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はじめに 

 

近年、人口減少と少子高齢化の急速な進展とともに経済のグローバル化などに

より社会経済情勢は著しく変化しています。このような中、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、一人ひとりの個性を大

切にし、その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が求め

られています。 

本市では、平成 24 年３月に策定した「第４次筑後市男女共同参画計画～ひろが

り３」（計画期間：平成 24 年度～28 年度）に基づき、男女共同参画の実現に向け

様々な施策に取り組んでまいりました。 

しかしながら、平成 27 年に実施した市民意識調査結果及び現計画の取組みを検

証したところ、「男は仕事、女は家事・育児」といった固定的性別役割分担意識は

依然として残っており、地域における政策・決定の場に占める女性の割合もいま

だ低い状況です。地域づくりに女性の視点や発想を活かしていくための取組みな

ど課題があります。 

このたび、時代の変化や国等の施策の動きを踏まえて「第５次筑後市男女共同

参画計画～ひろがり４」を策定いたしました。併せて「基本目標Ⅲ 仕事と家庭・

地域生活が両立できる環境づくり」については、「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律」に基づく「女性の活躍推進計画」として位置づけました。 

今後はこの計画に基づき「男女が共に支え合うまちづくりをめざして」の理念

のもと取り組んでまいります。本計画を実効性あるものとするためには、市民、

事業所、関係団体の皆様と市がそれぞれの役割を認識し、一体となって取り組ん

でいく必要があります。皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

最後になりましたが、本計画策定にあたり貴重なご意見、ご提案をいただきま

した筑後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、パブリック

コメントにご協力いただきました皆様に対しまして、心から感謝申し上げます。 

 

平成２９年３月 

筑後市長 中 村 征 一 
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第１章 計画策定の背景 

 

１．世界の動き 

国連は、1975（昭和 50）年を「国際婦人年」と定め、同年メキシコで開催された国際婦人年

世界会議（第１回世界女性会議）において、女性の地位向上に向けて各国が取組むことが確認

されました。1979（昭和 54）年に、第 34回国連総会において採択された、「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」）は、現在でも男女共同参画社会を

進めていくうえでの基盤となっています。1993（平成５）年の国連総会において「女性に対す

る暴力の撤廃に関する宣言」が採択されました。 

1995（平成７）年に開催された「第４回世界女性会議」（北京会議）では、女性の地位向上や

エンパワーメントに向けて取組むことを確認する「北京宣言」と、2000（平成 12）年までに各

国が取り組むべき優先分野を定めた「行動綱領」を採択しました。 

2000（平成 12）年、国連特別総会「女性 2000年会議」において、「政治宣言」と「北京宣言

及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ（成果文書）」を採択、さらに 2005（平

成 17）年には第 49回国連婦人の地位委員会（国連「北京＋10」世界閣僚級会合）にて、「北京

宣言」「行動綱領」「女性 2000年会議成果文書」を実行していくことが再確認されました。 

2011（平成 23）年には、ジェンダー平等とエンパワーメントに向けた活動をリード、支援、

統合する役割を果たす機関として、既存のジェンダー関係の国連４機関を統合した「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）」が発足しました。 

2015（平成 27）年には、北京会議から 20周年を迎え、第 59回国連の婦人の地位委員会が「北

京＋20」記念会合として、「北京宣言」「行動綱領」「女性 2000年会議成果文書」の実施状況と

評価を主要テーマに開催されました。 

 

 

２．国・福岡県の取組 

国際的な流れを受け、日本においても男女共同参画に向けた取組が推進されてきました。 

1985（昭和 60）年には「女子差別撤廃条約」を批准し、これに伴い男女平等を進めるための

関連法令や制度の整備が必要となりました。これを受けて国籍法が改正され、1986（昭和 61）

年には「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法律」(以下「男女雇

用機会均等法」という)が施行されました。1999（平成 11）年には、男女の人権の尊重などを

基本理念とした「男女共同参画社会基本法」が成立し、2000（平成 12）年には男女共同参画社

会基本法に基づく男女共同参画基本計画が策定され、男女共同参画社会の実現に向けた取組は、

国の重要政策と位置付けられ、大きく前進してきました。 

2001（平成 13）年に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

は、その後、改正を重ねて女性への暴力根絶にむけた施策が推進されました。2013（平成 25）

年には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」（以下「ストーカー行為規制法」という）

と合わせて法改正し、恋人間の暴力にも対応できるようになりました。 
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2007（平成 19）年には、国、経済界、労働界、地方公共団体の代表等からなる「官民トップ

会議」において、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」「仕事と生活の調和

推進のための行動指針」が策定されました。2015（平成 27）年に閣議決定された「第４次男女

共同参画基本計画」においては、男性中心型労働慣行等の変革やあらゆる分野における女性の

参画拡大などが打ち出されています。 2016（平成 28）年４月からは、一定規模以上の企業に

対し、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などを義務づける「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）」が施行されました。 

このように取組を進めていますが、2016（平成 28）年３月に、女子差別撤廃委員会からわが

国に対して、政策的取組が不十分であるとの勧告がなされ、国際社会に連動して、男女の平等

を基礎とした人権と基本的自由を確立することが求められています。 

福岡県においても、地位向上や男女共同参画の取組は、国際的な動向および国の施策を受け

て行われてきました。1978（昭和 53）年に「福岡県婦人関係行政推進会議」（現：男女共同参

画行政会議）が設置され、「婦人対策室」（現：男女共同参画推進課）が担当窓口として、男女

共同参画に関する問題に取組んできました。 

1996（平成８）年には、福岡県女性総合センター（現：福岡県男女共同参画センター）が開

館しました。2001（平成 13）年に「福岡県男女共同参画推進条例」が制定され、男女共同参画

に向けた取組が進められてきました。 

2016（平成 28）年３月には「福岡県第４次男女共同参画計画」が策定され、2016（平成 28）

年から 2020（平成 32）年までを計画期間として、「男女がともに個性と能力を発揮できる活力

ある社会」「性別にかかわらず、人権が尊重され、安心して暮らすことができる社会」「仕事と

生活の両立を実現し、女性がいきいきと活躍する社会」をめざしています。また、同年「第３

次福岡県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」が策定され「デート

ＤＶに対する認識度」「ＤＶ相談窓口を設置した市町村の数」など成果指標を新たに設定して計

画の実効性を高めることとしています。 
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３．筑後市の取組 

 本市では、1990（平成２）年に女性担当窓口を教育委員会に設置しました。1993（平成５）

年には学識経験者を中心に「筑後市女性問題懇話会」が発足し、同年「男女が共生できる心豊

かなまちづくりのために」と題して、市民意識調査を実施しました。その結果を検討し、女性

問題に対する提言が行われました。 

これを受けて 1996（平成８）年、市では庁内推進体制として「筑後市女性問題行政推進会議」

（現：筑後市男女共同参画行政推進会議）を設置しました。1997（平成９）年「筑後市女性問

題審議会」（現：筑後市男女共同参画審議会）を設置し、同年３月に「３Cプラン～筑後市女性

行動計画」を策定しました。その後、2002（平成 14）年に「筑後市男女共同参画計画～ひろが

り」、2006（平成 18）年「筑後市男女共同参画計画～ひろがり２」を策定し、男女共同参画社

会の実現に向けて様々な施策を展開してきました。 

2009（平成 21）年３月に、「筑後市男女共同参画推進条例」（以下「条例」という）を制定し

ました。この条例は、６つの基本理念に沿って、市民・事業者・行政が協働して、男女が自分

らしく生きる喜びを実感できる男女共同参画のまちづくりをめざすものです。 

2011（平成 23）年に、男女共同参画社会の実現に向けて市政運営に女性の視点を活かすため

に、県より女性の副市長を迎えました。同年「ひろがり２」の見直しを含めた次期計画「ひろ

がり３」を策定しました。 

2013（平成 25）年には、専任の「女性支援相談員」を配置し、女性のための相談窓口を充実

させました。その後、2014（平成 26）年には２人目の女性副市長が就任。次期計画「ひろがり

４」策定のため、2015（平成 27）年に「男女共同参画に関する市民意識調査」を実施しました。

2016（平成 28）年３月に、「女性活躍推進法」に基づき、女性が生き生きと働き大いに活躍で

きる環境づくりを進めるために、特定事業主行動計画を策定しました。 

現在、条例や「筑後市男女共同参画計画～ひろがり３」に基づいて、男女共同参画社会の実

現に向けた様々な施策を展開しています。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

 

１．計画の目的 

筑後市は、男女がお互いを尊重し認め合い、それぞれの個性と能力を十分に発揮し、喜びや

責任を分かち合うことができる男女共同参画社会の実現を目指しています。これまで「筑後市

男女共同参画計画～ひろがり３」に沿って、国際的な動きや国・県の制度の整備状況も鑑みな

がら、様々な施策の取組をすすめてまいりました。しかし、現状をみる限り、その実現にはま

だまだ多くの問題点や課題が残されています。 

本計画は、男女共同参画の推進に関する様々な施策を体系化し、総合的かつ効果的に施策を

展開することによって、これらの問題点や課題を解決し、男女共同参画社会の早期実現を図る

ことを目的としています。 

 

２．計画の基本理念と目標 

 「男女がともに支え合うまちづくりをめざして」を基本理念とし「筑後市男女共同参画計画

～ひろがり４」を策定しました。 

 

 

基本目標Ⅰ 男女が自立し、安心して暮らせる生活への支援 

基本目標Ⅱ 男女共同参画社会意識の浸透 

基本目標Ⅲ 仕事と家庭・地域生活が両立できる環境づくり 

（女性の活躍推進計画） 

基本目標Ⅳ 男女が共に参画できるまちづくり 

◆計画推進のための取組 
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３．計画の概要 

（１）計画の位置づけ 

① この計画は、「条例」第３条の基本理念を踏まえて、第４条の市の責務に基づき、第８条

に規定する基本計画として策定しています。 

② この計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14条第３項に基づく市町村男女共同参画計

画として策定しています。国の「第４次男女共同参画基本計画」、県の「第４次福岡県男女

共同参画計画」との整合性を保ちながら、筑後市における男女共同参画推進に関する基本

的な取組の方向と具体的施策を示す計画です。 

③ この計画の「基本目標Ⅰ 男女が自立し、安心して暮らせる生活への支援」の「基本施策

１ 配偶者に対する暴力防止対策の推進」を「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」第２条の３第３項に基づく市町村計画として位置づけ、国の「配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本的な方針」、及び県の「第３次福岡県配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」と整合性を保ちます。 

また、この計画の「基本目標Ⅲ 仕事と家庭・地域生活が両立できる環境づくり」を「女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に基づく推進計画として位

置づけ、国の「女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針」、及び「福岡県女性

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」との整合性を保ちます。 

 

（２）計画の実施期間 

本計画の期間は、2017（平成 29）年度から 2021（平成 33）年度までの５年間とします。 

ただし、社会情勢や国の施策等の変化などにより、行動計画の運用に不具合が生じた場合は、

必要に応じて見直しを行います。 
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第３章 計画の内容 

１．施策の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 基本 
理念 基本目標 基本施策 

２ 推進のチェック 
機能の強化 

１ 推進体制の充実 
◆ 

計画推進の 
ための取組 

男
女
が
共
に
支
え
合
う
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て 

Ⅱ 
男女共同参画
社会意識の 

浸透 
２ 市民への情報提供 

と啓発 

１ 教育における男女 
共同参画の推進 

（１）男女共同参画教育の推進 

（２）適切な性教育の推進 

（３）教育・保育に携わる者への啓発推進 

（１）男女共同参画に関する情報提供 

（２）男女共同参画に関する学習や啓発の充実 

Ⅲ 
仕事と家庭・
地域生活が両
立できる環境

づくり 
（女性の活躍
推進計画） 

１ 労働の場における 
女性の活躍の推進 

２ ワーク・ライフ・ 
バランスの推進 

（１）企業・事業所への啓発と情報提供 

（２）女性のニーズに応じた就労支援 

（３）農業等自営業の女性への支援 

（１）仕事と子育ての両立支援の充実 

（２）仕事と介護の両立支援の充実 

（３）ワーク・ライフ・バランスについての啓発推進 

Ⅳ 
男女が共に 
参画できる 
まちづくり 

２ 市民との協働に 
  よる男女共同参画 
  のまちづくり 

１ 政策・方針決定への
女性の参画促進 

（１）市民活動における男女共同参画の促進 

（２）地域活動における男女共同参画の促進 

（３）男女共同参画の視点に立った地域防災の促進 

（１）審議会・委員会等への女性の登用促進 

（１）セクハラ等暴力を防止する環境づくり 

（２）性暴力の防止と被害者への支援 

Ⅰ 
男女が自立
し、安心して
暮らせる生活
への支援 

２ 性に関する 
あらゆる暴力の 
根絶 

１ 配偶者等に対する
暴力防止対策の 
推進 
（筑後市 DV 対策 
基本計画） 

３ 生涯を通じた健康 
づくりへの支援 

４ 様々な人への自立 
支援 

（１）妊娠・出産の健康支援 

（２）ライフステージに配慮した健康支援 

（１）ＤＶに関する相談支援の充実 

（２）迅速な対応のための関係機関との連携強化 

（３）ＤＶに関する周知・啓発の推進 

（１）ひとり親世帯に対する支援 

（２）高齢・貧困等により困難を抱えた人に対する支援 
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２．基本目標と施策の方向 

