第 3 次男女共同参画いきいきプラン美濃

やろまいか！ だれもが輝くまちづくり

平成 30 年３月
美

濃

市

はじめに

近年、少子高齢化の進行、人口の減少や、家族形態やライ
フスタイルの多様化、地域社会における人間関係の希薄化な
ど、私たちを取り巻く情勢は日々大きく変化しています。そ
の中で、性別にとらわれることなく、だれもが輝く社会を実
現するためには、男女共同参画社会の実現が重要となります。
美濃市では、２次にわたり、
「男女共同参画いきいきプラン
美濃」を策定し、男女共同参画社会の実現を目指して様々な
取り組みを行ってきましたが、まだ多くの課題が残っています。そこで、これまでの成
果や課題をふまえつつ、社会情勢の変化などに対応する取り組みを盛り込んだ「第３次
男女共同参画いきいきプラン美濃」を策定いたしました。
このプランでは、
「美濃市女性活躍推進計画」及び「美濃市 DV 防止基本計画」を含
めることで、一人ひとりが多様な活躍ができ、自分らしい生き方ができる地域社会を目
指してまいります。
本プランの推進にあたりましては、行政だけでなく、市民、事業者、地域の団体、学
校など、全ての人々が一体となって共に連携し取り組んで行くことが何より重要ですの
で、皆さまの一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
最後になりましたが、プランの策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきまし
た美濃市男女共同参画推進協議会委員の皆さまをはじめ、アンケート調査にご協力いた
だきました市民の皆さまに心から感謝を申し上げます。

平成３０年３月
美濃市長

武藤 鉄弘
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第1 章

１

プランの策定にあたって

プラン策定の趣旨
男女共同参画社会基本法では、
「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」を男女共同参画
社会として定義しています。そして、全ての個人が、互いに人権を尊重し、喜びも責任も分かち
合い、かつ性別に関わりなく、個人の能力を十分に発揮できる社会の実現は、社会全体で取り組
むべき最重要課題として位置づけています。美濃市でも、この法律に基づき策定した「男女共同
参画いきいきプラン美濃（第１次、第２次）のもと、男女が共に社会生活の中で心も立場も平等
となり、お互いを尊重し、認め合い、相手を思いやることができる社会の実現に向け、各種の取
り組みを推進してきました。
日本における男女平等の意識は徐々に広まっており、女性の社会進出や、男性の家事・育児・
介護参加など、多くの場面で男女共同参画社会の実現に向けた変化が現れています。しかし、近
年では、共働きや単身、ひとり親世帯の増加などの家族形態の変化、個人の価値観やライフスタ
イルの多様化など社会情勢が大きく変化したことから、男女共同参画を進めるうえでも、よりき
め細やかな施策が求められています。
これらを踏まえ、今回第 2 次プランが平成 29 年度末をもって計画期間が終了することから、
美濃市の現状や社会情勢の変化などを盛り込んだ「第 3 次男女共同参画いきいきプラン美濃」を
策定します。
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プラン策定の背景

（1）世界の動き
昭和 50 年（1975 年） 「国際婦人年」として「世界行動計画」採択
昭和 51 年（1976 年） 「国際婦人の十年」運動開始
昭和 54 年（1979 年） 「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃
条約）」採択
昭和 60 年（1985 年） 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」採択
平成 7 年（1995 年） 「北京宣言及び行動綱領」採択
平成 12 年（2000 年） 「政治宣言」と「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニ
シアティブ」を示す。
平成 23 年（2011 年） ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関「ＵＮ Ｗ
ｏｍｅｎ」発足
平成 27 年（2015 年） 「国連婦人地位委員会（北京＋20）」開催

（2）国の動き
昭和 52 年（1977 年） 「国内行動計画」策定
昭和 60 年（1985 年） 「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（男女雇用機会均等法）」制定
平成 8 年（1996 年） 「男女共同参画 2000 年プラン」策定
平成 11 年（1999 年） 「男女共同参画社会基本法」制定
平成 12 年（2000 年） 「男女共同参画基本計画」策定
平成 13 年（2001 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（ＤＶ防止
法）
」制定
平成 17 年（2005 年） 「男女共同参画基本計画（第 2 次）
」策定
平成 19 年（2007 年） 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」、
「仕事と生活
の調和推進のための行動指針」策定
平成 22 年（2010 年） 「第 3 次男女共同参画基本計画」策定
平成 27 年（2015 年） 「第 4 次男女共同参画基本計画」策定
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）
」
制定
※ジェンダー…社会的・文化的に形成された性別を指す言葉として用いられ、生物学的な性別とは区別して使われる。
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（3）県の動き
昭和 61 年（1986 年）

「岐阜県婦人行動計画」策定

平成 6 年（1994 年）

「女と男のはぁもにぃプラン－ぎふ女性行動計画－」策定

平成 11 年（1999 年）

「ぎふ男女共同参画プラン」策定

平成 15 年（2003 年）

「岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり
条例」制定

平成 16 年（2004 年）

「岐阜県男女共同参画計画」策定

平成 18 年（2006 年）

「岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計
画」策定

平成 21 年（2009 年）

「岐阜県男女共同参画計画（第 2 次）」策定
「岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計
画（第２次）」策定

平成 26 年（2014 年）

「岐阜県男女共同参画計画（第 3 次）」策定
「岐阜県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（第３次）」策定

平成 28 年（2016 年）

「清流の国ぎふ女性の活躍推進計画」策定

（4）市の動き
平成 7 年（1995 年）

「男女共同参画推進本部」設置

平成 8 年（1996 年）

秘書課に「いきいき女性室」設置
「男女共同参画推進協議会」設置

平成 10 年（1998 年）

「男女共同参画いきいきプラン美濃」策定

平成 17 年（2005 年）

「美濃市次世代育成支援対策行動計画」策定

平成 18 年（2006 年）

美濃市男女共同参画に関する市民アンケート調査を実施

平成 20 年（2008 年）

「第 2 次男女共同参画いきいきプラン美濃」策定

平成 28 年（2016 年）

市民、事業者を対象とした美濃市男女共同参画に関する市民ア
ンケート調査を実施

※美濃市次世代育成支援対策行動計画…次世代育成支援対策法に基づき、美濃市の次世代の親となるべき子どもたち、全
ての子育て中の親・地域を対象として、子どもと子育て中の家庭を取り巻く環境の様々な変化に対応し、子どもの健や
かな成長と子育てを地域全体で総合的に支援するため策定した計画。

3

3

プランの位置づけ
本プランは、男女共同参画社会基本法第 14 条第 3 項に基づく「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「男女共同参画基本計画」という。）
」として策定
します。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）第 6 条
第 2 項に基づく「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」として位
置づけます。

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「DV 防止法」という。
）第 2
条の 3 第 3 項に基づく、
「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」として位置づけます。
・美濃市第５次総合計画をはじめとする各種計画との整合を図るものとします。

岐阜県

国

男女共同参画社会基本法

岐阜県男女が平等に人として尊重される
男女共同参画社会づくり条例

第 4 次男女共同参画基本計画

岐阜県男女共同参画計画（第３次）

女性活躍推進法

清流の国ぎふ女性の活躍推進計画

ＤＶ防止法

岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する基本計画（第３次）

整合

美濃市
第５次総合計画
美濃市
まち・ひと・しごと
創生総合戦略

4

第 3 次男女共同参画いきいきプラン美濃
整
合

整合・連携
その他各種行政計画

プランの期間

このプランは平成 30 年（2018 年）度から平成 39 年（2027 年）度までの 10 年間を計画期
間とします。なお、必要に応じて内容の見直しを行います。

4
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男女共同参画を取り巻く美濃市の現状

①人口の推移
美濃市の総人口は、
平成 7 年から平成 27 年の 20 年間で約 5,000 人減少しています。また、
男女別人口をみると、女性の方が多い傾向が続いています。
年齢 3 区分別人口の推移をみると、0～14 歳（年少人口）及び 15～64 歳（生産年齢人口）
は減少しているのに対し、65 歳以上（老年人口）は増加しており、少子高齢化が進んでいるの
がわかります。また、高齢化率（人口に対する高齢人口の割合）は年々上昇し続け、20 年間で
約 10%高くなっています。
●美濃市の人口の推移
（人）

30,000

25,969

24,662

23,390

25,000

22,629

20,760

20,000
15,000

13,293 12,676

12,720 11,942

12,105 11,285

11,764 10,865

10,798 9,962

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

10,000
5,000
0

女性

男性

総人口

資料：国勢調査

●年齢 3 区分別人口
（人）

30,000
25,000

35.0%
31.9%
5,278

20,000
15,000

20.3%
16,440

10,000

5,708

27.6%
5,866 25.1%

23.2%

15,358

30.0%
25.0%

6,240
6,608

20.0%
15.0%

14,603

13,789

11,789

5,000

10.0%
5.0%

4,251

3,588

2,921

2,600

2,350

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

0
0～14歳（年少人口）

15～64歳（生産年齢人口）

65歳以上（老年人口）

0.0%
高齢化率

資料：国勢調査
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②世帯構成の現状
一般世帯数は平成 22 年までは増加をしていましたが、平成 27 年には減少しています。また、
平均世帯人数は年々減少を続け、平成 2２年以降は 3 人以下となっています。
世帯区分の推移をみると、核家族や単身世帯が増加している一方で、三世代世帯は年々減少し
ています。
●一般世帯数と平均世帯人員の推移
（世帯）

