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男女共同参画社会基本法では、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる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ています。基本法の施行から 20

年が経過し、この間、女性の活躍やワーク・ライフ・バランス※1の推進をはじめ、様々な取

り組みが進められてきたものの、ジェンダーギャップ指数※2は 2015 年（平成 27 年）の 101

位から 2019年（令和元年）は 121位とさらに順位を落とし過去最低となりました。また、近

年ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）※3 の達成については世界的に関心が高くなっています。 

このようなことから、男女共同参画社会の実現に向けた男女間の格差解消は急務であり、

その対策は最優先に取り組む事項であります。 

佐賀市では、1998年（平成 10年）に「佐賀市女性行動計画パートナーシップ 21」、2002 年

（平成 14年）には改訂版である「佐賀市男女共同参画計画パートナーシップ 21」を策定しま

した。さらに、2007年（平成 19年）の市町村合併に伴い、新たな「佐賀市男女共同参画計画

パートナーシップ 21」（第一次）を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた施策を推進して

きました。2008 年（平成 20 年）には、市民一人ひとりが、そして次世代を担う子どもたち

が、活力にあふれる地域社会を築いていくためには、男女共同参画を進めていくことが重要

であるとの認識のもと、「佐賀市男女共同参画を推進する条例」を施行しました。また、2011

年（平成 23年）には、「第二次佐賀市男女共同参画計画パートナーシップ 21」を策定、2016

年（平成 28年）には「第三次佐賀市男女共同参画計画パートナーシップ 21」を策定し、５つ

の基本方向ごとに成果目標と重点目標を設け、施策の達成状況を明確にするため、事業に数

値目標を設けて男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを実施してきました。 

こうした取り組みの成果により、男女平等に関する意識への理解は進んできましたが、現

実には様々な分野において固定的性別役割分担意識やそれに基づく社会慣行が根強く残って

います。また、配偶者・パートナーからの暴力の問題については、身体的な被害はもとより、

近年では高度情報化やメディアの多様化から、インターネット等を通じた性に基づく精神的

な暴力や男女の人権を阻害する行為などが、大きな社会問題となっています。 

また、少子化の進行による人口減少社会、高齢化による人生 100 年時代の到来、人口構成

の大きな変化や経済活動のグローバル化による産業競争の激化、働き方の多様化などにより、

経済社会の構造が変化し、非正規雇用者の増加が進む中、家事や育児を理由に、非正規雇用

を選択するなど、職を離れていく女性の割合は高く、これからの経済発展に対しては、女性

を含む多様な人の能力を十分に発揮できるような社会環境の整備が重要であることが指摘さ

れています。国はＳＤＧｓ指針において、日本の「ＳＤＧｓモデル」の確立に向けた取り組

みの一つに「あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現」を掲げており、この潮

流は今後も強まっていくと考えられます。佐賀市においてもダイバーシティ（多様性）※4を

見据えた幅広い施策に取り組んでいく必要があります。 

こうした社会状況からも、男女共同参画社会の実現は、一層必要性が高まっており、本市

においては「第三次佐賀市男女共同参画計画パートナーシップ 21」の計画期間終了を受け、

１ 計画策定の趣旨 
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新たな取り組みを進めていくために、「第４次佐賀市男女共同参画計画」を策定することとし

ました。 

 

※１ ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ／仕事と生活の調和） 

 仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発などの様々な活動について、自らが希望するバランスで
展開できる状態をいう 

※２ ジェンダーギャップ指数（ＧＧＩ） 

 男性と女性の格差の指数で、国別・地域別に、経済分野、政治分野、教育分野及び健康分野のデータ
から作成され、「0」が完全不平等「1」が完全平等を意味している。 

※３ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

ＳＤＧｓとは、Sustainable Development Goalsの略称であり、一般的に「持続可能な開発目標」

と訳されています。2001年（平成13年）に策定されたミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の後継とし

て、2015年（平成27年）9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェン

ダ」に記載された2016年（平成28年）から2030年（令和12年）までの国際目標です。17のゴール・

169のターゲットから構成され、「地球上の誰一人として取り残さない」ことを誓っています。 

ＳＤＧｓは発展途上国だけでなく、先進国においても取り組む必要があるユニバーサル（普遍的）

なものであり、経済・社会・環境の三つの側面を不可分のものとして調和させる統合的な取り組みと

して策定されています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

※４ 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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【第三次計画期間（2016年度（平成 28年度）～2020年度（令和２年度）の動き】 

 

（１） 世界の動き 

●2016年（平成 28年） 

３月、第60回国連婦人の地位委員会が国連本部（ニューヨーク）で開催され、世界中

から80以上の政府閣僚、ＮＧＯ等約4100人の非政府代表が参加。委員会期間中は、

「女性のエンパワーメントと持続可能な開発の関連性」、「女性及び女児に対するあ

らゆる形態の暴力の撤廃及び防止」をテーマに協議等を実施。 

５月、Ｇ７伊勢志摩サミットの首脳会合及び全ての関係閣僚会合において「女性活躍

推進」をアジェンダに設定（ジェンダー主流化）。 

６月、ＡＰＥＣの地域の経済発展のためには、女性の新たな経済機会の創出が不可欠

であるとの認識の下、グローバル市場における女性の経済的統合への障壁の突破を主

なテーマに、「女性と経済フォーラム2016」がペルー（リマ）において開催。 

●2017年（平成29年） 

９月、「変わりゆく世界における女性の包摂及び経済的エンパワーメントの強化」を

テーマに、「ＡＰＥＣ女性と経済フォーラム2017」がベトナム・フエにて開催。 

11月、Ｇ７サミットに合わせて開催される関係閣僚会合の一つとしてＧ７男女共同参

画担当大臣会合2017がイタリア共和国・タオルミーナで初めて開催され、国際社会が

直面する男女共同参画、女性活躍に関する様々な課題について意見交換を実施。 

●2018年（平成 30年） 

３月、第62回国連婦人の地位委員会が国連本部（ニューヨーク）で開催され、世界中

から政府閣僚やＮＧＯ等の非政府代表が参加。委員会期間中は、「農山漁村の女性と

女児のジェンダー平等とエンパワーメント達成のための課題と機会」を優先テーマに

協議等の実施。 

９月、「デジタル時代に女性と少女が前進する機会をつかむために」をテーマに、

「ＡＰＥＣ女性と経済フォーラム2018」がパプアニューギニア・ポートモレスビーに

て開催。 

●2019年（平成 31年／令和元年） 

３月、第５回国際女性会議ＷＡＷ！／Ｗ20が東京で開催され、８か国の外務大臣をは

じめ、世界各国から約3000人が参加。総理からは、女性活躍推進のための取り組みと

成果を報告。また、Ｇ20大阪サミットにおいては、女子教育を含む女性のエンパワー

メントに関し、取り組む決意を表明。また、第63回国連婦人の地位委員会が国連本部

（ニューヨーク）で開催され、「ジェンダー平等と女性と少女のエンパワーメントの

ための社会保護システム、公共サービスならびに持続可能なインフラへのアクセス」

を優先テーマに協議等を実施。 

９月、「経済への女性の包摂の推進」をテーマに、「ＡＰＥＣ女性と経済フォーラム

2019」がチリ・ラ・セレナにて開催。 

２ 計画策定の背景 
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（２） 国の動き 

●2016年（平成 28年） 

２月、厚生労働省は「日本再興戦略2014」に基づき、女性の登用状況等に関する企業

情報を一元化し、企業の女性活躍に向けた取り組みを推進することを目的とした「女

性の活躍推進企業データベース」を開設。 

３月、すべての女性が輝く社会づくり本部において、国の公共調達においてワーク・

ライフ・バランス等推進企業をより幅広く加点評価することを定めた「女性の活躍推

進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」が決定。 

６月、政府は「女性活躍加速のための重点方針 20166」を策定。 

●2017年（平成 29年） 

１月、改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法が施行。 

３月、政府は「働き方改革実行計画」を決定。 

６月、政府は「女性活躍加速のための重点方針20177」を策定。また同月、政府は待

機児童解消をめざす「子育て安心プラン」を公表。 

７月、刑法の一部改正法が施行され、強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等の実

施。 

９月、国家公務員の旧姓使用が拡大。 

10月、改正育児・介護休業法が施行。 

●2018年（平成 30年） 

５月、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が公布・施行。また、

男女共同参画会議において「男女共同参画・女性活躍の推進に向けた重点取組事項に

ついて」を決定。 

６月、政府は「女性活躍加速のための重点方針 2018」を策定。 

●2019年（平成 31年／令和元年） 

４月、「働き方改革関連法」が施行。 

５月1日、元号が「平成」から「令和」へ改元。 

５月、政府は「女性活躍推進法」において、行動計画の策定義務対象拡大・情報公表

の強化等を内容とする法律を成立し、公布。 

●2020年（令和２年） 

   ８月、第５次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方（素案）を公表。 
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（３）佐賀県の動き 

●2016年（平成 28年） 

３月、「第４次佐賀県男女共同参画基本計画」を策定。３つの基本計画の下に、８つ

の重点目標を定め、12の数値目標を掲げ、2020年度（令和２年度）までの５年間に、

県民・事業者・各種団体・ＣＳＯ等の参画や協働により男女共同参画に関する施策を

推進。 

６月、企業、ＮＰＯ法人での活動、地域活動等様々な分野で、個性や能力を生かして

活躍している女性、又は団体を表彰する佐賀さいこう表彰（女性活躍推進部門）を創

設し、１個人、１企業に贈呈。 

●2017年（平成 29年） 

11月、「女性に対する暴力をなくす運動」の一環として全国的に実施される「パープ

ル・ライトアップ」に初めて参加し、佐賀県庁旧館及び県立男女共同参画センター・

県立生涯学習センター（アバンセ）のライトアップを実施。  

●2019年（平成 31年／令和元年） 

３月、男女間のあらゆる暴力を許さない、安全で安心して暮らせる社会の実現をめざ

し、配偶者※1からの暴力防止及び被害者等の保護に関する法律（平成26年１月３日付

改正施行）に基づき、第４次「佐賀県ＤＶ※2防止・被害者支援基本計画」を策定。 

   10月、佐賀県における男女共同参画に関する意識と実態を把握し、今後の男女共同参

画の実現に向けた施策に役立てるための基礎資料とするため「男女共同参画社会づく

りのための佐賀県民意識調査」（3000人）を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 配偶者 
 婚姻関係（事実婚を含む）にある者や過去に婚姻関係にあった者を含む。 

※２ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

 夫婦や恋人などの親しい人間関係にあるパートナーからの暴力。暴力には、殴る、蹴るといった身
体的暴力だけでなく、言葉による精神的暴力、経済的暴力、性的暴力などがある。 
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（４）佐賀市の動き 

●2016年（平成 28年） 

「第二次佐賀市男女共同参画計画」の計画期間終了を受け、新たに「第三次佐賀市男女

共同参画計画」を策定。また、「佐賀市女性の活躍に関する推進計画」及び「佐賀市配

偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止及び被害者の支援に関する基本計画」を策定。 

●2017年（平成 29年） 

「第三次佐賀市男女共同参画計画」で設定した取り組みに対し、佐賀市男女共同参画

審議会において、計画の進捗状況に関する評価を実施。以降毎年、年次ごとの評価を実

施。 

●2018年（平成 30年） 

４月、庁内の組織機構の改編により、人権・同和政策課と男女共同参画課が「人権・同

和政策・男女参画課」へ統合。 

●2019年（平成 31年／令和元年） 

   ７月、佐賀市民の男女共同参画に関する意識と実態を把握し、今後の男女共同参画施

策及び第 4次佐賀市男女共同参画計画の基礎資料とするため、「男女共同参画に関する

市民意識調査」（2300人）を実施。 

10 月、中学２年生に対し、中学１年生時に「子ども向け条例パンフレット」を使用し

た授業を受けた時間の経過による意識の変化を把握し、今後の子どもに対する男女共

同参画の基礎資料とするため「男女共同参画に関する中学２年生意識調査」を実施。 

  ●2020年（令和２年） 

   ２月、佐賀市内企業等における男女共同参画及びワーク・ライフ・バランスに関する

意識と取り組みの実態を把握し、今後の男女共同参画施策及び第 4 次佐賀市男女共同

参画計画の基礎資料とするため、佐賀市男女共同参画推進協賛事業所を対象に「男女

共同参画及び女性の活躍推進に関する企業意識調査」を初めて実施。 

   ３月、第２次佐賀市総合計画（後期計画）及び第２期佐賀市まち・ひと・しごと創生総

合戦略を策定。 

４月、各種意識調査（市民、中学生２年生、企業等）を分析し、この結果を反映させ、

かつ社会情勢の変化等による新たな課題やニーズに的確に対応した「第４次佐賀市男

女共同参画計画」を 2020年度（令和２年度）に策定予定。 
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「第三次佐賀市男女共同参画計画」では、佐賀市における男女共同参画社会の実現に向け、

「人権の尊重と男女共同参画の意識づくり」、「男女がお互いを認め合う社会づくり」、「あら

ゆる分野への男女共同参画を促す社会づくり」、「男女が共に働きやすい環境づくり」、「ドメ

スティック・バイオレンス（ＤＶ）のない社会づくり」の５つの基本方向を定めて施策を推

進してきたところであり、各基本方向の実現に向けて設定した事業については、ほぼ計画ど

おりに実施することができました。 

2019年度（令和元年度）に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」によると、2014

年度（平成 26年度）調査に比べ、若い年代を中心に男女共同参画社会の推進についての認識

や理解は進んできましたが、現実には、特に仕事と家庭（家事・育児・介護等）との両立や、

男性との平等な役割分担、継続的な就労と能力の発揮などの部分で、男女が平等になってい

ない実態が浮かび上がってきました。 

また、「第三次佐賀市男女共同参画計画」を通じ、各種審議会・委員会等における女性の登

用は進んできましたが、指導的立場にある管理職に占める女性の割合や、政治分野や防災分

野における女性の参画率は依然として低い状態にあると言えます。 

今後は、企業等における女性の登用の促進や、能力を生かして活躍できるような環境づく

りについて啓発していくことも必要です。 

今回の「第４次佐賀市男女共同参画計画」の策定にあたっては、男女共同参画に関する啓

発・理解促進に関する取り組みは、社会的性差（ジェンダー）に関する認識を踏まえた上で、

一層進めていく必要があります。また、女性の継続就労を可能にするような支援や、男女と

もに多様な働き方への見直しにより家事・育児・介護などの家庭的責任を男女が共同で分担

することができるように、そしてともに仕事の能力を生かしていくことができるように、具

体的な環境整備をしなければなりません。市、市民、事業者、自治組織、教育に携わるもの、

それぞれの取り組みが必要です。 

 

 

 

 

３ 現れてきた課題 
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第２章 計画の基本的な考え方 
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「佐賀市男女共同参画を推進する条例」に掲げる基本理念のもとに、市民一人ひとりが互

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社会のあらゆる分野にお

いて、その個性と能力を発揮することができる佐賀市の実現をめざします。 

また、本計画は「佐賀市配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止及び被害者の支援に関する基

本計画」と一体的に策定することから、ＤＶ防止に関する理念についても、ここに掲げます。 

 

 

（１）男女の人権の尊重 

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り扱いを受

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、男女の人権が尊重さ

れること。 

 

（２）生涯にわたる心身の健康 

男女が生涯にわたり安全な環境の下で健康な生活を営み、それぞれの人生のあり方を

自ら決定できるよう配慮されること。 

 

（３）家庭生活における活動と他の活動の両立 

家族を構成する男女が、性別にかかわりなく相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の看護及び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すとともに、それらの活動以外の活動を行うことができるように

すること。 

 

（４）社会における制度又は慣行についての配慮 

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配慮されること。 

 

（５）政策等の立案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、市における政策又は事業者等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平等に確保されること。 

 

（６）国際的協調 

男女共同参画の推進に関する取り組みが、国際的協調の下に行われること。 

 

（７）ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の根絶 

犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるＤＶの根絶、被害者の支援に向けた取

り組みが行われること。 

１ 計画の基本理念 
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（１）男女共同参画社会の実現に関する基本的な考え方については、第一次、第二次、第三

次の「佐賀市男女共同参画計画」を継承しています。 

（２）第三次「佐賀市男女共同参画計画」における取り組みの評価と検証を行い、課題を整理

するとともに、関係法令、市の関係計画等との整合性を図り、より実効性のある計画内

容としました。 

（３）この計画中「基本方向Ⅳ」については、「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）」第６条第２項に基づく、「市町村推進計画」と位置付けます。 

（４）この計画中「基本方向Ⅴ」については、「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３第３項に基づく、「市町村基本計画」と位置

付けます。 

（５）成果目標を基本方向ごとに設け、市民意識調査等にて測ることとしています。また、

施策の達成状況を明確にするため、基本方向の達成に向けて担当課が実施する施策の

事業に数値目標を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

（１）この計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条に基づき策定し、その理念を踏まえ、

国・県などの計画と整合性を図りながら推進するものです。 

（２）この計画は、「第２次佐賀市総合計画（後期基本計画）」の個別計画として策定すると

ともに、他の個別計画との整合性を図り策定しています。 

（３）この計画は、「佐賀市男女共同参画を推進する条例」第 11 条に基づき策定し、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ものです。 

（４）この計画は、佐賀市における男女共同参画社会の実現のために、市とともに、市民、事

業者、自治組織等、教育に携わる者が一体となって取り組むために策定されたもので

す。 

 

 

 

 

 

この計画の期間は、2021年度（令和３年度）から 2025年度（令和７年度）までの５か年と

します。 

 

３ 計画の性格 

 

４ 計画の期間 

 

２ 計画の特徴 
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重点的に推進すべき取り組みを通して、男女共同参画を推進し、ダイバーシティ（多様性）が

実現された社会、すなわち、市民一人ひとりが互いに尊重し合い、性別等に関わりなく、多様な

個性と能力を十分に発揮することができる社会をめざしていきます。 
 

 

１．防災・政治分野における女性活躍の推進 

基本方向Ⅲ あらゆる分野への男女共同参画を促す社会づくり 

■重点目標２ 家庭や地域社会における男女共同参画の推進 

（１）防災分野における女性参画の推進 

東日本大震災や熊本地震などの大規模災害を経て、防災分野における男女共同参画の必要

性は強く認識されるようになりました。防災会議における女性委員の登用など、少しずつ女

性参画は進んできましたが、まだ十分とは言えない状況です。今後は、避難所運営や地域活

動、防犯活動等への女性の参画及び女性の視点を反映していく必要があります。 

（２）政治分野における女性参画の推進 

2018年（平成 30年）には「政治分野における 男女共同参画の推進に関する法律」が施行

されましたが、政治分野における女性参画においては低い水準に留まっています。多様な意

見を政策に反映させられるよう、女性の政治参画についてさらに啓発を進めていかなければ

なりません。 

 

２．家庭における男女共同参画の推進 

基本方向Ⅲ あらゆる分野への男女共同参画を促す社会づくり 

■重点目標２ 家庭や地域社会における男女共同参画の推進 

女性が出産を経てもなお、やりがいを感じながら働き続けるためには、男性の理解や協力

が不可欠です。ワーク・ライフ・バランスを推進する上でも、男性の家事や育児、介護への

積極的な参加を促していく必要があります。 

 

３．ワーク・ライフ・バランスの推進 

基本方向Ⅳ 男女が共に働きやすい環境づくり 

■重点目標４ ワーク・ライフ・バランスの推進 

「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」に関する企業や個人の理解は進みまし

たが、実態は仕事中心となっています。多様な生き方を選択することができる社会の実現を

めざして、長時間労働の解消など、企業における働き方改革の推進を支援します。 

５ 重点的に推進すべき取り組み 
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第３章 計画の内容 
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Ⅰ.人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

Ⅱ.男女がお互いを認め合う社会づくり 

Ⅲ.あらゆる分野への男女共同参画を促す社会づくり 

Ⅴ.ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）のない社会づくり 

「佐賀市配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止及び 

被害者の支援に関する基本計画」 

Ⅳ.男女が共に働きやすい環境づくり 

「佐賀市女性の活躍に関する推進計画」 

基本方向 
計画の体系 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現 
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①男女の性及び性的少数者に関する教育の推進 
②性の多様性に関する環境整備の推進 
③メディア・リテラシーの向上 
④性に関する相談窓口の広報及び相談体制の充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①女性の審議会等への参画の促進 

①家庭における男女共同参画促進 
②地域社会における男女共同参画促進 
③防災分野における男女共同参画促進 
④政治分野における男女共同参画促進 

①事業者の男女共同参画意識の醸成 
②事業所との連携 

①家庭・学校・地域社会における男女平等教育の推進 

①事業所における女性の活躍に向けた意識の醸成 
②職場における女性の登用促進 
③女性の就労に関する情報収集の場の提供 

①男女の均等な雇用の機会と待遇の確保 

②子育て支援体制の充実 

③ひとり親に対する就労支援の促進 

④介護予防及び介護支援体制の充実 

④ 

 ①ワーク・ライフ・バランスの普及、啓発 
②ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた環境整備 

①事業や経営方針決定過程への女性の参画促進 
②働きやすい労働条件及び労働環境づくり 

①男女共同参画についての職員の意識向上 
②庁内における男女共同参画の推進 
③庁内における女性活躍の推進 

①市民へのＤＶ防止に関する啓発の推進 
②学校におけるＤＶ未然防止教育等の推進 
③外国籍被害者・障がいのある被害者に配慮した情報提供 

２.性別にとらわれない教育・学習の充実 

１.政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

１.事業所における男女共同参画の推進 

２.女性の就労環境の改善 

①庁内関係部署との連携強化 
②関係機関及び民間団体等との連携 

３.雇用における男女均等な機会と待遇の

確保の促進 

４.ワーク・ライフ・バランスの推進 

３.切れ目のない支援に向けた関係機関等

との連携強化 

５.農林水産業等における男女共同参画の

促進 

１.ＤＶ根絶に向けた啓発と教育の充実 

６.庁内における男女共同参画推進体制の

整備 

２.安心して相談できる窓口及び被害者 

支援体制の充実 

１.男女共同参画意識の醸成 
①市民の意識改革のための啓発事業の充実や情報の提供 
②男女共同参画関連の国際規範・基準の理解と浸透 
③ダイバーシティ（多様性）を認め合う意識の醸成 

①市民に対する相談窓口の周知 
②相談体制の充実 
③被害者の安全確保のための支援 
④被害者の自立のための支援 
⑤個人情報の保護 
⑥苦情処理の対応 

１.性に関する理解の促進 

①ハラスメントや男女間の暴力の根絶にむけた啓発 
②ハラスメントや男女間の暴力に関する相談窓口の広報
及び相談体制の充実 

 

２.ハラスメントや男女間の暴力の根絶 

３.生涯にわたる心と身体の健康づくりの

推進 

①妊娠・出産に関する支援 
②こころとからだの健康づくり対策の推進 
③性と生殖に関する健康と権利の理解の促進 

重点目標 施 策 

２.家庭や地域社会における男女共同参画

の推進 
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基本方向Ⅰ 人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

 