基本目標Ⅰ 男女が自立し、安心して暮らせる生活への支援 

 

配偶者や交際相手からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、社会的な

課題として取組む必要があります。また、性犯罪に関しては、福岡県は被害発生率が全国でワ

ースト２位となっており深刻な状況が続いています。ＤＶや性犯罪は女性が被害者となること

が多く、男女共同参画社会の形成を阻害するもので根絶をめざさなければなりません。性別に

関わらず、生涯を通じて身体的、精神的、社会的に健康であることは、男女共同参画社会の基

盤となります。男女の身体的違いや性の多様なあり方を十分に理解し合って相手に対する思い

やりの意識を持つことは、性に関する人権を尊重することです。性別で差別されて、困難な立

場にされることがないように、人権意識に基づいた支援は重要です。 

ＤＶの根絶に向けての取組を強化するとともに、性犯罪などの性をめぐる暴力の被害対策へ

の情報を提供していきます。性別に関わらず、自身の健康を自己管理できるよう健康支援を推

進します。ひとり親世帯や高齢者など社会的に配慮を必要とされる人たちが、自立した生活が

送れるように支援していきます。 

 

基本施策１ 配偶者等に対する暴力防止対策の推進（筑後市ＤＶ対策基本計画） 

 

【現状と課題】 

ＤＶ防止法では地方公共団体に対して、配偶者等からの暴力の防止と被害者への自立支援を

含めて適切な保護を図ることを責務としており、そのための基本計画の策定を努力義務として

います。 

配偶者等に対する暴力への対策として、市では困難を抱える女性を対象に「女性の悩み相談」

「レディ―ス法律相談」を行っており、ＤＶの被害者からの相談を電話や面談で受けています。

相談員の技術向上を図るために、県や他機関の外部研修を活用しています。また、庁内で「Ｄ

Ｖ被害者対応会議」を開催したり、「ＤＶ被害者相談共通シート」を作成したりするなどして、

庁内でのＤＶ被害者の保護と自立に向けた体制を整備するとともに、県の配偶者暴力相談支援

センター、医療機関や警察など庁外の機関とも連携を深めてきました。一般市民の啓発に向け

ては、ＤＶ防止カードを作成し市内の事業所や医療機関に配布しています。 

市民意識調査結果では、配偶者や恋人からの身体的暴力の経験について女性の 20人に１人が

「何度もあった」と回答しています。ＤＶの相談窓口があることを知っている人は、女性で約

５割、男性で３割半ばですが、誰かに相談をした人は女性で約２割、男性では約１割で、公的

機関に相談した人はさらに少なくなっています。「相談するほどのことではないと思ったから」

「自分にも悪いところがあると思ったから」と被害者が一人で抱え込んでいる状況もうかがえ

ます。 

ＤＶは児童虐待や高齢者虐待などと複合的に発生することが多く、総合的な暴力の防止と関

係機関等の連携が求められます。庁内の様々な相談窓口において、ＤＶ被害者に対応する可能

性のある職員に対しても研修を実施し、実際に相談事例があった際に、迅速かつ適切に対応で

きるよう、庁内外の連携を強化していきます。そのために、ＤＶ被害者相談共通シートの活用
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を進めます。また、ＤＶについて市民が正しい知識を身につけ理解が図られるよう、周知・啓

発及び情報提供を行っていきます。 

 

 

（１）ＤＶに関する相談支援の充実 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

１ 
相談しやすい
窓口 

●ＤＶに関する市民からの相談に適切に対応
するための窓口とする。 

○ ○ ○ ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

２ 
相談窓口職員
の資質向上 

●相談窓口職員に対し研修を行い、対応のレ
ベルアップを図る。特に、深刻化するデー
トＤＶやＤＶ被害者の子どもへの影響など
に関する専門的知識を習得させる。  

○  ○ ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

 

 

（２）迅速な対応のための関係機関との連携強化 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

３ 

庁内外の関係
機関との連携
による支援の
充実 

●筑後警察署、福岡県南筑後保健福祉環境事
務所（配偶者暴力相談支援センター）及び
庁内相談部署で連絡体制を構築し、被害者
の保護など、安全に迅速な支援を行う。  

●庁内 ＤＶ被害者対応会議 （※）  におい
て、具体的な事例を想定した対応シミュレ
ーションを実施する。 
（※庁内の窓口担当部署で組織し、連携し
てＤＶ被害者支援を行う） 

●相談者が事務手続きを必要とする場合の
「ＤＶ 被害者相談共通シート」を作成し、
事務手続きの効率化と相談者の負担軽減を
図る。 

●民生委員・児童委員の任期期間中（３年）
に一度はＤＶ防止講座を受講できるように
研修会の開催依頼をする。  

○   ○  
男女共同参画
推進室 
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（３）ＤＶに関する周知・啓発の推進 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

４ 

ＤＶ防止に向
けた情報紙等
を活用した啓
発推進 

●ＤＶの実態、ＤＶ防止法について男女共同
参画啓発情報紙やカード、パネル展示など
機会をとらえて継続的な啓発を行ってい
く。 

    ○ ○  
男女共同参画
推進室 

５ 
ＤＶ相談窓口
についての周
知 

●ＤＶ専用相談窓口についての周知を図る。      ○ ○  
男女共同参画
推進室 

 

 

■配偶者や恋人などからの暴力の経験（身体的暴力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

 

5.0

3.0

10.7

9.9

77.2

80.2

7.1

6.9

0% 25% 50% 75% 100%

女 性

（N=438）

男 性

（N=468）

2.5

1.8

9.8

6.6

80.6

84.7

7.1

6.9

0% 25% 50% 75% 100%

女 性

（N=438）

男 性

（N=468）

押されたり、つかまれ

たり、つねられたり、小

突かれたりした

平手で叩かれた

4.8

2.4

11.6

9.3

76.3

81.1

7.3

7.2

0% 25% 50% 75% 100%

女 性

（N=438）

男 性

（N=468）

蹴られたり、殴られた

り、物を投げつけられ

たりした

何度もあった １～２度あった まったくない 無回答
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■配偶者や恋人などからの暴力について知っている相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

 

■配偶者や恋人などからの暴力についての相談先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

 

女性の悩み相談電話（市役所）

配偶者暴力相談支援センター

福岡県あすばる女性相談ホットライン

えーるぴあ久留米女性のための相談

福岡県配偶者からの暴力相談電話

よりそいホットライン

相談できる窓口を知らない

その他

無回答

35.8

14.4

11.9

9.6

7.3

3.7

38.1

4.1

10.5

21.3

13.5

7.2

8.1

9.0

1.8

51.2

3.0

13.2

0 30 60

女性（N=438）

男性（N=334）

（％）

【回答はいくつでも】

友人・知人に相談した

家族・親族に相談した

誰（どこ）にも相談しなかった

公的な相談窓口や電話相談に相談した

警察に連絡・相談した

医師・カウンセラーに相談した

民間の機関（弁護士など）に相談した

その他

ＤＶを受けたことがない

無回答

10.5

8.0

7.5

1.4

1.1

0.7

0.5

0.9

53.4

23.1

3.6

3.9

4.8

1.2

1.8

0.9

0.3

0.3

68.9

17.7

0 40 80

女性（N=438）

男性（N=334）

（％）

【回答はいくつでも】
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■配偶者や恋人などからの暴力についての相談しなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

自分にも悪いところがあると思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

自分さえ我慢すれば、何とかこのままやっていける
と思ったから

相談しても無駄だと思ったから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

誰（どこ）に相談したらいいのかわからなかったから

相談すると、担当者の言動で自分が不快な思いを
すると思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、もっと
ひどい暴力を受けたりすると思ったから

世間体が悪いから

そのことについて思い出したくなかったから

その他

無回答

45.5

39.4

21.2

21.2

15.2

9.1

6.1

6.1

6.1

3.0

3.0

9.1

-

25.0

50.0

43.8

12.5

6.3

-

6.3

-

-

6.3

12.5

-

-

0 30 60

女性（N=33）

男性（N=16）

（％）

【回答は３つ以内】
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基本施策２ 性に関するあらゆる暴力の根絶 

 

【現状と課題】 

セクシャル・ハラスメント（以下「セクハラ」という。）やパワ－・ハラスメント（以下「パ

ワハラ」という。）など多様なハラスメントは、多くは職場で起きる暴力であり、働く人の意欲

を削ぐ人権侵害です。2007（平成 19）年に「男女雇用機会均等法」が改正され、男性が受ける

セクハラに対しても雇用主が防止対策をすることが定められました。また、2009（平成 21）年

にはパワハラが労災認定の判断基準項目に加えられ、労働安全衛生の視点からも防止が求めら

れています。さらに、2016（平成 28）年には「男女雇用機会均等法」及び「育児・介護休業法」

が改正され、妊娠出産及び育児・介護休業を理由とした不利益な扱い、いわゆるマタニティ・

ハラスメントに対する防止措置義務が新設されました。事業者に対しては、安心して働ける職

場環境整備の重要性を伝えるとともに、法や制度の活用についての理解を深めるよう働きかけ

る必要があります。 

性犯罪、売買春、人身取引など、性をめぐる暴力の背景には、男性優位の意識や男女の経済

力の格差など社会的な構造があり、根絶のためには社会全体で取組まねばなりません。 

性暴力防止について、県が 2013（平成 25）年に「性暴力被害者センター・ふくおか」を開設

しており、相談や医療機関・警察署等への付き添いなど、性暴力被害者が一か所で多様な支援

を受けられるワンストップ支援を行っています。 

市内で性暴力が発生した場合には、被害者が必要な支援を迅速に受けることができるよう「性

暴力被害者センター・ふくおか」等の情報を提供していきます。 

 

 

（１）セクハラ等暴力を防止する環境づくり 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

新 

６ 

セクハラやパ
ワハラ等暴力
防止に関する
啓発 

●セクハラやパワハラなどの暴力は、重大な
人権侵害であることの認識を深め、暴力を
防止するための市民への情報提供及び啓発
を行う。 

○  ○ ○  
男女共同参画
推進室 

 

 

（２）性暴力の防止と被害者への支援 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

新 

７ 

「性暴力被害
者センター・
ふくおか」等
の周知 

●性暴力の防止と被害者への支援について、
県の「性暴力被害者支援センター・ふくお
か」等の情報提供を行う。 

○ ○  ○ ○ 
男女共同参画
推進室 
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基本施策３ 生涯を通じた健康づくりへの支援 

 

【現状と課題】 

一人ひとりがその個性と能力を活かすことのできる男女共同参画社会の実現には、男女が生

涯にわたって身体的、精神的、社会的に健康に過ごすことのできる生活が不可欠であり、その

ための支援は重要となります。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、心身や生活の状況が大きく変化することがあります。 

妊娠や出産なども含めた性に関する権利が守られるよう、妊娠出産期における母子の心身の

健康保持への支援を充実し、男性に対しては正しい知識を得て、妊娠出産に適切に協力できる

よう啓発を進めます。男女がその健康状態に応じて適切に自己管理を行うことができるよう保

健指導を実施して、生涯を通じた健康づくりを推進していきます。 

 

