


　

　はじめに

　すべての人が、お互いにその人権を尊重し、性別にかかわりなく、

その個性と能力を十分に発揮できる、多様性に富んだ豊かで活力あ

る暮らしやすい社会を築くために、男女共同参画社会の実現は極め

て重要な課題です。

　本市におきましても、これまで４次にわたり「下松市男女共同

参画プラン～ブライト２１プラン～」を策定し、施策に取り組ん

でまいりましたが、固定的な性別役割分担意識の解消や、意思決定

の場への女性の参画、男女間の暴力など、いまだ多くの課題が残されています。

　また、少子高齢化の急速な進行、人口減少による労働力不足、国民のニーズの多様化など、社

会情勢が大きく変化する中で、新たな課題も顕在化しています。

　持続可能な社会を築き、諸課題の解決を図るために女性の活躍がこれまで以上に必要とされて

いることから、平成２７年には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推

進法）が施行されました。この法律では、男女ともに仕事と家庭生活の両立や、女性本人の希望

に基づいた働き方ができる環境づくりなどが掲げられており、男女共同参画社会の実現に向けた

取組は新たな段階に入りました。

　こうした状況の中、社会情勢の変化に対応し、更なる男女共同参画の推進を図るため、これま

での取組を継承しながら、国・県の基本計画等を踏まえ、このたび「第５次下松市男女共同参画

プラン～ブライト２１プラン～」を策定いたしました。

　本プランは男女共同参画社会基本法に基づく「市町村男女共同参画計画」であり、一部を女性

活躍推進法に基づく「市町村推進計画」及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律に基づく「市町村基本計画」として位置づけることとしました。

　今後は、本プランに基づき、市民の皆様をはじめ、関係機関・団体、事業者の皆様方と協働し、

あらゆる人が暮らしやすく、活力のある地域社会の実現を目指して取組を更に推進してまいりま

すので、より一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。

　終わりに、本プランの策定にあたり、御尽力を賜りました下松市男女共同参画推進審議会の委

員の皆様をはじめ、市民意識調査や事業所調査などを通じ、多くの貴重な御意見をいただきまし

た皆様に心からお礼を申し上げます。

　　2019 年（平成３１年）３月

下松市長
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　　　　 計画策定にあたって

　本市では、「下松市男女共同参画プラン～ブライト２１プラン～」( 平成１１年３月策定、平成

１６年３月改定、平成２１年８月改定、平成２６年３月改定 ) に基づき、男女共同参画社会の実

現に向け幅広い分野にわたる施策の推進に、関係機関・団体、事業者と取り組んできました。

　しかし、現在も固定的性別役割分担意識等の課題が残されており、社会における意思決定の場

への女性の参画はいまだに低い状況にとどまっています。

　また、人口減少・少子高齢化の進行、家庭環境や地域社会の変化、非正規労働者の増加、国の「第

４次男女共同参画基本計画」及び県の「第４次山口県男女共同参画基本計画」策定、「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 ) 制定など、男女共同参画を取り巻く社

会経済情勢や環境等の変化を踏まえ、今回「第５次下松市男女共同参画プラン～ブライト２１プ

ラン～」を策定することとしました。

　本プランは、男女共同参画社会基本法第14条第３項に基づく「市町村男女共同参画計画」であり、

女性活躍推進法第６条第２項に基づく「市町村推進計画」、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 ) 第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画」を含みます。

　国・県の基本計画を踏まえ、「第４次下松市男女共同参画プラン」の理念を引き継ぎ、上位計画

である「下松市総合計画」等の関連計画との整合性を図り策定します。

　計画期間は、２０１９年度から２０２３年度までの５年間とします。ただし、計画期間中に生

じる社会経済情勢の変化や各施策の進捗状況によって、必要に応じて見直しを行います。

（1）下松市男女共同参画に関する意識調査

本プランの策定に先立ち、市民の男女共同参画に関する意識、家庭生活や地域活動における

男女共同参画の状況、就労等に関する意識・実態等を把握し、今後の施策を検討するための基

礎資料として市民意識調査、事業所調査を行いました。

【市民調査】

調査対象：市内在住の２０歳以上の男女から無作為抽出した 1,000 人

調査方法：郵送法・無記名方式

調査期間：平成 30 年 1 月 17 日（水）～ 1 月 31 日（水）

有効回収数 :551 票　回収率　　55.1％

【事業所調査】

調査対象：平成 26 年経済センサス - 基礎調査　調査票を基礎資料とし、市内に住所を

有する事業所から抽出した従業者合計数が 30 人以上の 150 事業所

調査方法：郵送法・無記名方式

調査期間：平成 30 年 1 月 24 日（水）～２月７日（水）

有効回収数 : 77 票　回収率　　51.3％

（2）本プランの策定にあたっては、市の横断的組織である「下松市男女共同参画推進委員会」を

中心に庁内において聴き取りを実施し、学識経験者や団体の代表者等で構成する「下松市男女

共同参画推進審議会」において、必要な事項について審議を行いました。

第１章

１　計画策定の趣旨

２　計画の位置づけ

３　計画の期間

４　計画の策定体制
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年齢 3 区分別人口の推移

　　　　 計画策定の背景

（1）人口と世帯の推移

　山口県内ほぼ全ての市町で人口が減少する中、本市人口は、増加傾向を維持し、特に平成 17

年から 22 年頃には、転入が転出を上回る状況が顕著であったことから、大きく人口が押し上げ

られました。

　しかし、少子高齢化など年齢構造上の動向等を背景として、全国的に人口減少時代が到来して

おり、やがて人口は緩やかに減少に転じるものと予測されています。

　また、１世帯あたりの平均人員は減少傾向にあり、総世帯数は増加しています。

資料：国勢調査

※　年齢３区分には年齢不詳を含んでいないため、各区分人口の和と総人口は一致しないことがある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：国勢調査

第 2 章

１　社会経済情勢等の変化

世帯数と世帯人員の推移

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

5

4

3

2

1

0
平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（世帯） （人）

17,889
19,132 20,101

21,127
22,653 23,726

総世帯数 1世帯あたり人員

2.96 2.79 2.64 2.53
2.42 2.35

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

53,030 53,471 53,101 53,509 55,012 55,812

（人）
65歳以上15歳未満 15～64歳

7,148

9,628

36,230

8,914 10,378 11,867 13,790 15,875

8,452 7,567 7,416 7,859 7,855

36,105 35,156 34,206 33,294 31,598



5

（2）少子高齢化の進行

　本市の 65 歳以上の高齢人口は引き続き増加傾向を示しており、平成 22 年の 13,790 人（高

齢化率：25.1%）から平成 27 年は 15,875 人（28.7%）となり、更に高齢化が進んでいます。

　反面 0 歳～ 14 歳の年少人口は、近年の人口流入により、少子化の進行がやや抑制されていま

すが、平成 2 年以降減少傾向にあり、今後一層少子高齢化が進行すると予測されています。

資料：国勢調査

資料：国勢調査
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 （3）就労の状況

　本市の年齢階級別労働力率※ 1 をみると、女性は出産・育児期にあたる 30 歳代で低く、Ｍ字カー

ブ※ 2 を描いており平成 22 年と平成 27 年の女性の労働力率を比較すると、わずかながらカーブ

の谷の部分が浅くなっていますが、全国と比較すると低い傾向にあります。

　就業形態では、平成 22 年以降女性は非正規雇用が過半数を超える状況となっています。

資料：国勢調査

資料：国勢調査

※ 1　労働力率－１5 歳以上人口に占める労働力人口 ( 就業中及び求職中の人口 ) の割合。

※ 2　Ｍ字カーブ－日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、

20 歳代と 40 歳代が山になるアルファベットのＭのような形となること。結婚・出産で退職し、

子育て後に再就職をする女性が多いことをあらわしている。
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（4）下松市男女共同参画に関する意識調査の結果

市民意識調査の結果では、男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるために必要なことに

ついて、「男性の理解と協力」が 45.7％と最も高く、次いで「保育や介護など福祉サービスを充

実すること」「女性を取りまく偏見や、固定的な社会通念、慣習・しきたりを改めること」などの

順となっています。

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

男性の理解と協力

保育や介護など福祉サービスを
充実すること

女性を取りまく偏見や、固定的な社会通念、
慣習・しきたりを改めること

法律や制度の上での見直しをすること

家事や育児を社会的に評価すること

各自が知識・技術を習得し、積極的に
能力の向上を図ること

女性自身の自覚（意識改革）

女性が経済力を持つこと

子どもの時から人権意識をはぐくむ
教育をすること

行政や企業などの重要な役職に一定の割合で
女性を登用する制度を採用・充実すること

女性が積極的に職場や地域活動に
進出すること

審議会や各種委員会など政策決定の場へ
女性を登用すること

その他

無回答
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男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるために必要なこと
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男女共同参画社会を実現するために下松市に対して望むことについては、「保育所、学童保育な

どの施設・サービスを整備すること」が 37.6％と最も高く、次いで「介護施設、サービスを充実

させること」（29.6％）、「ひとり親家庭、高齢者、障害者、外国人が安心して暮らせる施設の充実」

（21.2％）、「リーダーとなる女性の人材育成の推進」（20.0％）などの順となっています。

  

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

保育所、学童保育などの
施設・サービスを整備すること

介護施設、サービスを充実させること

ひとり親家庭、高齢者、障害者、外国人が
安心して暮らせる施設の充実

リーダーとなる女性の人材育成の推進

学校教育や社会教育の場での男女の人権、男女平等や
相互理解・協力を尊重する学習や講座の充実

各種委員会や審議会等、政策・方針決定の過程への
女性委員の積極的な登用

女性に対する就業・企業支援や
職業教育・訓練の充実

女性の進出の少ない分野への進出を
促すための取組を行うこと

下松市及び市関連施設における、
管理職への女性の積極的な登用

職場における男女の平等な扱いについて
企業への周知徹底

地域・団体の役員や代表者への女性の積極的な
登用の働きかけ

家庭や仕事などについての相談窓口の充実

男女共同参画に関する情報提供の充実

男女の生き方に関する情報提供や交流、
相談、教育などの場を提供すること

男女共同参画に積極的に取り組む企業への
助成や優遇措置

配偶者や交際相手等からの暴力の根絶・防止に
向けた取組を強化すること

国際的な交流・協力の推進

その他

特にない

無回答
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男女共同参画社会を実現するために下松市に対して望むこと
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　平成２６年３月の第４次下松市男女共同参画プラン策定以降、国・県・市において次のように

男女共同参画に関する取組が推進されました。

（1）国の動き

●「女性活躍推進法」の制定

我が国における急速な少子高齢化の進行、国民のニーズの多様化等を踏まえ、自らの意思

で職業生活を営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して、活躍することで豊かで

活力ある社会を実現することを目的とした「女性活躍推進法」が平成２７年９月に施行され

ました。

　　　この法律では、国、地方公共団体、事業主が担う責務を明らかにし、集中的・計画的に取

り組んでいくこととされていますが、特に事業主に対しては「一般事業主行動計画」の策定・

実施によるポジティブ・アクション（積極的改善措置）の推進、仕事と家庭生活との両立支援等、

女性の活躍推進に関する取組が求められています。

●「次世代育成支援対策推進法」の延長・改正

　　　急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担うすべての子どもが健やかに生まれ、かつ、

育成される環境の整備を図ることを目的とした「次世代育成支援対策推進法（平成１５年７

月制定）」が平成２６年４月に１０年間延長・改正されました。

今回の改正により、次世代育成支援対策の実施状況が特に優良な事業者に対する特例認定

制度が創設され、これにより、一層の仕事と家庭の両立支援等の取組の推進・強化が図られ

ました。

　

●国の「第４次男女共同参画基本計画」の策定

　　　男女共同参画社会基本法に基づく「第３次男女共同参画基本計画」（平成２２年１２月策定）

を改定した「第４次男女共同参画基本計画」が平成２７年１２月に閣議決定されました。

　第３次計画からの主な変更点は、男女共同参画社会として目指すべき方向性を３つの政策

領域に体系化し、「男性中心型労働慣行の変革と女性の活躍」を計画全体にわたる横断的視点

に位置づけした点となっています。

　●「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の制定

　　　政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、男女が共同して参画する民

主政治の発展に寄与することを目的として「政治分野における男女共同参画の推進に関する

法律」が平成３０年５月２３日に公布・施行されました。

　　　この法律には、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる

限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等

が所属する男女それぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよ

う努めることなどを定めています。

２　国・県・市の主な動き
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（2）県の動き

●「元気創出やまぐち！未来開拓チャレンジプラン」の策定

　　　新たな県政運営指針として、山口県の現状と課題を的確に把握し、今後県が進める政策の

基本的な方向をまとめた総合計画であり、かつ、その基本方向に沿って取り組むべき具体的

な施策を掲げた実行計画として、平成２７年３月に策定されました。

　●「山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定

　　　「元気創出やまぐち！未来開拓チャレンジプラン」のうち、産業、地域、人材の活力の創出

に資する施策を重点化し、人口減少克服に向けた実効性のある地方創生の取組を推進するた

めの実践的な計画として平成２７年１０月に策定され、その中で、「女性のやまぐちへの定着、

活躍の促進」を掲げ、地域や職場における女性の活躍を促進することとされています。

　●「やまぐち維新プラン」の策定

　　　平成２７年に策定された「元気創出やまぐち！未来開拓チャレンジプラン」の成果を踏ま

えつつ、人口減少や財政状況などの課題に対応するため、新たな県の総合計画として平成30

年１０月に策定されました。重点施策の中に「M字カーブの解消に向けた女性就業支援の強

化」「女性が輝く地域社会の実現」を掲げ、女性活躍推進等に取り組むこととしています。

　●男女共同参画に関する県民調査の実施

　　　男女平等や仕事、家庭、地域等に関する県民の意識や配偶者等からの暴力の実態を把握す

ることを目的として、２０歳以上の県民を対象に「男女共同参画に関する県民意識調査」、「男

女間における暴力に関する調査」が平成２６年９月に実施されました。

　●「第４次山口県男女共同参画基本計画」の策定

「山口県男女共同参画推進条例」に基づき、平成２８年３月、「第４次山口県男女共同参画

基本計画」が策定されました。

　●「第４次山口県配偶者暴力等対策基本計画」の策定

　　　「第４次山口県配偶者暴力等対策基本計画」が平成２８年３月に策定されました。

　●「やまぐち性暴力被害者支援システム　あさがお」の運用開始

　　　性暴力被害者に対し電話や面接での相談のほか、医療機関や臨床心理士、弁護士などと連携・

協力し支援を行うシステムが平成２９年１月から運用開始されました。

administrator
タイプライターテキスト

administrator
タイプライターテキスト
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（3）市の動き

●「下松市総合計画後期基本計画」策定

　　　平成２８年３月、本市の総合的かつ計画的なまちづくりを推進するため、平成２８年度か

ら５年間を計画期間とする「下松市総合計画後期基本計画」を策定しました。基本目標の一

つとして「健全経営の『まち』とみんなで創る『さと』づくり」を掲げ、「人権尊重の推進」

を図るため、男女共同参画の推進に取り組みます。

●「下松市子ども・子育て支援事業計画」策定

　　　本市における子育て支援を推進するため、平成２７年３月に平成２７年度から５年間を計

画期間とした「下松市子ども・子育て支援事業計画（くだまつ星の子プラン）」を策定しました。

　●次世代育成支援対策推進法に基づく「第２次下松市特定事業主行動計画」策定

　　　本市職員の仕事と生活の調和の推進及び仕事と子育ての両立をさらに推進するため、次世

代育成支援対策推進法に基づく「第２次下松市特定事業主行動計画」を平成２７年４月に策

定しました。

●「下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定

　　　「下松市総合計画」及び「下松市前期基本計画」に掲げる内容のうち、人口減少克服・地方

創生に関係する施策について重点化した計画として「下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を平成２７年１０月に策定し、その中で「働く場における男女共同参画環境づくり」を掲げ、

多様な働き方を選択でき、男女が共に能力を発揮できる就業環境の形成に向けた取組を促進

することとしています。

●女性活躍推進法に基づく「下松市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計

画」策定

　　　本市における女性の活躍を推進し、男女が働きやすい職場をつくることを目指して「下松

市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を平成２８年３月に策定し

ました。

●「婦人相談員」を配置

　　　増加傾向にある DV 相談などの女性相談に対応し、関係機関等との連携の強化を図り、よ

りきめ細かな支援を行うため、平成２９年４月に人権推進課に婦人相談員を配置しました。

●「男女共同参画室」を設置

　　　男女共同参画社会の実現に向けた取組を更に推進するため、平成３０年４月、人権推進課

内に男女共同参画室を設置しました。
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第 3 章

基本的な考え方
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家庭では
○誰もが家族の一員として尊重され、お互いを支え合い、家族全員が力を合わせて家庭生

活を築いています。

学校では
○性別にとらわれることなく、子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばし、思いやりと自立

の意識が育まれています。

職場では
○男女が共に働きやすく、能力が発揮できる職場環境の整備が進み、誰もが仕事と家庭、

地域活動とのバランスを取って働いています。

地域社会では
○誰もが様々な地域活動に積極的に参画し、地域社会の活性化が進んでいます。

　　　　 基本的な考え方

下松市総合計画に掲げる将来都市像「都市と自然のバランスのとれた住みよさ日本一の星ふ

るまち」の実現にむけ、市民一人ひとりが、互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、性

別にとらわれることなく、その個性と能力を発揮できる次のような「男女共同参画社会」の実

現を目指します。

　　施策の「基本目標」及び取り組むべき「重点項目」については、男女共同参画社会の実現に

向けた取組を分かりやすく示すために、国・県の基本計画や市の関連計画等を踏まえながら、「第

４次下松市男女共同参画プラン」の理念は引き継ぎつつ、目指すべき方向の大きな柱となるよう、

「３つの基本目標」及び「１１の重点項目」に体系の見直しを行います。

第 3 章

１　計画の目指すもの

２　計画の基本目標
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1 仕事と生活の調和に向けた啓発
2 多様なライフスタイルに対応する子育
 　てや介護の支援
3 男性の男女共同参画の推進

