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　私たち甲府市民は、長い歴史と美しい自然に恵まれたふるさと
甲府市を誇りにしています。人間らしく生きることを最高の価値と
して考え、多様性を重んじる持続可能な社会を目指し、平和で幸
福な生活が営める人間関係を、ここ甲府で築きます。
　私たち甲府市民は、男女が平等で、それぞれの尊厳を重んじ、
一人ひとりがいきいきと活躍できる社会の実現を目指し、ここに
「男女共同参画都市」を高らかに宣言します。

平成25年6月

１．　物事を決めるすべての場面で「男女がともにいる風景」を
つくります。

１．　一人ひとりを大切にし、互いの人権を認め守りあう社会をつ
くります。

１．　男女の特性に基づく差別をなくし、社会的因習や慣習を正
します。

１．　男女がともに支え合い、生涯をとおした健康づくりをします。

１．　互いの人格を尊重した温かい地域や家庭をつくります。

１．　「ひとりの人間」として働く意欲や能力が公平に活かされる
社会をつくります。

甲府市男女共同参画都市宣言

ま　  ち

ま　  ち



　近年、急速な少子高齢化の進行や人口減少問題の深刻化、雇用形態の多様化と
貧困・格差の拡大など、私たちを取り巻く社会情勢が大きく変化し、市民の価値観
も複雑・多様化する中、男女がそれぞれのライフステージに応じて、仕事と家庭を
両立できる男女共同参画社会の実現が求められています。
　本市におきましては、平成19年に「第2次こうふ男女共同参画プラン」を策定し、
様々な施策に取り組んでおり、平成25年6月には男女共同参画を推進する機運を
醸成するため「甲府市男女共同参画都市宣言」を行いました。
　そして、この度、「第2次こうふ男女共同参画プラン」の計画期間が平成28年度
で終了することから、今後5年間の本市の男女共同参画の方向性を示す「第3次こ
うふ男女共同参画プラン」を策定しました。
　本プランは、「男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、その個性
と能力を十分に発揮することができる」社会の実現を目指すとともに、「女性の職
業生活における活躍の推進に関する法」に定める推進計画を包含しており、また女
性の人権を脅かす「配偶者等に対する暴力の防止」にも重点を置いた計画となって
おります。
　男女が個性と能力を発揮できる豊かで活力ある社会を創っていくためには、一人
ひとりの意識改革が大変重要でありますことから、市民並びに事業者の皆様の一
層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
　結びに、本プランの策定にあたり、貴重なご提言をいただきました甲府市男女共
同参画審議会委員の皆様をはじめ、市民意識調査などにご協力を賜りました市民
の皆様、そして関係各位に、心から厚くお礼を申し上げます。

　平成29年３月

甲府市長　　樋 口　雄 一
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　本市は、平成15年に「甲府市男女共同参画推進条例」を制定し、その基本理念に基づき、
「第２次こうふ男女共同参画プラン」（以下「第２次プラン」という。）を策定して男女共
同参画社会の実現に向けた取り組みを推進してきました。しかし、最近の社会経済情勢にお
いては「配偶者等からの暴力」〔ドメスティック・バイオレンス（以下「DV」という。）〕
やマタニティ・ハラスメントなど男女平等を妨げる事件が後を絶たず、また、ブラック企業
等による長時間労働により、尊厳ある人間としての生活が脅かされ、そのストレスが弱い女
性等に向けられるなど、男女共同参画社会の実現は難しく、厳しい状況にあります。
　このような問題や状況を踏まえ、国においては、平成26年１月に「配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「DV防止法」という。）が改正施行され、
交際相手からの暴力及び被害者の保護について法の適用範囲を拡大するなどの措置が取られ
ました。また、平成27年９月に「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。）が施行され、平成27年12月に策定された「第４次男女共同
参画基本計画」の中で女性の活躍推進を国の政策として明示したことで、全国的に女性の活
躍推進の機運が一層高まってきています。
　本市が平成27年度に実施した「甲府市男女共同参画に関する市民意識調査」（以下「市民
意識調査」という。）の結果では「男女共同参画社会」に関する用語の周知度は上がったも
のの、意味がわかりにくいと考える市民が多くいることがわかりました。また、「男女が家
庭で平等になっている」と感じる割合も上昇はしたものの33%で、「第２次プラン」の目標
値の50%にはほど遠く依然低い数値でした。このような結果から、男女共同参画の推進はい
まだ不十分な状況であることがわかります。
　「市民意識調査」からは、女性の活躍の見地から働く女性に対する男性の理解、育児や家
事の共有化などの一層の意識改革が必要であることも伺えました。男女の多様性を認め合
い、共に安心して生活できる社会、エンドオブライフを形成していくことが求められている
のです。かかる社会の形成には「第２次プラン」で実施してきたことの継続が大切であり、
平成25年度に実施した「甲府市男女共同参画都市宣言」の趣旨を生かす取り組みが必要で
す。
　ここに、国の「第４次男女共同参画基本計画」及び「山梨県男女共同参画基本計画」を勘
案して、本市の男女共同参画施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、「第３次こうふ
男女共同参画プラン」（以下「第３次プラン」という。）を策定し、もって今後の施策の方
向性と内容を明らかにします。

１　計画の必要性と目的
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基 本 理 念

　「甲府市男女共同参画推進条例」に掲げる基本理念のもとに、豊かで活力ある社
会を築いていくため、市民一人ひとりがお互いにその人権を尊重しつつ責任も分か
ち合い、性別にかかわりなく社会のあらゆる分野において、その個性と能力を発揮
することができる社会の実現を目指します。

Ⅰ　男女の人権の尊重
　男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的取扱い
を受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、その
他の男女の人権が尊重されること。

Ⅱ　社会における制度又は慣行についての配慮
　社会における制度又は慣行が、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
ように配慮されること。

Ⅲ　政策等の立案及び決定への共同参画
　男女が、社会の対等な構成員として、市における施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。

Ⅳ　家庭生活における活動と他の活動の両立
　家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介
護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果た
し、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすること。

Ⅴ　生涯にわたる健康と安全の確保
　男女が、それぞれの性について理解を深めることで、性と生殖に関し、互いの
意思が尊重され、生涯にわたる健康と安全が確保されること。

Ⅵ　国際的協調 
　男女共同参画の推進に向けた取組が、国際的協調のもとに行われること。

■ 男女共同参画社会の認知度について
 （回答者総数=576人）

出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P13）より作成
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　本計画は、「甲府市男女共同参画推進条例」第８条に基づく計画及び「第六次甲府市総合
計画」の部門実施計画として位置づけます。
　また、本計画の基本目標Ⅳ「男女がともに働き続ける職場づくり」及び基本目標Ⅴ「男女
が支え合う家庭づくり」は、「女性活躍推進法」に基づく推進計画とします。
　基本目標Ⅱ「女性や子どもに対する暴力の根絶と被害者への支援」における重点目標「配
偶者等からの暴力の防止と被害者への支援」は、「甲府市配偶者等からの暴力の防止及び被
害者支援基本計画」（以下「甲府市DV防止基本計画」という。）とします。

　本計画は、平成29年度（2017年度）から平成33年度（2021年度）までの５年間を計画
期間とします。

　男女共同参画社会は「女性にとって暮らしやすい社会」がすなわち「男性にとっても暮ら
しやすい社会」になることでありこの実現を目指すものです。「女性にとって働きやすい職
場」がすなわち「男性にとっても働きやすい職場」になるように、職場環境の改善を行なう
ことを目指します。いまや女性が直面するさまざまな社会問題は男性にとっても重要な社会
問題であり、その解決は社会全体の持続的な発展にとっても重要なものです。男女共同参画
は解決方策を、女性にとって良い解決となるばかりでなく、男性にとっても良い解決になる
ように考えるのです。同様に、特定の女性だけが活躍するのではなく、広くいずれの女性も
男女平等のもとに登用され活躍できる機会と評価の与えられる社会を目指して、課題解決の
方策を決めていくのです。
　かかる社会を、「男女共同参画社会基本法」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」（第２条第１項）と定義しました。
　男女共同参画を推進することにより、一人ひとりが男女の別なく、自立した個人として尊
重されるようになるので、各自が持つさまざまな能力をさまざまに磨き発揮して働き、また
は活動できるようになりますし、人間らしく生きがいを持って生き生き暮らせるようになり

２　計画の位置づけ

３　計画の期間

４　計画において目指す社会
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ます。その結果、社会に活気があふれ、活力が満ち満ちて、経済不況を乗り越えられるよう
になりますし〔世界経済フォーラムがGGI（ジェンダー・ギャップ指数）を毎年発表〕、男
女が互いに多様性を認め合い共に安心して生活できる社会、エンドオブライフを形成してい
くことができるのです。

　本市は、上述のような社会を目指すためにその取り組み方を、「甲府市男女共同参画都市
宣言文」（2013年）に集約しました。すなわち、以下の６項目です。

●　物事を決めるすべての場面で「男女がともにいる風景」をつくります。
　「物事を決めるすべての場面で『男女がともにいる風景』をつくる」とは、年齢・
性別・障がいの有無・国籍等に関わらず、すべての男女があらゆる社会活動の場面に
主体的に参画できるようにする、ということです。

●　一人ひとりを大切にし、互いの人権を認め守り合う社会（まち）をつくります。
　「一人ひとりを大切にし、互いの人権を認め守り合う社会（まち）」とは、人間が
人間として生きることを最高の価値と考え、個人としての尊厳を重んじる社会のこと
です。またそれは、互いの人権を認め守り合うことから人間関係をスタートさせ、生
活のあらゆる場面において国家・社会・家庭内における暴力を防止し、容認しない社
会のことです。

●　男女の特性に基づく差別をなくし、社会的因習や慣習を正します。
　男女の特性には生物学的特性と社会的特性とがあり、この両者ははっきりと区別さ
れなければなりません。ここにいう「男女の特性」とは社会的特性のことで、ジェ
ンダーといいます。例えば、女性が「家庭的であり」「依存心が強い」という社会的
特性を持っているという理解は誤解であり決めつけです。同様に、男性が「冒険心が
あり」「頼りがいがある」という社会的特性を持っているという理解もまた誤解であ
り決めつけです。これらの社会的特性は、本来的なものでなく、人間が社会的環境に
より作り上げたものです。ですから、置かれた環境が変われば、この社会的特性も変
化していくものなのです。ここにいう「社会的因習」とは、生物学的な特性を忌み
嫌うような古くから伝わっている風習のことです。例えば、“神輿は男が担ぐもの
だ”“女人禁制の聖地”といった思考や行為がそれにあたります。ここにいう「慣
習」とは、ジェンダーバイアスに基づく固定的な性役割分担のことです。すなわち、
社会的特性としてのジェンダーに基づく偏見や歪んだ思考によって、男の役割と女の
役割とに分担し合い、それが固定化された行為のことです。例えば、“自治会長は男
性がなるものだ”“女は化粧をし男はしない”“男は外で働き女は家を守る”“女性
に対してだけ寿退社がある”“育児や介護は女性がするべきだ”といった思考や行為
がそれにあたります。
　上述を踏まえて、ここにいう「男女の特性に基づく差別をなくし、社会的因習や慣
習を正す」とは、生物学的な違いが不利にならないように十分に配慮し、個々の人間
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が自分らしい生き方を選択できる社会にすることです。
※巻末資料『用語の解説』より、「ジェンダー」「特性論」をご参照ください。

●　男女がともに支え合い、生涯をとおした健康づくりをします。
　「人間は生まれてから死ぬまで男・女という性を持ち続ける存在である」と考えま
すので、例えばお年寄りだからといって性的な存在でなくなるというものではありま
せん。この考え方が前提となります。
　その上で、ここにいう「男女がともに支え合い、生涯をとおした健康づくり」と
は、男女が互いの性を理解し認め合い尊重し合って、ライフステージのさまざまな場
面で自分の身体（からだ）に関し自分で決められる力を養い、生涯にわたり心身両面
において健康の保持増進を図ることです。

●　 互いの人格を尊重した温かい地域や家庭をつくります。
　「自立した男女が共に家庭を築いていく」という考え方に立って、男女が育児・介
護等の家事を共に担い合う仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のとれた
家庭づくりを目指すとともに、互いに自立した人格をもつ男女として尊重し合う地域
づくり・共同体づくりを目指します。

●　「ひとりの人間」として働く意欲や能力が公平に活かされる社会（まち）をつくります。
　労働は、人間が「人間として生きる」ために欠かせないものです。男女が、働く場
を等しく提供され、働く意欲を等しく評価され、その持てる能力を向上発揮できる機
会を等しく与えられ、そうして生き生きと働き続けられる、そんな社会づくりを目指
します。
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　「第３次プラン」では、男女共同参画の推進によりめざす社会の実現に向け、次の基本目
標を設定し、基本目標ごとに基本施策を掲げて取り組みを行ないます。

●　基本目標
Ⅰ 男女の人権尊重の実現とその意識づくり
Ⅱ 女性や子どもに対する暴力の根絶と被害者への支援
　　【甲府市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画】と関連
Ⅲ 男女の生涯にわたる健康づくり
Ⅳ 男女がともに働き続ける職場づくり
　　【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】
Ⅴ 男女が支え合う家庭づくり
　　【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】
Ⅵ 男女共同参画によるまちづくり
Ⅶ 男女共同参画社会を目指す推進体制づくり

５　計画の基本目標

＊　基本目標；Ⅱ「女性や子どもに対する暴力の根絶と被害者への支援」は、「甲
府市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画」と関連

＊　基本目標；Ⅳ「男女がともに働き続ける職場づくり」、Ⅴ「男女が支え合う家
庭づくり」は、「女性活躍推進法」に基づく推進計画とします。



● 第１章　計画の基本的な考え方
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（1）形式的特徴
　基本目標のそれぞれには【男女共同参画の視点】を付して、男女共同参画の視点からそれ
ぞれの基本目標を簡潔に説明しています。本計画を読む人に正確な理解を提供するように工
夫しています。
　また、 市民の取り組み という項目を「施策の方向」の中に設けています。各重点目標の
下にあるそれぞれの「施策の方向」との関連で、市民が具体的に行なう行動を例示していま
す。このことにより、男女共同参画の知識を持たない人でも 市民の取り組み に記載されて
いる行動をとることで男女共同参画を実践していることになります。実践行動を通じて男女
共同参画を知ることができます。また、男女共同参画の推進者が市民に推進活動をするとき
においても具体的に相手に伝えることができ、推進活動を容易にします。

（2）内容的特徴
　プランの内容面から見て、重点的に取り上げようとしているのは以下の４点です。

１．男女共同参画が対象とする問題を、まず、男女の人権の問題として捉えています。
　「男女共同参画社会基本法」も５つの基本理念の配列において「男女の人権の尊重」を
基本理念の第一に置いています。啓発活動により人権尊重の「意識」を啓発するにとどま
らず、一歩進んで、人権尊重の「実現」を企図しています。
　実際の取組（その１）としては、「日本国憲法」という国家最高法規の学習、「女性差
別撤廃条約」という国際法規の学習、「男女共同参画社会基本法」・「男女雇用機会均等
法」などの諸法律の学習および「甲府市男女共同参画推進条例」という条例の学習を通じ
て住民一人ひとりの法識字を高めます。これらは本計画の各基本目標および各基本施策の
中に点在させています。
　実際の取組（その２）としては、裁判所への提訴等を通じた人権侵害の救済という方
法、あるいは当該推進条例における「権利侵害の救済」に関する諸規定を用いた苦情の申
出または相談の申出という方法が考えられますので、そのためにも法識字を高めることは
重要であるという認識に立っています。

２．女性や子どもに対する暴力の根絶に力点を置いています。
　女性に対するあらゆる形態の暴力の根絶が国際社会での取り組みの重要な部分であるこ
とは周知のところです。1993年「ウィーン宣言及び行動計画」において、性暴力および
性搾取等が人間の尊厳と両立せず撤廃されなければならないと規定しています。
　日本においては、2001年に「DV防止法」が成立して以後もDVは後を絶たず、若者の

６　計画の特徴
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間ではデートDVが多く存在し、根絶が難しい状況にあります。このような現状に鑑み、
本市でも「甲府市DV防止基本計画」を策定して取り組みを行なっていく必要があること
から、本プランに、当該計画を包摂した形で計画化し推進します。

３．「女性活躍推進法」を包含する形で基本目標「男女がともに働き続ける職場づくり」及
び「男女が支え合う家庭づくり」を設定しています。
　「女性活躍推進法」が制定されたことにより、それを兼ねる形で、「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」として基本目標「男女がともに働き続け
る職場づくり」と「男女が支え合う家庭づくり」を設置しました。
　男女がそれぞれ自立した個人として生きるためには経済的自立が欠かせず、職業生活を
維持し働き続けることが必要です。そこで問題となるのが、経済的劣位に置かれている女
性の状況です。そのため、賃金・昇進その他男女が同等な機会と評価が与えられるような
職場環境づくりはとても大切なことでありますので、これを目標に掲げていきます。本計
画では同法よりも一歩進んで、男女共同参画の視点からワーク･ライフ･バランスも推進し
ます。

４．男女共同参画の推進体制を強化しています。
　男女共同参画が全国的に退潮的な状況にあることから、男女平等・参画・個人のエンパ
ワーメントを実現するために推進力を強化する必要があります。具体的には庁内推進組織
の活動の積極化、推進委員会活動のさらなる活発化、住民への男女共同参画の浸透度を図
るためのプラン・モニターの積極的活用などの新たな取り組みを行なっていきます。
　以上が内容面から見た特徴です。

　以上に掲げた４点以外にも重要なものは数多くあるという認識に立って、「第3次プラ
ン」の取り組みを行っていきます。





第 2 章
計画の体系



● 第２章　計画の体系
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Ⅰ－１　人権尊重の実現と意識の醸成

Ⅰ－２　男女平等教育と学習の充実

Ⅱ－１　配偶者等からの暴力の防止と被害者への支援
 【甲府市配偶者等からの暴力の防止及び
 　　　　　　　　　　被害者支援基本計画】

Ⅱ－２　暴力の予防と根絶の推進

Ⅲ－１　男女の互いの性の理解と尊重

Ⅲ－２　男女の生涯にわたる心身の健康づくり

Ⅳ－１　働く場における男女共同参画の推進

Ⅳ－２　生き生きと働くための社会的環境の整備

Ⅳ－３　多様な働き方を可能とする就業環境の整備

Ⅴ－１　男女が共に築く家庭づくり

Ⅴ－２　子育ての環境づくり

Ⅴ－３　介護への男女の参画促進

Ⅵ－１　男女共同による地域づくり

Ⅵ－２　政策・方針決定の場への男女共同参画

Ⅵ－３　国際的協調

Ⅶ－１　市民参加による推進体制の整備

Ⅶ－２　庁内推進体制の充実

①人権に関する法制度の知識の普及
②男女の特性に基づく差別の禁止
③社会的性別（ジェンダー）に基づく因習・慣習の見直し
④メディアにおける人権尊重についての意識啓発