 

（１）妊娠・出産の健康支援 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

８ 
母子保健施策
の促進 

●妊娠・出産期における母子の心身の健康保
持を支援し、男女が共に協力し合いながら
妊娠･出産に臨めるよう、お互いの人権を尊
重して認め合う知識の普及や啓発を行う。 

 ○  ○  健康づくり課 

 

 

（２）ライフステージに配慮した健康支援 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

新 

９ 

主体的に取り
組む健康づく
りの促進 

●健康状態に応じて自己管理ができるよう
に、保健指導を実施する。 

●住民検診の受診率向上に努め、疾病の発症
予防及び重症化防止を図る。 

 ○  ○  健康づくり課 
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基本施策４ 様々な人への自立支援 

 

【現状と課題】 

2015（平成 27）年国勢調査の結果によると、本市の母子世帯は 327世帯、父子世帯は 25世

帯となっており、一般世帯数に対する割合は、母子世帯が 1.89％、父子世帯が 0.14％で、福岡

県平均（母子世帯 1.87％、父子世帯 0.17％）とほぼ同じです。母子世帯の働く母親の多くが非

正規雇用での就労を行っており、子どもの養育や経済的側面などの問題を抱えやすく、また、

父子世帯は育児や家事などの生活面で不安定な状況に置かれやすい状況にあります。そのため、

多くのひとり親は自立が困難な状況にあるうえに、地域と関わる時間を作ることができずに孤

立しがちです。 

また、本市の全人口に占める 65歳以上の比率は 25.8％となり、国の 26.6％や福岡県の 25.9％

とほぼ同じペースで高齢化が進んでいます。その中でも、65歳以上の一人暮らしの 69.4％は女

性が占めています。今後、本市の高齢化はさらに進展することが予想されることから、高齢者

に関する施策が重要な課題となります。 

様々な困難を抱えた人々が、経済的に不利な状況に置かれることなく、安心して暮らせる支

援が求められます。 

ひとり親世帯が安定した生活を送るため、就労支援や生活支援に関する国や県の制度につい

ての周知を徹底します。また、多子世帯や高齢者、生活困窮者など配慮を必要とする人へは市

営住宅の入居優遇措置や就労支援・制度の活用促進など事情に応じた適切な支援を実施してい

きます。 

 

 

（１）ひとり親世帯に対する支援 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

10 
ひとり親世帯
の自立支援の
推進 

●ひとり親世帯の自立に向けた相談及び支援
や、就労に結び付く各種講座や給付金制度
の周知等を行う。 

  ○  ○  子育て支援課 
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（２）高齢・貧困等により困難を抱えた人に対する支援 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

新

11 

高 齢 者 の 生
活・自立支援 

●地域デイサービスなど地域住民により実施
される介護予防事業に対し、支援を行う。 

●閉じこもり予防に関する事業を実施し、参
加を促す。                             

 ○  ○  高齢者支援課 

●当事者及び要介護者のニーズを配慮しなが
ら生活や自立への支援を実施する。 

○   ○  
地域包括支援
センター 

新

12 

経済的な困難
を抱えた人の
生活・自立支
援 

●生活困窮者に対して自立相談支援事業（就
労支援含む）の実施、住宅確保給付金の支
給など必要な支援を行う。 

 ○  ○  福祉課 

●住宅に困窮する低所得者の中でも、高齢者
世帯、障害者世帯、ひとり親世帯、多子世
帯など、特に居住の安定を図る必要がある
世帯については、公営住宅への入居優遇措
置を継続する。 

○   ○  都市対策課 

●環境上の理由及び経済的理由により、自宅
で生活することが困難な高齢者を養護老人
ホームに措置をする。 

○   ○  高齢者支援課 

●認知症などにより判断能力が十分でない人
が不利益を被らないように、成年後見制度
の市長申立てや利用支援助成金の活用を促
す。 

○   ○  
地域包括支援
センター 
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基本目標Ⅱ 男女共同参画社会意識の浸透 

 

男女共同参画社会を実現するためには、性別に関わらずに個性や能力に応じて自分の生き方

を選べることがいかに重要かをみんなが理解し、その意識を高めることが必要です。そのため、

幼少時から自立した人間として自らの意思で行動できるとともに、他者の人格や個性を尊重し

合えるよう、発達段階に応じた教育が求められます。 

社会のあらゆる分野で自分の力を発揮できるよう、年齢や生活の状況に合わせた啓発を進め

ていきます。家庭教育や学校等の教育の場が、個性が尊重され、社会性が育まれる環境となる

ように支援していきます。 

 

基本施策１ 教育における男女共同参画の推進 

 

【現状と課題】 

男女共同参画の視点を踏まえた就学前の教育や学校教育を進めることが、子どもがそれぞれ

の個性を伸ばし、主体的に進路を選択する能力を身につけることにつながります。また、性同

一障害や同性愛など性的少数者への配慮を求められるなどの新たな課題も生じています。 

市民意識調査結果では、学校（保育園・幼稚園を含む）教育において、配慮してほしいこと

や、力を入れてほしいこととして多いのは、「性別に関わらず、個性や能力を活かせるような生

徒指導や進路指導に配慮する」、「男女の性を尊重しあえる教育の充実を図る」などです。 

市では、男女共同参画を進めるために、教育活動全体の中で、男女が隔たりなく学習及び生

活することの大切さを指導しています。 

保育所においては、保育指針に「子どもの性差や個人差にも留意しつつ、性別などによる固

定的な意識を植え付けることがないよう配慮すること」と定められており、男女共同参画の視

点で保育をしています。 

学校教育においては、技術・家庭科の男女履修促進、人権教育や道徳教育の充実及び男女混

合名簿の導入等、多面的に取り組むことで、男女が共に仕事を持ち自己実現を図り、男女共同

参画社会を築いていこうという意識の醸成を図っています。 

男女が相手に対する理解を深め、信頼と敬愛の念を育み、お互いを向上させる関係を築いて

いけるような教育や発達段階に応じた性教育を実施していきます。また、子育てや保育、教育

に携わる教師等指導者が、男女共同参画について更に理解を深める取組を進めます。 
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（１）男女共同参画教育の推進 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

13 

教育活動全体
を通じた男女
共同参画教育
の実施 

●学習指導要領に基づき、学校の教育活動全
体を通じて、男女共同参画教育を行う。  

●性別にとらわれない生活指導及び進路指導
を行う。  

 
○ 

 
○ ○ 学校教育課 

 

 

（２）適切な性教育の推進 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

14 
発達段階に応
じた性教育の
充実 

●学習指導要領に基づき、発達段階に応じた
性教育を実施する。 

●養護教諭や保健師による、計画的・継続的
な性教育を実施し、専門的な立場での指導
を行う。  

 ○  ○ ○ 学校教育課 

 

 

（３）教育・保育に携わる者への啓発推進 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

新

15 

教職員・保育
者等への啓発
と情報提供 

●学校の教職員に対して、市が実施する男女
共同参画に関する研修やセミナー等への参
加を働きかける。 

 ○  ○ ○ 学校教育課 

●教育・保育施設の職員に対して、市が実施
する男女共同参画に関する研修やセミナー
等への参加を働きかける。 

 ○   ○  子育て支援課 

16 

社会教育関係
者への啓発と
研修への参加
促進 

●社会教育委員の会に対して、男女共同参画
に関する研修会や事業等への参加を要請
し、啓発を行う。 

●公民館長会等において、公民館長を対象と
した男女共同参画に関する研修を行う。 

  ○  ○  社会教育課 
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■学校教育において、男女共同参画を進めていくために配慮してほしいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

 

 

 

基本施策２ 市民への情報提供と啓発 

 

男女平等意識の形成に向けては、「男だから」「女だから」という性別で特性を決めつけるこ

となく、一人ひとりの個性を互いに理解し尊重する意識を醸成していくことが重要となります。

そのためには、社会教育の場、家庭、地域などの多様な機会を通して、男女共同参画に関する

啓発活動を進めなければなりません。 

市では、「広報ちくご」やホームぺージを活用して、男女共同参画に関する情報提供や啓発を

進めてきました。さらに、男女共同参画推進協力員（市民サポーター）による出前講座を実施

することにより、地域で男女平等意識を高めるよう取組んできました。また、市民団体と連携

しながら「ちっごふれあいフォーラム」を開催したり、地域や企業に出向いて男女共同参画に

ついて学ぶ機会を提供したりしてきました。 

市民意識調査の結果をみると、男女共同参画に関わる事柄について、「男女雇用機会均等法」

「男女共同参画社会基本法」など法律の認知度は７割を超えているのに対し、市の取組である

「筑後市男女共同参画推進条例」や「筑後市男女共同参画計画～ひろがり３」の認知度は１割

未満にとどまっています。また、「男は仕事、女は家庭」という固定的性別役割分担を容認しな

い人は約６割となっていたものの、実際の家庭内での仕事の分担については、「家計を支える（生

活費を稼ぐ）は男性中心」の人が約６割、「炊事、掃除、洗濯などの家事は女性中心」の人が約

９割、「育児、子どものしつけは女性中心」の人が約６割となっていました。意識と比べると実

態は性別で役割が分担されている傾向にあります。 

性別に関わらず、個性や能力を活かせるような
生徒指導や進路指導に配慮する

男女の性を尊重しあえる教育の充実を図る

男女平等の意識を育てる授業をする

学校生活の中で、性別による役割を決めないよう
配慮する

教職員自身が、男女平等について十分理解し、
率先して男女平等を進める

PTA活動などの運営について、男女平等に
配慮する

男女平等についての子ども向け、家庭向け
パンフレットを作成・配布する

その他

特にない

無回答

66.9

41.3

33.6

29.1

27.7

7.7

5.3

1.5

2.6

3.0

0 45 90

全体（N=804）

（％）

【回答は３つ以内】
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今後とも、家庭や地域における男女共同参画を進める啓発がより一層求められます。 

固定的性別役割分担意識を是正するためのセミナー、講演会を開催するとともに、男女共同

参画が身近なものとして捉えられるように、地域などに出向く出前講座を実施します。市が情

報を発信する広報紙やホームページなど多様な媒体を利用して、よりわかりやすい広報や啓発

活動を行っていきます。 

 

 

（１）男女共同参画に関する情報提供 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

17 
市の広報紙等
による情報提
供と啓発 

●市の広報紙やホームページ等を活用して、
男女共同参画に関する情報提供を行い、市
民への啓発を行う。 

●あらゆる年代に情報が行き渡るようホーム
ページやＳＮＳ（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）を駆使した提供を行う。  

 ○  ○  
男女共同参画
推進室 

●市の広報紙やホームページ等、市民に向け
て発信する際にジェンダーにとらわれない
表現や活用できる画像・イラストの仕様な
どをまとめたガイドラインを作成する。  

  ○ ○ ○ 総務広報課 

18 
男女共同参画
に関する図書
の充実 

●男女共同参画、女性問題、家庭問題、労働
問題等のテーマを設けた図書の展示を行
う。 

 ○  ○  図書館 
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（２）男女共同参画に関する学習や啓発の充実  

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

19 
男女共同参画
推進協力員の
充実 

●地域において男女共同参画を推進したり啓
発を行う「男女共同参画推進協力員」（市民
サポーター）を増員し、活動の充実を図る。 

●男女共同参画について体系的に学ぶ、男女
共同参画推進サポーター養成講座を開催す
る。  

○  ○ ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

20 
ちっごふれあ
いフォーラム
等の開催 

●ちっごふれあいフォーラムや映画上映会な
ど啓発事業を通じて、市民への男女共同参
画の理解を深める。 

○  ○ ○  
男女共同参画
推進室 

21 
男女共同参画
推進講座の開
催 

●人権セミナーにおいて、女性の人権等に関
する講座を取り入れる。 

 ○  ○  人権・同和教育課 

●地域において、男女共同参画についての講
座、講演会等の開催を働きかける。  

○   ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

 

 

■見たり聞いたりしたことがあるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）

男女雇用機会均等法

男女共同参画社会基本法

ジェンダー

デートＤＶ

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

｢ふらっと｣

ちっごふれあいフォーラム

男女共同参画基本計画

女子差別撤廃条約

筑後市男女共同参画推進条例

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）

筑後市男女共同参画計画ひろがり３

見たり聞いたりしたものはない

無回答

75.0

71.5

30.6

28.4

28.4

25.2

20.4

20.0

18.4

15.5

9.3

5.2

5.0

5.0

4.2

0 45 90

全体（N=804）

（％）

【回答はいくつでも】
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■「男は仕事、女は家庭」という考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