8,000

（%）
3.69

4.00
3.41

7,000

3.50

3.12

2.93

2.77

6,000

3.00

5,000

2.50

4,000
7,032

7,504

7,229

7,736

2.00

7,502

3,000

1.50

2,000

1.00

1,000

0.50

0

0.00
平成7年

平成12年

平成17年

一般世帯数

平成22年

一世帯あたりの人員

平成27年
資料：国勢調査

●世帯構成の推移
（世帯）

8,000
7,000

544

6,000
5,000

2096

642

611

1497

1817

4,000
3,000

3,951
3,554

759

709

1227

891

4,019

4,187

3,772

2,000
1,000
0

1,029

1,414

1,731

838

1,715

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

単身世帯

核家族

6

三世代世帯

その他

資料：国勢調査

③女性の就業率
男性の就業率は、25～59 歳まで 90％後半を維持し、定年退職を迎える 60 歳代から急激に
低下しています。これに対し女性は、20 歳代の 80%台から、30 歳代前半には 70%後半まで
低下していますが、30 歳代後半から再度上昇しています。そして、50～54 歳で 87.3%とピ
ークに達し、その後徐々に減少しています。出産、子育てによって仕事を中断した女性が、一段
落した 30 歳代後半から再び仕事に復帰していることが伺えます。
10 年間での女性の就業率を比較してみると、平成 27 年では M 字カーブが緩やかになってき
ています。また、就業率も全体的に上昇しているのがわかります。
●性別の年齢別就業率（美濃市男女比較）
（%） 100.0

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

15～ 20～ 25～ 30～ 35～ 40～ 45～ 50～ 55～ 60～ 65～ 70～ 75～ 80～ 85歳
19歳 24歳 29歳 34歳 39歳 44歳 49歳 54歳 59歳 64歳 69歳 74歳 79歳 84歳 以上

女性 17.3 83.6 83.3 76.8 77.8 84.3 87.0 87.3 77.0 61.0 41.7 20.7 14.9

5.4

2.9

男性 19.7 80.6 97.7 97.2 96.8 98.5 97.2 96.7 95.7 82.3 63.5 41.1 23.6 15.3 3.3
資料：国勢調査（平成27年）

●女性の年齢別就業率（調査年別比較）
（%）100.0

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

15～ 20～ 25～ 30～ 35～ 40～ 45～ 50～ 55～ 60～ 65～ 70～ 75～ 80～ 85歳
19歳 24歳 29歳 34歳 39歳 44歳 49歳 54歳 59歳 64歳 69歳 74歳 79歳 84歳 以上

平成17年 14.4 79.2 79.2 67.3 75.5 84.5 84.6 78.7 71.0 48.0 30.4 20.8 11.5

7.4

2.0

平成22年 14.9 80.3 79.2 75.1 76.3 82.5 86.4 81.0 71.9 55.7 33.2 22.3

9.9

4.9

2.5

平成27年 17.3 83.6 83.3 76.8 77.8 84.3 87.0 87.3 77.0 61.0 41.7 20.7 14.9

5.4

2.9

資料：国勢調査

※M 字カーブ…女性労働者の年齢段階別の労働力をグラフにすると、30 歳代前半をボトムとする M 字形のカーブを描
くことから、日本人女性の就業状況の特徴を表している。
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第 2 章 プランの考え方
１

プランの基本理念

男女共同参画社会を実現するためには、市民や事業者に対する男女共同参画への理解と意識づく
りの浸透及び誰もが個性や能力などを発揮して活躍できる環境づくりが大切です。また、人口減少
が進む中で、様々な分野に性別や年齢など関係なくできる限り多くの市民が参画し、お互いに支え
あっていくことが必要です。
こうした背景から、基本理念を次のとおり定め、この理念をもとに各施策の推進を図ります。

共に歩み

共に支えあい

だれもが活躍できる男女共同参画社会の実現

2

プランの基本目標
基本目標 1 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり
基本目標 2 男女がともに活躍できる環境づくり
基本目標 3 男女がともに担う地域づくり
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３

プランの体系図

共
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【基本目標】

１

男女共同参画社会の実現に

向けた意識づくり

２

男女がともに活躍できる環境
づくり
【美濃市女性活躍推進計画】

３ 男女がともに担う地域づくり
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【基本施策】

【施策の方向】
①人権尊重意識の啓発
②性別による固定的な役割分担意識の改善

（１）一人ひとりの人権の尊重

③DV などの暴力防止の啓発・教育推進
【美濃市 DV 防止基本計画】
①啓発機会の拡充と情報活動の充実

（２）男女共同参画意識の啓発

②学校・家庭における男女平等教育の推進

①ワーク・ライフ・バランスの実現推進
②子育て・介護環境の整備・充実

（１）家庭と仕事の両立

③家事・子育て・介護への男性の参画
④自立した暮らしの支援

①事業所における男女共同参画の推進

（２）男女平等の職場づくり

②男女がともに働きやすい環境の整備

①政策・方針決定の場における男女共同参画の
（１）女性の社会・地域活動
への参加の促進

推進
②地域活動・ボランティア活動・防災などへの

参加促進
（２）地域社会における
男女共同参画の推進

①地域における男女共同参画の推進
②地域で支える子育て・介護の支援
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第3 章

プランの内容

基本目標１：男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり
基本目標 1：男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり
（１）一人ひとりの人権の尊重
①人権尊重意識の啓発
現状と課題

男女共同参画社会の実現の基本は、人権の尊重です。人は皆性別に関わらず、自分らし
く生きる権利を持っています。しかしながら、依然として性別に起因する偏見や差別が存
在しており、それにより生き方の選択や可能性が妨げられています。
男女がお互いの人権を尊重することが、一人ひとりの個性や能力を発揮できる社会の実
現に繋がります。そのためには、年齢や性別、家族の形態、障がいの有無に関わらず、一
人ひとりの人権が尊重され、全ての人が安心して暮らせる社会づくりが必要です。

市の取り組み

内容

担当課
健康福祉課・学校教育課・

人権に対する理解を深めるための教育の推進

人づくり文化課

広報誌・ホームページなど、多様な媒体を活用した啓発活動

総合政策課

職員の意識啓発

秘書課
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②性別による固定的な役割分担意識の改善
現状と課題

市民アンケート調査によると、
「男は仕事、女は家庭」といった性別による役割分担への
賛成が約 45%を占めており、まだ固定的な役割分担意識が根強く残っているのがわかり
ます。このような意識は、男女が活躍できる機会や能力発揮の妨げになっているため、男
女共同参画を推進していくにはこの意識を改善し、引き継がれてきた慣習などを改めるこ
とが必要不可欠です。
そのために、今後も引き続き男女平等意識の啓発を進め、固定的性別役割分担意識の払
拭に努める必要があります。

市の取り組み
内容

担当課

「男だから」
「女だから」といった性別による固定的な性別役
割分担意識の見直しと解消に向けた啓発活動

総合政策課

男性料理教室など、男女共同参画の視点にたった生涯学習事業
の実施

総合政策課・人づくり文化課

職員の意識啓発

秘書課

※固定的性別役割分担意識…男女を問わず個人の能力などによって役割の分担を決めることが適当であるにも関わらず、
「男は仕事、女は家庭」
、
「男性は主要業務、女性は補助的業務」など、男性・女性という性別を理由として役割を固定化
する考え方や意識。
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③DV などの暴力防止の啓発・教育推進【美濃市 DV 防止基本計画】

現状と課題

暴力は個人の尊厳を踏みにじる重大な人権侵害であり、決して許されるものではありま
せん。配偶者やパートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレンス：通称 DV）は、
男女共同参画社会を実現する上で解決しなければならない重要な課題です。DV は外部か
らの発見が困難な家庭内で行われることから、潜在化しやすく被害も深刻化しやすい特性
があります。また、交際相手からの暴力（デート DV）の被害も発生しており、深刻な事
態が明らかになっています。
さらに、DV を受けた被害者だけでなく、DV を目撃した子どもは自分の育った家庭の
人間関係のパターンから、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習して
しまう危険性があります。
このことから、関係機関の連携を強化し、被害者が安心して気軽に相談ができる体制づ
くりを推進します。また、若年層への人権教育や広報、啓発を行っていく必要があります。

市の取り組み

内容

担当課

配偶者などに対する暴力防止のための意識の醸成と啓発

総合政策課・健康福祉課

相談体制の整備と充実（相談による二次的被害を防ぐ）

健康福祉課

被害者の保護体制の強化

健康福祉課

職員の意識啓発

秘書課

医療機関、警察など関係機関との連携強化

健康福祉課

※デート DV…結婚していない恋人などで起こる身体、言葉、態度による暴力。
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（２）男女共同参画意識の啓発
①啓発機会の拡充と情報活動の充実
現状と課題

