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　わたくしたちを取り巻く社会環境は、急速な少子高齢化の進展や、本格的な人口減
少時代の到来、経済情勢の急激な変化など大きな転換期を迎えています。このような
時代に、豊かで活力ある社会を構築し、維持していくためには、男女がともにお互い
の人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、その個性と能力を十分に発揮することが
できる男女共同参画社会を実現することが一層重要となっています。
　本市では、平成 21 年に平成 28 年度までを計画期間とする「第 2 次おおいた男女
共同参画推進プラン」を策定し、男女共同参画の実現に向けた総合的な取組を推進し
てまいりました。
　こうした中、平成27年8月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
が成立し、働きたいと希望する女性が希望に応じた働き方ができるよう社会全体とし
て取り組む動きが広まるなど、男女共同参画社会実現に向けた新たな動きが始まって
います。一方で、依然として性別による固定的な役割分担意識に基づく社会慣行は根
強く残っており、政策及び方針決定過程における女性の参画が十分に進んでいないこ
とや配偶者等からの暴力などの課題の解決が求められています。
　このような情勢も踏まえ、このたび「第３次おおいた男女共同参画推進プラン」を
策定いたしました。本プランは、「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」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づきそれぞ
れ策定が求められている地方自治体の計画も一体化したものとしています。
　今後は、本プランに基づき、様々な啓発活動をはじめ、重大な人権侵害であるＤＶ
の防止や被害者支援、家庭と仕事の両立支援など、女性も男性も健やかでいきいきと
意欲に応じてあらゆる分野で活躍できる男女共同参画社会の実現に向けた施策をさら
に推進し、市民一人ひとりがお互いを尊重し、性別や年齢にかかわらず、すべての人
が安心して笑顔で暮らせる大分市を築いてまいります。市民の皆様のより一層のご理
解とご協力をお願い申し上げます。
　結びに、プラン策定にあたり、熱心にご審議いただきました大分市男女共同参画審
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など様々な機会を通じ
て貴重なご意見をお寄せいただきました多くの皆様に心から感謝申し上げます。

平成 29 年 3 月

大分市長　　佐　藤　樹一郎
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　国は、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、その個

性と能力を十分に発揮できる社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、

平成11年に「男女共同参画社会基本法」を制定しました。

　本市におきましても、平成11年3月に「おおいた男女共同参画推進プラン」を策定、平成18年6

月に「大分市男女共同参画推進条例」を制定しました。また、平成21年3月には、前プランを見直

し「第2次おおいた男女共同参画推進プラン」（以下「第2次プラン」という。）を策定、男女共同

参画社会の実現をめざし、計画的に様々な施策に取り組んできました。

　この「第2次プラン」の計画期間が平成28年度末で終了することから、少子高齢化や女性の社会

進出など社会経済情勢の急激な変化に対応するため、「第2次プラン」を継承しながら内容を見直し、

「第3次おおいた男女共同参画推進プラン」を策定するものです。

 計画の位置づけ

●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」

●大分市男女共同参画推進条例第12条に基づく「大分市男女共同参画基本計画」

●配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（「配偶者暴力防止法」）　　

第2条の3第3項に基づく「市町村基本計画」　

●女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（「女性活躍推進法」）第6条第2項に

基づく「市町村推進計画」

 計画の期間

　平成29（2017）年度から平成33（2021）年度までの5年間とします。

　なお、社会経済情勢の変化や男女共同参画に関する状況の変化等に応じて、必要と認められると

きは計画の見直しを行います。

 計画の策定にあたって 

 計画策定の趣旨
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　「大分市男女共同参画推進条例」に規定する5つの基本理念に基づき、男女共同参画に関する施
策を推進します。

①男女の人権の尊重 　

　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、男女が個人としての能力を発揮する機会が確保されること、その他男女の人権が尊重
されること。

②社会における制度または慣行についての配慮 　

　社会における制度または慣行が、性別による固定的な性別役割分担等を反映して、男女共
同参画の推進を阻害する要因となるおそれがあることを考慮し、社会のあらゆる分野におけ
る活動の選択に関して、男女が、制度または慣行により差別されないよう配慮されること。

③男女による政策・方針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、市における政策及び事業者等における方針の立案及
び決定に共同して参画する機会が確保されること。

④家庭生活における活動と職場等における活動との両立

　男女が、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動に関し家族の一員として相互
に協力し、当該家庭生活における活動と職場、学校、地域等における活動との両立を図るこ
とができるようにすること。

⑤国際的協調

　男女共同参画の推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、
その推進は国際的な協調の下に行わなければならないこと。　

 基 本 理 念
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　国は、これまで、「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や成長戦略等を通じ

たポジティブ・アクションをはじめとする様々な取組を進めてきた結果、社会全体で女性の活躍の

動きが拡大し、我が国社会は大きく変わり始めている。」と概観し、これからは「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8月成立）の下、長時間労働等を背景とした男女の

仕事と生活を取り巻く状況、結婚、出産等による就業の中断や非正規雇用が多いことによる貧困、

女性のライフスタイルや世帯構成の変化への対応等の課題に取り組む姿勢を明らかにして、平成

27年12月に「第4次男女共同参画基本計画」を閣議決定しました。

　また、これより前、平成25年6月には「配偶者からの暴力の防止及びその被害者の保護等に関す

る法律」を改正し、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についてもこの法律

を準用するなど、女性に対する暴力の根絶に向けた取り組みが強化され、「第4次男女共同参画基

本計画」には、この改正内容の国民への周知の徹底、とりわけ若年層に対する予防啓発を充実する

内容が盛り込まれました。

 大分県の動き

　大分県では、平成15年に「大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス）」を開設し、さら

に平成27年には経済団体と連携して「女性が輝くおおいた推進会議」を設置し、女性が働きやす

い職場づくりを働きかけてきました。

　また、平成26年には「男女共同参画社会づくりのための意識調査」を実施し、平成28年に女性

活躍推進法に基づく都道府県推進計画と一体のものとして「第4次おおいた男女共同参画プラン」

を策定しました。

　このプランの中で県は、「大分県がめざす男女共同参画のすがた」として、

　　固定的な性別役割分担意識のない、男女平等の大分県

　　男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が暮らせる大分県

　　男女が個性と能力を発揮できる、多様性と活力に富んだ大分県

をめざし男女共同参画社会の実現に取り組むとしています。

　また、DV対策については、平成24年に「第3次大分県DV対策基本計画」を策定しており、「第

4次おおいた男女共同参画プラン」には重点目標として「ドメスティック・バイオレンス（DV）、

性犯罪等の被害者の支援」が盛り込まれています。

 国 の 動 き

 男女共同参画をめぐる動向 
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　大分市では、「おおいた男女共同参画推進プラン」、そして「第2次おおいた男女共同参画推進プ

ラン」に掲げる具体的な施策の進行管理を行い、全庁的に男女共同参画の推進を図ってきました。

　このような中、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための拠点施設として、

平成26年に「大分市男女共同参画センター」を設置し、 時代の要請に即した様々な啓発活動や講

演会・講座の開催、企業等への講師派遣など、男女共同参画についての学習機会や情報を提供する

他、女性のための相談窓口を開設し、男女共同参画意識の醸成を図ってきました。

　また、配偶者からの暴力（DV）の防止については、「第2次おおいた男女共同参画推進プラン」

の重点項目として「女性に対するあらゆる暴力の根絶」を掲げ、DV防止講座の開催や相談窓口の

周知、被害者の自立支援等に努めてきました。

　これらの実績を踏まえ、平成28年には「男女共同参画に関する市民意識調査」を実施し、「大分

市男女共同参画審議会」の意見を聴いて策定した「第3次おおいた男女共同参画推進プラン（素案）」

について「パブリック・コメント（市民の意見公募）」を経て、「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「大分市推進計画」、及び「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」に基づく「大分市DV対策基本計画」と一体のものとして、平成29年3月に「第

3次おおいた男女共同参画推進プラン」を策定しました。

　

 大分市の動き
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基本方針 施策の方向 施　　策

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

男女共同参画社会に
向けた意識づくり

だれもが安心できる
生活の確保

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
あらゆる分野に
おける女性の活躍
女性活躍推進法に基づく
大分市推進計画（ ）

配偶者等からの　
暴力の根絶
配偶者暴力防止法に
基づく大分市ＤＶ対策
基本計画（ ）

１ 
男女平等意識をつくる
啓発活動の推進

１ 生涯を通じた健康支援

２
 男女共同参画の視点に
立った教育・学習の充実

２
 男女の人権の尊重と　
自立への支援

２
 DV被害者の安全確保と
自立支援

３
 DV対策の推進体制の
充実

１ 
DVを防止する啓発の推
進とDV相談体制の充実

２
 雇用の分野における　
女性の活躍の推進

１ 
政策・方針決定過程へ
の女性の参画拡大

３
 仕事と家庭の両立支援
の推進

①男女平等意識の啓発
②グローバルな視点に立った男女共同　

参画理解の推進

①妊娠・出産期等における女性の健康支援
②ライフステージに応じた心と体の健康

支援
③健康をおびやかす問題についての対策

の推進

①女性に対する暴力の予防啓発
②高齢者・障がい者・性的マイノリティ

への人権の尊重
③ひとり親家庭等の自立支援

①DV防止のための意識啓発
②相談窓口の周知、整備と相談員の資質

向上
③相談窓口の相互連携

①市の政策・方針決定過程への女性の　
参画拡大

②地域等における男女共同参画の推進
③防災分野における男女共同参画の推進

①ワーク・ライフ・バランスについての
意識啓発

②子育て支援体制の充実
③介護の支援体制の充実
④男性の家事・育児・介護等への参画の

推進

①被害者の安全確保
②被害者の情報の保護
③被害者の自立支援

①庁内の連携体制の充実

②関係機関等との連携の強化

①雇用の分野における男女平等の推進

②女性の再就職や能力開発の支援

①男女平等についての教育と学習の充実

 第３次おおいた男女共同参画推進プラン体系 
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基
本
方
針
Ⅰ 現状と課題

　本市におきましては、これまで「おおいた男女共同参画推進プラン」と、それに続く「第2次お
おいた男女共同参画推進プラン」に基づき様々な意識啓発活動を行ってきました。
　このような中、平成26年4月1日には「大分市男女共同参画センター」を開設し、「男女共生セ
ミナー」や講演会、「大分市男女共同参画うめはるフェスタ」を開催して広く市民に周知を図ると
ともに、市報、ホームページ、情報誌「Demain」に加え、センターのフェイスブックやケーブル
テレビでの広報・啓発活動を展開してきました。
　しかしながら、平成28年に実施した男女共同参画に関する市民意識調査では、「社会全体では、
男女の意識や地位は平等になっていると思いますか」との質問に対し「男性が非常に優遇」、「男性
が優遇」と回答した人が合わせて64.1%あり、まだまだ男女平等とは感じられていないことがう
かがえます。
　また、「「男は仕事、女は家庭」、「男だから・・・、女だから・・・」といった性別によって役割
を固定した考えについてどう思いますか」との質問に対しては「反対」が多いものの、「賛成」、「ど
ちらかといえば賛成」と答えている人が合わせて20%あり、固定的な性別役割分担意識がまだま
だ根強く残っていることがうかがえます。
　世界各国における男女格差を測るジェンダーギャップ指数では、日本は2016年に144か国中
111位と、男女格差の大きな国となっており、男女共同参画社会の実現にはまだまだ程遠い状況
です。
　女子差別撤廃条約を批准した日本としては、国際社会と協調して、宗教上や慣習上、法律上など
のあらゆる女子差別をなくしていくことが求められており、地方においても、家庭や学校、職場や
地域等で男女共同参画に向けた意識づくりのための周知・啓発活動を展開していく必要があります。

