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はじめに

熊取町では、男女共同参画社会のいっそうの実現にむけて、1999（平成 11）年に
制定された男女共同参画社会基本法に基づき、平成 15 年 3 月に「熊取町男女共同参
画プラン」を策定しました。以後、このプランに基づいて種々の施策に取り組んでま

いりました。

その後、平成 25年３月には、「男女共同参画条例」を制定し、同月には「熊取町第
２次男女共同参画プラン」を策定いたしました。

そして、このたび、「熊取町第２次男女共同参画プラン」が策定されて５年が経過す

ることから、社会情勢等の変化に伴い適切な推進を図るため、プランの中間見直しを

おこなうこととなりました。

この見直しにおいては、第２次プランに引き続き、「男女がその個性と能力に応じて

さまざまな生き方を自由に選択でき、協力しあいながら責任を分かち合うことができ

る、人権尊重のまち」を本町のめざす姿として掲げているところですが、今回新たに、

その基本的方向２において、「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を位置付けたところです。

熊取町では、この計画に基づき、住民の皆様と協力しながらさまざまな取組を進め

てまいりたいと考えておりますので、引き続き皆様の一層のご理解とご協力をお願い

いたします。

最後に、今回の見直しにあたりましては、貴重なご意見をいただいた熊取町男女共

同参画推進審議会の委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました皆様に厚くお礼を申

し上げます。

2018（平成 30）年３月

熊取町長 藤原 敏司
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１．国際連合や国、大阪府、熊取町における取組

年次 国際連合 国
○大阪府
□熊取町

1975 年

（昭和 50 年）

○「国際婦人年」と決定

○1976 年～1985 年を「国連

婦人の 10 年」と決定

○「世界行動計画」採択

○総理府に「婦人問題企画

推進本部」設置

1977 年

（昭和 52 年）

○「国内行動計画」策定 ○「大阪府婦人問題推進会

議」設置

1979 年

（昭和 54 年）

○「女子差別撤廃条約」採

択

1981 年

（昭和 56 年）

○民法、家事審判法の一部

改正

○「女性の自立と参加を進

める大阪府行動計画」策

定

1985 年

（昭和 60 年）

○第 3 回世界女性会議（国

連婦人の 10 年世界会議）で

女性の地位向上のための

「ナイロビ将来戦略」採択

○女子差別撤廃条約」批准

○男女雇用機会均等法」成

立

1987 年

（昭和 62 年）

○「2000 年に向けての新国

内行動計画」策定

1991 年

（平成３年）

○「育児休業等に関する法

律（育児休業法）」成立

○「大阪府第３期行動計画」

策定

1993 年

（平成５年）

○「短時間労働者の雇用管

理の改善等に関する法律

（パートタイム労働法）」

成立・施行

○「男女協働社会の実現を

めざす表現の手引き」作

成

1994 年

（平成６年）

○「男女共同参画推進本部」

設置

○ドーンセンター（大阪府

立女性総合センター）開

館

1995 年

（平成７年）

○第 4 回世界女性会議で

「北京宣言及び行動綱

領」採択

○「育児・介護休業法」成

立

○「ILO156 条約（家庭的責

任を有する男女労働者の

機会及び待遇の均等に関

する条約）」批准

○男女協働社会の実現をめ

ざす府民意識調査結果報

告

1996 年

（平成８年）

○「男女共同参画 2000 年プ

ラン」策定

1997 年

（平成９年）

○「男女雇用機会均等法」

改正

○「介護保険法」成立

○「新 女と男のジャン

プ・プラン」策定

1999 年

（平成 11 年）

○「男女共同参画社会基本

法」成立

○男女協働社会の実現をめ

ざす府民意識調査発表

第１章 計画策定の背景
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年次 国際連合 国
○大阪府
□熊取町

2000 年

（平成 12 年）

○国連特別総会「女性 2000

年会議」で「政治宣言と

北京宣言及び行動綱領実

施のためのさらなる行動

とイニシアティブ（成果

文書）」採択

○「ストーカー行為*等の
規制等に関する法律」「児

童虐待の防止等に関する

法律」成立

○男女共同参画基本計画策

定

○府「女性に対する暴力」

対策会議を設置

2001 年

（平成 13 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」成立

○「男女共同参画週間」ス

タート

○「女性に対する暴力をな

くす運動」スタート

□熊取町男女共同参画プラ

ン策定検討委員会設置

□熊取町民による住民アン

ケート調査実施

○「大阪府男女共同参画計

画」策定

2002 年

（平成 14 年）

○大阪府男女共同参画推進

条例制定

2003 年

（平成 15 年）

○「少子化社会対策基本法」

制定

□熊取町男女共同参画プラ

ン策定

□男女共同参画社会情報誌

「“ともに”」発行

□「男女共同参画講演会」

開催

2005 年

（平成 17 年）

○第 49 回国際連合婦人の

地位委員会開催（国連「北

京＋10」世界閣僚級会合）

○男女共同参画基本計画

（第２次）策定

○「大阪府配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保

護に関する基本計画」策

定

2006 年

（平成 18 年）

○「男女雇用機会均等法」

改正

○「おおさか男女共同参画

プラン」改定

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」改正

○「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）

*憲章」及び「仕事と生
活の調和推進のための行

動指針」策定

2008 年

（平成 20 年）

○男女共同参画推進本部

「女性の参画加速プログ

ラム」決定

2009 年

（平成 21 年）

○女性差別撤廃委員会の最

終見解の公表

□町の人権相談に「女性限

定日」を設置

○「大阪府配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保

護に関する基本計画」改

定

2010 年

（平成 22 年）

○「第３次男女共同参画基

本計画」策定

2011 年

（平成 23 年）

○「おおさか男女共同参画

プラン」改定
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年次 国際連合 国
○大阪府
□熊取町

2012 年

（平成 24 年）

○第 56 回国連婦人地位委

員会において「自然災害

におけるジェンダー*平
等と女性のエンパワーメ

ント」について決議

□「熊取町第２次男女共同

参画プラン策定検討委員

会」設置

□「熊取町 男女共同参画

に関する住民アンケー

ト」実施

○「大阪府配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保

護に関する基本計画」改

定(2012～2016)

2013 年

（平成 25 年）

○「ストーカー行為等の規

制等に関する法律改正

○「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に

関する法律」改正

□「男女共同参画推進条例」

制定

□「熊取町第２次男女共同

参画プラン」策定

2014 年

（平成 26 年）

○第 58 回国連婦人の地位

委員会「自然災害におけ

るジェンダー平等と女性

のエンパワーメント」決

議案採択

○「すべての女性が輝く社

会づくり本部」の設置

○「私事性的画像記録の提

供等による被害の防止に

関する法律（リベンジポ

ルノ*防止法）」制定

○「男女共同参画に関する

府民意識調査」実施

2015 年

（平成 27 年）

○第 59 回国連婦人の地位

委員会「北京＋20」記念

会合

○第３回国連防災世界会議

「仙台防災枠組」採択

○「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法

律」制定

○「第４次男女共同参画基

本計画」が閣議決定

○「女性・平和・安全保障

に関する行動計画」策定

○「ＯＳＡＫＡ女性活躍推

進会議」設置

○大阪府男女共同参画審議

会から「大阪府における

新たな男女共同参画計画

の策定に関する基本的な

考え方について」答申

2016 年

（平成 28 年）

○「ストーカー行為等の規

制等に関する法律」改正

○「おおさか男女共同参画

プラン（2016-2020）」策

定

2017 年

（平成 29 年）

○いわゆるアダルトビデオ

出演強要問題・「ＪＫビジ

ネス*」問題等に関する
関係府省対策会議設置

○「大阪府配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保

護に関する基本計画

(2017-2021)」が策定
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２．熊取町第２次男女共同参画プランにおける取組

2013（平成 25）年 3 月に「熊取町男女共同参画推進プラン」を策定後は、第２次熊

取町男女共同参画プランの基本目標に向けて、毎年、男女共同参画推進審議会におい

て、各施策の実施状況等の調査審議をおこなっています。2013（平成 25）年度から 2017

（平成 29）年度までの男女共同参画に関する取組の状況や課題について整理しました。

基本的方向１ 男女があらゆる分野で協力するための意識づくり

■「男女共同参画社会講演会」をはじめ、人権啓発講座などさまざまな機会を通じて、

町民が人権を尊重する意識を育むための啓発をおこなうとともに、男女共同参画情

報誌「男女が“ともに”協力しあいながら…」の発行をおこないました。また、図

書館において男女共同参画に関する特集図書の展示をおこない、住民の意識づくり

に努めました。

■男女平等の視点に立った教育や保育の推進のために、保育所においては、子どもの

性差や個人差にも留意しつつ、性別などによる固定的な意識を植え付けることの無

いよう、男女混合名簿や、児童の意思を尊重した男女平等の役割分担をおこないま

した。また、各学校においても男女平等教育年間計画に基づき教育活動を実施しま

した。性教育においては、各学校において、性教育やＨＩⅤ、性感染症に関する教

育活動をおこないました。また、教職員に対して、セクシャルハラスメント防止研

修、性的マイノリティ*についての教育をおこない、理解を深めるように努めまし
た。

■地域、家庭においては、家事や育児、介護の参加促進を図るため、「男性料理教室（食

生活改善推進協議会主催）」や、親子の交流を促進し絆を深めるために「家族ふれ

愛講座」を実施し、地域や家庭における男女共同参画の推進を行いました。

■役場庁内の男女共同参画を推進するため、女性キャリアアップに関する研修の情報

提供や、男女共同参画推進研修をおこない、職員の意識づくりを図りました。また

男女共同参画推進会議を設置し、男女共同参画社会の形成に向けて効果的な推進を

おこなうように努めました。

■防災や環境分野においては、自治会の自主防災組織設立時に、組織への参加や参画

の促進をおこないました。

■男女共同参画社会情報誌で世界における男女平等にむけた取組の情報提供を図り、

国際交流青少年派遣事業の派遣者の選考にあたっては、男女間に偏りが生じないよ

うに配慮しました。

基本的方向２ あらゆる分野における男女共同参画のための環境整備

■審議会等委員の任用については、女性の視点を取り入れる意味からも女性委員の登

用が必要です。全体の女性の委員の占める割合は 2012（平成 24）年では 16.7％で
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ありましたが、2017（平成 29）年４月１日現在では、22.6％となり女性委員の割合

