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はじめに 
 

 男女共同参画社会の実現は、２１世紀における我が国の最重要課題であり、少

子高齢化や人口減少が顕在化する中、仕事と生活の調和や女性に対する暴力の

根絶、男女間の性差別など、多くの課題があると認識しているところでありま

す。 

 本町では、「高原町男女共同参画推進条例（平成２５年４月）」の施行や「高

原町男女共同参画基本計画（平成２６年３月）」を策定し、様々な施策に取り組

んで参りました。 

 しかしながら、依然として根強く残っている固定的な性別役割分担意識によ

り、様々な場面において、女性の参画が阻害されている状況がうかがえるよう

に感じております。 

 また、被害者の多くが女性であるＤＶは、男女間の不平等な関係が背景にあ

り、被害者の心身及び生活に深刻な影響を与えており、被害者支援とともに防

止に向けた取組の重要性も高まっております。 

 このような状況を踏まえ、本町の男女共同参画社会の形成に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するため、「高原町男女共同参画基本計画改訂版」を策定

いたしました。 

 今回の改訂版では、「高原町男女共同参画基本計画」を引き継ぐとともに、事

業の見直しや新たな数値目標の設定に加え、「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）」に基づく「高原町女性活躍推進計画」や「配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」に基づ

く「高原町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」を盛り込んだ内容

となっております。 

 本計画に基づき、すべての人が個人として尊重され、町民の皆様が暮らしや

すい社会づくりに向けて取り組んで参りますので、ますますの御理解と御協力

をお願い申し上げます。 

 結びに、本計画の改訂にあたり、貴重な御意見をいただきました「高原町男

女共同参画推進審議会委員」の皆様をはじめ、御協力いただきました関係各位

に対して心よりお礼を申し上げます。 

 

               平成３１年３月  

高原町長 高妻 経信 



 

 

高原町の目指す 

男女共同参画社会とは 
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性別に関わりなく  

町民一人一人が 
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その個性と能力を十分に発揮し 

喜びと責任を分かち合うことができる社会 
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 男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に関わりなく、

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、少

子高齢化の進展や社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、社会全体で

取り組むべき最重要課題です。 

 

 国においては、平成１１年６月に「男女共同参画社会基本法」が施行され、

基本法に基づく男女共同参画基本計画や成長戦略等を通じた様々な取組が進め

られてきました。 

 

 また、平成１３年「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律（ＤＶ防止法）」、平成１９年「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）憲章」、平成２８年「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）」など、男女共同参画社会の実現に向けた取組が段階的に進んで

います。 

 

 高原町では、「第５次高原町総合計画（２０１２年度（平成２４年度）～２０

２１年度（平成３３年度））において、「男女共同参画社会の推進」を施策の柱

と位置づけ、男女共同参画社会の実現のための施策を推進しているところです。 

 

 しかしながら、本町の現状を見ると、政策・方針決定過程への女性の参画は

十分とは言えず、また、依然として性別による固定的役割分担意識が根強く残

っている状況にあります。 

 

 また、少子高齢化による人口減少の本格化、これに伴う社会情勢の変化、人々

の生活様式や意識・価値観の多様化等にも対応しながら、更なる取組を展開し

ていくことが必要です。 

 

 「高原町男女共同参画基本計画（改訂版）」は、本町の男女共同参画社会の実

現に向けた取組を総合的かつ計画的に推進するため、これまでの成果や社会情

勢の変化を踏まえて、施策の全体的な枠組みやその方向性と具体的施策を示す

とともに、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」並びに「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」に基づき要請される本町

における計画策定に対応するものです。 
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○ 本計画は、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項の規定に基づく「市

町村男女共同参画計画」として策定する法定計画です。 

○ 本計画は、「高原町男女共同参画推進条例」第９条第１項の規定に基づき策

定する男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

の基本的な計画です。 

○ 本計画は、国の第４次男女共同参画基本計画及び県の第３次みやざき男女

共同参画プランを踏まえると共に、高原町第５次総合計画や町の関連計画と

の整合性を図り策定しました。 

○ 本計画は、基本目標Ⅲを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律（以下「女性活躍推進法」という。）第６条第２項に基づく本町における「女

性活躍推進計画」とし、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を

一体的に策定します。 

○ 本計画は、基本目標－重点的に取り組むこと９を、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（以下「ＤＶ防止法」という。）第２条の

３第３項に基づく本町における「配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援

計画」とし、配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援に係る施策を一体的

に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《男女共同参画社会基本法》 

第１４条 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。 

《高原町男女共同参画推進条例》 

第９条 町は、男女共同参画の推進に関して、総合的かつ計画的に施策を実施するための基本

的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。 

《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）》 

第６条 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。 

《配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）》 

第２条の三 ３ 市町村は、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

計画を定めるよう努めなければならない。 
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２０１９年度（平成３１年度）から２０２３年度（平成３５年度）までの５

年間とします。 

 

年 度 
高原町男女共同 

参画基本計画 

高原町男女共同参画 

基本計画改訂版 

２０１４年度 

（平成２６年度） 

  

２０１５年度 

（平成２７年度） 

  

２０１６年度 

（平成２８年度） 

  

２０１７年度 

（平成２９年度） 

  

２０１８年度 

（平成３０年度） 

  

２０１９年度 

（平成３１年度） 

  

２０２０年度 

（平成３２年度） 

  

２０２１年度 

（平成３３年度） 

  

２０２２年度 

（平成３４年度） 

  

２０２３年度 

（平成３５年度） 

  

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

※年号について 

 計画策定時点において、新元号が未定のため、元号については「平成」で表

記しています。 
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（１）「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き、総合的かつ長期的に講ずべき施策の大綱

として、平成２７年１２月「第４次男女共同参画基本計画」が閣議決定されま

した。この計画では、長時間勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方

を前提とする労働慣行の変革を始め、女性活躍推進法の着実な施行により、女

性の採用・登用推進のための取組や将来指導的地位へ成長していく人材の層を

厚くするための取組を進めること等が強調されています。 

（２）女性活躍に係る動き 

○「日本再興戦略」の策定 

  平成２５年６月に閣議決定された「日本再興戦略」において、女性の活躍

推進が「成長戦略の中核」と位置付けられ、女性が活躍できる環境整備を推

進することとされました。また、平成２６年６月に閣議決定された「『日本再

興戦略』改訂２０１４」には、民間事業者及び国・地方公共団体が女性の活

躍推進に向けて果たすべき役割を定める新たな法的枠組みの構築を検討する

ことが盛り込まれました。 

 ○「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）」の

制定 

  自らの意思によって働き、又は働こうとする全ての女性の活躍を迅速かつ

重点的に推進し、その結果として男女の人権が尊重され、豊かで活力ある社

会を実現することを目的として、平成２７年９月に女性活躍推進法が公布・

一部施行されました（平成２８年４月全面施行）。 

  この法律では、女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の

策定を事業主に義務付けています（常時雇用する労働者数が３００人以下の

民間事業者については努力義務）。 

（３）関係法の成立・改正 

○「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」の改正 

  配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を目的とした「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」（以下「ＤＶ防止法」という。）が

改正され、平成２６年１月に施行されました。これにより、これまでの配偶

者からの暴力及びその被害者に加えて、同居する交際相手からの暴力及びそ

の被害者も法の適用対象となりました。 

 ○「生活困窮者自立支援法」の施行 

  生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」

として、「一人ひとりの尊厳の尊重」を基本とする自立支援策の充実を図るた
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め、相談支援・就労支援・居住確保支援・家計相談支援等を内容とする「生

活困窮者自立支援法」が、平成２７年８月に施行されました。 

 ○「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の公布・施行 

  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する「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月に公布・施行され

ました。 

○子ども・子育て支援法及び関連法の成立 

  幼児教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、子

ども・子育て支援法及び関連法が平成２４年８月に成立し、これに基づく新

たな子ども・子育て支援制度が、平成２７年４月に施行されました。 

○「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の改正 

 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」（以下「ストーカー規制法」と

いう。）が改正され（平成２５年１０月施行）、女性相談所等は、ストーカー行

為などの被害者に対する支援等に努めなければならないことが明記されまし

た。さらに、平成２８年の改正では、ソーシャルネットワーキングサービス（Ｓ

ＮＳ）等にメッセージを送ったり書き込んだりし続ける行為等が規制対象に追

加されました（平成２９年１月施行）。 

 

                                  

 

（１）「みやざき女性の活躍推進会議」の設立 

  企業、関係団体、行政が一体となって、女性が多様な働き方を実現できる

環境づくりを進め、女性はもちろん男性もいきいきと働き、活躍する活力あ

る宮崎を実現するため、平成２７年１０月、「みやざき女性の活躍推進会議」

が設立されました。当会議では、研修会の開催や情報発信などを行っていま

す。なお、県では、当会議を女性活躍推進法第２３条第１項に基づき、県内

における女性活躍推進に関する情報共有や協議を行う「協議会」として位置

付けました。 

（２）「ＤＶ対策宮崎県基本計画」の改訂 

  ＤＶ防止法の改正内容や国の基本的な方針、ストーカー規制法の改正内容

を踏まえ、「ＤＶ対策宮崎県基本計画」を改訂しました。 

 平成２６年３月改訂（計画期間：２６年度から３０年度までの５年間） 

（３）「みやざき子ども・子育て応援プラン」の策定 

 「子ども・子育て支援新制度」の実施主体である市町村を支援し、広域性と

専門性を有する立場から、「市町村子ども・子育て支援事業計画」を踏まえて、
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平成２７年３月、「みやざき子ども・子育て応援プラン」を策定しました。 

 平成２７年３月策定（計画期間：２７年度から３１年度までの５年間） 

（４）「宮崎県子どもの貧困対策推進計画」の策定 

 本県の子どもの貧困対策を総合的に推進するため、平成２８年３月、「宮崎

県子どもの貧困対策推進計画」を策定しました。 

 平成２８年３月策定（計画期間：２８年度から３１年度までの４年間） 

 

                                  

 

（１）「高原町男女共同参画推進本部」の設置（平成２３年） 

  男女共同参画に関する施策を総合的・計画的に進めるために、その所掌事 

項についての調査検討を行う作業部会を置く「高原町男女共同参画推進本部」

を設置しました。 

（２）「高原町男女共同参画推進条例」の制定（平成２４年） 

  平成２４年１２月に「高原町男女共同参画推進条例」を公布、翌年４月に 

施行しました。 

（３）「高原町男女共同参画推進審議会」の設置（平成２４年） 

  高原町男女共同参画推進条例に基づき、町長の附属機関として男女共同参

画の推進に関する施策及び重要事項について調査審議を行う「高原町男女共

同参画推進審議会」を設置しました。 

（４）「町民意識調査」の実施（平成２５年） 

男女共同参画基本計画策定において、町民の男女共同参画に関する意識と町 

民生活における実態を統計的に把握し反映するため、「高原町男女共同参画社

会づくりのための町民意識調査」を実施しました。 

（５）「高原町男女共同参画基本計画」の策定（平成２６年） 

  男女共同参画の推進に関する本町の課題や重点的に取り組むべき施策の方

向を明らかにし、男女共同参画社会形成への施策を総合的・計画的に推進す

るため、「高原町男女共同参画推進審議会」の意見を反映し、町民意識調査の

結果を踏まえた「高原町男女共同参画基本計画」を策定しました。 

（６）「にしもろ定住自立圏共生ビジョン連携事業」の実施（平成２８年） 

  西諸地域（小林市・えびの市・高原町）が主催となり、にしもろ定住自立 

圏共生ビジョン連携事業の一環として、本町において男女共同参画フォーラム 

を実施しました。プログラムには、各市町団体の事例発表、基調講演が盛り込 

まれました。 
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（１）人口減少・少子高齢化の進行 

  本町の総人口は、昭和３０年（１９５５年）の１６，５８３人をピークに

減少に転じ平成２７年（２０１５年）には９，３００人となっており、今後、

人口の減少が一層進んでいくものと予想されます。 

  年齢区分別人口の推移をみると、年少人口（０～１４歳）や生産年齢人口

（１５～６４歳）は減少する一方、老年人口（６５歳以上）は増加していま

す。 

  結果、本町の高齢化率（総人口に占める６５歳以上の人口の割合）は、平

成２７年（２０１５年）に３７．２％に上昇し、全国（平成２７年２６．６％）

及び宮崎県（平成２７年２９．３％）より高い水準で推移しています。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

（資料：「平成 27年国勢調査」「国立社会保障・人口問題研究所の日本の市町村別将来推計人口」） 

単位：（人） （％） 

１０，６２１ 

１０，０００ 

９，３００ 

８，５８９ 

７，８６２ 
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単身世帯 高齢者単身世帯（６５歳以上）

（２）家族形態の変化 

 本町における世帯の家族類型別の割合を見ると、「夫婦と子ども」の核家族

は微減し、「一人親と子ども」の一人親家庭のうち、母子世帯は減少していま

すが、父子世帯はわずかに増えており、「単身世帯」、「高齢者単身世帯」は増

加傾向にあり、本町においても家族形態の変化が進んでいます。 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

（３）就業構造の特徴 

  少子高齢化による労働力不足が問題となる中、女性をはじめとする多様な

人材を活用することが、経済社会の活性化にとって必要不可欠となっていま

す。そのような中、本町の労働力率は、男性が２０代から６０代にかけて労

働力率が概ね一定であるのに対し、女性は、結婚や出産等で一時的に労働力

が低下する時期があります。 
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男性 15% 90% 95% 98% 99% 98% 97% 96% 94% 84% 59% 44% 29% 21% 12%

