第２次
明和町男女共同参画基本計画

明和町

はじめに
少子高齢化・人口減少の進展や家族形態、ライフスタイルなどの変化により、私たち
の地域社会をとりまく環境は急速に変化しています。
このような状況の中、環境の変化に対応し、持続可能な活力ある社会を創っていくた
めには、全ての人が、性別や年齢にとらわれることなく一人ひとりの個性、資質、能力
を認め合い、十分に発揮して、支えあって暮らせる男女共同参画社会の実現が不可欠と
考えられます。
このため、国においては、平成11（1999）年に「男女共同参画社会基本法」が策定
され、これまでの間、男女共同参画社会の実現に向けた法整備が進められてきました。
また、平成27（2015）年には、男女が共に働きやすい環境づくりや女性の登用促
進、女性の就労支援や人材育成など、女性活躍推進に向けた「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律」が施行され、女性の活躍を強力に推進することが示されまし
た。特に、労働力人口の減少が見込まれるこれからの時代において、このような取組に
よって、人材活用のすそ野を広げ人材の定着を図ることは、企業にとっても経営の根幹
に関わる課題となります。
さらに、県においても、平成29（2017）年４月に社会情勢の変化に伴う新たな課題
に対応するため、「第２次三重県男女共同参画基本計画」を改定したところです。この
プランでは、男女共同参画社会の実現に向けた幅広い取組を着実に進めるとともに、
「社会全体（家庭・地域・職場）で子育てしながら働く女性を支援する仕組みづくり」
を重点施策に位置付け、推進していくこととしています。
本町においても、社会状況の変化や法整備等に伴い、男女共同参画社会の実現に向け
て、更なる推進を図るべく、これまで各施策の指標としてきた「明和町男女共同参画基
本計画」（平成25（2013）年度～平成29（2017）年度）を継承しながら、今回、
「第２次明和町男女共同参画基本計画」（平成30（2018）年度～平成34（2022）年
度）を策定しました。
計画においては、男女共同参画社会づくりの更なる推進を図るとともに、女性の活躍
推進に向けた目標の一つである「あらゆる分野における女性の活躍」についても目標値
を掲げて各種施策を展開していくこととしています。
計画を策定するにあたり、貴重なご意見をいただきました「明和町男女共同参画推進
委員会」委員の皆様をはじめ、ご協力を賜りました町民の皆様、
関係者の皆様に対して、心から感謝申し上げます。

平成 30（2018）年３月

明和町長

中井 幸充
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第１章

計画策定の目的・位置付け・背景

第 1 章 計画策定の目的・位置付け・背景
１

計画策定の目的
少子高齢化、人口減少社会を迎える中で、経済的成長を実現し、社会の活力を維持してい

くためには、最大の潜在力である「女性の力」が不可欠となっています。
国においては、平成 27（2015）年８月に、
「女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律（女性活躍推進法）
」が成立し、男女共同参画社会の実現に向けた取組は新たな段階に
入ってきました。また、平成 27（2015）年 12 月には、「第４次男女共同参画基本計画」
が策定され、男女共同参画社会の形成として目指すべき社会の将来像が示されました。
さらに「一億総活躍社会の実現」が提言されるなど、女性が自分らしく活躍できる環境整
備が進められています。
三重県においても、平成 29（2017）年４月に社会情勢の変化に伴う新たな課題に対応
するため、
「第２次三重県男女共同参画基本計画」を改定したところです。このプランでは、
男女共同参画社会の実現に向けた幅広い取組を着実に進めるとともに、
「社会全体（家庭・地
域・職場）で子育てしながら働く女性を支援する仕組みづくり」を重点施策に位置付け、推
進していくこととしています。
「第２次明和町男女共同参画基本計画（以下、
「本計画」という。）
」は「男女共同参画社会
基本法」第 14 条第３項、
「ＤＶ防止法」第２条の３第３項、
「女性活躍推進法」第６条第２
項に基づくものであるとともに、策定にあたっては、社会経済情勢の変化とこれら国・県の
計画を踏まえ、現行計画の点検・評価と明和町の地域特性、男女共同参画社会への正しい認
識などを踏まえて計画を策定します。

２

計画の位置付け
平成 24（2012）年度に策定した「明和町男女共同参画基本計画」が計画期間の最終年

度を迎えるにあたり、平成 28（2016）年に施行された女性活躍推進法や最新の社会動向、
明和町の現状、第 5 次総合計画、まち・ひと・しごと創生明和町総合戦略等の方向性を踏ま
えて、新たな視点で第 2 次となる本計画を策定します。
また、本計画は、町のすべての計画を進める参画・協働の基礎となる計画です。
第４次男女共同参画基本計画

国

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
女性の職業生活における活躍の推進に
関する基本方針

三
重
県

第２次三重県男女共同参画基本計画
第５次三重県ＤＶ防止及び被害者保護・
支援基本計画
1

明和町
第５次明和町総合計画
まち・ひと・しごと創生
明和町総合戦略
第 ２ 次 明和 町 男女 共同
参画基本計画

・明和町特定事業主行動
計画
・明和町子ども・子育て支
援事業計画
など

３

計画の期間
本計画は平成 30（2018）年度から平成 34（2022）年度までの５年間を計画期間とし、

進捗状況を把握しながら、社会情勢や町民意識の変化を踏まえ、計画の実効性をより高める
ために必要に応じて見直しを行います。
【計画の期間】
平成 30
（2018）
年度

平成 31
（2019）
年度

平成 32
（2020）
年度

平成 33
（2021）
年度

平成 34
（2022）
年度

第２次明和町男女
共同参画基本計画
（５年間）

４

男女共同参画を取り巻く社会的背景

(１) 国際的な動き
世界経済フォーラム（World Economic Forum）が平成 28（2016）年 10 月に発表
した、世界各国の男女格差を図る指標である「ジェンダー・ギャップ指数」では、日本は
144 か国中 111 位という結果で、ＯＥＣＤ諸国の中でも非常に低い順位となっていま
す。前年度の 101 位、前々年度の 104 位から大きく順位を下げていますが、推計方法の
変更が順位の変動要因のひとつと考えられます。
わが国は、特に政治や経済の分野において男女の格差が大きくなっています。
(２) 国の動き
女性活躍推進法の制定（平成 27（2015）年８月制定）
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」）」により、
地方公共団体には推進計画の策定、労働者 301 人以上の事業所には女性の活躍推進に向
けた行動計画の策定などが義務付けられました。
第４次男女共同参画基本計画の策定（平成 27（2015）年 12 月閣議決定）
国の「第４次男女共同参画基本計画」
（以下「第４次計画」と表記）では「あらゆる分野
における女性の活躍」をはじめ、
「男性関連施策」を全体的に充実させ、施策として「防災・
復興」を独立するとともに、推進体制に「地域の推進基盤づくり」が追加されました。
子育て支援と仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のさらなる推進
「子ども・子育て支援法」等に基づく新制度では、幼児期の学校教育・保育を質量とも
に確保し、地域の子ども・子育て支援の充実が推進されています。また、
「仕事と生活の調
和（ワーク・ライフ・バランス）
」のさらなる推進が求められています。
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配偶者暴力防止、ストーカー規制法の改正
「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（ＤＶ防止法）」の第３次改
正（平成 25（2013）年）
、
「ストーカー行為等の規制等に関する法律（ストーカー規制
法）」の一部改正（平成 28（2016）年 12 月）が行われ、さらに厳密な防止・規制が図
られています。
男女雇用機会均等法の改正（平成 28（2016）年３月改正）
「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」の改正があり、
マタニティハラスメント（職場において妊娠や出産者に対して行われる嫌がらせを指す言
葉。
）への予防等についての内容が盛り込まれました。
防災計画等における男女共同参画の視点
避難所における女性や子育て家庭などへの配慮、応急仮設住宅等における心のケア等、
また国の「第４次計画」では、
「男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立」を政
策領域に加え、
「各種制度・計画等への男女共同参画の視点の反映」、
「防災・復興の現場の
男女共同参画」が組み込まれました。
(３) 三重県の動き
三重県では、
「国際婦人年」に始まる世界的な動きや「国内行動計画」の動きを受け、昭
和 54（1979）年には、県の初めての行動計画である「三重県の婦人対策の方向」を策
定しました。
その後、昭和 62（1987）年には、
「みえの第２次行動計画－アイリスプラン」、平成
７（1995）年には「みえの男女共同参画推進プラン－アイリス 21」を策定し、男女共
同参画社会の実現に向けて取り組みを進めています。
平成 12（2000）年には、一人ひとりの県民がその個性と能力を十分発揮できる社会
づくりに向けて「三重県男女共同参画推進条例」が制定・公布され、平成 13（2001）年
から施行されました。平成 14（2002）年には、
「三重県男女共同参画基本計画」を策定
し、施策を総合的かつ計画的に推進する体制を整備しました。また、平成 24（2012）
年に策定した三重県総合計画「みえ県民力ビジョン」においても、男女共同参画社会の実
現に向けた総合的な取組を重要な施策の一つとして位置づけています。
そして、平成 28（2016）年には、平成 23（2011）年に策定した「第２次三重県男
女共同参画基本計画」を改訂し、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
推進しています。
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第２次三重県男女共同参画基本計画（改定版）
基本方向Ⅰ

基本方向Ⅱ

基本方向Ⅲ

職業生活における女性活躍の
推進

男女共同参画を推進するため
の基盤の整備

男女が安心して暮らせる環境
の実現

●雇用等における女性活躍の推進
●農林水産業、商工業等に係る自
営業における女性活躍の推進
●仕事と子育て等の両立できる環
境整備の推進

●政策・方針決定過程への男女共
同参画の推進
●男女共同参画に関する意識の普
及と教育の推進

●家庭・地域における男女共同参
画の推進
●生涯を通じた男女の健康と生活
の支援
●男女共同参画を阻害する暴力等
への取組

５

計画の策定体制
本計画の策定において、平成29（2017）年６月から７月に実施した18歳以上の町民

1,000人を対象としたアンケート調査や毎年度実施している現行計画の進捗状況を基礎資
料として活用しました。
また、庁舎内関係部局においても、本計画素案の検討を行いました。
○

明和町男女共同参画推進委員会
本計画に専門的な意見を反映させていくため、「明和町男女共同参画推進委員会」に計

画案を諮り、その検討と提言を得ました。
〇

パブリックコメントの実施
本計画素案について、町民意見の募集（パブリックコメント）を平成 30（2018）年１

月 31 日から２月 13 日までの期間に実施し、寄せられた意見等を参考にして最終的な計画
案の取りまとめを行いました。
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第２章
１

