ根絶に向けた啓発を行います。
ＤＶ防止の周知・
啓発
２） デートＤＶ防止のための教育の充実を図ります。

担当課
人権課
学校教育課

１） 相談機関の周知・啓発を行います。
２） ＤＶ被害者の安全確保に向けた関係機関との連携を
強化します。

ＤＶ被害者の安全 ３） 相談員の資質向上を推進します。
12 確保の強化及び被
４） ＤＶ被害者へのケアの充実を図ります。
害者の自立支援
５） 被害者の自立に向けた支援を行います。

福祉課
学校教育課
住民課
都市政策課
人権課

６） 被害者情報の保護を徹底します。
１） 町民に対するハラスメント防止について意識啓発を
行います。

13

ハラスメント等の
２） 企業・事業所等におけるハラスメント防止対策を推
防止対策
進します。
３） 町職員におけるハラスメント防止対策を推進します。
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総務課
人権課

第４章 施策の展開 基本目標Ⅲ
一人ひとりが
健やかに暮らせる社会の実現

◇◆管理指標と⽬標◆◇
管理指標

現状値

女性 9.1％
男性 1.9％

「ＤＶを受けたことがある」町民の割合

目標値
（平成 33 年度）

0.0％

（平成 28 年度）

就業規則や社内規程などに、セクシャルハラスメント禁止を
規定する町内企業・事業所の割合
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31.0％
（平成 28 年度）

50.0％

第４章 施策の展開 基本目標Ⅲ
一人ひとりが
健やかに暮らせる社会の実現

基本方針２

人権課題を抱える人々への支援の充実

社会的にひとり親が増加する中、母子家庭の母親の多くが非正規雇用での就労を余
儀なくされている状況があります。また、そのような就労環境を背景に、母子家庭の
経済的自立が困難となり、結果的に子どもの教育格差や子どもの世代への貧困連鎖が
課題となっています。
本町でも母子家庭が年々増加傾向にあり、ひとり親家庭等の安定した就労と収入を
保証するとともに、子どもたちが十分に教育を受けられる環境づくりに取り組む必要
があります。
また、子ども、高齢者、障害者、外国人、同和地区出身者、性的少数者等、差別や
虐待を受けやすい状況にある人々が、安心して生活できるよう、生活や就業面の支援、
人権擁護を行うとともに、全町民に理解を求める人権教育・啓発を進めます。
施策の方向

担当課

具体的施策
１） 経済的自立と生活の安定を図るための包括的な支援
を行います。
２） 各種手当・給付金等の支援制度の周知を行います。

ひとり親家庭等へ
14
３） 総合的な相談窓口の設置を行います。
の支援
４） ひとり親家庭の子どもの均等な学習機会の確保を図
ります。

住民課
福祉課
学校教育課

５） 生活困窮者の自立に向けた支援を行います。
１） 子どもの人権を尊重する啓発を推進します。

子ども、高齢者、
障害者、外国人、
同和地区出身者、
15
性的少数者等が
安心して暮らせる
社会づくり

福祉課

２） 高齢者の権利擁護と社会参加を促進します。

企画振興課

３） 障害者の権利擁護と社会参加を促進します。

住民課

４） 在留外国人への支援と国際理解の啓発を推進します。

学校教育課

５） 同和地区出身者の人権を尊重する啓発と教育を推進し
ます。

生涯学習課
人権課

６） 性的少数者等の人権を尊重する啓発を推進します。

◇◆管理指標と⽬標◆◇
管理指標

現状値

教育現場において、男女共同参画を進めるために「性別にと
らわれない個性を尊重した生活指導、進路指導」を望む町民
の割合
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46.2％
（平成 28 年度）

目標値
（平成 33 年度）

60.0％

第４章 施策の展開 基本目標Ⅲ
一人ひとりが
健やかに暮らせる社会の実現

基本方針３

性の尊重と生涯を通じた健康支援

健やかに生活を送るというのは、身体的にも、精神的にも、社会的にも満たされた
状態で安らかに生活することです。特に女性は、妊娠や出産、思春期・更年期など、
男性とは異なった身体の変化や病気の問題に直面します。このようなライフサイクル
に応じた心身の健康を維持するため、子宮がんや乳がん検診などの受診を促進する必
要があります。
また、男性についても、長時間労働による働きすぎ、家計を担う重圧、「男は弱音
を吐いてはいけない」といった固定的な考え方により、悩みやストレスを一人で抱え
やすく、喫煙や飲酒習慣が女性よりも多いことから、青年期や壮年期、高齢期におけ
る心とからだの健康支援に取り組む必要があります。
さらに、性感染症への対策や望まない妊娠出産の予防のためにも児童・生徒が性に
関する正しい知識を身につけられるよう、性教育の充実を図ります。

施策の方向

具体的施策

担当課

１） 安心・安全な妊娠・出産の確保に向けた啓発を行います。
２） 子どもの発達段階に応じた過程における男女共同参
画の教育を推進します。
３） 各種健康診断の受診勧奨に取り組みます。
生涯を 通じた 心と
16
からだの健康づくり ４） 健康サロンへの参加を促進します。
５） 健康情報の提供を充実します。

住民課
生涯学習課
福祉課

６） 心の健康づくりを推進します。
７） スポーツ活動を推進します。
１） 性の尊重についての普及・啓発を行います。
発達段階に応じた
17 性と健康について ２） 性の尊重に関する教育を推進します。
の意識の醸成
３） エイズ・性感染症対策を推進します。

人権課
学校教育課

◇◆管理指標と⽬標◆◇
管理指標

目標値
（平成 33 年度）

現状値

78.2％

妊娠 11 週以内に妊娠届を提出する割合

（平成 28 年度）
女性

胃がん
肺がん
大腸がん
子宮がん
乳 がん

各種がん検診受診率

男性

6.7％ 4.5％
9.3％ 5.9％
12.4％ 6.5％
14.3％
21.3％
（平成 27 年度）
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90.0％
受診率の増加
胃がん
肺がん
大腸がん
子宮がん
乳がん