が 5.9％向上しました。引き続き、委員の比率に偏りがないよう、性別に関係なく

適性を判断するように働きかけ、女性の登用に努めてまいります。

■男女の心と身体の健康づくりでは、母子健康手帳交付時に、マタニティーマークの

シールとチェーンホルダー、父子健康手帳を配布し、妊娠や出産に関わる機能の重

要性について男女双方の理解を深めるための啓発をおこないました。また、地域か

らの要望により、健康相談などを実施することで母子機能について男女の理解を深

めるための啓発と情報提供をおこないました。

■就労における男女共同参画の推進としては、多様な働き方に対応できる仕組みづく

りをおこなうため、ハローワーク求人情報の速報収集及び提供をおこなうことや、

就労支援コーディネーターによる就労支援相談を実施しました。また、女性の新し

い仕事創造のための支援として、「創業支援事業計画」を策定し、起業に取り組む

女性に対し、きめ細かいサポートをおこないました。

■仕事と家庭の両立支援では、保育所や認定こども園*、学童保育所の待機児童を出さ
ない体制整備の継続をおこないました。また、地域における子育て支援システムの

充実を図るため、豊かな子どもの育ちネットワークを実施し、関係機関との連携を

深めました。さらに、健診時に発達や育児不安のある家庭への家庭訪問や電話相談

をおこなうなどの乳幼児健診フォロー、緊急通報装置や老人日常生活用具の貸与な

どの高齢者福祉サービスをおこない、多様な形態の家族がそれぞれ抱えるニーズに

あった自立支援体制の充実と情報提供に努めました。

■地域社会における男女共同参画の推進をおこなうため、男女が親子でさまざまな講

演会に参加できるよう、講演会や法律相談などにおいて一時保育をおこないました。

基本的方向３ ＤＶなどのあらゆる暴力をなくすための仕組みづくり

■女性に対するあらゆる形態の暴力と人権侵害を許さない環境の整備と啓発をおこな

うために、広報紙やホームページを活用し、潜在的な被害の防止に努め、暴力の防

止と根絶に向けた意識啓発をおこないました。また、事業所に対しては事業所人権

連絡会ニュースを活用し、意識啓発に努めました。11 月の「女性に対する暴力をな

くす運動」期間には、のぼりを庁舎前に掲げることで街頭啓発をおこないました。

■ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）*被害者への支援としては、毎月実施してい
る人権相談において、女性相談員や女性の人権擁護委員を配置し、第１木曜日につ

いては女性限定の相談日として、女性が相談しやすい環境を設けました。

また、民間シェルターと契約を結び、より充実した体制の確保に努めました。さら

に、岸和田子ども家庭センターや大阪府女性相談センターなど関係機関とネットワ

ークづくりをおこないながら連携を図りました。
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わが国の男女を取り巻く環境は、第２次世界大戦での敗戦を機に大きく転換しまし

た。日本国憲法により、法律上の男女平等が認められるとともに、社会制度に大変革

がもたらされ、女性の意識改革が始まりました。

しかし、高度経済成長期には、大都市圏を中心として核家族が増加しました。家庭

の収入増と生活の安定化とともに専業主婦が大勢を占めるようになり、「男性は仕事、

女性は家庭」といわれる固定的な性別役割分担*が定着しました。そのような家族の姿
を標準家庭として、配偶者控除や年金の第３号被保険者制度などの政策が打ち出され

ました。

さらに経済は発展し、バブル景気をむかえ雇用拡大が進みました。しかし、バブル

景気崩壊以後は大学への進学率が上昇し、それに伴い女性が社会へ進出することとな

りました。

21 世紀に入り社会状況の変化の中で人々の意識、価値観、ライフスタイルは大きく

変化し多様化しました。高度経済成長期に形づくられてきたわが国の社会システムや

制度は見直しの時期を迎え、さまざまなところで「改革」が求められるようになりま

した。

１．社会経済情勢の変化

戦後の復興期から高度経済成長期にかけての著しい経済発展に伴い、わが国の産業

構造も大きく変化しました。農業中心であったものが、工業中心へと変わり、また、

近年ではサービス産業が大きく伸びてきました。

熊取町も古くから農業と繊維のまちとして発展し、近年では、大都市近郊の住宅都

市へと変貌を遂げてきました。住民の職業も農業従事者や繊維工業従事者から、サー

ビス業を中心とした被雇用者へと変化しています。それとともに女性の置かれている

状況も大きく変化しました。かつて、女性の労働は農業を中心とした家族労働が大き

な部分を占めていましたが、近年の産業構造の変化、高学歴化などにより卸売業、小

売業、サービス業を中心とする第３次産業に従事する割合が大きくなっています。

経済のグローバル化や情報化の急速な進展によるわが国の経済構造の変化は、長期

雇用、年功序列型賃金という旧来の雇用慣行に変化をもたらし、労働環境は大きく変

わってきました。また、情報機器や通信ネットワークなどのＩＴ技術の発達や普及に

よって新しい就業形態や勤務形態が生まれ、これらの就業形態を選ぶ女性も出始め、

新しい就労機会が創出されています。

年齢階級別労働力率【図１】をみると、女性の場合依然として、出産や育児期にあ

たる 30 歳代が谷となるＭ字型を示していますが、この年代の労働力率は近年高くなる

傾向があります。そして、子育てを終えて再び働き始める 40 歳代前半から、労働力率

は再び増加しています。しかし、労働面での完全な社会復帰には種々の困難があり、

第２章 男女を取り巻く現状と課題
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未だその多くはパートタイム労働、契約社員や派遣職員です。女性の就業率は年々上

昇しており経済力は向上しましたが、家事や育児等の家庭の責任の多くを女性が担っ

ており、働く女性の多くが、仕事と家庭の両方を負担している現状があります。

長時間労働等を背景とした男女の仕事と生活を取り巻く状況、いわゆるМ字カーブ

*問題や働き方の二極化、女性のライフスタイルや世帯構成の変化への対応等、さまざ
まな側面からの課題が存在しており、世代を越えた男女の理解の下、それらを解決し

ていくため、実効性のある取組が求められています。

さらに、2011（平成 23）年 3 月に発生した東日本大震災や 2016（平成 28）年 4 月

に発生した熊本地震では大きな被害をもたらし、特に、避難所生活では子どもや女性、

高齢者などに配慮すべき課題が指摘されました。

このような現状を踏まえ、わが国においては、男女共同参画社会の実現に向け、国

際社会における取組とも連動しながら、基本法に基づく男女共同参画基本計画や成長

戦略等を通じたポジティブ・アクション（積極的改善措置）を始めとするさまざまな

取組を進めてきました。その結果、社会全体で女性の活躍の動きが拡大し、わが国の

社会は大きく変わり始めています。

2015（平成 27）年には、女性の採用や登用、能力開発等のための事業主行動計画の

策定を事業主に義務付ける、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。以下「女性活躍推進法」という。）が成立し、わが国における男

女共同参画社会の実現に向けた取組は新たな段階に入りました。

【図１】年齢階級別労働力率

資料：総務省統計局「2015 労働力調査」

（％）
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２．少子高齢化

1950（昭和 25）年には 3.65 を示していた合計特殊出生率*【図２】が年々減少し続
け、1975（昭和 50）年以降は 2.00 を割り込み、2005（平成 17）年には 1.26 まで下が

りました。2015（平成 27）年には、1.45 となっています。大阪府の場合、2015（平成

27）年の合計特殊出生率は全国平均より低く 1.39 です。また、2015（平成 27）年に

おける出生率【図３】（人口 1,000 人当たりの年間の出生児数の割合）をみると、熊取

町は 6.20 で全国の 8.00、大阪府の 8.10 と比較しても下回っており、少子化の傾向に

あります。

加えて、わが国の高齢化率【図４】（総人口に占める 65 歳以上人口の割合）も 1970

（昭和 45）年には 7.1％だったものが、2005（平成 17）年には 20.1％、2015（平成

27）年には 26.3％となりました。厚生労働白書によれば、将来（出生中位・死亡中位

推計）においても、2060 年まで一貫して高齢化率は上昇していくことが見込まれてお

り、2060 年時点では約 2.5 人に１人が 65 歳以上の高齢者となる見込みです。

熊取町においても 2015（平成 27）年には 25.7％と全国、大阪府と比較すると下回

っていますが、熊取町の人口ピラミッド【図５】でもわかるように、60 歳代、70 歳代

の人口が多いため、今後は後期高齢者（75 歳以上の高齢者）の割合が高くなることが

予想されます。

高齢者の暮らし方は、年齢、性別、健康状態、経済状況、家族形態、社会参加の状

況などがさまざまなことから、画一的に捉えることはできません。こうした現状を正

しく認識し、高齢者と高齢者を支えるすべての世代がともに豊かに暮らせる社会づく

りをめざしていくために、男女がともに力を合わせていかなければなりません。
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【図２】合計特殊出生率の年次推移