町の現状とアンケート等にみるニーズ

町の現状とアンケート等にみるニーズ

明和町の現状

(１) 明和町の全体像
本町は、三重県のほぼ中央部である伊勢平野の南部に位置し、東は大堀川を境として伊
勢市に、西は松阪市、南は玉城町、多気町に接し、北は伊勢湾に面し、約 7.5 ㎞の海岸線
を有しています。
地形は、南部の多気町、玉城町との境界近くは標高 40～50m の丘陵地帯、中央部か
ら北部にかけては平たんな平野です。
気候は、冬暖かく夏涼しい東海型気候に属し、全般的に温暖で、四季の変化は快適な風
土をかもし出しています。
本町は、古き時代から伊勢神宮にゆかりのあった土地で、古代から中世にかけて伊勢神
宮を中心とした産業、文化が発達し、織物、焼き物、米などを献納し、その中心となった
のが伊勢神宮に仕える斎王の御所「斎宮」であったと文献等に記録されています。
(２) 人口と世帯の状況
本町の人口は、平成 22（2010）年までは増加傾向にありましたが、全国的に少子・
高齢化の進行、総人口の減少が続く中にあって、本町においても緩やかに人口減少がはじ
まり、少子高齢化が進行しています。また、世帯数は増加傾向にあります。
年少人口(０～14 歳)比率では、平成 27（2015）年は 13.5%であり、三重県平均の
13.0%、全国平均の 12.6%を上回っています。一方、高齢化率では、平成 27（2015）
年は 29.1%であり、三重県平均の 27.9%、全国平均の 26.6%を上回っています。
（人）
25,000

9,000

20,724
20,000

19,504
2,546
13.1%

3,233
15.0%

2,837
13.7%

21,853

22,618

22,833

4,482
20.1%

4,966
22.0%

5,668
24.9% 7,403

5,425

22,586
8,000

3,908
17.9%

6,957
5,048

15,000

21,484

22,300

7,678
6,518
29.1%

6,000

6,329
5,754

5,000

4,654

10,000

12,721
65.2%

7,000

13,448
64.9%

14,146
65.8%

14,201
65.0%

14,377
64.5%

14,303
63.2%

13,829
60.6%

4,000
12,880
57.4%

3,000
2,000

5,000
4,237
21.7%

4,439
21.4%

4,105
19.1%

3,744
17.1%

3,441
15.4%

3,349
14.8%

3,307
14.5%

3,036
13.5%

1980年

1985年

1990年

1995年

2000年

2005

2010年

2015年

昭和55年

昭和60年

平成2年

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

0

1,000
0

0～14歳

15～64歳

65歳以上

世帯数

資料：国勢調査
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少子高齢化と生産年齢人口の減少は、高齢者の生活支援をはじめ子育て支援、障がい者
への支援、地域防災対策、社会保障対策など、様々な分野に影響を及ぼし、地域の生活機
能が弱体化していくおそれがあります。男女共同参画の推進は、就労を希望する女性が「働
きやすく、個人の能力を生かして地域社会で活躍できる環境」や「男性も子育てなどに参
加しやすい環境」などを整えていくことによって、少子高齢化をはじめとする諸問題解決
の糸口になることが期待されます。
(３) 女性の婚姻状況
本町における未既婚者数を年齢別にみると、女性の場合、20 歳代後半までは未婚者数
が既婚者数を上回っていますが、30 歳代の前半になると大きく逆転することから、この
年代が婚姻の中心的年齢層であることがわかります。男性の場合も 30 歳代前半で未婚者
数と既婚者数が逆転しています。
800

【女性】

99.6
92.4

700
600

100
696

665

65.9

500

400

352

300

70

469

60

50
40
30

199 29.8 199

161

100

534

341
41.1
238

311

200

23.0

109

16.2 96

15.2 79

29

2

80

595

562

552

90

11.7

20

79

10.2 10

0

0
15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

未婚者数

900

既婚者数

未婚率

【男性】

99.6

816
89.9

800

746

600

90

733

700

636

100

675

80
70

532

532

500

54.3

60

430

50

375

400

40

270
227

300

166

200
100
2

30

27.9
131 19.8 110

42

20
12.9 78

10.9 34

0

4.8

10

29

23
3.0

3.4

0

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

未婚者数

既婚者数

未婚率

資料：国勢調査（平成 27（2015）年）
、離婚・死別は「既婚者数」に含む。
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(４) 男女別就業状況
本町における就業比率を性別にみると、県平均と比較して、男性では第１次産業就業者
比率がやや高くなっており、女性では第２次産業就業者比率がやや高く、第３次産業就業
者比率がやや低くなっています。

男女別就業比率
75.5%

80.0%
70.0%

62.1%

60.8%

60.0%

51.6%

50.0%
40.0%

71.9%

51.4%

41.1%

38.4%

31.0%

29.7%

30.0%

10.0%

19.5%

18.0%

20.0%
4.1%

3.6%

6.6%

5.8%

2.9%

4.9%

0.0%

三重県総数

三重県男
第1次産業

三重県女

明和町総数

明和町男

明和町女

第3次産業

第2次産業

資料：国勢調査（平成 27（2015）年）

(５) 雇用者の正規比率
本町における雇用者の正規比率を性別にみると、男性は 81.3%ですが、女性は 44.8%
と低くなっています。

雇用者のうち正規比率
90.0%

82.0% 81.3%

80.0%
70.0%

64.1% 63.7%

60.0%
42.9% 44.8%

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
総数(率)

男(率)
三重県

女(率)

明和町
資料：国勢調査（平成 27（2015）年）
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(６) 女性の就業状況
本町における女性の就業率をみると、30 歳代前半に一旦減少し、その後、再び上昇を
みせる「Ｍ字カーブ」の状況にあるものの、就業率自体が各年齢層とも県の平均を概ね上
回っています。つまり共働きをはじめ、働く女性が多いことが特徴となっています。
今後、子育てしながら安心して働き続けられる環境整備や再就職支援など、就労を希望
する女性のニーズに応じた、より一層の支援策が求められますが、平成 22（2010）年
と平成 27（2015）年の比較では、就業率は高くなっており、中でも 30 歳代後半の就
業率が高くなっています。
（％）
100.0

三重県（女性）

90.0

明和町（女性）H27

明和町（女性）H22

79.3
82.1
79.1

77.1

80.0

70.5

69.1
70.0

70.8

72.5
71.2

76.1
68.6
73.1

71.7

78.7
75.4

78.0
73.0
75.1

62.2

68.8

68.8

65.9

65.1

60.0

79.5

51.8

50.0

51.4

44.5

40.0

34.1

26.8

30.0

32.1
20.2

20.0

10.0

18.3
13.9
12.9

19.8

11.2

9.0

13.3

10.8

5.4

2.2
2.0

4.5

1.1

4.2

0.0
15～
19歳

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70～
74歳

75～
79歳

80～
84歳

85歳
以上

資料：国勢調査（平成 22（2010）年、平成 27（2015）年）

(７) 女性の社会参画の状況
地方自治法第 180 条の 5 に基づく委員会、地方自治法第 202 条の 3 に基づく審議会
等における男女共同参画の状況では、平成 26（2014）年度から平成 28（2016）年度
にかけて女性比率がわずかではあるが増加しています。
年

度

委員総数

女性委員数

女性比率

(人)

(人)

(人)

平成 26（2014）年度

228

34

14.9

平成 27（2015）年度

232

35

15.1

平成 28（2016）年度

248

41

16.5
資料：町調べ
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アンケートにみるニーズの整理
本調査は、男女共同参画に関するお考えや日常生活について住民のみなさまのご意見をお

伺いし、平成 30（2018）年度から始まる「第２次明和町男女共同参画基本計画」策定の
基礎資料とさせていただくために実施しました。
(１)

調査の概要

調査名

第２次明和町男女共同参画基本計画策定のためのアンケート調査

調査対象・配布数

明和町にお住まいの満 18 歳以上の方、1,000 人

調査方法

無作為抽出、郵送法

調査時期

平成 29（2017）年６月～７月

有効回収数・率

489 人、48.9％

(２) 調査結果
① 分野ごとの男女平等について
「平等である」の回答が最も高いのは「学校教育」の 70.1％で、その他の分野と比較
してかなりの差がみられます。
“男性の方が優遇”では、
「社会全体」が 62.6％と最も高く、次いで、
「社会通念や風
潮」（61.5％）
、
「職場」
（55.3％）となっています。
“女性の方が優遇”では、
「地域活動（自治会・PTA 等）
」が 13.5％と最も高く、次
いで、
「職場」
・
「法律や制度」
（同率で 7.7％）、
「社会通念や風潮」
（7.3％）となってい
ます。全体として、
「学校教育」の分野を除く各分野において、
“男性の方が優遇”が高
くなっています。
12.3%

ア 家庭生活（ｎ=489）

42.1%

31.7%

5.5% 4.9% 2.5%
1.0%

16.0%

イ 職場（ｎ=489）

39.3%

5.3%

ウ 学校教育（ｎ=489）

24.7%

5.9% 1.8% 7.8% 4.5%

70.1%

2.7%

0.8%
エ 地域活動（自治会・
4.9%
ＰＴＡ等）（ｎ=489）
オ 社会通念や風潮（ｎ
=489）
カ 法律や制度（ｎ
=489）

25.4%

37.2%

10.8%

11.9% 1.6%

50.7%

5.9%

キ 政治（政策決定）（ｎ
=489）

15.7%

4.9%

0.4%

18.2%

31.3%

13.9%

36.4%

39.3%

14.9%

4.1%

5.7% 1.6% 9.4% 3.5%

6.1% 1.6%

15.5%

3.1%

2.5%

15.3%

3.1%

24.9%

1.0%

10.2%

ク 社会全体（ｎ=489）

52.4%

17.0%

4.3%

11.5% 2.9%

1.8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

男性の方が優遇されている
どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である
どちらかといえば女性の方が優遇されている
女性の方が優遇されている
わからない
無回答
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80%

90%

100%

② DV（配偶者や恋人からの暴力）について
ＤＶの「経験はない」と回答された方が８割近くにとどまっており、残りの２割以上
の方がなんらかのＤＶ被害にあっていると考えられます。また、その被害者のうち５割
近くの方が「相談・連絡」をしなかったと回答しており、ＤＶ被害の根絶と救済方法の
難しさがうかがえます。
特に、20 歳代以下の方では、相談窓口を知らないとの回答が３割近くあることから、
ＤＶ被害抑止のためにも行政や関係機関が率先して啓発活動を行う必要があります。
図は、「あなたは今までに、配偶者や恋人から、どのような暴力を受けたことが
ありますか。
」の回答から。
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③ 女性の活躍について
「乳幼児期の子育てを母親ができるだけ行うことは、子どもの発育・成長によい」と
いう観点から、女性が母親としての役割を果たしながら社会で活躍できる環境・社会基
盤の構築を求める回答が目立ちます。
また、女性しか成しえない役割であり、社会的に大きな貢献となる「出産」に関する
事項について、出産前後で離職せざるを得ない環境や、復職しにくい環境と感じている
傾向がみられます。
出産や子育てが女性の活躍の妨げにならないよう、男性や社会全体の意識改革及び環
境整備が求められています。
図は、
「女性が出産後も離職せずに同じ職場で働き続けるために、家庭・社会・職場に
おいて必要なことは何だと思いますか。」の（複数回答）回答から。

保育所や学童クラブなど、子どもを預けら
れる環境の整備をする

65.0%

職場における育児・介護との両立支援制度
を充実させる

全体（ｎ＝489）

33.5%

女性が働き続けることへの周囲の理解・意
識改革を進める

29.0%

短時間勤務制度や在宅勤務制度などを導
入する

25.6%
23.5%

男性の家事・育児への参加、参画を増やす
男女双方の長時間労働の改善を含めた働
き方を改革する

20.2%
17.6%

家事・育児支援サービスを充実させる

15.7%

介護支援サービスを充実させる
育児や介護による仕事への制約を理由とし
た、昇進などへの不利益な取扱を禁止する

7.4%

働き続けることへの女性自身の意識を改革
する

7.2%

わからない
0.0%

3.5%
10.0%

20.0%
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30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