①意識改革のための啓発・広報
②家庭・学校・生涯学習等における男女平等教育の推進

①配偶者等からの暴力を許さない市民意識の醸成
②被害者への相談支援の充実及び安全の確保
③被害者の自立支援の充実
④職務関係者の資質向上
⑤関係機関との連携の強化

①女性に対する暴力の防止と根絶のための基盤づくり
②子どもに対する性暴力の防止・救済に向けた環境の整備
③セクシュアル・ハラスメントの防止・救済に向けた環境の整備

①性と生殖における健康と人権啓発・広報
②妊娠・出産期における女性の健康支援
③生涯を通じた女性の健康支援
④男性に特有な問題の健康支援

①健康に関する知識の普及と相談支援
②健康づくりのための保健・健診体制の充実
③健康をおびやかす問題についての対策の推進

①男女均等の労働法制の周知徹底
②男女均等な雇用機会及び待遇確保
③職場における女性活躍の推進
④女性の職域拡大、育成及び登用の推進

①仕事と育児・介護の両立支援
②ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
③働く妊産婦への健康支援

①パートタイム･派遣労働等の就業環境の整備
②女性の職業能力開発への支援
③経営の主体となる女性の育成・支援

①男女差別のない家庭づくり
②互いの人格を尊重した家庭づくり

①男性の育児参加の促進
②子育て支援制度の充実
③子どもが健やかに育つための環境づくり

①介護における男性の参画促進
②介護支援制度の充実

①地域社会の因習・慣習の見直し及び男女共同参画への支援
②男女共同参画の視点からの農業への取り組み
③男女共同参画の視点からの防災への取り組み

①市政への女性参画の推進
②女性リーダーの育成

①国際規範・基準の取り入れ浸透
②言語学習への協力と支援

・甲府市男女共同参画推進委員会の運営
・市民及び市職員に対する男女共同参画推進委員による推進対応
　経験のデータの蓄積
・市民による推進活動への支援
・活動自主団体への支援・ネットワークづくり
・男女共同参画都市宣言の周知
・モニタリング機能の充実

・甲府市男女共同参画推進連絡協議会の運営とその評価
・職員研修の充実
・働きやすい環境調査

重点目標基本目標 施策の方向

基本目標 Ⅰ 男女の人権尊重の実現とその意識づくり

基本目標 Ⅱ 女性や子どもに対する暴力の根絶と被害者への支援

基本目標 Ⅲ 男女の生涯にわたる健康づくり

基本目標 Ⅳ 男女がともに働き続ける職場づくり
【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】

基本目標 Ⅴ 男女が支え合う家庭づくり
【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】

基本目標 Ⅵ 男女共同参画によるまちづくり

基本目標 Ⅶ 男女共同参画社会を目指す推進体制づくり
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Ⅰ－１　人権尊重の実現と意識の醸成

Ⅰ－２　男女平等教育と学習の充実

Ⅱ－１　配偶者等からの暴力の防止と被害者への支援
 【甲府市配偶者等からの暴力の防止及び
 　　　　　　　　　　被害者支援基本計画】

Ⅱ－２　暴力の予防と根絶の推進

Ⅲ－１　男女の互いの性の理解と尊重

Ⅲ－２　男女の生涯にわたる心身の健康づくり

Ⅳ－１　働く場における男女共同参画の推進

Ⅳ－２　生き生きと働くための社会的環境の整備

Ⅳ－３　多様な働き方を可能とする就業環境の整備

Ⅴ－１　男女が共に築く家庭づくり

Ⅴ－２　子育ての環境づくり

Ⅴ－３　介護への男女の参画促進

Ⅵ－１　男女共同による地域づくり

Ⅵ－２　政策・方針決定の場への男女共同参画

Ⅵ－３　国際的協調

Ⅶ－１　市民参加による推進体制の整備

Ⅶ－２　庁内推進体制の充実

①人権に関する法制度の知識の普及
②男女の特性に基づく差別の禁止
③社会的性別（ジェンダー）に基づく因習・慣習の見直し
④メディアにおける人権尊重についての意識啓発

①意識改革のための啓発・広報
②家庭・学校・生涯学習等における男女平等教育の推進

①配偶者等からの暴力を許さない市民意識の醸成
②被害者への相談支援の充実及び安全の確保
③被害者の自立支援の充実
④職務関係者の資質向上
⑤関係機関との連携の強化

①女性に対する暴力の防止と根絶のための基盤づくり
②子どもに対する性暴力の防止・救済に向けた環境の整備
③セクシュアル・ハラスメントの防止・救済に向けた環境の整備

①性と生殖における健康と人権啓発・広報
②妊娠・出産期における女性の健康支援
③生涯を通じた女性の健康支援
④男性に特有な問題の健康支援

①健康に関する知識の普及と相談支援
②健康づくりのための保健・健診体制の充実
③健康をおびやかす問題についての対策の推進

①男女均等の労働法制の周知徹底
②男女均等な雇用機会及び待遇確保
③職場における女性活躍の推進
④女性の職域拡大、育成及び登用の推進

①仕事と育児・介護の両立支援
②ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
③働く妊産婦への健康支援

①パートタイム･派遣労働等の就業環境の整備
②女性の職業能力開発への支援
③経営の主体となる女性の育成・支援

①男女差別のない家庭づくり
②互いの人格を尊重した家庭づくり

①男性の育児参加の促進
②子育て支援制度の充実
③子どもが健やかに育つための環境づくり

①介護における男性の参画促進
②介護支援制度の充実

①地域社会の因習・慣習の見直し及び男女共同参画への支援
②男女共同参画の視点からの農業への取り組み
③男女共同参画の視点からの防災への取り組み

①市政への女性参画の推進
②女性リーダーの育成

①国際規範・基準の取り入れ浸透
②言語学習への協力と支援

・甲府市男女共同参画推進委員会の運営
・市民及び市職員に対する男女共同参画推進委員による推進対応
　経験のデータの蓄積
・市民による推進活動への支援
・活動自主団体への支援・ネットワークづくり
・男女共同参画都市宣言の周知
・モニタリング機能の充実

・甲府市男女共同参画推進連絡協議会の運営とその評価
・職員研修の充実
・働きやすい環境調査

重点目標基本目標 施策の方向

基本目標 Ⅰ 男女の人権尊重の実現とその意識づくり

基本目標 Ⅱ 女性や子どもに対する暴力の根絶と被害者への支援

基本目標 Ⅲ 男女の生涯にわたる健康づくり

基本目標 Ⅳ 男女がともに働き続ける職場づくり
【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】

基本目標 Ⅴ 男女が支え合う家庭づくり
【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】

基本目標 Ⅵ 男女共同参画によるまちづくり

基本目標 Ⅶ 男女共同参画社会を目指す推進体制づくり





基本目標 Ⅰ　 
男女の人権尊重の実現とその意識づ
くり

基本目標 Ⅱ　 
女性や子どもに対する暴力の根絶と
被害者への支援

基本目標 Ⅲ　 
男女の生涯にわたる健康づくり

基本目標 Ⅳ　 
男女がともに働き続ける職場づくり

基本目標 Ⅴ　 
男女が支え合う家庭づくり

基本目標 Ⅵ　 
男女共同参画によるまちづくり

基本目標 Ⅶ　 
男女共同参画社会を目指す推進体制
づくり

第 3 章
計画の内容



● 第 3 章　計画の内容
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Ⅰー１　人権尊重の実現と意識の醸成

①人権に関する法制度の知識の普及
　男女の人権尊重は「男女共同参画社会基本法」の基本理念の一つです。人権とは性別
に関わりなく、人間が人間らしく生きる権利で、これは法律によって保障されていま
す。男女共同参画社会を実現するためには、「日本国憲法」、「男女共同参画社会基本
法」及び「男女雇用機会均等法」等により保障されている人権や法律上の権利につい
て、人々がより正確な知識を持つことが大切です。

市民の取り組み
▷憲法や法律を身近なものとして考える機会をつくりましょう。

行政の取り組み
▷講演会・学習会等を開催し、人権が尊重される社会を目指し、憲法や法律等の理解

の促進と活用能力の向上に努めます。 （人権男女参画課）
▷人権に関する内容をテーマとした講座等を開催し、人権尊重について理解を深めて

いきます。 （生涯学習文化課）
▷男女共同参画に関する図書等の充実及び関連資料の収集に努め、市民に貸し出しま

す。 （人権男女参画課）

②男女の特性に基づく差別の禁止
　男女は生来的に違う存在で能力も適性も異なるのだという「男女特性論」は、今でも
かなり多くの人々によって支持されています。しかし、この「男女特性論」では、男
女は初めから違うという大前提ですから、人間として一人ひとりの能力や適正を見逃し
てしまう危険性があります。例えば、「女性は責任感がないから管理職には適していな
い」とか「男性は暴力的だから介護に向いてない」というふうに決め付けてしまうこと
によって、個人の自由な生き方や選択を奪ってしまうことになります。男女が性別に
よって差別されない社会の実現を目指すことが大切です。

市民の取り組み
▷生活の中にある男女差別や性別による役割分担を見つけてみましょう。

Ⅰ　男女の人権尊重の実現とその意識づくり

　人間として生きることを最高の価値として考え、生活のあらゆる場面で、まずお互
いの人権を認め守り合うことから、人間関係をスタートさせることを目指します。

【男女共同参画の視点】
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Ⅰ　男女の人権尊重の実現とその意識づくり

行政の取り組み
▷各団体との連携を持ちながら、あらゆる場と媒体（インターネット、活字、映像）

を通じて男女平等意識の啓発に努めます。 （人権男女参画課）

■ 社会的分野での男女の地位や平等について
（回答者総数=576人）

　出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P23〜24）

③社会的性別（ジェンダー）に基づく因習･慣習の見直し
　「女はこうあるべき、男はこうあるべき」など、性別で役割や行動を固定したり、制
限したりする考えが今も根強く残っています。「女の子は優しく、男の子はたくまし
く」などは生まれつきのものではなく、成長の過程や社会生活の中で身についてきた
ものです。これを社会的性別（以下「ジェンダー」という。）といいます。「ジェン
ダー」にとらわれた考えは、人間の自由や平等を否定することにもつながります。だれ
もが社会的につくられた性別にとらわれず、人権尊重を基盤に、個性と能力をいかして
「自分らしく」生きるためには、一人ひとりが意識を変え、「ジェンダー」に敏感な視
点で社会全体を見直すことが必要です。

市民の取り組み
▷従来の「男は仕事、女は家庭」、「女（男）だから」、「男（女）のくせに」など

という考え方を改めましょう。

事業者の取り組み
▷事業所内研修等で「ジェンダー」について理解を深めましょう。

1.9%

（％）
0 20 40 60 80 100

無回答わからない女性が優遇されている平等になっている男性が優遇されている

学校

家庭内

地域内

法律や制度上

職場

政治の場

19.4% 37.8%

2.8%

34.4% 5.6%

46.5% 33.2% 8.4% 10.2%

1.7%

49.8% 23.3% 4.2% 20.8%

1.9%

48.5% 24.0% 5.2% 19.6%
2.8%

58.3% 21.7% 5.2% 11.3%
3.5%

75.7% 8.5%
1.7%

12.2%
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行政の取り組み
▷「ジェンダー」にとらわれない考え方の推進を図るため、イベント、講演会等を開

催するほか、啓発パンフレット等の作成・配布を行います。
  （人権男女参画課）
▷身の回りの差別的なしきたりや社会慣習・制度等を見直すための啓発活動の推進を

行います。 （人権男女参画課）

④メディアにおける人権尊重についての意識啓発
　私たちが生活する中で、メディアによる影響は非常に大きいものがあります。しか
し、一部のメディアの中には、性別役割分担を固定化するような情報や性の商品化ある
いは暴力的差別的表現など、人間の尊厳を傷つけるような内容が見受けられます。ま
た、そういう情報や表現を無意識のうちに受容している人が多いのも問題です。表現の
自由は尊重されなければなりませんが、メディアや報道に携わる人は、メディアが社会
に及ぼす影響の大きさをよく認識すると共に、報道される人の人権に十分配慮する必要
があります。

市民の取り組み
▷メディアからの情報を人権尊重という視点、「ジェンダー」にとらわれない視点で

見るよう努めましょう。
▷メディアからの人権侵害等の恐れのある情報はないかを監視しましょう。
▷インターネットにホームページやブログを掲載する際、「ジェンダー」という視点

から見て適切かどうか考えてみましょう。

事業者の取り組み
▷特にメディアに関わる事業者は、メディアの社会における影響の大きさを考えて責

任ある報道をしましょう。

行政の取り組み
▷メディアからの情報を人権尊重という視点で、その表現に含まれる固定的な性差観

や性差別を見抜く学習を推進します。 （人権男女参画課）

Ⅰー２　男女平等教育と学習の充実

①意識改革のための啓発・広報
　長い間に植えつけられてきた「男は仕事、女は家庭」などの固定的な男女の役割分担
意識は、そう簡単に解消できるものではありません。無意識のうちに身についている人
も多いため、日常の何気ない会話や毎日目にするテレビ・雑誌など、生活の様々な場面
にこのような考え方が現れてきています。私たち一人ひとりが広報等を通じて男女の人
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Ⅰ　男女の人権尊重の実現とその意識づくり

権について学び、また意識啓発を図ることによって真の男女平等意識を持つことが必要
です。

市民の取り組み
▷周囲の人々とコミュニケーションをとり、気づいたことや疑問点について日ごろか

ら話し合う機会を持ちましょう。
▷一人ひとりの存在を大切にするという目標を常に持ちましょう。

行政の取り組み
▷男女共同参画の視点に立った講座等を開催し、男女共同参画の学習に努めます。 

 (人権男女参画課)

■「夫が外で働き、妻が家を守る」という考えについて
（回答者総数=576人）

 

出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P30）

②家庭・学校・生涯学習等における男女平等教育の推進
　家庭、学校、社会などにおける教育や学習は、男女平等を含めた人権尊重の意識を根
づかせていく上で大変重要です。家庭は子どもが人間として成長をしていく上で、最も
重要な役割を担う生活の場です。また、学校教育の場も、男女共同参画意識づくりに大
きな影響を及ぼします。多様な学習機会を通じて、男女平等意識の浸透を図れるような
自主性を尊重した学習プログラムを実施することが必要です。

市民の取り組み
▷家族一人ひとりがお互いを尊重し生活しましょう。
▷コミュニケーションをとり、日頃から話し合う機会を持ちましょう。
▷各種の講座に積極的に参加してみましょう。そのために家族が協力して参加しやす

い環境を作りましょう。

行政の取り組み
▷性別役割分担意識を見直し、差別や偏見をなくして男女で共に充実した家庭を築い

ていくための意識づくりの啓発に努めます。 (人権男女参画課)

（％）
0 20 40 60 80 100

無回答そう思わないどちらともいえないそう思う

男性

女性

全体 30.7% 29.2% 38.7% 1.4%

26.0% 31.0% 41.6% 1.5%

37.5% 26.3% 34.9% 1.3%
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▷体験的に家事や育児・介護等を学習すると共に、社会科や総合的な学習の時間等を
はじめとする各教科・各領域で、人権尊重や男女平等、男女の協力などについて理
解を深めていきます。 (学校教育課)

▷学校での進路指導は、自己の生き方を見つめ考えることを第一に、男女にこだわる
ことなく、一人ひとりの個性や能力を生かし伸ばす指導を行っていきます。

  (学校教育課)
▷教育関係者の男女共同参画についての理解を一層深めてもらい、より適切な指導が

図れるよう情報の発信に努めます。 (人権男女参画課)
▷生涯学習プログラムを充実させ、指導者への男女共同参画意識の向上に努めます。 

 （生涯学習文化課）
▷保育所における混合名簿の実施を更に進め、男女平等教育の実現に努めます。 

 （子ども保育課）

目標指標
男女共同参画社会という用語の周知度　　85%以上
甲府市男女共同参画推進条例周知度　　45%以上
情報誌の発行回数　　　年2回
情報誌の発行部数　　　12、000部

「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感する人の割合　　25%以下
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Ⅱ　女性や子どもに対する暴力の根絶と被害者への支援

Ⅱー１配偶者等からの暴力の防止と被害者への支援

【甲府市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画】
　夫婦・恋人間のＤＶは、犯罪行為となる行為をも含む重大な人権侵害です。しかし、
言葉による暴力などはＤＶであるにもかかわらずそう認識されていないのが現状です。
暴力を防止するために暴力を容認しない社会の実現と被害者を早期発見し適切な相談や
対応を行える環境づくりが必要です。

市民の取り組み
▷暴力（言葉の暴力等を含む）を受けたときは、一人で悩まないで、「山梨県配偶者

暴力相談支援センター」や「警察」、「甲府市女性総合相談室」などに相談しま
しょう。

▷被害者を見つけた場合、「山梨県配偶者暴力相談支援センター」や「警察」、「甲
府市女性総合相談室」などに相談するよう勧めましょう。

■ 被害にあった人の相談先について
（回答総数=216人）

出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P100）

Ⅱ　女性や子どもに対する暴力の根絶と被害者への支援

　人としてお互いの人権を認め守り合い、性別による差別が無い社会を築くため、女
性の人権を侵害するあらゆる暴力も許さない社会を目指します。

【男女共同参画の視点】

0%

（％）
0 20 40 60 80 100

その他相談しなかった公的な機関（県・市）弁護士・裁判所家族親戚友人

男性

女性

全体 21.8% 27.8%

2.3%

4.6
% 43.1% 0.4%

24.5% 33.3%

2.7%

4.1
%

34.7% 0.6%

15.6% 14.1%

1.6%

6.3% 62.5%



● 第 3 章　計画の内容

24

行政の取り組み
▷【甲府市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画】に定められている取

り組みを行います。その概略は、次のとおりです。

Ⅱー２　暴力の予防と根絶の推進

①女性に対する暴力の防止と根絶のための基盤づくり
　女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む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。その認識を広く社会に徹底することが重要です。
　男女は平等でありそれぞれの尊厳を重んじ対等な関係づくりを進めることを通じ、暴
力を防止し、暴力を容認しない社会の実現を目指さなければなりません。そのために
は、関係機関が互いに連携を図り相談や支援体制を充実することが必要です。