ジェンダーギャップ指数とは、世界各国の社会進出における男女格差を示す指標で、世界経済フォーラムが毎

年公表しており、経済活動や政治への参画度、教育水準、出生率や健康寿命などから算出されます。

　日本は、国会議員、官僚、企業管理職などで格差が大きく、2016年は144か国中111位となっています。

女子差別撤廃条約とは、1967年の国際連合の女子差別撤廃宣言を基に、1979年の国連総会で採択され、日本

は1985年に批准しました。

　これにより、日本は1985年に男女雇用機会均等法、1999年に男女共同参画社会基本法を制定しました。

　条約には、批准国は、家庭、教育、スポーツ、選挙、社会保障などのあらゆる分野での女子差別撤廃に必要

な措置をとるよう定められており、条約実施の進捗状況を検討する委員会に日本が提出した報告では、政策・

方針決定過程への女性参画を「喫緊の課題」、「政治・経済の分野におけるその緊急性は高い」、賃金格差は「縮

小しているが、国際的に見て大きい」としています。

 計 画 の 内 容 
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男性が優遇

平　等

男性が非常に優遇

女性が優遇

女性が非常に優遇

わからない

無回答

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

賛　成

反　対

無回答

7.8%

5.9%

0.8%

2.4%

7.1%

2.8%

9.8%

0.9%

2.3%

3%

64.1%

社会全体では、男女の意識や地位は平等になっていると思いますか

性別によって役割を固定した考えについてどう思いますか

H28

H20

（平成20年・平成28年　市民意識調査）

58.2%

60.1%

19.9%

19%

H28

H20

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（平成20年・平成28年　市民意識調査）

算出されたパーセントは、小数第二位を四捨五入して、小数第一位までの表示と
しているため、その合計が必ずしも100.0％にならない場合があります。

47.3%18.2%

4.1%

1.8%

1.7%

29.2%

31.2%

40.8% 24.3%

1.5%
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Ⅰ 施策①　男女平等意識の啓発

●男女が互いに人権を尊重し合い理解を深めて、性別による偏見や慣習を改め、男女平等意識を育
む啓発活動を継続していきます。

主 な 取 組 担 当 課

1．「大分市人権教育・啓発推進基本計画」に基づき、人権尊重の意識啓発を行

います。
人権・同和対策課

2．市の広報媒体、センター作成の情報誌「Demain」をはじめ、フェイスブック、

ケーブルテレビ等を活用して、男女平等意識の啓発を図ります。
男女共同参画センター

3．市の施策に対し、男女平等の視点から改善を求める申出及び権利侵害などの

救済の申出制度について周知していきます。
男女共同参画センター

4．青少年の健全育成に関する情報提供を行うとともに、地域の社会環境の把握

や有害図書の排除など環境の浄化に努めます。
社会教育課

5．市職員を対象に、男女共同参画をテーマにした「さんかく通信」をメールで

発信し、男女平等意識の啓発を行います。
男女共同参画センター

施策②　グローバルな視点に立った男女共同参画理解の推進

●国際交流を推進するなど、グローバルな視点から多文化共生と男女共同参画への理解を深めて
いきます。

主 な 取 組 担 当 課

1．外国人と直接触れ合える機会の創出に取り組みます。 国際化推進室

2．外国籍を有する市民へのサポートを行います。 国際化推進室

3．国際イベントへの市民の参加促進を図ります。 国際化推進室

4．国際的な男女共同参画に関する情報の提供や啓発を行います。 男女共同参画センター

5．市職員を対象に語学講座の実施や国際文化アカデミーへの派遣を行います。 職員厚生課

施策の方向 1　男女平等意識をつくる啓発活動の推進
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指標及び目標値

指 標 現 状 値 目 標 値
〈平成33(2021)年度〉

男女の意識や地位が平等になっていると思う人の割合（社会全体で）
19.9%

（平成28年度）
50%

男女共同参画社会という言葉を知っている人の割合
71.1%

（平成28年度）
100%

固定的な性別役割分担に反対する人の割合
78.5%

（平成28年度）
85%

外国籍を有する市民への生活オリエンテーション等の実施数
（2017年度〜2020年度年間平均）

35件
（平成27年度）

50件

国際化、多文化共生イベントへの参加者数
（2017年度〜2020年度年間平均）

20,538人
（平成26年度）

25,000人

　男女共同参画センターでは、フェイスブックページを開設して、広く情報
発信しています。
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Ⅰ 施策①　男女平等についての教育と学習の充実

●男女共同参画の視点をもった人材を育成するため、次代を担う児童生徒をはじめ、広く市民が学
べる機会を提供するとともに、情報を発信する市職員を対象に男女共同参画意識をさらに浸透さ
せるための研修を実施します。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．講演会や「暮らしの中の人権講座」等の中で、女性の人権に関する学習の機

会を提供します。

社会教育課

市民協働推進課

人権・同和教育課

2．男女共生セミナー、講演会等により、男女共同参画についての学習の機会を

提供します。
男女共同参画センター

3．学校の教育活動全体を通じて、男女平等意識を育てていきます。 学校教育課

4．一人ひとりの社会的・職業的自立に向けたキャリア教育を推進します。 学校教育課

5．市職員を対象に、男女共同参画をテーマにした研修を行います。 職員厚生課

指標及び目標値

指 　 　 標 現 状 値 目 標 値
〈平成33(2021)年度〉

市内全中学校で職場体験学習を実施 100%
（平成27年度）

維　　持

施策の方向 2　男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実

～女性に不利な民法の規定を改正～
　女性の再婚禁止期間を離婚後6か月間とする民法の規定について、平成27
年12月に最高裁判所が100日を超える部分を「合理性を欠いた過剰な制約で
違憲」との判決を下したことにより、平成28年6月に女性の再婚禁止期間に
ついては離婚後100日に短縮するとともに、離婚時に妊娠していないことな
どを証明できれば、禁止期間内でも再婚を認めるとする改正民法が国会で成
立しました。
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H20

H28

リプロダクティブ・ヘルス/ライツについて知っていますか

内容を良く知っている

詳しくはないが内容について
だいたい知っている

内容はわからないが言葉を知っている

知らない

無回答

（平成20年・平成28年　市民意識調査）
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現状と課題

　だれもが安心できる生活を送るためには、男女がお互いの身体的性差を理解し合い、心身の健康
に留意し、人権を尊重することが大切です。
　特に女性については、妊娠や出産のみならず、心身のバランスを崩しやすい思春期・更年期など
のライフステージに応じた心身の健康づくりが必要です。
　また、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであるという考えを浸透させる必
要があります。
　平成28年に実施した市民意識調査では、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツについて知ってい
ますか」との質問に対し、「知らない」人が80.1%で、平成20年の調査と変わらず、今回初めて
調査項目に掲げた「LGBTについて知っていますか」との質問に対し、59.3%の人が「知らない」
と答えています。
　だれもがこうした問題を認識し、学校などで、男女平等の観点からの生命の尊厳や性に関する指
導のほか、いじめ防止対策を実施するとともに、地域や職場での健康診断やがん検診などの受診を
呼びかけ、健康講座の開催や男女それぞれに特有の病気に対応した相談・指導など、予防対策の充
実を図る必要があります。
　さらには、アルコール依存症やうつ病など、健康をおびやかす問題についての対策や女性に対す
る暴力の予防啓発、高齢者・障がい者・性的マイノリティ・ひとり親家庭等により困難を抱えた男
女の人権が尊重されることの重要性について十分に認識するとともに、自殺予防の視点も含めて、
保健・医療・福祉などが連携して支援していく中で、だれもが安心できる生活が確保されるよう意
識啓発を進めることが必要です。　

リプロダクティブ・ヘルスとは、それまで、妊娠や出産に限られがちだった従来の女性の健康についての考えを、
月経、避妊、中絶、不妊、子育て、更年期障害、性感染症などの面から捉え、女性が生涯にわたって自分の健
康を主体的に確保することをめざそうとするもので、いつ何人の子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全
で満足のいく性関係、安全な妊娠や出産、子どもが健康に生まれ育つこと、また、これらに関連して思春期や
更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が含まれています。
　そして、このようなリプロダクティブ・ヘルスを享受する権利がリプロダクティブ・ヘルス/ライツであり、
1994年にカイロで開催された国連の国際人口・開発会議において提唱され、基本的人権としての確立が求め
られています。
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内容を良く知っている

詳しくはないが
内容についてだいたい知っている

内容はわからないが
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無回答

LGBT について知っていますか

（平成28年　市民意識調査）
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LGBTとは、女性の同性愛者であるレズビアン、男性の同性愛者であるゲイ、両性愛者であるバイセクシュアル、

体の性と心の性が違う人であるトランスジェンダーの頭文字を並べたもので、性的マイノリティのことをいい

ます。

　LGBT当事者は、周囲の人に理解されずに、いじめや暴力被害を受けることが多く、カミングアウトできな

い実態から、つらい体験を抱えていることが明らかになってきています。

　困難を抱えた男女の人権が尊重されるとともに、性の多様性を容認する社会の実現が求められています。
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施策①　妊娠・出産期等における女性の健康支援

●妊娠・出産期等における女性の健康を支援するとともに、学校教育の中で生命の尊厳に関する指
導を行います。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．妊娠・出産に関する情報提供や健康診査、保健指導などの充実を図ります。 健康課

2．不妊治療の経済的負担を軽減するため、その治療費の一部助成を行います。 健康課

3．学校の教育活動全体を通じて、生命の尊厳に関する指導を行います。 学校教育課

施策②　ライフステージに応じた心と体の健康支援

●ライフステージに応じた検診を実施するとともに、健康相談や啓発、学習の機会を提供します。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．生涯スポーツの普及に努めます。 スポーツ振興課

2．ライフステージに応じた食育を推進します。 健康課

3．ライフステージにおける検診や女性特有の病気（乳がん、子宮頸がん等）に

ついての検診の受診率向上に努めます。
健康課

4．思春期から妊娠・出産・更年期に至るまでの女性特有の身体的・心理的な問

題に関する健康相談を実施します。
健康課

5．リプロダクティブ・ヘルス / ライツの視点からの啓発や学習の機会を提供し

ます。
男女共同参画センター

6．女性のためのなんでも相談、女性の悩みごと相談を実施します。 男女共同参画センター

施策の方向 1　生涯を通じた健康支援
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施策③　健康をおびやかす問題についての対策の推進

●健康をおびやかす問題について知識の普及や精神保健相談、自殺予防などの対策を行います。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．アルコール等への依存症やうつ病等についての知識の普及に努めます。 保健予防課

2．エイズ、性感染症、薬物乱用などについて正しい知識の普及を行います。 保健予防課

3．保健師、精神科医師による精神保健相談 を実施します。 保健予防課

4．「大分市民のこころといのちを守る自殺対策推進計画」に基づき、自殺対策
を推進します。

保健予防課

5．「第2期いきいき健康大分市民21」に基づき、関係団体等と連携をとり、喫
煙と受動喫煙が及ぼす健康への影響、受動喫煙防止対策について、知識の普
及啓発を行います。

健康課

指標及び目標値

指 　 　 標 現 状 値 目 標 値
〈平成33(2021)年度〉

妊娠届出時の保健指導実施率 94.9%
（平成27年度）

100%

子宮頸がん検診受診率 14.8%
（平成27年度）

27.8%

乳がん検診受診率 19.2%
（平成27年度）

28.5%

平成28年度よりワンコインがん検診が始まりました。

●自己負担額は、ワンコイン（500円）もしくは無料

●１つの施設で、すべてのがん検診が受診可能
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施策①　女性に対する暴力の予防啓発

●職場や地域、家庭等での女性に対するあらゆる暴力について、知識の普及と意識啓発を行います。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．女性に対する暴力をなくす運動などの機会に広報・啓発を行うとともに、女
性に対する暴力防止について学習の機会を提供します。 男女共同参画センター

2．市報、ホームページ、その他様々な媒体により、相談窓口に関する情報の周
知を図ります。 男女共同参画センター

3．セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント等は人権侵害であ
るという認識の浸透を図るため、学習機会の提供や意識啓発を行います。 男女共同参画センター

施策②　高齢者・障がい者・性的マイノリティへの人権の尊重

●高齢者・障がい者・性的マイノリティへの理解を深める啓発を行うとともに、福祉サービスなど
の充実を図ります。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．障がいのある人のイベント参加を促進するとともに、レクリエーション活動
などの場の確保に努め、社会参加活動を支援します。 障害福祉課

2．障がいのある人に対する理解を深める啓発を行うとともに、地域移行支援事
業等の推進により、施設入所等から地域生活への移行を図ります。 障害福祉課

3．大分市障がい者虐待防止センターで、虐待を受けた障がい者の保護と支援を
行います。 障害福祉課

4．認知症に理解のある、だれもが暮らしやすい地域づくりを目的に、認知症に
ついての正しい基礎知識や、認知症の人への接し方を学ぶ認知症サポーター
養成講座を開催します。