【基本的な考え方】 

男女がお互いを認め合い、尊重し、その個性と能力が十分に発揮される男女共同参画社会

を実現するためには、家庭、地域、学校、職場などのあらゆる場において、「男は仕事、女は

家庭」というような固定的性別役割分担意識を見直すとともに、個人の意思によって多様な

選択ができる社会をめざすことが必要です。 

佐賀市においては、市民意識調査結果の経年比較によると、固定的性別役割分担意識に反

対する人の割合は年々増加傾向にありますが、実際に家事や育児を担っているのは女性が多

いという現状も見受けられます。また、社会の様々な場面での男女の平等感については、学

校教育の場を除き男性の優遇感が強い傾向にあります。 

誰もがいきいきと暮らせる男女共同参画社会は、一人ひとりが、また次世代を担う子ども

たちが、お互いを尊重し合い、ともに社会を構成する一員としての自覚を持つことで実現さ

れます。「男だから、女だから」と個人の生き方が制限されることなく、その個性と能力が十

分に発揮されるような、家庭や学校、地域社会を通じた男女共同参画の意識づくりが必要で

す。 

また国際社会では、女性の参画拡大が急速に進められています。国際的協調のもと、男女

共同参画に関する国際規範や基準及びその意義を理解し、意識を高めていく必要があります。 

 

 

【成果目標】 

指 標 基準値 目標値 

１ 
「男だから、女だから」という理由により、自分

の思い通りにならないことがあった市民の割合 

9.0％ 
（令和元年度） 

6.7％  
（令和７年度） 

２ 佐賀市男女共同参画を推進する条例の認知度 
43.9％ 

（令和元年度） 
50.0％ 

（令和６年度） 

３ 
「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考

え方について反対する人の割合 

70.3％ 
（令和元年度） 

75.3％ 
（令和 6 年度） 

4 男女共同参画に関心のある人の割合 
60.4％ 

（令和元年度） 
65.4％ 

（令和 6 年度） 

  ※資料：1 市民意向調査 2，3，4 男女共同参画に関する市民意識調査 
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【現状と課題】 

これまで、国や県、佐賀市では、男女共同参画に関する様々な啓発事業に取り組んできま

した。 

佐賀市においては、4月 14日を「パートナーデー※」として、男女共同参画を市民に身近

に感じてもらうことをめざし、また佐賀市男女共同参画情報誌「ぱすぽーと」を作成し、市

民の視点に立った周知・啓発活動に努めてきました。このほか男女共同参画に関する講座や

フォーラムを開催し、その受講者を増やしていくことで、幅広い啓発活動を展開しています。 

こうした取り組みにより、令和元年度の「男女共同参画に関する市民意識調査」の結果で

は、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という固定的性別役割分担意識に対する反対層の

割合は、男女ともに約７割を占める結果となっています。 

しかしながら、実際の家庭生活での役割分担をみた場合、「炊事、掃除、洗濯などの家事」

を中心に、「主に妻」が担う回答が多くなっており希望と現実の間に差が生じています。こう

した状況から今後も啓発活動を行い、実際の生活の中での性別による固定的な役割分担の解

消を進めていくための視点を盛り込むことが必要になります。 

また、我が国では男女共同参画に関する様々な国際的な取り組みに賛同してきましたが、

国際規範や基準などに関わる水準は決して高くありません。こうした実情を受け、国際社会

と同等の男女共同参画意識を養うために、関連する情報提供や教育の推進が必要です。 

 

■男女共同参画に対する関心度 

 

         
資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

※パートナーデー 

 4月 14日。佐賀市が制定した、性別や年齢にかかわらず、家庭、職場、学校、地域などでお世話に
なっている人に「感謝の気持ちを伝える日」。  

とても

関心がある

9.3%

どちらかと

いえば

関心がある

51.1%

どちらかと

いえば

関心がない

30.0%

全く

関心がない

6.4%

無回答

3.2%

全体（N=626）

重点目標１ 男女共同参画意識の醸成 
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■「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」だと思う人の割合（市民） 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

■「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方に反対する人の割合（国、県との比較） 

資料：（佐賀市）令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査、（佐賀県）令和元年度 男女共同参画社会づ

くりのための佐賀県民意識調査、（国）令和元年度 女性の活躍推進に関する世論調査 

 

■「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」だと思う人の割合（中学２年生） 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する中学２年生意識調査 

■実際の家庭での役割分担 

 

凡例

令和元年度調査
（N=626)

平成26年度調査
（N=860)

平成21年度調査
（N=621)

賛成

3.8

7.1

11.9

どちらかと

いえば賛成

13.1

23.5

30.3

どちらかと

いえば反対

29.2

23.4

22.2

反対

41.1

31.9

24.0

わからない

10.9

11.4

7.4

無回答

1.9

2.8

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

令和元年度調査
（N=1,631)

平成26年度調査
（N=1,929)

平成23年度調査
（N=1,890)

賛成

4.1

6.5

7.8

どちらかと

いえば賛成

7.1

11.7

15.6

どちらかと

いえば反対

22.4

21.8

19.0

反対

34.3

18.0

16.7

どちらとも

いえない

31.9

40.9

40.5

無回答

0.2

1.1

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=626）　　　凡例　

Ａ　家計を支える（生活費を稼ぐ）

Ｂ　炊事、掃除、洗濯などの家事

Ｃ　子育てや介護など家族の世話

Ｄ　自治会・町内会などの地域活動

Ｅ　ＰＴＡ活動などの学校行事への
    参加

主に妻（母）

7.3

69.5

50.6

33.4

51.3

主に夫（父）

56.7

1.0

0.3

18.7

2.1

妻と夫（母と父）が

同じ程度に分担

18.8

11.5

23.0

27.5

18.1

家族全員

7.8

9.4

9.3

6.5

3.7

その他

6.2

5.8

11.8

10.7

18.7

無回答

3.0

2.9

5.0

3.2

6.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 国（Ｒ1） 佐賀県（Ｒ1） 
佐賀市 

H21 調査 H26 調査 今回調査 

全体 59.8％ 65.2％ 46.2％ 55.3％ 70.3％ 

女性 63.4％ 69.9％ 53.3％ 56.9％ 74.9％ 

男性 55.6％ 58.5％ 36.8％ 50.0％ 65.9％ 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 
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市民一人ひとりが、「男だから、女だから」というような固定的性別役割分担意識にとらわ

れることなく、その能力を発揮できる男女共同参画社会の実現に向け、「男女共同参画」に対

する理解を深めるための学習の機会を充実させるとともに、啓発活動や情報の提供による男

女共同参画意識の醸成を図ります。 

 

事  業 担当課 

① 

各種メディアを活用し、4・14パートナーデーの周知を行う。 

【数値目標】パートナーデーの認知度（市民意識調査） 

38.0％（R1）⇒ 50.0％（R6） 

人権・同和政策・

男女参画課 

② 

フォーラムや講座等を開催し、男女共同参画意識を醸成する。 

【数値目標】男女共同参画に関する講座等の受講者数 

1,283人（R1）⇒1,000人／１年 

人権・同和政策・

男女参画課 

③ 

佐賀市男女共同参画情報誌「ぱすぽーと」を作成し、市民に配布す

る。また、市民編集委員による、新たな視点での情報誌づくりに取

り組む。 

人権・同和政策・

男女参画課 

④ 
人権に関する街頭啓発キャンペーン時に配布するチラシやグッズな

どに男女共同参画につながる人権啓発メッセージを掲載する。 

人権・同和政策・

男女参画課 

⑤ 

公民館の広報紙等において、男女共同参画に関する記事を掲載する。 

【数値目標】広報紙等への男女共同参画関係記事を掲載した公民館

数  

30館／32館（R1）⇒ 全公民館／１年 

公民館支援課 

 

  

【施策１】 市民の意識改革のための啓発事業の充実や情報の提供 
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男女共同参画に関する国際的な動向や各国の状況についての情報提供により、男女平等意

識の醸成を図ります。 

 

事  業 担当課 

① 
講座等において、ジェンダー・ギャップ指数※などの男女共同参画に

関する国際基準の情報を提供する。 

人権・同和政策・

男女参画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別や国籍、障がいの有無にかかわりなく、誰もが個性と能力を十分に発揮することがで

きるダイバーシティ（多様性）あふれる社会の実現に向けて、市民一人ひとりが互いに理解

し、尊重し合える意識の醸成を図ります。 

 

事  業 担当課 

①  
市報やホームページなど、各種媒体を活用し、ダイバーシティ（多様性）

に関する情報を提供する。 

人権・同和政策・

男女参画課 

②  
ダイバーシティ（多様性）に関する講座等を開催し、市民一人ひと

りが互いの多様性を認め、尊重する意識を醸成する。 

人権・同和政策・

男女参画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ） 

 男性と女性の格差の指数で、国別・地域別に、経済分野、政治分野、教育分野及び保健分野のデータ
から作成され、各分野の女性割合を男性割合で除して算出し、０が完全不平等、１が完全平等を意味し
ている。 

【施策２】 男女共同参画関連の国際規範・基準の理解と浸透 

【施策３】 ダイバーシティ（多様性）を認め合う意識の醸成 
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【現状と課題】 

佐賀市においては、学校における教育活動を通し、子どもに対して、男女平等意識の醸成

に取り組み、男女相互の協力や互いの性を理解することの大切さを伝えてきました。 

学校教育の場は、男女の地位が平等であると考えられている項目の割合が最も高い分野で

すが、一方、家庭生活や地域や社会活動の場においては、「男性が優遇されている」と回答

した人の割合が高くなっており、これらの分野では、未だに固定的な性別役割分担意識や、

男性を優遇する雰囲気が残っている現状が伺えます。 

これに対し、「男女共同参画に関する市民意識調査」の結果からは、学校教育の場で、「生

活面の指導や進路指導において、男女を区別せずに、子どもの興味・関心や能力を尊重す

る」ことや、「男女平等の意識を育てる授業をする」ことを望む声が高い割合を占めている

ことからも、多くの人は、男女が望ましい協力関係を築くための教育が必要であると感じて

いるようです。 

そのため、今後は様々な教育・学習の場を通じて、男女平等の意識の醸成と、慣習等に捉

われず男女が共に参画できるように、家庭や地域でも、それぞれのあり方を見直していく必

要があります。 

 

■男女の望ましい協力関係を築くために学校教育の場で力を入れてほしいこと 

 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

生活面の指導や進路指導において、
男女を区別せずに子どもの興味・
関心や能力を尊重する

男女平等の意識を育てる授業をする

児童生徒の年齢に応じた性について
の教育を実施する※

教師自身の男女平等についての
意識を高めるような研修を行う

校長や教頭に女性を増やしていく

その他

67.6

52.2

38.5

32.9

13.4

2.6

77.8

50.2

12.0

36.3

12.7

6.9

79.7

54.9

8.5

49.1

15.3

7.6

0 20 40 60 80 100（％）

令和元年度調査（N=626)

平成26年度調査（N=860)

平成21年度調査（N=621)

重点目標２ 性別にとらわれない教育・学習の充実 
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家庭、学校、地域社会における教育や学習は、男女平等を含めた人権尊重の意識を根付か

せる上で大変重要です。家庭は子どもが成長していく上で、最も重要な役割を担う生活の場

です。また、学校教育の場も、男女共同参画意識づくりに大きな影響を及ぼします。子ども

たちの成長過程に影響を与える保護者や教職員、地域の大人たちへの男女共同参画に対する

理解を促進し、あらゆる教育活動を通じて男女平等意識の醸成を図ります。 

 

事  業 担当課 

①  

人権ふれあい学級等において、男女の人権を取り扱う。 

【数値目標】男女の人権を取り扱った人権ふれあい学級等の受講者

数 

238人／1年（R1）⇒ 250人／１年 

人権・同和政策・

男女参画課 

② 

中学生に対して、男女共同参画に関する授業を実施する。 

【数値目標】「男女共同参画社会へ～パートナーシップ条例を知ろ

う～」を活用した授業の実施校 

市立全中学校／1年（R1）⇒ 市立全中学校／1年 

学校教育課 

③ 

小中学校の教職員研修向けハラスメント研修において、男女平等教

育を取り扱い、性別にとらわれない進路指導や生徒指導を行うよう

に支援する。 

【数値目標】教職員向け男女平等教育研修実施校 

市立全小・中学校／１年（R1）⇒ 市立全小・中学校／１年 

学校教育課 

④ 

保育従事者研修会の中の人権研修において、男女の人権を取り扱う。 

【数値目標】男女の人権を取り扱った保育従事者研修の参加者数 

226人／１年（R1）⇒400人／１年 

保育幼稚園課 

 

 

  

【施策１】 家庭・学校・地域社会における男女平等教育の推進 
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基本方向Ⅰ 人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに 進めよう！ 

○男女がさまざまな活動に参画できるように、慣習やしきたりを見直してみ

ましょう。 

○自治組織等の運営や活動の場で、男女が不平等に扱われてないか、話し合

ってみましょう。 

 

○男女に不平等をもたらすような慣習やしきたりに気づき、改めていきまし

ょう。 

○お互いを尊重し、多様性を認め合い、支えあう気持ちを大切にしましょう。 

○男女共同参画に関する講座やフォーラム等に積極的に参加しましょう。 

市民 

○広報紙やホームページ、イベントなどを通じて、男女共同参画やダイバー

シティ（多様性）に関する情報を提供し、意識の醸成を図ります。 

○男女共同参画の必要性を学べる学習機会を充実させます。 

○市民のニーズや意識を定期的に調査し、計画や施策に反映させます。 

市 

○職場において、男女が不平等に扱われていないか、見直してみましょう。 

○職場において、性別による固定的な役割分担がないか話し合ってみましょ

う。 
 

○就学前保育や幼児教育、学校教育等で、男女が不平等に扱われていないか、

見直してみましょう。 

○性別にとらわれることなく、子ども一人ひとりの個性を大切にしましょう。 

○男女共同参画の意識をもって、子どもと接するようにしましょう。 
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基本方向Ⅱ 男女がお互いを認め合う社会づくり 

【基本的な考え方】 

日本国憲法においては、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、これが「男女共同

参画社会基本法」の理念の一つとなっています。男女共同参画社会は、男女の人権を尊重し

合い、ともに社会を構成する一員として自覚を持つことではじめて実現するものです。 

近年では、男女共同参画社会の推進に関する様々な啓発、教育の場を通して、この男女の

人権についても理解が進んでいます。 

しかしながら、一方ではＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の深刻化や、セクシュア

ル・ハラスメント※1による被害も、依然問題となっています。 

また、高度情報化の進展に伴い、インターネットやスマートフォン等新しい形態のメディ

アが急速に普及し、膨大な情報が氾濫している中、メディアが伝える情報を自分自身で判断

して活用する能力が必要となっています。このため、メディアにおける表現について、人権

尊重の視点から取り組みを推進するとともに、メディア情報を受ける側も、ジェンダー平等

の視点から客観的に読み解く能力（メディア・リテラシー※2）を向上させる必要があります。 

さらに、性情報の氾濫や性に対する意識の変化、互いの性への理解不足などにより、望ま

ない妊娠による人工妊娠中絶が後を絶たない状況にあります。女性の妊娠・出産や更年期に

おける健康上の問題、不妊に悩む夫婦への支援や性感染症の予防など、男女それぞれの性が

尊重されるよう正しい知識の普及・啓発を推進する必要があります。 

また、性的指向や性自認に関して社会的に少数派とされる性的少数者※3（ＬＧＢＴｓ）は、

生きづらさを感じるなど困難な状況におかれている場合が多く、このような人たちに対する

理解の促進も必要です。 
 

 

 

【成果目標】 

指 標 基準値 目標値 

１ 

「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せら

れない」など差別的な言葉を言われたことがな

い人の割合 

62.6％ 
（令和元年度） 

80.0％ 
（令和 6年度） 

2 学校生活の中で男女の差を感じる生徒の割合 
21.5％ 

（令和元年度） 
16.5％ 

（令和 6年度） 

※資料：1男女共同参画に関する市民意識調査 ２男女共同参画に関する中学２年生意識調査 
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■学校生活の中で男女の差別を感じることの有無 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する中学２年生意識調査 

 

■「ＬＧＢＴ」の認知度 

 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

※１ セクシュアル・ハラスメント 

 身体への不必要な接触、性的関係の強要、衆目にさらされる場所へのわいせつな写真の掲示などの

性的いやがらせのこと。 

※２ メディア・リテラシー 

メディア（テレビ、雑誌、インターネットなど）から発信される情報をそのまま受け取るのではな
く、主体的に読み解いて活用する能力のこと。また、メディアを活用し、自分の考えを表現する能力
のこと。 

※３ 性的少数者（ＬＧＢＴｓ） 

心の性別や、好きになる相手の性別において、社会的に少数派とされる人たち。 
「Ｌ」レズビアン：女性として女性が好きな人 
「Ｇ」ゲイ：男性として男性が好きな人 
「Ｂ」バイセクシュアル：好きになる相手が同性の場合も異性の場合もある人 
「Ｔ」トランスジェンダー：生まれた時の性にとらわれない生き方をする人 
の頭文字を取って「ＬＧＢＴｓ」とも称される。 

 

凡例

全体(N=1,631)

女性(n=820)

男性(n=780)

性
別

感じることがある

7.8

5.5

9.9

ときどき感じる

13.7

16.5

10.6

あまり感じない

47.8

54.0

42.8

感じない

29.1

23.3

35.5

無回答

1.5

0.7

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

53.7

56.8

50.4

24.3

22.8

26.1

17.9

16.1

19.9

4.2

4.3

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

女性

男性

内容まで知っている 内容までは知らないが、

聞いたことがある

全く知らないし、

聞いたことがない

無回答
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【現状と課題】 

近年では、10歳代から 20歳代を中心に性の多様性への理解は進んできましたが、まだ、

十分とは言えないため、多くの人の理解が必要となっています。また、同性パートナーシッ

プ証明制度等の環境整備の推進が求められています。 

情報化社会の進展によって、インターネットやスマートフォン等を通じ、女性、子どもな

どが被害者となる犯罪や人権侵害にあたる行為などが、社会問題化しています。こうした状

況からは、子どもから、大人、高齢者に至る市民一人ひとりが、性に関する正しい理解や、

心身に影響を及ぼすような人権侵害、犯罪から身を守るための知識を身につける必要があり

ます。 

市民意識調査によれば、メディア等における性や暴力の表現について、「子どもの目にふれ

ないような配慮が足りない」、「女性や子どもに対する犯罪を助長する恐れがある」、「性的側

面の強調など、行き過ぎた表現が目立つ」で約３割から４割以上の人が回答しており、多く

の人が、現在のメディア等における性や暴力の表現に問題を感じていることがわかります。 

こうした状況からは、性に対する正しい教育を通じた知識の取得と、様々な情報をそのま

ま自己に取り込むことなく、主体的に読み解き、活用・自己発信することができるメディア・

リテラシーの向上が必要です。 

 

 

■新聞・雑誌・テレビなどのメディアやインターネット・ＳＮＳ・ゲーム等における性や暴力の

表現について 

 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

     そのような表現を望まない人や
     子どもの目に触れないようにする
     配慮が足りない

     性的側面を過度に強調する
     など、行き過ぎた表現が目立つ

     女性や子どもに対する犯罪を
     助長する恐れがある

     女性のイメージや男性のイメージ
     について偏った表現をしている

その他

特に問題はない

44.6

28.1

26.7

15.0

3.0

15.3

45.0

41.2

34.8

20.9

5.3

12.4

50.1

44.4

44.6

15.6

4.7

6.9

0 10 20 30 40 50 60 （％）

令和元年度調査（N=626)

平成26年度調査（N=860)

平成21年度調査（N=621)

重点目標１ 性に関する理解の促進 
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男女の人権尊重の意識を醸成していくためには、互いの性を理解することが必要です。男

女の性に関する正しい知識の啓発と性の多様性についての理解を促します。 

 

事  業 担当課 

① エイズや性感染症等の予防・啓発のため、情報提供を行う。 健康づくり課 

② 

保護者に対して、児童・生徒に対する正しい性教育の必要性につい

て説き、学校と家庭の双方から児童生徒の理解を促進する。 

【数値目標】「男女の性」「性的少数者（ＬＧＢＴｓ）」等について掲

載した便り等を発行した学校数 

市立全小・中学校／１年 

学校教育課 

③ 
講座等において、生物学的性差と社会的性差及び性の多様性につい

て市民への理解を促す。 

人権・同和政策・男

女参画課 

 

 

 

 

 

 「女性」「男性」のみならず、性的少数者（ＬＧＢＴｓ）の人々にとって、多様な個性と能力を

十分に発揮することができる社会となるように、性の多様性に関する情報提供により市民や市職

員の理解を高め、環境整備を推進します。 

 

事  業 担当課 

①  

講座・研修において性の多様性への理解を促進する。 

【数値目標】性の多様性についての研修の参加者数 

222人（R1） ⇒250人／1年 

人権・同和政策・男

女参画課 

② 学校において多様な性に配慮した環境整備を図る。 学校教育課 

③ 
庁内における申請書等への性別記入欄の削除または多様な性への対

応（国、県様式を除く）を行う。 

人権・同和政策・男

女参画課 

④ 
職員研修等を通して、性の多様性や環境整備の必要性について職員

の理解を深める。 

人権・同和政策・男

女参画課 

⑤ 関係機関と連携した多様な性に関する相談体制の充実。 
人権・同和政策・男

女参画課 

【施策１】 男女の性及び性的少数者（ＬＧＢＴｓ）に関する教育の推進 

【施策２】 性の多様性に関する環境整備の推進 
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メディアにおける人権に配慮した表現を推進するとともに、情報を主体的かつ客観的に解

釈し、使いこなす能力についての啓発や環境の整備に努めます。 

 

事  業 担当課 

① 市報やホームページ、各種媒体等において、男女の表現に配慮する。 秘書課 

② 

講座等において、インターネットやスマートフォン等の有害サイト

に巻き込まれないようメディア・リテラシーについて啓発を行う。 

【数値目標】メディア・リテラシーを扱った講座等の受講者数 

250人／1年 

人権・同和政策・男

女参画課 

③ 
小・中学校における情報モラル教育※において、パソコンや携帯電

話に侵入する有害情報の適切な対処法についての学習に取り組む。 
学校教育課 

④ 
SNSを介した青少年の性被害やインターネット、スマートフォン等

でのトラブル防止について啓発を行う。 
社会教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※情報モラル教育 

学習指導要領では「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」を「情報モラル」
として定め、各教科の指導の中で身につけさせることを、情報モラル教育としている。 

【施策 3】 メディア・リテラシーの向上 
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性に関する相談に対応するため、相談窓口の広報と相談体制の充実を図ります。 

 

事  業 担当課 

① 
公共機関のトイレに性に関する相談窓口を記載したカードを設置す

る。 

人権・同和政策・男

女参画課 

② 

窓口や電話で、性に関する不安や悩みについての相談を受ける。ま

た、相談の内容に応じて、佐賀中部保健福祉事務所等との連携を図

る。 

健康づくり課 

 

 

【施策４】 性に関する相談窓口の広報及び相談体制の充実 
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【現状と課題】 