④ マタニティハラスメント、パタニティハラスメント（男性が育児休業や育児休暇取得
を利用しようとして嫌がらせを受けること。
）について
マタニティハラスメント（マタハラ）について「よく知っている」方が４人に１人、
パタニティハラスメント（パタハラ）について「よく知っている」方が 20 人に１人と
なっており、ハラスメントが身近な事象でないことがわかります。
また、現実として、回答者の４人に３人がマタハラやパタハラを職場では「ない（わ
からないを含む）
」と考えており、マタハラとパタハラに対する意識の希薄さがうかがえ
ます。
しかし、妊娠・出産などに関連する女性への嫌がらせ、短時間勤務に対する仕事上の
嫌みなどの回答も見受けられることから、潜在的なハラスメントは存在することを認識
する必要があります。
図は、
「職場でマタニティハラスメント、パタニティハラスメントが起こる原因は何だ
と考えますか。」の回答（複数回答）から。

男性社員の妊娠・出産への理解不足、協力
不足

36.6% 全体（ｎ＝489）

フォローする周囲の社員への会社からの制
度整備などのケア不足

29.7%

会社の支援制度設計や運営の徹底不足

29.4%
26.2%

職場の恒常的な業務過多
女性社員の妊娠・出産への理解不足、協力
不足

25.4%

社員同士のコミュニケーション、配慮不足

24.3%

フォローする周囲の社員への会社からのコ
ミュニケーション・配慮不足

24.3%
20.7%

わからない

14.9%

会社の経営状況

マタニティハラスメント、パタニティハラスメ
ントの啓発不足

13.9%
9.6%

女性社員のやっかみ
その他
0.0%

1.8%
5.0%

10.0%
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15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%
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⑤ 災害対策における男女共同参画について
いつ起こるかもしれない災害対策について、避難所での役割分担やプライバシーにつ
いて配慮すべきという回答が多くみられる一方で、消防団や自治会など地域の組織に女
性メンバーを増やすべきという回答もみられ、男性が中心的役割を担っている災害対策
への女性の積極的な参画が求められています。
図は、
「性別に配慮した防災、災害対応、復興対策のためにはどのようなことが必要だ
と思いますか。
」の回答（複数回答）から。

更衣室やプライバシーの確保など、性別に
配慮した避難所運営を行う

57.9%
全体（ｎ＝489）

避難所の設置・運営について、物事を決め
る際には男女を交えた話し合いをする

49.5%

避難所でのリーダーや炊き出しなどの役割
を、性別で固定せずに分担する

42.3%

防災や復興の政策・方針を決める過程に女
性が参画する

34.4%

災害時に対応できるよう、平常時から自治
会・町内会の役員に女性を入れる、増やす

30.5%

消防団や自主防災組織の女性メンバーを
増やす、女性の参画を促進する

29.7%

26.0%

平常時から性別に配慮した防災訓練を行う

災害発生直後から、町の女性職員が現場
で対応する

22.3%

7.6%

わからない

その他

0.8%

0.0%

10.0%

20.0%
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30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

３

現状からみえる計画課題の整理

(１)

職場・家庭・地域等あらゆる場面における女性の活躍
全ての女性がその生き方に自信と誇りを持ち、自らの意思でその個性と能力を十分

に発揮して、職場・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となり
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のた
め、あらゆる分野における女性の活躍を強力に推進しなければなりません。特に、
「女性活躍推進法」に基づき、女性の活躍推進に重点的に取り組む必要があります。
(２)

安心して暮らせる社会づくり
暴力行為は、その理由の如何を問わず重大な人権侵害です。その予防と被害からの

回復のための取組を推進し、あらゆる暴力の根絶を図ることは、男女共同参画社会を
形成していく上で克服すべき重要な課題です。
また、近年は、女性の就業等の増加、晩婚化等婚姻をめぐる変化、平均寿命の伸長
等に伴う女性の健康に関わる問題の変化に応じた対策も必要となっています。
さらに、ひとり親のための貧困問題、高齢者のための働き方対策やライフスタイル
（人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生き方。）の問題など、克服すべき課題
も多くなっています。
このことから、あるゆる暴力の根絶、生涯を通じた男女の健康支援、生活上の困難
を抱えた人に対する支援などに取り組む必要があります。
(３)

男女共にライフスタイルを柔軟に選択できる社会の実現
社会経済の急速な変化に対応するため、新たな制度の構築や抜本的な見直しが行わ

れる中、男女共同参画の視点にたち、男女共にライフスタイルを柔軟に選択できる社
会の実現に向けた制度・慣行の見直しを進めるとともに、それを支える育児・介護の
支援基盤を整備する必要があります。
また、人々の意識の中に形成された性別に基づく固定的な役割分担意識、性差に関
する偏見の解消や人権尊重を基盤とした男女平等観の形成なども大きな課題となって
います。
このことから、子育て支援策、学校における教育や男女共同参画の意識啓発等は、
他の全ての取組の基礎的な施策であることから、一層の充実を図る必要があります。
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１

計画の基本的考え方

計画の基本的考え方

基本理念
「第２次明和町男女共同参画基本計画」は、
「男女が、社会の対等な構成員として、自ら
の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画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（男女共同参画社会基本法第２条）」の形成を目指します。
「女性の力」は「まちの潜在的な大きな力」であり、その発揮がまち全体の活性化につ
ながっていくとの認識のもと、
「男女がともに輝き、いきいきと暮らせる社会」を基本理念
に掲げ、３つの目標を定めて、男女共同参画について町民全体の課題として施策を推進し
ます。

基本理念

男女がともに輝き、いきいきと暮らせる社会
３つの目標
１
２
３

あらゆる分野における女性の活躍
健やかに安心して暮らせる社会づくり
全ての世代における男女共同参画意識の醸成
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２

施策の体系
基本目標

施策の方向
(１)女性の活躍推進

主要施策
①女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律に
基づく取組の実施*1
②男女雇用機会均等の推進*1

１ あらゆる分野に
おける女性の活躍

(２)男 性 中 心型 の 働き 方 の ③働き方の見直しと働き続け
見直しとワーク・ライフ・
やすい職場環境の整備*1
バランスの推進
④仕事と子育てとの両立*1
⑤退職後の再就職・起業等の
支援*1
(３)政策・方針決定過程への ⑥政策・方針決定過程への
女性の参画促進
女性の参画促進*1
⑦職員のキャリア形成の支援
*1

２ 健やかに安心して
暮らせる社会づくり

(１)生涯を通じた男女の健康 ⑧健康対策の推進
支援
⑨子どもの保健・医療の推進
⑩成人期・高齢期における
健康づくりの推進
(２)あらゆる暴力の根絶
⑪啓発活動等の推進*2
⑫暴力を許さない社会の形成
に向けた取組の推進*2
(３)様々な困難を抱える人へ ⑬様々な困難を抱える人々の
の支援
課題解決のための支援強化

３ 全ての世代における
男女共同参画意識の
醸成

(１)子どもの頃からの男女
共同参画意識の啓発

⑭子どもの頃からの男女共同
参画意識の理解の促進

(２)男女共同参画意識の醸成

⑮理解を広げる取組の推進*1
⑯多様な選択を可能とする
教育・学習機会の確保
⑰男性の 男女共同参画への
意識改革*1

(３)地域における男女共同
参画の促進

⑱地域づくりにおける男女
共同参画の推進
⑲防災・安全分野における
男女共同参画の推進
⑳多文化共生の推進

計画の推進体制

(１)住民の参画と協働の推進
(２)施策の検証・評価

*1 は女性活躍推進法に定める市町村推進計画に位置づける項目
*2 はＤＶ防止法に定める市町村基本計画に位置づける項目
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各

論

第４章

第４章
１

分野別の施策

分野別の施策

あらゆる分野における女性の活躍
【現状と課題】
人口が減少する中で社会が成長し豊かさを維持していくためには、町民一人ひとりが
性別に関わらず、個性と能力を十分に発揮し、活躍できる社会を築いていくことが重要
です。
職業生活等における女性の参画については、働くことを希望する女性がその希望に応
じた働き方を実現できるよう社会全体として取り組んでいくことが求められています。
アンケート調査によれば、「男は仕事、女は家庭」という考え方において、“同感す
る”（「同感する」、「どちらかといえば同感する」の合計）は男性が31.0%、女性が
18.8%と男性のおよそ３人に1人が“同感する”となっています。
また、結婚や出産が女性の就業形態に大きく影響している実態が現在でもみられ、職
場において働きながら安心して子どもを生み育てることができる環境整備を進めなけれ
ばなりません。
さらに、男性の家事や育児への参画意識を高め、長時間労働を前提としない働き方の
構築等、女性が活躍できる環境づくりを行っていく必要があります。
政策・方針決定過程への女性の参画は徐々に進んできたものの、指導的地位に占める
女性の割合は少なくいまだ不十分です。そのため、政策・方針決定過程への一層積極的
な女性の参画が必要です。地域活動等における女性の参画についても徐々に進んできま
したが、やはり不十分な状況であり、固定的な性別役割分担意識が根強く残っているな
どの状況もあることから、女性が参画できる仕組みづくりが課題です。

■目指す姿

・
「男性中心型の働き方」を見直すとともに、「仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）
」を進めて、働きたい男女が就業し、育児・介
護等をしながら就業を継続することができる環境づくりを目指します。
・出産、子育てなどの理由により、一旦、仕事を辞めた女性の再就職を支
援します。
・政策立案、行政運営、地域活動、産業活動等に新たな発想・価値観を取
り入れていく仕組みづくりを進めます。
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【目標指標】
指標

現状値

「男女とも、さまざまな活動ができる社
会の制度や慣行となっている」と思う
町民の割合
（町民意識調査結果）
「社会通念や風潮について平等であ
る」と思う町民の割合
（町民意識調査結果）
「男女とも、政策等の立案や決定に関
わる機会が確保されている」と思う町
民の割合
（町民意識調査結果）
地方自治法第 180 条の５に基づく委
員会、地方自治法第 202 条の３に基
づく審議会等における女性比率

【施策体系】
基本目標

１ あらゆる分野に
おける女性の
活躍

71.3％
平成29(2017)年度
18.2％
平成29(2017)年度
59.1％
平成29(2017)年度
16.5％
平成28(2016)年度

目標値
平成34(2022)年度

主な担当課など

76.3％

人権生活環境課

23.2％

人権生活環境課

64.1％

人権生活環境課

30.0％

人権生活環境課
関係各課

施策の方向
(１)女性の活躍推進

主要施策
①女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律に
基づく取組の実施
②男女雇用機会均等の推進
(２)男 性 中 心 型 の 働 き 方 の ③働き方の見直しと働き続け
見直しとワーク・ライフ・
やすい職場環境の整備
バランスの推進
④仕事と子育てとの両立
⑤退職後の再就職・起業等の
支援
(３)政策・方針決定過程への ⑥政策・方針決定過程への
女性の参画促進
女性の参画促進
⑦職員のキャリア形成の支援