市民の取り組み
▷女性に対する暴力は、女性の人権を侵害し、女性や社会に深刻な影響を及ぼすこと

を理解しましょう。

【甲府市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画】概要

＜基本理念＞　「ＤＶを許さない社会及びＤＶを受けた被害者が適切な保護・支援
　　　　　　　　を受けることができ、安心して暮らすことのできる社会」を目指 

　　　　　　します

＜基本目標＞
Ⅰ 配偶者等からの暴力を許さない市民意識の醸成
　1．普及啓発の推進
　2．通報や相談窓口に関する情報提供
　3．若年層への教育の充実
Ⅱ 被害者への相談支援の充実及び安全の確保
　4．相談支援の充実
　5．被害者の安全の確保
Ⅲ 被害者の自立支援の充実
　6．住宅の確保に向けた支援
　7．就業に向けた支援
　8．経済的支援等の生活支援
Ⅳ 職務関係者の資質向上
　9．相談員等の資質向上及び研修の充実
Ⅴ 関係機関との連携の強化
 10．関係機関との連携強化
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Ⅱ　女性や子どもに対する暴力の根絶と被害者への支援

▷暴力被害を告発しやすい社会環境を作りましょう。

行政の取り組み
▷人権に関する講座を開催し、女性に対する暴力が女性の人権を侵害する違法な行為

であることの理解を図ります。 （人権男女参画課）

②子どもに対する性暴力の防止・救済に向けた環境の整備
　性暴力の被害者は、平成20年から26年までの変化を見ると中学卒業から19歳まで及
び20歳代での女性が他の年齢層に比べて増加しています。特に少女期の被害者は、身体
的精神的に大きな被害を受け、生涯の生活に深刻な影響を及ぼすため、このことに十分
配慮し、ダメージを回復するための施策の充実に努めます。

市民の取り組み
▷性暴力の被害にあわないため、デートＤＶ等に関する知識を深めましょう。

行政の取り組み
▷要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への支援を図るため要保

護児童対策地域協議会において、児童虐待の防止について検討を行っていきます。 
 （子ども支援課）

③セクシュアル・ハラスメントの防止・救済に向けた環境の整備
　性的な言動により、相手を不快にしたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、あ
るいは職場環境を悪化させたりするセクシュアル・ハラスメントは、セクハラという言
葉で、社会的にも広く認識されるようになりました。セクハラを根絶するためには、こ
れらを人間の尊厳にかかわる基本的人権の問題としてとらえ、事業所や教育現場等にお
いてセクハラの防止対策の徹底が図られることが必要です。

市民の取り組み
▷セクハラは人権を侵害する問題だと理解しましょう。

事業者の取り組み
▷事業所内研修等でセクハラ防止の重要性について周知し、相談窓口を設置しましょ

う。

行政の取り組み
▷セクハラ防止に関する啓発パンフレットを配布します。 （人権男女参画課）
▷セクハラ防止の啓発ＤＶＤ等の貸し出しを行います。 （人権男女参画課）
▷セクハラ防止について事業者等へ働きかけます。 （人権男女参画課）
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■ セクシュアル・ハラスメントの被害実態について≪年代別≫
（回答総数=576人）

出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P110）

目標指標
・ＤＶ等の相談窓口を知っている人の割合　　50％以上
・人権の講座またはパネル展の開催　　年1回

0 5 10 15 20 25

身近な男性が受けた身近な女性が受けた自分自身が受けた

70歳以上

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

（％）

14％ 6％ 2％

15％ 6％

17％ 2％

9％ 3％

7％ 3％

3％ 2％
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Ⅲ　男女の生涯にわたる健康づくり

Ⅲー１　男女の互いの性の理解と尊重

①性と生殖における健康と人権啓発・広報
　お互いが安全で満足のいく生活を送り、出産するかしないかなどの自由を有し、健康
についてのサービスや情報を受けることを権利として尊重されることは、男女共同参画
の大前提です。女性は、妊娠や出産をする可能性があることから、男性とは異なる健康
上の問題に直面します。また、男女が置かれている状況が背景となって、男性主導の避
妊や性行動を生み出し、結果として望まない妊娠や性感染症などによって、女性の健康
と権利がおびやかされています。そのため、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利
について総合的な対策の推進を図ることが必要です。

市民の取り組み
▷自分の性を大切にすると共に、相手の性も大切にしましょう。
▷男女の身体的・生理的な特徴や心身の状態を理解し合い、性に対する正しい知識を

持ちましょう。
▷性に関することは家族間で話しにくいものです。思春期の子どもの行動や、更年

期、高齢期の悩みごとなど夫婦や家族で話しやすい環境をつくっておきましょう。

行政の取り組み
▷人権啓発に関する講演会やパネル展等を開催し、お互いの性を大切にする考え方を

醸成します。 （人権男女参画課）
▷地域や学校、職場において生じやすい性に関する心の健康問題や健康づくりに関す

る学習会や情報の提供に努めます。 （健康衛生課）
▷思春期や更年期における健康上の問題や性関係、妊娠、出産、感染症等の健康教育

の理解を深めるため情報提供や啓発に努めます。 （健康衛生課・母子保健課）

②妊娠・出産期における女性の健康支援
　女性が健康状態に応じて的確に自己管理を行うことができるようにするための健康教
育、相談体制を確立するとともに、思春期、妊娠、出産期等のライフステージに応じた
健康保持対策を推進します。

Ⅲ　男女の生涯にわたる健康づくり

　「人間は生まれてから死ぬまで男・女という性を持ち続ける存在」と考え、性を深
く理解し大切にして、生涯にわたる性と生殖の健康づくりを目指します。

【男女共同参画の視点】
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市民の取り組み
▷妊娠、出産について家族で話し合い、妊婦相談や講座に参加しましょう。

行政の取り組み
▷妊娠から出産、子育てまでの一貫した保健、医療、福祉サービスの一体的な提供を

図ります。 （母子保健課）
▷不妊に関する相談体制の充実を図ります。 （母子保健課）
▷周産期医療の充実を図ります。 （市立甲府病院）

③生涯を通じた女性の健康支援
　生涯を通じた女性の健康支援は、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性と生殖
における健康と権利）に関する意識の浸透が大切です。特に女性は、妊娠や出産の可能
性があることから、これを女性の健康と権利に関することとして捉え、当事者である女
性が決定する権利を重視する必要があります。また、女性は生物的性差のためにライフ
サイクルを通じて男性と異なる身体の変化や病気があり、さらに、「ジェンダー」が根
強くあるために健康が蝕まれています。これを社会全体としての問題と捉え解消するた
めには、女性のエンパワーメントと「ジェンダー」と平等への取り組みが必要です。

市民の取り組み
▷男女の身体や生殖のしくみの違いについて正しく理解し、自分の身体に関すること

は自分で決められる力を養い、生涯にわたる健康に配慮しましょう。

事業者の取り組み
▷マタニティ・ハラスメントの防止に取り組みましょう。

行政の取り組み
▷「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の講座を開催し、人権尊重と性教育との関

係に関する理解を深めます。 （健康衛生課）
▷「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」に関する啓発パンフレットを配布します。 

 （健康衛生課・人権男女参画課）

④男性に特有な問題の健康支援
　男性も女性と同じような精神や身体の老化メカニズムがあります。男性ホルモンの低
下による精子数の減少や男性更年期に見られる症状は、年齢的なものや、職場における
パワハラ等人間関係から生じる性機能の低下やうつ病、不眠症といった精神・神経症状
や動悸、肩こりなど自律神経系の乱れによって様々な身体症状が見られます。正しく治
療して自信を回復することが必要です。また、若い男性のメンタルヘルスの確保などの
対策も必要です。
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市民の取り組み
▷男性の健康について夫婦（カップル）・家族で話し合ってみましょう。

行政の取り組み
▷男性の健康のための啓発・支援を行います。 （健康衛生課）

Ⅲー２　男女の生涯にわたる心身の健康づくり

①健康に関する知識の普及と相談支援
　心身ともに健康であることはすべての人の願いです。バランスのとれた食生活や、生
涯を通じたスポーツも健康づくりの重要な要素です。男女ともに子どもからお年寄りま
で生涯を通じた健康づくりに努めます。

市民の取り組み
▷自分の身体のことに気を配り、健康に心がけましょう。

行政の取り組み
▷保健事業の拠点施設としての保健センターの充実を図り、関係機関・団体と連携を

取りながら、市民の健康づくりへの啓発と意識の高揚を図ります。
  （健康衛生課）
▷健康に関する情報の収集・提供に努め、健康教室、家庭訪問、健康相談等により、

生涯にわたる健康づくりと疾病予防の知識の普及、支援に努めます。
  （健康衛生課）
▷保健計画推進連絡協議会、愛育連合会、食生活改善推進員連絡協議会など各地域に

根ざした団体との連携を図りながら保健活動の啓発に努めます。 （健康衛生課）

②健康づくりのための保健・健診体制の充実
　男女ともに、生涯のライフステージに応じた心身の健康維持と健康づくりが図れるよ
う、健康診査、健康相談、予防対策や性教育の充実など、健康への取り組みを支援し
ます。

市民の取り組み
▷定期健康診断や各種健康診査の受診に心がけましょう。

行政の取り組み
▷思春期、妊娠・出産期、育児期、更年期、高齢期における健康づくりのための支援

を行います。 （健康衛生課・母子保健課）
▷ライフサイクルに応じた各種健康診査を実施し、疾病の予防や早期発見に努めま
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す。 （健康衛生課）
▷保健センター、福祉センター等を拠点とし、地域ごとに参加できる介護予防のため

の機能訓練等を実施し、自立した健康的な生活を支援します。 （健康衛生課）

③健康をおびやかす問題についての対策の推進
　社会生活の複雑化・多様化に伴い、健康の被害や心の病、また感染症の増加など健康
をおびやかす問題が懸念されています。今日の就労状況を考えると、生活習慣を見直
し、「休む」ことと「養う」ことをバランスよく保っていくことが必要です。また、性
と健康をおびやかす諸問題への対応も早急に確立しなければならない問題です。性につ
いて、また性感染症や薬物について正しい知識を普及し、適切な行動が取れるような啓
発活動の充実が必要です。

市民の取り組み
▷健康に関心を持ち、各種健康講座等に参加しましょう。

行政の取り組み
▷心身の疲労を回復するための休養の重要性と効用を重視し、ライフサイクルに応じ

た生活リズムを保ち、心豊かな環境づくりと予防活動を啓発、推進します。
  （健康衛生課）
▷障がいへの理解に関する啓発活動を推進します。 （障がい福祉課）
▷未成年者や妊産婦をたばこの害から守るために、喫煙防止や、受動喫煙の害を排

除、減少させるための環境づくりを推進します。 （母子保健課）
▷感染症に対する意識の啓発を図り、健康診断や予防接種等の予防対策の充実に努め

ます。また、エイズや近年増加している梅毒等の相談など性感染症対策と予防啓発
を図ります。 （母子保健課）

▷学校教育において、健康を脅かす薬物の危険性について学習するとともに、薬物乱
用防止の意識啓発に取り組みます。 （学校教育課）

目標指標
子宮がん検診の受診率　　15％以上
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Ⅳー１　働く場における男女共同参画の推進

①男女均等の労働法制の周知徹底
　働くことは、人々が生活していく上での経済的基盤を形成することであり、自らの生
活を維持し、豊かにしていくことは、性別に関わりなくすべての人々に保障された権利
です。女性が働き続けることに対する意欲は年々大きくなり、法制度は整備が進められ
てきましたが、女性を取り巻く就業環境は、マタニティ・ハラスメントをはじめ賃金格
差や結婚、出産時の退職慣行などが依然としてあり、必ずしも女性の能力が生かされて
いるとはいえません。女性と男性があらゆる分野で、持てる能力を発揮し、生き生きと
働くことのできる職場環境の整備や労働法制の周知徹底を図っていくことが男女共同参
画社会の形成の上で重要です。

市民の取り組み
▷働いていることの意味を学習し、働くことが権利であり不可欠であることを理解し

ましょう。
▷経営者、従業員双方が人権及び労働をめぐる法制について学びましょう。

事業者の取り組み
▷人権を理解し、労働法制を遵守しましょう。

行政の取り組み
▷男女均等の労働法制に関する法識字の向上を図る講座を開催し、働くことが権利で

あることの意味を理解し深める機会を作ります。 （雇用創生課）
▷労働をめぐる人権及び各種法律について企業向け、市民向け周知に努めます。
  （雇用創生課）

②男女均等な雇用機会及び待遇確保
　男女が対等な立場で働くには、就労に関するあらゆる条件が男女均等の視点から整備
される必要があります。そこで、女性も積極的に能力を磨き、仕事に取り組むことが望

Ⅳ　男女がともに働き続ける職場づくり
　　 【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】

　「人間として生きる」ために労働があると考え、男女差別をなくし、働く意欲や能
力を「ひとりの個人」として公平に評価される職場づくりを目指して、女性の活躍推
進につなげます。

【男女共同参画の視点】
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まれます。また、事業者は、個人の意欲や能力による公正な評価を行うなど男女均等な
職場づくりをしていく必要があります。

市民の取り組み
▷男女均等な雇用とは何かを考えましょう。
▷女性も男性と対等に働くという意識を持ちましょう。

事業者の取り組み
▷「男女雇用機会均等法」を遵守しましょう。
▷職場における固定的性別役割分担や慣習はないか点検しましょう。

行政の取り組み
▷職場における男女均等についての周知に努めます。 （雇用創生課）

■ 女性が職業を持つことについて
（回答総数=576人）

出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P44）より作成

③職場における女性活躍の推進
　職場における女性活躍の推進は、男女平等を前提としてなさければなりません。その
上で、職場において女性が能力を十分に発揮し活躍できるようにしていくために女性
の活躍推進に取り組む事業者に対するインセンティブの拡充に努めていくことが必要で
す。

市民の取り組み
▷職場において男女平等について話し合いましょう。

事業者の取り組み
▷「女性活躍推進法」に基づく事業主行動計画の趣旨を理解し計画の策定の検討を行

10.6%

（％）
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

その他
子どもができてもずっと職業を持ち続けるのがよい
職業を持っていても、子どもができたら辞め、子どもが大きくなったら再び職業を持つのがよい
職業を持っていても、子どもができたら辞め、そのまま職業を持たないほうがよい
職業を持っていても結婚したら辞めるのがよい

H17年度時

全体

男性

女性
1.5% 1.8%

41% 40.1% 13%
1.3% 0.4%

50% 34.5% 10.8%
1.4% 1.25%

44.4% 38% 12.2%
2.2% 2.4%

55.4% 29.4%
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います。
▷女性を含む多様な労働者が働きやすい職場を目指し、「働き方改革」を推進しま

す。

行政の取り組み
▷女性の活躍推進に取り組む事業所等を表彰し、市ホームページ等で公表します。
  （人権男女参画課）
▷女性の活躍推進に取り組む事業所等の入札制度における優遇措置。
  （契約課・全庁）
▷女性の活躍事例等のセミナーを開催します。 （人権男女参画課・商工課）

■ 性別による仕事の内容・接遇・評価について
（回答総数=378人）

出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P54〜56）

④女性の職域拡大、育成及び登用の推進
　企業等の女性登用の進展を期待し、事業体である市役所においては、「女性活躍推進
法」によって義務づけられた特定事業主行動計画に基づき女性職員の職域拡大、男女で
偏りのないバランスの取れた職員配置、幅広い職務経験や研修の充実により女性職員の
育成及び意識の改革を進めます。また、地方公務員法に定める平等取り扱いと成績主義
の原則を前提としつつ、女性の管理職等への積極的な登用に取り組みます。
　また、市の関係団体及び企業等に女性活躍に関する情報を提供し女性の職域拡大や育
成及び登用の推進を図ります。

事業者の取り組み
▷女性の能力を活かし、女性が活躍できる場の環境をつくるため、経験の積める配置

や研修育成に努めていきます。
▷女性の能力・資質を活用するため役員・管理職等へ登用し男女共同参画を推進します。

7.1％

（％）
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無回答わからない

女性が優遇さらている平等である男性が優遇されている

昇進・昇格

賃金

仕事の内容・配置

能力評価 15.3％ 52.9％
1.3％

22.5％ 7.9％

16.4％ 51.3％ 5％ 19.6％ 7.7％

19.6％ 50.8％
0.8％

21.7％ 7.1％

25.7％ 41％
1.1％

25.1％
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行政の取り組み
▷「甲府市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」に基づき甲

府市役所における推進状況を公表していきます。 （人事課）
▷市の関係団体や、市が補助金を交付する団体及び企業に対し、「女性活躍推進法」

に関する情報提供を行い団体等への女性職員の職域拡大、育成及び登用の促進を働
きかけます。 （人権男女参画課）

▷市内企業に対し、女性の職域拡大、育成及び登用等の促進のため「女性活躍推進
法」の情報提供を行います。 （雇用創生課・人権男女参画課）

Ⅳー２　生き生きと働くための社会的環境の整備

①仕事と育児･介護の両立支援
　男女が共に働ける法制度は整ってきていますが、現実には、まだまだ育児・介護など
が女性の負担になっている場合が多く、そのために仕事を辞めなければならない人も少
なくありません。子育てや介護をしている人が安心して働き続けるためには、家族みん
なが育児等を積極的に担うことが大切です。また、地域社会においては、多様な就労形
態を考慮した育児・介護の支援体制を充実させ出産や介護による離職者の減少を図るこ
とが必要です。

市民の取り組み
▷男性も女性も、育児サービスや介護保険制度について積極的に勉強しましょう。
▷育児･介護保険サービスを上手に利用して、家族みんなで助け合いましょう。

行政の取り組み
▷育児･介護を担いつつ働き続けられる体制づくりに努めます。
  （子ども保育課･介護保険課）
▷子育てガイドブックの配付等、ニーズにあった情報提供に努めます。
  （子ども支援課）
▷育児・介護についてきめ細かい情報の提供に努めます。
  （子ども保育課・介護保険課）

②ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
　男女の労働者が安心して仕事を続けるためには、育児･介護などの家庭責任や地域活
動と仕事を両立できる職場環境が必要です。特に、育児･介護については、女性に大き
な負担がかかります。職場では、より一層の育児・介護休暇制度の定着と利用促進が図
られ、子育てをしながらキャリア形成が図れる社会を目指すと共に、働く男女が、家庭
と仕事の両立が可能となるよう、保育、介護施設の整備・充実、また内容の充実等を
図っていきます。そして、仕事中心の価値観を見直し、女性も男性も職場、家庭、地域
において調和のとれた活動のできる男女共同参画社会の実現に向けて、多様な生き方、
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働き方を選択できる環境をつくることが必要です。