固定的性別役割分担意識の影響などから、男女間の社会的地位や経済力には大きな格差が

あり、その結果、女性を男性より劣った性と見たり、性的関心の対象としてのみ見たりする

などの傾向は未だ強く残っています。 

そのような意識に起因すると考えられるセクシャル・ハラスメントは、相手の意思に反し

て、不快や不安な状態に追いこむ性的な言葉や、これにあたる行為を指すものであり、個人

の人格と尊厳を不当に侵害するものです。こうした、言葉や態度などによって人の心を傷つ

ける精神的な暴力や嫌がらせであるハラスメントには、ほかに職務上の地位や人間関係など

の職場内の優位性を背景に、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させるパ

ワーハラスメントもあり、こうした行為は、近年様々な形で問題化しています。 

また暴力行為は、いかなる理由があっても決して許されない人権侵害であり、ＤＶを根絶

するための基盤整備や取り組みを推進する必要があります。 

市民意識調査によれば、約１割の女性がセクシュアル・ハラスメントを受けたことがあり、

その被害者のうち約４割は誰にも相談せず、我慢している状況にあります。また、女性ばか

りではなく男性も被害を受けており、その被害者のうち約５割は誰にも相談していない状況

にあります。このような被害を無くすためには、相談窓口を充実し、ケースごとに適切な対

応を進めていく必要がありますが、問題の性格上、外部に相談することをためらったり、ど

こに相談したらよいかわからず、問題を深刻化させたり、心身の負担が重度化していくこと

が懸念されます。そのため、セクハラ等に関する正しい知識やその対処の仕方について啓発

を図るとともに、被害者を相談に結びつけることができるよう、相談窓口の周知や周囲での

見守りに向け、関連機関の間で連携を図る必要があります。 

重点目標２ ハラスメントや男女間の暴力の根絶 
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■セクシュアル・ハラスメントについて、５年以内に職場・学校・地域でしたり、されたりした

ことがありますか。 

 
資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体（N=626）　 　　　　凡例　

Ｇ　しつこくつきまとう

Ｈ　さわる、抱きつく

Ａ　「男のくせに根性がない」「女には仕事を
    任せられない」「女性は職場の花だ」など
    差別的・偏見的な言葉を言う

Ｉ　地位や権限を利用して食事に誘ったり、
   性的関係を迫ったりする

Ｊ　妊娠・出産を理由に、職場に居づらくなる
    扱いを受ける

Ｋ　子育てのために休暇や早退を取ることを
    非難される

Ｂ　「結婚はまだ？」「子どもはまだ？」としつこく
    言う

Ｃ　性的な冗談や質問、ひやかしの言葉を言う

Ｄ　相手をじろじろ眺めたり、容姿を話題に
    したりする

Ｅ　恋愛関係や結婚生活について、しつこく
    尋ねたり、噂を流す

Ｆ　接待や宴会で、酌やデュエット等、異性の
    隣への着席を強要する

された

ことがある

7.3

8.3

9.7

8.3

4.6

4.8

2.6

4.5

1.6

1.9

2.7

した

ことがある

1.8

1.3

3.4

5.4

0.5

0.6

0.2

1.1

0.3

見たり聞いたり

したことがある

23.5

21.4

22.5

22.7

17.9

11.7

7.0

9.6

7.0

8.9

11.8

まったくない

62.6

63.9

59.9

59.6

71.4

76.8

84.2

79.4

85.0

81.3

78.1

無回答

5.6

5.6

5.3

5.3

6.4

6.2

6.1

6.1

6.4

7.8

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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セクシュアル・ハラスメントをはじめとするハラスメントは、個人の人格と尊厳を不当に

侵害するものであり、決して許されるものではありません。その認識を周知し、ハラスメン

トや男女間の暴力の根絶に向けて啓発を促進します。。 

 

事  業 担当課 

① 
講座等を通じて、セクシュアル・ハラスメントなどの性差別に基づ

く暴力について、理解と防止を促す。 

人権・同和政策・男

女参画 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハラスメントや男女間の暴力を受けた際の相談に対応するため、関係機関と連携し、適切

な対応ができる相談体制の充実を図ります。また、相談窓口の広報の充実に努めます。 

 

事  業 担当課 

① 
無料労働相談において、セクシュアル・ハラスメントへの相談に対

応する。 
商業振興課 

② 
婦人相談員を設置し、面接やメールによる相談に対応する。必要に

応じて、性暴力救援センターなどの関係機関との連携を図る。 
こども家庭課 

③ 市報やホームページ等で相談窓口の広報を行う。 こども家庭課 

④ 

ハラスメントや暴力に関する男性被害者の相談窓口については、佐

賀県立男女共同参画センター実施の男性総合相談「男性のための電

話相談」の広報を行う。 

人権・同和政策・男

女参画 

 

 

 

 

 

 

【施策１】 ハラスメントや男女間の暴力の根絶にむけた啓発 

【施策２】 ハラスメントや男女間の暴力に関する相談窓口の広報 

及び相談体制の充実 
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【現状と課題】 

生涯にわたって心と身体の健康を保つことは全ての人にとって重要なことであり、男女共

同参画社会の実現に向けた視点からは、女性も男性もそれぞれの身体の特徴を理解しながら、

互いに思いやりを持つことが大切です。 

市民意識調査の結果からは、妊娠や出産、性生活にかかわる女性の権利・健康や性感染症

の予防について、みんなが互いに理解し合うために大切なこととしては、「配偶者やパートナ

ー間の話し合い」が約半数で最も多く、次いで「学校における女性の健康と権利に関する教

育」が続いています。 

 このように、男女共同参画の視点から、生涯にわたる健康づくりの重要性が認識されてい

ることに鑑み、今後も講座等において、正しい知識の普及や情報提供を進めていくことが求

められます。 

 

 

■妊娠・出産・性生活にかかわる女性の権利・健康や性感染症の予防について大切なこと 

 

 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 
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そ
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他

無
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凡例

令和元年度調査
（N=626)

平成26年度調査
（N=860)

45.7

52.6

28.4

20.3

7.3

7.1

4.3

4.5

7.8

7.8

0.6

2.6

5.8

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

重点目標３ 生涯にわたる心と身体の健康づくりの推進 
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子どもを安心して出産し、育てるために、妊娠や出産に関する情報提供や保健師等による

家庭訪問など健康支援の充実を図ります。また、不妊治療への経済的支援を行います。 

 

事  業 担当課 

① 

在住外国人に対し、妊娠・出産に関するＤＶＤの貸し出しを行い、

日本における出産への不安解消に努める。 

（ＤＶＤは英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ポルトガ

ル語、ベトナム語） 

国際課 

② 

生後 2～4 カ月頃、助産師、母子保健推進員、保健師による全戸訪

問をし、情報の提供や保健指導を行う。また、出産後１カ月頃、母

親を対象に「産後うつアンケート」を実施し、フォローが必要な産

婦に保健師がフォローをする。 

【数値目標】専門職員等の訪問により育児不安を解消した割合 

97.7％（R1） ⇒ 99.0%（R7） 

健康づくり課 

③ 

妊娠届出（母子健康手帳発行）時に出産や栄養等に関する相談・指

導を行い、妊婦健診補助券を交付し、安全安心な出産ができるよう

支援する。また、妊娠・出産に関する悩みについて関係機関と連携

して情報提供や相談を行う。 

【数値目標】妊娠届出時の保健指導実施率  

100％（R1） ⇒ 100％／1年（R7） 

健康づくり課 

④ 

不妊治療に取り組む夫婦に対して、医療保険の適用がない人工授

精・体外受精・顕微授精の治療費の一部を助成し、経済的支援を行

う。 

健康づくり課 

 

 

  

【施策１】 妊娠・出産に関する支援 
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心身ともに健康であることは日常生活を営む上で欠かせません。しかしながら、不安や悩

みに起因する精神的な病は増加傾向にあります。この予防に向け、心の健康に関する情報提

供を進めます。 

 

事  業 担当課 

① 市報、HP等によるこころの健康に関する周知啓発を行う。 健康づくり課 

 

 

 

 

 

子どもをいつ産むかあるいは産まないかを選ぶ自由、安全な性生活や妊娠・出産に関する

学習機会や教育の充実を図ります。 

 

事  業 担当課 

① 
性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ※）

について理解を促す講座や広報を行う。 

人権・同和政策・男

女参画課 

② 小・中学校の授業において、生命の誕生等に関する教育を行う。 学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利） 

みずからの性生活や妊娠出産のあり方について、女性自身が自己の判断にもとづいて決定する権利
と、そうした自己決定を可能にする社会条件・医療環境を整えることで、女性が生涯にわたり、心身
の健康と安寧を確保しようとすること。 

 

【施策２】 こころとからだの健康づくり対策の推進 

【施策３】 性と生殖に関する健康と権利の理解の促進 
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基本方向Ⅱ 男女がお互いを認め合う社会づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに 進めよう！ 

○地域から発する情報や活動に、固定的な性差感や性差別がないか注意しま

しょう。 
 

○ハラスメントを絶対にしない、許さない意識を持ちましょう。 

○妊娠、出産について、家族で話し合いましょう。 

○メディアの表現に含まれる固定的な性差感や性差別を読み解く力を身に

つけましょう。 

○男女の身体や生殖のしくみについて理解し、心身の健康に気をつけましょ

う。 

市民 

○性の多様性やハラスメント、男女間の暴力について相談しやすい体制をつ

くります。 

○メディアからの情報を、人権尊重という視点で読み解く学習を進めます。 

市 

○職場において、ハラスメント等が行われていないか、見直し体制を強化し

ましょう。 

○職場内で、ハラスメント等について相談できる体制をつくりましょう。 

○性や暴力に関して過度な表現をしないようにしましょう。 

○職場において、メンタルヘルスなど、心身の健康づくりを推進しましょう。 

 

○性に関する教育の充実を図りましょう。 

○ＤＶやセクシュアル・ハラスメントについての学習機会を設けましょう。 

○有害情報の適切な対処について、情報モラル教育の充実を図りましょう。 

 

 



 

14 
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基本方向Ⅲ  

あらゆる分野への男女共同参画を促す社会づくり 

【基本的な考え方】 

男女が社会を構成する一員としてお互いを認め合い、それぞれの個性と能力を十分に発揮

し、あらゆる分野への男女共同参画を促進する社会を実現していくためには、政策・方針決

定過程への女性の参画を促進し、新たな視点や意見を取り入れていくことが重要です。ＳＤ

Ｇｓ（持続可能な開発目標）のゴール５「ジェンダー平等を実現しよう」を達成する上での

課題でもあります。 

行政における政策・方針決定の場への女性の参画については、各種審議会・委員会等にお

いて積極的に女性の参画率を上げる必要があります。 

家庭では、核家族化が進み世帯人員が減少する中、家事・育児・介護等について、家族がお

互いに協力し合いながら担っていけるよう、固定的性別役割分担意識を解消していく必要が

あります。それと同時に、お互いの意見を尊重しながら生活様式の調整を図り、それぞれが

家族としての責任を果たしていくことが大切です。 

そのほか、まちづくりを進める地域活動においても女性の視点を取り入れるなど、多種多

様なニーズに対応できるよう、男女が共に参画しやすい環境整備を進め、地域の活性化を図

っていくことが重要となります。 

また、近年、重要性が非常に高まっている防災分野や政治分野においても、男女共同参画

の視点からの取り組みが必要であり、引き続き女性の参画を進めていきます。 

 

【成果目標】 

指 標 基準値 目標値 

１ 
女性の審議会等への参画率（法令に基づく各種審

議会・委員会等） 

43.3％ 
（令和元年度） 

43.0％以上 
（令和 7 年度） 

２ 
男性の一日の家事関連時間「30分未満、全くし

ていない」人の割合 

48.9％ 
（令和元年度） 

45.2％以下 
（令和 7 年度） 

 ※資料：1 男女共同参画課調べ 2 市民意向調査 
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【現状と課題】 

現在、佐賀市の政策や方針を決定する場となる、市の審議会、委員会等への女性の参画率

は、「第三次佐賀市男女共同参画計画」の目標値 42.0％に対して、令和元年度時点で 43.3％

と目標を達成しています。 

しかしながら、中には全体に比べ女性の参画率が低い審議会・委員会等もみられます。ま

た近年では、防災をはじめ、女性の視点に基づく意見の反映が重要であると指摘されている

分野もあり、今後も男女共同参画を推進する上では、政策・方針決定過程への女性の参画拡

大は非常に重要です。 

引き続き審議会等の委員候補者として登録する「女性人材リスト」の充実や活用を図りな

がら、女性の参画率向上への積極的な取り組みを行っていくとともに、各種審議会・委員会

等内での男女の比率にも配慮していく必要があります。 

 

■法令に基づく審議会等における女性委員割合の推移 

 

資料：（佐賀市）男女共同参画課調べ（各年 6月 1日現在） 

（佐賀県）男女参画・県民協働課調べ（各年 3月 31日現在） 

（国）  国の審議会等における女性委員の参画状況調べ（各年 9月 30日現在） 

 

38.3
39.2

40.3

42.8
43.6 43.4

42.3 42.8
43.3

33.2 32.9

34.2

35.4

36.7
37.1 37.4 37.6

39.6
39.8

41.5

41.1 42.4
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42.3
42.9

43.5
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32.5

35.0
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40.0
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45.0
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佐賀市

国

佐賀県

%

重点目標１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 
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政策や方針決定する場において、男女それぞれの意見が反映されるよう、幅広い分野の女

性の人材発掘と育成に努め、市の審議会・委員会等への女性の参画を促進します。 

 

事  業 担当課 

① 

専門知識を有する女性を広く発掘し、女性人材リストを充実させる。 

【数値目標】女性人材リスト登録者数 

 105人（R1） ⇒ 145人（R7） 

人権・同和政策・

男女参画課 

② 各種審議会・委員会等への女性委員の登用を促進する。 
人権・同和政策・

男女参画課 

 

 

 

 

■市の方針決定等に女性の意見や考え方が反映されていない理由 

 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

 

 

女性の市議会議員が少ない

女性自身が意見を言う立場（自治会
長、委員、議員など）になりたがらない

男性の意識・理解が足りない

市民の立場で市政に対する意見を述
べる審議会や委員会などに女性委員
が少ない

自治会のリーダーに女性が少ない

市役所の管理職に女性が少ない

その他

59.3

42.4

39.4

30.5

28.8

26.7

2.1

0 20 40 60 80 （％）

全体（n=236)

【施策１】 女性の審議会等への参画の促進 
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【現状と課題】 

 現在のライフスタイルは多様化し、結婚の形、家族の形、地域におけるつながりや生活の

あり方は様々です。しかし、従来からの慣習やしきたり、意識、価値観等はすぐに変わらな

いため、男女共同参画の考え方がいまだに進んでいない現状があります。 

市民意識調査によると、男女の平等観については、「家庭生活」では 49.7％、「地域や社

会活動の場」では 45.4％が男性優遇と回答し、男女平等になっていると回答した人の割合

を大きく上回っています。また、具体的に家庭生活での役割分担についてみると、炊事、掃

除、洗濯などの家事では約７割が「主に妻」の役割となっており、家庭や地域社会における

男女平等な参画を阻害しています。 

一方、近年、頻発する大規模災害から、地域での防災・災害復興時に、女性の視点を反映

することが重要であることは明らかであり、市民意識調査からも、「防災計画等の計画策定

の段階から、男女双方の意見が反映できるような体制を整える」ことが必要であるという意

識がうかがえます。 

このため、家庭や地域社会においては、従来の性別による固定的役割分担意識の解消か

ら、男女が共に対等な立場で参画を進めていくための啓発と取り組みが必要です。 

 

■「家庭生活」、「地域や社会活動の場」における男女の平等観 

 
資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 
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男女平等に

なっている

どちらかといえば

男性が優遇

男性が優遇 わからない 無回答

重点目標２ 家庭や地域社会における男女共同参画の推進 

家
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生
活
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地
域
や
社
会
活
動

の
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■防災・災害復興時において、男女共同参画に根ざした対応をとるために必要なこと 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

 

 

 

家事・育児・介護などについて、家族全員が協力して、それぞれの責任を担えるよう、男女

の役割分担の意識の啓発に努めるとともに、家庭内での実践につながる講座の開催や情報の

提供を行います。 

 

事  業 担当課 

① 
妊娠届出時に夫婦が協力して子育てするように啓発を行う。また、

母子手帳交付時に、「プレママ＆プレパパサロン」を紹介する。 
健康づくり課 

② 

子育て支援センターゆめ・ぽけっとにおいて、「プレママ＆プレパパ

サロン」を実施し、父親の育児参加を促進する。 

【数値目標】プレママ＆プレパパサロン男性参加者数 

198人（R1） ⇒ 200人／１年 

保育幼稚園課 

③ 

公民館において、男女共同参画の視点に基づく講座を実施する。 

【数値目標】男女共同参画に基づく講座を開催した公民館数 

全公民館／１年（R1） ⇒ 全公民館／１年 

公民館支援課 

④ 
家事や育児に関する啓発や講座を通し、男性の家事や育児への参加

を促進する。 

人権・同和政策・

男女参画課 

⑤ 男性の育児休暇・休業の取得について啓発を行う 
人権・同和政策・

男女参画課 

防災計画等の計画策定の段階から、
男女双方の意見が反映できるような
体制を整える

避難時に必要な知識や防災機材の
取り扱い方等の研修会に男女ともに
参加する

自治会等の地域の役員を男性も
女性も積極的に担う

普段の地域活動において、性別で
役割を決定しない（女性は炊き出し、
男性は力仕事など）

地域において、女性の防災組織・
リーダーを育成する※

行政の防災担当者に女性を増やす※

その他

47.0

34.0

25.1

23.2

17.3

14.9

1.6

62.3

44.1

30.3

29.0

2.7

0 20 40 60 80 （％）

令和元年度調査（N=626)

平成26年度調査（N=860)

【施策１】 家庭における男女共同参画促進 
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地域活動において、男女が共に参画しやすい環境づくりを市民や自治会などとの協働で推

進するとともに、これまで十分に反映されてこなかった女性の視点を活かし、その参画を進

めていくための人材の育成に努めます。 

 

事  業 担当課 

① 
公民館と連携し、各種講座等で地域における男女共同参画を推進す

る。 

人権・同和政策・

男女参画課 

② 
男女共同参画リーダーの養成を目的とし、男女共同参画に関する会

議・大会へ市民を派遣する。 

人権・同和政策・

男女参画課 

 

 

 

 

 

災害に強い地域社会の構築に向けて、男女共同参画の視点から必要な対策に取り組んでい

けるよう、引き続き女性の参画を進めていきます。 

 

事  業 担当課 

① 

地域での防災や避難活動に対して女性の視点を反映できるよう、活

動の担い手やリーダーとして、女性の参画を進めていく。 

【数値目標】佐賀市防災会議における女性委員数 

18.6％（R1）⇒25.0％以上（R7） 

消防防災課 

② 

女性消防団員の加入、育成指導の促進 

【数値目標】佐賀市消防団における女性消防団員数 

 102人（R1） ⇒112人（R7） 

消防防災課 

③ 
避難所において、女性など多様な人が安心して過ごせる場の確保及

び備蓄品の整備。 
消防防災課 

④ 防災訓練において女性など多様な人の参加促進を図る。 消防防災課 

⑤ 

女性など多様な視点をふまえた防災講座を実施する。 

【数値目標】女性など多様な視点をふまえた防災講座の開催回数 

２回（R1） ⇒１回以上／１年 

人権・同和政策・

男女参画課 

 

 

【施策２】 地域社会における男女共同参画促進 

【施策３】 防災分野における男女共同参画促進 
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女性の政治参画に関する情報提供や、政治分野における男女共同参画の重要性に関する講座を

実施し、政治分野における女性の参画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

■女性が活躍した方が良いと思う分野

 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

                Ａ　自治会

                Ｂ　子ども会、ＰＴＡ、
                    部活動の役員など

                Ｃ　消防団・防災関係

                Ｄ　民生委員・児童委員

                Ｅ　体育協会・スポーツ
                    関係の行事

                Ｆ　政治・議会

                Ｇ　その他

無し

25.4

20.4

7.8

27.2

7.7

55.0

1.1

11.8

0 10 20 30 40 50 60 （％）

全体（N=626)

事  業 担当課 

① 
市報やホームページなどで、政治分野における男女共同参画の状況

を周知する。 

人権・同和政策・

男女参画課 

② 

講演会や研修会等を開催し、政治分野への関心を促す。 

【数値目標】政治分野に関する講座等の開催回数 

１回（R1） ⇒１回以上／１年 

人権・同和政策・

男女参画課 

【施策４】 政治分野における男女共同参画促進 
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基本方向Ⅲ あらゆる分野への男女共同参画を促す社会づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに 進めよう！ 

○男女が運営に関する決定に関われるように、自治組織等のあり方を見直し

ましょう。 

○まちづくりや防災などのそれぞれの分野において、男性、女性など多様な

人の意見が反映されるような組織づくりをしましょう。 

○身近な地域での男女共同参画を推進する体制づくりを進めましょう。 

 

○家事・育児・介護等の講座に積極的に参加してみましょう。また、そのた

めに家族が協力して参加しやすい環境を作りましょう。 

○男女ともに家事・育児・介護等を担う能力を身に付け、子どもにもお手伝

いを習慣づけましょう。 

○育児の楽しさを家族全員で分かちあいましょう。 

○まちづくりや地域が抱えている問題や課題に関心を持ち、地域活動に積極

的に参加しましょう。 

市民 

○審議会等の政策・方針決定の場への女性の参画を促進します。 

○家庭で協力して家事・育児・介護等ができるように、知識と技術の習得の

ための講座等を開催します。 

○男女共同参画を広めるリーダーを育成します。 

市 

○職場において、男女が不平等に扱われていないか、見直してみましょう。 

○職場において、男女それぞれの職域拡大や女性管理職の登用を積極的に行

いましょう。 
 

○いろいろな場面における役割を性別で固定しないように心がけましょう。 

○保護者に対して、男女共同参画意識の醸成を促しましょう。 
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基本方向Ⅳ 男女が共に働きやすい環境づくり 

「佐賀市女性の活躍に関する推進計画」 

 

【基本的な考え方】 

労働は生活の経済的基盤であり、自己実現の手段でもあります。性別を問わず、経済的な

自立のもと、男女平等で生きがいをもって働くことができる就労機会を確保するとともに、

働きやすい環境づくりを進めていく必要があります。 

これまでも「男女雇用機会均等法」や「育児・介護休業法」の改正など、制度上の男女平等

は進められてきましたが、賃金、職種、雇用形態、管理職等への登用など、現実には働く女性

を取り巻く就業環境は、未だ多くの課題を抱えています。また、農林水産業などで、女性が

生産や経営の担い手として重要な役割を担っている場合でも、男性との間に待遇や報酬等で

の格差が存在するケースが見受けられます。 

このため、男女ともに均等な就業機会と、性別にとらわれない、個人の能力に基づく雇用

管理の実現を図るとともに、結婚・出産した女性が働き続けられる環境づくりや、多様な保

育・子育てサービスを提供、浸透させる必要があります。また、新型コロナウイルス感染症

の拡大により生活様式や経済活動などの社会環境が大きく変化したことへの対応も必要とな

ります。さらに、個人が多様な就労形態を選択できる社会をめざし、事業者と連携を取りな

がら、労働者の意見やニーズを把握し、反映できるよう雇用形態や労働条件の整備を促進す

るとともに、ダイバーシティ（多様性）の推進の視点からも、各自の生活様式に合わせた多

様な働き方を可能とするワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の更なる取り組み

が必要です。 

加えて、平成 27 年に成立した「女性活躍推進法」がめざす、女性が十分に能力を発揮し、

活躍できるような環境整備に向けて、女性の積極的な登用や能力開発を図るため、事業者へ

の情報提供や働きかけと、女性に対する学習機会の提供等による意識や技能の向上に向けた

取り組みも必要です。本市においては、この「基本方向Ⅳ 男女が共に働きやすい環境づく

り」について女性活躍推進法が定める「市町村推進計画」と位置づけ、女性の活躍を推進し

ていくこととします。 

 