(１) 女性の活躍推進

No

具体的施策

① 女性の職業生活

内

容

〇女性の職業生活における活躍の推進に関

における活躍の

する法律第６条に基づき、「町域におけ

推進に関する

る女性の活躍の推進に関する推進計画」

法律に基づく

を一体のものとして策定し、本計画に基

取組の実施

づき、取組を進めます。
〇女性活躍推進法第8条に基づく、一般事
業主行動計画の策定について、県機関と
も連携しながら、労働者数300人以下の
企業にも広がるよう、一般事業主行動計
画の策定を呼びかけます。
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主な担当課など
人権生活環境課

農水商工課
人権生活環境課

第４章

No

具体的施策

② 男女雇用機会
均等の推進

内

容

〇男女が均等な雇用機会を得て､均等な待
遇を受け、個人としての能力が発揮でき

分野別の施策

主な担当課など
農水商工課
人権生活環境課

るよう、男女雇用機会均等法のより一層
の周知と啓発を行います。
〇女性が働きながら安心して出産できる環
境を整備するため、妊娠中及び出産後の

農水商工課
人権生活環境課

女性労働者の健康管理について啓発を行
います。また、妊娠・出産により女性労
働者が不利益を受けないよう、事業主、
働く人等へ啓発を行います。
〇女性が出産・育児等によりキャリアを中
断することなく働き続けられるよう、人

農水商工課
人権生活環境課

材育成や能力開発等への取組促進に向け
た啓発や情報提供を行います。
(２) 男性中心型の働き方の見直しとワーク・ライフ・バランスの推進

No

具体的施策

内

容

③ 働き方の見直し

〇事業主や働く人に対し、育児・介護休業

と働き続けやす

制度等の周知と利用促進に向けた啓発を

い職場環境の

行います。また、仕事と子育ての両立が

整備

図れるよう、先進的な取組を紹介するな

主な担当課など
農水商工課

どして、働き続けやすい職場環境づくり
を促進します。
〇働く人が男女ともに仕事と家庭や地域活

農水商工課

動とをバランスよく両立させ、生涯を通
じて充実した生活を送ることができるよ
う、企業・事業所等に対して、働き続け
やすい職場環境づくりのための啓発等を
行います。
〇農業・漁業等における従業者の実態把握

農水商工課

や仕事と生活の調和の普及に努めるとと
もに、仕事と育児や介護との両立を支援
するため、男性の家事・育児・介護等へ
の参画を促進します。
④ 仕事と子育てと
の両立

〇放課後児童クラブ、児童センター等の既 こども課
存資源の活用などにより、放課後等の安
全で安心な子どもの居場所づくりを推進
します。
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No

具体的施策

内

容

〇子育ての悩みなどに関する様々な相談に
対応するため、福祉、保健・医療、教育

主な担当課など
健康あゆみ課
こども課

等の専門機関が地域の関係機関と連携・
協働しながら、効果的、総合的な相談支
援を推進します。また、子育て支援セン
ター、保育所、幼稚園、こども園、学校
などの各機関と、町民に身近なＮＰＯ、
ボランティアが連携し、地域で気軽に相
談できる多様な相談窓口の整備を進めま
す。
⑤ 退職後の

〇出産、育児のために、一旦、仕事を辞め

再就職・起業等

た女性の再就職を支援するため、国・県

の支援

が行う職業訓練や相談、自己啓発・能力

農水商工課

開発のための講習、研修などの情報提供
を進めます。
(３) 政策・方針決定過程への女性の参画促進

No

具体的施策

内

容

⑥ 政策・方針決定

〇審議会等委員への女性の登用を進めるた

過程への女性の

め、先進的な取組を調査研究し、登用を

参画推進

促進するための有効な手法について庁内

主な担当課など
関係各課

横断的に検討を行います。
〇自治会、PTA、NPOなど地域で活動す
る各種団体において、方針決定の場へ女

人権生活環境課
こども課

性の参画が進むよう啓発を行います。
⑦ 職員のキャリア
形成の支援

〇職員の能力開発を図るため、職員のキャ

総務課

リア形成を支援し、男女ともに働きやす
い職場環境づくりにつながる研修の充実
と人材の計画的育成に努めます。
〇女性職員の採用、管理職等への登用状況
を定期的に公表します。
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総務課

第４章

２

分野別の施策

健やかに安心して暮らせる社会づくり
【現状と課題】
少子高齢化の進行や核家族の増加などによって、家族や地域のあり方、ライフスタイ
ルが多様化してきています。 このような中、誰もが安心して暮らせる社会環境にするた
めには、男女がともに健康づくりを進める環境の整備が求められています。
また、高齢者・障がい者も社会を支える重要な一員として、積極的な社会参画を促進
するとともに、安心して日常生活を送ることができるような社会環境の整備が求められ
ています。
人権の尊重は男女共同参画社会を形成するための基本ですが、ドメスティック・バイ
オレンス（ＤＶ）等の相談件数が高止まりの傾向にあることなどから、ＤＶや性暴力・
性犯罪を防止するための啓発や被害者支援の一層の推進が求められています。
近年、個人のライフスタイルの多様化に伴い家族形態も変化しており、核家族化や世
帯の多様化が進むとともに、共働き家庭やひとり親家庭も増加しています。こうした変
化に対応して、高齢者や障がい者、ひとり親家庭等の困難を抱える人々に対しては、そ
の生活の安定と自立を促進するための施策やサービスの充実を図る必要があります。

■目指す姿

・男女とも心身及び健康について知識･情報を得て主体的に行動し、健康
を享受できるよう、生涯にわたる健康支援を進めます。
・女性や子どもに対するあらゆる暴力は重大な人権侵害であり、ＳＮＳ（Ｗ
ｅｂ上で社会的ネットワーク“ソーシャル・ネットワーク”を構築可能に
するサービス。
）などのインターネット上の新たなコミュニケーションツ
ールを利用した暴力などが多様化する傾向にあるため、県とも協力して
迅速かつ的確な対応を目指します。
・社会経済情勢の変化の中で、貧困等の理由により、教育・就労等の機会
を得られず、地域で孤立するなどの様々な生活上の困難に対して支援す
るとともに、その深刻化を防ぎます。
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【目標指標】
指標

現状値
16.0％

乳がん検診受診率

平成28(2016)年度
11.6％

子宮がん検診受診率

平成28(2016)年度
10.8％

大腸がん検診受診率

平成28(2016)年度

「配偶者や恋人からの暴力を受けた
時に、誰に、どこに相談・連絡しました
か。」について「相談・連絡するつもり
がなかった、しなかった」と答える割
合。（町民意識調査結果）
「ＤＶを受けた時の相談先としての人
権センターなどの町の機関の認知
度」
（町民意識調査結果）

45.9％
平成29(2017)年度

24.5％
平成29(2017)年度

目標値
平成34(2022)年度

主な担当課など

19.0％

健康あゆみ課

14.6％

健康あゆみ課

13.8％

健康あゆみ課

40.9％

29.5％

健康あゆみ課
人権生活環境課

健康あゆみ課
人権生活環境課

【施策体系】

２ 健やかに安心
して暮らせる
社会づくり

(１)生涯を通じた男女の健康 ⑧健康対策の推進
支援
⑨子どもの保健・医療の推進
⑩成人期・高齢期における
健康づくりの推進
(２)あらゆる暴力の根絶
⑪啓発活動等の推進
⑫暴力を許さない社会の形成
に向けた取組の推進
(３)様々な困難を抱える人へ ⑬様々な困難を抱える人々の
の支援
課題解決のための支援強化
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第４章

分野別の施策

(１) 生涯を通じた男女の健康支援

No

具体的施策

⑧ 健康対策の推進

内

容

〇男女を問わず心身の健康対策に積極的に

主な担当課など
健康あゆみ課

取り組みます。生活習慣病の予防、バラ
ンスのとれた食生活、体力づくり、健康
なこころを育む対策を推進します。
〇妊娠・出産に関わる機能の保護について

健康あゆみ課

啓発活動を進めるとともに、健康管理に
関する情報提供を充実させます。
〇不妊等に悩む人に対し、治療等に関する

健康あゆみ課

情報の提供や相談事業を実施します。
〇たばこの健康影響についての正しい知識

健康あゆみ課

の普及・啓発、受動喫煙防止の推進など
の対策を推進します。
⑨ 子どもの保健・

〇妊婦・乳幼児の疾患等に対する救急医療

医療の推進

をはじめとする医療提供の体制につい

健康あゆみ課

て、小児科医の医療機関情報を提供する
ほか、各種医療相談を充実させます。
〇妊婦・乳幼児に対する定期健診、保健指

健康あゆみ課

導・訪問指導や、疾病の予防・早期発
見、障がいの受容についての支援、育児
不安などへの相談指導を進めます。
〇児童虐待の予防の取組を進めます。

健康あゆみ課

〇自らの身体と相手の身体について正しい

こども課

理解を深め、性に関する適切な態度や行
動の選択ができるよう、発達段階に応じ
た「性に関する指導」を実施します。
〇飲酒や薬物使用防止についての広報啓発

こども課

活動を推進します。
⑩ 成人期・高齢期

〇各地区で健康相談や健康教育を行い、生

における健康づ

涯を通じた健康の保持増進を図ります。

くりの推進

〇糖尿病・高血圧・慢性腎臓病など生活習

健康あゆみ課

健康あゆみ課

慣病の予防知識の普及啓発に努めます。
〇各種がん検診を実施し、がん検診の受診

健康あゆみ課

を推奨し早期発見に努めます。
〇男女を問わず、
「食」に関する知識と「食
を選択する力」を習得し、健全な食生活
を実践する能力を育むことができるよ
う、食育の推進に努めます。
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健康あゆみ課

No

具体的施策

内

容

〇健康づくりを意識した運動を、生涯を通

主な担当課など
健康あゆみ課

じて習慣づけることについての啓発活動
に取り組みます。
〇歯と口腔の健康づくりが健康の保持増進

健康あゆみ課

に重要なことから、定期的な歯周病健診
をすすめ、歯の大切さや健康維持につい
ての啓発に努めます。
(２) あらゆる暴力の根絶

No

具体的施策

⑪ 啓発活動の推進

内

容

〇配偶者等からの暴力（ＤＶ）防止啓発キ

主な担当課など
健康あゆみ課

ャンペーンを行うなど、あらゆる暴力を
許さない社会づくりに向けた啓発活動等
を推進します。
⑫ 暴力を許さない

〇暴力によらずに問題を解決する方法を身

社会の形成に向

につけることができるよう、暴力を予

けた取組の推進

防・防止するための啓発や教育に努めま

健康あゆみ課

す。
〇女性や子どもに対するあらゆる暴力につ

健康あゆみ課

いて、保健・福祉・医療・警察、ＮＰ
Ｏ・地域住民など幅広い関係者による取
組を推進するための連携体制を充実させ
ます。また、関係する機関が連携し、相
談体制の充実やその周知等の取組を効果
的に推進します。
〇女性に対する性犯罪を防止するための環
境づくりを推進し、性犯罪を起こさせな

健康あゆみ課
人権生活環境課

い社会づくりのための広報啓発や被害防
止のための情報発信などを行います。
〇職場におけるセクシュアルハラスメント

総務課

（職場などで、相手の意思に反して不快

人権生活環境課

や不安な状態に追い込む性的な言動のこ

農水商工課

と。）
、パワーハラスメント（同じ職場で
働く者に対して、職場内の優位性を背景
に、適正な範囲を超えて、精神的・身体
的苦痛を与える又は職場環境を悪化させ
る行為。
）
、モラルハラスメント（モラル
“道徳”による精神的な暴力、嫌がら
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No