市では、広報などでの情報発信や講演会の開催などを行い、男女共同参画に対する意識
啓発を行ってきました。しかし、市民アンケート調査結果によると「男女共同参画社会」
という言葉を知っている人は約 6 割で、市民に十分浸透できていないのが現状です。
男女共同参画社会を推進していくためには、市民一人ひとりに意識と理解を浸透させて
いくことが重要となってきます。そのためには、あらゆる機会・媒体を利用し、効果的な
啓発活動を行うことが必要です。
男女共同参画は特別な人が特別なことをするというものではなく、誰もが関係する身近
な問題です。老若男女を問わず、企業・組織などを含め、効果的な啓発を進めます。
また、これまでの計画は女性を対象に進められており女性のための政策であると受け取
られがちでしたが、男女共同参画は男女問わず社会全体にとって重要であることだと理解
してもらい、関心を高めてもらう必要があります。

市の取り組み

内容

担当課

広報紙・ホームページ・広報番組を活用した情報提供・啓発

総合政策課

男女共同参画に関するセミナーや講座の開催

総合政策課

行政内部に対しての情報発信

秘書課・総合政策課

14

②学校・家庭における男女平等教育の推進
現状と課題

市民アンケート調査によると、学校教育の場における「男女の地位が平等である」とす
る回答は、他の分野に比べ高く、5 割の人が平等だと感じています。しかしながら、まだ
男性の方が優遇されていると感じている人が約 2 割おり、引き続き学校における男女平等
の教育を充実していくことが重要です。
また、人格形成の重要な時期である子どもに対しては、子どもの発達段階に応じ、人権
の尊重や男女の相互理解と協力の重要性、家庭生活の大切さなどを学習し、自らの意思に
よって多様な生き方が選択できるような教育を推進していく必要があります。
さらには、子どもと接する保育関係者・教職員が男女平等の意識を持って子ども達を指
導できるよう、充実した研修などを行う必要があります。

市の取り組み
内容

担当課

学校教育・生涯学習・公民館事業での男女共同参画の視点にた
った教育の推進

健康福祉課・学校教育課・
人づくり文化課

男女平等に向けた教材内容の検討

学校教育課

子どもが自らの意思と個性を尊重した進路選択ができるよう
な指導の展開

学校教育課

男女平等や人権教育に関する教育の充実

健康福祉課・学校教育課・
人づくり文化課

保育関係者・教職員の研修の実施

健康福祉課・学校教育課

保護者などを対象とした学習機会の提供

健康福祉課・学校教育課・
人づくり文化課
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2基本目標
男女がともに活躍できる環境づくり
2：男女がともに活躍できる環境づくり【美濃市女性活躍推進計画】
（１）家庭と仕事の両立
①ワーク・ライフ・バランスの実現推進
現状と課題

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）は、働く全ての人々が「仕事」と育児
や介護、趣味や学習、ボランティア活動、地域活動などの「仕事以外の生活」との調和を
図り、充実した生活・生き方を送ることです。
市民アンケート調査によると、男女とも約 55%の人がワーク・ライフ・バランスが上
手く取れていると感じていますが、育児・介護などが忙しい、職場の労働条件が整ってい
ない、家族の理解や協力が得られないなどの理由で働くことができない人がいる一方、仕
事が忙しい、参加に抵抗がある、上司や周囲の理解を得られないなどの理由で家庭生活や
地域活動などが充実できない人もいるなど、仕事と仕事以外の生活との両立に困難をきた
している場合もあります。このため、ワーク・ライフ・バランスの実現を推進していく必
要があり、市民や企業に働きかけを行っていくことが重要です。
また、企業の模範となるよう、美濃市役所においてもワーク・ライフ・バランスを実現
するための取り組みを推進する必要があります。

市の取り組み
内容

担当課

多様な働き方（ワークシェアリング・在宅就労など）の情報提供

総合政策課・産業課

仕事中心意識の見直しへの啓発

総合政策課・産業課

ワーク・ライフ・バランスに関する啓発・情報提供

総合政策課・産業課

ワーク・ライフ・バランスに関する企業の取り組みの情報提供

総合政策課・産業課

美濃市役所内におけるワーク・ライフ・バランスの推進

秘書課・総合政策課

※ワーク・ライフ・バランス…一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭
や地域生活などにおいて、人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できること。
※ワークシェアリング…雇用機会、労働時間、賃金という 3 つの要素の組み合わせを変化させることを通じて、限られ
た雇用量をより多くの労働者で分かち合うこと。
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②子育て・介護環境の整備・充実
現状と課題

核家族化やひとり親家庭の増加などの社会環境の変化により、育児の孤立化や母親の心
身への負担増加が深刻な問題となっています。この問題を解決するには、地域における子
育て支援体制や、未就学児への保育サービスの一層の充実、相談しやすい環境改善を図る
など、社会全体で子どもを産み育てやすい環境整備を図っていく必要があります。
また、介護においては、男女とも介護が原因で仕事を辞めざるを得ない、または、再び
仕事を始めようとしても就職先を見つけるのが困難といった現状があります。特に、家庭
内の介護における女性の負担が増加しており、これを改善するには、介護者への福祉サー
ビスや相談体制の充実、さらには、家庭内での役割分担の見直しなどを行うことが必要で
す。

市の取り組み

内容

担当課

低年齢児保育・一時保育・延長保育・障がい児保育の実施

健康福祉課

病児・病後児保育の対象者拡大の検討

健康福祉課

高齢者・障がい者への福祉サービスの充実

健康福祉課

子育て・介護に関する相談体制の充実

健康福祉課

留守家庭児童教室の実施

健康福祉課

介護保険サービスの情報提供

健康福祉課
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③家事・子育て・介護への男性の参画
現状と課題

家族形態の変化や少子高齢化、女性の社会進出など社会情勢が大きく変化しているため、
これまで以上に男性の家事、育児、介護などへの参画が求められています。そのためには、
女性だけでなく、男性の意識や働き方を改革する必要があります。
しかし、事業所アンケート調査によると、男性従業員の育児・介護休業取得率向上のた
めの取り組みの実施について、特に何もしていない企業が 6 割を占めており、男性が育児・
介護休業を取得しやすい環境の整備が整っていません。そのために市として、市民及び企
業に対し、男性の育児・介護への参加の理解を促していく必要があります。
女性の社会進出が加速する中、男性の家庭生活への参画が進んでおらず、女性の負担が
大きくなっているのが現状です。女性の負担を減らすため、男性の家庭生活への参画が不
可欠です。
市の取り組み

内容

担当課

男性の家庭生活への参画促進のための啓発活動や講座の開催

総合政策課

男性のための家事・育児や介護が体験できる場の提供

総合政策課・健康福祉課

市民に対する男性の育児・介護への参加の理解と促進

総合政策課・健康福祉課

職員への美濃市特定事業主行動計画の周知

秘書課
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④自立した暮らしの支援

現状と課題

社会の変化に伴い、人々のライフスタイルや価値観は大きく変化し、生きがいや存在価
値を求め、人生を有意義に過ごしたいと考える人が増えてきました。そして、多くの人が
心身とも健康であり、自立した生活を求めています。
そのためには、高齢者・障がい者も自立した生活が送れるように、生きがいづくりや健
康づくりを推進し、安心して暮らしていけるように支援をしていく必要があります。
年を重ねても健康で、住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるように、日常
生活に体操などの運動を取り入れたり、健康づくり・生きがいづくりなどの各種サービス
の提供を図ることが重要です。さらに、全ての人が安心して自立した生活を送ることがで
きるための社会システムの構築や生活基盤づくりが必要です。

市の取り組み

内容

担当課

高齢者の特定検診・生活機能評価の実施

健康福祉課

高齢者の就労支援（シルバー人材センターとの連携）

健康福祉課

高齢者の地域への積極的参加支援（シニアクラブ活動の支援） 健康福祉課
高齢者の学習活動への支援（梅山大学活動の支援）

人づくり文化課

介護予防・認知症予防などの各教室の実施

健康福祉課

生涯を通じた健康づくりへの支援

健康福祉課・人づくり文化課

高齢者や障がい者の暮らしやすい住環境の整備への支援

健康福祉課

ひとり親家庭の生活安定と自立支援

健康福祉課

障がい者への自立支援

健康福祉課

高齢者の再チャレンジへの啓発と支援

健康福祉課

市民の健康年齢向上の取り組みの拡充・強化

関係各課
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（２）男女平等の職場づくり
①事業所における男女共同参画の推進
現状と課題

働く場において、男女がともに対等なパートナーとして、その個人の能力を発揮するた
めには、採用・雇用する事業所側に、雇用形態や職業選択などにおける男女平等に関する
意識が浸透していることが大切です。
事業所アンケート調査によると、賃金以外の「募集や採用」、
「人事考課・評価」、
「昇進」、
「配置」、
「研修・訓練など」においては、約 7 割の事業所が男女平等になっていると回答
しています。しかし、市民アンケート調査では、職場の男女の地位が平等と感じている人
は約 2 割にとどまっており、雇用している側とされている側では感じ方に大きな乖離が生
じています。そのため、事業所に対して女性活躍推進法、男女雇用機会均等法、育児・介
護休業法などの周知を図り、男女が平等に働ける職場づくりを目指します。
全ての人がそれぞれの持っている能力を発揮できる職場環境や社会が実現すると、皆が
いきいきと生活することができ、且つ地域経済の活性化にも繋がります。
市の取り組み