 

■家庭内での役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

3.5 

2.3 

5.1 

31.8 

31.3 

32.9 

18.4 

17.8 

19.8 

42.8 

44.3 

40.4 

2.5 

3.2 

1.5 

1.0 

1.1 

0.3 

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=804）

女 性

（N=438）

男 性

（N=334）

性
別

そう思う どちらかと

いえばそう

思う

どちらかと

いえばそう

思わない

そう

思わない

わから

ない

無回答

5.2 

8.0 

2.1 

2.4 

2.7 

1.8 

25.0 

24.7 

25.1 

31.3 

29.0 

35.6 

34.2 

34.0 

33.8 

1.9 

1.6 

1.5 

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=804）

女 性

（N=438）

男 性

（N=334）

性
別

ほとんど

女性

どちらかと

いえば女性

両方

同じくらい

どちらかと

いえば男性

ほとんど

男性

無回答

家計を支える

（生活費を稼ぐ)

60.4 

69.6 

49.1 

27.1 

21.0 

35.3 

8.5 

6.8 

10.5 

0.7 

0.9 

0.6 

2.0 

0.7 

3.6 

1.2 

0.9 

0.9 

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=804）

女 性

（N=438）

男 性

（N=334）

性
別

炊事､掃除､

洗濯などの

家事

20.5 

26.0 

13.5 

32.5 

34.5 

30.2 

35.0 

29.5 

42.2 

1.2 

0.7 

2.1 

0.7 

-

1.8 

10.1 

9.4 

10.2 

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=804）

女 性

（N=438）

男 性

（N=334）

性
別

育児、子どもの

しつけ
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基本目標Ⅲ 仕事と家庭・地域生活が両立できる環境づくり 

（女性の活躍推進計画） 
  

女性活躍推進法では、目指すべき社会を次にように描いています。それは、育児・介護等を

理由に就労を中断せざるを得なかった女性や責任ある地位での活動を望む女性の思いがかなう

社会、男女がともに多様な生き方、働き方を実現し、その結果、ゆとりある豊かで活力にあふ

れる、生産性の高い持続可能な社会です。そのためには企業等のトップの意識改革や男女を通

じた働き方の改革を進め、仕事と家庭を両立できる環境を整備しなければなりません。また、

地方公共団体は、事業主として「特定事業主行動計画」を策定するとともに、民間企業に対し

て女性活躍推進に取組むよう計画的に働きかけていくことが定められています。 

条例の基本理念においても、家族を構成する男女が、互いに家庭を尊重し、相互の協力と社

会の支援の下に、子どもの養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と就業、就学その

他の社会生活における活動との両立をうたっており、事業主の責務として、両立のために環境

整備に努めるものとされています。 

 労働者に対して、雇用労働・自営業に関わらず、男女が共に家庭責任と職業生活を両立でき

るように支援していきます。事業者等に対しても、男女共同参画の視点で性別に関わらず働き

やすい環境となるように働きかけていきます。職業生活と同様に家庭生活や社会活動に参画で

きるようワーク・ライフ・バランスの取組を進めます。すべての人が安心して、子育てや介護

に関われるよう家族の形態や養護を必要とする人の状況に応じて多様な支援を行っていきます。 

 

基本施策１ 労働の場における女性の活躍の推進 

 

【現状と課題】 

女性活躍推進法では、雇用労働、農林水産業・商工自営業を問わず、就労の場で女性が男性

と対等に働き、決定の場に参画できるような環境の整備が求められています。また、女性の就

業継続を困難にしている原因と考えられる労働時間や職場の雰囲気、仕事のやりがい等の実態

を調査し、早期に改善することも事業主に求められています。事業者等へ向け、法制度につい

ての情報提供や、啓発を行うことが重要です。農林水産業・商工自営業においても、男女が対

等なパートナーとしてその能力を十分に発揮できるような取組が必要とされています。国の第

４次男女共同参画基本計画では、多様な生き方、働き方があることを前提に、再就職、起業・

創業においても、女性が能力を十分に発揮することができる就業環境の整備を進めることが定

められています。 

福岡県では、「子育て応援宣言企業登録制度」を実施しており、これは子育てをしながら働き

続けられる労働環境への整備を目的とした企業経営者対象の啓発事業で、従業員の仕事と子育

てへの応援を経営者が宣言した企業を県に登録しています。 

市民意識調査結果では、女性の働き方として、「ずっと職業を持っている方がよい」「子ども

ができたら職業を中断し、子どもに手がかからなくなって再び持つ方がよい」の合計が約９割

に上り、女性が職業を持つことが望ましいと考える人が大半を占めています。一方で、結婚や

子育てを機に一旦退職をしている女性が多いことも、調査結果からうかがえます。女性が職業

を持ち、働き続けるために必要なこととしては、「育児休業や短時間勤務など、仕事と家庭が両
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立できる制度を充実させる」「仕事と家庭を両立できる制度が利用しやすい職場の雰囲気づくり」

「結婚・出産・介護などの都合でいったん退職した女性のための再雇用制度を普及、促進する」

などが上位に挙がっています。 

企業や事業所に対して啓発を進めるとともに、女性が活躍しやすい職場環境づくりを目指し

て企業に情報提供をしていきます。就労を中断した女性に対しては、再就労支援や起業・創業

に関する、国や県の情報を提供していきます。女性農業者や商工自営業の女性に対しては、研

修会の情報を提供したり、交流の場を提供したりして、活動を支援します。 

 

 

（１）企業・事業所への啓発と情報提供 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

新
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企業・事業所
での女性活躍
推進に関する
国や県の情報
提供 

●「広報ちくご」やホームページを活用した
り、チラシ設置などで、国や県の「女性活
躍推進」に関する情報を提供する。 

  ○ ○  福祉課 

23 
子育て応援宣
言登録の促進 

●福岡県「子育て応援宣言」に登録している
事業所を「ふらっと」や「広報ちくご」、ホ
ームページ等で積極的に紹介し、登録を促
進していく。 

○  ○ ○  
男女共同参画
推進室 

 

 

（２）女性のニーズに応じた就労支援 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

新

24 

女性の再就労
支援に関する
情報提供 

●再就労についての情報を「広報ちくご」や
ホームページを活用したり、チラシを設置
して提供していく。 

 ○  ○  福祉課 

●おひさまハウスにおいて県「子育て女性就
職支援センター」の出張相談の場を提供す
る。 

●おひさまハウスにおいて、女性の再就労に
ついてチラシ設置などで県の情報を提供す
る。 

 ○  ○  子育て支援課 

25 
起業・創業に
対する支援事
業の実施 

●起業・創業を目指す人を対象とした、起業
ノウハウに関するセミナーを開催する。              

●国、県における起業・創業支援事業につい
て、「広報ちくご」やホームページ等で情報
を提供する。 

  ○  ○  中央公民館 

●商工会議所や県中小企業振興センター等と
連携し、起業・創業の初期段階における支
援について情報を提供する。 

○   ○  商工観光課 
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（３）農業等自営業の女性への支援 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

26 
女性農業者へ
の支援 

●市内の女性農業者による活動を支援するた
め、福岡県主催の研修会への参加を働きか
ける。 

●農家出身以外の女性が新規で就農する際や
女性農業者が農業生産以外の新たな事業に
取組む際に、県女性農村アドバイザ－と共
に、就業支援及び事業開始に係る支援を行
う。 

●女性の農業委員への参画を推進するため
に、女性農業者へ農業委員に関する情報を
提供する。 

○   ○  農政課 

27 
商工自営業の
女性への支援 

●商工業における男女共同参画推進のための
情報提供や女性人材の発掘を行う。 

  ○ ○  
男女共同参画
推進室 

 

 

■「女性が職業を持つこと」についての考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

 

44.4 

46.6 
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0.9 

0.7 
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0.6 
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3.9 
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1.5 

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=804）

女 性

（N=438）

男 性

（N=334）

性
別

ずっと職業を

持っている方

がよい

結婚するまで

職業を持ち、

あとは持たない

方がよい

子どもができる

まで職業を持ち、

あとは持たない

方がよい

子どもができたら

職業を中断し、

子どもに手が

かからなくなって

再び持つ方がよい

女性は職業を

持たない方が

よい

わから

ない

その他 無回答
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■女性が職業を持ち、働き続けるために必要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

育児休業や短時間勤務など、仕事と家庭が両立
できる制度を充実させる

仕事と家庭を両立できる制度が利用しやすい
職場の雰囲気づくり

結婚・出産・介護などの都合でいったん退職した
女性のための再雇用制度を普及、促進する

残業や休日出勤ができないことで不利な扱いを
しない

労働時間の短縮や在宅勤務の普及など、
多様な働き方の見直しを進める

結婚や出産時に勤めにくいような慣例を改める

男性の家事・育児・介護等への参加を促すための
啓発をする

賃金の男女格差を改める

女性の能力を正当に評価し、積極的に女性も
管理職に登用する

昇進・昇格の男女格差を改める

その他

無回答

64.2

54.6

40.0

26.0

24.9

16.7

14.8

8.7

6.6

4.3

2.3

2.1

59.6

50.6

39.5

20.7

22.8

21.3

11.1

10.8

11.7

4.8

3.3

1.8

0 40 80

女性（N=438）

男性（N=334）

（％）

【回答は３つ以内】
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基本施策２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

【現状と課題】 

女性活躍推進法の基本原則及び基本方針では、労働の場で男性を中心とした雇用慣行が維持

され、多くの家庭責任を女性が担う状況があり、そのために、職業生活に男女間の格差が生じ

ている点を指摘し、男性も家庭責任を担えるように、男性の働き方を見直す意識改革、労働環

境の整備などが必要であるとされています。次世代育成対策推進法と同じく女性活躍推進法で

は、地方公共団体には職員を対象とした特定事業主行動計画の策定が義務付けられており、公

務部門が民間企業に対して率先垂範することが求められています。 

また、2013（平成 25）年国民生活基礎調査の結果によると、家族の介護をしている人の性別

の比率は、男性が 31.3％、女性が 68.7％で女性が多いものの、男性の比率は毎年高くなってき

ています。介護者の年齢構成をみると、60歳未満では、男性は 31.0％、女性は 31.5％と現役

世代が３割を超えており、介護離職者の増加が懸念されます。国では、2020年代初頭までに家

族介護を理由とする離職を防止するために「介護離職者ゼロ」を目指し、必要な介護サービス

の確保と、働く環境改善・家族支援を両輪として取組んでいます。市においても、女性も男性

も仕事と家庭生活を両立でき、さらに地域生活や趣味などの個人の活動などとも調和を図られ

るような環境を整えていくことが重要です。 

市民意識調査結果によると、「仕事」「家庭生活」「地域活動・学習・趣味・付き合いなど」の

優先度について、「“仕事”と“家庭生活”と“地域活動・学習・趣味・付き合いなど”のいず

れも大切したい」と希望している人は男女合わせた全体で 25.1％でしたが、現実も優先してい

ると回答した人はわずか 9.7％にとどまっており、現実には仕事を優先せざるを得ない現状が

うかがえます。また、男女共同参画社会づくりのために市に対して望むこととして、「保育や介

護に関するサービスを充実する」が男女合わせた全体で 50.9％と最も高く求められています。 

ワーク・ライフ・バランスの推進については、多様な保育ニーズ、子育ての悩みに対応でき

るよう、子育て支援の充実や仕事と生活の調和の実現に向けて取組みます。介護においても、

家族介護教室を実施するなどして、家族介護者への支援を充実していきます。事業者へ育児・

介護休業等の利用促進や労働環境改善のための啓発や情報提供を行うとともに、育児や介護へ

の積極的な参画を促す実践的な啓発事業を実施します。市の特定事業主行動計画については、

目標数値の達成を目指します。 
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（１）仕事と子育ての両立支援の充実 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