1 雇用の分野における男女の均等な機会
　と待遇の確保の促進
2 多様な働き方の実現に向けた支援
3 農林水産業・商工業等における就業環
　境整備の支援 

1 地域・環境その他の分野への男女共同
　参画の推進

1 国際理解及び交流の推進

1 あらゆる人が安心して暮らせる環境整備

1 防災・災害対策における男女共同参画の
　促進

1 人権を尊重する市民意識の醸成
2 男女共同参画に関する意識の啓発
3 男女共同参画に関する調査研究及び情
　報の収集・提供

1 男女平等を推進する学習機会の充実
2 女性のエンパワーメントのための学習
　機会の充実

1 暴力を許さない基盤づくりの推進
2 相談・支援体制の充実
3 被害者の自立に向けた支援

1 生涯を通じた健康づくりの推進
2 性を尊重する意識づくり
3 妊娠・出産等に関する健康支援
4 心身の健康をおびやかす問題について
　の対策の推進

※重点項目１～３を「女性活躍推進法」に基づく「市町村推進計画」として位置づけます。
※重点項目８を「ＤＶ防止法」に基づく「市町村基本計画」として位置づけます。

重点項目　基本目標 施策の方向

１ あらゆる分野での政
　 策・方針決定過程へ
 　の女性の参画の拡大

２ 仕事と生活の調和の
　 推進

３ 働く場における男女
　 共同参画の推進

４ 地域・環境その他の
 　分野への男女共同参
　 画の推進

５ 国際交流を通じた男
　 女共同参画の推進

６ 男女共同参画の視点
 　に立った社会制度や
　 慣行の見直し、意識
 　の改革

７ 男女共同参画の視点
　 に立った教育・学習
　 の推進

８ 男女間におけるあら
　 ゆる暴力の根絶

９ 生涯を通じた男女の
 　健康の支援

１０ みんなが安心して
　　暮らせる社会づくり

１１ 男女共同参画の視点
　　に立った地域防災

１ 男女が共に活躍
　 できる地域社会
　 づくり

2 男女共同参画社会
　づくりに向けた
　意識の改革

3 男女が健康で、
　安全・安心に暮ら
　せる社会づくり

3　計画の体系

1 政策・方針決定過程への女性の参画促進
2 事業所、団体等における女性の活躍促進
3 女性の人材育成支援

下松市女性活躍
推進計画

下松市ＤＶ対策
基本計画
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第４章

計画の内容
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 計画の内容第 4 章

基本目標１

男女が共に活躍できる地域社会づくり

すべての人が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮し、

あらゆる分野へ参画することは、多様性と活力を高めることにつな

がり、経済活動をはじめ持続可能な地域社会づくりをするうえで非

常に重要です。

女性の参画については、女性の就業率が年々増加するなど多くの

分野で進んできていますが、政策・方針決定過程への参画は十分と

はいえず、新たな発想を生み、様々な立場の人が尊重される地域社

会を形成するためにも、女性のあらゆる分野における政策・方針決

定過程への参画拡大が必要です。

また、男女がともに自らの希望で仕事と生活や地域活動を両立で

きるよう、働きながら子育て・介護等ができる就業環境の整備や多

様なライフスタイルに対応する子育て支援策の充実、地域活動への

参画促進など、「仕事と生活の調和 ( ワーク・ライフ・バランス )」

が実現できる環境の整備を推進するとともに、事業所に対し、積極

的改善措置 ( ポジティブ・アクション ) や両立支援など、女性の活

躍の場を広げる取組が促進されるよう情報提供などの働きかけを行

います。
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●男女共同参画社会の形成に当たっては、男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野

において意思決定過程にともに参画することが重要です。意思決定過程に女性の参画が進むこと

は、多様な価値観や発想を反映させることを可能にし、様々な立場を考慮した政策の実現のほか、

企業の経営発展や様々な団体活動の発展にもつながるものです。

●本市においてもこれまで、審議会等委員への女性登用、女性職域拡大、管理職への女性登用を

推進してきましたが、本市の審議会等委員の女性割合は 22.6%( 平成 30 年 4 月 1 日時点 ) とい

まだ十分とは言えない状況であり、女性は政策・方針決定の場に十分に参画できていない状況です。

●市民意識調査の結果では、社会の中で意思決定の場に女性の参画が少ない理由について、「男性

優位の組織運営」との回答が男性 52.2％、女性 48.7％と最も高く、次いで「女性の参画を積極

的に進めようと意識している人が少ない」「女性側の積極性が十分でない」などの順となっており、

女性も自ら意欲や能力を高めて社会で活躍できるよう、情報や学習機会の提供を行うとともに、

女性の参画拡大の必要性について社会全体の理解の促進を図る必要があります。

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

重点項目 1

現状と課題

あらゆる分野での政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

社会の中で意思決定の場に女性の参画が少ない理由（性別）

市の政策・方針決定過程や企業・団体、地域社会など社会のあらゆる分野の意思決定過程

に男女が共に参画できる環境設備を進め、多様な価値観・視点や新しい発想等を取り入れ、様々

な立場を考慮した政策が実現するよう取組を行っていきます。

男性優位の組織運営

女性の参画を積極的に進めようと
意識している人が少ない

女性側の積極性が十分でない

家族、職場、地域における
性別役割分担、性差別の意識

女性の活動を支援する仕組みの不足

家族の支援・協力が得られない

女性の能力開発の機会が不十分だから

その他

わからない

無回答

男性（n=245）

女性（n=304）

0 20 40 （%）60

52.2
48.7

28.2
28.9

24.1
29.9

24.5
27.0

23.3
25.0

19.6
21.4

9.8
11.8

1.6
0.3

11.0
10.5

3.7
3.3
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男女にこだわらず、個人の能力、
適性に応じて活用を図る

女性の募集、採用を積極的に行う

仕事と家庭を両立させる制度や
支援を充実する

社内の研修等に積極的に女性を
参加させ、教育訓練の充実を図る

女性従業員の意見や要望、相談などを
受ける制度を設備する

男性中心の部署や業務に
積極的に女性を配置する

あらゆる内容の業務に女性を配置
転換し、広いキャリアを積ませる

男女平等を進めるために、男性への
研修を進め、職場内の意識改革を図る

昇進・昇格に関して、女性に
配慮した措置を設ける

特に取り組んでいること
（または予定）はない

無回答

平成24年度調査（n=75）

平成29年度調査（n=77）

0 20 40 60 （%）80

50.750.7
67.567.5

34.734.7
37.737.7

33.333.3
31.231.2

40.040.0
27.327.3

25.325.3
11.711.7

25.325.3
10.410.4

16.016.0
10.410.4

22.722.7
6.56.5

17.317.3
6.56.5

5.35.3
18.218.2

21.321.3
1.31.3

●事業所対象の調査では、女性従業員を積極的に活用するために、現在取り組んでいることにつ

いて、「男女にこだわらず、個人の能力、適性に応じて活用を図る」との回答が 67.5％と最も高く、

次いで「女性の募集、採用を積極的に行う」「仕事と家庭を両立させる制度や支援を充実する」な

どの順となっています。

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する事業所実態及び意識調査

女性従業員を積極的に活用するために取り組んでいること
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●それに対し、女性従業員活用にあたっての問題点としては「女性自身が昇進を望まない」「女性

自身の職業意識が低い」との回答が上位に挙がっており、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス※ 1）」を可能とする働き方も含め、女性が活躍できる職場づくりを行い、将来管理職に就

くことが期待される女性の育成を促す必要があります。

●これらの結果から、市において率先してポジティブ・アクション※ 2 を進めるとともに、女性自

身及び事業所や各種団体等に対しても働きかけを行うことが求められているといえます。

　

　

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する事業所実態及び意識調査

女性従業員の活用における問題点

※ 1 ワーク・ライフ・バランス

誰もが、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

社会などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選

択・実現できること。

※ 2 ポジティブ・アクション

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

に参画する機会に係る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、機会を積極的に提供すること（男女共同参画社会基本法第 2 条）。

用語解説

女性自身が昇進を望まない

女性自身の職業意識が低い

安全面などで配慮しなければ
ならない

勤続年数が短いため、長期的な
養成計画が立てられない

家事・子育て・介護などについて
周囲の理解が得られない

※平成24年度調査：家事・子育て・介護などの理解が得られない

顧客や男性管理職などの
理解が得られない

その他

特に問題はない

無回答 平成24年度調査（n=75）

平成29年度調査（n=77）

0 20 4010 30 （%）50

18.718.7
26.026.0

20.020.0
19.519.5

16.016.0
18.218.2

13.313.3

14.714.7
9.19.1

5.35.3

3.93.9

44.044.0
33.833.8

0.00.0
1.31.3

16.916.9

6.56.5

6.76.7
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　多様なニーズや新たな発想を反映させ、様々な立場を考慮した政策が実現するよう取組を行っ

ていきます。

　事業所、団体等に対し、女性の管理監督職への登用や、ポジティブ・アクションを進めるため

の働きかけ及び女性活躍推進のための情報提供を行います。

　女性が自らの意欲と能力を高め、社会のあらゆる分野に積極的に参画できるよう、意欲向上に

向けた支援に努めます。

施策の方向 1　政策・方針決定過程への女性の参画促進

施策の方向 2　事業所、団体等における女性の活躍促進

施策の方向 3　女性の人材育成支援

具体的施策

具体的施策

具体的施策

取組内容

取組内容

取組内容

担当課

担当課

担当課

市の施策・方針決

定過程への女性の

参画拡大

事 業 所 に お け る

女性の参画の促進

女性の意欲向上に

向けた啓発

地域における女性

の参画の促進

女 性 リ ー ダ ー の

人 材 育 成

審議会等委員については、女性委員の割合を 2023 年

度までに 30％以上とするとともに、女性委員のいない

審議会等の解消を目標として取り組みます。

女性の管理職や役員への登用や、ポジティブ・アクショ

ンを推進するため、事業所に対し、県の認証制度等につ

いての情報提供や啓発を行います。

各種広報媒体による情報提供や啓発資料の活用など様々

な機会をとらえて、女性が固定的な性別役割分担意識等

にとらわれず、個性と能力を発揮できるよう、女性の意

欲向上に向けた啓発に努めます。

市の女性職員に対し研修等による資質向上を図り、能力

が十分発揮できるよう支援するとともに、管理職への積

極的な登用や職域拡大に努めます。また、育児休業、介

護休業等の取得促進や、業務見直しによる超過勤務の縮

減など、職場環境の整備を進めます。

地域の多様な課題に取り組む女性団体の活動を支援する

とともに、男女共同参画に関する学習機会や情報の提供

により、地域活動における代表者等への女性の登用を促

進します。

指導的立場を担う女性の育成のため、研修や講座等の学

習機会の提供や、情報提供の充実を図ります。

人権推進課

関係各課

産業観光課

人権推進課

産業観光課

人権推進課

総務課

人権推進課

人権推進課
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指　標　　　 現状値
2023 年度

目標値

審議会等委員の女性割合
22.6％

(2018 年度 )

18.2％

(2017 年度 )

17.6％

(2017 年度 )

30％

30％

増加させる

ポジティブ・アクションに取り組む事業所の割合

男女の地位の平等感

（政治・経済活動の中で、平等と感じる人の割合）

計画の指標
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●少子高齢化の進展や労働人口の減少、家族形態の変化などの状況が生じている中、一人ひとり

が健康を維持し、自己実現を可能としながら、子育てや介護を含め家族が安心して暮らしていく

ために、多様な生き方を選択できる「仕事と生活の調和 ( ワーク・ライフ・バランス )」の実現は

重要性を増しています。

　ワーク・ライフ・バランスを実現することは、従来の職場優先の意識・ライフスタイルを見直し、

男性の長時間労働の是正や家庭生活・地域活動への参画の促進、女性の就業継続や政策・方針決

定過程への参画の拡大などにつながるものであり、男女があらゆる分野で参画し、活躍していく

うえで不可欠です。事業所にとっても優秀な人材確保につながるなど地域社会・経済の活性化に

も寄与するものです。

●しかし、現状では固定的な性別役割分担意識や、男性中心型労働慣行が維持されていることな

どにより、家事や子育て等における女性の負担が重くなっている結果、女性が職場等において活

躍することが困難になることも多く、一方、男性は、家事に不慣れな状況や、より孤立した介護

生活となっている例もあります。

●市民意識調査の結果では、仕事、家庭生活、地域・個人の生活の優先度について、希望では男

女ともに「仕事と家庭生活をともに優先」が高くなっていますが、現実では男性は「仕事を優先」、

女性は「家庭生活を優先」が高く、希望と現実には隔たりがみられます。

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

現状と課題

市民・事業所に対し、仕事と家庭、地域活動、趣味や自己啓発などを両立させる「仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」について啓発や情報提供を行います。

また、男女がともに仕事と子育て・介護を両立できるよう、多様なニーズに応じた子育て

支援の充実を図るとともに、介護をしながら働き続けることができる環境設備への取組を行

います。

さらに、男性が家事・子育て・介護等の生活や地域活動に積極的に参画できるよう、職場

優先の意識やライフスタイルの見直し、男女共同参画への男性の理解促進を図ります。

仕事、家庭生活、地域・個人の生活の優先度（性別）

①希望

0 20 40 60 80 100（%）

②現実

7.37.3 15.515.5 3.73.7 30.630.6 4.94.9 7.37.3 19.219.2 6.96.9 4.54.5

2.32.3 16.416.4 3.33.3 29.629.6 3.33.3 12.212.2 20.120.1 5.95.9 6.96.9

37.137.1 10.210.2 3.73.7 21.221.2 4.14.14.54.5 4.54.56.16.1 8.68.6

19.719.7 24.324.3 2.02.0 21.121.1 2.62.6 7.67.6 5.95.9 9.59.5 7.27.2

男性（n=245）

「仕事」を
優先

「家庭生活」を
優先

「地域・個人の生活」を
優先

「仕事」と
「家庭生活」を
ともに優先

「仕事」と
「地域・個人の生活」を
ともに優先

「家庭生活」と
「地域・個人の生活」を
ともに優先

「仕事」と「家庭生活」、
「地域・個人の生活」を
ともに優先

わからない 無回答

女性（n=304）

男性（n=245）

女性（n=304）

重点項目 2 仕事と生活の調和の推進
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●男女がともに仕事と家庭の両立をし続けるために必要と思うことについては、「育児・介護休業

を気がねなく利用できる職場環境づくり」「労働時間の短縮」「高齢者や病人の介護サービスの充実」

の順となっています。

　「家事や育児を家族で分担することによる家事負担の軽減」については、女性が 26.6%、男性

が 14.3％と、女性が男性を 12.3 ポイント上回っています。

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

男女がともに、仕事と家庭の両立をし続けるために必要なこと（性別）

育児・介護休業を気がねなく
利用できる職場環境づくり

労働時間の短縮

高齢者や病人の介護サービスの充実

昇進・昇給に関する
男女格差をなくすこと

家事や育児を家族で分担する
ことによる家事負担の軽減

育児・介護休業の利用者が、
不利な扱いを受けないようにすること

在宅勤務やフレックスタイム
（時間差出勤）を取り入れること

育児などで退職した者を
再雇用する制度を取り入れること

転勤制度への配慮

保育時間の延長など
保育サービスの充実

育児・介護休業中の給付金の充実

職場内に保育施設を整備すること

職業訓練の機会を増やすこと

その他

特にない

わからない

無回答

男性（n=245）

女性（n=304）

0 20 4010 30 （%）50

43.843.8

27.027.0

23.423.4

22.022.0
20.420.4

14.314.3

20.020.0
20.720.7

20.820.8
19.719.7

16.316.3
16.116.1

20.420.4
12.212.2

20.020.0
11.811.8

13.113.1
14.814.8

9.09.0
11.211.2

3.73.7
1.31.3

1.21.2
0.30.3

0.40.4
1.31.3

2.42.4
2.62.6

1.61.6
3.33.3

35.535.5

26.926.9

26.626.6

38.438.4
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●一方、事業所調査の結果では、ほとんどの事業所が仕事と家庭の両立支援制度に取り組んでい

ることが分かりますが、ワーク・ライフ・バランスを可能とする取組を実施するにあたっては「コ

ストが増加する」「業務上の制約があり対応できない」「人員管理が複雑化し対応できなくなる」

などの問題点が挙がっています。

●固定的な性別役割分担意識や、男性中心型労働慣行の解消に向けた取組の一環として、男性に

対しては男性の家庭生活への参画を促進するための情報の提供や広報啓発を充実させることに加

え、事業所に対しては業種や事業規模に応じたワーク・ライフ・バランスへの取組への支援が必

要とされています。

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する事業所実態及び意識調査

ワーク・ライフ・バランスを実現するための取組を実施するうえでの課題や問題点

コストが増加する

業務上の制約があり対応できない
（長時間開店など）

人員管理が複雑化し対応できなくなる

費用対効果が見込めない

人事考課が難しい

取組を検討する時間がない

性別による役割分担意識が強くある
（「男は仕事、女は家庭」など）

必要性を感じない

その他

分からない

特にない

無回答

（n=77） （%）0 10 20 30 40

29.929.9

24.724.7

20.820.8

14.314.3

10.410.4

7.87.8

5.25.2

1.31.3

5.25.2

11.711.7

0.00.0

22.122.1
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　ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識啓発を行うとともに、働き方の見直しなど、就