内容

担当課

事業主・労働者への女性活躍推進法・男女雇用機会均等法の周
知徹底

総合政策課・産業課

育児休業制度・介護休業制度の周知徹底

総合政策課・産業課

ワーク・ライフ・バランスに関する啓発・情報提供

総合政策課・産業課
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②男女がともに働きやすい環境の整備
現状と課題

働く女性は年々増加している状況であり、男女平等の職場づくり、一人ひとりの意欲と
能力を活かせる職場環境づくりが求められています。
そのためには、子育てをしながら働くことを希望する女性や役職を目指す女性をはじめ
とした、あらゆる女性の能力開発・向上のための機会を提供する必要があります。
また、長時間勤務が当然とされている男性中心の働き方を前提とする労働慣行が依然と
して社会全体に根付いていることから、女性だけでなく男性も多様で柔軟な働き方を選択
できるような環境整備を行い、男女が働きやすい環境を整えることが重要です。
さらに、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントなどの根絶や、出産や育
児があっても仕事を続けたい女性が退職しなくても良い、または退職した女性が復帰でき
るような環境を社会全体で作っていくことが求められています。
市の取り組み

内容

担当課

女性の能力開発・向上のための機会・情報提供

総合政策課・産業課

職員への美濃市特定事業主行動計画の周知

秘書課

セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントなどに対
する理解・認識啓発

総合政策課・産業課

※セクシュアルハラスメント…性的嫌がらせ、いわゆる「セクハラ」のこと。相手の意に反した性的な性質の言動で、身
体への不必要な接触、性的関係の強要、性的な噂を流すなどがある。
※マタニティハラスメント…働く女性が妊娠・出産を理由に職場で受ける精神的・肉体的な嫌がらせ、いわゆる「マタハ
ラ」のこと。解雇・雇用止め、降格・減給、心無い声かけなどがある。
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3 男女がともに担う地域づくり
基本目標 3：男女がともに担う地域づくり
（１）女性の社会・地域活動への参加の促進
①政策・方針決定の場における男女共同参画の推進
現状と課題

市の審議会などにおける女性委員の登用は約 3 割にとどまっている状況であり、政策・
方針を決定する過程において女性の参画が少なく、どちらかといえば男性の視点での政
策・方針決定が進められてきました。また、市民アンケート調査においても、政治の場で
は男性の方が優遇されていると感じている人は約 7 割と高い結果でした。
活気ある社会づくりを進めるには、市のあらゆる分野に男女が対等に参画し、共に意見
を出し合い、政策などに活かすことが重要となってきます。そのためには、審議会などへ
の更なる女性登用の推進を図り、女性委員がいない審議会などを解消し、男女双方の視点
に立った意見を反映させる必要があります。そのために、各団体の関係課に対して政策・
方針決定の場への女性の参画推進を働きかけます。
市の取り組み

内容

担当課

審議会などの女性委員の積極的な登用

関係各課

女性のエンパワーメントの促進

関係各課

男女共同参画のための職員研修の充実

秘書課

女性の人材の発掘・育成

関係各課

公募などによる女性の登用の促進

関係各課

※エンパワーメント…女性が政治・経済・社会・家庭などの社会のあらゆる分野で、自分で意思決定し、行動できる能力
のこと。
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②地域活動・ボランティア活動・防災などへの参加促進
現状と課題

地域活動などの実践活動を行っている女性は多いのですが、組織を代表する役職や組織
の意思を決定する立場には男性が就くという傾向が多く、今後、活動に参画している女性
の豊かな知識や経験、意見をより広く活かす取り組みが必要です。特に、女性の参画割合
の低い防災対策については、女性の視点を取り入れることが重要視されており、今後の大
きな課題の 1 つとなります。

市の取り組み

内容

担当課

ボランティア活動参加者の拡充

社会福祉協議会

ボランティア養成講座の開催

社会福祉協議会

ボランティア団体への支援

関係各課

女性の参加する防災組織の拡充と育成

総務課

女性の視点からの防災対策の推進

総務課

地域活動などの女性役員登用への働きかけ

関係各課
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（２）地域社会における男女共同参画の推進
①地域における男女共同参画の推進
現状と課題

市民アンケート調査では、地域活動へ参加したことがある人が男女とも約 9 割を占めて
います。参加したことがない人は、参加するきっかけがない、地域活動に関心がないなど
といった理由がありました。
参加したことがない人に対しては、地域活動に参画するきっかけづくりと、市民同士の
理解や活動の場の提供が必要です。地域活動・ボランティア活動では、市民一人ひとりが
地域社会の一員としての自覚を持ち、様々な活動に参画することが重要です。
今後、少子高齢化が進むことにより、地域活動への参加者の減少が見込まれます。地域
の活動に男女がともに参画することで、地域の活性化を図ることが重要です。
市の取り組み

内容

担当課

地域団体、各種団体に対して、女性役員登用の働きかけ

関係各課

地域活動で男女がともに参加できるような情報や機会提供

関係各課

地域活動や社会活動への参画に向けた意識の啓発

関係各課

地域世代間交流の促進（縁側コミュニティの拡充など）

関係各課

※縁側コミュニティ…地域の人々が、お互いを日常的に支えあうことができる仕組みの構築や誰もが住み慣れた地域でい
きいきとした生活を送ることなどを目的に、地域の子どもから高齢者までが自由に集い、相互に交流することができる場
所のこと。
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②地域で支える子育て・介護の支援
現状と課題

現在の美濃市では、高齢化の進行、核家族や単身世帯の増加など様々な社会変化が発生
しており、人間関係・地域コミュニティの希薄化が進み地域内での相互扶助機能が低下し
ています。その結果、家庭内の問題を家族の中だけで解決しようとして、子育てや介護で
孤立し悩みを抱える人も少なくありません。高齢者の介護や障がい者の生活介助などの役
割を担うのは多くが女性であり、また介護期間が長期化することもあり、その負担は心身
に重くのしかかっています。このような家族に対しては、地域社会で支えられるように、
地域の人々との交流を促すことが必要です。さらに、子育てに関しては悩みや心配事を気
軽に相談できる環境をつくり、保護者や子ども達が交流できる場の充実や保育サービスの
活用を促進し、不安やストレスを解消することが必要です。
全ての人が住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、地域での交流を大切にし、
子育てや介護など市民が地域全体で支えあうことが大切です。

市の取り組み

内容

担当課

地域の子育て支援の充実

健康福祉課

乳幼児家庭教育学級の充実

人づくり文化課

地域での防犯活動の展開

総務課・学校教育課・人づくり文化課

児童虐待の発生防止と早期発見

健康福祉課・学校教育課

福祉・介護に関するボランティア活動の支援

健康福祉課・社会福祉協議会

ふれあいサロン・いきいきサロン事業の支援

健康福祉課・社会福祉協議会

縁側コミュニティの拡充

健康福祉課

※地域コミュニティ…人々が共同体意識を持って協働生活を営む一定の地域、及び人々の集団のこと。
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第 ４章

１

プランの推進

プランの進行管理と評価の実施

効果的なプランの推進を図るため、実施する施策・事業に対して客観的な評価分析を行
い、必要に応じて事業の見直しを行う必要があります。そのため、本プランで位置づけら
れている取り組みについては、関係する部署に対し１年に１回実施状況の見直しを行い、
進捗状況を確認するとともに、市職員の男女共同参画意識の向上を図ります。
進捗管理は「PDCA サイクル」による「継続的改善」、「PLAN（計画）」「DO（実行）」
「CHECK（評価）」
「ACTION（改善）」のサイクルを行うことにより、事業の継続的な改
善を図ることを年度ごとに繰り返していきます。
〈PDCA イメージ図〉
PLAN
事業・計画の策定

ACTION

DO

事業の見直し・改善

事業・施策の実施

CHECK
事業・計画の評価

2

市民・事業所・関係機関などとの連携
市民や事業所、各種団体と連携し、本プランの浸透を図ります。また、国や県、
他の自治体や関係機関との連携・協力を図り効果的に推進します。
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第 ５章
1

参考資料

ＤＶについて

（１）ＤＶとは
ＤＶとは、配偶者やパートナーから振るわれる暴力を指し、身体的な暴力に限らず、言
葉による暴力、心理的暴力、経済的暴力や性的な暴力なども含まれます。また、ＤＶは、
犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
これまでは、家庭的な問題であるとして、社会的に取り上げられることは少なかったの
ですが、平成１３年に「ＤＶ防止法」が施行され、被害者を社会的に保護すべきであると
位置づけられました。
暴力は繰り返され、エスカレートする傾向があるので、深刻なＤＶ被害を防ぐために、
早期の対応が必要です。
【暴力の態様】
暴力には、直接的な身体へのものだけではなく、下記のようなものがあります。
暴 力 の 態 様
身体的な暴力

内

容

平手打ちやげんこつで殴る。蹴る、突き飛ばす、首を絞める、体の一部
をつかむ、引っ張る、ねじりあげる。凶器（刃物、ベルト、バットなど）
を使う。

心理的・言葉に
よる暴力

相手の悪口を言う。欠点をあげつらう。命令口調で言う。殴るそぶり、
物を投げるそぶり。
「殺してやる」
「つべこべ言うな」
「たたき出すぞ」
「無
能」など脅しや人格をおとしめる言葉など