資料：厚生労働省「人口動態統計」

【図３】出生率の推移（人口千対）

資料：熊取町子育て支援課

（年）

全 国 8.00

大阪府 8.10

熊取町 6.20

（年）
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【図４】高齢化率の推移

資料：総務省「国勢調査」

【図５】人口ピラミッド（2015（平成 27）年）

資料：平成 27 年度総務省「国勢調査」

(年)

1,5001,0005000 2,000 2,500
(人) (人)
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３．男女共同参画社会に関する意識

国が 2016（平成 28）年に実施した「男女共同参画社会に関する世論調査」におい

ては、各分野の男女の地位の平等感について聞いたところ、「平等」と答えた割合が、

「学校教育の場」で 66.4％、「家庭生活」で 47.4％、「自治会やＰＴＡなどの地域活動

の場」で 47.2％、「法律や制度の上」で 40.8％、「職場」で 29.7％、「社会通念・慣習・

しきたりなど」で 21.8％、「政治の場」で 18.9％となっており、「職場」、「社会通念・

慣習・しきたりなど」、「政治の場」では男性の方が優遇されていると感じています。

次に、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という性別役割分担について、

「賛成」とする人の割合が 40.6％（「賛成」8.8％＋「どちらかといえば賛成」31.7％）、

「反対」とする人の割合が 54.3％（「どちらかといえば反対」34.8％＋「反対」19.5％）

となっています。性別に見ると、「賛成」とする人の割合は男性で、「反対」とする人

の割合は女性で、それぞれ高くなっており、年齢別に見ると、「賛成」とする人の割合

は 70 歳以上で、「反対」とする人の割合は 30 歳代、50 歳代で、それぞれ高くなって

います。

賛成とする理由を聞いたところ、「妻が家庭を守った方が、子どもの成長などにと

って良いと思うから」を挙げた人の割合が 60.4％と最も高く、反対とする理由として

は「固定的な夫と妻の役割分担の意識を押しつけるべきではないから」と挙げた人の

割合が 52.8％と最も高くなっています。

また、女性に対する暴力に関する意識についての調査項目について、「女性に対す

る暴力」で最も対策が必要なものについて聞いたところ、答えた人の割合が多かった

順に「強姦、強制わいせつ、痴漢、盗撮などの性犯罪」が 19.7％、「つきまとい、待

ち伏せなどのストーカー行為」が 17.6％、「児童買春や虐待、児童ポルノなど、子ど

もに対する性的な暴力」が 16.5％となっています。

さらに、いわゆる「ＪＫビジネス」のような子どもの性を売り物にする問題は、何

が原因と思うか聞いたところ、答えた人の割合が多かった順に「子どものアルバイト

について関心や危険性の認識が低い、保護者、家庭の問題」が 21.2％、「安易に子ど

もの性を買う大人の問題」が 20.7％、「子どもの性を売り物にすることについての問

題意識が低い、社会風潮の問題」が 18.9％となっています。

また、このような子どもが犯罪の被害に遭うのを防ぐためには、どのようなことが

必要だと思うか聞いたところ、「保護者や学校が、子どもに対し教育をおこなうこと」

を挙げた人の割合が 62.6％と最も高くなっています。
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１．計画策定の根拠

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項及び本町の「男女共同参画推

進条例」に基づき策定するものです。

また、「女性活躍推進法」第６条第２項に基づく「熊取町女性活躍推進計画」と、「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「熊取町ＤＶ防止基本計画」を包含しています。

２．計画の役割

本町における男女共同参画社会の実現に向けての「施策の基本的方向とその推進方

策」を定めます。

３．計画期間

計画の期間は第２次男女共同参画プランの計画期間である 2013（平成 25）年から

2022（平成 34）年度のうち、後半の５年間にあたる 2018（平成 30）年度から 2022（平

成 34）年度を計画期間とします。

４．基本理念

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、もって男女が平等に政治的、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、ともに責任を担うべき社会を形成するた

め男女共同参画社会基本法にのっとり本計画の基本理念を次の５項目とします。

① 男女の人権の尊重

男女が個人として尊厳を重んじられること、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、さらに、そ

の他男女の人権が尊重されることを旨とする。

② 社会における制度又は慣行についての配慮

性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が、男女の

社会における自由な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

るよう配慮することを旨とする。

第３章 計画策定にあたっての基本的な考え方
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③ 政策等の立案及び決定への共同参画

男女が、対等な構成員として、町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する。

④ 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、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おこなうことができるようにすることを旨とする。

⑤ 国際的協調

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、国際的協調の下におこなわなけ

ればならない。

５．男女共同参画社会における町のめざす姿

男女がその個性と能力に応じてさまざまな生き方を自由に選択でき、

協力しあいながら責任を分かち合うことができる、人権尊重のまち

６．基本的方向

次の３項目を基本的方向として、施策を展開し、課題の解決に取り組みます。

① 男女があらゆる分野で協力するための意識づくり

② あらゆる分野における男女共同参画のための環境整備

③ ＤＶなどのあらゆる暴力をなくすための仕組みづくり
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第４章 施策の体系

施策の方向基本的方向 具体的施策

① 男女共同参画に関して多様なプログラム

による講座や講演会等の充実

② 男女共同参画に関する情報の収集や提供

③ 情報分析力（メディア・リテラシー*）の
育成と向上

（1）男女共同参画のための

住民の意識づくり

１
．
男
女
が
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
協
力
す
る
た
め
の
意
識
づ
く
り

① 男女平等の視点に立った教育や保育の推

進

② 男女共同参画の視点に立った性教育の推

進

③ 性的マイノリティに対する理解

④ 男女共同参画に関する研修等の充実

⑤ 男女平等の視点での学校や保育所の運営

の推進

⑥ 保護者への啓発の推進

（2）学校教育、幼児教育や

保育における男女共同

参画の推進

（3）地域や家庭における男

女共同参画の推進

① 性別役割分担にとらわれない家庭教育の

推進

② 男女共同の家事や育児、介護への参加促

進

① 職員への研修等の充実

② 職員から住民への情報発信

（4）男女共同参画のための

職員の意識づくり

① 防災の分野における男女共同参画の推進

② 環境の分野における男女共同参画の促進

（5）防災や環境分野におけ

る男女共同参画

（6）国際的な視点での男女

共同参画の推進

① 国際的な視点での推進
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具体的施策施策の方向基本的方向

① 審議会等委員への女性の積極的な登用

② 女性の人材育成

③ 地域の各種団体における女性の管理職登

用の促進２
．
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
た
め
の
環
境
整
備

【
熊
取
町
女
性
活
躍
推
進
計
画
（
施
策
の
方
向
（
３
）
（
４
）
】

（1）政策や方針決定の場へ

の女性参画の推進

（2）男女の心と身体の健康

づくり

① 母性機能について男女の理解を深めるた

めの啓発や情報の提供

② 生涯を通じた男女の健康事業の推進

③ 妊娠・出産期の母子保健事業への男性の参

加推進

① 就労における啓発等

② 多様な働き方に対応できる仕組みづくり

③ 女性活躍推進のための取組

④ 事業所における女性活躍の推進

④ 町役場における女性活躍の職場づくり

⑥ 女性の新しい仕事創造のための支援

（3）就労における女性活躍

の推進

① 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）の推進

② 保育サービスの充実

③ 地域における子育て支援システムの充実

④ 介護に係る支援システムの充実

⑤ 自治会等との連携のもと多様な家族形態

に応じた自立支援の推進

（4）仕事と家庭の両立支援

① 地域活動への女性参画を推進するための

環境づくり

② 地域活動におけるリーダーの育成

（5）地域社会における女性

参画の推進

３
．
Ｄ
Ｖ
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
暴
力
を

な
く
す
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り

【
熊
取
町
Ｄ
Ｖ
防
止
基
本
計
画
】

（1）女性に対するあらゆる

形態の暴力と人権侵害

を許さない環境の整備

と啓発

① 暴力と人権侵害を許さない意識づくり

② 暴力の実態について理解を深めるための

啓発・学習機会の提供

① 暴力と人権侵害に苦しむ被害者への支援

② 関係機関との連携

（2）ＤＶ（ドメスティッ

ク・バイオレンス）被

害者への支援
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[現状と課題]

「日本国憲法」は、全ての国民は個人として尊重され、法の下に平等であることを

明記しています。また、「男女共同参画社会基本法」では、男女共同参画社会を「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」と定義しています。

しかし、現実は男女が社会のあらゆる場面で平等に参加、参画する機会を享受して

いるとはいいがたいものがあります。「女性だから」、「男性だから」という性別に基づ

く固定的な性差観や、「男は仕事、女は家庭」に代表される性別による役割分担意識な

どが家庭において存在しています。また、地域や日常生活の中に潜む性別による固定

的な決めつけなどが容易に繰り返されています。

男女共同参画社会の実現には、男女の人権の尊重、性別役割分担意識の払拭など、

男女共同参画の視点に立ったあらゆる分野での意識づくりのための啓発活動が必要で

す。また、男女共同参画推進条例に掲げた基本理念や町や町民などの責務を認識して

いただくとともに、男女共同参画の推進の施策について情報提供することが大切です。

さらに、男女共同参画社会の形成のためには、次代を担う世代への男女平等の視点に

立った教育に力を注ぐことも大切です。

また、防災や環境の分野において男女がともに参画できるように配慮する必要があ

ります。

［基本的方向１］ 男女があらゆる分野で協力するための意識づくり

施策の方向

（１）男女共同参画のための住民の意識づくり

（２）学校教育、幼児教育や保育における男女共同参画の推進

（３）地域や家庭における男女共同参画の推進

（４）男女共同参画のための職員の意識づくり

（５）防災や環境分野における男女共同参画

（６）国際的な視点での男女共同参画の推進

第５章 施策の内容

基本的方向１ 男女があらゆる分野で協力するための意識づくり
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施策の方向（１） 男女共同参画のための住民の意識づくり

