はじめに
富里市は、平成15年3月に「富里市男女共同参画計画」を策定し、男女共同参画社会の形成
に向けた施策の推進に取り組んでまいりました。策定から10年が経過し、少子高齢化、国際化、
高度情報化が急速に進行する中、続く厳しい雇用情勢から格差社会の広がりや、東日本大震災
を機に防災分野で男女共同参画の視点が重視されるなど、新たな課題も出ています。
このような状況の中、活力ある富里市を作っていくためには、市民一人一人が性別に関係な
く個人として人権が尊重され、それぞれの個性を認め合い誰もが能力を発揮できる、そして安
心して生活することができる男女共同参画社会の実現が欠かせません。
この度、計画期間が終了するにあたり、現状と課題を踏まえたうえで、移り変わりの激しい
社会経済情勢の変化に対応できるよう、施策内容を見直し「富里市男女共同参画計画（第2次）」
（平成25年度～34年度）を策定しました。この計画は、平成20年1月に施行された「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ＤＶ防止法）」を受け、配偶者等に対
する暴力の根絶を目指し、ＤＶ防止基本計画としても位置づけております。
富里市は、この計画を推進し、男女が共に尊重し合い、支え助け合い、一人一人が幸せを感
じる住みよい地域づくりに努めてまいります。
本計画を作成するにあたり、「男女共同参画社会づくりに向けて意思調査」（アンケート調
査）と「男女共同参画社会づくり座談会」を実施し、多くの市民の皆様から貴重なご意見をい
ただきましたことを心よりお礼を申し上げます。

平成25年3月

富里市長

相川

市長写真

堅治
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１ 計画の策定にあたって
１ 計画策定の趣旨
少子高齢化、国際化、高度情報化が急速に進行する中、労働形態、家族形態の変化からライ
フスタイルや価値観も多様化しています。このような状況の中で、活力ある富里市をつくって
いくためには、市民一人一人が性別に関係なく個人として人権が尊重され、それぞれの個性を
認め合い誰もが能力を発揮できる、そして安心して生活することができる男女共同参画社会を
実現することが重要となります。
本市では、平成15年3月に「富里市男女共同参画計画」（計画期間 平成15年度～24年度）を
策定し、男女共同参画社会の形成に向けた施策の推進に取り組んできました。
しかし、社会には依然として「男は仕事、女は家庭」といった固定的な役割分担意識や「男
性は男性らしくするべき」「女性は女性らしくするべき」という男女観も根強く存在していま
す。
性別による役割の固定化は、個人の多様な生き方の可能性を狭めることになり、男女を問わ
ず基本的人権に関わる問題でもあります。人権を尊重し、性別による差別をなくすことは、一
人一人の人生を充実した豊かなものにすることにつながります。
本市が計画を策定してから10年が経ち、計画期間が終了すること、そして、東日本大震災を
機に防災分野での男女共同参画を取り入れることなど、新たな課題も出てきたことから、計画
を見直すことが必要となりました。
見直しにあたっては、市民の意識の変化を捉えるため、平成24年1月に2,000人を対象とした
「男女共同参画社会づくりに向けて 意識調査」（アンケート調査）を実施し、平成24年6月か
ら8月にかけて市民の生の声を直接伺う機会として、公募市民による「男女共同参画社会づくり
座談会」を3回開催しました。意識調査と座談会でいただいたご意見を十分尊重した上で、国の
第3次男女共同参画基本計画と県の第3次男女共同参画計画を踏まえつつ、現在の急速な社会経
済状況の変化で生じた新たな課題にも対応し、総合的に男女共同参画社会の実現に向けた施策
を推進していくための新たな「富里市男女共同参画計画（第2次）」をここに定めます。
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～10年間の取り組みの成果と課題～
主な成果
（１）地域における学習機会の拡充
男女共同参画を推進する活動を行うために県が委嘱する「千葉県男女共同参画地域推進
員」に平成20年度から市民1名を推薦し、県及び近隣市町と連携したセミナーを市内や近
隣市町において定期的に開催し、学習機会を設けることができました。（平成20年度から
年2回程度開催）
（２）審議会等の女性委員登用率の増加
平成22年4月に「富里市審議会等の委員の公募に関する規則」を施行し、女性をはじめ
幅広い年齢層の市民が審議会等へ参画することを推進した結果、市の審議会等への女性
登用率は、平成22年度から年々増加しています。（平成22年19.2％、平成23年20.5％、
平成24年21.3％）
（３）庁内の推進体制を整備
本市における男女共同参画社会の形成を計画的、効果的に推進するための庁内組織とし
て、平成23年11月に「富里市男女共同参画推進本部」を設置しました。
また、その下部組織として、「富里市男女共同参画研究班」を置き、推進本部の円滑な
運営を図っています。

主な課題
（１）従来の男女観や固定的な役割分担意識が依然として高い
平成24年1月に行った市民対象の意識調査の結果から、「男の子は男の子らしく、女の
子は女の子らしく育てたい」と思っている男性が5割を超えていること、あるいは「男は
仕事、女は家庭」という性別役割分担意識が男女とも依然として高いことがわかりまし
た。
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（２）男女共同参画の正しい理解の促進
男女共同参画社会基本法が制定されてから13年が経ちましたが、国・県・市が共通し
て「男女共同参画は働く女性の支援である」という印象を人々に与えたことなどにより、
本来の男女共同参画社会があらゆる立場の人にとって必要であることの理解が進んでい
ません。
（３）家庭と地域活動における男女共同参画の促進
平成24年1月に実施した市民の意識調査の結果から、家事全般を女性が担っている
割合が依然として高く、男性の家庭への参画が進んでいません。また、高齢化社会の中、
地域力を高めるためには誰もが出番と居場所のある地域社会を形成することが必要です。

２ 前計画からの主な変更点
（１）指標の設定
計画の実行性を担保とし、取り組みの進捗状況を確認できるようにするため、可能な
限り数値目標を設定しました。
（２）あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進
男女共同参画の実現は、性別に関係なく大人も子どもも、高齢者、障がい者、外国人
といったあらゆる人々にとって暮らしやすい社会の根幹であることを認識できるような
施策設定としました。
（３）防災分野における男女共同参画の推進
東日本大震災を教訓に、女性の視点から見た防災対策の推進が喫緊な課題となり、防
災会議への女性委員登用をはじめ、女性に配慮した避難所の運営体制や災害用備蓄物資
の整備等を行う必要があることから、施策に位置付けました。
（４）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
市民一人一人がやりがいや充実感を持ちながら働き、家庭や地域活動においても多様
な生き方が選択・実現できるよう、仕事と生活の調和を推進することを施策に位置付け
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ました。子育て世代の男性が家庭や地域活動に参画しやすい環境を整えるための取り
組みを推進します。
（５）ＤＶ防止基本計画としての位置付け
平成20年1月に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
（ＤＶ防止法）」の改正により、ＤＶ防止基本計画策定が市町村の努力義務になったこ
とから、本計画をＤＶ防止基本計画としても位置付け、施策の充実を図りました。

３ 計画の性格
この計画は、男女共同参画社会基本法に基づいて策定するもので、本市における男女共同参
画を推進するため、前計画の進捗状況と課題を踏まえつつ、さまざまな分野にわたる関連施策
を総合的・計画的に進めていくための基本となるものです。
また、この計画は国の第3次男女共同参画基本計画と県の第3次男女共同参画計画を踏まえる
とともに、富里市総合計画（平成23年～平成32年）の方針に沿って策定するものです。
さらにこの計画は、
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）」
に基づき、ＤＶ関連施策に関する基本計画として位置付けています。
なお、計画の推進にあたっては、市民と行政、事業者が共に連携しながら一体となって推進
していきます。

富里市が実施する各種の施策
-4-

４ 計画の期間
この計画の期間は、平成25年度から平成34年度までの10カ年とします。
なお、計画期間であっても、国・県の動向や社会情勢の変化などを踏まえ、中間年の平成29
年度には計画を見直すこととします。また、必要に応じて計画の見直しを行うものとします。

５ 基本理念
日本国憲法は、個人の尊厳と両性の本質的平等を理念として、性による差別をはじめとする
一切の差別を禁止し、すべての国民が法の下に平等であることを保障しています。
また、男女共同参画社会基本法は、「男女の人権の尊重」「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」「国際的協調」を基本理念として掲げています。
そして、ＤＶ防止法では、配偶者間の暴力は重大な人権侵害で、とりわけ女性に対する暴力
は個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっており、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、被害者を保護することが必要であるとしています。
本計画では、これらを基本理念として男女共同参画のための取り組みを進めることにより、
男女共同参画社会の実現を目指します。
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２ 男女共同参画をめぐる現状分析
男女共同参画社会基本法や男女雇用機会均等法、ＤＶ防止法などの言葉の認知度は高くなり
ましたが、男女間の格差や不利益など、性別をめぐってさまざまな問題がいまだにみられます。
そこで、「人権にかかわること」「意識にかかわること」「参画にかかわること」「就労に
かかわること」「家庭・地域にかかわること」「健康・福祉にかかわること」という６つの分
野について、以下の資料に基づき現状分析を行いました。

＊「アンケート結果より」

平成24年1月25日～2月15日にかけて、無作為抽出した市内在住の20歳以上の男女2,000人を対象に
行った「男女共同参画社会づくりへ向けて 意識調査」の回答結果です。（パーセントの表示につ
いては、小数点以下の端数の関係で、合計が100パーセントにならない場合があります。）
＊「市民の声より」

「アンケート調査」の自由記述、「座談会」でいただいた意見です。
＊「前回調査」

本市が平成10年に実施した「女性問題意識調査」の結果です。
＊「千葉県」

平成23年3月に千葉県が策定した「第3次千葉県男女共同参画計画」で示されている県民意識調査
結果等のデータです。
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１ 人権にかかわること
（１）ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）＊
社会にも家庭にも暴力が様々な形で存在し、主体的に生きる権利や自由が侵害されている場
合があります。ＤＶやデートＤＶなどの暴力は人権侵害であり、決して許されることではあり
ません。
ＤＶは、被害者が死に至る例もあり、また、繰り返し受けていると、人間としての尊厳を認
識できなくなる恐れもあります。被害に遭っていても相談するケースは少なく、被害が潜在化
していると言えます。ＤＶ被害者の中には、被害に遭っている認識がない場合もあり、ＤＶは
人権問題と気付き、相談することを促す支援が必要です。
また、ＤＶに起因する*児童虐待も存在することから、同じく人権問題と認識し、対応が必要
です。
市の相談窓口では、ＤＶ及びそれに起因する児童虐待、付随する生活支援など総合的に対応
できる体制の充実と、警察や保護施設等の関係機関とさらなる連携を図ることが求められてい
ます。

＊ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）
ドメスティック・バイオレンスとは、夫やパートナーなどの親密な関係にある人から振るわれる暴力のことです。近年では、若い世代の
恋人間の暴力「デートＤＶ」についても被害が報告されており、若年層への啓発等の取り組みも重要視されています。

＊児童虐待
児童福祉法では、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るうことも児童虐待（心理的虐待）と定義されています。
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アンケート結果より

「ＤＶを受けた経験について」
（男性）

身体的暴力

2.0% 3.6%

精神的暴力

86.6%

9.2%

11.8%

7.9%

69.2%

9.8%

何度かあった

1･2回あった
ない

経済的暴力 1.6%

88.9%

9.5%

0.0%

無回答

性的暴力 0.7%

89.2%

9.8%

87.2%

10.8%

0.3%

子どもを巻き込んだ暴力0.3%
1.6%

（女性）

身体的暴力

8.4%

75.5%

4.2%

何度かあった

精神的暴力

経済的暴力

11.8%

18.7%

12.4%

64.5%

7.1%

4.5%

82.1%

6.8%

1･2回あった
ない

3.9%

無回答
性的暴力

5.0%

85.0%

6.8%

3.2%

子どもを巻き込んだ暴力

2.1%

86.6%

7.6%

3.7%

身体的暴力

精神的暴力

・殴る、蹴る（ふりをする）
・包丁を突きつける
・ものを投げつける
・髪を引っ張る、たばこの火を押し付ける

・何でも従えといい、発言権を与えない
・人前で侮辱する、罵詈雑言を浴びせる
・大事なものを捨てる、壊す
・無視する

ＤＶの形態
性的暴力

経済的暴力

・性行為の強要をする、避妊に協力しない
・中絶を強要する
・暴力的な性行為をする
・子どもができない事を一方的に非難する

・生活費を渡さない
・洋服などを買わせない
・家庭の収入について何も教えない

子どもを巻き込んだ暴力
・子どもの目の前で、パートナーに暴力を振るう
・ＤＶの被害者が、腹いせに子どもに暴力を振るう
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アンケート結果より

「ＤＶを受けたとき相談したか」
（男性）
11.4%

15.7%

相談した

相談しなかっ
た
72.9%

無回答

（女性）
相談した

10.6%
22.7%

相談しなかっ
た
無回答

66.7%

ＤＶを受けても相談する人は少ないことがわかります。相談しない理由では、男女とも「相談することではない」が最も多い回答でした。
次いで、女性では「我慢すればいい」が32.3％、男性では「相談場所などがわからない」13.5％となっています



アンケート結果より

「行政に望む対応について」
（複数回答）

警察による対応

50.2%

一時避難所の確保

30.8%

相談体制の充実

38.4%

相談機関の周知

25.9%

センターの整備

24.6%

経済的支援

26.6%

意識啓発

その他
無回答

23.3%
2.6%
14.8%

警察による対応を望む割合が最も高く、次いで「相談体制の充実」「一時避難所の確保」と続きます。「経済的支援」も望まれている
結果となっています。
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（２）セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）＊
「セクハラ」も暴力行為の一つです。特に「セクハラ」については、それが「暴力である」と
認識されていないことが事態を深刻にしている場合もみられます。
男女雇用機会均等法は、「雇用の場におけるセクハラ」を防止するための事業主の責任を明

＊

記しています。法の趣旨を周知して、「セクハラ」を許さない環境づくりに努めることが必要
です。



アンケート結果より

「セクハラを受けた経験について」
（男性）

3.6%

受けたことが
ある

11.5%

受けたことは
ない
84.9%

6.1%

無回答

（女性）

18.2%

受けたことが
ある

受けたことは
ない
無回答
75.8%

＊セクシュアル・ハラスメント
相手の意に反する性的な言動により、相手方に不利益を与え、または相手方の生活環境を害することです。雇用関係にある者の間のみなら
ず、施設における職員とその利用者との間や団体における構成員間など、さまざまな生活の場で起こる可能性があります。