■ あなたが働く職場の「仕事と家庭の両立支援制度」について
（回答総数=336人；20歳〜60歳代）

出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P59）

市民の取り組み
▷男性も女性も共に育児・介護休暇をとりやすい環境をつくりましょう。

事業者の取り組み
▷育児・介護休暇の取得しやすい職場づくりに努め、家庭や地域を大切にできる労働

条件の整備に努めましょう。

行政の取り組み
▷事業者に対し、育児・介護休暇制度等の利用しやすい職場環境の整備や長時間労働

の削減などの働き方改革についての啓発を行うと共に、労働者に対し、育児・介護
休暇制度の利用促進の啓発活動を行います。 （雇用創生課・人権男女参画課）

③働く妊産婦への健康支援
　働く妊産婦が、安心して出産ができ、赤ちゃんを育てられるよう妊婦相談等の充実に
努めます。

市民の取り組み
▷夫婦等が共に育児について話し合い、妊婦相談や講座に参加してみましょう。

事業者の取り組み
▷妊娠中、出産後の女性が働きやすい環境整備に努めましょう。
▷女性の産む権利を尊重する職場環境を整備しましょう。

行政の取り組み
▷夫婦等が力を合わせて、安心して出産・育児等ができるための理解と普及を図りま

す。 （母子保健課）
▷働く女性が安心して妊娠・出産・育児できる健康の維持と労働等を両立する職場環

境づくりに理解を求めます。 （雇用創生課）

（％）0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無
回
答 

6%
わからない 37.5%実施していない 24.7%実施している 31.8%両立支援制度
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Ⅳー３　多様な働き方を可能とする就業環境の整備

①パートタイム・派遣労働等の就業環境の整備
　結婚、出産を機に退職した女性が再就職をする場合、パートタイムや派遣労働、在宅
就労など時間の制約が少ない労働を選択する人が増えています。これらは、比較的簡単
に採用してもらえる反面、雇用調整の対象になりやすく、正社員との賃金、社会保障な
ど待遇面での格差が生じ、問題点も指摘されています。どのような形態であってもすべ
ての労働者が安心して働けるよう、就業環境の整備が必要です。

市民の取り組み
▷パートタイム労働者や派遣労働者等の労働条件の向上について考えましょう。

事業者の取り組み
▷「パートタイム労働法」を遵守し、正規労働者とのバランスを考慮した待遇に努め

ましょう。

行政の取り組み
▷パートタイム・派遣労働者等の労働条件改善の啓発に努めます。 （雇用創生課）

②女性の職業能力開発への支援
　社会構造の変化に伴い、雇用形態も変化しつつあります。経済情勢や景気状況などの
影響によって、就職や転職を希望する女性への雇用状況は、依然として厳しいものがあ
ります。一方では、就業形態の多様化に伴い、社会が女性に求める労働力のあり方も変
化し、起業家や在宅勤務、派遣社員、契約社員など様々な形態があります。今後女性に
求められる労働力への期待に応え、女性が十分に活躍し、個性と能力を発揮しながら安
心して働けるような就業条件の整備が必要です。また、情報化、国際化の進展により、
新しい時代に必要な資格や技術の習得への支援も求められています。

市民の取り組み
▷転職及び再就職等就職や求人情報を積極的に活用しましょう。

行政の取り組み
▷女性の就職や転職、再就職希望者の就職を援助するために、就職相談、求人情報の

提供を行います。 （雇用創生課）

③経営の主体となる女性の育成・支援
　結婚・出産を機に退職した女性が時間の制約が少ない在宅就労など、家事と両立しな
がら起業するケースが増えています。そうした人たちに対して起業の仕方や情報を提供
します。また、パート、派遣社員の増加などにより就労形態の変化が進行し、生活様式
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Ⅳ　男女がともに働き続ける職場づくり

に合わせた労働時間の短縮など多様な働き方や、就業環境の充実が求められています。
雇用の創出・確保に向けた総合的な支援や勤労者の福祉向上を図ってまいります。

市民の取り組み
▷起業の仕方等新しい就業形態について考えましょう。
▷新しい就業形態等について学習しましょう。

行政の取り組み
▷起業や企業管理を目指す女性に対する、相談体制の確立や事業者への啓発に努めま

す。 （雇用創生課）

目標指標
・市職員の女性管理職比率　　10％以上
・女性の活躍事例のセミナーの開催　　年1回
・女性活躍推進事業所等の表彰及び公表　　年１回
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Ⅴー１　男女が共に築く家庭づくり

①男女差別のない家庭づくり
　家庭生活の中では、家事・育児･介護などで女性にかかる負担が多く、固定的な役割
分担意識が根強く残っています。その意識は、幼少時代からすり込まれているケースも
あります。男女差別のない家庭づくりに努めましょう。

市民の取り組み
▷家庭内ではお互いを理解しながら、思いやりをもって生活しましょう。
▷日頃から、「ジェンダー」にとらわれない知識と理解をもって子どもたちと接しま

しょう。
▷男女共に家事・育児・介護を担う能力をつけ、子どもたちにもお手伝いを習慣づけ

ましょう。

行政の取り組み
▷男女差別のない家庭づくりのために、家族で協力して、家事・育児・介護等が出来

るように知識と技術の習得のための各種講座を開催します。 （人権男女参画課）

②互いの人格を尊重した家庭づくり
　お互いを尊重し、男女が共に参画する家庭づくりが必要です。また、家庭内労働を認
識し、自立できる体制をつくり、相互の理解が得られるような啓発に努めます。

市民の取り組み
▷家庭内でも個人のプライバシーは守り、話し合いの時間を多くもちましょう。

行政の取り組み
▷情報誌等の発行・配布により男女差別のない家庭づくりに努めます。
  （人権男女参画課）

　自立した男女がともに家庭を築くとの考えに立って、男らしさ・女らしさを植えつ
けない子育てを目指し、男女がともに介護の現場に関われる社会を目指します。

【男女共同参画の視点】

Ⅴ　男女が支え合う家庭づくり
　　 【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】
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Ⅴ　男女が支えあう家庭づくり

Ⅴー２　子育ての環境づくり

①男性の育児参加の促進
　家庭において、男女が生活の上で自立し、責任を担い合うことは、すべての分野にお
いて男女共同参画を推進することにつながります。成人男性の多くは、家事・育児など
の知識や技術が身についていないため、いざという時困惑してしまいます。また、育児
は女性に多く負担がかかっています。核家族化のため相談する人がいないため、子育て
の方法が分からず、悩んでいる人が多いようです。そこで、男性でも育児など家庭生活
に必要な知識や技術を身につけることのできる場をつくることが必要です。

市民の取り組み
▷家事･育児など家庭生活に必要な知識や技術を身につけましょう。

行政の取り組み
▷男性に対しても、育児等に必要な知識及び技術を身につけるための講座を充実しま

す。 （人権男女参画課）
▷男性の育児参加を促進するためのイベント・講座を開催します。 （子ども支援課）

②子育て支援制度の充実
　男女が共に働けるように法制度は整ってきましたが、現実にはまだまだ育児などが女
性の負担になっています。そのために仕事を辞めなければならない人も少なくありませ
ん。子育てをしている人が安心して働き続けるためには、家族は勿論のこと、地域社会
において多様な就労形態を考慮した育児の支援体制を充実させることが必要です。

■ 安心して子どもを産み育てるために必要な「環境」について
（回答総数=1612人）

 出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P77）
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市民の取り組み
▷子育て支援に関する各種情報を伝え合いましょう。
▷子育てに関する事業には、女性だけでなく男性も参加しましょう。
▷未来を担う子どもたちを家族・地域全体で育てていきましょう。

行政の取り組み
▷安心して子育てができるよう子育て支援施策の充実を図ります。 （子ども支援課）
▷労働形態の多様化と保護者のニーズに対応できるよう、一時保育・延長保育の充実

を図ります。 （子ども保育課）

③子どもが健やかに育つための環境づくり
　女性が中心になりがちな育児について、男性も多く関われるような意識づくりをはじ
めとする環境づくりへの支援が必要です。それとともに、育児に関する様々な問題や不
安を解消するため、社会的支援も求められています。

市民の取り組み
▷育児の楽しさを夫婦等で分かち合いましょう。

行政の取り組み
▷子どもクラブ、青少年育成推進協議会などの地域の団体等と連携を図りながら子ど

もの健全育成を図っていきます。 （子ども支援課）
▷子どもの虐待を早期発見し、迅速な対応が図れるよう地域との連携を図ります。
  （子ども支援課）

Ⅴー３　介護への男女の参画促進

①介護における男性の参画促進
　相談体制の充実に努めるとともに、男女が協力して介護を行うための情報提供や研修
等を実施します。

市民の取り組み
▷家族が介護保険制度を有効に利用しながら、協力して介護しましょう。

行政の取り組み
▷男女共同参画の視点に配慮しつつ、地域で支え合う介護サービスの充実を図りま

す。 （介護保険課）

②介護支援制度の充実
　介護は、まだまだ女性の負担になっている場合が多く、仕事を辞めなければならない
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Ⅴ　男女が支えあう家庭づくり

人も少なくありません。安心して働き続けるためには、多様な就労形態や育児支援を考
慮した介護支援体制を充実させることが必要です。

市民の取り組み
▷男性も女性も、育児サービスや介護保険制度について積極的に勉強しましょう。

行政の取り組み
▷介護を担いつつ働き続けられる体制づくりの支援を行います。 （高齢者福祉課）

目標指標
・家庭の中で男女が平等になっていると思う割合　　40％以上
・子育てを支援するための交流会の開催　　年50回
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Ⅵー１　男女共同による地域づくり

①地域社会の因習・慣習の見直し及び男女共同参画への支援
　男女共同参画の視点から見ると、地域社会のさまざまな活動の中には、「男のくせ
に、女のくせに、」という意識にもとづき、結果的に一人ひとりの能力や存在を抑て評
価してしまう不合理な因習・慣習が継続しています。また、異なる文化や価値観を持っ
た在住外国人に対しても、「外国人だから」という一方的な考え方から、存在を否定、
評価してしまう因習・慣習があります。これらを見直すと共に、女性や外国人の地域社
会への参画を支援し、自治会の役員等への登用について啓発に取り組みます。

市民の取り組み
▷地域の役員は男性だけがするものと思っていませんか。考えてみましょう。
▷古いしきたりや、不合理なものについて話し合ってみましょう。
▷年長者から男・女にこだわりなく活動できるように呼びかけ、女性同士、男性同士

でも話し合ってみましょう。

行政の取り組み
▷地域の自主組織である自治会活動へ、男女がともに参加できる環境をつくるととも

に自治会役員等に女性を積極的に登用するよう、自治会組織へ理解を求めます。
  （協働推進課）
▷地域活動への男女共同参画を促進するため、広報等で啓発をします。
  （人権男女参画課）

②男女共同参画の視点からの農業への取り組み
　農業に従事している女性は、経営、生産活動の担い手でもあると共に地域活性化に大
きく貢献しているにもかかわらず、経営や方向決定過程への参加が進んでいません。意
欲ある女性が方針決定の場に参加できるよう啓発していきます。

市民の取り組み
▷地域の代表等の集まりなどに積極的に参加して、意見を述べ農業の振興に貢献しま

しょう。

Ⅵ　男女共同参画によるまちづくり

　市政や地域において物事を決める様々な場面に「男女がともに居る風景」をつくり
上げることを目指します。

【男女共同参画の視点】
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Ⅵ　男女共同参画によるまちづくり

行政の取り組み
▷女性農業委員の登用により農業委員会活動を強化し、活力ある農業の振興を推進し

ます。 （農業委員会）

③男女共同参画の視点からの防災への取り組み
　災害時における男女共同参画の重要性については、東日本大震災等の教訓から全国的
に認識されてきております。特に避難所の運営には女性の視点を取入れていくことが重
要になっています。

市民の取り組み
▷災害時に備え防災訓練及び避難所の運営において女性の意見を取入れ自主防災組織

の活動に反映させましょう。

行政の取り組み
▷避難所運営委員会に女性の防災リーダーを積極的に登用するよう各自治会連合会に

働きかけるとともに更なる女性の防災リーダーの育成に努めます。 （防災課）

Ⅵー２　政策・方針決定の場への男女共同参画

①市政への女性参画の推進
　あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に向け、甲府市施策
執行の調査、審議等を行う機関である地方自治法の付属機関の審議会委員に女性の参画
を積極的に行い女性の意見を市政に取り入れるとともに女性の「政策にかかわる能力」
を十分に育て、あらゆる分野で活用できるように意欲を高揚し、能力を開発していくた
めのエンパワーメントの機会としていきます。

市民の取り組み
▷市政全般に常に関心を持ち市の審議会等の委員の公募に積極的に応募しましょう。

行政の取り組み
▷議会に関する情報提供の充実を図り、政治に対する関心や意欲を高めます。
  （議会事務局）
▷政策の立案等に際して、積極的に女性の意見を採り入れ、市政に参画する機会を推

進します。 （企画課）
▷甲府市の審議会等の女性委員の比率を高めます。 （人事課・人権男女参画課）
▷女性議会を開催し、議員として意見を述べ市政への関心を図ります。
  （議会事務局・人権男女参画課）
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■ 社会的な場所での女性参画推進について
（回答総数=576人）

出典資料：平成27年度甲府市男女共同参画に関する市民意識調査（P88〜89）

②女性リーダーの育成
　男女共同参画を目指すためには、みんなが社会の一員であるという自覚を持ち、対等
な構成員として様々な分野に参画していくことが重要です。そこで、地域や職場などに
おいて男女共同参画を広め、市民一人ひとりに浸透させるためのリーダー的役割を果た
す人材が求められます。そのためには、研修や講座などによりリーダーを育成するとと
もに活動に対して支援・協力が必要です。

市民の取り組み
▷男女共同参画に関する各種行事等に積極的に参加して、学んだことを広めていきま

しょう。

行政の取り組み
▷男女共同参画を進める女性リーダーの育成に努めます。 （人権男女参画課）
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Ⅵ　男女共同参画によるまちづくり

Ⅵー３　国際的協調

①国際規範・基準の取り入れ浸透
　国際社会を視野に入れた男女共同参画の形成は、重要な課題と位置づけられ、いろい
ろな活動や取り組みがなされています。これらの情報を集めて市民に知ってもらうこ
とが、男女共同参画の意義を理解し意識を高めていくことにつながります。そのために
は、世界中の情報を入手し、市民に提供することが必要です。

市民の取り組み
▷進んだ文化(平等･開発･平和)に関心を持ち貢献しましょう。

行政の取り組み
▷国内の男女共同参画先進地への研修を支援し研修成果の発表の機会を提供します。
  （人権男女参画課）
▷男女共同参画の視点に基づき、市民と在住外国人が共に快適な生活ができ市民との

交流により、当該外国の文化・慣習・慣行を摂取できる環境の整備を推進し支援し
ます。 （市民課）

▷在住外国人のコミュニケーション能力の向上を図るため日本語教育を支援します。
  （学校教育課・市民課）

②言語学習への協力と支援
　男女共同参画意識高揚のため、交流機会の充実を図ると共に、諸外国の言語を学ぶた
めの支援を行います。

市民の取り組み
▷外国人とふれあい、交流を深め、お互いの国の文化を理解し合いましょう。

行政の取り組み
▷男女共同参画推進先進国の人びととの交流事業を開催し、そのために必要な日本

語・外国語の講座を支援します。 （生涯学習文化課・市民課）

目標指標
・避難所に女性リーダーを配置　　全避難所
・審議会等の女性委員の比率　30％以上
・女性議会の開催　　計画期間中１回
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Ⅶー１　市民参加による推進体制の整備

　男女共同参画社会の実現に向けて、諸問題の解決を図るため市民・事業者のみなさん
と協力を得ながらプランを着実に推進するよう努力していくことが重要です。そのため
には、庁内推進組織を充実し、プランに盛り込まれている施策・事業を計画的に展開し
ていく必要があります。また、国･県・関係機関等と連携・協力を図っていきます。

市民の取り組み
▷男女共同参画を難しく考えず、身近なところからできることを始めてみましょう。
▷推進活動に積極的に協力しましょう。
▷市の活動等に仲間を誘って参加しましょう。

事業者の取り組み
▷男女共同参画を進める事業に積極的に参加しましょう。

行政の取り組み
▷甲府市男女共同参画推進委員会の運営
　男女共同参画社会の実現に向けて推進委員会を継続運営し、総合的かつ効果的な推

進を積極的に進めます。 （人権男女参画課）
▷市民及び市職員に対する男女共同参画推進委員による推進対応経験のデータの蓄積
（インタビュー・シートの作成蓄積） （人権男女参画課）

▷市民による推進活動への支援
　情報交換や交流のできる場として「甲府市男女共同参画センター」施設を提供しま

す。
▷活動自主団体への支援･ネットワークづくり
　男女共同参画を推進する団体を支援し、ネットワークづくり等連携を図ります。
 情報交換や交流のできる報告会・交流会を開催します。 （人権男女参画課）
▷甲府市男女共同参画都市宣言の周知
　甲府市男女共同参画都市宣言の周知を図るため、「宣言文解説」を用いた学習会等

を開催します。 （人権男女参画課）
▷モニタリング機能の充実
　市民へのプランの浸透度を知るため、モニター・スタッフを募集増強し、モニタリ

ング機能を充実します。 （人権男女参画課）

Ⅶ　男女共同参画社会を目指す推進体制づくり
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Ⅶ　男女共同参画社会をめざす推進体制づくり

Ⅶー２　庁内推進体制の充実

▷甲府市男女共同参画推進連絡協議会の運営とその評価
　男女共同参画の推進は、市民生活のあらゆる分野に関わるものであることから全庁

的に行われることが必要です。男女共同参画に向けて施策が確実に推進されるため
には、管理と評価を行うことが必要です。進捗状況を毎年把握すると共に、状況の
変化に応じた見直しを行います。 （人権男女参画課）

▷職員研修の充実
　全庁を対象にして、管理職及びその他の職員に対する男女共同参画に関する研修を

実施します。 （研修厚生課・人権男女参画課）
▷働きやすい環境調査
　女性を対象として、「働きやすくかつ働きがいのある職場づくりのための課題と提

案」に関する定期的なヒアリングを男女共同参画推進委員会により実施します。ヒ
アリング結果は個人特定できないようなフィルターをかけて保存します。

  （人権男女参画課）

目標指標
・男女共同参画推進センター利用者数　　300人
・モニター・スタッフ登録数　　50人
・市職員の男女共同参画研修会参加者数　　100人
・ヒアリングの実施回数　　年１回
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プラン数値目標