女性 10% 79% 87% 88% 84% 91% 84% 87% 79% 65% 49% 28% 19% 11% 1%
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女性

（資料：「平成 27年国勢調査」） 

（資料：「平成 27年国勢調査」） 

単位：（戸） 

男女別年齢階級別労働力率 
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 本計画は、「高原町男女共同参画推進条例」第３条に規定する基本理念に基づ

き策定します。 

① 男女の人権の尊重 

 男女が、性別による差別的扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮

する機会が確保されるなど、男女の個人としての尊厳および人権が尊重される

こと。 

② 社会における制度や慣行への配慮 

 固定的な性別役割分担意識等を反映した社会の制度又は慣行が、男女の社会

における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されるこ

と。 

③ 政策等への意思形成及び決定への共同参画 

 男女が、社会の対等な構成員として、政策等あらゆる分野における意思の形

成及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

④ 家庭生活と仕事などの両立 

 男女が、相互協力と社会の支援の下に、子の養育、介護その他の家庭生活に

おける活動と家庭生活以外の学校、職場、地域等における活動を両立できるよ

うにすること。 

⑤ 性の尊重と健康な生活 

 男女が、互いの性を尊重するとともに、その身体の特徴についての理解を深

め、生涯にわたり共に心身の健康な生活を営むことができること。 

⑥ 男女共同参画に関する教育及び学習の機会の確保 

 すべての人に生涯にわたる男女共同参画に関する教育及び学習の機会が確保

されること、並びに、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野に

おける教育について、その促進が配慮されること。 

⑦ 国際的な理解や協調 

 男女共同参画に関する施策については、国際社会における取組と密接な関係

があることから、国際理解及び国際協調の理念の下に行われるよう配慮するこ

と。 



２
計

男女の人権を侵
害するあらゆる
暴力の根絶

Ⅵ

高原町女性活躍推進計画

Ⅴ 生涯を通じた男
女の健康支援

Ⅲ
あらゆる分野に
おける女性が活
躍できる環境づ
くり

Ⅱ
男女が共に支え
合う活力ある地
域づくり

基本目標

Ⅰ
男女共同参画社
会の実現に向け
た意識づくり

Ⅳ
生活上の困難を
抱えやすい人々
が安心して暮ら
せる環境の整備

⑯ひとり親家庭の多様な状況に応じた包括的な支援
⑰障がいのある人の多様な状況に応じた包括的な支援
⑱高齢者の多様な状況に応じた包括的な支援
⑲子どもや若者の多様な状況に応じた包括的な支援
⑳外国人等多様な状況に応じた包括的な支援
㉑災害により直面する複合的に困難な状況への支援
㉒子育て・介護等多様な生活形態に係る支援

㉔配偶者等からの暴力についての知識・理解を図る広報・啓発の推進
㉕デートＤＶの防止に向けた教育・啓発の推進
㉖安心して相談できる体制の整備
㉗早期発見・未然防止に向けた体制の整備
㉘被害者の早期の安全を確保する関係機関との連携強化
㉙被害者の安全を守る各種制度の周知と迅速・適切な運用
㉚配偶者等からの暴力のある家庭に育つ子どもへの支援
㉛被害者の生活再建に向けた相談・支援
㉜性別に起因するあらゆる形態の暴力に対する理解の促進を図る広報・啓発の推進
㉝あらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止・被害者支援に向けた環境づくりの促進
㉞性犯罪・ストーカー行為の被害者支援に向けた関係機関との連携強化

9

10

配偶者等からの暴力の防止及び被害
者支援の推進
（高原町配偶者等からの暴力の防止
及び被害者支援計画）

性別に起因するあらゆる暴力を容認
しない環境づくりの推進

8 多様なライフステージに応じた男女
の心身の健康づくりの充実

㉓健康保持・維持のための事業の充実

6

7

複合的に困難な状況にある女性等へ
の包括的な支援

多様な生活形態・状況に対応する子
育てや介護等に係る生活支援

重点的に取り組むこと

①男女共同参画の意識の啓発・普及
②教育・学習を通じた男女共同参画の推進
③近隣自治体と連携した啓発・推進
④固定的な性別役割分担意識に基づく制度や慣行の見直しに向けた啓発

1

2

男女共同参画についての教育・学習
機会の推進

男女共同参画の視点に立った制度・
慣行の見直し

男女共同参画事業

⑤地域活動における慣行の見直しと男女共同参画の推進
⑥男女共同参画の視点に立った防災・安全意識の向上

4

5

職業生活における女性の活躍の推進
に向けた就業環境の整備

政策・方針決定過程への女性の参画
拡大

⑦雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保に向けた取組への支援
⑧男女ともに仕事と生活の調和が図れる雇用等就業環境の見直しに向けた取組への支援
⑨女性の能力開発・能力発揮への支援
⑩雇用の分野における管理職への女性の参画拡大に向けた取組への支援
⑪行政分野における審議会等への女性の参画拡大
⑫農林水産業・商工業分野における政策、方針決定過程への女性の参画拡大に向けた取組への支援
⑬地域における自治公民館、各種団体における方針決定過程への女性の参画拡大に向けた取組への支援
⑭防災分野における女性の参画拡大
⑮女性の参画拡大に向けた人材育成

3 「地域」における男女共同参画の推
進

男

女

共

同

参

画

社

会

の

実

現
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高原町男女共同参画基本計画 

 

男女共同参画社会基本法 

・高原町女性活躍推進計画 

 
・高原町ＤＶ防止基本計画 

 

高原町男女共同参画推進条例 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法） 

第４次男女共同参画基本計画 

 

国 

県 第３次みやざき男女共同参画プラン 

 

 

●本部長：副町長 

●副本部長：教育長 

●本部員：各課（局・事務・館）長 

○施策・事業の総合的かつ効果的な推進 

 

 

●作業部会員：各課（局・事務・館）係長 

○関係部門相互間の総合調整 

 

 

●審議会委員：１０名以内 

○男女共同参画の推進に関する

施策及び重要事項についての調

査・審議 

高原町長 

総合政策課企画政策係 

【男女共同参画推進本部及び男女共同参画推進審議会事務局】 

関係各課・機関 

第
５
次
高
原
町
総
合
計
画
（
２０１２
年
度
（
平
成
２４
年
度
）
～
２０２１
年
度
（
平
成
３３
年
度
）） 

高原町男女共同参画推進本部 

高原町男女共同参画推進本部作業部会 

高原町男女共同参画推進審議会 

町民 

近隣 

自治体 

事業所 

各種団体 

諮問 答申 

総合調整 推進 

連携 

整合 

連携 

連携 

連携 協働 

協働 

協働 

高原町男女共同参画社会づくりに向けた推進体制図 

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） 
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《現状と課題》 

 平成２５年に実施した「男女共同参画社会づくりのための町民意識調査」に

おいて、「男女の地位の平等感」について、「学校教育の中で」、「法律や制度で」

では、多くの人が平等であると感じていますが、特に「家庭の中で」、「地域社

会の中で」では、国・県の調査と比較した場合、平等に感じる割合が低く、「男

性の方が優遇されている」と感じる人の割合が高くなっており、男尊女卑など

の社会通念が根強く残っているという本町の特性が分かりました。 

 また、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という固定的な性別役割

分担意識も依然として根強く、女性より男性の方が、また、若い世代より高齢

世代の方がその傾向が強くなっています。 

 このような状況を改善するために、家庭、学校、職場、地域における男女共

同参画の視点に立った教育、学習機会の積極的な充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本目標Ⅰ》 

男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

  男女共同参画社会の実現に向けて、固定的な性別役割分担意識の解消等男女

共同参画の意義を正しく理解することが必要不可欠です。そのため、男女共同

参画社会に向けた意識づくりを目指します。 

１ 男女共同参画についての教育・学習機会の推進 

 

《男女共同参画事業》 

①男女共同参画の意識の啓発・普及 

②教育・学習を通じた男女共同参画の推進 

③近隣自治体と連携した啓発・推進 
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No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

男女共同参画社会

づくりに向けた分

かりやすい広報・

啓発活動の推進 

男女共同参画についての正しい理

解を深めるため、対象やテーマに応

じた研修会等の開催や県等の機関

が開催する研修会の情報提供等、広

報・啓発活動を積極的に行います。 

総合政策課 

２ 

広報誌等への男女

共同参画に関する

記事掲載 

男女共同参画についての正しい理

解を深めるため、広報誌やホームペ

ージの活用により町民に分かりや

すく伝えます。 

総合政策課 

３ 

多様な機会を活用

した男女共同参画

についての情報提

供の充実 

男女共同参画に関する統計資料・関

連情報を広く収集し、研究に努め町

民に分かりやすい形で提供します。 

総合政策課 

４ 
町職員に対する研

修の実施 

男女共同参画についての正しい理

解を深めるため、研修を実施しま

す。実施に当たっては、職員の積極

的な参加の促進に努めます。 

総務課 

５ 
各種講座、事業等

の開催日時の配慮 

町が実施する事業において、性別、

年齢等に関わりなく誰もが参加し

やすいよう開催日時や場所等に配

慮します。 

総合政策課 

町民福祉課 

農政林務課 

農畜産振興課 

教育総務課 

６ 

女性団体への情報

提供等の支援・協

働 

女性団体の活動が、男女共同参画社

会の形成の促進に寄与するよう、男

女共同参画についての情報提供や

県男女共同参画センターが実施す

る研修会等への参加を働きかけ、よ

り一層、連携協働に努めます。 

総合政策課 

農政林務課 

農畜産振興課 

農業委員会事務局 

教育総務課 

７ 

町が開催する講座

等での一時保育の

実施 

子育て中の人が、町が主催する講座

や会議等に参加しやすいよう一時

保育の実施についての体制整備を

図ります。 

総合政策課 

町民福祉課 

農政林務課 

農畜産振興課 

教育総務課 

男女共同参画事業① 

男女共同参画の意識の啓発・普及 
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近隣自治体と連携した啓発・推進 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

教職員、幼稚園教諭、

保育士等、教育に携

わる人への研修会等

の情報提供 

男女共同参画意識の向上を図る

ために教職員、幼稚園教諭、保育

士等、教育に携わる人の男女共同

参画についての研修会等への参

加を積極的に働きかけます。 

総合政策課 

町民福祉課 

教育総務課 

２ 
人権教育・学習の推

進 

男女共同参画についての学びを

テーマに入れた人権教育・学習の

推進を図ります。 

教育総務課 

３ 
租税教育への男女共

同参画の視点の導入 

出前講座等における租税教育を

行う際に、若年期からの社会感覚

を磨き納税意識が高められるよ

う、「税」について、社会、経済・

雇用等基本的な社会の仕組みと

のつながりの中で、男女が共に社

会的に自立する存在であること

の大切さを説明する等、男女が共

に利益を享受し負担を担う男女

共同参画社会の理念を踏まえる

内容の充実を図ります。 

税務課 

４ 
家庭教育学級等にお

ける学習機会の提供 

家庭教育学級等における男女共

同参画についての学習機会の提

供を促進します。 

教育総務課 

５ 

職場・地域・各種団

体に対する学習機会

の提供 

講演会や講座等の開催にあたり、

各種団体等へ情報の提供を行い、

学習機会の充実に努めます。 

教育総務課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

近隣自治体と連携し

た男女共同参画推進

の取組 

男女共同参画についての講演会

の開催等、にしもろ定住自立圏で

連携して取り組みます。 

総合政策課 

 

男女共同参画事業③ 

男女共同参画事業② 

教育・学習を通じた男女共同参画の推進 
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《現状と課題》 

 平成２５年に実施した「男女共同参画社会づくりのための町民意識調査」に

おいて、「会合や行事の湯茶・食事の準備や後片付けは女性の役割という雰囲気

がある」、「区・班・ＰＴＡ等の役員名簿には夫の名前を載せるが、実際には妻

が役割を果たしていることが多い」、「団体の長や代表等には男性がなるほうが

よい（なるものだ）という雰囲気がある」等、さまざまな慣行があることが分

かりました。 

 このように、固定的な性別役割分担意識やそれに基づく社会における制度・

慣行は依然として根強く残っています。 

 このような状況を改善するため、家庭・学校・職場・地域において、主体的

な取組が促進されるよう、学習機会の提供等広報啓発を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し 

 
《男女共同参画事業》 

④固定的な性別役割分担意識に基づく制度や慣行の見直しに向けた啓発 

 

男女共同参画週間 

 毎年、６月２３日から２９日まで

は男女のパートナーシップについて

考える啓発期間です。 

 女性も男性も、性別に関わらず、

職場、学校、地域社会、家庭で、そ

れぞれの個性と能力を発揮できる

「男女共同参画社会」の実現を目指

します。 
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固定的な性別役割分担意識に基づく制度や慣行の見直しに向けた啓発   

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

制度や慣行について

の見直しを促進する

ための学習機会の提

供等広報啓発活動の

推進 

家庭、学校、職場、地域において、

固定的な性別役割分担意識に基

づく慣行についての主体的な見

直しが行われるよう、学習機会の

提供、多様な機会を活用した情報

提供等広報・啓発活動に取り組み

ます。 

総合政策課 

教育総務課 

２ 

町役場における制度

や慣行の見直しに向

けた取組の推進 

町役場における固定的な性別役

割分担意識等に基づく制度や慣

行の見直しに取り組みます。 

総合政策課 

総務課 

３ 
先進自治体の事例等

の収集及び活用 

固定的な性別役割分担意識を解

消し、男女共同参画により多様性

に富んだ活力ある職場、地域づく

りを推進している先進自治体の

事例等を収集し、事業所、自治公

民館等への情報提供を行います。 

総合政策課 

教育総務課 

４ 

学校運営における慣

行見直しに向けた調

査研究 

学校運営における、男女共同参画

社会の形成の阻害要因となる固

定的な性別役割分担意識に基づ

く慣行等がないか、実態把握調査

研究に努めます。 

教育総務課 

５ 
行事やイベントにお

ける慣行の見直し 

町が主催する行事やイベントは、

役割分担を決定する過程におい

て、性別に関わりなく一人ひとり

の意見が反映されたものとなる

よう積極的な見直し、改善に努め

ます。 

総合政策課 

町民福祉課 

教育総務課 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画事業④ 
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《施策指標》基本目標Ⅰ：男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