第４章 施策の展開 基本目標Ⅳ
多くの分野で
女性が輝ける社会の実現

多くの分野で女性が輝ける社会の実現
基本方針１

女性が輝ける職場づくり

少子高齢化において、女性の労働力を確保することは、地域経済の発展のためにも
重要なことです。
町民意識調査では、女性が結婚や妊娠・出産に関わらず、職業を持ち続けることは
肯定的な意見が多くなっています。しかし、職場において「募集や採用」、
「昇進・昇
格の機会」、
「賃金」に不平等感を感じる女性が多く、実態として結婚や出産を機に退
職し、子育てが落ち着いた頃に再び就職する傾向にあることを鑑みると、雇用や賃金、
待遇の面において男女に格差が生じるのは、キャリアの中断が影響していることがう
かがえます。
本町では、これまで職場での男女格差是正に向けた啓発を行っていますが、就労に
おける男女平等とは言えません。今後も町内の企業事業所等に向けて、関係法令や各
種制度について普及・啓発を行い、男女共同参画意識の醸成に取り組みます。
施策の方向

担当課

具体的施策
１） 職場における男女格差是正に向けた啓発を行います。
２） 職場における育児・介護休業制度の普及・啓発を行い
ます。

均等な雇用及び
18
待遇の確保
３） ハラスメント防止対策を推進します。

総務課
商工課
人権課

４） 町職員における男女共同参画意識向上に向けた普
及・啓発を行います。

企 業 等 事 業 所 に １） 女性管理職登用について啓発を推進します。
19 おける女性管理職
２） 積極的改善措置に関する情報提供を推進します。
登用の推進

商工課
人権課

◇◆管理指標と⽬標◆◇
管理指標

現状値

育児休暇について「男女共に取るのは当然だ」と思う町民の
割合（再掲）

33.2％

福岡県子育て応援宣言登録制度に登録された町内企業・事
業所の数
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（平成 28 年度）

28 件
（平成 28 年度）

目標値
（平成 33 年度）

75.0％
40 件

第４章 施策の展開 基本目標Ⅳ
多くの分野で
女性が輝ける社会の実現

基本方針２

女性の能力向上やチャレンジの支援

2015（平成 27）年に女性活躍推進法が施行され、女性の職業生活において、希望に
応じて十分に能力を発揮し、活躍できるよう支援していくことが求められています。
本町でも、これまで就業相談の実施や起業の支援に取り組んできましたが、就業相
談窓口の利用は少なく、今後、商工会やハローワーク等と連携しながら、求人開拓か
らスキルアップ、就職あっせんまでを総合的に行う支援体制の確立に努めます。
また、起業に係る国や県、商工会が実施している補助事業、起業セミナーについて、
広く周知し、起業を目指す女性の掘り起こしと起業支援を推進します。
さらに、女性の就職や起業には、家族の協力が前提としてあるため、男性の理解と
協力を促す広報啓発活動に取り組みます。
施策の方向

担当課

具体的施策

１） 女性の就業に関する情報提供を行います。
女 性 が希 望 する
働き方を支援する ２） 女性の再就職を支援します。
20
相談体制・能力開
３） 女性の能力向上とキャリアアップに向けた支援、相
発の充実
談の充実を図ります。

商工課
人権課

１） 起業支援に関する情報提供を行います。

21

女性の起業支援
２） 起業を目指す女性の掘り起こしを行います。
及び起業促進

商工課

３） 女性の起業や企業経営に関して、男性の理解を促します。

◇◆管理指標と⽬標◆◇
現状値

目標値
（平成 33 年度）

20 歳～44 歳の女性就業率

67.5％
（平成 22 年度）

75.0％

女性が職業を持つことについて「子どもができても、ずっと職
業を続ける方がよい」と考える町民の割合

46.0％
（平成 28 年度）

60.0％

管理指標

２件

女性による起業件数

（平成 27 年度）
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７件
（平成 27 年度～
平成 33 年度累計）

第４章 施策の展開 基本目標Ⅳ
多くの分野で
女性が輝ける社会の実現

基本方針３

男女がともにつくる活力ある地域

地域経済・雇用対策や少子化対策が盛り込まれた「築上町まち・ひと・しごと創生
総合戦略」では、「未来の地域の発展を担う魅力あるしごとづくり」を基本目標の一
つとして、地場産業の強化や農林漁業等の付加価値を高め、多様な働く場を創出する
ことを掲げています。
新しい価値を創造して新たな商品やサービスを生み出すためにも、生活者としての
女性の視点を取り入れることが重要と考えられます。男女共同参画による地域振興の
発展と女性自身の自己実現を目指し、商品企画や研究開発、ＰＲ活動まで、女性の積
極的な参画を促します。また、町の観光分野などの政策・方針決定過程における女性
の参画は少なく、まちづくりのための計画策定や活動等に男女共同参画の意識を積極
的に取り入れるよう推進します。
さらに、農林漁業、商工業などの家族経営や自営業において、女性は重要な担い手
であり、男女共同参画が進むよう、引き続き普及・啓発に取り組みます。
施策の方向

担当課

具体的施策
１） 自営業等における女性の就労環境の是正について、
普及・啓発を行います。

農林水産・商工等
の自営業における
２） 農業経営における女性の地位向上に向けた意識啓発
22
女性の経営参画
を行います。
の促進
３） 家族経営協定の普及・啓発を努めます。