【成果目標】 

指 標 基準値 目標値 

１ ワーク・ライフ・バランスの認知度 
61.0％ 

（令和元年度） 
71.0％ 

（令和 7 年度） 

２ 「くるみんマーク」の認定を受けた市内事業所数 
11社 

（令和元年度） 
15社 

（令和 7 年度） 

３ 庁内の女性管理監督職の登用率 
15.1％ 

（令和元年度） 
25.0％ 

（令和 7 年度） 

※資料：1 男女共同参画に関する市民意識調査 2 佐賀労働局雇用均等室公表値 3 人事課調べ 
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【現状と課題】 

市民意識調査によれば、女性が職業についている割合は 64.6％となっており、平成 26年

度調査に比べ、特に出産・子育てに関わる 30歳代、40歳代、50歳代、及び定年退職後の再

就職の 70歳以上において増加がみられました。 

しかし、職場において男女平等と感じている割合は、女性全体では 20.5％と低く、男性

が優遇されていると思う割合は、女性のどの年代においても６割近くにのぼります。また、

女性が仕事を継続するうえで障がいになることとしては「結婚や妊娠・出産すると、仕事が

続けにくい雰囲気が職場にある」「家事・育児・介護への家族の協力が不十分である」がい

ずれも過半数を占め、従来の慣習に基づく考え方が依然として残っていることがうかがえま

す。 

また、男性が育児休業や介護休業を取得することについては、「上司や同僚の理解がない

のでとりにくい」と回答した人が 36.4％と、周りの理解は進んできましたが、取得しにく

い環境がまだ残っている状況が見受けられます。 

このことから、男女の就労に関してこれまでの働き方を見直し、男女ともに子育てや介護

等をしながら働きやすい職場づくりを進めることが必要です。 

 

■男性が育児休業や介護休業などをとることについて 

 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

  

男性自身の成長のためにも、とること
が望ましい

家族として当然である

職場の上司や同僚が育児休業や
介護休業をとることに理解がないので
とりにくい※1

職場において育児休業や介護休業
の制度が整備されていないためとれ
ない※2

収入が減ると困るのでとれない※3

育児や介護は女性が適していると
思うので、男性がとる必要はない

その他

45.4

40.1

36.4

32.4

26.0

4.6

4.8

37.0

41.0

60.8

42.6

7.8

7.2

0 20 40 60 80 （％）

令和元年度調査（N=626)

平成26年度調査（N=860)

重点目標１ 事業所における男女共同参画の推進 
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男女共同参画の実現には、事業所が担う役割が大きいことから、事業所に対し男女共同参

画を推進する意識の啓発に努めます。 

 

事  業 担当課 

① 

事業所を訪問し、子育てや介護等をしながら働きやすい職場づくり

についての啓発を行う。 

【数値目標】佐賀市男女共同参画推進協賛事業所数 

 189事業所（Ｒ1）⇒266事業所（R7） 

人権・同和政策・

男女参画課 

② 
佐賀市男女共同参画を推進する条例第6条に規定する事業者の責務

について啓発を行う。 

商業振興課 

 

 

 

 

 

 

事業所との連携を図り、佐賀市における効果的な男女共同参画の推進の充実に努めます。 

 

事  業 担当課 

① 

パートナーデーや男性の家事・育児参加啓発事業等において佐賀市

男女共同参画推進協賛事業所※と連携する。 

 

人権・同和政策・

男女参画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

※佐賀市男女共同参画推進協賛事業所 

佐賀市の男女共同参画の推進に協賛、登録している事業所のこと。 

 

 

【施策１】 事業者の男女共同参画意識の醸成 

【施策２】 事業所との連携 
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【現状と課題】 

市民意識調査によれば、女性の活躍に向け再び仕事に就くために必要なこととして、「家

族のための休暇がとりやすい職場を増やす」、「雇用の場を増やす」などの意見が高い割合を

占めています。 

このような動向を受け、本市では女性の活躍推進の取り組みを一過性のものに終わらせ

ず、「女性活躍推進法」に基づき、これまで以上に、男女がともに能力を十分発揮できるよ

う、男性の意識改革を含め、女性の活躍推進に向けた事業に取り組むこととします。 

この法律は、令和元年 5月改正され、一般事業主行動計画の策定義務が拡大し、労働者

101人以上の事業主は、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、行動計画の策定・届出、

情報公表が義務付けられています（令和 4年 4月 1日施行）。このことにより経済分野での

女性の活躍に関する実態が明らかになり、今後一層取り組みが進んでいくことが期待されま

す。 

女性の活躍推進のためには、女性が働き続けることを可能にするための環境整備や、いっ

たん仕事を辞めた女性が、再び就労するための支援が必要となります。 

 よって、女性活躍推進法の周知を進めるとともに、女性の登用や就労に関する意識啓発や

情報提供などを行っていく必要があります。 

 

■女性が再び仕事に就くために必要なこと 

 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

 

家族のための休暇がとりやすい職場
や柔軟な労働時間を選べる職場を
増やす※1

保育施設や子育て支援サービス、
高齢者介護の施設やサービスを充実
させる※2

家族や夫の理解・協力を得る

雇用の場を増やす※3

社会全体で「男は仕事・女は家庭」と
いった固定的な性別役割分担意識
をなくす

再就職のための講座や技術訓練等
を充実させる

その他

69.5

53.0

40.3

37.1

34.8

18.8

1.0

56.4

52.9

35.3

48.5

27.8

25.6

3.0

40.4

22.7

26.4

15.1

19.0

1.8

0 20 40 60 80 （％）

令和元年度調査（N=626)

平成26年度調査（N=860)

平成21年度調査（N=621)

重点目標２ 女性の就労環境の改善 
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 事業所における女性の活躍に向けた意識の醸成のため、「女性活躍推進法」の周知を図りま

す。また、「女性活躍推進法」に定める事業主行動計画の策定が努力義務となっている中小企

業・事業所においても取り組みが促進されるよう、事業主へ女性活躍に関する理解促進など

の取り組みについて支援します。 

 

事  業 担当課 

① 
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、事

業所に対し一般事業主行動計画※の周知を図る。 

人権・同和政策・

男女参画課 

② 
男性の意識改革を含めた女性の能力発揮などに関する講座・啓発を

行う。 

人権・同和政策・

男女参画課 

 

 

 

 

 

職場において、女性がその性別により差別されることなく、能力を発揮することができる

よう、女性の職域拡大や管理職への登用の促進、さらには適正な能力の評価と待遇を受ける

ことができる職場環境づくりについて、市民及び事業主への理解促進に努めます。 

 

事  業 担当課 

① 

女性が職場における意思決定の場へ参画することの重要性について

啓発を行う。 

【数値目標】女性の活躍推進佐賀県会議へ会員登録した市内事業所

数 

 140事業所（R1） ⇒190事業所（R7） 

人権・同和政策・

男女参画課 

② 
事業主に対し、積極的改善措置（ポジティブ・アクション）をはじ

め、男女共同参画の取り組みの必要性について周知・啓発を行う。 
商業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

【施策１】 事業所における女性の活躍に向けた意識の醸成 

【施策２】 職場における女性の登用促進 

※一般事業主行動計画（女性活躍推進法） 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第８条に基づく、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り組みに関する計画。 
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 女性が仕事でその能力を発揮し、継続して就労するため、また、子育てや介護等で一旦職

を離れた女性が再度就労を希望する場合にも、その希望に沿うことができるよう、就労に関

する情報提供や、相談窓口に結びつけるなどの支援を行います。 

 

事  業 担当課 

① 
ハローワーク等の関連機関と連携して、就労を希望する女性等に対

し必要な情報提供や相談窓口の広報を行う。 
商業振興課 

② 
起業をめざす人達等に対し、起業に関する情報や学習機会の提供な

どの支援を行う。 
工業振興課 

③ 

ひとり親家庭等の就業に関する悩みに専門の相談員が対応する。ま

た、ハローワークやマザーズコーナー、えびすワーク等と連携して

就業支援を行う。 

こども家庭課 

 

  

【施策３】 女性の就労に関する情報収集の場の提供 
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【現状と課題】 

市民意識調査の結果からは、女性が継続して就労することの障がいとして最も多いのは、

「結婚や妊娠・出産すると、仕事が続けにくい」であり、「家事・育児・介護への家族の協

力が不十分である」と共に過半数の回答を得ています。こうした状況を反映して、就職・採

用、職場において、「男性が優遇されている」と回答した人の割合は、「男女平等になってい

る」と回答した人の割合を大きく上回っており、事業所等に対する啓発が必要です。 

また、介護を理由とした退職、いわゆる「介護離職」の増加も大きな問題となっていま

す。家族に子育て・介護が必要な状況になった場合には、家族全員が協力し、地域の支援や

社会福祉サービスを利用しながら、継続して就労できる環境整備が必要になります。 

ひとり親家庭においては、2019年（令和元年）国民生活基礎調査によると、日本全体の

子どもの貧困率 13.5％に対して、ひとり親家庭の子どもの貧困率は、48.1％と高い割合を

占めており、非常に厳しい状況となっています。女性は、出産や育児等による就業の中断、

非正規雇用を背景に、貧困など生活上の困難に陥りやすい状況です。そのため、様々な状況

に応じた働き方に関する知識・情報の提供から、子育て・介護と両立した多様な働き方の選

択、ひとり親が経済的に自立していくための支援、福祉サービスの整備等の必要性は高まっ

ています。 

 

■就職・採用、職場での男女平等観 

 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 
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19.6

19.1
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2.9

3.7

4.5

3.2

5.9
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全体

女性
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全体

女性

男性

女性が優遇 どちらかといえば

女性が優遇

男女平等に

なっている

どちらかといえば

男性が優遇

男性が優遇 わからない 無回答

就
職
・
採
用
で 

職
場
で 

重点目標３ 雇用における男女均等な機会と待遇の確保の促進 



第 3 章 計画の内容 ～基本方向Ⅳ 男女が共に働きやすい環境づくり～ 

53 

 

 

 

 

 

 

雇用等の場において、労働者にとって働きやすい職場環境を整備するため、男女雇用機会

均等法など労働関係法令の周知・啓発に努めます。 

 

事  業 担当課 

① 
事業主や労働者に対して、男女雇用機会均等、職業訓練に関する内

容の広報を行う。 
商業振興課 

② 健康づくりや生きがいづくりを目的に、高齢者の就労を支援する 高齢福祉課 

③ 各種ハラスメント防止に関する情報の普及に努める。 商業振興課 

④ 企業研修において、各種ハラスメント防止に対する啓発を行う。 
人権・同和政策・

男女参画課 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策１】 男女の均等な雇用の機会と待遇の確保 
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男女が共に働き続けることができるよう、子育て支援に関するサービスの充実を図ります。 

事  業 担当課 

① 

在住外国人対象の子育て支援事業を開催し、保育者間の交流・情報

交換の場にする。 

【数値目標】在住外国人対象の子育て支援事業開催数 

4回（R1） ⇒ 4回／1年 

国際課 

② 
3～6 カ月頃の子どもとその保護者を対象に、栄養士による離乳食

の指導と保健師による絵本の紹介を行う。 
健康づくり課 

③ 保育士による地域の子育てサークルへの人的支援を行う。 保育幼稚園課 

④ 
私立認可保育所での支援センター事業への助成を行い、就園未満児

とその保護者が交流する場を設ける。 
保育幼稚園課 

⑤ 保護者の多様な就労形態に応じた、延長保育等を実施する。 保育幼稚園課 

⑥ 一時預かり保育の広報・周知を図る。 保育幼稚園課 

⑦ 小児科医院に併設した施設での病児・病後児保育事業の実施 子育て総務課 

⑧ 

保護者が就労等により不在となる平日及び土曜日の時間に放課後児

童クラブを実施し、児童の健全な育成を図る。 

【数値目標】放課後児童クラブの待機児童数 

 142人（R1） ⇒ 0人（R7） 

子育て総務課 

⑨ 

子どものための教育・保育給付事業の実施 

【数値目標】保育所の待機児童数 

 126人（R1） ⇒ 0人（R7） 

保育幼稚園課 

⑩ 
「ゆめ・ぽけっと」において、保育士、保健師による相談指導を行

う。 
保育幼稚園課 

⑪ 
家庭児童相談室を設置し、子どもの養育や心身の発達に関する相談

対応を行う。 
こども家庭課 

⑫ 
障がいがある子どもを早期に発見し、合理的配慮※をはじめとした

さまざまな相談に対応できる体制づくりに努める。 
子育て総務課 

 

※合理的配慮 

障がいのある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除くために、必要に
応じて過度の負担にならない範囲で行われる配慮のこと。 

  

【施策２】 子育て支援体制の充実 
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ひとり親が個性と能力を発揮し、安心して働くことができ、経済的に自立していけるよう

な支援の充実を図ります。 

 

事  業 担当課 

① 母子・父子自立支援員による就業支援を行う。 こども家庭課 

② ひとり親の自立に向けての能力開発のための経済的支援を行う。 こども家庭課 

③ 
ひとり親家庭の状況・ニーズに応じた自立支援プログラムを策定し、

ひとり親の就業支援を行う。 
こども家庭課 

 

 

 

 

 

 

男女が共に働き続けることができるよう、介護予防を推進し、介護を必要とする家庭への

支援の充実を図ります。 

 

事  業 担当課 

① 

介護予防教室を実施し高齢者が要介護・要支援者状態になることや

要介護状態の悪化を防止する。 

【数値目標】介護予防教室における男性受講者の割合  

10.5％（R1） ⇒ 13.0％（R7） 

高齢福祉課 

② 

介護保険の保険者である佐賀中部広域連合と連携を図りながら、地

域包括支援センター（おたっしゃ本舗）を中心に、適切な介護サー

ビスの利用や相談対応などを通し、介護家族に対するサポートを行

う。 

高齢福祉課 

③ 

仕事と介護の両立のための制度利用促進に関する取り組みや在宅高

齢者向けサービスについて、市報やホームページ等を通じて周知を

行う。 

高齢福祉課 

   

【施策４】 介護予防及び介護支援体制の充実 

【施策３】 ひとり親に対する就労支援の促進 
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【現状と課題】 

仕事は暮らしを支え、生きがいや喜びを見出すことのできる重要なものですが、同時に、

家事・育児・介護、近隣との付き合いなども暮らしに欠かすことができないものであり、そ

の調和を図ることは重要なことです。 

しかしながら、市民意識調査によれば、希望では「家庭生活」を優先と回答した人が多い

ものの、現実には女性で「家庭生活」、男性では「仕事」を優先する人が最も多くなっており、

希望と現実の間に差が生じている実態も依然として見受けられます。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により生活様式や社会環境が大きく変化し、企業

における働き方や雇用の多様化が進められています。 

こうした問題を解決するために、ワーク・ライフ・バランスの取り組みが不可欠であり、

事業所に対し、情報提供、事業主や人事担当者との研修等を通じた連携の強化による更なる

ワーク・ライフ・バランスの推進と、市民に対する必要な情報提供を行っていきます。 

 

■仕事と家庭、地域・個人の生活のバランスについて（理想と現実） 

 

女性 

 

男性 

 
資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

凡例

希望

現実

仕事

7.8

28.8

家庭生活

47.6

37.2

地域・個

人の生活

16.1

9.8

仕事＋

家庭

8.4

12.7

仕事＋地

域・個人

の生活

2.3

2.0

家庭＋地

域・個人

の生活

11.2

5.2

仕事＋家

庭＋地域

・個人の

生活

5.8

2.9

無回答

0.9

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

希望

現実

仕事

19.1

43.8

家庭生活

43.0

26.8

地域・個

人の生活

12.1

9.2

仕事＋

家庭

9.2

8.5

仕事＋地

域・個人

の生活

1.5

2.6

家庭＋地

域・個人

の生活

7.7

6.3

仕事＋家

庭＋地域

・個人の

生活

5.9

1.8

無回答

1.5

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「仕事」と 
家庭生活」を 

ともに優先 

重点目標４ ワーク・ライフ・バランスの推進 
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各自の生活様式に合わせた多様な働き方を可能とするワーク・ライフ・バランスの実現に

向けた広報に努めます。 

 

事  業 担当課 

① 
事業主や労働者に対して、ワーク・ライフ・バランスの促進に関す

る広報を行う。 
商業振興課 

 

 

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、仕事と子育て・介護等の両立支援のための

環境の整備に努めます。 

 

事  業 担当課 

① 

事業主や人事担当者に対し、研修会等を実施し、ワーク・ライフ・

バランスの更なる推進を図る。 

【数値目標】ワーク・ライフ・バランスに関する研修会等の開催回

数 

 １回以上／1年 

人権・同和政策・

男女参画課 

② 

多様な働き方のニーズに対応し、ワーク・ライフ・バランスを推進

するため、市内企業・事業所におけるテレワークの普及にも努め

る。 

工業振興課 

 ③ 
市内の企業・事業所に向けて「まなざし休暇」の取得を働きかけ、

子育てしやすい職場の環境づくりを促進する。 
社会教育課 

 

 

 

 

 

 

  

【施策１】 ワーク・ライフ・バランスの普及、啓発 

【施策２】 ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた環境整備 
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【現状と課題】 

農林水産業において、新規就農者の確保、育成のほか、女性農業者や一般企業、外国人、

農福連携など農業人材の多様化を図ります。特に女性は生産や経営の担い手として重要な役

割を担っており、近年の６次産業化に向けた取り組みについては、女性が中心となって進め

られているケースも少なくありません。また農業分野では、生産・販売に関する研修会等へ

の女性の参加者も徐々に増加しています。経営形態も、夫婦だけでなく、家族経営において

も子や子の妻などの女性も加わり、女性の参画が進んでいる傾向が見受けられます。 

これまで、家族経営協定の締結などからこの問題についての解決が図られてきましたが、

今後も、男女が対等な立場で就労し、互いにその能力を発揮していくため、対等な就労条件

の整備、また従来の慣習にとらわれない女性の方針決定の場への参画を積極的に推進してい

く必要があります。 

 

  

重点目標５ 農林水産業等における男女共同参画の促進 
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女性の働く意欲と能力を高めるとともに、事業や経営方針の決定の場への参画を促進しま

す。 

 

事  業 担当課 

① 

農業従事者を対象に、生産・販売に関する研修会や先進地視察、消

費者交流事業を行う。 

【数値目標】生産・販売に関する研修会等への女性参加者数 

 のべ 1,000人（H27～R1） ⇒ のべ 1,150人（R3～R7） 

農業振興課 

② 

女性が農業経営を主体的に行い農業経営の意思決定の場に参画でき

るよう促進する。 

【数値目標】女性が含まれる認定農業者数※1 

44経営体（R1） ⇒54経営体（R7） 

農業振興課 

 

 

 

 

女性の労働に対する理解を深め、適正に評価されるよう意識啓発に努めるとともに、労働

環境づくりを支援します。 

 

事  業 担当課 

① 

女性農業従事者が将来に渡り経済的に安定するために、農業者年金

の加入を促進する。 

【数値目標】農業者年金の女性加入者数 

 58人（R1） ⇒72人（R7） 

農業委員会 

② 

漁業協同組合の協力のもと協業化※2を推進することにより、女性の

労働条件を緩和し、より多くの社会参加ができるような環境を整え

る。 

水産振興課 

 

※１ 認定農業者 

 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者のこと。 

※２ 協業化 

 多くの人手または経営が協力して同時にかつ計画的に同じ生産または関連する生産に従事する
こと。   

【施策１】 事業や経営方針決定過程への女性の参画促進 

【施策２】 働きやすい労働条件及び労働環境づくり 
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【現状と課題】 

佐賀市の管理職における女性の割合は、平成 22年度以降増加傾向にあります。 

また、監督職は平成 28 年度から平成 29 年度にかけて一旦減少しましたが、その後はゆる

やかな増加傾向にあります。方針決定過程への女性の参画を市民や事業所に対して促すため

にも、引き続き庁内で率先して女性職員の登用に積極的に取り組んでいく必要があります。 

また、男性職員の育児休業取得率は令和元年度には 13.3％となっています。育児休業取得

は、国においても積極的に推進が図られており、社会情勢からも引き続き推進していく必要

があります。 

 

■管理・監督職における女性の割合の推移 

 

 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

管理職における女性の

割合（佐賀県） 
4.8 5.3 4.4 5.3 6.7 7.2 7.3 7.2 8.1 9.5 

課室長相当職以上に占

める女性の割合（国） 
2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.5 4.1 4.4 4.9 5.3 

資料：（佐賀市）人事課調べ（各年４月１日現在） 

（佐賀県）県職員課、教育庁企画・経営グループ、警察本部調べ（各年４月１日現在） 

（ 国 ）内閣府（Ｈ22～Ｈ26は１月現在、Ｈ27～Ｒ1は 7月現在）  

重点目標６ 庁内における男女共同参画推進体制の整備 

％ 

【管理職】部長級、副部長級、課長級  【監督職】副課長、係長 
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市職員が率先して、人権尊重と男女平等意識の向上、男女共同参画の認識を持ち、男女共

同参画の視点に立った行政サービスや職場づくりに努めます。 

 

事  業 担当課 

① 
各種ハラスメント防止に関する研修を実施し、ハラスメントのない

職場環境づくりを行う。 
人事課 

② 

男女共同参画情報紙「男女共同参画の窓から」を配信し、男女共同

参画の意識付けを行う。 

【数値目標】「男女共同参画の窓から」発行数 

12回（R1） ⇒ 12回／1年 

人権・同和政策・

男女参画課 

③ 

「子どもへのまなざし運動※」の取り組みとして、毎週火曜日に職員

向けに「まなざしメール」を送信し、翌水曜日のノー残業デーの定

時退庁を推進する。 

社会教育課 

④ 
毎月１日に「親子ふれあいデー」の周知を行い、定時退庁を促し、

家族との団らんを推進する。 
人事課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※子どもへのまなざし運動 

 佐賀市が実施する市民総参加の子どもを育む市民運動のこと。 

 

【施策１】 男女共同参画についての職員の意識向上 
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市職員が、仕事と子育て・介護等の両立を図るために必要な環境整備を進め、ワーク・ラ

イフ・バランスを積極的に推進します。 

 

事  業 担当課 

① 

子どもと過ごす時間を拡大するために、男性の育児休暇取得の促進

に取り組む。 

【数値目標】出産補助※1 ・男性育児参加休暇※2取得率 

 93.3％（R1） ⇒ 100％（R7） 

人事課 

② 

男性の育児への参画支援として、男性の育児休業※3の取得促進に取

り組む。 

【数値目標】男性育児休業取得率※4 

 13.3％（R1） ⇒ 20.0％（R7） 

人事課 

③ 

職員のワーク・ライフ・バランスの推進のために、水曜日のノー残

業デーにおける定時退庁や年次有給休暇の取得を促進する。 

【数値目標】職員一人あたりの年次休暇の取得日数割合 

 68.4％（R1）⇒ 80.0％（R7） 

人事課 

④ 
全職員が十分な能力を発揮することができるよう、フレックスタイ

ム制やテレワーク等の柔軟な働き方を推進する。 
人事課 

 

 

 

 

 