長寿福祉課

5．高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、保健、
医療、福祉などと連携しながら、地域包括ケアシステムの構築をめざします。 長寿福祉課

6．性的マイノリティへの差別や偏見の解消に向けた人権教育・啓発を推進します。 関係課

7．「いじめ防止基本方針」に基づき、いじめを生まない学級・学校づくりを推
進します。 学校教育課

　平成27年に渋谷区で「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条
例」が成立し、同性のカップルに「パートナーシップ証明書」が発行されました。
　こうした動きは民間にも広がり、生命保険会社が死亡保険金の受け取りに同性
パートナーを指定できるようにしたり、携帯電話会社が同性パートナーを家族割
引の対象にできるようにしました。
　このように、性に対して中立で多様性を認める社会への変革が始まっています。

～同性パートナーを認める～

施策の方向 2　男女の人権の尊重と自立への支援
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施策③　ひとり親家庭等の自立支援

●ひとり親家庭等が自立できるよう就業及び生活支援と経済的支援を推進します。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．「すくすく大分っ子プラン」に基づき、ひとり親家庭等が自立できるよう、就

業情報の提供や医療費の助成など総合的な対策を推進します。
子育て支援課

2．幼稚園就園奨励事業として、ひとり親世帯への経済的支援を行います。 保育・幼児教育課

指標及び目標値

指 　 　 標 現 状 値 目 標 値
〈平成33(2021)年度〉

認知症サポーター養成講座受講者数（累積） 26,376人
（平成27年度）

58,000人

障がい者グループホーム（共同生活援助）の利用者数 416人
（平成27年度）

500人
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　（配偶者暴力防止法に基づく大分市DV対策基本計画）

現状と課題

　配偶者等からの暴力（以下「DV」という。）は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、
個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げともなっています。DVは、様々な形態の暴力を使い、
相手を思い通りに動かしたり、相手の人格や意見を尊重せず、自分の考えや価値観を一方的に押し
つけたりする「力と支配の関係」が根底にあります。
　また、家庭内において行われるため、外部からの発見が困難であり、潜在化しやすく、その上、
加害者に罪の意識が薄いという傾向があります。このため周囲も気付かないうちに暴力がエスカ
レートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。
　このような状況から、国においては、平成13年4月にDV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、DVの防止及び被害者の保護を図ることを目的として「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」（平成13年法律第31号）を制定しました。
　その後、平成16年5月に第一次改正があり、平成19年7月の第二次改正では市町村における基本
計画の策定が努力義務とされました。さらに平成25年6月の第三次改正においては、生活の本拠を
共にする交際相手からの暴力及びその被害者についてもこの法律が準用されることとなり、法律名
が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」と改められました。
　本市においては、「第2次おおいた男女共同参画推進プラン」の重点項目として女性に対する暴
力の根絶を掲げ、DV防止と被害者支援に努めてきたところです。
　しかしながら、近年の厳しい経済情勢による生活困窮、家族関係の多様化、通信手段の変化等に
より相談内容は多様化・複雑化し、相談対応件数も年々増加してきています。平成28年4月に実施
した男女共同参画に関する市民意識調査でも、約10人に1人がDVとなる行為を「実際に受けたこ
とがある」と回答しています。それにもかかわらず、被害の相談に関しては、「誰（どこ）にも相
談しなかった」が36.7%と最も多く、その理由は、「相談しても無駄だと思った」、「自分さえ我慢
すればなんとかやっていけると思った」、「相談するほどのことではないと思った」、「恥ずかしくて
言えなかった」、「自分にも悪いところがあると思った」などとなっています。
　また、相談先では、「友人・知人に相談した」が35.7%、「家族や親せきに相談した」が31.6%となっ
ており、公的機関については、警察は8.2%、県や市などの相談窓口は、それぞれ4.1%しかあり
ませんでした。
　これらのことから、DVに対する正しい理解を図り、市民一人ひとりがDVを身近な問題として
捉えることができるよう意識啓発に取り組み、暴力を許さないという意識を社会全体に広げていく
ことが必要です。あわせて、被害者が早い段階で相談できるよう、相談窓口の周知を図るとともに、
被害者の状況に応じて、関係機関等とも連携しながら、被害者の安全確保から自立支援まで切れ目
のない支援を行う必要があります。

DVとは、英語の「domestic violence」を略して表記したものです。
　直訳すると「家庭内暴力」となりますが、本計画では、「配偶者（事実婚を含む）や恋人など親密な関係にあ
る、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用します。
　また、「暴力」とは、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます。

〈暴力の主な形態〉

　 身体的暴力 ……殴る、蹴る、髪をひっぱる、首を絞める、物を投げつけるなど
　 精神的暴力 ……「殺すぞ」等脅す、大声でどなる、殴るふりをする、電話や行動等を細かくチェックしたり

制限したりする、人格を否定するようなことを言う、何を言っても無視するなど

　 性 的 暴 力 ……性行為を強要する、避妊に協力しない、見たくないのにポルノ雑誌等を見せるなど
　 経済的暴力 ……生活費を渡さない、外で仕事をさせない、お金の使い方を細かくチェックするなど
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実際に受けたことがある

友人や知人などにそのような行為を
受けたことがある人を知っている

実際は知らないが、テレビや新聞などで
見聞きしたことがある

全く知らない

無回答

（平成28年　市民意識調査）

(複数回答)

(＊延べ件数)

(件)

0% 20% 40% 60%

7.9%

13.2%

14.1%

10.8%

H23 H24 H25 H26 H27
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55.2%

大分市のDV相談対応件数の推移

DVとなる行為を受けたことや見聞きしたことがありますか

基
本
方
針
Ⅲ
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誰(どこ)にも相談しなかった

友人や知人などに相談した

家族や親せきに相談した

警察に連絡・相談した

その他

無回答

配偶者暴力相談支援センター（婦人相談所、大分県消費生活・
男女共同参画プラザ（アイネス））に相談した

身体への暴力
 （たたく、殴る、ける、首をしめる、物を投げつけるなど）

威嚇・脅し
（「殺すぞ」「殴るぞ」などと言う、刃物で脅すなど）

精神的に追いつめる

（大声でどなる、無視する、物にあたる・壊す、人格を否定するような） 暴言を吐く、交友関係や行動を監視したり制限するなど  

経済的に追いつめる 
（生活費を渡さない・使わせない、借金を強要するなど）

性に関すること

（見たくないのにポルノビデオや雑誌を見せる、） 性行為を強要する、避妊に協力しないなど  

無回答

学校関係者(教員、養護教諭、スクールカウンセラーなど)
に相談した

その他の公的な機関（市役所の相談窓口など）に相談した

被害者支援団体や弁護士など民間の相談窓口に相談した

医療関係者(医師、看護師、助産師など)に相談した

人権擁護委員、民生委員、自治委員などに相談した

（平成28年　市民意識調査）

（2）　誰か（どこか）に相談しましたか

（1）　行為の内容

0% 10% 20% 30% 40%

1%

3.1%

0%

0%

2%

4.1%

4.1%

4.1%

8.2%

31.6%

35.7%

36.7%

0% 20% 40% 60% 80%

6.1%

22.4%

22.4%

24.5%

55.1%

67.3%

（平成28年　市民意識調査）

DVとなる行為を実際に受けたことがあると回答した方について

(複数回答)

(複数回答)

基
本
方
針
Ⅲ
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施策①　ＤＶ防止のための意識啓発

●ＤＶに対する正しい理解の普及やＤＶ根絶に向けた意識啓発のため、講座の開催や広報活動等を
行います。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．「女性に対する暴力をなくす運動」などの機会に広報・啓発を行うととも

に、女性に対する暴力防止について学習の機会を提供します。

　　（再掲：基本方針Ⅱ「だれもが安心できる生活の確保」P.15）

男女共同参画センター

2．暴力の加害者にも被害者にもならないよう、お互いに尊重し合える関係

づくりについて考える機会を提供するため、デートＤＶについての啓発

を行います。                  　

男女共同参画センター

3．市職員や教職員を対象に研修等を実施し、ＤＶに関する正しい理解を深

めます。

中央子ども家庭支援センター

男女共同参画センター

教育センター

デートＤＶとは、親密な関係にあるまたはあった交際相手からの、さまざまな暴力のことをいいます。

　近年は、高校生や大学生など、若者の間で問題が生じています。

施策②　相談窓口の周知・整備と相談員の資質向上

●被害者が一人で悩まず早期に相談できるよう、相談窓口の周知を図るとともに、安心して相談で
きる環境の整備に努めます。また、ＤＶに関する相談内容も多様化・複雑化していることから、
相談員の資質の向上を図ります。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．市報、ホームページ、その他様々な媒体により、被害者が相談窓口に関

する情報を得やすいよう周知を図ります。

中央子ども家庭支援センター

男女共同参画センター

2．プライバシーが守られ、安心して相談することができる環境の整備に努

めます。
関係課

3．相談員研修会や事例検討会等に積極的に参加し、相談員の専門性の向上

を図ります。

中央子ども家庭支援センター

男女共同参画センター

4．被害者への適切な対応等について、関係課職員へ研修を行います。 中央子ども家庭支援センター

施策の方向 1　ＤＶを防止する啓発の推進とＤＶ相談体制の充実
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施策③　相談窓口の相互連携

●必要に応じて関係課の相談窓口が連携しながら対応し、被害者への適切な支援を行います。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．高齢者、障がい者、依存症等、被害者や加害者の様々な事情に応じて、

関係課相談窓口等と相互に連携しながら被害者への対応を行います。

中央子ども家庭支援センター　
長寿福祉課　
障害福祉課　
保健予防課

指標及び目標値

指 　 　 標 現 状 値 目 標 値
〈平成33(2021)年度〉

DV防止講座の開催回数 年間6回
（平成27年度）

年間7回

DVを受けたことがあるが誰にも相談しなかった人の割合 36.7%
（平成28年度）

25%

　

　暴力の被害者にとって世界をより安全なものとすることを目的と
して、1994年、アメリカでレイプや虐待のサバイバー（事件や事
故、災害などに遭いながら生き延びた人）らによって結成されたプ
ロジェクトから、パープルリボンの運動が始まりました。
　現在、40か国以上の国際的なネットワークに発展し、「女性に対
する暴力根絶運動」のシンボルとして使われています。

　男性による女性への暴力をなくすため、男性が主体となって取り
組む世界規模の啓発活動です。
　男性の暴力の被害者、特にＤＶで命を落とした女性への追悼の気
持ちと、非暴力の意思を表す白いリボンを男性自身が胸に着けるこ
とで、暴力反対を訴えます。
　1991年に、カナダで始まり、現在、世界50か国以上に取組が広
がっています。フェアメン（暴力をふるわず、パートナーを対等な
相手として尊重する男性）の輪を全世界に広げていくことをめざし、
毎年、11月25日から12月6日までの期間、ホワイトリボンキャン
ペーンが開催されています。

～パープルリボン～

～ホワイトリボンキャンペーン（WRC）～
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施策①　被害者の安全確保

●被害者へ安全確保のための情報提供を行うとともに、緊急時の適切な保護に努めます。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．保護命令や警察への相談等について、情報提供します。
中央子ども家庭支援センター

関係課

2．大分県婦人相談所や民間団体と連携し、緊急時の被害者の適切な保護に

努めます。
中央子ども家庭支援センター

施策②　被害者の情報の保護

●被害者の安全確保のため、被害者に関する情報の保護について適切な対応を図ります。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．相談に係る秘密の保持及び関係課における被害者の個人情報の保護を徹

底します。
関係課

2．住民基本台帳事務における支援措置を実施するとともに、「大分市ＤＶ

被害者等支援措置庁内連携会議」を開催し、関係課と連携して被害者の

情報の管理について適切な対応を図ります。

市民課

各支所

関係課

施策の方向 2　ＤＶ被害者の安全確保と自立支援
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施策③　被害者の自立支援

●被害者が、自立に向けて、生活基盤を早期に確保できるよう支援を行います。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