商工課
産業課

１） 男女共同参画による６次産業体制の確立を推進します。
２） 女性の活躍による特産品の開発やＰＲ活動を促進し
ます。

地域振興における
23 男 女 共 同 参 画 の
３） 地域おこしやまちづくりを進めるために、男女共同参画
促進
を推進します。

商工課
産業課
企画振興課
生涯学習課
都市政策課

４） 男女共同参画による伝統文化の継承を推進します。

◇◆管理指標と⽬標◆◇
管理指標

現状値

12 人

担い手農業経営体における女性従事者数

（平成 28 年度）
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目標値
（平成 33 年度）

14 人

第５章 計画の実現に向けて

計画の推進体制の充実
本町の男女共同参画社会の実現に向けて、国、県など関係機関との協力体制を整備
するとともに、各施策を効率的に推進するために、庁内の推進体制を充実し、職員一
人ひとりが意識を深め、町民、関係団体、事業者などとの協働体制を構築し、施策の
効果的な実施に向けて取り組み、計画の推進を図ります。
取組内容

取組の方向

担当課

１） 各担当課が、実施計画の評価を行い、報告書を作成し
ます。

計画の進行管理

２） 計画の進捗状況を審議会へ報告を行い、計画の進捗
状況の確認、評価を行います。
３） 町の取組の進捗等を分かりやすくまとめ、その結果
を公表します。

人権課

４） 社会の状況や取組の進捗に合わせて、必要に応じて
計画の見直しを行います。
１） 町民一人ひとりが計画の推進に主体的に参画できるよ
う、積極的に情報を提供し、連携・協働を進めます。

町民、関係団体、事業 ２） 関係団体との情報交換を図り、連携強化に取り組み
ます。
者との連携

人権課

３） 町内の事業活動に関し、男女共同参画の実現を目指し、
積極的に情報を提供し、連携・協働を進めます。

【計画の推進体制】
町役場
Ｐｌａｎ

Ｄｏ

計画の

事業の

策定

実施

事業の実施報告

築上町
男女共同参画審議会
意見・評価

Ａｃｔｉｏｎ
事業・施策
の見直し

Ｃｈｅｃｋ

情報提供

計画・事業
の評価

町民

意見・連携
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関係団体

事業者

第５章 計画の実現に向けて

町職員一人ひとりの意識の醸成
男女共同参画の実現に向け、町職員が先導する役割を担うことへの意識を高め、あ
らゆる施策でその視点を取り入れていくことが必要です。さらに、女性活躍推進に向
けた取組や女性職員の採用・登用、職域の拡大、能力の開発等に取り組むことは、町
民や事業者等への啓発活動として大きな影響を及ぼします。
また、男女に関わらず、全ての職員の仕事と生活の調和が実現できるように、働き
方の見直しや管理職の意識変革が不可欠であり、特に男性の育児休業、介護休業の取
得を促すため、周囲のサポート体制や代替要員の確保により、気兼ねなく育児休業等
を取得できる環境の整備や啓発を図る必要があります。
今後、町職員自身の意識を変えることが重要であり、そのための職員研修や多様な
職務機会の付与を積極的に行います。また、2015（平成 27）年度に策定した第２次特
定事業主行動計画を推進し、町組織における男女共同参画の推進に取り組みます。
取組内容

取組の方向

担当課

１） 女性職員に対する能力向上のための研修機会を確保
します。

意識変革に向けた職員 ２） ワーク・ライフ・バランスに関する意識変革を促す研
修機会を確保します。
研修の実施

人権課
総務課

３） 人事評価において、公平で適切な評価が行われるよ
う、管理職等を対象とした研修機会を確保します。
１） 男性職員に対する育児休業取得を促進するととも
に、取得しやすい職場環境づくりに努めます。

特定事業主行動計画
２） 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰を支援し
に基づく、勤務環境の
ます。
整備
３） 超過勤務を減らすため、事務処理の簡素合理化を推
進します。

47

総務課

48

49

（平成 28 年度）
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資料編

あ
育児・介護休業制度（育児・介護休業法）
育児及び家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう
支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社
会の発展に資することを目的とする法制度のことです。
育児休業とは、原則として１歳未満の子を養育するために、休業することができま
す。ただし、保育所等の利用を希望しているものの、子どもを保育所等に預けられな
いといった事情がある場合は１歳６か月まで休業を延長することができます。
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために、介護を必要とする家族１
人につき、通算 93 日まで、３回を上限に分割して休業をすることができます。

か
家族経営協定
家族経営が中心の日本の農業が、魅力ある職業となり、男女を問わず意欲をもって
取り組めるようにするためには、経営内において家族一人一人の役割と責任が明確と
なり、それぞれの意欲と能力が十分に発揮できる環境づくりが必要です。「家族経営
協定」は、これを実現するために、農業経営を担っている世帯員相互間のルールを文
書にして取り決めたものです。

キャリア教育
子どもたちが、社会の一員としての役割を果たすとともに、それぞれの個性や持ち
味を最大限発揮しながら自立して生きていくことができるよう、後期中等教育修了ま
でに、生涯にわたる多様なキャリア形成に共通して必要な能力や態度を培う教育のこ
とを言います。

固定的性別役割分担意識
男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関
わらず、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等のよう
に、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のことです。

⼦どもの貧困
子どもの貧困とは 18 歳未満で貧困線（世帯収入から国民一人ひとりの所得を試算
して順番に並べたとき、真ん中の人の所得の半分に届かない境界線）を下回る子ども
の存在及び生活状況のことを言います。
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資料編

さ
⼥性農村アドバイザー
農家の生活向上に意欲的に取り組み、女性農業者の社会的役割の向上を目的に、農
業経営や地域社会に参画している女性農業者のことを言います。

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）
女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図るために制
定された法律のことです。
【基本原則】
① 女性に対する採用、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
定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への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の両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと。

⼥性の年齢階級別労働⼒
日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したものを言います。また、30 歳
代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形に
なることを「Ｍ字カーブ」と言います。これは、結婚や出産を機に労働市場から退出
する女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入するという特徴があるた
めです。

⽣活困窮者
生活保護には至らないが経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができな
くなる恐れのある人のことを指します。そのような人々を支援するため、生活困窮者
自立支援法が 2015（平成 27）年に施行され、福祉事務所設置自治体に総合相談窓口
の設置と住宅支援を義務付け、就労訓練や困窮家庭の子どもの学習支援等を任意で行
えることとしています。