経済的な暴力

生活費を入れない。職に就いたり、仕事を継続することを妨害する。借
金を負わせるなど

性的な暴力

脅しや暴力的な性行為。避妊に協力しない。ポルノビデオを無理やり見
せる。中絶の強要など

社会的隔離

自由な行動（家族や友人とのつきあい、外出など）を禁止・制限して社
会的に隔離する。

子どもを
巻き込んだ暴力

子どもに暴力を見せる（児童虐待）。「子どもに危害を加える」と言って
脅す。配偶者から子どもを取り上げるなど
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（２）ＤＶが与える影響
①被害者の心身への影響
【身体への影響】
・あざができる程度のものから死に至ることまであります。
・暴力によるケガが原因で、その後何年も身体的不調を患うこともあります。
・妊婦の場合は流産や死産、望まない妊娠や性感染症、度重なる中絶などもあります。
【心的影響】
・重度の不安、うつ、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、解離性障害、摂食障害、
アルコール依存症、自傷行為など

＊症状＊
不眠、悪夢にうなされる、フラッシュバック、無気力感、感情の麻痺、食欲不振及び過食

②子どもへの影響
・子どももＤＶを受けている親と同様に直接的被害者になります。
・暴力を振るわれている親が、子どもを虐待している場合もあります。
・暴力の目撃者となることで、子どもに様々な心身の症状が現れることがあります。
・子どもが、親の恐怖やケガに対する動揺や、混乱している親を助けられないことへの
無力感や罪悪感を抱きます。
・子どもが暴力を振るわれている親を支えたり、親から依存されることがあります。
（親
子関係の逆転）
・暴力を目撃しながら育った子どもは、自分が育った家庭の人間関係のパターンから、
感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習してしまう場合があります。

＊症状＊
感情麻痺（無表情・凍てついた表情）、多動傾向、集中力の欠如、自分の存在への罪悪感、
学校生活への不適応、家出、非行、暴力的になる、自殺、自傷行為など
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（３）ＤＶ被害者支援の流れ

市民（医師など）

ＤＶ被害者

○通報・情報提供の努力義務
保
護
命
令
の
申
立

相談・援助・保護

申立書の作成
警察

配偶者暴力相談支援センター
女性相談センター、各振興局（事務所）
福祉課、岐阜地域福祉事務所

○暴力の防止

○相談又は相談機関の紹介
○カウンセリング
○緊急時における安全の確保
○一時保護（女性相談センター）
○自立支援・保護命令利用・シェ
ルターの利用についての情報提
供・助言・関係機関との連絡調
整・その他の援助

○被害発生防止のため

市福祉事務所
○相談・各種情報提供
○自立支援など母子生
活支援施設への入所、
生活保護の対応

暴力を受けた状況など
のほか、配偶者暴力相
談支援センターや警察
に相談した事実などが
あればその旨を記載。

○被害者の保護
に必要な措置・援助

地方裁判所

保護命令発令の通知

子ども相談センター
○１８歳未満の子ども
の一時保護、児童福
祉施設への入所措置
民間支援団体
○相談・各種情報提供

保護命令
（身体に対する暴力、又は生命・身
体に対する脅迫に限ります）

○被害者への接近禁止命令
（６ヶ月）
○子への接近禁止命令（６ヶ
月）
○親族などへの接近禁止命令
（６ヶ月）
○電話など禁止命令（６ヶ月）
○退去命令（２ヶ月）
発
令

保護命令違反に対する罰則
１年以下の懲役又は１００万円

一時保護
加害者と離れ、しばらく
安全に生活することがで
きます。同伴児童も一緒
に保護されます。

加害者
申立人の配偶者・元配偶者（事実婚を含む）
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（４）相談・関係機関連絡先一覧
○配偶者暴力相談支援センター
ＤＶの防止及び被害者の保護を図るため、相談や相談機関の紹介、被害者及び同伴者の
緊急時における安全の確保及び一時保護、自立して生活することを促進するための情報提
供その他の援助を行います。
名

称

受 付 時

間

電 話 番

号

電話相談
月～金曜日 9:00～21:00
岐阜県女性相談センター

土日祝日 9:00～12:00、13:00～17:00

058-274-7377

面接相談
月～金曜日 9:00～17:00

○警察
ストーカー規制法、ＤＶ防止法を適正に運用し、つきまといやストーカー行為、女性に
対する暴力などについて、行為者への指導警告や取締りを行います。
名

称

岐阜県警察ストーカー
相談１１０番
警察安全相談室

警察署名
関警察署

受 付 時

間

電話相談
月～金曜日 9:00～16:00
（祝祭日を除く）
電話相談 毎日 ２４時間

住

所

〒５０１－３２１７
関市下有知１０６－８

電

話 番

号

【フリーダイヤル】
0120-794-310
058-272-9110
＃9110
電

話 番

号

0575-24-0110

○市福祉事務所
社会福祉法に基づき設置されている社会福祉全般の窓口です。ＤＶ被害に関する相談か
ら住む場所を探したい、生活資金の援助を受けたいなど、これからの新しい生活を始める
にあたっての各種情報提供などを行います。
福祉事務所名
美濃市福祉事務所

担

当 課

健康福祉課
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電

話 番

号

0575-33-1122

○民間支援団体
ＤＶ防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間団体。ＤＶ被害に関する相談、
各種情報提供などを行います。
名

称

ＮＰＯ法人
手をつなぐ女たちの会

受 付 時

間

電

話 番

号

電話相談
木曜日 12:30～16:00

0575-25-1489

（祝祭日・年末年始を除く）

ＮＰＯ法人

電話相談

あゆみだした女性と

月・金曜日 13:00～17:00

子どもの会

（祝祭日・年末年始・お盆を除く）

080-1613-1515

○子ども相談センター
児童福祉法に基づいて設置されている児童相談所。児童（満１８歳に満たない者）及び
その家族に関する問題についての相談、児童及びその保護者の指導などを行います。
名

称

中濃子ども相談センター

受

付 時 間
来所相談

月～金曜日 8:30～17:15
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電

話 番 号

0574-25-3111

2

アンケート調査結果（一般）

（１）調査対象及び調査方法
実

施

日 平成 29 年 2 月 15 日～3 月 15 日

対

象

者 美濃市内に住民票のある 20 歳以上の美濃市民

抽

出

方

法 無作為抽出

調

査

方

法 配布、回収とも郵送方式

調

査

地

域 市内全域

（２）配布数及び回収結果
配

布

回

数 900 通
収 358 通

回

収

率 39.8％

（３）数値の統計的な取り扱いについて
・比率はすべて百分率（％）で表し、小数点第 1 位以下を四捨五入した数値で表示していますの
で、合計が 100％にならない場合があります。
・設問に対する回答者の母数は“n＝○”と掲載し、各比率は n を 100％として算出しています。

1.男女共同参画社会の言葉の認知度
0%

(女性 n=189、男性 n=169)

20%

女性

40%

60%

80%

57.7

男性

38.6

66.3

知らない

男性

20%
5.3

(女性 n=189、男性 n=169)
40%

60%

37.0

11.2

80%

24.3

37.9

賛成

どちらかといえば賛成

1.2

無回答

２.「男は仕事、女は家庭」という考え方

女性

3.7

32.5

知っている

0%

100%

15.9

18.3

どちらかといえば反対
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14.2

反対

わからない

100%
11.6

15.4

無回答

5.8

3.0

3.恋人や配偶者からの DV

(n=358)

0%

20%

身体的暴力 3.1

精神的暴力

40%

60%

6.4

5.6

80%

100%

79.3

7.0

11.2

76.0

11.5

1.7
性的暴力

84.4

12.6

1.4
経済的暴力 2.8 3.4

81.8

12.0

社会的暴力 2.0 4.7

81.0

12.3

何度もあった

1～2度あった

全くない

4.DV に関する相談先（あてはまるもの全て選択）
0%

20%

30%

40%

17.7
15.4
16.5

友人・知人

12.8
1.3
2.5

医療関係者
人権擁護委員

(女性 n=79、男性 n=39)

10%

家族・親戚

警察

無回答

1.3

県・市の相談窓口
民間の相談機関

1.3

その他
26.6

誰にも相談しなかった

35.9
32.9

無回答

35.9
女性
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男性

5.各分野での男女の地位の平等意識
0%

(n=358)

20%

40%

60%

80%

100%

1.4
家庭生活

5.6

25.4

0.6
職場 2.5

学校教育の場

43.6

18.4

40.8

0.8
2.8

政治の場 2.5

12.6

17.3

50.0

14.8

15.6

43.0

5.9

13.1

2.0

7.3

22.1

23.7

5.6

6.7

10.1

5.9

0.8
法律や制度の上

6.1

0.3
社会通念・慣習など 2.5

35.2

27.9

12.3

8.7

51.1

14.5

17.0

6.1

10.6

6.1

10.1

6.1

1.7
地域活動の場

社会全体

5.9

26.8

0.6
4.7

38.5

14.8

10.9

52.0

12.3

10.6

女性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

平等である

どちらかといえば男性の方が優遇されている

男性の方が非常に優遇されている

わからない

5.0

無回答

(女性 n=189、男性 n=169)

6.ワーク・ライフ・バランスはとれているか
0%

女性

男性

20%

11.1

40%

60%

42.9

18.9

そう思う

80%

18.5

36.1

どちらかといえばそう思う

12.7

25.4

どちらかといえばそう思わない
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100%

14.8

16.6

そう思わない

3.0

無回答

(n=271)