目標指標名 H27年度実績値 H33年度目標値

目標Ⅰ
男女共同参画社会という用語の周知度 79.5% 85%以上

男女の人権尊重の
実現とその意識づ
くり

甲府市男女共同参画推進条例周知度 39.9% 45%以上

情報誌の発行回数 年2回 年2回

情報誌の発行部数 1万千5百部 1万2千部

「男は仕事、女は家庭」という考え方に
同感する人の割合 30.7% 25%以下

目標Ⅱ
DV等の相談窓口を知っている人の割合 − 50%以上

女性や子どもに対
する暴力の根絶と
被害者への支援 人権の講座またはパネル展の開催 年1回 年1回

目標Ⅲ

子宮がん検診の受診率 − 15%以上男女の生涯にわた
る健康づくり

目標Ⅳ 市職員の女性管理職比率 6.8% 10%以上

男女がともに働き
続ける職場づくり

女性の活躍事例のセミナーの開催 − 年1回

女性活躍推進事業所等の表彰及び公表 − 年1回

目標Ⅴ 家庭の中で男女が平等になっていると思
う割合 33.2% 40%以上

男女が支えあう家
庭づくり 子育てを支援するための交換会の開催 − 年50回

目標Ⅵ 避難所に女性リーダーを配置 − 全避難所

男女共同参画によ
るまちづくり

審議会の女性委員の比率 24.4% 30%以上

女性議会の開催 0回 1回

目標Ⅶ 男女共同参画センター利用者数 − 300人

男女共同参画社会
を目指す推進体制
づくり

モニター・スタッフ登録数 − 50人

市職員の男女共同参画研修会参加者数 − 100人

ヒアリングの実施回数 − 年1回



●男女共同参画に関する動き（年表）

●日本国憲法（抄）

●男女共同参画社会基本法

●女子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）

●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（抄） 

（男女雇用機会均等法）

●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（DV防止法）

●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）

●甲府市男女共同参画推進条例

●甲府市男女共同参画都市宣言

●用語の解説

資　料
資　　料
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昭和50年
（1975年）

・国際婦人年世界会議（メキシ
コ）

・「世界行動計画」採択
・「 国 連 婦 人 の 十 年 」の 宣 言
（1976〜1988）

・9月総理府に「婦人問題企画
推進本部」設置

・婦人問題企画推進会議開催

昭和51年
（1976年）

・民法等の一部改正（離婚後の
氏関連法の改正）

昭和52年
（1977年）

・国内行動計画策定（前期重点
目標決定）・「国立女性教育会
館」設置

昭和53年
（1978年）

・山梨県県民生活局に婦人問題
担当窓口設置

・総務部に婦人問題対策担当設
置・婦人問題対策庁内推進協
議会設置

昭和54年
（1979年）

・国連総会で「女子差別撤廃条
約」採択

・婦人問題懇話会委員委嘱

昭和55年
（1980年）

・国連婦人の十年中間年世界会
議開催（コペンハーゲン）

・「国連婦人の十年後半期行動
プログラム」採択

・「女子差別撤廃条約」署名 ・青少年婦人対策課設置 ・「婦人問題についての意識と
実態調査」実施

昭和56年
（1981年）

・ILO第156号「男女労働者：家
族的責任を有する労働者の機
会均等及び平等待遇に関する
条約」採択

・国内行動計画後期重点目標決
定

・「山梨県婦人行動計画」の策定 ・「女性の窓」創刊号発行

昭和57年
（1982年）

・婦人の一日部長
・「甲府市婦人行動計画」策定

昭和59年
（1984年）

・国籍法及び戸籍法の一部改正
（父母両系血統主義へ）

・「山梨県立総合婦人会館」開館

昭和60年
（1985年）

・国連婦人の十年最終年
　世界議開催（ナイロビ）「西暦

2000年に向けて婦人の地位
向上のための将来戦略」採択

・男女雇用機会均等法公布
・「女子差別撤廃条約」批准
・「国籍法」の改正

・青少年婦人対策課を青少年婦
人課と変更

・総務部から社会部青少年婦人
課婦人係に

昭和61年
（1986年）

・婦人問題企画推進本部拡充：
構成を全省庁に拡大

・婦人問題企画推進有識者会議
開催

・地域婦人問題学習会「女性の
生き方を考えるつどい」第1回
開催

昭和62年
（1987年）

・「西暦2000年に向けての新国
内行動計画」策定

昭和63年
（1988年）

・山梨県議会に女性初議席獲得

平成2年
（1990年）

・国連婦人の地位委員会拡大会
期

・国連経済社会理事会

・「山梨県立富士女性センター」
開館

・「女性問題に関する市民意識
調査と実態調査」実施

平成3年
（1991年）

・「西暦2000年に向けての新国
内行動計画」（第1次改定）策
定

・「やまなし女性いきいきプラ
ン」策定

・「こうふ女性のつばさ」派遣
・「こうふ女性フォーラム」実施

平成4年
（1992年）

・育児休業法施行
・中学校での家庭科の男女必修

実施

・青少年婦人課を青少年女性課
とし、課内に女性政策室を設
置

・青少年婦人課婦人係から女性
政策課女性政策係へ変更

・甲府市女性市民会議設置

平成5年
（1993年）

・世界人権会議開催（ウィーン） ・パートタイム労働法施行 ・やまなし女性人材バンクの設
置

・女性いきいきアドバイザー設
置

・「こうふ女性プラン」策定

平成6年
（1994年）

・国際･人口開発会議開催（カイ
ロ）

・総理府に男女共同参画室及び
男女共同参画審議会設置

・男女共同参画推進本部設置

・「メンズ講座」開催

平成7年
（1995年）

・第4回世界女性会議（北京）
「北京宣言」「北京行動網領」
の採択

・育児介護休業法施行(介護休
暇制度の法制化）

・「ILO第156号　条約」（家族
的責任を有する労働者条約）
批准

・「男性セミナー」開催

年 国　　連 日　　本 山 梨 県 甲 府 市

男女共同参画に関する動き
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平成8年
（1996年）

・男女共同参画審議会「男女共
同参画ビジョン」を答申

・「男女共同参画2000年プラ
ン」策定・男女共同参画推進連
携会議（えがりてネットワーク）
発足

・「山梨県立峡南女性センター」
開館

・女性情報ネットワーク稼働

・「女性政策課」から「青少年女
性課」女性政策係へ変更

平成9年
（1997年）

・男女雇用機会均等法改正（セ
クハラについての事業主配慮
義務規定）

・労働基準法一部改正（女子保
護規定の廃止等）

・介護保険法制定
・男女共同参画審議会設置（法

律）

平成10年
（1998年）

・男女共同参画審議会より「男
女共同参画社会基本法」答申

・「やまなしヒューマンプラン
21」策定

・「こうふ女性プラン」について
女性団体からの意見・提言集
約

平成11年
（1999年）

・男女共同参画社会基本法施行
・「食料・農業・農村基本法」公

布、施行

・「甲府市女性交流センター」開
設

・「男女共同参画に関する市民
意識実態調査」実施

平成12年
（2000年）

・国連特別総会「女性2000年会
議」開催（ニューヨーク）「政治宣
言」「北京宣言及び行動網領実
施のための更なる行動とイニ
シアティブに関する文書」採択

・「男女共同参画基本計画」策定
・児童虐待防止法施行
・ストーカー規制法施行

・男女共同参画に関する県民意
識実態調査

・第10期女性問題懇話会委嘱
・新こうふ女性プラン策定委員

設置
・第10期女性問題懇話会から

提言

平成13年
（2001年）

・中央省庁党改革により内閣府
男女共同参画局設置

・DV防止法施行
・男女共同参画会議設置
・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

平成14年
（2002年）

・アフガニスタンの女性支援に
関する懇談会開催

・「山梨県男女共同参画計画
（ヒューマンプラン）」策定・
「山梨県男女共同参画推進条
例」制定

・「こうふ男女共同参画プラン」
策定

平成15年
（2003年）

・「女性のチャレンジ支援策の推
進について」男女共同参画推
進本部決定

・女子差別撤廃条約実施状況第
4・5回報告審議

・「次世代育成支援対策推進法」
公布、施行

・「甲府市男女共同参画推進条
例」施行

・「男女共同参画課」設置・
・「男女共同参画センター」、「女

性総合相談室」開設
・「男女共同参画審議会」設置
・「甲府市男女共同参画推進連

絡協議会」設置

平成16年
（2004年）

・「女性国家公務員の採用・登用
の拡大等について」男女共同
参画推進本部決定

・「配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護に関する法
律」改正及び同法に基づく基
本方針の策定

・女性センターを統合して「男女
共同参画推進センター」に名
称変更

平成17年　
（2005年）

・「第49回国連婦人の地位向
上委員会（北京十10）」が開催。

「重大問題領域における行動
および更なる行動とイニシア
ティブ」宣言

・「男女共同参画基本計画（第2
次）」閣議決定

・「女性の再チャレンジ支援プラ
ン」策定

・「配偶者からの暴力防止及び
被害者の保護に関する基本計
画」策定

・「男女共同参画に関する市民
意識調査」実施

平成18年
（2006年）

・「国の審議会等における女性
委員の登用の促進について」
男女共同参画推進本部決定

・「男女雇用機会均等法」改正
・東アジア男女共同参画担当大

臣会合開催
・「女性の再チャレンジ支援プラ

ン」改定

・「第2次山梨県男女共同参画
計画」策定

・「第2次こうふ男女共同参画プ
ラン」策定

年 国　　連 日　　本 山 梨 県 甲 府 市
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平成19年
（2007年）

・「配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護に関する法
律」改正DV基本方針改定

・「短時間労働者の雇用管理の
改善等に関する法律」改正

・「子どもと家族を応援する日
本」重点戦略とりまとめ

・「仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）憲章」及び「仕
事と生活の調和推進のための
行動指針」策定

・「やまなし女性の知恵委員会」
設置

・「山梨県男女共同参画企業懇
話会」開催

平成20年
（2008年）

・「女性の参画加速プログラム」
男女共同参画推進本部決定

・女子差別撤廃条約実施状況第
6回報告提出

・「第2次山梨県配偶者からの暴
力防止及び被害者の保護に関
する基本計画」策定

・「甲府市男女共同参画推進委
員会」設立

平成21年
（2009年）

・「DV相談ナビ」開始
・男女共同参画シンボルマーク

決定
・「育児・介護休業法」改正
・女子差別撤廃条約実施状況第

6回報告審議会

・男女共同参画課を県民生活・
男女参画課と改称

・男女共同参画推進センターに
指定管理制度導入

平成22年
（2010年）

・国連「北京+15」記念会合
（ニューヨーク）

・「改正育児・介護休業法」施行
・「第3次男女共同参画基本計

画」閣議決定
・APEC第15回女性リーダーズ

ネットワーク（WLN）会合
・第8回男女共同参画担当者

ネットワーク（GFPN）会合
・「仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）憲法」及び「仕
事と生活の調和推進のための
行動指針」改定

・男女共同参画に関する県民意
識・実態調査」実施

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 Women）発足

・「第3次山梨県男女共同参画
計画」策定

・「男女共同参画に関する市民
意識調査」実施

・「男女共同参画課」から「人権・
男女共同参画課」男女参画係
へ

平成24年
（2012年）

・第56回国連婦人の地位委員
会「自然災害におけるジェン
ダー平等と女性のエンパワー
メント」決議案採択

・「女性の活躍促進による経済
活性化」行動計画」策定

・「公的年金制度の財政基盤及
び最低保証機能の強化等のた
めに国民年金法等の一部を改
正する法律」制定

・「子ども・子育て関連3法」制定

平成25年
（2013年）

第58回国際婦人の地位委員会 ・若者・女性活躍推進フォーラム
の開催、提言

・「配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護等に関する法
律」改正（平成26年1月施行）

・「第3次山梨県配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護に
関する基本計画」策定

・「甲府市男女共同参画都市宣
言」実施

平成26年
（2014年）

・「次世代育成支援対策推進法」
改正

・「雇用保険法」改正

・「やまなし企業子宝率調査」実
施

平成27年
（2015年）

・「女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律」施行

・「第4次男女共同参画基本計
画」策定

・「女性の活躍支援事業」開始 ・「男女共同参画に関する市民
意識調査」実施

平成28年
（2016年）

・「第4次山梨県男女共同参画
計画」策定

・「第3次こうふ男女共同参画プ
ラン」及び「甲府市配偶者等か
らの暴力の防止及び被害者支
援基本計画」策定

年 国　　連 日　　本 山 梨 県 甲 府 市
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　日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じ
て行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和
による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を
確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのな
いやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存すること
を宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳
粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、そ
の権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこ
れを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、
かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切
の憲法、法令及び詔勅を排除する。
　日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配
する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸
国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持し
ようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧
迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会
において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世
界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
　われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他
国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普
遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維
持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信
ずる。
　日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な
理想と目的を達成することを誓ふ。

第2章　戦争の放棄

第9条　日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠
実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は
武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に
これを放棄する。

②　前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、こ
れを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章　国民の権利及び義務

第10条　日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条　国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできな
い永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条　この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民
の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に
公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条　すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由
及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉
に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を
必要とする。

第14条　すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信
条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又
は社会的関係において、差別されない。

②　華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③　栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴は

ない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受
ける者の一代に限り、その効力を有する。

第16条　何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又
は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に
請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにい
かなる差別待遇も受けない。

第18条　何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪
に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服さ
せられない。

第19条　思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条　信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。い
かなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力
を行使してはならない。

②　何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加する
ことを強制されない。

③　国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動
もしてはならない。

第21条　集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由
は、これを保障する。

②　検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを
侵してはならない。

第22条　何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及
び職業選択の自由を有する。

②　何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵さ
れない。

第23条　学問の自由は、これを保障する。

第24条　婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同
等の権利を有することを基本として、相互の協力により、
維持されなければならない。

②　配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに
婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなけ
ればならない。

第25条　すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営
む権利を有する。

②　国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条　すべて国民は、法律の定めるところにより、その能
力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

日本国憲法（抄）
公布　昭和21年 11月　3日
施行　昭和22年　5月　3日
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②　すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護す
る子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、
これを無償とする。

第27条　すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②　賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準

は、法律でこれを定める。
③　児童は、これを酷使してはならない。

第28条　勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行
動をする権利は、これを保障する。

第29条　財産権は、これを侵してはならない。
②　財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律で

これを定める。
③　私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用

ひることができる。

第31条　何人も、法律の定める手続によらなければ、その生
命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられな
い。

第32条　何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれ
ない。

第10章　最高法規

第97条　この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類
の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの
権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対
し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの
である。

第98条　この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反
する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全
部又は一部は、その効力を有しない。

②　日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これ
を誠実に遵守することを必要とする。

第99条　天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その
他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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目次
前文
第1章　総則（第1条―第12条）
第2章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
　　　　（第13条―第20条）
第3章　男女共同参画会議
　　　　（第21条―第28条）
附則

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

第1章　総則

　（目的）
第1条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経

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

　（定義）
第2条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。
一　男女共同参画社会の形成　男女が、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお
ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等
に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ
とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成するこ
とをいう。

二　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の
格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいず
れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい
う。

　（男女の人権の尊重）

第3条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊
厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを
受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確
保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨と
して、行われなければならない。

　（社会における制度又は慣行についての配慮）
第4条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会におけ

る制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映
して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない
影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害
する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会におけ
る制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して
及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮され
なければならない。

　（政策等の立案及び決定への共同参画）
第5条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な

構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は
民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画す
る機会が確保されることを旨として、行われなければなら
ない。

　（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第6条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介
護その他の家庭生活における活動について家族の一員とし
ての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行
うことができるようにすることを旨として、行われなけれ
ばならない。

　（国際的協調）
第7条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における

取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同
参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければなら
ない。

　（国の責務）
第8条　国は、第3条から前条までに定める男女共同参画社会

の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）
にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定
し、及び実施する責務を有する。

　（地方公共団体の責務）
第9条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びそ
の他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定
し、及び実施する責務を有する。

　（国民の責務）
第10条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあ

らゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画
社会の形成に寄与するように努めなければならない。

男女共同参画社会基本法
平成11年6月23日（法律第78号）
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　（法制上の措置等）
第11条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の
措置を講じなければならない。

　（年次報告等）
第12条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の

状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策についての報告を提出しなければならない。

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

第2章　男女共同参画社会の形成
　　  　　の促進に関する基本的施策

　（男女共同参画基本計画）
第13条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

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

2　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定め
るものとする。
一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の大綱
二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために
必要な事項

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

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

5　前2項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準
用する。

　（都道府県男女共同参画計画等）
第14条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当

該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男
女共同参画計画」という。）を定めなければならない。

2　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について
定めるものとする。
一　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき

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

女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ
計画的に推進するために必要な事項

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

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

　（施策の策定等に当たっての配慮）
第15条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に

影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに

当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければな
らない。

（国民の理解を深めるための措置）
第16条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本

理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じな
ければならない。

　（苦情の処理等）
第17条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼ
すと認められる施策についての苦情の処理のために必要な
措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社
会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合に
おける被害者の救済を図るために必要な措置を講じなけれ
ばならない。

　（調査研究）
第18条　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社

会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同
参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研
究を推進するように努めるものとする。

　（国際的協調のための措置）
第19条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に

促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その
他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円
滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるも
のとする。

　（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第20条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画
社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報
の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとす
る。

第3章　男女共同参画会議

　（設置）
第21条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい

う。）を置く。

　（所掌事務）
第22条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

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

二　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大
臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関す
る基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議
すること。

三　前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が
あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対
し、意見を述べること。

四　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同
参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認
めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見
を述べること。

（組織）
第23条　会議は、議長及び議員24人以内をもって組織する。
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（議長）
第24条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。
2　議長は、会務を総理する。

（議員）
第25条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。

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1項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の
数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であって
はならない。

4　第1項第二号の議員は、非常勤とする。

（議員の任期）
第26条　前条第1項第二号の議員の任期は、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1項第二号の議員は、再任されることができる。

（資料提出の要求等）
第27条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要がある

と認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査
に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その
他必要な協力を求めることができる。

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

（政令への委任）
第28条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員

その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定め
る。

附　則　（抄）

（施行期日）
第1条　この法律は、公布の日から施行する。

（男女共同参画審議会設置法の廃止）
第2条　男女共同参画審議会設置法（平成9年法律第7号）

は、廃止する。

（経過措置）
第3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1条の規定によ
り置かれた男女共同参画審議会は、第21条第1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4条第1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23条第1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2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2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5条第1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3項の規定により指名された委員である者は、そ