性的少数者（性的マイノリティ）
同性愛者（レズビアン、ゲイ）や両性愛者（バイセクシュアル）、トランスジェン
ダー（性同一性障害）半陰陽者など、性的指向における少数派のことを指します。社
会生活や日常生活を送る上で制約があるなど、様々な問題が生じています。

セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）
性差別として職場や学校などで起きる性的いやがらせのことを指し、女性だけでな
く男性に対しても成立する人権侵害です。また、職場におけるセクハラについて、労
働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによっ
て解雇、降格、減給などの不利益を受ける「対価型セクシュアル・ハラスメント」と
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性的な言動や身体への不必要な接触、性関係の強要などが行われることで職場の環境
が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じる「環境型セ
クシュアル・ハラスメント」の２つに分けられます。

積極的改善措置（ポジティブ・アクション）
様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な
範囲において、男女のいずれかの一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供す
るものであり、個々の状況に応じて実施していくものです。

た
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のことです。

男⼥共同参画基本計画
政府の定める男女共同参画の形成の促進に関する基本的な計画です。男女共同参画
社会基本法第 13 条により、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的な
推進を図るために、市町村は国及び都道府県の計画を勘案して定めるよう努めなけれ
ばならないことが規定されています。

男⼥共同参画社会基本法
男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、ならびに国、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して、1999（平成 11）年に公布、施行されました。

地域コミュニティ
都道府県や市町村といった行政区分とは異なった、住民の身近な生活圏のことです。
住民の活動を主たる対象とし、活動に応じて町内会、自治会、校区等様々な範囲が想
定されます。

築上町まち・ひと・しごと創⽣総合戦略
平成 26（2014）年末に施行された「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、本町に
おける人口の現状と将来の展望を提示する「築上町人口ビジョン」と、今後５か年の
目標や施策の基本方向、具体的な施策をまとめた「築上町まち・ひと・しごと創生戦
略」を策定しました。農林水産業の振興をはじめ、若い世代の結婚・出産・子育ての
希望を叶える施策や自然文化を大切にするまちづくりを目指すとともに、人口減少を
抑制する戦略的な取組を示しています。
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※「まち・ひと・しごと創生法」
少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東
京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、
将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためにまち・ひと・しごと創生
に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とした法律のことです。

特定事業主⾏動計画
事業主が労働者の仕事と子育ての両立ができる職場環境づくりのための行動計画
を策定するもので、国や地方公共団体が策定するものを指します。本町では、2016（平
成 28）年度に第２次築上町特定事業主行動計画を定め、仕事と生活の調和した職場
の環境づくりに向けて、全職員が仕事と子育ての両立について理解を深め、誰もが安
心して働ける職場づくりを目指しています。また、常時雇用する労働者の数が 301 人
以上の事業主は「一般事業主行動計画」を策定することが義務付けられています。

DV（ドメスティック・バイオレンス）
配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる、殴る、蹴る
といった身体的暴力、相手の心を傷つける精神的暴力、嫌がっているのに性的行為を
強要するといった性的暴力などを指します。また、婚姻関係にない交際相手からの暴
力は「デートＤＶ」と言われます。

な
妊娠 11 週以内に妊娠届を提出する割合（早期の妊娠届出）
妊婦が健康診査、保健指導等の母子保健サービスを妊娠の早期から受け、妊娠・出
産・子育てまで切れ目のない支援が重要とされているため、妊婦等に対する早期の妊
娠届出の勧奨を行うこととされています。

は
⼈・農地プラン（地域農業マスタープラン）
持続可能な農業を実現するために、それぞれの集落・地域において徹底的な話し合
いを行い、集落・地域が抱える人と農地の問題を可決するための計画です。

貧困の再⽣産
貧困家庭の子どもに十分な教育や福祉の支援が行き渡っていないことが、社会生活
の自立を阻み、再び貧困の状態に陥りやすくなり、自らが世帯を持った際に、貧困家
庭を形成してしまうことを言います。
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ら
６次産業体制（６次産業化）
農林水産業・農村漁村と２次産業・３次産業を融合・連携させることにより、農林
水産物を始めとする農山漁村の多様な資源を利活用し、新たな付加価値を生み出す地
域ビジネスや新産業を算出することです。

わ
ワーク・ライフ・バランス（仕事と⽣活の調和）
国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとと
もに、家庭や地域生活などにおいても、人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・
実現していくことです。
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平成 21 年９月 18 日
条例第 18 号
目次
第１章 総則（第１条―第 10 条）
第２章 男女共同参画社会の推進に関する基本的施策（第 11 条―第 17 条）
第３章 男女共同参画審議会（第 18 条）
第４章 雑則（第 19 条）
附則
第１章 総則
（目的）
第１条 この条例は、築上町における男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町、議会、教育に携わる者の責務
や町民、事業者の役割を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共
同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の実現を目的とする。
（定義）
第２条 この条例において、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。
(１) 男女共同参画社会 男女が対等な構成員として、自らの意志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いう。
(２) 積極的改善措置 同条第１項第１号に規定する機会に係る男女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。
(３) 町民 町内に住所を有する者、勤務、又は在学する者をいう。
(４) 事業者 営利又は非営利を問わず、町内において事業を行う個人、法人、自治会、各種団体をいう。
(５) セクシュアル・ハラスメント（以下「セクハラ」という。
） 性的な言動により相手方に不利益を与え又はその
生活環境を害することをいう。
(６) ドメスティック・バイオレンス（以下「ＤＶ」という。
） 配偶者（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む。以下同じ。
）等の男女間における精神的、経済的、身体的又は言語的な暴力及び虐
待をいう。
（基本理念）
第３条 男女共同参画は、次の各号に掲げる事項を基本理念として、積極的に取り組まなければならない。
(１) 男女が性別によって差別されることなく、個人として個性や能力を十分に発揮する機会を確保されると
ともに、人権が尊重されること。
(２) 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度や慣行が、男女の社会における活動の自由
な選択に影響を及ぼさないようにすること。
(３) 男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における施策方針を立案及び決定に参画する機
会が確保され、かつ男女が共に責任を担うこと。
(４) 学校教育、社会教育、その他のあらゆる分野の教育の場において、男女共同参画への理解を深めるため
の取り組みが推進されること。
(５) 家族を構成する男女が、お互いの協力と社会の支援の下に、家庭生活における活動と職場、学校、地域
等における社会活動を両立できるよう配慮されること。
(６) 男女が、対等な関係の下に、お互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産、育児ができるようにすると
ともに、生涯にわたり健康な生活を営むことができるよう配慮されること。