具体的施策

内

容

分野別の施策

主な担当課など

せ。）、マタニティ・パタニティハラスメ
ントに対する認識と理解を深めるため、
啓発活動を強化します。
(３) 様々な困難を抱える人への支援

No

具体的施策

⑬ 困難な状況を抱
える人々の課題
解決のための
支援の強化

内

容

主な担当課など

〇様々な困難な状況に置かれた人々の課題
を解決するため、関係機関の連携を図る
とともに、地域福祉の担い手や民間団体
等と連携した取組を進めます。

健康あゆみ課

〇身近な相談窓口の情報をはじめ各種支援
情報について、関係機関等と連携して情

健康あゆみ課

報発信します。
〇ひとり親家庭及び寡婦の自立を図るた
め、就業支援、子育てをはじめとした生
活面への支援、経済的支援等人権を尊重
する社会づくりに努めます。
〇障がい・難病（慢性疾患）のある子ども
が、地域で社会の一員として自分らしく
主体的に生きる力を高めることができる
よう、福祉、保健、医療等の支援を行い
ます。
〇地域包括支援センターの機能強化、多職
種連携、在宅医療と介護の連携強化、新
しい総合事業の実施など、地域包括ケア
システムの深化・推進を目指します。
〇認知症初期集中支援チームと認知症地域
支援推進員を配置し、認知症の予防や支

健康あゆみ課
福祉ほけん課

健康あゆみ課
福祉ほけん課

健康あゆみ課

健康あゆみ課

援、住民への周知等について充実に努め
ます。
〇すべての人が、年齢や性別、身体的特徴
等に制限されず、生きがいを持って働く
ことができるよう、就業機会の拡大と就
業率の向上を図ります。
〇障がい者が地域の中で安心して生活でき
るよう、福祉サービスや就労支援の充実
を図ります。
〇性的マイノリティ（社会的少数者）の人
権について町民の理解が深まるよう、人
権教育・啓発に取り組みます。
〇障がいがあること、在住外国人であるこ

27

農水商工課

健康あゆみ課

人権生活環境課
こども課
人権生活環境課

と等により困難な状況に置かれているこ
とに加え、女性であることでさらに複合
的に困難な状況に置かれている場合があ
ることに留意して総合的な相談体制を確
保します。
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及び関係各課
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３

分野別の施策

全ての世代における男女共同参画意識の醸成
【現状と課題】
男女共同参画社会を実現していく上で、人々の意識の中に形成された性別に基づく固
定的な役割分担意識や性差に関する偏見は、大きな課題です。
「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担意識を解消し、人権尊重を基盤
とした男女平等観の形成を図るための広報・啓発活動をこれまで以上に推進していく必
要があります。中でも男性の意識改革は男性自身にとっても重要であり、男性がより暮
らしやすくなるものでもある点に留意しなければなりません。
男女が、社会の対等な構成員として、互いにその人権を尊重しつつ責任を共に担い、
性別に係りなく個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は、喫緊の課題
となっています。

■目指す姿

・人々の意識に形成された固定的な性別役割分担意識を解消していくこと
や、人権尊重を基盤とした男女平等観を形成していくことが重要であ
り、理解を深めるための教育や啓発活動を進めます。
・次世代を担う子どもたちが男女共同参画への理解を深め、将来を見通し
た自己形成ができるよう子どもの頃から男女がともに対等な存在である
という意識の形成を目指します。
・地域活動が男性だけ、または女性だけに偏って行われるなど、性別や年
齢等により役割が固定化されることがないよう、地域の活動に男女とも
に多様な年齢層の参画を促進し、地域活動における男女共同参画の推進
に取り組みます。

【目標指標】
現状値
平成29(2017)年度

目標値
平成34(2022)年度

主な担当課など

「男女の人権がともに尊重されてい
る」について「前進した」と答える割
合。
（町民意識調査結果）

62.4％

67.4％

人権生活環境課

「男女がともに協力し、家庭生活と仕
事や地域活動を両立している」につい
て「前進した」と答える割合。
（町民意識調査結果）

58.5％

63.5％

人権生活環境課

町広報紙への啓発記事の掲載回数

1回

3回

人権生活環境課

男女共同参画に関する講演会・講座
などの実施回数

4回

5回

人権生活環境課

男女共同参画に関する講演会・講座
などの参加人数

363人

400人

人権生活環境課

指標
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【施策体系】
(１)子どもの頃からの男女共 ⑭子どもの頃からの男女共同
同参画意識の啓発
参画意識の理解の促進
(２)男女共同参画意識の醸成

３ 全ての世代に
おける男女共同
参画意識の醸成

⑮理解を広げる取組の推進
⑯多様な選択を可能とする教
育・学習機会の確保
⑰男性の男女共同参画への意
識改革
(３)地域における男女共同参 ⑱地域づくりにおける男女共
画の促進
同参画の推進
⑲防災・安全分野における男
女共同参画の推進
⑳多文化共生の推進

(１) 子どもの頃からの男女共同参画意識の理解の促進

No

具体的施策

⑭ 子どもの頃から

内

容

〇子どもの成長段階に応じ男女共同参画の

の男女共同参画

視点を取り入れた教育を推進します。

意識の理解の

〇学校での教科指導、生徒指導、進路指導

促進

主な担当課など
こども課

こども課

など、学校教育全体を通じて、男女の役
割についての固定的な考え方に縛られ
ず、子どもたち自身が主体的に学び、考
え、行動する姿勢を育みます。
〇子どもが健全に育つため、学校教育をは

こども課

じめとした様々な場面におけるメディ
ア・リテラシー（情報メディアを主体的
に読み解いて必要な情報を引き出し、そ
の真偽を見抜き、活用する能力。
）向上
の取組を進めます。
〇学校行事やＰＴＡ活動、また、発行物・
掲示物などを通じ保護者や地域の人に対
し男女共同参画の理念の普及に努めま
す。
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こども課

第４章

分野別の施策

(２) 男女共同参画意識の醸成

No

具体的施策

⑮ 理解を広げる
取組の推進

内

容

〇町民一人ひとりが男女共同参画を自分自

主な担当課など
人権生活環境課

身にかかわる切実な問題として捉え、理
解を深めることができる取組を進めま
す。

人権生活環境課

〇多様な機会を通じて、啓発活動を進めま
す。また、先進的な取組や様々な分野で
活躍する女性の紹介など、工夫をしつつ
効果的な啓発活動を行います。
⑯ 多様な選択を可

〇男女の学習機会の充実を図るため、講座

能とする教育・

等について、性別や年齢などにかかわら

学習機会の確保

ず、誰もが利用しやすいように配慮しま

人権生活環境課
教育総務課

す。
〇多様化・高度化した学習需要や情報ニー

教育総務課

ズに対応した生涯にわたる学習機会を充
実させます。
⑰ 男性の男女共同

〇男性の家事や育児等への参画を促進する

参画への意識改

ため、長時間労働等の働き方の見直しや

革

労働時間の短縮などについて、広報・啓

農水商工課
人権生活環境課

発を行います。
〇男性の育児・介護等への参画を促進する

健康あゆみ課

とともに、男性の家事・育児等への参画
に関する社会的な評価を高めていきま
す。
〇男性向けの家事・育児・介護講座等の開

健康あゆみ課

催など、固定的な性別役割分担意識にと
らわれない、男性が家庭や地域生活へ積
極的に参加することを促す効果的な啓発
に取り組みます。
(３) 地域における男女共同参画の推進

No

具体的施策

内

容

⑱ 地域づくりにお

〇子どもの安全対策や健康づくり、地域の

ける男女共同

福祉の互助的な活動など、地域の課題を

参画の推進

地域の男女が協働で解決していく「地域

主な担当課など
人権生活環境課

力」の向上を目指した取組を促進しま
す。
〇明和町男女（みんな）の連絡会や地域に
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人権生活環境課

No

具体的施策

内

容

主な担当課など

おける男女共同参画の取組について情報
発信するとともに、その活動を支援しま
す。
⑲ 防災・安全分野

〇防犯活動、交通安全活動等の地域活動

における男女

に、男女ともに、多様な年齢層の参画が

共同参画の推進

促進されるよう、情報提供を行います。
〇被災時やその後の復旧・復興時に生じる

人権生活環境課

防災企画課

女性をめぐる諸問題の発生を防ぐため、
「明和町地域防災計画」及び各種マニュ
アルなどにおいて、男女のニーズの違い
を反映した防災対策を推進します。ま
た、女性の視点を取り入れた自主防災組
織の育成に努めます。
⑳ 多文化共生の
推進

〇外国人との交流活動や町民の国際理解を
深める活動を支援します。
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こども課
人権生活環境課

計画の推進体制

第５章

第５章
１

計画の推進体制

計画の推進体制

住民の参画と協働
計画の推進にあたっては、庁内関係部局との連携の強化を図るとともに、住民、地域活
動団体、事業所などと連携・協力して全庁的・総合的に取り組みます。
男女共同参画の推進を阻害する性別による差別的な人権侵害についての相談や、推進に
関する施策の苦情などに対応するための体制づくりを推進します。
国・県及び関係機関との連携に努めるとともに、他市町との情報交換などを行い、連携
を深めます。

２

施策の評価・検証
男女共同参画関連施策を総合的・計画的・効果的に推進するため、総合調整や進行管理
を行えるように、推進体制の構築・充実を図ります。
町における関連する計画、施策との整合性を保ち、総合的な施策展開に努めます。
明和町男女共同参画推進委員会による計画のＰＤＣＡサイクルによる進捗状況の確認
と検証、公表などを行うことで、各施策の効果的な推進に努めます。
国や県の動向についての情報収集に努め、計画期間中の社会情勢の変化に対応した新た
な施策についても実施状況の把握、進行管理の対象とします。

PDCA サイクル
Plan
計画

次
の
計
画
に
活
か
す

Ａction
改善

計画したものを実施

PDCA

Do
実施

成
果
の
状
況

サイクル

問題点の抽出
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Check
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資料編

資料編
１

明和町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成25年３月21日告示第22号
改正 平成29年４月１日告示第56号
明和町男女共同参画推進委員会設置要綱
（目的及び設置）
第１条 明和町における男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画に関する施策の総合的
な推進を図るため、明和町男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条 委員会の所轄事務は、次のとおりとする。
(１) 男女共同参画に関する計画の策定及び施策の総合的な推進に関すること。
(２) 明和町男女共同参画基本計画の進捗状況及び成果の評価に関すること。
(３) 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の推進に関し、町長が必要と認めた事項
（組織）
第３条 委員会は、委員15名以内で組織する。
２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(１) 各種関係団体から推薦された者
(２) 自治会の代表者
(３) 識見を有する者
（委員の任期）
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。
２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（会長及び副会長）
第５条 委員会に会長、副会長各１名を置き、委員の互選によりこれを選出する。
２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３ 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
（会議）
第６条 委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
２ 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３ 委員会は、必要に応じて、町の関係機関又は専門の知識経験者の意見を聴取することができ
る。
（庶務）
第７条 委員会の庶務は、人権生活環境課において処理する。
（雑則）
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り
定めるものとする。
附 則
（施行期日）
この告示は、平成25年４月１日から施行する。
附 則（平成29年４月１日告示第56号）
この告示は、平成29年４月１日から施行する。
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２