業環境の整備に向けての取組を推進します。

　男女がともに仕事と家庭・地域活動などを両立できるよう、多様なライフスタイルに対応する

子育てや介護の支援を行います。

施策の方向 1　仕事と生活の調和に向けた啓発

施策の方向 2　多様なライフスタイルに対応する子育てや介護の支援

具体的施策

具体的施策

取組内容

取組内容

担当課

担当課

社会的気運の醸成

事 業 所 に 対 す る

普 及 啓 発

多様な保育ニーズ

への対応

子育て支援環境の

充実

ワーク・ライフ・バランスについての意識の醸成を図る

ため、長時間労働の削減や仕事中心のライフスタイルの

見直しに向けた啓発に努めます。

保育ニーズにあわせて適正な保育の確保に努めるととも

に、多様な保育ニーズに対応するため、特別保育事業 ( 乳

児保育、延長保育、休日保育、一時預かり、障害児保育 )、

病児・病後児保育等の保育サービスの充実に努めます。

総合的な子育て支援についての情報提供、相談、助言を

行う利用者支援事業を行うとともに、地域子育て支援セ

ンター等において子育てに関する相談、指導及び交流等

の場を提供します。

事業所に対し、仕事と家庭の両立を支える環境整備と職

場風土づくりのため、好事例などの情報提供を通じ啓発

を図るとともに、育児休業・介護休業給付制度など国、

県の助成制度等について情報提供に努めます。

放課後児童クラブ ( 児童の家 ) の充実に努めるとともに

放課後子ども教室との連携を深めます。

WEB サイト等により、妊娠・出産・子育てなどの育児

に関する情報提供を行います。

ファミリーサポートセンター※について、事業の周知を

図り、提供会員の増加を図るとともに、提供会員の活動

場所として下松市児童センターなど公共施設の活用を図

ります。

乳幼児期の子どもをもつ家庭における医療費や保育料等

の負担に対する助成等を行うとともに、児童生徒期の子

どもをもつ家庭に対して、医療費及び教育費等の経済的

負担に対する支援に努めます。

人権推進課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

産業観光課

人権推進課

子育て支援課

生涯学習振興課

子育て支援課

学校教育課

介 護 支 援 体 制 の

充 実

高齢者一人ひとりのニーズに応じた介護サービスが提供

されるよう、体制を整備するとともに、利用者主体の体

制づくりや介護サービスの質の向上に向けた取組を推進

します。

長寿社会課
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　男性が家事、子育てや介護、地域活動へ参画しやすい環境をつくるため、固定的性別役割分担

意識解消のための啓発活動や、就業環境の整備を促進します。

施策の方向 3　男性の男女共同参画の推進

具体的施策 取組内容 担当課

固定的な性別役割

分担意識の解消

男性を対象とした

講座の実施

家庭生活への参画

についての職場の

理解促進

市における男性職

員の育児参加の促

進

各種セミナー等の学習機会、広報やホームページなど、

様々な機会をとらえて男性を対象とした固定的な性別役

割分担意識の解消に向けた啓発を行い、意識の醸成を図

ります。

下松市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業

主行動計画に基づき、男性の育児への参画を推進するた

め、男性職員に対し、育児休業及び配偶者出産休暇・育

児参加休暇の活用を促進します。

男性が参加しやすい講座の開催を通じて、男性の家庭生

活や育児・介護への参画を促進するとともに、支援に努

めます。

事業所に対して男性の家庭生活への参画について意識啓

発を図るとともに、育児休業・介護休業に関する支援制

度について周知を図り、ワーク・ライフ・バランスの推

進に向けて普及啓発を行います。

人権推進課

総務課

人権推進課

産業観光課

健康増進課

長寿社会課

※ファミリーサポートセンター

育児の援助を受けたい人と援助したい人が、それぞれ会員となり、有償で助け合う制度。

用語解説
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計画の指標

計画の指標

指　標　　　

指　標　　　

2019 年度
見込値

＜参考＞
2017 年度

現状値

2017 年度
現状値

2020 年度
目標値

2014 年度
目標設定時

最新値

延長保育を実施している認可保育所

下松市男性職員の育児休業取得率

下松市配偶者出産休暇・育児参加休暇取得率

休日保育を実施している認可保育所

一時預かり事業

病児病後児保育事業

（他市の施設への委託実施分含む）

放課後児童健全育成事業

（児童の家）

ファミリーサポートセンター事業

箇 所 数

　　0％

62.5％

箇 所 数

箇 所 数

箇 所 数

ク ラ ブ 数

箇 所 数

実 利 用

児 童 数

延 べ 利 用

児 童 数

延 べ 利 用

児 童 数

延 べ 利 用

児 童 数

登 録 児 童 数

延べ利用件数

12 箇所

11.1％

88.9％

1 箇所

12 箇所

5 箇所

14 クラブ

１箇所

710 人

300 人

10,000 人

1,000 人

880 人

1,456 人

11 箇所

  5％

80％

1 箇所

11 箇所

5 箇所

11 クラブ

1 箇所

281 人

276 人

7,281 人

988 人

866 人

664 人
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現状と課題

雇用の分野における男女の均等な機会と待遇が確保されるとともに、多様な生き方や働き

方があることを前提として、柔軟で働きやすい職場環境の整備や創業支援などを行い、働き

たい人が性別に関わりなく、その能力を十分に発揮できる地域社会の実現を目指します。

※女性活躍推進法では、国、地方公共団体、事業主が担う責務が規定され、事業主に対しては「一般事業主行動計画」の策定・
実施によるポジティブ・アクションの推進、仕事と家庭生活との両立支援等、女性の活躍推進に関する取組が求められています。

※「指導的地位」の定義：
①議会議員、②法人・団体等における課長相当職以上の者、③専門的・技術的な職業のうち特に専門性が高い職業に従事する者
とするのが適当（平成 19 年男女共同参画会議決定）

●就業は生活の経済的基盤であり、働くことは自己実現にもつながるものです。また、少子高齢

化や、人口減少が進む中で、持続可能な経済活動を維持するための労働力を確保する意味でも、

労働環境の整備は極めて重要です。

平成２７年９月には急速な少子高齢化の進行や、国民のニーズの多様化等を踏まえ、働くこと

を希望する女性が個性と能力を十分に発揮して活躍することで豊かで活力ある社会を実現するこ

とを目的とした「女性活躍推進法」※が成立しました。

●本市における女性の労働力率は国や県と比べ低くなっています。また、年齢階級別労働力率を

みると３０歳代で労働力率が低くなるМ字カーブとなっていることが分かります。一方、女性の

管理的職業従事者割合は、15.6%（平成 27 年国勢調査）と全国的な傾向と同程度であることから、

就業する女性が増えると指導的地位※の女性数が増加する可能性もあると考えられます。

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0 %

下松市男性（平成27年）
全 国 女 性（平成27年）
下松市女性（平成27年）
下松市女性（平成22年）

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳
20.4% 89.3% 97.5% 98.1% 97.4% 98.4% 97.0% 96.4% 94.1% 78.1% 50.6%
14.7% 69.5% 81.4% 73.5% 72.7% 76.0% 77.9% 76.2% 69.4% 52.1% 33.8%
10.1% 72.2% 71.0% 63.7% 64.8% 71.8% 74.2% 71.9% 64.9% 43.5% 27.2%
13.6% 77.0% 71.0% 60.4% 61.8% 71.2% 73.2% 70.6% 56.6% 40.4% 22.8%

資料：国勢調査

年齢階級別労働力率

重点項目 3 働く場における男女共同参画の推進
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女性が職業に就いたり、就労し続けることによる問題点（性別、上位 7 項目）

就職の機会や職場においての男女の地位の平等感（性別）

職場での男女の扱い

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

●市民意識調査の結果では、女性が職業に就くことや就労し続ける際の問題点について、「家事・

育児・介護などの負担が大きいこと」が男性 80.8％、女性 85.5％と最も高く、次いで「保育施

設や保育サービスが充実していないこと」「長時間労働や休暇の取りづらさ」「職場で育児休業制

度などの労働条件が整っていないこと」などの順となっています。また、就職の機会や職場の男

女の平等感や、職場での男女の扱いのうち賃金、昇進や昇格、管理職や幹部職員への登用の項目

において、男性優遇との回答は半数を超えています。

女性の家事・育児・介護等の負担を軽減する取組のほか、雇用の分野における男女の均等な機

会と待遇の確保や、柔軟で働きやすい職場環境の整備が求められているといえます。

家事・育児・介護などの負担が
大きいこと

保育施設や保育サービスが
充実していないこと

長時間労働や休暇の取りづらさ

職場で育児休業制度などの
労働条件が整っていないこと

家族の理解や協力がないこと

男性と比べて賃金や労働条件が
悪いこと

職場で結婚・出産した女性が
退職する慣例や圧力があること

0 20 40 60 80 （%）100

80.880.8
85.585.5

24.724.7

21.221.2
33.233.2

28.228.2
18.118.1

21.721.7

18.018.0
19.419.4

13.113.1
11.211.2

男性（n=245）

女性（n=304）

36.736.7

17.617.6

0 20 40 60 80 100（%）

7.87.8 40.840.8 30.630.6 5.35.3
1.21.2
10.210.2 4.14.1

12.512.5 46.746.7 19.719.7 3.63.6 13.813.8 3.63.6

男性（n=245）

男性の方が非常に
優遇されている

どちらかといえば
男性の方が優遇されている

平等になっている

どちらかといえば
女性の方が優遇されている

女性の方が非常に
優遇されている

わからない 無回答

女性（n=304）

0 20 40 60 80 100（%）

68.168.1 12.312.3 12.112.1 7.67.6

64.264.2 14.514.5 0.50.5 16.016.0 4.74.7

平成24年度調査
（n=555）

どちらかといえば男性の方が優遇されている 平等になっている
どちらかといえば
女性の方が優遇されている わからない 無回答

平成29年度調査
（n=551）

65.065.0 15.115.1 0.20.2 13.013.0 6.76.7

60.460.4 20.720.7 0.40.4 14.314.3 4.24.2

平成24年度調査
（n=555）

平成29年度調査
（n=551）

63.463.4 21.121.1 0.40.4 9.79.7 5.45.4

54.854.8 27.827.8 0.20.2 13.613.6 3.63.6

平成24年度調査
（n=555）賃金

昇進や昇格

管理職や
幹部職員への

登用

平成29年度調査
（n=551）
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パートタイマーを雇用している理由

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

●さらに、社会経済情勢の変化からパートタイム労働などの非正規雇用が増加しており、本市の

女性就業者の半数以上は非正規雇用労働者となっています。非正規雇用については、多様な就業

ニーズに対応している側面もありますが、男女間の賃金格差や、女性の貧困の一因にもなってい

ることから処遇改善への取組が必要とされています。各種ハラスメントについても、一般的に女

性の方が男性に比べて困難な状況に陥りやすいことから、こうした状況への対応も必要です。

●今回の事業所調査では、パートタイム労働者を雇用している理由として「正規従業員の採用や

確保が困難なため」が 41.5％と最も高くなっており、労働力不足がその背景の一つとも考えられ、

正規雇用への転換への取組も重要といえます。

●農林水産業については、本市の農業就業人口のうち約４割、漁業就業人口のうち約３割を女性

が占め重要な担い手となっています。近年では農林水産業の分野における６次産業化※の進展、地

域資源の活用など、女性の役割の重要性がますます高まっている状況にあります。これからの農

林水産業を女性や若者にとってより魅力ある産業にし、活性化を図るためにも、女性と男性が互

いに対等なパートナーとして経営に参画していくことのできる環境の整備が必要であるといえま

す。

●また、産業別就業人口からみても工業都市としての性格を有しつつ、近年では商業のまちとし

ても発展している本市にとって、生産年齢人口 (15 歳から 64 歳の人口 ) が減少している状況の

なか、商工業等の分野において女性の力を最大限活用するための取組も重要です。

正規従業員の採用や確保が
困難なため

1日の忙しい時間帯への対応のため

業務の増加のため

軽微・補助的な業務であるため

募集・採用しやすいため

人件費節約のため

臨時的業務への対応のため

正規従業員の雇用を抑えるため

仕事が減ったとき
雇用調整しやすいため

その他

無回答

平成24年度調査（n=62）

平成29年度調査（n=65）

0 20 4010 30 （%）50

11.311.3
41.541.5

35.435.4

32.332.3

29.029.0
30.830.8

8.18.1

23.123.1

25.825.8
18.518.5

11.311.3
1.51.5

12.912.9
13.813.8

12.912.9
1.51.5

14.514.5

29.229.2

35.535.5

6.56.5
9.29.2

37.137.1
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男女の均等な機会と待遇が確保され、職場における各種ハラスメントの防止が図られるよう、

男女雇用機会均等法等の関係法令の周知、普及啓発に努め、結婚・出産等のライフイベントにか

かわらず希望に応じ女性が働き続けられる環境づくりを推進します。

施策の方向 1　雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保の促進

具体的施策 取組内容 担当課

雇用の場における

機会均等、格差是

正の啓発

職場における固定的

性別役割分担意識の

解消

ハラスメントのな

い職場の実現に向

けた啓発

男女雇用機会均等法、労働基準法など労働に関する各種

法律や、昇進や賃金、職種など職場での男女格差是正に

向け、各種広報媒体の利用等により事業主や労働者への

周知啓発と情報提供に努めます。

職場における固定的な性別役割分担意識を解消し、男女

平等を推進するために、あらゆる機会や手段を活用して

啓発に努めます。

セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメン

ト等の防止のため職場において配慮すべき事項の周知

等、各種ハラスメント防止に向けた啓発に努めるととも

に、育児・介護休業についての情報提供や啓発により、

取得についての職場の理解を求めます。

人権推進課

産業観光課

総務課

人権推進課

産業観光課

総務課

人権推進課

産業観光課

指　標　　　 現状値
2023 年度

目標値

男女の地位の平等感

（政治・経済活動の中で、平等と感じる人の割合）

 17.6％

(2017 年度 )

 43.9％

(2015 年度 )

増加させる

増加させる女性の労働力率　※出典　国勢調査

計画の指標

※６次産業化

農林水産業・農山漁村と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

や新産業を創出すること。

用語解説
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女性活躍推進法に基づき、女性がそれぞれの希望に応じた様々な条件、雇用形態での働き方を

選択できるよう、様々なライフプランに合わせた就労継続や雇用の場の創出となる創業に対する

支援を行います。

農林水産業・商工業等分野において、地域の重要な担い手である女性の働きやすい就業環境づ

くりのため、支援を行います。

施策の方向 2　多様な働き方の実現に向けた支援

施策の方向 3　農林水産業・商工業等における就業環境整備の支援

具体的施策

具体的施策

取組内容

取組内容

担当課

担当課

女性の就労への支援

農林水産業における

女性の参画の促進

女 性 の 創 業 支 援

グループ間の交流

の促進

能力開発への支援

就労・再就職・非正規雇用から正規雇用への転換など、

女性のチャレンジを支援するための情報提供を行います。

農林水産業において、家族間の役割分担、就業条件等を

明確にした家族経営協定の普及促進を図ります。

女性の職業意識の向上やキャリア形成に向けた学習機会

や情報の提供を行います。

女性の能力開発を支援するとともに、農業委員など、政

策・方針決定の場への女性の参画促進に取り組みます。

IT 等を活用しオフィス以外の場所で勤務する就業形態な

ど、多様で柔軟な働き方について情報提供を行い、普及

啓発を図ります。

女性の感性や能力を活かし、地産地消の推進や農林水産

物の加工、イベント等による農林水産物の消費拡大への

支援を行います。

関係機関が実施する創業セミナー等の情報提供を行うと

ともに、関係機関と連携して創業支援を行います。

女性の自主的な活動を促す働きかけを行い、関係団体等

と連携し、イベント等の開催によりグループ間や消費者

との交流を支援します。

関係機関・団体が行う女性の能力開発や経営能力向上に

関する学習、交流の場等について、情報提供を行います。

人権推進課

産業観光課

農林水産課

農業委員会

産業観光課

農林水産課

産業観光課

産業観光課

農林水産課

産業観光課

農林水産課

人権推進課

産業観光課

農林水産課
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指　標　　　
2023 年度

目標値
2018 年度

現状値

農業委員に占める女性割合 25.0％

 0％

増加させる

増加させる下松市農政対策審議会委員に占める女性数

計画の指標
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●地域社会においては、少子高齢化等を背景として、福祉、防災・防犯、環境、まちづくりなど、

生活に身近な問題が生じています。

また、これまで、高齢者福祉や子育て、防災・防犯活動、環境活動等、地域で行われる様々な

活動には、多くの女性が携わってきた一方で、PTA や自治会、町内会等、地域団体における会長

等の役職は、男性が多くを占めてきました。

家族形態や価値観の変化等により、こうした地域活動については担い手不足や役員の高齢化、

固定化などの課題が生じています。

●市民意識調査の結果では、地域活動での男女共同参画への意見について「団体の代表には男性

が就き、女性は補助的役職に就く慣行がある」が 25.4%、次いで「男性の参加が少ない」「女性

が役職に就きたがらない」などの順となっており、前回調査とあまり変化がみられません。

 