56

資料編

(７) 男女共同参画社会の推進に向けた取り組みは、国際社会における取り組みと密接な関係を有していることにも
配慮されること。
（町の責務）
第４条 町は、前条に定める基本理念に基づき、男女共同参画社会の推進に関する施策（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。
２ 町は、町民及び事業者が男女共同参画社会の推進に理解を深めることができるよう、情報の提供を行うとともに、
国、県、その他の地方公共団体、町民及び事業者と相互に連携し協力するよう努めなければならない。
３ 町は、町民及び事業者の模範となるよう、自ら率先して男女共同参画社会の推進に努めなければならない。
（議会の責務）
第５条 議会は、基本理念に基づき、意思決定機関として、男女共同参画の推進に努めなければならない。
（教育に携わる者の責務）
第６条 学校教育、社会教育、その他のあらゆる分野の教育に携わる者は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に
努めなければならない。
（町民の役割）
第７条 町民は、地域、職域、学校、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念に基づき、男女共同参画社
会の推進に積極的に取り組まなければならない。
２ 町民は、町が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策に、協力するように努めなければならない。
（事業者の役割）
第８条 事業者は、基本理念に基づき男女共同参画社会の推進に積極的に取り組むとともに、町が実施する男女共同
参画社会の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。
２ 事業者は、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法律及び育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律を遵守し、出産、育児、介護その他の家庭における役割を果たしな
がら職業活動を営むことができるよう、職場環境の整備に努めなければならない。
（公衆に伝達する情報に関する留意）
第９条 全ての人は、公衆に伝達する情報において、性別による固定的な役割分担、セクハラ、ＤＶ等の性別に起因す
る人権侵害を助長又は連想させる表現を行ってはならない。
（性別に起因する人権侵害行為の禁止）
第 10 条 全ての人は、性別による差別的扱い、セクハラ、ＤＶ、その他の男女間において相手方に身体、又は精神的
苦痛を与える行為が人権侵害行為であることを認識し、これを行ってはならない。
第２章 男女共同参画社会の推進に関する基本的施策
（男女共同参画社会推進基本計画）
第 11 条 町長は、男女共同参画社会の推進に関する町の施策並びに町民及び事業者の取り組みを、総合的かつ計画的
に推進するための基本計画（以下「基本計画」という。
）を策定する。
２ 町長は、基本計画を策定したときは、これを遅滞なく公表しなければならない。
（政策決定過程への女性の参画促進）
第 12 条 町は、政策の決定過程への女性の参画を高めるため、町の審議会等に委員を任命、委嘱、又は選出するとき
は、男女の委員の数について、一方に偏らないよう努めなければならない。
（町民及び事業者の理解を深めるための措置）
第 13 条 町は、町民及び事業者が男女共同参画社会についての関心と理解を深めることができるように、必要な教育
及び学習の機会を提供する。
（家庭、職域及び地域における活動への支援）
第 14 条 町は、男女が性別による固定的な役割分担にとらわれない対等な関係により、家庭、職域及び地域のあらゆ
る分野における活動の機会に平等に参画できるよう必要な支援を行う。
（家庭生活に関する措置）
第 15 条 町は、家族を構成する男女が性別にかかわりなく家事、育児、介護、その他の家族生活における役割を協力
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して担うことができるよう、情報提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（農林水産業及び自営商工業分野における推進）
第 16 条 町は、農林水産業及び自営の商工業の分野において、経営その他方針の立案及び決定の場に男女が対等な構
成員として参画する機会を確保するため、必要な環境整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならな
い。
（苦情及び相談の処理）
第 17 条 町民及び事業者は、次の各号に掲げる苦情又は相談があるときは、町に申し出ることができる。
(１) 町が実施する男女共同参画社会に関する施策又は男女共同参画社会の推進に影響を及ぼすと認められる施策に
対する苦情
(２) 性別による差別的取扱い、その他の男女共同参画社会の推進を阻害する要因により、人権が侵害されたことに
ついての相談
２ 町は、前項に規定する苦情又は相談を受けたときは、国、県及びその他関係機関と連携をとり適切な措置を講じ
るよう努めるものとする。
第３章 男女共同参画審議会
（男女共同参画審議会の設置）
第 18 条 町は、男女共同参画社会の推進について、町長の諮問に応じ調査審議するため、男女共同参画審議会を設置
する。
第４章 雑則
（委任）
第 19 条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布日から施行する。
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【平成 28 年度】
内
第1回
7 月 12 日