＊男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法（正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律」といいます。）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法律です。
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（３）性犯罪や売買春、人身取引、ストーカー行為
性犯罪や売買春、＊人身取引（トラフィッキング）などには、相手を性的な対象物としてみる
意識が強く作用しています。また、＊ストーカー行為は、それ自体、被害者の生活の平穏を害す
る行為であるとともに、行為が次第にエスカレートし、被害者に対する暴力、傷害、ひいては
殺人等の凶悪犯罪にまで発展するおそれがあります。今後は人権に対する意識啓発を中心に、
性差を超えて一人一人の個性を尊重し合う社会づくりを進めていくことが必要です。

（４）メディアなどにおける女性蔑視や過激な暴力表現
本市においても幹線道路の沿道などにおける看板の中には、女性の蔑視につながる表現や、
過激な暴力表現がみられるものがあります。
過激な暴力表現や性別による固定的な役割分担意識に基づく偏った表現などメディアにおい
て女性の人権に対する配慮を欠いた取り扱いがなされることは、人々に誤った性差別観念を植
え付けるだけでなく性犯罪などの原因となる恐れがあります。今後は、これらを無意識に受け
入れるのではなく、意識的に見直していく必要があり、子どもの頃からメディア情報を主体的
に読み解き活用する能力（メディア・リテラシー）を向上させるための取り組みを推進する必
要があります。

＊人身取引（トラフィッキング）
暴力・脅迫・誘拐・詐欺などの強制的な手段により、弱い立場にある人々を別の国や場所に移動させ、売春や強制労働をさせて搾取するこ
とをいいます。

＊ストーカー行為
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを 「ストーカー行為」と規定し、＊ ストーカー規制法により規制されています。

＊ストーカー規制法
「ストーカー行為」の前段階の行為である「つきまとい等」について、警察本部長等による警告や公安委員会が発する禁止命令により規制
を行うとともに、「ストーカー行為」や「禁止命令違反」について、罰則により処罰を行うこととなっています。また、被害防止のため自
ら対処しようとしている被害者の申出に応じて、警察本部長等が自衛措置等の教示等の援助を行うことも規定されています。
千葉県では、「迷惑防止条例」でストーカー行為が規制されています。
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２ 意識にかかわること
（１）性別による固定的な役割分担意識
男女共同参画社会基本法が制定されて13年が経ちますが、男女共同参画が働く女性の支援と
いう印象を与えるような啓発を実施してきたことなどにより、あらゆる立場の人にとって必要
であることが十分に理解されていない現状です。
男女には生まれながらにして適性や能力の違いがあると考え、男女を必要以上に区別したり、
「男は男らしく、女は女らしくすることがよい」という意識が働くことにより、一人一人の個
性の発揮が阻害されることがあります。
こうした意識が「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な役割分担をもたらし、
個人としての自由で多様な生き方を狭めてきたことを認識する必要があります。
「男性だから強くなければ」「男性は働いて家族を養うもの」という固定的な意識を払拭する
ことは男性にとっても、より暮らしやすくなるという理解を深め、全ての人が、家庭・地域・
職場などあらゆる場面で活躍する男女共同社会は、女性だけでなく、男性、高齢者、子ども、
障がい者、外国人、全ての人が暮らしやすい社会の根幹であるという意識づくりが必要です。
そして、家庭、地域、学校、職場などあらゆる分野で男女共同参画意識の浸透を図り、一人
一人が個性や能力を発揮できる社会づくりを進めることが重要です。
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アンケート結果より

「男は仕事、女は家庭」という考え方について」

9.5%
5.5%

賛成である
やや賛成であ
る
やや反対であ
る

28.2%
21.6%
11.5%
18.9%

25.3%

どちらでもな
い

無回答

男性
女性

16.1%

反対である

32.8%
27.6%
2.0%
1.1%

本市では、「男は仕事、女は家庭」という考え方に賛成する回答が男性に37.7％（前回調査32.0%）、女性に27.1％（前回調査24.0%）存在
しており、それぞれ千葉県の男性13.5％、女性8.9％を大きく上回っています。
このことから、本市においては、男女とも性別による固定的な役割分担意識が根強くあることが伺えます。



アンケート結果より

「女性の仕事に対するあり方について」
女性の仕事に対するあり方について
17.2%
20.7%

継続型
結婚退職型
出産退職型

2.4%
1.3%
4.6%
4.0%
43.4%
46.7%

中断再就職型
18.1%
19.7%

中途就職型
専業主婦型

男性
女性

6.0%
2.1%

その他

4.9%
2.6%

無回答

3.3%
2.9%

女性の仕事へのあり方については、「仕事は続けるが子育ての時期は一時やめる（中断再就職型）」という考えが最も多く、男性が43.4%
で前回調査32.7%に対して10.7ポイントの増、女性が46.7%で前回調査38.6%に対して8.1ポイントの増となっており、男性・女性とも前回調
査より中断再就職型の考えが高くなっています。これに次いで、「結婚してからまたは子育てが終わってから仕事を始める（中途就職型）」
が男性18.1%（前回調査19.0%）、女性19.7%（前回調査21.6%）、「結婚・出産しても継続する（継続型）」が男性17.2%（前回調査17.9%）、
女性20.7%（前回調査17.6%）となっています。
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（２）学校等における男女平等教育上の問題
「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な役割分担意識は、家庭や地域、学校か
ら子どもに与える影響は大きいといえます。したがって、家庭や地域、学校において、性別に
左右されることなく子ども一人一人の個性を重視していくという意識を持ち、生涯を通じて教
育と学習の機会を提供していくことが必要です。


アンケート結果より

「学校教育の中で男女平等意識を深めるためには」

62.6%

一人ひとりの個性をはぐくむ授業
男女の差をなくす配慮
29.2%
27.1%

教員の意識を深める研修

24.3%

性教育を充実させる

38.4%
34.8%

性・人種差別などの問題意識を持たせる

28.2%

国際交流など他国の事例・価値観を学ぶ

25.2%
28.7%

今のままでよい
その他
無回答

72.6%

40.0%
36.8%

男性
女性

4.9%
2.9%
2.6%
1.8%
5.6%
3.9%

市民の声より
男女平等意識を学ぶのは、早い段階からの方がよい。「男だから、女だから」と分けるのではなく、どちらも人であると
ということを軸において教育していく必要がある。

（50代 女性）

教員でも従来の男女観にとらわれないように意識改革が必要。教員研修に男女共同参画を盛り込んでほしい。
（40代 女性）
教育において、男女平等に知識・技術を指導するのは当然だが、男女が、互いが互いを尊重する気持ち、互いを思いやる
気持ちを伝えていくことが大切だと思う。

（30代 男性）
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（３）地域における慣行上の問題
性別による役割分担意識は地域においてもさまざまな形で存在しています。例えば、地域の
代表者が男性中心であったり、地域の慣習や慣行、行事などで「男はこう、女はこう」といっ
た性別による固定的な役割分担によって、一人一人の個性の発揮が阻害されていることが考え
られます。
地域の代表者に女性が少ない弊害として、災害時等に女性への配慮が不足することが憂慮され
ています。今後は、地域活動における男女共同参画の視点が必要です。


アンケート結果より

「男女平等意識について」
平等になって
いる
平等になって
いない

（男性）
地域活動

31.8%

24.6%

7.9%

35.7%

どちらともい
えない
社会の慣習や慣行

14.1%

51.5%

26.6%

無回答

7.9%

平等になって
いる

（女性）
地域活動

社会の慣習や慣行

21.8％

31.1％

平等になって
いない

6.0％

41.1％

どちらともい
えない
7.4%

59.2%

27.6%

5.8%

無回答

地域活動の中で男女が平等になっていないと感じる人が男性に24.6％、女性に31.1％存在しています。一方、平等だと感じる人は男性31.8％、
女性は21.8％でした。前回調査では、平等になっていないと感じる男性は23.6％、女性29.7％で、平等だと感じる人は、男性34.6％、女性
13.5％でした。前回調査と比べ、男女とも平等になっていないと感じる割合が増えています。平等になっていると感じる男性の割合が2.8
ポイント減少した一方で女性の割合が8.3ポイント増加しています。
また、社会の慣習や慣行の中で男女が平等になっていないと感じる人が男性に51.5％、女性に59.2％存在しています。一方、平等だと感じ
る人は、男性が14.1％に対し、女性は7.4％にとどまっています。前回調査では、平等になっていないと感じる人は、男性61.9％、女性59.7％
で、平等だと感じる人は、男性8.8％、女性2.5％でした。前回調査と比べ、男女とも平等になっていると感じる割合が高くなりましたが、
平等でないと感じる割合は依然として5割を超えています。

市民の声より
自治会の役員に女性が少ない。そのため東日本大震災で女性避難者に不都合があった。これからは自治会など地域活動に男女共同
参画を進めなければならないと思う。自治会の総会で啓発してはどうか。

（40代 女性）

地域活動は男女一緒にやったほうが活性化する。みんなで一つの目的に向かって協力しないと何事も成功しない。
（30代 男性）
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（４）女性・男性自身の意識の問題
法律など制度面での男女平等は進みましたが、私たちの意識や行動面では長い時間をかけて
形作られてきた性別による固定的な役割分担意識にとらわれた部分がいまだに残っています。
男女平等の意識をつくるためには、まず、私たち自身が*ジェンダーに気付くことが第一歩と
なります。そして、ジェンダーにとらわれない自由な立場で、男女平等を考え行動していく必
要があります。このジェンダーに気付くということは、いわば自分の意識改革といえるもので
あり、このような意識改革は、家庭や地域、学校で生涯を通じて進めていく必要があります。


アンケート結果より

「男女平等意識について」
（男性）
男性の女性に対する意識

21.6%

42.6%

6.9%

28.9%

平等になって
いる
平等になって
いない

どちらともい
えない
女性自身の意識

10.8%

35.7%

36.4%

無回答

17.0%

（女性）
男性の女性に対する意識

10.5％

58.9％

25.8％

4.8％

平等になって
いる
平等になって
いない

どちらともい
えない
女性自身の意識

13.7%

48.4%

32.6%

5.3%

無回答

男性の女性に対する意識の中で男女平等になっていないと感じる人が男性に42.6％、女性に58.9％存在しています。一方、平等になってい
るとする人は、男性21.6％に対し、女性は10.5％にとどまっています。
前回調査では、男性の女性に対する意識の中で男女平等になっていないと感じる人が男性に51.4％、女性に65.8％、平等になっているとす
る人は、男性16.8％に対し、女性は3.4％でした。前回調査時より平等意識が高まってきていますが、依然として平等でないと感じている
人の割合が高い状況です。

市民の声より
最近の若い世代は、自分でお弁当を作る男性もいる。男性も料理を作ったり洗濯したりするのが当たり前の時代になるのかも
しれない。

（20代 女性）

昔は、「夫が企業のために働くことが国のためになる、だから妻は家庭を守れ」という大義名分があったが、今はそれがないのだから、
妻が働く夫を支えなければならないというのは不合理である。

（70代以上 男性）

最も大切なものは社会全体の意識改革。そのための学校教育はもとより，社会教育にも力を入れるべきだと思う。
（50 代 女性）

＊ジェンダー
「ジェンダー」とは、例えば「結婚したら外で働くのは男性で、女性は家で家事や子育てをする」などといった社会的、文化的
に形成された男女の性別役割の考え方のことで、国際的に広く用いられている言葉です。
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３ 参画にかかわること
（１）方針決定の場における男女格差
政治や行政、企業や団体などの分野において、特に意思決定過程への女性の参画は十分とは
いえず、いまだに少ないのが現状です。
男女共同参画社会の実現には、多様な人材の活用、多様な視点の導入の観点から社会の構成
員の半分を占める女性の意思が適確に反映されなければなりません。そしてそのためには、さ
まざまな政策・方針の決定の場に女性が参画することが不可欠です。それは政策・方針の影響
を受ける市民にとって当然の権利であり、また義務であるともいえます。
富里市総合計画においても、平成27年度までに市の審議会等の女性委員登用率を30％とする
ことを目標に掲げ、女性登用の推進に向けて取り組んでいるところです。
また、市職員へ女性の登用、女性職員の役付き登用の推進を図るとともに、自治会・団体・
企業等への働きかけを行っていく必要があります。


アンケート結果より

男性 4.3%

42.0%

女性 0.8%

0%

「女性の意見の反映度」

25.9%

28.7%

10%

20.7%

35.3%

20%

30%

40%

50%

2.3%
4.9%

26.6%

60%

70%

80%

4.5% 4.2%

90%

十分反映されてい
る
ある程度反映され
ている
どちらともいえない
あまり反映されてい
ない
全く反映されていな
い
無回答

100%

政治や行政に女性の意識が反映されているかとの問いに対し、「十分反映されている」と「ある程度反映されている」を合わせた「反映さ
れている」という回答は、男性が46.3％（前回調査57.1%）、女性は29.5％（前回調査37.2%）と半数に満たない状況です。

市民の声より
女性リーダーの例が少ないため、社会の中で女性の信頼が得られていないし、女性リーダーだとやりずらいなど戸惑いもあるが、
まずは女性リーダーの事例を増やすことが大事。

（60代 女性）

職場内での男女共同参画を進めるためには、市でできることは限られるが、企業に対し、市が直接出向いて働きかけを行う努力を
してほしい。

（40代 女性）

公務員が率先して女性管理職の割合を増やすことで、社会が変わるのではないだろうか。

（40代 男性）
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ＧＧＩってご存じですか？
ＧＧＩは「ジェンダーギャップ指数」または「男女平等指数」といい、世界経済
フォーラムが毎年発表している数値で、男女の政治・経済への参画度や教育水準、
出生率、寿命等をもとに、社会進出における男女平等の度合いを示しています。
日本のＧＧＩは残念ながら世界でも下位に位置しています。135 カ国を比較
した 2011 年のＧＧＩで、日本は第 98 位で、2010 年の 94 位から後退しており、
ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）加盟国のなかで特に低いと評価されました。具体的
には健康分野では世界 1 位であるものの、教育分野では 80 位、経済分野では 100
位、政治分野では 101 位となっており、女性の能力活用に課題があることが指摘さ
れました。

（２）国際交流にかかわる問題
国際化の進展により、地域と世界との交流が活発化する中、男女共同参画の問題を考える上
で、国際社会における取り組みの情報収集と提供、国際理解の推進が必要となってきます。
また、地球上には貧困や飢餓の問題、環境問題だけでなく、売買春や人身取引（トラフィッ
キング）など女性の人権の問題についても、地球社会の一員として互いに協力すべき状況にあ
り、国境を越えた連携が求められています。
このため、一人一人が、国際的な視野からこの問題を理解し、主体的に交流・協力を進める
ことが必要です。
また、地域に暮らす外国人が安心して生活できるまちづくりも必要です。
特に、本市には多くの外国人が生活しており、国際交流を通じて他国の文化や価値観に対す
る理解を深め、多文化共生社会づくりに向けた施策を講じていくことが求められます。