れぞれ、この法律の施行の日に、第24条第1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3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。
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　この条約の締約国は、国際連合憲章が基本的人権、人間の
尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて
確認していることに留意し、世界人権宣言が、差別は容認す
ることができないものであるとの原則を確認していること、
並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、か
つ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人
は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げ
るすべての権利及び自由を享有することができることを宣明
していることに留意し、人権に関する国際規約の締約国がす
べての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享
有について男女に平等の権利を確保する義務を負っているこ
とに留意し、国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結
した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、
更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を
促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、しかしなが
ら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が
依然として広範に存在していることを憂慮し、女子に対する
差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反
するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、
社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるも
のであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであ
り、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために
完全に開発することを一層困難にするものであることを想起
し、窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用
のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する
機会が最も少ないことを憂慮し、衡平及び正義に基づく新た
な国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献する
ことを確信し、アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、
人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占
領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有
に不可欠であることを強調し、国際の平和及び安全を強化
し、国際緊張を緩和し、すべての国（社会体制及び経済体制
のいかんを問わない。）の間で相互に協力し、全面的かつ完
全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下
での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平
等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の
下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独
立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重するこ
とが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全
な平等の達成に貢献することを確認し、国の完全な発展、世
界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子
が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要としてい
ることを確信し、家族の福祉及び社会の発展に対する従来完
全には認められていなかった女子の大きな貢献、母性の社会
的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意
し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべき
ではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負う
ことが必要であることを認識し、社会及び家庭における男子
の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完
全な平等の達成に必要であることを認識し、女子に対する差
別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施するこ
と及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃す
るための必要な措置をとることを決意して、次のとおり協定
した。

第1部

第1条　この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性
に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、
社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野において
も、女子（婚姻をしているかいないかを問わない。）が男
女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有
し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を
有するものをいう。

第2条　締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難
し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手
段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこ
のため次のことを約束する。

(a)　男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組
み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平
等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により
確保すること。

(b)　女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その
他の措置（適当な場合には制裁を含む。）をとること。

(c)　女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確
立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を
通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護
することを確保すること。

(d)　女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し
控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従って行動す
ることを確保すること。

(e)　個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃する
ためのすべての適当な措置をとること。

(f)　女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣
行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置（立法
を含む。）をとること。

(g)　女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止
すること。

第3条　締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、
経済的及び文化的分野において、女子に対して男子との平
等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有する
ことを保障することを目的として、女子の完全な能力開発
及び向上を確保するためのすべての適当な措置（立法を含
む。）をとる。

第4条
1　締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とす

る暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差
別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる
意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けるこ
ととなってはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平
等の目的が達成された時に廃止されなければならない。

2　締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（こ
の条約に規定する措置を含む。）をとることは、差別と解
してはならない。

第5条　締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置を

女子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》（一部抜粋）
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とる。
(a)　両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の

定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣
行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動
様式を修正すること。

(b)　家庭についての教育に、社会的機能としての母性につ
いての適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の
共同責任についての認識を含めることを確保すること。あ
らゆる場合において、子の利益は最初に考慮するものとす
る。

第6条　締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売
春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置（立法
を含む。）をとる。

第2部

第7条　締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子
に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる
ものとし、特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権
利を確保する。

(a)　あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びに
すべての公選による機関に選挙される資格を有する権利

(b)　政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府
のすべての段階において公職に就き及びすべての公務を遂
行する権利

(c)　自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び
非政府団体に参加する権利 

第8条　締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関
の活動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件
でかついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な
措置をとる。

第9条
1　締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対

して男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外国人
との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国
籍を変更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制する
こととならないことを確保する。

2　締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の
権利を与える。

第3部

第10条　締約国は、教育の分野において、女子に対して男子
と平等の権利を確保することを目的として、特に、男女の
平等を基礎として次のことを確保することを目的として、
女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置を
とる。

(a)　農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指
導、修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。
このような平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専
門教育及び高等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練に
おいて確保されなければならない。

(b)　同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有
する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受す
る機会

(c)　すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役
割についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成
を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することに
より、また、特に、教材用図書及び指導計画を改訂するこ

と並びに指導方法を調整することにより行うこと。
(d)　奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会
(e)　継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画を含

む。）特に、男女間に存在する教育上の格差をできる限り
早期に減少させることを目的とした継続教育計画を利用す
る同一の機会

(f)　女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した
女子のための計画を策定すること。

(g)　スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会
(h)　家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報

（家族計画に関する情報及び助言を含む。）を享受する機
会

第11条
1　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次

の権利を確保することを目的として、雇用の分野における
女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置を
とる。

(a)　すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利
(b)　同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適用

を含む。）についての権利
(c)　職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障並びに労

働に係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業
訓練及び再訓練（見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含
む。）を受ける権利

(d)　同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）
及び同一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関す
る取扱いの平等についての権利

(e)　社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他
の労働不能の場合における社会保障）についての権利及び
有給休暇についての権利

(f)　作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の保護を
含む。）についての権利 

2　締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別
を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確保
するため、次のことを目的とする適当な措置をとる。

(a)　妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしている
かいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止するこ
と。

(b)　給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前
の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない
母性休暇を導入すること。

(c)　親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加と
を両立させることを可能とするために必要な補助的な社会
的サービスの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促
進することにより奨励すること。

(d)　妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類
の作業においては、当該女子に対して特別の保護を与える
こと。

3　この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び
技術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必要に
応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。 

第12条
1　締約国は、男女の平等を基礎として保健サービス（家族

計画に関連するものを含む。）を享受する機会を確保する
ことを目的として、保健の分野における女子に対する差別
を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。

2　1の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分
べん及び産後の期間中の適当なサービス（必要な場合には
無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養
を確保する。
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第13条　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特
に次の権利を確保することを目的として、他の経済的及び
社会的活動の分野における女子に対する差別を撤廃するた
めのすべての適当な措置をとる。

(a)　家族給付についての権利
(b)　銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用につい

ての権利
(c)　レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面における

文化的活動に参加する権利

第14条
1　締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の

経済的生存のために果たしている重要な役割（貨幣化され
ていない経済の部門における労働を含む。）を考慮に入れ
るものとし、農村の女子に対するこの条約の適用を確保す
るためのすべての適当な措置をとる。

2　締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の
開発に参加すること及びその開発から生ずる利益を受ける
ことを確保することを目的として、農村の女子に対する差
別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、
特に、これらの女子に対して次の権利を確保する。

(a)　すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加す
る権利

(b)　適当な保健サービス（家族計画に関する情報、カウン
セリング及びサービスを含む。）を享受する権利

(c)　社会保障制度から直接に利益を享受する権利
(d)　技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正規で

あるかないかを問わない。）の訓練及び教育（実用的な識
字に関するものを含む。）並びに、特に、すべての地域
サービス及び普及サービスからの利益を享受する権利

(e)　経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得
るために、自助的集団及び協同組合を組織する権利

(f)　あらゆる地域活動に参加する権利
(g)　農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を利用

する権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計画におい
て平等な待遇を享受する権利

(h)　適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水の供
給、運輸並びに通信に関する条件）を享受する権利 

第4部

第15条
1　締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認め

る。
2　締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的

能力を与えるものとし、また、この能力を行使する同一の
機会を与える。特に、締約国は、契約を締結し及び財産を
管理することにつき女子に対して男子と平等の権利を与え
るものとし、裁判所における手続のすべての段階において
女子を男子と平等に取り扱う。

3　締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を
有するすべての契約及び他のすべての私的文書（種類のい
かんを問わない。）を無効とすることに同意する。

4　締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由
に関する法律において男女に同一の権利を与える。

第16条
1　締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項につい

て女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置
をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のこと
を確保する。

(a)　婚姻をする同一の権利

(b)　自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみに
より婚姻をする同一の権利

(c)　婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
(d)　子に関する事項についての親（婚姻をしているかいな

いかを問わない。）としての同一の権利及び責任。あらゆ
る場合において、子の利益は至上である。

(e)　子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定
する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情
報、教育及び手段を享受する同一の権利

(f)　子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する
制度が存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責
任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。

(g)　夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権
利を含む。）

(h)　無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取
得し、運用し、管理し、利用し及び処分することに関する
配偶者双方の同一の権利 

2　児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、
また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録
を義務付けるためのすべての必要な措置（立法を含む。）
がとられなければならない。

第5部

第17条
1　この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女

子に対する差別の撤廃に関する委員会（以下「委員会」と
いう。）を設置する。委員会は、この条約の効力発生の時
は18人の、35番目の締約国による批准又は加入の後は23
人の徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野におい
て十分な能力を有する専門家で構成する。委員は、締約国
の国民の中から締約国により選出するものとし、個人の資
格で職務を遂行する。その選出に当たっては、委員の配分
が地理的に衡平に行われること並びに異なる文明形態及び
主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。

2　委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中
から秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中
から1人を指名することができる。

第3項以下省略

第18条
1　国は、次の場合に、この条約の実施のためにとった立法

上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措置により
もたらされた進歩に関する報告を、委員会による検討のた
め、国際連合事務総長に提出することを約束する。

(a)　当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から1年
以内

(b)　その後は少なくとも4年ごと、更には委員会が要請する
とき。

第2項以下省略

第19条・第20条・第22条省略
 
第21条
1　委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎年

国際連合総会に報告するものとし、また、締約国から得た
報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有す
る勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性
格を有する勧告は、締約国から意見がある場合にはその意
見とともに、委員会の報告に記載する。

第2項以下省略
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第6部

第23条　この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規
定であって男女の平等の達成に一層貢献するものに影響を
及ぼすものではない。

(a)　締約国の法令
(b)　締約国について効力を有する他の国際条約又は国際協

定

第24条　締約国は、自国においてこの条約の認める権利の完
全な実現を達成するためのすべての必要な措置をとること
を約束する。

第25条以下省略
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目次
第1章　総則（第1条―第4条）
第2章　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の 

　　  確保等
　第1節　性別を理由とする差別の禁止等（第5条―第10 

　　　   条）
　第2節　事業主の講ずべき措置（第11条―第13条）
　第3節　事業主に対する国の援助（第14条）
第3章　紛争の解決
　第1節　紛争の解決の援助（第15条―第17条）
　第2節　調停（第18条―第27条）
第4章　雑則（第28条―第32条）
第5章　罰則（第33条）
附則

第1章　総則

（目的）
第1条　この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の

理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊
娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進するこ
とを目的とする。

（基本的理念）
第2条　この法律においては、労働者が性別により差別され

ることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重され
つつ、充実した職業生活を営むことができるようにするこ
とをその基本的理念とする。

2　事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基
本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるよ
うに努めなければならない。

（啓発活動）
第3条　国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を
深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な
機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るた
め、必要な啓発活動を行うものとする。

（男女雇用機会均等対策基本方針）
第4条　厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針
（以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。）を定
めるものとする。

2　男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のと
おりとする。
一　男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動

向に関する事項
二　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等について講じようとする施策の基本となるべき事項
3　男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性

労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考
慮して定められなければならない。

4　厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定め
るに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴
くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。

5　厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定め
たときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

6　前2項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更に
ついて準用する。

第2章　雇用の分野における男女の均等な機会
　　　　　　　及び待遇の確保等　

第1節　性別を理由とする差別の禁止等

（性別を理由とする差別の禁止）
第5条　事業主は、労働者の募集及び採用について、その性

別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

第6条　事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別
を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

一　労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、
昇進、降格及び教育訓練

二　住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置で
あって厚生労働省令で定めるもの

三　労働者の職種及び雇用形態の変更
四　退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

（性別以外の事由を要件とする措置）
第7条　事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事

項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件と
するもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率
その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別と
なるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものに
ついては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当
該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事
業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特
に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなけ
れば、これを講じてはならない。

（女性労働者に係る措置に関する特例）
第8条　前3条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改
善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講
ずることを妨げるものではない。

（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等）
第9条　事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産

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（抄）
《男女雇用機会均等法》

昭和47年  7月  1日法律第113号
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したことを退職理由として予定する定めをしてはならな
い。

2　事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解
雇してはならない。

3　事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出
産したこと、労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条
第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条
第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産
に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由と
して、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱い
をしてはならない。

4　妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労
働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業
主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でな
いことを証明したときは、この限りでない。

（指針）
第10条　厚生労働大臣は、第5条から第7条まで及び前条第1

項から第3項までの規定に定める事項に関し、事業主が適
切に対処するために必要な指針（次項において「指針」と
いう。）を定めるものとする。

2　第4条第4項及び第5項の規定は指針の策定及び変更につ
いて準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほ
か、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」
と読み替えるものとする。

第2節　事業主の講ずべき措置

（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理
上の措置）

第11条　事業主は、職場において行われる性的な言動に対
するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労
働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当
該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働
者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の
整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならな
い。

2　厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき
措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要
な指針（次項において「指針」という。）を定めるものと
する。

3　第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更に
ついて準用する。この場合において、同条第4項中「聴く
ほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴
く」と読み替えるものとする。

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置）
第12条　事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、そ

の雇用する女性労働者が母子保健法（昭和40年法律第141
号）の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必
要な時間を確保することができるようにしなければならな
い。

第13条　事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指
導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるよう
にするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を
講じなければならない。

2　厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき
措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要
な指針（次項において「指針」という。）を定めるものと
する。

3　第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更に
ついて準用する。この場合において、同条第4項中「聴く

ほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴
く」と読み替えるものとする。

第3節　事業主に対する国の援助

第14条　国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待
遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野
における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となって
いる事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講
じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相
談その他の援助を行うことができる。
一　その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の

分析
二　前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善する
に当たって必要となる措置に関する計画の作成

三　前号の計画で定める措置の実施
四　前3号の措置を実施するために必要な体制の整備
五　前各号の措置の実施状況の開示

第3章　紛争の解決

第1節　紛争の解決の援助

（苦情の自主的解決）
第15条　事業主は、第6条、第7条、第9条、第12条及び第

13条第1項に定める事項（労働者の募集及び採用に係るも
のを除く。）に関し、労働者から苦情の申出を受けたとき
は、苦情処理機関（事業主を代表する者及び当該事業場の
労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の
苦情を処理するための機関をいう。）に対し当該苦情の処
理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなけれ
ばならない。

（紛争の解決の促進に関する特例）
第16条　第5条から第7条まで、第9条、第11条第1項、第

12条及び第13条第1項に定める事項についての労働者と事
業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の
促進に関する法律（平成13年法律第112号）第4条、第5
条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条か
ら第27条までに定めるところによる。

（紛争の解決の援助）
第17条　都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、

当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助
を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な
助言、指導又は勧告をすることができる。

2　事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由とし
て、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをして
はならない。

第2節　調停

（調停の委任）
第18条　都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争（労

働者の募集及び採用についての紛争を除く。）について、
当該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）の双方
又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の
解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛
争の解決の促進に関する法律第六条第1項の紛争調整委員
会（以下「委員会」という。）に調停を行わせるものとす
る。

2　前条第2項の規定は、労働者が前項の申請をした場合につ
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いて準用する。

（調停）
第19条　前条第1項の規定に基づく調停（以下この節におい

て「調停」という。）は、三人の調停委員が行う。
2　調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじ

め指名する。

第20条　委員会は、調停のため必要があると認めるときは、
関係当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

2　委員会は、第11条第1項に定める事項についての労働者
と事業主との間の紛争に係る調停のために必要があると認
め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当
事者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動を
行ったとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことがで
きる。

第21条　委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要が
あると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働
局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名
する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者
から当該事件につき意見を聴くものとする。

第22条　委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその
受諾を勧告することができる。

第23条　委員会は、調停に係る紛争について調停による解決
の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることがで
きる。

2　委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、
その旨を関係当事者に通知しなければならない。

（時効の中断）
第24条　前条第1項の規定により調停が打ち切られた場合に

おいて、当該調停の申請をした者が同条第2項の通知を受
けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について
訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申
請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

（訴訟手続の中止）
第25条　第18条第1項に規定する紛争のうち民事上の紛争で

あるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合にお
いて、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関
係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4
月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をする
ことができる。
一　当該紛争について、関係当事者間において調停が実施

されていること。
二　前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によ

つて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2　受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことがで

きる。
3　第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1

項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てるこ
とができない。

（資料提供の要求等）
第26条　委員会は、当該委員会に係属している事件の解決の

ために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資
料の提供その他必要な協力を求めることができる。

（厚生労働省令への委任）
第27条　この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要

な事項は、厚生労働省令で定める。

第4章　雑則

（調査等）
第28条　厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれ

ぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとす
る。

2　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関
の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることが
できる。

3　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事
から必要な調査報告を求めることができる。

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第29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、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。

2　前項に定め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。

（公表）
第30条　厚生労働大臣は、第5条から第7条まで、第9条第

1項から第3項まで、第11条第1項、第12条及び第13条第
1項の規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規
定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が
これに従わなかつたときは、その旨を公表することができ
る。

（適用除外）
第32条　第2章第1節及び第3節、前章、第29条並びに第30

条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第2章第2節の
規定は、一般職の国家公務員（行政執行法人の労働関係に
関する法律（昭和23年法律第257号）第2条第2号の職員
を除く。）、裁判所職員臨時措置法（昭和26年法律第299
号）の適用を受ける裁判所職員、国会職員法（昭和22年法
律第85号）の適用を受ける国会職員及び自衛隊法（昭和
29年法律第165号）第2条第5項に規定する隊員に関して
は適用しない。

第5章　罰則

第33条　第29条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の
報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附　則（平成28年3月31日法律第17号）抄

（施行期日）
第1条　この法律は、平成29年1月1日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。

一　第7条の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の
規定　公布の日

（罰則に関する経過措置）
第13条　附則第1条第1号に掲げる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33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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　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

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平
等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が
行われている。
　ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む
重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ず
しも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の
被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である
女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害
し、男女平等の実現の妨げとなっている。
　このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を
図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護す
るための施策を講ずることが必要である。このことは、女性
に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取
組にも沿うものである。
　ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立
支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。

第1章　総則

（定義）
第1条　この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶

者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃で
あって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同
じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
（以下この項及び第28条の2において「身体に対する暴力
等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴
力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取
り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引
き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。

2　この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を
受けた者をいう。

3　この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていな
いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離
婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入
ることを含むものとする。

（国及び地方公共団体の責務）
第2条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止す

るとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適
切な保護を図る責務を有する。

第1章の2　基本方針及び都道府県基本計画等

（基本方針）
第2条の2　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚

生労働大臣（以下この条及び次条第5項において「主務大
臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並び
に次条第1項及び第3項において「基本方針」という。）を
定めなければならない。

2　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第1項
の都道府県基本計画及び同条第3項の市町村基本計画の指
針となるべきものを定めるものとする。
一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基

本的な事項
二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

策の内容に関する事項
三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の実施に関する重要事項
3　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようと

するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけ
ればならない。

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

（都道府県基本計画等）
第2条の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。
一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基

本的な方針
二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

策の実施内容に関する事項
三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の実施に関する重要事項
3　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即

し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村にお
ける配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施
策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市
町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければなら
ない。