容

築上町男女共同参画審議会（策定委員会）開催

・第 2 次築上町男女共同参画推進基本計画策定方針・スケジュール
・築上町男女共同参画に関する町民意識調査・事業所調査

7 月 19 日
～8 月 5 日

調査票の検討

第 2 次築上町男女共同参画推進基本計画策定に関するアンケート調査実施

9 月 27 日

築上町男女共同参画推進基本計画策定のための住民ワークショップ実施

10 月 15 日

築上町男女共同参画推進基本計画策定のための関係団体ヒアリング実施
第2回

築上町男女共同参画審議会（策定委員会）開催

・第 2 次築上町男女共同参画推進基本計画策定に関するアンケート調査結果
10 月 21 日

報告
・第 2 次築上町男女共同参画推進基本計画策定のための住民ワークショップ
及びヒアリング結果報告
・第 2 次築上町男女共同参画推進基本計画骨子案の検討

12 月 26 日

1 月 16 日

第3回

築上町男女共同参画審議会（策定委員会）開催

・第 2 次築上町男女共同参画推進基本計画素案の検討
第 2 次築上町男女共同参画推進基本計画素案について、パブリックコメント

～2 月 15 日 を実施

2 月 21 日

2 月 27 日

第4回

築上町男女共同参画審議会（策定委員会）開催

・第 2 次築上町男女共同参画推進基本計画素案の確定
第 2 次築上町男女共同参画推進基本計画案の答申

59

資料編

職

名

会

長

副会長

氏

名

備

考

吉留

平治

町長推薦

牧

政 江

翼 の 会

委

員

椋本

欣二郎

公

募

委

員

宗

裕
裕

公

募

委

員

造田

恵美子

公

募

委

員

渡邉

ひろ子

公

募

委

員

福田

美幸

公

募

委

員

越知

香苗

公

募

委

員

中村

香
香

築上町男女共同参画ネット

委

員

吉田

冨美代

築上町ボランティア連絡協議会

委

員

門田

達雄

築上町自治会長会

委

員

久保

孝吉

築上町人権擁護委員等連絡会

委

員

吉武

一郎

町長推薦

委

員

芳賀

とみ子

町長推薦
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１．男女共同参画社会基本法
（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号）
最終改正：平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号
前文
第一章 総則（第一条―第十二条）
第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条）
第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条）
附則
前文
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二十一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。
第一章 総則
（目的）
第一条 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）
第二条 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。
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）
第三条 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。
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（社会における制度又は慣行についての配慮）
第四条 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）
第五条 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）
第六条 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）
第七条 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）
第八条 国は、第三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）
第九条 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）
第十条 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）
第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その
他の措置を講じなければならない。
（年次報告等）
第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策についての報告を提出しなければならない。
２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
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第二章 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）
第十三条 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）
第十四条 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）
第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施す
るに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
（国民の理解を深めるための措置）
第十六条 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）
第十七条 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。
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（調査研究）
第十八条 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）
第十九条 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）
第二十条 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。
第三章 男女共同参画会議
（設置）
第二十一条 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）
第二十二条 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、第十三条第三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）
第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。
（議長）
第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。
２ 議長は、会務を総理する。
（議員）
第二十五条 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 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
３ 第一項第二号の議員のうち、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十分の四未満であ
ってはならない。
４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。
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（議員の任期）
第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とす
る。
２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。
（資料提出の要求等）
第二十七条 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）
第二十八条 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 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
（以下、略）
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２．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）
（平成13 年4 月13 日法律第 31 号）
最終改正：平成26 年4 月23 日法律第 28 号
第一章 総則（第一条・第二条）
第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三）
第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条）
第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二）
第四章 保護命令（第十条―第二十二条）
第五章 雑則（第二十三条―第二十八条）
第五章の二 補則（第二十八条の二）
第六章 罰則（第二十九条・第三十条）
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。
第一章 総則
（定義）
第一条 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
下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。
）をいい、配偶者からの身体に対する暴
力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から
引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。
３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、
「離
婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に
入ることを含むものとする。
（国及び地方公共団体の責務）
第二条 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。
第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等
（基本方針）
第二条の二 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五項において「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
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並びに次条第一項及び第三項において「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、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三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）
第二条の三 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。
第二章 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）
第三条 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、第六号、第五条
及び第八条の三において同じ。
）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 第四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。
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４ 前項第三号の一時保護は、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）
第四条 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）
第五条 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。
第三章 被害者の保護
（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
第六条 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のとする。
３ 刑法 （明治四十年法律第四十五号）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）
第七条 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、第三条第三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）
第八条 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 （昭和二十九年法律第百
六十二号）
、警察官職務執行法 （昭和二十三年法律第百三十六号）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）
第八条の二 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。第十五条第三項において同じ。
）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）
第八条の三 社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五号）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 （昭和二十五年法律第百四十四号）
、児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）
、
母子及び父子並びに寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の
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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）
第九条 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）
第九条の二 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。
第四章 保護命令
（保護命令）
第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える
旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。
）を受けた者に限る。以下この章において同じ。
）が、配偶
者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの
身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で
あった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。
）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、同項第三号及び第四号並びに第十八条第
一項において同じ。
）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、第二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六月間、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二月間、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、同項第一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六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、午後十時から午前六時までの間に、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。
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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 第一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十二条第一
項第三号において単に「子」という。
）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる
言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを
余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一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六月を経過する日ま
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、当該子が十五歳以上であるときは、その
同意がある場合に限る。
４ 第一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十二条第一項第
四号において「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、第一項第一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六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（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。
）の同意（当該親族等
が十五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）
第十一条 前条第一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 前条第一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）
第十二条 第十条第一項から第四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 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者
と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時
における事情
四 第十条第四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
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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。
）に同項第五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、同項第一号から第四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 （明治四十一年法
律第五十三号）第五十八条ノ二第一項 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）
第十三条 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）
第十四条 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 申立書に第十二条第一項第五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）
第十五条 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十二条第一項第五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二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）
第十六条 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十条第一項第一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、同条第二項から第
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四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 前二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 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第四項までの規定
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 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四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 前条第三項の規定は、第三項及び第四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）
第十七条 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。第十条第一項第一号又は第二項から第四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三月を経過した後において、同条第一項第二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二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 前条第六項の規定は、第十条第一項第一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 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。
（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て）
第十八条 第十条第一項第二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二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十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲
げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号
中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条
第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十
八条第一項本文の事情」とする。
（事件の記録の閲覧等）
第十九条 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）
第二十条 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
十二条第二項（第十八条第二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）
第二十一条 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 （平成八年法律第百九号）の規定を準用する。
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（最高裁判所規則）
第二十二条 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。
第五章 雑則
（職務関係者による配慮等）
第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係
者」という。
）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国
籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなけれ
ばならない。
２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるた
めに必要な研修及び啓発を行うものとする。
（教育及び啓発）
第二十四条 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）
第二十五条 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）
第二十六条 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）
第二十七条 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 第三条第三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 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四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 第四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 第五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、第四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）
第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一
号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五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十分の五以内を補助することができる。
一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの
二 市が前条第二項の規定により支弁した費用
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第五章の二 補則
（この法律の準用）
第二十八条の二 第二条及び第一章の二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「第二十八条の二に規
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。
第二条