同 行 支 援

1．自立支援に係る手続きの際は、必要に応じて同行支援を行い、被害者の

置かれた状況について補足説明するとともに、支援窓口においては被害

者に対して手続きの方法を分かりやすく説明します。

中央子ども家庭支援センター

関係課

住 宅 に 関 す る 支 援

1．公営住宅に関する情報提供や市営住宅入居に向けた支援を行います。
住宅課

中央子ども家庭支援センター

2．民間住宅や民間住宅入居支援を行う団体について情報提供を行います。 中央子ども家庭支援センター

3．子どもを同伴する被害者の自立を図るため、母子生活支援施設への入所

を支援します。

中央子ども家庭支援センター

しらゆりハイツ

経済・就労に関する支援

1．各種手当、医療費助成、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金、生活保護、

国民健康保険等、福祉やその他各種制度の活用により、生活の自立を支

援します。

関係課

2．ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金事業等の活用や、母子家庭等就

業・自立支援センター事業に関する情報提供等により就労支援を行いま

す。

子育て支援課

子 ど も に 対 す る 支 援

1．転校や保育園入園、就学援助等、子どもに関する各種制度の案内や手続

きの支援を行うとともに、必要に応じて学校等と情報共有を行います。

保育・幼児教育課

児童生徒支援室

2．ＤＶを見せることは子どもへの心理的虐待であり、また、ＤＶのある家

庭は子どもに対する虐待が同時に起こっていることも多いため、子ども

の状況確認に努めるとともに、必要に応じて子どもの心理的ケアを行い

ます。

子ども家庭支援センター

（中央・東部・西部）
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施策①　庁内の連携体制の充実

●被害者の状況に応じた適切な支援を行うことができるよう庁内の連携体制の充実に努めます。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．「大分市DV相談庁内連絡会議」を開催し、関係課で情報共有を図るとと

もに、迅速かつ適切な支援を行うために連携の強化を図ります。

中央子ども家庭支援センター

関係課

2．住民基本台帳事務における支援措置を実施するとともに、「大分市DV

被害者等支援措置庁内連携会議」を開催し、関係課と連携して被害者の

情報の管理について適切な対応を図ります。（再掲：基本方針Ⅲ「配偶者

等からの暴力の根絶」P.22）

市民課

各支所

関係課

施策②　関係機関等との連携の強化

●被害者の状況に応じた切れ目のない支援を行うことができるよう関係機関や民間団体との連携の
強化に努めます。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．一人ひとりの状況に応じた切れ目のない支援を行うため、大分県配偶者

暴力相談支援センター等関係機関や民間団体との相互理解を深め、連携

の強化を図ります。

中央子ども家庭支援センター

2．広域的な避難について円滑な支援が行えるよう他自治体と連携を図りま

す。
中央子ども家庭支援センター

施策の方向 3　ＤＶ対策の推進体制の充実
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　（女性活躍推進法に基づく大分市推進計画）
現状と課題

　あらゆる分野における女性の活躍は、男女共同参画社会のあるべき姿であり、そのためには政策・
方針の決定過程に女性が参画し、男女双方の意見や考えがバランスよく反映されるようにしなけれ
ばなりません。
　平成28年に実施した市民意識調査では、「職場、地域活動の場において、女性の管理職や役員な
どはまだまだ少ないのが現状ですが、女性の管理職等が少ない理由は何だと思いますか」との質問
に対し、半数以上が「家事、育児、介護などで忙しいから」、「男性優位の組織運営になっているか
ら」と回答しています。
　また、「自治会活動の中での女性の参画について、あなたはどう思いますか」との質問に対しても、
半数近くが「会議や行事などで女性は飲食の世話や後片付けなど補助的な役割が多い」と回答して
います。
　地域や職場では、男性が組織のリーダーや役員として方針決定に関わることが多いのに対して、
女性は同じ組織の構成員でありながら裏方の役に回る傾向にあり、男女共に疑問を感じないでその
慣行に従っている場合があります。
　防災についても、男性の意見で組み立てられた施策が多くあり、先の東日本大震災や熊本地震で
も男女共同参画の視点が必要な事例が見受けられ、これらの経験から得られた教訓として、特に女
性の意見が必要な項目には、避難所における女性や子育て家庭へ配慮したプライバシーと必要な物
資の確保、性暴力・DVの防止啓発があげられています。
　市民意識調査においても、「地域や職場での防災活動について女性の意見が必要と思いますか」
との質問に対し、「そう思う」が65.3%、「ややそう思う」が26.3%で、合わせて91.6%の人が女
性の意見が必要だと回答しています。
　また、「あなたは、女性が仕事を持つことについて、どう思いますか」との質問に、平成20年の
調査に比べ「結婚や出産にかかわらず仕事を持ち続けた方が良い」と回答した人の割合は増え、「子
どもができたら仕事を辞め、大きくなったら再び仕事を持つ方が良い」と回答した人は減少してお
り、結婚や出産に際し、女性が引き続き仕事をすることが支持されてきています。
　こうした中、平成27年8月に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立し、
事業主に対して、女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供、これまでの職場慣行が及ぼす
影響への配慮、職業生活と家庭生活との両立を図るための環境整備、本人の意思の尊重が求められ
ることとなりました。
　このような市民意識や社会情勢の変化に対応するため、地域や職場で女性の視点をとりいれるこ
とが必要とされています。あわせて、ポジティブアクションなどの手法も活用しながら、これまで
男性が多数を占めてきた職種や管理部門においても女性を積極的に採用・登用するとともに、男性
中心の働き方を見直し、女性だけでなく男性にとっても望ましい、男性の育児休業・介護休暇等の
取得の促進や長時間労働の是正によって、女性が働きやすい環境を整備するなど、女性の参画が進
んでいない分野での女性参画を拡大し、あらゆる分野における女性の活躍を進めていくことが必要
です。

ポジティブアクションとは、一般的には、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている人に対して、一定
の範囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定的な
措置のことをいいます。
　ポジティブアクションの方式には、次の3通りの方法があります。

⑴　指導的地位に就く女性等の数値に関する枠などを設定する方式（クオータ制）
　　性別を基準に一定の人数や比率を割り当てる手法等
⑵　ゴール・アンド・タイムテーブル方式　　
　　指導的地位に就く女性等の数値に関して、達成すべき目標と達成までの期間の目安を示してその実現に努

力する手法
⑶　基盤整備を推進する方式　　
　　研修の機会の充実、仕事と生活の調和など女性の参画の拡大を図るための基盤整備を推進する手法
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女性の管理職等が少ない理由は何だと思いますか

自治会活動の中での女性の参画についてどう思いますか

（平成28年　市民意識調査）

（平成20年・平成28年　市民意識調査）

(複数回答)

(複数回答)

0% 20% 40% 60%

0% 20% 40% 80%60%

49.2%

28.6%

26.6%

24%

19%

16.1%

14.5%

6.8%

4%

H20

H28

会議や行事などで女性は飲食の世話や後かたづけなど
補助的な役割が多い

役員に女性が出にくい、また選ばれにくい

特に男女格差は感じない

地域の役員が男性ばかりで女性が行事に参加しにくい

会議や行事などで女性が意見を言いにくい雰囲気がある

地域の活動に女性は積極的に参加しない

地域の活動は女性の方が積極的で活発である

その他

無回答

家事、育児、介護などで忙しいから

男性優位の組織運営になっているから

性別による男女の役割分担意識が強いから

家族の支援、協力が得られないから

女性側の積極性が十分でないから

女性の活動を支援するための情報が少ないから

女性はリーダー学習などの経験が十分でないから

その他

無回答

58.5%

59.2%

62.3%
58.6%

46.3%

40.4%

36.9%

32.3%

23.2%

18.6%

19.1%

16.3%

13.7%

14.9%

2.5%

3.9%

4%

2.9%
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（平成28年　市民意識調査）

0% 20% 40% 60%

H20

H28

子どもができたら仕事を辞め、
大きくなったら再び仕事を持つ方が良い

結婚や出産にかかわらず仕事を持ち続けた方が良い

結婚するまでは仕事を持つ方が良い

子どもができるまでは、仕事を持つ方が良い

仕事を持たない方が良い

その他

無回答

43.1%
52.5%

3.5%
3.1%

5.3%
4.5%

41.6%
31.8%

1.1%
0.6%

4.5%
5.8%

1%
1.8%

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

全くそう思わない

無回答

1.1%

26.3%

65.3%

0.8%

6.5%

（平成20年・平成28年　市民意識調査）

防災活動について女性の意見が必要と思いますか

女性が仕事を持つことについてどう思いますか
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施策①　市の政策・方針決定過程への女性の参画拡大

●市の政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するために、委員会等への女性委員の登用を促進
します。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．委員会等への女性委員の積極的登用に努めます。 関係課

2．「大分市女性職員活躍推進プラン」に基づき、女性職員の管理職等への登

用を推進します。
人事課

　　

委員会等とは、行政機関が、政策や方針の決定を行う際に意見を求める機関のことで、大分市では、「大分市各

種委員会等への女性委員の登用促進に関する要領」で、委員会等への女性委員の登用を積極的に行っており、

毎年度公表する女性登用率の計算には、教育委員会や監査委員などの行政委員会、法令、条例等に基づき設置

された審議会等の委員の他、市議会議員、自治委員、民生・児童委員が含まれています。

施策②　地域等における男女共同参画の推進

●地域、農業分野において女性が参画しやすいように情報提供、学習機会の提供や啓発を行います。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．男女の別に関係なく、ボランティアや地域活動への積極的な参加を促進し

ます。

社会教育課

市民協働推進課

2．地域活動への参画を促進するため広報・啓発を行うとともに、男女共生セ

ミナーなどの学習機会を提供します。
男女共同参画センター

3．家族経営協定の普及促進に努めます。 農業委員会

4．市民活動団体の運営や財政等を支援するため、各種の研修会を開催します。

市民協働推進課

大分市市民活動・消費生活

センター（ライフパル）

家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経営に参画できる魅力的

な農業経営をめざし、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な

話し合いに基づいて取り決めるものです。

施策の方向 1　政策・方針決定過程への女性の参画拡大
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施策③　防災分野における男女共同参画の推進

●男女共同参画の視点からの災害対策が必要であり、大分市防災会議等への女性委員の登用や、女
性防災士、女性消防団員を増やすよう努めていきます。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．「大分市防災会議」、「大分市国民保護協議会」への女性委員の登用を積極

的に推進していきます。
防災危機管理課

2．自主防災組織や事業所における女性防災士の登録を推進します。 防災危機管理課

3．女性消防団員を増やします。 消防局総務課

4．講座の開催など、防犯・防災について学習の機会を提供します。

消防局

防災危機管理課

男女共同参画センター

指標及び目標値

指 　 　 標 現 状 値 目 標 値
〈平成33(2021)年度〉

女性委員の構成比率が3割以上である委員会等の割合 43.5%
（平成27年度）

50%

女性委員のいない委員会等の割合 13%
（平成27年度）

10%以下

家族経営協定締結数（累積） 66団体
（平成27年度）

70団体

大分市人材バンク登録件数 695件
（平成28年度）

800件

大分市防災メール
http://www.b-oita.jp/bousaimail/guide/

　大分市では、防災に関する情報を、携帯電話
やパソコンへ電子メールで提供する 「防災メール」
を配信しています。
　災害に対する備えとして是非お役立てください。
　皆さんの登録をお願いします。
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施策①　雇用の分野における男女平等の推進

●雇用の分野における男女平等を推進するため、労働関係法令の周知と遵守の啓発、相談、セクシュ
アル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント等に関する学習の機会を提供します。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．男女雇用機会均等法などの労働関係法令が遵守されるよう、勤労者及び事
業主に対する周知・啓発を行います。

商工労政課

2．職場での男女差別など、労働関係法令に違反する事例の解消に向け、労働
相談を実施します。

商工労政課

3．勤労者実態調査を実施し、事業所における女性の採用などの現状と課題の
把握を行います。

商工労政課

4．セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント等は人権侵害で
あるという認識の浸透を図るため、学習機会の提供や意識啓発を行いま
す。（再掲：基本方針Ⅱ「だれもが安心できる生活の確保」P.15）

男女共同参画センター

5．市職員を対象にセクシュアル・ハラスメント等の相談や研修を実施します。
人事課

職員厚生課

6．「大分市女性職員活躍推進プラン」に基づき、女性職員が能力を十分発揮
できる職場づくりを推進します。

人事課

職員厚生課

施策の方向 2　雇用の分野における女性の活躍の推進

　妊娠・出産したことや育児のための制度を利用したこと等を理由とし
て事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しな
い（契約社員の場合）といった、法律で禁じられている「不利益取扱い」と、
上司や同僚からの「あなたが休むので周りは迷惑している」等の、職場
環境を害する言動である「ハラスメント行為」の両方を包括した表現です。
　事業主や人事裁量がある上司の言動は法令違反に直結し、業務に関する上司や同僚の言動は「ハラスメント
行為」に該当すると言えます。
　「ハラスメント行為」については、事業主に方針の明確化や相談窓口の設置などが法令で義務付けられており、
ハラスメントを起こした者に対しては就業規則に則った処分もありますが、そうならないように事業主は、ハ
ラスメントの原因や背景となる要因を解消するための防止措置を講ずる必要があります。