現状と課題

男女とも、安心して希望に応じた就労や子育てができるなど、安心して生活ができる、活

力ある地域社会の実現に向けて、様々な視点の尊重と地域活動の活性化を図るため、方針決

定の場に女性の参画を促すなど、地域活動における男女共同参画を推進します。

地域活動での男女共同参画への意見

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

団体の代表には男性が就き、
女性は補助的役職に就く慣行がある

男性の参加が少ない

女性が役職に就きたがらない

活動の準備や後片付けなどは
女性が行う慣行がある

女性の参加が少ない

男性が女性を対等なパートナーとして
見ていない

女性が表に出るべきではないという
雰囲気がある

女性には発言の機会を与えられなかったり、
女性の意見が聞き入れられない

その他

特にない

無回答 平成24年度調査（n=555）

平成29年度調査（n=551）

0 20 4010 30 （%）

25.425.4

21.121.1

15.415.4

16.916.9
12.712.7

5.15.1

0.40.4
2.02.0

34.834.8
35.435.4

11.011.0
7.17.1

12.812.8

7.87.8

4.34.3

2.32.3
4.24.2

22.022.0

6.36.3

7.37.3

6.36.3

27.227.2

重点項目 4 地域・環境その他の分野への男女共同参画の推進
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●今後女性の参画が進むべき分野についての質問では「自治会、ボランティア、PTA などの役員」

は男性が 30.6% と女性の 19.1% を 11.5 ポイント上回っており、女性自身または身近な女性が

PTA や自治会の代表の役職に就いたり、立候補することを依頼された場合の意向についての質問

には、「断る・断ることを勧める」とした人の割合は女性 30.3%、男性 15.9% と女性が男性を

上回っています。地域活動の参加状況についての質問では、「参加したいができない」とした人は

16.2%( 男女計 ) いました。

 

今後女性の参画が進むべき分野（性別）

女性の場合は自身が、男性の場合は妻など身近な女性が、PTA、町内会等の

団体の代表に就いたり、立候補することを依頼された場合の意向（性別）

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

企業の女性管理職・女性社員

国、県や市町村議会の議員

国、地方公共団体の
女性管理職、女性職員

自治会、ボランティア、PTAなどの役員

学校の校長や教頭

国、地方公共団体の審議会等委員

農協、漁協等の農林水産団体の役員

その他

わからない

無回答

男性（n=245）

女性（n=304）

0 20 4010 30 （%）50

40.840.8
41.441.4

39.139.1

33.633.6

30.630.6
19.119.1

23.323.3

18.818.8

9.09.0

19.619.6

3.73.7
4.34.3

23.423.4

2.92.9
1.31.3

39.639.6

7.27.2

25.725.7

35.535.5

17.617.6

0 20 40 60 80 100（%）

4.54.5

5.35.3

18.018.014.314.3

12.812.8

27.827.8

15.515.5

15.915.9

24.024.0

11.811.8

30.330.3

7.87.8

8.28.2 3.93.9

男性（n=245）

引き受ける・
引き受けることを
勧める

知識や能力のある分野なら
引き受ける・引き受けることを
勧める

時間に余裕があれば
引き受ける・引き受ける
ことを勧める

家族などに相談してから
決める・相談して決める
よう勧める

断る・断ることを
勧める

わからない 無回答

女性（n=304）
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●活力ある地域社会をつくっていくため、女性や若い世代の男性なども含む、幅広い年代の男女

が、仕事と家庭を両立し、地域活動や意思決定の場に積極的に参画することで、地域づくりに様々

な視点を導入し、多様な人材の活用が図られるよう、男女共同参画の視点に立って地域社会づく

りを推進する必要があります。

男女双方に対する固定的性別役割分担意識解消に向けた働きかけや、様々な人が地域活動に参

加しやすい環境づくりを推進することが求められています。

 

地域活動の参加状況

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

自治会

スポーツ活動

社会奉仕などボランティア活動

PTA活動

スポーツ活動以外の趣味活動

職場や学校のグループ活動

子ども会・青少年活動

敬老会・老人クラブ活動

婦人会などの女性団体活動

消費者活動

参加したいとは思わない

参加したいができない

その他

無回答

平成24年度調査（n=555）

平成29年度調査（n=551）

0 20 4010 30 （%）50

14.514.5

12.512.5

9.09.0
12.312.3

11.911.9

8.78.7

8.58.5
7.87.8

2.72.7
3.13.1

0.50.5
0.90.9

11.211.2
12.912.9

0.50.5
2.92.9

4.94.9

13.313.3

9.39.3

8.88.8

5.25.2
3.83.8

45.845.8
47.947.9

16.816.8
16.216.2

8.58.5

16.916.9
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幅広い年代の男女が地域活動に参画し、地域を支え活躍できるよう、それぞれの個性や能力を

発揮できる環境の整備を促進するとともに、地域の活性化を図ります。

 
　

施策の方向 1　地域・環境その他の分野への男女共同参画の推進

具体的施策 取組内容 担当課

地域活動における

男女共同参画の推進

環境保全分野に関わ

る女性の参画の促進

市民の地域活動へ

の参画の促進

各種広報媒体等を活用して、暮らしやすい活力ある地域

社会をつくるため、男性の家庭・地域活動への参画、女

性の社会参画や地域活動における意思決定の場への参画

を促進するための啓発を行います。

環境保全等に関する女性の高い関心や経験等を活かすた

め、環境に関する政策・方針決定過程への女性の参画の

拡大を図っていくとともに、環境保全活動に関する学習

機会の提供に取り組みます。

地域における団体活動を支援するとともに、地域活動へ

の市民の参画促進を図るため、活動支援を行います。

環境推進課

秘書広報課

関係各課

人権推進課

指　標　　　
2023 年度

目標値
現状値

地域活動の中での男女の地位の平等感

( 平等と感じる人の割合 )

42.3％

(2017 年度 )

55.6％

(2018 年度 )

増加させる

現状維持する廃棄物減量等推進審議会における女性の割合

計画の指標
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●男女共同参画の推進は、「女子差別撤廃条約」※ 1 や「北京宣言及び行動綱領」※ 2 など国際社会

における様々な取組とも密接に関係しており、その推進に当たっては国際社会動向を勘案しなけ

ればなりません。

●特に、日本は国際的にみて女性の地位が低いとの報告もあり、政治・経済分野における女性の

活躍推進をはじめ、国際交流や国際協力を通じて世界の動向や規範の周知・浸透を促し、男女共

同参画の推進に活かす必要があります。また、国際化の進展に伴い、就労・生活する外国人が今

後増加することも予想されます。

●男女共同参画に関連する国際的な動向の紹介や国際的規範の普及啓発を図るとともに、男女共

同参画の視点に立って、国際交流・国際協力への理解を促進し、国際感覚を備えた人材を育成す

るための取組が必要です。

現状と課題

【参考】ジェンダー・ギャップ指数

男女共同参画に関連する国際規範や基準の周知に努めるとともに、多様な価値観や文化の理

解促進を通じて、男女共同参画の推進に関する国際感覚を備えた人材の育成に取り組みます。

ジェンダー※ 3・ギャップ指数 (Global Gender Gap Index) とは…
ジェンダー・ギャップ指数はスイスの非営利団体「世界経済フォーラム」が独自に算定した 4 分野の

データ ( 注 ) から構成された男女格差を測る指数で、0 が完全不平等、1 が完全平等を意味しています。

我が国は、平成 30 年の報告では 149 か国中 110 位（前回《平成 29 年》は 144 か国中 114 位）

で依然として政治・経済分野の値が低く、教育分野においては高等教育在学率が低い状況です。

注：各分野のデータ　

○経済分野：労働力率、同じ仕事の賃金の同等性、所得の推計値、管理職に占める比率、専門職に占める比率

○教育分野：識字率、初等・中等・高等教育の各在学率

○保健分野：新生児の男女比率、健康寿命

○政治分野：国会議員に占める比率、閣僚の比率、最近 50 年の行政府の長の在任年数

資料：World Economic Forum（2018 年）

分野ごとの順位( 日本 )順位

1

2

3

4

5

6

7

8

… … …

110

国　名

アイスランド

ノルウェー

スウェーデン

フィンランド

ニカラグア

ルワンダ

ニュージーランド

フィリピン

日本

値

0.858

0.835

0.822

0.821

0.809

0.804

0.801

0.799

0.662

順位

1 位

1 位

1 位

103 位

教育分野における項目

識字率

初等教育在学率

中等教育在学率

高等教育在学率

値

1.000

1.000

1.000

0.952

順位分野

117 位経済

65 位教育

41 位保健

125 位政治

値

0.595

0.994

0.979

0.081

重点項目 5 国際交流を通じた男女共同参画の推進
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男女共同参画に関連する国際規範や基準の周知に努めるとともに、多様な価値観や文化の理解

促進を通じて、男女共同参画の推進に関する国際感覚を備えた人材育成に向けた取組を行います。

中学生等海外語学研修派遣事業

施策の方向 1　国際理解及び交流の推進

具体的施策 取組内容 担当課

国際規範・基準の

浸透

国際感覚を備えた

人材育成及び相互

理解の促進

男女共同参画に関連する国際規範・基準について様々な

機会を通して周知を図ります。

国際理解と、コミュニケーション能力を備えた人材の育

成を図るため、外国語や多文化について学習する機会を

提供します。

企画財政課

教育総務課

人権推進課

※ 1 女子差別撤廃条約

正式名は「女子に対するあらゆる差別の撤廃に関する条約」昭和 54（1979）年に国連総

会で採択され、昭和 56（1981）年に発効。日本は昭和 60（1985）年に批准。女子に

対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とし、具体的には、女子に対するあらゆる差

別を定義し、政治的及び公的活動、教育、雇用、保健、家族関係等あらゆる分野での男女の

平等を規定する。

※ 2 北京宣言及び行動綱領

平成 7（1995）年の第 4 回世界女性大会で採択されたもの。行動綱領は下記の 12 の重大

領域にそって女性のエンパワーメント※注のための戦略目標と行動を記している。

①女性と貧困　②女性の教育と訓練　③女性と健康　④女性に対する暴行　

⑤女性と武力闘争　⑥女性と経済　⑦権力及び意思決定における女性　

⑧女性の地位向上のための制度的な仕組み　⑨女性の人権　⑩女性とメディア　

⑪女性と環境　⑫女児

※注　エンパワーメント…力をつけること。また、自ら主体的に行動することによって状況

を変えていこうとする考え方のこと。

※ 3 ジェンダー

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セッ

クス／ sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」

「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェ

ンダー／ gender）という。ジェンダー自体は、良い、悪いの価値を含むものではなく、国

際的にも使われている。

用語解説

年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

派遣先

カナダ

カナダ

カナダ

カナダ

カナダ

人数

11 人

 8 人

14 人

13 人

14 人
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基本目標 2

男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革

男女共同参画社会を実現していくうえで、課題として挙げられる

ものに、人々の意識の中に長い時間をかけて形作られてきた性別に

基づく固定的な性別役割分担意識の考え方があります。こうした意

識は次第に変わりつつありますが、いまだに残っており、これに基

づく社会制度や慣行などが、個人の行動を制限し、女性だけでなく、

男性の多様な生き方の選択や能力発揮を妨げる要因ともなっていま

す。

男女共同参画社会を実現するためには、個人を尊重する人権意識

の醸成とともに、一人ひとりの固定的な性別役割分担意識の見直し

が必要です。

様々な場において、社会のしきたりや慣行を男女共同参画の視点

で見直すとともに、男女共同参画に関する認識を深め、定着を図る

ため、意識啓発や広報を積極的に展開し、家庭、学校、職場、地域

社会のあらゆる分野における教育・学習を充実させていく必要があ

ります。
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●固定的な性別役割分担意識は時代とともに変わりつつありますが、男女間や世代間で差が大き

く、いまだに家庭、学校、職場、地域社会の中に根強く残っています。

こうした意識は、人々の意識の中に長い時間をかけて形作られてきたもので、これに基づく社

会制度や慣行などが、個人の行動を制限し、女性だけでなく、男性の多様な生き方の選択や能力

発揮を妨げる要因ともなっていることに、一人ひとりが気付くことが重要です。

●市民意識調査の結果をみると、「夫は仕事、妻は家庭」という考え方について、賛成（「そう思う」

「どちらかといえばそう思う」の合計）が 42.8％（前回調査 49％）、反対（「そう思わない」「ど

ちらかといえばそう思わない」の合計）が 52.4％（前回調査 47.5％）と意識の変化がみられます。

男女別にみると、男性は賛成 49％、反対 45.7％、女性は賛成 38.2％、反対 57.5％と、男女で

意識に差がみられます。

　

現状と課題

市民一人ひとりが男女共同参画に関する認識やその意義について理解を深め、あらゆる場面

における男女共同参画の積極的な実践や、女性の活躍を妨げている社会制度や慣行の見直しに

つながるよう、幅広い層に対して、親しみやすくわかりやすい広報・啓発を推進します。

また、市においては、市職員に対する研修や、市民意識調査の実施・分析などにより、男女

共同参画に関する意識の醸成を図り、施策への反映に努めます。

夫は仕事、妻は家庭という考え方

夫は仕事、妻は家庭という考え方（性別）

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

0 20 40 60 80 100（%）

9.79.7

8.38.3

39.339.3

34.534.5

16.016.0

17.217.2

31.531.5

35.235.2
1.81.8

4.04.0

1.61.6

0.70.7

平成24年度調査（n=555）

そう思う
どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない そう思わない わからない 無回答

平成29年度調査（n=551）

0 20 40 60 80 100（%）

10.210.2

6.96.9

38.838.8

31.331.3

15.515.5

18.418.4

30.230.2

39.139.1
4.54.5

3.63.6

0.80.8

0.70.7

そう思う
どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない そう思わない わからない 無回答

男性（n=245）

女性（n=304）

重点項目 6 男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の見直し、意識の改革



44

●男女の地位の平等感については、「社会通念・慣習・しきたりなど」では 71.4％、「社会全体」

では 67.9％の人が男性の方が優遇されていると回答しており、前回調査のそれぞれの回答 71.1

％、67.9％と比較して減少しておらず、変化がみられないことが分かります。

●男女共同参画社会を実現するためには、一人ひとりの固定的な性別役割分担意識の見直しが必

要です。職場、家庭、地域といった様々な場において、社会のしきたりや慣行を男女共同参画の

視点で見直すとともに、男女共同参画やジェンダーに関する正しい認識を深め、定着を図るため、

意識啓発や広報を積極的に展開する必要があります。

●また、個人の人権を尊重する意識は、男女が個人として個性と能力を発揮する機会の確保のため、

基本となるものです。人権意識の醸成のため、男女ともに幅広い年齢層に対して、親しみやすく

分かりやすい広報・啓発の推進を行うことが重要です。

社会通念・慣習・しきたりなどにおいての男女の地位の平等感（国・県・前回調査比較）

社会全体においての男女の地位の平等感（国・県・前回調査比較）

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

0 20 40 60 80 100（%）

14.214.2

16.216.2

平成24年度調査（n=555）

どちらかといえば
男性の方が優遇されている 平等になっている

どちらかといえば
女性の方が
優遇されている

女性の方が非常に
優遇されている

男性の方が非常に
優遇されている わからない

無回答

平成29年度調査（n=551）

17.617.6 52.852.8 21.821.8 2.82.8
0.40.4
4.64.6

15.015.0

56.956.9

55.255.2

53.153.1

13.013.0

15.115.1

14.414.4

2.72.7

2.42.4

0.20.2

0.40.4
10.810.8

10.010.0

8.28.2

2.22.2

1.51.5

6.56.5

全国（n=3,059）

山口県（n=1,588）

0.20.2
2.02.0

0 20 40 60 80 100（%）

平成24年度調査（n=555）

どちらかといえば
男性の方が優遇されている 平等になっている

どちらかといえば
女性の方が
優遇されている

女性の方が非常に
優遇されている

男性の方が非常に
優遇されている わからない

無回答

平成29年度調査（n=551）

9.79.7

8.38.3

8.68.6 59.359.3 18.018.0 2.22.2 9.49.4 2.22.2

8.08.0 59.959.9 17.817.8 9.89.8 0.90.9

55.655.6 17.617.6 2.52.5
0.60.6
9.19.1 6.26.2

64.564.5 21.121.1 2.82.8
0.20.2
1.71.7全国（n=3,059）

山口県（n=1,588）

0.40.4

0.40.4
3.33.3
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　男女が個人として個性と能力を発揮する機会を確保するために基本となる、人権意識の醸成に向

け、幅広い層に対して、親しみやすく分かりやすい広報・啓発を推進します。

　男女共同参画社会の理念や内容の普及・啓発に努め、市民の理解と関心を深めるとともに、固定

的な性別役割分担意識に基づく社会慣行の見直しについて、分かりやすい意識啓発や広報活動に

努めます。

施策の方向 1　人権を尊重する市民意識の醸成

施策の方向 2　男女共同参画に関する意識の啓発

具体的施策

具体的施策

取組内容

取組内容

担当課

担当課

人権を尊重する意

識の醸成

男女共同参画意識

の醸成

市職員の意識啓発

関係機関等と連携

した啓発及び人権

相談の実施

市職員の男女共同

参画意識の向上

基本的人権の尊重と様々な人権問題に対し、正しい理解を

深めるとともに、人権意識の高揚を図るため、啓発資料等

を活用し、様々な機会を通じて啓発活動を推進します。

男女共同参画に関する講座・講演会を開催し、男女共同

参画意識の醸成や男女共同参画を推進する人材の育成を

図ります。

学校教育や社会教育において、講演会・講座等の開催に

より、人権について正しい知識の普及を図ります。

山口県男女共同参画推進月間 ( １０月 ) を中心に、多様

な広報媒体や啓発資料を活用し、男女共同参画社会やジ

ェンダーの正しい理解の促進に取り組みます。

人権の尊重に関する研修を実施し、職員の意識啓発を図

ります。

男女共同参画社会の実現に向けて、女性団体等と連携し

て取組を推進するとともに、活動支援を行います。

関係機関・団体と連携して啓発活動及び人権相談を実施

します。

職員に対する男女共同参画に関する研修を実施し、意識の

向上を図るとともに、男女共同参画の視点から業務を点検

し、固定的な性別役割分担意識により中立に機能していな

いものについては、解消に努めるよう呼びかけます。

生涯学習振興課

学校教育課

人権推進課

総務課

人権推進課

生涯学習振興課

人権推進課

生涯学習振興課

人権推進課

総務課

人権推進課

人権推進課

生涯学習振興課

人権推進課

生涯学習振興課
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　男女共同参画に関する市民の意識や考え方を調査するとともに、情報を収集・把握し、情報の提