被害者

被害者（第二十八条の二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。
）

第六条第一項

配偶者又は配偶者であっ 同条に規定する関係にある相手又は同条に規
た者
定する関係にある相手であった者

第十条第一項から第四項まで、第十一条 配偶者
第二項第二号、第十二条第一項第一号か
ら第四号まで及び第十八条第一項
第十条第一項

第二十八条の二に規定する関係にある相手

離婚をし、又はその婚姻が 第二十八条の二に規定する関係を解消した場
取り消された場合
合

第六章 罰則
第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四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、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
）又は第二十八条の二に
おいて読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において準用する第十八条第二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、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴力
相談支援センターに係る部分に限る。
）
、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。
）
、第二十
七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
（以下、略）
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３．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）
平成 27 年 9 月 4 日法律第 64 号
第一章 総則（第一条―第四条）
第二章 基本方針等（第五条・第六条）
第三章 事業主行動計画等
第一節 事業主行動計画策定指針（第七条）
第二節 一般事業主行動計画（第八条―第十四条）
第三節 特定事業主行動計画（第十五条）
第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第十六条・第十七条）
第四章 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（第十八条―第二十五条）
第五章 雑則（第二十六条―第二十八条）
第六章 罰則（第二十九条―第三十四条）
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二十一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。
第一章 総則
（目的）
第一条 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 （平成十一年法律第七十八号）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）
第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの
意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その
他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した
職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮で
きるようにすることを旨として、行われなければならない。
２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活
に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を
踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活
における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境
の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなけ
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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）
第三条 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
五条第一項において「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）
第四条 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。
第二章 基本方針等
（基本方針）
第五条 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）
第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関
する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。
）を定めるよう努めるものとする。
２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、
当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市
町村推進計画」という。
）を定めるよう努めるものとする。
３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを
公表しなければならない。
第三章 事業主行動計画等
第一節 事業主行動計画策定指針
第七条 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、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及
び第十五条第一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
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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。
第二節 一般事業主行動計画
（一般事業主行動計画の策定等）
第八条 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三百
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 第一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 第一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 第一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 第一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三百人以下のものは、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 第三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、
第四項から第六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）
第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七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）
第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十条第一項において「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。
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（認定の取消し）
第十一条 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、第九条の認定を取り消すこと
ができる。
一 第九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九条の認定を受けたとき。
（委託募集の特例等）
第十二条 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三百人
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（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及
び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律によ
り設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又
は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。
）のうち、その構成員である中小事
業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を
行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、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、第一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 職業安定法第三十七条第二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、同法第五条の三第一項及び
第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二
項並びに第五十一条の二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、同法第四十条
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、同法第五十条第三
項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二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、同法第三十七条第二項中「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十二条第四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
第四十一条第二項中「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 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「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、同法第四十二条の二中「第三十九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（平成二十七年法律第六十四号）第十二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、第二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。
第十三条 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）
第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又は
これらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又
は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。
第三節 特定事業主行動計画

78

資料編

第十五条 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、前項第二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。
第四節 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）
第十六条 第八条第一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 第八条第七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）
第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資
するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならな
い。
第四章 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）
第十八条 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）
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第十九条 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）
第二十条 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）
第二十一条 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）
第二十二条 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）
第二十三条 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、第十八条第一項の規定により国が講ずる
措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推
進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果
的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。
）を組織する
ことができる。
２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第十八条第三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）
第二十四条 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）
第二十五条 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。
第五章 雑則
（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第二十六条 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、第八条第一項に規定する一般事業
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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）
第二十七条 第八条から第十二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）
第二十八条 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。
第六章 罰則
第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二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、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条第四項の規定に違反した者
二 第二十四条の規定に違反した者
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条第四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
二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第二項の規定に違反した者
二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第三十三条 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、
第二十九条、第三十一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。
第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。
）
、第五章（第二十八条を除く。
）及び
第六章（第三十条を除く。
）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
（以下、略）
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年
1975 年
(昭和 50 年)

世界の動き
国際婦人年（～1985（昭和 60 年））
「国際婦人年世界会議」開催
（メキシコシティ）
（「世界行動計画」採択）

国の動き

福岡県の動き

総理府に「婦人問題企画推進本部」
「婦人問題企画推進会議」設置
「国内行動計画」策定
「国内行動計画前期重点目標」策定
「国立婦人教育会館（現：国立女性教
育会館）」開館

1977 年
(昭和 52 年)

「婦人関係行政推進会議」設置
「福岡県婦人問題懇話会」設置

1978 年
(昭和 53 年)
1979 年
(昭和 54 年)

第 34 回国連総会
「女子差別撤廃条約」採択

1980 年
(昭和 55 年)

｢国連婦人の 10 年」中間年世界会議
開催（コペンハーゲン）
「国連婦人の 10 年後半期行動プログ
ラム」採択

「婦人対策室」設置

「女子差別撤廃条約」署名

1982 年
(昭和 57 年)

女子差別撤廃条約批准に向けて国籍
法等 国内法制整備準備

1984 年
(昭和 59 年)

国籍法及び戸籍法の一部を改正する
法律交付
「国連婦人の 10 年」最終年世界会議
開催（ナイロビ）
（「西暦 2000 年に向けての婦人の地
位向上のための将来戦略」採択）