4　都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基
本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公
表しなければならない。

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

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
平成13年  4月13日法律第31号
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の援助を行うよう努めなければならない。

第2章　配偶者暴力相談支援センター等

（配偶者暴力相談支援センター）
第3条　都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所そ

の他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談
支援センターとしての機能を果たすようにするものとす
る。

2　市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、
当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を
果たすようにするよう努めるものとする。

3　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものと
する。
一　被害者に関する各般の問題について、相談に応ずるこ

と又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介するこ
と。

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

三　被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあって
は、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、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。

四　被害者が自立して生活することを促進するため、就業
の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等につ
いて、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他
の援助を行うこと。

五　第4章に定める保護命令の制度の利用について、情報
の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこ
と。

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

4　前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又
は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うも
のとする。

5　配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当
たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努
めるものとする。

（婦人相談員による相談等）
第4条　婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を

行うことができる。

（婦人保護施設における保護）
第5条　都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を

行うことができる。

第3章　被害者の保護

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
第6条　配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者

からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同
じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴
力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなけれ
ばならない。

2　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、
配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認
められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支
援センター又は警察官に通報することができる。この場

合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとす
る。

3　刑法（明治40年法律第45号）の秘密漏示罪の規定その他
の守秘義務に関する法律の規定は、前2項の規定により通
報することを妨げるものと解釈してはならない。

4　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、
配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認
められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力
相談支援センター等の利用について、その有する情報を提
供するよう努めなければならない。

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明
等）

第7条　配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通
報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対
し、第3条第3項の規定により配偶者暴力相談支援センター
が行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、
必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

（警察官による被害の防止）
第8条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行わ

れていると認めるときは、警察法（昭和29年法律第162
号）、警察官職務執行法（昭和23年法律第136号）その他
の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護
その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するた
めに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（警察本部長等の援助）
第8条の2　警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部

の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部
長。第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。

（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。
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第4章　保護命令

（保護命令）
第10条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨
を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）
を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶
者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあって
は配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身
体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はそ
の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であっ
た者から引き続き受ける身体に対する暴力。第12条第1項
第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対
する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受け
る身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を
受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ
れた場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き
受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、
その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと
きは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身
体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者
（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫
を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消
された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この
条、同項第三号及び第四号並びに第18条第1項において同
じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとす
る。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時
において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場
合に限る。
一　命令の効力が生じた日から起算して6月間、被害者の

住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除
く。以下この号において同じ。）その他の場所において
被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先
その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはな
らないこと。

二　命令の効力が生じた日から起算して2月間、被害者と
共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当
該住居の付近をはいかいしてはならないこと。

2　前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定に
よる命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申
立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを
防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日
以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算し
て6月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に
掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものと
する。
一　面会を要求すること。
二　その行動を監視していると思わせるような事項を告

げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四　電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合

を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用
いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

五　緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時
までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送
信し、又は電子メールを送信すること。

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

七　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態
に置くこと。

八　その性的羞(しゆう)恥心を害する事項を告げ、若しく

はその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害す
る文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得
る状態に置くこと。

3　第1項本文に規定する場合において、被害者がその成年
に達しない子（以下この項及び次項並びに第12条第1項第
三号において単に「子」という。）と同居しているときで
あって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動
を行っていることその他の事情があることから被害者がそ
の同居している子に関して配偶者と面会することを余儀な
くされることを防止するため必要があると認めるときは、
第1項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した
裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危
害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、
命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力
が生じた日から起算して6月を経過する日までの間、当該
子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を
除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他
の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の
住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近を
はいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただ
し、当該子が15歳以上であるときは、その同意がある場合
に限る。

4　第1項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の
親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する
者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者
を除く。以下この項及び次項並びに第12条第1項第四号に
おいて「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗
野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があるこ
とから被害者がその親族等に関して配偶者と面会すること
を余儀なくされることを防止するため必要があると認める
ときは、第1項第一号の規定による命令を発する裁判所又
は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は
身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者
に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命
令の効力が生じた日から起算して6月を経過する日までの
間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし
ている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の
場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親
族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を
はいかいしてはならないことを命ずるものとする。

5　前項の申立ては、当該親族等（被害者の15歳未満の子を
除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が
15歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、そ
の法定代理人の同意）がある場合に限り、することができ
る。

（管轄裁判所）
第11条　前条第1項の規定による命令の申立てに係る事件

は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が
知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管
轄に属する。

2　前条第1項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げ
る地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
一　申立人の住所又は居所の所在地
二　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫が行われた地

（保護命令の申立て）
第12条　第10条第1項から第4項までの規定による命令（以

下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を
記載した書面でしなければならない。
一　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅
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迫を受けた状況
二　配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者から

の生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身
体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受
けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時におけ
る事情

三　第10条第3項の規定による命令の申立てをする場合に
あっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者
と面会することを余儀なくされることを防止するため当
該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時
における事情

四　第10条第4項の規定による命令の申立てをする場合に
あっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会す
ることを余儀なくされることを防止するため当該命令を
発する必要があると認めるに足りる申立ての時における
事情

五　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に
対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若
しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるとき
は、次に掲げる事項
イ　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員

の所属官署の名称
ロ　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場

所
ハ　相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ　相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容

2　前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イ
からニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書に
は、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申
立人の供述を記載した書面で公証人法（明治41年法律第
53号）第58条ノ2第1項の認証を受けたものを添付しなけ
ればならない。

（迅速な裁判）
第13条　裁判所は、保護命令の申立てに係る事件について

は、速やかに裁判をするものとする。

（保護命令事件の審理の方法）
第14条　保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことが

できる審尋の期日を経なければ、これを発することができ
ない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立
ての目的を達することができない事情があるときは、この
限りでない。

2　申立書に第12条第1項第五号イからニまでに掲げる事項
の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支
援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し
又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対し
て執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるもの
とする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援セン
ター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるもの
とする。

3　裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者
暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人か
ら相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職
員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関
して更に説明を求めることができる。

（保護命令の申立てについての決定等）
第15条　保護命令の申立てについての決定には、理由を付さ

なければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をす
る場合には、理由の要旨を示せば足りる。

2　保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が

出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しに
よって、その効力を生ずる。

3　保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにそ
の旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視
総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。

4　保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相
談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保
護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第
12条第1項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある
ときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨
及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴
力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶
者暴力相談支援センターが2以上ある場合にあっては、申
立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求
めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に
通知するものとする。

5　保護命令は、執行力を有しない。

（即時抗告）
第16条　保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時

抗告をすることができる。
2　前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさな

い。
3　即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原

因となることが明らかな事情があることにつき疎明があっ
たときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告に
ついての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の
停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存す
る間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。

4　前項の規定により第10条第1項第一号の規定による命令
の効力の停止を命ずる場合において、同条第2項から第4
項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所
は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。

5　前2項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てるこ
とができない。

6　抗告裁判所が第10条第1項第一号の規定による命令を取
り消す場合において、同条第2項から第4項までの規定によ
る命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令
をも取り消さなければならない。

7　前条第4項の規定による通知がされている保護命令につい
て、第3項若しくは第4項の規定によりその効力の停止を命
じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判
所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知を
した配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとす
る。

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

（保護命令の取消し）
第17条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立て

をした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り
消さなければならない。第10条第1項第一号又は第2項か
ら第4項までの規定による命令にあっては同号の規定によ
る命令が効力を生じた日から起算して3月を経過した後に
おいて、同条第1項第二号の規定による命令にあっては当
該命令が効力を生じた日から起算して2週間を経過した後
において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判
所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確
認したときも、同様とする。

2　前条第6項の規定は、第10条第1項第一号の規定による命
令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す
場合について準用する。
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3　第15条第3項及び前条第7項の規定は、前2項の場合につ
いて準用する。

（第10条第1項第二号の規定による命令の再度の申立て）
第18条　第10条第1項第二号の規定による命令が発せられた

後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対
する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とす
る同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、
裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転
居しようとする被害者がその責めに帰することのできない
事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算
して2月を経過する日までに当該住居からの転居を完了す
ることができないことその他の同号の規定による命令を再
度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、
当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発する
ことにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると
認めるときは、当該命令を発しないことができる。

2　前項の申立てをする場合における第12条の規定の適用に
ついては、同条第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる
事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事
項並びに第18条第1項本文の事情」と、同項第五号中「前
各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げ
る事項並びに第18条第1項本文の事情」と、同条第2項中
「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは
「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第18条第1項
本文の事情」とする。

（事件の記録の閲覧等）
第19条　保護命令に関する手続について、当事者は、裁判

所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正
本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明
書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっ
ては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を
呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保
護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。

（法務事務官による宣誓認証）
第20条　法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域

内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うこと
ができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地
方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第12条第2
項（第18条第2項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。）の認証を行わせることができる。

（民事訴訟法の準用）
第21条　この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令

に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事
訴訟法（平成8年法律第109号）の規定を準用する。

（最高裁判所規則）
第22条　この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手

続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第5章　雑則

（職務関係者による配慮等）
第23条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判

等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」と
いう。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状
況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障
害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安
全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならな

い。
2　国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人

権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるため
に必要な研修及び啓発を行うものとする。

（教育及び啓発）
第24条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に

関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるも
のとする。

（調査研究の推進等）
第25条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導
の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に
関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養
成及び資質の向上に努めるものとする。

（民間の団体に対する援助）
第26条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対
し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

（都道府県及び市の支弁）
第27条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなけれ

ばならない。
一　第3条第3項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人

相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。）
二　第3条第3項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時

保護（同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準を
満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用

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

四　第5条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社
会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含
む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用

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

（国の負担及び補助）
第28条　国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条

第1項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び
第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担する
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
十分の五以内を補助することができる。

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

二　市が前条第2項の規定により支弁した費用

第5章の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
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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
程する関係にある相手か
らの暴力を受けたものを
いう。（以下同じ。）

第6条第1項 配偶者又は配
偶者であった
者

同条に規定する関係にあ
る相手又は同条に規定す
る関係にある相手であっ
た者

第10条第1項か
ら第4項まで、
第11条第2項第
二号、第12条
第1項第一号か
ら第四号まで及
び第18条第1項

配偶者 第28条の2に規定する関
係にある相手

第10条第1項 離婚をし、又
はその婚姻が
取り消された
場合

第28条の2に規定する関
係を解消した場合

第6章　罰則

第29条　保護命令（前条において読み替えて準用する第10
条第1項から第4項までの規定によるものを含む。次条にお
いて同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円
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、十万円以
下の過料に処する。

附　則　抄（平16法64・平25法七二・一部改正）

（施行期日）
第1条　この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日

から施行する。ただし、第2章、第6条（配偶者暴力相談支
援センターに係る部分に限る。）、第7条、第9条（配偶者
暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第27条及び
第28条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

（経過措置）
第2条　平成14年3月31日までに婦人相談所に対し被害者が

配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助
若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護
命令の申立てに係る事件に関する第12条第1項第四号並び
に第14条第2項及び第3項の規定の適用については、これ
らの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、
「婦人相談所」とする。

（平16法六四・一部改正）
（検討）
第3条　この法律の規定については、この法律の施行後3年を

目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加え
られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと
する。

附　則　（平成16年6月2日法律第64号）

（施行期日）
第1条　この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日

から施行する。
（経過措置）
第2条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（次
項において「旧法」という。）第10条の規定による命令の
申立てに係る同条の規定による命令に関する事件について
は、なお従前の例による。

2　旧法第10条第二号の規定による命令が発せられた後に当
該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃で
あって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理
由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）
第10条第1項第二号の規定による命令の申立て（この法律
の施行後最初にされるものに限る。）があった場合におけ
る新法第18条第1項の規定の適用については、同項中「2
月」とあるのは、「2週間」とする。

（検討）
第3条　新法の規定については、この法律の施行後3年を目途

として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、そ
の結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附　則　（平成19年7月11日法律第113号）　抄

（施行期日）
第1条　この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日

から施行する。
（経過措置）
第2条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10
条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令
に関する事件については、なお従前の例による。

附　則　（平成25年7月3日法律第72号）　抄

（施行期日）
1　この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から

施行する。

附　則　（平成26年4月23日法律第28号）　抄

（施行期日）
第1条　この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。
一　略
二　第2条並びに附則第3条、第7条から第10条まで、第

12条及び第15条から第18条までの規定　平成26年10
月1日
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第6章　罰則（第29条―第34条）
附則

第1章　総則

（目的）
第1条　この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を

営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発
揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業
生活における活躍」という。）が一層重要となっているこ
とに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78
号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍
の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公
共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方
針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における
活躍を推進するための支援措置等について定めることによ
り、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進
し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢
化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変
化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的
とする。

（基本原則）
第2条　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活に

おける活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意
思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対す
る採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他
の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通
じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場
における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼ
す影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるよ
うにすることを旨として、行われなければならない。

2　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む
女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に
関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその
他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏ま
え、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協
力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活にお
ける活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし
つつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備
等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的
な両立が可能となることを旨として、行われなければなら

ない。
3　女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性

の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重
されるべきものであることに留意されなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第3条　国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生

活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第5
条第1項において「基本原則」という。）にのっとり、女
性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策
定し、及びこれを実施しなければならない。

（事業主の責務）
第4条　事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は

雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機
会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活
との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活
における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努め
るとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生
活における活躍の推進に関する施策に協力しなければなら
ない。

第2章　基本方針等

（基本方針）
第5条　政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施す
るため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本
方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならな
い。

2　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとす
る。
一　女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な

方向
二　事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する基本的な事項
三　女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関

する次に掲げる事項
イ　女性の職業生活における活躍を推進するための支援

措置に関する事項
ロ　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環

境の整備に関する事項
ハ　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する重要事項
四　前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における

活躍を推進するために必要な事項
3　内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を

求めなければならない。
4　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5　前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

（都道府県推進計画等）
第6条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
平成27年  9月  4日法律第64号
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区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関す
る施策についての計画（以下この条において「都道府県推
進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

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

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

第3章　事業主行動計画等

第1節　事業主行動計画策定指針

第7条　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業
主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総
合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針
に即して、次条第1項に規定する一般事業主行動計画及び
第15条第1項に規定する特定事業主行動計画（次項におい
て「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針
（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなけ
ればならない。

2　事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項に
つき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるもの
とする。
一　事業主行動計画の策定に関する基本的な事項
二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内

容に関する事項
三　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関する重要事項
3　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行

動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、
これを公表しなければならない。

第2節　一般事業主行動計画

（一般事業主行動計画の策定等）
第8条　国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業

主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が三百
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1項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を

定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定め
るところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割
合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的
地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその
事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を
把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改
善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案し

て、これを定めなければならない。この場合において、前
項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性
労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、
労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者
の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならな
い。

4　第1項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定
め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところに
より、これを労働者に周知させるための措置を講じなけれ
ばならない。

5　第1項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定
め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところに
より、これを公表しなければならない。

6　第1項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基
づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定め
られた目標を達成するよう努めなければならない。

7　一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人
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3項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行
動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第4
項から第6項までの規定は前項に規定する一般事業主が一
般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、そ
れぞれ準用する。

（基準に適合する一般事業主の認定）
第9条　厚生労働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による

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

（認定一般事業主の表示等）
第10条　前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第20条

第1項において「認定一般事業主」という。）は、商品、
役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引
に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定める
もの（次項において「商品等」という。）に厚生労働大臣
の定める表示を付することができる。

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

（認定の取消し）
第11条　厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいず

れかに該当するときは、第9条の認定を取り消すことがで
きる。
一　第9条に規定する基準に適合しなくなったと認めると

き。
二　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三　不正の手段により第9条の認定を受けたとき。

（委託募集の特例等）
第12条　承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一

般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下
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
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が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和
22年法律第141号）第36条第1項及び第3項の規定は、当
該構成員である中小事業主については、適用しない。

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

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

4　承認中小事業主団体は、第1項に規定する募集に従事しよ
うとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募
集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関す
る事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け
出なければならない。

5　職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出
があった場合について、同法第5条の3第1項及び第3項、
第5条の4、第39条、第41条第2項、第48条の3、第48条
の4、第50条第1項及び第2項並びに第51条の2の規定は前
項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者につ
いて、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労
働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同
法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用す
る同条第2項に規定する職権を行う場合について、それぞ
れ準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労
働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生
活における活躍の推進に関する法律第12条第4項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、
同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命
じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとす
る。

6　職業安定法第36条第2項及び第42条の2の規定の適用に
ついては、同法第36条第2項中「前項の」とあるのは「被
用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者
がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第43条
の2中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「女性
の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法
律第64号）第12条第4項の規定による届出をして労働者の
募集に従事する者」とする。

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

第13条　公共職業安定所は、前条第4項の規定による届出を
して労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対し
て、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、
かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指
導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図
るものとする。

（一般事業主に対する国の援助）
第14条　国は、第8条第1項若しくは第7項の規定により一般

事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれら
の規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主
行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事

業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談
その他の援助の実施に努めるものとする。

第3節　特定事業主行動計画

第15条　国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれ
らの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」とい
う。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策
定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施
する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関
する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなけ
ればならない。

2　特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定め
るものとする。
一　計画期間
二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施により達成しようとする目標
三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の内容及びその実施時期
3　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用
した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の
差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女
性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職
業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生
活における活躍を推進するために改善すべき事情について
分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければ
ならない。この場合において、前項第2号の目標について
は、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤
務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある
職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的
に定めなければならない。

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

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

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

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

第4節　女性の職業選択に資する情報の公表

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
第16条　第8条第1項に規定する一般事業主は、厚生労働省

令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと
する女性の職業選択に資するよう、その事業における女性
の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しな
ければならない。

2　第8条第7項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定
めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女
性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業
生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努
めなければならない。

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
第17条　特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する
よう、その事務及び事業における女性の職業生活における
活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。
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第4章　女性の職業生活における活躍を
  推進するための支援措置

（職業指導等の措置等）
第18条　国は、女性の職業生活における活躍を推進するた

め、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の
必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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

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

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

（財政上の措置等）
第19条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する

地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置
その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

（国等からの受注機会の増大）
第20条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に資す

るため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特
別の法律によって設立された法人であって政令で定めるも
のをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な
使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生
活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主
（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の
機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。

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

（啓発活動）
第21条　国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活

躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その
協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

（情報の収集、整理及び提供）
第22条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する

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

（協議会）
第23条　当該地方公共団体の区域において女性の職業生活

における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地
方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」とい
う。）は、第18条第1項の規定により国が講ずる措置及び
同条第2項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る
事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な
情報を活用することにより、当該区域において女性の職業
生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に
実施されるようにするため、関係機関により構成される協
議会（以下「協議会」という。）を組織することができ