7.家庭内の役割分担
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1.1
食事のしたく

1.5

4.8
1.1

17.0

5.2

69.4

1.8
食後の片付け

1.1
3.3 5.2

17.3

5.2

66.1

2.2

0.7
7.4

掃除

22.5

59.4

6.3

1.5
1.5

1.5
洗濯

3.7
0.7

11.8

5.2

75.6
1.1

0.4
14.4

育児・しつけ

18.1

32.5

33.6

0.4

0.7
9.2

看護・介護

11.8

29.5

47.2

1.1
0.4
家計の管理

8.5

7.0

7.7

7.7

61.3

7.4

主に夫

夫が中心だが妻も手伝う

夫婦とも同じくらい

主に妻

その他（他の家族）

該当なし・無回答

妻が中心だが夫も手伝う

8.男性が家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加するために必要なこと（3 つまで選択）
(n=949)
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

男性自身の抵抗感をなくす

15.6

女性の抵抗感をなくす

3.3

コミュニケーションをよくはかる

19.8

当事者の考え方を尊重する

9.3

評価を高める

12.8

上司や周囲の理解を進める

13.0

仕事以外の時間をより多く持てるようにする

13.8

技能の研修を行う

3.6

仲間作りをすすめる
特に必要なことはない
その他
無回答

20.0%

4.1
1.8
1.4
1.6
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25.0%

9.職場環境

(n=197)
0%
採用に性別による不平等がある

20%
18.8

賃金・昇進等に差別による不平等がある

60%

37.1

29.4

研修・訓練等に性別による不平等がある

54.8

育児休暇を取得できない、または取得しにくい

26.9

介護休暇を取得できない、または取得しにくい

28.4

結婚や出産をすると勤め続けにくい雰囲気がある

7.1

6.6
7.1
7.6
6.6
7.6

27.4

26.9

どちらともいえない

26.0

28.4

50.8

いいえ

6.6

36.0

46.2

28.4

24.4

28.9

28.9

14.7

性別による違いはない

29.4

26.9
36.5

17.8

女性は定年まで勤め続けにくい雰囲気がある

7.1

54.1

11.2

100%

29.9

39.6

13.3

セクシュアル・ハラスメントがある

80%

44.2

26.4

職種に性別による不平等がある

はい

40%

7.1

38.1

6.6

無回答

10.女性が仕事を続けることへの問題（2 つまで選択）
(n=619)
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

家族の理解や協力が得られない

20.0%

25.0%

15.4

職場の労働条件が整っていない

21.8

職場の配置・昇進等で女性に対する偏見がある

7.4

保育施設の数や保育内容が十分でない

12.6

高齢者や病人の看護

18.1

男は仕事、女は家庭という社会通念

8.6

女性の職業意識や職業能力の問題

6.5

特に問題ない
その他

3.9
1.0

無回答

4.7

(女性 n=189、男性 n=169)

11.地域活動への参画状況
0%
女性

男性

20%

40%

60%

86.8

100%
10.6

91.1
ある

80%

ない
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7.7
無回答

2.6

1.2

12.参加しなかった理由（あてはまるもの全て選択）
0.0%

(女性 n=33、男性 n=19)

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

21.2

仕事が忙しい

36.8

6.1

家事・育児・介護等が忙しい
家族の協力や理解が得られない
健康や体力の問題

9.1

人間関係がわずらわしい

9.1

地域活動に関心がない

3.0

21.1

参加するきっかけがない

21.2

10.5
6.1

参加したい活動がない
その他

15.8

3.0

5.3

無回答

21.2

10.5
女性

男性

13.男女共同参画社会を推進していくために市に求めるもの （3 つまで選択）
0.0%

5.0%

10.0%

意識啓発の推進
7.3

男女共同参画の学習の推進

11.4

相談の場の充実

2.9

各種団体の女性リーダーの養成

4.9

女性の政策決定の場への積極的な登用

8.2

企業への男女の均等な取り扱いについての周知

9.4

就業支援の充実

9.2

心とからだの健康管理の支援

4.2

子育て支援の推進及び保育サービスの充実

11.4

高齢者や障がい者などの生活安定と自立支援

14.5

わからない

無回答

15.0%

9.4

広報誌等によるPR

その他

(n=842)

3.1
1.1
3.2
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3

アンケート調査結果（事業所）

（１）調査対象及び調査方法
実

施

日 平成 29 年 2 月 15 日～3 月 15 日

対

象

者 美濃市内にある従業員数 10 人以上の事業所

抽

出

方

法 無作為抽出

調

査

方

法 配布、回収とも郵送方式

調

査

地

域 市内全域

（２）配布数及び回収結果
配

布

数 100 通

回
回

収 63 通
収

率 63.0％

（３）数値の統計的な取り扱いについて
・比率はすべて百分率（％）で表し、小数点第 1 位以下を四捨五入した数値で表示していますの
で、合計が 100％にならない場合があります。
・設問に対する回答者の母数は“n＝○”と掲載し、各比率は n を 100％として算出しています。

1.事業所の職場環境

(n=63)

0%
募集や採用

20%

60%

19.0

賃金

人事考課・評価

40%
69.8

33.3

14.3

研修・訓練等

14.3

7.9

3.2 6.3

65.1

3.2 6.3

68.3

14.3

73.0

どちらかといえば男性

男女平等
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3.2

3.2 4.8

76.2

25.4

配置

100%

58.7

14.3

昇進

80%

どちらかといえば女性

6.3

無回答

3.2

6.3

2.女性管理職が少ない理由（あてはまるもの全て選択）
0.0%

5.0%

(n=92)

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

判断力等を有する女子がいない

27.2

在職年数を満たす職員がいない

21.7

家庭の事情により困難

14.1

体力を要する業務であり困難

7.6

女性が管理職を希望しない

9.8

顧客が女性管理職を嫌う
他の従業員が女性管理職を希望しない
その他

13.0

無回答

6.5

3.女性管理職の今後の登用方針
0.0%

10.0%

増やす予定

(n=63)
20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

22.2

現状のまま

50.8

減らす予定
その他
無回答

20.6
6.3

4.女性の活用に関する取り組み（あてはまるもの全て選択）
0.0%

(n=131)

5.0%

10.0%

15.0%

女性の積極的な採用・配置

20.0%

25.0%
22.1

研修・教育訓練等を性別に関係なく実施

25.2

男性従業員への女性の積極的な活用の意識啓発実施

3.8

男女の固定的な役割分担の見直し等職場環境・風土改善

9.2

性別による評価格差がないよう人事評価基準等を明確に規定

11.5

女性管理職を積極的に登用

6.1

女性活用の推進体制の整備や計画の策定

6.1

その他

1.5

特に無し

11.5

無回答

3.1
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30.0%

5.女性の再雇用実績

(n=63)
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

正社員・非正社員どちらも

20.0%

25.0%

30.0%

12.7

正社員のみ

19.0

非正社員のみ

25.4

実績なし

23.8

その他

11.1

無回答

7.9

(n=63)

6.セクシュアルハラスメントの有無
0.0%
問題になり対応した

うわさを聞いたことがある

30.0%

60.0%

90.0%

7.9

6.3

問題になったことも、うわさを聞いたこともない

無回答

81.0

4.8

7.セクシュアルハラスメントに関する取り組み（あてはまるもの全て選択）
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

(n=98)
25.0%

就業規則等への記載

25.5

相談窓口や担当者の設置

16.3

研修などの実施

9.2

啓発資料を周知し啓発を図る
マニュアルの作成

7.1
3.1

実態把握のための調査の実施

9.2

特に取り組んでいない
その他
無回答

30.0%

22.4
3.1
4.1
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8.ワーク・ライフ・バランスに関する取り組み（あてはまるもの全て選択）
0.0%

5.0%

在宅勤務制度の導入

(n=152)

10.0%

15.0%

20.0%

1.3

フレックスタイムの導入

5.3

妊娠・育児中の勤務時間の短縮

16.4

妊娠・育児・介護中の時間外労働の免除

14.5

妊娠・育児・介護中の深夜業務制限

11.2

出産・育児・介護などに対する経費の援助

3.3

事業所内に託児施設の設置

0.7

子ども・家族のための看護休暇制度の導入

6.6

ワーク・ライフ・バランスの相談窓口設置

2.6

育児・介護休業者への職場復帰プログラム実施

7.9

制度を利用しやすい雰囲気づくり

12.5

その他

0.7

特になし

15.1

無回答

2.0

9.育児・介護休業制度の規則

(n=63)
0.0%

10.0%

20.0%

明文化している

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%
69.8

明文化はしていないが慣行としてある

7.9

明文化も慣行もない

17.5

その他

無回答

30.0%

4.8
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10.男性従業員の育児・介護取得率向上のための取り組み（あてはまるもの全て選択）
0.0%

10.0%

相談体制を整備
会社・上司等から取得を促している

取得率の目標を設置
その他

40.0%

50.0%

60.0%

2.9
7.4
1.5
2.9
1.5

特に無し
無回答

30.0%

10.3

代替要員の確保など人員配置の配慮
休業中の経済的補償

20.0%

(n=68)