供や施策への反映に努めます。

 

 

施策の方向 3　男女共同参画に関する調査研究及び情報の収集・提供

具体的施策 取組内容 担当課

調 査 研 究 の 実 施

男女共同参画の妨げとなる慣行や、固定的な性別役割分

担意識などに関する市民の意識や考え方、事業所におけ

る実態及び意識調査を定期的に実施し、その動向を把握

し、公表するとともに、施策推進の基礎資料として活用

します。

人権推進課

項　目

区　分
賛　成 反　対 賛　成 反　対

2023 年度
目標値

2017 年度
現状値

2012 年度 2017 年度

37.0％

52.4％42.8％47.5％49.0％全　体

15.1％

45.7％49.0％41.9％55.7％男　性

17.8％

57.5％38.2％52.3％43.8％女　性

31.4％

42.8％

増加させる

増加させる

増加させる

増加させる

減少させる

法律や制度の面で

男女の地位の平等感

（平等と感じる人の割合）

固定的な性別役割分担意識（「夫は仕事、妻は家庭」と

いう考えに賛成する人の割合）

社会通念・慣習・しきたり

社会全体

家庭生活の中において

計画の指標

固定的な性別役割分担意識（夫は外で働き、妻は家庭を守ったほうが良い）
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●男女共同参画社会を実現するためには、生活や社会の良い伝統は残しつつ、改めるべきところ

を改められるよう、家庭、学校、職場、地域社会のあらゆる分野における教育・学習を充実させ

ていく必要があります。

●特に子どもに対するこれらの取組は、子どもの将来を見据えた自己形成や、社会全体における

男女共同参画の推進につながるため、学校教育や家庭教育において、積極的に推進することが大

事です。

●市民意識調査の結果では子育てに対する考えについて、「男女ともに、社会人として自立できる

ように育てたい」「男女の役割を固定せず、しつけや教育は区別しないで育てたい」との回答が上

位に挙がっています。

●また、結婚、出産、育児等によりキャリアデザイン※ 1 を描きにくい女性に対しては、能力が発

揮できるようエンパワーメントの促進も必要となります。

さらに、近年のグローバル化の進展により、社会、特に企業におけるダイバーシティ ※ 2 ( 多様性 )

の尊重は企業の発展のために欠かせない要素となっており、男性や女性、若者や高齢者、日本人や

外国人等の多様な価値観を取り入れた学校教育や社会教育、生涯教育を行う必要があります。

現状と課題

家庭、学校、職場、地域社会において、生涯を通じた男女共同参画に関する教育・学習を推

進し、女性が社会のあらゆる分野に参画し、能力を発揮できるよう、学習機会の提供・充実を

図ります。

子育てに関する考え

男女ともに、社会人として
自立できるように育てたい

男女の役割を固定せず、しつけや
教育は区別しないで育てたい

子どもの個性に応じて育てたい

男女を問わず、身の回りの家事が
できるように育てたい

男子は男らしく、女の子は
女らしく育てたい

男女ともに、性に関する正しい
知識と理解を身につけさせたい

男は外で働き、女は家庭を
守るように育てたい

その他

わからない

無回答

0 20 40 60 80（%）

75.175.1

50.550.5
48.548.5

47.447.4
45.745.7

10.310.3
6.96.9

2.22.2
1.61.6

0.50.5
0.40.4

2.02.0
2.52.5

3.23.2
4.44.4

平成24年度調査（n=555）

平成29年度調査（n=551）

19.619.6

74.674.6

57.557.5

15.215.2

54.854.8

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

重点項目 7 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進
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※ 1 キャリアデザイン

自分の経験や技術、ありたい将来像について考慮しながら、自らの能力を活かすための仕事、

職務の形成を進めていくこと。

※ 2 ダイバーシティ

「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存で

きる社会のことをダイバーシティ社会という。

用語解説
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家庭、学校、地域等において、生涯を通じた男女共同参画に関する教育・学習を推進します。

　女性が社会のあらゆる分野に参画し、能力が発揮できるよう、学習機会の提供・充実を図ります。

施策の方向 1　男女平等を推進する学習機会の充実

施策の方向 2　女性のエンパワーメントのための学習機会の充実

具体的施策

具体的施策

取組内容

取組内容

担当課

担当課

男女平等の視点に

立った教育

男女共同参画意識

の 醸 成 ( 重 点 項 目

６一部変更再掲 )

女性のエンパワー

メントのための学

習機会の提供

進 路 指 導 の 充 実

幼児期からの教育

の充実

地域活動団体等の

支援

講座等の学習機会、広報やホームページ、啓発資料の活

用などを通じ、継続的に家庭や地域などあらゆる場面で

の男女共同参画推進に向けた啓発を行います。

女性が自らの意思によって、あらゆる分野の活動に参画

する力をつけるための学習機会の充実を図ります。

児童生徒の発達の段階に応じて、学校教育活動を通じ、

人権の尊重、男女の平等、男女の相互理解と協力の重要

性、家庭生活の大切さなどに関する教育を推進します。

女性団体や、子育て支援等の地域の課題に取り組む団体

等を支援し、団体の活性化を促進するとともに、その活

動成果の活用や普及促進に努めます。

子どもたち一人ひとりが自らの生き方を考え、将来、社

会人・職業人として自立していくことができるよう、性

別にとらわれず児童生徒の発達の段階に応じたキャリア

教育を実施するとともに、進路指導に当たっては、児童

生徒が主体的に多様な選択ができるよう配慮します。

人への思いやりの気持ちや信頼感を育て、社会性や道徳

心の芽生えを促すため、幼児期からの教育の充実を図り

ます。

学校教育課

人権推進課

生涯学習振興課

関係各課

学校教育課

子育て支援課

人権推進課

人権推進課

生涯学習振興課

項　目 現状値 目標値

学校教育においての男女の地位の平等感

出前講座実施件数

出前講座市民講師数

生涯学習機会の充実施策に関する満足度

増加させる (2023 年度 )

70 件（2019 年度）

30 人（2019 年度）

15.0％（2019 年度）

61.0％ (2017 年度 )

58 件（2014 年度）

24 人（2014 年度）

10.1％（2014 年度）

計画の指標
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基本目標 3

男女が健康で、安全・安心に暮らせる社会づくり

男女共同参画社会の形成において、誰もが、その意欲や能力に応

じて、安全で、安心して生き生きと暮らせる社会づくりを進めるこ

とは非常に重要です。

個人に対する重大な人権侵害である暴力は、決して許されるもの

ではなく、配偶者等からの暴力 (DV) や性犯罪、ストーカー行為、

職場における各種ハラスメント等は、克服すべき重要な課題です。

また、男女がお互いの身体的性差を十分に理解し合い、相手に対

して思いやりを持って生きていくことは、男女共同参画社会の前提

ともいえるものです。

年齢や障害、性別にかかわらず、また、困難を抱える人も、あら

ゆる人が安心して、自立した生活ができるよう、多様な生き方を認

め合う意識を醸成するとともに、一人ひとりが生き生きと暮らせる

地域社会の実現に向けて、環境の整備や支援を行う必要があります。

さらに、地域の災害時等に、女性と男性では災害から受ける影響

に違いが生じることに配慮し、男女共同参画の視点で、防災・減災

への取組及び、避難所運営や被災者支援等を実施することが求めら

れています。
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●配偶者等からの暴力 (DV) やストーカー、性犯罪、セクシュアル・ハラスメントなどは重大な人

権侵害であり、男女が互いを尊重し対等な関係づくりを進める男女共同参画社会の形成を妨げる

ものです。　

●これらの被害を受けた人は男女ともにいますが、被害者は女性の方が多くなっています。その

背景には、固定的な性別意識や社会構造上の問題等が関係していると考えられます。

● DV については、家庭内で行われることが多く、当事者が加害や被害に気付きにくい場合があ

ります。また、被害者は強い恐怖感や「暴力を振るわれるのは愛されているから」「いつか変わっ

てくれるのではないか」との思いから家を出る決心がつかなかったり、経済的な問題や子どもの

安全・就学の問題が気にかかる、これまで築いたものを失う、などの理由から、逃げることに踏

み切れなかったりすることもあります。

そのため、時として命にかかわる重大な事案があるにもかかわらず、被害者がどこにも相談せ

ず、暴力が潜在化する傾向があります。DV は身近な問題として、一人ひとりが暴力を許さない、

被害を見逃さないという意識を持つことが重要です。

現状と課題

配偶者等からの暴力（DV）やストーカー、性犯罪、セクシュアル・ハラスメントなど男女間

の暴力の根絶を目指して暴力を許さない気運の醸成を図るとともに、被害者が迷わず相談できる

よう相談窓口の周知を行い、相談から自立支援まで状況に応じたきめ細かな対応に努めます。

○一般的に配偶者や恋人などの関係にある、又はあった相手から行われる暴力のことを「ドメスティック・

　バイオレンス (domestic violence)」といい、略して DV と呼びます。

○被害者の多くは女性と言われていますが、男性が被害者である場合もあります。

○交際相手からの暴力をデート DV と呼ぶこともあり、近年、10 歳代、20 歳代の若年層における

　デート DV が問題となっています。

■身体的なもの　平手で打つ、なぐる、ける、凶器をつきつける、髪をひっぱる、首をしめる、引きずり

　　　　　　　　まわす、物をなげつける、など

■精神的なもの　大声でどなる、「誰のおかげで生活できるんだ」などと言う、家族や友人とつきあうの

　　　　　　　　を制限したり電話や手紙を細かくチェックしたりする、何を言っても無視する、人の前

　　　　　　　　でバカにしたり、命令するような口調でものを言う、生活費を渡さない、外で働くなと

　　　　　　　　言う、子どもに危害を加えると言っておどす、など
　　　　　　　　　　※生活費を渡さない、仕事を制限する行為などは、「経済的なもの」と分類される場合もあります。

■性的なもの　　見たくないのにポルノを見せる、いやがっているのに性行為を強要する、中絶を強要する、

　　　　　　　　避妊に協力しない、など

■被害者は、けがなどの身体的影響を受けるだけでなく、PTSD( 心的外傷後ストレス障害 ) に陥るなど、

　精神的な影響を受けることがあります。

■暴力を目撃した子どもは、心理的・身体的に様々な症状が現れる場合があります。また、暴力を目撃し

　ながら育った子どもは、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習することもあります。

配偶者等からの暴力（ＤＶ）とは

暴力の種類

暴力による影響

重点項目 8 男女間におけるあらゆる暴力の根絶
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●市民意識調査の結果では、DV を受けた人のうち、「どこ ( 誰 ) にも相談しなかった」と回答し

た人が５割を超えており、相談しなかった理由として「相談するほどのことでないと思ったから」

という回答が高くなっています。暴力の認識については、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、

経済的暴力のいずれの項目においても、「暴力にあたる場合もそうでない場合もあると思う」「暴

力にあたると思わない」との回答がみられます。

配偶者や親しい異性から暴力を受けた経験（性別）

暴力を受けた際の相談状況

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

0 20 40 60 80 100（%）

1.21.2

3.33.3

何度もあった 1・2度あった まったくない 無回答

2.02.0

7.27.2

0.40.4

5.95.9

1.61.6
12.512.5

9.89.8

8.98.9

13.113.1

14.514.5

92.292.2

79.379.3

83.783.7

78.678.6

82.482.4

75.375.3

4.94.9

4.94.9

4.54.5

5.35.3

4.14.1

4.34.3

男性（n=245）
【なぐったり、けったりするなどの
  身体的暴力を受けた経験】

【精神的な嫌がらせや、恐怖を
  感じるような脅迫を受けた経験】

【いやがっているのに性的な
  行為を強要された経験】

女性（n=304）

男性（n=245）

女性（n=304）

男性（n=245）

女性（n=304）

友人、知人に相談した

家族や親せきに相談した

警察に連絡・相談した

医療機関（医師、看護師など）に
相談した

学校関係者（教員、養護教員、
スクールカウンセラーなど）に相談した

配偶者暴力支援センター
（婦人相談所、その他の施設）に相談した

民間の専門家や専門機関に相談した

法務局、地方法務局、人権擁護委員に相談した

男女共同参画センター／女性センター（ただし、配偶者暴力
相談支援センターの機能を果たす施設を除く）に相談した
※平成24年度調査：男女共同参画センター・女性センターに相談した

上記の（1～4）以外の公的な機関に相談した

その他

どこ（誰）にも相談しなかった

無回答

0 20 40 60（%）

27.227.2

5.45.4
7.47.4

2.32.3
2.22.2

2.32.3
1.51.5

0.80.8
0.70.7

1.61.6
0.00.0

0.80.8
0.00.0

0.80.8
0.00.0

0.80.8
1.51.5

55.955.9

6.26.2
1.51.5 平成24年度調査（n=129）

平成29年度調査（n=136）

2.32.3

21.721.7

22.122.1

2.22.2

19.419.4

55.055.0
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●これらの結果からも、相談窓口の更なる周知を行い、関係機関と連携して相談から生活の支援

まで状況に応じた支援体制の充実に努めるとともに、DV 等についての正しい理解と認識を深め

るため、啓発を行っていく必要があります。また、DV については児童への悪影響も指摘されて

いるところから、関係部署や機関と連携して対応することが重要です。

●近年では、交際相手からの暴力（デート DV）や、ＳＮＳ等のインターネット上のコミュニケ

ーションツールを利用した暴力やリベンジポルノ※、性犯罪、売買春など、被害が多様化しており、

こうした新しい形での暴力への対応や、若年層に向けた予防啓発を推進する必要があります。

どこ（誰）にも相談しなかった理由（性別）

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

※リベンジポルノ

元交際相手の性的な写真等を嫌がらせ目的でインターネット上に公開することなどをいう。

用語解説

相談するほどのことではないと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

自分さえがまんすれば、なんとか
このままやっていけると思ったから

相談してもむだだと思ったから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

どこ（誰）に相談してよいのか
わからなかったから

そのことについて思い出したくなかったから

相談したことがわかると、
もっとひどい暴力を受けると思ったから

世間体が悪いと思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

相談相手の言動によって不快な思いを
させられると思ったから

他人に知られると、これまで通りの
つき合いができなくなると思ったから

加害者に「誰にも言うな」と脅されていたから

その他

無回答

0 20 40 60（%）

40.840.8

14.814.8
34.734.7

11.111.1
18.418.4

18.518.5
8.28.2

22.222.2
2.02.0

3.73.7
12.212.2

3.73.7
10.210.2

11.111.1
4.14.1

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0
0.00.0

0.00.0

8.28.2

4.14.1

2.02.0

2.02.0

3.73.7
2.02.0

男性（n=27）

女性（n=49）

3.73.7

51.951.9

26.526.5

16.316.3

33.333.3
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配偶者間等の行為についての認識

資料：平成 29 年度下松市男女共同参画に関する市民意識調査

0 20 40 60 80 100（%）

69.769.7

67.767.7

平成24年度調査（n=555）

どんな場合でも暴力にあたると思う
暴力にあたる場合も
そうでない場合もあると思う

暴力にあたるとは
思わない 無回答

平成29年度調査（n=551）

52.852.8

53.453.4

平成24年度調査（n=555）

平成29年度調査（n=551）

63.163.1

65.065.0

平成24年度調査（n=555）⑩「 誰のおかげで生活
できているんだ」とか
「甲斐性なし」と言う

⑪大声でどなる

⑫生活費を渡さない

平成29年度調査（n=551）

45.645.6

52.152.1

平成24年度調査（n=555）⑨交友関係や
（携帯）電話・メールを

細かく監視する 平成29年度調査（n=551）

43.643.6

46.346.3

平成24年度調査（n=555）
⑧何を言っても

長時間無視し続ける
平成29年度調査（n=551）

63.663.6

72.172.1

平成24年度調査（n=555）⑦見たくないのに、
ポルノビデオや

ポルノ雑誌を見せる 平成29年度調査（n=551）

77.877.8

85.785.7

平成24年度調査（n=555）
⑥いやがっているのに、
性的な行為を強要する

平成29年度調査（n=551）

91.791.7

91.791.7

平成24年度調査（n=555）
⑤刃物などを突き
つけて、おどす

平成29年度調査（n=551）

56.456.4

59.259.2

平成24年度調査（n=555）
④なぐるふりをして、

おどす
平成29年度調査（n=551）

91.791.7

92.092.0

平成24年度調査（n=555）③身体を傷つける
可能性のある物で

なぐる 平成29年度調査（n=551）

80.480.4

81.381.3

平成24年度調査（n=555）
②足でける

平成29年度調査（n=551）

62.762.7

63.563.5

18.618.6

21.221.2

36.436.4

37.237.2

26.826.8

25.825.8

38.438.4

34.534.5

40.040.0

39.639.6

24.524.5

17.417.4

15.015.0

7.47.4

2.32.3

2.42.4

33.233.2

31.831.8

3.43.4

2.52.5

14.114.1

12.212.2

29.529.5

29.429.4

6.86.8

5.85.8

6.36.3

4.54.5

5.05.0

4.54.5

10.110.1

8.38.3

11.411.4

8.78.7

7.07.0

5.15.1

2.22.2

1.31.3

0.90.9

0.70.7

5.45.4

3.83.8

0.40.4

0.50.5

1.31.3

1.31.3

2.92.9

1.81.8

4.94.9

5.35.3

4.54.5

4.94.9

5.05.0

4.74.7

5.95.9

5.15.1

5.05.0

5.45.4

4.94.9

5.45.4

5.05.0

5.65.6

5.05.0

5.35.3

5.05.0

5.35.3

4.54.5

4.94.9

4.34.3

5.35.3

4.94.9

5.35.3

平成24年度調査（n=555）
①平手でうつ

平成29年度調査（n=551）
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DV をはじめとしたあらゆる暴力の防止及び被害者の早期発見、早期対応につながるよう、暴