指標項目 

現況値 目標値 

２０２３年度までに 

（平成３５年度までに）  
年度 数値 

男女共同参画社会に

ついての研修会、講

座等の開催数 

平成２９年度 年２回 年５回 

「夫は外で働き、妻

は家庭を守るべきで

ある」という固定的

な性別役割分担意識

にとらわれない人の

割合 

平成２５年度 ４５．２％ ７５％ 

「高原町男女共同参

画推進条例」という

用語の周知度 

平成２５年度 ４７．８％ １００％ 

「男女共同参画」と

いう用語の周知度 
平成２５年度 ６１．３％ １００％ 

「女子差別撤廃条

約」という用語の周

知度 

平成２５年度 ３９．３％ ７０％ 

「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・

バランス）」という用

語の周知度 

平成２５年度 ３８．７％ ７０％ 
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《現状と課題》 

 平成２５年に実施した「男女共同参画社会づくりのための町民意識調査」に

おいて、「地域」への町民の関わりが希薄であることが分かりました。 

 また、性別や年齢、生活形態の違いにより「地域」への関わりが阻害される

要因となる慣習や雰囲気があるという現状がみられました。 

 これらの状況を改善するために、「地域」における男女共同参画の推進に取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本目標Ⅱ》 

男女が共に支え合う活力ある地域づくり 

  町民にとって家庭と共に最も身近な暮らしの場である「地域」は、少子高齢

化・過疎化の進行、社会的孤立の状態にある生活に困難を抱える人の増加、人

間関係の希薄化、家庭における育児・介護の困難や暴力・虐待、犯罪や災害の

危険等多くの課題を抱えています。 

 これらの多様化・複雑化する「地域」の課題の解決には、すべての人が地域

活動へ参画する取組が必要不可欠です。そのため、男女が共に支え合う活力あ

る地域づくりを目指します。 

３ 「地域」における男女共同参画の推進 

 

《男女共同参画事業》 

⑤地域活動における慣行の見直しと男女共同参画の推進 

⑥男女共同参画の視点に立った防災・安全意識の向上 
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男女共同参画の視点に立った防災・安全意識の向上 

地域活動における慣行の見直しと男女共同参画の推進  

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 
地域活動における男

女共同参画の推進 

性別等に関わりなく誰もが参画

できるよう、組織運営や活動の進

め方の見直しに向けての啓発活

動に積極的に取り組みます。 

総合政策課 

総務課 

教育総務課 

２ 

自治公民館等、身近

な場所での講座等の

開催 

男女共同参画についての講座等

に性別等に関わりなく誰もが参

加しやすいよう、身近な場所での

実施に努めます。 

総合政策課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

男女共同参画の視点

に立った地域におけ

る防災意識の向上 

地域において、防災士と協働して

男女のニーズに広く対応した防

災活動ができるように啓発活動

を進めます。また、防災への女性

の参画促進に取り組みます。 

総務課 

２ 

男女共同参画の視点

に立った地域防災計

画の推進 

政策過程への女性の参画を促進

し、男女共同参画の視点に立った

防災計画の見直しを図ります。 

総務課 

 

《施策指標》基本目標Ⅱ：男女が共に支え合う活力ある地域づくり 

指標項目 

現況値 目標値 

２０２３年度までに 

（平成３５年度までに）  
年度 数値 

自治会役職に占める

女性の割合 
平成２９年度 ０％ ３０％ 

地域社会の中で男女

が平等であると感じ

る人の割合 

平成２５年度 ２３．５％ ３０％ 

 

 

 

男女共同参画事業⑥ 

男女共同参画事業⑤ 
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《現状と課題》 

女性労働者の多くは、出産・育児期に就業を中断することから、女性の年齢

階級別労働力率を表す曲線は、３０代を底とするＭ字カーブを描いています。 

また、子育て期以降の女性の雇用形態は、パートタイム労働等の非正規雇用

の割合が高く、女性の長期的なキャリア形成を困難にしており、その結果、職

場で経験や知識を蓄積できず、管理職への登用等の機会や賃金等待遇に男女間

の格差も存在しています。 

 一方、男性にも長時間労働の常態化により心身の健康を損ねる人が増加する

等、雇用環境の不安定化と悪化による人権尊重の視点から看過できない様々な

問題が生じています。 

 このような状況の背景には、これまでの職場優先の組織風土や長時間労働等

固定的な性別役割分担を前提とした男性中心型の労働慣行が、男女双方の働き

方・暮らし方に様々な影響を及ぼしていることがあり、更なる少子高齢化の進

展等を踏まえて一層の対応が求められる、子育てや介護に係る支援を中心とす

るワーク・ライフ・バランスの面からも改善が必要です。 

 

４ 職業生活における女性の活躍の推進に向けた就業環境の整備 

 

《基本目標Ⅲ》 

あらゆる分野における女性が活躍できる環境づくり 

（高原町女性活躍推進計画） 

 

 

 少子高齢化の進行・人口減少等社会経済情勢の変化により、労働力の確保・

定着に不安を抱える事業所が増加傾向にある中、男女双方の労働者が、個人と

しての能力を発揮できるよう、子育てや介護等による就業中断・離職に直面す

る等の状況への対応を図り、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の視点を踏まえた就業環境の整備が求められています。中でも、女性の就業環

境は、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法等の法整備により、徐々に改善が

みられるものの、依然として職業生活における男女格差は大きく、女性活躍推

進法に基づく取組を進める必要があります。また、あらゆる分野において、男

女が社会の対等な構成員として、政策・方針決定過程に共に参画することがで

きるよう、女性の参画拡大に向けた取組を進めることも重要です。 
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 就業は、個人の生活の経済的基盤であると同時に自己実現につながるもので

あり、性別に関わりなく、一人ひとりが、個性と能力を十分に発揮することが

できる就業環境を整備することは、人権尊重の視点から重要であるとともにダ

イバーシティ（多様性）の推進による持続可能な社会・経済の活性化という視

点からも要請されます。 

 そのため、男性中心型労働慣行を見直し、雇用の分野における男女の均等な

機会の確保や女性の就業継続や再就職に対する支援等に取り組み、Ｍ字カーブ

問題の解消や就業生活における女性の活躍を推進する就業環境の整備の促進を

図ります。 

 また、雇用の分野のみならず農業・商工業等自営業における就業環境の整備

を進める必要があります。 

 さらに、性別に関わらず一人ひとりの多様な生き方、働き方の多様な選択が

尊重されるよう、子育て・介護等により就業中断・離職した人の再就職や、企

業における人材の確保・定着に向けて関係機関等との連携による支援に取り組

む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《男女共同参画事業》 

⑦雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保に向けた取組への支援 

⑧男女ともに仕事と生活の調和が図れる雇用等就業環境の見直しに向けた取組への支援 

⑨女性の能力開発・能力発揮への支援 
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雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保に向けた取組への支援  
No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

男女の均等な雇用の

機会と待遇の確保及

び非正規雇用労働者

の雇用環境の整備促

進のための関係法令

や諸制度の周知・啓

発 

雇用の分野における募集・採用、

配置・昇進の性別を理由とした差

別の禁止や妊娠・出産等を理由と

する不利益扱いの禁止等を規定

する「男女雇用機会均等法」、ま

た、パートタイム労働者等非正規

雇用労働者の雇用条件や雇用環

境の均衡のとれた公正な待遇の

確保や正規労働者への転換の推

進等を規定する「パートタイム労

働法」等関係法令や労働環境の各

種課題に関する諸制度の周知・啓

発と雇用に関する各種相談につ

いて、適切な対応を行います。 

総合政策課 

２ 

メンタルヘルス等健

康確保やハラスメン

トの防止に向けた啓

発 

性別に関わらず一人ひとりの働

く人の健康確保は、男女とも就業

を基盤とするキャリア形成に影

響を及ぼすと同時に生産性の向

上の観点からも重要な課題です。

常態化する長時間労働や複雑な

人間関係等により、心身の健康に

変調をきたす人が増えている中、

健康の問題による就業中断がそ

の後の生活上の様々な困難につ

ながっています。 

事業所等においてはメンタルヘ

ルス等健康確保やセクシュア

ル・ハラスメント等あらゆるハラ

スメントの防止に向けた主体的

な取組が促進されるよう、学習機

会や情報の提供等の啓発に取り

組みます。 

総務課 

総合政策課 

教育総務課 

 

男女共同参画事業⑦ 
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商工業等自営業の分

野における就業環境

の整備及び女性従業

者の経営への参画を

促進する啓発 

商工業等の自営業において、女性

が家族従事者として果たしてい

る役割が適切に評価され、その貢

献に見合う賃金を確保できるよ

う、経営改善を通じた就業環境の

整備と女性従業者の経営への参

画の促進に向けて商工会等との

連携による啓発に取り組みます。 

産業創生課 

４ 

男女共同参画の視点

を踏まえた家族経営

協定の普及と締結の

促進 

農業分野の家族経営において、経

営体としての強化を図るための

家族経営協定締結の取組が進め

られています。締結の際、その内

容に女性従業者の経済的地位の

向上、妊娠・出産・育児期等生涯

を通じた健康確保等、女性の就業

環境の整備に係る項目の設置が

図られるよう男女共同参画の視

点を踏まえた家族経営協定の普

及と締結の促進に向けて関係機

関等と連携して取り組みます。 

農政林務課 

農畜産振興課 

農業委員会事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 
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男女ともに仕事と生活の調和が図れる雇用等就業環境の見直しに向けた取組への支援 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

ワーク・ライフ・バ

ランスに関する理解

の浸透を図る啓発と

長時間労働の是正等

働き方改革の促進 

ワーク・ライフ・バランスは、個

人生活の充実と経済社会の活性

化につながることへの理解の浸

透と町民的気運の醸成を図る広

報・啓発に関係課や団体等と連携

して取り組みます。特に、事業所

等における仕事優先の組織風土

の改善や長時間労働の常態化等

働き方の見直しと、事業所に対し

て育児休業制度や介護休業制度、

その他関係法令等の周知と普及

の定着に向けて取り組みます。 

総合政策課 

総務課 

２ 

ワーク・ライフ・バ

ランスを図る多様な

ニーズに対応した保

育・介護サービスの

提供の促進 

ワーク・ライフ・バランスの実現

に向けては、固定的な性別役割分

担意識を背景に、特に育児・子育

て、介護と仕事のバランスを図る

上での様々な困難が女性の活躍

を阻害する大きな要因になって

います。また、高齢化の進展によ

る男性も含めた介護離職者の増

加や晩婚・晩産化による子育てと

介護の負担を同時に担う（ダブル

ケア）状況への対応も要請されま

す。そのため、それぞれの人が望

むワーク・ライフ・バランスを図

る多様なニーズに対応した保

育・介護サービスの提供を促進し

ます。 

町民福祉課 

ほほえみ館 

  

男女共同参画事業⑧ 
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女性の能力開発・能力発揮への支援 

男女共同参画事業⑨ 

３ 

男性の子育てへの参

画の促進及び育児休

業、介護休業・休暇

の取得の促進に向け

た啓発 

共働き世帯・専業主婦世帯等、世

帯の類型に関わらず、固定的な性

別役割分担意識による子育て・介

護の負担が、女性にかかっている

現状は、特に職業生活における女

性の活躍推進を阻む要因になっ

ているとともに、男女の個人とし

ての生き方・働き方の主体的な選

択にも影響を及ぼしています。そ

のため、男女ともに家庭的責任を

担うことができるよう男性の子

育てへの参画及び育児休業、介護

休業・休暇の取得の促進に向けた

個々人の意識改革を図る学習機

会の提供・情報提供等の啓発に関

係機関・団体等と連携して取り組

みます。また、町における男性職

員の育児休業の取得促進、労働時

間軽減のための職場環境の改善

等「次世代育成支援対策推進法」

「女性活躍推進法」による特定事

業主行動計画に基づき推進しま

す。 

総合政策課 

総務課 

町民福祉課 

ほほえみ館 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 
地方創生等における

女性の活躍推進 

地域における女性の活躍推進は、

起業活動、行政、地域等の現場に

多様な価値観や創意工夫をもた

らします。そのため、「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に基づ

く地方創生に向け、男女共同参画

の視点を踏まえた女性の活躍や

起業支援に取り組みます。 

総合政策課 

産業創生課 
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女性の能力開発・能

力発揮や再就職及び

新規就業に関する支

援 

男性中心型労働慣行により能力

を発揮・開発する機会が得られに

くい状況に置かれてきた女性が、

個人としての能力を開発・発揮

し、より活躍できるよう、就業環

境の整備を前提に、働く女性への

学習機会の提供・情報提供等を通

じた支援を関係機関・団体等と連

携して行います。また、新規就

業・再就職希望者に対する情報提

供や継続支援、仕事と生活の両立

のための相談等に努めます。 

町職員の女性の能力発揮・開発に

ついては、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に係る「特定事業主

行動計画」に基づき推進します。 

総務課 

産業創生課 

農政林務課 

農畜産振興課 

３ 

農林水産業の女性に

よる起業・コミュニ

ティ・ビジネス等の

支援 

農林水産業の分野において、豊か

な地域資源を生かしたコミュニ

ティ・ビジネスについて、生産と

消費双方の実感を有する女性の

６次産業化等への起業支援や男

性中心、世帯単位の傾向になりが

ちな新規就農に係る施策の実施

にあたって、女性のニーズにも対

応できるような配慮を行います。 

農政林務課 

農畜産振興課 

 