※１ 出産補助休暇 

 配偶者の出産に際し、配偶者の入院の日から日晴れまでの間で 2日の範囲で取得できる休暇のこ
と。 

※２ 男性育児参加休暇 

 配偶者の出産予定日前 8週間（多胎妊娠の場合 14週間目）に当たる日から出産後 8週間目に当た
る日までの期間に、小学校就学始期に達するまでの子を養育するために 5日の範囲で取得できる休暇
のこと。 

※３ 育児休業 

 3歳に満たない子を養育するため、当該子が 3歳に達する日（3歳の誕生日の前日）までの間にお
いて取得できる休業のこと。 

※４ 男性育児休業取得率 

 調査時点までに育児休業を開始した者／調査前年度１年間に配偶者が出産した者の数。  

【施策２】 庁内における男女共同参画の推進 
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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」の周知を通し、庁内における女性の

活躍を推進していきます。 

 

事  業 担当課 

① 
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく、特

定事業主行動計画※を公表し、計画の内容を推進する。 
人事課 

② 
女性職員自身の意識・意欲向上を図るため、組織における女性の活

躍を支援する研修等を実施する。 
人事課 

③ 管理監督職に対し、女性職員育成の視点の意識形成を図る。 
人権・同和政策・

男女参画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【施策３】 庁内における女性活躍の推進 

※特定事業主行動計画 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第 15条に基づく、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り組みに関する計画。 
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基本方向Ⅳ 男女が共に働きやすい環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに 進めよう！ 

○未来を担う子どもたちを地域全体で育てていくという意識を持ち、安全な

まちづくりに努めましょう。  

○男性も女性も多様性を認めながら働くという意識を持ちましょう。 

○仕事と生活を見つめ直し、ライフスタイルに応じた働き方を考えてみまし

ょう。 

○利用できる育児サービスや介護保険制度、その他労働に関する法制につい

て学習しましょう。 

市民 

○男女の均等な雇用機会と待遇、雇用者のワーク・ライフ・バランスの確立

について事業主への理解を促します。 

○多様なニーズに対応した子育て・介護支援の周知を図り、安心して働くこ

とのできる体制づくりに努めます。 

○庁内での男女共同参画推進体制の整備に努めます。 

市 

○男女の均等な雇用機会と待遇に努め、女性の能力が発揮できる機会を提供

しましょう。 

○一人ひとりの能力が充分発揮できる職場の環境づくりに努めましょう。 

○男女それぞれの職域拡大や女性管理職の登用を積極的に行いましょう。 

○男女とも安心して育児・介護休業制度が利用できる職場環境づくりに努め

ましょう。 

 

○子どもたちに働くことの楽しさを伝えましょう。 

○多様な就業形態の保護者に配慮した体制づくりに努めましょう。 

 

 



 

14 
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基本方向Ⅴ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

のない社会づくり 

「佐賀市配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止及び被害者の支援に関する基本計画」 

 

【基本的な考え方】 

暴力は重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス：配偶者やパートナー、恋人など親密な関係にある、

又はあった者から振るわれる暴力）の多くは家庭内において発生するため、外部からの発見

が困難で潜在化しやすく、しかも加害者には罪の意識が薄いという傾向があり、暴力がエス

カレートし被害が深刻化しやすいという特性があります。 

また、ＤＶの被害者の多くは女性であり、その背景として、性別による固定的な役割分担

意識や、男女間の社会的地位、経済力の格差等の社会状況があり、配偶者等が暴力を加える

ことは、個人の尊厳を害し、男女平等実現の大きな妨げとなっています。 

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、ＤＶを防止し、

被害者を保護するための社会全体による取り組みが必要です。 

国においては、平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下

「ＤＶ防止法」という。）が制定され、平成16年、平成19年、平成25年と三度の改正がなされま

した。これらの法改正の中で、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立支援を含

め、その適切な保護を図ることは、国及び地方公共団体の責務であるとされています。特に平成

19年の法改正においては、市町村の役割が明確にされ、基本計画の策定や配偶者暴力相談支援セ

ンターの設置が努力義務とされるなど、市町村の役割も大きくなっています。平成25年の改正

（「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」）では、生活

の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被

害者に準じて、法の適用対象とされることとなりました。また、令和元年６月には、児童虐待防

止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童虐待と密接な関連があ

るとされる配偶者からの暴力の被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・協力すべき機

関として児童相談所を法文上明確化するとともに、その保護の対象である被害者にその同伴する

家族も含めることとする法改正が行われました。 

本市でも、これまで相談しやすい環境の整備、関係機関との連携、支援マニュアルの整備

等に取り組んできましたが、ＤＶに関する相談対応件数は 300～500 件程度を推移しており、

その深刻化が懸念されている現状や、複合的な問題を抱える被害者の一日も早い救済を考え

ると、これまで以上にきめ細かな対応が必要です。 

今回の「第４次佐賀市男女共同参画計画」においては、このような趣旨のもと、男女共同

参画社会の実現に向けた様々な取り組みとともに、配偶者等からの暴力の防止及び被害者へ

の支援を、関係機関と連携を図りながら総合的に推進していきます。 
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【成果目標】 

指 標 基準値 目標値 

１ ＤＶ被害を受けた際に「我慢した」人の割合 
18.8％ 

（令和元年度） 
13.8％ 

（令和 6 年度） 

※資料：1 男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

ＤＶ防止のためには、男女の人権を尊重し合い、個人の尊厳を傷つける暴力は許さないと

いう意識を社会全体で共有していくことが必要です。また、ＤＶが配偶者だけでなく、恋愛

中の若者の間でも発生している現状があることから、若年層に対して、配偶者や交際相手か

らの暴力について考える機会を提供する取り組みも重要です。 

 そのため、ＤＶについての理解を深め、ＤＶは許さないという意識が広く市民に共有され

るように、様々な広報媒体を活用して啓発に取り組んでいく必要があります。 

 内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査」（平成 30 年 3 月）によると、

女性の約 3 人に 1 人、男性の約 5 人に 1 人が配偶者から被害を受けたことがあり、女性の

約 7 人に 1 人は何度も受けていると回答しています。一方で、女性の 4 割、男性の 7 割は

配偶者からの暴力被害をどこにも相談していないと回答しています。また、交際相手からの

暴力の被害経験では、女性の約 5 人に１人、男性の約 9 人に１人があったと回答しており、

配偶者からの暴力と同様に相談した人が少ないという現状です。このような状況から、相談

につながっているのは氷山の一角であると思われるため、さらなる広報・啓発及び相談窓口

の周知を行い、男女が対等な関係を認識することにより、配偶者等への暴力防止につなげて

いくことが必要です。 

 このほか、外国籍被害者や障がいのある被害者は、情報収集や相談等において様々な困難

を抱えていることから、相談窓口、支援内容等の情報提供についても配慮する必要がありま

す。 

重点目標１ ＤＶ根絶に向けた啓発と教育の充実 
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■（ＤＶを受けた時）どうしたか  

 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

 

 

 

 

 

 ＤＶの防止から根絶に向け、あらゆる媒体を通じ、広く市民に対する啓発を推進していき

ます。 

 

事  業 

① 
広報誌、ホームページ、チラシ、リーフレット等を活用し、ＤＶの防止及びＤＶの早期相

談につながるための周知・啓発を推進する。 

② 
市民が DV に対する理解を深め、社会全体で DV の根絶に取り組む意識を育むため、人

権教育や男女共同参画講座、研修会、講演会等を実施する。 

相談等をしたかったが、我慢した※1

謝ったり、なだめたりした

家族・親族に相談した

友人に相談した

     婦人相談所や市役所などの相談
     窓口に相談した

医師やカウンセラーに相談した

民間の支援グループに相談した

警察へ通報した

逃げた

別居した※2

離婚した・交際をやめた※3

相談しようとは思わなかった

相手方に直接、抗議した※4

その他

18.8

25.9

10.7

16.1

1.8

1.8

0.9

0.9

4.5

6.3

7.1

17.0

33.0

6.3

62.8

22.1

20.4

15.0

1.8

3.5

0.9

5.3

8.8

5.3

8.0

12.4

8.0

70.3

18.9

18.9

20.9

2.7

4.7

0.7

2.0

5.4

6.1

9.5

7.4

2.7

0 20 40 60 80 （％）

令和元年度調査（n=112)

平成26年度調査（n=113)

平成21年度調査（n=148)

【施策１】 市民へのＤＶ防止に関する啓発の推進 
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 子どもたちが将来、ＤＶの被害者にも加害者にもならないようにするため、学校及び教職

員を通じた暴力未然防止教育を進めていきます。 

 

事  業 

① 
民間団体等と連携し、小学校において、子ども、教職員、保護者を対象とした暴力から身

を守るための教育を実施する。 

② 

教職員に対して、10代の望まない妊娠や暴力被害を防止するために男女交際における暴

力予防教育等を実施し、自分と相手の体と心を生涯にわたって大切にする教育を推進す

る。 

③ 若年者を対象にした「デートＤＶ※」未然防止教育を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 すべての人に対するＤＶ被害防止の観点から、情報収集や相談等に対して困難を抱えてい

ることが考えられる、外国籍や、障がいのある人に対して、その実情に配慮した情報提供を

行っていきます。 

 

事  業 

① 
外国籍被害者に対する多言語によるリーフレットの配布等、県や民間団体と連携し、ＤＶ

防止等に関する情報提供に努める。 

② 
障がいのある被害者に対する、手話通訳の確保や点訳等、障がいに配慮したＤＶ防止等に

関する情報提供に努める。 

 

 

 

 

 

※デートＤＶ 

 ここでは、交際関係にある若者同士の間でおこる暴力のことを意味する。 

  

【施策２】 学校におけるＤＶ未然防止教育等の推進 

【施策３】 外国籍被害者・障がいのある被害者に配慮した情報提供 
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【現状と課題】 

 ＤＶの多くは外部からの発見が困難な家庭内で行われるため、潜在化しやすく被害も深刻

化するおそれがあります。そのため、被害者を早期に発見し、必要な情報提供等がなされる

ことが、被害の深刻化を防ぐ上でも重要です。 

 被害者の早期発見のためには、広く市民に対しＤＶに関する啓発と相談窓口の周知を行う

とともに、配偶者等による暴力を発見しやすい立場にある医療や保健、福祉、教育機関等に

おいて、「ＤＶ防止法」に基づく通報に対する理解と協力を得ることが必要です。 

 また、相談は、配偶者等からの暴力に関する特性を理解し、被害者の安全を確保しながら、

被害者の置かれた状況や心身の状態に配慮して行わなければなりません。このため、相談員

は研修等により、被害者に対し適切な情報を提供し、的確な助言を行える十分な知識や技術

を習得し、相談技術の向上を図る必要があります。 

なお、令和元年度実施の「男女共同参画に関する市民意識調査」によると、被害を受けた

時、我慢したり誰にも相談しなかったりした人のうち、「どこ（誰）に相談してよいかわから

なかった」と回答したものがあり、引き続きＤＶ相談窓口の周知を図る必要があります。市

は被害者にとって身近な相談窓口として、現在、家庭児童相談室に相談員を配置し、電話や

面談さらにはメールによる相談支援に対応しています。 

このほか、被害者の支援を行う上で、被害者やその同伴者の安全を確保することは、非常

に重要です。そのために、一時保護が安全かつ確実に実施できるような支援を行うとともに、

個人情報の厳重な管理が必要です。 

 さらに被害者の自立に向けては、住居の確保や経済面での支援、精神面での支援、司法の

面での支援、同伴者への支援など、被害者の立場に立って切れ目なく多角的に行う必要があ

ります。そのため被害者を物心両面から支え、切れ目のない支援ができるよう、県の配偶者

暴力相談支援センターや警察、専門家、民間支援団体等の協力を得ながら、庁内関係部署が

連携して対応しなければなりません。 

 また、被害者支援等において苦情があった場合には、適切な対応に努め、必要に応じて支

援の仕方の見直し等を行うことが大切です。 

  

重点目標２ 安心して相談できる窓口及び被害者支援体制の充実 
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■ＤＶを受けた時、我慢した、相談しようとは思わなかった理由 

 

資料：令和元年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

  

     相談するほどのことではないと
     思ったから

     自分さえ我慢すれば、何とかこの
     ままでやっていけると思ったから

     相談しても無駄だと思ったから

     自分にも悪いところがあると思っ
     たから

     子どもへの悪影響を避けたかった
     から※

     どこ（誰）に相談してよいかわから
     なかったから

     相手方や自分の親族との関係が
     悪くなると考えたから※

     相談したことがわかると、仕返し
     をされたり暴力がさらにひどくなる
     と思ったから

     世間体が悪い、恥ずかしいと思っ
     たから※

その他
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 被害者にとって身近な相談窓口である市が、ＤＶに関するあらゆる相談に対応、または専

門機関へのつなぎを行っていくため、市民に対し相談窓口の周知を進めていきます。 

 

事  業 

① ＤＶ相談窓口を記載したカード等を庁舎内や、市内公共施設に設置する。 

② 市報やホームページ等で相談窓口の広報を行う。 

③ 

配偶者からの暴力被害者を発見する機会の多い医療・介護関係者や民生委員・児童委員な

どの福祉関係者に対して啓発を行い、被害者に対する相談窓口等の情報提供及び「ＤＶ防

止法」に基づく通報について理解と協力を求める。 

④ 
幼稚園、保育所(園)、子育て支援センター等へ広報・啓発して、ＤＶへの理解を深めても

らい協力することで、被害者の早期発見に努める。 

⑤ 
男性被害者の相談窓口については、佐賀県ＤＶ総合対策センター実施の男性総合相談「男

性のための電話相談」の広報を行う。 

 

 

  

【施策１】 市民に対する相談窓口の周知 
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 ＤＶの被害にあった市民に対し、早期の相談から二次被害※1や被害の拡大を防止するため、

相談体制の整備を進めます。またその際には、相談者のプライバシーや安全の確保に配慮し

た相談の方法や、窓口の設置を行います。 

 

事  業 

① 
職員がＤＶに対する理解を深め、共通認識を持って被害者に対応するとともに、被害者に

対する二次被害を防止するために、庁内職員に研修を行う。 

② 
被害者の安全確保と精神的負担を軽減するため、被害者が安心して相談できる環境を整備

する。 

③ 家庭児童相談室に相談員を配置し、面談や電話、メールによる相談に対応する。 

④ 
被害者に対する適切な助言を行うため、専門的な研修を受講するなど相談員の資質の向上

に努める。 

⑤ 相談員の精神的負担のケアや、安全対策に配慮するなど相談員への支援を図る。 

⑥ 
被害者への二次被害防止と負担の軽減を図るため、ＤＶ被害者支援マニュアルに基づき手

続きのワンストップサービス※2を実施する。 

⑦ 
随時最新情報を盛り込むなど、ＤＶ被害者支援マニュアルの改訂を行い内容の充実を図

る。 

⑧ 被害者の負担を軽減するため庁内共通相談シート等の活用を推進する。 

⑨ 
高齢の被害者への対応について、専門的な助言や協力を求めるため、弁護士会と社会福祉

士会の専門職からなる高齢者虐待対応専門チームを活用し相談対応を行う。 

⑩ 
障がいのある被害者への対応について、専門的な助言や協力を求めるため、弁護士会と社

会福祉士会の専門職からなる障がい者虐待対応専門チームを活用し相談対応を行う。 

⑪ 
外国人の被害者からの相談等については、関係機関と連携を図り、通訳を手配して対応で

きるよう努める。 

 

 

 

 

※１ 二次被害 

 相談機関での被害者に対する不適切な対応によって被害者が傷つくこと。 

※２ ワンストップサービス 

 一度の手続きで必要とする関連作業をすべて完了させられるよう設計されたサービスのこと。 
 

【施策２】 相談体制の充実 
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 ＤＶの被害者に対し、連絡・相談後の安全確保を行うため、市と各種専門関係機関との連

携を密にし、ケースごとに適切な対応を進めていきます。 

 

事  業 

① 
被害者の緊急時や、一時保護、施設入所が決定した場合には、ＤＶ被害者支援マニュアル

に従い、被害者の安全確保に配慮した支援を行う。 

② 
高齢者のＤＶ被害に関する通報があった時は、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）

をはじめ関係機関と連携して、被害者の安全を確保する。 

③ 
おおむね 65歳以上の高齢者については、生命の危険がある等緊急に保護が必要な場合に

は、法に基づいて一時的に老人福祉施設等に措置する。 

④ 
障がい者の DV 被害に関する通報があった時は、佐賀地区障がい者権利支援センター※を

はじめ関係機関と連携して、被害者の安全を確保する。 

⑤ 
おおむね 18歳以上、65 歳未満の障がい者については、生命の危機がある等緊急に保護

が必要な場合には、法に基づいて一時的に福祉施設等に措置する。 

 

 

 

 

 

 

 ＤＶ被害者の自立支援として、就労、居住及び子どもの就学に関する支援を行います。被

害者の状況に応じた自立支援や助言を行うための見守りや、必要な情報提供など、切れ目の

ない支援を行っていきます。 

 

事  業 

＜住まいへの支援＞ 

① 被害者に対し、市営住宅入居申請時に応募資格の緩和措置を行う。 

 

 

 

※佐賀地区障がい者権利支援センター 

 障がい者の虐待に関する通報、相談に対応する受付窓口のこと。   

【施策４】 被害者の自立のための支援 

【施策３】 被害者の安全確保のための支援 
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事  業 

＜就業への支援＞ 

① 母子・父子自立支援員による各種支援の情報提供、その他就業に関する相談に応じる。 

② 
母子・父子自立支援プログラムによる職業訓練や就業等、被害者の自立に向けての支援を

行う。 

＜子どもへの支援＞ 

① 
妊産婦の被害者や乳幼児を抱えている被害者に対して、健診や予防接種、育児相談等が適

切に受けられるよう配慮する。 

② 
幼稚園、学校の転校や就学援助、保育所や放課後児童クラブの利用等、被害者やその子ど

もが円滑に就学や保育ができるよう配慮する。 

＜心の回復に向けた支援＞ 

① 
必要に応じ、被害者やその子どもに対する見守りを行うとともに、状況に応じた対応がで

きるよう医療機関や教育機関、民間団体等との連携に努める。 

＜切れ目のない支援＞ 

① 
被害者の状況に応じた自立支援や助言を行うため、常に最新の情報を収集し、適切な情報

提供を行う。 

② 
福祉制度など様々な制度を活用し、被害者の自立に向けた切れ目のない支援ができるよ

う、関係機関との連携に努める。 
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 ＤＶ被害者の被害拡大やプライバシーの保護の観点から、個人情報の保護・取り扱いに対

し、規定を遵守して適切に管理を行います。 

 

事  業 

① 

佐賀県 DV 総合対策センター、警察等と連携し、被害者の住民基本台帳の閲覧、写しの交

付制限の徹底等、制度の適切な運用及びＤＶ被害者支援マニュアルの遵守により個人情報

を適切に管理する。 

 

 

 

 

 

 

 各種支援方策に対しＤＶ被害者から苦情申し出があった場合、迅速かつ適切な対応を行っ

ていきます。 

 

事  業 

① 
相談・保護・支援等について、被害者等から苦情の申し出があった場合には、迅速かつ適

切に対応するとともに、必要な場合は支援・連携の仕方を見直す。 

 

 

 

  

【施策５】 個人情報の保護 

 

 

【施策６】 苦情処理の対応 
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【現状と課題】 

ＤＶ防止の周知、被害者の発見、被害者の自立支援など、あらゆる場面で関係機関や民間

団体等と連携してＤＶ対策の施策に取り組むことが有効かつ重要です。そのため、より広範

な機関や団体との連携を構築するとともに、これまでの連携体制を強化する必要があります。 

 ＤＶ被害者の支援にあたっては、関係する部署が多岐にわたるため、庁内関係部署による

検討会議やケース会議を開催し、被害者支援に向けた認識の共有と連携を図っています。し

かし、ＤＶ被害者の早期発見や相談、一時保護、自立支援については幅広い分野にわたるた

め、一つの機関だけで対応することは困難です。庁内においては、家庭児童相談室を中心に

相談支援にあたっていますが、被害者の一時保護や安全の確保は、警察や県の婦人相談所、

児童相談所等との連携が重要です。また、被害者の心身の回復や長期にわたる自立支援につ

いては、専門家や民間の支援団体などとも連携・協働することが必要になります。 

 また、ＤＶ根絶のためには、ＤＶ被害者への支援だけではなくＤＶ加害者への対応が求め

られます。加害者が再び暴力をふるうことがないよう、行動を変革するための働きかけは大

切なことですが、国においても調査研究の段階であるため、加害者更生については、今後の

動向を注視していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 ＤＶ被害者支援に対し、遺漏なく迅速・適切に対応していくため、庁内関係部署間の連携

強化を図ります。 

 

事  業 

① 
庁内検討会議やケース会議を開催し、庁内のＤＶ被害者支援の関係部署との連携体制の強

化を図る。 

② 
ＤＶ被害者支援マニュアルや庁内共通相談シート等を活用することにより情報の共有化

を図る。 

 

 

  

【施策１】 庁内関係部署との連携強化 

 

 

重点目標３ 切れ目のない支援に向けた関係機関等との連携強化 
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 ＤＶ被害者に対する切れ目のない支援にあたっては、様々な関係機関との連携・調整が必

要になることから、県や近隣市町、医療機関、弁護士会等、支援機関との連携を進めていき

ます。 

事  業 

① 
被害者及び加害者に対し適切な対応ができるよう県及び近隣市町、警察、医療機関、弁護

士会等の被害者支援に関わる機関との連携を図る。 

② 
ＤＶ防止の為の啓発や被害者の自立支援に向け、幅広いニーズに応えるため、民間のＤＶ

被害者支援団体等との連携・協働を図る。 

③ DV 対応と児童虐待対応の連携を強化する。 

 

【基本方向Ⅴの推進体制】 

ＤＶの防止及び被害者支援に関しては、ＤＶ被害の状況や被害者の環境は様々で、ひとつ

の機関だけで対応することは困難です。このため、市民、行政機関、警察、民間の支援団体

等を含む関係機関との連携を図り、本計画を推進していきます。また、庁内においては、人

権・同和政策・男女参画課やこども家庭課などが中心となり、ＤＶ防止の啓発や被害者支援

に関連する部署が連携を取りながら施策の推進に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策２】 関係機関及び民間団体等との連携 

 

 
・佐賀県婦人相談所 

・佐賀県ＤＶ総合対策センター 

・佐賀中部保健福祉事務所 

・佐賀県精神保健福祉センター 

・佐賀県中央児童相談所 

・他自治体 等 

人権・同和政策・男女参画課とこども家庭課が中心と

なり、各部署と連携 

こども家庭課 人権・同和政策・男女参画課 

各   課 

報告 

関係機関において相互に連携 

警察 

 

民間団体等 

佐賀県等 

 佐賀市 

 

 市民・ＤＶ被害者 

審議結果を反映 

相
談 

・医療機関 

・弁護士会 

・民間支援団体 

・教育機関 等 

男女共同参画審議会 

啓
発
・

支
援 
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基本方向Ⅴ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）のない社会づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに 進めよう！ 

○地域でＤＶ等の被害にあわれている方がいないか見守りましょう。  

○ＤＶに関する理解を深め、ＤＶを許さない意識の形成を進めましょう。 市民 

○ＤＶ等に関して相談しやすい体制をつくり、被害者支援の充実に努めま

す。 

○ＤＶ防止のための意識啓発や、教育のための場や機会を提供していきま

す。 

市 

○子どもたちにＤＶに関する教育を行いましょう。 
 

 