- 18 -

４ 就労にかかわること
（１） 職場待遇の問題
就業は生活の経済的基盤であり、また、働くことは自己実現につながります。働きたい人が
性別に関わりなくその能力を十分に発揮することができる社会づくりは、男女共同参画社会の
主要な要素です。
男女雇用機会均等法などの整備により、女性をめぐる労働条件が保障されるようになりまし
た。今後は、経済の牽引者として女性の役割を認識し、職場での＊ポジティブアクションの促進
と女性の能力開発の促進が望まれます。
また、結婚、出産、介護等で仕事を辞めた人が、再就職を希望する場合の支援等、就業を希
望する人がライフスタイルに応じた多様な働き方ができるよう支援することが必要です。

市民の声より
職場では、女性に対して結婚や出産を機に会社を辞めてしまうという意識はあると思います。そのため、技術習得の機会などが
減らされていると感じています。社会全体として女性も長く働くという意識が浸透しないと男女平等は難しいと思います。
（30代 男性）
性別に関係なくそれぞれ向いた仕事がある。異性の視点から事業が成功した事例がある。

（60代 女性）

*ポジティブ・アクション（積極的改善措置）
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における活動に参画するとき、男女間の格差を改善するため、
必要な範囲内で、男女のいずれか一方に対し活動に参画する機会を積極的に提供することです。
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（２）自営業に就労する女性の問題
本市は農業の盛んなまちであり、農業従事者のうち女性は約49％（平成22年）を占め、重要
な担い手になっていますが、方針決定の場への女性参画は遅れている状況にあります。
また、性別による固定的な役割分担意識に基づく慣習や慣行が残っており、女性が生産活動
や家事・育児において果たしている役割に対する適正な評価がされにくい状況にあります。
一方、商工自営業に従事する女性も、生産と生活の区別がしにくく、女性は二重の負担を背
負う可能性があります。
このため、農業や自営業に従事する女性の就労環境の向上への働きかけ、能力に応じて責任
ある立場での経営の参画を促進する働きかけが必要です。

市民の声より
同じ自営業でも、農家の妻は夫と同じだけ働いているのに、家事をしなければならず負担が大きいと思う。
古いしきたりで生活している家庭は女性が全く休めていないようだ。

（50代 女性）

女性が外に出ようとしても、夫や家族の理解がないとそちらに気をつかい、出られないのが現実かと思います。
同業者の女性の会に参加しておりますが、他の人を誘うのも大変です。

（40代 女性）

（３）働く女性の保護上の問題
女性は妊娠、出産するという身体的な機能を持っています。このため、就労の場においては、
そのことによる差別を受けることがないよう図るだけでなく、さらに＊母性が尊重されることも
必要です。今後は、女性が働きながら安心して子どもを産むことができ、出産後も引き続きそ
の能力を十分に発揮することができるような環境づくりを進めていくことが必要です。

*母性
母としての性質のこと。具体的には、女性の妊娠、出産及び育児の機能の顕在化に着目した概念で、倫理的意味の母性とは異なります。
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（４）働く者の権利上の問題
家事や出産、育児、介護などが、働き続けていきたいと希望する女性にとって大きな障害に
なっています。このため、家庭責任は男女共同であるという観点に立ち、家庭、地域活動への
男性の参画を促進することも必要です。家事や育児等と仕事とを両立させることができるよう、
＊ 育児・介護休業制度のさらなる啓発と定着の働きかけが必要です。



アンケート結果より

「仕事と家庭を両立するための環境整備について」
複数回答

（男性）
育児・介護休業制度

50.2%

職場環境

31.1%

経済的支援

40.3%

保育内容の充実

42.0%

病児保育

8.2%

フレックスタイム制度等

18.4%

労働時間の短縮

9.8%

非正規職員の労働条件

19.3%

家族の理解
その他

33.4%
1.0%

無回答

6.9%

複数回答

（女性）
育児・介護休業制度

47.6%

職場環境

31.6%

経済的支援

35.8%

保育内容の充実

46.6%

病児保育

26.8%

フレックスタイム制度等

23.9%

労働時間の短縮

10.5%

非正規職員の労働条件

23.2%

家族の理解
その他

無回答

38.9%
0.8%
4.5%

男女が仕事と家庭の両立をしていくためには、「育児・介護休業制度の整備が必要」が最も多く、「保育内容の充実」が続きます。
女性は、「家族の理解」が必要だと考える割合が多くありました。

＊育児・介護休業法
育児・介護休業法（正式には「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」といいます。）は、労働者が申
出を行うことによって育児休業（1歳に満たない子を養育するためにする休業）・介護休業（要介護状態にある対象家族を介護するために
する休業）を取得することを権利として認めている法律です。
育児休業法は平成21年度の改正で、父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までの間に、それぞれ１年間育児休業を取得可能とす
る（パパ・ママ育休プラス）や、父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度の育児休業を理由がなくても取得することがで
きる制度、配偶者が専業主婦（夫）であっても育児休業を取得することができる制度を盛り込み、父親の育児への参画を推進しています。
介護休業法も平成21年の改正で、介護のための短期休暇制度「介護休暇」を創設し、仕事と介護の両立を支援しています。
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アンケート結果より

「職場環境について」
取りやす
い

（男性）

有給休暇

39.6%

33.3%

16.2%

10.8%

取りにく
い

育児休暇

14.0%

介護休暇

12.6%

43.7%

26.6%

36.5%

36.5%

15.8%

14.4%

（女性）

有給休暇

育児休暇

介護休暇

35.6%

どちらと
もいえな
い
無回答

取りやす
い

31.3%

23.1%

10.1%

取りにく
い
28.4%

17.8%

25.0%

31.3%

32.2%

38.9%

14.4%

どちらと
もいえな
い
無回答

12.0%

育児休業や介護休業、有給休暇が取りやすい環境にあるかについては、男性においては、いまだだ休みを取りにくいと感じている割合が
高い結果でした。女性では、介護休業について取りにくいと感じている他は、取りやすいと感じている割合の方が高い結果でした。

市民の声より
職場における男女格差の是正や女性の労働条件の改善が必要です。女性でも仕事のできる人には、それなりの待遇をするべきだ
と思います。育児・介護は女性の仕事と思われがちですが、男性にも協力してもらいたいと思います。
（60代 女性）
働く女性として、この数年で育児休業や短時間勤務制度など企業内での取り組みは格段によくなったと感じています。
ただ、それに応じて保育施設や労働環境は改善されておらず、周りで働く人に負担がかかっている状況です。また、男性が育児
休業を取れる状況でもありません。一つのことを変えるだけでなく、社会全体で仕組みを考えて改善する必要があるのではない
でしょうか。

（40代 女性）
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５ 家庭・地域にかかわること
（１）仕事と生活の調和
家庭及び地域は、人々にとって最も身近な生活の場であり、そこでの男女共同参画の推進は、
男女共同参画社会の実現にとって重要です。
「男は仕事、女は家庭」といった性別による役割分担意識は、家庭における女性の家事負担
を強める一つの原因となっています。
一般的に、共働きかどうかにかかわらず、男性が家事などに費やす時間は少なく、女性がそ
の多くを担っており、家事負担における不平等がみられます。
家庭生活においては、大人も子どもも皆が家族の一員として参画し、男女が共に協力し合う
意識を持つことが重要です。そのためには、特に子育て世代の男性が家庭と地域へ参画できる
ような支援と、子どもの頃からの意識啓発が必要です。
そして多様化したライフスタイルに対応できる多様な働き方ができ、＊ ワーク・ライフ・バ
ランス（仕事と生活の調和）を可能にする取り組みが重要となってきます。
また、現代は、地域との関わりが少なくなったため、子育てや介護を一人で担い、家庭での
孤立感や閉塞感に苦しんでいる人も少なくありません。それに加え、高齢化が進行する中、高
齢者の孤独死が問題になっています。子育てや介護をする人、独居もしくは高齢者世帯が地域
から孤立することがないよう、地域で支える体制づくりが求められます。
また、過去の災害を教訓に、防災分野に女性の視点、そして高齢者、障がい者、外国人等の
視点が反映されるよう取り組む必要があることが明らかになりました。
地域では、高齢化、単身世帯の増加から人間関係が希薄化している中、男女が共に地域活動
を担わないと立ち行かなくなる状況になっています。そのためには、地域における政策・方針
決定の過程に女性の参画を推進することが必要です。

＊ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
仕事と家庭生活や地域活動などの仕事以外の活動とのバランスをとり、多様な働き方や生き方が選択できるようにすることです。企業にと
っては、ワーク・ライフ・バランスを推進することにより、従業員の満足度の向上や優秀な人材の確保につながり、生産性や業績を上げる
効果があるといわれ、経営戦略としても注目されています。
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アンケート結果より

「家庭における役割分担について」

1.0%

食事の準備・後片付け

7.4%

73.9%

15.2%

2.5%
1.2%

部屋の掃除

9.7%

70.1%

16.8%

2.2%
0.7%

衣類の洗濯

7.0%

20.2%

58.1%

8.9%

2.0%

18.1%

60.2%

2.3%
0.7%

27.7%

男性
2.5%

女性

2.0%

日常の家計管理

13.5%

育児（しつけ）・教育 2.5%
学校行事への参加 2.3%
高齢者や病人の世話 3.8%
近所づきあい

11.5%
1.3%

風呂の準備・掃除
食料品・日用品の買い物

78.8%

11.0%

68.8%

32.2%

23.7%

40.3%

25.8%

12.8%

31.1%

11.0%

11.2%

35.0%

47.9%

41.5%

35.7%

2.9%

男女同程度
該当なし

10.6%

無回答
11.3%
11.3%

8.7%

3.0%

家事の中でも、「衣類の洗濯」、「食事の準備・後片付け」、「部屋の清掃」は、特に高い割合で妻が分担しています。

市民の声より
自治会の役員に女性が少ない。そのため東日本大震災で女性避難者に不都合があったため、これからは自治会など地域活動の分野で
男女共同参画を進めていく必要がある。自治会の総会で男女共同参画啓発をしてはどうか。

（40代 女性）

男性が退職してから家庭や地域での居場所がなく、参加していく苦労がある。若いうちから地域でのつながりづくりが大事で、子ども
を通じた父親交流イベントなどがそのきっかけになると思う。そのためには、育児休業を取りやすい体制も必要。
（20代 女性）
男女共同参画の実現は、地域リーダーや企業トップの理解も必要。
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（40代 男性）

（２）子どもに対する期待の偏り
家庭や地域での子育てにおいては、「男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしく」と
いった意識によって、子どもに対する期待が偏ったものになっている状況がみられます。
これは、結果として子ども一人一人の個性と能力を発揮する上で障害となってしまう恐れが
あります。このため、今後は親のしつけ・教育においても男女平等の視点をもつ必要があり、
保育や学校教育の現場においても同様の意識が必要です。



アンケート結果より

「子どもの教育について」
（男性）

思う

男の子らしく・女
の子らしく育てる

50.2%

16.1%

27.9%

5.9%

そう思わない
どちらともい
えない

4.3%

性別にとらわれな
い教育

79.0%

無回答

11.8%
4.9%

（女性）

思う
男の子らしく・女
の子らしく育てる

25.8%

26.3%

40.5%

7.4%

そう思わない

どちらともい
えない
性別にとらわれな
い教育

2.6%
87.1%

無回答

7.6%

2.6%

男女とも「性別にとらわれない教育」が望ましいという割合が高くなっていますが、男性の回答においては、「男の子らしく・女の子らし
く育てる」に「思う」50.2％で、「そう思わない」16.1％を大きく上回りました。男女間の意識の差が大きくなっています。

市民の声より
家庭教育学級の活動テーマに男女共同参画を組み込むとよいのでは。男女共同参画という難しい言葉を使わずに「子育てのときに
男の子だから、女の子だからと言っていませんか」といった切り口で。

（40代 女性）

男女の平等観は、大人になってからでは変えにくいと思うので、小さい頃からの教育が必要だと思います。父親が家事や育児に
参加しやすい労働環境ができればいいと思います。男性が自然に育休などをとりやすい時代に早くなってほしいです。
（20代 女性）
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（３）ひとり親家庭等の自立困難
死別や離別によるひとり親家庭においては、地域での母（父）子家庭への偏見や経済的な問
題が生活を不安定にし、自立を困難にしていることが少なくありません。
また、正規雇用を希望するにも関わらず、就業に困難をきたしている人、あるいは若年無業
者も自立が困難な状況にあるといえます。
こうした人々の自立支援を図っていく必要があります。
また、今後は、高齢人口が増えてくるため、高齢者が安心して生活できるための自立支援も
特に必要となってくると考えられます。
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６ 健康・福祉にかかわること
（１）生涯を通じた健康支援
男女が生涯にわたって、健康で充実した生活を送り、互いの身体的性差を理解し合い、相手
を思いやって生きていくことは、男女共同参画社会の形成にあたっての前提といえます。
心身及び健康について正確な情報と知識を入手し、ライフスタイルや*ライフステージに応じ
た健康づくりを支援していくことが必要です。
特に女性は妊娠・出産する可能性があり、思春期から高齢期まで、生涯を通じて男性とは異
なる健康上の問題に直面します。こうした問題について理解を深め、適確な健康管理ができる
よう図っていく必要があります。
一方、男性に喫煙・飲酒の習慣が多いことを踏まえた健康配慮や精神面で孤立しやすい傾向
を考慮した健康保持の支援も必要です。
さらに、今後は、高齢化社会に向けた高齢期の健康づくりに関する取り組みの充実が求めら
れます。

（２）高齢期不安
少子高齢化が進む中、近年では、孤独死、老老介護、高齢者虐待などが問題となっています。
一般的に高齢女性の独居世帯の経済的基盤が弱いことや、高齢男性の地域での孤立が深刻化
していることから、高齢者が安心して暮らせる地域づくりや高齢者のネットワークづくりを進
めていく必要があります。
高齢者を単に支援される側に位置付けるのではなく、社会を支える一員として、地域参画を
促進することも、今後の活力ある地域づくりに必要となってくると考えられます。

*ライフステージ
人間の一生を段階別に区分したものです。例えば、乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、老年期といったように各段階で区分します。
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アンケート結果より

「老後不安に思うこと」
複数回答
健康のこと

74.9%

生活費のこと

58.8%

介護のこと

44.4%

ﾊﾟｰﾄﾅｰに先立たれること

29.8%

仕事がないこと

14.9%

住居のこと
趣味がないこと
家族・親族がいないこと

その他
特に不安はない
無回答

7.7%
6.5%
4.6%
2.0%
3.6%
1.3%

老後に不安に思うこととして「健康のこと」「生活費のこと」「介護のこと」が挙げられます。

市民の声より
最近多い孤独死について心配である。一人住まいの健常高齢者同士のネットワークづくりを市で後押ししてほしい。
（70代以上 男性）
老後の不安は、健康・介護・生活費である。介護で問題なのは、男性は料理など生活的自立ができていないため、いざ介護を
することになったときに家事ができず困ってしまうことだと思う。
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（60代 女性）