男女共同参画社会を形成するためには、性別にかかわらず、男女がともに個

人として尊重され、あらゆる場面で対等に参画できる意識づくりが重要です。

このために、男女共同参画社会に関する講座や講演会などの開催や男女共同

参画推進条例などの情報を提供していきます。

また、情報媒体から発信される情報を的確に分析、読解できる分析力を高め

るための学習などに努めます。

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 男女共同参画に関

して多様なプログ

ラムによる講座や

講演会等の充実

○男女共同参画に関する講演会、セミ

ナー等を開催し、意識啓発を図る

人権推進課

○煉瓦館や公民館等における各種講

座に男女共同参画に関するプログ

ラムを設定する

生涯学習推進課

○多くの人が受講できるよう講座の

開催時期、曜日等を検討する

生涯学習推進課

図書館

② 男女共同参画に関

する情報の収集や

提供

○男女共同参画推進条例や男女共同

参画プランなどを周知する

○男女共同参画に関する情報を収集

するとともに発信する

人権推進課

○男女共同参画に関する情報誌を発

行するとともに、ホームページで催

し物の案内等をおこなう

人権推進課

③ 情報分析力（メデ

ィア・リテラシー）

の育成と向上

○情報媒体から発信される情報を主

体的に内容分析し、読解や活用がで

きる能力や媒体を適切に選択し、ま

た、自ら発信する能力を身につける

ように学習や啓発に努める

人権推進課

基本的方向１
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施策の方向（２） 学校教育、幼児教育や保育における男女共同

参画の推進

学校や幼稚園や保育所、認定こども園における男女共生教育は、未来を担う

子どもたちが、男女共同参画社会を形成していく上で重要な役割を担っていま

す。学校教育においては、「日本国憲法」及び「教育基本法」の精神にのっとり、

発達段階に応じ、人権の尊重、男女の共生、相互理解や協力、自立の意識をは

ぐくむ教育、児童や生徒が主体的に学び、考え、行動する姿勢を育む教育及び

性教育などが進められています。これらの取り組みは、男女共同参画社会の意

識づくりに重要であり、男女の性別にとらわれることなく、自分らしい生き方

を選択することができる能力を養うための教育の内容などの充実が一層求めら

れています。

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 男女平等の視点に

立った教育や保育

の推進

○教育、保育を進めるための指導方法

やカリキュラムを男女平等の視点

で作成し、必要に応じて学校や保育

所内の点検をおこなう

保育課

学校教育課

○学習発表会、文化祭、体育大会など

の行事及び日常的な作業や役割に

おいて児童や生徒の役割を男女平

等におこなう

保育課

学校教育課

○男女平等の視点に立った職業観の

育成のための進路指導を充実する

学校教育課

② 男女共同参画の視

点に立った性教育

の推進

○児童や生徒が相手の性を尊重する

気持ちを持つことができるよう年

齢に応じた段階的な性教育に努め

る

学校教育課

○HIV やエイズ、性感染症に関する知

識の浸透を図り、差別と偏見をなく

し、感染予防の啓発に努める

○セクシュアル・ハラスメント*防止
のための理解を深める指導をおこ

なう

子育て支援課

学校教育課

基本的方向１
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具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

③ 性的マイノリティ

に対する理解

○性的マイノリティに対する理解の

浸透を図り、差別と偏見をなくすた

めに努める。

人権推進課

学校教育課

④ 男女共同参画に関

する研修等の充実

○人権意識に基づいた男女共生教育

をおこなうために、教育や保育担当

者に対する研修の機会を提供する

保育課

学校教育課

⑤ 男女平等の視点で

の学校や保育所の

運営の推進

○民間保育所や認定こども園、幼稚園

にも男女平等の視点での採用を働

きかける

保育課

○管理職登用を図るための人材の育

成は、男女平等に扱う

学校教育課

⑥ 保護者への啓発の

推進

○ＰＴＡ活動や保護者会活動に男女

が積極的に参加や参画できるよう

に働きかける

○ＰＴＡ活動において、男女共同参画

に関する研修をおこなうよう働き

かける

○ＰＴＡ役員への女性の登用を働き

かける

学校教育課
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施策の方向（３） 地域や家庭における男女共同参画の推進

女性の高学歴化などの社会変化に伴い、女性が社会に出て能力を発揮してい

くという生き方を選択するためには、家事や育児、介護を含めた生活の場であ

る家庭や地域での活動に男性が積極的に参加していくことが不可欠です。その

ためには家庭内の仕事や地域のさまざまな活動は性別役割分担意識にとらわれ

ることなく、男女が協力しあっておこなうものであるといった意識づくりが必

要です。

今後も、男女共同参画に関する研修など地域や家庭における男女平等に向け

た取り組みをおこなっていきます。

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 性別役割分担にと

らわれない家庭教

育の推進

○男女がともに働き、家事や育児、介

護を担うことについての学習機会

を提供する

人権推進課

生涯学習推進課

○広報紙や情報誌、講座などを通じ

て、子育てにおける性別役割分担意

識の見直しや、子どもの人権を尊重

する家庭教育の重要性を啓発する

人権推進課

子育て支援課

○地域の各種団体との連携を図りな

がら、地域や家庭における男女平等

にむけた取り組みを推進する

生涯学習推進課

② 男女共同の家事や

育児、介護への参

加促進

○男女がともに家事や育児、介護に積

極的に関わる機運を高めるような

啓発をおこなう

人権推進課

○男女を対象にした家事や育児、介護

に関する実技を取り入れた講座等

を開催する

健康・いきいき

高齢課

子育て支援課

生涯学習推進課

基本的方向１
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施策の方向（４） 男女共同参画のための職員の意識づくり

男女共同参画社会基本法の前文には「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。」

と記されています。そして、地方公共団体は、その地域の特性に応じた施策を

実施することが責務とされています。

本町において男女共同参画社会の実現をめざすためには、まず役場庁内の男

女共同参画を推進することが重要です。そのためには、町行政の担い手である

町職員一人ひとりが男女共同参画に対する理解をもち、住民の方々へ情報の発

信をおこないます。

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 職員への研修等の

充実

○管理職職員対象の研修及び職員全

体の研修の充実に努める

人事課

② 職員から住民への

情報発信

○職員に対し、男女共同参画に関する

情報を提供し、職員は住民へ情報発

信に努める

人権推進課

基本的方向１
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施策の方向（５） 防災や環境分野における男女共同参画

近年発生した大震災等の教訓により住民の防災意識への高まりがあります。

そこで、防災の分野においても、男女共同参画社会の視点で取り組むことが必

要です。また、環境分野の活動においても男女がともに参画することが必要で

す。

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 防災の分野におけ

る男女共同参画の

推進

○防災分野の活動において男女がと

もに参画することを推進する

○自主防災組織への女性の参加や参

画を促進する

危機管理課

人権推進課

② 環境の分野におけ

る男女共同参画の

促進

○環境分野の活動において男女がと

もに参画することを促進する

人権推進課

環境課

基本的方向１
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施策の方向（６） 国際的な視点での男女共同参画の推進

女性の地位向上を求める世界的な動きとともに、わが国においてもさまざま

な取組が進められてきました。地球上のあらゆる国や地域で、平等や発展、平

和を実現するためにも、国民一人ひとりが国際社会における取組を理解し、行

動につなげていくことが重要です。

また、1988（昭和 63）年から、オーストラリア・ミルデューラ市との間で青

少年の相互派遣を通じた国際交流事業を、男女の平等の実現にむけた国際的な

取組の情報提供の場として進めます。

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 国際的な視点での

推進

○世界における男女平等にむけた取

り組みについて情報収集し、提供す

る

人権推進課

○国際交流活動への男女の積極的な

参加を促進する

政策企画課

基本的方向１基本的方向１
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本町では、この基本的方向２-（３）及び（４）を「女性活躍推進法」に基づく「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」（熊取町の推進計画）

として位置づけ、同法に基づく取組を推進します。

[現状と課題]