《施策指標》基本目標Ⅲ：あらゆる分野における女性が活躍できる環境づくり 

指標項目 

現況値 目標値 

２０２３年度までに 

（平成３５年度までに）  
年度 数値 

「家事」を夫と妻が

分担する人の割合 
平成２５年度 ２２．９％ ４０％ 

町の審議会等への女

性の登用率 
平成２９年度 １２．６％ ３５％ 

町内の就業者に占める女性 

管理的職業従事者の割合 
平成２５年度 ５．６％ ２０％ 

２ 
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《現状と課題》 

 多様化・複雑化する地域課題の解決に向けて、あらゆる分野の政策・方針決

定過程に、性別に関わらず多様な立場の人が参画し、当事者や地域生活者の声

を反映させていくことが求められています。 

 女性の就業率は増加し、地域では、多くの女性が活動を支える等、本町にお

いても、女性が男性とともに多様な分野に参加し大きな役割を担っていますが、

政策・方針決定過程への女性の参画の状況は十分ではありません。 

 このような状況の背景には、固定的な性別役割分担意識に基づく様々な制度

や慣行の影響があります。 

 そのため、行政・経済・地域等あらゆる分野における女性の参画拡大に向け

て、固定的な性別役割分担意識に基づく様々な制度や慣行の見直しを進めると

ともに、女性の力量形成に取り組むことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《男女共同参画事業》 

⑩雇用の分野における管理職への女性の参画拡大に向けた取組への支援 

⑪行政分野における審議会等への女性の参画拡大 

⑫農林水産業・商工業分野における政策、方針決定過程への女性の参画拡大に向けた取組への支援 

⑬地域における自治公民館、各種団体における方針決定過程への女性の参画拡大に向けた取組への支援 

⑭防災分野における女性の参画拡大 

⑮女性の参画拡大に向けた人材育成 

５ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 
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雇用の分野における管理職への女性の参画拡大に向けた取組への支援  

行政分野における審議会等への女性の参画拡大 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 
雇用環境の整備に向

けた周知・啓発 

労働者が性別により、差別される

ことなく能力が発揮できるよう

な雇用環境の整備のために、男女

雇用機会均等法の周知・啓発に努

めます。 

産業創生課 

２ 

企業等の雇用管理の

改善に向けた周知・

啓発 

企業等が積極的かつ自主的に雇

用管理の改善を行うよう、積極的

改善措置（ポジティブ・アクショ

ン）の取組について周知・啓発に

努めます。 

産業創生課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 
町における女性職員

の登用促進 

「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」を踏まえた

「特定事業主行動計画」に基づ

き、女性職員の登用促進に取り組

みます。 

総務課 

２ 

町の審議会等委員へ

の女性の登用を進め

る取組の促進 

年次毎の調査を行い、数値目標の

達成に向けた計画的な登用を図

ります。改選時には、多様な視点

が反映されるよう人材の固定化

に留意し、推薦を依頼する団体へ

の協力要請や職務指定委員の見

直し、公募委員の導入に努めま

す。 

全課 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画事業⑩ 

男女共同参画事業⑪ 
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農林水産業・商工業分野における政策、方針決定過程への女性の参画拡大に向けた取組への支援 

地域における自治公民館、各種団体における方針決定過程への女性の参画拡大に向けた取組への支援 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

女性の経営への参画

を促進する就業環境

整備の促進と人材育

成 

農林水産業や商工業等自営業に

おいては、就業と生活の場を同じ

くする家族経営が多いことから、

固定的な性別役割分担意識に基

づく就業の慣行が、家事・育児等

による女性の負担を重くし、女性

が能力を生かし男性とともに対

等なパートナーとして経営に参

画する機会の阻害要因になって

います。そのため、男性中心の就

業慣行の改善に向けた学習機会

の提供及び情報提供等の啓発に

関係機関・団体等と連携して取り

組みます。 

総合政策課 

産業創生課 

農政林務課 

農畜産振興課 

農業委員会事務局 

２ 

女性が農業経営に参

画する機会の確保に

向けた人材育成 

女性が男性とともに対等なパー

トナーとして経営に参画する機

会の確保に向けて、女性農業経営

士の認定推奨を促進し、女性の認

定農業者とともに関係機関・団体

等と連携して人材育成に努めま

す。 

農政林務課 

農畜産振興課 

農業委員会事務局 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

農林水産業や商工業

分野における女性の

参画の拡大を図る取

組の促進 

農業委員会、農業協同組合等農業

団体及び商工会、その他の商工団

体に対して役員等への女性の登

用促進について、学習機会の提供

及び情報提供等を通じた取組を

促進します。 

総合政策課 

産業創生課 

農政林務課 

農畜産振興課 

農業委員会事務局 

 

 
 

 
 

男女共同参画事業⑫ 

男女共同参画事業⑬ 
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防災分野における女性の参画拡大 

女性の参画拡大に向けた人材育成 

 

 

 

 

２ 

地区公民館・自治会

等地域に根ざした組

織の地域活動におけ

る方針決定過程への

女性の参画の拡大を

図る取組の推進 

地域の多様化と持続可能な地域

の活力を担う地域づくりへの要

請に対応するため、地区公民館・

自治会等における方針決定過程

への女性の参画の拡大を図る必

要があります。そのため、固定的

な性別役割分担意識に基づく運

営や活動のあり方等慣行の見直

しに向けた意識啓発を図ります。 

総合政策課 

総務課 

 

各種団体・組織等に

おける女性の参画を

進める取組の促進 

ＰＴＡ、スポーツ団体、地域づく

り活動団体等における役員への

女性の参画促進を働きかけると

ともに女性の力量形成に向けた

学習機会の提供・情報提供等を行

います。 

総合政策課 

教育総務課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

 
地域防災における女

性の参画拡大の推進 

地域の防災意識の向上を図るた

め、生活者の多様な視点を反映し

た防災対策の実施に向けて、地域

防災に関する対策・方針決定過程

及び自主防災組織への女性の参

画の推進を図ります。 

総務課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

女性の能力開発及び

ネットワークの構築

とネットワーキング

への支援 

女性の参画拡大、能力開発に係る

学習機会の情報提供を通じた支

援の実施に努めます。また、町の

政策への幅広い女性の意見を反

映するため、男女共同参画に係る

学習機会の提供・情報提供の実施

に努めます。 

総合政策課 

総務課 

産業創生課 

男女共同参画事業⑭ 

３ 

男女共同参画事業⑮ 

１ 
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《現状と課題》 

 単身世帯やひとり親世帯が増加しており、本町においても、高齢者単身世態

や父子家庭の増加傾向がみられ、家族形態・生活形態の多様化が進んでいます。 

 また、社会情勢の変化に伴い、雇用・就業環境が厳しさを増す中で、生活上

の困難に直面する人が増加しています。特に、ひとり親家庭や障がいのある人、

高齢者、女性は厳しい生活環境や雇用環境に置かれやすい状況にあり、様々な

支援を必要とする問題が顕在化しています。 

そのため、年齢、障がい、性別等に関わらず、人権を尊重し、すべての人が

安心して自立した生活を送ることができるよう、支援等を行うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 複合的に困難な状況にある女性等への包括的な支援 

 

《男女共同参画事業》 

⑯ひとり親家庭の多様な状況に応じた包括的な支援 

⑰障がいのある人の多様な状況に応じた包括的な支援 

⑱高齢者の多様な状況に応じた包括的な支援 

⑲子どもや若者の多様な状況に応じた包括的な支援 

⑳外国人等多様な状況に応じた包括的な支援 

㉑災害により直面する複合的に困難な状況への支援 

 

 

《基本目標Ⅳ》 

生活上の困難を抱えやすい人々が安心して暮らせる環境の整備 

 家族形態の多様化、非正規労働者の増加等により、経済的に不安を抱えてい

る人、介護・看護、子育てに困難を抱えている人、加齢等により日常生活に支

障を来たしている人等幅広い層で生活上の困難を複合的に抱える人が増加し

ています。特に、女性は、このような状況に置かれやすく、その背景には、性

別による偏見や差別的取扱い等があります。誰もが安心して暮らすことができ

る男女共同参画社会の形成に向けて、性別に由来する人権への配慮を踏まえ、

生活上の困難を抱える女性等への包括的な支援に取り組みます。 
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ひとり親家庭の多様な状況に応じた包括的な支援 

障がいのある人の多様な状況に応じた包括的な支援 

男女共同参画事業⑰ 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

ひとり親家庭等への

生活支援及び自立支

援 

ひとり親家庭は、経済、子どもの

教育、健康面等で生活上の困難や

課題を抱えやすく、仕事と家庭の

両立も難しいこと等から、個々の

状況に応じた子育て、就業、経済

面等の総合的な支援が要請され

ます。特に女性は、出産・育児等

により就業を中断する人や非正

規雇用者が多く、経済的に困窮し

やすいこと、男性は、固定的性別

役割分担意識に基づく地域との

関わり方や仕事優先の働き方に

より、地域から孤立しやすいこと

等に配慮します。 

町民福祉課 

教育総務課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 
障がい者地域生活支

援 

障がい者が自立した生活を営む

ことができるよう、経済的負担軽

減や地域特性や利用者の状況に

応じた柔軟な形態による事業を

効率的かつ効果的に実施し、障が

い者福祉の増進を図ります。 

町民福祉課 

 障がい者の生活の安

定と自立を支えるた

めのあらゆる施策へ

の男女共同参画の視

点の導入 

障がい者に係る施策の実施にあ

たっては、「男女の人権の尊重」

を踏まえて、性別によるニーズの

把握や対応に配慮します。 

町民福祉課 

 

 

 

男女共同参画事業⑯ 

２ 
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No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

高齢者の自立した生

活を支えるサービス

の充実 

男女共同参画の視点に配慮して、

高齢者の活動を活性化し、安心・

安全に生活できるようなサービ

スを充実するとともに、社会参画

意欲に応えられるよう環境の整

備に努めます。 

町民福祉課 

ほほえみ館 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

困難な状況にある若

者等の自立に向けた

切れ目の無い支援と

取組の推進 

中途退学者や未就職卒業者等の

状況にある若者等が、自立に向け

て社会生活を円滑に営むことが

できるよう関係機関・団体等と連

携し、一人ひとりの実情にあった

支援の取組に努めます。 

町民福祉課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

地域に暮らす外国人

に対する情報提供や

相談体制等の充実 

多言語による情報提供について、

ホームページや印刷物等の設置

により広く周知します。また、関

係団体と連携し、生活等に関する

相談に対応します。 

総合政策課 

総務課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 
災害時における多様

な状況に応じた整備 

災害発生時の避難所運営や生活

用品等の備蓄について、女性や子

ども、高齢者、障がい者等に配慮

した整備を進めます。 

総務課 

高齢者の多様な状況に応じた包括的な支援 

男女共同参画事業⑱ 

子どもや若者の多様な状況に応じた包括的な支援 

外国人等多様な状況に応じた包括的な支援 

男女共同参画事業⑳ 

災害により直面する複合的に困難な状況への支援 

男女共同参画事業㉑ 

男女共同参画事業⑲ 
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子育て・介護等多様な生活形態に係る支援 

 

 

《現状と課題》 

 少子高齢化の進行等社会経済環境の変化に伴い、子育てや介護等に係る生活

支援へのニーズは多様化・複雑化しています。本町においても、一人ひとりの

生活形態・状況の違いによる多様なニーズへの対応を図るべく、様々なサービ

スの提供に努めていますが、行政サービスに結びつかないまま、子育てや介護

等生活上の困難を抱える状況の潜在化が心配されます。そのため、住民生活に

身近なあらゆる主体との協働により、子育てや介護等生活支援に係るサービス

の充実や相談・支援体制の整備に取り組みます。 

 

 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

多様な生活形態に対

応した子育て・家庭

教育の支援の実施 

平成２７年に策定した「高原町子

ども・子育てプラン」に基づき子

育て支援の充実を図ります。ま

た、男女共同参画社会づくりとい

う観点からの計画施策の充実を

図ります。 

総合政策課 

総務課 

町民福祉課 

建設課 

ほほえみ館 

教育総務課 

２ 
各種相談窓口の周

知・整備・充実 

消費生活、雇用、育児、介護、税

金、環境、まちづくり等、多様な

相談に迅速に対応できるように、

各種相談窓口の周知と関係各課

の連携に努めます。 

全課 

３ 

協働による地域づく

りを進めるための広

報・啓発 

多様化する地域課題への解決に

向けて、町民やＮＰＯ、自治公民

館、町職員等への広報・啓発活動

を実施し、行政をはじめとするあ

らゆる主体の協働による地域づ

くりを進めます。 

総合政策課 

４ 生涯スポーツの振興 
性別等に関わりなく誰もが参加

できるスポーツ振興に努めます。 
教育総務課 

多様な生活形態・状況に対応する子育てや介護等に係る生活支援  

男女共同参画事業㉒ 

７ 

 
《男女共同参画事業》 

㉒子育て・介護等多様な生活形態に係る支援 
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５ 

民生委員・児童委員

の活動推進 

地域の身近な相談者として男女

共同参画の視点に立った活動を

してもらうための支援に取り組

みます。 

町民福祉課 

６ 

バリアフリー、ユニ

バーサルデザインに

配慮した公共施設・

道路整備等 

バリアフリー、ユニバーサルデザ

インを促進し、人々の社会参加の

機会を広げます。実施にあたって

は、人権擁護と利便性の向上の観

点から性別によるニーズ及び当

事者視点が反映されるよう配慮

していきます。 

建設課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高原町障がい福祉計画・高原町障がい児福祉計画 高原町子ども・子育てプラン 