（３）保育や介護に関する不安
男女が共に子育てをしながら安心して働き続けるための多様な保育サービスの提供が求めら
れています。
また、男女の別や就労の有無に関わらず、安心して子育てができるよう地域で支える取り組
みを進める必要があり、地域における子育て支援の拠点やネットワークの整備が必要です。
高齢化が進む中、多様なライフスタイルに対応した介護支援策の充実も必要です。

市民の声より
小さな子どもが２人いて共働きです。幼稚園で熱を出した際や仕事時に病気をされると預ける人も少なく、会社に行けない日もあり、
何度か繰り返すと会社からの目も気になります。女性だけが仕事を休まなくてはいけなく、多少の病気でも預かってくれる場所が
ほしいです。少しでも女性が働きやすいようしていただきたいです。

（30代 女性）

仕事をしながら子育てをしています。学童が午後7時までだと助かります。

(20代 女性)

女性が働きやすいよう保育、病育などのサポートを強化し、若い母親も働けるような社会と情報交換ができるようにサポートする。
老若男女が地域活動に参加しやすいようにし、街を活性化してほしい。

（40代 男性）

（４）国際化による課題
国際化が進む中、外国人が生活に関する情報を入手できるよう、多言語による生活相談や情
報提供など安心して生活できる環境の整備が必要です。
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３ 計画の目標
１ 基本目標
「一人一人が活きる男女共同参画社会づくり」
“男だから”～しなければならない
“女は”～するものだ
～するなんて“男らしくない”
“女のくせに”～するなんて

こうした発想は、往々にして私たちの生き方を一定の「型」にはめてしまいます。
男だから職業を持って働き、経済力を持たねばならないと考えることや、女だから家庭を守
らなければならないと考えることなどは、その例といえます。
こうした性別による固定的な意識や発想は、個人が自由に生き、個性と能力を発揮する上で
妨げになることがあります。
私たち一人一人が自分の個性と能力を発揮しながらいきいきと生き、互いの生き方を尊重し
合える社会、だれもが真に個性豊かな生き方を選択できる社会づくりを目指していきます。

２ 基本方針
この計画の基本目標を達成するために、次の5つの基本方針を掲げます。
＜基本目標＞

＜基本方針＞
（１）

男女の人権が尊重される社会をつくる

一人一人が活きる

（２）

一人一人の個性を認め合う社会をつくる

男女共同参画社会

（３）

あらゆる場面で共同参画できる社会をつくる

づくり

（４）

だれもが働きやすい社会をつくる

（５）

だれもが安心して暮らせる社会をつくる
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（１）男女の人権が尊重される社会をつくる
ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）などあらゆる暴力を根絶するためには、暴力は人間
の尊厳にかかわる基本的人権の侵害であること、それは単に個人の問題にとどまらず、社会的・
構造的な問題の一つであるということを認識することが大切です。
性別に起因した人権侵害をなくし、男女が対等な関係を築きながら、一人一人の性と人権を
尊重し合える社会づくりを進めます。

（２）一人一人の個性を認め合う社会をつくる
一人一人が個性と能力を十分に発揮し、また、それを認め合っていけるような社会にするた
めには、個々の意識を改めていくとともに、将来を担う子どもたちに対して、男女が平等であ
るという教育を行っていくことが大切です。
また、生涯を通じて一人一人の意識の啓発を進めることにより、個性を尊重し認め合ってい
くことができる社会づくりを進めます。

（３）あらゆる場面で共同参画できる社会をつくる
私たちは、男女を問わず、子どもも高齢者等も同じ社会の中で生活しています。そこでは日々
いろいろな生産活動が営まれ、社会は常に動いています。こうした社会の動きに関与し、その
方向性を決め、どんな社会にしていくのがいいのかといったことに、女性も男性もいろいろな
場で意見を述べ、社会づくりに参画していくことができる社会づくりを進めます。
東日本大震災を教訓に、地域防災計画に多様な主体の意見を反映させる観点から、市町村の
防災会議に女性・高齢者・障がい者等を新たに加えるため、災害対策基本法が改正されました。
本市でも本法に沿って防災分野における男女共同参画の取り組みを進めていきます。
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（４）だれもが働きやすい社会をつくる
働く女性をとりまく環境には、いまだに多くの不平等が残されています。また、人の暮らし
は、働くことと家庭・地域生活を営むことの両面から成り立っており、どちらか一方への偏り
は、さまざまなひずみを生む原因となります。しかし、多くの場合、男性の生活の比重は仕事
にかかり、その一方で、仕事の有無に関係なく家事や育児、介護などの大部分を女性が担って
いるのが現状です。
これからは、男女の共同参画、共同責任という視点に立ち、男女が平等な立場で家庭・地域・
職場に参画できる社会づくりを進めます。
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進し、女性だけでなく、子育て世代の
男性が家庭参画や地域活動への参画ができるよう取り組みます。そのための育児休業、介護休
業制度の定着を図ります。
また、困難な状況に置かれた若者等の就業支援を行います。

（５）だれもが安心して暮らせる社会をつくる
少子化が進む中で、安心して出産や子育てができるよう、保育の充実を図るとともに、出産
後の育児や家事を男女が共に担えるよう図っていくことが強く求められています。
また、女性には男性にない妊娠・出産という重要な機能があり、これを保護し、健康を守っ
ていくことが大切です。
今後は、さらなる高齢化社会になることから、高齢者が健康で自立した生活を送り、社会の
重要な一員として地域に参画していけるよう、健康・福祉の充実を図り、安心して暮らせる社
会づくりを進めます。
経済的自立が困難な傾向にあるひとり親家庭への支援や、障がいを抱える人の特性に配慮し
た適切な支援が受けられるよう、相談体制の充実を図ります。

- 32 -

＜施策の構成＞
＜基本目標＞

一人一人が活きる男女共同参画社会づくり
＜施策の方向＞

男女の人権が尊重される社会をつくる
●性差による人権侵害を許さない社会環境づくり
●性差による暴力等の根絶
●ＤＶに関する相談・支援体制の充実
●メディアにおける女性や子どもの人権への配慮
●性の商品化を防ぐための意識啓発

一人一人の個性を認め合う社会をつくる
●男女平等意識の醸成
●家庭・地域における学習機会の充実
●学校等における男女平等教育の充実

あらゆる場面で共同参画できる社会をつくる
●市政への女性参画の推進
●政策決定への女性参画の促進
●男女共同参画の視点に立った協働のまちづくりの推進
●防災・減災への男女共同参画の推進

だれもが働きやすい社会をつくる
●雇用の機会、条件の改善
●働く場の環境整備
●家内就労者の条件整備
●ワーク・ライフ・バランスの推進

だれもが安心して暮らせる社会をつくる
●子育てへの支援
●健康づくりの推進
●ライフステージに適した福祉の推進
●国際交流の推進

計画を推進するために
●庁内推進体制の強化

●国・県・関係機関等との連携強化
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●協働による推進

４ 施策の方向
１ 男女の人権が尊重される社会をつくる
（１）性差による人権侵害を許さない社会環境づくり
男女共同参画を進めていくうえで、その根底をなす基本理念が人権の尊重であり、男女がお
互いの人権を尊重し合う社会を目指します。
施策
番号

施策名

所管課

区分

【人権尊重についての広報・啓発】
人権擁護委員活動事業において、人権啓発パンフレット等により
1
市民課
新規
お互いの人権を尊重し、差別意識の解消やあらゆる暴力を根絶する
ため、広報・啓発を実施します。
【人権侵害に対する相談等の充実】
2
法務局や他の機関等との連携を図るとともに、人権擁護委員によ 市民課
新規
る人権相談の充実を図ります。
《指標》
施策番号
項
目
数値目標
所管課
1
広報・啓発活動
年3回以上・年1回以上
市民課
2
人権相談の実施
年13回以上
市民課

（２）性差による暴力等の根絶
ＤＶ（配偶者やパートナー等からの暴力）は、被害者の心身を著しく傷つけ、人間としての
尊厳を踏みにじる、決して許されない行為です。しかし、その被害は表面に出にくいことから、
その深刻さが社会的に十分理解されていません。
ＤＶやデートＤＶ、セクハラなど、性差に由来する人権侵害や暴力の根絶に向けた啓発を実施
し、暴力を容認しない社会環境をつくっていくとともに、暴力の発生を防ぐ地域環境をつくっ
ていきます。
施策
番号
3

4

施策名

所管課

【ＤＶやセクハラ防止に関する啓発】
ＤＶやセクハラに関する正しい理解の促進と防止に向けた啓発 企画課
を実施します。
【デートＤＶの防止に関する啓発】
デートＤＶに関する正しい理解の促進と防止に向けた啓発を実 企画課
施します。
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区分
継続

新規

【デートＤＶの防止に関する教職員及び保護者への啓発】
デートＤＶに関する正しい理解の促進と防止に向けて､教職員及 学校教育課
新規
び保護者への啓発を実施します。
【女性への暴力等の防止に向けた啓発活動の推進】
毎年11月の「女性に対する暴力をなくす運動」に併せ、ポスター
6
企画課
継続
の掲示やチラシの配布を行い、女性に対する暴力を許さない社会づ
くりに向けた市民意識の高揚を図ります。
【地域の安全に向けた防犯対策への取組み強化】
犯罪防止のための地域防犯パトロールを関係団体と連携・協力し
7
市民活動推進課
継続
て実施します。また、市有防犯灯の設置や地区で設置する防犯灯の
設置及び維持管理に係る経費を補助します。
《指標》
施策番号
項
目
数値目標
所管課
3
チラシ等による啓発の実施
年1回以上
企画課
4
企画課
5
学校教育課
6
企画課
7
青色回転灯車両による防犯パトロールの 週5回以上
市民活動推進課
実施
5

（３）ＤＶに関する相談・支援体制の充実
ＤＶ被害者に対しての心身のケアを行い、自立を支援するため、庁内関係各課及び関係機関
と連携しながら、ＤＶ及び児童虐待に関する相談や支援体制の強化を図ります。
施策
番号

施策名

所管課

区分

8

【ＤＶ相談窓口に関する情報提供】
24時間電話相談などの相談窓口の情報提供を行います。

9

【ＤＶ及び児童虐待に関する相談体制の強化・充実】
子育て支援課
庁内関係各課及び関係機関と連携を図り、相談体制の強化・充実 学校教育課
を図ります。
企画課

継続

10

【緊急保護等を求めるＤＶ被害者の支援】
子育て支援課
関係機関と連携し、被害者及び児童や家族などに適切な支援を行 社会福祉課
うとともに、状況に応じて緊急避難の支援を実施します。
学校教育課

新規

11

【住民基本台帳事務における支援措置】
ＤＶ・ストーカー・児童虐待等の加害者が住民基本台帳の閲覧等
制度を不当に利用して被害者が緊急避難した先の住所を検索する 市民課
ことを防止し、被害者の保護を図ります。

新規

12

【ＤＶ被害者の自立支援の充実】
行政機関の各種手続きに関する情報の提供や援助をします。

新規
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企画課

子育て支援課
学校教育課

新規

総務課
【ＤＶ被害者に接する関係職員の研修機会の提供】
子育て支援課
13
ＤＶ被害者に接する関係職員に対して、被害者の人権等に十分配
新規
学校教育課
慮がなされるよう、研修機会の提供を行います。
市民課
【早期発見に向けた機関の連携】
健康推進課
母子保健をはじめとする各種保健事業、要介護認定及び障害程度
14
社会福祉課
新規
区分認定調査において、ＤＶ被害者等を早期に発見し、相談機関に
高齢者福祉課
つなげていきます。
《指標》
施策番号
項
目
数値目標
所管課
13
関係職員の研修への参加
年1回以上
総務課
子育て支援課
学校教育課
市民課

（４）メディアにおける女性や子どもの人権への配慮
女性や子どもに対する暴力を誘引したり、人権を侵害するようなメディアについて、市民・
関係機関と連携しながら監視や排除を図ります。
施策
番号

施策名

所管課

区分

15

【有害な違法看板などの広告物の排除の強化】
違法看板などの広告物を警察と連携して定期的に除去すること
都市整備課
により、地域環境の改善を推進し、性的犯罪を含めた防犯面での安
全性の向上を図ります。

継続

16

【有害情報から青少年を守るための啓発】
携帯電話をはじめとしたインターネットの有害情報のフィルタ 学校教育課
リングの実効性を高めるため、保護者への啓発の充実を図るととも 産業経済課
に、販売店に啓発チラシ配布の協力を求めます。

新規

17

【メディア・リテラシーの学習機会の充実】
携帯電話をはじめとしたインターネットの情報メディアを主体
学校教育課
的に読み解いて必要な情報を引き出し、その真偽を見抜き、活用す
産業経済課
る能力（メディア・リテラシー）の向上を図るため、子どものうち
からそうした能力を身に付けるための取り組みを充実します。

新規

《指標》
15
16

項
目
違法看板の除去作業
チラシ等による啓発の実施

数値目標
週2回以上
年1回以上

17

学習会等の開催

年1回以上

施策番号
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所管課
都市整備課
学校教育課
産業経済課
学校教育課
産業経済課

（５）性の商品化を防ぐための意識啓発
性の商品化が人権に及ぼす影響を周知し、性の商品化を無意識のうちに受け入れている社会
的風潮の意識的な見直しのための啓発を推進します。
また、人身取引（トラフィッキング）などを含む売買春行為の犯罪性についての意識啓発を
行うとともに、関係機関と連携しながらその対策を進めます。
施策
番号
18

19

20

施策名

所管課

【性の商品化防止のための啓発活動の推進】
性を人権尊重の視点で捉えることができるよう啓発を実施します。
【性感染症等についての正しい知識、情報の提供】
性を人権尊重の視点で捉えることができるよう、学校でのエイ
ズ、子宮頸がんなどの性感染症予防教育や新成人などへの啓発を実
施します。
【売買春、人身取引等の発生を防ぐための性教育の実施】
性を人権尊重の視点で捉えることができるよう、発達の段階に応
じた適切な性教育の充実を図ります。

企画課

継続

健康推進課
学校教育課

継続

学校教育課

継続

《指標》
施策番号

18
19

項
目
チラシ等による啓発の実施
学校教育での指導
新成人への啓発

数値目標
年1回以上
全小・中学校で年1回以上
年1回以上
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区分

所管課
企画課
学校教育課
健康推進課

２ 一人一人の個性を認め合う社会をつくる
（１）男女平等意識の醸成
男女が互いに人権を尊重しつつ、共に責任を分かち合い、男性も女性も個性と能力を十分に
発揮することができる社会づくりを推進するため、家庭や地域の中に存在するジェンダーに気
付き、身近なことから制度や慣習について見直すことができるよう啓発活動を推進します。
施策
番号