男女が喜びも負担も分かち合う男女共同参画社会の形成を図るためには、人びとの

暮らしのあらゆる分野での男女共同参画を進めていくことが大切です。

「男女共同参画社会基本法」では、男女共同参画の形成についての基本理念の１つ

に「政策等の立案及び決定への共同参画」を掲げており、「第４次男女共同参画基本計

画」では、政策領域の１つ目に「あらゆる分野における女性の活躍」を掲げ、「全ての

女性がその生き方に自信と誇りを持ち、自らの意思によりその個性と能力を十分に発

揮することにより、職場や家庭、地域等あらゆる場面において活躍できることが重要

である」と明示しています。女性の就業率が年々上昇してきているなど、多くの分野

において女性の活躍が進んできていますが、政策や方針の決定過程への女性の参画を

含め、まだ十分とはいえません。本計画では、政策や方針決定の場への男女共同参画

の推進を基本的方向２の中で重要課題と位置づけて女性の視点を取り入れることをめ

ざします。

また、働く場面においては、長時間労働等の男性中心の働き方等を前提とする労働

慣行（男性中心型労働慣行）が依然として根付いており、家事や育児、介護等への男

性の参画を妨げ、家事や育児、介護等と両立しつつ能力を十分に発揮して働きたい女

性が思うように活躍できない背景となっています。

就業は生活の経済的基盤であり、働くことは自己実現につながるものであります。

女性の活躍が進むことは、女性だけではなく、男女がともに仕事と生活を両立できる

暮らしやすい社会の実現にもつながるものであり、男女共同参画社会の実現という点

からも重要な意義があります。そのことから雇用の分野における男女の機会均等及び

待遇の確保や、男女雇用機会均等法の履行確保、女性の活躍の推進が求められます。

少子高齢化や雇用の変化などが進展する中で、男性中心型労働慣行を前提とした従

来の働き方を見直し、人々の健康を維持し、趣味や学習、ボランティア活動や地域社

会への参画等を通じた自己実現を可能にするとともに、育児や介護等を含め、職業生

活その他の社会生活と家庭生活との調和が図られた、男女がともに暮らしやすい社会

の実現に向け取り組んでまいります。

基本的方向２ あらゆる分野における男女共同参画のための環境整備

【熊取町女性活躍推進計画（施策の方向（３）（４）】
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［基本的方向２］あらゆる分野における男女共同参画のための環境整備

施策の方向

（１）政策や方針決定の場への女性参画の推進

（２）男女の心と身体の健康づくり

（３）就労における女性活躍の推進

（４）仕事と家庭の両立支援

（５）地域社会における女性参画の推進
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施策の方向（１） 政策や方針決定の場への女性参画の推進

女性が政策や方針決定の場へ参加、参画することは大変重要なことです。

大阪府では、2020（平成 32）年度末までに審議会等委員への女性の登用割合

を 40％以上 60％以下にするとしています。熊取町では審議会等での女性委員が

占める割合は 22.6％（2017（平成 29)年４月１日現在）となっており、今後、

審議会等委員への女性の登用を積極的におこなってまいります。

○数値目標の設定

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 審議会等委員への

女性の積極的な登

用

○審議会等委員への女性の積極的登

用に努める

○審議会等委員の任用については、主

に各種団体の長をあててきた結果、

男性に偏っていることが少なくな

いことから、女性の視点を取り入れ

る意味からも女性委員の登用に努

める

各課

② 女性の人材育成 ○女性の人材の育成を図るため、社会

情勢や町政等あらゆる問題に関す

る講座を開催するなど、学習機会を

提供する

各課

③ 地域の各種団体に

おける女性の役職

者登用の促進

○地域の各種団体において構成が男

女いずれかに偏ることなく、また役

員等に女性の登用を働きかける

各課

項 目
現状 目標

数値 調査時期 数値 達成時期

審議会等委員への女性の登用
22.6％ Ｈ29 40％ Ｈ34

基本的方向２基本的方向２基本的方向２
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施策の方向（２） 男女の心と身体の健康づくり

生涯にわたって健康に生きる権利が保障されることは、重要なことであり、

互いが相手の人権を尊重し、思いやりを持って生きていくうえでライフステー

ジに応じた心と身体の健康づくりが不可欠です。

本町では、男女が健康状態を自己管理できるよう各種がん検診や各種健康教

室、健康相談などの実施により積極的に一次予防を推進しています。生活の質

を高めることで個人の自己実現を図ることが可能になります。また、そのため

には、地域や関係機関等の支援や連携が必要です。

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 母性機能について

男女の理解を深め

るための啓発や情

報の提供

○妊娠や出産に関わる機能の重要性

について、男女双方の理解を深める

よう啓発をおこなう

○女性特有の健康づくりについての

情報提供や相談体制の充実を図る

子育て支援課

② 生涯を通じた男女

の健康事業の推進

○男女が積極的に健（検）診を受けた

り、健康づくりを実践できるよう啓

発や情報提供をおこなう

○男女が手軽に健（検）診を受診でき

るよう場所、時間帯などに配慮する

○地域における活動と連携を深め、出

前型健康教室、健康相談を実施する

○地域健康づくりのリーダー育成の

ため、健康教室等からの自主組織の

育成を進める

○保健所等と連携を図り、思春期の摂

食障がいや妊娠や出産期の情緒不

安定、中高年期のうつ病などで悩む

男女の相談に応じる体制を整える

健康・いきいき

高齢課

子育て支援課

③ 妊娠、出産期の母

子保健事業への男

性の参加推進

○母子健康手帳や父子健康手帳に育

児の手引きを掲載して男性の育児

参加を進める

子育て支援課

基本的方向２
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施策の方向（３） 就労における女性活躍の推進

働くことは人間としての基本的権利です。女性、男性を問わず、経済的自立

が実現でき、生きがいを持って働くことができる機会を保障することが必要で

す。

職場において、働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が

母性を尊重されつつその能力を十分発揮することができる雇用環境を整備する

ために、2007（平成 19）年、「男女雇用機会均等法」が改正され、そのなかで

募集や採用、配置や昇進、定年などにおいて性別による差別禁止の範囲拡大や

妊娠や出産等を理由とする不利益扱いの禁止、セクシュアル・ハラスメント対

策などが盛り込まれており、これらの内容の周知、啓発を事業者や労働者等へ

おこないます。

また、少子高齢化の進行により労働力人口の減少が進む中、経済の成長と社

会の活性化のためには、女性が能力を発揮、活躍できる就労の場づくりが必要

です。

職場において、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

躍できるよう「女性活躍推進法」の趣旨等を踏まえ、事業者への働きかけや情

報提供、啓発をおこないます。また、町役場においても、特定事業主行動計画

を推進し、女性管理職の登用を促進するため、職務や研修を通して積極的に人

材の育成に取り組みます。

さらに、働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を

尊重されつつその能力を十分発揮することができる雇用環境を整備するために、

「男女雇用機会均等法」の内容の周知や啓発を事業者や労働者等へおこないま

す。

また、女性が結婚や出産を機に離職している現状（＝「Ｍ字カーブ問題」）に

対し、事業主の協力により仕事と家庭の両立ができるよう職場の環境づくりの

必要性を啓発します。

加えて、女性の再就職、起業、自営業等においても、女性が活躍できるよう、

情報提供をおこなっていきます。

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 就労における啓発

等

○家庭や職場において、女性の就労に

ついて理解を深めるための情報、学

習機会を提供する

人権推進課

基本的方向２
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具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

○各種制度等の周知を図り、労働者と

しての権利について認識できるよ

う情報提供する

産業振興課

② 多様な働き方に対

応できる仕組みづ

くり

○女性が就職や再就職、転職を考えた

時、適切な選択ができるよう情報の

提供、相談機能の充実を図る

産業振興課

③ 女性活躍推進のた

めの取組

○事業主等に向けて、女性活躍推進法

による一般事業主行動計画の策定

を働きかける

○女性の職業生活における活躍の推

進について、啓発活動をおこない、

情報の収集、整理及び提供をおこな

う

人権推進課

産業振興課

④ 事業所における女

性活躍の推進

○男女の労働者が仕事と家庭が両立

できるよう、職場での環境づくりの

必要性を事業所等に啓発する

○セクシュアル・ハラスメント、パワ

ー・ハラスメント*、いわゆるマタ
ニティ・ハラスメント*等のあらゆ
るハラスメント防止について啓発

をおこない、また、学習の機会を提

供する

人権推進課

○事業所等に対して、女性の雇用促進

や再雇用制度の普及などを促す

○女性の雇用にあたっては、男女雇用

機会均等法を遵守した採用がおこ

なわれるよう、事業主に対し啓発を

おこなう

○事業所等に対し、パートタイム労働

法等について周知をおこなう

産業振興課

○事業所における、経営や運営等の方

針決定過程への女性の参画拡大に

むけて、事業者への働きかけや啓発

をおこなう

人権推進課

産業振興課
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○数値目標の設定

※熊取町「女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」における平成 31

年度末数値目標

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

⑤ 町役場における女

性活躍の職場づくり

○女性職員の管理職への積極的登用

を図る

○女性管理職の登用を促進するため、

職務や研修を通して積極的に人材

を育成する

○特定事業主行動計画を推進する

○男性職員が育児休暇や介護休暇を

取得しやすい環境を整備するなど、

男女職員が対等な立場で働けるモ

デル職場となるよう労働環境の整

備に努める

○セクシュアル・ハラスメント防止の

ための研修などをおこなう

人事課

⑥ 女性の新しい仕事

創造のための支援

○個人としての能力を活かすために、

起業に取り組む女性に情報提供す

る

産業振興課

項 目
現状 目標

数値 調査時期 数値 達成時期

町の育児休業を取得する男性

職員の割合
0％ Ｈ28 13％以上 Ｈ31

町の男性職員の配偶者出産休

暇取得率
75％ Ｈ28 80％以上 Ｈ31

町の管理的地位にある職員に

占める女性割合
20.3％ Ｈ28 20％以上 Ｈ31
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施策の方向（４） 仕事と家庭の両立支援