28 

男女共同参画
の視点に立っ
た「筑後市子
ども・子育て
支 援 事 業 計
画」の実施 

●待機児童の解消を図るとともに保育内容、
施設の充実を図る。                

●子育て支援拠点施設（おひさまハウス）を
中核として、子育て相談、おひさま教室、
赤ちゃんひろばなどを実施し、子育て中の
親の孤独感や不安感を解消する。 

●ファミリーサポート事業の充実を図る。 

  ○ ○  子育て支援課 

 

 

（２）仕事と介護の両立支援の充実 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

29 
家族介護支援
事業 

●介護に関する知識、介護方法などの習得を
図る介護教室を実施し、介護能力を有する
人を増やす。  

○   ○  高齢者支援課 

 

 

（３）ワーク・ライフ・バランスについての啓発推進 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

30 
労働環境整備
に関する情報
提供 

●「広報ちくご」やホームページを活用し、
ワーク・ライフ・バランスや労働環境の整
備を推進するための情報を提供する。  

○   ○  福祉課 

31 
両立支援講座
の開催 

●仕事と家庭の両立支援のため、「おとこの料
理教室」など男性が参加しやすい講座を実
施する。 

 ○  ○  中央公民館 

32 
父親の育児参
画に関する事
業の実施 

●父親が子育てに積極的に関わるきっかけと
なるような父親参加型事業をおひさまハウ
ス等で開催する。 

 ○  ○  子育て支援課 

●妊婦とその配偶者などを対象とし、妊娠の
経過や栄養、日常生活の過ごし方、沐浴等
を学ぶ「もうすぐパパママ教室」を開催す
る。 

●母子健康手帳交付時に、父子健康手帳を配
付する。 

 ○  ○  健康づくり課 

新

33 

特定事業主行
動計画の実施 

●特定事業主行動計画に掲げる休暇制度の周
知などに努め、男性職員の育児休業取得率
等の目標数値の達成を目指す。  

  ○   ○   市長公室 
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■「仕事」「家庭生活」「地域活動・学習・趣味・付き合いなど」の優先度（希望と現実） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

 

 

 

 

 

｢仕事｣ を優先したい

｢家庭生活｣ を優先したい

｢地域活動・学習・趣味・付き合い
など｣ を優先したい

｢仕事｣ と ｢家庭生活｣ を優先したい

｢仕事｣ と ｢地域活動・学習・趣味・
付き合いなど｣ を優先したい

｢家庭生活｣ と ｢地域活動・学習・
趣味・付き合いなど｣ を優先したい

｢仕事｣ と ｢家庭生活｣ と ｢地域活動・
学習・趣味・付き合いなど｣ のいずれ

も大切にしたい

わからない

無回答
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（％）
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3.0
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24.2

1.1
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02550
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（％）

【現 実】 【希 望】

【回答は１つ】【回答は１つ】
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■男女共同参画社会づくりのために、市に望むこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

 

 

保育や介護に関するサービスを充実する

男性が家事、子育て、介護、地域活動に関心を高める
よう啓発や情報提供を行う

学校教育や職場、地域などにおいて、男女平等と相互の
理解についての学習機会を充実する

職場における男女の均等な取扱いについて周知徹底を
行う（仕事の内容や賃金等）

女性が能力を伸ばし、自立できるような教育・学習の場を
充実する

ひとり親家庭や寡婦・寡夫に対する援助施策を充実
させる

市議会や委員会など、市の方針を決定する場に女性を
積極的に登用する

セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメント防止の
啓発活動を充実する

女性の就業を援助するため、職業教育や訓練を
実施する

性暴力や性差別に関する各種相談窓口を充実させる

女性リーダーの養成、研修を充実する

市職員への男女共同参画についての研修を充実する

その他

特にない

無回答
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全体（N=804）

女性（N=438）
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（％）

【回答はいくつでも】
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基本目標Ⅳ 男女が共に参画できるまちづくり 

 

少子・高齢化が進展する一方、社会のグローバル化が進み、社会的な課題は多様化しており、

課題解決に向けてのさまざまな取組が求められます。そのためには、市の政策や方針を検討す

る場に女性が参画して意見が反映できるよう、審議会等委員の女性の割合を高める必要があり

ます。まちづくりにおいても、多様な住民がそれぞれ主体的に関わること、そして、行政とＮ

ＰＯ・ボランティア団体や地域団体などが協働することが重要であり、その際には男女共同参

画の視点が欠かせません。また、近年の度重なる自然災害から得た教訓は、日頃から地域の事

情や子ども・高齢者の状況を把握している女性が、地域活動の意思決定の場に関わることは防

災や減災につながるということです。 

これまでに引き続き、審議会等への女性の参画に向けて、人材の発掘と育成に努めます。行

政区や各種団体の役員への啓発を進め、男女共同参画の視点による様々な地域や団体の活動を

支援していきます。地域防災のために地域住民同士で支え合う体制づくりを支援します。 

 

基本施策１ 政策・方針決定への女性の参画促進 

 

【現状と課題】 

日本は先進国の中でも男女の地位の格差が大きな国であり、世界経済フォーラムが 2016（平

成 28）年に公表した男女格差指数（ジェンダーギャップ指数・GGI）では、世界 144か国中 111

位と近年でも最も低くなりました。その主要な原因は、女性が決定の場に参画する体制が整っ

ていないために、議員や閣僚及び民間企業管理職などの女性比率が低いことでした。 

 市では、政策や方針を検討する場へ女性の参画の促進を図るために、「筑後市審議会等の委員

選任要綱」の第 14条（女性の委員数) で「市長は、審議会等の委員の男女の数の均衡を図るよ

う努めるものとする」と定めています。女性人材リストを作成したり、委員公募の情報を提供

したりして、市の審議会・委員会への登用促進を図り、2010（平成 22） 年では 28.5％、2016

（平成 28）年は 31.0％となり、女性の登用は進んできました。ただし、女性がほとんどいない

審議会も依然としてあります。 

 市民意識調査結果では、「政治・政策決定の場」についての男女の平等感は、「男性優遇」と

回答する人が約４分の３を占め、前回調査よりも 10ポイント以上高くなっています。 

 今後も市政のあらゆる場へ男女共同参画の視点を反映させるために、政策・方針決定の場へ

の女性の参画促進は継続的に取組んでいきます。また、子育て中の保護者が審議会や委員会に

参加できるよう託児支援を行います。 
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（１）審議会・委員会等への女性の登用促進 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

34 
選任要綱の遵
守と女性の登
用促進 

●各種審議会、委員会において女性委員の登
用が進むよう、積極的に働きかけを行う。 

●登用が進まない審議会等については、その
理由や女性の意見の反映方法などの把握を
行う。  

●委員公募状況について、市内女性団体に情
報提供を行う。  

○ ○ ○ ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

35 
女性人材リス
トの充実 

●埋もれた人材の発掘に努め、女性人材リス
トを充実させる。  

●審議会・委員会委員の交代時期には、女性
人材リストの積極的利用を呼び掛ける。 

 ○ ○ ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

新

36 

審議会・委員
会等への託児
の実施 

●各審議会や委員会の開催時に子育て中の保
護者の参加支援のための託児サービスの実
施について周知を図る。 

○  ○ ○  
男女共同参画
推進室 

 

 

 

■政治・政策決定の場での男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 
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されている

わから

ない
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1.4

0.7

72.1

76.0

2.1 66.5

女性

優遇

男性

優遇

1.9

1.4

60.3

67.6

2.8 50.6

女性

優遇

男性

優遇

前回調査（H22年）今回調査（H27年）
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基本施策２ 市民との協働による男女共同参画のまちづくり 

 

【現状と課題】 

住民一人ひとりが、まちづくりを担う一員として市民活動や地域活動に主体的に参画してい

くためには、固定的な性別役割分担意識にとらわれない、男女共同参画の視点が重要となりま

す。地域活動においては、行政区長、公民館長、ＰＴＡ会長等の役職には男性の割合が多く、

女性は地域活動の現場を支えている割合が多いと考えられます。そこで、女性が方針決定の場

に参画することで介護や子育て、防犯・防災など身近な生活課題の解決に向けた取組が期待さ

れます。 

また、国の第４次男女共同参画基本計画の第 11 分野「男女共同参画の視点に立った防災・

復興体制の確立」では、災害は、地震、津波、風水害等の自然要因だけでなく社会の在り方（社

会要因）によって被害の大きさが変わるため、性別、年齢や障害の有無等様々な社会的立場を

配慮して、社会要因による災害時の困難を最小限にする取組が重要と指摘し、「予防、応急、復

旧・復興等の全ての局面において、女性が重要な役割を果たしていることを認識するとともに、

防災・復興に係る意思決定の場に女性が参画し、リーダーとして活躍することを推進する。」と

しています。 

市内では市民団体が主体となって男女共同参画に関する学習会を実施しており、これらの団

体の活動を支援するとともに、団体相互の交流を図ってきました。また、消防団に女性の団員

が加入し、地域防災への男女共同参画の視点を取り入れた取組を進めています。 

市民意識調査結果によると、地域の団体の長や代表者として選ばれる機会があったときに、

「やりたくない」と回答した女性は７割近くとなっていました。一方で、地域活動の中で男女

の地位が「平等」と回答した人は 25.2％にとどまり、51.8％の人が「男性が優遇されている」

と回答しており、特に 50代の女性では約７割にのぼりました。地域活動において男性が優遇さ

れている場合が多く、女性が役職などにつく経験も少ないことが、地域の役職につくことに気

おくれする原因となっているようです。 

これまで地域活動に関わってきた女性たちの力を発揮するために、市民団体や地域団体と協

働しながら、女性の方針決定の場への参画が地域活性化につながることを広める啓発を進めま

す。実際に、地域役員の女性の登用が進むよう公民館長会や行政区長会などに働きかけます。

また、女性消防団員の活躍を推進するとともに、地域の防災活動を男女共同参画の視点を取り

入れて実施していきます。 
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（１）市民活動における男女共同参画の促進 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

37 
市民による男
女共同参画研
修の支援 

●市民が男女共同参画に関する見識を広める
ために、学習機会の提供及び支援をする。 

  ○ ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

38 

男女共同参画
関係団体のネ
ットワーク化
の推進 

●市内の男女共同参画に関する各団体のネッ
トワーク化を進める。 

●各団体が参加しての活動状況の報告会や交
流会を実施する。  

○  ○ ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

 

 

（２）地域活動における男女共同参画の促進 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

39 
地域役員への
登用促進 

●行政区長会・公民館長会ほか地域役員関係
団体に女性登用促進を働きかける。 

○  ○ ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

新

40 

地域づくりに
おける女性の
活躍促進 

●ちくご男女共同参画ネットワークや地域の
団体と協働で、地域の小グループに男女共
同参画社会づくりに向けた啓発を図ってい
く。 

○  ○ ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

 

 

（３）男女共同参画の視点に立った地域防災の促進 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

41 
女性の地域防
災活動への参
画推進 

●男女共同参画の視点を取り入れた防災活動
及び訓練を実施する。 

  ○ ○  地域支援課 

●女性消防団員への男女共同参画の視点を取
り入れた人材育成や活動支援を行う。 

○   ○  消防本部 
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■地域の団体の長や代表者の職につくことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 

 

■地域活動の場での男女の地位の平等感 
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■地域活動に参加しやすくするために必要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民意識調査」（平成 27年） 
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◆  計画推進のための取組 

  

本計画を着実に実施するためには、条例の理念を市政の基礎におき、庁内推進体制を充実さ

せることが必要です。男女共同参画に関する施策は、家庭や学校、地域、事業所などの問題と

して広範多岐にわたっており、そのため、すべての職員が男女共同参画の視点を事業に活かさ

なければならず、意識啓発が重要となります。進捗状況に関しては、第三者の視点で管理して

いく必要があります。 

庁内の推進体制を充実するために、男女共同参画行政推進会議を活性化し、職員対象の研修

を実施します。進捗管理については、市民や学識者で構成される男女共同参画審議会で審議し

ていきます。 

 

基本施策１ 推進体制の充実 

 