施策名

所管課

21

【男女平等意識の啓発】
男性にとっても生きやすい社会形成のため、「男は仕事、女は家
庭」に象徴される固定的な性別役割分担意識や慣行が解消されるよ 企画課
う、市広報紙や情報誌などにより、男女共同参画の意義についての
理解の促進を図る啓発を実施します。

継続

22

【男女共同参画社会づくりに関する情報の提供】
市広報紙や情報誌等により､男女共同参画社会づくりを推進する 企画課
ための情報提供を実施します。

継続

【男女共同参画に関わる関連資料、図書等の充実】
男女共同参画に関わる関連資料を情報コーナー等で配布しま
企画課
23 す。
継続
図書館
また、図書館において、ジェンダー意識にとらわれない視点も
考慮しながら、図書等の充実を図ります。
【男女別の統計資料の充実】
24
男女共同参画社会づくりを推進するため、男女別の統計資料の充 企画課
継続
実を図ります。
【男女共同参画の視点による表現ガイドラインの作成】
市の刊行物などにおける表現（文章・写真・イラスト）において、
25
企画課
新規
男女共同参画の視点による表現に努めるよう、ガイドラインを作成
し、職員への周知を実施します。
【男女共同参画の視点による広報活動】
秘書広報課
26
広報紙やホームページの作成に際しては、男女共同参画の視点に
新規
企画課
配慮し、より内容の充実を図ります。
【市職員の男女共同参画に関する意識の醸成】
総務課
27
研修会や講演等への参加を促し、市職員の男女共同参画に関する
新規
企画課
意識の醸成を図ります。
《指標》
施策番号
項
目
数値目標
所管課
21
固定的な性別役割分担意識の解消
平成28年度実施予定の
企画課
平成24年1月実施意識調査
意識調査で減少を目指します
「男は仕事、女は家庭」の考え方に
賛成する回答
男性37.7％
女性27.1％
22
チラシ等による啓発の実施
年1回以上
企画課
25
ガイドラインの作成
平成26年度まで
企画課
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（２）家庭・地域における学習機会の充実
家庭や地域において男女共同参画を進めるため、関連する講座や教室等の充実を図ります。
施策
番号
28
29

30

31

施策名

所管課

【男女共同参画に関連する講座、セミナー等の開催】
男女共同参画社会づくりを推進するため､さまざまな視点からの
男女共同参画に関する講座やセミナー等を開催します。
【国・県等が主催する講演会、研修会等の情報提供】
情報コーナー等を活用して市民に情報提供します。
【講座を開催する際の一時保育サービスの実施と利用の促進】
子育て世代の親が講座等に参加しやすくするため､ボランティア
センター等の協力を得た保育サービスの提供の推進について関係
各課へ周知を図ります。
また，保育所での一時保育制度の周知を行います。

区分

企画課

継続

企画課

継続

企画課
子育て支援課

継続

【家庭において男女平等教育を進めるための啓発活動の推進】
ジェンダーにとらわれず､男女が共に参画して社会づくりを進め 企画課
る意識を広く浸透させるための情報や学習機会の提供を行います。 生涯学習課
また、男性の子育てや家庭教育への参画を促進します。

継続

《指標》
施策番号

28
31

項
目
講座やセミナー等の開催
男女共同参画に関する家庭教育学級の開
催

数値目標
年1回以上
年1回以上

所管課
企画課
生涯学習課

（３）学校等における男女平等教育の充実
性別にとらわれることなく、子どもの個性と能力を伸ばせるよう学校等における男女平等教
育を推進します。
施策
番号

施策名

所管課

区分

32

【人権教育、性教育の充実】
学校教育において､人権や性教育の充実を図ります。

33

【就学前における男女平等意識の向上】
子育て支援課
保育園､幼稚園において､ジェンダーにとらわれない視点に配慮
学校教育課
した保育や教育を推進します。

新規

34

【学校教育における男女平等教育の推進】
男女共同参画意識の形成やジェンダーにとらわれない自立した
学校教育課
男女を育成するため､広く男女平等の視点に立った教育を推進しま
す。

新規
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学校教育課

継続

35

【性別にとらわれないキャリア教育の推進】
職業体験学習等の体験的な活動における指導を通して、ジェンダ
学校教育課
ーにとらわれない職業観や労働観の育成や仕事と生活の調和の重
要性を養うキャリア教育を推進します。

継続

36

【*男女混合名簿の使用への対応】
市内の公立小・中学校における男女混合名簿の使用対応を図って 学校教育課
いきます。

継続

37

【教育関係者の男女共同参画に関する理解の推進】
子どもたちの意識形成や行動に大きな影響を与える教職員に対
学校教育課
し、男女共同参画に関する理解を深めるための研修機会の充実を図
ります。

継続

《指標》
施策番号

32
35
37

項
目
学校教育での指導
職業体験学習等の実施
研修会等の実施

数値目標
全小・中学校で年1回以上
全小・中学校で年1回以上
年1回以上

所管課
学校教育課
学校教育課
学校教育課

＊男女混合名簿
学校教育の現場において男女平等教育を推進するため、実践されている取り組みのひとつ。児童・生徒の名簿を男女
別の順にするのではなく、男女を混ぜた50音順にするなど、性別に過度にとらわれないよう配慮された名簿のことで
す。
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３ あらゆる場面で共同参画できる社会をつくる
（１）市政への女性参画の推進
女性の意見を政策・方針決定の場に反映させるため、市の各種審議会や委員会などに女性の
参画を推進します。
施策
番号

施策名

所管課

区分

【審議会、委員会等への女性の参画の推進】
女性の意見を政策・方針決定の場に反映させるため、関係各課へ
周知を図り､審議会等への女性の参画を推進します。また、子育て
38
企画課
継続
世代の親が審議会等に参画しやすくするため､ボランティアセンタ
ー等の協力を得た一時保育サービスの提供の推進について関係各
課へ周知を図ります。
【審議会等への公募委員の推進】
「審議会等の公募に関する規則」や「審議会等の設置及び運営等
39
企画課
継続
に関する指針」の適正な運用により、幅広い年齢層から市民参加を
得られるように公募による委員の選任を推進します。
【広聴活動の充実】
40
あらゆる場面で共同参画しやすい社会をつくるため、市民の意見 秘書広報課
継続
等を聴く機会の充実を図ります。
財政課
子育て支援課
高齢者福祉課
【女性の視点を取り入れた施設改善の推進】
市民活動推進課
ユニバーサルデザインの理念に基づき、妊婦、子ども連れ、子ど
41
建設課
継続
も、障がい者、高齢者、外国人が生活しやすい、女性の視点を取り
都市整備課
入れた施設の改善に努めます。
教育総務課
生涯学習課
図書館
《指標》
施策番号
項
目
数値目標
所管課
38
審議会等の女性委員登用率
30％
企画課

＊ユニバーサルデザイン
「すべての人のためのデザイン（構想・計画・設計）」。年齢、性別、身体、言語など、人々が持つさまざまな特性
や違いを超えて、はじめから、できるだけすべての人が利用しやすい、全ての人に配慮した環境、建物、製品等のデ
ザインをしていこうという考え方です。
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（２）政策決定への女性参画の促進
女性の能力開発に努めるとともに、女性の管理職への登用などによる方策決定への参画を促進します。
施策
番号

施策名

所管課

【各種団体等における女性リーダーの拡充の働きかけ】
42
関係各課を通じて、自治会や各種団体等における女性リーダーの
拡充を働きかけます。
【企業運営等における女性の参画促進のための働きかけ】
43
企業運営等における女性の参画を促進するため、国や県等の制度
やセミナー等の情報提供を通じて働きかけます。
【市職員の研修機会の充実】
44
政策立案や各種施策等の能力を養成するため、各種研修への女性
職員の参加を推進します。
【市管理職への女性登用の推進】
45
性別にかかわらず、適切な人事管理を行う中で、女性管理職の登
用を推進します。
《指標》
施策番号
項
目
数値目標
44
各種政策立案等研修への女性職員の参加
年5人以上

企画課

継続

産業経済課

継続

総務課

新規

総務課

新規

所管課
総務課

（３）男女共同参画の視点に立った協働のまちづくりの推進
様々な分野の地域の課題を解決していくため、男女共同参画に関する理解を深め、より多く
の市民による積極的な＊市民活動への参画により、協働のまちづくりを推進します。
施策
番号

施策名

所管課

46

【市民活動サポートセンターの創設】
様々な分野の地域の課題を解決していくため、市民活動を行う団
市民活動推進課
体を支援したり、協働によるまちづくりの拠点としての機能を果た
す、市民活動サポートセンターを創設します。

新規

47

【地域活動における男女共同参画の促進】
地域づくりを担う人材を育成するため、協働のまちづくりを推進し、 市民活動推進課
老若男女を問わず地域活動に参画できるような環境整備に努めます

新規

《指標》
施策番号
項
目
46
市民活動サポートセンターの創設

数値目標
平成27年度まで

所管課
市民活動推進課

＊市民活動
市内で行われる市民等による自主的な社会貢献活動で、公益の増進に寄与することを目的とする活動のことで
す。（富里市協働のまちづくり条例第２条第８号）
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（４）防災・減災への男女共同参画の推進
東日本大震災を教訓に、防災分野に女性の視点、そして高齢者、障がい者、外国人等の視点
が反映されるよう取り組む必要があることが明らかになりました。防災会議への女性委員登用
をはじめ、女性に配慮した避難所の運営体制や災害用備蓄物資の整備等を図ります。
施策
番号

48

施策名

所管課

【防災分野における男女共同参画の推進】
女性の視点から見た防災対策を推進するため、防災会議に女性委
市民活動推進課
員を登用します。
また、女性の視点に立った防災対策の推進を図ります。

新規

【地域における防災訓練及び自主防災組織設立の支援】
49
小学校区などを１つの単位とした自主防災組織の発足を促進・支 市民活動推進課
新規
援します。また、女性の視点を反映できる組織づくりを促進します。
《指標》
施策番号
項
目
数値目標
所管課
48
防災会議への女性委員の登用
3人以上
市民活動推進課
49
小学校区単位での自主防災組織の発足
平成29年度までに全8小学 市民活動推進課
校区で発足
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４ だれもが働きやすい社会をつくる
（１）雇用の機会、条件の改善
働く場における女性の権利を守るための各種の法制度の周知と徹底を図ります。また、職業
技術等の取得や起業への支援を図ります。
施策
番号
50
51
52
53
54
55

56

57

58

施策名

所管課

【*労働基準法の周知・徹底】
法制度のパンフレット等により周知を図ります。
【男女雇用機会均等法の周知・徹底】
法制度のパンフレット等により周知を図ります。
【職業技術等を取得するための講座等の情報提供】
各種講習会や講座等の情報提供を実施します。
【起業家を支援するための融資制度等の情報提供】
各種融資制度等の情報提供を実施します。
【女性の就労への理解に向けた啓発活動の推進】
育児休暇や介護休暇後の職場復帰の際の正しい理解について、法
制度等の啓発と併せて企業へ働きかけます。
【再就職支援の情報提供】
再就職支援に関する情報を提供します。
【障がい者の生活・就労に関する支援】
関係する行政機関や民間機関と連携を図り、障がい者が自立し充
実した生活を営めるよう、生活・就労の相談体制や情報提供の充実
を図ります。
【困難な状況におかれた若年層の就業支援】
関係する行政機関や民間機関と連携を図り、フリーターやニート
の就業支援プログラムの情報を提供します。
【労働者の健康確保の促進】
長時間労働や妊娠・出産後の女性労働者の母性保護を含めた、労
働安全衛生法の啓発に努めます。

区分

産業経済課

継続

産業経済課

継続

産業経済課

継続

産業経済課

継続

産業経済課

継続

産業経済課

新規

社会福祉課

新規

産業経済課

新規

産業経済課

新規

＊労働基準法
労働基準法には、雇用における男女平等を進めるとともに、働く女性の権利と健康を守るための規定が設けられています。
女性が女性であるというだけの理由で賃金差別を受けないこと、妊産婦等の保護のため就業を制限することなどが盛り込まれています。

（２）働く場の環境整備
セクシュアル・ハラスメント防止のための対策を進めるとともに、男女にとって働きやすい
職場づくりを促進します。
施策
番号
59

施策名

所管課

【セクシュアル・ハラスメント防止のための啓発活動の推進】
チラシやパンフレット等により啓発活動を実施します。
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産業経済課

継続

【職場における慣行を見直すための啓発活動の推進】
女性の力を活かしていくためのポジティブアクションに関する 産業経済課
継続
情報提供など、職場の慣行を見直すための啓発活動を推進します。
《指標》
施策番号
項
目
数値目標
所管課
59
チラシ等による啓発の実施
年1回以上
産業経済課
60
60

（３）家内就労者の条件整備
農業従事者や自営業従事者など、家内で就労する女性の就労条件の向上を図ります。
施策
番号

施策名

所管課

区分

【農業、商工業に従事する女性の労働環境改善のための啓発活動の推
進】
61
産業経済課
継続
商工会や農業協同組合などの関係機関と連携して、農業、商工業
に従事する女性の労働環境改善のための啓発活動を推進します。
【法人化など農業経営に関する情報提供】
62
関係機関が実施する講演会等の案内や各種パンフレットにより 産業経済課
継続
情報提供を実施します。
《指標》
施策番号
項
目
数値目標
所管課
61
チラシ等による啓発の実施
年1回以上
産業経済課
62
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（４）ワーク・ライフ・バランスの推進
男女が共に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
域活動などにおいても、子育て期・中高年期といった人生の各段階に応じて、さまざまな生き
方が選択・実現できることは、個人の人生を充実させ、社会の活力を維持していくためには非
常に重要なことです。
女性も男性も仕事と家庭の両立ができるよう、育児・介護休業法など関連する法制度を周知・
徹底するとともに、女性の就労に対する理解を深めるための啓発を行います。
施策
番号

施策名

所管課

区分

63

【ワーク・ライフ・バランス意識の普及・啓発の推進】
関係機関と連携して、ワーク・ライフ・バランス意識の普及・啓 産業経済課
発活動を実施し、企業等における育児休業や介護休業取得を促進し 企画課
ます。

新規

64

【育児・介護休業法の周知・徹底】
法制度のパンフレット等により周知を図ります。

産業経済課

継続

65

【男女とも参加できる家事・育児・介護講座等の開催】
ジェンダーにとらわれず、男女が共に助け合い、男性も家事・育
児・介護などの家庭責任を果たすことができるよう、男性の料理教
室等の講座を開催します。また、プレパパ・ママ教室、学校行事、
家庭教育学級などの親子のふれあい事業では、男性が参加しやすい
設定や周知に努め、男性の育児や子育てへの参画を促進します。