「男女共同参画社会基本法」では、男女ともに「家庭生活における活動と他

の活動の両立」を基本理念の１つとして掲げています。女性が就労の有無に関

係なく、家事や育児、介護を主に担当しています。性別にとらわれず、家庭内

の役割を分担するには、仕事を優先した生活を見直し、育児、介護休業などの

制度を活用して仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を図っていく

ことが重要です。このための支援や啓発をおこない、また、関係法制度の周知

等に努めます。

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 仕事と生活の調和

(ワーク・ライフ・

バランス)の推進

○仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）の啓発をおこない、

関係法制度の周知をおこなう

人権推進課

② 保育サービスの

充実

○男女の就労形態や家族形態の変化

や多様化に対応できるよう、保育所

や認定こども園、学童保育所の保育

サービスの充実を図る

保育課

③ 地域における子育

て支援システムの

充実

○保育所や認定こども園を中心に、園

庭開放や子育て教室を実施するな

ど、地域の子育て支援事業の充実を

図る

○児童虐待を防止する体制を強化す

る

保育課

子育て支援課

○子育てネットワークの活性化を図

る

子育て支援課

図書館

○育児相談を充実するとともに、育児

に関する情報提供を進める

子育て支援課

保育課

④ 介護に係る支援

システムの充実

○男女を対象とした介護教室の開催

など、支援体制の充実をおこなう

○男女が共同で介護を担い社会全体

で介護を支え合うことを啓発する

○男女の高齢者が地域で安心して生

活できるよう介護保険制度の充実

を図る

○高齢者虐待の防止に関する啓発に

努める

健康・いきいき

高齢課

介護保険・障が

い福祉課

基本的方向２
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具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

⑤ 自治会等との連携

のもと多様な家族

形態に応じた自立

支援の推進

○ひとり親家庭や障がい児、高齢者の

いる家庭等、多様な形態の家族がそ

れぞれ抱えるニーズにあった自立

支援体制の充実と情報の提供に努

める

健康・いきいき

高齢課

介護保険・障が

い福祉課

子育て支援課

○地域における多様な家族形態に対

する理解の浸透を図る

介護保険・障が

い福祉課

生活福祉課
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施策の方向（５） 地域社会における女性参画の推進

住民一人ひとりが、仕事と家庭と地域活動にバランスよく関わることは、安

心して暮らせる住みよい地域をつくることにつながっていきます。このような

ことから、地域の男女共同参画社会の形成のために必要な諸施策を実施します。

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 地域活動への女性

参画を推進するた

めの環境づくり

○地域に根ざしたさまざまな活動に

男性の参加を促し、男女がともに地

域活動に積極的に参加できるよう

企業等の事業主の理解を求める

人権推進課

○男女が親子連れでさまざまな活動

に参加できるように、講演会等にお

いて一時保育の実施に努める

人権推進課

子育て支援課

生涯学習推進課

② 地域活動における

リーダーの育成

○地域活動における女性リーダーの

育成を支援する

人権推進課

基本的方向２
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[現状と課題]

「男女共同参画社会基本法」は基本理念の 1 つに、「男女の人権の尊重」を掲げて

います。

配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわ

らず、被害者の救済が必ずしも十分におこなわれてこなかったことから、配偶者から

の暴力にかかる通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備するために、2001（平成

13）年に制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ

防止法）」は 2013（平成 25）年に、生活の本拠をともにする交際（婚姻関係における

生活に類する共同生活を営んでいないものを除く）する関係にある相手からの暴力及

びその被害者について、この法律を準用する法改正がおこなわれ、「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」として 2014（平成 26）年に施行されました。

配偶者やパートナーなどからのドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やセクシュ

アル・ハラスメント、ストーカー行為等による被害者の大部分は女性です。ＤＶは男

女の固定的な役割分担意識、経済力の格差など、男女の置かれている状況によってお

こなわれ、被害者はＤＶを受けていると認識していない場合もあります。ＤＶは重大

な人権侵害であり、被害者に精神的な大きなダメージを与えます。また、子育て家庭

では子どもに心理的虐待を与え、心身の成長と人格の形成に重大な影響を与える行為

であり、決して許されるものではありません。

また、2014（平成 26）年には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関す

る法律（リベンジポルノ防止法）が制定され、2000（平成 12）年に制定された「スト

ーカー行為等の規制に関する法律（ストーカー規制法）」は 2016（平成 28）年に改正

される等、関係法令が整備されてきました。しかし、配偶者等からの暴力、ストーカ

ー行為等の被害は引き続き深刻な社会問題となっており、こうした状況に的確に対応

していく必要があります。

加えて、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）など、インターネッ

ト上の新たなコミュニケーションツールの広がりに伴い、これを利用した交際相手か

らの暴力、性犯罪、売買春、人身取引等暴力も一層多様化しています。さらには、い

わゆる「ＪＫビジネス」と呼ばれる営業により、児童が性的な被害に遭う問題など若

年層の女性に対する性的な暴力に係る問題が深刻な状況にあり、そうした新たな形の

暴力に対して迅速かつ的確に対応していく必要があります。

暴力と人権侵害を許さない意識を醸成するためには学習機会の提供や暴力に悩む

女性への支援が必要です。

ＤＶやストーカー行為など暴力をなくすことは、住民一人ひとりが安心して暮らす

ために重要な施策です。

基本的方向３ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）などの

あらゆる暴力をなくすための仕組みづくり

【熊取町ＤＶ防止基本計画】
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［基本的方向３］ＤＶなどのあらゆる暴力をなくすための仕組みづくり

施策の方向

（１）女性に対するあらゆる形態の暴力と人権侵害を許さな

い環境の整備と啓発

（２）ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害者への段階

に応じた支援
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施策の方向（１） 女性に対するあらゆる形態の暴力と人権侵害
を許さない環境の整備と啓発

ＤＶを防止していくためには、配偶者等に暴力を振るうことは犯罪となる行

為をも含む重大な人権侵害であること、ＤＶが、配偶者等の間だけの個人の問

題ではなく、社会全体の問題であることについて、広く理解を促すことが必要

です。

本町では、ＤＶに関する周知啓発に努めていますが、住民への認識は深まっ

ているとはいえず、自分がＤＶ被害を受けていると認識のない被害者が相談に

至らないというケースもあります。

今後もＤＶ法の趣旨などを住民に周知し、身近な問題として捉えてもらうと

ともに、結婚していない若者に対するデートＤＶ*の防止にむけて啓発していき
ます。

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 暴力と人権侵害を

許さない意識づく

り

○ＤＶなどの女性に対する暴力は犯

罪であり、また、子どもの成長過

程で大きく影響を与える可能性が

ある。特に、子どもにとっては心

理的虐待であるとの認識から、こ

うした暴力は人権侵害であり、絶

対に許さないという社会的機運の

醸成を図るための学習機会、情報

提供や啓発に取り組む

人権推進課

② 暴力の実態につい

て理解を深めるた

めの啓発や学習機

会の提供

○ストーカー規制法、ＤＶ防止法、

リベンジポルノ防止法等の周知を

図り、学習の機会をつくる

○ＤＶやデートＤＶ等についての啓

発、学習機会を提供する

○セクシュアル・ハラスメントにつ

いての啓発や学習機会を提供する

○高齢者、障がい者、児童等への暴

力を許さない啓発や学習機会を提

供する

○多様化する暴力に対して啓発や学

習機会を提供する

人権推進課

基本的方向３
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施策の方向（２） ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害
者への支援

ＤＶ被害に遭われた方（男性を含む）の精神的苦痛を和らげることが重要で

あり、本人の気持ちに寄り添い、さまざまな段階に応じた支援につなげるため

に相談窓口の充実が必要です。また、被害者支援のために体制の整備をおこな

うとともに、適切な相談業務に資するために関係機関が実施しているスキルア

ップ研修等に参加していきます。

また、被害者支援のために、警察や大阪府女性相談センターや岸和田子ども

家庭センターなどと連携していきます。

具 体 的 施 策 施 策 の 内 容 担当部署

① 暴力と人権侵害に

苦しむ被害者への

支援

○ＤＶ、セクシュアル・ハラスメント、

ストーカー被害について、電話相談

を含めた相談窓口を設置し、対応を

図る

○被害を受けた女性が安心できる相

談や安全に配慮した保護ができる

体制を確保する

○ＤＶのある家庭に育つ子どもの把

握とケアに努める

○相談員が適切に対応をおこなえる

よう、研修機会の充実を図る

人権推進課

子育て支援課

学校教育課

② 関係機関との連携 ○警察、病院、福祉、学校等関係機関

との連携、連絡体制を強化する

人権推進課

子育て支援課

基本的方向３基本的方向３

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク

夫やパートナーからの暴力、性犯罪、売買春、

セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等

の女性に対する暴力の根絶のためのシンボルマー

クです。

女性が腕をクロスさせた姿を描いており、女性

の表情、握りしめたこぶし、クロスさせた腕によ

り、女性に対する暴力を断固として拒絶する意志

を表しています。
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本計画を総合的、効果的に推進するためには、行政内部の連携や住民相互のつなが

りと住民の理解や協力が不可欠です。男女共同参画社会を実現するための諸課題は広

範囲にわたります。庁内の関係各部署との連携を図るとともに、施策の進捗状況を的

確に把握し評価しながら、本計画を推進していきます。

１．庁内推進体制の充実

計画の推進にあたっては、庁内の部署の連携を緊密にし、全庁的に取り組んで

いきます。また、定期的に各部署における施策の進捗状況の把握に努めます。

さらに、「男女共同参画推進審議会」を設置し、その施策の進捗状況の検証な

ど、本計画の進行管理をおこないます。

２．住民相互と行政との連携

計画の推進のためには、住民相互の連携と住民の理解、協力が不可欠です。町

内の各種団体との連携を図り、住民に計画の進捗状況を定期的に公表するととも

に、住民の意見、要望をできるだけ施策に反映していきます。

３．国や府等との連携

国や府、関係機関等との連携を深め、施策の充実を図ります。

国：男女共同参画社会基本法、第４次男女共同参画基本計画、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