る。
2　協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域

内において第18条第3項の規定による事務の委託がされて
いる場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員とし
て加えるものとする。

3　協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるとき
は、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることがで
きる。
一　一般事業主の団体又はその連合団体
二　学識経験者
三　その他当該関係機関が必要と認める者

4　協議会は、関係機関及び前2項の構成員（以下この項にお
いて「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることに
より、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を
共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域
の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組について協議を行うものとする。

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

（秘密保持義務）
第24条　協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事

していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知
り得た秘密を漏らしてはならない。

（協議会の定める事項）
第25条　前2条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、協議会が定める。

第5章　雑則

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第26条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要がある

と認めるときは、第8条第1項に規定する一般事業主に対し
て、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすること
ができる。

（権限の委任）
第27条　第8条から第12条まで及び前条に規定する厚生労働

大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その
一部を都道府県労働局長に委任することができる。

（政令への委任）
第28条　この法律に定めるもののほか、この法律の実施のた

め必要な事項は、政令で定める。

第6章　罰則

第29条　第12条第5項において準用する職業安定法第41条
第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者
の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の
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、一年以下の懲
役又は五十万円以下の罰金に処する。
一　第18条第4項の規定に違反した者
二　第24条の規定に違反した者

第31条　次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲
役又は三十万円以下の罰金に処する。
一　第12条第4項の規定による届出をしないで、労働者の

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

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

第32条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下
の罰金に処する。
一　第10条第2項の規定に違反した者
二　第12条第5項において準用する職業安定法第50条第一

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29
条、第31条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰
するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を
科する。

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、二十万円以下の過料に処する。

附　則　抄

（施行期日）
第1条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章

（第7条を除く。）、第5章（第28条を除く。）及び第6章
（第30条を除く。）の規定並びに附則第5条の規定は、平
成28年4月1日から施行する。

（この法律の失効）
第2条　この法律は、平成38年3月31日限り、その効力を失

う。
2　第18条第3項の規定による委託に係る事務に従事してい

た者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第
4項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定に
かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有す
る。

3　協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り
得た秘密については、第24条の規定（同条に係る罰則を含
む。）は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する日
後も、なおその効力を有する。

4　この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につい
ては、この法律は、第1項の規定にかかわらず、同項に規
定する日後も、なおその効力を有する。

（政令への委任）
第3条　前条第2項から第4項までに規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（検討）
第4条　政府は、この法律の施行後3年を経過した場合におい

て、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認める
ときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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目次
前文
第1章　総則（第1条〜第6条）
第2章　性別による権利侵害の禁止（第7条）
第3章　男女共同参画の推進に関する基本的施策（第8条〜第 

　　  15条）
第4章　甲府市男女共同参画審議会（第16条）
第5章　雑則（第17条）
附則

　個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれてお
り、甲府市では、これまで国際社会や国内の動向を踏まえつ
つ、男女平等の実現に向けた様々な取組を進めてきた。
　しかしながら、依然として、性別によって役割分担を固定
的にとらえる意識やこれに基づいた社会における制度又は慣
行が存在し、真の男女平等の達成にはいまだ多くの課題が残
されている。
　一方、少子高齢化、情報化、国際化の進展等、社会情勢が
大きく変化する中で、生き生きとした豊かで活力ある社会を
築いていくためには、男女が、互いにその人権を尊重しつつ
責任も分かち合い、性別にかかわりなく、社会のあらゆる分
野においてその個性と能力を十分に発揮することのできる男
女共同参画社会を実現することが必要である。
　ここに、私たち甲府市民は、男女共同参画社会の実現に向
けた取組を力強く推進することを決意し、この条例を制定す
る。

第1章　総則

（目的）
第1条　この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念

を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにする
とともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的な事
項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推
進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目
的とする。

（定義）
第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。
⑴　男女共同参画　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、共に責任を担うことをいう。

⑵　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。

⑶　セクシュアル・ハラスメント　性的な言動により相手
方を不快にさせ、若しくはその者の生活環境を害し、又
は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利
益を与えることをいう。

（基本理念）
第3条　男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として

推進されなければならない。
⑴　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。

⑵　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
配慮されること。

⑶　男女が、社会の対等な構成員として、市における施策
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。

⑷　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。

⑸　男女が、それぞれの性について理解を深めることで、
性と生殖に関し、互いの意思が尊重され、生涯にわたる
健康と安全が確保されること。

⑹　男女共同参画の推進に向けた取組が、国際的協調の下
に行われること。

（市の責務）
第4条　市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策
（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定
し、及び実施する責務を有する。

2　市は、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携
し、及び協力して男女共同参画の推進に関する施策を実施
するものとする。

（市民の責務）
第5条　市民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、

家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画
の推進に寄与するよう努めなければならない。

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

（事業者の責務）
第6条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行

うに当たっては、男女共同参画の推進に自ら積極的に取り
組み、男女が共同して事業活動に参画することができる体
制及び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、市が実施する男女共同参画の推進に関する施
策に協力するよう努めなければならない。

第2章　性別による権利侵害の禁止

（性別による権利侵害の禁止）

甲府市男女共同参画推進条例
平成15年  3月26日条例第2号
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第7条　何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあ
らゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはな
らない。

2　何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆ
る分野において、セクシュアル・ハラスメントを行っては
ならない。

3　何人も、配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を与
える暴力的行為を行ってはならない。

第3章　男女共同参画の推進に関する基本的施策

（基本計画）
第8条　市は、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
本計画（以下「基本計画」という。）を策定しなければな
らない。

2　市長は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじ
め、甲府市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市
民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措
置を講ずるものとする。

3　市長は、基本計画を策定したときは、速やかに、これを
公表するものとする。

4　前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

（推進体制の整備）
第9条　市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に

推進するために必要な体制を整備するものとする。

（広報活動等）
第10条　市は、男女共同参画に関する市民及び事業者の理解

を深めるため、広報活動、意識の啓発、情報の提供その他
の必要な措置を講ずるものとする。

（男女共同参画に関する教育及び学習の推進）
第11条　市は、教育及び学習を通じて市民が男女共同参画に

関する理解を深めることができるよう必要な措置を講ずる
ものとする。

（男女共同参画の推進に向けた支援）
第12条　市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に

関する活動又は取組を支援するため、情報の提供その他の
必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

（苦情処理又は相談への対応）
第13条　市は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施

策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施
策についての市民又は事業者からの苦情の適切な処理のた
めに必要な措置を講ずるものとする。

2　市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を
阻害する行為についての市民又は事業者からの相談に、関
係機関と協力して適切に対応するよう努めるものとする。

3　第1項の場合において、市長は、必要があると認めるとき
は、甲府市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

（調査研究）
第14条　市は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、

及び実施するために必要な調査研究を行うものとする。
2　市長は、必要があると認める場合は、市民及び事業者に

対し、男女共同参画の状況に関する調査について協力を求
めることができる。

（年次報告及び公表）

第15条　市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の
実施状況を明らかにした報告書を作成し、これを公表する
ものとする。

第4章　甲府市男女共同参画審議会

（男女共同参画審議会）
第16条　男女共同参画の推進に関する基本的事項について調

査審議するため、甲府市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、市長の求めに応じて、次に掲げる事項につい
て調査審議する。
⑴　基本計画の策定及び変更に関すること。
⑵　男女共同参画の推進に関すること。

3　審議会は、前項の規定による調査審議を行うほか、男女
共同参画に関する重要事項について、市長に意見を述べる
ことができる。

4　審議会は、委員20人以内で組織する。
5　男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の

4未満であってはならない。
6　委員は、男女共同参画に関し識見を有する者のうちから

市長が委嘱する。
7　委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。
8　委員は、再任されることができる。
9　審議会に、必要に応じ専門の事項を調査審議するため、

専門部会を置くことができる。
10　前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関

し必要な事項は、規則で定める。

第5章　雑則

（委任）
第17条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関

し必要な事項は、規則で定める。

附　則

1　この条例は、平成15年4月1日から施行する。
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　私たち甲府市民は、長い歴史と美しい自然に恵まれたふる
さと甲府市を誇りにしています。人間らしく生きることを最
高の価値として考え、多様性を重んじる持続可能な社会を目
指し、平和で幸福な生活が営める人間関係を、ここ甲府市で
築きます。
　私たち甲府市民は、男女が平等で、それぞれの尊厳を重ん
じ、一人ひとりがいきいきと活躍できる社会の実現を目指
し、ここに「男女共同参画都市」を高らかに宣言します。

1．物事を決めるすべての場面で「男女がともにいる風
景」をつくります。

解説
　「物事を決めるすべての場面で『男女がともにいる風
景』をつくる」とは、年齢・性別・障がいの有無・国籍等
に関わらず、すべての男女があらゆる社会活動の場面に主
体的に参画できるようにする、ということです。

1．一人ひとりを大切にし、互いの人権を認め守り合う社会
（まち）をつくります。
解説
　「一人ひとりを大切にし、互いの人権を認め守り合う社
会（まち）」とは、人間が人間として生きることを最高の
価値と考え、個人としての尊厳を重んじる社会のことで
す。またそれは、互いの人権を認め守り合うことから人間
関係をスタートさせ、生活のあらゆる場面において国家・
社会・家庭内における暴力を防止し、容認しない社会のこ
とです。
　この考え方を受けて、男女共同参画社会基本法は5つの
基本理念を掲げ、その第1の基本理念として「男女の人権
の尊重」を規定しています。

1．男女の特性に基づく差別をなくし、社会的因習や慣習を
正します。
解説
　男女の特性には生物学的特性と社会的特性とがあり、こ
の両者ははっきりと区別されなければなりません。ここに
いう「男女の特性」とは社会的特性のことで、ジェンダー
といいます。例えば、女性が「家庭的であり」「依存心が
強い」という社会的特性を持っているという理解は誤解で
あり決めつけです。同様に、男性が「冒険心があり」「頼
りがいがある」という社会的特性を持っているという理解
もまた誤解であり決めつけです。これらの社会的特性は、
本来的なものでなく、人間が社会的環境により作り上げた
ものです。ですから、置かれた環境が変われば、この社会
的特性も変化していくものなのです。
　ここにいう「社会的因習」とは、生物学的な特性を忌み
嫌うような古くから伝わっている風習のことです。例え
ば、“神輿は男が担ぐものだ”“女人禁制の聖地”といっ
た思考や行為がそれにあたります。
　ここにいう「慣習」とは、ジェンダーバイアスに基づく
固定的な性役割分担のことです。すなわち、社会的特性と
してのジェンダーに基づく偏見や歪んだ思考によって、
男の役割と女の役割とに分担し合い、それが固定化された
行為のことです。例えば、“自治会長は男性がなるもの
だ”“女は化粧をし男はしない”“男は外で働き女は家を

守る”“女性に対してだけ寿退社がある”“育児や介護は
女性がするべきだ”といった思考や行為がそれにあたりま
す。
　上述を踏まえて、ここにいう「男女の特性に基づく差別
をなくし、社会的因習や慣習を正す」とは、生物学的な違
いが不利にならないように十分に配慮し、個々の人間が自
分らしい生き方を選択できる社会にすることです。
　（冊子『第3次こうふ男女共同参画プラン』巻末資料「用
語の解説」より、「ジェンダー」「特性論」をご参照くだ
さい。）

1．男女がともに支え合い、生涯をとおした健康づくりをし
ます。
解説
「人間は生まれてから死ぬまで男・女という性を持ち続け
る存在である」と考えますので、例えばお年寄りだからと
いって性的な存在でなくなるというものではありません。
この考え方が前提となります。
　その上で、ここにいう「男女がともに支え合い、生涯を
とおした健康づくり」とは、男女が互いの性を理解し認め
合い尊重し合って、ライフステージのさまざまな場面で自
分の身体（からだ）に関し自分で決められる力を養い、生
涯にわたり心身両面において健康の保持増進を図ることで
す。

1．互いの人格を尊重した温かい地域や家庭をつくります。
解説
　「自立した男女が共に家庭を築いていく」という考え方
に立って、男女が育児・介護等の家事を共に担い合う仕事
と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のとれた家庭
づくりを目指すとともに、互いに自立した人格をもつ男女
として尊重し合う地域づくり・共同体づくりを目指しま
す。

1．「ひとりの人間」として働く意欲や能力が公平に活かされ
る社会（まち）をつくります。
解説
　労働は、人間が「人間として生きる」ために欠かせない
ものです。男女が、働く場を等しく提供され、働く意欲を
等しく評価され、その持てる能力を向上発揮できる機会を
等しく与えられ、そうして生き生きと働き続けられる、そ
んな社会づくりを目指します。

　以上

甲府市男女共同参画都市宣言
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◇インセンティブ（incentive）
　意欲向上や目標達成のための刺激策。個人が行動を起こ
すときの内的欲求（動因）に対して、その欲求を刺激し、
引きだす誘因（インセンティブ）を指しています。

◇エンドオブライフ（end-of-life）
　男女の多様性を認め合うことで、共に安心して生活でき
る社会を人生の終焉までそのひとらしく生きれる社会とい
う意味です。

◇エンパワーメント（empowerment）
　「力（パワー）をつけること。」
　政治・経済・社会・家庭などのあらゆる分野で、自分た
ちのことは自分たちで決め、行動できるよう能力をつけ、
パワーアップしようとする概念のことです。
　特に女性にとって、経済的な自立と意思決定の場への参
画が課題となっています。第4回世界女性会議においても
「女性のエンパワーメント」が主要課題となりました。

◇固定的性別役割分担意識
　「男は仕事、女は家庭」「男は主、女は従」というよう
に、性の違いによって役割を固定してしまう考え方や意識
をいいます。
　また、「男らしさ、女らしさ」を求めることも、この固
定的役割分担意識に基づく男女それぞれの役割への期待が
反映されているものといわれています。

◇参加・参画
　「参加」は単に仲間に加わることをいいますが、「参
画」は、企画・計画立案の段階から積極的・主体的にかか
わるという意味でとらえられています。

◇ジェンダー（gender）
　男女には生まれながらに存在する性別があります。生殖
器官の違いはそれにあたります。女性が産む性であるとい
うことは、この性差の大きな意味を持っています。
　しかし、生殖器官の違いのほかにも男女にはそれぞれの
特性があると多くの人は考えています。たとえば、「家庭
的」「細部に気がつく」「献身的」「感情的」「依存心
が強い」などは女性の特性で、「機械操作が得意」「暴力
的」「頼りがいがある」「冒険心がある」「論理的」など
は男性の特性だと思っている人は少なくありません。
　しかし、よく考えてみると、女性が「家庭的」で「依存
心がつよい」のは、性別による役割分担社会の中で女性は
家庭内で無償労働が担わされてきたことによってつくら
れた特性であり、男性が「冒険心があり」「頼りがいがあ
る」のは外の世界で有償の仕事を任されてきたからである

ということができます。すなわち、これらの男女の特性は
本来的なものではなく、社会的に作られたものなのです。
　このような社会的性別のことをジェンダーといいます。

◇性の商品化
　売買春、ポルノ、性を強調した広告など、女性の全人格
の中から性的な部分だけを切り離し、あたかも商品のよう
にモノ扱いすることをいいます。

◇セクシュアル・ハラスメント（sexual harassment）
　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、性的な噂の流布などさまざまな
ものがあります。一般に「セクハラ」と略して使われます
が、職場以外でも問題となっています。

◇男女共同参画社会
　「男だから、女だから」といった性別にこだわることな
く、男女が社会の対等な構成員としてそれぞれの個性と能
力を発揮して、家庭・職場・地域など社会のあらゆる分野
にともに参画し、責任を担い合っていく社会のことです。

◇「特性論」
　男性と女性は生物学的に異なっているので要求も能力も
異なり、それが社会的役割に反映されるにちがいありませ
ん。男性と女性との間には本質的で変えることができない
性差があります。従って、女性に生まれたか、男性に生ま
れたかによって、その人自身の持っている生き方や働き方
に制約が生じ、役割を決めてしまうことになります。その
ことは、女性にとっても男性にとっても不自由なこととな
り、性による差別につながります。
　多様な生き方や働き方を可能にし、いきいき活躍できる
「男女共同参画社会」を築くためには生物学的な違いが不
利にならないように十分配慮し、「生物学的な違い」では
なく、個々の人間が自分らしく生き方を選択できる社会が
必要になります。

◇ドメスティック・バイオレンス（domestic violence）
　「夫婦（恋人）間暴力」のことで、パートナーからの暴
力をいいます。殴る、蹴るといった身体的暴力だけでな
く、言葉による精神的暴力、性的暴力などいろいろな形で
私たちの身近に存在します。
　これまでは、夫婦げんかと見過ごされてきましたが、最
近は、人権を侵す行為であり、大きな社会問題であるとい
う認識が高まっています。

◇パワハラ（power harassmentの略）
　「パワーハラスメント」の略です。職場の上司など権限

用語の解説



● 資　　料

80

を持つ者が、立場の弱い部下などに対して、力にものを言
わせて無理難題を強要したり、私生活へ介入したり、とき
には人権の侵害にあたるような嫌がらせを繰り返し行うこ
とを言います。

◇マタニティ・ハラスメント（maternity harassment）
　働く女性が妊娠・出産に関連し職場において受ける精神
的・肉体的いやがらせのこと。略称、マタハラ。妊娠中や
産休後に会社で受ける「心無い言葉・行動」「解雇や契約
打ち切り、自主退職への誘導」が主な行為で、非正規雇用
者の増加などにより近年急増していると報道されていま
す。2012年に日本労働組合総連合会が行った調査では、4
人に1人に相当する25.6%が経験したと回答。日本の企業
においては男性中心に運営がなされてきた歴史が長く、働
く女性への理解が足りないため、問題が深刻化していると
考えられています。

◇ライフサイクル（life cycle）
　1 生活環。2 人間の一生をいくつかの過程に分けたも
の。

◇ライフステージ（life stage）
　人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・
老年期などのそれぞれの段階。家族については新婚期・育
児期・教育期・子独立期・老夫婦期などに分けられます。

◇リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
　（reproductive health/rights）

　リプロダクティブ・ヘルスとは、妊娠・出産というしく
みをからだにもつ、女性の一生を通した健康のことをいい
ます。強制ではなく安全で満足な性生活を営めること、ま
た、いつ何人子どもを生むか、あるいは生まないかという
ことを女性自身の意思で選択していく権利を、リプロダク
ティブ・ライツ（性と生殖の自己決定権）といいます。こ
れらを包括して「性と生殖に関する健康及び権利」と訳さ
れています。

◇ワーク・ライフ・バランス（work–life balance）
　「仕事と生活の調和」と訳され、「国民一人ひとりがや
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も、子育て期、中
高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選
択・実現できる」ことを指します。
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