健康推進課
高齢者福祉課
子育て支援課
学校教育課
生涯学習課

継続

【市職員への育児・介護休業制度の周知、ワーク・ライフ・バラン
ス意識の普及・啓発の推進】
66
男性職員の育児や介護を促進するため、育児休業や介護休業取得 総務課
新規
の促進と、ワーク・ライフ・バランス意識の普及・啓発を推進しま
す。
《指標》
施策番号
項
目
数値目標
所管課
家庭教育学級へ男性参加の啓発
年3回以上
生涯学習課
65
介護予防出前講座の実施
年10回以上
高齢者福祉課
66
意識啓発
年1回以上
総務課
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５ だれもが安心して暮らせる社会をつくる
（１）子育てへの支援
子どもを持ちたいと望む人が安心して出産、子育てができるよう、保育内容の充実や保育施設の
整備を図るとともに、育児や子育てに関する相談・指導や情報提供を行っていきます。
施策
番号

施策名

所管課

区分

67

【多様な保育サービスの充実】
仕事と子育ての両立を支援し、安心して働くことができるよう、
多様な保育サービスの充実を図るとともに、保育所との連携を図り
待機児童の解消に努めます。
・低年齢児保育事業の実施
子育て支援課
・障害児保育事業の実施
学校教育課
・延長保育事業の実施
・一時保育事業の実施
・保育士等の資質向上のための研修の実施
・公立幼稚園での預かり保育の実施
・保育サービスに関する情報の提供

継続

68

【ファミリーサポートセンターの充実】
地域で支援する子育て体制として、平成24年度に開設したファミ
子育て支援課
リーサポートセンターの充実を図り、地域による相互扶助により多
様な保育サービスの提供の充実を図ります。

新規

69

【病児・病後児保育の検討】
多様化する保育ニーズに対応するため、医療機関への協議・協力 子育て支援課
を求め病児・病後児保育について設置の検討を進めます。

新規

70

【放課後児童クラブの充実】
日中、保護者が就労により家庭にいない児童に対し、放課後児童
子育て支援課
の健全育成を図るため、放課後児童クラブの充実に努めるととも
に、新たな放課後児童クラブの設置に努めます。

継続

71

【子育てに関する相談、指導及び情報提供の充実】
・子育て支援センター
子育て支援センターの充実を図り、子育て家庭に対して、相
談・情報提供、子育ての仲間づくり及び関係機関との連絡調整な
ど、総合的に子育てを支援します。
子育て支援課
・保健センター
健康推進課
保健センターの充実を図り、各種健診や各種教室を開催して子 生涯学習課
どもの健康や育児などの子育てを支援します。
・子育て学習講座会の開設
各幼稚園・小中学校の入園・入学児童の保護者を対象に子育て
学習会を実施します。

継続

72

【地域で支援する子育て体制の整備】
教育・福祉関係者、ボランティア、自治会、市民活動団体等、 子育て支援課
地域の連携・協力により、子どもの成長を見守り支援する取り組 学校教育課
みを推進します。
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継続

73

【子育てに関する経済的支援の推進】
貧困等の家庭環境により進学機会や学力・学習意欲に影響が及ば 子育て支援課
ないよう、児童手当、子ども医療助成、幼稚園就園奨励費補助など、 学校教育課
子育てに関する経済的支援や奨学金制度の情報提供を実施します。

継続

74

【小児救急医療体制の整備】
医師会の協力を得て、夜間や休日の小児救急医療体制の維持に努 健康推進課
めるとともに、情報提供を実施します。

継続

75

【両親学級・母親学級の充実や親子のふれあい事業の推進】
育児がより具体的にイメージできるような支援としての教室や、
親子のふれあいを通じて積極的に育児に取り組めるよう支援す
るとともに、家庭教育学級の充実を図ります。

継続

健康推進課
子育て支援課
生涯学習課
図書館

《指標》
施策番号

67
68
70
71

項
目
保育所待機児童の解消
ファミリーサポートセンター会員数
公設放課後児童クラブの設置
子育て学習会の開催

数値目標
平成29年度
0人
100人以上
平成29年度までに6か所
全幼稚園・小・中学校で
年1回以上

所管課
子育て支援課
子育て支援課
子育て支援課
生涯学習課

＊ファミリーサポートセンター
地域において育児の相互援助活動を行う会員組織のことです。急な残業や子どもの病気の際等、既存の保育施設では応じきれない変動的、
変則的な保育需要に対応するため、育児の援助を行いたい人と、育児の援助を受けたい人が、それぞれ会員登録しています。

（２）健康づくりの推進
男女とも、年代や個々の健康状態に応じた健康管理が適切に行われるよう、各種の保健・
医療を関係機関と連携しながら充実させるとともに、健康教育や健康相談の推進を図りま
す。
施策
番号

施策名

所管課

区分

76

【育児相談、栄養指導など母子保健の充実】
乳幼児の健やかな発育・発達のサポート及び育児不安の解消を図 健康推進課
るための相談・指導の充実に努めます。

継続

77

【各種検診事業の充実】
健康維持と病気予防のため検診に対する理解を深め、年代や性差 健康推進課
などに応じた受診しやすい体制の整備に努めます。

継続

78

【健康教室などの開催による健康づくりの推進】
年代や性差などに応じた健康教室や健康を推進する事業を実施
健康推進課
します。また、食に関する知識や食を選択する能力を育成するため、
男性の料理教室への参加促進に努めます。

継続

79

【子どもへの食育の推進】
学校教育課
子どもの頃から食に関する正しい知識を習得し、食を選択する能
健康推進課
力の向上を図る等、生涯を通じて心身ともに元気で豊かに暮らすた
産業経済課
めに、食育の推進を図ります。

新規
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80

【心身の健康相談の充実】
健康推進課
年代や性差などに応じた健康相談や、専門の医師によるこころの
社会福祉課
相談を実施するとともに、自殺対策に関する啓発を実施します。

継続

81

【妊娠、出産等に関わる学習機会の充実】
妊娠、出産、育児についての知識を学び、不安の解消を図るため、 健康推進課
母親学級及び両親学級（プレ・パパママ教室）を実施します。

継続

【各種スポーツ教室等の充実】
スポーツを通じて心と体の健康づくり、親子でのふれあいを促進
82
生涯学習課
継続
するため、スポーツ健康フェスタの開催及び体育協会と連携して各
種スポーツ教室や大会の開催を推進します。
《指標》
施策番号
項
目
数値目標
所管課
76
育児相談
月1回以上
健康推進課
78
健康教室の開催
年2コース以上
健康推進課
80
こころの相談
年6回以上
社会福祉課
82
スポーツ健康フェスタの開催
年1回以上
生涯学習課

（３）ライフステージに適した福祉の推進
高齢者や障がい者等、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、各種の福祉施策を
充実するとともに、多様な社会参加の促進を図ります。
また、急速に進んでいる高齢化社会に対応するため、協働のまちづくりを推進し、多様な地
域団体による地域コミュニティが主体となり「共に支えあう」地域ネットワークの構築を目指
します。
施策
番号

施策名

所管課

83

【高齢者の社会参加の促進】
高齢者が身近な地域で安心して働ける多様な就業機会を提供す
るシルバー人材センターを支援します。また、高齢者が孤立せず、 産業経済課
仲間づくりや地域との交流が図れる場として、シルバークラブ活動 高齢者福祉課
への支援及び小学校区を単位とした地域主導による敬老会の開催
について支援します。

継続

84

【高齢者の在宅保健福祉サービスの充実】
訪問歯科診療など、在宅保健福祉サービスの充実を図ります。

健康推進課
高齢者福祉課

継続

85

【ひとり暮らし高齢者等に対する地域での見守り支援の推進】
多様な地域団体や市民による地域コミュニティが主体となり、共 高齢者福祉課
に支え合う地域福祉ネットワークの構築に努めます。

新規
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86

【ひとり暮らし高齢者の実態把握・支援】
訪問調査等により、ひとり暮らし高齢者の生活実態の把握に努
め、給食配食サービス事業、生きがいデイサービス事業、緊急通 高齢者福祉課
報装置設置事業など、それぞれの状況に応じて必要となる各種サ
ービスに適切に結びつけていきます。

継続

87

【高齢者の健康づくりの推進】
健康教育や地域団体と連携・協力して健康ウォーキング事業等の 健康推進課
実施及び介護予防教室等を実施し、高齢者の健康づくりを推進しま 高齢者福祉課
す。

継続

【高齢者の相談体制の充実】
高齢者が地域で安心して暮らし続けられるよう、在宅介護支援セ
88
高齢者福祉課
継続
ンターなどの関係機関等と連携・協力して相談体制の充実を図りま
す。
【高齢者が自立した日常生活を支援するための学習機会の提供】
高齢者が自立して生活できるためのスキルを習得できるよう、創 健康推進課
89
新規
年セミナーの講座内容の充実や、男性高齢者への料理教室の参加促 生涯学習課
進に努めます。
【障がい者（障がい児）福祉の充実】
90
相談体制の充実を図り、関係機関等との連携により、障がい者（障 社会福祉課
継続
がい児）及びその家族に対する適切な支援につなげていきます。
【ひとり親家庭への経済的支援と自立促進】
所得に応じて児童扶養手当や医療費等助成の経済的支援を行う
91
子育て支援課
継続
とともに、自立を促進するため、母子家庭自立支援給付金事業や公
共職業安定所（ハローワーク）と連携した就労支援を実施します。
《指標》
施策番号
項
目
数値目標
所管課
83
小学校区を単位とした地域主導による敬 全8小学校区での開催
高齢者福祉課
老会の開催
86
給食配食サービス事業の実施
週3日以上
高齢者福祉課
健康ウォーキング事業等の実施
年1回以上
健康推進課
87
介護予防教室の開催
年72回以上
高齢者福祉課
創年セミナーの開催
年16回以上
生涯学習課
89
男性向けの料理教室の開催
年2回以上
健康推進課

（４）国際交流の推進
外国人との交流を通じて、男女共同参画に関する国際的な視点を養います。また、外国人
が地域社会の中で安心して暮らせる環境づくりを進めます。
施策
番号

施策名

所管課

92

【国際理解教育の推進】
学校教育において国際理解に関する意識の向上を推進します。

学校教育課

継続

93

【国際交流事業の推進】
市民と外国人が交流できる機会や場を提供している各種団体 企画課
と連携・協力し、地域に根ざした国際交流の推進に努め、これを 学校教育課
通じて男女共同参画に関する国際的な視点を養っていきます。

継続
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94

95

96

97

【外国人相談業務・行政サービスの充実】
外国人が地域で安心して暮らしていけるよう、日常生活に関する
企画課
相談業務や多言語化したホームページや生活ガイドブックなどに
より情報提供の充実を図ります。
【日本語習得の支援】
各種ボランティア団体等と連携・協力し、日本語を学べる場の提 企画課
供に努めます。
【外国人児童・生徒への支援】
日本語が不自由な児童・生徒に対し、ボランティア団体などの市
学校教育課
民活動団体の協力等を得て、学校教育現場における日本語指導の推
進を図ります。
【外国人が利用しやすい図書館の充実】
外国人が利用できる図書の充実と情報提供に努めます。
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図書館

継続

新規

新規

新規

５ 計画を推進するために
１ 庁内推進体制の強化
男女共同参画社会を実現していくための課題は、広範囲、多岐にわたっており、市政のあら
ゆる分野に男女共同参画の視点を反映させていく必要があります。そのための「富里市男女共
同参画推進本部」及び「富里市男女共同参画研究班」の庁内推進体制により横断的な連携を図
り、本計画を推進していきます。
なお、計画の進行状況を把握するため、各事業について毎年度「進捗状況調査」を実施し推
進していきます。

２ 国・県・関係機関等との連携強化
計画を着実に実行し、本市の男女共同参画を推進していくためには、市の施策や市民の実践
だけでは解決が難しい場合もあります。国や県、さらには関係機関や近隣市町村との協力や連
携を通じて、効率的に計画を推進していきます。

３ 協働による推進
計画の推進にあたっては、行政と市民、事業者が共に協働しながら一体となって取り組んで
いくことが重要です。
さらに、地縁による団体やＮＰＯとの協働は、今後ますます重要になっていくため、市民参
加による計画の推進を図ります。

＊ＮＰＯ
"Non-Profit Organization" の略。「特定非営利活動法人」
広い意味ではボランティア団体や市民活動団体のほか、財団法人、社会福祉法人、生協などを含む社会貢献活動を行う組織のこと。
ボランティアは、個人が個人の責任の範囲で活動を行うのに対し、ＮＰＯ は、目的達成のために運営のルールを持ち、規約や代表者を定
め組織的、継続的に活動を行うといった違いがあります。
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富里市男女共同参画計画（第２次）の策定体系

市民への意識調査（アンケート調査）
調査対象
対象者数
実施時期
回収結果

市内在住２０歳以上の男女
２，０００人
平成２４年１月～２月
回収数 689 件
回収率 34.5%

男女共同参画社会づくり座談会
座談会メンバー 公募市民
９人（男性４人・女性５人）
第１回 平成２４年６月１４日
第２回 平成２４年７月１２日
第３回 平成２４年８月 ９日

意識調査結果の公表

座談会意見集約の公表

市民の意見・意識

富里市男女共同参画研究班
【組織】関係各課等の実務担当者
【所掌】
（１）計画策定の調査研究
（２）計画案の立案
（3）計画の推進

計画（第２次）案の立案

富里市男女共同参画推進本部
【組織】本 部 長 市長
副本部長 副市長
本 部 員 関係部課等の長
【所掌】(1)計画の策定
(2)計画の推進にかかる総合調整
(3)その他計画の策定及び推進に必要な事項

計画（第２次）案

パブリックコメント（市民の意見）

計画（第２次）策定
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富里市男女共同参画計画（第 2 次）の策定経過
年月日
平成 23 年 11 月 21 日 庁内推進体制
12 月 13 日 推進本部会議