大阪府：男女共同参画推進条例、おおさか男女共同参画プラン、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画

熊取町：男女共同参画推進条例、第２次男女共同参画プラン、

ＤＶ防止基本計画

第６章 計画の推進にあたって

人権推進課

具体的施策

担当部署

具体的施策

担当部署

具体的施策
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参考資料
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男女共同参画推進審議会規則

（趣旨）

第１条 この規則は、男女共同参画推進条例（平成 25 年条例第３号。）第 16 条第３項

の規定に基づき、男女共同参画推進審議会（以下「審議会」という。）の組織及び

運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条 審議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

（１） 男女共同参画推進計画の策定及び推進に関すること。

（２） その他男女共同参画に関し、町長が必要と認める事項に関すること。

（組織）

第３条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

（１）学識経験者

（２）住民

（３）事業者

（４）教育関係者

（任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。

（会議）

第６条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。

（意見の聴取等）

第７条 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴く

ことができる。

（庶務）

第８条 審議会の庶務は、男女共同参画主管課において行う。

（委任）

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審

議会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。
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男女共同参画推進審議会委員名簿

（敬称略）

（平成 30 年１月１日現在）

◎会長、○副会長

氏 名 公 職 名

◎辰巳 佳寿恵 大阪体育大学健康福祉学部准教授

粟飯原 和宣 熊取町人権協会会長

中塚 恒子 特定非営利活動法人児童虐待防止協会副理事長

根来 陽子 熊取町婦人会会長

○西牟田 一隆
泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会加入事業所

（住友電工ファインポリマー株式会社）
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男女共同参画推進条例

わが国では、日本国憲法において個人の尊厳と法の下の平等がうたわれている。そ

して、男女平等の実現にむけた国内におけるさまざまな取組が国際社会における取組

と連動しながら進められ、平成 11年に男女共同参画社会基本法が施行され、男女共
同参画社会の形成が総合的かつ計画的に推進されることとなった。

熊取町においても平成 15年から「熊取町男女共同参画プラン」により、「すべての
分野において協力しあいながら責任を分かち合うことができ、男女がそれぞれの一員

としての役割を果たすことのできる環境が整った社会」の構築をめざして、計画的に

さまざまな施策に取り組んできた。

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに伴う社会の制度や慣行は

依然として残っており、また、近年においては配偶者やパートナーからの暴力が社会

問題として認識されるようになった。男女平等の社会の実現にはなお一層の取組が必

要である。

このような状況を改善するために、伝統や文化に配慮しながら、「男女が個性と能

力に応じてさまざまな生き方を自由に選択でき、協力しあいながら責任を分かち合う

ことができる、人権尊重のまち」を男女共同参画社会における町のめざす姿として、

職場、学校、地域、家庭などの社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進が重

要である。

ここに熊取町は、町、町民、事業者及び教育関係者が協働して、男女共同参画社会

の実現をめざして取り組むことを決意し、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、町、町民、事業

者及び教育関係者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施

策の基本的な事項を定め、もって男女共同参画の推進を図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 男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する

機会が確保されることにより、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野（以下「社会のあらゆる分

野」という。）における活動に参画し、もって男女が均等に政治的、経済的、社

会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うことをいう。

（２）町民 町内に在住、在勤又は在学する者をいう。

（３）事業者 町内で事業活動を行う法人その他団体及び個人をいう。

（４）教育関係者 学校教育をはじめ、社会のあらゆる分野において教育に携わる者

をいう。

（５）積極的格差改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の男女

間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女いずれか一方に対し、活動
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に参画する機会を積極的に提供することをいう。

（６）セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動により相手に不快

感若しくは不利益を与えること又は相手の生活環境を害することをいう。

（７）ドメスティック・バイオレンス 夫婦（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男女を含む。）その他密接な関係にある男女の間で行

われる暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

（８）性同一性障害 生物学的な性と性の自己意識が一致しないことにより、精神的

な葛藤を抱え、家庭生活及び社会生活における活動に困難が生じている状態をい

う。

（基本理念）

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければな

らない。

（１）男女が個人として尊厳を重んじられること、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、さらに、

その他男女の人権が尊重されること。

（２）性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が、男女

の社会における活動の自由な選択に対して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。

（３）男女が、対等な構成員として、町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。

（４）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されること。

（５）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るこ

と。

（町の責務）

第４条 町は、前条に定める基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策（積

極的格差改善措置を含む。以下「推進施策」という。）を総合的かつ計画的に策定

し、及び実施する。

２ 町は、男女共同参画の推進施策の実施に当たっては、町民、事業者及び教育関係

者（以下「町民等」という。）と協力して取り組まなければならない。

（町民の責務）

第５条 町民は、男女共同参画について理解を深め、社会のあらゆる分野において積

極的に男女共同参画の推進に努めるものとする。

２ 町民は、町が実施する推進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、男女共同参画について理解を深め、その事業活動を行うに当たり、

積極的に男女共同参画の推進に努めるものとする。



45

２ 事業者は、職場その他の活動の場における男女の対等な参画の確保に努めるとと

もに、仕事と家庭その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備する

よう努めるものとする。

３ 事業者は、町が実施する推進施策に協力するよう努めるものとする。

（教育関係者の責務）

第７条 教育関係者は、基本理念に基づき、教育を行うに当たり、男女共同参画の推

進に配慮するとともに、町が実施する推進施策に協力するよう努めるものとする。

（性別による人権侵害の禁止）

第８条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはな

らない。

（１）性別を理由とする差別的取扱い

（２）セクシュアル・ハラスメント

（３）ドメスティック･バイオレンス

２ すべての人は、性同一性障害を有すること又は先天的に身体上の性別が不明瞭で

あることにより人権侵害を行ってはならない。

（公衆に表示する情報に関する留意）

第９条 すべての人は、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

及び男女間の暴力的行為を助長する表現を行わないよう配慮しなければならない。

（推進計画の策定等）

第 10 条 町長は、推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画推進計

画（以下「推進計画」という。）を策定する。

２ 町長は、推進計画の策定に当たっては、第 16 条に規定する男女共同参画推進審
議会の意見を聴くとともに、町民等から意見を聴取するものとする。

３ 町長は、推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

４ 推進計画を変更する場合においては、前２項の規定を準用する。

（施策の策定等に当たっての配慮)
第 11 条 町は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施

に当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

（広報活動)
第 12 条 町は、町民等の男女共同参画に関する理解を深めるため、広報活動等を行う。

（積極的格差改善措置)
第 13 条 町は、社会のあらゆる分野の活動において、男女間に参画する機会の格差が

生じている場合には、町民等と協力して積極的格差改善措置を講じるものとする。

（推進体制の整備）

第 14 条 町は、推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備する。

（調査研究）

第 15 条 町は、推進施策の策定及び実施に関し必要な事項について調査研究を行うも

のとする。

（男女共同参画推進審議会）
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第 16 条 推進計画の策定及び推進、その他男女共同参画に関し必要な事項について調

査審議するため、男女共同参画推進審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

２ 審議会は、委員８人以内で組織する。

３ 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。

（町が実施する施策に対する申出）

第 17 条 町民等は、推進施策その他の町が実施する施策のうち、男女共同参画の推進

に影響を及ぼすと認められるものについて苦情又は意見（以下「苦情等」という。）

があるときは、その旨を町長に申し出ることができる。

２ 町長は、前項の規定による苦情等の申出があったときは、迅速かつ適切に処理す

るものとする。この場合において、町長は、当該申出を処理するため必要があると

認めるときは、審議会の意見を聴き、又は関係機関に対し協力を要請するものとす

る。

（相談への対応）

第 18 条 町長は、性別による差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する要因

による人権侵害に関して相談を受けたときは、関係機関との連携を図りながら、迅

速かつ適切に対応するものとする。

（委任）

第 19 条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成 25年４月１日から施行する。
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男女共同参画推進会議要綱

（設置）

第１条 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効果的な推進を図

るため、男女共同参画推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(１) 男女共同参画プラン及びプランに基づく施策の推進に関すること

(２) 前号に定めるものの他、前条の目的を達成するために必要な事項に関するこ

と

（組織）

第３条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

２ 会長、副会長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

（会長の職務等）

第４条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（推進会議）

第５条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。

２ 会長は、委員が事故その他やむを得ない理由により推進会議に出席できないとき

は、当該委員に対し、代理者の出席を求めることができる。この場合において、当

該代理者は、委員とみなす。

３ 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、そ

の説明又は意見を聴くことができる。

（庶務）

第６条 推進会議の庶務は、総務部人権推進課において処理する。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。

附 則

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。
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別表（第３条関係）

会 長 人権担当部長（担当理事がいる場合は担当理事）

副会長 人権推進課長

委員 政策企画課長、危機管理課長、財政課長、広報公聴課長、総

務課長、人事課長、契約検査課長、自治振興課長、環境課長、

健康・いきいき高齢課長、介護保険・障がい福祉課長、生活

福祉課長、子育て支援課長、保育課長、保険年金課長、まち

づくり計画課長、学校教育課長、生涯学習推進課長、図書館

長
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男女共同参画社会基本法（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号）