力を許さない社会的気運の醸成のための広報・啓発を行います。

　　　　

施策の方向 1　暴力を許さない基盤づくりの推進

具体的施策 取組内容 担当課

DV 防止のための啓

発の促進

あらゆる暴力を許

さないための広報・

啓発

メディア・リテラ

シー※ 1 に関する啓

発

ハラスメントの防

止対策の推進

防 犯 対 策 の 強 化

女性に対する暴力をなくす運動期間ほか、様々な機会を

とらえて DV、性犯罪、売買春、ストーカー行為、交際

相手からの暴力などの暴力防止のための啓発を行います。

講座などの学習機会や啓発資料の活用等により、DV に

関する正しい知識の普及など、DV 防止のための啓発を

行います。

若年層における交際相手や配偶者等からの暴力の問題に

ついて、学習機会の提供や、啓発資料などにより正しい

知識の普及・啓発を行います。

メディアを通じて流れる性差別や、子ども・女性への暴

力や性の商品化を誘発する表現に対応するため、様々な

情報を判断する能力や適切に発信する能力を身につけら

れるよう、情報モラル※ 2 やメディア・リテラシーの向上

について啓発を行います。

学校、職場等におけるセクシュアル・ハラスメントやマ

タニティ・ハラスメント等のハラスメント防止のための

啓発や相談体制の充実を図ります。

防犯灯の設置に対する助成や、防犯カメラの設置等によ

り防犯対策の強化を推進します。

人権推進課

生涯学習振興課

人権推進課

生涯学習振興課

学校教育課

生活安全課

生涯学習振興課

学校教育課

総務課

人権推進課

産業観光課

学校教育課

生活安全課

人権推進課

※ 1 メディア・リテラシー

メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし活用する能力、メディアを

通じコミュニケーションする能力の３つを複合した能力のこと。

※ 2 情報モラル

情報社会において、インターネット等の情報の受信者・発信者、それぞれの立場としての自

覚を持って、適正な利用を行うために必要となる考え方。

用語解説
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被害者が迷わず相談できるよう、相談窓口の更なる周知を図るとともに、相談体制の充実や関

係部署及び関係機関との連携により、きめ細かな相談対応に努めます。

 

施策の方向 2　相談・支援体制の充実

具体的施策 取組内容 担当課

相 談 窓 口 の 周 知

相 談 体 制 の 充 実

被害者の早期発見、早期対応につながるよう、市広報や

ホームページの活用、相談窓口 PR カードの設置など、

様々な手段により DV や性暴力被害相談窓口等の周知を

図ります。

市の窓口など市民対応のあらゆる機会を通じて、被害者

の早期発見に努め、適切な相談窓口・機関につなげます。

相談員及び職員により相談対応や必要な情報提供を行い

ます。また、研修受講等により相談員及び職員の資質向

上を図ります。

関係部署や関係機関との情報交換や研修等を通じ、連携

強化を図ります。

DV、ストーカー等の被害者に対し庁内の関係部署や関

係機関との連携を強化し、ワンストップ・サービスによ

る相談対応に努めます。性暴力被害については、山口県

の性暴力被害者支援システム「あさがお」※の周知を図り、

連携して対応します。

人権推進課

関係各課

人権推進課

人権推進課

関係各課

人権推進課

関係各課

人権推進課

山口県では、性暴力被害者を総合的に支援するため「やまぐち性暴力相談ダイヤル」を開設しています。

被害者に対し、相談支援員が寄り添いながら、医療支援、心理的支援、法的支援などを行います。

083-902-0889

24 時間 365 時間

※月～金　午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分以外、夜間、土日、祝日、

　年末年始はコールセンターが対応。看護師等の女性の相談支援員が対応。

※被害直後の緊急医療支援についても、24 時間 365 日対応。

※やまぐち性暴力被害者支援システム「あさがお」

相談専用電話

運営時間
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　関係部署や関係機関等と連携し、相談対応から保護、自立支援まで被害者や同伴児童の状況に応

じた切れ目のない支援に努めます。

施策の方向 3　被害者の自立に向けた支援

具体的施策 取組内容 担当課

DV 被害者等の安全

確保

DV 被害者等の自立

支援

子どもの安全確保

DV 等により、危険がある被害者及び同伴児童について、

山口県男女共同参画相談センターや警察等の関係機関と

連携して対応し、状況が切迫している場合には一時保護

につなげます。

被害者及び同伴児童に関する情報管理の徹底を図ります。

被害者や同伴児童が安心して安全に生活できるよう、住

居、就業、法律相談等の各種制度について、情報提供を

行い、必要に応じて連絡・調整や手続きの支援を行います。

住民基本台帳事務における閲覧制限、選挙人名簿抄本の

閲覧における配慮、公営住宅、児童福祉、手当、高齢者

福祉、障害者福祉、保健活動、医療、保険、年金、就学、

生活保護等の制度を適切に活用して、被害者等の自立支

援を行います。

「要保護児童対策地域協議会」等を活用して、家庭児童

相談担当等の相談担当と連携し、面前 DV 被害者や被虐

待児などの要保護児童の発見や、児童虐待の防止・対応

に努めます。

子育てに関する不安を抱える家庭や、虐待のおそれやリス

クを抱える家庭に対して、子育てに関する相談や、保健師

等による養育に関する訪問指導・助言等を実施します。

人権推進課

市民課

子育て支援課

学校教育課

関係各課

人権推進課

市民課

生活安全課

選挙管理委員会事務局

住宅建築課

子育て支援課

長寿社会課

福祉支援課

健康増進課

保険年金課

学校教育課

関係各課

人権推進課

子育て支援課

学校教育課

生涯学習振興課

健康増進課

関係各課

人権推進課
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DV 対策等における庁内連携

支援内容 具体的内容（主なもの） 関係課

相 談・ 連 絡 調 整

啓 発 活 動

早 期 発 見

生 活 支 援

保健に関すること

年 金 ・ 医 療

子どもの就学・就

園や安全確保

公 営 住 宅

住民票の閲覧制限

選挙事務における

配慮

・被害者の相談窓口

・関係機関との連絡調整

・予防に関する広報、啓発

・就学、転校等

・保育園、幼稚園、学童保育に関すること

・住宅確保に関すること

・住民基本台帳の閲覧等の制限

・選挙人名簿抄本の閲覧における配慮

・日常業務における被害者の発見

・児童に関する手当等

・母子の保護に関すること

・福祉医療

・高齢者支援

・障害者支援

・生活保護

・予防接種、検診、健康診査

・心身の健康に関すること

・妊娠、出産、子育てに関すること

・年金等に関すること

・国民健康保険、後期高齢者医療

人権推進課

関係各課

子育て支援課

健康増進課

長寿社会課

福祉支援課

市民課

生活安全課

学校教育課

関係各課

子育て支援課

福祉支援課

長寿社会課

人権推進課

関係各課

健康増進課

保険年金課

学校教育課

子育て支援課

住宅建築課

市民課

選挙管理委員会

事務局
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( 参考 ) ４次計画における管理目標

指　標　　　

項　目

2023 年度
目標値

2018 年度
目標値

2017 年度
現状値

2013 年度
現状値

実際にＤＶを受けても相談しなかった人の割合

平手で打つ

55.9％

62.7％

33.0％

56.4％

63.5％

77.8％

59.2％

85.7％

減少させる

40％

増加させる

増加させる

市役所をＤＶ相談窓口と認知している人の割合

なぐるふりをして、おどす

夫婦間や親しいパートナーとの間で

「平手で打つ」ことが

「どんな場合でも暴力にあたると思う人」の割合

いやがっているのに性的な

行為を強要する

夫婦間暴力と認識される行為

［どんな場合でも暴力にあた

ると思う人の割合］

夫婦間や親しいパートナーとの間で

「なぐるふりをして、おどす」ことが

「どんな場合でも暴力にあたると思う人」の割合

夫婦間や親しいパートナーとの間で

「いやがっているのに性的な行為を強要する」ことが

「どんな場合でも暴力にあたると思う人」の割合

計画の指標

ＤＶ対策等に関する関係部署・関係機関

下松市男女共同参画推進委員会

【庁内関係部署】

生活安全課　　　市民課

長寿社会課　　　福祉支援課

子育て支援課　　健康増進課

保険年金課　　　人権推進課

住宅建築課　　　学校教育課

生涯学習振興課

選挙管理委員会事務局　等

【庁外関係機関等】

山口県男女共同参画相談センター

（配偶者暴力相談支援センター）

山口県男女共同参画課

警察署

法務局

裁判所

児童相談所

民生委員・児童委員

公共職業安定所

労働基準局

社会福祉協議会

弁護士会

民間支援団体

連　携
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●男女がお互いの身体的性差を十分に理解し合い、相手に対して思いやりを持って生きていくこ

とは、男女共同参画社会の形成に当たって、前提とも言えるものです。

●女性については、妊娠・出産する可能性もあり、近年の就業の増加など、健康の問題に関わる

状況の変化に応じた対策も必要です。男性については、肥満者の割合や、喫煙・飲酒者の割合が

高く、精神面で孤立しやすい、長時間労働のため仕事と生活の調和がとりにくいなどの状況があ

ります。生涯を通じて、男女は異なる健康上の問題に直面することに留意し、「リプロダクティブ・

ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）」の視点からも、心身の健康に関する正しい知識・

情報を入手し、主体的に健康づくりに取り組めるよう支援する必要があります。

●また、飲酒・喫煙やＨＩＶ／エイズ等の性感染症、薬物乱用など、心身の健康をおびやかす問

題について、広報や啓発を行い、健康被害に関する正しい知識を提供するよう、努める必要があ

ります。

現状と課題

男女の性差に応じた健康について理解を深めつつ、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性

と生殖に関する健康と権利）※」の視点からも男女の健康を生涯に渡り包括的に支援していきま

す。また、飲酒や性感染症など、心身の健康をおびやかす問題について、広報や啓発を行い、正

しい理解を得るよう努めます。

※リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）

リプロダクティブ・ヘルス ( 性と生殖に関する健康 ) とは、平成 6 年（1994 年）の国際人

口／開発会議で提唱され、翌年の第 4 回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」において

重要課題として位置づけられ「人間の生殖システム、その機能と ( 活動 ) 過程の全ての側面

において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良

好な状態にあることを指す」とされている。

また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、「全てのカップルと個人が

自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、その

ための情報と手段を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康

及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利」とされている。

用語解説

重点項目 9 生涯を通じた男女の健康の支援
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　各ライフステージにおける健康の課題などに応じて、一人ひとりが生涯に渡って主体的に健康づ

くりに取り組めるよう、健康診査や健康教育を実施します。

　児童生徒、学生や若者の発達の段階に応じて適切な性教育を推進するとともに、啓発を行います。

施策の方向 1　生涯を通じた健康づくりの推進

施策の方向 2　性を尊重する意識づくり

具体的施策

具体的施策

取組内容

取組内容

担当課

担当課

健康づくりの推進

児童生徒への教育

健康増進のための

スポーツの推進

メディア・リテラ

シーに関する啓発

（重点項目 8 再掲）

子どもの食育に関

する取組

生涯に渡る女性の

健康支援

こころの健康づく

りの支援

ライフステージに応じて、健康的な生活習慣の形成に向

けた取組を、関係機関、団体と連携して推進します。

学習指導要領に基づき、児童生徒の発達の段階や受容能

力に応じた適切な性教育を実施します。

男女の健康や体力の保持・増進を図るため、あらゆる年

代に応じた参加しやすい生涯スポーツ活動の推進と情報

提供に努めます。

メディアを通じて流れる性差別や、子ども・女性への暴

力や性の商品化を誘発する表現に対応するため、様々な

情報を判断する能力や適切に発信する能力を身につけら

れるよう、情報モラルやメディア・リテラシーの向上に

ついて啓発を行います。

子どもに関しては、毎日の基本的な営みであり、生活習

慣病にも関わりの深い「栄養・食生活」に重点を置き、「食

育」を中心とした取組を進めます。

思春期、妊娠・出産期、育児期、更年期、高齢期など生

涯を通じて適切な健康の保持増進ができるよう、妊娠・

出産期等女性特有の時期や乳がん・子宮がん・骨粗しょ

う症等女性特有の健康課題に配慮しながら、健康相談や

正しい知識の普及啓発、健康診査等女性の健康を支援す

る取組の充実に努めます。

こころの健康づくりを支援するため、啓発や相談を行い

ます。

生涯学習振興課

生活安全課

生涯学習振興課

学校教育課

健康増進課

健康増進課

健康増進課

健康増進課

学校教育課
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　女性が安心して妊娠・出産できるよう、保健サービスの充実を図るとともに、不妊治療対策等の

充実を図ります。

　ＨＩＶ／エイズ等の性感染症についての正しい知識の普及啓発を図るとともに、薬物乱用や飲酒・

喫煙等の健康被害対策の強化を図ります。

施策の方向 3　妊娠・出産等に関する健康支援

施策の方向 4　心身の健康をおびやかす問題についての対策の推進

具体的施策

具体的施策

取組内容

取組内容

担当課

担当課

妊娠期から子育て

期に渡る切れ目の

ない支援

性感染症に関する

知識の普及

不妊治療等に対す

る支援

薬物、飲酒、喫煙等

の健康被害の防止

子どもへの健康被害

の防止

安心して安全に子どもを産むことができるよう、妊娠か

ら出産、子育てまで一貫して、健康診査、保健指導・相談、

医療サービスの提供等が受けられるよう、関係機関と連

携して取り組みます。

各種広報媒体等を活用し、性感染症に関する正しい知識

の普及啓発を図ります。

不妊治療、不育症※治療に対する経済的負担の軽減を図

るため、治療に要する費用を助成します。

広報・啓発活動や学習機会を通じ、薬物乱用を許さない

社会環境づくりを進めます。また、飲酒・喫煙について、

特に影響が大きい妊産婦や未成年者などを中心に、健康

被害に関する正確な情報の提供を行います。

子どもの発達の段階に応じ、不健康やせ、飲酒・喫煙、

薬物の乱用などの健康問題や妊娠、性感染症などの性に

関する正しい情報を提供するとともに、健康管理ができ

るよう、学校や地域における健康教育や性教育の充実に

努めます。

健康増進課

生活安全課

健康増進課

学校教育課

健康増進課

学校教育課

健康増進課

健康増進課

※不育症

妊娠をしても、流産や死産をくりかえすことにより、結果的に子どもを授かれない状態のこと。

用語解説
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指　標　　　
2021 年度

目標値
2015 年度

現状値

40 歳以上の肥満者（BMI が 25.0 以上）の割合
24.4％男性

女性

子宮がん検診

（20 歳以上女性）

乳がん検診

（40 歳以上女性）

成人男性

成人女性

妊婦

15％以下

17.7％ 15％以下

22.5％

(2016 年度 )
20％以下

27.3％ 50％

20.0％ 50％

26.9％ 60％

73％ 80％

24.4％ 18.2％

5.8％ 3.6％

4.0％ 0％

20 歳・30 歳代の女性のやせの人（BMI が 18.5 未満）の割合

がん検診受診率

特定健康診査受診率（40 ～ 74 歳）

ストレスをうまく解消できていると思う人の割合

喫煙率

計画の指標
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●男女共同参画社会を実現するためには、まずは誰もが、その意欲や能力に応じて、生き生きと

安心して暮らせる社会づくりを進めることが非常に重要です。

　

●単身世帯や家族形態の変化、非正規雇用労働者の増加等の雇用環境の変化、経済のグローバル

化の進展等により、ひとり親家庭、高齢者、障害者等は、経済的な問題など、生活上の困難を抱

えやすくなっています。女性については、社会的要因等を背景に、より経済的に困難に陥りやす

いなど、複合的な問題をかかえる場合もあります。

●少子高齢化も進展しており、生涯に渡り、健康で生き生きと活躍し、住み慣れた家庭や地域で

できる限り自立し、安心して暮らせるよう、地域包括ケアシステム※ 1 の深化・推進や、高齢者の

多様な社会参加の促進に向けた取組を一層進めることが重要です。

●さらに、最近では、性的少数者の人権問題も顕在化しており、性自認や性的指向※ 2 等を理由に

困難な状況に置かれないよう、性の多様性への理解促進について更に取組を進めることが必要で

す。

●あらゆる人が安心して、自立した生活ができるよう、多様な生き方を認め合う意識を醸成する

とともに、一人ひとりが生き生きと暮らせる地域社会の実現に向けて、抱えている状況に応じて

環境の整備や支援を行う必要があります。

現状と課題

年齢や障害、性別にかかわらず、また、困難を抱える人も、あらゆる人が安心して、自立し

た生活ができるよう、多様な生き方を認め合う意識を醸成するとともに、一人ひとりが生き生き

と暮らせる地域社会の実現に向けて、環境の整備や支援を行います。

※ 1 地域包括ケアシステム

高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける

ことができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するシステムのこと。

※ 2 性自認、性的指向

性自認とは、自分の性をどのように認識しているのか、どのような性のアイデンティティ ( 性

同一性)を自分の感覚として持っているかを示す概念で、「こころの性」と呼ばれることもある。

性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうかを表すものであり、具体的には、恋愛・

性愛が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指す。

用語解説

重点項目 10 みんなが安心して暮らせる社会づくり
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　年齢や障害、性別にかかわらず、また、ひとり親家庭などの困難を抱える人も、あらゆる人が安