　パタニティは、英語で父性を意味し、育児休暇や育児のための短時間勤務、フレッ
クス勤務などを申し出る男性に対し、職場の上司や同僚がその機会や権利を侵害する
言動に及ぶことを言います。
　事業主には、嫌がらせ等の防止措置と育児休業等の取得を理由とする「不利益取扱い」
の禁止が法律で定められています。

～マタニティ・ハラスメント～

～パタニティ・ハラスメント～
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施策②　女性の再就職や能力開発の支援

●女性の再就職や能力開発を進めるための支援を行います。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．女性の職業能力の育成に関する情報提供や、就職を支援するセミナーの開

催などにより、育児や介護などで離職した女性の再就職や、働くことを希

望する女性の支援を行います。

商工労政課

2．女性の創業・起業の支援を行います。 創業経営支援課

3．女性の再就職や起業についての学習の機会を提供します。 男女共同参画センター

4．「大分市女性職員活躍推進プラン」に基づき、女性職員のキャリア形成支

援を推進します。

人事課

職員厚生課

指標及び目標値

指 　 　 標 現 状 値 目 標 値
〈平成33(2021)年度〉

女性を対象とした就職支援セミナーの参加者数

（1回の参加者数）
10人　

（平成27年度）
20人

　大分市では、女性の就活セミナーや起業セミナーを開催するなど、
働きたい女性を応援しています。
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施策①　ワーク・ライフ・バランスについての意識啓発

●職業生活と家庭生活を両立させるワーク・ライフ・バランスについて意識啓発や学習の機会を提
供します。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．長時間労働の是正に向けた意識の啓発を行います。 商工労政課

2．事業所訪問や大分労働局・大分商工会議所等との連携により、事業所への広報・
啓発を行います。

商工労政課
男女共同参画センター

3．ワーク・ライフ・バランスについて学習の機会を提供します。 男女共同参画センター

4．「大分市女性職員活躍推進プラン」に基づき、市職員のワーク・ライフ・バ
ランスを推進します。

人事課
職員厚生課

施策②　子育て支援体制の充実

●仕事と子育ての両立支援や多様な保育ニーズに応えるサービスの充実を図ります。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．「すくすく大分っ子プラン」に基づき、仕事と子育ての両立支援を行います。 子ども企画課

2．「すくすく大分っ子プラン」に基づき、多様化する保育ニーズに対応するため、
各種保育サービスの充実に努めます。

保育・幼児教育課

3．私立幼稚園子育て支援保育利用者補助事業を実施します。 保育・幼児教育課

4．子育て中の人も参加しやすいよう学習の機会を託児サービス付で提供します。 男女共同参画センター

5．家庭、学校、地域住民の相互連携を深め、心豊かですこやかな子どもの育成
に努めます。

社会教育課
市民協働推進課

施策③　介護の支援体制の充実

●需要に応じた介護施設などの整備に努めるとともに、高齢者支援事業を推進します。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．「長寿いきいき安心プラン」に基づき、介護者の負担の軽減を図るとともに、
地域包括支援センターを中心に高齢者の生活支援に努めます。

長寿福祉課

2．居宅での生活が困難な高齢者が利用できる施設や需要に応じた介護施設の整
備に努めます。

長寿福祉課

3．介護者への支援のため、介護について学習の機会を提供します。 男女共同参画センター

施策の方向 3　仕事と家庭の両立支援の推進
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施策④　男性の家事・育児・介護等への参画の推進

●男性の家事・育児・介護等への参画を進めるため、学習の機会の提供や意識啓発を行います。

主 　 な 　 取 　 組 担 当 課

1．PTA 活動への父親の参加を促進します。 社会教育課

2．「すくすく大分っ子プラン」に基づき、父親向け育児講座を開催します。 子育て支援課

3．男性の家事・育児・介護等への参画を進めるために、学習の機会の提供や意

識啓発を行います。
男女共同参画センター

4．「大分市女性職員活躍推進プラン」に基づき、市職員を対象に「イクメン」

研修を実施し、男性の育児休業等の取得を促進するとともに、介護休暇等を

取得しやすい職場環境を整備します。

人事課

職員厚生課

指標及び目標値

指 　 　 標 現 状 値 目 標 値
〈平成33(2021)年度〉

ワーク・ライフ・バランスの推進を担当する部署や社員がいる事業

所の割合（勤労者実態調査による）
10.5%　　　　　

（平成28年度）
15%

大分市子育て支援中小企業表彰事業者数（累積） 8社
（平成27年度）

11社　　　　　　　
〈平成31(2019)年度〉

子育てファミリー・サポートセンター会員数（累積） 1,804人
（平成27年度）

1,990人
〈平成31(2019)年度〉

　男女共同参画センターで
は、「パパと子どものクッキ
ング」を開催して、男性の家
事・育児への参画を呼びかけ
ています。
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1．市民・団体・事業者等との連携と協働 　

（1）　計画を効果的に推進するため、市民、団体、事業者等がそれぞれの立場で主体
的に取り組むよう働きかけるとともに、相互に連携・協働していきます。

2．国・県・関係機関との連携と協力 　

（1）　国、県、関係機関との協力関係を強化するとともに、情報の収集・提供を図ります。

3．計画の進行管理 　　

（1）　計画の着実な推進を図るため、設定された目標の達成度や施策の実施状況を「大
分市男女共同参画審議会」に報告し、進行管理を行います。

4．庁内推進体制の充実

（1）　計画の全庁的な推進を図るため、副市長、各部局長からなる「大分市男女共同
参画推進会議」を充実させるとともに、関係課が緊密に連携を保ちながら各
施策を総合的かつ効果的に推進します。

（2）　市職員への男女共同参画の理念の浸透を図り、男女共同参画の視点に立った
市政の推進に努めます。

大 分 市

報
告

連携・協力
情報収集・提供連携・協働

意
見

大分市男女共同参画推進会議
会長：企画部担当副市長
委員：各部局長

関係各課
大分市男女共同参画センター

大分市男女共同参画審議会

国・県
関係機関

市　民
団　体
事業者

施策の総合的・効果的な推進

 推  進  体  制 
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基本
方針 指 標 現 状 値 目標値

〈平成33（2021）年度〉

Ⅰ

男女の意識や地位が平等になっていると思う人の割合
（社会全体で）

19.9%
（平成28年度）

50%

男女共同参画社会という言葉を知っている人の割合                         
71.1%

（平成28年度）
100%

固定的な性別役割分担に反対する人の割合
78.5%

（平成28年度）
85%

外国籍を有する市民への生活オリエンテーション等の実施数　
（2017年度〜2020年度年間平均）　　      　　

35件
（平成27年度）

50件

国際化、多文化共生イベントへの参加者数
（2017年度〜2020年度年間平均）

20,538人
（平成26年度）

25,000人

市内全中学校で職場体験学習を実施
100%

（平成27年度）
維持

Ⅱ

妊娠届出時の保健指導実施率
94.9%

（平成27年度）
100%

子宮頸がん検診受診率
14.8%

（平成27年度）
27.8%

乳がん検診受診率
19.2%

（平成27年度）
28.5%

認知症サポーター養成講座受講者数（累積）
26,376人

（平成27年度）
58,000人

障がい者グループホーム（共同生活援助）の利用者数
416人

（平成27年度）
500人

Ⅲ
DV防止講座の開催回数

年間6回
（平成27年度）

年間7回

DVを受けたことがあるが誰にも相談しなかった人の割合  　　　    　　
36.7%

（平成28年度）
25%

Ⅳ

女性委員の構成比率が3割以上である委員会等の割合　　　　　　　    　
43.5%

（平成27年度）
50%

女性委員のいない委員会等の割合
13%

（平成27年度）
10%以下

家族経営協定締結数（累積）
66団体

（平成27年度）
70団体

大分市人材バンク登録件数
695件

（平成28年度）
800件

女性を対象とした就職支援セミナーの参加者数
（1回の参加者数）　

10人
（平成27年度）

20人

ワーク・ライフ・バランスの推進を担当する部署や社員が
いる事業所の割合（勤労者実態調査による）    　  　　  　　

10.5%
（平成28年度）

15%

大分市子育て支援中小企業表彰事業者数（累積）
8社

（平成27年度）
11社

〈平成31(2019)年度〉

子育てファミリー・サポートセンター会員数（累積）
1,804人

（平成27年度）
1,990人

〈平成31(2019)年度〉

 第３次おおいた男女共同参画推進プラン 
指標及び目標値の一覧
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大分市男女共同参画推進条例

大分市男女共同参画推進条例
（平成18年６月27日条例第24号）

　本市においては、個人の尊重と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、国や国際社会等と協調を図りな
がら、女性の社会参画の支援や男女平等の実現に向けた施策等を積極的に進めてきた。
　しかし、依然として性別による差別的取扱いや配偶者からの暴力等の権利侵害が後を絶たず、社会制度や慣行の中には、
性別による固定的な役割分担意識や偏見が、特に問題視されることなく残っていることも見受けられる。
　21世紀は、「人権の世紀」といわれながらも、真の男女平等の実現には、なお多くの課題が残されており、その解決に
向け、より一層の努力と創意が必要とされている。
一方、少子高齢化、国際化、情報化等の社会経済情勢の急速な変化に対し、男女がその人権を尊重しつつ、対等に責任を
分かち合い、それぞれが十分に能力を発揮することにより、柔軟かつ的確に対応していくことが求められている。
　このような認識の下、男女が等しく幸福になれるよう、私たち一人ひとりが、絶えず互いの関係を深く見つめ直し、積
極的に対話する中で、勇気と寛容さを持って新たな関係を創造し、市と市民等が協力して男女共同参画社会の実現を目指
すことを決意し、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、市、市民、事業者等、自治会等及び教育に携わる
者の役割を明らかにするとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項及び苦情等の申
出への対応に関する事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会
を実現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　市民　市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学をする者をいう。
⑷　事業者等　事業者及びその他の民間団体で、市内において活動するものをいう。
⑸　自治会等　自治会、町内会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づき形成された団体をいう。

（基本理念）
第３条　男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり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、男女共同参画の推進を阻害する要因
となるおそれがあることを考慮し、社会のあらゆる分野における活動の選択に関して、男女が、制度又は慣行に
より差別されないよう配慮されること。

⑶　男女が、社会の対等な構成員として、市における政策及び事業者等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　男女が、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動に関し家族の一員として相互に協力し、当該家庭生
活における活動と職場、学校、地域等における活動との両立を図ることができるようにすること。

⑸　男女共同参画の推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、その推進は、国際的な
協調の下に行われなければならないこと。

（市の役割）
第４条　市は、男女共同参画の推進を主要な政策として位置付けるとともに、前条各号に掲げる基本理念（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「男女共同参画施策」
という。）を総合的に策定し、及び実施しなければならない。

２　市は、男女共同参画施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
３　市は、男女共同参画施策以外の施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進を阻害することの

ないよう配慮しなければならない。
（市民の役割）

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
の推進のための取組を積極的に行うとともに、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならな
い。

（事業者等の役割）
第６条　事業者等は、社会経済活動における影響力の大きさその他その役割の重要性にかんがみ、その事業活動を行う
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に当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進のための取組を積極的に行うとともに、市が実施する男女
共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

（自治会等の役割）
第７条　自治会等は、地域社会における自治の主たる担い手として重要な役割を有する存在であることにかんがみ、地

域活動等を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進のための取組を積極的に行うとともに、市
が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

（教育に携わる者の役割）
第８条　教育に携わる者は、男女共同参画社会の実現に教育が果たすべき役割の重要性にかんがみ、教育を行うに当たっ

ては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に配慮するとともに、市が実施する男女共同参画施策に協力するよ
う努めなければならない。

（実施状況等の公表）
第９条　市長は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画施策の実施状況について公表しなければならない。