【現状と課題】 

男女共同参画に関する施策は、教育、福祉、労働、防災など広範にわたっています。多様な

施策の整合性を保つためには、基盤となる庁内の推進体制を確立する必要があります。条例の

第４条第４項では、「市は、男女共同参画を推進するために必要な体制を整備し、必要と認める

ときは財政上の措置を講じるよう努めるものとする。」と定められており、男女共同参画行政推

進会議において、計画の各施策の実施についての進捗管理を行っています。また、条例第４条

第３項では、「市は、自らが策定し、実施するすべての施策について、男女共同参画の推進に配

慮しなければならない。」と市の責務が規定されており、市政に関わるそれぞれの職員は、男女

共同参画促進の視点で各事業を実施することが求められています。 

さらに、近年、市職員の採用における女性の割合は高くなってきており、職員が能力を発揮

できるような環境を整備していくことが必要です。また、市の取組には、地域や事業所に対す

る率先垂範の役割も求められます。 

性別に関わらずに、幅広い知識と視野を身につけた職員を管理職に登用し、配置に関しては

適材適所で行います。男女共同参画行政推進会議の活性化のために定期的な会議を開催します。

また、職員一人ひとりに男女共同参画の理念を浸透させるために、男女共同参画やハラスメン

トなどをテーマとした研修会の実施や、講演会等への参加を働きかけます。 
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№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

42 
職域の拡大と
管理職への登
用 

●市の職員の処遇については、男女平等の立
場で適材適所の人材配置を実施する。  

●能力に応じて、管理職（部長、課長）や監
督職（係長）に登用する。 

 ○  ○  市長公室 

43 
男女共同参画
行政推進会議
の活性化 

●計画の各施策実施状況について、進捗管理
を行う。 

●男女共同参画行政推進会議を定期的に開催
し、担当者に男女共同参画行政の取組につ
いての共通認識を図る。 

○  ○ ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

44 
市職員研修の
実施 

●新規採用職員研修の際など、男女共同参画
に関する研修を実施する。 

 ○  ○  市長公室 

●男女共同参画に関する講演会・研修会等の
情報を周知し、参加を働きかける。 

○  ○ ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

 

 

■庁内推進体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

筑後市男女共同参画行政推進会議 

○推進会議 

  会長：副市長 

  委員：部長、職員代表 

○幹事会 

 課長、職員代表 

○推進担当者会 

 各課より推薦された者 

 

関 係 部 局 

○筑後市男女共同参画審議会 

市 民 

諮 問 

提言・答申 

意見・要望 

市民意識調査 

（アンケート） 

意見・要望 
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基本施策２ 推進のチェック機能の強化 

 

【現状と課題】 

条例第８条第４項「市長は、男女共同参画計画の実施状況について、年次報告書を作成し、

市民に公表するものとする。」に基づいて、「筑後市男女共同参画審議会」による評価や意見を

受けながら、計画の進捗状況を公表しています。また、条例第９条「市は、男女共同参画の推

進に必要な情報収集及び調査研究を行うものとする。」に基づき、定期的な市民意識調査を実施

しており、市民の男女共同参画に関する意識の浸透度や、政策への認知度、生活実態を把握す

るために必要不可欠なものです。 

今後も、男女共同参画審議会の取組を活性化させて、市の施策の発展に活かしていきます。

また、男女共同参画市民意識調査を実施し、次期計画に活かします。 

 

 

№ 具体的事業 事業の内容 
評価対象年度 

担当課 
29 30 31 32 33 

45 
男女共同参画
審議会の活性
化 

●計画の各施策進捗状況について評価し、取
組が進むよう提言を行う。 

●審議会委員に対し、事務局から随時、研修
会の案内や国の動向などの情報提供を行
う。 

○ ○ ○ ○ ○ 
男女共同参画
推進室 

新
46 

男女共同参画
市民意識調査
の実施 

●市の男女共同参画計画の見直しや策定に際
して、市民の意見を反映させるために市民
意識調査を実施する。 

●市民の男女共同参画に関する意識と実態の
把握に努める。 

   ○  
男女共同参画
推進室 
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◆ 用語解説 

 

あ行 

 

エンパワーメント 

一人ひとりがその人らしく活動する中で、文化的、社会的、政治的、経済的状況などを変えていく力を

身につけること。特に、女性の場合、本来持っている能力を引き出し自らの意識を高め、経済的のみなら

ず、政治的、社会的な意思決定の場で自己決定できる力を持つことを意味する。 

 

育児・介護休業法 

1991（平成３）年に成立した育児休業法が、1995（平成７）年に育児・介護休業法として改正された。

男女の労働者に対し、満１歳未満の子の養育のための休業や、常時介護を必要とする親族の介護のための

３ヶ月未満の休業を認めている。2009（平成21）年の改正で、短時間勤務制度や父親も子育てができる働

き方の実現などが盛り込まれた。2017（平成29）年から、育児・介護休業を利用した労働者に対して、上

司や同僚からの嫌がらせを防止するための環境整備が事業主に義務付けられた。 

 

か行 

 

固定的性別役割分担 

男女を問わず個人の能力などによって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、「男性は仕

事、女性は家庭」、「男性は主要な業務、女性は補助的業務」などのように、男性、女性という性別を理由

として、役割を分ける考え方のこと。 

 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会均等法） 

募集・採用から定年・退職・解雇に至るあらゆる段階で女性差別を禁止した法律。国連の女性差別撤廃

条約の批准に際して整備すべき国内法の１つとして制定された。しかし「パート・女子のみ」などの募集・

採用、配置・昇進という部分の均等待遇は事業主の努力義務にとどまるなどの限界があった。1997（平成

９）年には、差別禁止規定、職場のセクハラ防止や積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の促進を

盛り込む改正が、2006（平成16）年には、差別の禁止範囲を男女双方に拡大し、妊娠・出産等を理由とす

る不利益取り扱いの禁止等を盛り込む改正が行われた。2017年からは、事業主が雇用管理上、講ずべき措

置が義務付けられた。 

 

し行 

 

ジェンダー 

生まれついての生物学的性別を「セックス／sex」というのに対して、社会的通念や慣習の中には、社会

的・文化的に作り上げられた「男性像（男性らしさ）」「女性像（女性らしさ）」などの性差があり、このよ

うな男性、女性の別を「社会的性別（ジェンダー／gender）」という。 
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ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ） 

スイスのジュネーブに本部を置く民間の非営利財団「世界経済フォーラム（World Economic Forum）」

は、毎年、世界各国・地域の男女の格差を示した「ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ：Gender Gap Index）」

を公表している。この指数は既存のジェンダー・エンパワメント指数（ＧＥＭ）のように女性の教育、社

会進出などの達成レベルを示すのではなく、男女の格差に焦点を当てている。 

指数は経済、教育、保健、政治の４つの分野を対象とし、経済では、労働人口、賃金、管理職、専門職

などの男女比、教育では、識字率と初等教育、中等教育および高等教育の就学率の男女比、保健では平均

寿命と出生時の男女比、政治では議会議員、閣僚などの人数の男女比をもとに計算され、０が完全不平等、

１が完全平等を意味している。 

2016（平成28）年、日本は144カ国中111位で、特に政治、および経済分野における男女の格差が大き

いため、低い順位となっている。 

 

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） 

2015（平成27）年に成立した、働くことを希望する女性が、職業生活においてその個性と能力を十分に

発揮して活躍できるよう、国や地方公共団体が必要な施策を策定・実施することに加え、事業主が女性の

活躍推進に向けた取組を自ら実施することを促すための枠組みについて定めた法律。 

 

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女性差別撤廃条約） 

性別役割分業を女性差別の根幹とし、私的領域を含むあらゆる分野の女性差別を解消することを目的と

して、1979（昭和54）年に国連総会で採択された国際条約。歴史的に蓄積された女性の不利益な状況を遅

滞なく解消するために、ポジティブ・アクション（暫定的特別措置）は差別ではないとしている。批准国

は批准の翌年とその後４年ごとに女子差別撤廃委員会（CEDAW）に報告書を提出する義務を負う。日本政府

が提出した報告書に対して、民法における男女で違う婚姻年齢、夫婦同姓、女性のみ再婚禁止期間など条

約違反既定の改正を求めた勧告や意見が公表されている。なお、外務省の公定訳では「女子に対するあら

ゆる形態の差別の撤廃に関する条約」だが、一般には女性差別撤廃条約とよばれることが多い。 

 

セクシュアル・ハラスメント 

主に、職場で行われるさまざまな「性的いやがらせ」のこと。相手の意に反した性的な言動を行い、そ

れに対する対応によって仕事を遂行する上で一定の不利益を与える「対価型」と、性的な言動を繰り返す

ことによって就業環境を悪化させる「環境型」とに分けられる。 

 

た行 

 

デートＤＶ 

恋人間で生じる暴力のこと。婚姻関係があるかないかの違いだけで、配偶者間のＤＶと同じ構図を持つ。

暴力で支配されると別れることは困難であるが、交際関係であるため周囲の理解が得られず支援を受けに

くい。 

 

特定事業主行動計画 

「次世代育成支援対策推進法」（2003（平成15）年成立）で、国・地方公共団体は「特定事業主」として、

職員の子どもたちの健やかな育成を目的に策定することが定められた計画。さらに、女性活躍推進法でも、

事業主行動計画策定指針に即して、国・地方公共団体は、女性の採用比率や管理職比率、労働時間の状況

差等について把握・分析して、事業主行動計画を策定することが定められた。なお、民間企業には、一般

事業主行動計画の策定が定められている。 
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ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

一般的には、「配偶者やパートナーなどの親密な関係にある、またはあった人から振るわれる暴力のこと」

をいう。なぐる、蹴るなどの身体的な暴力や、言葉で傷つけたり無視したりする心理的暴力、生活費を渡

さないなどの経済的暴力、行動を監視したりする社会的暴力、望まない性行為を強要するなどの性的暴力

などの形態がある。 

 

は行 

 

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（配偶者暴力防止法／ＤＶ防止法） 

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し、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護を図ることを目的とする法律。被害者の一時保護や加害者を一定期間被害者に近づかせない

保護命令制度などが規定されている。 

 

パワー・ハラスメント（パワハラ） 

職権等の権力を背景にして、本来の業務の範囲を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、

就業者の働く環境を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること。 

 

福岡県子育て応援宣言企業登録制度 

福岡県が「男性も女性も子育てがしやすい職場づくり」を目指して推進している制度のこと。男女従業

員の子育てを支援するための具体的な取組みを企業・事業所のトップが宣言し、県が登録する。制度の新

たな整備に限らず、現在の制度をきちんと活用できるような仕組みづくりや職場の雰囲気づくり等、子育

て応援につながる取組み等も宣言できる対象となっている。 

 

ま行 

 

マタニティ・ハラスメント（マタハラ） 

 妊娠・出産したこと、育児のための制度を利用したことを理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、

不利益な配置転換など「不利益取扱い」の行為。また、妊娠・出産したこと、育児のための制度を利用し

たことに関して、上司・同僚が就業環境を害する言動を称した「ハラスメント」。 

 

わ行 

 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

仕事と家庭生活や地域生活、趣味などの私生活を調和させ、その両方を充実させることで、相乗効果を

高めようとする考え方やそのための取組のこと。また、それぞれのライフスタイルやライフステージに合

わせて働き方を柔軟に選べるよう、働き方を見直すことも含む。 
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第一章 総則（第一条・第二条）  

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の

二・第二条の三）   

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条）  

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二）   

第四章 保護命令（第十条―第二十二条）  

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条）  

第五章の二 補則（第二十八条の二）  

第六章 罰則（第二十九条・第三十条）  

  

 我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取

組が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含

む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が

必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの

暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困

難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人

の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現

を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保

護するための施策を講ずることが必要である。このことは、

女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自

立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則   

（定義）   

第一条  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

（以下この項及び第二十八条の二において「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）  

第二条  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。  

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等   

（基本方針）  

第二条の二  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五項において「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

条並びに次条第一項及び第三項において「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

一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計

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）  

第二条の三  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  

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（平成十三年四月十三日法律第三十一号） 

最終改正：平成二六年四月二三日法律第二八号 
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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

の他の援助を行うよう努めなければならない。  

 

第二章 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）  

第三条   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   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、第五条及

び第八条の三において同じ。）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  第四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）  

第四条  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）  

第五条  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。  

 

第三章 被害者の保護   

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  

第六条  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 （明治四十年法律第四十五号）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、前二項の規

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）  

第七条   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、第三条第三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）  
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第八条  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 （昭和二十九年法律第