12 月 21 日 研究班会議

平成 24 年 1 月～2 月 意識調査

2 月 20 日
3 月 1 日 座談会
3 月 23 日 意識調査
4 月 16 日 座談会
5 月 16 日 研究班会議

6 月 14 日 座談会

7 月 12 日 座談会

8 月 9 日 座談会
9 月 20 日 座談会
10 月 11 日 研究班会議

11 月 15 日 研究班会議

12 月 7 日 推進本部会議

内
容
・推進本部会議及び研究班の設置要綱の制定
■推進本部会議【第 1 回】
・推進本部会議及び研究班の設置要綱について
・計画修正の体系及びスケジュールについて
・研究班員の推薦及び研究班会議の開催について
・意識調査（アンケート調査）の実施について
●研究班会議【第 1 回】
・計画修正の体系及びスケジュールについて
・意識調査（アンケート調査）の実施について
★意識調査（アンケート調査）の実施
対象者数 2,000 件（発送 1 月 25 日 提出 2 月 15 日）
回収数 689 件 回収率 34.5%
・関係各課等へ現状と課題等の調査票提出依頼
提出期限3 月19 日
★男女共同参画社会づくり座談会メンバーの公募
・応募期限 3 月 30 日
★意識調査（アンケート調査）結果の公表
・公募メンバー選考（公募 10 人→応募 9 人→選考 9 人）
●研究班会議【第 2 回】
・計画修正の体系及びスケジュールについて
・意識調査（アンケート調査）の結果について
★男女共同参画社会づくり座談会【第 1 回】
・男女共同参画社会づくり基礎講座(研究班職員参加)
・意識調査項目をテーマとした座談会
① 女平等意識及び役割分担 ②就労
★男女共同参画社会づくり座談会【第 2 回】
・意識調査項目をテーマとした座談会
③人権（セクハラ・ＤＶ）④子育て⑤教育⑥高齢化社会
⑦地域活動・社会活動⑧男性と子どもの男女共同参画
★男女共同参画社会づくり座談会【第 3 回】
・施策の方向性の項目をテーマとした座談会
★男女共同参画社会づくり座談会の意見集約の公表
●研究班会議【第 3 回】
・男女共同参画についての講義（アドバイザー）
・座談会での意見集約及び国・県の計画を踏まえた計画の
見直しの方向性について
●研究班会議【第 4 回】
・計画（第２次）の素案について
・今後のスケジュール（予定）について
■推進本部会議【第 2 回】
・計画（第 2 次）案の立案経過について
・計画（第 2 次）案について
・今後のスケジュール（予定）について
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年月日
平成24 年12 月20 日 議会説明
平成25年 1月～2月 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ
3 月 12 日 計画策定

3 月 18 日 議会説明

内
容
★全員協議会で計画（第 2 次）案の説明
★パブリックコメントの実施
意見募集期間 1 月 15 日（火）～2 月 14 日（木）
■推進本部会議【第 3 回】
・パブリックコメントの意見等に対する市の考え
・計画（第 2 次）の策定
★全員協議会で計画（第 2 次）策定の説明
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富里市男女共同参画推進本部設置要綱
(設置)

別表（第３条第４項関係）

第１条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第
14条第３項の規定による富里市男女共同参画計画（以下

富里市男女共同参画推進本部員

「男女参画計画」という。）の策定及び富里市における男

総務部長

女共同参画社会の形成を計画的，効果的に推進することを

健康福祉部長

目的として，富里市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」
という。)を設置する。

市民経済環境部長
都市建設部長

(所掌事務)

教育次長

第２条 推進本部の所掌事務は，次に掲げる事項とする。

総務課長

（１） 男女参画計画の策定に関すること。
（２） 男女参画計画の推進にかかる総合調整に関すること。
（３） その他男女参画計画の策定及び推進に必要な事項に

秘書広報課長
財政課長
企画課長

関すること。

社会福祉課長

(組織)

子育て支援課長

第３条 推進本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって

高齢者福祉課長

組織する。

健康推進課長

２ 本部長は市長をもって充て，推進本部を主宰する。

産業経済課長

３ 副本部長は副市長をもって充て，本部長を補佐し，本部

環境課長

長に事故あるときは，その職務を代行する。

市民課長

４ 本部員は，別表に掲げる者をもって充てる。

市民活動推進課長

(研究班の設置)

建設課長

第４条 推進本部の円滑な運営を図るため，推進本部に富里

都市整備課長

市男女共同参画研究班を置く。

教育総務課長

(会議)

学校教育課長

第５条 推進本部会議は，必要に応じて本部長が招集し，本

生涯学習課長

部長が議長となる。

図書館長

(関係者の出席)
第６条 本部長は，必要に応じて，推進本部に関係者の出席
を求めて，意見を聴くことができる。
(庶務)
第７条 推進本部の庶務は，市民経済環境部市民活動推進課
において処理する。
(補則)
第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が
別に定める。
附 則
この要綱は，平成23年11月21日から施行する。
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富里市男女共同参画推進本部名簿

区

平成 23 年度

平成 24 年度

市 長

相川 堅治

相川 堅治

副本部長 副市長

規

規

部長

林田 博之

林田 博之

総務課長

加藤 浩史

加藤 浩史

秘書広報課長

萩原 敏彦

萩原 敏彦

財政課長

綿貫

薫

佐々木 智

企画課長

中川 光男

中川 光男

部長

岩澤 新一

岩澤 新一

社会福祉課長

尾﨑 正尚

尾﨑 正尚

子育て支援課長

森

森

高齢者福祉課長

荒居 富男

荒居 富男

川名部 美代子

川名部 美代子

細野 明

髙岡 明仁

本部長

総務部

健康福祉部

分

健康推進課長
部長
産業経済課長

秀樹

秀樹

髙岡 明仁

賢治

市民経済環境部 環境課長

森重 啓治

森重 啓治

市民課長

賢治

秋葉 良二

市民活動推進課長

鳴田 啓一

鳴田 啓一

部長

飯髙 貞男

飯髙 貞男

建設課長

相川 直雄

相川 直雄

都市整備課長

門澤 將幸

門澤 將幸

本部員

都市建設部

教育次長

(学校教育課長事務取扱)

大塚 実季雄

教育総務課長
教育委員会

髙須 利幸

学校教育課長

小野 祐一郎
髙須 利幸
滝口 次郎

生涯学習課長

中嶋 保雄

中嶋 保雄

図書館長

加茂 博美

加茂 博美
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富里市男女共同参画研究班設置要綱
別表（第３条関係）

（趣旨）
第１条 この要綱は，富里市男女共同参画推進本部設置要綱
第４条に規定する富里市男女共同参画計画（以下「男女参

富里市男女共同参画計画研究班員
課等名

担当者

総務課

１名

秘書広報課

１名

財政課

１名

（１） 男女参画計画の立案にかかる調査研究に関すること。

企画課

１名

（２） 男女参画計画の案の立案に関すること。

社会福祉課

１名

子育て支援課

１名

高齢者福祉課

１名

健康推進課

１名

産業経済課

１名

環境課

１名

市民課

１名

市民活動推進課

１名

建設課

１名

都市整備課

１名

教育総務課

１名

学校教育課

１名

生涯学習課

１名

図書館

１名

画計画」という。）研究班（以下「研究班」という。）に

部等名

関し必要な事項を定めるものとする。
（所掌事項）

総務部

第２条 研究班は，次に掲げる事務を所掌する。

（３） 男女参画計画の推進に関すること。

健康福祉部

（組織）
第３条 研究班は，市民活動推進課長及び別表に掲げる者を
もって組織する。
（会議）
第４条 研究班会議は，必要に応じて市民活動推進課長が招

市民経済環境部

集し，その議長となる。
２ 市民活動推進課長は，必要に応じて関係職員の出席を
都市建設部

求めることができる。
（庶務）
第５条 研究班の庶務は，市民経済環境部市民活動推進課が

教育委員会

処理する。
（補則）
第６条 この要綱に定めるもののほか，研究班に関し必要な
事項は，市民活動推進課長が別に定める。
附 則
この要綱は，平成23年11月21日から施行する。
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富里市男女共同参画計画研究班名簿

部等名

課 等 名

平成 23 年度
職 名

氏

平成 24 年度
名

職 名

氏

名

総 務 課

主査補

黒畑 恭子

主査補

山口 威

秘書広報課

副主査

富永 敬子

副主査

富永 敬子

財 政 課

主査

矢口 誠一

主査

越川 義幸

企 画 課

主査補

市川由美子

主査補

山辺 千代子

社会福祉課

主査

岡村 和宏

副主査

畔蒜 泰子

子育て支援課

主査

伊藤 玲子

主査補

齋藤 貴士

高齢者福祉課

主査補

内山 諭

主査

原 加津良

健康推進課

主査

藤田 明美

主査

藤田 明美

産業経済課

主査補

内野 智子

主査

内野 智子

環 境 課

主査

飯田 之義

副主査

矢口 浩子

市 民 課

主幹

佐藤 陽子

主幹

佐藤 陽子

市民活動推進
課

課長

鳴田 啓一
議長（要綱第４条の規定

課長

鳴田 啓一
議長（要綱第４条の規定

〃

副主幹

梶山 健二

主査

竹本 明

建 設 課

主査補

塩崎 美香

主査

戸村 浩一

都市整備課

主任技師

海寳美恵子

副主査

海寳美恵子

教育総務課

主査補

相川めぐみ

主査補

原口めぐみ

学校教育課

主査

池田 幸市

指導主事

大澤 昌宏

生涯学習課

主査

柴山 茂

主査

柴山 茂

図 書 館

副主査

小川かおる

主査補

塩崎 美香

総務部

健康福祉部

市民経済環境
部

による）

による）

都市建設部

教育委員会
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男女共同参画社会づくり座談会メンバー
（五十音順：敬称略）

市川 和正

男

30 歳代

日下部 千秋

女

40 歳代

大木 沙織

女

20 歳代

高木 菜穂子

女

50 歳代

大野 和雄

男

80 歳代

二上 正栄

女

60 歳代

小川 道雄

男

60 歳代

松本 範行

男

40 歳代

小澤 和子

女

50 歳代

男女共同参画社会づくり座談会スケジュール
日にち
平成 24 年
6 月 14 日（木）

７月 12 日（木）

８月 ９日（木）

内



容

男女共同参画社会づくり基礎講座
富里市の男女共同参画計画の概要及び計画の修正に関する趣旨説明につい
て
 男女共同参画社会づくりにむけて意識調査（アンケート調査）結果報告の
 概要
 意識調査（アンケート調査）項目をテーマとした座談会
（１）男女平等意識及び役割分担について
（２）就労について
 意識調査（アンケート調査）項目をテーマとした座談会
（１） 人権について（セクハラ・ＤＶについて）
（２） 子育てについて
（３） 教育について
（４） 高齢化社会について
（５） 地域活動・社会活動について
（６）男性と子どもと男女共同参画について
 今後の男女共同参画計画の施策の方向性について
（１）人権が尊重される社会をつくる
・ＤＶ，セクハラ対策
（２） 一人ひとりの個性を認め合う社会をつくる
・男性にとっての男女共同参画の意義の理解促進
・子どものころからの理解の促進
（３） あらゆる場面で共同参画できる社会をつくる
・政策，方針決定過程への男女共同参画促進
・地域活動や防災分野などにおける男女共同参画の基盤づくりの促進
（４） だれもが働きやすい社会をつくる
・仕事と生活の調和の促進
（５） だれもが安心して暮らせる社会をつくる
・子育てと介護への支援
・高齢者等が安心して暮らせる環境の整備
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男女共同参画社会基本法

差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれ

（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号）

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）

目次

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人と

前文

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

第１章 総則（第１条～第１２条）

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

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

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

（第１３条～第２０条）

とを旨として、行われなければならない。

第３章 男女共同参画会議（第２１条～第２８条）

（社会における制度又は慣行についての配慮）

附則

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

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

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

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

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

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、

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

なお一層の努力が必要とされている。

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

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国

なければならない。

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、

（政策等の立案及び決定への共同参画）

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

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な

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

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

女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。

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

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２

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

１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

ない。

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

（家庭生活における活動と他の活動の両立）

関する施策の推進を図っていくことが重要である。

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、

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

相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護そ

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

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

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

役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うこ

かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

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。

第１章 総則

（国際的協調）

（目的）
第１条

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
この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

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

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

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

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

ない。

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国

（国の責務）

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

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

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

会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。
）

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

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

ることを目的とする。

（積極的改善措置を含む。以下同じ。
）を総合的に策定し、

（定義）

及び実施する責務を有する。

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。

（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

（１）男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員

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

として、自らの意思によって社会のあ

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

らゆる分野における活動に参画する機会が確保され、も

し、及び実施する責務を有する。

って男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利

（国民の責務）

益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

会を形成することをいう。

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参

（２）積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格
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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）

画（以下「市町村男女共同参画計画」という。
）を定めるよ

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

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

の措置を講じなければならない。

市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅

（年次報告等）

滞なく、これを公表しなければならない。

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

（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

関する施策についての報告を提出しなければならない。

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

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形

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

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

ならない。

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

（国民の理解を深めるための措置）

を国会に提出しなければならない。

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

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

なければならない。
（苦情の処理等）

（男女共同参画基本計画）

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する

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

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

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

社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同

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

参画基本計画」という。
）を定めなければならない。

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

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

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

るものとする。

ればならない。

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

（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

（２）前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の

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

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

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

必要な事項

研究を推進するように努めるものとする。

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

（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

ればならない。

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

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

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

ときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなけれ

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

ばならない。

ものとする。

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について
準用する。

（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

（都道府県男女共同参画計画等）

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

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

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

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

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

進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県

る。

男女共同参画計画」という。
）を定めなければならない。

第３章 男女共同参画会議

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。

（設置）
第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい

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

う。
）を置く。
（所掌事務）

（２）前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男
女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
（１）男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定

計画的に推進するために必要な事項

する事項を処理すること。

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

（２）前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大

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

臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関す

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

る基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議
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すること。
（３）前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があ

附 則 （平成１１年７月１６日法律第１０２号） 抄

ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

（施行期日）

意見を述べること。

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１

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

１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）

めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見

（１）略

を述べること。

（２）附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第

（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。

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

（議長）

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

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。

者（任期の定めのない者を除く。
）の任期は、当該会長、委

２ 議長は、会務を総理する。

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

（議員）

かわらず、その日に満了する。

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

（１）から（１０）まで 略

（１）内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大

（１１）男女共同参画審議会

臣が指定する者
（２）男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者
のうちから、内閣総理大臣が任命する者
２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の

（別に定める経過措置）
第 30 条 第二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。

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

附 則 （平成１１年１２月２２日法律第１６０号） 抄

一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の１０分の

（施行期日）

４未満であってはならない。

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。
）は、平成１３

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。

年１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

（議員の任期）

は、当該各号に定める日から施行する。
（以下略）

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。
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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

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、
「離

（平成１３年法律第３１号）

婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同

最終改正：平成１９年７月１１日法律第１１３号

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

目次

ることを含むものとする。

前文

（国及び地方公共団体の責務）

第１章 総則（第１条・第２条）

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

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の

るとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適

２・第２条の３）

切な保護を図る責務を有する。

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１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等

第４章 保護命令（第１０条～第２２条）

（基本方針）

第５章 雑則（第２３条～第２８条）

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び

第６章 罰則（第２９条・第３０条）

厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主務

附則

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

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

に次条第１項及び第３項において「基本方針」という。
）を

の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

定めなければならない。

現に向けた取組が行われている。

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為

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

をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

指針となるべきものを定めるものとする。

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。

（１）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基

また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

本的な事項

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配

（２）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

策の内容に関する事項

女平等の実現の妨げとなっている。

（３）その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等

めの施策の実施に関する重要事項

の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようと

被害者を保護するための施策を講ずることが必要で

するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけ

ある。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

ればならない。

と努めている国際社会における取組にも沿うもので

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したとき

ある。

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保

（都道府県基本計画等）

護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

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

この法律を制定する。

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。

第１章 総則

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

（定義）
第１条

ものとする。
この法律において「配偶者からの暴力」と

（１）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基

は、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な

本的な方針

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

（２）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

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

策の実施内容に関する事項

（以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。
）

（３）その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

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

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、

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

かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村におけ

対する暴力等を含むものとする。

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

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を

策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市

受けた者をいう。

町村基本計画」という。
）を定めるよう努めなければなら

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていな

ない。
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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