明和町男女共同参画推進委員会委員名簿

明和町男女共同参画推進委員会委員名簿
（敬称略・順不同）

役員氏名

所 属 等

備

考

山田 やす子

皇學館大学文学部コミュニケーション学科教授

世古口 文子

明和町男女（みんな）の連絡会会長

北岡 泰

明和町議会議員

委員

西田 治代

明和町社会福祉協議会職員

委員

杉山 芳弘

上御糸小学校長

委員

田畑 裕梨佳

明星小学校ＰＴＡ

委員

山口 綾子

人権擁護委員

委員

永島 せい子

アイリス明和代表

委員

逵井 佳樹

明和町商工会事務局長

委員

堀口 きよ子

JA 多気郡非常勤理事

委員

福井 光博

下御糸地区自治会長代表

委員

山中 雄一

明星地区自治会長代表

委員
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委員長
副委員長

資料編

３

策定の経過

第２次明和町男女共同参画基本計画策定の経過
年月日
平成 29（2017）年 6 月～7 月

内

容

第 2 次明和町男女共同参画基本計画策定のための
アンケート調査実施

平成 29（2017）年 8 月３１日

第 1 回明和町男女共同参画推進委員会
〇第 2 次明和町男女共同参画基本計画策定（目的・
スケジュール等）について
〇アンケート調査について

平成 29（2017）年 10 月 19 日

第２回明和町男女共同参画推進委員会
〇第 2 次明和町男女共同参画基本計画策定につい
て意見交換
〇アンケート調査結果について

平成 29（2017）年 12 月 13 日

男女共同参画推進部会（庁内会議）
〇計画素案検討・作成

平成 30（2018）年 1 月 25 日

第 3 回明和町男女共同参画推進委員会
〇計画素案の検討・承認

平成 30（2018）年 1 月 31 日～2 月 パブリックコメントの実施
13 日
平成 30（2018）年 2 月２１日

第 4 回明和町男女共同参画推進委員会
〇計画案の検討・承認
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男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会基本法
（平成十一年六月二十三日法律第七十八号）
改正

平成十一年

七月 十六日法律第 百二号

同 十一年十二月二十二日同
目

第百六十号

次
前文
第一章 総則（第一条―第十二条）
第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条）
第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条）
附則
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向

けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層
の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応
していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、
その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となって
いる。
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最
重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施
策の推進を図っていくことが重要である。
ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に
向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的
に推進するため、この法律を制定する。
第一章 総

則

（目的）
第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活
力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を
定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総
合的かつ計画的に推進することを目的とする。
（定義）
第二条
一

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。

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、
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社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成するこ
とをいう。
二

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

おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
（男女の人権の尊重）
第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別
による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること
その他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
（社会における制度又は慣行についての配慮）
第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定
的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼす
ことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社
会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り
中立なものとするように配慮されなければならない。
（政策等の立案及び決定への共同参画）
第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共
団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確
保されることを旨として、行われなければならない。
（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第六条

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

子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑
に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われ
なければならない。
（国際的協調）
第七条

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

とにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。
（国の責務）
第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下
「基本理念」という。
）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善
措置を含む。以下同じ。
）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）
第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施
策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施
する責務を有する。
（国民の責務）
第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にの
っとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
（法制上の措置等）
第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又
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は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
（年次報告等）
第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。
2

政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出
しなければならない。

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
（男女共同参画基本計画）
第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図
るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」
という。）を定めなければならない。
2

男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一

総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

二

前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項
3

内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、
閣議の決定を求めなければならない。

4

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基
本計画を公表しなければならない。

5

前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。

（都道府県男女共同参画計画等）
第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共
同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画
計画」という。
）を定めなければならない。
2

都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一

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

関する施策の大綱
二

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

る施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3

市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の
区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市
町村男女共同参画計画」という。
）を定めるように努めなければならない。

4

都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又
は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（施策の策定等に当たっての配慮）
第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を
策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
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（国民の理解を深めるための措置）
第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深める
よう適切な措置を講じなければならない。
（苦情の処理等）
第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画
社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び
性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵
害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。
（調査研究）
第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調
査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進
するように努めるものとする。
（国際的協調のための措置）
第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際
機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進
を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間
の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他
の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第三章 男女共同参画会議
（設置）
第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。
）を置く。
（所掌事務）
第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一

男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。

二

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

の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
三

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

び関係各大臣に対し、意見を述べること。
四

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

府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内
閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
（組織）
第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。
（議長）
第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。
2

議長は、会務を総理する。
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（議員）
第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一

内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

二

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

る者
2

前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。

3

第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数
の十分の四未満であってはならない。

4

第一項第二号の議員は、非常勤とする。

（議員の任期）
第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前
任者の残任期間とする。
2

前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。

（資料提出の要求等）
第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関
の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な
協力を求めることができる。
2

会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者
以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

（政令への委任）
第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必
要な事項は、政令で定める。
附

則 抄

（施行期日）
第一条 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）
第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。
（経過措置）
第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）
第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた
審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
2

この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画
審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の
委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者
の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定
により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3

この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画
審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、こ

46

資料編

の法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条
第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
附

則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄

（施行期日）
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日か
ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一

略

二

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

の規定 公布の日
（委員等の任期に関する経過措置）
第二十八条

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、

委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。
）の任期は、当該会長、委員その他の
職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十まで 略
十一 男女共同参画審議会
（別に定める経過措置）
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措
置は、別に法律で定める。
附

則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄

（施行期日）
第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。
）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
（以下略）
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
（平成二十七年法律第六十四号）
目次
第一章 総則（第一条―第四条）
第二章 基本方針等（第五条・第六条）
第三章 事業主行動計画等
第一節 事業主行動計画策定指針（第七条）
第二節一般事業主行動計画（第八条―第十四条）
第三節 特定事業主行動計画（第十五条）
第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第十六条・第十七条）
第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第十八条―第二十五条）
第五章 雑則（第二十六条―第二十八条）
第六章 罰則（第二十九条―第三十四条）
附則
第一章 総則
（目的）
第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその
個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における
活躍」という。
）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法
律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基
本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針
及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等につ
いて定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女
の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情
勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。
（基本原則）
第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実
情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育
訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその
活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業
生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるように
することを旨として、行われなければならない。
２

女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介
護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生
活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、
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相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一
員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等
により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、
行われなければならない。
３

女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関
し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基
本原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活に
おける活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
（事業主の責務）
第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対す
る職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資
する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施す
るよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に
関する施策に協力しなければならない。
第二章 基本方針等
（基本方針）
第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合
的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基
本方針」という。
）を定めなければならない。
２

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向

二

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

事項
三

女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項
ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項
ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項
四

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

３

内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

４

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

５

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

（都道府県推進計画等）
第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」とい
う。）を定めるよう努めるものとする。
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２

市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推
進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関す
る施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。
）を定めるよう努めるものと
する。

３

都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。

第三章 事業主行動計画等
第一節 事業主行動計画策定指針
第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の
推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条
第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十五条第一項に規定する特定事業主行動計画（次
項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定
指針」という。
）を定めなければならない。
２

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

一

事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

二

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項

三

その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項

３

内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更し
たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二節 一般事業主行動計画
（一般事業主行動計画の策定等）
第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用す
る労働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計
画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をい
う。以下同じ。
）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければ
ならない。これを変更したときも、同様とする。
２

一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一

計画期間

二

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

三

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

時期
３

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、
厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続
勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他
のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活にお
ける活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これ
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を定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者
に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位
にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならな
い。
４

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労
働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

５

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労
働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

６

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一
般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

７

一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定
指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大
臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。

８

第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようと
する場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行
動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。

（基準に適合する一般事業主の認定）
第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請
に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚
生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
（認定一般事業主の表示等）
第十条

前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十条第一項において「認定一般事業主」

という。
）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若
しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」という。
）に厚生労働
大臣の定める表示を付することができる。
２

何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示
を付してはならない。

（認定の取消し）
第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の
認定を取り消すことができる。
一

第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

二

この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

三

不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

（委託募集の特例等）
第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する
労働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中
小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労
働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しよ
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うとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項
の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
２

この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その
他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるも
の又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める
要件に該当するものに限る。
）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活
における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うも
のであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚
生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。

３

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めると
きは、同項の承認を取り消すことができる。

４

承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で
定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚
生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

５

職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第
五条の三第一項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、
第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに
第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第
四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与
について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定
する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項
中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法
第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」
と読み替えるものとする。

６

職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用については、同法第三十六条
第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者
がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の三中「第三十九条に規定する
募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法
律第六十四号）第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。

７

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報
告を求めることができる。

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認
中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これら
に基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な
実施を図るものとする。
（一般事業主に対する国の援助）
第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようと
する一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画
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の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施され
るように相談その他の援助の実施に努めるものとする。
第三節 特定事業主行動計画
第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下
「特定事業主」という。
）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、
特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組
に関する計画をいう。以下この条において同じ。
）を定めなければならない。
２

特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一

計画期間

二

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

三

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

時期
３

特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定め
るところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時
間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における
女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進する
ために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければなら
ない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割
合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性
職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

４

特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に
周知させるための措置を講じなければならない。

５

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

６

特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表
しなければならない。

７

特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画
に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表
（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生
活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活
における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。
２

第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営
み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活におけ
る活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。
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（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする
女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関す
る情報を定期的に公表しなければならない。
第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置
（職業指導等の措置等）
第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、
創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
２

地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職
業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機
関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

３

地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施すること
ができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

４

前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理
由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（財政上の措置等）
第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するた
めに必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
（国等からの受注機会の増大）
第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開
発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）
の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性
の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組
の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。
）の受注の機会
の増大その他の必要な施策を実施するものとする。
２

地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な
施策を実施するように努めるものとする。

（啓発活動）
第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心
と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。
（情報の収集、整理及び提供）
第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外にお
ける女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行
うものとする。
（協議会）
第二十三条

当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事

務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、
第十八条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講
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ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用するこ
とにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円
滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）
を組織することができる。
２

協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第十八条第三項の規定に
よる事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるも
のとする。

３

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

一

一般事業主の団体又はその連合団体

二

学識経験者

三

その他当該関係機関が必要と認める者

４

協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相
互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係
機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推
進に関する取組について協議を行うものとする。

５

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

（秘密保持義務）
第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、
協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
（協議会の定める事項）
第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が
定める。
第五章 雑則
（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項
に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができ
る。
（権限の委任）
第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令
で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
（政令への委任）
第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第六章 罰則
第二十九条

第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務

の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰
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金に処する。
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す
る。
一

第十八条第四項の規定に違反した者

二

第二十四条の規定に違反した者

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処
する。
一

第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二

第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わ

なかった者
三

第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した

者
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一

第十条第二項の規定に違反した者

二

第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をした者
三

第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しく

は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述
をした者
四

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

漏らした者
第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
は人の業務に関し、第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰す
るほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の
過料に処する。
附

則

（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）
、第五章（第二
十八条を除く。
）及び第六章（第三十条を除く。
）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十
八年四月一日から施行する。
（この法律の失効）
第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。
２

第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得
た秘密については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわら
ず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

３

協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十四条の
規定（同条に係る罰則を含む。
）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお
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その効力を有する。
４