百六十二号）、警察官職務執行法 （昭和二十三年法律第

百三十六号）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）  

第八条の二  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。第十五条第三項において同じ。）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）  

第八条の三  社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五号）

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 （昭和二十五年法律第百

四十四号）、児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四

号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法 （昭和三十九年法

律第百二十九号）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）  

第九条  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）  

第九条の二  前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員

の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたと

きは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものと

する。  

 

第四章 保護命令   

（保護命令）  

第十条  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。

第十二条第一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

四号並びに第十八条第一項において同じ。）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六月間、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二月間、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

から起算して六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。  



資料 

47 

五  緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時

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  第一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十二条第

一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、第一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六月を経

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、当該子が十五歳以上

であるときは、その同意がある場合に限る。  

４  第一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十二条第一

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、第一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

して六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（被害者の十五歳未満の

子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族

等が十五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）  

第十一条  前条第一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  前条第一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）  

第十二条  第十条第一項から第四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

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  第十条第三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  第十条第四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 
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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 （明治四十一

年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項 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）  

第十三条  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）  

第十四条  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  申立書に第十二条第一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）  

第十五条  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

係る第十二条第一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二以上ある

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）  

第十六条  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十条第一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、同条第二項から

第四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  前二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  抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を

取り消す場合において、同条第二項から第四項までの規

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  前条第四項の規定による通知がされている保護命令に

ついて、第三項若しくは第四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  前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに

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）  

第十七条  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。第十条第一項第一号又は

第二項から第四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三月を

経過した後において、同条第一項第二号の規定による命
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令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二

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  前条第六項の規定は、第十条第一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。  

３  第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場

合について準用する。  

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て）  

第十八条  第十条第一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二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十二条の規定の適

用については、同条第一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十八条第一項本文の事情」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十八条第一項本文の事情」

と、同条第二項中「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

並びに第十八条第一項本文の事情」とする。  

（事件の記録の閲覧等）  

第十九条  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）  

第二十条  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

第十二条第二項（第十八条第二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）  

第二十一条  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 （平成八年法律第百九号）の規定を準用

する。  

（最高裁判所規則）  

第二十二条  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。  

 

第五章 雑則   

（職務関係者による配慮等）  

第二十三条  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）  

第二十四条  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）  

第二十五条  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）  

第二十六条  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）  

第二十七条  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  第三条第三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  第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う

一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める
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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  第四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  第五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、第四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）  

第二十八条  国は、政令の定めるところにより、都道府県

が前条第一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  都道府県が前条第一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  市が前条第二項の規定により支弁した費用  

第五章の二 補則   

（この法律の準用）  

第二十八条の二  第二条及び第一章の二から前章までの規

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「第二十

八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み

替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係に

ある相手からの暴力を受けた者をいう。以下同じ。）  

第六条第一項 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  

第十条第一項から第四項まで、第十一条第二項第二号、第

十二条第一項第一号から第四号まで及び第十八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手  

第十条第一項 離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解消した場合  

 

第六章 罰則   

第二十九条   保護命令（前条において読み替えて準用する

第十条第一項から第四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。  

第三十条   第十二条第一項（第十八条第二項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二に

おいて読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条

の二において準用する第十八条第二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  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴

力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九

条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、

第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一

日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  平成十四年三月三十一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十二

条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定

の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支

援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。  

（検討）  

第三条  この法律の規定については、この法律の施行後三

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 平成一六年六月二日法律第六四号）  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した

日から施行する。  

（経過措置） 

第二条 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。）第十条の規定による命

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。  
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２ 旧法第十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。）第十条第一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十八条第一項の規定の適用について

は、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。  

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を

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（平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  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

律第十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（平成二五年七月三日法律第七二号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日

から施行する。  

 

附 則（平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。  

一  第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一

項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十

四条並びに第十九条の規定 公布の日  

二  第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第

十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十

六年十月一日  

（政令への委任） 

第十九条  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。 

 

 

 



 

52 

 

 

 

第一章 総則（第一条―第四条）  

第二章 基本方針等（第五条・第六条）  

第三章 事業主行動計画等  

 第一節 事業主行動計画策定指針（第七条）  

 第二節 一般事業主行動計画（第八条―第十四条）  

 第三節 特定事業主行動計画（第十五条）  

 第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第十六条・

第十七条）  

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置（第十八条―第二十五条）   

第五章 雑則（第二十六条―第二十八条）  

第六章 罰則（第二十九条―第三十四条）  

附則 

 

第一章 総則  

（目的）  

第一条  この法律は、近年、自らの意思によって職業生活

を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分

に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性

の職業生活における活躍」という。）が一層重要となって

いることに鑑み、男女共同参画社会基本法 （平成十一年

法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生

活における活躍の推進について、その基本原則を定め、

並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにす

るとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女

性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等

について定めることにより、女性の職業生活における活

躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重

され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多

様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することを目的とする。  

（基本原則）  

第二条  女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自ら

の意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性

に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変

更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びそ

の活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を

反映した職場における慣行が女性の職業生活における活

躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十

分に発揮できるようにすることを旨として、行われなけ

ればならない。  

 

 

 

 

２  女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営

む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生

活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いこ

とその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影

響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、

相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家

庭生活における活動について家族の一員としての役割を

円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必

要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活と

の円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、

行われなければならない。  

３  女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女

性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が

尊重されるべきものであることに留意されなければなら

ない。  

（国及び地方公共団体の責務）  

第三条  国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業

生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び

第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、

女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策

を策定し、及びこれを実施しなければならない。  

（事業主の責務）  

第四条  事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又

は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関す

る機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家

庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施す

るよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する

女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力

しなければならない。  

 

第二章 基本方針等   

（基本方針）  

第五条  政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実

施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければ

ならない。  

２  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。  

一  女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な

方向  

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年九月四日法律第六十四号） 
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二  事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する基本的な事項  

三  女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関

する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措

置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境

の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に関する重要事項 

四  前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における

活躍を推進するために必要な事項  

３  内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。  

４  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならな

い。  

５  前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。  

（都道府県推進計画等）  

第六条  都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策についての計画（以下この条において「都道

府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。  

２  市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められて

いるときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案し

て、当該市町村の区域内における女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策についての計画（次項におい

て「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるもの

とする。  

３  都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村

推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。  

 

第三章 事業主行動計画等   

第一節 事業主行動計画策定指針   

第七条   内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本

方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計

画及び第十五条第一項に規定する特定事業主行動計画

（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定

に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）

を定めなければならない。  

２  事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項

につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定める

ものとする。  

一  事業主行動計画の策定に関する基本的な事項  

二  女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内

容に関する事項  

三  その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関する重要事項  

３  内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。  

 

第二節 一般事業主行動計画   

（一般事業主行動計画の策定等）   

第八条   国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般

事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が

三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即し

て、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画

をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。こ

れを変更したときも、同様とする。  

２  一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。  

一  計画期間  

二  女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施により達成しようとする目標  

三  実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の内容及びその実施時期  

３  第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働

者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、

管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その

他のその事業における女性の職業生活における活躍に関

する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上で、その

結果を勘案して、これを定めなければならない。この場

合において、前項第二号の目標については、採用する労

働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の

差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者

に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的

に定めなければならない。  

４  第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを労働者に周知させるための措置を講

じなければならない。  
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５  第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを公表しなければならない。  

６  第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなければならない。  

７  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところ

により、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければなら

ない。これを変更したときも、同様とする。  

８  第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業

主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、

第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業

主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合につ

いて、それぞれ準用する。  

（基準に適合する一般事業主の認定）   

第九条  厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定に

よる届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労

働省令で定めるところにより、当該事業主について、女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の

厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認

定を行うことができる。  

（認定一般事業主の表示等）   

第十条  前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十

条第一項において「認定一般事業主」という。）は、商品、

役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取

引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定

めるもの（次項において「商品等」という。）に厚生労働

大臣の定める表示を付することができる。  

２  何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に

同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならな

い。  

（認定の取消し）   

第十一条  厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号の

いずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すこ

とができる。  

一  第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めると

き。  

二  この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。  

三  不正の手段により第九条の認定を受けたとき。  

（委託募集の特例等）   

第十二条  承認中小事業主団体の構成員である中小事業主

（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）

が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者

の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小

事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業

安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第

一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主

については、適用しない。  

２  この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律によ

り設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働

省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接

又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要

件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中

小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び

援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労

働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労

働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものを

いう。  

３  厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す

る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認

を取り消すことができる。  

４  承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募

集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働

大臣に届け出なければならない。  

５  職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定によ

る届出があった場合について、同法第五条の三第一項及

び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、

第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び

第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第

四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五

十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する

同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞ

れ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項

中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条第

四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しよう

とする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の

募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」

と読み替えるものとする。  

６  職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規

定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」
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とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事

させようとする者がその被用者以外の者に与えようとす

る」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する

募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第

十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従

事する者」とする。  

７  厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項

の相談及び援助の実施状況について報告を求めることが

できる。  

第十三条   公共職業安定所は、前条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に

対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提

供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法に

ついて指導することにより、当該募集の効果的かつ適切

な実施を図るものとする。  

（一般事業主に対する国の援助）   

第十四条  国は、第八条第一項若しくは第七項の規定によ

り一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又

はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、

一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公

表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施さ

れるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。  

 

第三節 特定事業主行動計画   

第十五条   国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそ

れらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」と

いう。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画

策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が

実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定

めなければならない。  

２  特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。  

一  計画期間  

二  女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施により達成しようとする目標  

三  実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の内容及びその実施時期  

３  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務

年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に

占める女性職員の割合その他のその事務及び事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、

女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべ

き事情について分析した上で、その結果を勘案して、こ

れを定めなければならない。この場合において、前項第

二号の目標については、採用する職員に占める女性職員

の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務

時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合そ

の他の数値を用いて定量的に定めなければならない。  

４  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための

措置を講じなければならない。  

５  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

６   特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行

動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければなら

ない。  

７  特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実

施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標

を達成するよう努めなければならない。  

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表   

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）   

第十六条  第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業にお

ける女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的

に公表しなければならない。  

２  第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業における女

性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表

するよう努めなければならない。  

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）   

第十七条  特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資

するよう、その事務及び事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する情報を定期的に公表しなければなら

ない。  

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置   

（職業指導等の措置等）  

第十八条  国は、女性の職業生活における活躍を推進する

ため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

２  地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又

は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの
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相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

３  地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一

部を、その事務を適切に実施することができるものとし

て内閣府令で定める基準に適合する者に委託することが

できる。  

４  前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当

該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

（財政上の措置等）  

第十九条  国は、女性の職業生活における活躍の推進に関

する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上

の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。  

（国等からの受注機会の増大）  

第二十条  国は、女性の職業生活における活躍の推進に資

するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他

の特別の法律によって設立された法人であって政令で定

めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の

適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性

の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良

な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」とい

う。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ものとする。  

２  地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主

等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するよ

うに努めるものとする。  

（啓発活動）  

第二十一条  国及び地方公共団体は、女性の職業生活にお

ける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、か

つ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うも

のとする。  

（情報の収集、整理及び提供）  

第二十二条  国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生

活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、

整理及び提供を行うものとする。  

（協議会）  

第二十三条  当該地方公共団体の区域において女性の職業

生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国

及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機

関」という。）は、第十八条第一項の規定により国が講ず

る措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ず

る措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍

の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域に

おいて女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機

関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を

組織することができる。  

２  協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区

域内において第十八条第三項の規定による事務の委託が

されている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構

成員として加えるものとする。  

３   協議会を組織する関係機関は、必要があると認める

ときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えるこ

とができる。  

一  一般事業主の団体又はその連合団体  

二  学識経験者  

三  その他当該関係機関が必要と認める者  

４  協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項

において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図るこ

とにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な

情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るととも

に、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組について協議を行うものとする。  

５  協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内

閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ

ならない。  

（秘密保持義務）  

第二十四条  協議会の事務に従事する者又は協議会の事務

に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

（協議会の定める事項）  

第二十五条  前二条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。  

 