高原町地域福祉計画 高原町地震ハザードマップ 

高原町各種計画 
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《現状と課題》 

 平成２５年に実施した「男女共同参画社会づくりのための町民意識調査」に

おいて、「自分や家族の将来について」、「病気や障がい等の身体の健康について」、

「介護や看護について」の不安や悩みを抱える人の割合が高くなっています。

男女共に、その生涯を通じて、身体的・精神的・社会的に良好な生活を送るこ

とができるよう、性差に応じた健康を支援する総合的な取組が必要です。 

 また、男女がお互いの身体の特徴を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、

相手に対する思いやりを持って生きていくことは、男女共同参画社会の基本と

言えます。特に女性は妊娠・出産する可能性があり、生涯を通じて男性と異な

る健康上の問題に直面することに、十分な配慮が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《施策の方向》 

㉓健康保持・維持のための事業の充実 

 

 

《基本目標Ⅴ》 

生涯を通じた男女の健康支援 

 生涯を通して健康的で豊かな人生を送るために男女がお互いの身体の特徴

を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを持って生き

ていくことや心身及びその健康について正確な知識・情報を入手することは、

主体的に行動し、健康を享受できるようにしていくために必要不可欠です。 

 そのため、誰もが生涯を通じて身体的・精神的・社会的に良好な状態を享受

した安心・安全でより良い生活を送ることができるよう、男女共同参画の視点

に立った生涯を通じた心身の健康に関する支援を行い、多様なライフサイクル

に対応できるよう総合的な施策の展開に取り組みます。 

８ 多様なライフステージに応じた男女の心身の健康づくりの充実  
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健康保持・維持のための事業の充実  

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

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）についての

知識の普及 

性と生殖に関する健康と権利に

関する正しい知識を広く社会に

普及するため、情報を提供し知識

の普及に努めます。 

ほほえみ館 

教育総務課 

２ 母子保健の推進 
妊婦や乳幼児の健康診査・保健指

導等の充実を図ります。 
ほほえみ館 

３ 

性差に応じた生活習

慣病の予防施策の推

進 

女性特有のがん検診等、性差に応

じた生活習慣病の予防施策やが

ん検診の充実を図ります。 

ほほえみ館 

４ 健康相談の推進 
健康全般に関する相談を、男女の

性差を考慮して実施します。 
ほほえみ館 

５ 自殺予防対策の推進 

多様な問題を要因とする自殺予

防のための活動等の推進を図り

ます。 

ほほえみ館 

６ 
発達段階に応じた性

教育の推進 

性に関する正しい知識を持ち、自

分と他者の心身を大切にする意

識を育むために、学校において

「性と生殖に関する健康と権利」

を基盤とした性教育の推進を図

ります。 

教育総務課 

 

《基本目標Ⅴ》生涯を通じた男女の健康支援 

指標項目 

現況値 目標値 

２０２３年度までに 

（平成３５年度までに）  
年度 数値 

子宮がん検診受診率 平成２９年度 ７．６％ ５０％ 

乳がん検診受診率 平成２９年度 ８．２％ ５０％ 

妊娠１１週以内での

妊娠届出率 
平成２９年度 ７８．９％ ９０％ 

 

 

 

男女共同参画事業㉓ 
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 暴力は、被害者の性別や加害者と被害者の間柄を問わず、いかなる場合でも

決して許されるものではなく、個人の尊厳を傷つけ、男女平等を妨げる配偶者

等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、以下「ＤＶ」という。）は、男

女共同参画社会の実現を阻害する行為であり、根絶すべき重要な課題です。 

 ＤＶの被害者は多くの場合が女性であり、その背景には、社会全体として根

強く残る固定的な性別役割分担意識、社会的地位や経済力の格差等、男女の不

平等な関係があり、その根絶に向けた取組には、ＤＶは家庭内における個人的

問題ではなく、ジェンダー（社会的・文化的に形成される性別）に由来する構

造的な問題であるという認識が必要です。 

 このような認識を踏まえ、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する法律（以下、「ＤＶ防止法」という。）に基づき、ＤＶの防止及び被害者

保護に関する取組を総合的・体系的に推進するため、本計画の基本目標Ⅵ－重

点的に取り組むこと９を「高原町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計

画」として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

《基本目標Ⅵ》 

男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶 

  配偶者等からの暴力、セクシュアル・ハラスメント、性犯罪、ストーカー行

為等性別に起因するあらゆる形態の暴力は、基本的人権を侵害する決して許さ

れない行為であり、「男女の人権の尊重」を基盤とする男女共同参画社会を形

成していく上で重要な課題です。そのため、男女の人権を侵害するあらゆる暴

力の根絶を目指し、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

等関係法に基づく取組を推進します。 

基本的な考え方 

９ 

９ 

 （ 高 原 町 配 偶 者 等 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 支 援 計 画 ） 

 

配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援の推進 
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 本計画は、高原町男女共同参画基本計画と一体的に推進することから、平成

３１年度を初年度とし、平成３５年度までの５年間とします。 

 ただし、配偶者暴力防止法が改正された場合や、国が示した「配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」が見直さ

れた場合、新たに盛り込むべき、あるいは改正すべき事項等が生じた場合には、

必要に応じて見直すこととします。 

 

  

 平成２５年に実施した「男女共同参画社会づくりのための町民意識調査」に

おいて、「身体的暴力」「心理的攻撃」「性的強要」のいずれかを一つでも受けた

ことがある人の割合は１２．２％となっており、約８人に１人が配偶者等から

の暴力を経験しています。また、暴力を受けた経験がある人の相談先に関して

「どこにも、だれにも相談しなかった（できなかった）」と回答した人が最も多

く、潜在化する傾向にあります。その他、相談しなかった（できなかった）理

由として、「相談するほどのことではないと思ったから」が最も多いことから、

被害相談をすることの重要性を周知・啓発する必要があります。 

 

 

（１）国における取組 

 平成１３年４月、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の

体制が整備され、ＤＶ防止法が制定されました。これにより、配偶者等からの

暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であると明確に位置づけられま

した。また、ＤＶ防止法の規定については、施行後３年を目処として、その施

行状況等を勘案、検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じるという附則

に基づき、平成１６年及び平成１９年並びに平成２６年の３回にわたり改正さ

れました。 

（２）県における取組 

 平成１８年３月、ＤＶ防止法に基づき、「ＤＶ対策宮崎県基本計画」を策定し、

この計画により、市町村、関係機関等と連携のもと、配偶者等からの暴力の防

止及び被害者支援の取組を進めています。また、平成２６年には５年間を計画

期間とする第３次計画を策定し、広範多岐にわたるＤＶの防止及び被害者の保

護のための施策を総合的かつ計画的に推進しているところです。 

 

 

 

計画の期間 

現状と課題 

配偶者等からの暴力に対する取組の現状 
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配偶者等からの暴力についての知識・理解を図る広報・啓発の推進 

（３）町における取組 

 本町では、高原町民生委員・児童委員や人権擁護委員を設置し、男女間や夫

婦間の暴力の問題について、関係課・機関と連携した相談体制を整備し、対応

しています。また、迅速かつ丁寧に、ＤＶ事案の対応を行うため、庁内に連絡

会議を設け、庁内関係部署との連携を密にし、情報の共有を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 
地域における学習機

会の提供 

配偶者等からの暴力に対する正

しい理解を地域社会に広め、配偶

者等からの暴力を許さないとい

う認識を徹底させるための啓発

活動に努めます。 

町民福祉課 

２ 

「人権週間」や「女

性に対する暴力をな

くす運動」における

広報啓発 

「人権週間」や「女性に対する暴

力をなくす運動」期間において、

配偶者等からの暴力に対する正

しい理解を広めるための広報啓

発活動を行います。 

総合政策課 

３ 

県男女共同参画セン

ター等における講演

会などの情報提供 

県男女共同参画センターや近隣

自治体における講演会や研修会

の開催等、情報提供に努めます。 

総合政策課 

４ 

講演会や研修会等の

開催による啓発の実

施 

配偶者等からの暴力に対する正

しい理解を地域社会に広め、配偶

者等からの暴力を許さないとい

う認識を徹底させるため、講演会

や研修会等の実施に努めます。 

町民福祉課 

 

《男女共同参画事業》 

㉔配偶者等からの暴力についての知識・理解を図る広報・啓発の推進 

㉕デートＤＶの防止に向けた教育・啓発の推進 

㉖安心して相談できる体制の整備 

㉗早期発見・未然防止に向けた体制の整備 

㉘被害者の早期の安全を確保する関係機関との連携強化 

㉙被害者の安全を守る各種制度の周知と迅速・適切な運用 

㉚配偶者等からの暴力のある家庭に育つ子どもへの支援 

㉛被害者の生活再建に向けた相談・支援 

男女共同参画事業㉔ 



第４章 計画の内容 
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デートＤＶの防止に向けた教育・啓発の推進 

安心して相談できる体制の整備 

 

 

 

５ 
啓発用リーフレット

等の活用 

配偶者等からの暴力に対する正

しい理解を地域社会に広め、配偶

者等からの暴力を許さないとい

う認識を徹底させるため、県や男

女共同参画センター等が作成し

た啓発用リーフレットを活用し、

啓発に取り組みます。 

町民福祉課 

６ 

被害者が自ら配偶者

等からの暴力に気付

くための啓発活動の

推進 

配偶者等からの暴力を受けてい

ることを認識していないために、

必要な支援が受けられない被害

者に対し、被害者にとってより身

近で安全な場所にリーフレット

等を設置し情報提供に努めます。 

町民福祉課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

学校教育、社会教育

の場における男女間

の暴力防止のための

教育の推進 

学校教育、社会教育の場におい

て、ＤＶ・デートＤＶの防止に向

けた教育を推進します。 

教育総務課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ ＤＶ相談窓口の充実 

被害者からの相談や情報提供に

対し県の相談所や警察等、関係機

関と連携し、相談体制の充実を図

ります。また、庁舎内の相談場所

の環境整備等、安心して相談でき

る環境の整備に努めます。 

町民福祉課 

ほほえみ館 

２ 
各種暴力に関する相

談窓口の周知 

配偶者等からの暴力、児童虐待、

高齢者虐待等の相談窓口の周知

を図ります。 

町民福祉課 

ほほえみ館 

教育総務課 

 

男女共同参画事業㉖ 

男女共同参画事業㉕ 
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早期発見・未然防止に向けた体制の整備  

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

医療機関における診

療等での暴力・虐待

等の早期発見と積極

的な情報提供 

医療機関において、緊急性や被害

者の心身の状況に応じて被害者

の意思を尊重しながら、町や警察

に通報したり、必要な情報提供を

行えるよう、制度に係る情報提供

等の支援に努めます。 

ほほえみ館 

町立病院 

２ 

育児・介護サービス

の提供者による暴

力・虐待等の早期発

見と対応の促進 

育児サービスや高齢者・障がい者

に対する介護サービスの提供者

等の福祉関係者が、配偶者等から

の暴力を早い段階で発見するこ

とに努め、暴力の未然防止の視点

を持った行動が行えるような情

報提供のほか、被害者が適切な支

援を受けられるよう支援関係機

関につなぐ対応に努めます。 

町民福祉課 

ほほえみ館 

３ 

民生委員・児童委員

や人権擁護委員等に

よる早期発見・対応

の促進 

地域住民にとって身近な相談先

である民生委員・児童委員、人権

擁護委員等が、日頃の活動を通じ

て配偶者等からの暴力を早い段

階で発見することに努め、暴力の

未然防止の視点を持った活動が

行えるよう情報提供等、活動の促

進を図る支援に努めます。 

町民福祉課 

４ 

学校関係者、保育士

等による早期発見と

対応の促進 

学校関係者や保育士等が、配偶者

等からの暴力を早い段階で発見

することにより、暴力の未然防止

行動をとるための情報提供のほ

か、被害者が適切な支援を受けら

れるよう支援関係機関につなぐ

対応に努めます。 

町民福祉課 

教育総務課 

 

５ 

 

税納入通知及び使用

料請求業務等におけ

るＤＶ等支援対象者

通知書及び納付書の誤送付を防

止します。また、ＤＶ等支援措置

の趣旨に従い、当該情報について

税務課 

町民福祉課 

建設課 

男女共同参画事業㉗ 
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被害者の早期の安全を確保する関係機関との連携強化 

 情報の適切な管理運

用 

は適切な管理運用を図り、ＤＶ等

被害者を保護します。 

上下水道課 

ほほえみ館 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 庁内連絡会議の設置 

迅速な対応ができるよう庁内連

絡体制（ＤＶ連絡会議）を整備し、

対応マニュアルを作成します。対

応する町職員が配偶者等からの

暴力に対する正しい理解のもと

で、被害者が二次的被害を受ける

ことなく、男女共同参画の視点に

立った適切な対応をとることが

できるようＤＶ連絡会議の定期

的な実施と内容の充実を図りま

す。 

町民福祉課 

２ 

配偶者等からの暴力

及び児童虐待の支援

関係機関の連携協力

体制の強化 

児童虐待の通告による配偶者等

からの暴力の発見と適切な対応

に向けて、関係機関等と連携を図

り、被虐待児童及び配偶者等から

の暴力被害者の保護等に迅速に

対応します。また、県や関係機関

等が実施する講座等の情報を提

供し参加を促進します。 

町民福祉課 

教育総務課 

３ 

支援関係機関・団体

の連携協力体制の強

化 

被害者の相談に総合的に対応す

るために、関係機関・団体からな

る会議等の開催や日常的な連携

システムの構築により、関係機

関・団体の連携強化を図ります。 

町民福祉課 

ほほえみ館 

４ 

支援関係機関の時間

外及び休日における

保護に関する連絡体

制の確立 

休日や時間外に対応できる支援

機関を把握する等、連絡体制一覧

表の作成と支援関係機関への配

布を行います。 

町民福祉課 

 