○ＤＶ防止に関する啓発を進めていきましょう。  
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計画の推進にあたって 

 

男女共同参画社会の実現をめざし、この計画に基づく施策を総合的かつ効果的に推進する

ためには、市とともに、市民、事業者、自治組織等、教育に携わる者がそれぞれの責務を果

たしていくことが求められており、それらが一体となって事業を展開するため、推進体制の

整備・強化を図ります。 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会の実現に向けて、自主活動を行う市民団体やグループ等を支援・育成し、

連携を図ります。 

また、男女共同参画の推進には事業者や教育に携わる者が担う役割が大きいことから、連

携の強化を図るとともに、情報交換などにより効果的な施策の推進に努めます。 

 

 

  

１ 市民、事業者等との協働と連携による取り組み 

 

 

市民は… 
 

家庭や職場等において 

男女共同参画の推進に 

努める 

男女共同参画 

社会の実現 

事業者は… 
 

・男女が対等に参画 

できるよう配慮する 

・仕事と家庭の両立が

できるよう配慮する 

 

自治組織等は… 
 

地域活動等を行う際

は、基本理念にのっと

った取り組みを行う 

 

市は… 
 

・総合的、計画的に 

施策を実施する 

・推進にあたり、子ど

もを含む市民の意見

を尊重する 

 

教育に携わる者は… 
 

基本理念にのっとった

教育を行うよう努める 
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（１）佐賀市男女共同参画審議会 

佐賀市男女共同参画審議会は、佐賀市男女共同参画を推進する条例第 19条の規定に基づき

設置された付属機関です。市民や事業者、学識経験者、関係団体の代表などで構成され、市

が実施する男女共同参画の推進に関する各種施策について、意見を述べることなどをその役

割としています。 

また本審議会は、女性活躍推進法の第 23条に定める協議会と位置づけ、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り組みについて協議を行うも

のとします。 

 

（２）佐賀市男女共同参画推進幹事会 

佐賀市男女共同参画社会の実現に向けて、あらゆる分野にわたる全庁的な取り組みが必要

であることから、各部局の代表で構成する佐賀市男女共同参画推進幹事会において施策間の

連携、男女共同参画の施策の効果的な推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

国・県との連携に努めるとともに、他の自治体との交流や情報交換などにより、効果的な

施策の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

第４次男女共同参画計画に基づいて実施されるそれぞれの取り組みが、基本方向の達成に

向けて市民生活の中にどのように浸透し、成果として現れたかを測る必要があります。 

基本方向の達成に向けて担当課が実施する施策の事業は、その達成度を測るために数値目

標等を設定し、進行管理を行います。また、事業を実施したことで現れる成果を測るために、

成果目標を基本方向ごとに設け、市民意識調査等で測ることとします。 

また、佐賀市男女共同参画を推進する条例第 11条の規定に基づき、計画の実施状況につい

て報告書を作成し、市民に公表します。 

  

２ 庁内推進体制 

 

３ 国・県・他自治体との連携 

 

４ 計画の進行管理 
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【計画の進行管理フローチャート】 
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【成果目標及び数値目標】 

基本方向Ⅰ 人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

 指標 基準値（R1） 目標値 

成
果
目
標 

「男だから、女だから」という理由により、自分の
思い通りにならないことがあった市民の割合 

9.0%  6.7%（R7） 

佐賀市男女共同参画を推進する条例の認知度 43.9% 50.0%（R6） 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え
方について反対する人の割合 

70.3% 75.3%（R6） 

男女共同参画に関心のある人の割合 60.4% 65.4%（R6） 

数
値
目
標 

パートナーデーの認知度 38.0% 50.0%（R6） 

男女共同参画に関する講座等の受講者数 1,283人 1,000人／1年 

広報紙等への男女共同参画関係記事を掲載した公
民館数 

30館／32館 全公民館／1年 

男女の人権を取り扱った人権ふれあい学級等の受
講者数 

238人 250人／1年 

「男女共同参画社会へ～パートナーシップ条例を
知ろう～」を活用した授業の実施校 

市立全中学校 
市立全中学校 

／1年 

教職員向け男女平等教育研修実施校 市立全小・中学校 
市立全小・中学校 

／1年 

男女の人権を取り扱った保育従事者研修の参加者
数 

226人 400人／1年 

 

基本方向Ⅱ 男女がお互いを認め合う社会づくり 

 指標 基準値（R1） 目標値 

成
果
目
標 

「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せられ
ない」など差別的な言葉を言われたことがない人の
割合 

62.6% 80.0%（R6） 

学校生活の中で男女の差を感じる生徒の割合 21.5% 16.5%（R6） 

数
値
目
標 

「男女の性」「性的少数者（LGBTs）」等につい
て掲載した便り等を発行した学校数 

市立全小・中学校 
市立全小・中学校 

／1年 

性の多様性についての研修の参加者数 222人 250人／1年 

メディア・リテラシーを扱った講座等の受講者数 ― 250人／1年 

専門職員等の訪問により育児不安を解消した割合 97.7% 99.0%（R7） 

妊娠届出時の保健指導実施率 100% 100%／1年 
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基本方向Ⅲ あらゆる分野への男女共同参画を促す社会づくり 

 指標 基準値（R1） 目標値 

成
果
目
標 

女性の審議会等への参画率（法令に基づく各種審議
会・委員会等） 

43.3% 43.0%以上（R7） 

男性の一日の家事関連時間「３０分未満、全くして
いない」人の割合 

48.9% 45.2%以下（R7） 

数
値
目
標 

女性人材リスト登録者数 105人 145人（R7） 

プレママ＆プレパパサロン男性参加者数 198人 200人／1年 

男女共同参画に基づく講座を開催した公民館数 全公民館 全公民館／1年 

佐賀市防災会議における女性委員数 18.6% 25.0%以上（R7） 

佐賀市消防団における女性消防団員数 102人 112人（R7） 

女性など多様な視点をふまえた防災講座の開催回
数 

2回 1回以上／1年 

政治分野に関する講座等の開催回数 1回 1回以上／1年 

 

基本方向Ⅳ 男女が共に働きやすい環境づくり 

「佐賀市女性の活躍に関する推進計画」 

 指標 基準値（R1） 目標値 

成
果
目
標 

ワーク・ライフ・バランスの認知度 61.0% 71.0%（R6） 

「くるみんマーク」の認定を受けた市内事業所数 11社 15社（R7） 

庁内の女性管理監督職の登用率 15.1% 25.0%（R7） 

数
値
目
標 

佐賀市男女共同参画推進協賛事業所数 189事業所 266事業所（R7） 

女性の活躍推進佐賀県会議へ会員登録した市内事
業所数 

140事業所 190事業所（R7） 

在住外国人対象の子育て支援事業開催数 4回 4回／1年 

放課後児童クラブの待機児童数 142人 0人（R7） 

保育所の待機児童数 126人 0人（R7） 

介護予防教室における男性受講者の割合 10.5% 13.0%（R7） 

ワーク・ライフ・バランスに関する研修会等の開催
回数 

2回 1回以上／1年 
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 指標 基準値（R1） 目標値 

数
値
目
標 

生産・販売に関する研修会等への女性参加者数 
のべ1,000人 
（Ｈ27～R1） 

のべ1,150人 
（R3～R7） 

女性が含まれる認定農業者数 44経営体 54経営体（R7） 

農業者年金の女性加入者数 58人 72人（R7） 

「男女共同参画の窓から」発行数 12回 12回／1年 

出産補助・男性育児参加休暇取得率 93.3% 100%（R7） 

男性育児休業取得率 13.3% 20.0%（R7） 

職員一人あたりの年次休暇の取得日数割合 68.4% 80.0%（R7） 

 

基本方向Ⅴ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）のない社会づくり 

「佐賀市配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止及び被害者の支援に関する基本計画」 

 指標 基準値（R1） 目標値 

成
果
目
標 

ＤＶ被害を受けた際に「我慢した」人の割合 18.8% 13.8%（R6） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．佐賀市男女共同参画審議会 委員名簿 

２．佐賀市男女共同参画審議会 審議の経緯 

３．佐賀市男女共同参画を推進する条例 

４．男女共同参画社会基本法 

５．女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 

６．雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律 

７．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 

８．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

９．男女共同参画行政のあゆみ 

10．男女共同参画を理解するための用語解説 

 

 

 

 

  

資料編 
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【任期：令和 2年 7月 1日～令和 4年 6月 30日】       （敬称略） 

 氏  名 所属等 備  考 

1 吉岡 剛彦 国立大学法人佐賀大学 教授 会 長 

2 草場 栄美 佐賀市女性人材リスト 副会長 

3 江島 光代 佐賀商工会議所女性部  

4 小城原 直 佐賀市自治会協議会会長  

5 草場 真智子 
佐賀市男女共同参画ネットワーク

会長 
 

6 菖蒲 庸子 佐賀県ＤＶ総合対策センター所長  

7 永石  亀 連合佐賀東部地区協議会議長  

8 名和田 陽子 佐賀県弁護士会  

9 南里 美紀江 佐賀市立諸富中学校校長  

10 野口 剛志 佐賀市ＰＴＡ協議会副会長  

11 福成 有美 佐賀市女性人材リスト  

12 藤野 真也 人権擁護委員  

13 松本 昌代 公募委員  

14 村岡 美知子 ＪＡさが中部地区女性部部長  

15 吉牟田 康保 公募委員  

 

 

１ 佐賀市男女共同参画審議会 委員名簿 
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期   日 内   容 

令和２年７月９日 

第１回佐賀市男女共同参画審議会開催 

〇第三次佐賀市男女共同参画計画の進捗状況について 

〇第４次佐賀市男女共同参画計画について（スケジュール等） 

令和２年 10月 22日 

第２回佐賀市男女共同参画審議会開催 

〇第４次佐賀市男女共同参画計画（案）について 

 第三次佐賀市男女共同参画計画の検証及び現状把握について 

 第４次佐賀市男女共同参画計画（案）について 

令和２年 11月２日 

第３回佐賀市男女共同参画審議会開催 

〇第４次佐賀市男女共同参画計画（案）について 

 第２回佐賀市男女共同参画審議会における意見等への対応について 

令和２年 11月 16日 

第４回佐賀市男女共同参画審議会開催 

〇第４次佐賀市男女共同参画計画（案）について 

 第３回佐賀市男女共同参画審議会における意見等への対応について 

令和３年 
第５回佐賀市男女共同参画審議会開催 

〇第４次佐賀市男女共同参画計画（案）について 

 

 

 

２ 佐賀市男女共同参画審議会 審議の経緯 
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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を阻害する行為の禁止等（第９条・

第１０条） 

第３章 男女共同参画の推進に関する基本的施策（第１１条－第

１７条） 

第４章 男女共同参画に関する意見及び相談の申出（第１８条） 

第５章 佐賀市男女共同参画審議会（第１９条・第２０条） 

第６章 雑則（第２１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進められ、また、男女共同参画社会の形

成の促進に関する取組が、男女共同参画社会基本法に基づき進め

られてきました。 

本市においても、男女共同参画社会の実現を目指し、４月１４

日を「パートナーデー」として啓発活動を行うなど、市民と協働

しながら様々な施策に取り組んできました。 

しかしながら、いまだ性別による固定的な役割分担意識やそれ

に基づく社会慣行などが、社会のあらゆる分野において、男女の

主体的で自由な活動の選択を阻む要因となっています。 

これらの要因を解消し、市民一人ひとりが、また、次世代を担う

子どもたちが、活力にあふれる地域社会を築いていくためには、

男女が、互いを認め合い、支え合いながら、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を

進めていくことが重要です。 

このような認識に立ち、ここに、私たちは男女共同参画社会の

実現を目指すことを決意し、市、市民及び事業者等の取組を総合

的かつ計画的に推進するため、この条例を制定します。 

 

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、

市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、男女共同

参画の推進に関する市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し、男女共同参画

社会の実現に寄与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) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自

らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき

社会をいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の各差を

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) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。 

(4) 事業者 市内において事業活動を行うすべての個人及び法人

その他の団体をいう。 

 

 

 

 

(5) 自治組織等 市内において地縁に基づいて形成された団体及

び地域社会の維持や形成に資する活動を行う団体をいう。 

(6) 教育に携わる者 市内において家庭教育、学校教育、社会教

育その他のあらゆる分野の教育に携わる者をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる基本理念に基づき行

われなければならない。 

(1) 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。 

(2) 男女が生涯にわたり安全な環境の下で健康な生活を営み、そ

れぞれの人生のあり方を自ら決定できるよう配慮されること。 

(3) 家族を構成する男女が、性別にかかわりなく相互の協力と社

会の支援の下に、子の養育、家族の看護及び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

すとともに、それらの活動以外の活動を行うことができるように

すること。 

(4) 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配慮

されること。 

(5) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事

業者等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

平等に確保されること。 

(6) 男女共同参画の推進に関する取組が、国際的協調の下に行わ

れること。 

 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、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。）を定め、これを総

合的かつ計画的に実施しなければならない。 

２ 市は、男女共同参画の推進に当たり、次世代を担う子どもを

含む市民の意見を尊重するとともに、国、他の地方公共団体、市

民及び事業者等との連携に努めなければならない。 

３ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必

要な財政上の措置を講じなければならない。 

 

（市民の責務） 

第５条 市民は、男女共同参画について理解を深め、家庭、学校、

職場、地域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努めるものとする。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協

力するよう努めるものとする。 

 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、その事業活動において、基本理念にのっとり、

男女が対等に参画する機会の確保に努めるとともに、男女が仕事

と家庭生活等における活動とを両立して行うことができるよう

に配慮し、男女共同参画の推進に寄与するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に

協力するよう努めるものとする。 

 

（自治組織等の責務） 

第７条 自治組織等は、地域社会における自治の主たる担い手と

３ 佐賀市男女共同参画を推進する条例  平成 19年 12月 21日条例第 156号 
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して重要な役割を有する存在であることから、地域活動等を行う

に当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進のため

の取組を積極的に行うよう努めるものとする。 

２ 自治組織等は、市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るものとする。 

 

（教育に携わる者の責務） 

第８条 教育に携わる者は、教育が男女共同参画の推進に重要な

役割を果たすことから、その教育を行う過程において、基本理念

にのっとり、教育を行うよう努めるものとする。 

２ 教育に携わる者は、市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るものとする。 

 

第２章 男女共同参画の推進を阻害する行為の禁止等 

（性別による権利侵害の禁止） 

第９条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱い

をしてはならない。 

２ 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメント

（性的な言動により相手方を不快にさせること若しくは相手方

の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応

によりその者に不利益を与えること。）及び配偶者、恋人その他

の親密な関係にある者又はあった者への身体的又は精神的な苦

痛を与える暴力的な行為を行ってはならない。 

 

（公衆に表示する情報の制限） 

第１０条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固

定的な役割分担若しくは男女間の暴力的行為を助長させる表現

又は過度の性的表現を行わないように努めなければならない。 

 

第３章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（基本計画の策定） 

第１１条 市長は、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、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。）を定めなければならない。 

２ 市長は、基本計画を定め、又は変更するときは、佐賀市男女

共同参画審議会に意見を求めるとともに、市民及び事業者等の意

見が反映されるよう努めなければならない。 

３ 市長は、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。 

４ 市長は、毎年、基本計画の実施状況等について報告書を作成

し、これを公表しなければならない。 

 

（市民等の理解を深めるための取組） 

第１２条 市は、男女共同参画の推進に関する市民及び事業者等

の理解を深めるため、広報活動及び啓発活動に努めるものとする。 

 

（情報収集及び調査研究） 

第１３条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するた

め、必要な情報収集及び調査研究を行うものとする。 

 

（市民への支援） 

第１４条 市は、市民が行う男女共同参画の推進のための活動を

促進するため、市民との協働に努めるとともに、情報の提供その

他の必要な支援を行うものとする。 

２ 市は、男女が共に家庭生活における活動と仕事、地域生活、

個人の自己啓発活動等を両立させるため、必要な支援を行うもの

とする。 

 

（事業者への支援） 

第１５条 市は、事業者に対し、その事業活動において男女共同

参画が推進されるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うも

のとする。 

２ 市は、家族経営的な農林水産業、商工業等の分野において、

男女が個人として能力を十分に発揮し、正当に評価され、並びに

対等な構成員として経営方針の立案及び決定に参画する機会が

確保されるよう、必要な支援を行うものとする。 

 

（自治組織等への支援） 

第１６条 市は、自治組織等に対し、男女共同参画の推進を図る

ための必要な支援を行うものとする。 

 

（教育に携わる者への支援） 

第１７条 市は、教育に携わる者に対し、家庭教育、学校教育、

社会教育その他のあらゆる分野の教育において、男女平等意識の

醸成及び男女共同参画の推進が図られるよう、必要な支援を行う

ものとする。 

 

第４章 男女共同参画に関する意見及び相談の申出 

（意見及び相談への対応） 

第１８条 市長は、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関し、市民及び

事業者等から意見の申出を受けた場合には、必要な措置を講ずる

ものとする。この場合において、必要があると認めるときは、佐

賀市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。 

２ 市長は、性別による差別的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や行為等に関し、市民及び事業

者等から相談の申出があった場合には、関係機関と連携し、必要

な措置を講ずるものとする。 

 

第５章 佐賀市男女共同参画審議会 

（設置） 

第１９条 男女共同参画の推進に関する事項を調査審議するため、

佐賀市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。 

(1) 基本計画の策定及び変更に関する事項 

(2) 前条第１項に規定する意見に関する事項 

(3) 男女共同参画の推進に関し、市長から諮問を受けた事項 

３ 審議会は、必要があると認めるときは、男女共同参画の推進

に関する事項について、市長に意見を述べることができる。 

 

（組織） 

第２０条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者の

うちから、市長が委嘱する。 

３ 委員の構成は、男女いずれか一方の委員の数が、委員の総数

の１０分の４未満であってはならない。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が

欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ この条例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６章 雑則 

（補則） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

【以下省略】  



資料編 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

(1) 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。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を

改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、

当該機会を積極的に提供することをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が

重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこ

と、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその

他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければな

らない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制

度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女

の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすこ

とにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれ

があることかんがみ、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。 

４ 男女共同参画社会基本法  平成 11年 6月 23日法律第 78号 
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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。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

(2) 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２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用

する。 

 

（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。 

(1) 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

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） 

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。 

(1) 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。 

(2) 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。 

(3) 前２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。 

(4) 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形

成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、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。 

(1) 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 

(2) 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のう

ちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０

分の５未満であってはならない。 
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３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数

は、同号に規定する議員の総数の１０分の４未満であってはなら

ない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただ

し、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

 

（資料提出の要求等） 

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると

認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な

資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を

求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認

めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力

を依頼することができる。 

 

（政令への委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その

他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

附 則（平成１１年６月２３日法律第７８号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、

廃止する。 

 

附 則 （平成１１年７月１６日法律第１０２号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年

法律第８８号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（施行の日＝平成１３年１月６日） 

(1) 略 

(2) 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。 

(1)から(10)まで 略 

(11) 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。 

【以下省略】 
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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

る義務を負っ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っ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。 

 

 

 

 

第１部 

第１条 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，排除又は制限であつて，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。 

 

第２条 締約国は，女子に対するあらゆる形態の差別を非難し女

子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により，か

つ，遅滞なく追求することに合意し，及びこのため次のことを約

束する。 

(a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み

入れられていない場合にはこれを定め，かつ，男女の平等の原則

の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。 

(b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の

措置（適当な場合には制裁を含む。）をとること。 

(c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立

し，かつ，権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差

別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確

保すること。 

(d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え，

かつ，公の当局及び機関がこの義務に従って行動することを確保

すること。 

(e) 個人，団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するため

のすべての適当な措置をとること。 

(f) 女子に対する差別となる既存の法律，規則，慣習及び慣行を

修正し又は廃止するためのすべての適当な措置（立法を含む。）

をとること。 

(g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止す

ること。 

 

第３条 締約国は，あらゆる分野，特に，政治的，社会的，経済

的及び文化的分野において，女子に対して男子との平等を基礎と

して人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障する

ことを目的として，女子の完全な能力開発及び向上を確保するた

めのすべての適当な措置（立法を含む。）をとる。 

 

第４条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫

定的な特別措置をとることは，この条約に定義する差別と解して

はならない。ただし，その結果としていかなる意味においても不

平等な又は別個の基準を維持し続けることとなってはならず，こ

れらの措置は，機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止

されなければならない。 

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（この条

約に規定する措置を含む。）をとることは，差別と解してはなら

ない。 

 

第５条 締約国は，次の目的のためのすべての適当な措置をとる。 

(a) 両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定

型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤

廃を実現するため，男女の社会的及び文化的な行動様式を修正す

ること。 

５ 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６０年７月１日条例第７号 
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(b) 家庭についての教育に，社会的機能としての母性についての

適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任に

ついての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合におい

て，子の利益は最初に考慮するものとする。 

 

第６条 締約国は，あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春か

らの搾取を禁止するためのすべての適当な措置（立法を含む。）

をとる。 

 

第２部 

第７条 締約国は，自国の政治的及び公的活動における女子に対

する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし，

特に，女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。 

(a) あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにす

べての公選による機関に選挙される資格を有する権利 

(b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のす

べての段階において公職に就き及びすべての公務を遂行する権

利 

(c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非

政府団体に参加する権利 

 

第８条 締約国は，国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活

動に参加する機会を，女子に対して男子と平等の条件でかついか

なる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。 

 

第９条 

１ 締約国は，国籍の取得，変更及び保持に関し，女子に対して

男子と平等の権利を与える。締約国は，特に，外国人との婚姻又

は婚姻中の夫の国籍の変更が，自動的に妻の国籍を変更し，妻を

無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとならないことを

確保する。 

２ 締約国は，子の国籍に関し，女子に対して男子と平等の権利

を与える。 

 

第３部 

第１０条 締約国は，教育の分野において，女子に対して男子と

平等の権利を確保することを目的として，特に，男女の平等を基

礎として次のことを確保することを目的として，女子に対する差

別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

(a) 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導，

修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。このような

平等は，就学前教育，普通教育，技術教育，専門教育及び高等技

術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保されなけれ

ばならない。 

(b) 同一の教育課程，同一の試験，同一の水準の資格を有する教

育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する機会。 

(c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割

についての定型化された概念の撤廃を，この目的の達成を助長す

る男女共学その他の種類の教育を奨励することにより，また，特

に，教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調

整することにより行うこと。 

(d) 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会 

(e) 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画を含む。）

特に，男女間に存在する教育上の格差をできる限り早期に減少さ

せることを目的とした継続教育計画を利用する同一の機会 

(f) 女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女子

のための計画を策定すること。 

(g) スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会 

(h) 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報（家族

計画に関する情報及び助言を含む。）を享受する機会 

第１１条 

１ 締約国は，男女の平等を基礎として同一の権利，特に次の権

利を確保することを目的として，雇用の分野における女子に対す

る差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

(a) すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利 

(b) 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適用を含

む。）についての権利 

(c) 職業を自由に選択する権利，昇進，雇用の保障並びに労働に

係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業訓練及び

再訓練（見習，上級職業訓練及び継続的訓練を含む。）を受ける

権利 

(d) 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）及び同

一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関する取扱いの

平等についての権利 

(e) 社会保障（特に，退職，失業，傷病，障害，老齢その他の労

働不能の場合における社会保障）についての権利及び有給休暇に

ついての権利 

(f) 作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の保護を含む。）

についての権利 

２ 締約国は，婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防

止し，かつ，女子に対して実効的な労働の権利を確保するため，

次のことを目的とする適当な措置をとる。 

(a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか

いないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。 

(b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い，かつ，従前の雇用

関係，先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない母性休暇を導

入すること。 

(c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを

両立させることを可能とするために必要な補助的な社会的サー

ビスの提供を，特に保育施設網の設置及び充実を促進することに

より奨励すること。 

(d) 妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作

業においては，当該女子に対して特別の保護を与えること。 

３ この条に規定する事項に関する保護法令は，科学上及び技術

上の知識に基づき定期的に検討するものとし，必要に応じて，修

正し，廃止し，又はその適用を拡大する。 

 