60.3
13.2
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70.0%

4

男女共同参画社会基本法
平成１１年６月２３日法律第７８号

目次
前文
第 1 章 総則（第 1 条―第 12 条）
第 2 章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施
策（第 13 条―第 20 条）
第 3 章 男女共同参画会議（第 21 条―第 28 条）
附則

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。

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２
１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。

（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。

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。

（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。

（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。

（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。

（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

（法制上の措置等）
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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。

（施策の策定等に当たっての配慮）
第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形
成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施す
るに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなけれ
ばならない。

（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。

（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。

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。

（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。

（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。

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
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女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要が
あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対
し、意見を述べること。
（組織）
第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織す
る。
（議長）
第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
（議員）
第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
（１） 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理
大臣が指定する者
（２） 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有す
る者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の
１０分の５未満であってはならない。
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（略）
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5

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
平成２７年９月４日法律第６４号

目次
第１章 総則（第１条―第４条）
第２章 基本方針等（第５条・第６条）
第３章 事業主行動計画等
第１節 事業主行動計画策定指針（第７条）
第２節 一般事業主行動計画（第８条―第１４条）
第３節 特定事業主行動計画（第１５条）
第４節 女性の職業選択に資する情報の公表（第１６条・第
１７条）
第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援
措置（第１８条―第２５条）
第５章 雑則（第２６条―第２８条）
第６章 罰則（第２９条―第３４条）
附則

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性
の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊
重されるべきものであることに留意されなければならない。
（国及び地方公共団体の責務）
第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業
生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第
５条第１項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の
職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定
し、及びこれを実施しなければならない。
（事業主の責務）
第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇
用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会
の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活
との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生
活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努
めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業
生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければな
らない。

第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。

第２章 基本方針等
（基本方針）
第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施す
るため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本
方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。
２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
（１）女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的
な方向
（２）事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の
推進に関する取組に関する基本的な事項
（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に
関する次に掲げる事項
イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援
措置に関する事項
ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環
境の整備に関する事項
ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関す
る施策に関する重要事項
（４）前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活における
活躍を推進するために必要な事項
３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を
求めなければならない。
４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった
ときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。

（基本原則）
第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活に
おける活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意
思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対す
る採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その
他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用
を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した
職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して
及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮でき
るようにすることを旨として、行われなければならない。
２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む
女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に
関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他
の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏ま
え、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協
力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活にお
ける活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし
つつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整
備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続
的な両立が可能となることを旨として、行われなければなら
ない。

（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
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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。

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。

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。

（基準に適合する一般事業主の認定）
第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定によ
る届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省
令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業
生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の
実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令
で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことがで
きる。

第２節 一般事業主行動計画
（一般事業主行動計画の策定等）
第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業
主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が３００人
を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般
事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活
における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以
下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生
労働大臣に届け出なければならない。これを変更したとき
も、同様とする。
２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定め
るものとする。
（１）計画期間
（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の
実施により達成しようとする目標
（３）実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組の内容及びその実施時期
３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を
定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定める
ところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、
男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地
位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその
事業における女性の職業生活における活躍に関する状況
を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために
改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案し
て、これを定めなければならない。この場合において、前項
第２号の目標については、採用する労働者に占める女性労
働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

（認定一般事業主の表示等）
第１０条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第２０
条第１項において「認定一般事業主」という。）は、商品、役
務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引
に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定める
もの（次項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定
める表示を付することができる。
２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項
の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
（認定の取消し）
第１１条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、第９条の認定を取り消すことが
できる。
（１）第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
（２）この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
（３）不正の手段により第９条の認定を受けたとき。
（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
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２

３

４

５

６

７

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。
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。
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。
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。
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３
７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。
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。
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。

（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
（３）実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組の内容及びその実施時期
３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し
ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した
職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差
異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女
性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の
職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職
業生活における活躍を推進するために改善すべき事情につ
いて分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなけれ
ばならない。この場合において、前項第２号の目標について
は、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続
勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位に
ある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて
定量的に定めなければならない。
４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し
たときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を
講じなければならない。
５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し
たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
６ 特定事業主は、毎年少なくとも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

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。
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なければならない。

第２３条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生
活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及
び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」
という。）は、第１８条第１項の規定により国が講ずる措置及
び同条第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置に
係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に
有用な情報を活用することにより、当該区域において女性
の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的か
つ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成さ
れる協議会（以下「協議会」という。）を組織することができ
る。
２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区
域内において第１８条第３項の規定による事務の委託がさ
れている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成
員として加えるものとする。
３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるとき
は、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができ
る。
（１）一般事業主の団体又はその連合団体
（２）学識経験者
（３）その他当該関係機関が必要と認める者
４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項にお
いて「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることにより、
女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有
し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実
情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する
取組について協議を行うものとする。
５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣
府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならな
い。

（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。
第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援
措置
（職業指導等の措置等）
第１８条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するた
め、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の
必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進す
るため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営
もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に
応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他
の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部
を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣
府令で定める基準に適合する者に委託することができる。
４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該
事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関
して知り得た秘密を漏らしてはならない。
（財政上の措置等）
第１９条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関す
る地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の
措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
（国等からの受注機会の増大）
第２０条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資す
るため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の
特別の法律によって設立された法人であって政令で定める
ものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な
使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業
生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般
事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受
注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとす
る。
２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等
の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するよう
に努めるものとする。

（秘密保持義務）
第２４条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に
従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関し
て知り得た秘密を漏らしてはならない。
（協議会の定める事項）
第２５条前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営
に関し必要な事項は、協議会が定める。
第５章 雑則
（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第２６条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があ
ると認めるときは、第８条第１項に規定する一般事業主に対
して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすること
ができる。

（啓発活動）
第２１条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における
活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、そ
の協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

（権限の委任）
第２７条第８条から第１２条まで及び前条に規定する厚生労
働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その
一部を都道府県労働局長に委任することができる。

（情報の収集、整理及び提供）
第２２条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関
する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活に
おける活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整
理及び提供を行うものとする。

（政令への委任）
第２８条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため
必要な事項は、政令で定める。
第６章 罰則
第２９条 第１２条第５項において準用する職業安定法第４１

（協議会）
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条第２項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働
者の募集に従事した者は、１年以下の懲役又は１００万円
以下の罰金に処する。
第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の
懲役又は５０万円以下の罰金に処する。
（１）第１８条第４項の規定に違反した者
（２）第２４条の規定に違反した者
第３１条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の
懲役又は３０万円以下の罰金に処する。
（１）第１２条第４項の規定による届出をしないで、労働者の
募集に従事した者
（２）第１２条第５項において準用する職業安定法第３７条
第２項の規定による指示に従わなかった者
（３）第１２条第５項において準用する職業安定法第３９条
又は第４０条の規定に違反した者
第３２条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下
の罰金に処する。
（１）第１０条第２項の規定に違反した者
（２）第１２条第５項において準用する職業安定法第５０条
第１項の規定による報告をせず、又は虚偽 の報告をし
た者
（３）第１２条第５項において準用する職業安定法第５０条
第２項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若
しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚
偽の陳述をした者
第３３条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用
人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第２
９条、第３１条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を
罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑
を科する。
第３４条 第２６条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
をした者は、２０万円以下の過料に処する。
附 則（略）

50

6

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
平成１３年４月１３日法律第３１号

目次
前文
第１章 総則（第１条・第２条）
第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の２・
第２条の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）
附則

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。

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。

（都道府県基本計画等）
第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県
における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた
めの施策の実施に関する基本的な計画（以下この条におい
て「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。
２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるも
のとする。
（１）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
基本的な方針
（２）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための
施策の実施内容に関する事項
（３）その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の
ための施策の実施に関する重要事項
３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、
かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策
の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町
村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。
４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村
基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公
表しなければならない。
５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本
計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その
他の援助を行うよう努めなければならない。

第１章 総則
（定義）
第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者
からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であっ
て生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又
はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この
項及び第２８条の２において「身体に対する暴力等」と総称
する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた
後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場
合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける
身体に対する暴力等を含むものとする。
２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受け
た者をいう。
３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」に
は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事
情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを
含むものとする。

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。

（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。
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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。

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１３６百号）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。

（婦人相談員による相談等）
第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を
行うことができる。
（婦人保護施設における保護）
第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を
行うことができる。
第３章 被害者の保護
（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者か
らの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）
を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談
支援センター又は警察官に通報するよう努めなければなら
ない。
２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配
偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認め
られる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援
センター又は警察官に通報することができる。この場合にお
いて、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。
３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定その
他の守秘義務に関する法律の規定は、前２項の規定により
通報することを妨げるものと解釈してはならない。
４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配
偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認め