「国籍法」改正
｢男女雇用機会均等法」公布
｢女子差別撤廃条約｣批准

婦人問題講和会
「婦人の地位向上に関する提言」提出

1986 年
(昭和 61 年)

「婦人問題企画推進本部」拡充
「婦人問題企画推進有識者会議」開催
「男女雇用機会均等法」施行

「婦人対策室」が「婦人対策課」へ組織
改正
「第２次福岡県行動計画」策定

1987 年
(昭和 62 年)

「西暦 2000 年に向けての新国内行動
計画」策定

婦人問題講和会
「婦人の地位向上に関する提言」提出

1988 年
(昭和 63 年)

「改正労働基準法」施行

1989 年
(平成元年)

学習指導要領の改訂
（高等学校家庭科の男女必修等）

1985 年
(昭和 60 年)

1990 年
(平成２年)

国連経済社会理事会「ナイロビ将来
戦略の実施に関する第１回見直しと評
価に伴う勧告及び結論」採択

1991 年
(平成３年)

「西暦 2000 年に向けての新国内行動
計画」策定
「育児休業法」公布

1992 年
(平成４年)

「育児休業法」施行

1993 年
(平成５年)

世界人権会議開催（ウィーン）
第 48 回国連総会「女性に対する暴力
の撤廃に関する宣言」採択
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「婦人関係行政推進会議」から「女性行
政推進会議」へ、「婦人問題懇話会」か
ら「女性政策懇話会」へ名称変更
「婦人対策課」が「女性政策課」へ組織
改正
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年

世界の動き

国の動き

1994 年
(平成６年)

国際人口・開発会議開催（カイロ）

総理府に「男女共同参画室」と「男女
共同参画審議会」設置（政令）

1995 年
(平成７年)

第４回世界女性会議（北京）
「北京宣言及び行動綱領」採択

「育児休業法」改正
（介護休業制度の法制化）

1996 年
(平成８年)

｢男女共同参画 2000 年プラン」策定

1997 年
(平成９年)

「男女雇用機会均等法」改正

福岡県の動き

第３次「福岡県行動計画」策定
「福岡県女性総合センター」開館

「改正男女雇用機会均等法」施行
「育児・介護休業法」全面施行
｢男女共同参画社会基本法」公布・施行

1999 年
(平成 11 年)

「ストーカー行為等の規制等に関する
法律」公布・施行
「男女共同参画基本計画」策定

「福岡県男女共同参画社会づくり検討
委員会」設置

2001 年
(平成 13 年)

内閣府に「男女共同参画会議」「男女
共同参画局」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」公布・施行

「女性政策課」が「男女共同参画推進
課」へ組織改正
「女性行政推進会議」が「男女共同参
画行政推進会議」へ名称変更
「福岡県男女共同参画推進条例」公
布・施行

2002 年
(平成 14 年)

｢配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律」全面施行

「福岡県男女共同参画審議会」設置
第１次「福岡県男女共同参画計画」策
定

2003 年
(平成 15 年)

「少子化社会対策基本法」公布・施行
「次世代育成支援対策推進法」公布・施
行

「福岡県女性総合センター」が「福岡
県男女共同参画センター」へ名称変
更

2004 年
(平成 16 年)

「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律」改正、施行
「育児・介護休業法」改正

2000 年
(平成 12 年)

2005 年
(平成 17 年)

2006 年
(平成 18 年)

2007 年
(平成 19 年)

国連特別総会「女性 2000 年会議」
開催（ニューヨーク）

北京+10「第 49 回国連婦人の地位委
員会」の開催（ニューヨーク）

第１回東アジア男女共同参画担当大
臣会合開催（東京）

「改正育児・介護休業法」施行
「次世代育成支援対策推進法」公布・
一部施行
｢男女共同参画基本計画（第２次)」策
定

「男女雇用機会均等法」改正
「女性の再チャレンジ支援プラン」改定

「改正男女雇用機会均等法」施行
「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」改正
「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」策定
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「第２次福岡県男女共同参画計画」策
定
「福岡県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計画」策
定
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年

世界の動き

国の動き

2008 年
(平成 20 年)

「改正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」施行
「女性の参画加速プログラム」男女共
同参画推進本部決定

2009 年
(平成 21 年)

「育児・介護休業法」改正

2010 年
(平成 22 年)

「改正育児・介護休業法」施行
「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」改定
「男女共同参画基本計画（第３次）」策
定

北京+15「第 54 回国連婦人の地位委
員会」の開催（ニューヨーク）

「第２次福岡県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計
画」策定
「第３次福岡県男女共同参画計画」策定

2011 年
(平成 23 年)

第 56 回国連婦人の地位委員会「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」決議案採択

「女性の活躍促進による経済活性化」
行動計画策定

2013 年
（平成 25 年）

第５回東アジア男女共同参画担当大
臣会合開催（北京）
「北京閣僚共同コミュニケ」採択

若者・女性活躍推進フォーラムの開催
「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」改正
「ストーカー行為等の規制等に関する
法律」改正、施行
「日本再興戦略」の中核に「女性の活
躍推進」が位置づけられる

2014 年
（平成 26 年）

第 58 回国連婦人の地位委員会「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」決議案採択

「改正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」施行

2015 年
（平成 27 年）

第 59 回国連婦人の地位委員会（「北
京＋20」）開催（ニューヨーク）

「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律」公布、一部改正
「男女共同参画基本計画（第４次）」策
定

2012 年
(平成 24 年)

2016 年
（平成 28 年）

福岡県の動き

「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律」施行
同法に基づく「事業主行動計画策定指
針」策定
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「女性の大活躍推進福岡県会議」発足

「第３次福岡県配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護等に関する基本
計画」策定
「第４次福岡県男女共同参画計画」策定

第２次築上町男女共同参画推進基本計画
平成 29 年３月
編集・発行 築上町 人権課
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