心して、自立した生活ができる地域社会の実現に向けて相談体制の充実や様々な支援を行います。

さらに、性的指向や性自認を理由とした偏見や差別により、困難な状況に置かれている人の人

権の尊重のため、正しい理解が深まるよう、啓発に努めます。

※ロコモティブシンドローム

加齢に伴う骨、関節、筋肉等の運動器の機能低下により、介護が必要になったり、寝たきり

になったりする可能性の高い状態のこと。

用語解説

施策の方向 1　あらゆる人が安心して暮らせる環境整備

具体的施策 取組内容 担当課

地域包括ケアシス

テムの深化・推進

生涯現役社会の実

現に向けた取組

障害のある人への

支援

児童虐待防止対策

ひとり親家庭等へ

の支援

性の多様性に関す

る理解の促進

高齢者一人ひとりの状態やニーズに応じて、医療・介護、

介護予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供

する「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図ります。

高齢者が要支援・要介護状態とならないようロコモティ

ブシンドローム※（運動器症候群）予防等の取組をする

とともに、就労、ボランティア活動や趣味、スポーツな

どを通じ社会参加を促します。

障害のある人が、希望する地域で自分らしく暮らせるよ

う、相談支援体制や生活を支援するサービス等の充実を

図るとともに、障害のある人への理解促進を図り、住み

よい地域づくりを進めます。

児童虐待の未然防止・早期発見、虐待を受けた児童に対

するアフターケアなどの児童虐待防止対策を総合的に推

進します。

ひとり親家庭等に対し、母子・父子自立支援員や家庭児

童相談員により、就業支援や各種支援制度の情報提供、

子育て等にかかわる相談対応等を行い、生活全般にわた

る支援に努めます。

性的指向や性自認を理由とした偏見や差別の解消を目指

し、正しい知識や性の多様性に関する理解を深めるため

の啓発活動を実施します。

長寿社会課

健康増進課

産業観光課

生涯学習振興課

福祉支援課

子育て支援課

健康増進課

学校教育課

子育て支援課

人権推進課

生涯学習振興課

長寿社会課
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指　標
2016 年度

現状値
2020 年度

目標値

地域包括支援センター※における総合相談

認知症サポーター　

1,187 件

5,500 人

1,114 件

3,659 人

計画の指標

※地域包括支援センター

高齢者の諸問題に対して、包括的・継続的な支援を行う中核機関として設置され、介護ケア

マネジメント、高齢者や家族に対する総合的な相談支援、権利擁護、虐待の早期発見・防止、

地域のネットワークの構築などの業務を行う。

用語解説
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●防災分野では、東日本大震災などにおいて、様々な意思決定過程への女性の参画が十分に確保

されず、避難所運営等において男女のニーズの違いや安全に十分な配慮がされないなどの課題が

生じました。

●こうした教訓を生かし、事前の備え、避難所運営、被災者支援等の防災・災害対策については、

平常時から男女共同参画の視点で行う必要があることから、防災や復興にかかわる意思決定の場

への女性の参画を推進するとともに、地域防災力の向上を図るため、地域における防災活動の場

への女性の参画促進に取り組むなど、多様な視点を取り入れる必要があります。

防災や避難所運営等に関する政策・方針決定過程に女性の参画を推進するとともに、障害者、

高齢者など多様な視点を取り入れた防災・減災・災害復興対策に取り組みます。

現状と課題

男女のニーズや困難の違いに配慮するため、防災や避難所運営等に関する政策・方針決定過

程に女性の参画を推進するとともに、障害者、高齢者など災害時に困難に直面する人々に配慮す

るなど多様な視点を取り入れた防災・減災・災害復興対策に取り組みます。市においては、消防

職における男女共同参画を推進します。

施策の方向 1　防災・災害対策における男女共同参画の促進

具体的施策 取組内容 担当課

政策・方針決定過

程への女性の参画

促進

自主防災組織の活

動等への女性の参

画の促進

女性等に配慮した

防災対策の推進

市の消防職におけ

る男女共同参画の

推進

防災会議の委員等に女性を登用し、地域防災計画及びそ

の推進に女性の意見を反映させるよう努めます。

防災に関する講座の実施等により、市民の防災意識の向

上を図るとともに、男女共同参画の視点に立った防災対

策の必要性について啓発し、自主防災組織や避難所運営

への女性の参加促進を図ります。

女性や乳幼児、障害者、高齢者などに配慮した避難所運

営体制や災害用備蓄物資の整備を図ります。

下松市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業

主行動計画に基づき、女性消防職員の増加を促進するた

め、女性が働きやすい設備が整ったことを広く周知し、

女性受験者の確保に努めます。

総務課

人権推進課

総務課

長寿社会課

福祉支援課

健康増進課

総務課

消防本部

総務課

重点項目 11 男女共同参画の視点に立った地域防災
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( 参考 ) ４次計画における管理目標

指　標　　　

項　目

目標値

2018 年度
目標値

2017 年度
現状値

2013 年度

防災会議における女性の割合

防災会議における女性の割合

3.3％

０％

5.0％

4.7％

1 人

増加させる

（2023 年度）

増加させる

（2023 年度）

毎年度 3 人以上

(2018 ～ 2020 年度 )

増加させる

増加させる

消防団員における女性の割合

消防団員における女性の割合

消防職採用試験における女性の受験者数

計画の指標



第 5 章

計画の推進
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　　　　 計画の推進

　男女共同参画社会の実現を目指し、あらゆる分野に渡り、市全体として男女共同参画の推進に

向けた取組が必要であることから、推進体制の強化を図ります。

庁内の横断的組織である「下松市男女共同参画推進委員会」において、関係各課との連携を図り、

達成状況を点検しながら、関連施策を総合的かつ効果的に実施します。

　幅広い意見を反映したプランを策定し、施策を推進するため、学識経験者や団体の代表者で構

成する「下松市男女共同参画推進審議会」を設置し、調査・審議を行います。

　本プランの効果的な推進を図るため、国、県、他市町との連携や協力を図ることで男女共同参

画に関する情報収集に努め、施策の推進に活かします。

また、市民、事業者、各種団体等と連携を取りながら施策の展開を図ります。

第 5 章

１　推進体制の整備

２　下松市男女共同参画推進審議会

３　国・県等との連携、市民や事業者等との協働



資　料　編
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年

昭和 20 年
（1945）

昭和 21 年
（1946）

昭和 23 年
（1948）

昭和 24 年
（1949）

昭和 50 年
（1975）

昭和 51 年
（1976）

昭和 52 年
（1977）

昭和 53 年
（1978）

昭和 54 年
(1979)

昭和 55 年
(1980)

昭和 56 年
（1981）

昭和 57 年
（1982）

昭和 58 年
(1983)

昭和 59 年
(1984)

●国際連合創設

●世界人権宣言採択

●国際婦人年（目標：平

等、発展、平和）
●国際婦人年世界会議

（メキシコシティ）「世界

行動計画」採択

● 国 連 婦 人 の 十 年（～

1985 年）
● ILO 事務局に「婦人労

働問題担当室」を設置

●国連第 34 回総会「女

子差別撤廃条約」採択

●「国連婦人の十年」中

間年世界会議（コペン

ハーゲン）
●「国連婦人の十年後半

期行動プログラム」採択

●「ILO第156号条約（家

族的責任条約）」採択
●「女子差別撤廃条約」

発効

●「 国 際 婦 人 の 十 年

ESCAP 地域政府間準備

会議」開催（東京）

●「衆議院議員選挙法」

改正公布

●日本国憲法公布
●初めて婦人参政権行使

●「婦人問題企画推進本

部」設置
●「婦人問題企画推進会

議」開催

●「民法の」一部改正、

施行（離婚復氏制度）

●「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　) 会館

●国内行動計画第 1 回報

告書発行
●婦人問題企画推進本部

ニュース「えがりて」創刊

●「女子差別撤廃条約」

署名

●「国内行動計画後期重

点目標」策定

●労働婦人少年局に「男女

平等法制化準備室」設置

●「山口県女性問題対策

審議会」設置

●「山口県婦人関係行政

推進協議会」設置

●「よりよい社会をめざ

す山口県婦人行動計画」

策定

「勤労婦人懇話会」設置

●「山口県婦人行動対策

会議」発足

●「勤労婦人相談員」設置

●「婦人対策室」設置
●「婦人就労センター」

開設
●「山口県婦人団体連絡

協議会」発足

●「婦人青少年課」設置

世 界 日 本 山 口 県 下 松 市

男女共同参画に関する世界・国・山口県・下松市の動き
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年

昭和 60 年
(1985)

昭和 61 年
(1986)

昭和 62 年
(1987)

昭和 63 年
(1988)

昭和 64 年
平成元年
(1989)

平成 2 年
(1990)

平成 3 年
(1991)

平成 4 年
（1992）

平成 5 年
(1993)

平成 6 年
(1994)

●「国連婦人の十年」世

界会議（ナイロビ）
●「婦人地位向上のための

ナイロビ将来戦略」採択

●国連婦人の地位委員会

拡大会期
●国連経済社会理事会

「婦人の地位向上のため

の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

●国 連 世 界 人 権 会 議

（ウィーン）
●国連第 48 回総会「女

性に対する暴力の撤廃に

関する宣言」採択

●国際人口・開発会議（カ

イロ）
●「開発と女性」に関す

る第 2 回アジア太平洋

大臣会議（ジャカルタ）
●「ジャカルタ宣言及び

行動計画」採択

●「国籍法」改正、施行
●「男女雇用機会均等法」

公布
●「女子差別撤廃条約」

批准

●婦人問題企画推進本部

拡充：構成を全省庁に拡

大
●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

●「 西 暦 2000 年 に 向 け

ての新国内行動計画」策定

●学習指導要領の改訂

（高等学校家庭科の男女

必修等）
●「パートタイム労働指

針」策定

●「育児休業法」公布
●「西暦 2000 年に向け

ての新国内行動計画（第

一次改定）」策定

●「育児休業法」施行

●「パートタイム労働法」

公布、施行

●総理府に「男女共同参

画室」設置
●「男女共同参画審議会」

設置
●内閣に「男女共同参画

推進本部」設置

●「婦人の生活と意識に

関する実態調査」実施

●山口県婦人教育文化会

館開館

●「ともに創る 21 世紀

－第二次山口県婦人行動

計画」策定

●「家庭責任に対する男

女の役割と期待に関する

意識調査」実施
●「第二次山口県婦人行

動計画」（愛称「やまぐち

女性プラン」）一部改定
●「やまぐち女性財団」

設立

●「婦人青少年課」を「女

性青少年課」に課名変更

●「下松市女性団体連絡

協議会」発足

世 界 日 本 山 口 県 下 松 市
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年

平成 7 年
(1995)

平成 8 年
(1996)

平成 9 年
(1997)

平成 10 年
(1998)

平成 11 年
(1999)

平成 12 年
(2000)

●第 4 回世界女性会議

（北京）
●「北京宣言及び行動綱

領」採択

● ESCAP ハイレベル政

府間会議（バンコク）

● 国連特別総会「女性

2000 年会議」（ニュー

ヨーク）

「政治宣言」「成果文書」

採択

●「育児休業法」改正、「育

児・介護休業法」公布
● ILO「家族的責任を有

する男女労働者の機会及

び待遇の均等に関する条

約（156 号）」を批准

●「男女共同参画推進連

携会議（えがりてネット

ワーク）」発足
●「男女共同参画 2000

プラン」策定

●「男女共同参画審議会

設置法」公布、施行
●「男女雇用機会均等法」

改正
●「育児・介護休業法」

改正
●「介護保険法」公布

●「（改正）男女雇用機会

均等法」施行
●「（改正）育児・介護休

業法」施行
●「児童買春、児童ポル

ノ禁止法」公布、施行
●「男女共同参画社会基

本法」公布、施行

●「介護保険法」施行
●「児童虐待防止法」公

布、施行
●「ストーカー規制法」

公布、施行
●「男女共同参画基本計

画」策定

●「やまぐち女性プラン

推進本部」設置
●「山口県農山村漁村女

性に関する中長期ビジョ

ン」策定

●「企画部女性青少年課」

から「環境生活部女性青

少年課」に組織改正

●「やまぐち男女共同参

画プラン」策定
●「やまぐち女性プラン

推進本部」を「やまぐち

男女共同参画プラン推進

本部」に変更
●女性副知事就任

●「やまぐち 1 日女性県

議会」開催
●山口県女性問題対策審

議会に「男女共同参画社

会の推進に関する条例に

基本的な考え方につい

て」諮問

●「山口県男女共同参画

推進連携会議」設立
●山口県女性問題対策審

議会が「男女共同参画社

会の推進に関する条例の

基本的な考え方につい

て」答申
●「山口県男女共同参画

推進条例」制定、施行
●「山口県男女共同参画

審議会」設置
●「やまぐち男女共同参

画相談室」開設

●「下松市女性問題対策

審議会」設置

●「男女平等に関する市

民アンケート」実施

●「下松市男女共同参画

プラン～ブライト２１プ

ラン～」策定
●「下松市女性問題対策

審議会」を「下松市男女

共同参画の推進に関する

審議会」に改称

世 界 日 本 山 口 県 下 松 市
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年

平成 13 年
(2001)

平成 14 年
(2002)

平成 15 年
(2003)

平成 16 年
(2004)

平成 17 年
(2005)

平成 18 年
(2006)

●「北京＋ 10」（第 49

回国連婦人の地位委員

会）開催・宣言文採択

●「男女共同参画会議」

設置
●「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」（以下「配

偶者暴力防止法」）公布、

施行
●第 1 回男女共同参画週間
●「仕事と子育ての両立

支援施策の方針につい

て」閣議決定
●「育児・介護休業法」

改正、一部施行

●「アフガニスタンの女

性支援に関する懇親会」

開催
●「（改正）配偶者暴力防

止法」全面施行
●「（改正）育児・介護休

業法」全面施行

●男女共同参画推進本部

「女性のチャレンジ支援

策の推進について」決定
●「男女共同参画社会の

将来像検討会」開催
●「次世代育成支援対策

推進法」公布、施行
●「少子化社会対策基本

法」公布、施行

●「配偶者暴力防止法」

改正、施行
●「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」策定
●「育児・介護休業法」

改正

●「（改正）育児・介護休

業法」施行
●「男女共同参画基本計

画 ( 第 2 次 )」策定
●「女性国家公務員の採

用・登用の拡大に関する

指針」策定

●「男女雇用機会均等法」

改正

●「女性青少年課」を「男

女共同参画課」に組織変

更
●「山口県男女共同参画

相談センター」開設

●「山口県男女共同参画

基本計画（きらめき山口

ハーモニープラン）」策定
●「配偶者暴力相談支援

センター」としての機能

を「山口県男女共同参画

相談センター」に付与

●「第 2 次女性労働対策

指針（働く女性のサポー

トプランやまぐち）」策定

●「山口県配偶者暴力相

談支援連絡協議会」設置

●「山口県次世代育成支

援行動計画（やまぐち子

どもきららプラン 21）」

策定

●「山口県配偶者からの

暴力の防止及び被害者の

保護に関する基本計画」

策定
●「第 2 次農山村漁村女

性に関する中長期ビジョ

ン」策定

●「下松市男女共同参画

の推進に関する審議会」

を「下松市男女共同参画

推進審議会」に改称
●「男女共同参画に関す

る市民意識調査」実施

●「第 2 次下松市男女共

同参画プラン～ブライト

２１プラン～」策定

●「下松次世代育成支援

対策行動計画・前期行動

計画（くだまつ星の子プ

ラン）」策定
●次世代育成支援対策推

進法に基づく「下松市特

定事業主行動計画」策定

世 界 日 本 山 口 県 下 松 市
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年

平成 19 年
(2007)

平成 20 年
(2008)

平成 21 年
(2009)

平成 22 年
(2010)

平成 23 年
(2011)

平成 24 年
(2012)

●「北京＋ 15」（第 54

回国連婦人の地位委員

会）開催・宣言文採択

●「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」（第 56 回

国連婦人の地位委員会）

採択

●「（改正）男女雇用機会

均等法」施行
●「パートタイム労働法」

改正
●「配偶者暴力防止法」

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

●「（改正）配偶者暴力防

止法」施行
●男女共同参画推進本部

「女性の参加加速プログ

ラム」決定
●「（改正）パートタイム

労働者法」改正、施行
●「次世代育成支援対策

推進法」の改正

●「（改正）次世代育成支

援対策推進法」施行
●「育児・介護休業法」

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」改定
●「（改正）育児・介護休

業法」施行
●「男女共同参画基本計

画 ( 第 3 次 )」策定

●「女性の活躍促進によ

る経済活性化行動計画」

策定

●「山口県男女共同参画

基本計画（きらめき山口

ハーモニープラン）（改

訂版）」策定
●「山口県人権推進指針」

改定
●「やまぐち子育て文化

創造条例」制定

●やまぐち男女共同参画

推進事業者認証制度創設
●女性のチャレンジ応援

サイト開設

●「男女共同参画に関す

る県民意識調査」実施
●「男女間における暴力

に関する調査」実施
●「山口県配偶者からの

暴力の防止及び被害者の

保護に関する基本計画

（改訂版）」策定

●「山口県男女共同参画

基本計画（きらめき山口

ハーモニープラン）（第

2 次改訂版）」策定
●「山口県次世代育成支

援行動計画（やまぐち子

どもきららプラン２１）」

改定

●「男女共同参画に関す

る市民意識調査及び事業

所実態調査」実施

●「第 3 次下松市男女共

同参画プラン～ブライト

２１プラン～」策定

●「下松次世代育成支援

対策行動計画・後期行動

計画（くだまつ星の子プ

ラン）」策定

世 界 日 本 山 口 県 下 松 市
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年

平成 25 年
(2013)