第１２条 

１ 締約国は，男女の平等を基礎として保健サービス（家族計画

に関連するものを含む。）を享受する機会を確保することを目的

として，保健の分野における女子に対する差別を撤廃するための

すべての適当な措置をとる。 

２ １の規定にかかわらず，締約国は，女子に対し，妊娠，分べ

ん及び産後の期間中の適当なサービス（必要な場合には無料にす

る。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。 

 

第１３条 締約国は，男女の平等を基礎として同一の権利，特に

次の権利を確保することを目的として，他の経済的及び社会的活

動の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての

適当な措置をとる。 

(a) 家族給付についての権利 

(b) 銀行貸付け，抵当その他の形態の金融上の信用についての権

利 

(c) レクリエーション，スポーツ及びあらゆる側面における文化

的活動に参加する権利 

 

第１４条 

１ 締約国は，農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経済

的生存のために果たしている重要な役割（貨幣化されていない経

済の部門における労働を含む。）を考慮に入れるものとし，農村
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の女子に対するこの条約の適用を確保するためのすべての適当

な措置をとる。 

２ 締約国は，男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開発

に参加すること及びその開発から生ずる利益を受けることを確

保することを目的として，農村の女子に対する差別を撤廃するた

めのすべての適当な措置をとるものとし，特に，これらの女子に

対して次の権利を確保する。 

(a) すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加する

権利 

(b) 適当な保健サービス（家族計画に関する情報，カウンセリン

グ及びサービスを含む。）を享受する権利 

(c) 社会保障制度から直接に利益を享受する権利 

(d) 技術的な能力を高めるために，あらゆる種類（正規であるか

ないかを問わない。）の訓練及び教育（実用的な識字に関するも

のを含む。）並びに，特に，すべての地域サービス及び普及サー

ビスからの利益を享受する権利 

(e) 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得る

ために，自助的集団及び協同組合を組織する権利 

(f) あらゆる地域活動に参加する権利 

(g) 農業信用及び貸付け，流通機構並びに適当な技術を利用する

権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計画において平等な

待遇を享受する権利 

(h) 適当な生活条件（特に，住居，衛生，電力及び水の供給，運

輸並びに通信に関する条件）を享受する権利 

 

第４部 

第１５条 

１ 締約国は，女子に対し，法律の前の男子との平等を認める。 

２ 締約国は，女子に対し，民事に関して男子と同一の法的能力

を与えるものとし，また，この能力を行使する同一の機会を与え

る。特に，締約国は，契約を締結し及び財産を管理することにつ

き女子に対して男子と平等の権利を与えるものとし，裁判所にお

ける手続のすべての段階において女子を男子と平等に取り扱う。 

３ 締約国は，女子の法的能力を制限するような法的効果を有す

るすべての契約及び他のすべての私的文書（種類のいかんを問わ

ない。）を無効とすることに同意する。 

４ 締約国は，個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由に関

する法律において男女に同一の権利を与える。 

 

第１６条 

１ 締約国は，婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女

子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるも

のとし，特に，男女の平等を基礎として次のことを確保する。 

(a) 婚姻をする同一の権利 

(b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより

婚姻をする同一の権利 

(c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任 

(d) 子に関する事項についての親（婚姻をしているかいないかを

問わない。）としての同一の権利及び責任。あらゆる場合におい

て，子の利益は至上である。 

(e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する

同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報，教育及

び手段を享受する同一の権利 

(f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が

存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。あらゆる

場合において，子の利益は至上である。 

(g) 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利を

含む。） 

(h) 無償であるか有償であるかを問わず，財産を所有し，取得し，

運用し，管理し，利用し及び処分することに関する配偶者双方の

同一の権利 

２ 児童の婚約及び婚姻は，法的効果を有しないものとし，また，

婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付け

るためのすべての必要な措置（立法を含む。）がとられなければ

ならない。 

 

第５部 

第１７条 

１ この条約の実施に関する進捗状況を検討するために，女子に

対する差別の撤廃に関する委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。委員会は，この条約の効力発生の時は１８人の，３５

番目の締約国による批准又は加入の後は２３人の徳望が高く，か

つ，この条約が対象とする分野において十分な能力を有する専門

家で構成する。委員は，締約国の国民の中から締約国により選出

するものとし，個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっ

ては，委員の配分が地理的に衡平に行われること並びに異なる文

明形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。 

２ 委員会の委員は，締約国により指名された者の名簿の中から

秘密投票により選出される。各締約国は，自国民の中から１人を

指名することができる。 

３ 委員会の委員の最初の選挙は，この条約の効力発生の日の後

６箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長は，委員会の委員

の選挙の日の遅くとも３箇月前までに，締約国に対し，自国が指

名する者の氏名を２箇月以内に提出するよう書簡で要請する。同

事務総長は，指名された者のアルファベット順による名簿（これ

らの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。）を作成し，

締約国に送付する。 

４ 委員会の委員の選挙は，国際連合事務総長により国際連合本

部に招集される締約国の会合において行う。この会合は，締約国

の３分の２をもって定足数とする。この会合においては，出席し，

かつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で，か

つ，過半数の票を得た指名された者をもって委員会に選出された

委員とする。 

５ 委員会の委員は，４年の任期で選出される。ただし，最初の

選挙において選出された委員のうち９人の委員の任期は，２年で

終了するものとし，これらの９人の委員は最初の選挙の後直ちに，

委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。 

６ 委員会の５人の追加的な委員の選挙は，３５番目の批准又は

加入の後，２から４までの規定に従って行う。この時に選出され

た追加的な委員のうち２人の委員の任期は，２年で終了するもの

とし，これらの２人の委員は，委員会の委員長によりくじ引で選

ばれる。 

７ 締約国は，自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行

することができなくなった場合には，その空席を補充するため，

委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を任命す

る。 

８ 委員会の委員は，国際連合総会が委員会の任務の重要性を考

慮して決定する条件に従い，同総会の承認を得て，国際連合の財

源から報酬を受ける。 

９ 国際連合事務総長は，委員会がこの条約に定める任務を効果

的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。 

 

第１８条 

１ 締約国は，次の場合に，この条約の実施のためにとった立法

上，司法上，行政上その他の措置及びこれらの措置によりもたら

された進歩に関する報告を，委員会による検討のため，国際連合

事務総長に提出することを約束する。 

(a)当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から１年以内 
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(b)その後は少なくとも４年ごと，更には委員会が要請するとき。 

 

【第２項以下・第１９条・第２０条省略】 

 

第２１条 

１ 委員会は，その活動につき経済社会理事会を通じて毎年国際

連合総会に報告するものとし，また，締約国から得た報告及び情

報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うこ

とができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は，締

約国から意見がある場合にはその意見とともに，委員会の報告に

記載する。 

 

【第２項以下・第２２条省略】 

 

第６部 

第２３条 この条約のいかなる規定も，次のものに含まれる規定

であって男女の平等の達成に一層貢献するものに影響を及ぼす

ものではない。 

(a) 締約国の法令 

(b) 締約国について効力を有する他の国際条約又は国際協定 

 

第２４条 締約国は，自国においてこの条約の認める権利の完全

な実現を達成するためのすべての必要な措置をとることを約束

する。 

 

【以下省略】 
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目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 

第１節 性別を理由とする差別の禁止等（第５条―第１０条） 

第２節 事業主の講ずべき措置（第１１条―第１３条） 

第３節 事業主に対する国の援助（第１４条） 

第３章 紛争の解決 

第１節 紛争の解決の援助（第１５条―第１７条） 

第２節 調停（第１８条―第２７条） 

第４章 雑則（第２８条―第３２条） 

第５章 罰則（第３３条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念

にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後

の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。 

 

（基本的理念） 

第２条 この法律においては、労働者が性別により差別されるこ

となく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実

した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的

理念とする。 

２ 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的

理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めな

ければならない。 

 

（啓発活動） 

第３条 国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めると

ともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行

うものとする。 

 

（男女雇用機会均等対策基本方針） 

第４条 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針（以下「男

女雇用機会均等対策基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおり

とする。 

(1) 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に

関する事項 

(2) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

ついて講じようとする施策の基本となるべき事項 

３ 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働

者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定め

られなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに

当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都

道府県知事の意見を求めるものとする。 

５ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたと

きは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。 

６ 前２項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更につ

いて準用する。 

 

第２章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 

第１節 性別を理由とする差別の禁止等 

（性別を理由とする差別の禁止） 

第５条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別に

かかわりなく均等な機会を与えなければならない。 

 

第６条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理

由として、差別的取扱いをしてはならない。 

(1) 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、

降格及び教育訓練 

(2) 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であ

つて厚生労働省令で定めるもの 

(3) 労働者の職種及び雇用形態の変更 

(4) 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 

 

（性別以外の事由を要件とする措置） 

第７条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に

関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもの

のうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を

勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措

置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象

となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行

上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の

実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由が

ある場合でなければ、これを講じてはならない。 

 

（女性労働者に係る措置に関する特例） 

第８条 前３条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善する

ことを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを

妨げるものではない。 

 

（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等） 

第９条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産した

ことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 

２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇し

てはならない。 

３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産し

たこと、労働基準法 （昭和２２年法律第４９号）第６５条第１

項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第２項の規

定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由で

あつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者

に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

４ 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者

に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解

雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明し

たときは、この限りでない。 

 

６ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律 

昭和 47年 7月 1日法律第 113号 
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（指針） 

第１０条 厚生労働大臣は、第５条から第７条まで及び前条第１

項から第３項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対

処するために必要な指針（次項において「指針」という。）を定

めるものとする。 

２ 第４条第４項及び第５項の規定は指針の策定及び変更につい

て準用する。この場合において、同条第４項中「聴くほか、都道

府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるも

のとする。 

 

第２節 事業主の講ずべき措置 

（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上

の措置） 

第１１条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対する

その雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件に

つき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業

環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必

要な措置を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置

に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次

項において「指針」という。）を定めるものとする。 

３ 第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及び変更につ

いて準用する。この場合において、同条第４項中「聴くほか、都

道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替える

ものとする。 

 

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置） 

第１２条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その

雇用する女性労働者が母子保健法 （昭和４０年法律第１４１号）

の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

を確保することができるようにしなければならない。 

 

第１３条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導

又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにする

ため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置

に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次

項において「指針」という。）を定めるものとする。 

３ 第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及び変更につ

いて準用する。この場合において、同条第４項中「聴くほか、都

道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替える

ものとする。 

 

【以下省略】 
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目次 

前文 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の２・第

２条の２） 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等（第３条１第５条） 

第３章 被害者の保護（第６条１第９条の２） 

第４章 保護命令（第１０条１第２２条） 

第５章 雑則（第２３条１第２８条） 

第５章の２ 補則（第２８条の２） 

第６章 罰則（第２９条・第３０条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が

うたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われて

いる。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大

な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分

に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多

くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶

者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の

妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図る

ためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための

施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力

を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うもの

である。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援

等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者か

らの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又

は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ず

る心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第２８条の２

において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者

からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受け

た者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった

者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止すると

ともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を

図る責務を有する。 

 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生

労働大臣（以下この条及び次条第５項において「主務大臣」とい

う。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第１項及び第３

項において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の

都道府県基本計画及び同条第３項の市町村基本計画の指針とな

るべきものを定めるものとする。 

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的

な事項 

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

内容に関する事項 

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとする

ときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならな

い。 

4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県にお

ける配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本

計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的

な方針 

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施内容に関する事項 

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

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

７ 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 13年 4月 13日法律第 31号 
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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。 

(1) 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は

婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

(2) 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。 

(3) 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害

者及びその同伴する家族。次号、第６号、第５条及び第８条の３

において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行

うこと。 

(4) 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。 

(5) 第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、

助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。 

(6) 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、

助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

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２ 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の

所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。第１

５条第３項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力

を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止す

るための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認め

るときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公

安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するた

めの措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防

止するために必要な援助を行うものとする。 

 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の３ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に定める福

祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」という。）は、

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）、児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３

９年法律第１２９号）その他の法令の定めるところにより、被害

者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務

所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者

の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相

互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務

の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ

迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第４章 保護命令 

（保護命令） 

第１０条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知し

てする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限

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、
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同項第３号及び第４号並びに第１８条第１項において同じ。）に

対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第２

号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該

配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

(1) 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。 

(2) 命令の効力が生じた日から起算して２月間、被害者と共に生

活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近

をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第１号の規定による

命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該

配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命

令の効力が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、被

害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならない

ことを命ずるものとする。 

(1) 面会を要求すること。 

(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は

その知り得る状態に置くこと。 

(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

(4) 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。 

(5) 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。 

(6) 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。 

(7) 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。 

(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る

状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物

を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達

しない子（以下この項及び次項並びに第１２条第１項第３号にお

いて単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者

が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることそ

の他の事情があることから被害者がその同居している子に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため

必要があると認めるときは、第１項第１号の規定による命令を発

する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生

命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者

に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効

力が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、当該子の

住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下

この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当

該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その

他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと

を命ずるものとする。ただし、当該子が１５歳以上であるときは、

その同意がある場合に限る。 

４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族

その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害者

と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この

項及び次項並びに第１２条第１項第４号において「親族等」とい

う。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行ってい

ることその他の事情があることから被害者がその親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため

必要があると認めるときは、第１項第１号の規定による命令を発

する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生

命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者

に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効

力が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、当該親族

等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の

身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通

常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の１５歳未満の子を除

く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が１５歳未

満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人

の同意）がある場合に限り、することができる。 

 

（管轄裁判所） 

第１１条 前条第１項の規定による命令の申立てに係る事件は、

相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないと

きは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる

地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

(1) 申立人の住所又は居所の所在 

(2) 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命

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。 

(1) 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を

受けた状況 

(2) 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生

命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する

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 

(3) 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 

(4) 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 

(5) 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前

各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求め

た事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官

署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第５号イから

ニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、同項第

１号から第４号までに掲げる事項についての申立人の供述を記

載した書面で公証人法（明治４１年法律第５３号）第５８条ノ２

第１項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

 

（迅速な裁判） 

第１３条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、

速やかに裁判をするものとする。 
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（保護命令事件の審理の方法） 

第１４条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことがで

きる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。た

だし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達す

ることができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第１２条第１項第５号イからニまでに掲げる事項の

記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センタ

ー又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しく

は保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容

を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これ

に速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力

相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相談を

受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項

の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求め

ることができる。 

 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第１５条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さな

ければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合に

は、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭

した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、その

効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨

及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は

道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支

援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた

事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第１２条第１項第５

号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官

は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書

に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に

名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが２以上ある場

合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しく

は保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の

長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

 

（即時抗告） 

第１６条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗

告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因と

なることが明らかな事情があることにつき疎明があったときに

限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が

効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることがで

きる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処

分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第１０条第１項第１号の規定による命令の

効力の停止を命ずる場合において、同条第２項から第４項までの

規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の

効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てること

ができない。 

６ 抗告裁判所が第１０条第１項第１号の規定による命令を取り

消す場合において、同条第２項から第４項までの規定による命令

が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さ

なければならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護命令について、

第３項若しくは第４項の規定によりその効力の停止を命じたと

き又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、

速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談

支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並びに抗告裁

判所が保護命令を取り消した場合について準用する。 

 

（保護命令の取消し） 

第１７条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てを

した者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消さなけ

ればならない。第１０条第１項第１号又は第２項から第４項まで

の規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生

じた日から起算して３月を経過した後において、同条第１項第２

号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から

起算して２週間を経過した後において、これらの命令を受けた者

が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議

がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、第１０条第１項第１号の規定による命

令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す場合

について準用する。 

３ 第１５条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の場合につ

いて準用する。 

 

（第１０条第１項第２号の規定による命令の再度の申立て） 

第１８条 第１０条第１項第２号の規定による命令が発せられた

後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の

規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶

者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害

者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられ

た命令の効力が生ずる日から起算して２月を経過する日までに

当該住居からの転居を完了することができないことその他の同

号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情

があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該

命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を

生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第１２条の規定の適用につ

いては、同条第１項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」と

あるのは「第１号、第２号及び第５号に掲げる事項並びに第１８

条第１項本文の事情」と、同項第５号中「前各号に掲げる事項」

とあるのは「第１号及び第２号に掲げる事項並びに第１８条第１

項本文の事情」と、同条第２項中「同項第１号から第４号までに

掲げる事項」とあるのは「同項第１号及び第２号に掲げる事項並

びに第１８条第１項本文の事情」とする。 

 

（事件の記録の閲覧等） 

第１９条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書

記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若

しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求

することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立

てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定

があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、

この限りでない。 

 

（法務事務官による宣誓認証） 

第２０条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内

に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うことができ

ない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又は

その支局に勤務する法務事務官に第１２条第２項（第１８条第２
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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。 

(1) 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人

相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

(2) 第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談所が行う一時

保護（同条第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 

(3) 第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員

が行う業務に要する費用 

(4) 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福

祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）及び

これに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が

行う業務に要する費用を支弁しなければならない。 

 

（国の負担及び補助） 

第２８条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第

１項の規定により支弁した費用のうち、同項第１号及び第２号に

掲げるものについては、その１０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。 

(1) 都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同

項第３号及び第４号に掲げるもの 

(2) 市が前条第２項の規定により支弁した費用 

 

第５章の２ 補則 

（この法律の準用） 

第２８条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの規定は、生

活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類する共

同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手から

の暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、

当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、そ

の者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者

から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力

を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定

中「配偶者からの暴力」とあるのは「第２８条の２に規定する関

係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 

 

第２条 被害者 被害者（第２８条の

２に規定する関係

にある相手からの

暴力を受けた者を

いう。以下同じ。） 

第６条第１項 配偶者又は配偶者

であった者 

同条に規定する関

係にある相手又は

同条に規定する関

係にある相手であ

った者 

第１０条第１項か

ら第４項まで、第１

１条第２項第２号、

第１２条第１項第

１号から第４号ま

で及び第１８条第

１項 

配偶者 第２８条の２規定

する関係にある相

手 

第１０条第１項 離婚をし、又はその

婚姻が取り消され

た場合 

第２８条の２に規

定する関係を解消

した場合 

 

第６章罰則 

第２９条 保護命令（前条において読み替えて準用する第１０条

第１項から第４項までの規定によるものを含む。次条において同

じ。）に違反した者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰

金に処する。 

 

第３０条 第１２条第１項（第１８条第２項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）又は第２８条の２において読み替え

て準用する第１２条第１項（第２８条の２において準用する第１

８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。 
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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１章、第６条（配偶者暴力相談支援セン

ターに係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶者暴力相談支

援センターに係る部分に限る。）、第２７条及び第２８条の規定

は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 平成１４年３月３１日までに婦人相談所に対し被害者が

配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助若しく

は保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立

てに係る事件に関する第１２条第１項第４号並びに第１４条第

２項及び第３項の規定の適用については、これらの規定中「配偶

者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

 

（検討） 

第３条 この法律の規定については、この法律の施行後３年を目

途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、そ

の結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附則〔平成１６年法律第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。 

（１）略 

（２）第２条並びに附則第３条、第７条から第１０条まで、第１

２条及び第１５条から第１８条まで規定 平成２６年１０月１

日 

 

附則〔令和元年法律第４６号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和２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。 

（１）附則第４条、第７条第１項及び第8条の規定 公布の日 

（２）第2条（次号に掲げる規定を除く。）の規定並びに次条及

び附則第3条の規定 令和4年4月1日 

（３）第2条中児童福祉法第12条の改正規定（同条第4項及び第

6項に係る部分並びに同条第1項の次に1項加える部分に限る。）

及び同法第12条の5の改正規定 令和5年4月1日 
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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１8 条） 

第３節特定事業主行動計画（第１9 条） 

第４節女性の職業選択に資する情報の公表（第２０条・第２１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２２条―第２９条） 

第５章雑則（第 30 条―第３３条） 

第６章罰則（第３４条―第３９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。 

(1) 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 

(2) 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 

(3) 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 

(4) 前３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

８ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成 27年 9月 4日法律第 64号 
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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。 

(1) 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

(2) 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 

(3) 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。 

(1) 計画期間 

(2) 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 

(3) 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２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。 

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。 

(1) 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。 

(2) この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

(3) 不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第１２条 厚生労働大臣は、認定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、当該事業主

の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般

事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４

７年法律第１０３号）第１３条の２に規定する業務を担当する者

及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律（平成３年法律第７６号）第２９条に規定する業務

を担当する者を選任していること、当該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特に優良なものである

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。 

 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第１３条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般

事業主」という。）については、第 8 条第１項及び第７項の規定

は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、

毎年少なくとも一回、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を公表しなければならない。 

 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第１４条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定め
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る表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第１５条 厚生労働大臣は、特例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、第十二条の認定を取り消すことができ

る。 

（１）第１１条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

（２）第１２条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

（３）第１３条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表

をしたとき。 

４ 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命

令に違反したとき。 

5 不正の手段により第１２条の認定を受けたとき。 

 

（委託募集の特例等） 

第１６条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般

事業主であって、常時雇用する労働者の数が 300 人以下のもの

をいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小

事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合

において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとす

るときは、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３６条第

1 項及び第 3項の規定は、当該構成員である中小事業主について

は、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業

協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された

組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又

は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするも

の（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、

その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相

談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働

大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定

める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準

に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すこと

ができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しよう

とするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、

募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労

働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第３７条第 2 項の規定は前項の規定による届出

があった場合について、同法第５条の 3 第１項及び第４項、第５

条の４、第３９条、第４１条第２項、第４２条第１項、第４２条

の２、第４８条の３第１項、第４８条の４、第５０条第１項及び

第２項並びに第５１条の規定は前項の規定による届出をして労

働者の募集に従事する者について、同法第４０条の規定は同項の

規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬

の供与について、同法第５０条第３項及び第４項の規定はこの項

において準用する同条第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16条第４項の規定による

届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第４１

条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」

とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第３６条第２項及び第４２条の３の規定の適用

については、同法第３６条第２項中「前項の」とあるのは「被用

者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその

被用者以外の者に与えようとする」と、同法第４２条の３中「第

３９条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第１６

条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と

する。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談

及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 

 

第１７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１８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 19 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。 

（１） 計画期間 

（２） 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 

（３） 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しよう

とするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に

占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の

状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のそ

の事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する

状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改

善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これ

を定めなければならない。この場合において、前項第２号の目標

については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続

勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めな

ければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなけ

ればならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に

基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施する

とともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう

努めなければならない。 

 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 
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（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２０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

ける活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければな

らない。 

（１） 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提供に関する実績 

（２） その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に関する実績 

（３） 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

る活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一

方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２１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

次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

（１） その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生

活に関する機会の提供に関する実績 

（２） その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資す

る勤務環境の整備に関する実績 

 