第２章　男女共同参画の推進を阻害する行為の制限
（性別による差別的取扱いの禁止）

第10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、セクシュアル・ハラスメント（性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環境を害すること又は性的
な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。以下同じ。）を行ってはならない。

３　何人も、ドメスティック・バイオレンス（配偶者等の男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為
をいう。以下同じ。）を行ってはならない。

（広告物の表現の配慮）
第11条　何人も、公共の場所において、広告物を表示し、又は掲出しようとするときは、当該広告物の表現が性別に

よる権利の侵害を是認し、若しくは助長する表現又は過度に性的な表現とならないよう配慮しなければならない。

第３章　男女共同参画の推進のための基本的施策
（大分市男女共同参画基本計画）

第12条　市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画（以下「大分市男女共同参画
基本計画」という。）を策定しなければならない。

２　大分市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。
⑴　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画施策の大綱
⑵　前号に掲げるもののほか、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

３　市長は、大分市男女共同参画基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、大分市男女共同参画審議会の意見
を聴かなければならない。

４　市長は、大分市男女共同参画基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
（政策の立案及び決定の過程への男女共同参画）

第13条　市は、積極的改善措置として、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。
⑴　市における政策の立案及び決定の過程への女性の参画を積極的に推進すること。
⑵　事業者等における方針の立案及び決定の過程への女性の参画を積極的に推進するため、当該事業者等に対し、助

言、情報の提供その他の必要な支援を行うこと。
（市民の理解を深めるための措置）

第14条　市は、男女共同参画に関する市民の理解を深めるため、広報、啓発及び教育の充実に努めるものとする。
（調査研究）

第15条　市は、男女共同参画施策の総合的かつ計画的な実施のため、必要な情報の収集及び分析その他の調査研究を
行うものとする。

（事業者等に対する支援等）
第16条　市は、事業者等に対し、その雇用における男女の平等な機会及び待遇の確保に関する自主的な取組を促進す

るため、助言、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。
２　市長は、必要があると認めるときは、事業者等に対し、男女共同参画の推進に関する状況について報告を求めるこ

とができる。
３　市長は、前項の報告を取りまとめ、これを公表することができる。
４　市は、農林水産業、商工業その他の産業における自営業の男女共同参画を推進するため、これらに従事する家族等

の男女に対し、助言、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。
５　市は、派遣労働、パートタイム労働等の就労の場における男女共同参画を推進するため、これらに従事する男女に

対し、助言、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。
（自治会等への支援）

第17条　市は、自治会等が行う地域活動等における男女共同参画を推進するため、自治会等に対し、助言、情報提供
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その他の必要な支援を行うものとする。
（市民及びその団体への支援）

第18条　市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民及びその団体に対し、当該活動に係る助言、情報提供そ
の他の必要な支援を行うものとする。

（家庭生活と職業生活及びその他の活動との両立への支援）
第19条　市は、男女が共に、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域等における活動

を両立することを可能とするため、必要な支援を行うよう努めるものとする。
（性、妊娠、出産等に関する理解及び健康の保持に対する支援）

第20条　市は、男女が対等な関係の下に、性、妊娠、出産等に関する事項について、互いの理解を深め、及び尊重し
合うことにより、生涯にわたり健康な生活を営むことを可能とするため、必要な支援を行うよう努めるものとする。

（暴力等の防止及び被害者等への支援）
第21条　市は、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを防止する施策を講ずるとともに、

これらの被害を受けた者等に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。
（相談への対応）

第22条　市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の実現を阻害する要因による権利の侵害（以下「権
利侵害」という。）について、市民から相談があったときは、関係機関との連携の下に適切な支援を講ずるよう努め
るものとする。

第４章　苦情等の申出への対応
（男女平等推進委員）

第23条　市が実施する男女共同参画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苦情に
対応し、及び権利侵害により被害を受けた者の救済を図るための必要な措置を採ることにより、男女共同参画社会を
実現するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、大分市男女平等推進委員（以
下「推進委員」という。）を置く。

２　推進委員は、独立してその職務を行う。ただし、重要な事項を決定するときは、合議を要するものとする。
３　推進委員の定数は、３人以内とする。
４　推進委員の数が２人以上である場合においては、そのすべてが男女のいずれか一方の性によって占められてはなら

ない。
５　推進委員は、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有し、性別による差別の解決に熱意があり、及び社会的信望

の厚い者のうちから市長が委嘱する。
６　推進委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
７　推進委員の任期は、通算して６年を超えることができない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、こ

の限りでない。
（苦情及び救済の申出）

第24条　市民等（市民、事業者等及び自治会等をいう。以下同じ。）は、推進委員に対し、第10条の規定に反して市が
実施する男女共同参画推進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苦情の申出（以
下「苦情の申出」という。）をすることができる。

２　何人も、推進委員に対し、第10条の規定に反した市内において生じた権利侵害による被害を受けた者の救済の申
出（以下「救済の申出」という。）をすることができる。

（推進委員による措置の対象としない事項）
第25条　苦情の申出又は救済の申出（以下「苦情等の申出」という。）が次に掲げる事項であるときは、前条の規定に

かかわらず、推進委員の措置の対象としない。
⑴　判決、裁決等により確定した事案に関する事項
⑵　裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
⑶　国会又は地方公共団体の議会に対し請願が行われている事項
⑷　推進委員が行った苦情等の申出への対応に関する事項
⑸　救済の申出の場合にあっては、当該救済の申出に係る権利侵害のあった日（継続行為にあっては、その終了した

日）から１年を経過している事案に関する事項。ただし、その間に救済の申出をしなかったことについて、正当
な理由があると推進委員が認める場合を除く。

⑹　権利侵害による被害を受けた者以外の者からの救済の申出があった事項であって、当該被害を受けた者からの同
意を得られない事項

⑺　前各号に掲げるもののほか、当該措置の対象とすることが適当でないと推進委員が認める事項
（調査等）

第26条　推進委員は、苦情等の申出があった場合において、前条各号の規定に該当しないと認めるときは、必要な調
査を行うものとする。この場合において、推進委員が必要があると認めるときは、調査の対象となる者の同意を得て、
事情を聴取し、記録の提出を求め、又は実地に調査することができる。

２　市は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による調査等（以下「調査等」という。）を拒んではならない。
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３　市民等は、調査等に協力するよう努めなければならない。
４　調査等は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（調査等の中止等）
第27条　推進委員は、調査等を開始した後において、次の各号のいずれかに該当するときは、調査等又は推進委員の

措置を中止し、又は終了することができる。
⑴　第25条各号に掲げる事項に該当するとき。
⑵　権利侵害による被害が確認できず、又は生じるおそれがないことが判明したとき。
⑶　前２号に掲げるもののほか、調査等又は推進委員の措置を継続することが適当でないと推進委員が認めるとき。

（市に係る苦情等の申出への対応）
第28条　推進委員は、市に係る苦情等の申出があった場合において、調査等の結果、必要があると認めるときは、市

長に対し、次に掲げる措置を採ることができる。
⑴　市の施策の是正若しくは改善のために必要な措置又は権利侵害による被害を受けた者の救済のために必要な措

置を採るべき旨を勧告すること。
⑵　法令の定め、地方公共団体の権限の制約その他正当な理由により、市の施策の是正若しくは改善のために必要な

措置又は権利侵害による被害を受けた者の救済のために必要な措置を直ちに採ることができないと推進委員が認
めるときは、制度改善のための意見の表明を行うこと。

２　前項の規定に基づく勧告又は意見の表明は、推進委員の合議を要し、かつ、権利侵害による被害を受けた者からの
同意を得なければならない。

３　市長は、推進委員から第１項の規定に基づき勧告を受け、又は意見が表明されたときは、当該勧告又は意見を尊重
しなければならない。

４　市長は、第１項第１号の規定に基づく勧告を受けたときは、当該勧告に対して市が採った措置について推進委員に
報告しなければならない。

５　推進委員は、市長から前項の規定による報告を受けたときは、第１項第１号の規定に基づく勧告及び当該報告の内
容を公表するものとする。

６　前項の規定による公表の実施については、権利侵害による被害を受けた者からの同意を得なければならない。
（市以外の者に係る救済の申出への対応）

第29条　推進委員は、救済の申出（市に係るものを除く。）があった場合において、調査等の結果、権利侵害に係る状
況があると認めるときは、次に掲げる措置を採ることができる。
⑴　権利侵害による被害を受けた者を救済するための必要な助言その他の調整を行うこと。
⑵　前号の規定に基づく助言その他の調整を行った場合において、権利侵害に係る状況が改善されていないと認めら

れるときは、権利侵害による被害を与えたとされる者（以下「相手方」という。）に対し、当該権利侵害に係る状
況の改善を求めるための意見の表明を行うこと。

⑶　前号の規定に基づく意見の表明を行った場合において、権利侵害に係る状況が継続し、かつ、悪質であると認め
られるときは、相手方に対し、当該権利侵害に係る状況を是正するための措置を採るべき旨を要請すること。

２　前項第２号の規定に基づく意見の表明又は同項第３号の規定に基づく要請を受けた相手方又はその代理人は、これ
らについて弁明をすることができる。

３　推進委員は、第１項第３号の規定に基づく要請及び前項の規定に基づく弁明を総合的に勘案の上、当該権利侵害の
事実の存在又はその改善の状況について調査を行うものとする。この場合においては、第26条の規定を準用する。

４　推進委員は、前項の調査の結果、権利侵害に係る状況が継続し、かつ、悪質であると認められるときは、市長に対
し、権利侵害に係る状況を公表するよう求めることができる。

５　市長は、推進委員から前項の規定に基づく公表の求めが行われた場合は、当該公表の求めに係る事案が証拠等によ
り事実であることが明白であり、かつ、重大な権利侵害を生じさせると認めるときは、当該権利侵害に係る状況につ
いて公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ当該公表に係る相手方又はその代理人に意見を
述べる機会を付与しなければならない。

６　市長は、前項の規定に基づく公表を行ったときは、推進委員に対し、その内容を通知しなければならない。
７　第１項の規定に基づく措置及び第４項の規定に基づく公表の求めの実施は、推進委員の合議を要し、かつ、権利侵

害による被害を受けた者からの同意を得なければならない。
（自己の発意による苦情等の処理）

第30条　推進委員は、必要があると認めるときは、自己の発意に基づく事案について、調査等を行い、必要な措置を
採ることができる。この場合においては、第26条から前条までの規定を準用する。

（個人情報等の保護）
第31条　第28条第５項及び第29条第５項（前条の規定において準用する場合を含む。）の規定に基づく公表を行う場

合は、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
（措置の経過及び結果の通知）

第32条　推進委員は、第28条から前条までの規定により、意見を表明し、勧告し、助言その他の調整を行い、是正を
要請し、若しくは市長に対して公表を求め、又は市長から報告を受け、若しくは市長からの通知があったときは、苦
情等の申出を行った者（苦情等の申出を行った者が、権利侵害により被害を受けた者以外の者である場合にあっては、
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それぞれの者）に対して、その旨を通知するものとする。
（職務の遂行）

第33条　推進委員は、公正かつ迅速にその職務を遂行しなければならない。
２　推進委員は、その職務の公正な遂行に支障を生ずるおそれのある苦情等の申出についての措置に関わることができ

ない。
（兼職の禁止）

第34条　推進委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委
員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の
５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

（政治的行為の制限）
第35条　推進委員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又

はその職務上の地位をこれらの団体若しくは政治的目的のために利用してはならない。
（解職の制限）

第36条　市長は、推進委員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は推進委員に職務上の
義務違反その他推進委員としてふさわしくない行為があると明白に認められるときでなければ、その職を解くことが
できない。

（守秘義務）
第37条　推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第５章　大分市男女共同参画審議会
（大分市男女共同参画審議会）

第38条　男女共同参画の推進に関し、次に掲げる事項を調査し、及び審議するため、大分市男女共同参画審議会（以下「審
議会」という。）を置く。
⑴　この条例の規定によりその意見を聴くこととされた事項
⑵　大分市男女共同参画基本計画の実施状況に関する事項
⑶　その他男女共同参画の推進に関し市長が必要と認める事項

２　審議会は、大分市男女共同参画基本計画の実施状況その他男女共同参画の推進に関する重要事項について、市長に
建議することができる。

３　審議会は、委員20人以内をもって組織する。
４　委員は、学識経験者その他市長が適当であると認める者のうちから市長が委嘱する。
５　男女のいずれか一方の性に係る委員の数は、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。
７　委員は、再任されることができる。
８　前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第６章　雑則
（委任）