この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定に
かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

（政令への委任）
第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措
置は、政令で定める。
（検討）
第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案
し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必
要な措置を講ずるものとする
（社会保険労務士法の一部改正）
第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。
別表第一第二十号の二十六の次に次の一号を加える。
二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四
号）
（内閣府設置法の一部改正）
第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表に次のように加える。
平成三十八年三月三十一日
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第五条第一項に規定するものをいう。）の策定及び
推進に関すること。
附

則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄

（施行期日）
第一条

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

当該各号に定める日から施行する。
一

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

公布の日
四

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

六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三
項の改正規定（
「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条の規定並
びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並
びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法
（昭和二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及
び第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。
）の規定、附則第十九条中高年
齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三項の改
正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）
、附則第二十条中建設労
働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四
条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び
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第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十
一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十
三条（次号に掲げる規定を除く。
）の規定 平成三十年一月一日
（罰則に関する経過措置）
第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした
行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（その他の経過措置の政令への委任）
第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で
定める。
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６

男女共同参画に関する年表

男女共同参画に関する年表
年

国連等

国

三重県

・国際婦人年（目標：平等、発展、 ・総理府に婦人問題企画推進本
平和）
部設置、婦人問題企画推進会議
昭和 50
・国際婦人年世界会議（第１回世 開催
（1975）年
界女性会議：メキシコシティ）
開催「世界行動計画」採択
・
「国内行動計画」策定
・
「婦人関係行政推進連絡会議」
昭和 52
設置
（1977）年
・国連第 34 回総会「女子差別撤
昭和 54
（1979）年 廃条約」採択

・
「三重県婦人対策の方向」
（県内
行動計画）策定

・
「国連婦人の十年」中間年世界
会議（第２回世界女性会議：コ
昭和 55
ペンハーゲン）開催、「国連婦
（1980）年
人の十年後半期行動プログラ
ム」採択
昭和 56
（1981）年

・
「国内行動計画後期重点目標」
策定

・
「国連婦人の十年」ナイロビ世 ・
「国籍法」改正施行
・三重県婦人問題推進協議会か
界会議（第３回世界女性会議） ・
「男女雇用機会均等法」公布
ら「三重県の婦人対策に関する
昭和 60
開催（西暦 2000 年に向けて ・
「女子差別撤廃条約」批准
提言」提出
（1985）年
の）「婦人の地位向上のための
ナイロビ将来戦略」採択
・婦人問題企画推進本部拡充：構
昭和 61
成を全省庁に拡大
（1986）年
・婦人問題企画推進有識者会議
開催
・
「西暦
2000 年に向けての新 ・
「みえの第２次行動計画－アイ
昭和 62
国内行動計画」策定
リスプラン」策定
（1987）年
・国連婦人の地位委員会拡大会
期（ウィーン）開催
平成２
・国連経済社会理事会「婦人の地
（1990）年 位向上のためのナイロビ将来
戦略に関する第１回見直しと
評価に伴う勧告及び結論」採択
平成３
（1991）年

・「育児休業法」公布（H４年施
行）

・総理府に男女共同参画室設置 ・三重県女性センター開館
・男女共同参画審議会設置（政
令）
・男女共同参画推進本部設置
・第４回世界女性会議－平等、開 ・
「育児休業法」の改正（介護休 ・
「みえの男女共同参画推進プラ
平成７
発、平和のための行動－（北京） 業制度の法制化）
ン－アイリスプラン２１」策定
（1995）年 開催「北京宣言及び行動綱領」
（第３次）
採択
・男女共同参画推進連携会議（え
平成８
がりてネットワーク）発足
（1996）年
・
「男女共同参画 2000 年プラ
ン」策定
・
「男女共同参画審議会設置法」
公布、男女共同参画審議会設置
平成９
（法律）
（1997）年
・
「男女雇用機会均等法」改正
（女性に対する差別の禁止等）
・
「介護保険法」公布（H12 施行）
平成６
（1994）年
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年

国連等

国

・アイリス２１推進連携会議（ア
イリスネットワーク）設置

平成 10
（1998）年
平成 11
（1999）年

平成 12
（2000）年

平成 13
（2001）年

平成 14
（2002）年

平成 15
（2003）年

平成 16
（2004）年

平成 17
（2005）年
平成 18
（2006）年

平成 19
（2007）年

平成 20
（2008）年
平成 21
（2009）年

三重県

・
「男女共同参画社会基本法」公 ・男女共同参画推進協議会から
布、施行
提言「２１世紀の三重県は男女
・
「食料・農業・農村基本法」公 共同参画社会」
布・施行
・国連特別総会「女性 2000 年 ・
「男女共同参画基本計画」策定 ・三重県男女共同参画推進懇話
会議：21 世紀に向けてのジェ
会から提言
ンダー平等、開発および平和」
・「三重県男女共同参画推進条
（ニューヨーク）
例」公布（H13.1.1 施行）
・
「日本女性会議 2000 津」開催
・内閣府に男女共同参画会議、男 ・三重県男女共同参画審議会設
女共同参画局設置
置
・
「配偶者からの暴力の防止及び ・三重県女性センターを三重県
被害者の保護に関する法律（配 男女共同参画センターに改称
偶者暴力防止法）」の公布、施
行
・第１回男女共同参画週間
・
「仕事と子育ての両立支援策の
方針について」閣議決定
・アフガニスタンの女性支援に ・「三重県男女共同参画基本計
関する懇談会開催
画」策定
・
「三重県男女共同参画基本計画
第一次実施計画」策定
・男女共同参画推進本部決定「女 ・男女共同参画審議会から県事
性のチャレンジ支援策の推進 業に対する評価提言（初回）
について」
・男女共同参画年次報告作成（初
・男女共同参画社会の将来像検 年）
討会開催
・第 4 回・第 5 回女子差別撤廃
条約実施状況報告審議
・男女共同参画推進本部決定「女
性国家公務員の採用・登用の拡
大等について」
・
「配偶者暴力防止法」改正（都
道府県基本計画策定の義務化
等）
、
「配偶者暴力防止法に基づ
く基本方針」策定
・国連「北京＋１０」世界閣僚級 ・「第２次男女共同参画基本計 ・
「三重県男女共同参画基本計画
会合（ニューヨーク）
画」の策定
第二次実施計画」策定
・
「女性の再チャレンジ支援プラ
ン」策定
・東アジア男女共同参画担当大 ・
「男女雇用機会均等法」改正
・
「三重県ＤＶ防止及び被害者保
臣会合開催
・
「女性の再チャレンジ支援プラ 護・支援基本計画」策定
ン」改定
・
「配偶者暴力防止法」改正（保 ・
「三重県男女共同参画基本計画
護命令制度の拡充等）
（H20 施 （改定版）
」策定
行）
・みえチャレンジプラザを開設
・
「仕事と生活の調和（ワーク・ ・
「三重県男女共同参画基本計画
ライフ・バランス）憲章」
「仕事 第三次実施計画」策定
と生活の調和推進のための行
動指針」策定
・
「女性の参画加速プログラム」
決定
・第 6 回女子差別撤廃条約実施 ・
「三重県ＤＶ防止及び被害者保
状況報告審議
護・支援基本計画」第２次改定
・
「育児・介護休業法」改正
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年

国連等

国

三重県

・国連「北京＋１５」記念会合（ニ ・
「仕事と生活の調和（ワーク・
ューヨーク）
ライフ・バランス）憲章」
「仕事
平成 22
と生活の調和推進のための行
（2010）年
動指針」改定
・「第３次男女共同参画基本計
画」策定
・UN Women（ジェンダー平等 ・
「次世代育成支援対策推進法」 ・
「第２次三重県男女共同参画基
と女性のエンパワーメントの 改正施行
本計画」策定（３月）
平成 23
ための国連機関）正式発足
・
「三重県ＤＶ防止及び被害者保
（2011）年
護・支援基本計画」第３次改定
（３月）
・国連「自然災害におけるジェン ・
「育児・介護休業法」改正全面 ・
「第２次三重県男女共同参画基
ダー平等と女性のエンパワー 施行
本計画第一期実施計画」策定
平成 24
メント」決議案採択（日本提案） ・
「女性の活躍促進による経済活 （３月）
（2012）年
性化」行動計画～働く「なでし
こ」大作戦～策定
・「 日 本 再 興 戦 略 -JAPAN is ・三重県男女共同参画審議会か
BACK-」策定（「女性活躍推 ら知事への提言（10 月）
進」を成長戦略の中核に位置付
け）
・
「配偶者暴力防止法」改定（対
平成 25
象被害者の追加等）（H26 施
（2013）年
行）「配偶者暴力防止法に基づ
く基本方針」改定
・
「育児・介護休業法」改正全面
施行
・
「男女共同参画の視点からの防
災・復興の取組指針」策定
・国連「自然災害におけるジェン ・
「
『日本再興戦略』改訂 2014- ・
「三重県ＤＶ防止及び被害者保
ダー平等と女性のエンパワー 未来への挑戦-」策定（女性の 護・支援基本計画」第４次改定
メント」決議案採択（日本提案） 更なる活躍促進）
（３月）
平成 26
・UN Women HeForShe キャ ・すべての女性が輝く社会づく ・輝く女性応援会議 in 三重開催
（2014）年 ンペーン（女性の地位向上に男 り本部設置（内閣官房）
（８月）
性の協力・参加を呼び掛ける運 ・女性が輝く社会に向けた国際シ ・女性の大活躍推進三重県会議
動）スタート
ンポジュウム「WAW! Tokyo
設立（９月）
2014」開催（第１回目）
・国連「北京＋20」記念会合（ニ ・
「女性活躍加速のため重点方針 ・女性の大活躍推進三重県会議
ューヨーク）
2015」決定
１周年記念大会開催（11 月）
・WAW！2015 開催
・
「女性の職業生活における活躍
平成 27
の躍推に関する法律」（女性活
（2015）年
躍推進法）公布、施行（H28 完
全施行）
・「第４次男女共同参画基本計
画」策定
・伊勢志摩サミット開催（首脳宣 ・
「女性活躍加速のための重点方 ・三重県男女共同参画審議会か
言（女性の活躍推進は G７の共 針 2016」決定
ら知事への提言（２月）
通のゴール）
）
・WAW！2016 開催
・
「第２次三重県男女共同参画基
本計画第二期実施計画」策定
平成 28
（３月）
（2016）年
・
「女性活躍推進のための三重県
特定事業主行動計画」策定（３
月）
・WIT2016 開催（９月）
・
「第２次三重県男女共同参画基
本計画（改定版）
」策定（３月）
平成 29
・
「三重県 DV 防止及び被害者保
（2017）年
護・支援基本計画」第 5 次改定
（３月）
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三重県男女共同参画推進条例