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２２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２３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２４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、特例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２５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２６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２７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

２２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22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。 

（１） 一般事業主の団体又はその連合団体 

（２）学識経験者 

（３） 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28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２９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３０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又は認定一般

事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定す

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。 
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（公表） 

第３１条 厚生労働大臣は、第２０条第１項の規定による公表を

せず、若しくは虚偽の公表をした第８条第１項に規定する一般事

業主又は第２０条第２項に規定する情報に関し虚偽の公表をし

た認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第８条第

７項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした

場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、

その旨を公表することができる。 

 

（権限の委任） 

第３２条 第８条、第９条、第１１条、第１２条、第１５条、第

１６条、第３０条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３３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３４条 第１６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、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

る。 

 

第３５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。 

（１）第２２条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

（２）第２８条の規定に違反して秘密を漏らした者 

 

第３６条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役

又は三十万円以下の罰金に処する。 

（１）第１６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 

（２）第１６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 

（３）第 16 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３７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。 

（１）第１０条第２項（第１４条第２項において準用する場合を

含む。）の規定に違反した者 

（２）第１６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 

（３）第１６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 

（４）第 16 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３８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３４条、第３

６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３９条 第３０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２２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２８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。 

 

附 則 （平成 29 年３月３１日法律第１４号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第１条中雇用保険法第６４条の次に１条を加える改正規

定及び附則第３５条の規定 公布の日 

（２）・（３） 略 

（４） 第２条中雇用保険法第１０条の４第２項、第５８条第１

項、第６０条の２第４項、第７６条第２項及び第７９条の２並び

に附則第１１条の２第１項の改正規定並びに同条第 3 項の改正

規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、

第４条の規定並びに第７条中育児・介護休業法第５３条第５項及

び第６項並びに第６４条の改正規定並びに附則第５条から第８

条まで及び第 10 条の規定、附則第１３条中国家公務員退職手当

法（昭和２８年法律第１８２号）第１０条第１０項第５号の改正

規定、附則第１４条第２項及び第１７条の規定、附則第１８条（次

号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第１９条中高年齢者等の

雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第３８条

第３項の改正規定（「第４条第８項」を「第４条第９項」に改め

る部分に限る。）、附則第２０条中建設労働者の雇用の改善等に関

する法律（昭和５１年法律第３３号）第３０条第１項の表第４条

第８項の項、第３２条の１１から第３２条の１５まで、第３２条

の１６第１項及び第５１条の項及び第４８条の３及び第４８条

の４第１項の項の改正規定、附則第２１条、第２２条、第２６条

から第２８条まで及び第３２条の規定並びに附則第３３条（次号

に掲げる規定を除く。）の規定 平成 30年 1月 1日 

 

（罰則に関する経過措置） 

第３４条 この法律（附則第１条第４号に掲げる規定にあっては、
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当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第３５条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴

い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附 則 （令和元年６月５日法律第２４号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲

内において政令で定める日から施行する。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。 

（１）第３条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安

定及び職業生活の充実等に関する法律第四条の改正規定並びに

次条及び附則第六条の規定 公布の日 

（２）第２条の規定 公布の日から起算して３年を超えない範囲

内において政令で定める日 

 

（罰則に関する経過措置） 

第５条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 

 

（政令への委任） 

第６条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して

必要な経過措置は、政令で定める。 

 

（検討） 

第７条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、

この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講

ずるものとする。 
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年代 世界 日本 佐賀県 佐賀市 

1975年 

(昭和 50年) 

国際婦人年 

国際婦人年世界会議（第１

回世界女性会議）（メキシ

コシティ）⇒「世界行動計

画」採択 

総理府（現：内閣府）に「婦

人問題企画推進本部」設置 
  

国
連
婦
人
の
１
０
年
（
１
９
７
６
年
～
１
９
８
５
年
） 

1976年 

(昭和 51年) 
 

「民法の一部を改正する

法律」施行（婚氏続称制度） 
  

1977年 

(昭和 52年) 
 「国内行動計画」策定   

1979年 

(昭和 54年) 

第 34回国連総会 ⇒「女子

に対するあらゆる形態の

差別の撤廃に関する条約」

採択 

 
青少年婦人課を設け、担当

者（兼任）配置 
 

1980年 

(昭和 55年) 

第２回世界女性会議（コペ

ンハーゲン）⇒女子差別撤

廃条約署名式 

「女子差別撤廃条約」署名   

1981年 

(昭和 56年) 

「女子に対するあらゆる

形態の差別の撤廃に関す

る条約」発効 

「民法及び家事審判法の

一部を改正する法律」施行

（配偶者の相続分引き上

げ等） 

婦人行政担当（専任）配置  

1982年 

(昭和 57年) 
 

「母子福祉法の一部を改

正する法律」施行（寡婦も

母子家庭に準じた扱い等） 

  

1985年 

(昭和 60年) 

第３回世界女性会議（ナイ

ロビ）⇒「西暦 2000年に

向けての婦人の地位向上

のための将来戦略」採択 

「国籍法及び戸籍法の一

部を改正する法律」施行

（国籍の父母両系血統主

義採用等）。「男女雇用機会

均等法」公布 

「婦人問題対策の推進方

策」策定 

「婦人の翼」派遣開始 

 

1986年 

(昭和 61年) 

「男女雇用機会均等法」施

行。 「国民年金等法の一

部を改正する法律」施行

（女性の年金権の確立） 

佐賀県婦人団体連絡会設

置 
 

 

1987年 

(昭和 62年) 

「西暦 2000年に向けての

新国内行動計画」策定 
  

 

1988年 

(昭和 63年) 

「労働基準法」一部改正

（労働時間短縮等） 

「佐賀県長期構想」に婦人

に関する重点施策を盛り

込む。青少年婦人課に「婦

人係」設置 

 

 

1989年 

(平成元年) 
 

「新学習指導要領」公示 

（技術・家庭の男女共通履

修等） 

婦人問題審議会に「さが女

性プラン 21」策定諮問 

女性の生活と意識に関す

る実態調査実施 

 

1990年 

(平成 2年) 

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 

 

「さが女性プラン 21」策定 

「婦人問題対策審議会」が

「女性問題審議会」となる 

社会教育課に女性行政担

当（専任）配置 

「佐賀市女性の会」発足 

1991年 

(平成 3年) 
 

「西暦 2000年に向けての

新国内行動計画（第１次改

定）」策定。「育児休業等に

関する法律」公布 

男女共同参画の社会をつ

くるための意識調査を実

施 

「社会教育課女性室」設置 

「佐賀市女性行政推進会

議」設置。「男女共同参画

型社会に関する意識調査」

実施 

1992年 

(平成 4年) 
 

「育児休業等に関する法

律」施行 

「児童青少年課女性企画

室」設置 
「生涯学習課女性室」設置 

1993年 

(平成 5年) 

国連総会「女性に対する暴

力の撤廃に関する宣言」採

択 

「短時間労働者の雇用管

理の改善等に関する法律」

施行 

「佐賀県女性行政推進会

議」設置。「ふれ愛の翼」

派遣開始。「佐賀県新総合

計画」策定 

「佐賀市共生社会推進懇

話会」設置 

９ 男女共同参画行政のあゆみ 
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年代 世界 日本 佐賀県 佐賀市 

1994年 

(平成 6年) 

国際人口・開発会議（カイ

ロ） 

総理府に「男女共同参画

室」「男女共同参画推進本

部」「男女共同参画審議会」

設置 

  

1995年 

(平成 7年) 

第４回世界女性会議（北

京）⇒「北京宣言」及び「行

動綱領」採択 

「育児休業法」改正 ⇒「育

児・介護休業法」に（介護

休業制度の法制化）。「ILO

第 156号条約（家族的責任

を有する男女労働者の機

会及び均等に関する条

約）」批准 

佐賀県立女性センター（ア

バンセ）開館 

女性問題審議会に「さが女

性プラン 21」改定を諮問 

模擬議会「さが市女性議

会」議場で開催 

1996年 

(平成 8年) 
 

「男女共同参画ビジョン」

答申。「男女行動参画 2000

年プラン」策定 

「さが女性プラン 21（改訂

版）」策定。県民生活課に

「女性企画室」を設置 

 

1997年 

(平成 9年) 
 

「男女雇用機会均等法」改

正。「介護保険法」公布 
 

「佐賀市女性行動計画策

定懇話会」設置 

1998年 

(平成 10年) 
   

「佐賀市女性行動計画」策

定（4月 14日パートナー

デー設置）。「総務課女性政

策室」設置。「佐賀市女性

行動計画推進懇話会」設置 

1999年 

(平成 11年) 
 

「男女共同参画社会基本

法」公布・施行。「男女雇

用機会均等法」改正。「育

児・介護休業法」全面施行 

「男女共同参画室」設置。

「男女共同参画推進審議

会」設置。「男女共同参画

推進会議」設置 

 

2000年 

(平成 12年) 

国連特別総会「女性 2000

年会議」（ニューヨーク） 

⇒「政治宣言」及び「成果

文書」採択 

「男女共同参画基本計画」

策定。「ストーカー行為等

の規制等に関する法律」公

布。「介護保険法」施行 

男女共同参画推進審議会

に「男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の

基本的な方向」を諮問 

「総務課男女共同参画室」

設置。「男女共同参画社会

づくりのための市民意識

調査」実施 

2001年 

(平成 13年) 
 

内閣府に「男女共同参画会

議」「男女共同参画局」設

置。「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に

関する法律」公布・一部施

行。「仕事と子育ての両立

支援策の方針」策定 

「佐賀県男女共同参画基

本計画」策定。「佐賀県男

女共同参画推進条例」施行 

「佐賀市男女共同参画推

進会議」設置 

2002年 

(平成 14年) 
 

「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関

する法律」全面施行 

「佐賀県男女共同参画推

進員」設置。「配偶者暴力

防止支援センター」設置

（アバンセ） 

「佐賀市男女共同参画計

画」（改訂版）策定。「佐賀

市男女共同参画計画推進

協議会」設置 

2003年 

(平成 15年) 
 

「次世代育成支援対策推

進法」公布・一部施行 
  

2004年 

(平成 16年) 
 

「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関

する法律」改正（保護命令

の拡充等）。「育児・介護休

業法」改正 

「佐賀県ＤＶ総合対策会

議」及び「佐賀県ＤＶ総合

対策センター」設置。「男

女共同参画社会づくりの

ための県民意識調査」実施 

 

2005年 

(平成 17年) 

第 49回 国連婦人の地位

委員会（北京＋10）（ニュ

ーヨーク） 

「男女共同参画計画（第２

次）」策定。「次世代育成支

援対策推進法」全面施行。

「改正育児・介護休業法」

施行 

「佐賀県男女共同参画推

進連携会議」設置 
１市３町１村合併（10月） 

2006年 

(平成 18年) 
 

「男女雇用機会均等法」改

正 

「佐賀県男女共同参画基

本計画」改定。「佐賀県Ｄ

Ｖ被害者支援基本計画」策

定 

「佐賀市女性の会」が「男

女共同参画ネットワーク

佐賀（結い）」に改称 

2007年 

(平成 19年) 
 

「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関

する法律」一部改正。「パ

ートタイム労働法」改正 

「女性の再チャレンジ支

援事業」閣議決定。「仕事

と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）憲章」「仕

事と生活の調和推進のた

めの行動指針」策定 

2007男女共同参画フォー

ラム inさが開催 

「第一次佐賀市男女共同

参画計画」策定。「男女共

同参画ネットワーク佐賀

（結い）」が「佐賀市男女

共同参画ネットワーク（結

い）」に改称。１市３町合

併（10月） 
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年代 世界 日本 佐賀県 佐賀市 

2008年 

(平成 20年) 
 

「次世代育成支援対策推

進法」改正 
 

「佐賀市男女共同参画を

推進する条例」施行。「企

画調整部男女共同参画課」

設置 

2009年 

(平成 21年) 
  

「佐賀県ＤＶ被害者支援

基本計画」改定。「男女共

同参画社会づくりのため

の佐賀県民意識調査」実施 

「男女共同参画社会づく

りのための市民意識調査」

実施。「男女共同参画社会

に関する中学２年生意識

調査」実施 

2010年 

(平成 22年) 

ジェンダー平等と女性の

エンパワーメントのため

の国連機関（UNWomen）」発

足 

「改正育児・介護休業法」 

施行。「男女共同参画計画

（第３次）」策定 

  

2011年 

(平成 23年) 

「ＡＰＥＣ女性と経済サ

ミット」開催。サンフラン

シスコ宣言採択 

 
「第３次佐賀県男女共同

参画基本計画」策定 

「第二次佐賀市男女共同

参画計画」策定 

2012年 

(平成 24年) 

第 56回国連婦人の地位委

員会（ＣＳＷ）開催 

「女性の活躍促進による

経済活性化」行動計画策定 

「性暴力被害者支援モデ

ル事業」開始 
 

2013年 

(平成 25年) 

「APEC女性と経済フォー

ラム」開催 

「我が国の若者・女性の活

躍推進のための提言」。「配

偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する

法律」一部改正。「ストー

カー行為等の規制等に関

する法律」一部改正。「男

女雇用機会均等法」改正 

「女性の大活躍推進佐賀

県会議」設置 

「佐賀市配偶者等からの

暴力（ＤＶ）の防止及び被

害者の支援に関する基本

計画」策定 

2014年 

(平成 26年) 

「女性と経済フォーラム

2014」開催。第 58回国連

婦人の地位委員会（ＣＳ

Ｗ）開催 

「次世代育成支援対策推

進法」一部改正。「すべて

の女性が輝く社会づくり

本部」設置 

「男女共同参画社会づく

りのための佐賀県民意識

調査」実施。「佐賀県ＤＶ

被害者支援基本計画」（第

３次計画）策定 

「男女共同参画に関する

市民意識調査及び中学 2

年生意識調査」実施。 

2015年 

(平成 27年) 

「第 3回国連防災世界会

議」開催、「仙台防災枠組

2015-2030」及び「仙台宣

言」採択 

「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法

律」公布・一部施行。「男

女共同参画計画（第４次）」

策定 

  

2016年 

(平成 28年) 

G7伊勢志摩サミットにお

いて「女性活躍推進」をア

ジェンダに設定 

 
「第４次佐賀県男女共同

参画基本計画」策定 

「第三次佐賀市男女共同

参画計画（ＤＶ基本計画を

統合、女性活躍推進計画と

一体）」策定 

2017年 

（平成 29年） 

「APEC女性と経済フォー

ラム 2017」開催 

「働き方改革実行計画」決

定。「改正育児・介護休業

法及び改正男女雇用機会

均等法」施行 

  

2018年 

（平成 30年） 
 

「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 

 

「企画調整部男女共同参

画課」と「保健福祉部人

権・同和政策課」が統合し

「市民生活部人権・同和政

策・男女参画課」設置 

2019年 

（平成 31年／ 

令和元年） 

「第５回国際女性会議Ｗ

ＡＷ！／Ｗ20」開催 

「働き方改革関連法」施

行。「女性活躍推進法」改

正・施行 

「男女共同参画社会づく

りのための佐賀県民意識

調査」実施。第４次「佐賀

県ＤＶ防止・被害者支援基

本計画」策定 

「男女共同参画に関する

市民意識調査及び中学 2

年生意識調査」実施 

2020年 

（令和 2年） 
   

「男女共同参画及び女性

の活躍推進に関する企業

意識調査」実施 

2021年 

（令和 3年） 
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育児休業取得率 

 調査時点までに育児休業を開始した者／調査前年
度１年間の出産者（男性の場合は配偶者が出産した
者）の数。 

 

一般事業主行動計画（女性活躍推進法） 

 平成 27 年８月に成立した「女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する法律」第８条に基づく、一
般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の
推進に関する取り組みに関する計画。 

 

一般事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法） 

 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成
される環境整備を進めるため、平成 15 年７月に成
立した「次世代育成支援対策推進法」に基づく。労
働者が仕事と子育てを両立させ、少子化の流れを変
えるために事業主が策定する行動計画。 

 

家族経営協定 

 家族で農業を経営している場合、経営主と共同経
営者である家族員が、報酬や労働時間、役割分担な
どを取り決め、契約を結ぶこと。 

 

協業化 

 多くの人手または経営が協力して同時にかつ計画
的に同じ生産または関連する生産に従事すること。
集団的に同じ仕事をする共同耕作のような単純協業
と、分業に基づく進んだ協業（マニュファクチュア）
とがある。 

 

固定的性別役割分担意識 

 「男は仕事、女は家庭」など、男女ははじめから
性別によって適した役割や能力、活動する分野があ
り、それを分担するのが当然とする固定的な意識の
こと。 

 

子どもへのまなざし運動 

 子どもが健やかに成長していく過程では、多くの
他者とのかかわり、とりわけ大人とのかかわりが重
要である。佐賀市では、すべての大人が、子どもの
育成に関心を持ち、かつ、主体的に関わる社会「子
どもへのまなざし“100％”のまち」の実現を目指
し、市民総参加で子どもを育む市民運動として「子
どもへのまなざし運動」を推進している。 

 

 

 

 

 

佐賀市男女共同参画推進協賛事業所 

 男女共同参画の推進に協賛、登録している事業所
のこと。 
 平成 20 年４月に施行した「佐賀市男女共同参画
を推進する条例（愛称：パートナーシップ条例）」で
は、事業者の役割として、 
 ・事業活動において男女が対等に参画する機会の
確保に努めること 
 ・男女が仕事と家庭生活等における活動を両立し
て行うことができるように配慮すること 
を掲げており、特に事業者には「ワーク・ライフ・
バランス（仕事と生活の調和）」の視点に立った働き
方の意識の改革や雇用形態の多様化に対応できる条
件整備が望まれている。 

 

参画 

 単に参加するだけではなく、企画・立案や決定に
も関わり、意見などを出し、負担や責任も担うとい
った主体的かつ積極的な行動。 

 

ジェンダー（社会的・文化的性別） 

 生まれる前に決定される生物学的な性の違い（Ｓ
ｅｘ／生物学的性別）に対して、社会的・文化的に
作り上げられた性差観念。日常生活の中で期待され
る「男らしさ、女らしさ」や「男は仕事、女は家庭」
などの性別による固定的な役割分担意識も、ジェン
ダーの一部である。 

 

ジェンダー・ギャップ指数 

 男性と女性の格差の指数で、国別・地域別に、経
済分野、教育分野、政治分野及び保健分野のデータ
から作成され、０が完全不平等、１が完全平等を意
味している。 

 

女性の再チャレンジ支援事業 

 女性の再就職・起業等への総合的な支援を行うこ
とにより、「誰もが就業や起業等に何度でも再挑戦で
き、主体的に人生を切り開くことによって、その個
性と能力を十分に発揮できる社会。また、子育て等
で離職したことが、女性のキャリア形成にとって障
害にならない社会」、「一人ひとりの女性が、家族の
協力や社会の支援の下に、仕事と子育て等とをバラ
ンスよく両立しながら、ライフステージに応じて柔
軟に活動を選択でき、自分に合った人生設計ができ
る社会」、「ライフステージに応じた多様な選択や再
挑戦が可能となることにより、自らのキャリア形成
に不安を感じることなく、男女が互いに協力しなが
ら安心して子育てに取り組むことができる社会」の
実現を目指して平成１７年以降実施されている事業。 

 

10 男女共同参画を理解するための用語解説 
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情報モラル教育 

 人権、知的財産権など自他の権利を尊重し、情報
社会での行動に責任をもつことや、危険回避など情
報を正しく安全に利用できること。コンピューター
などの情報機器と健康とのかかわりを理解すること
などを教育すること。学習指導要領では、「情報社会
で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」
を「情報モラル」として定め、各教科の中で身につ
けさせることを、情報モラル教育としている。 

 

ストーカー 

 同一の者に対し、つきまとい、交際等の要求、著
しく乱暴な言動などを反復して行う者のこと。平成
12 年に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
が制定され、規制の対象となった。 
 

性的少数者（ＬＧＢＴｓ） 

 先天的に身体上の性別が不明瞭な人、身体上の性
別と心の性が異なる人、性的な意識が同性や両性に
向かう人などをいう。 

 

セクシュアル・ハラスメント 

 身体への不必要な接触、性的関係の強要、衆目に
さらされる場所へのわいせつな写真の掲示などの性
的いやがらせのこと。職場内のみならず、施設にお
ける職員とその利用者の間、団体における構成員間
など、さまざまな生活の場で起こりうる。 

 

ダイバーシティ 

 「多様性」のことであり、従来、社会的マイノリ
ティの就業拡大を意図して使われることが多かった
が、近年では、様々な違いを価値として受け入れ、
広く人材を活用することで組織力を強化するマネジ
メントのこととして使われる。 

 

男女共同参画社会（男女共同参画社会基本法第２条） 
 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。 

 

特定事業主行動計画 

 次世代育成支援対策推進法第 19 条において、国
の各省府や地方公共団体等に義務付けられた職員の
仕事と子育ての両立を図るために必要な環境整備等
を進めることを目的とする計画。 

 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

 夫婦や恋人などの親しい人間関係にあるパートナ
ーからの暴力。暴力には、殴る、蹴るといった身体
的暴力だけでなく、言葉による精神的暴力、経済的
暴力、性的暴力などがある。 
 

認定農業者 
 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善
計画の市町村の認定を受けた農業経営者、農業生産
方針のこと。認定を受けてから５年経過した場合は、
再度計画を提出して再認定を受ける必要があり、受
けなかった場合は認定農業者の資格を失う。 
 家族経営協定を締結している家族が共同で経営者
となっている場合は、農業経営改善計画の認定申請
を共同で行うことができ、協定を締結している家族
も認定農業者になる。 

 

パートナーデー 

 ２月 14 日がバレンタインデー、３月 14 日がホ
ワイトデーにちなんで、平成 10 年、佐賀市が４月
14 日をパートナーデーと制定し、性別や年齢にか
かわらず、家庭、職場、学校、地域などでお世話に
なっている人に「感謝の気持ちを伝える日」とした。
あらゆる分野でお互いが認め合い、自分らしくいき
いきと暮らすことができる社会をめざしている。 

 

ポジティブ・アクション（積極的改善措置） 

 社会的・構造的な差別によって不平等な待遇をう
けている人々に対し、一定の範囲で特別な機会を提
供することにより、実質的な機会均等を実現するこ
とを目的とした暫定的な積極的差別是正措置のこと。 
 

メディア・リテラシー 

 メディア（テレビ、雑誌、インターネットなど）
から発信される情報をそのまま受け取るのではなく、
主体的に読み解いて活用する能力のこと。また、メ
ディアを活用し、自分の考えを表現する能力のこと。 
 

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） 

 生涯を通じて自らの身体について自己決定を行い、
健康を享受する権利のこと。子どもを産む・産まな
い、いつ何人産むかなどを選ぶ自由、安全で満足の
いく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生
まれ育つこと、さらには思春期や更年期における健
康上の問題も含まれ、幅広い課題を対象としている。
1994 年国際人口・開発会議において女性の人権と
して提唱された。 

 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

 仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など
の様々な活動について、自らが希望するバランスで
展開できる状態をいう。 
 
SDGS（持続可能な開発目標） 
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に

記載された2016年（平成28年）から2030年（令
和12年）までの国際目標です。17のゴール・169
のターゲットから構成され、「地球上の誰一人とし
て取り残さない」ことを誓っています。 
 