 
 

 
 

男女共同参画事業㉘ 
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被害者の安全を守る各種制度の周知と迅速・適切な運用 

 

 

５ 

各機関における被害

者の個人情報の保護

と守秘義務の徹底 

被害者が、加害者の追跡の恐怖か

ら解放され、安全な生活を確保す

るため、医療機関等、関係各機関

における被害者の個人情報の保

護を徹底します。 

町民福祉課 

ほほえみ館 

町立病院 

６ 

被害者の個人情報を

共有する支援関係機

関の情報管理のルー

ルづくり 

被害者の個人情報保護を徹底す

るため、関係機関連絡会議、庁内

連絡会議等、情報を共有する必要

のある機関において情報管理の

ルールを定め遵守します。 

町民福祉課 

７ 

教育委員会及び学校

における個人情報の

適切な管理 

被害者が加害者の追跡の恐怖か

ら解放され、安全な生活を確保す

る為、転校先や居住地等の守秘義

務について周知徹底を図ります。 

教育総務課 

８ 

個人情報を扱う町職

員や各種機関におけ

る配偶者等からの暴

力に関する理解の促

進 

個人情報を扱う町職員や学校等

の機関が被害者の個人情報の保

護を徹底するために、配偶者等か

らの暴力についての理解を促進

する研修等を実施します。 

総合政策課 

総務課 

町民福祉課 

ほほえみ館 

教育総務課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

住民基本台帳の閲覧

等の制限に関する周

知・徹底、支援措置 

住民基本台帳事務における支援

措置制度が適切に運用されるよ

う、職員向け研修会等を通じて、

制度の周知・徹底に努めます。 

町民福祉課 

２ 

ストーカー行為等の

規制等に関する法律

や接近禁止等の仮処

分の申出制度等の情

報提供 

配偶者暴力防止法以外の各種制

度も有効に活用し、被害者の安全

を確保するため、支援関係機関と

連携し、「ストーカー行為等の規

制等に関する法律」及び「接近禁

止命令」について被害者及び関係

者への制度に関する情報提供・支

援を行います。 

町民福祉課 

    

男女共同参画事業㉙ 
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配偶者等からの暴力のある家庭に育つ子どもへの支援 

 

医療保険・国民年金

の加入脱退手続きに

おける支援措置 

被害者が、加害者の追跡の恐怖か

ら解放され、安全な生活を確保す

るため、医療保険の加入脱退手続

きにおける支援措置を適切に運

用するよう町職員に周知徹底し

ます。 

町民福祉課 

４ 

保護命令制度の広報

と申し立てに関する

支援 

配偶者等からの暴力による被害

者の安全確保を図るため、配偶者

暴力防止法に基づく保護命令制

度の利用が図られるようリーフ

レット等を活用した広報に努め

るとともに、被害者への適切な情

報提供に努め、手続きに関する支

援を行います。 

町民福祉課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 
子どもの専門的ケア

体制の充実 

配偶者等からの暴力によって心

理的外傷を負っている子どもの

早期発見・適切な支援を児童相談

所等との連携により行います。 

町民福祉課 

教育総務課 

２ 

学校や幼稚園、保育

所等への就学や入所

等の支援 

町、教育委員会、学校等は、加害

者からの追跡等があって現住所

地に住民票を異動できない子ど

もが、現在住んでいる地域の学校

や保育所等に入学や転校、入所等

ができるよう支援します。 

町民福祉課 

教育総務課 

 

健康診査・予防接種

の実施 

加害者からの追跡等の恐れがあ

り、現住所地に住民登録していな

い子どもについては、現住所地で

健康診査や予防接種が受けられ

るよう関係自治体と連携を図り

ながら実施に努めます。 

ほほえみ館 

 

３ 

男女共同参画事業㉚ 

３ 
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被害者の生活再建に向けた相談・支援  

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 
生活保護等支援制度

に関する広報 

経済的に困窮している被害者に

対しては、生活保護等支援制度の

適用に関する広報・周知に取り組

みます。 

町民福祉課 

２ 

ハローワークにおけ

る職業相談や指導等

の情報提供 

被害者は、技能や経験、子育て等

様々な要因から仕事が限られる

等、就労機会が少ない状況にある

ことから、ハローワーク等におけ

る職業相談等の情報提供を行い

ます。 

産業創生課 

３ 
就労のための技能習

得等の情報提供 

就労に必要、あるいは有利な技能

や知識を習得するために、職業訓

練や法制度等に関する学習機会

の情報を提供します。 

産業創生課 

４ 
各種保育サービスの

情報提供・支援 

各種保育サービスや育児相談等

に関する情報を提供し、育児の負

担軽減を図るための支援を行い

ます。 

町民福祉課 

ほほえみ館 

５ 
公営住宅等の優先入

居 

住宅の確保に困窮している被害

者を支援するため、公営住宅等へ

の優先的な入居に努めます。 

建設課 

６ 

自立困難な被害者へ

の個々の状況に応じ

た支援 

心身の状況や生活能力、障がい、

子育て等により自立した生活が

困難な被害者については、町と関

係機関等が連携を図りながら、

個々の状況に応じて福祉施設等

への入所を支援します。 

町民福祉課 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画事業㉛ 
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性別に起因するあらゆる形態の暴力に対する理解の促進を図る広報・啓発の推進 

 

 

《現状と課題》 

 近年は、ソーシャル・ネットワーク・サービス（ＳＮＳ）等のインターネッ

ト上の新たなコミュニケーションツールの広がりに伴い、若年層が当事者とな

りやすい等性別に起因する暴力は多様化しています。 

 また、高原町男女共同参画推進条例第８条（性別による権利侵害の禁止）に

おいてＤＶとともに規定されるセクシュアル・ハラスメントについては、雇用

の場のみならず、あらゆる場において起こる問題です。 

 こうした状況を踏まえ、本町においても、広報啓発や相談窓口の充実に取り

組んでいますが、より一層、暴力を容認しない社会環境の整備に取り組む必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

性別に起因するあら

ゆる暴力根絶のため

の啓発 

ＤＶ・デートＤＶ、セクシュア

ル・ハラスメント、虐待等、性別

に起因するあらゆる暴力に対す

る正しい理解を地域社会に広め

るために、国や県が作成した啓発

用リーフレットをあらゆる機会

で積極的に配布・設置します。 

町民福祉課 

教育総務課 

 

 

 

 

 

 

 

10

０ 

性別に起因するあらゆる暴力を容認しない環境づくりの推進 

 

《男女共同参画事業》 

㉜性別に起因するあらゆる形態の暴力に対する理解の促進を図る広報・啓発の推進 

㉝あらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止・被害者支援に向けた環境づくりの促進 

㉞性犯罪・ストーカー行為の被害者支援に向けた関係機関との連携強化 

 

男女共同参画事業㉜ 
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あらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止・被害者支援に向けた環境づくりの促進 

性犯罪・ストーカー行為の被害者支援に向けた関係機関との連携強化 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

セクシュアル・ハラ

スメント等の防止に

向けた啓発や情報提

供 

セクシュアル・ハラスメントは、

個人的問題として矮小化され、潜

在化する傾向にあります。男女の

上下関係や力関係等、男女が置か

れている状況を背景とした社会

の構造的問題であるという理解

を深め、防止に向けた啓発や被害

者支援等の取組を推進します。 

総合政策課 

総務課 

町民福祉課 

 

 

No 男女共同参画事業 男女共同参画の視点に立った事業内容 関係課等 

１ 

性犯罪やストーカー

被害者への適切な対

応 

生活の平穏を害し、人間の尊厳を

傷つける性犯罪・ストーカーの被

害者に対しては、警察や関係機関

との連携を図り、本人の安全確保

を最優先とし、被害者の立場に立

った迅速・的確な支援に努めま

す。 

総務課 

 

《基本目標Ⅵ》男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶 

指標項目 

現況値 目標値 

２０２３年度までに 

（平成３５年度までに）  
年度 数値 

夫婦間における「平

手で打つ」を暴力と

して認識する人の割

合 

平成２５年度 ５７．８％ １００％ 

配偶者暴力（ＤＶ）

防止法の認知度 
平成２５年度 ７０．２％ １００％ 
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平成１１年１２月２２日法律第１６０号 

目次 

 前 文 

 第１章 総則（第１条―第１２条） 

 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第１３条―第２０条） 

 第３章 男女共同参画会議（第２１条―第２８条） 

 附 則 

 

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

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

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

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮す

ることができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

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

け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要

である。 

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

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

定する。 

第１章 総則 

（目的） 

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

現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体

及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

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

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

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

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

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

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

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

扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重され

ることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等
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を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会

の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における

活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

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

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

なければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

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

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

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

（国際的協調） 

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

女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

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

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

合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

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

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

（国民の責務） 

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

共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

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

その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

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

促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

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

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

   第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

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

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

らない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

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
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めなければならない。 

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

なければならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなけれ

ばならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

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

綱 

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

かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）

を定めるように努めなければならない。 

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

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

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

施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

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

を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

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

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他

の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るため

に必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

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

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

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

交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ず

るように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

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

同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努

めるものとする。 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 
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第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

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

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

関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に  

対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女  

共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること。  

（組織） 

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。 

（議長） 

第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

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

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第二号の議員のうち、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１０分の４未

満であってはならない。 

４ 第１項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第二号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 前条第１項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

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

又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

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

ても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

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

で定める。 

附 則（平成１１年６月２３日法律第７８号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。 

附 則（平成１１年７月１６日法律第１０２号）抄 
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（施行期日） 

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

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第２３条、第２８条並びに第３０条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

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

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

法律の規定にかかわらず、その日に満了する。  

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

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

で定める。 

附 則（平成１１年１２月２２日法律第１６０号）抄 

（施行期日） 

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

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 

（以下略） 
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１９７９年国際連合総会採択 

１９８１年発効 

日本批准 １９８５年６月２４日 

公布 １９８５年７月 １日 

発効 １９８５年７月 ５日 

 

この条約の締約国は、国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念

を改めて確認していることに留意し、世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確

認していること、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であ

ること並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由

を享有することができることを宣明していることに留意し、人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、

社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保する義務を負つていることに留

意し、国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、

更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、しか

しながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、

女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の

条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁

栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを

一層困難にするものであることを想起し、窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練

及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、衡平及び正義に基づく新たな国

際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主

義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利

の完全な享有に不可欠であることを強調し、国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国（社

会体制及び経済体制のいかんを問わない。）の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳

重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確

認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実

現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平

等の達成に貢献することを確認し、国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において

女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要としていることを確信し、家族の福祉及び社会の発展に

対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育にお

ける両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女

及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子

の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、女子に対する差別の撤廃に

関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃す

るための必要な措置をとることを決意して、次のとおり協定した。 
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(平成２７年９月４日) 

(法律第６４号) 

目次 

第１章 総則(第１条―第４条) 

第２章 基本方針等(第５条・第６条) 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針(第７条) 

第２節 一般事業主行動計画(第８条―第１４条) 

第３節 特定事業主行動計画(第１５条) 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表(第１６条・第１７条) 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置(第１８条―第２５条) 

第５章 雑則(第２６条―第２８条) 

第６章 罰則(第２９条―第３４条) 

附 則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十

分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要とな

っていることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成１１年法律第７８号)の基本理念にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らか

にするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援

措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人

権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応でき

る豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

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

らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態

の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分

担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と

能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

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

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

える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護

その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動

を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となる

ことを旨として、行われなければならない。 

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

が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(次条及
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び第５条第１項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必

要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

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

する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実

施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に

実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなけ

ればならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

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

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

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

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

ない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画(以下この条において「都道府県推進計画」という。)を定めるよう努めるものと

する。 

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

て、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(次項にお

いて「市町村推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 

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

れを公表しなければならない。 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

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

組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第１項に規定する一般事業主行

動計画及び第１５条第１項に規定する特定事業主行動計画(次項において「事業主行動計画」と総称する。)の

策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。 

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

るものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 
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二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

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

なく、これを公表しなければならない。 

第２節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

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

３００人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定

めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

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

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

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

で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の

状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における

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

上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、

採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位

にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

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

ところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

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

ところにより、これを公表しなければならない。 

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

画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

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

一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければ

ならない。これを変更したときも、同様とする。 

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

て、第４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場

合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

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

労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである

旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

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

商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働

省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 
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２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなら

ない。 

（認定の取消し） 

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

ことができる。 

一 第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第１２条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が３

００人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、

当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和２２年法律第１４１号)第３

６条第１項及び第３項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

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

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

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

員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に

関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に

行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

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

認を取り消すことができる。 

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

より、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生

労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第３７条第２項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第５条の三第１項及

び第４項、第５条の四、第３９条、第４１条第２項、第４２条第１項、第４２条の二、第４８条の三第１項、

第４８条の四、第５０条第１項及び第２項並びに第５１条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集

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

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

る職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第３７条第２項中「労働者の募集を

行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第１２条第４項の規定による

届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第４１条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止