第39条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附　則　抄
（施行期日）

１　この条例は、平成18年10月１日から施行する。
（経過措置）

２　この条例の施行の際現に策定されている男女共同参画の推進に関する基本的な計画であって、男女共同参画施策の
総合的かつ計画的な実施を図るためのものは、第12条第１項の規定により策定された大分市男女共同参画基本計画
とみなす。
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男女共同参画社会基本法
（平成十一年六月二十三日法律第七十八号）

最終改正：平成十一年十二月二十二日法律第百六十号

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

第一章　総則
（目的）

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

（定義）
第二条　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）
第三条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを

受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨と
して、行われなければならない。

（社会における制度又は慣行についての配慮）
第四条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映

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

（政策等の立案及び決定への共同参画）
第五条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は

民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければなら
ない。

（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第六条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護

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

（国際的協調）
第七条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同

参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。
（国の責務）

第八条　国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）
にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第九条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びそ

の他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
（国民の責務）

第十条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画
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社会の形成に寄与するように努めなければならない。
（法制上の措置等）

第十一条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他
の措置を講じなければならない。

（年次報告等）
第十二条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策についての報告を提出しなければならない。
２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

第二章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
（男女共同参画基本計画）

第十三条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画
社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。
２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項
３　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めな

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

ればならない。
５　前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。

（都道府県男女共同参画計画等）
第十四条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。
２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項
３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定
めるように努めなければならない。

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

（施策の策定等に当たっての配慮）
第十五条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施する

に当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
（国民の理解を深めるための措置）

第十六条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じ
なければならない。

（苦情の処理等）
第十七条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及

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

（調査研究）
第十八条　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。
（国際的協調のための措置）

第十九条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換そ
の他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努める
ものとする。

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第二十条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社

会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
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第三章　男女共同参画会議
（設置）

第二十一条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。
（所掌事務）

第二十二条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。
二　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
三　前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。
四　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見
を述べること。

（組織）
第二十三条　会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。

（議長）
第二十四条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。

２　議長は、会務を総理する。
（議員）

第二十五条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
二　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

２　前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
３　第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満で

あってはならない。
４　第一項第二号の議員は、非常勤とする。

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

２　前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。
（資料提出の要求等）

第二十七条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は
調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、

必要な協力を依頼することができる。
（政令への委任）

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

附　則（平成十一年六月二十三日法律第七十八号）　抄
（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。
（男女共同参画審議会設置法の廃止）

第二条　男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。
（経過措置）

第三条　前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定によ
り置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続する
ものとする。
２　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員であ

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

３　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長であ
る者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第
一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委
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員として指名されたものとみなす。

附　則　（平成十一年七月十六日法律第百二号）　抄
（施行期日）

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

一　略
二　附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日

（委員等の任期に関する経過措置）
第二十八条　この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員であ

る者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定
にかかわらず、その日に満了する。

一から十まで　略
十一　男女共同参画審議会

（別に定める経過措置）
第三十条　第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定め

る。

附　則　（平成十一年十二月二十二日法律第百六十号）　抄
（施行期日）

第一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

（以下略）
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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：平成二十六年四月二十三日法律第二十八号

　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
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。
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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　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）
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
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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。
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
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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
　　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
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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。
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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

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
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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　（平成十六年六月二日法律第六十四号） 
（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。
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　（平成十九年七月十一日法律第百十三号）　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　（平成二十五年七月三日法律第七十二号）　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　（平成二十六年四月二十三日法律第二十八号）　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。
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
（平成二十七年九月四日法律第六十四号）

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
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
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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。

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。
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（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」
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
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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。

56



女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（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。

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
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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。
（社会保険労務士法の一部改正）

第五条　社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。別表第一第二十号の二十五
の次に次の一号を加える。

　二十の二十六　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号） 
（内閣府設置法の一部改正） 

第六条　内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。附則第二条第二項の表に次のよう
に加える。

平成三十八年三月三十一日
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第五
条第一項に規定するものをいう。）の策定及び推進に関すること。
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年 世界の動き 国の動き 県の動き 市の動き

1975年
（昭和50年）

●国際婦人年（目標：
平等、発展、平和）

●国際婦人年世界会議
（メキシコシティ）

●「世界行動計画」採
択

●婦人問題企画推進本部設置
●婦人問題企画推進会議開催

●「若年婦人研修会」開
催

●「市政モニター｣ 制度
発足

国

連

婦

人

の

十

年

1977年
（昭和52年）

●「国内行動計画」策定

1978年
（昭和53年）

●青少年婦人室設置
●大分県婦人行政企画推

進会議設置
●大分県婦人問題懇話会

設置
● ｢婦人の実態調査｣ 実

施

●「福祉を語る女性の集
い」発足

1979年
（昭和54年）

●国連第34回総会「女
子差別撤廃条約」採
択

1980年
（昭和55年）

●「国連婦人の十年｣
中間年世界会議（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

●「婦人の明日をひらく―
県内行動計画」策定

●青少年婦人室から青少
年婦人課に改組

1981年
（昭和56年）

●「国内行動計画後期重点目標」策定

1983年
（昭和58年）

●大分県婦人問題懇話会
が「いま問われている
父親の役割」を提言

●教育委員に女性を登用

1985年
（昭和60年）

●「国連婦人の十年｣
ナイロビ世界会議

（西暦2000年に向けての）
●「婦人の地位向上の

ためのナイロビ将
来戦略」採択

●「国籍法」の改正
●「男女雇用機会均等法」の公布
●「女子差別撤廃条約」批准

●「第１回大分市婦人ゼ
ミナール」開催

1986年
（昭和61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

●大分県婦人問題懇話会
が「政策方針決定の場
への女性の参加促進」
を提言

●コンパルホール開館
●２階に「婦人の家」「勤

労青少年ホーム」を設
置

1987年
（昭和62年）

●「西暦 2000 年に向けての新国内行
動計画」策定

●「家庭生活に関する実態
調査｣ 実施

1988年
（昭和63年）

●「社会生活に関する実態
調査｣ 実施

1989年
（平成元年）

●「若い世代に関する実態
調査｣ 実施

1990年
（平成２年）

●国連婦人の地位委員
会拡大会期

●国連経済社会理事会
「婦人の地位向上の
ためのナイロビ将
来戦略に関する第
１回見直しと評価
に伴う勧告及び結
論」採択

●大分県婦人問題懇話会
が「新しい女性プラン
の策定」を提言

●青少年婦人課から女性
青少年課へ名称変更

●大分県婦人問題懇話会
から大分県女性に関す
る懇話会へ名称変更

1991年
（平成３年）

●「育児休業法」の公布 ●「おおいた女性プラン
21」策定

男女共同参画に関する年表
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年 世界の動き 国の動き 県の動き 市の動き

1993年
（平成５年）

●大分県女性に関する懇
話会が ｢｢安心して子ど
もを産み育てられる環
境づくりに向けて」を
提言

1994年
（平成６年）

●男女共同参画室設置
●男女共同参画審議会設置（政令）
●男女共同参画推進本部設置

1995年
（平成７年）

●第４回世界女性会議
−平等、開発、平和の
ための行動−（北京）

「北京宣言及び行動
綱領」採択

●「育児休業法」の改正（介護休業制
度の法制化）

●大分県女性に関する懇
話会が「いきいきとし
た地域社会構築のため
の女性の役割」を提言

●「男女の生活と意識に関
する実態調査｣ 実施

●市民部市民生活課に女
性政策推進室を設置

1996年
（平成８年）

●男女共同参画推進連携会議（えが
りてネットワーク）発足

●「男女共同参画2000年プラン」策
定

●「女性に関する市民意
識調査｣ 実施

●「大分市職員意識調査｣
実施

1997年
（平成９年）

●男女共同参画審議会設置（法律）
●「男女雇用機会均等法｣ 改正
●「介護保険法｣ 公布

●大分県女性に関する懇
話会が「男女共同参画 
身近なところからのア
クションプログラム」
を提言

●「女性情報誌」創刊

1998年
（平成10年）

●機構改革により企画部
文化国際課女性政策
推進室となる

●大分市女性行政推進会
議設置

●大分市女性行動計画策
定懇話会が大分市女
性行動計画「おおいた
男女共同参画推進プ
ラン」を提言

1999年
（平成11年）

●「男女共同参画社会基本法｣ 公布、
施行

●「食料・農業・農村基本法｣ 公布、
施行

●大分県女性に関する懇
話会が ｢男女共同参画
社会が男性に期待する
もの」を提言

●大分県女性に関する懇
話会から大分県男女共
同参画懇話会へ名称変
更

●「男女共同参画社会づく
りのための意識調査｣
実施

●大分市女性行動計画
「おおいた男女共同参
画推進プラン｣ 策定

2000年
（平成12年）

●国連特別総会「女性 
2000年会議」（ニュ 
ーヨーク）

●「男女共同参画基本計画｣ 閣議決定
●「ストーカー等の規制等に関する

法律｣ 公布

●「大分市男女共同参画
推進懇話会」設置

2001年
（平成13年）

●男女共同参画会議設置
●男女共同参画局設置
●「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｣ 施行
●第１回男女共同参画週間
●「仕事と子育ての両立支援策の方

針について」閣議決定

●大分県男女共同参画懇
話会が ｢大分県男女共
同参画計画」について
答申

●「おおいた男女共同参画
プラン｣ 策定

●大分県男女共同参画推
進本部設置

●大分県男女共同参画懇
話会が ｢大分県の男女
共同参画推進に関する
条例案の骨子」につい
て答申
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年 世界の動き 国の動き 県の動き 市の動き

2002年
（平成14年）

●アフガニスタンの女性支援に関す
る懇話会設置

●「大分県男女共同参画推
進条例｣ 公布、施行

●女性青少年課から青少
年男女共同参画課へ改
組

●大分県男女共同参画審
議会設置

2003年
（平成15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

●「少子化社会対策基本法｣ 公布、施
行

●女子差別撤廃条約実施状況第４
回・５回報告審議

●「次世代育成支援対策推進法｣公布、
施行

●大分県消費生活・男女
共同参画プラザ（アイ
ネス）開設

●大分市女性市議会（模
擬市議会）開催

2004年
（平成16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

●青少年・男女共同参画
課から県民生活・男女
共同参画課へ改組

●「男女共同参画社会づく
りのための意識調査」
実施

●女性政策推進室から男
女共同参画推進室へ
名称変更

●大分市女性行政推進会
議から大分市男女共
同参画推進会議へ名
称変更

2005年
（平成17年）

●国連「北京+10」世界 
閣僚級会合（ニュー
ヨーク）

●「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

●「大分県 DV 対策基本計
画」策定

2006年
（平成18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

●大分県男女共同参画審
議会が「おおいた男女
共同参画プラン（改訂
版）」について答申

●「おおいた男女共同参画
プラン（改訂版）｣ 策定

●「大分市男女共同参画
推進条例」公布、施行

●「大分市男女共同参画
審議会」設置

●「大分市男女平等推進
委員」設置

2007年
（平成19年）

●「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律｣ 改正

●「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

●「大分市職員意識調査」
実施

2008年
（平成20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

●「輝く女性サポートプラ
ン」策定

●「男女共同参画に関す
る市民意識調査」実施

2009年
（平成21年）

●「育児・介護休業法」改正
●男女共同参画シンボルマーク決定
●男女共同参画会議「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及び今後
の取組に向けての意見」決定

●「大分県ＤＶ対策基本計
画（改訂版）」策定

●アイネスを配偶者暴力
相談支援センターに指
定

●「男女共同参画社会づく
りのための意識調査」
実施

●「第２次おおいた男女
共同参画推進プラン」
策定
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年 世界の動き 国の動き 県の動き 市の動き