平成 26 年
(2014)

平成 27 年
(2015)

平成 28 年
(2016)

平成 29 年
(2017)

平成 30 年
(2018)

平成 31 年
(2019)

●第５８回国連婦人の地

位委員会「自然災害にお

けるジェンター平等と女

性のエンパワーメント決

議案」採択

●第５９回国連婦人の地

位委員会「北京＋ 20」

記念会合(ニューヨーク)
●「持続可能な開発のた

めの 2030 アジェンダ」

（ＳＧＤｓ）採択

（目標５：ジェンダー平

等を達成し、すべての女

性及び女児の能力強化を

行う）

●「配偶者暴力防止法」

改正
●「ストーカー規制法」

改正、施行

●「次世代育成支援対策

推進法」改正
●「（改正）配偶者暴力防

止法」施行

●「女性活躍推進法」公布、

一部施行
●「第４次男女共同参画

基本計画」策定

●「女性活躍推進法」全

面施行
●「育児・介護休業法」

改正
●「ストーカー規制法」

改正

●「（改正）育児・介護休

業法」施行
●「（改正）ストーカー規

制法」施行
●刑法改正（強姦罪の構

成要件及び法定刑の見直

し等）

●「政治分野における
男
女共同参画の推進に関す

る法律」公布、施行

●「山口県配偶者からの

暴力の防止及び被害者の

保護に関する基本計画

（第 2 次改訂版）」策定

●「元気創出やまぐち！

未来開拓チャレンジプラ

ン」策定
●「やまぐち子ども子育

て応援プラン」策定

●「第４次山口県男女共

同参画基本計画」策定
●「第４次山口県配偶者暴

力等対策基本計画」策定
●「第３次山口県農山漁

村女性に関する中長期ビ

ジョン」策定
●「やまぐち働き方改革

推進会議」の設立
●「やまぐち働き方改革

支援センター」の設置

●「やまぐち性暴力被害

者支援システムあさが

お」運用開始

●「男女共同参画に関す

る市民意識調査及び事業

所実態調査」実施

●「第 4 次下松市男女共

同参画プラン～ブライト

２１プラン～」策定
●「下松市ＤＶ対策基本

計画」策定

●下松市子ども・子育て

支援事業計画（くだまつ

星の子プラン）」策定
●次世代育成支援対策推

進法に基づく「第２次下

松市特定事業主行動計

画」策定
●「下松市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」策定

●「下松市における女性

職員の活躍の推進に関す

る特定事業主行動計画」

策定

●人権推進課に「婦人相

談員」を配置

●「男女共同参画に関す

る市民意識調査及び事業

所実態調査」実施
●人権推進課内に「男女

共同参画室」を設置

●「第５次下松市男女共

同参画プラン～ブライト

21 プラン～」策定

（「下松市ＤＶ対策基本計

画」を包含）
●「下松市女性活躍推進

計画」策定

世 界 日 本 山 口 県 下 松 市

administrator
テキストボックス
●「やまぐち維新プラン」策定
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下松市男女共同参画推進審議会条例

平成 7 年 3 月 9 日

条例第 2 号

( 設置 ) 

第 1 条　地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、下松市男女共同参

画推進審議会 ( 以下「審議会」という。) を設置する。

( 平 10 条例 6・全改、平 16 条例 22・一部改正 )

( 所掌事務 )

第 2 条　審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する諸問題の解決を図るため、次の事項

を調査し、及び審議する。

(1)　文化及び教養に関すること。

(2)　福祉及び厚生に関すること。

(3)　家庭生活に関すること。

(4)　労働及び雇用に関すること。

(5)　家庭と社会生活の調和に関すること。

(6)　その他男女共同参画の推進に関し必要なこと。

( 平 10 条例 6・追加 )

( 組織 )

第 3 条　審議会は、委員 20 人以内をもって組織する。

2　委員は、女性団体及び職域に属する者並びに学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

( 平 10 条例 6・旧第 2 条繰下、平 11 条例 20・一部改正 )

( 任期 )

第 4 条　委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

2　委員に欠員を生じた場合は、補欠委員を選任し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3　委員は、前条第 2 項に定める資格を失ったときは、委員の職を失うものとする。

( 平 10 条例 6・旧第 3 条繰下 )

( 会長及び副会長 )

第 5 条　審議会に会長 1 人及び副会長 2 人を置く。

2　会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3　会長の任期は、委員の任期による。

4　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

( 平 10 条例 6・旧第 4 条繰下・一部改正 )

( 会議 )

第 6 条　審議会の会議 ( 以下「会議」という。) は、会長が招集する。

2　会議の議長は、会長をもって充てる。

3　会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

( 平 10 条例 6・旧第 5 条繰下 )

( 参与 )

第 7 条　市長は、審議会に参与若干人を置くことができる。

2　参与は、審議会に出席して意見を述べることができる。

3　参与は、議決に加わることができない。

( 平 10 条例 6・旧第 6 条繰下 )

( 庶務 )

第 8 条　審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

( 平 10 条例 6・旧第 7 条繰下、平 15 条例 18・平 16 条例 22・一部改正 )

( その他 )

第 9 条　この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

( 平 10 条例 6・旧第 8 条繰下 )

附　則

( 施行期日 )

1　この条例は、公布の日から施行する。

関係法令等
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男女共同参画社会基本法

（平成十一年六月二十三日法律第七十八号）

改正　平成十一年　七月　十六日法律第　百二号

同　十一年十二月二十二日同　第百六十号

目次

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

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。

　（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。
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（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。

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。
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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。

（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）
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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。

（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（平成十一年六月二三日法律第七八号）抄

（施行期日）

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。

（男女共同参画審議会設置法の廃止）

第二条　男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。

附　則　（平成十一年七月十六日法律第百二号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）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。

（男女共同参画審議会設置法の廃止）

第二条　男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

（施行の日＝平成十三年一月六日） 

一　略

二　附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　

公布の日

（委員等の任期に関する経過措置）

第二十八条　この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他

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

それぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一から十まで　略

十一　男女共同参画審議会

（別に定める経過措置）

第三十条　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。
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附　則　（平成十一年十二月二十二日法律第百六十号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

　（以下略）
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山口県男女共同参画推進条例

平成 12 年７月 11 日山口県条例第 34 号

最終改正：平成 17 年７月 12 日条例第 52 号

目次

前文

第１章 総則（第１条―第６条）

第２章 男女共同参画に関する基本的施策（第７条―第 19 条）

第３章 山口県男女共同参画審議会（第 20 条）

附則

すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思によって個性豊かで多様な生き方を選

択することができる社会を実現することは、私たち山口県民の願いであり、これまで、国際社会や国内の動

向を踏まえた様々な取組が進められてきた。

しかしながら、いまだに、性別による固定的な役割分担意識をはじめ、男女の自由な活動の選択を妨げる

要因が根強く残っている。

このような状況の中で、今後、少子・高齢化の進展等、社会の急速な変化に的確に対応しつつ、男女平等

を基礎とし、男女が社会のあらゆる分野において共に参画し、共に責任を分かち合うことのできる県づくり

を進めていくことは、重要な課題である。

ここに、私たちは、男女が、互いにその生き方を尊重し、共に喜びを分かち合うことのできる、豊かで活

力に満ちた山口県を目指すことを決意し、男女共同参画の取組を総合的かつ計画的に推進するため、この条

例を制定する。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、男女が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機会を確保

することが極めて重要であることにかんがみ、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、並びに県、

事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、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目的とする。

（定義）

第２条 この条例において「男女共同参画」とは、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し、かつ、共に責任を担うことをいう。

２ この条例において「積極的改善措置」とは、前項に規定する活動に参画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。

（基本理念）

第３条 男女共同参画は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接又は間接に性別による

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、推進されなければならない。

２ 男女共同参画の推進に当たっては、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がないように配慮されなけれ

ばならない。

３ 男女共同参画は、男女が県その他の団体における施策又は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、推進されなければならない。

４ 男女共同参画は、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と当該活動以外の活動とを両立して行うことができるようにすることを旨として、

推進されなければならない。

５ 男女共同参画は、生涯にわたる妊娠、出産その他の生殖に関する事項に関し、自らの決定が尊重される

こと及び健康な生活を営むことについて配慮されることを旨として、推進されなければならない。

６ 男女共同参画の推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
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は、国際社会の動向を勘案して、推進されなければならない。

（県の責務）

第４条 県は、前条に規定する男女共同参画の推進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。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に自ら努めるとともに、

県が実施する男女共同参画に関する施策に協力する責務を有する。

（県民の責務）

第６条 県民は、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

女共同参画の推進に寄与するように努めなければならない。

２ 県民は、男女共同参画を阻害するようなセクシュアル・ハラスメント（他の者を不快にさせるような性

的な言動をいう。）及び男女間の暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。）を

根絶するように努めなければならない。

第２章 男女共同参画に関する基本的施策

（基本計画）

第７条 知事は、男女共同参画に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に

関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定しなければならない。

２ 基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

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 知事は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映することができるよ

うに適切な措置を講ずるものとする。

４ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、山口県男女共同参画審議会（以下「審議会」

という。）の意見を聴かなければならない。

５ 知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

６ 前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。

（市町男女共同参画計画の策定に関する助言等）

第８条 知事は、市町に対し、当該市町の区域における男女共同参画に関する施策についての基本的な計画

の策定に関し、技術的な助言、情報の提供等を行い、又は当該技術的な助言、情報の提供等を行うため

必要な資料の提出を求めることができる。

（施策の策定等に当たっての配慮）

第９条 県は、男女共同参画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

共同参画の推進に配慮するものとする。

（調査研究）

第 10 条 県は、男女共同参画に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するものとする。

（県民の理解を深めるための措置）

第 11 条 県は、広報活動等を通じて、基本理念に関する県民の理解を深めるように適切な措置を講ずるも

のとする。

（男女共同参画推進月間）

第 12 条 事業者及び県民の間に広く男女共同参画に対する関心と理解を深めるとともに、積極的に男女共

同参画の推進に関する活動を行う意欲を高めるため、男女共同参画推進月間を設ける。

２ 男女共同参画推進月間は、毎年 10 月とする。

３ 県は、男女共同参画推進月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

（男女共同参画に関する教育及び学習の振興）

第 13 条 県は、県民があらゆる機会を通じて男女共同参画に対する関心と理解を深めることができるよう

にするため、学校教育及び社会教育における男女共同参画に関する教育及び学習の振興に必要な措置を

講ずるものとする。
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（民間活動に対する支援）

第 14 条 県は、事業者又は県民が行う男女共同参画の推進に関する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。

（推進体制の整備）

第 15 条 県は、国、市町、事業者及び県民と連携しつつ、男女共同参画に関する施策を積極的に推進する

ための体制を整備するものとする。

２ 県は、男女共同参画に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。

（年次報告）

第 16 条 知事は、毎年、県議会に、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画に関する施策について報

告するとともに、これを公表しなければならない。

（事業者の報告）

第 17 条 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、男女の就業状況その

他必要な事項に関し報告を求めることができる。

（苦情の申出の処理）

第 18 条 知事は、県が実施する男女共同参画に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認め

られる施策に関する事業者又は県民からの苦情の申出の適切な処理に努めるものとする。

２ 知事は、前項の申出のうち特に必要があると認められるものについては、審議会の意見を聴くものとする。

（相談の申出の処理）

第 19 条 知事は、関係行政機関と協力して、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害

する要因による人権の侵害に関する事業者又は県民からの相談の申出の適切な処理に努めるものとする。

２ 知事は、前項の申出を処理する職員（以下「男女共同参画相談員」という。）を置くものとする。

３ 男女共同参画相談員は、次に掲げる事務を行う。

一 事業者又は県民の相談に応ずること。

二 申出の処理のために必要な調査、指導及び助言をすること。

三 前２号に掲げるもののほか、関係行政機関への通知その他申出の処理のために必要な措置を講ずること。

４ 知事は、第１項の申出のうち必要があると認めるものについては、審議会の意見を聴くことができる。

第３章 山口県男女共同参画審議会

第 20 条 男女共同参画に関する重要事項についての調査及び審議並びに男女共同参画に関する施策又は男

女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策についての建議に関する事務を行わせるため、審議会を置

く。

２ 審議会は、委員 20 人以内で組織する。

３ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10 分の４未満とならないものとする。

４ 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成 12 年 10 月１日から施行する。

（附属機関の設置に関する条例の一部改正）

２ 附属機関の設置に関する条例（昭和 28 年山口県条例第 51 号）の一部を次のように改正する。

別表知事の部山口県女性問題対策審議会の項を削る。

附 則（ 平成 1 7 年条例第 5 2 号）

この条例は、平成 18 年 3 月 20 日から施行する。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成十三年四月十三日法律第三十一号）

最終改正：平成二十六年四月二十三日号外法律第二十八号

目次

前文

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。

( 平一六法六四・一部改正 )

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。

( 平一六法六四・平二五法七二・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・一部改正 )

第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等

( 平一六法六四・追加、平一九法一一三・改称 )

( 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。
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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。

( 平一六法六四・追加、平一九法一一三・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・追加、平一九法一一三・一部改正 )

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。

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。
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( 平一六法六四・平一九法一一三・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・追加 )

( 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。

( 平一六法六四・追加、平二六法二八・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・一部改正 )
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( 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。

( 平一六法六四・追加 )

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。

八　その性的羞（しゆう）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



91

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。

( 平一六法六四・平一九法一一三・一部改正 )

( 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

( 平一六法六四・平一九法一一三・一部改正 )

( 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

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、
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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。

( 平一六法六四・平一九法一一三・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・平一九法一一三・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・平一九法一一三・一部改正 )

( 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
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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。

( 平一六法六四・平一九法一一三・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・平一九法一一三・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・全改、平一九法一一三・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・一部改正 )

( 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。

( 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。



94

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。

( 平一六法六四・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・一部改正 )

( 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。

( 平一六法六四・一部改正 )

( 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

第五章の二　補則

( 平二五法七二・追加 )

( 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
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るものとする。

( 平二五法七二・追加 )

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。

( 平二五法七二・一部改正 )

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。

( 平一六法六四・平二五法七二・一部改正 )

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。

( 経過措置 )

第二条　平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して

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

関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定

中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。

( 平一六法六四・一部改正 )

( 検討 )

第三条　この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附　則　( 平成一六年六月二日法律第六四号 )

( 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。

( 経過措置 )

第二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律 ( 次項において「旧法」という。) 第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。

２　旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正後

第二条

第六条第一項

第十条第一項から

第 四 項 ま で、 第

十一条第二項第二

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

被害者

配偶者又は配偶者で

あった者

配偶者

離婚をし、又はその

婚姻が取り消された

場合

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。)

同条に規定する関係にある相手又は同条に規定す

る関係にある相手であった者

第二十八条の二に規定する関係にある相手

第二十八条の二に規定する関係を解消した場合
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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。) 第十条第一項第二号

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

十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。

( 検討 )

第三条　新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、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　( 平成一九年七月一一日法律第一一三号 )　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。

( 経過措置 )

第二条　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。

附　則　( 平成二五年七月三日法律第七二号 )　抄

( 施行期日 )

１　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。

附　則　( 平成二六年四月二三日法律第二八号 )　抄

( 施行期日 )

第一条　この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。

一　略

二　第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定　

　平成二十六年十月一日
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

( 平成二十七年九月四日法律第六十四号 )

最終改正：平成二十九年三月三十一日号外法律第十四号

目次

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

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
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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。
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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。

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

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

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

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

るための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、

当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをい

う。

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

の承認を取り消すことができる。

４　承認中小事業主団体は、第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

第一項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十二条の二、

第四十八条の三第一項、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三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、同法第四十二条の三中「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。

( 平二九法一四・一部改正 )

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

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
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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 )

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。
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( 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
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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

四　第十二条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

( 平二九法一四・一部改正 )

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。

( この法律の失効 )

第二条　この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。

２　第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密につい

ては、同条第四項の規定 ( 同項に係る罰則を含む。) は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、

なおその効力を有する。

３　協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十四条の規定 ( 同条

に係る罰則を含む。) は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

４　この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

( 政令への委任 )

第三条　前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。

( 検討 )

第四条　政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする。

附　則　( 平成二九年三月三一日法律第一四号 )　抄

( 施行期日 )

第一条　この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。

一　第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定　

公布の日

二及び三　略

四　第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二

項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定 (「百分

の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業

法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第

十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法 ( 昭和二十八年法律第百八十二号 ) 第十条第十項第

五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条 ( 次号に掲げる規定を除く。)

の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 ( 昭和四十六年法律第六十八号 ) 第
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三十八条第三項の改正規定 (「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十

条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律 ( 昭和五十一年法律第三十三号 ) 第三十条第一項の表第四

条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一

条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、

第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条 ( 次号に掲げる規定を除

く。) の規定　平成三十年一月一日

( 罰則に関する経過措置 )

第三十四条　この法律 ( 附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定 ) の施行前にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。

( その他の経過措置の政令への委任 )

第三十五条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。