を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第３６条第２項及び第４２条の三の規定の適用については、同法第３６条第２項中「前項の」と

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

る」と、同法第４２条の三中「第３９条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律(平成２７年法律第６４号)第１２条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

る者」とする。 

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

ができる。 

（平２９年法律第１４号・一部改正） 
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第１３条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体

に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方

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

（一般事業主に対する国の援助） 

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

又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しく

は公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるも

のとする。 

第３節 特定事業主行動計画 

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

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

主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同

じ。)を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

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

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

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

採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把

握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案

して、これを定めなければならない。この場合において、前項第２号の目標については、採用する職員に占め

る女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

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

の措置を講じなければならない。 

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

い。 

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

ない。 

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

標を達成するよう努めなければならない。 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

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

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

期的に公表しなければならない。 

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

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

公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 
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第１７条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなけれ

ばならない。 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

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

の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

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

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

助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものと

して内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

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

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

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

上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

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

他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。)の役務又は物件の調達に関し、

予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主(次項において「認定一般事業

主等」という。)の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

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

ように努めるものとする。 

（啓発活動） 

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

つ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

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

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

（協議会） 

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

国及び地方公共団体の機関(以下この条において「関係機関」という。)は、第１８条第１項の規定により国が

講ずる措置及び同条第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活にお

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

関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会(以下「協議会」

という。)を組織することができる。 

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

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

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

とができる。 
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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２項の構成員(以下この項において「関係機関等」という。)が相互の連絡を図る

ことにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図ると

ともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなけれ

ばならない。 

（秘密保持義務） 

第２４条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第２５条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第２６条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第８条第１項に規定する一般事

業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（権限の委任） 

第２７条 第８条から第１２条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところに

より、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第２８条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第６章 罰則 

第２９条 第１２条第５項において準用する職業安定法第４１条第２項の規定による業務の停止の命令に違反

して、労働者の募集に従事した者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

一 第１８条第４項の規定に違反した者 

二 第２４条の規定に違反した者 

第３１条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。 

一 第１２条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第１２条第５項において準用する職業安定法第３７条第２項の規定による指示に従わなかった者 

三 第１２条第５項において準用する職業安定法第３９条又は第４０条の規定に違反した者 

第３２条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

一 第１０条第２項の規定に違反した者 

二 第１２条第５項において準用する職業安定法第５０条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を

した者 

三 第１２条第５項において準用する職業安定法第５０条第２項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

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

第３３条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

第２９条、第３１条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各

本条の罰金刑を科する。 
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第３４条 第２６条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、２０万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３章(第７条を除く。)、第５章(第２８条を除く。)及

び第６章(第３０条を除く。)の規定並びに附則第５条の規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

（この法律の失効） 

第２条 この法律は、平成３８年３月３１日限り、その効力を失う。 

２ 第１８条第３項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密について

は、同条第４項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお

その効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第２４条の規定(同条に係る

罰則を含む。)は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第１項の規定にかかわらず、同

項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要がある

と認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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最終改正：平成２６年法律第２８号 

目次 

前 文 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第１章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の二・第２条の三） 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等（第３条―第５条） 

第３章 被害者の保護（第６条―第９条の二） 

第４章 保護命令（第１０条―第２２条） 

第５章 雑則（第２３条―第２８条） 

第５章の二 補則（第２８条の二） 

第６章 罰則（第２９条・第３０条） 

附 則 

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

た取組が行われている。ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもか

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

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

等の実現の妨げとなっている。 

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

を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国

際社会における取組にも沿うものである。 

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

暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（定義） 

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

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

す言動（以下この項及び第２８条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの

身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配

偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

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

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

の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

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

その適切な保護を図る責務を有する。 

第１章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２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５項において

「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以
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下この条並びに次条第１項及び第３項において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

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

計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

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

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

しなければならない。 

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

（都道府県基本計画等） 

第２条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

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

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

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

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

において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

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

れを公表しなければならない。 

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

その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

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

力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

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

機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

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

ものとする。 

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

ること。 

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

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

５条及び第８条の三において同じ。）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４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行

うこと。 

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

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

行うものとする。 

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

被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

第３章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

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

同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努

めなければならない。 

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

たと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができ

る。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前２項の規

定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

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

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

する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

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

に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行

うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

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

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

止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第８条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、

方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶

者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるとき

は、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自

ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行う

ものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の三 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」

という。）は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、母子

及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立
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を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

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

係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力

するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けた

ときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

第４章 保護命令 

（保護命令） 

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

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

じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する

暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第１２条第１項第２号において同じ。）

により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴

力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、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１８条第１項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事

項を命ずるものとする。ただし、第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６月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居

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

勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

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

び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第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６月を経過する日までの間、被害者

に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

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

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

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

を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

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

いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

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

に置くこと。 
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七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

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

書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第１２条

第１項第三号において単に「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１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６月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の

住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

ただし、当該子が１５歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

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

有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第１２条

第１項第四号において「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１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６月を経過する日までの間、当

該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の

場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

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

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

することができる。 

（管轄裁判所） 

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

住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

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

一 申立人の住所又は居所の所在地 

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

（保護命令の申立て） 

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

げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

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

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

の時における事情 

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

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 



73 
 

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

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

の時における事情 

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

若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申

立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治

４１年法律第５３号）第５８条の二第１項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

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

（保護命令事件の審理の方法） 

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

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

るときは、この限りでない。 

２ 申立書に第１２条第１項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴

力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及

びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶

者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

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

立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求

めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

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

ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

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

しによって、その効力を生ずる。 

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

る警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

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

くは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第１２条第１項第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２

以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配

偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

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

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 
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３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明

があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護

命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ず

ることができる。 

４ 前項の規定により第１０条第１項第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２項

から第４項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第１０条第１項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第２項から第４項まで

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

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

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

内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

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

する。 

（保護命令の取消し） 

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

令を取り消さなければならない。第１０条第１項第一号又は第２項から第４項までの規定による命令にあって

は同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して３月を経過した後において、同条第１項第二号の規定

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２週間を経過した後において、これらの命令を

受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様

とする。 

２ 前条第６項の規定は、第１０条第１項第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１５条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の場合について準用する。 

（第１０条第１項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第１８条 第１０条第１項第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２月を経過する

日までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必

要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発すること

により当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

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

に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第１８条第１項本文の事情」と、

同項第五号中「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１８条第１項本文

の事情」と、同条第２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１８条第１項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

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

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

相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又
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は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

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

を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事

務官に第１２条第２項（第１８条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせるこ

とができる。 

（民事訴訟法の準用） 

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

り、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

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

第５章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

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

係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被

害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配

慮をしなければならない。 

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

るために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

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

努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

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

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

に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

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

体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第２７条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

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

を除く。） 

二 第３条第３項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第４項に規定する厚生労働大臣が定

める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

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

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

場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

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

い。 

（国の負担及び補助） 

第２８条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第
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一号及び第二号に掲げるものについては、その１０分の５を負担するものとする。 

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

一 都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第２項の規定により支弁した費用 

第５章の二 補則 

（この法律の準用） 

第２８条の二 第２条及び第１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２８条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第２条 被害者 

被害者（第２８条の二に規定する関

係にある相手からの暴力を受けた

者をいう。以下同じ。） 

第６条第１項 配偶者又は配偶者であった者 

同条に規定する関係にある相手又

は同条に規定する関係にある相手

であった者 

第１０条第１項から第４項まで、第１１

条第２項第二号、第１２条第１項第一号

から第四号まで及び第１８条第１項 

配偶者 
第２８条の二に規定する関係にあ

る相手 

第１０条第１項 
離婚をし、又はその婚姻が取り

消された場合 

第２８条の二に規定する関係にあ

る相手 

第６章 罰則 

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

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

第３０条 第１２条第１項（第１８条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第２８条の二

において読み替えて準用する第１２条第１項（第２８条の二において準用する第１８条第２項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命

令の申立てをした者は、１０万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

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

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

る。）、第２７条及び第２８条の規定は、平成１４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

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

し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第１

２条第１項第四号並びに第１４条第２項及び第３項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相

談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

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

討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則（平成１６年法律第６４号） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

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

法律（次項において「旧法」という。）第１０条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関

する事件については、なお従前の例による。 

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

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

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第１０条第１項第２号の規定に

よる命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった場合における新法第１８条第１項

の規定の適用については、同項中「２月」とあるのは、「２週間」とする。 

（検討） 

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

られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則（平成１９年７月１１日法律第１１３号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

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

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

による。 

附 則（平成２５年７月３日法律第７２号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。 

附 則（平成２６年４月２３日法律第２８号）抄 

（施行期日） 

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

日から施行する。 

一 略 

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

 

平成２６年１０月１日 
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目次 

前 文 

第１章 総則(第１条―第８条) 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第９条―第１７条) 

第３章 高原町男女共同参画推進審議会(第１８条) 

第４章 雑則(第１９条) 

附 則 

男女が、互いの性にかかわりなく法の下に平等であって、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障され

なければならない。 

高原町は、これまで、個人の尊厳及び人権の尊重のため、町民の協力を得て男女平等の推進その他の様々な取

組を進めてきたが、今なお、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく慣行などが依然として根強く存在

しており、真の男女平等の実現には、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の急速な進展等に伴う地域社会の変化に対応し、住みよいまちづくりを進めるためには、社

会のあらゆる分野において、男女が個人として尊重され、その個性と能力を十分に発揮し、喜びと責任を分かち

合うことができる男女共同参画社会を形成することが重要な課題となっている。 

ここに、高原町は、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにし、町、町民、事業者及び教育に携わ

る者が連携、協力し、社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に積極的に取り組むことを決意し、この

条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町、町民、事業者及び教育に携わる者の責

務を明らかにするとともに、町の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

的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）男女共同参画 性別にかかわらずすべての人(以下「すべての人」という。)が、個人として尊重され、

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、もってすべての人が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けることができ、かつ、共に責

任を担うことをいう。 

（２）積極的改善措置 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

必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（３）町民 町内に居住する者又は滞在する者(通勤、通学等で滞在する者をいう。)及び町内に活動拠点を置

く町民団体等に所属する者をいう。 

（４）事業者 町内において、あらゆる事業又は活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

（５）教育に携わる者 社会のあらゆる分野において教育活動を行う者をいう。 

（基本理念） 
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第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。 

（１）男女が性別による差別的扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮する機会が確保されるなど、

男女の個人としての尊厳及び人権が尊重されること。 

（２）性別による固定的な役割分担等を反映した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自

由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。 

（３）男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における意思の形成及び決定に共同して参画する機会

が確保されること。 

（４）男女が相互協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活における活動と家庭生活以外の学

校、職場、地域等における活動とを両立できるようにすること。 

（５）男女が、互いの性を尊重するとともに、その身体の特徴についての理解を深め、生涯にわたり共に心身

の健康な生活を営むことができること。 

（６）学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における教育について、その促進が配慮されること並び

にすべての人に生涯にわたる男女共同参画に関する教育及び学習の機会が確保されること。 

（７）国際社会における取組と密接な関係があることから、国際理解及び国際協力の理念の下に行われるよう

配慮すること。 

（町の責務） 

第４条 町は、前条に定める理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積

極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、かつ、実施しなければならない。 

２ 町は、男女共同参画の推進に当たっては、町民、事業者及び教育に携わる者(以下「町民等」という。)、国

並びに他の地方公共団体と連携を図るよう努めなければならない。 

（町民の責務） 

第５条 町民は、男女共同参画についての理解を深めるとともに、職場、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取り組むよう努めなければならない。 

２ 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、男女共同参画についての理解を深めるとともに、その事業又は活動において、基本理念にの

っとり、積極的に男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。 

２ 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

３ 事業者は、その事業又は活動を行うに当たり、男女が共同して参画する機会を確保するよう努めるとともに、

就業又は活動と家庭生活との両立ができる環境の整備に努めなければならない。 

（教育に携わる者の責務） 

第７条 教育に携わる者は、男女共同参画についての理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、男女共同参

画の推進に配慮した教育を行うよう努めなければならない。 

２ 教育に携わる者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（性別による権利侵害の禁止） 

第８条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはな

らない。 
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（１）性別による差別的取扱い 

（２）セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた者の生活環境を害すること又は性的

な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。) 

（３）ドメスティック・バイオレンス(配偶者等親密な関係にある者からの身体的、精神的、経済的又は性的

な苦痛を与えられる暴力的行為をいう。) 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第９条 町は、男女共同参画の推進に関して、総合的かつ計画的に施策を実施するための基本的な計画（以下「基

本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 町は、基本計画を策定しようとするときは、第18条に規定する高原町男女共同参画推進審議会に諮問しなけ

ればならない。 

３ 町は、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。 

４ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（施策の策定に当たっての配慮） 

第１０条 町は、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しなければならない。 

（町民等の理解を深めるための措置） 

第１１条 町は、男女共同参画に関する町民等の理解を深めるため、広報、啓発及び教育を行うものとする。 

（町民等への支援） 

第１２条 町は、町民等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

置を講ずるものとする。 

（相談及び苦情の処理） 

第１３条 町長は、性別による権利侵害の行為その他の男女共同参画の推進を阻害する行為に係る事案について、

町民等からの相談があった場合は、必要に応じて国、県その他の関係機関及び関係団体と連携を図り、当該相

談を適切に処理するものとする。 

２ 町長は、町が実施する男女共同参画の推進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

る施策について、町民等から苦情の申出があった場合は、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 町長は、前項の苦情の申出を処理するに当たって、必要と認めるときは、高原町男女共同参画推進審議会の