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。
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（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

があることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択

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

（政策等の立案及び決定への共同参画）

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは

地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参

画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

（家庭生活における活動と他の活動の両立）

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

の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員と

しての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにす

ることを旨として、行われなければならない。

（国際的協調）

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有して

いることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければ

ならない。

（国の責務）

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

念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。

（地方公共団体の責務）

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

国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策

定し、及び実施する責務を有する。

（国民の責務）

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本

理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

（法制上の措置等）

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法

制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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（年次報告等）

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

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。

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

うとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、

これを国会に提出しなければならない。

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

（男女共同参画基本計画）

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

進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共

同参画基本計画」という。）を定めなければならない。

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

（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
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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。
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（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 15 の 5 未満であってはなら

ない。

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、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 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。

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。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（抄）

（平成１３年４月１３日法律第３１号）

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３）

第２章 配偶者暴力相談支援センター等（第３条―第５条）

第３章 被害者の保護（第６条―第９条の２）

第４章 保護命令（第 10 条―第 22 条）

第５章 雑則（第 23 条―第 28 条）

第５章の２ 補則（第 28 条の２）

第６章 罰則（第 29 条・第 30 条）

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。
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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。
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５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の

作成のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

第２章 配偶者暴力相談支援センター等

（配偶者暴力相談支援センター）

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

当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとす

る。

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相

談支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、

次に掲げる業務を行うものとする。

（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。
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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 15 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 22 年法律第 164 号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法 （昭和 39 年



58

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。

以下 省略
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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（抄）

（平成二十七年九月四日法律第六十四号）

第１章 総則（第１条―第４条）

第２章 基本方針等（第５条・第６条）

第３章 事業主行動計画等

第１節 事業主行動計画策定指針（第７条）

第２節 一般事業主行動計画（第８条―第 14 条）

第３節 特定事業主行動計画（第 15 条）

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表（第 16 条・第 17 条）

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

条）

第５章 雑則（第 26 条―第 28 条）

第６章 罰則（第 29 条―第 34 条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする

女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女

性の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女

共同参画社会基本法 （平成 11 年法律第 78 号）の基本理念にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団

体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策

定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めること

により、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人

権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

（基本原則）

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間

の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女

性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関

する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担

等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影

響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行

われなければならない。

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、

育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いこ
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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（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっ

とり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれ

を実施しなければならない。

（事業主の責務）

第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。
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４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本

方針を公表しなければならない。

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。

（都道府県推進計画等）

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都

道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

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

都道府県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」と

いう。）を定めるよう努めるものとする。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第３章 事業主行動計画等

第１節 事業主行動計画策定指針

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基

本方針に即して、次条第１項に規定する一般事業主行動計画及び第 15 条第１項に

規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の

策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければな

らない。

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の

指針となるべきものを定めるものとする。

（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三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即し

て、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推
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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
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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、

第九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九条の認定を受けたとき。

（委託募集の特例等）

第 12 条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常

時雇用する労働者の数が 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３項、第５条の４、第 39 条、第 41 条第２項、第 48
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条の３、第 48 条の４、第 50 条第１項及び第２項並びに第 51 条の２の規定は前項

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

は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与に

ついて、同法第 50 条第３項及び第４項の規定はこの項において準用する同条第２

項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同

法第 37 条第２項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律第 12 条第４項の規定による届出をして労働者

の募集に従事しようとする者」と、同法第 41 条第２項中「当該労働者の募集の業

務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

６ 職業安定法第 36 条第２項及び第 42 条の２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２中「第

39 条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（平成 27 年法律第 64 号）第 12 条第４項の規定による届出をして労働者

の募集に従事する者」とする。

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及び援助の実施状況

について報告を求めることができる。

第 13 条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従

事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を

提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することによ

り、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。

（一般事業主に対する国の援助）

第 14 条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事業主行動計画を策

定しようとする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対し

て、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動

計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるも

のとする。

第３節 特定事業主行動計画

第 15 条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定める

もの（以下「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動

計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）

を定めなければならない。

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

（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
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（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、

前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続

勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員

の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の

状況を公表しなければならない。

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

主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）

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

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければなら

ない。

２ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における

女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければ

ならない。

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）

第 17 条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生

活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。

以下 省略



66

用 語 解 説

（注１）本文の中で*を付した用語について掲載しています。
（注２）各用語の右側の（ ）内の数字は、本計画本文のページを指します。

用 語 解 説

【あ 行】

Ｍ字カーブ（７Ｐ） 日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30

歳代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山になるアルフ

ァベットのＭのような形になることをいいます。これは、結

婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが

一段落すると再び労働市場に参入するという特徴があるた

めです。なお、国際的にみると、アメリカやスウェーデン等

の欧米先進諸国では、子育て期における就業率の低下はみら

れません。

【か 行】

合計特殊出生率（８Ｐ） 女性の 15 歳から 49 歳までの各年歳ごとの出生率（母の年齢

別出生率÷年齢別女子人口）を合計したものです。一人の女

性が生涯に産む平均の子供の数に相当します。

固定的性別役割分担意

識（６Ｐ）

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めるこ

とが適当であるにもかかわらず、「男は仕事、女は家庭」、「男

性は主要な業務、女性は補助的業務」等のように、男性、女

性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方の

ことです。

【さ 行】

ＪＫビジネス（３Ｐ） 近年、大都市の繁華街を中心に女子高校生等によるマッサー

ジ、会話やゲームを楽しませるなどの接客サービスを売り物

とする営業が見られ、「ＪＫビジネス」と呼ばれています。

一見すると問題のないアルバイト先に見える場合でも、女子

高校生等が客から児童買春等の被害に遭うなどのケースが

目立っており、安易に働くことはとても危険です。

ジェンダー（３Ｐ） 「社会的・文化的に形成された性別」のことです。人間には

生まれついての生物学的性別（セックス／sex）があります。

一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられ

た「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別

を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／gender）
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用 語 解 説

といいます。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ

自体に良い、悪いの価値を含むものではなく国際的にも使わ

れています。

仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バラン

ス）（２Ｐ）

仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、さまざま

な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態の

ことをいいます。2007（平成 19）年、政府の関係閣僚、経

済界、労働界、地方公共団体の代表等からなる「官民トップ

会議」において、「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」

を策定し、2010（平成 22）年には、一層の取組の決意を表

明するため、政労使トップによる合意が結ばれました。

ストーカー行為（２Ｐ） 恋愛感情などの好意の感情、その感情が満たされなかったこ

とへの怨恨の感情を充足させる目的で、相手や相手の配偶

者、親族などにつきまとい等の行為を繰り返しおこなうこと

です。ストーカー事件の多発を受け、2000（平成 12）年「ス
トーカー行為等の規制等に関する法律」が施行されました。

性的マイノリティ

（４Ｐ）

レズビアン（女性の同性愛者）、ゲイ（男性の同性愛者）、ト

ランスジェンダー（体と心の性に違和感がある人）、バイセ

クシュアル（両性愛者）といった性的少数者を表した言葉です。

セクシュアル・ハラス

メント（19Ｐ）

性的嫌がらせのことをいい、「男女雇用機会均等法」では「職

場において、労働者の意に反する性的な言動がおこなわれ、

それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇、降格、

減給などの不利益を受けることや、性的な言動がおこなわれ

ることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能

力の発揮に重大な悪影響が生じること」と定義されていま

す。

男性女性を問わず、加害者にも被害者にもなり得、同性に対

してや、相手の性的指向または性自認にかかわらず、この問

題に該当します。

【た 行】

デートＤＶ（37Ｐ） 交際中の男女間において起こる暴力のことをいいます。身体

的暴力をはじめ精神的暴力などさまざまな行為があります。

ドメスティック・バイ

オレンス（ＤＶ）

（５Ｐ）

英語の「domestic violence」をカタカナで表記したもので

す。略して「DV」と呼ばれることもあります。明確な定義は

ありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にあ

る、またはあった者から振るわれる暴力」という意味で使用

されることが多いです。
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用 語 解 説

【に 行】

認定こども園（５Ｐ） 教育と保育を一体的におこなう施設で、幼稚園と保育所両方

のよさを併せ持っている施設です。就学前の子どもに幼児教

育や保育を提供する機能と、地域における子育て支援をおこ

なう機能を備えています。なお、地域の実情や保護者のニー

ズに応じて選択が可能となるように多様なタイプがありま

すが、認定こども園の認定を受けても幼稚園や保育所等はそ

の位置付けは失いません。

【は 行】

パワー・ハラスメント

（30Ｐ）

同じ職場で働く者に対して、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、業務の適正な範囲を超えて精神

的、身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為

をいいます。

【ま 行】

マタニティ・ハラスメ

ント（30Ｐ）

職場においておこなわれる上司や同僚からの言動（妊娠、出

産したこと、育児休業等の利用に関する言動）により、妊娠、

出産した女性労働者や育児休業等を申出、取得した男女労働

者等の就業環境が害されることです。

メディア・リテラシー

（15Ｐ）

メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセ

スし、活用する能力、メディアを通じコミュニケーションす

る能力の３つを構成要素とする複合的な能力のこと。

【ら 行】

リベンジポルノ（３Ｐ） 元交際相手の性的な写真などを嫌がらせ目的でインターネ

ット上に公開することなどをいいます。このような行為の多

くは、「私事性的画像記録提供等による被害防止に関する法

律」による規制の対象となります。なお、同法の規制対象は

必ずしもこのような行為に限定されるものではありません。
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