三重県男女共同参画推進条例
平成十二年十月十三日
三重県条例第七十三号
改正

平成一三年

三月二七日三重県条例第四七号

平成一七年一〇月二一日三重県条例第六七号
三重県男女共同参画推進条例をここに公布します。
目次
前文
第一章 総則（第一条―第七条）
第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策（第八条―第十二条）
第三章 三重県男女共同参画審議会（第十三条―第十八条）
附則
二十一世紀を迎え、私たちが目指す社会は、すべての人々の人権が保障され、一人ひとりが、
性別にかかわらず、自立した個人として、その能力と個性を十分に発揮することができる社会で
あり、それぞれに多様な生き方が認められる社会である。そして、その社会は、男女が対等な立
場で、社会のあらゆる分野に共に参画し、責任を分かち合う男女共同参画社会である。
また、少子高齢化、国際化及び高度情報化の進展をはじめとする急激な社会経済情勢の変化に
対応するために社会構造の変革が求められているが、新しい社会構造の前提となり、基礎となる
ものが、男女共同参画社会である。
三重県では、
「人権が尊重される三重をつくる条例」を制定し、不当な差別をなくし、人権が尊
重される社会の実現を図ることを明らかにするとともに、男女共同参画を推進するための計画を
策定し、様々な取組を行ってきたところであるが、現状においては、男女の性別による差別及び
固定的な役割分担意識並びにこれらに基づく制度及び慣行が根強く存在し、男女平等の実現や男
女共同参画の推進を妨げる要因となっている。
このような認識から、三重県は、
「男女共同参画社会基本法」の理念を踏まえ、男女共同参画社
会を実現することが重要かつ緊急の課題であると位置づけ、その社会の実現のために、県民、事
業者及び市町と協働して、総合的かつ計画的に取り組むことを決意して、この条例を制定する。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
第一章 総則
（目的）
第一条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本目標を定め、県、県民及び事業者の責
務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、社会のあらゆる分野
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において、県、県民、事業者及び市町が協働して取り組み、もって男女共同参画社会を実現す
ることを目的とする。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
（定義）
第二条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が性別にかかわりなくその個性と能力を
十分に発揮する機会が確保されることにより、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思
によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を担うことをいう。
２

この条例において「積極的改善措置」とは、社会のあらゆる分野における活動に参画する機
会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、
当該機会を積極的に提供することをいう。

（基本目標）
第三条 男女共同参画社会を実現するため、次の基本目標を設定する。
一

男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として能力を発揮する機会を確保

すること。
二

男女の固定的な役割分担意識に基づく制度及び慣行を改善すること。

三

男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に参

画する機会を確保すること。
四

男女が家庭生活における活動と職業生活における活動その他の活動とを両立して行うこ

とができる環境を整備すること。
（県の責務）
第四条 県は、男女共同参画社会を実現するため、男女共同参画の推進に関する施策（積極的改
善措置を含む。以下同じ。
）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
２

県は、前項の施策について、県民、事業者及び市町と協働して実施するよう努めなければな
らない。

一部改正〔平成一七年条例六七号〕
（県民の責務）
第五条 県民は、男女の性別による差別的取扱いを排除するとともに、固定的な役割分担意識に
基づく制度及び慣行を改善するよう努めなければならない。
２

県民は、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の実現に寄与するよう努めなけれ
ばならない。

３

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

（事業者の責務）
第六条

事業者は、男女が、職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに、

職業生活における活動と家庭生活における活動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なければならない。
２

事業者は、事業活動において、男女共同参画社会の実現に寄与するよう努めなければならな
い。

３

事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければなら
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ない。
（県と市町との協働）
第七条 県は、市町に対し、県と協働して、その区域の特性に応じた男女共同参画の推進に関す
る施策を策定し、及び実施すること並びに県が実施する施策に協力することを求めるものとす
る。
２

県は、市町が実施する男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施について、必要な協
力を行うものとする。

一部改正〔平成一七年条例六七号〕
第二章 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）
第八条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共
同参画の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定する。
２

基本計画は、次に掲げる事項について定める。

一

総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱

二

前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項
３

前項第一号の施策の大綱には、次に掲げる事項について定める。

一

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するために

必要な事項
二

男女共同参画を推進するための教育、啓発及び広報に関する事項

三

男女共同参画に関する相談及び苦情に対応するために必要な事項

四

性別に基づく暴力及び性的いやがらせ等の防止並びに被害者の救済及び支援のために必

要な事項
五

家庭生活における活動と職業生活における活動その他の活動とを両立して行うことがで

きるようにするために必要な事項
六
４

前各号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関して必要な事項
知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ第十三条第一項の三重県男女共同参

画審議会に意見を求めるとともに、広く県民等から意見を聴き、議会の議決を経なければなら
ない。
５

知事は、基本計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

６

前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。

一部改正〔平成一三年条例四七号〕
（積極的改善措置への協力）
第九条 県は、市町が積極的改善措置を講ずるために必要な情報提供、相談、助言その他の協力
を行うものとする。
２

県は、県民及び事業者が、その属する地域、職場その他の分野における活動に参画する機会
に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当
該機会を積極的に提供する措置を講ずるために必要な情報提供、相談、助言その他の協力を行
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うものとする。
一部改正〔平成一七年条例六七号〕
（財政上の措置）
第十条 県は、基本計画に基づく施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める
ものとする。
（調査及び研究）
第十一条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するため、必要な調査及
び研究を行うものとする。
（年次報告）
第十二条 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について報告書を作成し、議会
に報告するとともに、これを公表しなければならない。
第三章 三重県男女共同参画審議会
（三重県男女共同参画審議会）
第十三条 知事は、三重県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。
）を設置する。
２

審議会は、次に掲げる事務を行う。

一

基本計画に関して、第八条第四項に規定する事項を処理すること。

二

知事の諮問に応じ、男女共同参画に関する基本的かつ重要な事項を調査審議すること。

三

県が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実施状況に関する評価を行うこと。

３

審議会は、前項に規定する事務を行うほか、男女共同参画の推進に関する重要な事項につい
て、知事に意見を述べることができる。

（組織）
第十四条 審議会は、知事が任命する委員二十人以内で組織する。
２

前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の十分の四未満とならな
いものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

（委員の任期）
第十五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
２

委員は、再任されることができる。

（会長）
第十六条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
２

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３

会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その
職務を代理する。

（部会）
第十七条 審議会に、その事務を行うため、部会を置くことができる。
２

専門の事項を調査するために必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。

（委任）
第十八条 この章に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事が定める。
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附

則

この条例は、平成十三年一月一日から施行する。
附

則（平成十三年三月二十七日三重県条例第四十七号抄）

（施行期日）
１

この条例は、平成十三年四月一日から施行し、同日以降に策定される計画について適用する。

附

則（平成十七年十月二十一日三重県条例第六十七号）

この条例は、平成十八年一月十日から施行する。
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８

男女共同参画に関する用語解説

あ行
【一億総活躍社会】
「希望を生み出す強い経済」
、
「夢をつむぐ子育て支援」、
「安心につながる社会保障」の「新・
三本の矢」の実現を目的とする国の政策のこと。
【ＳＮＳ】
Ｗｅｂ上で社会的ネットワーク“ソーシャル・ネットワーク”を構築可能にするサービスの
こと。
【ＮＰＯ】
「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社
会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称のこ
と。
【Ｍ字カーブ】
日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、20 歳代後半
と 40 歳代後半が山になるアルファベットの M のような形になること。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。なお、国際的にみると、欧米先進諸国では、子育て期における就業率の低下は
みられないため、台形型に近くなっている。
か行
【キャリア形成】
「キャリア」
（
「経歴」
、
「経験」
、
「発展」、さらには「関連した職務の連鎖」等と表現され、時
間的持続性ないしは継続性を持った概念）を積んだ結果として、
「職業能力」が蓄積、形成され
ていくこと。
【健康相談】
病気、健康診断結果、予防治療方法、その他の健康一般の問題に不安、疑問を持っている労
働者に対して行われる健康に関する指導や援助であって、相談者が適切な指導・助言を受ける
ことにより健康な生活を維持又は回復することを目的として医師や保健師等に相談すること。
【健康教育】
一人ひとりの人間が、自分自身や周りの人々が、心身の健康の保持増進を図るために必要な
知識及び態度の習得をすること。
【子育て支援センター】
厚生労働省の管轄で、各市町村によって管理・運営されている施設。地域において子育て親
子の交流等を促進する子育て支援拠点で、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の
援助を行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子
どもの健やかな育ちを支援する。
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【子ども・子育て支援法】
平成 24（2012）年 8 月に成立した「子ども・子育て支援法」、
「認定こども園法の一部改
正」、
「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律」の子ども・子育て関連 3 法に基づく制度のこと。
さ行
【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律】
平成 28（2016）年４月１日から施行された職業生活において、自らの意思又は営もうと
する女性がその個性と能力を十分に発揮して活躍できる社会を実現するため、国、地方公共団
体、民間・事業主（一般事業主）それぞれの女性の活躍推進に関する責務等を定めた法律。
【児童センター】
健全な遊び（運動を主とする）を通して、子どもの体力増進を図ることや生活の安定と子ど
もの能力の発達を援助していく拠点施設。
【受動喫煙】
室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること。
【ストーカー行為等の規制等に関する法律】
ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相
手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発
生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として、平成 12（2000）
年 6 月 14 日法律第 81 号として、公布、平成 12（2000）年 11 月 24 日施行。通称はス
トーカー規制法。
【セクシュアルハラスメント】
職場などで、相手の意思に反して不快や不安な状態に追い込む性的な言動のこと。
た行
【男女共同参画社会基本法】
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して、
平成 11（1999）年 6 月 23 日法律第 78 号として、公布、施行。
【地域包括支援センター】
地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを
行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括
ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置。
【地域包括ケアシステム】
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を
継続することができるような包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指すもの。
【ＤＶ防止法】
「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」
（平成 16
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（2004）年 6 月 2 日公布、平成 16（2004）年 12 月 2 日施行）のこと。
な行
【認知症初期集中支援チーム】
複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問
し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的（おおむね６ヶ月）に行い、
自立生活のサポートを行うチームをいう。
【認知症地域支援推進員】
認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、認知症施策
や事業の企画調整等を行う者。（認知症の医療や介護の専門的知識及び経験を有する者と市町
村が認めた者。）
は行
【パタニティハラスメント】
男性が育児休業や育児休暇取得を利用しようとして嫌がらせを受けること。
【パブリックコメント】
意見公募手続のこと。行政機関が命令等（政令、省令など）を制定するに当たって、事前に
命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するもの。平成 17（2005）
年 6 月の行政手続法の改正により施行。
【パワーハラスメント】
同じ職場で働く者に対して、職場内の優位性を背景に、適正な範囲を超えて、精神的・身体
的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為。
【ＰＤＣＡサイクル】
Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによ
って、業務を継続的に改善する手法の１つ。
【放課後児童クラブ】
正式には、
「放課後児童健全育成事業」のこと。保護者が労働等により昼間家庭にいない小学
校等に通う子どもたち（放課後児童）に、遊びや生活の場を提供するものをいう。
「学童保育」
とも称される。
ま行
【マタニティハラスメント】
職場において妊娠や出産者に対して行われる嫌がらせを指す言葉のこと。
【マイノリティ】
社会的少数者または社会的少数集団のこと。
【メディア・リテラシー】
情報メディアを主体的に読み解いて必要な情報を引き出し、その真偽を見抜き、活用する能
力。
【モラルハラスメント】
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モラル“道徳”による精神的な暴力、嫌がらせ。
ら行
【ライフスタイル】
生活様式のこと。または、人々の生活様式、行動様式、思考様式といった生活諸側面の社会
的・文化的・心理的な差異を全体的な形で表現したことば。
わ行
【ワーク・ライフ・バランス】
仕事と生活の調和のこと。
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