意見を聴くものとする。 

（調査研究） 

第１４条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために、情報の収集及び分析

その他の調査研究を行うものとする。 

（事業者への協力依頼） 

第１５条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の推進に関する広報及び調査につ

いて、協力を求めることができる。 

（推進体制の整備） 

第１６条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制の整備を図
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るものとする。 

（年次報告） 

第１７条 町長は、施策の総合的な推進に資するため、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を

公表するものとする。 

第３章 高原町男女共同参画推進審議会 

（設置等） 

第１８条 町長の附属機関として、高原町男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

（１）第９条第２項（同条第４項の規定により準用される場合を含む。）及び第１３条第３項の規定により、

町長に意見を述べること。 

（２）前号に掲げるもののほか、町長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する施策及び重要事項について

調査審議し、町長に意見を述べること。 

（３）必要があると認めるときは、男女共同参画の推進に関する施策及び重要事項を自ら調査審議し、町長に

意見を述べること。 

３ 審議会は、町長が委嘱する委員１０人以内をもって組織する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任を妨げない。 

６ 前５項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

第４章 雑則 

（委任） 

第１９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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（趣旨） 

第１条 この規則は、高原町男女共同参画推進条例（平成２４年高原町条例第２１号。以下「条例」という。）

第１８条第６項の規定に基づき高原町男女共同参画推進審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員） 

第２条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）関係団体を代表する者 

（３）その他町長が適当と認める者 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 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。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係人の出席） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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平成２３年３月 ７日制定 

平成２３年５月３０日改定 

平成２４年９月 ４日改定 

（設置） 

第１条 男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画に関する諸施策を総合的、効果的に推進するため、庁

内に高原町男女共同参画推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）男女共同参画の総合的な計画の策定に関すること。 

（２）男女共同参画の推進に関する企画及び調整に関すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項。 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、副町長をもって充てる。 

３ 副本部長は、教育長をもって充てる。 

４ 本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（職務） 

第４条 本部長は、推進本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、本部長が招集する。 

２ 前項の会議の議長は、本部長をもって充てる。 

３ 推進本部の会議には、議長が必要と認めたときは、推進本部以外の者の出席を求めることができる。 

（作業部会） 

第６条 推進本部に作業部会を置く。 

２ 作業部会は、本部長の指示を受け、第２条各号の事項について調査検討を行い、本部に提案する。 

３ 作業部会は、別表第２に掲げる所属の係長職の職員の中から本部員が指名する者及び本部長が必要と認め  

る者をもって組織する。 

４ 作業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

５ 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。 

６ 部会長は、作業部会を総括し、必要に応じ作業部会を招集し、その議長となる。 

７ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

８ 作業部会の会議には、部会長が必要と認めたときは、作業部会以外の者の出席を求めることができる。 

（事務局） 

第７条 推進本部、作業部会に関する庶務は、総合政策課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 
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附 則 

 この訓令は、平成２３年３月７日から施行する。 

   附 則（平成２３年５月３０日改正） 

 この訓令は、平成２３年５月３０日から施行する。 

   附 則（平成２４年９月４日改正） 

 この訓令は、平成２４年９月４日から施行する。 

附 則（平成３０年５月１０日改正） 

 この訓令は、平成３０年５月１０日から施行する。 

附 則（平成３１年４月１日改正） 

 この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

別表第１（第３条関係） 

 

 

 

 

別表第２（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合政策課長、総務課長、税務課長、町民福祉課長、産業創生課長、農政林務課長、

農畜産振興課長、建設課長、会計課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、上下水

道課長、ほほえみ館長、国民健康保険高原病院事務室事務長、教育総務課長、雇用創

生対策監 

 

議会事務局長、教育総務課長、農業委員会事務局長 総合政策課、総務課、税務課、町民福祉課、産業創生課、農政林務課、農畜産振興課、

建設課、会計課、議会事務局、農業委員会事務局、上下水道課、ほほえみ館、国民健

康保険高原病院事務室、教育総務課 

教育総務課、 
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用 語 解 説 

一般事業主行

動計画（次世代

育成支援対策

推進法） 

企業が、子育てをしている労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境

の整備などの取組を行うために策定する計画。常時雇用する労働者が１０１人以上の企業に策

定が義務づけられ、その他の企業は努力義務となっている。 

一般事業主行

動計画（女性活

躍推進法） 

企業が、女性の職業生活における活躍に向けて、採用から配置・育成、妊娠・出産・子育て期

を通じた継続就業、登用促進などの取組を行うために策定する計画。常時雇用する労働者が３

０１人以上の企業に策定が義務づけられ、その他の企業は努力義務となっている。 

特定事業主行

動計画 

自らの意思によって、働き又は働こうとする女性が、その思いを叶えることができる社会、ひ

いては、男女がともに、多様な生き方・働き方を実現でき、それにより、ゆとりがあり豊かで

活力あふれる、生産性が高く持続可能な社会の実現を図ることを基本方針とする法律による国

や地方公共団体が女性活躍の数値目標を設定し、具体的にそのことを目指す行動計画。 

企業等は一般事業主行動計画に基づく取組を行っている。 

ＳＮＳ（ソーシ

ャル・ネットワ

ーキング・サー

ビス） 

友人・知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供することを目的とするコミュニ

ティ型のサービスのこと。 

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歳代後半と

４０歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形になることをいう。これは、結婚や出

産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入すると

いう特徴があるためである。なお、国際的に見ると、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸

国では、子育て期における就業率の低下は見られない。 

エンパワ  

ーメント 

力をつけること。また、自ら主体的に行動することによって状況を変えていこうとする考え方

のこと。 

家族経営協定 
家族農業経営に携わる各世帯員が、家族間の十分な話し合いに基づき、経営方針や役割分担、

世帯員全員が働きやすい就業環境等について取り決める協定のこと。 

キャリア教育 
一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、

キャリア発達を促す教育。 

クオーター制

（割当制） 

積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の手法の一つであり、人種や性別などを基準に一

定の人数や比率を割り当てる制度のこと。 

固定的性別 

役割分担意識 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、「男

は仕事・女は家庭｣、｢男性は主要な業務・女性は補助的業務」等のように、男性、女性という

性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。 

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。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、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。 
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持続可能な開

発 の た め の 

２ ０ ３ ０  

アジェンダ 

平成１３(２００１)年に策定されたミレニアム開発目標（Millennium Development Goals: 

MDGs）の後継として平成２７(２０１５)年９月に国連で採択された、平成２８(２０１６)年か

ら平成４２(２０３０)年までの国際目標。MDGs の残された課題（保健、教育）や新たに顕在化

した課題（環境、格差拡大）に対応するように、新たに１７ゴール・ １６９ターゲットからな

る持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals： SDGs）が設けられており、ゴール

５ではジェンダー平等の達成と全ての女性及び女児のエンパワーメントが掲げられている。 

仕事と家庭の

両立応援宣言 

本県が実施している取組で、企業・事業所のトップの方から、従業員が仕事と家庭の両立がで

きるような「働きやすい職場づくり」の取組を宣言してもらう制度。 

周産期 

  妊娠２２週から出生後７日未満のことをいう。周産期医療とは周産期に関する医療であり、

周産期母子医療センターの整備等により、母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療

及び高度な新生児医療等の提供を推進している。 

ジョブ・ローテ

ーション 

職員が様々な職務を経験し、幅広い業務知識や技能を習得する機会を確保するために、定期的

に職員の配置換えを行っていくこと。 

女子差別撤廃

条約（女子に対

するあらゆる

形態の差別の

撤廃に関する

条約） 

昭和５４（１９７９）年に国連総会で我が国を含む １３０か国の賛成によって採択され、昭和 

５６年（１９８１）年に発効。我が国は昭和６０年（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。なお、

同条約第１条において、「この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排

除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野におい

ても、女子（婚姻をしているかいないかを問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本

的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものを

いう。」と規定されている。 

女性に対する

暴力をなくす

運動 

毎年１１月１２日から２５日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの２週間を運動期間とし、社

会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化するとともに、女性の人

権尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることを目的として実施するもの。平成１３年６月

５日、国の男女共同参画推進本部において決定された。 

人権週間・人権

啓発強調月間 

昭和２３（１９４８）年１２月１０日、国際連合の第３回総会において、世界の全ての人々と

国々とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択された。これを記念して、我が

国では毎年１２月４日から１０日までの１週間を「人権週間」と定めており、この週間中に、

全国各地において集中的な人権啓発活動が行われる。また、本県では、８月を「人権啓発強調

月間」と定め、人権の大切さについて考えるきっかけとなるような様々な取組を行っている。 

ストーカ行為 
特定の者に対し、一方的に好意の感情や関心を抱き、執念深くつきまとい、相手に迷惑や攻撃

や被害を与える行為を繰り返し行うこと。 

性的指向 

性的指向とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、具体的には、

恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指

す。 

セクシュアル 

ハラスメント 

性的嫌がらせ。相手の意に反した性的な性質の言動で、当該者の生活環境を害して不快な思い

をさせること。身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的な噂の流布、衆目に触れる場所

へのわいせつな写真の掲示など、様々な態様のものが含まれる。 

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。 
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男女共同  

参画週間 

男女共同参画社会基本法（平成１１年６月２３日法律第７８号）の目的及び基本理念に関する

国民の理解を深めるため、平成１３年度から毎年６月２３日から６月２９日までの１週間を「男

女共同参画週間」とし、各種行事等を全国的に実施している。 

デートＤＶ 恋人や交際相手などの親密な関係にある者から振るわれる暴力。 

デュアル訓練 
「働きながら学ぶ、学びながら働く」ことにより若者を一人前の職業人に育てる新しい職業訓

練システム。座学と企業における実習訓練を実施する。 

ＤＶ（ドメステ

ィックバイオ

レンス） 

配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった人から振るわれる暴力。身体的、精神的、性的、

経済的暴力などがある。 

認定農業者 
農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営

の改善を進めようとする計画を作成し、市町村の認定を受けた農業者。 

農山漁村  

女性の日 

農林水産省の提唱により、農山漁村女性の役割を正しく認識し、女性の能力の一層の活用を促

進することを目的として３月１０日を「農山漁村女性の日」として制定した。 

バリアフリー 

高齢者・障がい者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）す

ること。物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面での障壁など全ての障壁を除去する

という考え方のこと。 

ピアカウン 

セリング 

何らかの共通点（同じような環境や悩み）を持つ（又は経験した）グループ間で、対等な立場

で同じ仲間として行われるカウンセリングのこと。 

ファミリー 

・サポート 

・センター 

急な残業や子どもの病気などに対応するため、“育児の援助を受けたい人”と“育児の援助を行

いたい人”が会員登録し、地域において相互に助け合う有償ボランティア組織。 

フレックス 

タイム制度 

１か月以内の一定期間（清算期間）における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はそ

の枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度のこと。 

放課後児童 

クラブ 

労働などの事情により昼間保護者が家庭にいない小学生の児童に対し、放課後や長期休暇中、

保護者に代わって保育を行う制度。 

放課後子供教

室推進事業 

地域の方々の参画を得て、全ての子どもに放課後や週末の安全で安心な活動拠点（居場所）を

確保し、様々な体験活動を行う事業。 

ポジティブ 

アクション 

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々

の状況に応じて実施していくもの。例えば、国の審議会等委員への女性の登用のための目標の

設定や、女性国家公務員の採用・登用の促進等が実施されている。男女共同参画社会基本法で

は、積極的改善措置は国の責務として規定され、また、国に準じた施策として地方公共団体の

責務にも含まれている。 

マミー   

トラック 
子育て中に重要な仕事が経験できず、その後もキャリアが形成できない状態。 

みやざき学び

応援ネット 

県民の生涯学習の取組を支援するために、県内の各市町村、社会教育関係施設、文化施設、大

学等から提供された情報をインターネットを通じ提供するシステム。 

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つを構成要素とする複合的な能力のこと。 

ユニバーサル

デザイン 

障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環

境をデザインする考え方のこと。 
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リカレント 

教育 

スウェーデンの経済学者ゴスタ・レーンの提唱した概念で、１９７０年経済協力開発機構（Ｏ

ＥＣＤ）で取り上げられ、国際的に知られるようになった生涯教育構想。急速に変化する社会

に適応していくために、生涯にわたって、教育と就学を交互に行うことを勧める教育システム。 

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。 

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（１９９４）年の国際人口

／開発会議の「行動計画」及び平成７（１９９５）年の第４回世界女性会議の「北京宣言及び

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

単に疾病、障がい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、並びに出産する時期を責任を

持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。なお、

妊娠中絶については、「望まない妊娠の防止は常に最優先課題とし，妊娠中絶の必要性をなくす

ためにあらゆる努力がなされなければならない。」とされている。定義の詳細については、第４

回世界女性会議 行動綱領（１９９５年）のパラグラフ９４、９５、１０６（Ｋ)を参照。 

URL:http://www.gender.go.jp/international/int_norm/int_4th_kodo/index.html 

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。こ

のような行為の多くは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律（平成２６

年法律第１２６号）による規制の対象となる。なお、同法の規制対象は必ずしもこのような行

為に限定されるものではない。 

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。 

ロコモティブ

シンドローム

（運動器症候群） 

運動器の障がいのために自立度が低下し、介護が必要となる危険性の高い状態と定義される。

ロコモティブシンドロームの予防の重要性が認知されれば、個々人の行動変容が期待でき、国

民全体として運動器の健康が保たれ、介護が必要となる国民の割合を減少させることが期待で

きる。 

ロール   

モデル 
将来像を描いたり、自分のキャリア形成を考える際に参考とする役割モデル。 

ワンストップ

サービス 
複数の手続を一つの窓口で行えるようにすること。 
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