第五章 雑則   

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）   

第二十六条  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要

があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事

業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧

告をすることができる。  

（権限の委任）   

第二十七条  第八条から第十二条まで及び前条に規定する

厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところに

より、その一部を都道府県労働局長に委任することがで

きる。  

（政令への委任）  

第二十八条  この法律に定めるもののほか、この法律の実

施のため必要な事項は、政令で定める。  
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第六章 罰則   

第二十九条   第十二条第五項において準用する職業安定

法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違

反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役

又は百万円以下の罰金に処する。  

第三十条   次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下

の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

一  第十八条第四項の規定に違反した者  

二  第二十四条の規定に違反した者  

第三十一条   次の各号のいずれかに該当する者は、六月以

下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。  

一  第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者

の募集に従事した者  

二  第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七

条第二項の規定による指示に従わなかった者  

三  第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九

条又は第四十条の規定に違反した者  

第三十二条   次の各号のいずれかに該当する者は、三十万

円以下の罰金に処する。  

一  第十条第二項の規定に違反した者  

二  第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条

第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした

者  

三  第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条

第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しく

は虚偽の陳述をした者  

第三十三条   法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたとき

は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、

各本条の罰金刑を科する。  

第三十四条    第二十六条の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。  

 

 附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三

章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）及び

第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規

定は、平成二十八年四月一日から施行する。  

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その

効力を失う。  

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事し

ていた者の当該事務に関して知り得た秘密については、

同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の

規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効

力を有する。  

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、第二十四条の規定（同条に係る

罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規

定する日後も、なおその効力を有する。  

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。  

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。  

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合にお

いて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認

めるときは、この法律の規定について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  
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前文 

わが国の憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわ

れ、国際社会の動向を踏まえながら、男女平等の実現に向

けて様々な取組がなされてきました。平成 11年には、男女

共同参画社会基本法が制定され、社会情勢の急速な変化に

対応していく上で、男女が、互いに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できる男女共

同参画社会の実現が、最重要課題として位置づけられまし

た。 

筑後市では、平成 7年にあらゆる差別のない社会の実現

に向けて「筑後市あらゆる差別をなくすことをめざす人権

擁護条例」を制定し、人権尊重のまちづくりを目指してき

ました。また同時に、男女共同参画社会の実現に向けて様々

な施策を展開してきました。しかし、男女の役割を性別に

よって固定的にとらえる慣行や制度、性別による差別や偏

見、暴力など今なお多くの課題が残っています。 

このような状況を踏まえて、本市は、市民と協働して、

男女の人権が尊重され、自らの意思で多様な生き方が選択

でき、自分らしく生きる喜びを実感できる男女共同参画社

会の実現を図るため、この条例を制定します。 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、筑後市(以下「市」という。)におけ

る男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市の責

務及び市民又は事業者の役割を明らかにするとともに、

市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共

同参画の社会づくり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 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 男女共同参画 男女が、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。 

（２） 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女

間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女 

のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供するこ

とをいう。 

（３） 市民 市内に居住する者、市内に通勤する者、市

内に通学する者をいう。 

 

 

 

 

（４） 事業者 営利、非営利等を問わず、市内において

事業又は活動を行うすべての個人及び法人をいう。 

 (基本理念) 

第３条 男女共同参画の社会づくりは、次の基本理念に基

づいて推進されなければならない。 

（１） 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

人としての能力を発揮する機会が確保されることその他

の男女の人権が尊重されること。 

（２） 男女が、家庭、地域、職域、学校その他のあらゆ

る場において、性別による固定的な役割分担等を反映し

た慣行又は制度に縛られることなく、互いの特性を認め

合い、自らの意思と責任の下に、多様な活動の選択に配

慮されるよう努めること。 

（３） 男女が、家庭、地域、職域、学校その他のあらゆ

る場において、社会の対等な構成員として共同して参画

する機会が確保されること。 

（４） 家族を構成する男女が、互いに家庭を尊重し、相

互の協力と社会の支援の下に、子どもの養育、家族の介

護その他の家庭生活における活動と就業、就学その他の

社会生活における活動とを両立できること。 

（５） 男女の対等な関係の下に、互いの性についての理

解を深め、互いの意思が尊重されることにより、生涯に

わたり健康な生活を営むことができるよう配慮されるこ

と。 

（６） 男女共同参画の社会づくりの促進は、国際社会の

取組と連動して行われること。 

(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、積極的改善措置を含む男女共同参

画の推進に関する施策(以下「男女共同参画推進施策」と

いう。)を総合的に策定し、計画的に実施しなければなら

ない。 

２ 市は、男女共同参画の推進に当たっては、国及び他の

地方公共団体との連携を図るとともに、市民及び事業者

と協力して男女共同参画推進施策を実施しなければなら

ない。 

３ 市は、自らが策定し、実施するすべての施策について、

男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 

４ 市は、男女共同参画を推進するために必要な体制を整

備し、必要と認めるときは財政上の措置を講じるよう努

めるものとする。 

「筑後市男女共同参画推進条例」 平成 21年 3月 31日 条例第 13号 
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(市民の役割) 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職域、

学校その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参

画の推進に努めなければならない。 

２ 市民は、市の男女共同参画推進施策に協力するよう努

めなければならない。 

(事業者の役割) 

第 6条 事業者は、男女共同参画の社会への理解を深め、

その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり

男女共同参画を積極的に推進するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、市の男女共同参画推進施策に協力するよう

努めるものとする。 

３ 雇用関係をもつ事業者は、その雇用する男女について、

職業活動と家庭生活における活動その他社会生活におけ

る活動とを両立できるための環境整備に努めるものとす

る。 

４ 雇用関係をもつ事業者は、従業員等に男女共同参画に

関する情報の提供を行うよう努めるものとする。 

(性別による差別等の禁止) 

第７条 すべての人は、家庭、地域、職域、学校その他の

社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い

を行ってはならない。 

２ すべての人は、配偶者その他の親密な関係にある者に

対して身体的、精神的、経済的又は性的な苦痛を与える

暴力行為をしてはならない。 

３ すべての人は、他の者の意思に反し、性的な言動によ

り不快感若しくは不利益を与え、又はその生活環境を害

することをしてはならない。 

 

第２章 基本的施策 

(基本計画) 

第８条 市長は、第 4条第1項の計画的な実施に当たり、

筑後市男女共同参画計画(以下「男女共同参画計画」とい

う。)を定めるよう努めなければならない。 

２ 市長は、男女共同参画計画を定めるとき、又は変更す

るときは、あらかじめ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とるとともに、必要と認

めるときは、第16条に規定する筑後市男女共同参画審議

会の意見を聴くものとする。 

３ 市長は、男女共同参画計画を定め、又は変更したとき

は、速やかにこれを公表するものとする。 

４ 市長は、男女共同参画計画の実施状況について、年次

報告書を作成し、市民に公表するものとする。 

(情報収集及び調査研究) 

第９条 市は、男女共同参画の推進に必要な情報収集及び

調査研究を行うものとする。 

(啓発及び広報) 

第 10条 市は、市民及び事業者が男女共同参画の社会に関

する理解を深めるよう、啓発及び広報活動を行うものと

する。 

(教育の充実等) 

第 11条 市は、家庭、地域、学校等のあらゆる教育の場に

おいて、男女共同参画に関する教育及び学習の充実を図

らなければならない。 

２ 市は、職場、学校、地域において、男女共同参画の推

進に関わる人材の育成に努めるものとする。 

(活動支援) 

第 12条 市は、市民及び事業者が男女共同参画の社会づく

りの促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供、

助言その他の必要な措置を行わなければならない。 

２ 市は、市民が家事、育児、介護等の家庭生活における

活動と地域、職域等におけるそれ以外の活動とを両立で

きるよう必要な支援を行うものとする。 

３ 市は、市民が男女共同参画の学習をし、地域において

その成果が生かされるよう支援を行うものとする。 

(政策等の立案及び決定への共同参画の促進のための措置) 

第 13条 市は、市における政策の立案及び決定過程に、男

女がともに参画できる機会を確保しなければならない。 

２ 市は、市の審議会等における委員を任命又は委嘱する

場合においては、その委員の男女の均衡を図るよう努め

なければならない。 

３ 市は、性別に関わりなく、職員の能力及び意欲に応じ

た登用を図るため、就業環境の整備等に取り組むととも

に、能力向上の機会の確保に努めなければならない。 

４ 市は、事業者における方針の立案及び決定過程に、男

女がともに参画できる機会を確保するため、事業者に対

し、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うよう努

めるものとする。 

５ 市は、地域組織等の方針の立案及び決定の場において、

男女がともに参画できるよう助言及び適切な支援を行う

ものとする。 

(相談への対応) 

第 14条 市は、男女共同参画の推進に関する市民及び事業

者からの相談に対応するため、相談窓口を設置し、市内

外の行政機関又は民間団体との連携の下、適切な措置を

講じるものとする。 

(苦情の処理) 

第 15条 市長は、市が実施する施策について、市民又は事

業者から男女共同参画に係る苦情の申出があった場合は、

当該申出を適切に処理するよう努めるものとする。 



 

60 

２ 市長は、前項の申出があった場合において、必要と認

めるときは、次条に規定する筑後市男女共同参画推進審

議会の意見を聴くものとする。 

 

第３章 男女共同参画審議会 

(筑後市男女共同参画審議会の設置) 

第 16条 市長の諮問に応じ、男女共同参画推進施策及び男

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

いて調査審議するため、附属機関として筑後市男女共同

参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

２ 審議会は、12人以内の委員をもって組織する。この場

合において、男女いずれか一方の委員の数が委員の総数

の 10分の4未満であってはならない。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 識見を有する者 

（２） その他市長が適当と認める者 

４ 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第４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、市長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成21年 4月1日から施行する。 

(筑後市附属機関の設置に関する条例の一部改正) 

２ 筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和 46年条例第

15号)の一部を次のように改正する。 

別表中「 

市長 
筑後市女性問題
審議会 

市長の諮問に応じて、女性
問題に関することについて
調査、審議すること。 

」を「 

市長 
筑後市男女共同
参画審議会 

市長の諮問に応じ、男女共
同参画の推進に関する施策
及び男女共同参画の推進に
影響を及ぼす施策について
調査及び審議すること。 

」に改める。 

 (特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正) 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例(昭和32年条例第7号)の一部を次のように改正

する。 

別表区分の欄中「筑後市女性問題審議会委員」を「筑

後市男女共同参画審議会委員」に改める。 
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 (趣旨) 

第１条 この規則は、筑後市男女共同参画推進条例(平成

21年条例第 13号。以下「条例」という。)の施行に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

(審議会会長及び副会長) 

 

第２条 条例第16条第1項に規定する筑後市男女共同参画

審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長それ

ぞれ 1人を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は

会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

 

第３条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が

招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことがで

きない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席

を求め、その意見を聴くことができる。 

 

(部会) 

第４条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会の委員の

互選によりこれを定める。 

 

(審議会の庶務) 

第５条 審議会の庶務は、総務部男女共同参画推進室にお

いて行う。 

 

(委任) 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市

長が別に定める。ただし、審議会の運営について必要な

事項は、会長が会議に諮って定める。 

 

附 則 

 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 21年4月1日から施行する。 

 

 

 

 

(筑後市女性問題審議会規則の廃止) 

２ 筑後市女性問題審議会規則(平成 8年規則第19号。以

下「旧規則」という。)は、廃止する。 

 

附 則(平成 23年 3月31日規則第 15号) 

 

この規則は、平成23年 4月 1日から施行する。 

「筑後市男女共同参画推進条例施行規則」 平成 21年 3月 31日 規則第 13号 
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◆ 筑後市男女共同参画審議会委員名簿 

 

委嘱日：平成 28 年 7 月 1 日（ 50 音順  敬称略）  

委員氏名  所  属  団  体  等  備考  

江﨑 道子 八女人権擁護委員協議会 
 

日下部 信 九州大谷短期大学  有識者  

熊丸 美紀 筑後市ＰＴＡ連合会   

古賀 敬子 一般公募   

古賀 義章 
連合福岡南筑後地域協議会 

中筑後地区連絡会  
 

下川 隆大 行政区長会   

下川 博大 一般公募  会 長 

新地 鈴子 ちくご男女共同参画ネットワーク 副 会 長 

尋木ゆかり 筑後市消防団   

成清 輝美 ＪＡ筑後地区センター   

水落 龍彦 筑後市公民館連絡協議会  

宮本 勝之 筑後商工会議所  
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