第３章 被害者の保護

本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）

公表しなければならない。

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

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本

らの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。
）

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

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

の援助を行うよう努めなければならない。

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。

第２章 配偶者暴力相談支援センター等

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

（配偶者暴力相談支援センター）

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

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

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

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

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

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

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。

る。

３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定そ

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、

の他の守秘義務に関する法律の規定は、前２項の規定によ

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。

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、

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

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

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

められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力

する。

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

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

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

と。

等）

（２）被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心

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

理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。

報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、

（３）被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、

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

被害者及びその同伴する家族。次号、第６号、第５条及

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

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。

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）

（４）被害者が自立して生活することを促進するため、就業

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

の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等につ

ていると認めるときは、警察法（昭和

いて、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他

６２号）
、警察官職務執行法（昭和２３年法律第１３６号）

２９年法律第１

の援助を行うこと。

その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者

（５）第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報

の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

の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこ

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

と。

い。

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

（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

うこと。

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

４ 前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又

部長。第１５条第３項において同じ。
）又は警察署長は、配

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

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

のとする。５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務

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

を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防

あり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの

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

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

の連携に努めるものとする。

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

（婦人相談員による相談等）

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

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。

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）

（婦人保護施設における保護）

第８条の３ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に定め

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。

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

- 67 -

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）
、母子及び寡婦福祉法

住居の付近をはいかいしてはならないこと。

（昭和３９年法律第１２９号）その他の法令の定めるとこ

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

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

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

ずるよう努めなければならない。

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

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）

防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉

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

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

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

は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が

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

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。

する。
（１）面会を要求すること。

（苦情の適切かつ迅速な処理）

（２）その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、

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

又はその知り得る状態に置くこと。

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

（３）著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

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。

（４）電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合

第４章 保護命令

を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用

（保護命令）

いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

第 10 条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命

（５）緊急やむを得ない場合を除き、午後１０時から午前６

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

時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて

旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。
）

送信し、又は電子メールを送信すること。

を受けた者に限る。以下この章において同じ。
）が、配偶者

（６）汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を

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

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

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

こと。

に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその

（７）その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態

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

に置くこと。

者から引き続き受ける身体に対する暴力。第１２条第１項

（８）その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知

第２号において同じ。
）により、配偶者からの生命等に対す

り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図

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

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

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

こと。

けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

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

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

に達しない子（以下この項及び次項並びに第１２条第１項

ける身体に対する暴力。同号において同じ。
）により、その

第３号において単に「子」という。
）と同居しているときで

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

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

は、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体

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

に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配

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

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

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、

けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

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

た場合にあっては、当該配偶者であった者。

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

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

害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、

おいて同じ。
）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるもの

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

とする。ただし、第２号に掲げる事項については、申立て

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

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

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

る場合に限る。

除く。以下この項において同じ。
）
、就学する学校その他の

（１）命令の効力が生じた日から起算して６月間、被害者の

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

住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除

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

く。以下この号において同じ。
）その他の場所において被

いかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、

害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先そ

当該子が１５歳以上であるときは、その同意がある場合に

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

限る。

ないこと。

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

（２）命令の効力が生じた日から起算して２月間、被害者と

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

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

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
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を除く。以下この項及び次項並びに第１２条第１項第４号

る事情

において「親族等」という。
）の住居に押し掛けて著しく粗

（５）配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員

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

に対し、前各号に掲げる事項について

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

は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実

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

相談し、又

があるときは、次に掲げる事項

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

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

は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は

所属官署の名称

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

ロ相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所

に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命

ハ相談又は求めた援助若しくは保護の内容

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

ニ相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容

間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

２ 前項の書面（以下「申立書」という。
）に同項第５号イ

ている住居を除く。以下この項において同じ。
）その他の場

からニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書

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

には、同項第１号から第４号までに掲げる事項について

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

の申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治４１年

いかいしてはならないことを命ずるものとする。

法律第５３号）第５８条ノ二第１項の認証を受けたもの

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の１５歳未満の子

を添付しなければならない。

を除く。以下この項において同じ。
）の同意（当該親族等が

（迅速な裁判）

１５歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、

第 13 条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件につい

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。

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）

（管轄裁判所）

第 14 条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこ

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

とができる審尋の期日を経なければ、これを発すること

は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が

ができない。ただし、その期日を経ることにより保護命

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

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

轄に属する。

きは、この限りでない。

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。

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

（１）申立人の住所又は居所の所在地

相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人

（２）当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は

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

生命等に対する脅迫が行われた地

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

（保護命令の申立て）

求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力

第 12 条 第１０条第１項から第４項までの規定による命令

相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速や

（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。

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

（１）配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅
迫を受けた状況

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

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

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。

体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受

（保護命令の申立てについての決定等）

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

第 15 条 保護命令の申立てについての決定には、理由を

る事情

付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決

（３）第１０条第３項の規定による命令の申立てをする場合

定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方

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

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

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

によって、その効力を生ずる。

時における事情

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかに

（４）第１０条第４項の規定による命令の申立てをする場合

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

にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会

警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。

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

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力

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
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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

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

係る第１２条第１項第５号イからニまでに掲げる事項の

消す場合について準用する。３ 第１５条第３項及び前条

記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命

第７項の規定は、前２項の場合について準用する。

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

（第１０条第１項第２号の規定による命令の再度の申立
て）

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

第 18 条 第１０条第１項第２号の規定による命令が発せ

場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は

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

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

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

談支援センター）の長に通知するものとする。

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

５ 保護命令は、執行力を有しない。

ったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としてい

（即時抗告）

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

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。

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

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。

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

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

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

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

事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。た

たときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告に

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

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

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

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

いことができる。

る間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。

２ 前項の申立てをする場合における第１２二条の規定の

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

適用については、同条第１項各号列記以外の部分中「次に

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

掲げる事項」とあるのは「第１号、第２号及び第５号に掲

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

げる事項並びに第１８条第１項本文の事情」と、同項第５

所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。

号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第１号及び第２

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

号に掲げる事項並びに第１８条第１項本文の事情」と、同

ことができない。

条第２項中「同項第１号から第４号までに掲げる事項」と

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。

あるのは「同項第１号及び第２号に掲げる事項並びに第１
８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

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

判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、そ

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

の正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項

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、

の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手

裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通

方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しく

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

は相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手

とする。

方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限り

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）

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

第 17 条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立

区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を

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

行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局

り消さなければならない。第１０条第１項第１号又は第２

若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務

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

官に第１２条第２項（第１８条第２項の規定により読み

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

替えて適用する場合を含む。
）の認証を行わせることが

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

できる。

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

（民事訴訟法の準用）

た後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該

第 21 条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護

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

命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限

を確認したときも、同様とする。

り、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）の規定を準

２ 前条第６項の規定は、第１０条第１項第１号の規定によ
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用する。

（最高裁判所規則）

び第２号に掲げるものについては、その１０分の５を負

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。

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。

第５章 雑則

（１）都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用の

（職務関係者による配慮等）

うち、同項第３号及び第４号に掲げるもの

第 23 条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁

（２）市が前条第２項の規定により支弁した費用

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。

第６章 罰則
第 29 条 保護命令に違反した者は、１年以下の懲役又は
１００百万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。
）の規定により記載すべき

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

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。

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）

附則〔抄〕

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

（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

ものとする。

日から施行する。ただし、第２章第６条（配偶者暴力相談

（調査研究の推進等）

支援センターに係る部分に限る。
）
、第７条、第９条（配偶

第 25 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

者暴力相談支援センターに係る部分に限る。
）
、第２７条及

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

び第２８条の規定は、平成１４年４月１日から施行する。

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

（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

養成及び資質の向上に努めるものとする。

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

（民間の団体に対する援助）

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

第 26 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

らの保護命令の申立てに係る事件に関する第１２条第１

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

項第４号並びに第１４条第２項及び第３項の規定の適用

対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センタ

（都道府県及び市の支弁）

ー」とあるのは、
「婦人相談所」とする。

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。

（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

（１）第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う

を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が

婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除

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

く。
）

のとする。

（２）第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談所が行う
一時保護（同条第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

附則〔平成１６年法律第６４号〕
（施行期日）
第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した

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

日から施行する。
（経過措置）

（４）第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市

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

町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行

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

う場合を含む。
）
及びこれに伴い必要な事務に要する費用

（次項において「旧法」という。
）第１０条の規定による

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

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

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）

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

第 28 条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前
条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第１号及
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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十条
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。
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育児・介護休業法
正式には「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」といいます。労
働者が申出を行うことによって育児休業（1歳に満たない子を養育するためにする休業）・介護休業（要
介護状態にある対象家族を介護するためにする休業）を取得することを権利として認めている法律です。
育児休業法は平成21年度の改正で、父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までの間に、そ
れぞれ１年間育児休業を取得可能とする特例（パパ・ママ育休プラス）や、父親が出産後8週間以内に育
児休業を取得した場合、再度の育児休業を理由がなくても取得することができる制度、配偶者が専業主婦
（夫）であっても育児休業を取得することができる制度を盛り込み、父親の育児への参画を推進していま
す。介護休業法も平成21年の改正で、介護のための短期休暇制度「介護休暇」を創設し、仕事と介護の
両立を支援しています。
ＮＰＯ
"Non-Profit Organization" の略。「特定非営利活動法人」
広い意味ではボランティア団体や市民活動団体のほか、財団法人、社会福祉法人、生協などを含む社会
貢献活動を行う組織のこと。
ボランティアは、個人が個人の責任の範囲で活動を行うのに対し、ＮＰＯ は、目的達成のために運営
のルールを持ち、規約や代表者を定め組織的、継続的に活動を行うといった違いがあります。
固定的性別役割分担
男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、男性、女性と
いう性別を理由として、役割を固定的に分けることをいいます。「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要
な業務・女性は補助的業務」等は固定的な考え方により、男性・女性の役割を決めている例です。
市民活動
市内で行われる市民等による自主的な社会貢献活動で、公益の増進に寄与することを目的とする活動の
ことです。（富里市協働のまちづくり条例第２条第８号）
ジェンダー
「ジェンダー」とは、例えば「結婚したら外で働くのは男性で、女性は家で家事や子育てをする」など
といった社会的、文化的に形成された男女の性別役割の考え方のことで、国際的に広く用いられている言
葉です。
人身取引（トラフィッキング）
暴力・脅迫・誘拐・詐欺などの強制的な手段により、弱い立場にある人々を別の国や場所に移動させ、
売春や強制労働をさせて搾取することをいいます。

ストーカー行為
同一のものに対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定し、ストーカー
規正法により規制されています。「ストーカー行為」の前段階の行為である「つきまとい等」について、
警察本部長等による警告や公安委員会が発する禁止命令により規制を行うとともに、「ストーカー行為」
や「禁止命令違反」について、罰則により処罰を行うこととなっています。また、被害防止のため自ら対
処しようとしている被害者の申出に応じて、警察本部長等が自衛措置等の教示等の援助を行うことも規定
されています。
また、千葉県では、「迷惑防止条例」でストーカー行為が規制されています。
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セクシュアル・ハラスメント
相手の意に反する性的な言動により、相手方に不利益を与え、または相手方の生活環境を害することで
す。雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における構成員間な
どさまざまな生活の場で起こる可能性があります。
男女共同参画 社会基本法
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、平成11年の制定された法
律です。男女共同参画社会の形成に関して基本理念を定め、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、男女共同参画社会形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めています。
男女雇用機会均等法
正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律」といいます。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法律です。
男女混合名簿
学校教育の現場において男女平等教育を推進するため、実践されている取り組みのひとつ。児童・生徒
の名簿を男女別の順にするのではなく、男女を混ぜた50音順にするなど、性別に過度にとらわれないよ
う配慮された名簿のことです。
デートＤＶ
交際相手からの暴力をいいます。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
る暴力や支配的な行動をデートＤＶと呼んでいます。
ドメスティック・バイオレンス （ＤＶ）
夫やパートナーなどの親密な関係にある人（過去にそのような間柄にあった人も含む）から振るわれる
暴力のことです。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV防止法）」では、配偶
者（事実条婚姻関係と同様の事情にあるものを含む）からの身体に対する不法な攻撃で生命・身体に危害
を及ぼすものまたはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を「配偶者からの暴力」としています。
児童福祉法では、子どもの目の前で、家族に対して暴力を振るうことも児童虐待（心理的虐待）と定義
されています。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ DV防止法）
配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）に係る通報・相談・保護・自立支援等の体制を整
備し，
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として平成13 年に制定された法律で
す。国・地方公共団体の責務を明らかにするとともに，配偶者暴力相談支援センターや被害者の保護や保
護命令制度に関する事項を定めています。
ファミリーサポートセンター
地域において育児の相互援助活動を行う会員組織のことです。急な残業や子どもの病気の際等、既存の
保育施設では応じきれない変動的、変則的な保育需要に対応するため、育児の援助を行いたい人と、育児
の援助を受けたい人が、それぞれ会員登録しています。
ポジティブ・アクション（積極的改善措置）
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における活動に参画するとき、男女間の格
差を改善するため、必要な範囲内で、男女のいずれか一方に対し活動に参画する機会を積極的に提供する
ことです。
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母性
母としての性質のこと。具体的には、女性の妊娠、出産及び育児の機能の顕在化に着目した概念で、倫
理的意味の母性とは異なります。
メディア・リテラシー
さまざまな情報があふれる現代社会において、テレビや新聞雑誌、インターネットなどあらゆるメディ
アからもたらされる情報を主体的に読み解き、活用する能力、さらにはメディアを使って表現する能力の
ことをいいます。
ユニバーサルデザイン
「すべての人のためのデザイン（構想・計画・設計）」。年齢、性別、身体、言語など、人々が持つさ
まざまな特性や違いを超えて、はじめから、できるだけすべての人が利用しやすい、全ての人に配慮した
環境、建物、製品等のデザインをしていこうという考え方です。
ライフステージ
人間の一生を段階別に区分したものです。例えば、乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、老年期といっ
たように各段階で区分します。
ワーク・ライフ・バランス
仕事と家庭生活や地域活動などの仕事以外の活動とのバランスをとり、多様な働き方や生き方が選択で
きるようにすることです。企業にとっては、ワーク・ライフ・バランスを推進することにより、従業員の
満足度の向上や優秀な人材の確保につながり、生産性や業績を上げる効果があるといわれています。
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