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）
第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉
事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係
機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保
護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努
めるものとする。
（苦情の適切かつ迅速な処理）
第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の
職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたとき
は、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。
第４章 保護命令
（保護命令）
第１０条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命
等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える
旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を
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受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者から
の身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶
者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対
する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻
が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者か
ら引き続き受ける身体に対する暴力。第１２条第１項第２号
において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫
を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に
対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後
に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合
にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身
体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又
は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判
所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が
加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの
身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後
に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合
にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第３
号及び第４号並びに第１８条第１項において同じ。）に対し、
次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第２号
に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び
当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。
（１）命令の効力が生じた日から起算して６月間、被害者の
住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除
く。以下この号において同じ。）その他の場所において被
害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先そ
の他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら
ないこと。
（２）命令の効力が生じた日から起算して２月間、被害者と
共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当
該住居の付近をはいかいしてはならないこと。
２ 前項本文に規定する場合において、同項第１号の規定に
よる命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の
申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを
防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日
以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算し
て６月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に
掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとす
る。
（１）面会を要求すること。
（２）その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、
又はその知り得る状態に置くこと。
（３）著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
（４）電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合
を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて
送信し、若しくは電子メールを送信すること。
（５）緊急やむを得ない場合を除き、午後１０時から午前６
時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送
信し、又は電子メールを送信すること。
（６）汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を
催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置く
こと。
（７）その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態
に置くこと。
（８）その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り
得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図
画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置く
こと。

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者がその成年
に達しない子（以下この項及び次項並びに第１２条第１項第
３号において単に「子」という。）と同居しているときであって、
配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行って
いることその他の事情があることから被害者がその同居して
いる子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを
防止するため必要があると認めるときは、第１項第１号の規
定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者
の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられること
を防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた
日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算
して６月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶
者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項にお
いて同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の
身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その
他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない
ことを命ずるものとする。ただし、当該子が１５歳以上である
ときは、その同意がある場合に限る。
４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の
親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有す
る者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者
を除く。以下この項及び次項並 びに第１２条第１項第４号
において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野
又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることか
ら被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余
儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、
第１項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した
裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危
害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命
令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力
が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、当該
親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住
居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所におい
て当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住
居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいか
いしてはならないことを命ずるものとする。
５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の１５歳未満の子を
除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が１５
歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その
法定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。
（管轄裁判所）
第１１条 前条第１項の規定による命令の申立てに係る事件
は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が
知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管
轄に属する。
２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲
げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
（１）申立人の住所又は居所の所在地
（２）当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又
は生命等に対する脅迫が行われた地
（保護命令の申立て）
第１２条 第１０条第１項から第４項までの規定による命令（以
下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を記載
した書面でしなければならない。
（１）配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する
脅迫を受けた状況
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（２）配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者か
らの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける
身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を
受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時におけ
る事情
（３）第１０条第３項の規定による命令の申立てをする場合
にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶
者と面会することを余儀なくされることを防止するため当
該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時
における事情
（４）第１０条第４項の規定による命令の申立てをする場合
にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会
することを余儀なくされることを防止するため当該命令を
発する必要があると認めるに足りる申立ての時における
事情
（５）配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に
対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若
しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるとき
は、次に掲げる事項
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職
員の所属官署の名称
ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場
所
ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内
容

（保護命令の申立てについての決定等）
第１５条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付
さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をす
る場合には、理由の要旨を示せば足りる。
２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が
出頭した口頭弁論若くは審尋の期日における言渡しによっ
て、その効力を生ずる。
３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその
旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視
総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。
４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相
談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保
護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第
１２条第１項第５号イからニまでに掲げる事項の記載がある
ときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨
及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者
暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された
配偶者暴力相談支援センターが２以上ある場合にあって
は、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保
護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）
の長に通知するものとする。
５ 保護命令は、執行力を有しない。
（即時抗告）
第１６条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即
時抗告をすることができる。
２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさな
い。
３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原
因となることが明らかな事情があることにつき疎明があったと
きに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告について
の裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止
を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間
は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。
４ 前項の規定により第１０条第１項第１号の規定による命令
の効力の停止を命ずる場合において、同条第２項から第４
項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所
は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。
５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てること
ができない。
６ 抗告裁判所が第１０条第１項第１号の規定による命令を取
り消す場合において、同条第２項から第４項までの規定によ
る命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令
をも取り消さなければならない。
７ 前条第４項の規定による通知がされている保護命令につい
て、第３項若しくは第４項の規定によりその効力の停止を命
じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所
書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をし
た配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとす
る。
８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並びに抗
告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第５号イからニ
までに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、同
項第１号から第４号までに掲げる事項についての申立人の
供述を記載した書面で公証人法（明治４１年法律第５３号）
第５８条の２第１項の認証を受けたものを添付しなければな
らない。
（迅速な裁判）
第１３条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件について
は、速やかに裁判をするものとする。
（保護命令事件の審理の方法）
第１４条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこと
ができる審尋の期日を経なければ、これを発することができ
ない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立て
の目的を達することができない事情があるときは、この限りで
ない。
２ 申立書に第１２条第１項第５号イからニまでに掲げる事項の
記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支
援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し
又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して
執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものと
する。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センタ
ー又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものと
する。
３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴
力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から
相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に
対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して
更に説明を求めることができる。

（保護命令の取消し）
第１７条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立
てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取
り消さなければならない。第１０条第１項第１号又は第２項
から第４項までの規定による命令にあっては同号の規定に
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よる命令が効力を生じた日から起算して３月を経過した後
において、同条第１項第２号の規定による命令にあっては
当該命令が効力を生じた日から起算して２週間を経過した
後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁
判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを
確認したときも、同様とする。
２ 前条第６項の規定は、第１０条第１項第１号の規定による
命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消
す場合について準用する。
３ 第１５条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の場合に
ついて準用する。

（最高裁判所規則）
第２２条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手
続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第５章 雑則
（職務関係者による配慮等）
第２３条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁
判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」と
いう。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、
その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の
有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の
確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人
権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるため
に必要な研修及び啓発を行うものとする。

（第１０条第１項第２号の規定による命令の再度の申立て）
第１８条 第１０条第１項第２号の規定による命令が発せられ
た後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に
対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由
とする同号の規定による命令の再度の申立てがあったとき
は、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居か
ら転居しようとする被害者がその責めに帰することのできな
い事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起
算して２月を経過する日までに当該住居からの転居を完了
することができないことその他の同号の規定による命令を再
度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当
該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発すること
により当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認め
るときは、当該命令を発しないことができる。
２ 前項の申立てをする場合における第１２条の規定の適用に
ついては、同条第１項各号列記以外の部分中「次に掲げる
事項」とあるのは「第１号、第２号及び第５号に掲げる事項
並びに第１８条第１項本文の事情」と、同項第５号中「前各
号に掲げる事項」とあるのは「第１号及び第２号に掲げる事
項並びに第１８条第１項本文の事情」と、同条第２項中「同
項第１号から第４号までに掲げる事項」とあるのは「同項第１
号及び第２号に掲げる事項並びに第１８条第１項本文の事
情」とする。

（教育及び啓発）
第２４条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止
に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努め
るものとする。
（調査研究の推進等）
第２５条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための
指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方
法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る
人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。
（民間の団体に対する援助）
第２６条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対
し、必要な援助を行うよう努めるものとする。
（都道府県及び市の支弁）
第２７条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなけ
ればならない。
（１）第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う
婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を
除く。）
（２）第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談所が行う
一時保護（同条第４項に規定する厚生労働大臣が定め
る基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要す
る費用
（３）第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人
相談員が行う業務に要する費用
（４）第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、
社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場
合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用
２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談
員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。

（事件の記録の閲覧等）
第１９条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判
所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正
本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明
書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあって
は、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼
び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保
護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。
（法務事務官による宣誓認証）
第２０条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区
域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行う
ことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは
地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第１２
条第２項（第１８条第２項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。）の認証を行わせることができる。

（国の負担及び補助）
第２８条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条
第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第１号及び第
２号に掲げるものについては、その１０分の５を負担するもの
とする。
２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の１
０分の５以内を補助することができる。

（民事訴訟法の準用）
第２１条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命
令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事
訴訟法（平成８年法律第１０９号）の規定を準用する。
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（１）都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のう
ち、同項第３号及び第４号に掲げるもの
（２）市が前条第２項の規定により支弁した費用
第５章の２ 補則
（この法律の準用）
第２８条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの規定は、
生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に
類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係に
ある相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対
する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対す
る暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合
にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体
に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者につい
て準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者か
らの暴力」とあるのは「第２８条の２に規定する関係にある相
手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
に掲げる字句に読み替えるものとする。
第２条
被害者
被害者（第２８条
の２に規定する関
係にある相手から
の暴力を受けた
者をいう。以下同
じ。）
第６条第１項
配偶者又は配偶 同 条 に 規 定 す る
者であった者
関係にある相手
又は同条に規定
する関係にある相
手であった者
第１０条第１項か 配偶者
第２８条の ２ に 規
ら第４項まで、第
定する関係にある
１１条第２項第２
相手
号、第１２条第１
項第１号から第４
号まで及び第１８
条第１項
第１０条第１項
離婚をし、又はそ 第２８条の ２ に 規
の婚姻が取り消さ 定する関係を解
れた場合
消した場合
第６章 罰則
第２９条 保護命令（前条において読み替えて準用する第１０
条第１項から第４項までの規定によるものを含む。次条にお
いて同じ。）に違反した者は、１年以下の懲役又は１００万円
以下の罰金に処する。
第３０条 第１２条第１項（第１８条第２項の規定により読み替
えて適用する場合を含む。）又は第２８条の２において読み
替えて準用する第１２条第１項（第２８条の２において準用
する第１８条第２項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記
載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、１０万
円以下の過料に処する。
附 則（略）
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