2010年
（平成22年）

●国連「北京＋15」記 
念会合（ニューヨー
ク）

●「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」改定

●「第３次男女共同参画基本計画」
閣議決定

●県民生活・男女共同参
画課をアイネスに移転・
統合

2011年
（平成23年）

●ジェンダー平等と女
性のエンパワーメン
トのための国際機関

（ＵＮＷ omen）正
式発足

●「第３次おおいた男女共
同参画プラン」策定

2012年
（平成24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

●「『女性の活躍推進による経済活性
化』行動計画」策定

●「第３次大分県ＤＶ対策
基本計画」策定

2013年
（平成25年）

●若者・女性活躍推進フォーラムの
提言

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

●「ストーカー行為等の規制等に関す
る法律」の一部を改正

2014年
（平成26年）

●第 58 回国連婦人の
地位委員会「自然災
害におけるジェン
ダー平等と女性のエ
ンパワーメント」決
議案採択

●輝く女性の活躍を加速する男性
リーダーの会」行動宣言

●女子差別撤廃条約実施状況第７回
及び第８回報告提出

●「男女共同参画社会づく
りのための意識調査」
実施

●機構改革により大分
市男女共同参画セン
ターをコンパルホール
２階に開設

2015年
（平成27年）

●国 連「 北 京 ＋ 20」
記念会合（ニュー
ヨーク）

●「女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律」成立、一部施行

●「第４次男女共同参画基本計画」
閣議決定

●「女性が輝くおおいた推
進会議」設立

●「女性活躍推進法に基
づく特定事業主行動計
画」（大分市女性職員
活躍推進プラン）策定

2016年
（平成28年）

●「第４次おおいた男女共
同参画プラン」策定

●「男女共同参画に関す
る市民意識調査」実施

●「第３次おおいた男女
共同参画推進プラン」
策定

●「配偶者暴力防止法に
基づく大分市ＤＶ対策
基本計画」策定

●「女性活躍推進法に基
づく大分市推進計画」
策定
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用　　語 解　　　　　　　　　　　　説

あ  行

委員会等 行政機関が、政策や方針の決定を行う際に意見を求める機関のことで、大分市で
は、「大分市各種委員会等への女性委員の登用促進に関する要領」で、委員会等
への女性委員の登用を積極的に行っており、毎年度公表する女性登用率の計算に
は、教育委員会や監査委員などの行政委員会、法令、条例等に基づき設置された
審議会等の委員の他、市議会議員、自治委員、民生・児童委員が含まれています。

イクボス 職場で共に働く部下・スタッフの仕事と生活の両立を考え、その人のキャリアと
人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽し
むことができる上司（男女を問わず、経営者・管理職）のことを指します。

イクメン 積極的に子育てを行う男性や、育児を楽しみ自らも成長しようとする男性、また
は将来的にそうありたいと考えている男性のことを指します。育児休暇を申請し
た男性のみでなく、子育てする男性すべてを表す意味でも使われるようになって
います。

M字カーブ 日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳
代後半と40歳代後半が山になるアルファベットのMのような形になることをいい
ます。
これは、結婚や育児（出産）・子育てのため一時仕事をやめ、子育てが一段落す
るとまた働くという特徴があるためです。
なお、国際的にみると、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では、就業率
の低下はみられません。  

LGBT 女性の同性愛者であるレズビアン、男性の同性愛者であるゲイ、両性愛者である
バイセクシュアル、体の性と心の性が違う人であるトランスジェンダーの頭文字
を並べたもので、性的マイノリティのことをいいます。
LGBT当事者は、周囲の人に理解されずに、いじめや暴力被害を受けることが多く、
カミングアウトできない実態から、つらい体験を抱えていることが明らかになっ
てきています。
困難を抱えた男女の人権が尊重されるとともに、性の多様性を容認する社会の実
現が求められています。

エンパワーメント 力をつけることを意味し、女性のエンパワーメントは、女性が自分自身の生活と
人生を決定する権利と能力を持ち、様々なレベルの意思決定過程に参画し、社会
的・経済的・政治的な状況を変えていく力を持つことを意味します。

か  行

家族経営協定 家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経営に参画でき
る魅力的な農業経営をめざし、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就
業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づいて取り決めるものです。

ガラスの天井 表面的には平等に見えながら、昇進、登用や意思決定の場への参画を事実上制限
している「見えない障壁」があることをいい、職場に依然として女性の能力や役
割に対する固定観念が根強いことを物語っています。このことは、女性の能力発
揮を妨げ、働く意欲を削ぐだけでなく、企業にとっても活力を損なう結果をもた
らします。　

用 語 集 （用語解説：本プランに用いた用語の他、男女共同参画の推進に関する用語を集めました。）

63



用　　語 解　　　　　　　　　　　　説

固定的性別役割分担 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもか
かわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをい
います。

「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は固定的な
考え方により、男性・女性の役割を決めている例です。

さ  行

ジェンダー 人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）がありますが、社会通
念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、
このような社会的・文化的に形成された性別をジェンダー（gender）といいます。

ジェンダーギャップ
指数

世界各国の社会進出における男女格差を示す指標で、世界経済フォーラムが毎年
公表しており、経済活動や政治への参画度、教育水準、出生率や健康寿命などか
ら算出されます。
日本は、国会議員、官僚、企業管理職などで格差が大きく、2016年は144か国中
111位となっています。

女子差別撤廃条約 1967年の国際連合の女子差別撤廃宣言を基に、1979年の国連総会で採択され、
日本は1985年に批准しました。
これにより、日本は1985年に男女雇用機会均等法、1999年に男女共同参画社会
基本法を制定しました。
条約には、批准国は、家庭、教育、スポーツ、選挙、社会保障などのあらゆる分
野での女子差別撤廃に必要な措置をとるよう定められており、条約実施の進捗状
況を検討する委員会に日本が提出した報告では、政策・方針決定過程への女性参
画を「喫緊の課題」、「政治・経済の分野におけるその緊急性は高い」、賃金格差は「縮
小しているが、国際的に見て大きい」としています。

世界女性会議 女性の地位向上を目的として、国際連合主催の元に開かれる会議のことで、1975
年を「国際婦人年」と決議して以降、4回開催されています。　第1回の世界女性
会議は1975年にメキシコシティで開催され、女性の地位向上のための「世界行動
計画」が採択されました。
また、国連は翌1976年～1985年を「国連婦人の十年」とし、世界共通の目標に
向け各国内の諸制度や慣習の改善、法律整備への取り組みが始まりました。

「国連婦人の十年」の中間年の1980年には、コペンハーゲンで第2回世界女性会
議が開かれ、「女子差別撤廃条約」の署名批准が行われました。

「国連婦人の十年」の最終年にあたる1985年には、ナイロビで第3回世界会議が
開かれ、西暦2000年に向けての「女性の地位向上のための将来戦略」が採択され、
各国での履行の報告が義務付けられました。
第4回世界女性会議は1995年に北京で開催され、貧困、教育などの12分野に関す
る「行動綱領」と、「北京宣言」が採択されました。

セクシュアル・ハラ
スメント

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、
性的なうわさの流布、衆目に触れる場所へのわいせつな写真の掲示など、様々な
態様のものが含まれます。
特に、雇用の場においては、性的な言動への対応によって、労働条件に不利益を
受ける「対価型」と、就業環境が害される「環境型」があります。
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た  行

ダイバーシティ 「多様性」のことで、性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、
共存できる社会のことをダイバーシティ社会といいます。

ダブルスタンダード
（性規範の）

個人の違いよりも性別など属性の違いによって評価基準を変えて評価することを
いい、主に男性と女性で期待する内容や程度の異なる二つの基準を無意識のうち
に設定し、性別で評価している状況を指す意味で用いられています。
こうした問題の背景には、性別固定観念があり、男女の生き方、行動や考え方に
影響を及ぼしています。

多文化共生 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築
きながら地域社会の構成員として共に生きていくことをいいます。

男女共同参画社会 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のこ
とです。

DV 英語の「domestic violence」を略して表記したものです。
直訳すると「家庭内暴力」となりますが、本計画では、「配偶者（事実婚を含む）
や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で
使用します。
また、「暴力」とは、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及
ぼす言動をいいます。

〈暴力の主な形態〉
身体的暴力……殴る、蹴る、髪をひっぱる、首を絞める、物を投げつけるなど
精神的暴力……「殺すぞ」等脅す、大声でどなる、殴るふりをする、電話や行

動等を細かくチェックしたり制限したりする、人格を否定する
ようなことを言う、何を言っても無視するなど

性的暴力………性行為を強要する、避妊に協力しない、見たくないのにポルノ
雑誌等を見せるなど

経済的暴力……生活費を渡さない、外で仕事をさせない、お金の使い方を細か
くチェックするなど

デートDV 親密な関係にあるまたはあった交際相手からの、さまざまな暴力のことをいいま
す。
近年は、高校生や大学生など、若者の間で問題が生じています。

は  行

パタニティ・ハラス
メント

パタニティは、英語で父性を意味し、育児休暇や育児のための短時間勤務、フレッ
クス勤務などを申し出る男性に対し、職場の上司や同僚がその機会や権利を侵害
する言動に及ぶことを言います。
事業主には、嫌がらせ等の防止措置と育児休業等の取得を理由とする「不利益取
扱い」の禁止が法律で定められています。
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パープルリボン 暴力の被害者にとって世界をより安全なものとすることを目的として、1994年、
アメリカでレイプや虐待のサバイバー（事件や事故、災害などに遭いながら生き
延びた人）らによって結成されたプロジェクトから、パープルリボンの運動が始
まりました。
現在、40か国以上の国際的なネットワークに発展し、「女性に対する暴力根絶運動」
のシンボルとして使われています。

パワー・ハラスメント 職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊
厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与
えることをいいます。
うつ病などのメンタルヘルス不調の原因となることもあります。

ポジティブアクション 一般的には、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている人に対して、一
定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現する
ことを目的として講じる暫定的な措置のことをいいます。
　ポジティブアクションの方式には、次の3通りの方法があります。
⑴　指導的地位に就く女性等の数値に関する枠などを設定する方式（クオータ制）
　　性別を基準に一定の人数や比率を割り当てる手法等
⑵　ゴール・アンド・タイムテーブル方式　　
　　指導的地位に就く女性等の数値に関して、達成すべき目標と達成までの期間

の目安を示してその実現に努力する手法
⑶　基盤整備を推進する方式　　
　　研修の機会の充実、仕事と生活の調和など女性の参画の拡大を図るための基

盤整備を推進する手法

ホワイトリボンキャ
ンペーン（WRC）  

男性による女性への暴力をなくすため、男性が主体となって取り組む世界規模の
啓発活動です。
男性の暴力の被害者、特にＤＶで命を落とした女性への追悼の気持ちと、非暴力
の意思を表す白いリボンを男性自身が胸に着けることで、暴力反対を訴えます。
1991年に、カナダで始まり、現在、世界50か国以上に取組が広がっています。フェ
アメン（暴力をふるわず、パートナーを対等な相手として尊重する男性）の輪を
全世界に広げていくことをめざし、毎年、11月25日から12月6日までの期間、ホ
ワイトリボンキャンペーンが開催されています。

ま  行

マタニティ・ハラス
メント

妊娠・出産したことや育児のための制度を利用したこと等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、契約を更新しない（契約社員の場合）
といった、法律で禁じられている「不利益取扱い」と、上司や同僚からの「あな
たが休むので周りは迷惑している」等の、職場環境を害する言動である「ハラス
メント行為」の両方を包括した表現です。
事業主や人事裁量がある上司の言動は法令違反に直結し、業務に関する上司や同
僚の言動は「ハラスメント行為」に該当すると言えます。

「ハラスメント行為」については、事業主に方針の明確化や相談窓口の設置など
が法令で義務付けられており、ハラスメントを起こした者に対しては就業規則に
則った処分もありますが、そうならないように事業主は、ハラスメントの原因や
背景となる要因を解消するための防止措置を講ずる必要があります。
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ら  行

リプロダクティブ・
ヘルス

それまで、妊娠や出産に限られがちだった従来の女性の健康についての考えを、
月経、避妊、中絶、不妊、子育て、更年期障害、性感染症などの面から捉え、女
性が生涯にわたって自分の健康を主体的に確保することをめざそうとするもの
で、いつ何人の子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性関係、
安全な妊娠や出産、子どもが健康に生まれ育つこと、また、これらに関連して思
春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が含
まれています。
そして、このようなリプロダクティブ・ヘルスを享受する権利がリプロダクティ
ブ・ヘルス/ライツであり、1994年にカイロで開催された国連の国際人口・開発
会議において提唱され、基本的人権としての確立が求められています。

わ  行

ワーク・ライフ・
バランス

働くすべての人が、仕事と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった仕
事以外の生活との調和をとり、その両方を充実させる働き方、生き方のことをい
います。
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